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私たちがどのように使命を全うす
るのかが重要です：
会長兼最高経営責任者 Doug Baker からのメッセージ 

社員の皆さん：

より強力なEcolabを築くために、私たち

は日々実行しなければならないことに集

中しています。それは、新規顧客を獲得

すること、既存顧客との取引を拡大する

こと、新しい製品およびサービスを他に

先がけて発表すること、そして素晴らし

いサービスを提供することです。 

しかし、目標を実行に移すのと同様にど

のようにして使命を全うするかも重要で

す。 我々の行動は、Ecolabの価値観と

整合性を持ちつつ、また行動規範および

会社方針に従うものでなければなりませ

ん。これは誠実に行動すること、また同

僚、顧客、地域社会その他の信頼を構築

できるような行動をすることを意味しま

す。 私たちがどのように使命を全うする

かには、 私たちの人間関係、会社の評

判、そしてビジネスを継続する能力等、

多くの事柄が課題となります。  

新規市場への参入にあたって、新しい仲

間を迎え入れ、世界に広がり、そして多

様性を歓迎する必要があります。 そう

するのと同時に、共通の価値観によっ

て規定され、ガイドされた「ひとつの

Ecolab」として行動するよう努力しなけ

ればなりません。

\\ 目標を達成します： 顧客、株主、そ

してお互いに対して良い結果をもた

らします。 

\\ 正しいことをします： 実直に、信頼

され、そして誠実に行動します。 誠

実な仕事を心がけます。

\\ 自分自身に挑戦します： 現状維持を

打破し、学んで成長し、プロセス改

善のために革新し、そしてより良い

結果をもたらします。

\\ 様々な意見を携え、協力して仕事を
進めます： 職務や地理的要因を超え

てチームと会社のために力を合わせ

ます。 知識を共有してお互いに助け

合います。 

\\ 変化をもたらします。 周囲の人々、

地域社会、そして世界にプラスの影

響を与えます。 他者がプラスの結果

を出せるようにインスピレーション

を与えます。

\\ 安全を最優先に考え、これらすべて
の仕事に心を配ります。

Ecolab社員の毎日の行動は、 最終的に会

社のあり方を規定します。 従っ

て、Ecolab行動規範に則って行動するこ

とに各自が責任を負わなければなりませ

ん。 当社の行動規範ー方針、手順によっ

て補足された マニュアルは、 どのように

行動し、顧客、同僚、サプライヤー、競

合会社および地域社会とどのように向き

合うべきかをガイドする基準となりま

す。 全社員、役員および取締役は、行動

規範に従うことが義務付けられていま

す。 

取り上げる問題の幅が以前よりも広くな

った最新版の「規範」を熟知するよう要

請します。 特定の問題、質問または疑

問について規範を確認しても判断がつか

ない場合は、マネージャー、上長または

Ecolab法務部に連絡してください。 他の

情報源は、規範の裏表紙に記載されてい

ます 質問 または疑問： Ecolabリソースを
見付けること.

Ecolabの素晴らしい評判は、当社が持つ

最大の資産のひとつです。 これは、長年

にわたって、絶えず会社の価値観を体現

し、行動規範を維持してきた社員の姿勢

と行動が結実した結果です。 当社の価値

観を実践して会社の評判を高め、規範の

最高基準の維持に尽力し、そして絶えず

正しく、公正に、誠実に行動するよう努

力する点において、私のあなたに対する

信頼は多大なものなのです。

よろしくお願いします。

 

Douglas M. Baker, Jr. 
会長兼最高経営責任者

Ecolab行動規範



Ecolabは、時や場所に関係なく、最高レベルの法律上、倫理上の基準を守る
ことに尽力しています。 当社の行動規範（規範）は、倫理的に仕事を行うこ
とおよびEcolabの方針や各国の法律に従うことについて、会社のために正し
い判断を行う手助けとなる基本的ガイドラインを示しています。 

Ecolab社員またはEcolabの子会社や関連会社の社員は、規範を読み、理解
し、そして従うことが義務付けられており、また疑問が生じた場合や倫理的
に困難な状況に直面した場合に参照することが推奨されます。 また、会社の
方針や手順を熟知して順守することが義務付けられています。このうちいく
つかは規範に参照されています。 

規範や当社の方針は、様々な状況におけるガイダンスとなります。 しかし、
すべての疑問や質問を想定することはできません。 従って、Ecolabは、すべ
ての行動において適切な判断を行うこと、そして規範に記載されていない問
題に直面した場合に指導を求めることをあなたに期待します。 

最高レベルの倫理的、 
法的基準へのコミットメント
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倫理的なロードマップ
行動規範は、Ecolabを代表して意思決定
する際に役立つ一連のガイドラインで
す。 ガイドラインにすべての状況を記述
することはできないので、倫理的に行動
し、また法律に従うことは最終的には各
自の責任です。 

困難な状況に直面した場合は、次のよう
に自問してください：

\\ 私の行動や判断は正しいのか？ 

\\ 私の行動や判断は社会一般の目にさら
されても問題ないか？

\\ 私の行動や判断は倫理を尊重する会社
というEcolabの評判を損なわないか？

上記の質問に対する答えがひとつでも「い
いえ」になるなら、立ち止まって状況を
注意深く検討することです。 行動規範や
Ecolabの方針を参照するか、あるいはコン
プライアンス担当者に相談すれば、自信を
もって正しい行動をとれるはずです。 

規範を守り、法律に従うこと
働く場所や役職に関係なくEolabの社員には行動規範の原則に従うことが：

\\ 義務付けられています。 規範は、世界中の全Ecolab社員、役員、そして持

分の過半数を所有する子会社や合弁会社の社員に適用されます。 さらに当

社は、代理店、受託業者、コンサルタント、そして持分の過半数未満所有

の合弁会社の社員にも、可能な限り行動規範の条項に沿って行動するよう

期待します。

\\ ビジネスを実践する国の法律や規制に従う。 国の倫理上および法律上の

基準に従うことが求められます。 国の法律や規制が行動規範よりも厳し

い、または行動規範と異なるために疑問が生じている場合は、上長または

Ecolab法務部に指導を求めてください。 行動規範と法律という2つの基準

が存在する場合、より厳しい方に従わなければなりません。 法律に違反す

ることは規範に対する違反と見なされます。

\\ 職務に適用されるすべての会社の方針、手順およびマニュアルを熟知して
従うようにしてください。

誠実な報告をすることと質問すること 
社員または第三者代理人（サプライヤーまたは取引先が該当）による規範
違反に相当する行動は、誠実かつ速やかに報告することが義務付けられて
います。 違反の可能性を意図的に報告しないこと、または規範に関連する
重要情報の公表を意図的に控えることは、解雇を含む懲戒処分の対象とな
ることがあります。 

特定の行動が適切か否かについて質問がある場合は、上長、人事部また
は法務部に相談してください。 違反の可能性に関する報告や指導を求め
る場合、行動規範ヘルプラインに電話をかけて行うことができます。 報
告に関する総合リストは、次の項目に記載されています。 Questions and 
Concerns： Finding Ecolab Resources 規範のセクション 
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行動規範ヘルプラインで違反事項の匿名での報告ができるかどうかは、あ
なたの勤務地の法律や規制によって異なります。 国によっては、身元を明
かさずに特定の問題または懸念を報告することが限定され、または許可さ
れていない場合があります。 EU内に勤務する社員が行動規範ヘルプライン
に電話報告を行う場合、次のガイドラインが適用されます：

\\ あなたの名前が報告書に記載されることを許可するよう求められます。

\\ 違反が疑われる社員の名前を提供するのは、絶対に必要な場合に限定され

るべきです。

\\ あなたが告発した社員には、報告から3営業日以内に通知されます。

\\ 行動規範ヘルプラインに提供された情報は特定の報告事項を調査するため

だけに使用され、他の目的のために使用されることはありません。

報復の禁止と秘密保持
当社は、誠実に報告し、指導を求め、または質問を行う社員を守ることを
確約します。 会社の報復禁止方針は、問題を取り上げた、規範違反を報告
した、または調査に協力したといった理由で、その社員が不当な仕打ちを
受けることがないよう万全を尽くすことを目的としています。 この方針
は、会社、他の社員、または上長による不当な取扱から社員を保護するた
め定められています。  
報復行為の被害を受けたと思われる場合は、必要に応じて、上長、法務部
または行動規範ヘルプラインに連絡しなければなりません。

真摯な報告が行われた場合、あるいは問題や懸念への対処が求められれた
場合、Ecolabは迅速に対応します。 また当社は、あなたの懸念事項を注意
深く取り扱い、秘密裡に対処するよう最大限の努力を払います。 それと引
き換えに、他の重要な調査手続きの場合と同様、その問題を同僚に打ち明
けずに秘密の保持に協力することが必要となります。 

次のような社員は懲戒処分の対象と
なることがあります:

• 規範に違反する行動を許可す
る、あるいはそうした行動に直
接参加する。

• 違反を意図的に報告しない、ある
いは規範の違反に関連する重要情
報の公表を意図的に控える。

• 直属の部下に対する管理監督が
不十分である。 

• 規範に違反する事案、または違
反が疑われる事案を報告する人
物に対して直接的または間接的
に報復を行う、または第三者に
そうするよう仕向ける。

忘れないでください
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規範に対する違反 
行動規範上の基準に従わない場合、解雇、刑事告訴、違反に起因する損失
または損害に対する賠償等を含む懲戒処分の対象となります。 処分は違反
の重大さや頻度によって異なります。

