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はじめに
三菱電機グループでは、CSR の取組を企業経営の基本を成すものと位置付け、「企業理念」及び「私たちの
価値観」を CSR の基本方針として推進しています。特に倫理・遵法に関する取り組みについては、教育の充実
や内部統制の強化等、グループを挙げて対策を徹底しており、品質の確保・向上、環境保全活動、社会貢献活
動、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーション等についても、積極的な取り組みを展開しています。
グローバル化のますますの進展に伴い、CSR 活動の推進において自社のみならず、サプライチェーンまでも
含めて社会的責任を果たしていくことが求められています。このような社会的要請の下、かねてより、お取引様に
おいては、三菱電機グループの調達基本方針及び CSR 調達指針をご理解いただくと共に、これらの方針に基づ
く積極的な CSR 活動の推進をご依頼申し上げておりました。
この様な状況の中、三菱電機グループといたしましてはお取引様とともに CSR をより一層推進していくため
に、「三菱電機グループ CSR 調達ガイドライン」を作成いたしました。お取引様におかれましては、本ガイドライ
ンに定める項目へご賛同いただくと共に、積極的な CSR 活動の推進をお願い申し上げます。
１．企業理念

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、
活力とゆとりある社会の実現に貢献します。
２． 私たちの価値観
信頼
社会・顧客・株主・取引先、及び共に働く従業員との信頼関係を大切にする。
品質
社会と顧客の満足が得られる製品・サービスを最高の品質で提供する。
技術
技術力・現場力の向上を図り、新たな価値を提供する。
倫理・遵法
社会規範及び法令を遵守し、高い倫理観を持ち行動する。
人
すべての人の安全・健康に配慮するとともに、人の多様性を理解し、人格・人権を尊重する。
環境
自然との調和を図り、地球環境の保護と向上に努める。
社会
企業市民として、より良い社会づくりに貢献する。

３． コミットメント

Changes for the Better
“Changes for the Better”は「常に良いものをめざし、変革していきます」という三菱電機グループの姿
勢を意味するものです。私たちは、ひとりひとりが変革へ挑戦し続けていく強い意志と情熱を共有し、
『もっと素晴らしい明日』を切り拓いていくことをお約束します。
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Ⅰ．本ガイドラインの目的と適用範囲
三菱電機グループでは、持続可能性と安心・安全・快適性が両立する豊かな社会の実現に貢献を通じて、グ
ループ全体で持続的成長を追求し、企業価値向上に努めています。組織が人権の尊重、安全衛生への配慮、
法令の遵守等の社会的責任を果たしていくためには、自社内のみならず、サプライチェーンにおいてもこれら課
題への適切な取り組み、すなわち「CSR 調達」の推進が不可欠です。三菱電機グループでは、お取引先様の
CSR への取り組み状況を定期的に調査・評価し、評価の低い項目の是正をお願いしています。お取引先様との
パートナーシップによる更なる推進を目指し活動していきたく、ご支援、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
本ガイドラインはお取引先様の皆様が企業の CSR 活動をさらに推進・強化していただくことを目的として、
RBA（Responsible Business Alliance : 責任ある企業同盟）が策定・公表している RBA 行動規範（RBA Code
of Conduct : Version 6.0）と JEITA(Japan Electronics Information Technology：電子情報技術産業協会)の
資材委員会より発行された「責任ある企業行動ガイドライン」等を参照し作成しております（各種行動規範とガイド
ラインの相関につきましては別表「各種行動規範との対照表」をご参照下さい）。
本ガイドラインは、国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」や「持続可能な開発目標（SDGs）」
等に沿って、「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」ならびに「世界人権宣言」を含む、国連グ
ローバル・コンパクトの 10 原則等の主な国際社会の要請に由来しています。また、三菱電機グループの「企業
理念」と「私たちの価値観」の精神に則り、2017 年 9 月に三菱電機グループの人権方針を定め、私たちの事業
活動が人権への負の影響を与えることがないよう、より人権への感度を高め、適切に対処してまいります。
お取引先様のビジネスパートナーの皆様にも本ガイドラインに定める項目をご理解・ご賛同いただき、CSR の
積極的な推進をお願い申し上げます。なお、本ガイドラインは時代に応じて変化する国際社会の要請に応じて適
宜見直し改訂を行うものであることをご理解ください。
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Ⅱ．お取引先様への依頼事項
1.当社グループの調達基本方針及び CSR 調達指針への理解と徹底
三菱電機グループでは、取引先選定評価において総合的に評価の高いお取引先様から優先的に調達するこ
とを基本方針としています。特に、グローバル化の進展に伴い、三菱電機グループのサプライチェーンは様々な
国にまで広がっており、そのサプライチェーンの中には、労働法制や環境問題等、様々な面で問題がある可能性
があると認識しております。これら地域におけるリスク低減に向けた取り組みを推進するため、お取引先様には
当社グループの調達基本方針及び CSR 調達指針をご理解していただき、更に貴社サプライチェーンに対しても
周知いただきますようお願いいたします。

