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誠実さ：
倫理的に行動し、 

発言に責任を持つ。

平易な表現にするため、行動規範では「当社」、「全社員」、「社員」などの表現を使用しています。「正
社員」以外の非正規社員グループについては、Air Products に就業する前または就業中に、行動規範
の一部または全部、および関連する規定、基準、ガイドライン、プロセスを読んだ上、順守するように
求められる場合があります。ビジネス関係構築の過程において非正規社員グループがこの手順を求めら
れ、完了したとしても、Air Products による雇用者ステータス、雇用、またはいかなる雇用主義務を示
唆するものではありません。「Air Products」は、Air Products および関連会社を示すものとして、行
動規範全般で使用されます。
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CEO からのメッセージ： 
誠実さへの取り組み

私たちの誠実さは貴重な資産です。それは非常に高い評価を受けてきました。そして今後も維

持しなければなりません。

どんな事情があっても、利益を得るためやビジネスを楽にするために、誠実さを犠牲にすること

はしません。このことに議論の余地はなく、例外もありません。しかし、リスクやコンプライアンス

に関する結論は、常に明確ですぐに答えの出るものばかりではありません。このような問題は複

雑な場合もあり、当社の変化し続けるビジネス環境では特にそうです。そのため、当社の「誠実

性の遵守」プログラムは実用的なガイダンスになっています。

このプログラムは、当社の行動規範文書、関連ポリシー、基準、ガイドライン、そして継続的な学

習機会とコミュニケーションで構成されています。当社の期待を理解して、仕事に直結するト

レーニングを受けることは、私たち一人一人の責任です。また、会社と個人の評判を守るため

の倫理的なビジネス標準を維持することも私たちの責任です。つまり、不正行為を報告するこ

とや、問題や課題に気が付いたときに懸念事項を表明することです。上司に相談するのがた

めらわれるときは、IntegrityLine、IntegrityOnline Web サイト、受付機関の連絡先を利用
して報告を行ってください。

当社の成功の要因である資質の 1 つは自信です。男でも女でも、個人の誠実さや会社の誠実さ
に誇りを持つ人には、力強く純粋な形の自信が現れます。私たちはいつでも、必ず正しいことを行っ

ていきます。そして、不正行為が起きたときにはそれを正す勇気を持ちます。

当社の誠実性を維持するための行動をした人が、報復を受けることは決してありません。誠意を

持って違反行為の報告や懸念を示す人を、当社は評価し、守ります。

誠実さは当社ビジネスの伝統の中心をなすものであり、当たり前すぎて、常日頃からはっきり

と表現する必要はないと思われるかもしれません。そうではありません。常にはっきりと表現

する必要があるのです。つまり、常に練習が必要だということです。皆さんが日常の仕事でさ

まざまな状況に対応しながらも、いつも誠実さを前面に持ち続けていただいていることに感

謝します。Air Products を最高のものにするための皆さんの努力があるかぎり、Air 
Products の高い誠実さに対する評価は、どこでビジネスをしても続いていくでしょう。

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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ビジネスで他者と接する場合は、最高水準
の誠実さを維持することが重要です。これは、
当社が事業を展開するすべての国において、
法律と Air Products の方針、基準、ガイド
ライン、手順に従うことを意味しています。
同時に、公正さと誠実さをもって「正しい」
行動をとることも意味します。しかし、何が「正
しい」かが常に明らかなわけではありません。

社員に求められる水準

この社員の行動規範には、Air Products の
社員に求められる倫理的な行為が記載され
ています。当社の方針、基準、ガイドライン、
手順には、Air Products の社員がとるべき
行為の詳細が記載されています。社員は、
行動規範とともに、自分の役職および職務に
関連するすべての文書を読み、不明な点が
あれば上司に質問する必要があります。

何が「正しい」行為なのかわからない状況
に置かれた場合は、それが自分のことかチー
ムメンバーのことに関わらず、助言を求めて
ください。ここに記したように、情報を得るた
めのリソースは多数用意されています。質問
や相談がある場合や、行動規範に対する違
反の疑いを報告する場合は、上司または当
社の倫理およびコンプライアンスの担当者お
よび担当部門に連絡してください。全社員に、
倫理的行為を行う責任があります。また、違
反がある場合や疑わしい場合にも報告するこ
とが求められます。Air Products は、行動
規範に対する違反や違反の疑いを善意で報
告した社員を、どのような方法であっても報
復しないことをお約束します。全社員それぞ
れが、当社の倫理的ビジネスへの取り組みを
サポートするために自分の役割を果たす必要
があります。

総則 要件

当社は企業として誠実な行動を維持し、正直
にビジネス取引を行っているという評判を
守っていかなければなりません。Air 
Products は多国籍企業であるため、社員は
さまざまな法律、規制、方針や、公式または
非公式のビジネス慣例に遭遇することになり
ます。必ず、当社が事業を展開しているすべ
ての地域のすべての法律と、Air Products 
の方針、基準、ガイドライン、手順を順守し
てください。法的要件や当社の方針がわから
ない場合や、法律要件と当社の方針が対立
しているように思われる場合は、上司、法務
部門、または CRO（最高リスク管理責任者）
に相談してください。

行動規範を順守しない社員は、解雇、およ
び／または刑事訴追、および Air Products 
による訴訟を免れない場合もあります。地域
の法律で認められている場合は、マネー
ジャーおよびスーパーバイザーは、部下によ
る違反を対処できなかった場合、懲戒免職
および／または個人的責任を問われることが
あります。これは、自分の管理下にある社員
が不正行為を犯したときに報告する必要があ
ることを意味しています。自分の職務に関す
る行動規範や方針、基準、ガイドライン、手
順を把握していなかったことは、違反行為の
言い訳にはなりません。全社員に、この重要
な情報を理解しておく責任があります。

合弁会社、代理店、販売店、サービス会社
と接する職務に就いている場合は、相手の
企業の行動規範の要件を把握する必要があ
ります。また、Air Products の行動規範、
方針、ガイドラインと照らし合わせ、より厳し
い要件に従う必要があります。
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報告

Air Products の社員は、不正行為や倫理的
な違反について報告することが求められま
す。報告の際に使用できるツールおよびリ
ソースが用意されています。質問や疑念があ
る場合や行動規範違反を報告する必要があ
る場合は、まず上司に相談してください。上
司に相談しにくい場合や、相談したが満足の
いく対応を得られなかった場合は、当社 
の Web サイトにリストされている連絡先 
から支 援 を 求 めることが できます。 
www.airproducts.com/codeofconduct 

社員はいつでも当社の法務部門、CRO（最
高リスク管理責任者）、監査役、またはすべ
ての役員に支援を求めることができます。 
社外で相談したい場合は、IntegrityLine  
に電話（1-877-272-9726）で連絡するか、
www.airproducts.com/integrityline  
で各地域の相談窓口を探してください。

この電話番号と Web サイトは、第三者機関
によって運営されています。Air Products 
は、倫理上の問題や違反行為を社員が報告
できるように積極的に支援しています。これ
らの報告用のリソースの詳しい使い方につい
ては、行動規範に添付されている冊子を参
照してください。報告に使用できるカテゴリと
プロセスは、国や地域により異なります。第
三者機関の報告ツールを使用する場合は、
現地の法律を把握しておくようにしてくだ 
さい。ここでも、Air Products が報復しな
いことを約束していることを覚えておいてくだ 
さい。

Chief Compliance Officer からの誠実な行動 
に関するメッセージ

社員は、Air Products が掲げる高水準の誠実さと倫理的行動に関する方針を支
える義務があります。Air Products の社員は、正直さと公正さを尊重することが
求められます。アンケートや討論会で、あるいは人から聞いた話として、多くの
社員はプロフェッショナルな倫理観の重要さを繰り返し強調してきました。しかし、
当社はさらに大きな声でそれを表明します。当社は誠実さに関して高い評判を得
てきました。当社では、全社員がこの評判を守ることが求められます。

