
Hexion Inc. は、誠実であるとの評価を重要視
しています。当社は、業務において最高度の倫
理基準を維持し、該当するすべての法律および
規定を遵守するよう全社一丸となって取り組み
ます。当社は、業績だけではなく、その達成過
程によっても判断されます。当社は、倫理に則っ
て事業運営する誠実な組織が、価値を高め、長
期的な成功のベストチャンスを得られるものと
信じます。 

本行動規範 (以下「本規範」) は Hexion Inc. と
取引するすべてのサプライヤおよびその他のサ
ードパーティ、および/または世界中に拠点をも
つ系列会社 (以下「Hexion」) に適用されます。
「サプライヤ」とは、(i) 何らかの商品またはサ
ービスを Hexion に販売する、または販売しよ
うとする、あるいは (ii) サービスを提供する、ま
たは Hexion を代表する、あらゆる企業、会社、
組織、実体、あるいは個人を指します。サプライ
ヤは、本規範の目的上、サードパーティの見なさ
れる場合があり、これ以降、そのように呼びま
す。その他のサードパーティには、Hexion の代
理店、(営業) 担当者、ディストリビュータ、また
は小売店として事業活動するものが含まれます
が、これらに限定されません。

すべてのサードパーティは、Hexion に対し、また
これを代理する取引のあらゆる面において、本
規範に準拠するものとします。そのため、Hexion 
は適用され得る法律との整合性を促進し、ビジ
ネス取引における倫理と誠実さを重視する文化
を育てる有効的な制度と管理体制の実践をサー
ドパーティに求めます。また、Hexion は、本規
範への何らかの違反の疑いがあった場合には、
下に掲載する連絡先に報告することを求めま
す。Hexion は、サードパーティによる本規範の
遵守を評価･監視し、万一不履行があった場合
には適切な措置を講じる権利を留保します。

サプライヤおよびその
他のサードパーティの
行動規範



倫理および法令の遵守
Hexion は、そのサードパーティに最高度の倫理基準に則り業務を遂行することを求め、またサー
ドパーティの全従業員には倫理規定ならびに行為の結果に注意することを求めます。

業務上の誠実さ
汚職、強要行為、および横領は、その形態を
問わず、固く禁じられています。サードパーテ
ィは、秘密または占有の情報の乱用、重要な
事実の不実表明、あるいは他の不正または不
誠実な行為によって Hexion から不正な利益
を求めてはなりません。

公正競争
サードパーティは、Hexion と関わる一切の取
引で、如何なる機密情報の不正使用、価格協
定、談合あるいは共謀行為にも関与してはな
りません。サードパーティは、公正競争および
反トラストに関わるすべての適用され得る法
律を理解し、これらを遵守することが求めら
れています。

贈答/接待
サードパーティは、Hexion から優遇を受け
る目的で、Hexion の従業員あるいは従業員
の家族に対して、贈答品、リベート、賄賂、支
払、謝礼、サービス、割引またはその他の特
権を一切提供してはなりません。業務上の食
事および接待は状況に応じて道理に適ってお
り、実質的あるいは明確な義務感を負わせる
ことのない価値の範囲の粗品または記念品
は許されますが、ただし、現地の法律に適っ
ており、政府公務員が関わらない場合に限ら
れます。 

利害の対立
サードパーティは、Hexion との実質的、潜
在的、または明確な利害の対立を生じさせ
る、金銭的またはその他の如何なる関係
も、Hexion の従業員との間で結んではなりま
せん。Hexion の従業員は、Hexion の適切な
指導者による同意がない限り、サードパーティ
の役員、重役、従業員、仲介者、あるいはコン
サルタントとして就労することはできません。
サードパーティにより発見された対立はすべ
て開示され、是正されなければなりません。

賄賂の禁止
サードパーティは、Hexion と関わる一切の取
引で、どの政府公務員に対しても金銭、賄賂、
接待あるいはリベートを含む何らかの価値あ
る物品やサービスを提供してはなりません。サ
ードパーティは、米国海外不正行為防止法お
よび英国贈収賄法の要求事項に関する従業
員の研修を含め、彼らの従業員が収賄に関与
しないための十分な対策を講じることが求め
られます。 

内部の腐敗、汚職の防止
Hexion の従業員は、贈答品、支払、その他の
現金など何らかの価値ある物品やサービスを
サードパーティに要求することが禁じられて
います。サードパーティは、本方針への違反が
あれば Hexion に報告することが求められま
す。(報告手続きについては、次ページ参照。)  

正確な記録
サードパーティは、Hexion が関わるすべての
取引について正確かつ十分な記録を維持し、
要求があれば、そのような記録へのアクセス
を Hexion に提供しなければなりません。

