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はじめに
Foreword
The Evonikグループ
Group (hereinafter
called “Evonik”)
is
エボニック
( 以下「エボニック」)
は、持
geared towards sustainable development. Our corpo続可能な発展を目指しています。企業の成功は、
rate success is based on mutual trust and responsible
従業員、顧客、サプライヤー、そして一般市民と
and fair behavior towards our employees, customers,
の関係における相互の信頼と、責任ある公正な
suppliers and the general public.
行動に基づいています。
エボニックが2009年に加入した国連グローバルコ
The ten principles of the United Nations Global
1の10
ンパクト
Global
1
Compact(United
, which Nations
Evonik joined
in Compact)
2009, are central
原則が当社の企業責任の中核を成しています。
to our corporate responsibility. We thereby commit
従って当社は、影響の及ぶ範囲において、従業
ourselves, insofar as within our sphere of inﬂuence,
員の権利及び人権を支え、差別を撤廃し、環境を
to supporting the rights of our employees and human
保護し、不正行為と戦うことに、全力を尽くしま
rights, eliminating discrimination, protecting the enす。さらに、エボニックは、多国籍企業を対象とす
vironment and ﬁghting corruption. Further, Evonik
る経済協力開発機構
(OECD)²のガイドラインに違
does not tolerate behavior
that breaches the guide反する行動を容認しません。このガイドライン
lines of the
は、OECD加盟国およびその他の国の政府によ
and Development (OECD)² for multinational enterり、責任ある企業行動を確かなものにするため
prises. These guidelines are recommendations from
に、多国籍企業に対し勧告されているものです。
the governments of the OECD-member states and
エボニックは、化学工業における「レスポンシブ
other countries to multinational enterprises to ensure
3
ル・ケア世界憲章」
responsible corporateの共同署名者です。従って、
conduct.
当社は、健康・安全・環境保護、および プロダク
Evonik is a co-signatory of the „Responsible Care
ト・スチュワードシップに関わる努力を継続的に改
Global Charter“3 of the chemical industry. We there善することに全力を尽くします。
by commit ourselves to continuously
improve our
エボニックは、「econsense
- ドイツ経済の持続可
4、および「持続可
eﬀorts relating to health, safety and
environmental
能な発展のためのフォーラム」
protection and product stewardship. (WBCSD）」5
能な開発のための世界経済人会議
のメンバーです。
Evonik is a member of „econsense – Forum for

Evonik expects its suppliers to share these principles
エボニックはサプライヤーに対し、これらの行動
and to assume responsibility towards their emplo指針を共有し、従業員、ビジネスパートナー、社
yees, business partners, society and the environment.
会、環境に対し責任を負うことを要望します。サ
They are also expected to adhere to recognized miniプライヤーは、国連グローバルコンパクト、OECD
mum standards as developed and established by the
ガイドライン、および国際労働機関（ILO）の基準
United Nations Global Compact, the OECD guideにより作成・確立された、広く一般に認められた
lines and the standards of the International Labor
最低基準を遵守することも要望されます。
Organization (ILO).
エボニックは、サプライヤーの選定および評価に
おいて、製品・サービスの供給におけるこれらの
Evonik will monitor the adherence to these principles
指針の遵守を監視し、その実践状況を査定しま
and assess their implementation in the provision of
す。サプライヤーがこれらの指針に適合しない場
products and services in the selection and evaluation
合、エボニックは取引関係の成立または継続の
of its suppliers. If a supplier does not meet these
必要条件として、体系的なマネージメント・プロセ
principles, Evonik, as a prerequisite for the establishスに従って、不備を是正する対策を講じることを、
ment or continuance of the business relationship,
サプライヤーに要望します。エボニックは、バ
expects the supplier to take steps pursuant to a systeリュー・チェーンにおいて、サプライヤーとともに
matic management process to rectify any deﬁciency.
本行動規範に提示された基準を確実に遵守する
ことを目的として、自社のサプライヤーに本行動
Conduct with the aim of ensuring, together with its
規範を提供します。これを通じて、確実に企業責
suppliers, adherence to the standards set out in this
任を果たし、サステイナビリティを推進するため
Code of Conduct in the value chain and through this,
の要件を遵守できるようにします。上記を踏まえ
to ensure compliance with the requirements for
て、エボニックは、サプライヤーに対し、自社の川
corporate responsibility and the promotion of sustaiEvonik provides its suppliers with this Code of
上のサプライヤーによるこれらの基準の遵守にも
nability. In light of the above, Evonik also expects
取り組むことを要望します。
suppliers to work towards the adherence to these
standards by their upstream suppliers.