このためには、行動規範とすべての関連方針、基準、およびガイドラインを理解し、
役職や職務に必要なすべてのトレーニングを受け、違反や疑惑を報告する必要が
ありますが、何より重要なことは、日々の業務で率先的に誠実さを貫くことです。
誠実さが会社の中核となる価値であり、社員にとっても重要なものととらえてい
る会社で働けることは幸運なことです。

しかし、誠実さが当社のブランドの重要な要素となっている文化においても、正
しい道が常に明らかになっているとは限りません。社内には上司や他のリーダー
など、相談できる環境が整っています。社内で相談することが不可能または現実
的でない場合、社員は第三者機関によって運営されている IntegrityLine に電話
か Web を介して相談したり、各担当部門が記載されている社内連絡先リストを
参照することができます。

行動規範を順守することは、全社員の責任です。加えて上司には、オープンで正
直でいられる職場環境を作り、維持していく責任が課されます。社員は行動規範
に記載されているリソースのいずれかを使用して、不名誉な状況下でも支援を求
めることができます。リーダーシップとは、当社の誠実さを支持する社員を全力
でサポートすることを意味し、これには報復しないという当社の約束を守ることも
含まれます。

当社では、誠実さは成功し続けるための不可欠な要素としてとらえています。勤
務地や職務にかかわらず、社員はこの件に関して遠慮なく Air Products の 
リーダーに相談してください。

5
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企業コンプライアンス

報告書の提出方法 
質問のある社員、アドバイスを受けたい社員、
または行動規範の違反の疑いをもった社員
は、直属の上司に相談するものとします。た
だし、その上司（マネージャーやスーパーバ
イザー）に疑念を抱いている場合、または社
員がその疑いを別の上司に報告したい場合
は、社員は、法務部門、CRO（最高リスク
管理責任者）、監査役、またはすべての役員
に案件を提出するものとします。

ときには社内で違反や疑念を報告することに
抵抗を感じたり、不快に思うことがあるかも
しれません。Air Products が契約を交わし
た第三者機関が提供するツールを使用すれ
ば、社内外を問わず誰でも 24 時間 365 日、
報 告 す ること が で き ま す。 当 社 の 
IntegrityLine を使用した場合、通報者は
（通常は現地の言語で）第三者機関の担当者
と会話することができます。その担当者が相
談内容を文書化し、フォローアップのために
処理を行います。IntegrityOnline の Web 
サイトはさまざまな言語に対応しており、どの
インターネット接続からも利用できます。第

三者機関の社員は、提供された情報を正確
に文書化するトレーニングを受けているの
で、Air Products はすべての相談内容を調
査することができます。

匿名で報告することもできますが（現地の法
律で認められている場合）、より適切なフォ
ローアップができるように実名を使用するこ
とが推奨されます。社員の名前と詳しい情報
が提供されないと、Air Products での問題
や懸念事項への取り組みや和解が難しくなる
ことがあります。電話とオンラインのどちらの
手段を利用した場合でも、追跡報告で利用
する報告書番号が発行されます。次に、第
三者機関から Air Products の当該担当者
に報告書が転送され、調査が行われます。

一部の国では、個人情報保護法により、IntegrityLine の電話番号または IntegrityOnline の Web  
サイトを使用して報告することが制限される場合があるのでご注意ください。国によっては、監査、会計、
詐欺および財務上の不正行為に関する報告のみ、これらのツールを使用して行うことが可能です。同様
に、匿名の報告が認められない国もあります。このような場合は、報告システムを使用するときにどの
ように処理すればよいかがアドバイスされます。
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不正会計の報告
社員は、不正会計や不正監査の疑いを直接、
取締役会の監査委員会に報告することができ
ます。社員は、オンラインまたは電話の相談
により作成された報告書を監査委員会に転
送するように依頼することもできますし、 
米国ペンシルベニア州アレンタウンにある 
Air Products の 役 員 室（Corporate 
Secretary's Office）気付で、監査委員会
宛てに直接申し立てを郵送することができま
す（裏表紙の連絡先を参照）。

行動規範の証明要件
当社では、定期的に CRO（最高リスク管理
責任者）、企業リスク事務局、または監査部
門が特定の社員を指名し、行動規範（すべ
てまたは一部）と関連方針、基準、ガイドラ
インを読み、理解していることを書面で証明
するよう求めています。この証明書によって、
直前までこの社員が行動規範を順守し、他
の社員による違反行為について個人的に知っ
ていることがないことが確認されます。

公正さと非報復
公正な取引 
各社員は、お客様、取引先、競合他社と公
正に取引し、かつ他の社員とも公正にやりと
りするよう努めるものとします。操作、隠匿、
部外秘情報の乱用、重要な事実の虚偽の陳
述、またはその他の不公正な取引慣習により、
相手や状況を利用するようなことはあっては
なりません。

当社を守る人を守る 
誠実であるという信用は、それ自体が財産で
す。このため当社では、誠実さを守ろうとす
る社員への報復措置を認めないという方針を

掲げています。社員は、行動規範や、倫理観、
コンプライアンス、および統治方針の違反が
実際に起きた場合や違反が疑われる場合、
必ず報告しなければなりません。行動規範を
遵守したため、非倫理的なビジネス慣例に疑
問を投げかけたため、または違反行為を報
告したために報復の被害を受けていると思わ
れる場合は、用意されている報告ツールまた
はリソースを使用して、ただちにその旨を報
告してください。Air Products は、当社の
誠実さへの取り組みを支えている社員に対す
る報復を決して許しません。

報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproducts.com/
integrityline を参照してく
ださい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付け
ています。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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同僚の一人がメール配信リストを使って、ときどき性別、人種、宗教、政治思
想、その他の個人的信条の違いをからかうようなジョークをメールしています。 
中には不快なものがあり、同様に感じる人がいるのではないかと心配していま
す。どうしたらよいでしょうか。

ユーモアは個人の好みの問題ですが、職場で不適切なジョークが交わされる
場面がよく見られます。あなたの同僚は、一部のジョークが配信リストのメン
バーを侮辱または卑しめるものだと気付いていないかもしれません。ぜひそ
の同僚と話をして、あなたの気持ちを伝えてください。もし彼女が否定的な態
度を示したら、あなたの上司に相談してください。相手を戸惑わせたりおとし
めるジョーク、画像、口頭でのコメント、ジェスチャー、その他のやり取りは、当
社の職場環境に悪影響を及ぼします。あなたには主張する権利があります。

8

職場環境および雇用

職場の多様性と尊重
Air Products は、国際企業文化として欠か
せない開放性、信頼、敬意などが守られ、
誰でも受け入れるような職場環境づくりに真
剣に取り組んでいます。社員には、お互いを
尊重し合い、自分とは違う点を評価しなけれ
ばなりません。相違点に対するこのような 
見解は、当社が成功を収め続けるうえで重要
です。

当社では、ハラスメントや差別を不当で、職
場環境を損なうものと考えています。ほとん
どの国で、ハラスメントや差別は違法行為で
す。Air Products は、事業活動を行うあら
ゆる国の既存の法律に準じるものとし、とき
にその基準を上回るよう努力しています。社
員は、職場環境に関連する、アジア、ヨーロッ
パ、北米、中南米等のリージョナルの規程、
基準、ガイドライン、手順に照らし合わせて
行動し、それを尊重しなければなりません。

また、ダイバシティー & インクルージョン、
アンチハラスメント、職場環境に関するその
他の会社の提供するトレーニングを受講 
して、最新の情報を理解しておく必要があり
ます。