【資材調達基本方針】
三菱電機グループでは、次の 3 つの基本方針に基づき、資材を調達しています。
1 Easy Access and Equal Opportunity
～常に公平に新しいパートナーを求めています～
広く門戸を開放して公正にお取引先様を選定し、契約にもとづく誠実な取引を行います。
2 Mutual Prosperity
～相互理解を深め、信頼関係の構築に努めています～
製品の開発段階からお取引先様の参画を得て、コスト・技術面等で Win-Win 関係を構築します。
3 Ecological Soundness
～環境負荷の少ない資材の調達を推進します～
お客様からの要求内容と環境関連法規を踏まえて、環境負荷の少ない部品・サービス等を調達します。

【CSR 調達指針】
1．国内外の法令及び社会規範の遵守
（1）法令遵守の徹底
（あらゆる法令・規範を遵守するためのコンプライアンス体制を構築し、推進をお願いいたします）
（2）人権尊重、あらゆる差別・児童労働並びに強制労働の禁止
（3）適切な労働環境の整備、安全衛生への配慮
2．製品・サービスの品質と安全性の確保
3．環境への配慮
（1）環境負荷の少ない資材の調達
（2）環境マネジメントシステムにもとづく有害化学物質管理の徹底
4．企業倫理にもとづく公正な取引の推進
（1）公正、対等な立場での、法令、契約にもとづく誠実な取引の実行
（2）情報セキュリティ構築による情報の管理・保護の徹底
（3）不正、贈賄等、企業倫理にもとる腐敗行為の徹底排除

【責任ある鉱物調達への取り組み】
三菱電機グループでは「経済協力開発機構(OECD)紛争地域及び高リスク地域からの鉱物の責任あるサプラ
イチェーンのためのデューディリジェンスガイダンス」を尊重し、深刻な人権侵害や環境破壊の助長や加担に関
与する鉱物をサプライチェーンから排除します。また、紛争鉱物（タンタル、錫、タングステン、金など）の取引を資
金源としている武装勢力への関与がないように、サプライチェーンの透明性を図り責任ある鉱物調達の推進に取
り組んでいきます。
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2．重点リスクのマネジメントと CSR への取り組み評価実施へのご理解
三菱電機グループではサプライチェーンで取り組むべき重点項目を以下の通り設定しております。尚、環境へ
の取り組みについては「グリーン認定基準書」に記載しておりますので、併せてご一読をお願いいたします。
(1)人権・労働における取り組み
(2)安全衛生への取り組み
(3)公正・倫理に関わる取り組み
(4)品質・安全性への取り組み
(5)情報セキュリティへの取り組み
(6)マネジメントシステム
(7)社会貢献への取り組み
・本ガイドラインでは（1）～（5）及び（7）に関して基準を「重点項目の詳細説明」にて記載しております。
また（6）では CSR の活動を管理するための適切なシステムについて説明しております。本ガイドラインの内
容に基づき、貴社内で調査（「現場観察」、「関連書類のレビュー」、「関係者へのインタビュー」等）を実施願い
ます。貴社で問題が発生していることが確認された場合は速やかにご報告いただくと共に、コンプライアンス
上の問題点の早期発見と対応、および発生防止に努めていただきますようお願いいたします。特に法令違反
等の行為を通報した方に対する報復行為は行わないように、貴社内及び貴社のサプライヤー様へ周知徹底
をお願いいたします。
・貴社における CSR への取り組み状況を確認するため、調査票にてお知らせいただく場合や訪問調査をお願
いする場合がございますので、ご協力のほどお願いいたします。特に、新規お取引先様につきましては取引
開始時にあたり調査票をご提出いただきますので、ご理解の程お願いいたします。
・調査票へのご回答後、重要項目別に評価結果をご連絡いたします。評価内容は以下表 1 の通りです。
【表 1】 質問Ⅲ．CSR への取り組みに関する調査判定結果
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
優良
良
可
要改善
・Ｄランクと評価された項目がございましたら、原則 1 年以内に是正が完了できるよう、改善に向けた計画をご
提出いただきます。当社グループはお取引先様とコミュニケーションを取りながら、是正に向けた活動を実施
いたします。改善に向け適切に取り組んでいる場合につきましては取引停止の対象とはなりませんが、意図
的な隠蔽や調達指針から著しい逸脱があった場合は取引停止の対象となりますので、ご理解の程お願いい
たします。

3．本ガイドラインに対する同意確認
本ガイドラインをご一読後、弊社の取り組みや趣旨についてご理解いただける場合には、本ガイドラインの最
終ページに掲載されている「同意確認書」に署名いただき、貴社に記入をお願いいたしました弊社窓口にご提出
ください（新規お取引先様には原則ご提出をお願いしております）。
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Ⅲ．重点項目の詳細説明
本ガイドラインにおいて、労働者とは「臨時労働者、移民労働者、学生労働者、契約労働者を含み、雇用形態
は直接雇用、間接雇用の如何を問わず、その他のあらゆる種別の労働者や従業員を含む」と定義されます。ま
た、職場には「工場・生産施設・倉庫等」が含まれます。

1．人権・労働における取り組み
〔1-1〕 基本原則
(1) 強制労働・児童労働を禁止し、非人道的な処遇を許容してはなりません。
(2) 求人、雇用における差別をなくし、労働者に法律で定められた最低限度以上の賃金、福利厚生を与えなけ
ればなりません。
(3) 人権・労働に係る国際的な基準 (*1, 2) を順守しなければなりません。
(*1) 人権に係る国際的な基準に世界人権宣言、人種差別撤廃条約、自由権規約、社会権規約、拷問等禁止条
約、女子差別撤廃条約、児童の権利条約、障がい者権利条約、強制失踪条約、人身売買等禁止条約、先
住民の権利に関する国際連合宣言等があります。
(*2) 労働に関する国際的労働者基準に ILO（国際労働機関）の労働における基本的原則及び権利（ILO 中核的
労働基準を含む）等があります。