Sustainable Development of German Businesses“4
and the „World Business Council for Sustainable
Development“5.

1

www.unglobalcompact.org

2

www.oecd.org

3

www.icca-chem.org/Global/Initiatives/RC_GlobalCharter2006%5b1%5d.pdf> (English) or under
<www.vci.de/Themen/Umwelt-Sicherheit/Responsible-Care/Seiten/Responsible-Care-Global-Charter-auf-Deutsch.aspx>
(German)

4

www.econsense.de.

5

www.wbcsd.org.
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1. Conduct
in the Business Environment
1.
業務上の行動
法令の遵守 with laws
Compliance

守秘義務およびデータ保護
Conﬁdentiality
and data protection

サプライヤーには、適用法令、自社の企業ガイ
Suppliers
are expected to comply with applicable
ドラインおよび義務を遵守することが要望されま
laws
and regulations, their corporate guidelines and
す。 obligations.
their

サプライヤーには、秘密情報およびデータを慎
Suppliers
are expected to use conﬁdential informa重かつ適切に使用・保護し、適用される注文を
tion
and data carefully and appropriately and to
実行する目的においてのみ使用することが要
protect
it as well as to use it only for the purpose of
望されます。データおよび情報は、必要な範囲
the
execution of the applicable order. Data and
のみに公開できます。疑義があるときには、問
information
may only be disclosed to the extent
い合わせを行わなければなりません。サプライ
necessary
for it. In case of doubt, consultation must
ヤーは、随時改正されるデータ保護に関する適
be
sought. Suppliers shall comply with all applicable
用法令を遵守します。サプライヤーは、かかる
data
protection laws and regulations, as amended
データまたは情報に接触する全従業員に、関
from
time to time. Suppliers shall provide all emplo連するデータ保護法令に準じた適切なトレーニ
yees
who come into contact with such data or inforングを提供し、当該従業員に対し、データおよ
mation
with the appropriate training pursuant to the
び情報の秘密保持を要求します。コンプライア
relevant
data protection laws and regulations and
ンスの申告は、要請に応じエボニックまたは同
require
them to keep the data and information conﬁ社のデータ保護コーディネーターに提出されな
dential.
Declarations of compliance are to be submitければなりません。
ted
to Evonik or its data protection coordinator upon
request.

Fight
against corruption
不正行為との戦い
Any
form of active or passive bribery
or attempted
能動的または受動的贈収賄
(未遂を含めて)
bribery
is prohibited.
は、いかなる形においても禁止されます。サプラ

イヤーは、エボニックの従業員に金品を贈らな

Suppliers are expected not to give or oﬀer gifts to
い、贈ろうとしないことが要望されます。その他
Evonik employees. With regard to other beneﬁts, in
の利益、特に招待については、原則として制限
particular invitations, restraint is generally called for.
が求められます。これらは過度であってはなら
These must not be excessive and by no means be suiず、決して当該サプライヤーまたは第三者との
table to inﬂuence the decision of an Evonik employee
取引関係におけるエボニックの従業員の決断に
in the business relationship with the supplier or a

影響を与えるものであってはなりません。

third party.

Antitrust
独占禁止法law
Suppliers
are expected to act in accordance with
サプライヤーには、適用される独占禁止法に
applicable
antitrust law.
従った行動が要望されます。
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with and Treatment of one another
2. Conduct
相互の行動
Freedom of employment
雇用の自主性

団結権
Right of association

あらゆる強制労働は排除されなければなりませ
All use of forced or compulsory labor must be reん。
jected.

サプライヤーには、自社の従業員に、労働組合
Suppliers are expected to recognize the fundamental
および労働者代表の結成・加入またはその検討
right of their employees to form and join trade uniを行い、団体交渉に携わる基本的権利を認める
ons and worker representations or to consider doing
ことが要望されます。団結権や団体交渉権が法
so or to engage in collective bargaining negotiations.
律により制限されている場合、サプライヤーは自
Where the right of association or right to collective
社の全従業員と連携する適切な代替手段を提供
bargaining is restricted by law, the suppliers may ofすることができます。従業員の代表は差別を受
fer appropriate alternatives of cooperation with their
けてはならず、職場に立ち入る権利を保証され
workforce. Employee representatives are not to be
なければなりません。
discriminated against and their access to work premi-

Child
protection
児童保護
Suppliers
must forbid all kinds of child labor. The apサプライヤーは、あらゆる種類の児童労働を禁
plicable
deﬁnition of child labor shall be that in the
じなければなりません。児童労働の定義には、
regulations
of the United Nations or the locally appli国際連合の規制、または現地の適用法令の定
cable
laws and regulations, whichever is stricter.
義の、どちらかより厳しい定義が適用されるべき

ses is to be assured.

