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はじめに 

 

私たちは現在、資源枯渇、エネルギー問題をはじめとする環境問題の他、人権問題や企業倫理・コンプ

ライアンスに関する問題など、さまざまな社会的課題に直面しています。昭和電工グループは、自らの事

業活動、製品・サービスの提供を通じて、これらの社会的問題の解決に努め、豊かさと持続性の調和し

た社会の創造に貢献しています。他方、当社グループの事業活動は多岐に亘り、またサプライチェーンも

すそ野が広がっています。これらの取り組みは当社グループの努⼒のみならず、当社グループが関係する

全てステークホルダーの皆さまのご理解とご協⼒が必要です。 

 

このガイドラインは、昭和電工グループとパートナー（お取引先様）の皆様が共有し、共同で遵守してい

く項目を定めたものです。皆様におかれましては、ご一読いただき、ご賛同と遵守実践いただきますようお

願い申し上げます。 
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【社会的責任（CSR）推進全般】 

１）社会的責任（CSR）推進 

企業に対し、社会的責任（CSR）を果たすよう要求がますます高くなっています。また、その実行にあた

り、組織・責任体制の構築が求められます。昭和電工では環境・安全・健康・品質等のレスポンシブル・

ケア活動、人事施策、ステークホルダーとのコミュニケーション活動などの推進に関し、重要事項については

経営会議にて審議するものとしており、経営の施策と CSR を連動させる体制としています。また、各事業

部・事業所がそれぞれ行う CSR 活動は、環境安全、品質保証、総務、法務、知的財産、IR、広報、

人事、購買・SCM などを総括する各スタッフ部門が支援する体制としています。 

 

２）企業統治 

持続的な企業活動の基盤には、社会からの信頼があります。事業を通じてすべてのステークホルダーと適

切な関係を構築・継続するためには、経営理念や方針等を定め、その実現に向けて会社全体として取り

組むことが必要です。経営理念や方針の実現に向けた、経営の意思決定の仕組みを明確にするとともに、

企業活動が経営理念や方針に照らし、整合し、健全に機能しているかをチェックする体制も必要です。 

 

【レスポンシブル・ケア（RC）活動】 

化学工業界は、化学物質を扱う各企業が開発から製造・物流・使用・最終消費を経て廃棄・リサイクル

に至る全ての過程において、自主的に「環境・安全・健康」を確保し、活動の成果を公表、社会との対

話・コミュニケーションを図るレスポンシブル・ケア（RC）活動を展開しています。昭和電工は「環境・安

全・健康」に関する経営方針である「レスポンシブル・ケアに関する行動指針」を策定し、本行動指針に

基づき活動を推進しています。 

 

【品質・製品安全】 

１）品質保証体制 

お客様にご満足いただく製品・サービスの品質および製品安全を確保するためには、品質保証体制を構

築・整備しなければなりません。また、その運用により製品・サービスの品質および製品安全についての継

続的な改善活動を行う必要があります。 
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２）マネジメントシステム 

品質保証活動を推進するための組織体制・計画的活動・責任分担・手順・プロセス・経営資源を含ん

だ品質マネジメントシステムを構築し、PDCA サイクルを回しながら継続的改善を行う必要があります。 

代表的な品質マネジメントシステムとして、ISO9000 などが挙げられます。 

 

３）製品安全の確保 

設計段階から製造、販売、流通、使用、廃棄に至るすべての過程において、製品中に含まれる化学物

質を適切に管理することはもちろん、提供する製品・サービスの安全性を確認する必要があります。またこ

れらに加え、お客様がどのように使用されるか、どのように廃棄されているかなど、製品・サービスに関係する

様々な項目を考慮してリスクを抽出し、リスクを低減させる活動が必要です。 

 

【企業倫理・コンプライアンス・公正取引】 

１）公務員への接待等の禁止  

国内外において、国家公務員またはそれに準ずる立場の公務員に、その職務に関して接待・贈答その他

の利益や便宜の供与等を行ってはなりません。国内では、国家公務員、地方公務員は国家公務員倫

理法および自治体ごとの条例によって、また事業者は刑法等によりその行動が厳しく制限されていることを

認識しなければなりません。また、ビジネスを展開する海外各国においても、公務員との関係についての各

国のルールに違反しないよう十分に注意しなければなりません。 

 

