企業行動
憲章

会長兼 CEO
からのメッセージ

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章

従業員各位

ハネウェルが成長を維持するにあたっては、引き続き、誠実性と倫理、敬意、一体性と
多様性という当社の基本原則に対する取り組みに注力する必要があります。そして当社
の「企業行動憲章」は、
グローバルに連動する経済の中で最もダイナミックな分野を含む、
当社の事業部門の職場環境において、皆さんに指針を示してくれるロードマップです。

従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法

当社は、成功に必要な高品質のポートフォリオ、確固たるプロセス、そして素晴らしい
人材を有しており、事業活動のあらゆる面においてトップレベルの誠実性をもって業務
を推進する責任を担っています。誠実であることは、当社ブランドの信頼性と高い評判
を維持し、さらなる成長と業績の向上に繋がります。

顧客への接し方

時間をかけてハネウェルの行動憲章を読み、指針を理解してください。行動憲章に関し
て質問がある場合や、自分の職務にどう適用されるのかを理解する上でサポートが必要
な場合は、記載されているいずれかのリソースに連絡してください。当社では、質問お
よび誠意に基づく懸念の報告を行った社員が、それによって報復を受けることを一切許
容しません。したがって、いつでも安心して、質問や懸念を報告することができます。
行動憲章に反した同僚の行為を目にした場合は、いずれかの報告ルートで、速やかにそ
の懸念について報告してください。

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

ハネウェルの誠実性と倫理に対する継続的な取り組みに対し、ご支持いただきますよう
お願いいたします。

アドバイス / 報告
Darius Adamczyk ( ダリウス・アダムチク )
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誠実性と倫理

サプライヤへの接し方

職場における配慮

一体性と多様性

ハネウェルはすべての従業員が本行動憲章を完全に順守し、3 つ

の基本原則 – 誠実性と倫理、敬意、一体性と多様性 – に従うこと

株主への接し方

を期待します。これらの基本原則に対する取り組みは、ハネウェ
ルで働く上で基本的に期待されるものです。従業員が 8 つの行動

地域社会および環境への
接し方

規範のすべてを順守し、常に正しく行動することは難しいかもし

れませんが、どのような行為においても、敬意と誠実さを欠い

てはならず、一体性や多様性を支持することを怠ってはなりま

アドバイス / 報告

せん。基本原則の確実な順守は企業にとって競争優位性であり、
正しい方法で業績を達成することへの強い取り組みに私たちは
誇りを持たなければなりません。
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当社の行動憲章
従業員どうしの接し方

ハネウェルの 8 つの行動規範

勝利への情熱を持つ

競争相手を理解し、打ち負かすこと。うまく行かなかったり障
害があったりしても諦めないこと。結果を必ず出すんだ、とい
う強い気持ちを持つこと。状況の改善には労を厭わず、貪欲な
好奇心を持ち続けること。

飽くなき成長を求める

問題を解決し、顧客の視点から世界を見ること。自信と信頼関係
をはぐくむこと。新しい機会を見つけ、成長しようという気持ち
を常に持つこと。何がお客様に価値をもたらすかを理解すること。
お客様のニーズを深く理解し、お客様を何より第一に考える組織
を育むこと。

大胆な発想を持ち、
実現させる

限界ではなく、可能性に注目すること。どんなことでも、可能性
を再検証してみること。イノベーションの為に、スピーディーに、
根気強く、
繰り返しながら、
試し、
挑戦し、
リスクを取っていくこと。
最良のアイデアを、現実的で、実用的で、実現可能なプランに転
換すること。

危機感を持って行動
する

不明瞭な状況に直面したら、直ぐに行動を起こすこと。得ること
のできる情報を手にしたら、考え、素早く行動に移すこと。スピー
ドが鍵だと理解すること。今日できることは絶対に明日へ先延ば
しにしないこと。

当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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当社の行動憲章

勇気を持つ

正しいと思ったら自信をもって行動に移すこと。問題には真正面
から対峙し、困難から目を背けないこと。必要ならば、人から嫌
われることを恐れずに正しいと思った道を進むこと。自分の安心
領域に留まらず、不可能に思える目標にも果敢に挑戦すること。

最高の自分を目指す

常にフィードバックを求め、参考にし、変えるべきは躊躇せず変
えていくこと。自分を信じ、好奇心を持ち、大胆かつ謙虚である
こと。自身の先入観を認識し、努力して克服すること。人の反応
を読み取り、必要に応じて調整していくこと。期待はずれなこと
があっても、直ぐに気持ちを切り替えること。

尽力する

この場を有しているように行動し、人が責任を担わなくとも自ら
担い、会社にとっての伝道者であること。約束したこと以上の成
果を出すこと。約束したことは必ず実行し、最大限の力を注ぐこ
と。物事を成し遂げ実現する上で人々から信用される人物になる
こと。組織を尊重する。模範を示して指導し熱心に取り組むこと。

類まれな才能を育む

優れた才能を見出し、人を指導することに時間をかけること。く
まなく人脈を作り、最良の人材の採用に貢献すること。学習し続
けるための動機として、自分自身と人にとってより高い期待を定
めること。包摂的になり、すべての貢献が価値のあるものなるよ
う徹底すること。人々が全力を発揮できるような前向きで明るい
環境を作ること。すべての人をより成長させるために、周りの従
業員との建設的かつ率直なフィードバックのやり取りをすること。

従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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ハネウェルが
社員に求める
もの

当社の成長は、従業員
それぞれの行動から生
まれます。従業員は、
当社の個性をなす重要
な存在であり、当社が
リーダーシップを発揮
し、成功を収めるため
の中心的な役割を担い
ます。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方

ハネウェルの企業行動憲章 ( 以下、
「行動憲章」) は、誠実な行動に関するハネウェルの基
準と当社の業務取引におけるコンプライアンスについてのガイダンスを全従業員に提供す
るために作成されました。この行動憲章は、ハネウェルの基本原則と行動規範にとって不
可欠な要素で、One Honeywell ( ハネウェルの一員 ) として、準拠すべき基本的な行動規則
を説明しています。また、行動憲章についての質問や疑問が生じた場合に役立つリソース
も提供しています。
行動憲章は、ハネウェルが社員各位に求めることおよび以下との関係においてなすべきことを定義し
ます。

当社の最大の利益の
ために行動する方法

サプライヤ

他の
従業員

顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

地域社会および
環境

株主

アドバイス / 報告

顧客

当社

$
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行動憲章の対象者

行動憲章は、ハネウェルに所属す
る従業員、執行役員、取締役のす
べてに適用されます。必要に応じ
て、当社の代理として活動するビ
ジネス パートナーも、本行動憲章
を把握し、順守しなければなりま
せん。ハネウェルの代理として業
務を行うパートナーと働く場合、
彼らに当社の行動憲章に準拠する
必要があることを知らせ、行動憲
章の写しを提供してください。パー
トナーは、本行動憲章、その他の
ハネウェルの方針、適用される法
律および規制に従って行動する必
要があります。
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共同責任

従業員は本行動憲章に加えて、ハ
ネウェルでの職務において適用さ
れるその他の会社方針、手順、ガ
イドラインを理解し、順守する個
人的義務を負っています。これら
の多くは行動憲章の各セクション
に記載されており、記載されてい
ないものは、ハネウェルの方針マ
ニュアルで確認することができま
す。社員はいかなる理由があろう
とも、行動憲章を無視したり回避
する方法を採ることは許されませ
ん。行動憲章、個別の方針、手順、
ガイドライン、および自身の職務
におけるこれらの適用範囲を理解
するためにサポートが必要な場合
は、
「アドバイス / 報告」に掲載さ
れている各種資料にあるガイダン
スを確認してください。

詳細を見る >

ハネウェルのマネージャおよび管
理者には、基本原則を順守する企
業文化を育てる特別な責任があり
ます。マネージャおよび管理者は
すべての業務において誠実性およ
びコンプライアンス、尊重、そし
て一体性および多様性の手本とな
らなければなりません。また、マ
ネージャおよび管理者は部下が報
復を恐れることなく質問や懸念を
気軽に報告できるように気を配り、
そうした質問や懸念が職務に関連
した時宜を得たものとし、また、
ビジネス成果を挙げるために誠実
性やコンプライアンス基準で妥協
してはなりません。
マネージャおよび管理者は、昇進
を検討されている社員の人格や行
動をも考慮しなければなりません。
昇進は、本行動憲章に従いながら、
ハネウェルの行動規範と価値を実
践している従業員のみが授かるこ
とのできる栄誉です。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

法令順守

行動憲章がハネウェルのような多
国籍企業が直面する可能性のある
一般的な問題に対処しているとは
いえ、職場で起こりうるすべての状
況に対処しているわけではありま
せん。行動が適切かどうか確信がも
てない場合は、
「アドバイス / 報告」
に記載されているいずれかのリ
ソースに指示を仰いでください。
法律や規制は複雑で、変更される
可能性があり、多くの場合、国に
よって異なります。また、企業方
針も変更される可能性があり、ま
た事業を展開している国に応じて
内容が異なる場合があります。こ
うした理由から、特定の部門や事
業を行う地域に適用される方針や
手順、法令を把握しておく必要が
あります。地域の法令が当社の行
動憲章に矛盾する場合は法令の順
守が優先され、現地の習慣や慣行
が行動憲章と矛盾する場合は、行
動憲章の順守が優先されます。

事業内容や地域によっては、本行
動憲章が求める以上の方針や慣行
に従う必要がある場合があります。
これは、現地の法令に関しても同
じで、そのような場合は、本行動
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憲章よりも厳しい方針、慣例、法
律に従わなければなりません。提
案された行為の合法性や妥当性に
確信がもてない場合は、
「アドバイ
ス / 報告」に記載されている手順
で指示を仰いでください。

本行動憲章は、ハネウェル方針マ
ニュアルに記載されている主要な
企業方針に一致し、参照するよう
意図されています。ハネウェル方
針マニュアルは本行動憲章からさ
らに一歩踏み込んだ内容を網羅し
ています。方針マニュアルでは、
本行動憲章では取り扱っていない
方針を説明している場合もありま
す。ハネウェル方針マニュアルは、
ハネウェルの Digital Workplace に
掲載されています。

詳細を見る >

社員としての権利は、ビジネスを展
開している国の法律および職務を
遂行している現地の規則によって
規制されていることを憶えておく
ことは大変重要です。本行動憲章は
雇用者としてのハネウェルの権利
と期待事項を明確に定めています
が、契約による雇用の権利を従業員
に与えるものではありません。

米国およびその他の国では、ハネ
ウェルによる雇用は「任意」によ
るものとしており、これはその理
由にかかわらず従業員はいつでも
雇用関係を解消する権利を有して
いることを意味し、ハネウェルも
適用法に準拠する形で同じ権利を
有しているものと解釈されます。
現地の法令が本行動憲章の条項と
異なる場合は、職務を遂行してい
る国の法律を順守してください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

アドバイス / 報告

ハネウェルの社員として業務を行う場合、さまざまな状況に直
面する可能性があります。多くの場合、自分の常識と適切な判
断、行動憲章、会社方針と手順があれば正しい判断を下すに十
分です。しかし、
さらなるサポートを必要とする場合もあります。
そのような状況で利用可能なリソースには 次のようなものがあ
ります。
• マネージャや管理者
• 人事担当者

• インテグリティ & コンプライアンスの責任者 (I&C 責任者 )
または倫理のアンバサダー

• 法務部やグローバル セキュリティ担当者

• インテグリティ & コンプライアンス部門担当者

• 現地のハネウェル公式のクレーム / 苦情報告プロセス

• ACCESS インテグリティ ヘルプライン

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

ACCESS インテグリティ ヘルプラ
インは 24 時間サービスを提供して
います。相談に乗るのは独立した
第三者機関で、ハネウェル社員が
使用するすべての言語で対応しま
す。ヘルプラインに連絡するには、
次の電話番号をご使用ください。
米 国 か ら の 場 合 は 800-2375982 にお掛けください。米国以
外の場合は、ACCESS インテグ
リティ ヘルプライン ポータルに
掲載されている、国別のヘルプ
ラインの電話番号を参照してく
ださい。

問題は次の宛先に郵便または電子
メールで報告することもできます。
Honeywell International Inc.
宛先 : ACCESS Helpline
855 S.Mint Street
Charlotte, North Carolina
28202
access.integrity.helpline@
honeywell.com