Air Products は、職場での暴力や脅しに対
して断固たる処置をとります。職場に武器や
危険な器具を持ち込んだり、人を脅したり、
他の社員を恫喝したりする社員には懲罰が下
されます。
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私は、国際的な業務を行う職種の採用マネージャーをしています。候補者の中
で、最も優秀な資格を持っていたのは女性でしたが、国によっては、女性社員
と仕事をしたがらない男性社員がいる場合があります。この女性のスキルは当
社が求めていたものですが、女性ということで事業に影響を与えかねません。
どうしたらよいでしょうか？ 

性別を理由に不採用にすることは、Air Products の方針に違反することにな
り、法律で禁止されています。重要なのは、どこにいようとも、常に正しい行動
をとることです。当社の誠実さは、たとえ利益が損なわれる選択であったとし
ても、決して妥協すべきものではありません。
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雇用の機会均等 
Air Products の社員は、当社にとって非常
に貴重な財産です。当社の成功は、いかに
才能ある男女をひきつけ、多様性のある職
場を維持するかにかかっています。社員は、
資質やスキルによって判断されるもので、個
性は評価に関係ありません。当社は、雇用
におけるあらゆる機会均等主義を支持しま
す。このため、事業活動を行うあらゆる国の
あらゆる機会均等法に従います。

人権法、労働法、雇用法 
創造性と革新性を発揮するには、個人の権
利と考え方が歓迎および尊重され、また礼儀
と尊厳を持った待遇が受けられる受容力のあ
る職場環境が必要です。Air Products は、
このような環境の促進に専念しています。当
社は、事業活動を行うあらゆる国のすべての
労働法・雇用法に準じます。これには、児童
就労、結社の自由、プライバシー、雇用機
会均等など、労働者の権利に関する法律も
含まれます。

報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproducts.com/
integrityline を参照してくだ
さい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付け
ています。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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持続可能性の確保
Air Products の場合、持続可能性は当社お
よび当社のステークホルダーにとって重要な
さまざまな活動を含んでいます。当社は、環
境の管理、社会的責任と企業の責任、およ
びエネルギ、環境、新興市場のニーズを満
たす革新的なソリューションを通して、持続
する価値を創造するよう努めています。ビジ
ネスを展開するコミュニティにおいては良き
隣人と公正な雇用主になるように努力してい
ます。当社は、責任ある環境の管理人であり、
企業市民です。社員各人は毎日の仕事で持
続可能なビジネスの価値を維持するように努
める必要があります。

多くの大企業のように、Air Products も水、
エネルギ、その他の資源を使用し、環境フッ
トプリントを持っています。そのため、資源
保護と排出量削減のための目標を設定し、
目標の達成を支援する方針を設定してきまし
た。水とエネルギの消費量に関する当社の
目標、および温室効果ガス削減目標は、Air 
Products Sustainability Council によって
監視されており、当社は成果を高めるよう絶
えず努めています。社員全員の責任は、資
源を賢く使用し、適切な方法に従って無駄を
減らし、可能な限り原料のリサイクルと再利
用を行うことによって、当社を目標に向かっ
て前進させることです。

持続可能性には優れた統治が含まれます。こ
の行動規範、関連する規定、基準、ガイド 
ライン、職務に必要なトレーニングは、当社
のすべてのビジネス上の取引における誠実な
行動の約束を強固にします。持続可能性に
関連する倫理やコンプライアンスの問題に気
付いた場合は、ここに記載された連絡先また
はツールのいずれかを使用して、懸念事項を
直ちに報告してください。

持続性、環境、健康、安全、セキュリティ

環境を保護するための 
責任ある行動
Air Products は環境保護に真剣に取り組ん
でいます。当社の方針は、事業活動を行うあ
らゆる国の環境保護法に適したもの、または
それを上回るものとなっています。当社は、
製造、配送、化学薬品の使用による環境へ
の影響を最低限に抑えることを目指した複数
の組織に所属していることを誇りにしていま
す。あらゆる状況で環境のガイドラインを満
たすことが、Air Products の方針です。 
社員は常に Air Products の環境、健康、
安全、持続可能性の規定、基準、手順すべてを
守り、必要なすべてのトレーニングを受ける
必要があります。
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オフィスの出入り口で、先に入った人がドアを抑えて、後列の人がバッジを機械
に通さなくても通れるようにしてあげる光景をよく目にします。すべてが社員の
場合はこれでも問題ないと思うのですが、ときどき知らない人も見かけます。ど
うすればよいでしょうか？ 

社員は、適切なセキュリティ手順に従わずに当社の建物に他の人が入ること
を許可してはなりません。ほとんどの建物では、各社員はそれぞれ ID カード
の読み取りを求められます。入ることを拒否することは失礼ではありません。
当社の社員、プラント、機密情報の保護に役立っています。あなたの行動に 
疑問を持つ人がいた場合は、当社の建物に入る人全員が、承認された自分 
の ID カードを使用するのは当社の方針であると説明してください。同様に、
来客および当社のサイトの訪問者に関する方針と手順にも全員が従う必要
があります。

職場、社員、コミュニティ
の安全性の維持
Air Products で最優先しなければならない
ことは、安全かつ健康的な職場環境での業
務です。それに取り組むとともに、各人も常
に安全性を重視しています。当社の安全性に
関する記録は賞賛に値するもので、安全に関
してさらなる改善を進めていきたいと考えて
います。

全社員は、安全に働き、危険な状態を報告
する責任を負っています。すべての安全性に
関する規定、基準、手順、ガイドラインに従っ
て、自身および同僚の安全性を確保する必
要があります。当社は、必ず全員が朝出か
けた時と同じように安全に帰宅するというポリ
シーのみならず、社員の健康管理を高めるた
めの勤務地や勤務地域に適した様々な制度
や情報、ツールもあります。これらは、勤務
地域によって異なるでしょう。また、喫煙、
建物に入る時の ID カードシステム、勤務地
や勤務地域の医療福利制度、会社の健康管
理プログラム等に関連した規定や基準が含ま
れるでしょう。マネージャーまたはスーパー
バイザー、EH&S、人事部門は、社員の勤
務地や職務に適した安全に関するルールを
理解できるようにサポートします。

職場またはお客様のサイトで安全性の規定、
基準、ガイドライン、手順に違反した社員は、
懲戒処分となる可能性があります。職場での
暴力、または暴力の脅威、武器の所持は、
許されません。同様に、仕事中の薬物乱用
は全員の安全性を脅かし、禁止されています。

当社用地および製品の 
セキュリティ
私たちは、当社の社員、近隣のコミュニティ
や会社の所有地の保護に真剣に取り組みま
す。当社が製造し、輸送している製品は、万
が一悪意のある人が使用した場合に危険な
ものとなる可能性があるため、セキュリティ
は Air Products にとっての第一優先課題で
す。当社は、当社の業務および製品の安全
性とセキュリティを確実なものとするために厳
しい措置を講じてきました。当社のサイトで
は、全員が例外なく、すべてのセキュリティ
に関する規定、基準、手順に従なければな
りません。訪問者と来客に当社の安全性とセ
キュリティの手順を認識させ、それに従って
行動させることも社員の責任です。

社員は、セキュリティに関する何らかの懸念
また は 疑 い を 持 った 場 合 に Global 
Corporate Security（Global Asset 
Protection Group）に警告する必要があり
ます。過去にも、用心深い社員が適切なセキュ
リティの 予 防 策 を 取 ったり、Global 
Corporate Security に問題を警告したおか
げで、危険になり得る状況が回避されたこと
がありました。
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知っていましたか？

Air Products は持続可能なビジネスに尽力

しており、当社の持続可能性に対する取り組

みは当社のサイトと施設外にも及んでいます。

当社は、供給業者やお客様とともに、当社の 

バリューチェーンと世界の持続可能性の向

上も支援しています。Air Products が持続

可能性の目標を達成できるように、社員は現

在の当社の規範と方針についてよく理解し、 

お客様の持続可能性向上を支援するために

当社が提供していることも認識する必要があ

ります。
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企業システム、情報、 
設備の正しい利用 
企業資産を守ることは、社員全員の責任で
す。盗難、不注意は当社の利益に影響します。
社員は、自分で規定に従うだけではなく、他
の人の不正行為、盗難、セキュリティ違反、
企業資産の不正利用などが疑われる場合に
は、直ちに報告することによって、情報資産を
含む企業資産を守る必要もあります。