〔1-2〕詳細説明
(1) 労働者の採用と雇用について
①自社及び自社取引先で、人身売買によって得られた労働力やいかなる形態の強制労働、奴隷労働、年季
奉公、受刑者の労動力を使用してはなりません。
②労働者の政府発行の身分証明書、パスポート、労働許可書等の原本を法律が義務付けている場合を除き
保持、破棄、隠匿、没収してはなりません。
③すべての労働は自主的でなくてはならず、労働者は随時職を離れる、または雇用を終了する自由がなけれ
ばなりません。
④労働者を雇い入れる時は事前に（外国人労働者を採用する場合は、外国人労働者が母国を出発する前
に）、母国語で書かれた雇用通知書、雇用契約書等を提供し、雇用条件について説明するとともに労働者
が理解していることを確かめなければなりません。
⑤自社で利用する人材派遣会社、請負会社等が本ガイドラインおよび現地法の関連規定を遵守していること
を確かめなければなりません。
(2) 若年労働者の雇用について
①子供の権利を尊重し、その健全な育成を支援するため、児童労働をさせてはなりません。（ここで言う「児
童」とは、15 歳、または義務教育を修了する年齢、または該当国の最低就業年齢の内、いずれか最も高
い年齢に満たない者を指します。）
②18 歳未満の労働者（若年労働者)を夜勤や残業を含む、健康や安全が危険にさらされる可能性がある業
務に従事させてはなりません。
③適用法令に従って、学生の権利を保護し、学生労働者の適切な管理を行わなければなりません。
(3) 労働時間の遵守について
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①労働時間は現地法が定める内容に従わなければなりません。尚、複数の国際基準に「週あたりの労働時
間は残業時間を含め 60 時間を超えてはいけない」と定めているものがあります。現地法が国際基準を満
たしていない場合、出来る限り国際基準を遵守いただきますようご協力をお願いいたします。
②現地法に基づいて労働者に休日（7 日ごとに少なくとも 1 日以上）、休憩、休暇（傷病休暇、出産休暇を含
む) を与えなければなりません。
(4) 従業員への適切な賃金の支払いについて
①労働者に支払われる報酬は、最低賃金、時間外労働、および法的に義務づけられている福利厚生に関連
する法律を含め、適用されるすべての賃金に関する法律に準拠しなければなりません。
②懲戒処分を目的とした賃金控除を行ってはなりません。但し、懲戒目的での減給が国内法で認められてい
る、かつ自由に交渉された団体協約で合意されている場合は懲戒目的での減給が許容されます。
③各給与支払期間に対して、労働者が提供した労働に対する報酬を確認できる十分な情報が記載された給
与明細書を労働者に提供しなければなりません。
④給与控除項目や源泉徴収を正しく算出し、現地法の定める期限内に適切な政府機関に納付しなければな
りません。
(5) 労働者に対する人道上の取扱いについて
①セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的・身体的抑圧、言葉による虐待・威嚇等、職場におけるあ
らゆる形態の非人道的待遇を許容してはなりません。
②職場内の移動や会社施設の出入りについて不当な制限を課してはなりません。
③外国人労働者が採用される際に雇用に関する各種手数料（就職斡旋料、採用手数料、パスポートやビザ
取得費用、健康診断費用及就業国への交通費・宿泊等で現地の労働者が支払わない費用）を支払ったこ
とが判明した場合は、該当手数料を労働者に払い戻さなければなりません。
(6) 労働者に対するあらゆる差別の排除について
①採用および求職、昇進、報酬および研修の受講、賃金、福利厚生、懲罰、解雇等の雇用慣行において、人
種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性、出身民族または出身国、障がい、妊娠、宗教、所属政党、
組合員であるかどうか、軍役経験の有無、保護された遺伝情報、または結婚歴に基づく差別を行ってはな
りません。
②労働者または採用候補者に、差別的に使用される可能性がある医療検査を受けさせてはなりません。
③女性の権利を尊重し、女性労働者の就業に関して、妊娠中および出産後の健康・安全の確保を図るととも
に、雇用の保護、賃金、福利厚生に関し適用されるすべての現地法を遵守しなければなりません。
④障がい者の権利や民族的・文化的少数者、性的少数者（LGBT 等）、移住労働者といった社会的少数者
（マイノリティ）の人々の権利を尊重しなければなりません。
⑤労働者の宗教的慣行のための妥当な便宜を図らなければなりません。
(7) 従業員の労働組合の結成、参加について
①労働者の労働組合の結成および労働組合への参加の（または参加を差し控える）権利を現地法に従い尊
重しなければなりません。
②労働組合の加入労働者や労働者代表と、労働組合非加入労働者の間で、不平等な扱いをしてはなりませ
ん。
③労働者および/または彼らの代表は差別、報復、 脅迫、またはハラスメントを恐れることなく、労働条件、経
営に関する意見や懸念事項について経営者とコミュニケーションを図ることができなければなりません。
(8) 地域住民等の権利侵害の禁止
①調達物品の製造・流通等において、地域住民等に対する不法な立ち退きの強制や地域の生活環境の著し
い破壊等（*3）を行ってはなりません。
（*3）地域の生活環境の著しい破壊にパーム油や紙製品の原材料となる木材の違法伐採による森林破壊
等が挙げられます。
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2．安全衛生への取り組み
〔2-1〕 基本原則
（1）職場の潜在的な危険性・有害性を評価し、これを除去又は低減し労働災害の未然防止に取り組まなければ
なりません。
（2）災害や事故等の発生を想定し、緊急時への備えや対応の仕組みを構築しなければなりません。
（3）職場環境や作業が関係して生ずる恐れがある労働者への健康被害への影響度を評価し、適切な対策を講
じなければなりません。
（4）労働者が使用する施設や食堂は清潔かつ安全で衛生的な基準を満たしていなければなりません。
〔2-2〕詳細説明
(1)業務上の安全確保に対する適切な対策と緊急時に備えた対策の実施について
①労働者が業務上さらされている潜在的な危険（電気、その他エネルギー源、火気、車両及び落下の危険）に
対し、該当装置、機械に対する適切な設計、管理手段による措置を講じなければなりません。例えば、イン
ターロック、防護壁による制御措置、ロックアウト、タグアウトによる安全作業の実施、労働者への継続的な
安全教育等が挙げられます。また、上述の手段では危険に対して適切に対処できない場合は、労働者に
対して適切かつ有効な個人保護具が提供されなければなりません。
②緊急事態が発生した場合に備え、緊急時対応マニュアルを作成しなければなりません。これには火災探知
システム、火災警報システム、消火システムの設置と維持管理、緊急事態発生時の報告や緊急連絡網の
整備（外部の緊急機関への通報を含む）、避難方法や避難経路の明示、緊急事態対応チーム（ERT）の任
命、緊急対応備品（個人保護具）の提供及び緊急対応訓練の実施、全労働者を対象とした避難訓練の実施
が含まれます。また、緊急時に迅速な事業復旧及び継続を可能とするためにデータの退避、自社の製造拠
点の複数化と同時に調達先を確保する等の事業継続計画（BCP）を策定しなければなりません。
(2)業務上の怪我や疾病に対する適切な対応について
①業務上の怪我や疾病に対する調査と原因分析を行い、適切な対策を講じるとともに労働者へ必要な治療を
提供し、職場復帰への推進を行わなければなりません。
②現地法に基づき、定期的な健康診断を行い、労働者の健康管理や疾病の予防、早期発見を行うとともにメ
ンタルヘルスについても十分に配慮しなければなりません。
(3)職場における労働者への健康リスクへの対応について
①作業環境における有害要因 (*4) を特定し、労働者の健康被害への影響度を評価し適切な対策を講じなけ
ればなりません。健康被害への防止策として例えば、排気・換気装置といった工学的対策による労働者へ
の暴露の低減やこのような手段によっても危険を適切に管理できない場合は、個人保護具の提供やジョブ
ローテーション等の管理措置を講じて労働者への暴露を制限しなければなりません。
(*4) 有害要因：煤煙、蒸気、粉塵、毒劇物、放射線、鉛、アスベスト等。また、騒音や悪臭等も著しい場合に
は人体に有害なものとして挙げられます。
②手作業による原材料等の重量物の運搬、繰り返しの多い力仕事、長時間に及ぶ立ち仕事、ハードな組み
立て作業等身体的に負担のかかる作業に対し、労働者への健康リスクを評価し、適切な対策を講じなけれ
ばなりません。
(4)労働者に提供される施設や食事の衛生管理について
①労働者に提供されるトイレや食堂施設は清潔でなければなりません。また、飲料水や調理された食事、食
品貯蔵庫、調理場等は現地法で定める衛生基準を満たさなければなりません。
②労働者に寮施設を提供する場合は、適切な緊急避難口、入浴およびシャワーのための温水、適切な照
明、空調換気設備及び自由に出入りできる適切な広さの個人スペースを提供しなければなりません。
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3．公正・倫理に関わる取り組み
〔3-1〕 基本原則
(1) 不正や賄賂等、企業倫理に違反する腐敗行為を一切容認してはなりません。
(2) 公正、対等な立場での法令、契約にもとづく誠実な取引を行わなければなりません。
(3) 輸出関連業務に係る法令遵守のため適切な管理体制を構築しなければなりません。
(4) 適用される法令に従い、ステークホルダーに対して適切な情報開示を行わなければなりません。
(5) 自社の取引先と連携しながら、紛争鉱物の不使用に向けた取り組みを実践しなければなりません。
(6) 実効性の高い通報制度を運用し、不正行為等の早期発見と発生防止に努めなければなりません。
〔3-2〕詳細説明
(1) 賄賂行為や不適切な献金行為及びインサイダー取引について
①政治・行政との健全かつ正常な関係を保ち、賄賂や違法な政治献金等を行ってはなりません。
②取引その他の不当な利益の獲得・維持を目的に、国内外の公務員、顧客、取引先等に対する接待、贈答、
その他の利益の供与を行ってはなりません。
③顧客等の業務に関する非公開の重要情報をもとに、当該会社の株式等の売買（インサイダー取引）を行っ
てはなりません。
(2) 反社会的勢力との不適切な利益供与の提供について
①社会的秩序や健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持っては
なりません。また反社会的勢力への利益供与も行ってはなりません。
(3) 優越的地位の濫用行為について
①購入者や委託者という立場を利用して、仕入先等との取引条件を一方的に決定し、不合理な要求や義務を
課してはなりません。
(4) カルテルや入札談合等不当な取引制限について
①同業他社との間で製品・サービスの価格、量、販売地域等の情報交換、合意（カルテル）や、他の入札者と
の間で落札者や落札価格の情報交換、取り決めを行う（入札談合）等、競争を阻害する行為を行ってはなり
ません。
(5) 知的財産権の保護について
①顧客、取引先を含む他者の知的財産権（特許権、意匠権、著作権等）を尊重し、第三者の知的財産の不正
入手、無断使用を行ってはなりません。また、技術やノウハウの移転は知的財産権が守られた形で行わな
ければなりません。
②コンピュータソフトウエアその他著作物の違法な複製等の知的財産権の侵害を行ってはなりません。
(6) 適切な安全保障輸出管理について
①法令等で規制される技術や物品 (*5) の輸出に関して、規則と管理体制を整備して適切な手続きを行わな
ければなりません。
(*5) 外為法等の関係法令で規制の対象となる部品・製品・技術・設備・ソフトウエア等を輸出する場合は、
経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。
(7) ステークホルダーへの情報開示について
①事業活動、財務状況、自社の製品・サービス・事業機会・職位等に関する公開情報が虚偽または誤解を招
くものであってはなりません。
②消費者や顧客に対して、製品・サービスの品質・規格およびその他の内容に関する不当表示を行ってはな
りません。
(8) 紛争鉱物の不使用に向けた取り組みについて
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①責任ある鉱物調達に関する方針を策定し、製品中のタンタル、錫、タングステン、金等がコンゴ民主共和国
または隣接国等で人権侵害を引き起こしている武装グループの直接または間接的な資金源となり、紛争や
犯罪に関与していないかについて、必要に応じて鉱物の原産地と流通過程について調査を行わなければ
なりません。
(9) 不正行為等に対する通報窓口の設置ついて
①労働者および自社の取引先の通報者の機密性、匿名性を確保し、通報者が報復の恐れなしに懸念を表明
できる通報制度を設けなければなりません。
②労働者および自社の取引先の通報に対し、通報したことを理由として報復行為を行ってはなりません。