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

本行動憲章、会社方針、適用され
る法律や規制に違反する可能性の
ある状況を察知した場合は、それ
について報告する責任があります。
行動憲章や会社方針に違反するこ
とは、深刻な結果を招く可能性が
あることを忘れないでください。
違反が認められた場合は、民事ま
たは刑事懲罰の対象になるととも
に、解雇を含む処罰とする懲戒処
分がとられる場合があります。
ハネウェルは、徹底的な調査の実
施を目的として、法律、会社方針、
当社における必要性に応じて、す
べての報告を可能な限り秘密裏に
扱います。違反の疑いは、自身の
氏名を明らかにして、あるいは匿
名で報告できます。ヨーロッパで
は、匿名報告制限規則の順守のた
めの特定プロセスが実施されてい
ます。詳細は、インテグリティ &
コンプライアンス部門にお尋ねく
ださい。

すべての報告は、適用される法令
に従い直ちにかつ徹底的に調査さ
れ、法務部の助言や承認を経て関
係当局へ報告されます。従業員に
は、本行動憲章や適用される会社
方針への違反の疑いについて、当
社の調査に協力する義務がありま
す。当社の調査に十分に協力しな
い場合、または調査において十分
に誠実に証拠や証言を提供しない
場合、解雇を含む懲戒処分が課さ
れる可能性があります。また、行
動憲章の違反についても、必要に
応じて適切な是正措置または懲戒
処分が行われます。

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

報復行為の禁止

質問や疑問を抵抗なく提出できる
ことはとても重要です。ハネウェ
ルでは、実際の不正行為やその可
能性に関する誠意ある報告をする
人物に対する、いかなる報復も許
容しません。
「誠実」に報告すると
は、報告者が把握しているすべて
の情報を、正直に、真摯に報告す
ることを意味します。

報復されそうだと感じた場合は、
その懸念を「アドバイス / 報告」
に記載のいずれかの方法で報告し
てください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方

One Honeywell
従業員どうしの接し方

当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

お互いを尊敬しあい、
一体性と安全へのコ
ミットメントを基に
積極的な職場環境を
推進することは、可
能な限り最良の人材
を確保し、当社のス
テークホルダーに成
長の機会を提供する
ための重要な鍵です。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

ハネウェルは、安全で敬意に満ちた包摂的な職場環境を維持することを約束します。
ハネウェルは職場でのハラスメントや違法な差別を一切容認しません。このような行
動は厳しく禁じられています。この約束は、雇用、昇進、降格、異動、懲戒、一時解雇、
解雇、賃金、設備の使用、トレーニングや関連プログラムの選択など、雇用関係のす
べての場面に適用されます。

相互の尊重と積極的な職場
環境の推進

ハネウェルでは、人を尊重する職
場づくりにコミットしています。
従業員は、尊重され受け入れられ
ていると感じる、安全かつ活気の
ある環境で働き、学ぶことが保証
されます。また、すべての従業員、
クライアント、ビジネス パート
ナーに対する敬意を高め、生産的
な職場環境に寄与しないハラスメ
ントや個人的行為のない、包摂的
な職場環境を提供することを目指
しています。

ハネウェルは職場における威嚇的、
敵対的、虐待的、攻撃的な行動を
認めません。違法または不適切な
ハラスメントがあることを知って
いたり、その疑いがある場合は、
「ア
ドバイス / 報告」に記載の報告経
路のいずれかを使って直ちに報告
してください。
詳細は、職場におけるハラスメン
ト方針を参照してください。
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職場における多様性と
一体性の受け入れ

また、ハネウェルでは一体性と多様
性を擁護する職場づくりにコミッ
トしています。ハネウェルでは、
多様なバックグラウンドや経験、
アイデアから生まれる多様性を価
値あるものとして尊重しています。
従業員は当社にとって最大の差別
化要因であり、多様な背景、観点、
経験、文化を持つ従業員を雇用す
ることによって、高いパフォーマ
ンスを発揮できる環境を支える多
様なアイデアが生まれます。

詳細を見る >

当社の職場は地域社会の多様性が
反映されたものです。ハネウェル
は、性別、人種、肌の色、民族的
背景、年齢、宗教、国籍、性的指向、
性自認、障害、配偶者の有無、職
歴、市民権の有無、その他法律に
より保護されている特質に関して、
一切の差別を許さず、安全で敬意
に満ちた包摂的な職場環境を維持
することを約束します。ハネウェ
ルは、前述の保護される特質に基
づいて従業員個人または従業員グ
ループを標的にする違法な差別ま
たは行為を一切容認しません。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方

詳細は、雇用機会の平等および障
害のある従業員と求職者の各方針
を参照してください。

個人データの保護

ハネウェルは、自信と信頼を育み
ながら業務環境を活性化し、ビジ
ネスを運用しています。この目標
を達成するためには、従業員、顧
客、サプライヤなどから提供され
る個人データを適切に管理しなけ
ればなりません。
「個人データ」に
は特定された自然人または特定可
能な自然人に直接的または間接的
に関連するすべての情報が含まれ
ます。個人データの例としては、
氏名、住所、個人用電子メール ア
ドレス、電話番号、職務上の連絡
先情報、人事記録、従業員識別番号、
位置情報データ、ログイン認証情
報、インターネットの識別情報 (IP
アドレスなど ) が挙げられます。

当社では、個人データの収集、閲
覧、使用、開示は、適切な業務上
の目的がある場合にのみ実施しま
す。また、業務を遂行する上で必
要な最低限の個人データのみを使
用するものとし、個人データの加
工については、加工の目的が個人
データを加工することなく達成で
きるのであれば避けるものとしま
す。会社の内外を問わず、個人デー
タをビジネス上知る必要のない人
物とそれを共有することはありま
せん。さらに、不要になった個人
データは記録管理方針に従って削
除するとともに、常に個人データ
を適切に保護するための措置を講
じなければなりません。
当社の方針、慣例、研修プログラ
ムでは、個人データにアクセスで
きるのは許可を受けた人員のみに
制限されています。個人データが

地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

不 正 に 開 示、 使 用、 閲 覧、 破 棄、
取得されていると思われる場合は、
法務部門内のデータ機密性部門に
速やかに報告してください。これ
を怠ると、当社が罰金および / ま
たは訴訟の対象になる恐れがあり
ます。
ハネウェルは、個人データを処理
する際、適用法および会社方針を
順守します。詳細は、データ機密
性に関する方針、記録管理方針、
情報リソースの利用規定、情報区
分および取り扱い方針を参照して
ください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

Q: ﾠエンジニアのトムは、同じ部署
の同僚全員に誕生日メッセージ
を送るために、全員の生年月日
の一覧表を要望しています。ト
ムはこの情報を受け取るべきで
しょうか。

A: ﾠいいえ。個人データは、適切な業
務上の目的がある場合にのみ共有
し、使用することができます。同
僚の生年月日を収集し、同僚の自
宅に個人的な文書を送付すること
は、適切な業務上の目的とは見な
されません。

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

19

Q: ﾠ給与課のマネージャであるメア
リーは、ハネウェルの従業員の
社会保障番号が記載されたスプ
レッドシートで作業をしていま
す。会社から支給されたラップ
トップが修理中のため、メアリー
は自宅で作業を終わらせたいと
思っています。私物のコンピュー
タからファイルにアクセスでき
るように、メアリーがこの表を私
用の電子メール アカウントに送
信して良いでしょうか。

A: ﾠいいえ。社会保障番号などの公的
な身分証明情報は、ハネウェルで
は「機密性の高い個人データ」と
いう特別な個人データのカテゴ
リーに該当します。非常に機密性
が高いものとして常に暗号化する
ことが求められており、税務上の
目的など、絶対に必要な場合にの
み使用する必要があります。機微
情報やその他の個人データを私用
の電子メール アカウントに送信す
ることはできません。自宅で作業
を行う場合、メアリーは許可され
たネットワークとコンピュータ端
末を使用しなければなりません。

詳細を見る >

Q: ﾠ人事部のメアリーは、Peoplesoft
にアクセスできます。社外のベン
ダーから、保険金を給付するため
に従業員の個人データを含むファ
イルの提供を要請されました。メ
アリーはこのファイルを送信す
るべきでしょうか。

A: ﾠメアリーは、このベンダーが正当
な業務上の目的のためにデータを
受け取る許可を得ており、ハネ
ウェルと適切なデータ プライバ
シー契約を締結していることを確
認する必要があります。また、メ
アリー自身がファイルを送付する
のではなく、HR Help に依頼する
必要があります。HR Help のみが、
従業員の個人データを外部に提供
することを許可されています。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

薬物乱用

薬物の乱用は、職場での安全に配慮
する能力を制限し、社員を危険にさ
らします。よってハネウェルでは、
アルコールや違法薬物を摂取した
り、処方薬や市販薬を誤用した状態
で職務に当たることを禁止してい
ます。これはハネウェルの業務を
行っている場合、あるいはハネウェ
ルを代表して職務に当たっている
場合は常に適用され、たとえ就業
時間外あるいは会社敷地外でこれ
らを摂取・使用した場合もこれに
該当します。また、勤務時間中や
事業所内で違法薬物、アルコール、
不正な処方薬、市販薬を使用、所持、
譲渡、販売してはなりません。た
だし、アルコールが許可された贈
答品として密閉されたコンテナに
入った状態で移送される場合、あ
るいは会社の許可されたイベント
で適度に使用される場合は例外と
して認められます。

暴力のない職場環境

ハネウェルでは健康と安全に対す
る会社公約の一部として、暴力行
為や暴力の脅威のない職場環境の
構築にコミットしています。暴力
行為や暴力の脅威に加担した者は、
解雇を最も重い処分とする懲戒処
分となる恐れがあり、また刑事訴
訟の対象となる可能性があります。
従業員は、あらゆる暴力行為や脅
迫について、上司、現地法人の人

詳細は、職場でのアルコールや薬
物の摂取に関する規定を参照して
ください。
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詳細を見る >

事 担 当 者、 ま た は ハ ネ ウ ェ ル グ
ローバル セキュリティに速やかに
報告しなければなりません。誰か
が差し迫った危険にさらされてい
ると感じた場合は、最寄の関係当
局にも連絡してください。
詳細は、暴力防止規定を参照して
ください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方

健康かつ安全な職場環境の提供

ハネウェルは、健康、安全、環境への配慮を当社事業のあら
ゆる分野に取り入れることで、当社に関わる人々と環境を保
護し、持続可能な成長と生産性の向上を達成するとともに、
適用されるすべての規制の順守を促進し、世界の持続可能性
を拡大する技術を開発しています。ハネウェルの安全衛生と
環境 / プロダクト スチュワードシップ / 持続可能性 (HSEPS)
管理システムには、私たちの価値観が反映されており、事業
目的を達成するために役立っています。HSEPS 管理システ
ムを順守することで、従業員、地域社会、環境の安全を維持
することができます。HSEPS インシデントに関する情報を
報告する要件を含め、HSEPS 要件を故意に順守しないこと
は、行動憲章に違反することです。多少なりとも安全ではな
い状況であると判断した場合は、直ちに仕事を止めてくださ
い。詳細は、
「職場環境の保護」のセクションを参照してく
ださい。
社員はハネウェルの施設が常に安全であることを確認しなけ
ればなりません。これは、職場へのアクセスを、許可を得た
個人に限定することを意味します。ハネウェルの施設に不正
に出入りしようとする人物がいた場合は、ハネウェル グロー
バル セキュリティに連絡してください。

地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

Q: ロザリーは現場の技術者として働いてお
り、顧客のサイトで機器のメンテナンス
を行っています。修理訪問の際、作業を
早めるために、通常の実施手順に含まれ
る業務の危険分析を省略するよう求めら
れました。この評価を省略すると、危険
の特定を目的としたハネウェルの要件に
反することになるとロザリーはわかって
いますが、遅れを生じることなく機器を
再稼動させたい顧客からは、作業の完了
を急かされています。ロザリーはこれま
で何度もこの分野で作業した経験があり、
予想外の危険が生じたことはありません。
顧客に満足してもらうために、危険評価
を省略して業務を早急に完了させるべき
でしょうか。
A: いいえ。ただし、ロザリーが講じるべき措
置はあります。当社の HSEPS 管理システ
ムでは、必要性を特定し、リスクを見定め
て管理するためのプログラム ( 業務の危険
評価を実施するなど ) を整備しています。
ハネウェルの要件と同様に、業務を行う場
所では HSEPS の要件に従わなければなり
ません。ロザリーは、ハネウェルの要件に
ついて顧客と話し合い、作業を行う前に業
務の危険評価を完了するか、作業を停止し
て上司にエスカレーションし、顧客との間
で解決策を見つける必要があります。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