企業の設備・機器、システム、情報、製品、
サービスは、当社の事業のみに使用される
べきです。ビジネス上の取引または生産性に
影響しない場合、偶発的な個人利用は認め
られる場合もありますが、Air Products の
資産や情報を個人の利益のために使用する
ことは禁じられています。

当社のデータを保存した状態でデバイスを置
き忘れたり、紛失した場合は、その旨を 
Corporate Security（Global Asset 
Protection）に報告する必要があります。

記録と文書の管理
社内の記録文書は重要な企業資産です。効
果的で効率的な記録は、円滑な業務に役立
ちます。記録の適切な管理は、法律、規制、
業務上の要件によって決定されます。記録お
よびその他の重要な会社情報は、そのライ
フサイクル全体を通して適切に管理（作成、
使用、共有、保存、破棄）される必要があ
ります。全社員は、自分が取り扱い、管理
する情報の分類方法を理解する責任を負っ
ています。分類方法は、会社の方針の他に、
法律と規制にも準拠しています。記録または
文書の管理方法が不明な場合は、スーパー
バイザーまたは部門の情報管理者にガイ
ダンスを問い合わせてください。

企業資産と情報の管理

知っていましたか？

当社の重要な情報および社員自身の個人情

報に対する最大の脅威の 1 つは、行動を変

えるだけで回避できます。悪意のある人は、

人をだまして情報を漏洩させるか、システム、 

データベースなどの情報レポジトリにアク 

セスするために隠されたコンピュータプログ

ラムを入り込ませる高度な方法を絶えず発

明しています。このような犯罪者は、合法的

なビジネスや連絡先のように見せかけ、本当

らしく見える電子メールや Web サイトを発

行します。あらゆる電子メール、インターネッ

トのリンク、添付ファイル、または情報の要求 

（電子的、ライブ、または電話による）は、注意

して扱う必要があります。ネットワークや個人

のパスワードの共有、オンラインや電子メー

ルでの機密情報の提供、未検証の電子メー

ル内のリンクのクリックは、決して行わないで

ください。情報を要求している人の身元が本

当であるかどうかは必ずダブルチェックしてく

ださい。
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インサイダー取引
社員が当社に勤務することにより知りえた機
密情報を、直接的または間接的に公開するこ
とは、Air Products の規定に違反します。
社員は、その情報を利用して自身に利益をも
たらしたり、当社に損失をもたらしたりしては
なりません。例えば、Air Products が買収
に関心を持っているという信じるに足りる理
由があれば、社員はその会社の株式を購入
することはできません。この規定はインサイ
ダー取引に関する米国の法律と一致してお
り、価値ある情報の開示によって当社が損
失を被ることを防ぐためのものでもあります。

インサイダー取引とは、Air Products に関
する非公開の重要な情報を社員が知ったと
きに Air Products の株式を売買することで
すが、これは不公正なことです。犯罪でもあ
ります。「重要」な情報とは、Air Products 
の株式を売買する投資家の決定に影響し得
るあらゆる事項が含まれています。買収また
は企業分割、企業収益の予測、経営幹部の
変更計画のような重要事項は、すべて重要
な情報と見なされる可能性があります。

インサイダー取引法は、不明瞭な事項も禁止
しています。社員が非公開の重要な情報を
知った場合、Air Products の株式を直接取
引することも、年金制度と貯蓄制度内で取引
することもできません。社員が取引できない
場合は、社員の家族や同じ家計のだれかが
取引することもできません。また、非公開の
重要な情報を他人に知らせることも禁止され
ています。同様に、当社の顧客、取引先、
他のビジネスパートナーの重要な非公開情
報を取得した場合、それらの株式も売買でき
ません。

以上のことは、基本的な公正に関するもので
す。投資家は、市場で取引をする全員が同
じ情報を持っていると信頼できなければなり
ません。インサイダー取引は、市場をゆがめ、
信頼性を損ないます。

報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproducts.com/
integrityline を参照してくだ
さい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付け
ています。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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職場の電子メールアカウントで外部 Web サイトの広告とプロモーションを受
信し、仕事に関係ないニュースの購読を申し込んでいます。これは会社の方針
で許可されますか？

Air Products のハードウェア、ソフトウェア、システムは、主に業務目的で使
用する必要があります。ただし、システムのセキュリティ、効率性、信頼性、ある
いは社員または同僚の生産性に影響しない範囲であれば、一部の限定的な
個人利用も認められています。ただし、そのような使用は当社にとって脅威と
なる可能性があります。ウィルス、マルウェア、ハッキング、フィッシングなどの 
セキュリティリスクは一般的になってきています。関連するすべての方針、お
よび電子メールとインターネットの使用によって Air Products の情報およ
び自分の個人情報を危険にさらさないための手順を熟知してください。信頼
できる組織が、電子メールのやり取りで ID やパスワードを尋ねることはあり
ません。

Air Products の知的な資産を守ることは、
すべての社員の責任です。知的な資産 
（または知的財産）とは、価値あるものとして
評価される、会社や社員が保有する知識、
情報やノウハウが含まれます。企画書、製品
デザイン、将来または現在のプロジェクト、
特許、登録商標、ノウハウや業務工程など
の価値ある情報はすべて、Air Products が
所有している知的財産の例です。Air 
Products で情報が自由に流れることは、当
社の実績にとって不可欠です。ただし、知的
財産の詳細は、競合他社や他の関係者にとっ
ても有用な場合があります。Air Products 
の包括的な「情報危機管理プログラム」には、
知的財産を保護するためのツールとテクニッ
クが含まれているため、社員は知的リソー
スを組み合わせて最大限に活用することがで
きます。ただし、知的財産の保護には全員
が注意する必要があります。当社の知的財産
のセキュリティを維持するための規定、基準、
ガイドラインも用意されています。

Air Products の社員が、他社または個人が
所有する機密情報を保有または取得したい
場合、当社は法的に機密を守る義務がありま
す。そのような機密情報を受け取るか、利用
することを希望する場合は、最初に特定の手
順に従う必要があります。機密保持契約また
は守秘義務契約に署名し、適切なビジネス
リーダーの承認を受け、契約の条項に従う必
要があります。この手順に従うと、当社自身
の調査、開発、ビジネスを危険にさらす可能
性がある法的な要求や問題を回避できます。
どのプロセスに従うべきか疑問点または不明
点がある場合は、マネージャーやスーパーバ
イザーまたは法務部門に確認してください。

社員は、Air Products および他社または個
人に関するすべての機密情報について、不
正な情報開示や不正使用から守らなければ
なりません。これには、Air Products のシ
ステム、データベースまたはアプリケーション
に保存または交換された情報のみならず、社

知的財産および社内情報の保護

員が個人的に保有する情報も保護する規定
に従うことが含まれます。社員自身が、個人
の利益および当社の不利益のために、その
ような情報を利用することも、Air Products 
の方針に違反します。さらに、機密情報を保
存、共有、または破棄する場合には、電子
情報かハードコピーかに関係なく、慎重に行
う必要があります。
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コンピュータ利用環境に
おけるセキュリティ
当社では、価値ある会社の情報を、コンピュー
タ、外部のストレージデバイスとサービス（ク
ラウドなど）、個人所有のデバイス、Air 
Products のシステムに保存しています。し
たがって、社員は Air Products のコンピュー
ティング環境を責任を持って使用し、セキュ
リティに関連する規定、基準、ガイドライン
に従う必要があります。これらは、情報を保
護し、コンピューティング環境をウィルス、セ
キュリティ違反、その他の「サイバー攻撃」
から防御するためのものです。これらには、
システムとハードウェアの適切な使用、セキュ
リティプログラムのインストールと暗号化プロ
セス、パスワードによる保護、承認されたア
プリケーションのダウンロードとインストー
ル、外部のストレージデバイス、イントラネッ
トへのアクセス、インターネットとソーシャル
メディアの使用、PC またはサイトのハードウェ
アを保護する方法などに関連する詳細が含ま
れています。

