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前文
私たちは「Technology for Life (生命を守るテクノロジー)」にコミットしています。このコミット
メントは、社員とビジネスパートナー全員が、誠実性に関して可能な限り高い基準を遵守する
ことではじめて信頼できるものとなります。道徳的、社会的、経済的、エコロジー的原則は当
社の原則の前提条件です。これらの目標はドレーゲル社員だけでなく、全ての事業提携者と
サプライチェーンにわたって適用されます。 
ドレーゲル社の事業提携者向け行動規範（今後「行動規範」とする）は全ての協力の基本を示
しています。これは、基本的な慣習の原則と責任あるコーポレートガバナンスに関する国際的
に認められた基準に基づいています（「参考資料」の下のリストを参照）。

申請と目的
ドレーゲル社と当社の事業提携者の協力は、信用、お互いへの敬意と透明性の文化に基づ
いています。私たちは当社の事業提携者に、経済的価値への貢献に加えて、この行動規範の
完全な順守を期待します。以下に説明された価値観は、当社の事業提携者との親密かつ長期
のパートナーシップのための基本です。

この行動規範の目的の為に、「事業提携者」という用語には、全てのドレーゲル社のため/代
理/と共に行動する第三者機関が含まれます。これにはサプライヤー、コンサルタント、サービ
スプロバイダー、販売パートナー、代理店、営業担当者、下請け業者、および当社が協力する
その他のパートナーが含まれます。 

一般的な免責事項
この行動規範は、どの既存の契約の利用規約に追加される形で適用されます。対立が発生し
た場合は、より厳しい規則が適用されます。
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2.人権と労働慣行 （「参考文献」の下のリストをご覧ください。）

2.1 人権  当社の事業提携者は、全ての社員と契約者に関係する基本的な人権保
護を尊重し、サポートするものとし、どのような人権侵害の発生、貢献または関連し
てしまうことを避けるために最善を尽くすべきものとします。

2.2 児童青少年労働  当社の事業提携者は、ILO Conventionsと適用される法律に
よって定義されたどのような形式の児童青少年労働の使用またはサポートを拒否
するべきです。

2.3 強制労働  当社の事業提携者は、どのような形式の強制労働の活用、関連、利
益の容認または取得をすることを禁止されています。 

2.4 公正な労働条件当社の事業提携者は、支払いや労働時間、通常雇用を含む公
正な労働条件を確認するため、適用される法律と業界基準の準拠を確認します。

2.5 公正な労働条件。当社の事業提携者は、社員を公平に尊重し、人種、宗教、性
別、国籍、性的指向、年齢、肉体または精神障害、政治的所属、組合、その他の個人
的な特徴に基づく差別を禁止します。

2.6 労働上の安全と衛生当社の事業提携者は、職場における安全と衛生の保持の
義務があります。安全と衛生上に悪影響を及ぼす可能性を最小化するためのルー
ルと手順は、社員に対し導入され、伝達されるべきです。全ての適用される関連す
る労働の安全と衛生の規定は遵守される必要があります。

2.7 結社の自由当社の事業提携者は、有効な法律および業界標準に従って、結社
の自由および団体交渉の権利を認めています。

1.法律および規制の遵守

全ての事業提携者は、運営を行っている国内の全ての適用される法律と規制に準
拠します。いくつかの国では、この行動規範で設定されているものよりもより厳しい
法律と規制がある可能性もあります。この場合、事業提携者は地域のより厳しい法
律と規制に従います。全ての事業提携者は、運営を行っている国内の全ての適用さ
れる法律と規制に準拠します。いくつかの国では、この行動規範で設定されている
ものよりもより厳しい法律と規制がある可能性もあります。この場合、事業提携者
は地域のより厳しい法律と規制に従います。
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3.公平な競争

オープンさと透明性は、ビジネス関係の信頼性の鍵です。したがって、ドレーゲル社
と事業提携者、公正で責任ある市場参加者として行動し、特に以下の規則を遵守
するものとします。

3.1 腐敗防止当社の事業提携者は、腐敗した行為を容認したり、どのような形式で
の腐敗を引き起こす行動またはその他の業務上の決定における違法な影響を容
認しないものとします。 

これはどの公務員、業務提携者または第三者機関からのどのような形式の不適切
な利益の直接（または非直接）提供、付与、要求、受け入れ、受け取りを禁止してい
ます。ビジネスパートナーは、すべてのビジネス契約の腐敗を防止および検出する
ために、合理的な勤勉を保つことが期待されています。