Q: チャンは、有害な化学物質を扱
う際に使用した手袋を回収し、
法規制で定められている廃棄物
容器に廃棄する業務を担ってい
ます。この廃棄物容器は、製造
フロアの反対側にあります。こ
の工場で大型契約の注文に短期
間で対応することになり、工場
長はすべての従業員に安全かつ
計画通りに速やかに業務を行う
よう指示しました。通常のゴミ
箱はチャンの受け持ち場所のす
ぐ近くにあります。作業効率を
上げて大量の注文に対応できる
ように、チャンは有害な化学物
質を扱う際に使用した手袋を通
常のゴミ箱に捨ててもよいで
しょうか。
A: いいえ。ただし、チャンが講じ
るべき措置はあります。施設に
おける潜在的なリスクや必要性
を 評 価 す る 一 環 と し て、 ハ ネ
ウェルの HSEPS 管理システム
では、施設の運営に適用される
法的義務を監視し、それを満た
すためのプログラムを設けるこ
とができます。ハネウェルは事
業所が置かれている国と地域で
HSEPS 関連法を始めとする法
律を順守しているため、チャン
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は引き続き所定の廃棄物処理方
法に従わなければなりません。
しかし、チャンは、職場の継続
的改善プロセスを通じて、リー
ン生産の原則に従い、法規制に
定められた廃棄物容器を作業場
所の近くに配置することで汚染
された手袋を処分するための移
動時間を削減することを提案す
るべきです。

Q: ヘンリーは、新製品の製造立ち
上げのためのプロジェクト管理
者をしています。プロジェクト
は予定より遅れており、チーム
は作業ペースを上げ、軌道修正
するために奮闘しています。週
次のプロジェクト会議で、ベン
ダー パートナーが、プロジェク
トに必要な新しい機械類の購入
と設置を早められると言ってい
ました。機器は法律に準拠して
おり、追加の安全レビューは不
要であるというのがその理由で
す。時間の遅れをなくしてプロ
ジェクトをスケジュールどおり
に戻すために、ヘンリーは HSE
のレビューを不要にして、新し
い機器の購入を承認するべきで
しょうか。

詳細を見る >

A: いいえ。ただし、チャンが講じ
るべき措置はあります。ヘンリー
は、HSE の担当者と協力して提
案された機器のレビューを実施
し、適用されるすべてのコンプ
ライアンス要件とハネウェルの
要件を満たしていることを確認
する必要があります。ベンダー
によれば、機器は要件に準拠し
ているということですが、HSE
と協力してレビューを実施し、
ハネウェルの要件を機器が満た
していることを確認する判断は、
ヘンリーに委ねられています。
レビューを省略すると、安全規
則への違反となったり、ヘンリー
の共同作業者に潜在的な安全上
のリスクが生じたりする可能性
があります。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法

One Honeywell
当社の最大の利益の
ために行動する方法

顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

ハネウェルは、外部
からの影響や個人的
偏見にとらわれない
事業活動を行い、会
社の最大利益確保を
基準とした経営判断
をしなければなりま
せん。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

利益相反の回避

当社の評判を守る義務の一環とし
て、不適切な利益相反を避けなけ
ればなりません。
「利益相反」は、
個人的な利害が不公平さのない職
務の遂行を妨害する、あるいは妨
害すると思われる場合に発生しま
す。従業員は利益相反が発生する
可能性のある、すべての利害関係
や投資、提携に参加してはいけま
せん。自分の行為が利益相反また
はその疑いがある場合は、管理者
に報告するか利益相反報告ポータ
ルから連絡して、その旨を直ちに
開示する必要があります。利益相
反は、事前に開示することで容易
に回避できるものです。
次のセクションでは、利益相反にな
る可能性がある状況について説明
します。家族や親戚が当事者であ
る場合にも、利益相反が発生する
ことを憶えておくことが重要です。

| 贈答と接待

顧客、サプライヤ、その他のビジ
ネス パートナーとの強固な協力関
係を築くことは、当社が成長する
ために重要です。ビジネス上の贈
答や接待は、そうした関係を強化
するために時折使用されます。し
かし、ビジネス上の優遇を提供し
たり受け取ったりする場合には、
特に注意が必要です。贈答品や接
待のやり取りは、利益相反を招く
可能性があり、適切に対処しなけ
れば、不正な支払い、リベート、
汚職につながる可能性もあります。
目的が不適切な場合や、当社の方
針、法律、相手先企業の贈答に関
する方針に反することが明らかで
ある場合は、贈答品、便宜、接待
を受けたり提供したりしてはなり
ません。
一般に、以下の条件をすべて満た
した場合には、贈答品、便宜また
は接待の提供を受けることができ
ます。

• 受け取り側が義務感を感じない、
あるいはなんらかの義務感を与
えない

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

• 現地の通常のビジネス慣行の範
囲を超えていない
• 高額ではない

• 賄賂や見返りと解釈されない

• 適 用 さ れ る 法 律、 当 社 の 方 針、
受け手の会社の方針に違反しない

• 誘導、慫慂したものではない

これらの規則は、自ら要求してい
ない一般的な広告の性質を持つプ
ロモーション品 ( 社名の入った鉛
筆、メモ帳、カレンダーなど ) に
は適用されません。ただし、受け
取ることで義務が生じたり、その
ような印象が生じたりする場合に
は、この限りではありません。ま
た、国や地域の慣習に従って、贈
呈式などに参加することも認めら
れる場合があります。ただし、提
供を受けるものが法律に違反せず、
賄賂と見られる可能性がなく、か
つ明らかになった際に本人やハネ
ウェルの不名誉とならない場合に
限られます。
サプライヤとの契約交渉中に、サ
プライヤや見込みサプライヤ ( あ
るいはその他のビジネス パート
ナーや見込みビジネス パート
ナー ) から提供される贈答品は受

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

け取ってはなりません。また、ハ
ネウェルの各部門や社員に提供さ
れるサプライヤやその他のビジネ
ス パートナーからの無許可の贈答
品の受け取りは回避してください。
ビジネス上の贈答品や接待を提供
すべきかあるいは受け取るべきか
の判断に迷った場合は、必ず指示
を仰いでください。顧客に対する
接待および贈答品に関しては、事
前に各自の管理者と話し合う必要
があります。

政府職員への贈答品提供について
は、より厳しい法律が存在します。
こうした法令は政府職員のみなら
ず、州が所有あるいは管理する企
業に対しても適用されます。こう
した法規制は厳格に順守してくだ
さい。法規制に反するビジネス上
の厚意を提供する、または厚意を
受けることは絶対に避けてくださ
い。その場合、ハネウェルにとっ
て不名誉な事態が生じたり、社会
的信用を失ったりする事態になり
かねません。詳細は、本行動憲章
の「商業賄賂および政府職員への
不正な支払いの禁止」のセクショ
ンとビジネス上の優遇方針 ( 米国
政府職員 )、政府渉外、および腐敗
行為防止の各方針を参照してくだ
さい。この分野について質問や懸
念がある場合は、法務部門に相談
してください。
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Q: ﾠハネウェルに数か月間サー
ビスを提供してきたベン
ダーが、社外ミーティング
でデニシャを昼食に招待し
ました。彼女はベンダーが
食事代金を支払う、この招
待を受けました。彼女のこ
の行動は許可されるもので
すか。

A: ﾠたまに会食をしたり低額の
贈答品を受け取ることは、
業務におけるデニシャの中
立性が損なわれない限り、
通常認められます。顧客に
対する接待および贈答品に
関しては、事前に各自の管
理者と話し合う必要があり
ます。上司は、会食の業務
上の目的、状況、食事の金
額、ベンダーからの招待の
頻度を確認することが求め
られます。

詳細を見る >

Q: ﾠアナは民間顧客と政府関係者
の両方を対象にした VIP イベ
ントを企画しており、出席者
に食事と贈答品を提供する予
定です。現地法では、一部の
政府関係者への贈答品や接待
の価格が制限されているため、
そのような出席者には食事と
贈答品を提供できないことに
なります。アナは、一部のゲ
ストに贈答品を贈らないのは
失 礼 に あ た る と 感 じ て お り、
同じ贈答品をすべての出席者
に提供したいと考えています。
アナはどうすればよいでしょ
うか。
A: ﾠ一般的に、ハネウェルの従業員
は、ハネウェルの方針と適用さ
れる法律が許す範囲で、贈答品
の提供や接待を行うことができ
ます。この事例では、一部の政
府関係者への贈答品や接待の価
格が法的に制限されており、ハ
ネウェルはこれに従わなければ
なりません。アナは、イベント
を企画する前にグローバル イ
ンテグリティ & コンプライアン
ス部門に相談して指示や承認を
仰ぐべきであり、現地法の規定
を無視してはなりません。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法

|ﾠ財務的利害関係

ハネウェルの社員として、ビジネ
スを行ういかなる企業とも個人的
な経済的利害関係を持つことは回
避しなくてはなりません。ハネウェ
ルがビジネスを行っている会社と
の間では、個人的な経済的利害関係
が許可される場合もあります。し
かし、最良の行動指針を判断する
ために法務部門またはインテグリ
ティ & コンプライアンス部門が当
該状況を確認する必要があります。

また、法務部門の承認を得ない限
り、ハネウェルと取引がある ( ま
たはその可能性がある ) 顧客、競
合他社、ビジネス パートナーの財
務上の権益を購入または保持して
はなりません。ハネウェルの利益
の最大化を基本原則としてビジネ
ス上の意思決定をすることを、常
に心がけてください。

顧客への接し方

Q: ﾠアーティーは、地元の非営利
団体の役員になることを依頼
されました。この団体は、恵
まれない若者のために中古の
コンピューターや電化製品の
リサイクルと修理を支援して
います。この団体の活動はハ
ネウェルの事業内容と関わり
がありませんが、アーティー
は役員としてハネウェルの勤
務時間外にミーティングに出
席し、事業計画を審査し、戦
略を話し合うことになりま
す。アーティーは役員になっ
てもよいでしょうか。

A: ﾠはい。この場合、ハネウェル
に対するアーティーの責任と
の利益相反は生じていないよ
うですが、アーティーはこの
件をマネージャまたは人事部
門に伝えるか、利益相反報告
ポ ー タ ル か ら 報 告 し、 承 認
を得た後で役員を引き受ける
必要があります。また、アー
テ ィ ー は、 こ の 活 動 を ハ ネ
ウェルの勤務時間外に行い、
ハネウェルの仕事に影響を及
ぼさないようにしなければな
りません。詳細は、社外組織
での役務に関する規定を参照
してください。

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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詳細を見る >

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法

|ﾠ社外での雇用

ハネウェル外での仕事に従事した
いと希望する場合もあると思いま
すが、社外で就業する場合は利益
相反が発生しないよう注意が必要
です。ハネウェル以外のビジネス
を行うために文書、IT 資産、施設、
知的財産を含むハネウェルの有形
および無形の所有物を使用しては
なりません。

Q: ﾠコミュニケーション マネージャのジョンは、平日の夜と週末にコ
ミュニティ カレッジでフットボールのコーチとして働いています。
フットボール シーズンの終盤になり、ジョンはチームが決勝まで
勝ち残ることを強く願っています。仕事の納期が厳しいため、次の
試合の準備を直属の部下たちに手伝ってもらえないかと考えていま
す。ジョンは社外でのフットボール コーチとしての仕事のサポー
トを直属の部下に依頼できるでしょうか。
A: ﾠいいえ。社外でのフットボール コーチとしての仕事のサポートを直
属の部下に依頼することは、ハネウェルのリソースの不適切な利用に
あたり、利益相反が生じます。この場合、ジョンはハネウェルでの勤
務時間外にコーチとして活動していることを上司に報告するべきであ
り、ハネウェルのリソースをそのために使用してはいけません。

顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

|ﾠ友人や家族との取引

家族や友人とのビジネス関係は利
益相反を招くあるいは利益相反に
見える可能性があります。そのた
め、自身、家族、親しい友人とハ
ネウェルの間で行われる入札、交
渉、契約プロセスに関与してはな
りません。この規則は、従業員自
身やその家族、親しい友人が所有
あるいは、ハネウェルがビジネス
を行うあるいは行おうと考えてい
る他社の代理として業務を遂行し
ているような間接的な状況にも適
用されます。
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Q: ﾠ調達部門のサムは、ハネウェルの部品を自分の従兄弟が経営する販
売会社に発注したいと考えています。サムはハネウェルの部品をこ
の従兄弟の会社から調達してもよいでしょうか。

A: ﾠサムは、従兄弟の会社との関係を上司に伝える必要があります。自
身の親族や近しい友人が関与する調達先については、担当から外れ
ることが求められます。サムの従兄弟の会社がハネウェルの調達基
準を満たし、サム自身が調達に関する意思決定に関与せず、すべて
のサプライヤに適用される通常の標準調達規則に従って公正に調達
が行われるならば、ハネウェルとの取引を目指す資格があるとみな
されます。

詳細を見る >

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法

|ﾠ不適切な上下関係

社員は不適切な報告関係を回避する必要がありま
す。不適切な報告関係は、会社に法的なリスクを
与える可能性があるほか、関係する同僚の間でえ
こひいきや特別待遇と見なされることがあり、必
ず不健全な職場環境につながります。したがって、
直接的か間接的かを問わず、従業員は家族や個人
的に親しい関係にある人物の管理者となること、
報酬や昇進に影響を与えること、およびその人物
の管理下で仕事に従事することは許可されません。

顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

|ﾠ不適切な個人的利益

利益相反は、取締役、役員、従業員、またはその
近親者がハネウェルにおける地位を利用して不適
切な個人的利益を得る場合にも生じる可能性があ
ります。当該利益には、ハネウェルがビジネスを
行っている事業体や個人からの贈答品や融資が含
まれます。社員はこうした不正な利益の受け取り
を回避しなければなりません。
また、ハネウェルの従業員が競合他社を支援し、ハ
ネウェルに不利益をもたらす場合にも、利益相反が
生じます。たとえば、競合他社に勤務する配偶者や
パートナーに機密情報を漏洩することは利益相反に
当たるとともに、企業行動憲章違反になります。
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詳細を見る >

Q: 現在、サルマは人手不足の問題を抱えており、できる
限り早く新しいスタッフを雇用する必要があります。
家族ピクニックの際に、サルマの従兄弟が仕事を探
していると言っていました。サルマは、すぐに求人
に応募するよう従兄弟に頼むことができるでしょう
か。

A: この場合、サルマの従兄弟がサルマの部下になると、
利益相反が生じたり、利益相反が疑われたりする可能
性があります。親族がハネウェルで働くこと自体は禁
止されていませんが、サルマは求人採用プロセスにお
いて親族であることを明らかにし、採用の判断に関与
しないようにしなければならず、通常の人員配置プロ
セスと管理プロセスが行われなければなりません。

Q: ハネウェルの調達部門で働いているジェーンは、数名
の友人と、3D プリントの分野で起業しようとしてい
ます。勤務時間後や週末に事業計画を作成していま
すが、サプライヤを選ぶために詳細な価格情報を入手
する必要がありました。ジェーンはハネウェルのシ
ステムにアクセスし、関連サプライヤの価格データ
を引き出しました。ジェーンの行動に不適切な点は
あるでしょうか。
A: はい。この行動は利益相反を招きます。個人の利益の
ためにハネウェルの価格情報を利用することや、ハネ
ウェルの事業所内で、あるいは勤務時間中に個人的な
事業のために作業することは不適切です。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

|ﾠ事業機会

ハネウェルを代表して客観的なビ
ジネス上の判断を下すためには、
会社と競合してはなりません。こ
れは、ハネウェルでの地位あるい
は会社の資産や情報を通じて得た
ビジネス上あるいは投資上の機会
を、個人の利益のために使用して
はいけないという意味です。また、
ビジネス上のあるいは投資上の当
該機会を個人の利益のために利用
する者を決してサポートしてはい
けません。これは社員の家族や友
人にも当てはまります。

会社資産および情報の保護
|ﾠハネウェルの物理的資産

窃盗、損害、不注意、浪費が生じ
ると、当社の成功に直接的に影響
します。そのため、当社の物理的
資産の窃盗、損害、喪失、誤用を
防止しなければなりません。物理
的資産に該当するものは、設備、
車両、事務用機器、商品、消耗品
などです。盗難や不正行為の疑い
がある場合は、マネージャや管理
者に直ちに報告してください。

電話やインターネットといった特
定の会社の機器を許可を得た個人
的がときどき使用することは、適
切な範囲において許可されます。
しかし、個人的使用はハネウェル
で働く能力を妨害せず、ハネウェ
ルの方針や法律に違反しない程度
に留めるようにしてください。ハ
ネウェルの資産を個人的な利益の
ため、あるいはその他の人物や組
織のために使用してはなりません。
また、雇用が終了した時点で、保
持していた会社の資産はすべて返
却してください。

|ﾠハネウェルの機密情報

当社の機密情報はそれぞれの従業
員に委ねられています。社員は常
にこの機密情報を保護しなければ
なりません。これには開示される
と競合他社やその他に活用された
り、当社に害を及ぼす恐れのある
非公開の情報などが含まれます。
たとえば、事業計画、マーケティ
ング計画、サプライヤ情報、製品
の設計図、製造プロセス、現在ま
たは今後の商品情報、従業員情報
などがこれに当たります。

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

許可されていない人員がハネウェ
ルの機密情報にアクセスすること
ができないようにしなければなり
ません。
また、
機密情報 ( コンピュー
ター、ラップトップ、携帯電話、
モバイル機器、ソフトウェアなど、
機密情報を含む情報機器を含む )
を紛失したり、置き忘れたり、放
置したりしないよう注意しなけれ
ばなりません。その上で、ハネウェ
ルの機密情報を含む機器や備品 ( ハ
ネウェルが支給するラップトップ
や携帯電話など ) を紛失した場合
は、 ハ ネ ウ ェ ル の グ ロ ー バ ル セ
キュリティに速やかに報告してく
ださい。

また、知る必要のない人に聞こえ
たり、目撃されたりする可能性が
ある場所で、ハネウェルの機密情
報について話し合ってはなりませ
ん。これには、空港のターミナル、
電車、レストランなどの公共の場
所や、会社の化粧室や休憩室など
のハネウェル事業所内のオープン
エリアが含まれます。機密情報へ
のアクセスは、それを必要として
いる正当なビジネス ニーズを有す
る社員にのみ許可されています。
会社に関する機密情報を、個人的
な利益のためあるいは他者の利益
のために開示することは許容され

ません。ハネウェルの機密情報を
個人の電子メール アカウントに送
信してはなりません。雇用契約の
終了時には、所有しているハネウェ
ルの機密情報を契約最終日までに
返却する必要があります。

詳細は、データ機密性に関する方
針および情報区分および取り扱い
方針を参照してください。

Q: サムは車上荒らしにあい、ラップトップを盗まれてしまいました。サムはど
う行動すべきでしょう。

A: サムは警察に被害届を出した後でマネージャに報告し、ラップトップの紛失ま
たは盗難の報告書を提出しなければなりません。コンピューターを使用できな

い場合は、IT サービス デスクに連絡し、報告書を作成できるようサポートし
てもらいます。社員はたとえロックしていても端末を置いたまま車を離れては
いけません。

Q: ティナは、問題なさそうに見えた電子メールのリンクをクリックして以来、
システムがウイルスに感染しているのではないかと考えています。ティナは
どう行動すべきでしょう。

A: ティナは、Outlook のツールバーの [ 迷惑メールとして報告 ] ボタンを使ってこ

の電子メールについて報告しなければなりません。この方法が使用できない場
合は、問題の電子メールを添付して CIRT ( サイバー インシデント対応チーム )
に送付してください。システムのウイルス感染が疑われているので、チケット

番号を記載して CIRT から自動送信される電子メールに返信し、インシデントを
エスカレーションする必要があります。

Q: ウィルは、受信箱にある電子メールがフィッシング詐欺の電子メールではな

いかと疑っています。対処法がわからないので、詐欺の可能性についてとり

あえず同僚に相談しました。その他にウィルがすべきことはあるでしょうか。

A: はい。ウィルは、すぐに Outlook のツールバーの [ 迷惑メールとして報告 ] ボタ

ンをクリックして疑わしい電子メールについて CIRT に報告しなければなりませ
ん。その方法が使用できない場合は、問題の電子メールを添付ファイルとして

CIRT に送信する必要があります。同僚や上司に尋ねる必要はありません。誤っ

てその電子メールが広まってしまったり、悪意のあるリンクや添付ファイルを
クリックしてしまうリスクがあるためです。
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|ﾠハネウェルの知的財産

ハネウェルは、当社の知的財産の
保護に務めています。
「知的財産」
とは、当社の特許、商標、著作権、
その他の無形財産 ( 勤務時間中に、
当社の費用負担で、当社のリソー
スを使用して、職務の範囲内で生
み出されたアイデア、発明、プロ
セス、デザインなど ) を指します。
新たな発明が確認された場合、法
務部門を通じて特許、著作権、企業
秘密の保護を行います。当社の知的
財産の不正使用が疑われる場合は、
法務部門に報告してください。

|ﾠ他者の知的財産権の尊重

ハネウェルは他者の知的財産権を
尊重します。つまり、他者の著作
権、商標、特許を故意に侵害して
はなりません。ライセンスを受け
ていないソフトウェアを当社のコ
ンピューターにダウンロードした
り、著作物を複製、公開、配布し
たりしてはなりません。正当な所
有者の合意を得ることなく、楽曲、
写真、動画をダウンロードしては
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なりません。さらに、ハネウェル
は前雇用者の機密情報を開示した
り、使用することもありません。
詳細は、ハネウェルの知的財産の
ライセンス供与に関する規定を参
照してください。

Q: ﾠエミリーは、昼休みもレストランや屋内の共用スペースでよく仕
事の電話をしています。周囲の人たちは皆話し込んでいるように
見えるので、エミリーに気を留めている人はいないと考えていま
す。このような状況で、ハネウェルの仕事に関する会話をしても
良いでしょうか。
A: ﾠ状況によります。エミリーがハネウェルのビジネスについて話す
場合、周囲に細心の注意を払っているのであれば、公共の場でこ
のような電話をすることも可能です。しかし、彼女の会話を周囲
の誰もが聞いていないとしても、公共の場で機密情報について話
すべきではありません。

Q: ﾠトロイは、出張にハネウェルのラップトップを持参します。そう
すれば、飛行機や列車、待合室やその他の公共エリアで空いた時
間を利用して業務関連文書の作業ができるからです。これは問題
でしょうか。
A: ﾠ問題になる場合があります。そうした公共の場所では、誰が近く
に座ったり、通り過ぎるが分かりません。ラップトップやそれに
類似した機器を公共の場所で仕事に使用する場合は、常に周囲か
ら画面を見られないよう保護する必要があります。また、これら
の機器を使用しない間は、ロックをかけて保護してください。

詳細を見る >
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IT リソースの使用

ハネウェルは、日常業務に使用す
る多様な電子通信システムへのア
クセスを、多くの社員に提供して
います。これには、
コンピューター、
電話システム、ラップトップ、携
帯電話、モバイル機器、ソフトウェ
アなどが含まれます。社員は、提
供されるこうしたシステムや技術
を常に保護する責任を負っていま
す。つまり、これらのリソースの
破損、損害、紛失、不正アクセス
を防止するために、各自がそれぞ
れの役割を果たすことが求められ
ます。社員が使用するリソースに
実装されている安全対策や社内管
理のすべてに、確実に従ってくだ
さい。公共の場やハネウェルの拠
点でワークステーション、ラップ
トップ、モバイル端末から離れる
際には、短時間であっても必ずロッ
クをかけて保護してください。ハネ
ウェルのすべての端末およびアカ
ウントへのログイン認証情報を保
護してください。許可されていない
業者と認証情報を共有しては絶対
にいけません。許可された業者と
技術サポートの目的でパスワード
を共有しなければならない場合は、
技術的な問題の解決後すぐにパス
ワードを変更してください。

残る通信記録であることを忘れな
いでください。こうしたコミュニ
ケーションは、許可なしに改ざん
されたり、転送される場合があり
ます。そのため、会社のレターヘッ
ドを電子メッセージなどに貼り付
ける場合や、ハネウェルのリソー
スを使用する場合には細心の注意
を払ってください。