コンピューティングの資産とシステムは、業務
目的に使用することを意図しています。ただ
し、ビジネスの生産性、システムの効率性、
社員の成果に影響しない範囲で、当社の規
定や基準に違反しない限りは、一部の限定
的な個人利用も認められています。該当する
方針とガイドラインを各自が熟知し、情報の
セキュリティに関連する必要なトレー 
ニングを受けることは、社員の責任です。

社員およびその他の関係
者のデータのプライ 
バシー
Air Products の会社情報と同じように、個
人情報（PII）を保護することは、当社およ
び全社員の責任です。PII の例としては、個
人の ID 番号、雇用、医療、金融に関する
詳細や、雇用記録などの情報があります。
Air Products の社員は、顧客、供給業者、
パートナー、その他の関係者に関する情報も
保護する必要があります。

コンピュータ利用環境に
おける社員のプライ 
バシー
Air Products のコンピューティングおよび
データストレージ用のハードウェア、ソフト
ウェア、システム、アプリケーションは、当社
の資産です。違法、中傷的、侮辱的、また
はいやがらせのメッセージやファイル、著作
権法への違反、極秘、機密に関連する情報
の未承認な開示、ファンドの勧誘の送信など
の電子メールの使用は、厳しく禁止されてい
ます。

社員が使用するハードウェアとソフトウェアは
当社の所有物であるため、電子メールやイン
スタントメッセージングなどのシステムを社内
や社外の関係者とともに使用するときは、個
人のプライバシーは保証されません。社員は、
電子メールを個人の所有物と考えたり、また、
個人の秘密が守られると考えたりするべきで
はありません。当社は、地域の適用法令で許
される最大限の範囲に限り、電子メールを傍
受・スキャンし、その他すべてのシステムを
モニタすることにより、電子メールが適切に
使用され、規定、基準、ガイドライン、法律
に準拠していることを確認する権利を保有し
ます。社員は、当社のコンピューティング環
境を責任を持って使用し、関連する方針と手
順に準拠することによって、Air Products の
情報および自分の個人情報を保護することが
できます。



16

姉が、Air Products への共有契約に入札している企業の共同所有者なのです
が、入札の評価を行うのは私の仕事です。これは利益相反となりますか？ 

はい。親等の近い家族関係のため、入札評価では公平とはみなされないで 
しょう。状況を説明し、上司に別の担当者を指名して仕入業者のプロポー 
ザルを比較検討してもらうよう相談すべきです。

利益相反となり得るもの 
社員は、自分個人の利益と当社の利益との
間で利益相反を生じる、あるいは生じる恐れ
のある状況を回避する必要があります。つま
り、社員は業務遂行中に判断または公正さを
鈍らせる恐れの状況は回避すべきです。個
人の利益または取引関係のためにひいきして
しまう（またはひいきしている気がする）なら、
利益相反があるといえます。

個人的利益相反

利益相反が発生する場合の例：

• 社員またはその家族が、Air Products の顧客企業または取引先の所有者または共同所有
者である場合、またはコンサルタント、賃金労働者、またはその企業からその他の報酬を
得ている者 

• 社員が、Air Products と顧客、取引先、またはパートナーの間の取引関係を取り決めるこ
とにより個人的な利益を得る場合 

• 社員が、顧客、取引先、またはパートナーから、融資または債務の保証など、個人的な利
益を受ける場合 

• 社員が、Air Products と直接的または間接的に競合する事業に関係している場合 

• 社員が、自分の役職または当社の機器・システムを利用することにより、個人的な利益を
得る機会に気づいた場合

上場企業の株式に通常の投資プログラムの一環として独立当事者間の取引で投資すること
は、一般的に利益相反となりません。利益相反にあたるかどうかに疑問がある場合は、法務
部門（Law Department）または監査部門までご相談ください。

16
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取引先業者が、契約について話し合うために豪華なリゾートでの会議を提案し
て、高価なショーのチケットを含む、私の出張費と関連する経費すべてを支払う
と申し出てきました。ビジネスに関連するため、この申し出を受けることができ
ますか？ 

いいえ。取引先業者の申し出は、Air Products の規定およびガイドラインに
よって妥当かつ慣習的なものと見なされる事項を超えています。許容額を超
える贈答品、旅行、または接待を供与するといった不適切な申し出を受ける
と、ビジネス上の決定に影響する汚職または収賄と見なされる可能性があり
ます。法律および Air Products の規定のどちらもそのような取引を禁止して
います。

ビジネス上の贈答品の 
授受
ビジネスの過程では、食事やそれほど高価
でない接待に誘い合うことはよくあることで、
慣習ともなっています。しかし、高価な贈答を
したり、極端に高価な、または不適切な接待
の授受は倫理に反し、違法な場合があります。
社員個人と、Air Products 双方の定評を傷
つけることになりかねません。

取引関係では、社員は、ビジネス判断に影
響を及ぼすことを意図した、もしくは買収や
賄賂と見られる恐れのある高価な品物を授受
してはなりません。金銭の授受は、きわめて
特殊な定められた状況を除き、当社の規定
に違反します。商談中は、妥当かつ適切な
食事や接待を受けることは特別なことではあ
りません。社員は同様のもてなしで返礼し、
バランスの取れた関係を維持するようにして
ください。ただし、贈答や接待が、現在の当
社の規定、基準、ガイドラインによって許可
されない不適切またはそれを超えるものは倫
理に反します。同様に、相手企業の方針に
反することがわかっているときは、高価でな
い品物であっても社員は受け取りをお断りす
べきです。

当社は、社員に許される好意の贈答品につ
いて限度額を設定していますので、限度額を
確認してください。贈答や接待が限度を超え
ている、もしくは不適切ではないかと疑われ
る場合には、関連する当社の規定を確認し、
上司、監査部門、または CRO（最高リスク
管理責任者）まで相談してください。

相手が公務員の場合は非常に厳密な法律と
規制があるため、取引での贈答は違法となる
ことがあります。公務員に対しては、まず初
めに直属の上司または法務部門の担当者に
確認して承認を得てください。承認を受けず
に物品の供与を行ってはなりません。
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知っていましたか？

出張費と接待費：Air Products は、ビジネ 

スをする場合はいつでも顧客および政府機

関と良い関係を維持するように努めていま

す。ただし、出張、接待、施設の視察のようなこ

とについて手配し、支払いをする場合は注意

が必要です。出張には合法的なビジネスの目

的が必要で、事前に法務部門の確認と承認

を受ける必要があります。出張の期間は、承

認されたビジネスの目的に合った合理的に

必要な期間に限定されます。Air Products は 

ビジネスに関連しない訪問者、旅行中の立

ち寄り、観光、またはぜいたくな娯楽の費 

用を支払うことはなく、事前に明示された確

認と承認を受けずに贈答品を提供することも

ありません。

報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproduc ts.com/
integrityline を参照してく
ださい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付け
ています。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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公とのかかわり

コミュニティとの関わり 
Air Products では、当社が事業活動する地
域社会や、社員と家族が居住し働く地域社
会を、伝統的に支援し助成してきました。当
社では、地域社会での奉仕活動や教育イベン
トを運営・後援しています。各拠点の社員は、
それぞれの地域社会の住民のみなさんやそ
の地域の自治体と協力して、その地域社会お
よび当社のビジネス運営、双方の改善に貢
献しています。とはいえ、このような地域社
会への奉仕活動のために会社の基金を使う
場合は、常に Air Products の方針に従わ
ねばなりません。同様に、ある状況や一部の
地域では勧誘禁止規定が適用され、個々の
社員による資金集めやイベント運営が禁止さ
れることがあります。この分野に関する質問
は、コミュニティ広報部門、コーポレート・
コミュニケーションズ、または人事部門まで
お願いします。