贈答品、招待、もてなし、募金、スポンサー、補助金といったものには特別な注意が
要求されます。これらは適用される法律に準拠し、妥当性に関わらず、どのような
不適切な影響も業務に与えないようにするものとします。 

腐敗の防止は、「促進料」と呼ばれるようなものみも適用されます。（例：政府の日
常的な作業の遂行を迅速化または確保するための公務員への不適切な支払い） 

3.2 利益相反当社の事業提携者はは全ての、もはや可能性レベルでも、腐敗のリ
スクに繋がる利益相反を避けるものとします。事業提携者事業提携者が直接また
は非直接にドレーゲル社員と関係しているような場合、実際または可能性のある
相反の書類化された完全な公開をドレーゲル社に対して行うものとします。

3.3 競争法と独占禁止法当社の事業提携者は全ての関連する公正な競争のルー
ルと法律を遵守します。

事業提携者はそのため、価格固定、市場や顧客の共有、入札談合などの違法で反
競争的な行動に参加してはなりません。支配的な市場での地位を乱用したり、ボイ
コットを要求したりすることも禁じられています。 

守するべきものとします。  さらに、事業提携者は環境に及ぼす活動や製品の影響
を減らすよう、組織的に協力するものとします。ドレーゲル社は事業提携者に、ISO 
14001またはそれに同等の認証を維持するよう奨励します。

5.貿易法の順守

当社の事業提携者は、すべての製品、部品、コンポーネント、技術データ、および技
術の輸出入に適用されるすべての法律および規制を確実に遵守するものとしま
す。事業提携者は、真実かつ正確な情報（分類など）を提供し、必要に応じて輸出
許可および/または同意を取得するものとします。

6.マネーロンダリングとテロ資金供与

当社の事業提携者は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関して適
用される法律および規制を遵守するものとします。彼らは、法律で義務付けられて
いる範囲で完全性を確認した人物とのみ取引を行います。

7.鉱物および紛争鉱物の責任ある調達

当社の事業提携者、特にサプライヤーは、ドレーゲル社に提供された製品が、関連
する物質管理規制の範囲下に基づく要件に準拠していることを確認するものとし
ます。

当社のサプライヤーは、「Dräger申告可能物質リスト」に記載されている懸念物質が含ま
れていることを申告するものとしますサプライチェーン全体で潜在的な紛争鉱物（ス
ズ、タンタル、金、タングステン）の発生源を特定し、その起源に関する情報をドレー
ゲルに提供するために、サプライヤーが合理的な措置を講じることを期待していま
す。

サプライヤーは、ドレーゲルに提供する製品に含まれるタンタル、スズ、タングステ
ン、および金が、深刻な人権侵害の加害者である武装グループに直接的または間
接的に資金を提供したり、利益をもたらしたりしないことを合理的に保証するもの
とします。サプライヤーは、これらの鉱物の供給源と管理過程について勤勉に活動
し、これらの結果をドレーゲルが利用できるようにするものとします。 
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4. 天然資源の責任のある使用（「参考文献」の下のリストをご覧ください。） 

環境保護は当社の事業提携者にとって、活動の全ての重要な側面において優先
事項とします。最低でも、事業提供者は全ての適用される環境法、規制と基準を順



9.詐欺と欺瞞

どのような形でも、詐欺行為、他人を騙す行為、虚偽の請求、または誰かにこのよう
な活動を許可することで利益を得ることは禁止されています。これには、盗難、横
領、またはあらゆる種類の財産の不正流用も含まれます。 

10.データ保護と情報セキュリティー

当社の事業提携者は、ITインフラストラクチャ、プラントテクノロジー、使用されるデ
ータ処理システム（内部または外部）、およびその他の情報資産のセキュリティを保
証するものとします。それらは、データの観点から、運用の損失、損傷、または中断
からドレーゲル社を保護するものとします。これには、個人データ、技術データまた
は商業データ、文書または知識、およびサンプルが含まれますが、これらに限定さ
れません。この目的のために、事業提携者はデータのセキュリティを維持し、使用さ
れるシステムの機密性、整合性、可用性、および回復力に関して適切なレベルの保
護を確保するための適切な措置を講じる必要があります。

事業提携者は、関係者のデータプライバシー権の保護を保証するものとします。従
業員が機密保持契約を締結し、関連するデータ保護規則に精通していることを確
認する必要があります。

当社の事業提携者は、内部、技術、および組織のプロセスを定期的にチェックし
て、該当するデータ保護および情報セキュリティ法の要件に従って、責任の下で
データ処理が実行されていることを確認するものとします。
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8.財務の完全性