こうしたシステムや技術は、良識
と誠実さを持って使用してくださ
い。ハネウェルの情報を処理、
保存、
転送する場合は、許可されたシス
テム、端末、記憶装置、サービス
のみを使用してください。ハネウェ
ルの IT 担当者から事前承認を得る
ことなく、ハネウェルのコンピュー
ター、ネットワーク サーバーまた
はその他ハネウェルの情報リソー
スに、許可されていないソフトウェ
アをインストールしないでくださ
い。クラウド サービスやクリック
スルー サービスによる契約など、
第三者との契約にハネウェルを代

電子メッセージ ( 電子メール、イ
ン ス タ ン ト メ ッ セ ー ジ、 テ キ ス
ト メッセージなど ) は、長期的に
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詳細を見る >

表して同意することは認められま
せん。上記リソースを通じて不適
切な素材や、性的に露骨、違法、
または不愉快な素材をダウンロー
ドしたり、送信したりしないでく
ださい。こうしたリソースは、社
外で仕事をする場合にも使用すべ
きではありません。従業員が会社
のリソースを使用する場合、現地
法で認められる限りの範囲で使用
状況が監視されるため、個人的に
使用する際にはプライバシーが保
護されないものと考えてください。
ただし、従業員の行為によって法
律違反が生じたり、職務遂行能力
が低下したり、職場環境やハネウェ
ルの評判に悪影響が及んだりしな
い限り、会社が従業員の私生活に
干渉することはありません。

詳細は、情報リソースの利用規定
を参照してください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

Q: タミーは、ラップトップを新し
い機種に変えることにしまし
た。ハネウェル ソリューション
センターの技術者が、タミーの
ファイルを移動して新しいラッ
プトップを設定するために、ロ
グイン認証情報を尋ねてきまし
た。タミーはこの情報を提供す
るべきでしょうか。
A: ハネウェル ソリューション セ
ンターの技術者は正当な許可を
受けています。タミーは認証情
報をその技術者に伝えるか、更
新処理中にログインが必要な場
合に備えて側で待機するという
方法が選択できます。更新処理
中は、ハネウェル ソリューショ
ン センターの技術者によって個
人データ、輸出管理データ、ま
たはその他の機密情報に不正ア
クセスが行われていないことを
確認する必要があります。許可
された技術者と認証情報を共有
した場合は、更新処理完了後す
ぐにパスワードを変更する必要
があります。

アドバイス / 報告
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Q: ジョンは近所のコーヒー ショッ
プに入り、ハネウェルの機器を
使用して仕事をしました。仕事
を 終 え た 後 に、 ハ ネ ウ ェ ル の
ネットワークからログアウトし
て個人契約の Wi-Fi サービスに
接続し、お気に入りのテレビ番
組をコンピューターにダウン
ロードしました。これは適切な
行動でしょうか。
A: 事業と無関係の目的でハネウェ
ルの情報リソースを使用するこ
とは、勤務時間やリソースの不
正使用ではなく、かつハネウェ
ル方針の精神と字義に反しない
場合、限定的にハネウェルのマ
ネージャの判断のもと許可され
る場合があります。テレビ番組
は、場合によっては業務外での
過度な使用となる場合がありま
す。ハネウェルの資産の業務外
での使用については、常に倫理
的かつ合法的な行動を取り、必
ずマネージャの許可を得るよう
にしてください。オープンなパ
ブリック Wi-Fi ネットワークは
保護されておらず、サイバーセ
キュリティ上の脅威を避けるた
め、決して使用しないでくださ
い。そのような環境で接続する
場合は、必ず VPN を使用する
必要があります。

詳細を見る >

Q: メアリーは、第三者のサプライ
ヤと機密性の高いプロジェクト
に取り組んでおり、業務を進め
るためにサプライヤに機密情報
を提供する必要があります。ファ
イルのサイズが非常に大きいた
め、サプライヤは、外部のクラ
ウド システムにファイルをアッ
プロードすることをメアリーに
提案しています。メアリーはど
う行動すべきでしょう。

A: まず、メアリーは、ハネウェル
の IT 部門が承認した転送方法を
使用しなければなりません。別
の方法で行う必要がある場合
は、ハネウェルの IT 部門に知
らせ、第三者のソリューション
の使用許可を得る必要がありま
す。輸出コンプライアンスや輸
出制限の対象となるデータは、
決してクラウド サービスに転送
してはなりません。助言が必要
な場合には、輸出コンプライア
ンス責任者に問い合わせてくだ
さい。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

|ﾠソーシャル メディアと
ネットワーキング サイト

ソーシャル メディアは、私たちの
多くが日常的に情報を共有する方
法を変えました。ソーシャル メディ
アによって、新たなコミュニケー
ションやコラボレーションの機会
が生まれる一方で、私たちが認識
し、果たすべき責任も増えていま
す。多種多様なウェブサイトとオ
ンライン リソースが含まれている
「ソーシャル メディア」には、ソー
シャル ネットワーキング サイト
(Facebook、Twitter、Instagram、

Q: ﾠリタは、収益の大幅な増加をも
たらす可能性のあるハネウェル
の新規事業計画に興奮していま
す。リタはそのニュースと興奮
を 自 分 の Facebook ア カ ウ ン
トでシェアしたいと思っていま
す。これは問題でしょうか。
A: ﾠリ タ は、 ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア
ネットワークで自分の感情を共
有する権利がありますが、ハネ
ウェルの従業員として、会社の
新規事業計画に関する機密情報
や専有情報を共有することは認
められません。
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Snapchat、YouTube、LinkedIn な
ど )、ブログ、写真や動画の共有サ
イト、フォーラム、チャット ルー
ムなど、数多くあります。ハネウェ
ルでの職務上、当該サイトへの投
稿を必要とする場合、ハネウェル
の代表者として、ハネウェルのビ
ジネス上の目的にかなった承認済
みの情報のみ、また本行動憲章お
よび会社の方針に沿った情報のみ
を 投 稿 し て く だ さ い。 個 人 的 に
「ソーシャル メディア」を利用する
場合は、常に責任を持って行動し
てください。投稿内容によっては、

ハネウェルの評判が損なわれるこ
とがあります。ハネウェルの評判
を損なうことがないように常に注
意を払ってください。ハネウェル、
同僚、顧客、サプライヤ、ビジネ
ス パートナーについての機密情報
は、どのようなサイトにも投稿し
ないでください。

Q: ﾠカルロスは、ハネウェルのニュー
スルームに掲載された取引の
ニュースに興奮しています。カ
ルロスはそのニュースと興奮を
自分の LinkedIn アカウントと
Twitter アカウントでシェアした
いと思っています。カルロスが
個人のソーシャル メディアでこ
のニュースを共有するにはどの
ような方法が適切でしょうか。

Q: ﾠマーケティング担当者のロン
は、ハネウェル製品について
不正確と思われる情報が記載
されたオンライン記事を目に
しました。ロンはすぐにコメ
ント欄に書き込んでその誤り
を指摘します。ロンの行動は
適切でしょうか。

A: ﾠカルロスが現在ハネウェルの従業員

であり、ハネウェルとの雇用関係を
ツイートで明示する場合に限り、カ
ルロスはニュースルームの記事のリ
ンクを Twitter などで共有できます。
また、ハネウェルの公式な外部向け
チャンネルに掲載される内容をリツ
イートしたりシェアしたりすること
もできます。

詳細を見る >

詳細は、ソーシャル メディア方針
を参照してください。

A: ﾠロンの心意気は認めますが、ロ
ンにはハネウェルの見解を代弁
する権限はありません。その代
わり、ロンはマネージャとコ
ミュニケーション部門に知らせ
て対応を仰ぐべきです。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

インサイダー取引の回避

投資家の保護のため、証券取引法
では「重要な内部者情報」を使っ
て自社株の売買等を行うことを違
法と定めています。
「重要な内部者
情報」とは、通常は投資家が知り
得ない情報で、公開されると株価
に影響を与える、あるいは証券の
売買や保有といった投資判断に影
響を与えうる情報です。重要な内
部者情報の例には、非公開の収益、
合併、買収、譲渡、重大な訴訟の
結果、経営権に関する変更、経営
幹部の交代、重大なサイバーセキュ
リティ事象などが挙げられます。
この例のリストは完全ではなく、
これに記載されていない他のイベ
ントに関連して重要な内部者情報
が発生する場合もあります。重要
な内部者情報に関するその他詳細
な説明については、インサイダー
取引に関する方針を参照してくだ
さい。
ハネウェルで職務に当たっている
と、ハネウェルや別の会社に関す
る未公開の重要な内部情報を知っ
てしまう可能性があります。公式
の会議や非公式の打ち合わせへの
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出席、耳に入った会話、あるいは
コピー機に放置されていた資料な
ど、ハネウェルでの職務を通じて
そうした重要な内部者情報に触れ
る可能性もあります。財務的ある
いは個人的な利益を得るためにこ
うした情報を使用したり、他者に
伝達することは、当社のインサイ
ダー取引に関する方針に違反する
だけでなく証券取引法にも違反し
ます。
当社のインサイダー取引に関する
方針および証券取引法への違反を
回避するよう、次の行為を禁止し
ています。

• 直接あるいは家族やその他の人
物や企業体を通じて得た重要な
内部者情報をもとに、ハネウェ
ルや他の企業の株式を売買する

• 知り得た重要な内部者情報をも
とに、誰かにその企業やハネウェ
ルの株式を売買するよう勧める、
または
• 当社のビジネス活動で必要とされ
る行為のため機密保護のもとで伝
える場合を除いて、重要な内部者
情報を社外の他者に伝える

詳細を見る >

一定の個人は、社内での地位 ( 会
社の取締役、役員、特定の財務や
事業予測活動に関わるその他の重
要な従業員 ) に基づいて、重要な
内部者情報を所有している「イン
サイダー」とみなされます。これ
らの対象者には追加の制限 ( 事前
認可の許可など ) が適用されます。
制限については、インサイダー取
引に関する方針に詳細に記載され
ています。
企業 ( ハネウェルを含む ) に関す
る重要な内部情報を把握している
場合、その情報が適切なメディア
ソースを通じて一般投資家に公開
されていれば、その企業の証券に
関する取引を行うことができます。
証券取引法違反は、民事および刑
事責任を含む重大な結果を招く可
能性があります。こうした問題に
関し質問がある場合やサポートが
必要な場合は、法務部門に相談し
てください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方

One Honeywell
顧客への接し方

当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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顧客とお互いに有益
な関係を構築するこ
とは、ハネウェルの
企業としての成功
にとって大変重要で
す。そうした関係を
維持するには、商業
顧客や政府関係顧客
の両方に対し、安全
かつ質の高い製品を
提供し、法律を守る
姿勢が必要です。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

質の高い製品および
サービスの提供

当社は、品質、信頼性、価値に関
する顧客の期待に応え、それを上
回る製品やサービスを提供できる
よう努めています。
当社には、すべての職務を律則す
る品質管理標準に準拠することが
期待されており、これには適用さ
れる法規制や製品製造過程におけ

る安全性や品質を確保するよう意
図された内部管理手順が含まれま
す。また、常にすべての契約仕様
に従い、本質的な顧客要件を履行
することが求められています。
当社は質の高い製品やサービスの提
供に責任を持つとともに、サプライ
ヤやその他のビジネス パートナー
にも質の高い製品やサービスの提供
に対する責任を課しています。

Q: ﾠミンは、製造ラインの定期検査中に潜在的な問題が見つかったこと
を知りました。この問題が製品の安全性にどの程度影響を及ぼすか
は現時点で不明であり、ミンはどうしたらよいのかわかりません。
詳しい情報を把握していなくても、ミンはこの件を報告すべきで
しょうか。
A: ﾠはい。潜在的に安全ではない製品の製造や販売は、顧客や社員に怪
我をさせてしまう結果に繋がりかねません。ミンは、製造にどのよ
うな影響があるかわからない場合でも、すぐに問題を報告する必要
があります。できるだけ早く上司、品質管理担当者、または安全衛
生担当者に問題を知らせなければなりません。自分の懸念が十分に
検討されていないと判断した場合には、
「アドバイス / 報告」で説
明されているとおり、ミンは、法務部門に報告するか ACCESS イ
ンテグリティ ヘルプラインを通じて報告する必要があります。
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詳細を見る >