２）不適切な利益供与・授受の防止  

不適切な利益供与・授受とは、法令に定める範囲あるいは社会的儀礼の範囲を超えて景品や商品、

賞金などをお客様に提供あるいはお客様より受領するような行為を言います。特定の取引先のために不

適切な便宜を図ったり、特定の取引先にから不適切な便宜を受けたりすることを目的として禁止するだけ

ではなく、便宜を図るあるいは受けるような誤解を与えるような行為はしないようにすることが求められます。 

 

３）インサイダー取引の禁止  

インサイダー取引とは、関係者しか知りえない、一般に公開していない情報（重要事実）をもとに、重要

情報の影響を受ける自社株あるいは取引先その他の第三者の株式の売買を行うことを言います。本人

はもとより親族・知人名義であってもインサイダー取引に該当し、金融商品取引法で禁止されています。

インサイダー取引の防止のために必要な規程を整備し、社内周知や教育を徹底することが求められます。 
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４）反社会的勢⼒の排除 

健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な団体や人物とのかかわりを持たないようにしなけ

ればなりません。また、不当な要求に対しては、毅然とした態度で対処しなければなりません。 

 

５）内部通報制度の整備と通報者の保護  

法令違反等の早期発見と未然防止を目的として、社内や社外に不正行為等の申告を受け付ける窓

口を設置し、調査・対応するための内部通報制度を設けることが求められます。また、これを有効に機能

させるためには通報者の機密性、匿名性が守られ、不当な取り扱いを受けない旨を明確に定めなければ

なりません。不正行為に対しては迅速に対応し、対応結果は適宜通報者にフィードバックされなければな

りません。 

６）情報公開 

法令等で公開を義務付けられているか否かを問わず、ステークホルダーに対して、事業活動の内容、財

務状況、業績やリスク情報等の情報を積極的に提供・開示する必要があります。 

 

７）優越的地位の濫用の防止  

優越的地位の濫用とは、取引上、優越的な地位にあるものが取引先に対して不当に不利益を与える

行為を言います。不当に不利益を与える行為には、取引先との十分な協議を行わず、一方的に取引条

件を決定、変更すること等が挙げられます。購買取引は、適切な内容の契約等をベースにして誠実かつ

公平・公正に行い、優越的地位を濫用する行為を防ぐ必要があります。また、国内では、下請代金支

払遅延等防止法に違反する行為を行わないように十分注意をしなければなりません。 

 

８）競争法の遵守  

同業他社との間で製品の価格や量または販売地域等について申し合わせを行ったり、他の入札者との

間で落札者や落札価格を合意することは行ってはなりません。また、いたずらにシェア競争に走って採算を

度外視した取引を行ったり、お客様の再販売価格を拘束する等、自由で公正な競争を阻害するおそれ

のある行為を行ってはいけません。 

グローバルビジネスにおいては、EU 競争法や米国の反トラスト法など、各国の競争法を理解し、その域

外適用にも留意する必要があります。 
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９）製品・サービスの提供における正確な表示等 

製品・サービスに関するラベル、パンフレット、カタログおよび取扱説明書等の表示は正確に記載をするも

のとし、事実と異なる表現や、お客様や消費者に内容の誤解を生じさせるような表現を行ってはいけませ

ん。また、会社の発行または運用する媒体に、他の企業や個人に対する誹謗中傷や権利侵害等にあた

るような内容が含まないよう注意しなければなりません。 

 

10）知的財産権の尊重  

「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」「著作権」などの知的財産権は、研究開発者のみだけで

なく、すべての人に関係する権利です。他者の知的財産権を尊重することはもとより、他者の知的財産

権を侵害した場合、事業の差し止めや損害賠償請求の訴訟を提起されることがあります。製品・サービス

の開発、生産、販売、提供などを行う場合、関連他者の知的財産権の状況を充分把握し、故意に侵

害しないことはもちろん、侵害が起こらないよう十分に注意しなければなりません。 

 

11）適切な輸出管理 

海外に貨物を輸出、技術を提供する場合および海外からの出張者にこれらを渡したり開示したりする場

合には、国際的な平和維持を図ることを目的として、法令に基づくさまざまな規制を受けます。明確な管

理体制を整備し、必要な場合には監督官庁の許可を得る等の適切な輸出手続きを行う必要がありま

す。 

 

