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サプライチェーン・マネジメント

CSR 調達に関する基本的な考え方 
サプライチェーンのグローバル化の中で、企業にはサプライチェーン全体においてサステナビリティを強く意識した責任ある調達活動を行うことが求められています。NEC は、自社のみ

ならずサプライチェーンを構成するサプライヤーとも協力して、環境や社会全体に与える影響に十分配慮しながら事業を行うことで社会から信頼され、サステナブルな社会価値創造に貢献
できるものと考えています。 

NEC は、サプライヤーと協力して社会における重要な課題と事業が社会に及ぼしうる影響について共に学びながら、よりよいサプライチェーン構築に向けた取り組みを続けていきます。 
 

基本方針と取り組み 

NEC では、NEC のサステナブル経営方針および社会的責任の国際ガイダンス規格 ISO26000、ISO20400 を基に「NEC グループ調達基本方針」を策定し、CSR 調達に関する社内統制とサ
プライヤーへの展開を図っています。購買倫理などの社内統制の観点からは、「資材取引に関する基本規程」を制定して、すべての従業員に対して規程遵守を徹底しています。さらに、これ
を強化するために、調達プロセスにおける具体的な業務規程を制定し、定期的な教育を行うことで調達関係者に周知徹底しています。お取引先への展開の観点では、「CSR 調達ガイドライ
ン」を策定し、お取引先との相互理解を深めています。この規程に基づいてサプライヤーと密に連携しながら活動を推進し、長期的な視点でパートナーシップを深める努力を続けています。 

 
 NEC グループ調達基本方針 
 CSR 調達ガイドライン 

 
また、上記の方針やガイドラインをベースに、「人権」「労働・安全衛生」「公正取引」「環境」「情報セキュリティ」「品質・安全性」を CSR 調達における６重点リスクと認識し、 

サプライチェーン全般にわたってこれらの項目に十分配慮した調達（CSR 調達）が行われるよう、契約、周知徹底、書面確認、現地監査の各段階で取り組みを推進しています。 
 契 約 
日本国内のサプライヤーには、基本契約書の締結や、環境と安全衛生管理に関する宣言書の取得を通じて、これらの履行・遵守を担保しています。北米、欧州、アジアでは、 
サプライヤーから環境と安全衛生管理に関する宣言書を取得しています。さらにアジアでは、個別注文書に CSR 条項を盛り込んでいます。 
 周知徹底 
NEC グループ調達基本方針や CSR 調達ガイドラインをはじめとする各種説明書面をサプライヤーに提示し、内容を確認いただいています。また、日本国内では 
「CSR・情報セキュリティ施策説明会」を開催し、委託先と取り組む最新の施策について情報の共有を図っています。 
 書面確認 
情報セキュリティ分野では、サプライヤーにおける要求事項遵守状況や取り組み状況を確認するための書類点検を実施しています。 
 現地監査 
情報セキュリティ分野では、サプライヤーを訪問しての現地監査を継続的に実施しています。改善を要する事項をサプライヤーと共有し、改善施策が講じられるところまで 
フォローしています。 
なお、2016 年度まで実施していた現地監査（CSR-PMR）については、実効性や今後の取り組みについて検討の結果、2017 年度は実施を見送りました。（見送りの経緯は、 
次項「当初の目標(第 2 項)」で詳述。） 

 

http://jpn.nec.com/purchasing/renshiki-a2.html
http://jpn.nec.com/purchasing/data/2_sc_csr_guideline_4j.pdf
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活動目標と成果・進捗 

中期目標（2018～2020年度） 
サプライチェーンパートナーにおける自律的な CSR 推進の深耕  
 

目標、成果・進捗、達成度 
（達成度：◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし）

2017年度の目標（新規） 2017年度の成果・進捗 達成度 2018年度の目標 
・ ソフトウェア・ソリューション調達におけ
る CSR 調達の方針策定 

・ 調達基本方針および CSR調達ガイドラインの改訂を行い、NECホーム
ページに開示しました。 

・ これまで実施してきたSAQおよびCSR-PMRによる現地調査などから、主
要なハードウェアサプライヤーによる CSR 調達の取り組みについては、 
一定の学びを得ました。また、当社の調達費用構造比較分析を行い、CSR
調達の中期的推進戦略検討に着手した結果、今後はソフトウェア・ソ
リューション調達における CSR調達推進に注力する方針となりました。 