当社の事業提携者は適用法および標準的な会計慣行に従い、誠実に会計および
財務報告を行うものとします。

11.知的財産の保護

当社の事業提携者は、開示、特許、著作権、および商標に対する保護を含む知的財
産権に関連している法律に準拠して行動するものとします。



13.サプライチェーンコンプライアンス

当社の事業提携者は、自身の事業提携者がドレーゲル社の事業提携者向けの行
動規範または、適用される場合には、自身の同等の行動規範に準拠していること
を確認する出来る限りの努力をするものとします。

17.連絡先

この行動規範または手順上の基本的な質問がある場合、事業提携者は自身のド
レーゲル社の連絡者に連絡するべきものとします。例：関連の販売または調達部門14.文書化と監視

当社の事業提携者は行動規範の遵守を証明する適用される記録を保持し、ドレー
ゲル社が適切と見なした手段を使用してそのようなコンプライアンスを検証できる
ことに同意します。このような基準には、ドレーゲル社の任命者によって行われる
発表された事業提携者の試験も含みます。 

事業提携者は、行動規範の遵守に関して発生する可能性のある質問に対し、要求
に応じて直ちに書面で回答するものとします。

15.コンプライアンス違反の法的影響

事業提携者との提携は、行動規範の要件への準拠が不可欠です。ドレーゲル社は、
事業提携者がこれらの要件に準拠していない場合、適切な法的措置を取る権利を
留保します。

参考文献：

1. 市民的および政治的権利に関する国際規約（ICCPR） 

2.  経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約
（ICESCR）

3.  子どもの権利とビジネス原則（CRBP）

4.   国際労働機関（ILO）、以下にリストされているすべての
文書： 

5.   ILO条約79（C79若者の夜間労働（非産業的職業）条
約、1946年）

6.  ILO条約87（C87-結社の自由、1948年） 

7.   ILO条約98（C98-団結権および団体交渉条約、1949年）

8.   ILO条約100（C100-同一報酬条約、1951年） 

9.  ILO条約138（C138最低年齢条約、1973年）

10.   ILO条約182（C182最悪の形態の児童労働条約、 
1999年）

11.   2014年6月11日付議定書を含むILO条約29（C29強制労
働条約、1930年）

12.   ILO条約105（C105最悪の形態の児童労働条約、 
1957年）

13.   ILO条約111（C111差別（雇用および職業）条約、 
1958年）

14.   ILO条約159（C159職業リハビリテーションおよび雇用 
（障害者）条約、1983年）

15.   ILO条約155（C155労働安全衛生条約、1981年）

16.   ILO勧告164（R164労働安全衛生勧告、1981年）

17.   紛争の影響を受けた地域およびリスクの高い地域から
の鉱物の責任あるサプライチェーンに対するOECDのデ
ューデリジェンスガイダンス

18.  水俣条約（2013）

19.  残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（2001）

20.  ISO 26000：2010社会的責任に関するガイダンス

21.  OHSAS 18001

22.  多国籍企業のためのOECDガイドライン

23.  欧州議会および理事会の規則（EU）2017 / 821- 2017年
5月17日-紛争の影響を受けたスズ、タンタル、タングス
テン、それらの鉱石、および金の連合輸入業者に対する
サプライチェーンのデューデリジェンス義務を規定およ
びリスクの高い領域（europa.eu）

24.  英国現代奴隷法

25.  国連グローバルコンパクト

26.  ビジネスと人権に関する国連指導原則

27.  国連国家人権行動計画

28.  国連の持続可能な開発目標

29.  腐敗の防止に関する国連条約

16.潜在的な違反の報告

もし当社の事業提携者がドレーゲル社との業務関係に影響を与える法律違反ま
たは行動規範の違反に気づいたり、疑う場合には、事業提携者はこのような違反
をドレーゲル社コンプライアンス担当を介して、または「ドレーゲル社整合性チャン
ネル」を使用して、遅れが生じることなくドレーゲル社に連絡するものとします双方
のオプションはドレーゲル社コンプライアンス担当ウェブサイトより 

www.draeger.com/compliance

データプライバシーが侵害された場合は、ただちに通知する 
必要があります。
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12.報復禁止の原則

全ての社員、契約者またはその他の当社の事業提携者の第三者機関は、報復を恐
れることなく、疑いのあるまたは実際の倫理的または法的問題を報告することを許
可し、奨励するものとします。当社の事業提携者は、必要であれば、報告を調査し、
正しい行動をとるものとします。
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