4．品質・安全性への取り組み
〔4-1〕 基本原則
(1)製品の安全性に関する法令等を遵守し、安全基準を満たさなければなりません。
(2)製品の品質保証のための管理システムを構築し、運用しなければなりません。
〔4-2〕 詳細説明
（1） 製品の安全性に関わる法令や安全性の確保について
①日本国内の場合には電気用品安全法、消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法等が挙げられま
す。安全基準は法令の細則等や JIS 等で定められています。また、海外の安全規格として UL、BSI、
CSA 等があります。
②製品設計を行う際には十分に製品の安全性を確保できる設計を行い、法令遵守はもとより、通常有すべき
安全性についても配慮しなければなりません。製品の安全性確保には、トレーサビリティ（材料・部品・工
程等の履歴）等の管理及び問題解決に向けた迅速な対応が含まれます。また、4Ｍ（Man、Machine、
Material、Method）等の製造工程やその他購買仕様書にて取り決めされている内容から変更が生じた際
には、事前に報告いただきますようお願いいたします。
(2)品質マネジメントシステム
①品質保証活動を推進するための管理の仕組みには、組織体制・活動計画・責任分担・実施手順・経営資
源等を含んだものを指します。ここで言う品質保証活動とは、品質方針を作成し、その方針に従った施策を
実施し、達成し、見直し、維持することをいい、品質保証に対して、PDCA サイクルを回しながら継続的改
善を行うことを意味しています。