・ ソフトウェア・ソリューション調達における共創を一層進めるべく、担当
役員から積極的に主要サプライヤー幹部に働きかけをしました。 

・ サプライヤーの状況に合わせた CSR調達推進を行うために、製品領域、
取引履歴、企業情報などの因子を加味した定量的な「サプライヤーリスク
指数」を開発しました。 

○ ・ ソフトウェア・ソリューション調達における CSR 調達の推進 
- ソフトウェア・ソリューション調達における課題を、サプライ
ヤーサーベイによって抽出する。 

- サプライヤーリスク指数を用いて、各々のサプライヤーに適した 
施策を立案し、実施・着手する。まずは、政府の重点施策でもあ
る長時間労働と健康管理をテーマとする方向で検討する。 

- 社内外の情報ソースとの連携、NPO とのダイアログを通じて、施
策がもたらすインパクトを検証する。 

 
 

・ SAQ、PMRに代わる有効なサプライヤー
CSR 

・ 観察ツールの開発 

・ 現地調達要員が、日常的に CSR観察のために活用できる帳票（Supplier 
Visit Record）を開発しました。 

・ Supplier Visit Recordをオンラインで活用するためのシステム基盤を構
築し、海外法人を含めた調達要員間での情報共有が可能となりました。 

 

○ ・ Supplier Visit Recordの活用促進 
- Supplier Visit Record の活用マニュアルを作成し、調達要員への 
教育を実施する。 

- Supplier Visit Record の実運用を中華圏で開始し、情報収集を進
める。 

・ APAC（アジア太平洋地域）における個別注
文書への CSR条項盛り込み 

 

・ APAC地域統括会社が使用する個別注文書に CSR条項を盛り込み、実運
用を開始しました。 

・ APACが管轄する CA（現地法人）が使用する個別注文書への CSR条項の
盛り込みも進み、オセアニアを除く CAでの実運用を開始しました。 

・ EMEA（欧州、中東およびアフリカ）統括会社およびその傘下の CAにお
いても個別注文書に CSR条項を盛り込む活動を進めました。 

◎ ・ 個別注文書への CSR条項の盛り込みをグローバル展開する 
- APACおよび EMEA（CA含む）の個別注文書への CSR条項盛り込
みを完了する。 

- 商習慣の異なる中華圏での個別注文書への CSR 条項の盛り込み検
討に着手する。 

- 日本（当社および国内連結子会社）における資材基本契約書への
CSR条項の盛り込み検討に着手する。 
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当初の目標 目標変更理由 

１．CSR関連項目すべてを網羅した SAQを実施（再開）する。 ハードウェア調達を想定した既成の SAQ（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン他による self assessment 
questionnaire）の導入を検討していましたが、ソフトウェア・ソリューション調達における CSR調達を推進していくと方針を定
めたため、この導入を取りやめました。 

２．CSR-PMRを継続して拡大する。 現行の PMRの有効性について吟味しましたが、工場レベルの安全衛生・廃棄物管理は有効に審査できるものの、人権侵害などの 
重大な問題を見出すことが困難であると判断しました。 
また、ソフトウェア・ソリューション開発における CSR調達推進に向けて、取り組みを全面的に見直すことになったため、CSR-
PMRの実施を凍結しました。 

３．APACにおけるサプライヤーの CSR取組調査を開始する。 上記１と同様の理由で、CSR取り組み調査（書類点検）は実施しませんでしたが、APACの地域特性を考慮した個別注文書に CSR
条項を盛り込むことでこれを代替しました。 

 
 
推進体制 

NECの CSR調達体制 
NEC の CSR 調達は、調達担当役員が NEC グループ全

体の責任を担います。CSR 調達に関わる意思決定は、調
達本部長を議長とする調達本部会議で行われます。実務的
には、調達本部が半期ごとに招集する CSR 調達実務連絡
会による情報展開や施策討論を経て、施策立案と施策実行
を進めます。また、CSR 調達の推進は、社内関連部門と
連携して行います。 
一方、国際的なイニシアチブや市民社会（NGO/NPO）