まれに、Ecolabは、社員または役員に対して規範の特定条項免除を許可す
る場合があります。 上級管理職または取締役会メンバーに対する免除は、
取締役会（または取締役委員会）のみが行うことができ、そのような場
合、会社は許可された免除を速やかに公表し、その理由を説明します。 

マネージャーの責務
Ecolabのマネージャーは、規範を理解して順守すること、日々の業務に適
用すること、そして業務に関する倫理基準を認識することに対する責任が
あります また、職務権限の範囲内で規範を実施する責任があります。 直属
の部下がいる場合、規範で言及されている方針、手順およびマニュアルを
彼等が読み、それらに従うことを確実なものとしてください。 

また、追加のガイダンスが必要と思われる質問、疑問または案件を人事部
や法務部に報告する義務があります。

アップデート 
Ecolabは、規範、そして関連する方針の規定事項を定期的に見直します。 
当社は、法律や政策の変更または社会環境の進展に応じて規範を修正して
いきます。

セクション1\Ecolab行動規範   



相互に尊重できる職場の育成

Ecolabは、排除することなく、お互いを尊重しあう職場環境、つまり各社
員が他者の価値と尊厳を認識する職場環境の構築を目差しています。 社員
の価値と尊厳を損なうような行為は、当社の価値観に違反し、また当社の
文化と相容れません。  

また、当社は各国の人々と文化に対して敬意を示すことに尽力していま
す。 当社の代表として、あなたは、共に仕事を行う人の文化と習慣に対し
て配慮するよう努力しなければなりません。
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多様性と雇用機会の均等 
Ecolabは、多様な人員、相互に敬意を払う文化、および他者との差異の理
解を保つよう力を注ぎます。 均等な雇用機会を提供することは、正しいこ
とであると同時に当社の成功にとって重要なことです。 

労働や雇用に関する適用法規に従うことおよび差別を行わないことを確実
なものとするために、Ecolabの採用、雇用、給与、昇進、異動、トレーニ
ング、是正措置および解雇の履行は、個人の適格性と職務遂行能力のみに
基づいて行われます。 業務に関連する基準のみが考慮されます。 Ecolab
は、均等な雇用機会を提供することを確実なものとするために、事前対策
プログラムを導入しています。 

法律や規制は地域によって異なるため、多様性または差別に関する質問や
疑問がある場合は、マネージャー、人事部または法務部に相談しなければ
なりません。

ハラスメントおよび職場での尊重
お互いに敬意を払うことはEcolab文化の基本です。 敬意を欠けば社員の生
産性を損なう恐れがあり、またEcolabの成功の妨げになりかねません。 相
互に敬意を払う職場環境を確保するため、Ecolabはハラスメントまたはそ
の他の威嚇行為（肉体的、感情的、または言葉による虐待を含む）のすべ
てを容認しません。 当社は、社員、派遣社員、または外部の業者による次
のようなハラスメントを禁止しています：

\\ ハラスメントまたは虐待行為に従うことが、文書化されるか、または暗黙

の雇用上の取り決めまたは条件になっている、;

\\ ハラスメントまたは虐待行為に従うこともしくは拒否することが雇用判断

の根拠とされる、あるいは;

\\ ハラスメントまたは虐待行為が、個人の業務遂行を妨げ、もしくは威嚇

的、敵対的あるいは攻撃的な職場環境を作ることを目的とし、またはそう

した状態に拍車をかける。 

この方針に違反した場合は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。 

差別のない職場環境を維持するため
に、すべての雇用関連の決定は次の点
を考慮せずに行われなければなりませ
ん：

• 性別
• 人種
• 民族的出自
• 国籍
• 性的指向
• 性別認識
• 宗教
• 年齢
• 身体障害
• 結婚歴
• 退役軍人ステータス
• 国、州または地域の法律で保護さ

れている他の個人的特徴または
状況 

忘れないでください
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Q: 私の同僚が性的に挑発的な冗談
を言ったり、人種差別的な中傷を
したり、Ecolab社員に関する不適
切な発言をしたりするのをたまに
耳にすることがあります。 どうす
べきですか？

A: あなたの同僚が「単なる冗談」
を言っているかどうかは問題では
ありません。 その言葉の影響は
意図よりも重要です。 その疑問
について同僚と話し合うことで気
まずい思いをする場合、上長か人
事担当者に相談するべきです。 ま
た、法務部に連絡することもでき
ます。

Q&A ハラスメントに関する質問や疑問がある場合、またはEcolabのハラスメン
ト方針に関して詳細な情報が必要な場合は、あなたの地域に適用される方
針マニュアルを参照してください。 人事担当者からコピーを入手すること
ができます。

職場での暴力
全Ecolab社員には、暴力、いじめ、脅迫または威嚇行為のない職場で仕事
する権利があります。 会社で仕事をしている間だけでなく、業務に関係し
ない人間関係においても、Ecolab社員は、他者に対して、その人、その人
の家族、友人または財産の安全が脅かされるという不安を惹き起こしては
なりません。 暴力、いじめ、脅迫といった状況に遭遇した場合、マネージ
ャーまたは人事担当者、そして必要があれば適切な緊急対応機関に連絡し
なければなりません。

法規に反しない限り、Ecolabは会社施設内で、また会社業務中の武器の携
帯および使用を禁止しています。 

職場での暴力に関する質問や疑問がある場合、またはEcolabの方針に関す
る詳細が必要な場合は、あなたの地域に適用される方針マニュアルを参照
してください。

会社の社会的責任
Ecolabは、当社が関係する地域社会に対する責任を真摯に受け止めます。 
当社は、社員を公平に処遇し、各国の法規を尊重します。 当社は、地域
社会における生活の質を高めるプログラムやプランに貢献することで、社
員、顧客、さらに顧客の顧客の福利を促進します。 当社はすべての人々
の権利を尊重し、サプライヤーに対して、当社と同等の社会的責任に対す
る高い基準を課します。 当社は、強制労働や未成年労働を行わず、また
Ecolabと共に、またはEcolabに代わって業務を行う個人による虐待行為を
見過ごしにしません。 

10  セクション2\Ecolab行動規範
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安全、健康および持続可 
能な環境の促進

安全で健康的な職場に対するコミットメント 
Ecolabは、当社が活動する地域社会の環境の安全と福利に対して、また社
員の安全と福利に対して最高の価値を認めます。 各個人が、健康と安全に
関連する適用法規に従い、また当社の安全方針、実践活動および手順を知
り、理解し、そしてそれに従うことについての責任をもっています。 各
個人には、安全な職場を維持し、Ecolabの機器や用具を安全な方法で使用
し、毎日の業務において常に適切な判断を行うことに対する個人的責任が
あります。 

あなたまたは同僚の健康や安全を脅かす可能性がある状況または行動を
職場で見た場合または知った場合、ただちに上長、地域または現地の
Safety、Health and Environment部担当者、人事担当者、あるいは必要が
あれば適切な緊急対応機関に速やかに報告してください。  

セクション3\Ecolab行動規範



薬物およびアルコール
アルコールおよび薬物の乱用は、社員の健康と安全を脅かすことがあり、
また業務遂行および会社の評判に対する悪影響があります。 Ecolabの事業
所または会社施設外のいずれで業務を行っている場合も、規制薬物の違法
製造、販売、流通、調剤、保持または使用は禁止されています。 

Ecolabは、業務遂行中（業務中の車の運転を含む）にアルコールまたは薬
物を摂取し、もしくはその影響下にある社員を容認しません。 事前に許可
された社会的行事で、社員が場にふさわしい行動を保つ場合、アルコール
摂取が例外的に許容される場合があります。

社員がアルコールまたはEcolabの方針に違反する規制薬物の影響を受けて
いると疑われる場合、上長に速やかに報告しなければなりません。 薬物や
アルコール方針に違反する社員は、刑事責任および解雇を含む懲戒処分の
対象となる可能性があります。 薬物やアルコールに対するEcolab方針に関
する質問または疑問がある場合は、方針マニュアルを参照するか、もしく
は人事担当者に相談してください。

製品の品質と安全 
Ecolabは、製品の品質および安全に関するすべての法律と規制に従いま
す。 当社は、コンセプト、顧客による使用および廃棄、リサイクルまたは
再使用を通した製造等、製品の安全に専心しています。 製品の開発、製
造、テスト、検査、保管、輸送、使用および廃棄を管理する法律、規制お
よび会社の方針に従うことは、Ecolabブランドの品位を確実なものとする
ことに役立ちます。 社員は、製品の品質および安全性に対する顧客の信頼
または信用を脅かすような行動をとってはなりません。 当社の製品または
サービスの質および安全性に悪影響を与える可能性がある例外的な事案に
ついて心配がある場合は、マネージャーまたは法務部に速やかに報告して
ください。

Ecolabにおいて安全は他人任せにで
きる事項ではありません。 我々一人
ひとりに次の義務があります：

• 常に安全に仕事を行うこと
• 業務遂行に適切な保護具を着用

すること
• 仕事中または運転中は注意散漫

にならないこと
• 負傷した場合は例外なく速やか

に報告すること
• 安全に関連する調査に協力する

こと

忘れないでください

12  セクション3\Ecolab行動規範
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持続可能性および環境保護に対するコミット
メント
Ecolabは、次のような不可欠なものの提供と保護に尽力しています： 清潔
な水、安全な食品、豊富なエネルギー、そして健全な環境。 社員の専門知
識によって強化され、また社会的責任への献身と結合することで、当社が
提供するものは、顧客や世界経済に価値を提供し、より持続可能性が高い
世界の育成に貢献します。 Ecolabは、社員、顧客、当社が役割を果たす地
域社会と環境の健康、安全、そして繁栄に配慮して世界的な事業展開を進
めます。 持続可能な発展に対する当社のコミットメントは、  
「Our Principles」という書類にまとめられています。. 我々は、 
これらの原則に従い、また推進するよう努力しなければなりません。