5．情報セキュリティへの取り組み
〔5-1〕 基本原則
(1) コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、自社および他社に被害を与えないように管理
しなければなりません。
(2) 顧客・仕入先・消費者および労働者等、取引に係るステークホルダー全員の個人情報を保護しなければな
りません。
(3)機密情報を管理するための仕組みを構築し、適切に保護しなければなりません。
〔5-2〕詳細説明
(1) コンピュータ・ネットワーク脅威に対する防御について
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①コンピューターウィルス、サイバー攻撃等によって顧客情報や機密情報が外部に漏洩しないように情報セキ
ュリティ対策を講じなければなりません。
②情報システムセキュリティの管理には組織体制、役割と責任権限、方針や実施手順、監査および見直しが
含まれます。万が一、情報が外部に漏洩した場合の原因究明・被害収束のための体制の確立等の対策に
取り組まなければなりません。
(2)個人情報の保護について
①個人情報は各国・地域の法令に基づき適切に取り扱わなければなりません。
②顧客・仕入先・消費者および労働者等、取引に係るステークホルダーの個人情報を不正又は不当に取
得、利用、開示又は漏洩しないよう保護するための管理の仕組みを構築し、運用しなければなりません。
③管理の仕組みには労働者が遵守すべき規範や方針の作成、それらに従った計画立案、施策実施、監査お
よび見直しが含まれます。
(3) 機密情報の管理について
①機密情報を管理するための仕組みを構築し、機密情報を漏えいしないよう保護しなければなりません。
②顧客・取引先から受領した機密情報も自社の機密情報と同様適切に管理しなければなりません。
③第三者の機密情報を不正に取得、利用、開示することがないようにしなければなりません。