【環境保全】 

１）環境マネジメントシステム 

環境マネジメントシステムとは、環境活動を推進するための全般的な管理の仕組みを言います。例えば、

組織体制、計画的活動、責任分担、手順プロセス、経営資源を含んだものを指します。環境活動とは、

環境方針を作成し、その方針に従った施策を実践し、環境保全に対して PDCA サイクルを回し、継続

的な改善活動を行うことが求められます。 

代表的な環境マネジメントシステムとしては、ISO14001 などが挙げられます。 
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２）産業廃棄物の管理と削減 

産業廃棄物は、所在国の法令等に従い適切に管理、処分しなければなりません。また、事業活動のす

べてにおいて３R（リデュース、リユース、リサイクル）を推進するとともに、資源化等により最終廃棄物の

削減を実行するための自主目標を設定し、また継続的削減を図ることが求められます。 

最終廃棄物とは、埋め立てが必要な廃棄物を指します。 

 

３）エネルギーの使用 

省資源・省エネルギーを実行するための自主目標を設定し、また継続的な資源・エネルギーの有効活用

を図ることが求められます。 

 

４）CO2/GHG 排出 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量削減を実行するための自主目標を設定し、また継続

的削減を図ることが求められます。 

 

５）水の使用 

水資源の重要性は世界的にも社会的な課題として認識されています。水資源の適正でかつ効率的な

利用により、使用量の削減を図ることが求められます。また、人の活動および環境保全に果たす水の機

能が適切に保たれた状態での水循環への配慮に努めなければなりません。 

 

６）生物多様性保全への取り組み 

生物多様性の重要性を認識し、事業活動が生物多様性に与える影響を評価したり、悪影響を抑える

よう努めなければなりません。 

 

７）環境汚染の防止 

大気・水質・化学物質排出など環境保全に関する所在国の法令等を遵守し、また必要に応じて自主

基準をもって更なる改善を行う必要があります。 
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【職場の安全・衛生】 

１）安全・衛生に関するマネジメントと認証 

安全で衛生的な作業環境を提供するためには、組織体制・計画的活動・責任分担・手順・プロセス・

経営資源を含んだ安全・衛生マネジメントシステムを構築し、PDCA サイクルを回しながら継続的改善を

行う必要があります。 

代表的なマネジメントシステムとしては、OHSAS18001 などが挙げられます。 

 

２）リスクアセスメントと改善 

リスクアセスメントとは、職場の潜在的な危険性または有害性を見つけ出し、これを除去、低減するため

の手法を言います。危険を未然に除去・防止する手法であり、事後的に対処する手法ではありません。 

そのため、リスクの重篤性と発生頻度などを予測し評価することが重要です。リスク評価から優先度を決

定し、リスクを除去または低減するための手段を実施します。 

これらの過程を継続的に実施することが求められます。 

また、事故・災害等の情報は危険個所の発見に有用ですので、自社・他社事例に限らず活用すること

が望まれます。 

 

３）緊急事態への備え 

生命・身体の安全を守るため、発生しうる災害・事故などを想定のうえ、緊急時の対応策を準備し、職

場内に周知徹底しなければなりません。 

 

【人権・労働】 

１）児童労働の禁止  

最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就業をさせてはなりま

せん。 

児童労働とは、国際条約（ILO）に定義されている、義務教育終了年齢後、原則 15 歳（途上国は

14 歳）または、所在国が定める雇用最低年齢に達していない者のうち、いずれか高い年齢に達してい

ない者を雇用すること、および若年労働者（18 歳未満）の健康や安全を阻害するリスクを有する職務

に従事させることを言います。 

 

  



10 

 

２）強制労働の禁止  

すべての従業員をその自由意思において雇用し、また従業員に強制的な労働を行わせないようにしなけ

ればなりません。 

強制労働とは、使用者が、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によ

って、労働者の意思に反して労働を強制することを言います。 

 

３）非人道的な扱いの禁止（ハラスメント含む） 

従業員の人権を尊重し、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、いじめなどの職場の環境を悪化させ

る人権侵害を行ってはなりません。 

 

４）差別の禁止  

国籍、人種、出身、性別、性的指向、性自認、年齢、障がいや HIV、ウィルス性肝炎等の感染症の有

無、宗教的または政治信条等を理由として、求人、採用、処遇等の差別を行ってはなりません。 

 