およびアカデミアとのステークホルダーエンゲージメント
により、グローバルな社会課題をより深く理解し、国際機
関、政府機関、他社取り組みなどの最新情報を積極的に収
集することで、CSR 調達推進計画の立案や個別施策の効
果的な推進や改善計画の検討に役立てています。 

CSR 調達実務連絡会の情報は、国内関係会社に通知さ
れ、NEC グループ一体となった活動を進めています。 

海外関係会社については、毎年開催されるグローバル・
サプライチェーン・ボードを意思決定機関として活動をし
ています。実務運営では、EMEA、中国・東アジア、
APAC の地域統括会社に地域全体の CSR 調達をマネジメ
ントする担当者を置き、本社で策定した基本方針に則りな
がら、各国の文化や商習慣にも配慮した CSR 調達の推進
を工夫しています。 

 

企業横断活動への参加 
NEC では、CSR 調達にかかわる企業横断的な活動にも

積極的に参画しています。グローバル・コンパクト・ 
ネットワーク・ジャパンのサプライチェーン分科会では、
異なる業種の企業、NGO など多様なメンバーが CSR 調
達のあるべき姿について議論を重ねるとともに、企業にお
ける実践の向上に資するアウトプット創出を目指した活動
を行っています。その一環として、2017 年 6 月に「CSR
調達 セルフ・アセスメント・ツール・セット」を発行し

ました。当社は同分科会のメンバーとして活動に積極的に
参加し、アウトプット創出にも貢献しました。 
電子情報技術産業協会（JEITA）では、2018 年 1 月、

CSR に関する専門的な見地から調査、研究、普及および
対外的な提言などを行うことを目的に CSR 委員会を設置
しました。同時に同委員会の下部組織として「責任あるサ
プライチェーン・ワーキンググループ」が発足し、当社も
このワーキンググループに参加、業界共通の最新情報や課
題を共有するとともに、取り組み向上に貢献しています。 
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施策

調達基本方針の改訂 
2020 中期経営計画の策定と同期して「調達基本方針」

の改訂に取り組みました。経済価値と社会価値の追求とい
う目標のもとで、「私たちは、持続可能な社会づくりのた
めに、パートナーとの価値共創を通じた課題解決を目指し
ます」というステートメントを打ち出しました。 
また新たに、①持続可能な責任ある調達の推進、②共創

による社会価値の創出、③成長に向けた信頼関係の構築、
というビジョンを明確化することによって、日々の調達活
動をパートナーとの価値共創という概念とリンクさせ、財
務要素と非財務要素の統合的活動を目指していきます。 
近年の大きな社会課題である“現代奴隷”は、グローバリ

ゼーションの負の側面として議論されています。途上国に
おける絶対的貧困の増幅に加担しないため、今回の改訂
で、「調達基本方針」の「基本的な考え方」において奴隷
および人身売買の拒否を明言しました。 

 
 NEC グループ調達基本方針 

 
なお、NEC ヨーロッパ社では、EMEA Procurement 

Policy の見直しを適宜行い、お客さまの拠点がある国や
地域特有のガイドラインに即した CSR 調達を推進してい
ます。 

 
 人権の尊重 EMEA 地域における取り組み 

 

CSR調達ガイドラインの改訂 
調達基本方針の改訂にともない、「CSR 調達ガイドラ

イン」も改訂し、ホームページで公開しました。 
NEC だけの、あるいは個々のサプライヤーだけの取り

組みで解決できるサプライチェーンの課題は限られていま

す。今回の改訂では、主としてサプライチェーン上流企業
との連携に主眼を置いたガイドラインとして、サプライ 
ヤー各社との共創推進の協力を求めています。 

NEC とサプライヤー各社が共に認識している社会課題
に関しては、サプライヤーと共創を進めていくさまざまな
場を通じて、サプライヤー各社との共創により、より身近
で具体的な課題を取り上げて活動を推進していきます。 
なお、多くの CSR 問題が“社会的排除”と関連すること

から、「少数者への配慮」「外国人労働者への配慮」とい
う項目を人権関連項目として付け加え、サプライヤーにお
ける対応も求めています。 

 
 CSR 調達ガイドライン 

 