6．マネジメントシステム
〔6-1〕 基本原則
（1） 本ガイドラインの内容に関連する労働および人権、安全衛生、環境、倫理分野における管理体制を構築し
なければなりません。
（2） 本ガイドラインの要件を自社の取引先に伝達し、その遵守状況を定期的に監視しなければなりません。
〔6-2〕詳細説明
（1） 自社 CSR の管理体制の構築について
① 経営者により承認された企業の CSR 方針、本ガイドラインの遵守と継続的改善への取り組みを含み、現
地の言語で記述し施設内に掲示する等、労働者へ周知しなければなりません。
② 適用される法律、規制および顧客要求事項を特定し、理解し監視しなければなりません。
③ 労働および人権、安全衛生、倫理リスクを特定し、各リスクの影響度、発生頻度を評価し、適切な対策を講
じなければなりません。
④ 改善目標及び実施計画（目標達成のための定期的評価を含む）を立てて活動を行わなければなりません。
⑤ 方針、改善目標を実施するために、管理者および労働者へ教育を行わなければなりません。
⑥ 本ガイドラインに記載されている各分野における取り組みに関する労働者の理解度を評価し、フィードバッ
クを得て、継続的改善を行うためのプロセスを構築しなければなりません。
⑦ 社内外の評価、調査および監査によって発見された不適合事項に対し、是正措置を行わなければなりま
せん。
⑧ 本ガイドラインに記載されている取り組み内容は可能な限り記録化を行わなければなりません。また、個
人情報や営業機密情報を含む社内外文書や記録は、適用される法律や自社の管理要件基づき、適切に
管理しなければなりません。
（2） 自社の取引先に対する CSR の取り組みについて
①自社の方針や指針がある場合は、取引先に対してそれに基づいた実践、期待および取り組み実績に関し、
明確で正確な情報を伝達するようにしなければなりません。
②自社の主要な取引先に対し、本ガイドラインの取り組みを推進いただくように、コミュニケーションをお願い
いたします。また、必要に応じてアンケート調査や訪問調査を行い、適切にリスクを確認いただきますよう
お願いいたします。問題があった場合には、改善を行うよう働きかけを実施願います。
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7．社会貢献
〔7-1〕 基本原則
(1) 国際社会・地域社会の発展に貢献できる活動を、自主的に行うことが求められます。
〔7-2〕詳細説明
(1)社会貢献活動の実施について
①自社の経営資源を活用したコミュニティへの支援活動を積極的かつ継続的に行うことが求められます。一
般的には次のような取り組みを指します。
・本来の業務や技術等を活用した社会貢献
・施設や人材等を活用した社会貢献
・金銭的な寄付による社会貢献
具体的には、災害時における地域との連携、従業員ボランティア、NPO/NGO 等の活動支援、寄付活動、
各種情報発信・紹介等が例として挙げられます。自社で実行可能な活動範囲を決め、積極的な社会貢献
活動に取り組むことが必要であると考えます。

Ⅳ．環境への取り組み
三菱電機グループは、自然を尊び、環境の保全と向上に努めるという環境行動指針に基づき 1993 年から
2021 年を目標年とした「環境ビジョン 2021」を策定し、低炭素社会の実現、循環型社会の形成、自然共生社会
の実現に取り組んできました。また、当社は、2021 年以降の新たな長期環境経営ビジョンで「環境ビジョン
2050」を 2019 年に策定しました。この「環境ビジョン 2050」では、当社グループの在るべき姿を明確化し、2050
年に向けた「環境宣言：大気、大地、水を守り、心と技術で未来につなぐ」と「3 つの環境行動指針：１．多岐にわ
たる事業を通じて環境課題を解決する。２．次世代に向けてイノベーションに挑戦する。３．新しい価値観、ライフ
スタイルを発信、共有する」に基づき、「重点取り組み」を示し、環境負荷低減や環境経営基盤の整備に取り組ん
でまいります。
環境への取り組みについては「三菱電機グループ グリーン調達基準書」に準拠いただきますようお願いいた
します。
<グリーン認定基準書 記載概要>
Ⅰ．グリーン調達の考え方
1．目的と適用範囲
（1）グリーン調達の目的
（2）グリーン調達の適用範囲
2．グリーン調達基準
2-1. サプライヤー様の選定評価基準について
（1）環境管理への取り組み体制
（2）製品設計、製造工程、資材に対する環境保全への配慮の状況
2-2. 三菱電機グループに納入いただく資材に含有される環境リスク物質の取り扱い基準
（1）環境リスク物質の区分と取り扱い基準
（2）グリーン調達で進める製品含有化学物質に関する情報伝達
（3）環境リスク物質リストの改訂基準
Ⅱ．グリーン認定
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1． 調査対象
2． 調査
（1）グリーン認定の流れ
（2）サプライヤー様の回答の進め方
（3）注意事項等
3．グリーン認定の期限
Ⅲ．サプライヤー様へのお願い
1． グリーン認定へのご協力のお願い
2． 環境リスク物質の把握・保証、並びに含有量調査へのご協力のお願い
3． 環境リスク物質の含有禁止と含有量削減
4． 省資源化への配慮
5． 省エネルギーへの配慮
6． CO2 及び、温室効果ガス排出量削減への配慮
7． サプライヤー様とのパートナーシップによる環境負荷低減
8． 使用済み資材の引き取り
9． グリーン購入の推進
10． 環境負荷低減に関する覚書の締結