５）ダイバーシティの尊重 

個人が持つ能⼒を最大限に発揮できる環境を整えるとともに、公平・公正な立場で機会均等を確保し

なければなりません。また、人材の多様性を生かす取り組みを行うことで、企業の成長と自己実現の達成

を目指します。 

 

６）労働時間の遵守と長時間労働の抑制 

所在国が定める労働時間の超過勤務時間の限度を超えないようにしなければなりません。また、長時間

労働を抑制する取り組みを行う必要があります。 

 

７）結社の自由  

会社と社員の関係は、率直で建設的な意見交換が基本です。労働組合の組織とその活動はそのため

の有効な手段です。会社は社員の団結権および団体交渉権に関する所在国の法令等を遵守し、これ

らの権利を尊重しなければなりません。 
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８）最低賃金 

最低賃金とは、所在国における賃金関連法令に定められた最低の賃金です。超過勤務手当の支払い

を含め、労働者（従業員）に対して法令で定められた最低基準以上の賃金を支払わなければなりませ

ん。 

 

９）紛争鉱物への取り組み 

紛争鉱物とは、コンゴ民主共和国および周辺国産で、武装勢⼒の資金源や紛争地域での人権侵害に

かかわっているとされる鉱物のことです。 

紛争鉱物である懸念のある製品の使用が判明した場合には、使用を避けるように努める必要があります。 

 

【情報セキュリティ】 

１）お客様・第三者の機密情報の漏洩防止 

お客様や第三者から受領した機密情報は適切に管理し、保護しなければなりません。 

機密情報とは、一般的に機密である旨が合意されている文書等（紙以外の媒体に記録されたデータ情

報を含みます）により開示された情報や、機密である旨を告知したうえで口頭にて開示された情報を言

います。 

機密情報に関する全般的な管理の仕組みを構築し、運用を行うこと、また機密情報を不正または不当

に取得、利用、開示または漏洩しないようにしなければなりません。 

 

２）個人情報の漏洩防止 

個人情報やお客様の情報は適切に管理し、保護しなければなりません。 

個人情報とは、特定の個人を識別できる情報を言います。氏名、生年月日、性別、住所だけでなく

様々な情報が該当する可能性があります。 

また、国により個人情報の取扱いが異なるので、国外との取引では注意が必要です。 

個人情報に関する全般的な管理の仕組みを構築し、運用を行うこと、また個人情報を不正または不当

に取得、利用、開示または漏洩しないようにしなければなりません。 

 

３）コンピュータ・ネットワークセキュリィティ対応 

情報システムおよびコンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を講じて、自社および他者に被害

を与えないよう管理しなければなりません。 
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情報システムおよびコンピュータ・ネットワーク上の脅威とは、サイバー攻撃、コンピュータウィルス、なりすまし

などを指します。 

パソコンがコンピュータウィルス等に感染した場合、当該コンピュータに保存されているお客様情報、機密

情報が流出する恐れがあり、また他者のコンピュータを攻撃するなどにより、業務の停滞や信用失墜など

重大な損失を招くことがあります。従って、情報システムおよびコンピュータ・ネットワーク上の脅威に対して、

社内外に影響を与えないための対策を講じることが重要です。 

 

【社会貢献】 

国際社会と地域社会の健全な発展に貢献します。 

国際社会・地域社会の発展に貢献できる活動とは、企業の経営資源を活用したコミュニティへの支援活

動を言います。 

具体的には、行政や地域住民の方々と協議する場の設置、ボランティアなどへの参加、寄付活動、情報

の発信などが挙げられます。積極的な社会貢献に取り組むことが求められます。 

 

【事業継続計画】 

災害や事故などの不測の事態が生じた場合においても製品やサービスを供給する責任を果たすため、事

業継続に対する基本方針を策定する必要があります。また、事業継続に対して組織的な対応をするた

めに事業継続計画（BCP）を策定することが望まれます。 

 

【持続可能な調達】 

持続可能な調達のため、サプライチェーンにおいて品質、安全性のみならず、環境、資源、人権、コンプラ

イアンスなどに配慮した調達活動を行わなければなりません。このような活動を実践、発展させていくため

には、お取引先と協働で取り組む必要があります。 

当社のパートナーの皆様にも、同様の活動を実践いただくよう求めます。 