です。

Equal opportunity and diversity
機会均等と多様性

賃金および社会保障
Wages and social beneﬁts

It is expected that equal opportunity and equal treat機会均等および平等な取扱は、当社のサプライ
ment are essential components of the corporate poliヤーの企業方針の不可欠な要素であることが要
cy of our suppliers. All persons, regardless of their
望されます。全ての人は、その文化、性別、国
culture, gender, nationality or origin, shall be treated
籍、出自に関わらず、敬意を持って扱われるべ
with respect.
きです。

Suppliers are expected to pay remuneration and proサプライヤーには、従業員に報酬を支払い、適
vide beneﬁts that, with regard to an appropriate
切な生活水準については、適用される国の法定
standard of living, correspond to the applicable nati最低基準または当該産業の最低基準に相当す
onal statutory minimum standards or minimum stanる社会保障を提供することが要望されます。

不当差別禁止
Non-discrimination

労働時間 time
Working

No
employee shall be discriminated against because
従業員は、人種、肌の色、性別、年齢、障害の
of
ethnic
origin, skin color, gender, age, disability,
有無、社会的出自、民主主義の原則および異な
social
origin
or political opinion to the extent it is baる意見に対する寛容性に基づく範囲の政治的意
sed
on
democratic
principles and tolerance towards
見により差別されるべきではありません。
diﬀering opinions.

Suppliers
are expected to comply with the applicable
サプライヤーには、従業員の労働時間に関する
laws
and regulations regarding working time.
適用法および規制を遵守することが要望されま

従業員の待遇
Treatment of employees
We
expect our suppliers to treat their employees
当社はサプライヤーに対し、尊厳と敬意を持って
with
dignity and respect. Suppliers shall ensure that
従業員に接することを要望します。サプライヤー
their
employees are able to work in an environment
は確実に、従業員が身体的、性的、心理的、言
free
from
physical, sexual, psychological or verbal
語的ハラスメントのない環境で仕事ができるよう
harassment.
にするべきです。
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dards of the industry.

す。
スキルトレーニングおよび資格
Skills training and qualiﬁcations
The suppliers shall support the development and enサプライヤーは、適切なスキルトレーニングおよ
hancement of their employees’ professional skills at
び継続的な教育により、従業員のあらゆるレベ
all levels through suitable skills training and further
ルの専門的スキルの開発強化を支援することが
education.
要望されます。

3. Environment,
Safety,
環境、安全、健康、品質
Health and Quality
品質要件 requirements
Quality

Health
and safety at the workplace
職場の安全衛生

Quality
has an impact on the future. Suppliers are
品質は将来に影響を与えます。そのため、サプ
therefore
expected to adhere to the applicable laws
ライヤーには、品質、健康保護、安全性、環境
and
regulations
concerning quality, health protection,
保護に関する適用法令の遵守が望まれます。
safety
and
environmental
protection. All necessary
必要なすべての許可、免許、登録を取得し、保
authorizations,
licenses
and
registrations must be ob持しなければなりません。企業の責務および報
tained
and
maintained.
Corporate
obligations and re告義務は果たされなければなりません。
porting obligations must be complied with.

Suppliers
are expected to oﬀer their employees a
サプライヤーには、従業員に対し、安全な職場
safe
work
environment and active occupational
環境と積極的な労働衛生対策を提供することが
health
protection.
Necessary measures must be taken
要望されます。勤務中あるいは勤務に関連して
to
prevent
accidents
and health injuries that may
起こり得る事故や健康被害を防止すべく、必要
occur
in
connection
with
or during their work.
な対策を講じなければなりません。当社内で作
Our
service
providers
and
contractors working on
業するサービスプロバイダーやコントラクターに
our
sites
are
expected
to
actively
participate in our
は、当社の安全プログラムへの積極的な参加が
safety
programs.
要望されます。