環境配慮への取り組み 
NEC は、ハードウェアにとどまらず、ソフトウェアや

サービスの調達に対しても「グリーン調達ガイドライン」
に基づいたグリーン認定制度を展開しており、グリーン調
達率 100%を継続しています。また、「欧州 RoHS指令」
「欧州 REACH 規則」などに代表される各国の製品含有
化学物質規制に適合するために、調達品における化学物質
含有調査を継続して実施しています。 
さらに、地球温暖化対策については、サプライチェーン全

体で取り組むことが重要であることから、2012年度から主
要なサプライヤーの協力のもと、調達品に関するCO２排出量
を継続的に把握しています。調達品を含めサプライチェーン
全体での排出量については、第三者の検証を経て公開すると
ともに、削減に向けた対策へと活かしています。 

 
製品含有化学物質の調達制限に関する基準 
Scope 3 

紛争鉱物問題への対応 
アフリカのコンゴ民主共和国およびその隣国では、採掘

される鉱物などが武装勢力の資金源となる場合があり、部
族紛争、人権侵害、環境破壊などを引き起こしていると言
われています。2011 年度から、NEC グループとして「紛
争地域において不当な方法で採掘された鉱物を製品に使用
しない・調達しない」というグループ方針を明確化しまし
た。「紛争鉱物対応ガイドライン」を制定し、サプライ 
ヤーにも紛争鉱物問題への理解と対応を求めているほか、
NEC 内の営業部門・事業部門と連携した体制を整えて、お
客さまからの紛争鉱物調査要請に迅速に対応しています。 

 
 紛争鉱物対応ガイドライン 

 
またNECは、JEITAが主宰する「責任ある鉱物調達検討

会」のメンバーとして、業界連携活動も継続しています。 
2017 年度は、同検討会傘下の「啓発・広報チーム」と

「製錬所支援チーム」に参画しました。「啓発・広報チー
ム」では、サプライヤー向けの合同説明会で説明員を担当
し、サプライヤーの紛争鉱物問題に対する理解促進に努め
ました。また、「製錬所支援チーム」では、いまだにいず
れのイニシアチブ
からもコンフリク
トフリーの認証を
得ていない海外の
精錬所に対して、
直接、認証取得に
向けた監査受審の
働きかけを行いま
した。 

 

 
紛争鉱物に関する説明会 

https://jpn.nec.com/purchasing/policy.html
https://jpn.nec.com/purchasing/data/2_sc_csr_guideline_4j.pdf
http://jpn.nec.com/eco/ja/product/green/pdf/Standards_Pertaining_to_Procurement_Restrict_JP.pdf
http://jpn.nec.com/eco/ja/announce/co2/index.html
http://jpn.nec.com/purchasing/data/CM_Guideline_j.pdf
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf#page=6
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「CSRレビューフォーラム」（CRF）からの
提言について 
2017 年、「CSR レビューフォーラム」からご指摘いた

だいた「CSR 調達」に関する項目については、以下のよ
うな取り組みを行いました。 

 
CSR レビューフォーラムからの提言(p.59) 

 
・人権・安全衛生領域等での実効性の高い現地監査に関
する提言については、幅広い人権領域で実効性と効率
性を両立できる監査手法はいまだ確立されているとは
いえません。一方、当社の主要な海外生産委託先はす
でに RBA などの国際的な団体からの自己診断や監査を
受けており、リスクは小さいものと考えられます。し
かしながら、人権デューディリジェンスの一環とし
て、リスク特定・評価の効果的方法の研究については
継続していきます。 

・調達担当者に向けた CSR の十分な意識啓発と実務教育
に関する要望については、後述のとおり教育計画を立
て、CSR や関連法規遵守を含めた教育を計画的に実施
しています。2018 年度は、改訂後の調達基本方針、
CSR 調達ガイドラインに基づいた教育、すなわち現代
奴隷などの新たな事項を盛り込んだ教育プログラムへ
の改善に取り組んでいきます。 