Q: 私は顧客の現場担当者と緊密に作
業を行います。 彼はいつも急いでい
て、機器や化学薬品を取り扱うときに
大きなリスクを犯します。これは、手
袋やゴーグルを着用しないこと、化学
薬品の移動に注意を払わないこと等で
す。 彼の判断に対して私が提案や質問
をしても耳を貸さず、私には仕事をこ
なすためのスピードについてこなけれ
ばならないと言います。 どうすべきで
すか？

A: この人物の行動に対して安全性の
問題を問いかけるのは正しいことで
す。 当社の予防策は、同僚、顧客お
よび地域社会の福利を守ることを意図
しています。 問題点を現場責任者に
伝えても作業中の安全に対する注意に
変化が見られない場合、上長または

Q&A
Safety、Health and Environment部ま
たは人事担当者に速やかに報告しなけ
ればなりません。 このようにして、あ
なたは規範に基づく義務を果たし、ま
た安全な作業環境を整備することに貢
献することができます。

Q: 帰宅した際、製品サンプルの残りと
顧客現場のプロセスサンプルが車の中
にあることに気がつきました。 車を掃
除したかったので、すべてのサンプル
をひとつの容器に入れ、ゴミ箱に捨て
ました。 このことには何も問題がない
でしょうか？

A: 第一に、製品を混合すると危険な化
学反応が起こることがあります。 第二
に、危険物質であるかもしれないもの
を環境に放出すること、特に住宅地の

場合は、後に大きな環境問題を引き起
こす可能性があります。 製品およびプ
ロセスサンプルは責任をもって廃棄さ
れなければなりません。 製品安全デー
タシート（MSDS）は Ecolab.comで入
手できます。 これには、製品の廃棄に
関する一般情報および常に守らなけれ
ばならないガイドラインが含まれてい
ます。 サンプルまたは余剰製品を廃棄
する方法が分からない場合は、現地の
Safety、Health and Environment部門
担当者に連絡してください。 未使用ま
たは使用期限切れの化学製品を責任を
もって管理することは、業務を行う環
境や地域社会を守ることへのEcolabの
コミットメントの一部です。

セクション3\Ecolab行動規範        



Ecolabの利益のために行動すること 

Ecolabは、個人的利益と会社の利益が衝突するような状況を避けるよう社
員に期待します。 

利害の対立
利害の対立は、個人的な活動または利益が会社のビジネス上の利益と対立
する場合に起こります。 多くの場合、利害の対立があるように見えるだけ
でも、あなたと会社に深刻な結果をもたらす可能性があります。 

14  セクション4\Ecolab行動規範
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利害の対立は、直接的（あなた自身が関与する場合）および間接的（あな
たと個人的関係のある誰かが関与する場合）に、多くの状況で発生しま
す。 利害の対立に適切に対処するよう注意しなければなりません。 例： 

\\ 社外での雇用または活動： (i) 会社での業務遂行に支障がでる場合、(ii) 

Ecolabと競合するか、競合することになる組織で働く場合、(iii) Ecolabの

競合会社にサービスまたは便宜を供与することにつながる場合には、社外

での雇用に従事してはなりません。 社外での雇用のために、Ecolabでの勤

務時間、施設または資産を使用しなければならない場合、利害の対立があ

ると見なされます。 副業が利害の対立を生むかどうかを判断するために、

社外での雇用を引き受ける前に上長から承認を得ることが社員に義務付け

られています。

\\ 役員職： 他の会社やＮＰＯの理事を務めたい場合、その計画を上長に開示

して事前に承認を受けなければなりません。 公開会社の取締役に就任する

前にEcolabの最高経営責任者からの承認を受けることが義務付けられてい

ます。 承認過程の一環として、当社はあなたの関与が利害の対立を生み出

すかどうかを判断します。 もちろん、競合会社の役員または顧問に就任し

てはなりません。

\\ 投資： 同居の近親者が、Ecolabの競合会社、サプライヤーまたは顧客の発

行済株式を1パーセント以上所有している場合、その事実を当社に開示し

なければなりません。 Ecolabの競合会社、サプライヤーまたは顧客の僅か

な所有権であっても、利害の対立となることがあります。 Ecolab方針の下

では、同居人の業務上または金銭上の利害はあなた自身の金銭的利害と判

断されます。

\\ ビジネスチャンス： 社員は、当社が活用する可能性のあるビジネスチャン

スを個人的利益のために活用してはなりません。 また、Ecolabがそのよう

な機会に対する興味を持っていることを知っている場合、他者が活用でき

るようにしてはなりません。 例えば、社員はEcolabが取得に興味を持って

いると知られている会社の不動産を購入し、またはその会社と金銭的利害

をもつことを避けなければなりません。 

セクション4\Ecolab行動規範



\\ 家族： 家族または他の親密な関係者がEcolabに勤務し、または当社、競合

会社、サプライヤーもしくは顧客にサービスを提供する場合、その関係を

上長に速やかに開示し、現に生じているか、または想定される利害の対立

を避けなければなりません。 Ecolabは、上長または法務部の事前の承認が

ない限り、当社社員または当社社員の近親者を雇用している会社から商品

またはサービスを購入しません。 親族が働く会社が関与する購買業務に参

加する場合は、特別な処置が講じられなければなりません。 

\\ 政府サービス： Ecolabは、地域社会および政治に積極的に参加するよう社

員に奨励しますが、政府内の特定の責任を引き受けることは利害の対立を

生み出す可能性があります。 政府での役職の選出または指名を求めようと

計画していて、そこでの勤務期間中もEcolabでの雇用を維持する場合、ま

ず上長から文書による承認を得なければなりません。 政府内の役職につく

場合、Ecolabは当社の利益に大きく影響を及ぼすような投票行動または決

定を控えるようあなたに期待します。

他の組織または人物とあなたとの関係が職務またはEcolabの利益と相反す
るかどうかがはっきりしない場合、上長または法務部メンバーと状況を話
し合わなければなりません。 利益が相反する場合でもほとんどの状況は解
決することができるので、懸念を表明し、または助力を求めることは良い
ことです。

Q: 私の妻は、当社の工場に製品や
サービスをたびたび提供する地元
の会社に勤務しています。 物品の
購買に関わっている私が妻の会社
をベンダーとして選択すると利害
の対立になりますか？

A: はい。 奥様の勤務先での所属を
マネージャーまたは法務部に知ら
せて、その会社からの注文につい
て承認を受ける必要があります。 
そうしないと、奥様の会社から物
品を購入するという判断には不公
平な優遇措置がなされたと見られ
る可能性があります。 奥様の勤務
先での役割を開示することで、あ
なたは当社が持つ公正さと客観性
の評判を保つことに貢献すること
になります。

Q&A

16  セクション4\Ecolab行動規範
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贈答品、接待の提供および受領 
を参照してください

贈答品、接待、その他の方法による厚意の授受は、特定の状況、場所、文化な
どの点で慣習的と解され、適切といえる場合があります。 しかし、当社の評
判を守るために、贈答品の授受が適用法規、顧客との契約、正しい業務慣行に
照らして問題ないかどうかを確認しなければなりません。 金銭的価値のある
ものを提供または受領する場合、次のガイドラインに従ってください。  

\\ 贈答品は少額のものでなければなりません。

\\ 接待については、費用、金額、程度や頻度が適切でなければなりません。

\\ 相手方から有利な業務上の判断を得るために提供されてはなりません。

\\ その国で一般に認容されているビジネス倫理に違反してはなりません。 

\\ Ecolab方針およびアメリカ合衆国を初め各国の法律に違反してはなりません。 
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贈答品、接待、またはEcolabの事業に関連する利益を提供し、
または受領するときは、次のガイドラインに従わなければなり
ません：

• 顧客： 購入の判断は当社の提案がもたらす利点、そして
Ecolabの製品やサービスの質と価値に基づいて行われま
す。 贈答品、利益供与または接待などで、顧客や潜在顧客
の判断に影響を与えようとすることはできません。

• サプライヤー： サプライヤーやサプライヤー候補企業との
強力な関係を育成するために、そのサプライヤーがEcolab
から何かを購入することを条件に、Ecolabがサプライヤー
から物品を購入すると提案したり、暗に求めたりしてはな
りません。  
同様に、どのような状況であっても個人的な利害が購入判
断に影響を与えてはなりません。

• 政府代表者： 政府関係の顧客、受託業者または従業員と取
引を行う場合、公務員に対し、契約の裁定、更新または修
正に影響を及ぼすことまたは調達に関連して優遇措置を得
ることを目的として、直接的にもまた間接的にも、金銭的
価値があるものの提供の承認を行い、またはそれを申し出
てはなりません。 

どのような場合に贈答品や接待が適切または不適切となるかを
判定することが困難な場合があります。 次の例を参考にしてく
ださい：

• Ecolabブランドのトートバッグをサプライヤーに提供する
ことは問題なく許可されます。

• 高価なワインが何本か入ったEcolabブランドのトートバッ
グを顧客に提供することはボーダーライン上にあります。 
人事担当者または法務部に事前に指導を求めてください。

• 業務に関係なく、豪華リゾートへの2名分の旅行費用全額を
顧客に提供することは許可されません。

忘れないでください

\\ 賄賂、利益供与またはリベートと見なされてはなりません。

\\ 隠蔽に関係するものであってはなりません。

\\ それを一般に公開した場合に、Ecolabを窮地に立たせ、または会社の評判

に傷をつけるものであってはなりません。 

\\ いかなる状況においても、社員は、Ecolab業務に関連して、現金、現金相

当物、または個人的融資を提供または受領することができません。

政府の顧客、職員および受託業者との取引に適用される特定要件の詳細
は、規範の アメリカ合衆国政府との取引 および 賄賂ならびに汚職防止セ
クションを参照してください。.