製品の安全性
Product
safety
All
country-speciﬁc laws and legal and regulatory re各国のすべての法律および法的要件、規制上
quirements
must be complied with. The applicable
の要件を遵守しなければなりません。関連文書
documentation
(e.g. product information, safety data
（製品情報、安全性データシート、届出・登録確
sheets,
notiﬁcation or registration conﬁrmations,
認、用途、暴露シナリオなど）は、エボニックの
uses
and exposure scenarios) must be provided to
要請に応じて提出されなければなりません。
Evonik
upon request. Information made available by
エボニックが開示した情報は、適用文書に記載
Evonik
must be included in the applicable docuされなければなりません。サプライヤーには、製
ments.
The
supplier is obligated to provide Evonik in
品の配送またはサービス提供に先立ち、必要な
aすべての製品情報、特に、組成物および保存可
timely manner before delivery of the product or
performance
of the service with all necessary pro能期間に関する情報（安全性データシート、処
duct
information,
in particular information regarding
理に関する指示、表示義務、組立指示、労働安
composition
and
shelf
life, e.g. safety data sheets,
全対策など）を、その修正も含め、時宜に即して
processing
instructions,labeling
requirements, asエボニックに提供することが義務付けられます。
sembly instructions, occupational safety measures,
etc., including any amendments thereto.

サプライチェーン
当社はサプライヤーに、自社の製品の安全かつ
Supply
chain
環境保全型の開発・生産を要望します。パッケー

We expect from our suppliers a safe and environジング、輸送、処分においても同様とします。
mentally sound development and production of their
products as well as their packaging, transport and
disposal.
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動物保護protection
Animal
If
applicable, the suppliers are expected to reduce
該当する場合、サプライヤーには動物実験を最
animal
testing to a minimal level. Where possible,
小限に抑えることが要望されます。可能であれ
alternatives
that are scientiﬁcally recognized and
ば、科学的かつ一般的に認められた代替手段
accepted
by
the authorities shall be used.
が用いられるべきです。

企業責任
Corporate
responsibility
生命と環境の保護は、エボニックの企業方針の
The
protection of life and the environment is part of
一部です。サプライヤーには、資源（例：水、エネ
Evonik’s
corporate policy. Suppliers are expected to
ルギー資源、原材料）の慎重な選定と節約が望
choose
resources (e.g. water, energy resources, raw
まれます。サプライヤーの環境および安全意識
materials)
carefully and to use them sparingly. Enviは、サプライヤーの選定および評価において考
ronmental
and safety awareness of the suppliers will
慮されます。サプライヤーと当社の良好な協力
be
taken into account during the selection and evalu関係は、その大部分が透明性、信頼性、公平性
ation
of suppliers. The success of our cooperation is
から生まれる信用に基づいています。
to
a large extent based on trust in conjunction with
transparency, reliability and fairness.

4. Implementation
of the Standards
基準および要件の実践
and Requirements

Suppliers’
implementation of and adherence to these
サプライヤーによるこれらの指針の実践および
principles
can be demonstrated by reference to their
遵守は、同等の基準を含む自社の行動規範また
own
code of conduct or corporate policy which conは企業方針により、明示できます。サプライヤー
tains
comparable standards. Should a supplier not
がこのような基準を持たない場合、本行動規範
have
such standards in place, the supplier is expected
の遵守が要望されます。エボニックは、サプライ
to
undertake compliance with this Code of Conduct.
ヤーによるこれらの基準の実践および遵守を評

価する権利を有します。
Evonik
reserves the right to evaluate the suppliers’
評価は以下の段階を踏んで行われます。
implementation of and adherence to these standards.
The
following steps may be used for evaluation:
• 自己申告
• Self-declaration

• 第三者によるアセスメント

• Third-party assessment

• 証明書・報告書

• Certiﬁcates/statements
•
audits on site.
• Issue-speciﬁc
個別の問題に関する現地監査
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Suppliers are expected to maintain a quality assuサプライヤーには、品質保証体制（例：ISO
9001
rance system, e.g. in accordance
with ISO 9001 and/
および／またはISO
14001への適合など）の維持
or ISO 14001. Suppliers must establish risk-oriented
が要望されます。サプライヤーは、当該規格に
principles and measures to meet the standards and
適合するための、リスクを織り込んだ指針および
properly monitor their implementation.
対策を確立し、規格の実践を適切に監視しなけ
Suppliers shall promptly remedy any ascertained nonればなりません。サプライヤーは、不履行が確認
compliance and evaluate the measures put in place to
された場合速やかに改善し、導入された対応策
address the same.
の評価を行うべきです。

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen
www.evonik.com
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