人権および労働
Hexion は従業員の多様性を重んじ、そのサ
ードパーティに対しても、相互尊重のある職
場を促進し、人種、肌の色、宗教、性別、性的
志向、出身国、年齢、障害、退役軍人かどう
かに関わらず企業のあらゆる層に最も優秀な
従業員を雇用し維持することに努める方針を
堅持することによって同様に行動することを
求めます。

労働
サードパーティは、強制労働、債務または奴
隷労働、あるいは非自主的囚人労働に関与し
てはなりません。すべての労働は自主的なも
のとします。従業員に対する性的嫌がらせ、性
的虐待、精神的･身体的強要または暴言による
虐待などの非人道的な扱い、あるいはそのよ
うな扱いにより脅威を与えるような行為を含
め、如何なる非人道的な扱いや嫌がらせもあ
ってはなりません。児童労働は禁じられてい
ます。サードパーティに就労する者は、該当す
る法律および規定により定められた最低年齢
制限に適合していなければなりません。労働
時間は、該当する法律および規定により定め
られた最大時間を超えてはなりません。

紛争鉱石
サードパーティは、該当する紛争鉱物規則を
遵守するものとし、彼らの活動および/または
彼らのサプライヤの活動が、コンゴ民主共和
国あるいは周辺諸国の人権侵害の加害者に利
することがないことを合理的に保証する方針
および制度を有するものとします。  

 



環境･安全･衛生
Hexion は、サードパーティがあらゆる環境関
連の法律および規制を遵守することを求め
ます。また、Hexion は、サードパーティが安
全で安心できすべての該当する健康･安全基
準に適合する職場環境を提供することを求
めます。

知的財産および情報保護
サードパーティは、Hexion の知的財産および
機密情報を乱用または誤用してはなりませ
ん。サードパーティは、Hexion から許可を得
た場合にのみ、そして許可された限定的目的
のためにのみ、かかる財産および情報を使用
することができます。Hexion の知的財産ま
たは機密情報を保有しているサードパーティ
は、かかる財産および情報を不正開示または
乱用から守るための適切な措置を取らなけれ
ばなりません。

貿易規制および通関業者コンプラ
イアンス
サードパーティは、Hexion の製品の輸出入
および移送に関わるあらゆる適用され得る
貿易規制法ならびに規制を遵守するものとし
ます。

懸念事項の報告方法  
該当する地域の法律および規制に従うサード
パーティは、Hexion に関わる、あるいは影響
を及ぼす遵守問題あるいは誠実性に関わる懸
念事項があれば速やかに Hexion に通知する
ことが求められます。この報告義務は、そのよ
うな懸念事項がサードパーティに関わるかど
うかを問わず課せられるものとします。懸念
事項の報告に加えて、サードパーティは問題の
調査にあたり Hexion に協力し、サポートする
ことが求められます。懸念事項を報告する方
法は、以下に挙げるどれでも構いません。地
域の法律により禁じられている場合を除き、
匿名による報告も可能です。 

1. Hexion の調達グループ内の主たる連絡先
に接触する。 

2. 米国内の Hexion に電話 
(+1.614.225.4000) で連絡し、法務部、内
部監査部、または商取引コンプライアンス
グループの担当者に取り次ぐようオペレー
ターに依頼する。オペレーターには、月曜
日から金曜日の午前 8 時～午後 5 時 (東
部標準時間) まで直通でつながります。

3. Hexion Ethics Line (倫理ライン) に連絡
する。Hexion Ethics Line は、Hexion が
営業する国々すべてで利用可能な多言語
リソースです。年中無休で報告を受理しま
す。Hexion Ethics Line は、中立のサードパ
ーティ プロバイダーによって運営されてお
り、発信者番号を使用しません。懸念事項
を報告する場合の米国内フリーダイヤル
は、+1.877.482.6908 です。米国、カナダ、
プエルトリコ、その他の米国領外から電話
をかける場合、最初に発信国の AT&T ダイ
レクト コードをダイヤルする必要がありま
す。AT&T ダイレクト コード表は、 
www.business.att.com/bt/access.jsp に
掲載されています。居住国の国コードや
市外局番をダイヤルする必要はありませ
ん。AT&T ダイレクト コードをダイヤルし
たら、応答を待ってから +1.877.482.6908 
をダイヤルすると、Hexion Ethics Line に
つながります。 

4. 懸念事項をオンラインで  
www.hexion.alertline.com に送信する。



各国のグローバルカスタマーサービスネットワーク窓口: 

米国、カナダ、および南米  
+1 888 443 9466 / +1 614 986 2497  
メール: 4information@hexion.com 

ヨーロッパ、中東、アフリカおよびインド  
+800 836 43581 / +40 212 534 754  
メール: 4information.eu@hexion.com 

中国およびその他のアジア太平洋諸国  
+800 820 0202 / +60 3 9206 1551  
+60 3 9206 1543  
メール: 4information.ap@hexion.com 

お問い合わせの際は、資料コードHXN-193と申しつけください。
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Columbus, OH 43215-3799 U.S.A. 
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