Ecolabの各国管理部門は、贈答品の提供または受領に関するさらに詳しい
ガイドラインを用意していることがあります。 他のガイドラインについて
は各国のマニュアルを参照するか、または現地の人事担当者に連絡してく
ださい。 また、法務部には特定の事例を通じて指導する用意があります。

18  セクション5\Ecolab行動規範
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はじめに

賄賂と汚職の防止 

Ecolabは、適切な手段および行動を通して業務を行うよう努力してい
ます。 従って、賄賂または買収と判断されるような行為を避けなけれ
ばなりません。 賄賂は、明瞭に分かるように、または暗にそれとな
く、不当にビジネスまたは業務上の便宜を獲得する目的で、ある当事
者が別の当事者に対して金銭的価値のあるものをオファーする場合に
生じます。 連邦海外腐敗行為防止法（「FCPA」）を含む多くの国の
法律、およびEcolab方針は、賄賂を行うことを禁止しています。 この
方針に違反すると、会社から厳しい懲戒処分を受ける可能性があるだ
けでなく、Ecolabとあなたの両方に刑事罰および民事罰（禁固刑およ
び罰金を含む）が課される恐れがあります。 Ecolabの資産が賄賂や汚
職行為に使用されないよう、当社は取引および資産譲渡を公正に反映
した正確な帳簿および記録を作成･保管しなければなりません。

セクション6\Ecolab行動規範



公務員に対する賄賂 
政府組織との関係は、世界各地での当社の成功にとって重要なことです。 
従って、EcolabはFCPAおよび各国の贈賄禁止法規に従います。 これらの
法律は、不相当に優遇されることを目的として公務員に金銭的価値がある
ものを支払う行為を防止することを目的としています。 「公務員」には、
政府、国営企業または国際行政組織のために公的な立場で行動する人々が
含まれます。 政府の判断に影響を与えることのできる人物は「公務員」と
判断される可能性があると認識することは重要です。

また、Ecolabの反贈賄方針は、政府の通常業務を迅速にする、または確実
にするための公務員への「円滑化」のための支払いを禁止しています。 
「speed money」または「grease payment」としても知られるこうした支
払いは、一般的、定型的な政府業務（就業許可、ビザ、通関手続、製品登
録、検査等）を迅速化するための少額で不定期の支払いです。

当社の反汚職方針は、また当社の代理として業務を行う代理人、代表者、
代理店、仲介者に適用されます。 FCPAおよび各国の贈賄禁止法規に基づ
き、Ecolabとその社員は、当社と共同して業務を行う第三者による公務員
への贈賄責任を問われることがあります。 Ｅｃｏｌａｂの代理人として公
務員と取引することになる第三者を決める前に、法的責任や風評に対して
予測される被害を避けるため、  
反汚職方針と手順に収められている仲介人との取引手順を Ecolab社員は順
守しなければなりません。

当社の反贈賄方針および反汚職方針の詳細については、 反汚職方針とその
手順を参照してください。当社の方針または反汚職法規に従わないと思わ
れるEcolab社員またはEcolabのために業務を行う第三者の行為について疑
問がある場合は、法務部に連絡するか、または行動規範ヘルプラインを通
して報告しなければなりません。

Ecolab社員、そしてEcolabの代理として
行動するすべての者は、ビジネスを獲得
または維持し、もしくは不当なビジネス
上の優位性を獲得する目的で、公務員に
対して直接的または間接的に、金銭的価
値のあるものを提供し、その申し出を行
い、あるいは許可することを禁止されて
います。 以下は当社の方針または法律
に違反する可能性があるアイテムの例で
す：

• 贈答品
• 現金（現金同等物を含む）
• 株式、債券、その他の証券
• 接待
• 食事または宿泊
• 交通手段
• 公務員またはその家族に対する雇用の

オファー 
• 旅費の支払いまたは払い戻し
• 通常は利用できないEcolab製品の割引
• 負債の肩代わりまたは免除
• 政治献金
• 寄付金
• 個人的な便宜 

忘れないでください

「政府関係者」とは、政府、国際公共機
関または政府関連の部門、部局または代
行機関に勤務する人物を意味します。こ
れには次のものが含まれます：

• 政府機関の入札を検討し、受領するた
めに雇用された団体

• 国有会社の役員または職員 
• 国有産業、国有会社の役員または経営

権を維持する王族の一員
• 政党または政党役員
• 公職立候補者

政府の判断に影響を与える力がある人物
は、恐らく政府関係者です。 誰かが「
政府関係者」かどうかについて疑問があ
る場合は、いつでも法務部に相談しなけ
ればなりません。
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商業賄賂
Ecolabは、公務員への賄賂だけでなく、商業取引での賄賂および汚職行為
を禁止しています。 社員は、会社のために不適切な取引を行い、また不正
な利益を得るために、既存または潜在顧客、サプライヤーまたは他の第三
者に対して、もしくはこのような人物から、金銭的価値のあるものを提供
し、あるいは受け取ってはなりません。 品位に対する当社の評判は、不適
切な取引から得られる潜在的な利益よりも重要です。 詳細は、規範の 贈答
品、接待の提供と受領を参照してください。

政治活動およびロビー活動
Ecolabは、政党または政治家候補に対して献金を行わず、また政治活動の
ためのEcolabの施設の使用許可を行いません。 これは、政治献金方針に従
って事前に承認を受けている場合を除きます。 同様に、Ecolabまたは関連
会社の名前を使って政治献金を行ってはなりません。 政治献金を行った場
合、Ecolabまたは関連会社から直接的にも間接的にも払い戻しがされるこ
とはありません。 

Ecolabは、地域社会および政治的プロセスに積極的に参加することを社員
に奨励します。 社員は、個人的見解および政治的行動があなた自身のもの
であり、当社のものでないことを常に明確にしなければなりません。 

アメリカ合衆国において、Ecolabの代理として供述することまたは政府
関係者との重大な接触を行うことを含むすべてのロビー活動を行うとき
は、Govenment Relations部と事前に調整する必要があります。 アメリカ
合衆国外で行われるロビー活動または公務員に圧力をかけるものと見なさ
れるすべての活動は、現地の経営管理者および法務部によって事前に確認
される必要があります。

ロビー活動または政治活動に関するEcolabの方針について質問または疑問
がある場合は、法務部またはGovernment Relations部に連絡しなければな
りません。 詳細は 政治献金方針、Ecolab反汚職方針および手順ならびに規
範の アメリカ合衆国政府との取引セクションを参照してください。

Q: 仕事の一部として、私は政府と
の契約交渉を支援するために他国
の代理人と仕事をしています。 彼
は迅速に仕事を進めるために公務
員に賄賂を提供しているように思
えます。 どうすべきですか？

A: Ecolabのために活動している代
理人が賄賂を贈って望ましくない
行動に出ている場合、その代理人
に対する支払いを中止し、法務部
に速やかに報告しなければなりま
せん。

Q&A
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はじめに

アメリカ合衆国政府のサプライヤーであるEcolabは、高度に統制され
た環境下で企業運営を行います。 納税者が支出した公的資金に対して
最高の価値を提供すること、そしてすべての購買業務が現状の公共政
策に従って行われていることを裏付けるために、アメリカ合衆国政府
は受託業者および下請業者に対して厳しい要件を課しています。

アメリカ合衆国政府との取引において、主要受託業者であるか下請業
者であるかに関わらず、Ecolabは適用されるすべての法律、規制およ
び契約条件を徹底的に順守しなければなりません。 すべての契約条
件を満たし、また政府関係者へ適宜通知（または承認）をなすべき時
に、これを行わないことで契約条件から逸脱してしまうことを回避す
ることは極めて重要です。

アメリカ合衆国政府との取引 
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契約交渉および価格設定 
Ecolabがアメリカ合衆国政府と契約を結ぶ場合、完璧かつ最新、そして正
確な価格と他の事実情報が提出されなければなりません。 契約交渉の一環
として、政府契約または下請契約に関連して、故意に虚偽または紛らわし
い説明または記述を行ってはなりません。 交渉過程において、契約提案書
に関する全重要事項の意義について説明すること、および当社が提供する
情報の正確さを認証することができなければなりません。 アメリカ合衆国
政府への提出物準備には気をつけなければなりません。また、価格設定デ
ータに影響を与える変更は、速やかに Government Sales 部に報告されな
ければなりません。 

アメリカ合衆国政府へのすべての伝票に、注文された製品またはサービ
ス、数量および価格を正確に反映しなければなりません。 価格または情報
の相違は、当社や社員に対する課徴金支払や刑事責任等の重大な結果につ
ながる可能性があります。 