社員が通常の勤務時間中に参加できるかどう
かが現地マネージャーの裁量に任されている
地域があります。一般的に、コミュニティの
奉仕に参加するかどうかは自由です。当社主
催の奉仕活動への参加、または当社運営の
募金活動などへの寄付について、社員はこ
れを義務と感じる必要はありません。社員の
勤務時間中の参加は、そのマネージャーの
裁量に任されています。

政治的な活動、ロビー活
動、贈答品、寄付
Air Products では、お互いに、そしてコミュ
ニティや地球環境に責任を持って配慮するこ
とを企業理念のひとつとしています。Air 
Products では、社員、幹部職員、取締役
の一人ひとりがコミュニティに積極的に貢献
し、地域の、国の、そして国際的な政治に
本格的に参画することを推奨しています。た
だし、それをすすめる上で、Air Products 
およびその社員は、政治献金やロビー活動、
寄贈行為など、政治活動への参画を規定す
るすべての法律を遵守しなければなりま
せん。国や司法権の及ぶ範囲によっては政
治献金、ロビー活動や寄贈行為が禁止され
ているところもあります。

社員は、会社の事業に関連する法律制定や
その他政策決定について、ロビー活動、寄
贈行為、政治高官の活動に影響を与えるよう
な行為を行ってはなりません。ただし、法務
部門やコーポレート・リレーションズの承認を
受けている場合を除きます。我々のロビー活
動は統制することが重要です。ロビー活動に
関わる雇用主と社員は、ロビイストとして届
け出なければなりません。当社に雇用されて
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いる外部関係者がロビー活動をするためで
も、ロビー活動の接触をする場合でも同様で
す。また、政治献金に関するすべての法律を
遵守することも Air Products の方針として
い ま す。 さ ら に、Air Products and 
Chemicals, Inc. は、法律により認められて
いる場合であっても、国や地域の立候補者
には政治への企業献金を一切行わないこ
とを当社の方針としています。社員が個人的
に政治団体や立候補者に献金をすることは
自由ですが、ペティキャッシュを含む会社 
の資金、資産、サービスをいかなる政治 
団体やコミュニティ、または行政機構の候補
者または所有者に寄付することはでき 
ません。また、社員はそのような個人献金 
の払い戻しを求めることができません。この
方針は、合法的であれば、政治活動委員 
会（PAC）を妨げるものではありません。
Air Products Political Alliance（PAC）は、
Air Products and Chemicals, Inc. とは別
法人であり、当社の利益を支援する米国の
国会議員および州会議員候補者に献金を
行っています。

公的コミュニケーション
外部とのコミュニケーションは、正しく首尾一
貫しており、当社の守秘義務や適用法を順
守するとともに、プライバシー権や機密情
報を尊重することが特に重要です。外部との
コミュニケーションには、顧客、メディア、経
済アナリスト、投資家、ブロガー、ソーシャ
ルネットワーキングサイトやビジネスネット
ワーキングサイト、地域社会、同業者、外部
団体のその他のメンバーに対する情報伝達
が含まれます。公開情報は、Air Products 
の信望に大きな影響を及ぼすだけでなく、事
業や法律面にもその影響が及ぶことがありま
す。社外へ情報を伝達する際には、各自が
注意を払う必要があります。

電子コミュニケーションが簡単にできる今日、
公開するつもりのなかった社内情報でも、悪
意を持たない社員により簡単に Web 上に投
稿、公表されてしまい、インターネット検索
で検索できてしまうことがあります。外部との
コミュニケーションが現行の規定や基準に
適っていることを確認するために、Air 
Products では、一定の社内見直しを行うこ
とが義務付けられています。

メディアから問い合わせを受けたり、仕事内
容について発表を行いたい場合には、コー
ポレート・コミュニケーションズまで相談して
ください。投資家やアナリストから連絡を受
けた場合には、投資家向け広報活動（IR）
部門まで連絡してください。技術論文を出す
場合は、直属上司またはマネージャーの承
認が必要です。そして、場合によっては法務
による検証を受けてください。社外でのプレ
ゼンテーションを依頼された場合は、上司に
相談し、コーポレート・コミュニケーションズ
または法務部門のどちらの検証を受けるべき
かを決定してもらいます。これらの検証は、
社員と当社を予期せぬ結果から守り、Air 
Products を一貫した専門的企業であるとア
ピールするためのものです。もしもメディアか
ら接触があったり、業務外で情報を公表する
時は、あくまでも個人の意見であり、Air 
Products のものではないことを明確にしてく
ださい。同様に、機密情報を開示してしまわ
ないよう注意してください。

報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproducts.com/
integrityline を参照してくだ
さい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付け
ています。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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オンライン上のビジネスコミュニティサイトに Air Products の財務実績に関す
る投稿がありました。その中の一部の意見には、経営に関する事実誤認や不正
確な想定が数多く含まれています。これらの間違いを正して、肯定的なコメント
による返信を投稿するべきですか？

いいえ。Air Products の正式な広報担当者でない限り、間違いを正したり、
その他の意見を返信したり、投稿すべきではありません。最初の投稿の作成
者が、Air Products を代弁する正式な権限を持たない社員である場合、この
投稿は、Air Products のソーシャルメディア基準に違反している可能性があ
ります。コーポレート・コミュニケーションズにこのサイトを報告し、調査を依
頼してください。返信すべきかどうかや、取るべき行動については当該部門が
判断を行います。

ソーシャルメディアの利用
電子通信の利便性とスピードは向上し続けて
います。業務の内外でこうした電子通信ツー
ルを使用する際には、特に注意を払う必要が
あります。ソーシャルネットワーキングサイト
やその他の情報サイトは、個人向け、ビジネ
ス向けを問わず、大変一般的になっています。
数回クリックするだけで、非常に大多数の閲
覧者に、簡単に情報を配信することができま
す。しかし、ソーシャルメディアで共有する
内容が、当社の情報、信用、社員のプライ
バシー、顧客、またはパートナーの安全保護を
目的とする Air Products の規定や基準に違
反しないよう予防策を講じる必要があります。

会社情報は、業務上の使用を目的とする場
合であっても、コーポレート・コミュニケー
ションズの検証後に、Air Products の正式
な広報担当者によって投稿される必要があり
ます。

また、ビジネスネットワーキングサイトを使用
している場合には、履歴書、経歴書、ビジネ
スプロフィール、相手とのやりとりや、その
他の通信内容において、機密情報、個人情報、
専有情報などを漏洩することがないよう注意
しなければなりません。
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報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproducts.com/
integrityline を参照してくだ
さい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付けて
います。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


21

同業者団体の会合で、競合企業の一社が、両社にとって増産の必要がある地
域に製造工場を共同で建設してはどうか構想を持ちかけられました。これにつ
いて、この担当者からもう少し詳しく話を聞くべきでしょうか？ 

この件は、あなた一人が決定できる問題ではありません。このような共同生
産が合法であるかどうかも問題で、慎重な検討が必要です。法務部門まで相
談し、検討してもらうべきです。

業界とのかかわり

独占禁止法および競争法 
当社の社員は、米国の独占禁止法、ならび
に当社のビジネスに適用される他国の競争
法を、名実ともに順守することが求められま
す。つまり、法律の対象として明確に定義さ
れた状況に従うだけでなく、より複雑であい
まいな状況下においても法律の意図するもの
に従う必要です。自身の行為が違法にあたる
かどうかが確信できない場合には、法務部
門に相談してください。Air Products の繁
栄は、自由で解放された競争市場において、
当社の製品やサービスの利点を通じて実現
するものです。利益を生むためには不正行為
も許されるなどと絶対に思い込まないでくだ
さい。