・ステークホルダーとの対話やデューディリジェンスに
関する要望については、今年度はソフトウェア・ 
ソリューションへのシフトにともなう取り組みの重要
性を認識し、それらの事業領域において事業特性に照
らした優先テーマを抽出しながら、サプライヤーとの
コラボレーションを推進します。また、各種施策の調
達現場への啓発と定着化については、CSR 調達実務連
絡会を通じて NEC グループ全体の活動として進めてい
きます。 
 

計画的な研修 
すべての調達部門員が、法規の遵守はもちろんのこと、

社会的責任を全うして持続可能性の高い調達活動を行うこ
とができるように、CSR や調達関連法規について、役
職・役割に応じた教育計画を立て、実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2017_report.pdf#page=60
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これまでの取り組みと今後の方針 

方針策定：CSR調達における重点課題 
NEC グループでは、CSR 調達への取り組みをはじめた

初期のころと比較して、ハードウェア調達比率が減少して
いるのに対して、ソフトウェアやソリューション関連調達
の比率が増えています。経営方針として、社会ソリュー 
ション事業に注力することを決め、事業の移行を進めてい
ることからこれらの調達の比重が高まる傾向にあります。
2017 年度は、このような事業領域・調達領域の変化に適
応した CSR 調達戦略の策定に着手しました。 
 
ソフトウェア・ソリューション領域は、ハードウェア領

域と異なった事業特性をもち、取り組むべき社会課題の様
相も大きな違いがあります。文献調査や有識者ヒアリング
などから、ソフトウェア調達では情報セキュリティととも
に長時間労働、健康配慮、ワークライフバランスなどが着
目すべき課題領域となります。 

 
また、ソリューション調達では、工事における危険予

防、安全確保が重要な課題領域となることが明らかとなり
ました。 

 
今後は、サプライヤーとの共創を進める中で、より具体

的な課題抽出を行い、CSR 調達において NEC が重点的
に取り組むべき課題の特定を進めていきます。  

 

方針策定：取引先の状況に応じた推進施策 
NEC グループの調達費用構造は、購入金額上位 1,000

社で全購入金額の 85%を占めています。企業影響力の観
点から、これら主要なサプライヤーとの CSR 調達の取り
組みを進めることで大きな効果が見込めます。 

一方、取引規模の小さなサプライヤーへの目配りも欠か
せません。購入金額が小さくても、人権侵害などのリスク
は十分に考えられるため、企業影響力とは別の次元で啓発
を進めていくことが必要だと考えています。 

 
そこで、サプライヤーの規模や弊社との取引状況につい

て十分に考慮して、メリハリをつけた CSR 施策を進める
ために、2017 年度は、調達費用構造の分析と「サプライ
ヤーリスク指数」の開発に取り組みました。 

 
サプライヤーリスク指数とは、調達金額を基礎としつ

つ、製品領域、取引履歴、企業情報などの因子を加味して
サプライヤーのリスク状態を“見える化”するものです。 

 
2018 年度からはこのサプライヤーリスク指数を活用し

て、新たに特定する重点取り組み課題を基に、活動による
効果を重視した施策を進めていきます。 

契約：環境と安全衛生（EHS）に関わる海外
現地法人とサプライヤーとの共創 
各国・地域で強化される環境規制への対応と、現地工事

における作業者の安全確保の徹底を図るために、2015 年
度から NEC グループの海外現地法人では、ハードウェア
製造業者や現地工事事業者を含むサプライヤーから、環境
と衛生管理に関する宣言書を入手する取り組みを行ってい
ます。 

 
この宣言書では、下記 3 点の遵守を、サプライヤーに

求めています。 
① 納品物（製品や仕入品）に関して、含有禁止化学

物質関連法を遵守すること 
② 設備設置等の工事から出る廃棄物を、法令に基づ

いて適切に処理すること 
③ 設備設置等の工事において、労働者の安全を確保

すること 
 
NEC は、このようなサプライヤーとの共創をとおし

て、これからも海外現地法人における遵法体制の構築およ
び遵法プロセスの向上を継続していきます。 
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法令遵守の周知徹底 