製品規格およびテスト
政府契約の条項を履行するために、当社の製品、原材料および製造は契約
に含まれる仕様に常に一致しなければなりません。 契約上の必要条件を変
更する前に、権限を持つ公務員からの事前の文書による承認を取得しなけ
ればなりません。 

アメリカ合衆国公務員の雇用
アメリカ合衆国には、政府の受託業者で働くために合衆国政府での勤務を
辞めようとする、または実際に辞める社員の側において利害の衝突または
利害が衝突するように見える状況を招かないようにするための特別規則が
あります。 在職中の、または最近まで在職していた政府職員（民政または
軍）と雇用または機会の提供について話し合う前に、人事部および法務部
から許可を受けることをEcolabは義務付けています。 

贈答品なし、食事なし、謝礼なし
民間の取引では一般的な業務儀礼と見なされることであっても、公的機関
との取引では不適切な働きかけをするための活動と解釈される場合があり
ます。 従って、連邦政府の職員、契約業者、またはその近親に対して、一
切金銭的価値のあるものを提供してはなりません。 例外的に許容されるも
のは以下に限定されます： (a) 普通レベルのEcolabブランド販促アイテム

Q: アメリカ合衆国との契約では、
部品のひとつについて特定のサプ
ライヤーを使用することを義務付
けていますが、他のサプライヤー
がその部品を安く、かつ迅速に提
供できることがわかりました。 こ
の新しいサプライヤーを使用でき
ますか？

A: いいえ、権限を有する政府担当
者による事前の文書での承認がな
ければできません アメリカ合衆
国の委託業者である当社は、契約
条項に従い、契約に定められてい
る部品を使用しなければなりませ
ん。 権限を有する政府担当者の事
前の文書による承認なしに変更を
行うと、あなたとEcolabに対する
重大な結果（罰金および刑事責任
の可能性を含む）につながる可能
性があります。 

Q&A
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（Ecolabの名前またはロゴが表示されたコーヒーマグやカレンダー等）の提
供、(b) 正式な業務活動においてソフトドリンク、コーヒー、ドーナツ等を
常識的な範囲で提供すること、および (c) 法務部により事前に文書で承認さ
れた他の活動への参加。 また、アメリカ合衆国政府契約または下請契約に
ついての便宜的配慮の返礼として金銭的価値のあるものを提供し、暗に要求
し、または受領してはなりません。

購買における健全性
Ecolan社員は、政府契約または下請契約の裁定以前に、入札または提案書の
情報もしくは業者選定情報（Ecolab連邦政府方針および手順マニュアルに説
明）を情報の保有者に求めてはなりません。 この種類の情報または他の不
適切な情報もしくは機密情報を受領したと思われる場合は、目的に関わらず
その情報を使用せず、また第三者に開示してはなりません。 また、速やか
に法務部に連絡しなければなりません。

義務づけられた開示
公的透明性および説明責任を促進するために、連邦規制は、詐偽、利害の衝
突、賄賂または謝礼違反もしくは虚偽請求取締法違反に関連する連邦刑法に
当社（社長、社員、代理人、受託業者を含む）が違反したという確かな証拠
を開示するようEcolabに義務付けています。 また、政府から受領した超過
支払いは適時開示されなければなりません。 超過支払い、または政府受託
業者もしくは下請業者としてのEcolabの義務に反する何らかの行為に気付い
た場合、法務部またはEcolab行動規範ヘルプラインを通して速やかに報告し
なければなりません。 

監査および調査
アメリカ合衆国政府による調査または監査に完全に協力することは当社の方
針です。従って、政府監査または調査に関連する書類を改竄、破棄または隠
匿してはなりません。 同様に、政府監査または調査を妨害する可能性のあ
る行動をとってはなりません。

アメリカ合衆国政府との取引に関するEcolab方針について質問または疑問が
ある場合は、Government Sales部または法務部に連絡しなければなりませ
ん。 詳細は アメリカ合衆国政府契約方針および手順マニュアルを参照して
ください。
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輸出コンプライアンス 
当社がビジネスを行う国の輸出法規に従うことはEcolabの方針です。 これらの
法律および規制には、輸出発送品の書類要件および特定商品、技術およびソフ
トウェアの輸出または再輸出を制限する規制が含まれます。 輸出管理規制は、
輸出品目、輸出先、輸出品の受領者、輸出品の使用目的に基づき、特定の輸出
品が制限される場合と政府認可またはライセンスの事前取得が義務付けられて
いる場合とがあります。

国境を越えた取引
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Ecolabがビジネスを行う国によって輸出規制法規が異なる場合がありま
す。 輸出規制法規の第一の趣旨は、軍または武器に使用される可能性のあ
る商品、ソフトウェアまたは技術の輸出ですが、商業的および軍または武
器の両方に使用される可能性のある「二重用途」アイテムおよび技術にも
適用されます。 例えば、特定の化学薬品は民間製品の製造に使用すること
ができますが、化学兵器または違法薬物の製造に誤用される可能性もあり
ます。 

アメリカ合衆国輸出規制法は、また合衆国原産製品、技術およびソフトウ
ェアが以前に輸出された国から再輸出される場合にも適用されます。  場
合によっては、これらの法律が、国外で製造されていて、規制を受けたア
メリカ合衆国固有の技術がそのまま使われた製品、または部分的にそうし
た技術が使われた製品に適用されることがあります。 これらの規則は、外
国籍の人物（この人物が合衆国に居る場合を含む）への技術の「みなし輸
出」にも及びます。 例えば、技術の「みなし輸出」は、他国市民がEcolab
のアメリカ合衆国施設を訪問して技術交換した際（ライセンスが義務付け
られることがある）に発生することがあります。 

貿易制裁および禁輸措置
連邦法と一致する範囲で、アメリカ合衆国の経済制裁および禁輸措置に従
うこと、および他国の同趣旨の法律に従うことはEcolabの方針です。経済
制裁および禁輸措置は、外交政策および国家安全の促進に役立ち、特定の
人物、団体または国を対象とすることがあります。 例えば、テロ支援国と
識別された特定の国、およびこれらの国に関係を持ち、または他の外交政
策上あるいは国家安全保障上の理由で制裁措置を取られている指定人物お
よび団体に対して、合衆国は幅広い制裁措置を維持しています。
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輸入コンプライアンス 
Ecolabは、様々なアイテムを世界各地から輸入し、またこれらのアイテム
の輸入元の国の関税法および規制に従うことが義務付けられています。 こ
れらの法律および規制は、原産国、関税分類並びに輸入品の価値に関する
完璧で正確な記録を義務付けています。 追加条件が、バイオサイド、薬
物、医療機器等の厳しく規制されたアイテムの輸入に適用されることがあ
ります。 特別な表示およびラベル貼付が適用される場合があり、また化学
薬品の輸入は適用されるアメリカ合衆国その他の化学薬品の在庫に関する
法規に従わなければなりません。 

反ボイコット条項 
Ecolabは、アメリカ合衆国により制裁措置が取られておらず、または承認
されていない外国のボイコット（アラブ連盟によるイスラエルのボイコッ
トを含む）への参加または協力が禁止されています。 禁止された行為には
以下のものが含まれます：

\\ ボイコットされた会社または国との取引を拒否する、もしくは拒否に同意

すること

\\ 人種、宗教、性別または国籍に基づいてアメリカ合衆国国民の雇用を拒

否し、もしくは他者に雇用を拒否すること（またはその他の差別を行うこ

と）を要求すること

\\ アメリカ合衆国国民の人種、宗教、性別または国籍に関する情報を提供す

ること

\\ ある人物がボイコットされている国との取引関係があるかどうかについて

の情報を提供すること。  

当社は、ボイコット要請（ボイコットに関連する文章を含む書類の受領を
含む）をアメリカ合衆国政府に報告することが義務付けられています。 

社員は、国境を越える取引に適用されるEcolab方針および手順に従わなけ
ればなりません。 輸出入業務に関与している社員は、貿易コンプライアン
ス方針および手順を熟知し、これに従わなければなりません。 詳細な情報
が必要な場合または質問がある場合は、Regulatoｒy Affairs部または法務部
に連絡してください。 
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公正な競争 
Ecolabは自由競争の信奉者であり、誠実で公正な業務慣行に則っ
て競合会社に勝るよう努力します。 顧客、代理店、サプライヤ
ーおよび競合会社との関係において、私たちは不公正に有利な
立場を追求し、または事業もしくは製品に関して事実を偽って
伝えてはなりません。 同様に、競合会社またはその製品に関す
る虚偽もしくは誤解を招く発言を避けなければなりません。 公
正で誠実というEcolabの評判は、正しく行動しないことによって
リスクにさらすにはあまりにも重要です。

公正に競争すること 
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社員が競合会社と不適切に接触しないことは当社の方針です。 競合会社と
の頻繁な、または不自然な接触が含まれる業務活動ーそれが電話や通信手
段を利用した会合（事業者団体会議等のミーティングなど）であってもー
を行う場合、上長および法務部の承認を得なければなりません。 

競争的で公正な市場を確固とするために、多くの国（アメリカ合衆国を含
む）には、自由企業制度を維持し、競争を経済の主要調整手段とするため
の法律があります。 これらの法律は、自由競争を妨害または干渉する業務
慣行を禁止しています。 

Ecolabは、これらの法律（連邦反トラスト法を含む）に完全に従い、また
業務遂行にあたって留意します。 セールスで仕事をしているか、あるいは
単に友人が競合会社で働いているかに関係なく、競合会社と業務関係の会
話をするのは不適切であることを忘れてはなりません。 