好景気において企業間の競争は欠かせない
ものです。独占禁止法と競争法は、市場の

自由を守ります。独占禁止法や競争法は、
概して取引を制限し、競争を抑制する可能
性のある契約や行為を禁止するものです。こ
れらの法律には、競合社間で取り交わされ
る特定の合意や了解を行うこと自体を違法と
みなすものもあります。つまり、競合他社と
の特定の合意や了解は全面的に禁止されて
おり、抗弁や正当化の余地は一切ありま
せん。これらの合意や了解が競争に悪影響を
及ぼすかどうかは考慮されず、代わりに違法
とみなされます。それ自体違法とみなされる
競合他社との合意には以下のものがありま
す。1）価格や条件の固定または操作、2）
特定の取引業者や顧客のボイコット、3）製
品、販売区域、市場の割り当て、4）製品の
生産または販売の制限。

独占禁止法や競争法は複雑で解釈が難しく、
企業の活動の幅広い範囲に適用されます。
違法行為は、民事上および刑事上の厳しい
制裁を招くことがあります。たとえ、違反を
疑われただけでも、当社にダメージを与え、
崩壊をもたらす恐れがあります。当社の営業
活動に携わる地位にある社員は、細心の注
意を払うことが求められます。

21
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競合会社にいる私の知り合いが、ある特定の地域では、我々両社とも不必要な
薄利になっているようだと言ってきました。その地域で、どちらがどのメジャー
な顧客を持つか両社で取り決めれば、我々も楽になると提案してきました。ど
のように対応すべきですか？

この種の合意は非道徳的であるだけでなく、違法であり、深刻な法的影響を
及ぼしかねません。この件は、はっきりと拒否すべきです。「イエス」と言わな
かったからと言って、あなたの態度から同意をしたとみなされることのないよ
うにしてください。この案件については、法務部門に報告すべきです。

競合他社との関係 
競合他社との接触は、取引関係の会合や活
動、提携事業や調査ベンチャーの検討など、
合法的な事業目的となりえます。また、競合
他社と売買を行う場合には、適正な商取引を
行わなければなりません。しかし、情報の中
には自由に交換できないものもあるため、競
合他社との接触の際には注意が必要です。
取引や運営方法などが当社の規定に一致し
ているかどうかに疑問がある場合、またはこ
の種の共同事業や調査ベンチャーの検討時
には、法務部門に相談してください。

競合情報の正しい入手 
方法 
市場調査において、競合他社の製品、計画、
戦略を理解し、事前に対応する試みは、正
当な業務活動の一環です。こいった情報は、
多くの合法的な情報源から得られますが、こ
こには明らかな限度があります。競合他社の
機密情報の不正入手や不正利用は、法律や
ビジネス上の深刻な影響を受ける可能性が
あります。例えば、多くの国の法律では、企
業秘密を不正に入手したり、開示した個人ま
たは組織に対して重い懲罰が課されます。
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ボイコット禁止条例
外国政府の中には、他国政府、または他国
の企業との取引を拒否する場合があります。
ある国をボイコット対象に指定して、他国に
も同じことを求めます。こういった政府は、
国外の顧客や取引業者と対象国との取引を
拒否させることで、自国によるボイコットの効
果を高めようとします。ボイコット実施国は、
自国との取引条件として、他国にも対象国を
ボイコットするよう求めることで、他国に圧
力をかけようとします。米国には、国内企業
とその子会社（外国企業・国内企業）が、
米国政府が支持しないボイコットに加担する
ことを禁じる法律・条令があります。これら
の法律により、企業は、ボイコットに従う、
またはそれを支援するよう要請する書面また
は口頭の連絡を受け取ったら、米国政府機
関に報告する必要があります。さらに、国際
貿易を規制する現地法には、域外に適用さ
れるものもあります。つまり、国境を超えて
法律の執行ができるということです。したがっ
て、Air Products が、他国のボイコット禁

国際法

止条例に違反した場合は、責任を問われる
可能性があります。国際法が特定の状況にど
のように適用されるかについて不明な点があ
れば、法務部門に必ず相談し、助言を求め
てください。違反行為は、刑事罰および民事
罰の対象となり、税制上の優遇措置を失う可
能性があります。

輸出入の法律
国際的な輸入法・輸出法では、国境を越え
るために、正確な分類、評価、許可の判断、
エンドユーザー／最終使用のためのスクリー
ニング、記録の保持、適時のファイリング、
商品やテクノロジーのマーキングなどが義務
付けられています。米国ならびにその他の政
府機関では、許可の取得を要請することによ
り、顧客名だけでなく、原産国地、分類、ま
た当社の商品やテクノロジーの多くが持つ軍
事・民間共用の性質により、輸出、輸入、
再輸出を制限することがあります。米国の法

Air Products の取引業者の入札を勝ち取ったばかりですが、契約書のドラ 
フトには、契約の遂行に伴い、一部の国の構成部品または人員を使用しないこ
とに合意することが必要な条項が含まれています。当社は、その国とまったく関
係ないのですが、この契約に署名すると、米国のボイコット禁止条例に反しな
いでしょうか？

この契約（およびその他の契約）に関しては、法務部門による検証が必要で
す。この場合、「ボイコット」という言葉をすべての文書から削除して、正しく修
正する必要があります。これらの詳細は、口頭による合意に置き換えることも
できません。お客様と話すときは注意が必要です。

律もしくは輸出力の法域の下で「禁輸」と指
定された国への輸出および再輸出は禁じられ
ています。違反行為は、刑事罰および民事
罰の対象となり、輸出入における優遇措置を
失う可能性があります。

知っていましたか？

規制の変更：一部の国では、公務員に許認可

の発行業務などを迅速に実施してもらう代わ

りに、円滑化のための支払いを要求されるこ

とがあります。過去には、このような支払いが

認められていたケースがあるかもしれません

が、Air Products の社員が、外国の公務員に

対して円滑化のための支払いを行うことは、

一般的に禁止されます。円滑化のための支払

いを行う前に、法務部門および上司の助言を

求めてください。
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米国企業である Air Products は、連邦海外
腐敗行為防止法（FCPA）を順守しなければ
なりません。この法律では、取引を獲得、維
持、または指示する目的で、外国の公務員、
政党、公職の候補者に対して、有価物の支
払いおよび支払いの申し出を行うことを禁じ
ています。状況から注意が必要であることが
合理的に判断できた場合には、不法行為で
あることを知らなかったという主張は抗弁に
なりません。販売代理店やコンサルタントな
どの仲介者を通じて間接的に行われた支払
いも、禁止されている目的のために支払いが
行われたと多くの人が理解するであろう場合
には、違法行為となります。

特定の禁止行為に加え、外国の子会社の支
払いに関する内部会計統制と記録管理を当
社が行うことも法により義務付けられてい 
ます。

この法律が提示する問題は、通常考えられる
以上に複雑です。例えば、「外国の公務員」
という言葉に、外国政府が所有する企業の
従業員が含まれるとは考えないかもしれま
せんが、この法律では、一般的に、これらの

従業員は「外国の公務員」とみなされます。
さらに複雑なことに、この法律には特定の例
外が存在します。こうした理由などにより、こ
の法律の順守に関連して直面する複雑な問
題に対処するには、法務部門のサポートが
不可欠になります。

西ヨーロッパやアジアの主要な工業先進国な
どの他の国々でも、同様の法律が制定され
ているか、今後制定される予定です。最近
の例には、イギリスや中華人民共和国の法
律があります。多くの国において、国際法と
現地法の両方が適用されることに注意が必
要です。米国の FCPA や 2010 年英国贈収
賄防止法などの一部の法律は、国外にも適
用されます。つまり、海外で行われた贈収賄
行為に対し、国境を超えて適用されます。ま
た、こうした法律の多くでは、「公務員」や「汚
職」という言葉に広義の定義を適用し、汚
職や賄賂に関する現地の慣習や慣行に疑問
の余地がある場合には、これを無視しなけ
ればならないことを規定しています。常に法
の順守が優先します。利益や業務の円滑化
のためであっても、当社の誠実さを犠牲にす
ることがあってはなりません。