オープンかつ誠実な事業の
追求

ハネウェルの市場での行動が、ハ
ネウェルとは何かを表します。製
品やサービスの質を高めることで、
ハネウェルの評判を維持すること
ができます。しかしながら、競合
他社を詐欺的あるいは不正な方法
で制限する方法を模索することは
ありません。
さらにハネウェルは、不正な取引
慣行で誰かをだますような行為は
許容しません。つまり、製品やサー
ビスの品質、機能、入手可能性に
ついて不正確な情報を伝えないよ
う務めています。加えて、当社は
競合他社の製品やサービスを貶め
たり、事実と異なる説明をしたり
しません。ハネウェルは、不当な
手段を使うことなく、質の高い製
品および社員の力による成功を追
求しています。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

|ﾠ商業賄賂および政府職員
への不正な支払いの禁止

定に不適切な影響力を行使する目
的で、金銭、ファシリテーション
ペイメント、または価値あるもの
を、直接的または間接的に、政府
職員に対して提供、提案、約束、
許可することが含まれます。不正
な支払いは、現金、贈答品、接待
という形で行われる場合があるこ
とも注意してください。

商業賄賂や違法なリベートは、要
求、提供、受領しないものとします。
また、そうした不正行為に見える
ような状況をも回避するよう注意
を払う必要があります。
「商業賄賂」
と見なされる状況としては、一般
的に、ハネウェルの従業員や代理
人が業務上の行為や判断に不適切 「政府職員」には、政府機関、国際
な影響力を行使する意図をもって
機関および政党の職員や、国有企
価値ある物品を提供、または提供
業の従業員だけでなく、政府が所
を申し出ることが含まれます。違
有または管理する企業や合弁事業
法な「リベート」には、社員がハ
パートナーの従業員も含まれます。
ネウェルを代表して、ある行動を
ハネウェルでは、政府職員に対す
実施あるいは差し控えるよう要求
る不正な支払いを禁じています。
する代わりに不当な個人的利益を
賄賂に加担すること、あるいはそ
得るすべての状況が該当します。
のように見える行為に加担するこ
ハネウェルは、直接あるいは第三
とは、自分自身およびハネウェル
者を介した場合のいずれにおいて
に刑事責任を負わせることになり
も、商業賄賂や違法なリベートを
ます。
許容しません。
政府職員に不正な支払いをするよ
また、商業賄賂や違法なリベート
うな第三者との契約は保持せず、
の回避に加え、政府職員に対する
第三者がそのような支払いを行っ
不正な支払いに関連するすべての
ていると疑われる取引には参入し
腐敗行為防止法を順守します。
「不
ないようにしてください。そうし
正な支払い」には、取引の獲得、
た行為は、当社の行動憲章と腐敗
維持、その他の業務上の利益を確
行為防止法に違反します。すべて
保するために行政機関の措置や決
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詳細を見る >

の第三者については、契約を保持
する前に適正評価を実施して、慎
重に審査する必要があります。

詳細は、腐敗行為防止方針を参照
してください。

詳細は、
本行動憲章の「贈答と接待」
のセクションを参照してください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

Q: ﾠトーマスは、ハネウェル製品を
再販する第三者の販売業者と
連携して業務をこなしていま
す。ハネウェル製品の販売に
関心を持つ会社がトーマスに
接触し、特定の販売地域でハ
ネウェル製品を独占的に再販
できる権利と引き換えに、トー
マスの娘が通う私学の授業料
を肩代わりすると提案しまし
た。トーマスはどう行動すべ
きでしょう。

A: ﾠトーマスはすぐにこの話し合い
をやめて、問題を法務部門に報
告する必要があります。ハネ
ウェルは、契約と交換に不正な
支払いを要求したり、受け取る
ことを許容しません。

Q: ﾠシャーリーンは、現地の政府
職員に賄賂を支払わなければ、
ハネウェルが大口契約を失う
可能性があると心配していま
す。シャーリーンはどう行動
すべきでしょう。
A: ﾠシャーリーンは賄賂を支払うべ
きではなく、また、ハネウェル
が契約を獲得するために賄賂の
支払いを黙認したと見なされか
ねない行為も避ける必要があり
ます。法律や当社のビジネス誠
実性という基準に違反するよう

39

な契約には価値がありません。
ハネウェルの評判や信用が長期
的に損なわれることで生じる損
害は、契約の獲得という短期的
な利益をはるかに上回ります。

Q: ﾠゲリーとキャロルは、ハネウェ
ルの調達部門で働いています。
キャロルは、ゲリーとハネウェ
ルの見込みサプライヤとの電話
での会話を耳にします。会話の
内容から、ゲリーがこのサプラ
イヤに大口案件を発注しようと
しているのがわかりましたが、
このサプライヤの提案によっ
てハネウェルに提供される全体
的な価値は、それほど高いもの
ではありません。それだけでな
く、ゲリーは契約の見返りに大
金を受け取ろうとしているよう
です。キャロルはどう行動すべ
きでしょう。
A: ﾠキャロルは、会話の内容をすぐ
に法務部門に報告する必要があ
ります。ゲリーがこのサプライ
ヤからリベートを受け取るこ
とは違法であり、サプライヤ
とハネウェルの関係者の双方
を深刻な事態に陥れる可能性
があります。

詳細を見る >

Q: ﾠジェロームは、ハネウェルが
新しい地域で石油ガス業界の
プロジェクトを受注するため
の 販 売 代 理 人 と し て、Sales
Rep Co を指名したいと考えま
した。Sales Rep Co のオーナー
とのミーティングで、ジェロー
ムはそのオーナーが重要な潜
在顧客である州所有の石油・
ガス会社の役員でもあること
を知り、これは、ハネウェルに
とってあらゆるレベルの顧客
に自由にアクセスできるよう
になる大きなチャンスだと考
えます。この場合、ジェロー
ムが考慮すべきことはあるで
しょうか。
A: ﾠジェロームは、その人物の公的
な職務が、Sales Rep Co. での
ハネウェルの販売代理業務と重
複することで生じる利益相反を
懸念する必要があります。ジェ
ロームは話を進める前に、この
問題を早急にインテグリティ &
コンプライアンス部門に報告す
る必要があります。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

Q: ﾠデイビッドは、政府機関である顧客のプロジェクトを受注しまし
た。この顧客の代表がデイビッドに指定の下請け業者を使用する
ように依頼し、連絡先を渡してきました。この下請け業者に面会
したところ、サービスの遂行に適切な技術と工数を抱えておらず、
また、そのオーナーは先に話した顧客の代表のいとこだというこ
とがわかりました。デイビッドはどう行動すべきでしょう。

A: ﾠ デイビッドは、これらの問題をインテグリティ & コンプライアン
ス部門に報告する必要があります。下請け業者が必要な技術や工
数を抱えていないことや、政府機関との潜在的な関係性は明らか
な危険信号であり、政府機関の担当者と下請け業者による非倫理
的かつ違法な行為を示唆しています。ハネウェルはハネウェルを
代表する第三者の行いに対する責任を問われることがあるため、
この下請け業者の採用を決定する前に、利益相反や腐敗行為のリ
スクを調査する必要があります。
Q: ﾠダニエルは、入国カウンターで入国を待っているときに、職員か
らビザの手続きには
「寄付」
が必要だと言われました。ダニエルは、
これがこの国では普通のことで、少額の現金を渡す入国者はビザ
の手続きが早く終わると友人から聞いたことを思い出しました。
ダニエルが職員に $5 を渡すと、職員は受け取ってパスポートに
スタンプを押しました。ダニエルはこの手数料の払い戻しをハネ
ウェルに申請したいと思っています。
A: ﾠファシリテーション ペイメント ( ビザの承認など行政機関の一般
的な承認業務を早めるために政府職員に支払われる金銭 ) は、従
業員の生命が危険にさらされていない限り、ハネウェルでは禁止
されています。また、こういった支払いはほとんどの国で違法で
あり、腐敗行為防止法に違反します。この事例では、ダニエルの
生命が危険にさらされていることを示唆するものはないため、ダ
ニエルは支払いをすべきではなく、ハネウェルに払戻しを請求す
ることはできません。こういった状況に面した場合、グローバル
セキュリティまたは法務部門に連絡してください。
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詳細を見る >

国際競争法の順守

公正な競争は健全な市場を創造し、
顧客に最良かつ最も革新的な製品
やサービスを最も低い価格で提供
することを可能にします。ハネウェ
ルが合法的かつ誠実性を持って他
社と競合するためには、事業を展
開する国に適用される競争法を順
守する必要があります。職務に適
用される競争法があればそれを把
握し、常にそれに従ってください。

競争法は複雑であることが多く、
通常、取引を制限する可能性のあ
る競合他社とは、いかなるトピッ
クについても討議することを禁じ
ています。こうしたトピックには、
価格協定や談合のほか、市場、販
売地域、顧客の分割や割当てが含
まれますが、これらに限定される
ものではありません。こうしたト
ピックについて競合他社と討議し
てはいけません。相手側から討議

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

を持ちかけられたら直ちに会話を
中止してください。そして、現地
の管理者に事態を報告するととも
に、法務部門に相談してください。
事業者団体の会議や社交行事のよ
うなイベントに参加する場合は、
競合他社との会話には十分注意を
払う必要があります。
また、競争法は、サプライヤ、販
売業者、あるいは顧客との間での
競争を制限する恐れのある公式、
非公式の協定を禁止しています。
このような協定には、抱合わせ販
売、再販価格の固定、特定の顧客
への販売拒否、特定のサプライヤ
からの購入拒否などがあります。
最後に、競争法では直接的、間接
的を問わず、また公式、非公式を
問わず、従業員の給与または報酬
を制限するための企業間での合意
は禁止されています。したがって、
人材の獲得において競合する他社
と、報酬に関する情報を共有する

ことのないよう注意を払う必要が
あります。同様に、他社と互いの
従業員を勧誘または雇用しないこ
とを協定することも禁止されてい
ます。情報共有または「引抜禁止」
協定が違法であるかどうか不明な
場合は、法務部門に相談してくだ
さい。
職務を通じて、顧客やその他公共
の情報源から、競合他社に関する
情報を入手する可能性があります
が、会社方針に従いその取り扱い
には十分注意を払ってください。
法令に違反することは、個人のみ
ならず会社をも深刻な事態に巻き
込む恐れがあります。
詳細は、反トラスト法順守方針を
参照してください。さらなる質問
がある場合は、行動を起こす前に
法務部門に相談してください。

アドバイス / 報告
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Q: ﾠア レ ハ ン ド ロ に は、 ハ ネ
ウェルの競合他社で働く仲
の良い友人がいます。ある
日の午後、2 人で昼食をとっ
ていると、友人は自分の会
社がハネウェルと直接競合
する製品の値上げを予定し
ていることを明かしました。
アレハンドロは、これにつ
いては何の反応も示しませ
んでしたが、この情報はハ
ネウェルにとって今後のビ
ジネス判断を下す上で大変
重要だと感じました。彼は
どう行動すべきでしょう。
A: ﾠ アレハンドロはすぐに会話
をやめて、この件の概要を
書面にして法務部門に提出
する必要があります。価格
決定のような非公式な情報
についての会話や行動に加
担することは、ハネウェル
と競合他社の間に違法な協
力関係があるような印象を
与える可能性があり、これ
は両社と関係個人を深刻な
事態に巻き込む恐れがあり
ます。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

正確な請求書作成手順の
順守

市場での優れた評判は、会社の重
要な資産です。ですからハネウェ
ルでは、顧客への販売価格や販売
された商品やサービスのコストを
正確にすべての請求書に反映させ
ています。社員が正確で完全な記
録を保持する責任を果たしてこそ、
このコミットメントが達成されま
す。タイムカード、経費報告書、
販売数、テストまたは品質の記録
など業務の過程で作成したあらゆ
る種類の記録を改ざんしてはなり
ません。また、ハネウェルの帳簿
や記録に誤解を招く記載や虚偽記
載を行ってはなりません。

顧客の機密情報の尊重

当社の顧客は、ハネウェルが製品
やサービスを提供できるように、
自らの機密情報をハネウェルと共
有しています。適用されるすべて
の法律に準拠した方法で顧客の機
密情報を使用、保存し、慎重に保
護することは当社の責任です。そ
して、情報の安全性の確保に必要
な手段を講じ、許可されたビジネ
ス上の目的にのみ使用しなければ
なりません。
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政府関係顧客との関係