特定の国（アメリカ合衆国を含む）の法律は、反トラスト法または競争法
に違反する個人に対して厳しい刑事処分を課しています。 反トラスト法ま
たは競争法の違反は、また会社および社員の両方に対する巨額の罰金につ
ながる可能性があります。

行動を起こす前に、特に競合会社に以前所属した、または現在所属してい
る社員を雇用する前に、法務部に相談してください。 反トラスト法または
競争法に関する詳細は、Ecolabの 反トラスト方針 および 反トラスト法の
準拠ガイドを参照してください。 

Ecolab社員は、次のような反競争的行
動または競合会社との活動を行っては
なりません：

• 機器の不正使用
• 既存の契約関係に対する不法干渉
• 談合
• 価格差別
• 販売区域のボイコット
• 顧客または市場の割り当て
• 価格操作
• 生産制限または割り当て
• 不公正な価格慣行
• 特定市場を独占しようとする試み
• 互恵取引
• 抱き合わせ販売
• 再販価格維持 

特定の行動または慣行に関して質問が
ある場合は、上長または法務部に相談
しなければなりません。

忘れないでください
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競合会社に関する情報の収集 
競争力のある開発を行い、競合会社に関する公知の情報を確認することは
重要です。 競合会社の製品、サービスおよびマーケティング手法に関する
合法的な情報源には様々なものがあります。 適切な情報源には、顧客から
の情報、出版された情報または公有情報、所有者もしくは権限を持つ第三
者から合法的に入手した情報あるいは製品サンプル等が含まれます。 

しかし、競争力のある開発についての状況把握に努め、他社の企業秘密に
配慮しつつ、競合会社または顧客に関する不適切または違法な情報収集を
回避しなければなりません。 取引情報の収集において何が倫理的で何がそ
うでないか、また合法的かそうでないかを理解しなければなりません。 ス
パイ行為、強盗、盗聴および窃盗は不正行為であり禁止されています。 同
様に、機密情報を取得する、または電子メールまたは他の機密連絡への無
許可アクセスを行うために競合会社の社員を面接または雇用することは許
可されません。 機密と記されているか、またはそう思われる競合会社の情
報を取得した場合、速やかに法務部に連絡してください。

競合会社および顧客に関する情報収集の一般的な手段は、事業者団体を通
して行うことです、 Ecolabは、話し合いが適切なテーマに限定される限
り、業界水準の設定という合法的な目的を有する事業者団体への参加を奨
励します。 具体的には、価格付けに関する統計データをばらまく、競合会
社間の好ましくない調整によって業界の安定化を図る、または価格の固定
化や競争の回避を奨励する、といった団体に参加してはなりません。 事業
者団体への参加に関する詳細は法務部に問い合わせしてください。

Q: 私は現場で働いており、顧客や潜在
顧客と頻繁に交流します。 競合会社の
戦術をよりよく理解するために、潜在
顧客を装ってEcolabの競合会社から情
報を収集することは許可されますか？

A: いいえ。競合会社に関する情報を違
法または非倫理的な手段を使って収集
してはなりません。これには潜在顧客
を装うことも含まれます。 その代わり
に、常に公正に競争するようにしなけ
ればなりません。これには、自分自身
について偽らないことも含まれます。  
不適切な手段での情報収集に気が付い
た場合は、法務部に速やかに相談しな
ければなりません。

Q: 私は来月事業者団体ミーティングに
参加する予定であり、競合会社の多く
も参加を計画していることを知ってい
ます。 競合会社に新製品について尋ね
ることは適切ですか？

A: 恐らく適切ではありません。 事業
者団体でのミーティングや打ち合わせ
は情報を共有することや新たな発展を
推進することについて重要な役割を果
たしますが、同時に競争法や反トラス
ト法に関する重大な問題を浮上させま
す。 当社の代表として参加する社員
は、価格、割引、販売条件、製品仕様
または保証に関する話し合いを避けな
ければなりません。 そのような話し合
いに気が付いた場合は、速やかその場
を離れ、法務部に連絡してください。

Q&A
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業務の遂行中、Ecolab株式を売買する判断に影響を与えるかもしれない
重要な未公開情報に気が付くことがあります。 この種類の情報は、よく
「重要内部情報」と呼ばれます。

社員は、Ecolabに関する重要内部情報を取り扱っている間、Ecolab株式
の売買を行ってはなりません。 同様に、業務遂行中、当社が取引を行う
会社に関する重要な非公開情報に気が付いた場合、その情報が公開され
るまでこのような会社の株式を取引してはなりません。 この禁止事項に
従わない場合、あなたと会社に民事罰および刑事罰が課される可能性が
あります。

インサイダー取引を避けること 

セクション10\Ecolab行動規範



また、業務に関連する理由を持たない人物（他の社員、親族、友人を含
む）に内部情報を伝えることも禁止されています。 社員または他の人物に
よる当社株式の売買判断に影響を与える可能性のある重要な未公開情報を
所持している場合、開示してはなりません。 

詳細は インサイダー取引方針を参照してください。 特定の行動がこの方針
に違反するかどうかについて質問がある場合は、法務部に連絡してくださ
い。 

重要内部情報のチェックリスト

情報が重要で未公開であるかどうかを判断する場合、次の問いを自問して
ください：

\\ 情報はプレスリリースまたは他の手段で一般公開されているか？

\\ 入手した当社（または他社）に関する情報は、当社の証券を売買したい気

持ちにさせるか？

\\ 私が知っている情報を新聞が発表した場合、当社（または他社）の証券の

価値が上昇または下落するか？

\\ 提案された取引が調査対象となった場合、政府の検察官にはどのように見

えるか？

内部情報には様々な形のものがあります。 
Ecolab社員は、重要内部情報に基づいて株
式の売買を判断してはなりません。 以下は
重要内部情報の一般例です：

• 業務の大きな縮小または拡大
• 期待値を超える、または期待値に

届かないことを示す財務結果もし
くは情報

• 重要な新製品またはサービス
• 重大な、または潜在的な買収もし

くは譲渡（例：合併、株式公開買
い付け、ジョイントベンチャーの
提案）

• 経営または統制における大きな
変更

• 未完了の負債または株式の譲渡
• 大手のサプライヤー、顧客または

契約の取得もしくは喪失
• 訴訟の開始または和解 
• 破産または財務管理の兆候
• 大きな環境問題 

 
潜在的内部情報の他の例は、 インサイダー
取引方針を参照してください。

忘れないでください
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有形資産 
各人は、Ecolab資産（財務資産、企業秘密および他の専有情報、物理的
所有物を含む）の節約および保護に対する責任があります。 原料、機
器、事務用品、技術等のリソースは、業務目的のみを対象としており、
その窃盗、紛失、悪用または誤用は防止されなければなりません。 有形
資産を使用する際に、それがEcolab方針に合致するかしないかの判断は
各人に委ねられています。 Ecolabのマネージャーには、適切なコントロ
ールによって有形資産を保護するための重い責任があります。 

Ecolab資産および所有物を保護し、 
適切に使用すること

セクション11\Ecolab行動規範



通信システム
多くの社員にとって、会社のインターネット、電話およびEメールシステ
ムの使用は業務遂行に不可欠です。 会社の通信システムおよびネットワー
クにアクセスできる社員は、常に最も高いレベルの行動基準に従う責任が
あります。 これらのシステムは業務目的を対象としています。 限定的な個
人使用は許容される場合がありますが、不適切であったり、業務遂行に支
障をきたしたりするようなことがあってはなりません。 詳細は、Ecolabの 
電子通信方針 および ソーシャルメディア方針を参照してください。

会社の通信システムおよびネットワークが正当な業務目的に使用されるこ
とを確実なものとするために、Ecolabは使用を定期的にアクセス、モニタ
ーまたは停止する権利を留保します。 このような監視の実行は、会社の方
針に従い、また現地の法律で許可された範囲内でのみ行われます。 システ
ムまたはネットワークを頻繁に誤使用するEcolab社員は、解雇を含む懲戒
処分の対象となります。

情報技術資産の適切な使用に関する詳細は、 企業IT資産方針を参照してく
ださい。

機密情報および専有情報 
当社がアクセスできる情報の中には専有的または機密的な性質のものがあ
ります。 Ecolabは、機密情報および専有情報に大きな価値を認めます。 社
員は、これらの情報を無許可の使用または開示から守らなければなりませ
ん。 Ecolabの機密情報および専有情報には次のものが含まれます：

\\ 長期的戦略

\\ 製品開発計画

\\ 個人記録 

\\ 販売計画 

\\ マーケティング計画 

\\ 通信計画

\\ 財務情報 

\\ 競合的情報 

\\ 顧客の購買傾向

\\ 買収または売却計画

\\ 製造手段

Q: 私は新入社員です。コスト問題に対
処するために同僚がフラットフィーの
顧客の製品を他の顧客に提供している
ことに気が付きました。 これは許可さ
れますか？

A: いいえ。これは会社資産の不適切な
使用であり、顧客の採算性および報告
基準に影響を与えます。 この問題を上
長または法務部に連絡しなければなり
ません。

Q: Ecolabでの役割に加え、私は娘の学
校の資金調達委員会にもボランティア
で参加しています。 学校関係イベント
の資料やチラシを職場で印刷すること
はできますか？