例えば、2010 年英国贈収賄防止法では、政
府役人または民間人が関わる商取引におけ
る違法行為を 2 つの大きなカテゴリ（利益
提供の申し出、約束または利益提供と、利
益の要求、受領の合意、受領）に分類して
います。しかし、この法律自体は複雑で、禁
固刑や無制限の罰金など、深刻な法的影
響をもたらす可能性があります。この法律に
より、企業は、ビジネス上の優遇を得るため
に贈収賄や非倫理的な慣習に関与するこ
とを拒否するだけでなく、腐敗行為や贈収
賄を防止するために適切な措置を講じること
が要求されます。2010 年英国贈収賄防止法
は、FCPA とは異なり、円滑化のための支
払いを認めていません。円滑化のための支
払いとは、一部の国において公務員に許認
可の発行業務などを行ってもらう代わりに支
払いを要求される金銭です。過去には、こ
のような支払いが認められていたケースがあ
るかもしれませんが、Air Products の社員
や関係者は、法務部門の事前承認を得た例
外的なケースを除き、外国の公務員に対し
て円滑化のための支払いを行うことは禁止さ
れています。

Air Products が請け負った発展途上国でのプロジェクトに必要な建設許可を
取得する必要があります。現地のある下請業者によると、この地域の商慣行と
して、行政機関の許認可発行の担当者に少額の割増料金を支払うことで、手
続きを迅速に進めてもらえるそうです。もし支払わなければ、書類手続きの処
理に何週間もかかり、当社のスケジュール全体に遅れが生じてしまいます。どう
すればよいですか？

法務部門に相談して、助言を求めてください。料金の額や、そうした交渉が現
地の商慣行としてどれほど一般的であるかにかかわらず、そのような支払い
を賄賂とみなす法律もあります。Air Products がビジネスを行う多くの国で
は、贈収賄防止法や汚職防止法が制定されており、こうした法律の中には、国
外に適用されるものもあります。つまり、法律を制定した国の国境外で行わ
れた取引にも、この法律が適用されるということです。支払いを拒否すること
で当社の計画に遅れが生じたり、利益に影響を及ぼしかねない場合であって
も、賄賂や汚職とみなされる可能性のある交渉は行わないでください。

世界の贈収賄防止法および汚職防止法
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特定の状況下では、当社を代理する第三者
または「関係者」が行った贈収賄行為につ
いて、Air Products が有罪となる場合があ
ります。「関係者」には、共同事業のパート
ナー、代理人、販売代理店、当社に代わりサー
ビスを実施する外部のサービス事業者または
下請業者の従業員が含まれます。疑わしい
行為や出来事に常に注意を払い、気づいた
場合には、企業リスク管理室、法務部門、
または上司に報告することが重要です。

Air Products の社員は、国際競争や国際貿
易に関する既存の方針に常に精通しておくこ
とが必要です。また、倫理的行動の保証書
の提出、職務や職位に基づくトレーニングの
修了、汚職や不正行為を、そうした印象を
与える行為も含めて排除する対策を求められ
る場合があります。何らかの状況に関して不
明な点がある場合には、上司や法務部門か
らサポートを得ることができます。この重要
な法律分野に関して不明点や懸念がある場
合には、躊躇することなく質問・報告してく
ださい。

本国以外の国で業務を行う前に、その国の
法律や方針に関する業務上の知識を備えて
おく必要があります。国際法に関する問題に
ついて不明点がある場合には、法務部門に
問い合わせてください。

25

報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproducts.com/
integrityline を参照してくだ
さい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付けて
います。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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財務会計および報告の正確さ

公正かつ正確な財務報告は、当社の誠実さ
に対する信頼の根底をなすものです。当社の
財務会計と財務報告の規則には米国の法律
が適用されます。Air Products は 40 ヵ国以
上の国で事業を運営するグローバル企業で
す。したがって、当社の財務会計および報告
には、現地の法定要件も適用されます。米
国の法律、現地の法定要件、Air Products 
の規定のすべてにおいて、公正かつ正確な
財務報告が義務付けられています。

公正な報告とは、あらゆる文書について、完
全で公平、かつ正確で時宜を得たもので、
理解しやすい公開が行われている報告です。
Air Products では、米国証券取引委員会
（SEC）に財務報告書の一式を提出するとと
もに、財務諸表を他の公式発表や広報を通
じて公表しています。こういった報告書は、
正確かつ公正であってこそ、法律に準拠でき、
投資家の期待に沿うことができます。

正確な報告は、ビジネスや経営の正しい意思
決定にも役立ちます。今後も引き続き成功を
収めていくためにも、正確な報告が必要となり
ます。

このため、業務記録（勘定書、請求書、交通費・
接待費の経費報告書、給与、報告書、会計簿）
はすべて正確に作成し、すべての財務取引を
適時に記録する必要があります。また、業務
記録は、Air Products の財務規定や基準、
必要に応じて地域の条例、会計基準に従って
作成する必要があります。

上司から、今四半期の実績を粉飾するよう、いくつかの数値を変更し、次の四
半期の数字も操作するよう指示されました。この上司は、指示に従わないと私
の立場が危うくなると示唆しています。これは間違ったことですが、断るのが怖
いです。どうしたらよいでしょうか？

正しいことをしてください。正確で時宜を得た報告は法律で定められていま
す。雇用に対する脅迫を示唆したり、半倫理的な行為で社員を脅したりする 
ことは、どんな理由であっても許されません。ただちにこの会話内容を 
マネージャーのスーパーバイザーに報告するか、IntegrityLine まで連絡して
ください。
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取締役会の責務 
と権利放棄
取締役会が行動規範を採択しており、行動
規範への修正は取締役会のみが承認できま
す。まれに、CCO（最高法令順守責任者）
が行動規範の一部について権利放棄の適
正を規定する場合もあります。ただし、当社
の執行役員（取締役会が指名）に適用され
る行動規範の適用権利放棄は、取締役会の
コーポレートガバナンスおよび指名委員会の
みが行うことができます。そのような放棄は
すべて、当社の株主に速やかに開示されるも
のとします。

その他の要件は以下のとおりです。

• 帳簿記入は詳細な書類で実証する 

• 数値、分類、時期やその他の詳細内容について、誤った記載または誤った方向に導くことを
意図した記帳を行わない 

• 企業資金や口座は標準的な慣行に従い管理し、会計調整は適時に行う 

• 口座や資金は正確かつ完全に書類で説明されているものに限り使用する 

報告

現地の報告先の電話番号
と報告方法については、 
www.airproducts.com/
integrityline を参照してくだ
さい。

オンラインによる報告は、 
www.airproducts.com/
integrityonline で受け付けて
います。

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


Air Products では、行動規範の違反、違反の疑い、懸念を報告するためのリソースを用意
しています。一部の国の法律では、行動規範の違反を報告するためのプロセスやツール、許
容可能なカテゴリが、指定または制限されています。現地法で認められる範囲で、以下のリソー
スを使用してください。

問い合わせ先の一覧は、www.airproducts.com/codeofconduct を参照してください。

オンラインによる報告は、www.airproducts.com/integrityonline で受け付けています。

電話による報告方法の詳細については、www.airproducts.com/integrityline を参照してく
ださい。

詳細についての問い合わせ先：

米国本社 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
TEL：610-481-4911
FAX：610-481-5900

各地域の本店 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
UK
TEL：+44-1932-249200
FAX：+44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Netherlands
TEL：+31-30-2857100
FAX：+31-30-2857111

tell me more
airproducts.com
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Hong Kong
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