一部の従業員の業務には、政府機
関 ( 政府が所有または管理する企
業を含む ) との契約が含まれます。
この場合、従業員は、適用される
会社の方針や、政府機関である顧
客とのやり取りを規制するために
定められた法律、規則、規制を把
握し、順守する義務を負っていま
す。そうした規則は、商業顧客と
の取引を規制する規則に比べ、よ
り厳しく、より複雑になっている
場合があるので注意が必要です。

政府関連の仕事を獲得するには、
常に誠実性と一貫性を持って業務
を遂行しなければなりません。具
体的には、次のような行動が必要
です。
• 調達に関する機密の情報の取得
や使用といった、ハネウェルに
不正な競争上の優位性を与える
ような行動を取らない
• 価格や入札を含み、当社が行う
すべての表明は正確かつ完全で
ある必要がある

• 政府顧客 ( または見込み顧客 )
との間で、賄賂やリベートの提
案、要求、約束、提供、受領は、
いかなる形であっても行わない

詳細を見る >

• 政府顧客との契約を発注したり、
実施するうえで便宜を図る代わ
りにサプライヤからの賄賂や贈
答品などを一切要求したり、受
け取ったりしない
• 適正に事業を展開しているコン
サルタント、販売代理店、その
他の専門サービスの下請け業者
のみを正当かつ適法な目的で使
用する
詳細は、本行動憲章の「商業賄賂
および政府職員への不正な支払い
の禁止」のセクションとビジネス
上の優遇方針 ( 米国政府職員 )、政
府渉外、および腐敗行為防止の各
方針を参照してください。

ハネウェルから政府顧客 ( 施設や
品質報告書、コストや価格データ
を含む ) に提供するすべての声明
や記録は正確である必要がありま
す。社員は正確に時間を記録し、
業務として実施するプロジェクト
にかける時間を明確に割り当てな
ければなりません。また、コスト
の誤請求が発生しないよう注意を
払う必要があります。すべての契
約条件を順守しなければならず、
政府所有の財産、機器、消耗品を、
適用される法律や契約に反する方
法で使用することはできません。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法

ハネウェルでの見込みのある就業
機会に関する、現役または元政府
職員との話し合いを規律するすべ
ての規則や規制を順守する必要も
あります。そしてお互いに利益相
反を回避する責任を負っています。
現役または元政府職員との雇用関
連の話し合いを連絡あるいは実施
する際は、特有の規則と手順が適
用されます。これらの規則によっ
て、元政府職員が当社のために遂
行する業務が制限される場合もあ
ります。

元政府職員の採用または雇用方針
を参照してください。

当社では、政府機関である顧客の
ために実施する業務に関連して取
得した極秘情報などの機密性の高
い情報を保護することも求められ
ています。政府顧客との契約条件
およびその他の適用される規制要
件に従い、当社は当該情報をそれ
を知るビジネス上のニーズを有す
る担当者、および政府の許可やそ
の他の承認を得た担当者のみに利

顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

43

詳細を見る >

用を許可します。極秘情報など機
密性の高い政府機関の情報は、政
府顧客との契約の条件に違反する
方法で共有、配布、開示してはな
りません。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方

One Honeywell
サプライヤへの接し方

当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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ハネウェルのサプラ
イヤは、共に顧客満
足を追求し続ける当
社のパートナーで
す。サプライヤが提
供する素材、物品、
サービスの品質は、
ハネウェル製品の品
質、 信 頼 性、 価 値、
および顧客への迅速
な納品に直結してい
ます。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

サプライヤとの長期的な
関係の追求

ハネウェルは、サプライヤと長期
的な関係を構築すべく尽力してお
り、サプライヤを選定する際には、
業務に関連する正当な基準にのみ
従います。当社は誠実性へのコミッ
トメントを表明する会社とのみ代
行契約またはサプライヤ契約を締
結します。さらに、当社は機密情
報の乱用、重要な事実の虚偽、そ
の他不正な取引慣行によりサプラ
イヤの弱みに付け込むような行為
は行いません。

• 厚遇が適用される法令に従い、
本行動憲章にも違反していない
実務上可能であれば、相手の厚遇
に対して返礼する必要があります。

詳細は、行動憲章の「贈答と接待」
および「政府関係顧客との関係」
セクションを参照してくだい。

ハネウェルでは、サプライヤに製
品やサービスの品質に基づく公正
な競争を奨励しています。しかし、
サプライヤや見込みサプライヤか
らの贈答品や優遇という形式での
影響を受けることはありません。
常識の範囲内におけるビジネスに
関連した時折の食事や接待は、次
の条件を満たす場合に限り許容さ
れます。
• サプライヤの担当者が同席して
いる
• 当該の厚遇がその性質の範囲を
超えたり、並外れていない
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サプライヤ資産の保護

ハネウェルでは、サプライヤの機
密情報を当社の機密情報と同等の
注意を払って取り扱います。サプ
ライヤから提供されたソフトウェ
アの複製を作成したり、ライセン
スによって許可を取得しない限り
当社内部で開発したソフトウェア
に組む込むこともしません。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方

One Honeywell
株主への接し方

当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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ハネウェルでは、当
社および社員を信
頼いただいている
株主の価値を創出
す べ く、 日 々 尽 力
し て い ま す。 こ の
目 標 を 達 成 し、 株
主にとっての価値
を創出するために、
ハネウェルは透明
性と一貫性を持っ
て事業を展開しな
ければなりません。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

正直かつ正確な帳簿と記録

当社の株主は、正確かつ完全な帳
簿と記録の保持を期待しています。
これらの文書は、当社のあらゆる
情報開示と提出書類の基盤となる
もので、株主や一般の方が当社の
経営と財務状態を正確に把握でき
るようにすることを目的としてい
ます。また、ハネウェルはこうし
た文書を、会社の業績の分析およ
び重要なビジネス上の判断を下す
ために活用しています。
当社は、公開される企業情報の完全
性、正確性、理解しやすさを確保す
る責務と法的義務を負っています。
これには該当する情報には次のよう
なものがありますが、これに限定さ
れるものではありません。

• 顧客およびサプライヤの記録

• 設計およびエンジニアリングの
記録
• 輸出入申告書および記録

• プロジェクトに関する会計記録

正直かつ正確な帳簿と記録は、当
社の信用を維持するうえで重要な
役割を果たします。ですから、い
かなる会社の文書にも虚偽の記述
や誤解を招く記載をすることは決
して許容されません。
当社の取引は、管理者の一般的ま
たは特別な許可に従ってのみ実行
されます。詳細は、権限の委任方
針および管理者の承認に関する別
紙を参照してください。

• 会計および財務記録
• 給与関連文書

• タイムカードおよび勤務時間
記録システム
• 旅費や支出の報告書

• 測定値、製品テストおよび性能
に関する記録
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Q: ディエゴは、政府機関から請
け負ったプロジェクトを担当
す る エ ン ジ ニ ア で す。 プ ロ
ジェクトのコストが厳重に管
理されているため、ディエゴ
は毎週、タイムシートについ
て上司の承認を受ける必要が
あります。今週はマネージャ
が 休 暇 で 不 在 で す。 タ イ ム
シートの記録に誤りはないた
め、 マ ネ ー ジ ャ の 代 わ り に
ディエゴ自身がタイムシート
を承認することはできるで
しょうか。

A: い い え。 自 分 自 身 の タ イ ム
シートを承認することは、職
務分掌に抵触するだけでなく、
適用される法律や契約規定を
確実に順守するための管理者
による統制が意味をなさなく
なります。したがって、ディ
エゴはたとえ内容が正しかっ
たとしても自分自身のタイム
シートを承認するべきではあ
りません。マネージャはその
職務を適正者に委任する必要
があります。IT システムの初
期設定では、職務分掌を考慮
に入れて、審査と承認のため
の適切な統制が実施されるよ
うにする必要があります。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

Q: バイヤーのレイは、経営幹部の
承認が必要な高額の注文書を処
理する必要があります。システ
ム上の処理時間を短縮するた
め、請求書を分割することはで
きるでしょうか。
A: いいえ。すべての取引は、事業
活動の性質を正確に反映し、
「管
理者の承認に関する別紙」に沿っ
て適切な権限に基づいて行われ
る必要があります。レイは、低
額取引として処理するために決
して注文書を分割してはなりま
せん。

Q: アカウント マネージャのソフィ
アとロンは、四半期の目標を達
成するのに苦労しています。新
しい注文がいくつかあります
が、顧客はまだ入荷を受ける準
備ができていません。ソフィア
とロンは顧客への請求書を発行
し、 顧 客 側 の 準 備 が 整 う ま で
出荷を保留することはできるで
しょうか。

Q: サンドラは、軍用機向けの新技
術開発を支援しています。ハネ
ウェルは、その新技術が必要な
技術基準を満たしていることを
顧客に証明する必要がありま
す。必要な基準を満たす前に、
サンドラは顧客に新技術を保証
することができるでしょうか。
A: いいえ。すべてのハネウェルの
表明は、表明時点において正確
でなければなりません。これに
は、特定の技術基準への準拠の
証明が含まれます。
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A: いいえ、この場合はできません。
売上の収益を計上した後も製品
を物理的に保持し続ける状態を
「請求済未出荷」といいます。
「請
求済未出荷」取引を行う正当事
由はありますが、この事例では、
ソフィアとロンは、収益を水増
しするために、出荷せずに顧客
に請求することを検討している
ため、この行為は不適切となり
ます。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

財務情報の開示と不正行為

財務や会計の責任者は、当社の財
務諸表が真実かつ公正であること
を保証する特別な義務を負ってい
ます。ハネウェルは米国に拠点を
置く株式公開企業ですから、米国
規制当局に対し、多様な財務報告
書およびその他の報告書を提出し
なければなりません。そうした文
書は正確かつタイムリーであるこ
とが重要であり、よってこれらに
関連する責任を有している社員は、
報告書を律する法規制の要件を順
守しなければなりません。また、
情報開示に関する統制と手順を含
む、ハネウェルの内部統制を把握
し、順守することも必要です。正
確、完全、タイムリーでない記録
や報告の作成に関与した場合には、
会社および関係者が法的責任を問
われる可能性があります。

監査および調査

社員は、外部的および内部的な監
査と調査に協力する責任を共有し
ています。これは、監査や調査担
当者に必要な情報を提供するとと
もに、調査の機密性を保持しなけ
ればならないということです。ま
た調査を妨害したり、不適切な影
響を与えることは許されません。
ハネウェルの内部調査や政府によ
る調査に対する全面的な協力、ま
たはそのような調査において証拠
や証言の提供への全面的な協力を
拒否したり怠ったりすることは、
解雇を含む懲戒処分の対象となる
場合があります。監査や調査担当

虚偽の財務報告に加担した人物は
懲戒処分の対象となり、民事およ
び刑事責任を負わなければならな
くなります。会計あるいは監査に
おいて不正行為の疑いがある場合
は、直ちに報告してください。ハ
ネウェルは、誠実な態度で会計あ
るいは財務に関する問題や不適切
な行為を報告した人物に対する報
復を許容しません。
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者がどのような情報の提示を求め
ているのかについて質問等がある
場合は、法務部門や監査部に相談
してください。政府による調査に
ついて連絡を受けた場合は、事前
に法務部門まで速やかに連絡して
ください。法務部門は、政府によ
る調査または訴訟問題に関連する
内部調査や監査を主導します。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

記録管理

ハネウェルのビジネス記録を保存
することは、私たち全員の責務で
す。ビジネス記録は、業務上の目
的に必要な期間、あるいは法律、
税務、規制、その他の基準によっ
て要求される場合にはそれ以上の
期間保存する必要があります。さ
らに、こうしたビジネス記録を適
切に破棄する時期や方法も把握し
ておかなければなりません。従業
員は、記録管理方針に定めるすべ
ての規則に従う必要があります。
記録管理方針には、各種記録の保
存期間に関する指針を定めた記録
保持計画が含まれています。ハネ
ウェルでは、ビジネス記録を定期
的に確認し、記録管理方針に従っ
て古い文書を処分することを従業
員に奨励しています。当社の方針
に従って文書を処分することで記
録の保管費用を削減できますが、
何より重要なことは、文書破棄規
則に則って処分することです。