A: いいえ。Ecolabは、社員が社外で何
らかの役割を果たすことを許可してい
ますが、上長の許可なしにプリンター
や印刷用紙等の会社リソースを業務以
外の目的で使用してはなりません。

Q&A
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社員は、Ecolabでの雇用期間中も退職後も、個人的利益を得るために当社
の機密情報および専有情報を使用してはなりません。 機密情報または専有
情報の無許可開示は、その価値を破壊し、および／または不当な優位性を
他者に与える可能性があります。 そのため、必要な機密保持／非開示契約
を結び、また専有情報の開示を業務上知る必要のある人物のみに限定する
ことはあなたの責任です。 また、当社のサプライヤーおよび顧客の専有ま
たは機密業務情報を漏洩せず、尊重し、保護する義務があります。 

Ecolabの専有情報が危険にさらされたかも知れないという状況に気付いた
場合は、速やかに法務部に連絡してください。 

知的財産
Ecolabの製品計画、特許、商標、著作権、企業秘密およびノウハウ（知的
財産）は、保護されなければならない貴重な資産です。 全Ecolab社員は、
当社の知的財産を保護するために適用される法律および規制に従う義務が
あります。 法律に従うことで、Ecolabの研究、アイデア、プロセスおよび
製品は窃取や誤使用から保護され、またそうすることで、私たちが知的財
産を将来の革新のために当社が利用できることに貢献するのです。 

また、社員は他者の知的財産を尊重することが義務付けられています。 他
社の知的財産を意図的に侵害しないこと、および他者の知的財産をコピ
ー、使用または配布する前に必要なライセンスおよび許可を取得すること
は当社の方針です。 

知的財産法の違反は、当社に多大な費用負担を生じる可能性があります。 
Ecolab知的財産の保護および使用に関する質問または疑問がある場合は、
上長または法務部に連絡しなければなりません。

Q: まだ仕事が終わらずに残ってい
るにも関わらず、私の同僚がソー
シャルネットワークサイトで就業
時間の多くを費やしていることに
最近気が付きました。 Ecolab方針
の下でこれは許可されますか？ 

A: いいえ。会社資産の個人使用（
インターネットおよびEメールを
含む）は限定的なものに留めなけ
ればならず、また職責に支障をき
たしてはなりません。 この同僚
の場合、ソーシャルネットワーク
サイトの利用は恐らく過剰なもの
であり、コンピューターウイルス
への感染につながる可能性があり
ます。 この問題を上長または人事
担当者に連絡しなければなりませ
ん。

Q&A
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データプライバシーおよびデータセ
キュリティーの確保

情報およびデータセキュリティー
Ecolabは、当社にとって価値のある機密データおよび他の情報を保持し
ます。 このデータが悪意のある者に渡らないようにすることは絶対に必
要なことです。 Ecolabは、機密または専有情報（当社システムに保存さ
れた電子データを含む）を保護するための厳格な方針と手順を設けてい
ます。  

全社員は、Ecolabのデータプライバシーおよびセキュリティー方針に従
うことが義務付けられています。 機密情報へのアクセス権限は、使用す
ることが業務上必要のある社員のみに与えられます。 当社システムに保
存された機密情報について開示または共有の要請を受けた場合、その開
示は適切かつ法律上必要であることが求められます。
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顧客およびサプライヤーの情報 
当社は、顧客およびサプライヤーが当社と共有するデータのプライバシー
を守る義務があります。 Ecolabポリシーおよびデータ保護法に従い、業務
上の必要性があるEcolab社員のみが顧客またはサプライヤー情報にアクセ
スし、使用しなければなりません。 顧客またはサプライヤー情報を業務で
アクセスまたは使用する場合、業務上の必要性の範囲に限定し、当社が維
持する情報のセキュリティーまたは機密性が損なわれないよう細心の注意
を払わなければなりません。 この方針は、Ecolabがサプライヤーならびに
顧客情報へのアクセスを特別に許可した、少数のベンダーやその他の第三
者にも適用されます。

社員のプライバシー 
業務を効率的に遂行するため、Ecolabはあなたに関する特定の個人情報を
収集し、保持し、そして適切に共有することがあります。 当社は、適用さ
れるデータ保護法で義務づけられた最大限の範囲で個人情報を尊重し、保
護します。 当社は、あなたに帰属する機密情報の紛失または不適切な使用
が望ましくない結果（なりすまし犯罪や有害または触れられたくない情報
の開示等）につながる可能性があることを理解します。 

当社があなたの個人情報を尊重し、保護するのと同様、同僚の個人情報の
プライバシーを守るために細心の注意を払うことはあなたの責任です。 

Q: 仕事で、私は顧客やサプライヤーか
ら入手した機密情報をノートPCに保存
しています。 先日の出張の際、誤って
タクシーの中にノートPCを置き忘れて
しまいました。部外者が機密情報にア
クセスするのではないかと心配してい
ます。 どうすべきですか？

A: ノートPCを置き忘れたこと
を、EcolabのIT部および直属のマネー
ジャーまたは法務部に速やかに連絡し
なければなりません。 ノートPCに保存
された機密情報は、紛失、盗難、また
は悪用にあったかも知れません。 ノー
トPCに機密情報を保存する場合、保護
のための適切な手段を常に講じること
です。 このような手段には、強力なパ
スワードの使用および暗号化が含まれ
ます。

Q&A
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公衆、投資家およびマスコ 
ミとのコミュニケーション

倫理面での世界的リーダーであるという当社の評判を保護し、構築する
ために、外部聴衆（ニュースメディア、投資家、一般市民等）とのコミ
ュニケーションを正確に、かつ一貫して行うことが重要です。 

公開の場で、または第三者と社外で会社のことについて話し合う場合は
常に注意しなければなりません。 規範で説明された通り、許可を得るこ
となく部外者と機密情報を共有してはなりません。 
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ソーシャルメディアやソーシャルネットワークサイトの普及に伴い、オン
ラインで共有するEcolabに関する情報は公になることを理解することが重
要です。 そのため、常に慎重に行動し、また事前許可なしに機密または専
有情報を開示しないようにしなければなりません。 

Ecolabに関する機密情報または未公開情報へのアクセス権限をもってい
る、もしくはそれを知っている場合、適切な業務目的のためにのみ使用し
なければなりません。 このテーマに関する詳細は、 ソーシャルメディア方
針を参照してください。

株式会社であるEcolabは、情報開示に関する政府要件に従わなければなり
ません。 証券アナリスト、投資家、または他の利害関係者から情報を求め
て質問や要請を受領した場合、Investor Relations部に連絡しなければなり
ません。

メディアまたは他の部外者から当社に関する情報の提供を求められた場
合、Global Communications部に連絡しなければなりません。 当社の代表
として公の場で発言する権限を与えられた人物のみが発言できます。 

Q: 来年発売予定の新しいEcolab製品
に関する情報を求めるレポーターか
らの電話がありました。 この件につ
いて話すことは許可されますか？

A: いいえ。当社の代表として発言
することについて上長またはGlobal 
Communications部からの事前承
認を受けていない限り、コメン
トを出してはならず、またGlobal 
Communications部担当役員の判断
に委ねなければなりません。 事実関
係の全体を知らずにメディアに話す
ことは、当社にとって有害となり、
また公衆を欺く可能性があります。

Q&A
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正確な財務および業務記録 
を維持すること

公正、完全および正確な財務会計ならびに記
録保持 
Ecolabの会計記録および財務諸表は、取引の性質および目的を常に正確
に反映していなければなりません。 会計記録または財務諸表に虚偽また
は紛らわしい書き込みを行ってはなりません。 

会計記録および財務諸表は、適用される法的必要条件や一般的とされる
会計原則にかなうものであり、合理的に詳細なレベルで作成、保持され
なければなりません。 当社は、記録されない、または「帳簿外」の資金
もしくは資産を保有しません。
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当社は、経営幹部、株主、債権者、政府機関、投資家コミュニティーその
他への報告書の作成に会計記録を使用します。 すべての会計記録、その記
録から作成された報告書は、適用法規に従って保存され、提出されなけれ
ばなりません。 それらは、合理的に詳細なレベルで、Ecolabの収入、キャ
ッシュフロー、資産および債務ならびに財務状況を正確かつ公正に反映し
たものでなければなりません。 見越し計上を含む会計上の見積は、誠実な
判断および該当するEcolab方針に基づいて行われます。

財務報告および開示 
当社株式の証券は、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）で公開取引され
ています。 株式会社であるEcolabは、証券取引委員会（「SEC」）が管理
し、またNYSEの規則であるアメリカ合衆国証券取引法の対象であり、これ
らの法律および規則に従わなければなりません。

財務諸表、SECまたはNYSEとの情報交換や申告におけるEcolabの開示に虚
偽または誤解を招きかねない点がある場合、当社および担当する社員の両
方が民事および刑事処分を受ける可能性があります。 そのため、投資を行
う公衆（定期報告、プレスリリースおよびアナリストならびに株主への連
絡を含む）への開示は、正確かつ時宜にかなったものでなければなりませ
ん。 当社は、開示、報告、SECやNYSEあるいはEcolab証券が上場している
他の証券取引所への申請に、意図して虚偽的な、または誤解を招くような
表現を含めてはなりません。 また、内部または外部の監査人による質問や
情報提供がなされた場合に協力することが各自に義務づけられています。 