Ⅴ．「CSR に対する取り組み調査（質問Ⅲ.）」への回答の進め方
1．本ガイドラインに記載されている内容につきご同意いただきましたら、最終ページに掲載されている
「同意確認書」にご署名いただき、調査票をご提出いただきますようお願いいたします。
2．弊社ホームページから「三菱電機グループ『グリーン認定』及び『CSR 調達』に向けた調査票」を入手
いただき、回答の入力をお願いいたします。
3．お取引先様が商社様の場合、仕入れ先様（メーカ様等）へ調査をご依頼願います。
4．記入漏れがないことをご確認いただき、記入を依頼させていただきました弊社窓口へ調査票をご提出願いま
す。調査票はクライアントアプリで出力された様式又は Excel データでご提出下さい。
5．調査結果の有効期限は、認定書発行日から原則 3 年後の年度末となります。但し、国際社会の要請に
応じて調査内容を改定する場合は再度調査を実施する場合がございます。

Ⅵ．お問合せ先
本ガイドラインに対するお問合せは以下にてお受けいたします。
三菱電機株式会社 本社資材部 総合企画グループ
E-mail：Pud.Greenprocurement@mf.MitsubishiElectric.co.jp
以上
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改訂履歴
第 1 版 2018 年 6 月公開
第 2 版 2021 年 1 月公開
第 3 版 2022 年 9 月公開
＜第１版からの改訂内容＞
改訂
番号

大項目

1

はじめに

中項目

2
3

Ⅰ．本ガイドライン
の目的と適用範囲

4

ページ
数

行数

改訂内容

1

2

「7 つの行動指針」を「私たちの価値観」に修正

1

14 行以
降

2021 年 1 月 5 日付の企業理念体系を挿入

2

13

サプライチェーン CSR 推進ガイドブック」から「責
任ある企業
行動ガイドライン」へ改訂

2

18

「7 つの行動指針」を「私たちの価値観」に修正
「経済協力開発機構(OECD)紛争地域及び高リ
スク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーン
のためのデューディリジェンスガイダンスの尊
重」を追記
文章冒頭に、「自社及び自社取引先で」を追加

5

Ⅱ．お取引先様へ
の依頼事項

【責任ある鉱物調達への取
り組み】

3

39 行以
降

6

Ⅲ．重点項目の詳
細説明

1．人権・労働における取り
組み
〔1-2〕詳細説明 (1) 労働者
の採用と雇用についての①

6

23

1．人権・労働における取り
組み
(4)従業員への適切な賃金
の支払いについての②

7

9-10

「但し、懲戒目的での減給が国内法で認められ
ている、かつ自由に交渉された団体協約で合意
されている場合は懲戒目的での減給が許容され
ます。」を追記。

7

8

Ⅳ．環境への取り組
み

12

20-27

2020 年 6 月に発行された環境ビジョン 2050 に
合わせ、文言を変更（2020 年 7 月に発行したグ
リーン調達基準書の内容と同記載内容）

9

Ⅴ．「CSR に対する
取り組み調査（質問
Ⅲ.）」への回答の進
め方

13

26

「調査票のご回答は Excel 電子データでご提出
下さい。」の一文を削除し、「調査票はクライアン
トアプリで出力された様式又は Excel データでご
提出下さい」を追記。

ページ
数

行数

改訂内容

＜第 2 版からの改訂内容＞
改訂
番号

大項目

1

各種行動規範との
対照表

中項目

別表

RBA 行動規範のバージョンの更新
Ver6.0→Ver7.0
A-6 差別の排除
→A-6 差別/ハラスメントの排除
（ガイドラインの本文の変更はなし。）
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三菱電機グループ CSR 調達ガイドライン(第 3 版) 同意確認書
お取引先様の皆様が本ガイドラインに記載されている内容につきまして、趣旨をご理解の上、ご同意いただけ
るか確認をする為、責任者（貴部署または貴事業部の責任者）の方によるご署名をお願いしております。本確認
書へのご署名をもちまして、弊社に納入いただく全ての部品、材料及びサービスに関し本ガイドラインの内容を
推進いただけることに、ご了承いただいたことを確認いたします。

日付：
貴社名：

住所：

担当部署名：

責任者名（「直筆」若しくは「記名＋責任者印」）：

TEL：
E-mail アドレス：
【個人情報の取扱いについて】
本回答書に記載する個人情報に関しては、三菱電機グループとの取引に関する事項の照会に利用
することに同意いたします。（上記個人情報欄に署名又は記名押印にて同意確認）
いただきました個人情報につきましては、弊社で厳重に取扱い、利用目的の範囲内で利用することを
お約束いたします。
お取引先様の個人情報に関する管理者 ：三菱電機株式会社 本社資材部
本書面は記入を依頼させていただきました弊社窓口へご提出願います。
尚、本ガイドラインに記載されている内容に関してご同意いただけない場合は、お手数ですがその旨を
以下に記載いただきますようお願い申し上げます。
（ご同意いただけない理由）
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【別表】各種行動規範との対照表
ガイドライン