社内研修とモニタリング 
当社および連結子会社では、各社の状況に合わせながら

調達担当者を対象とした各種研修プログラムを定期的に実
施し、適正な業務遂行を維持できるよう努めています。 

2017 年度も、CSR 全般、企業倫理や下請法など、購買
業務に密接に関連する内容や、業務のスキルアップに必要
な講座について、あらかじめ策定した年間計画に基づいて
教育を実施しました。特に「構内請負・派遣」と「下請
法」は、あわせて遵法基礎Ⅰ、Ⅱ、応用とし、数年の間
に、繰り返し 3 回受講するように定めています。 

 
「構内請負・派遣」という形態でサプライヤーの従業員

を受け入れるにあたっては、各職場で、遵守すべき事項の
習得を目的とした研修を実施しており、2007 年度以降
は、毎年、すべての新任管理職が Web 研修を受講してい
ます。また、「下請法」についても、管理職昇格時に加え
て、風化を防ぐため前年に引き続き全従業員必須の Web
研修を実施しました。 

 
調達関連法規の遵守にあたっては、当社および国内の主

な連結子会社に調達関連法規の遵法推進者を設置して、遵
法推進者による自社内（自部門内）の法令遵守を徹底して
います。遵法推進者会議も年２回開催し、監督官庁による
取り締りの強化など最近の動向や、調達担当者教育、
Web 教育の教材など、遵法推進のための情報共有を図っ
ています。 

 
構内請負・派遣の適正化を推進するため、2017 年度も

引き続き内部監査を実施しました。派遣の適正化に関して
は、人事部門と連携して改正労働者派遣法をベースに実施

しています。2017 年度の内部監査の結果、構内請負・派
遣に関係した重大な問題はありませんでした。 

 
また、コンプライアンス相談・申告の窓口である「コン

プライアンス・ホットライン」を 2003 年からサプライ
ヤーにも拡げ、第三者経由で取引上の苦情や相談に応じる
仕組みを構築しました。これらは、NEC のホームページ
から容易にアクセスできるようにしています。 

2017 年度からは NEC の従業員によるコンプライアン
ス違反を撲滅する目的で、サプライヤーにおける違反告発
への協力を求める「コンプライアンス徹底へのご協力依
頼」を発信しました。コンプライアンス・ホットラインの
有効性を高めるために、この取り組みは今後も継続してい
きます。 

 
 コンプライアンス・ホットライン 

 

書類点検：情報セキュリティの強化 
社会の重要な基盤である情報システムの構築を担う

NEC にとって、委託先を含めた情報セキュリティ管理の
強化と徹底も、最重点課題の一つです。とりわけ調達部門
では、委託先の管理と啓発に力を入れています。毎年、 
委託先を対象にした説明会の実施や、教育資料・ツールの
作成、書類点検などを行っています。 

2017 年度の実績は、以下のとおりです。 
・ 委託先の経営層および CSR 担当役員向けの CSR・
情報セキュリティ施策説明会：全国 13 会場で計 14
回開催。約 1,500 社、約 2,000 名が出席 

・ 委託先の NEC グループ業務従事者向けの遵守事項教
育：約 900 社が教育資料をダウンロード 

・ 委託先各社の取り組み状況を確認するための書類 
点検：約 1,500 社で実施 

・ 委託先訪問点検：約 100 社で実施 
 

今後も、委託先の情報セキュリティレベル向上施策を継
続的に行っていきます。 

 

訪問点検：情報セキュリティ訪問点検 
サプライチェーンで一貫した情報セキュリティの確保を

するためには、指示事項や要請事項をサプライヤーの従業
員まで浸透させることが重要です。現場が、これらの決め
られた事項を守らなければ事故に直結する恐れがあるから
です。 

NEC では、委託先における情報セキュリティ管理の仕
組みについて、「NEC グループお取引先様向け情報セ 
キュリティ基準」を毎年発行しています。 
訪問点検では、サプライヤーの作業現場を訪問して、 

インタビューや確証の確認、視察を実施することでこの基
準書に記載された要求水準への適合性を点検します。対象
とする委託先は、取引規模だけでなく、取り扱う情報の重
要性や秘密の程度および書類点検結果などを総合的に勘案
して決定します。 

2017 年度は約 100 社のサプライヤーを訪問し、9 社に
情報セキュリティの管理制度の改善を申し入れました。 

 

http://jpn.nec.com/purchasing/hotline.html
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