最高財務責任者および当社会計監査役が率いるEcolabの上級役員、財務お
よび会計の専門家は、当社の財務諸表および開示物が常に公正、完全、正
確、客観的で、かつ関連性があり、時宜にかない、そして理解可能なもの
であることを確実なものとすることに重要な役割を果たします。 本規範
と関連の方針、手順およびマニュアルの全条項に従うことに加え、上級役
員、財務および会計担当社員は、重要事実を偽って伝えたり、自己の独立
した判断を他者の判断に従属させることなく、注意深さ、適性、熱心さを
備え、誠実に責任をもって行動しなければなりません。

Q: 経費報告を行う場合、何に留意する
べきですか？

A: 留意すべき事項を列記します：

\\ 顧客にギフトを贈る場合、正確な経費
記録を作成するために経費精算の申請
時に支出目的を明記しなければなりま
せん。

\\ 業務目的で小口現金から支出した場
合、会計項目が正確に記録されるよう
適切な書類により裏付けられなければ
なりません。

\\ 詳細は 経費報告方針 を参照してくだ
さい。 Ecolabの経費または会計手順に
関して質問や疑問がある場合は、上長
または当社の財務および会計チームメ
ンバーに連絡してください。

Q&A
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Ecolab記録の管理
社内記録（送付するEメールから締結する契約書まで）には、当社業務を
推進し、また組織としての法的権利を保護するためのデータおよび情報が
含まれています。 当社の記録には、情報が保存されるすべての形態のメ
ディア（紙、電子、マイクロフィッシュ、磁気、写真、ビデオ、音声を含
む）が含まれます。 

Ecolab記録は正確でなければならず、また虚偽または誤解を招くような
情報が含まれてはなりません。 記録管理 ガイドラインに従うことはあな
たの義務です。 業務上の記録または通信記録を作成、保存、廃棄する際
に Ecolabのビジネスに関連して作成されたすべての記録は、現在も将来も
Ecolabの所有物です。 

訴訟または調査があった場合、Ecolabは特定の記録が「訴訟ホールド」と
されたことを社員に通知する場合があります。 基本的に、特定のプロジェ
クトまたはテーマに関連する記録はすべて保存される必要があり、その修
正、編集、廃棄を行わないことが要請されます。 訴訟ホールドとされた場
合、関連する記録についてなんらかの処理を行おうとする前に法務部に連
絡しなければなりません。

Q: 業務の一環として、私は訪問す
るすべての顧客に対してサービス
リポートを提出することが義務付
けられています。 私はサービスリ
ポートが適時提出され、正確かつ
網羅的であるよう常に務めていま
すが、同僚は遅れてリポートを提
出し、しかも内容を誇張し、また
記載が不十分であることが時々あ
ります。 どうすべきですか？

A: この問題を上長または法務部に
連絡しなければなりません。 サ
ービスリポートは会社の記録であ
り、事業の成功と顧客関係の維持
にとって非常に重要です。 会社の
記録方針および手順に従わない社
員は、重大な結果に直面する可能
性があります。 

Q&A
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連絡するべき人物・・・

\\ 上長またはマネージャー 

\\ 人事部 

\\ 法務部 

\\ 統括コンプライアンスオフィサー、または北

アメリカ以外の場所ではあなたの地域のコン

プライアンスオフィサー

\\ 弁護士

\\ Ecolab行動規範ヘルプライン

Ecolabの行動規範ヘルプラインを通し
た報告方法・・・

上長、人事部または法務部に連絡することが実
際的でない場合、行動規範ヘルプラインに電話
をかけて、違反が疑われる行為について誠実に
報告し、または指導を求めることができます。
あなたが勤務する場所での電話番号は、行動規
範の裏表紙にリストされています。また、社員
用 Inside Ecolab ウェブポータルの法務部セク
ションにある報告フォームに入力してオンライ
ンで提出することもできます。 

違反が疑われる行為を匿名で報告できるかどう
かは、勤務地の法律や規制に左右されます。 

国によっては、身元を明かさずに特定の問題ま
たは心配なことを報告することが限定され、ま
たは許可されていない場合があります。 EU内
に勤務する社員が行動規範ヘルプラインに電話
報告を行う場合、次のガイドラインが適用され
ます：

\\ あなたの名前が報告書に記載されることを許

可するよう求められます。

\\ 違反が疑われる社員の名前を提供するのは、

絶対に必要な場合に限定されるべきです。 

\\ あなたが告発した社員には、報告から3営業

日以内に通知されます。

\\ 行動規範ヘルプラインに提供された情報は、

特定の報告事項を調査するためだけに使用さ

れ、他の目的のために使用されることはあり

ません。

Ecolab方針の入手 

この行動規範で言及された方針および他の
Ecolab方針は、社員用 Inside Ecolab ウェブポ
ータルにあります。

Ecolabのコンプライアンスおよび倫理リソース
Ecolabは、社員が安心して質問でき、懸念を表明することのできる仕事環境を奨励し
ます。 疑わしいことを見聞きした場合または特定の行動が行動規範に従っているかど
うか疑念が生じた場合は、以下にリストされたリソースのひとつに連絡しなければな
りません。

質問または疑問：  
Ecolabリソースを見付けること

セクション15\Ecolab行動規範



** アイルランドのみ。  世界共通国際フリーダイヤル（UIFN）－行動規範ヘルプラインのフリ
ーダイヤルに電話をかける前に各国指定アクセスコードをダイヤルします。

*** セルビアおよびスロベニアのみ。  まず、交換手に電話をかけ、この番号にコレクトコー
ルをかける旨を伝えます。

次のステップで行動規範ヘルプラインに連絡します：

\\ アメリカ合衆国、カナダ および プエルトリコ: 電話
番号：800-299-9442.

\\ ドミニカ共和国: 電話番号： 880-299-9442

\\ その他の国
1. 以下のリストからあなたの国を探してください。
2. リストされたフリーダイヤルに電話をかけ、
3. そして800-299-9442をダイヤルします

アルゼンチン - Telecom
0-800-555-4288

Argentian Telefonica
0-800-222-1288

Argentina ALA
0-800-288-5288

オーストラリア - Telstra
1-800-881-011

Australia Optus
1-800-551-155

オーストリア
0-800-200-288

ベルギー  
0-800-100-10

ブラジル  
0-800-890-0288 
0-800-888-8288

ブルガリア 
00-800-0010

チリ - AT&T Node
800-225-288

Chile ENTEL
800-360-311

Chile Telefonica
0-800-222-1288

Chili AT&T 
171 00 311

Chile Easter Island
800-800-311

中国 - 北京
108-888

中国 - マカオ
0-800-111

中国 - 南部 上海 - China 
Telecom
10-811

コロンビア
01-800-911-0010 
800-101-111

コスタリカ 
0-800-011-4114

クロアチア 
0800-220-111

チェコ共和国 - 新
00-800-222-55288

チェコ共和国 - 旧
00-420-001-01

デンマーク 
800-100-10

エクアドル - Andinatel
1-999-119

エクアドル - Pacifictel - 1
1-800-225-528

エクアドル - Pacifictel - 2
1-800-999-119

エルサルバドル 
800-1288 
800-101-111

フィジー 
004-890-1001

フィンランド 
0-800-11-0015

フランス－Telecom
0-800-99-0011

フランス－Telecom 
Development
0805-701-288

ドイツ 
0-800-225-5288

ギリシャ 
00-800-1311

グアテマラ
999-9190 
800-101-111

グアテマラ全電話会社
138-120

ホンジュラス 
800-0123 
800-101-111

香港 - Telephone
800-96-1111

香港 - World Telephone
800-93-2266

ハンガリー 
06-800-011-11

インド
000-117

インドネシア 
001-801-10

アイルランド
1-800-550-000

Ireland UIFN**
00-800-222-55288

イスラエル - Bezeq
1-80-949-4949

イスラエル - Golden Lines
1-80-922-2222

イスラエル - Barak
1-80-933-3333

イタリア 
800-172-444

日本
00-539-111

ラトビア
800-2288

マレーシア 
1-800-80-0011

メキシコ - 新
01-800 288-2872

メキシコ－Por Cobrar
01-800-112-2020

メキシコ  
800-101-111

モロッコ 
002-11-0011

オランダ
0800-022-9111

ニュージーランド 
000-911

ニカラグア
1-800-0174 
800-101-111

ノルウェー
800-190-11

パナマ 
800-0109 
800-101-111

ペルー - Telephonica
0-800-50-288 
0-800-50-000

ペルー - Americatel
0-800-70-088

フィリピン 
105-11 
105-12

ポーランド 
0-0-800-111-1111

ポルトガル
800-800-128

ルーマニア
080803-4288

ロシア
8^10-800-110-1011 
8^10-800-120-1011

ロシア - モスクワ 
755 5042

サウジアラビア
1-800-10

セルビア***
770-776-5624

シンガポール - SingTel
800-011-1111

シンガポール－StarHub
800-001-0001

スロバキア 
0-800-000-101

スロベニア***
678-250-7571

南アフリカ
0-800-99-0123

韓国 - ONSE
00-369-11

韓国 - Dacom
00-309-11

スペイン 
900-99-0011

スウェーデン 
020-799-111

スイス
0-800-890011

台湾 
00-801-102-880

タイ - 新
1-800-0001-33

タイ 
800-101-111

トルコ  
0811-288-0001

ウクライナ 
8^100-11

イギリス - British Telecom
0-800-89-0011

イギリス C&W
0-500-89-0011

イギリス NTL
0-800-013-0011

ウルグアイ
000-410

ベネズエラ
0-800-225-5288

ベトナム 
1-201-0288