対象となるものであっても、法務
部門が維持するよう指示すること
があります。法務部門からの指示
があれば、それに従ってください。

世界中のハネウェルのオフィスで、
時間的制約のある重要な法律およ
び事業関連の郵便またはその他の
通信物を受け取る可能性がありま
す。ハネウェルの全従業員は、そ

自分が管理する文書が訴訟や政府
機関の調査に関連する可能性があ
ることを認識している場合には、
文書の改ざん、隠蔽、破棄を行わ
ないでください。場合により、特
定の文書については、ハネウェル
の記録管理方針に基づいて破棄の
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の通信方法を問わず、すべての文
書を適時、開封、確認、および処
理する措置を講じねばなりません。
ハネウェルに関連する実際の法的
手続きや調査またはその可能性を
察知した場合は、当該の第三者に
連絡する前に直ちに法務部門の担
当者に通知する必要があります。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

ヒント : 会社の郵便、電子メール、
またはその他の通信手段を通じて
何らかの法的通知を受け取った場
合は、直ちに法務部門またはマネー
ジャに報告して速やかにエスカ
レーションする必要があります。

メディアやアナリストから
の要請と社外講演

当社では、メディア、財務アナリ
ストおよび一般社会に明確かつ正
確な情報を提供するよう努めてい
ます。これによって外部のステー
クホルダーと誠実な関係を維持す
ることができ、ひいては当社の評
判を高めることにつながります。
極めて重要な情報の正確性を維持
するため、限られた担当者のみが
ハネウェルの代表としてメディア
や金融アナリストとコミュニケー
ションを図っています。ですから、
メディアから情報の要請を受けた
ら、 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー
ションに連絡してください。財務
アナリストや投資関係者から情報
提供の要請を受けた場合には、自
分で回答するのではなく、IR 部門
に転送してください。要請には IR
部門で対処します。
ハネウェルの製品、システム、運
用方法、研究、または自身の業務
を業界カンファレンスなどのイベ
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ントで発表することを希望するハ
ネウェルの従業員は、事前に直属
の管理者および法務部門の承認を
得なければなりません。プレゼン
テーションは、(i) 現在の当社のブ
ランド基準と一致し、(ii) 当社の IR
部門の発表と一致し、(iii) 当社の戦
略と一致している必要があり、(iv)
機密情報や専有情報を伝えてはな
りません。サイバーセキュリティ
ま た は 環 境、 社 会、 ガ バ ナ ン ス

詳細を見る >

(ESG) の問題に関連するプレゼン
テーションの場合は、追加の承認
が必要です。
詳細は、社外広報方針を参照して
ください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法

One Honeywell
地域社会および
環境への接し方

顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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企業としてハネウェ
ルが成長するために
は、当社の成長維持
を支える地域社会に
プラスの影響を与え
るよう努めなければ
なりません。ハネウェ
ルは当社を取り巻く
地域社会のみならず、
地球とそこに住む
人々をも尊重し、保
護するよう尽力する
必要があります。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

職場環境の保護

当社は、事業を行う地域社会の安
全衛生と環境および社会の問題に
取り組んでおり、この取り組みの
一環として、以下を行っています。

• 危険とそれに関連するリスク
( 従業員と下請け業者に関わるも
の )、排出物、廃棄物、エネルギー
や水などのリソースの非効率な
使用を特定、管理し、削減する
ために努力します。

• 燃料および水の効率的な使用、
安全および保安の向上、有害汚
染物質の排出削減によって、持
続可能性に関する実績を拡大す
る機会を積極的に推進し、開発
します。

• 現地の法律が当社独自の基準ほ
ど厳格でない場合には、自社の
厳格な基準を順守します。

• 病気、けが、公害を防止するた
めの取り組みを通じて、事業に
よる環境への影響を最小限に抑
えます。

• ハネウェルが事業を行うすべて
の場所において、健康、安全、
環境および法律のすべての要件
の順守を確約します。

• 健康、安全、環境へのハネウェ
ルの取り組みは、製品の設計、
プロセスおよびサービス、製品
のライフサイクル管理に必須の
側面です。

• ハネウェルの管理システムには、
通常の状況でも緊急の状況でも、
人の健康と環境の両方を保護す
る国際基準が適用されています。
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• ステークホルダーに隠し立てを
せず、一般の人々の安全を守る
法律、規制、慣行を推進するた
めに地域社会の中で取り組んで
います。

• 当社の上層部と個々の従業員は、
健康、安全、環境の側面に従事
しており、当社の取り組みを実
現するうえで各自の役割につい
て説明責任を負っています。
• ハネウェルは、進捗を定期的に
測定、確認し、継続的な改善に
努めます。

職場の安全衛生や環境について懸
念がある場合には、上司、または
安全衛生と環境 / プロダクト ス
チュワードシップ / 持続可能性
部門の担当者に問い合わせるか、
HSE Web サイトにアクセスしてく
ださい。

詳細を見る >

人権の尊重

ハネウェルでは、グローバル オペ
レーションとサプライ チェーンに
おける人権と職場の権利のサポー
トにコミットしています。従業員
は公正さ、尊厳、敬意を持って扱
われるべきであり、ハネウェルは
すべての従業員が職場で発言でき
るように努めています。このコミッ
トメントは、国連のビジネスと人
権に関する指導原則、国連グロー
バル コンパクトの 10 原則、労働に
おける基本的原則及び権利に関す
る ILO 宣言など、独立機関が提案
した人権に関する国際的な原則と、
当社が事業を行っている法域のす
べての適用法に基づいています。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

当社の行動憲章と人権に関する方
針では、その他のハネウェルの方
針とともに、一体性と多様性、職
場における配慮、結社の自由、安
全かつ健全な職場、職場のセキュ
リティ、労働時間と賃金、強制労
働と人身売買、児童労働など、人
権および職場の問題に広範に対応
する慣行および基準が確立されて
います。ハネウェルでは、多様な
バックグラウンドや経験、アイデ
アから生まれる多様性を価値ある
ものとして尊重しています。同時
に、ハネウェルの同僚、顧客、ビ
ジネス パートナーが互いに尊重し
あうような、多様性に富んだ包括
的な職場環境を提供しています。
詳細は、
「相互の尊重と積極的な職
場環境の推進」セクションを参照
してください。
ハネウェルは児童の就労や雇用を
許容しません。たとえ現地の法律
で認められている場合でも、当社
が 16 歳以下の未成年を雇用する
ことはありません。また、現地の
法律が当社方針より厳しい場合は、
そちらを順守します。また、当社
の企業活動においては決して強制
労働、年季契約労働、非自発的労
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働を実施せず、児童の搾取、体罰、
虐待を容認しません。地域社会と
環境に対するコミットメントの一
環として、ハネウェルは、人身売
買やその他の強制労働を一切容認
していません。そうした行為に加
担する第三者 ( そのような代理店
やサプライヤなど ) とビジネスを
行うことはありません。ハネウェ
ルはサプライヤ行動憲章を作成し、
その中でサプライヤに対し、尊厳
と尊重の念を持って従業員に接す
ることを明確に求めています。
詳細は、ハネウェルの人権に関す
る方針を参照してください。

政治活動および慈善活動

政治的活動は地域社会を改善する
多くの手段を有しています。信仰お
よび良心の自由は基本的権利であ
り、誰もが検閲を恐れることなく、
口頭や書面、グラフィックとして自
分の意見を自由に交換できます。た
だし、このような活動に参加する際
には、自らの費用負担で勤務時間外
に行うとともに、このような活動が
本行動憲章に反しないことを確認
する必要があります。

詳細を見る >

個人的な政治活動にハネウェルの
資産を使用してはいけません。ま
た、政府渉外部門が許可しない限
り、ハネウェルの代表者として政
治活動を行うべきではありません。
同僚、特に部下に当たる社員に自
分の信じる大儀や政党を支持する
よう強制することも禁じられてい
ます。
一国民として、ハネウェルの社員
には、自らが指示する候補者に個
人的な貢献をする自由があります。
米国国民あるいは米国永住者であ
る社員は、特定の法的要件を満た
せばハネウェル国際政治活動委員
会 (HIPAC) に参加する資格があり
ます。HIPAC への参加資格を確認
するには、対政府関係部門または
所属する事業部門の顧問に問い合
わせてください。

ロビー活動は厳しく規制されてい
ます。そのため、政府渉外部門の
許可なくハネウェルを代表して、
法律、規制、政策、その他の行政
措置に影響を及ぼす目的で政府職
員に接触することは認められませ
ん。詳細は、政府渉外方針を参照
してください。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告

ハネウェルは、企業活動のあらゆ
る段階で社会的責任を果たすこと
に 努 め て い ま す。 当 社 を 取 り 巻
くコミュニティにおける慈善活
動 を サ ポ ー ト し て い ま す。 ハ ネ
ウェルは、経営管理者、法務部門、
Honeywell Hometown Solutions
によって慈善団体と慈善活動の両
方が承認された場合に限り、この
ような慈善活動に関与することが
できます。
未承認の慈善団体やその他の資金
調達者のために、募金活動を目的
としてハネウェルのネットワーク
から電子メールを送信することは
できません。また個人的な慈善活
動に、ハネウェルの資産 ( 勤務時
間を含む ) を使うことも禁じられ
ています。

国際貿易管理規制の順守

ハネウェルは適用されるすべての
貿易法を順守するよう取り組んで
います。これには、当社が事業を
行う国々の輸出入の規制や貿易制
裁の関連法令が含まれます。

輸出管理法は、物品、サービスお
よび技術を国と国の間で移転する
場合に適用されます。国境を越え
てさまざまな形で交換される技術
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または技術情報がその適用対象と
なります。これには、輸出管理対
象の技術データや技術に関するや
り取りが保存されている可能性の
ある、各種サーバーへの電子メー
ル送信やアクセスが含まれます。
米国の輸出管理法令においては、
輸出管理対象技術データを米国内
の外国人とやり取りしたり、共有
したりすること ( 電子的方法、口
頭による、あるいは視覚的に ) も
規制の対象となります。

詳細を見る >

輸入に関する法規制は輸入品を統
制するもので、これによって、輸入
国には必要とされる公正な関税や
税金を支払った適格な品物のみが
入ってきます。特に、すべての輸
入品の品目 / 分類、商業的価値お
よび原産国に関する情報の正確性
を確保することが求められます。

ハネウェルの
基本原則

当社の行動憲章
従業員どうしの接し方
当社の最大の利益の
ために行動する方法
顧客への接し方

サプライヤへの接し方

貿易制裁関連法令は、特定の国 /
法域、団体、業界、個人、および
航空機や船舶と関わる取引を制限
または禁止するさまざまな政治的
措置や経済的措置を統制するもの
です。制裁には多様な種類があり、
各取引に応じて適用されます。た
とえば、特定の国 / 法域に対する
包括的な制裁、団体、業界、個人、
および航空機や船舶に対する範囲
を限定した禁止事項、取引に関す
る財務または活動に対する部分的
な制限がありますが、これらに限
定されるものではありません。ハ
ネウェルが第三者と関係を持つ場
合には常に貿易制裁について考慮
する必要があります。

ハネウェルの活動は世界中に広
がっており、物品の輸入や、輸出
管理対象の品目、技術およびサー
ビスを取り扱う従業員は、適用さ
れる規制を把握し、順守する義務
を負っています。これには、特定
の事業や施設に適用される可能性
のある輸出入関連法、貿易制裁、
技術管理計画、輸出許可証明書の
条件や但書きのほか、ハネウェル
の輸出コンプライアンス、輸入コ
ンプライアンスと制裁コンプライ
アンスの各方針が含まれます。

詳細は、輸出コンプライアンス、
輸入コンプライアンス、制裁コン
プライアンスの各方針を参照して
ください。

株主への接し方
地域社会および環境への
接し方

アドバイス / 報告
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行動憲章の適用免除

極めて限定的な状況において妥当
な 場 合、 ハ ネ ウ ェ ル は 本 行 動 憲
章の条件を放棄する場合がありま
す。本行動憲章に準拠しない行動
に関する承認は事前に得る必要が
あり、ハネウェルの最高経営責任
者 (CEO)、シニア バイス プレジデ
ントもしくは担当弁護士による許
可のみが有効です。ハネウェルの
取締役または執行役に対するあら
ゆる適用免除は、取締役会の事前
承認を必要とし、法令で要求され
る場合には速やかに開示されます。
適用免除が認められた場合には、
取締役は会社と株主を守るための
適切な管理策が実施されているこ
とを保証するものとします。
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