RBA行動規範

記載項目
A-1

雇用の自由選択

A-2

JEITA

（ver7.0）

責任ある企業行動ガイドライン（ver1.0）

2. 人権・労働

持続可能性に配慮した調達コード（第1版）

(2-1) 強制的な労働の禁止

４．基準

(3)

①

国際的人権基準の遵守・尊重

若年労働者

(2-2) 児童労働の禁止、若年労働者への配慮

４．基準

(3)

②

差別・ハラスメントの禁止

A-3

労働時間

(2-3) 労働時間への配慮

４．基準

(3)

③

地域住民等の権利侵害の禁止

A-4

賃金および福利厚生

(2-4) 適切な賃金と手当

４．基準

(3)

④

女性の権利尊重

A-5

人道的処遇

(2-5) 非人道的な扱いの禁止

４．基準

(3)

⑤

障がい者の権利尊重

A-6

差別/ハラスメントの排除

(2-6) 差別の禁止

４．基準

(3)

⑥

子供の権利尊重

A-7

結社の自由

(2-7) 結社の自由、団体交渉権

４．基準

(3)

⑦

社会的少数者（マイノリティ）の権利尊重

４．基準

(4)

①

国際的労働基準の遵守・尊重

４．基準

(4)

②

結社の自由、団体交渉権

４．基準

(4)

③

強制労働の禁止

４．基準

(4)

④

児童労働の禁止

４．基準

(4)

⑤

雇用及び職業における差別の禁止

４．基準

(4)

⑥

賃金

４．基準

(4)

⑦

長時間労働の禁止

４．基準

(4)

⑧

職場の安全衛生

４．基準

(4)

⑨

外国人・移住労働者

人権・労働における取組

安全衛生への取組

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

B-1

職務上への安全

B-2

緊急時への備え

(3-2) 緊急時への備え

B-3

労働災害及び疾病

(3-3) 労働災害・労働疾病

B-4

産業衛生

(3-4) 産業衛生

B-5

身体的に負荷のかかる作業

(3-5) 身体的負荷のかかる作業への配慮

B-6

機械の安全対策

(3-6) 機械装置の安全対策

B-7

衛生設備、食事および住居

(3-7) 施設の安全衛生

B-8

安全衛生のコミュニケーション

(3-8) 安全衛生のコミュニケーション

3. 安全衛生

(3-1) 労働安全

(3-9) 労働者の健康管理

公正・倫理に関わる取組

(5-1) 腐敗防止

4．基準

(5)

①

腐敗の防止

不適切な利益の排除

(5-2) 不適切な利益供与および受領の禁止

4．基準

(5)

②

公正な取引慣行

D-3

情報の開示

(5-3) 適切な情報開示

4．基準

(5)

③

紛争や犯罪への関与のない原材料の使用

D-4

知的財産

(5-4) 知的財産の尊重

4．基準

(5)

④

知的財産権の保護

D-5

公正なビジネス、広告および競争

(5-5) 公正なビジネスの遂行

4．基準

(5)

⑤

責任のあるマーケティング

D-6

身元の保護と報復の排除

(5-6) 通報者の保護

６．通報窓口の設定

D-7

責任ある鉱物調達

(5-7) 責任ある鉱物調達

D-1

ビジネスインテグリティ

D-2

5. 公正取引・倫理

6. 品質・安全性
品質・安全性への取組

(6-1) 製品の安全性の確保
(6-2) 品質管理
(6-3) 正確な製品・サービス情報の提供

D-8

プライバシー

7. 情報セキュリティ

情報セキュリティへの取組

(7-1) サイバー攻撃に対する防御

４．基準

(5)

⑥

情報の適切な管理

(1)

調達コードの理解

(7-2) 個人情報の保護
(7-3) 機密情報の漏洩防止

マネジメントシステム

その他

E-1

企業のコミットメント

第二部 管理体制の構築

A. マネジメントシステムの構築

E-2

経営の説明責任と責任

B. サプライヤーの管理

(2)

事前のコミットメント

E-3

法的要件および顧客要求事項

C. 適切な輸出入管理

(3)

調達コードの遵守体制整備

E-4

リスク評価とリスク管理

D. 苦情処理メカニズムの整備

(4)

伝達

E-5

改善目標

E. 取り組み状況の開示

(5)

サプライチェーンへの働きかけ

E-6

トレーニング（B-8を含む）

(6)

取組状況の記録化

E-7

コミュニケーション

(7)

取組状況の開示・説明

E-8

労働者のフィードバック、参加、苦情

(8)

遵守状況の確認とモニタリング

E-9

監査と評価

(9)

改善措置

E-10

是正措置プロセス

E-11

文書化と記録

E-12

サプライヤーの責任
①

法令順守

②

報復行為の禁止

1. 法令遵守・国際規範の尊重

*お取引先への依頼事項に記載済
「社会・地域への貢献」は旧JEITA

サプライチェーンCSR推進ハンドブックに記載された内容を引用しております。

５．担保方法

４．基準

(1)

