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指針 従業員向け行動規範 
適用範囲 グループ全体 

取りまとめ担当者 Melters, Leslie – LD 
番号 発効 PR06      2021年12月6日 

前文 

 当社は、国際的かつグローバルに活動する企業として、絶えず増え続
ける様々な顧客固有の経済的、法的課題に向き合わなければなりませ
ん。そのような課題の多さと複雑さ故にコンプライアンス上のリスク
は増え続けており、特に、コンプライアンス上の不正行為や違反の可
能性が高まっています。そのため、Heidelbergグループの取締役会は、
Heidelbergグループの従業員、上級職及び執行部が顧客、サプライヤー
及び取引先とやり取りをする際の指針として、以下のとおり、従業員
向け行動規範（以下「本行動規範」といいます）を制定しました。本
行動規範は、Heidelbergグループの価値観に基づくものです。 

Heidelbergグループの従業員、上級職及び執行部の誠実さによって
Heidelbergグループの一般のイメージや評判が形成され、当社の製品、
サービス及び商標に対する信頼が生まれます。この誠実さは、当社の
企業文化や会社組織にしっかりと根付いており、当社の継続的で長期
的な企業成功の基盤を成すものです。Heidelbergグループは、この誠実
さを確保するためあらゆる必要な措置を講じます。 

Heidelbergグループは、コンプライアンス上の不正行為や本行動規範の
違反に対し、これを追及し、制裁措置を取ります。 

目的 

 本行動規範の目的は、Heidelbergグループの従業員、上級職及び執行部
に対して顧客、サプライヤー及び取引先とのやり取りに関して必要な
指針を定めることです。本行動規範は、日常の業務活動や意思決定に
おいて拘束力のある枠組みであるとともに、方向性を示すものです。 

本行動規範は、Heidelbergグループのすべての従業員、上級職及び執行
部の行動要件を定めるものです。従業員、上級職及び執行部は、自ら
の行動や決定がHeidelbergグループの価値観及び本行動規範に適合して
いるかを自ら判断するものとします。そして、本行動規範の遵守につ
いては、単独で責任を負います。Heidelbergグループの上級職及び執行
部には、本行動規範を遵守する従業員の模範となり、本行動規範の遵
守を支援することを求められます。 

業務活動や意思決定の適切性について疑義を生じた場合には、各自の
上司、ローカル・コンプライアンス・オフィサー、リージョナル・コ
ンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス・オフィスに相談
してください。 

範囲 
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 この原則は、世界各地のHeidelbergグループのすべての従業員、上級職
及び執行部（以下「従業員」といいます）に適用されます。 

本行動規範は、その範囲内において、本行動規範の対象に関するあら
ゆる既存の原則、社内ポリシー、指針又は作業指示に取って代わるも
のです。 

本原則は、従業員の行動について最低限の要件を定めるものです。
Heidelbergグループは世界中で事業を行っているため、従業員はあら
ゆる関連法令や指針を遵守しなければなりません。現地の法令や指針
がより厳格である場合には、それらが個別に適用されます。 

本行動規範は、特に当社の社内ポリシー、指針及び作業指示により規
定が追加又は補足されます。 

ガイダンス 

法令遵守 Heidelbergグループは、すべての法令及び指針を遵守し、法令により義
務付けられ一般的に承認された道徳的、倫理的、社会的原則を遵守し
ます。特に、事業を行う国の様々な地域及び国に特有の法令及び指針
を遵守します。また、Heidelbergグループは、環境及び社会的な責任を
負い、国連のグローバル・コンパクトの10原則に全力で取り組んでい
ます。 

適用法令、指針及び原則は、世界中のHeidelbergグループの様々な事業
活動や決定に対する拘束力のある枠組みを構成します。したがって、
すべての従業員が自らの法的義務を意識し、確実に遵守しなければな
りません。Heidelbergグループの上級職及び執行部には、模範として行
動し、従業員による本行動規範の遵守を支援することが求められま
す。 

自身又は自身の活動領域に適用される法令若しくは指針又は社内ポリ
シー若しくは指針が不明な場合や不明確な場合には、ローカル・コン
プライアンス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・オフ
ィサー又はコンプライアンス・オフィスに相談してください。
Heidelbergグループのコンプライアンス組織と連絡先については、
Heidelbergグループのイントラネット（キーワード：「コンプライアン
ス」）を参照してください。 

品質管理 Heidelbergグループは、その品質基準において、製品とサービスの品質
への高い期待を明確に定めています。Heidelbergグループはその品質管
理システムにより、製品とサービスの品質の監視、改善及び見直しを
行っています。当社の製品及びサービスが常に適用法令及び指針を遵
守し、従業員もこれを遵守することを約束します。当社の品質管理の
その他の要件は、特に当社の原則並びに社内ポリシー、指針及び作業
指示に定められています。 

この品質基準を満たすため、Heidelbergグループの上級職及び執行部
は、自らの所掌する分野において、有効かつ適切な措置、職務及び手
続を定めて実施し、これを監視する義務を負います。従業員は、
各々、当社の品質基準を満たすよう努力する義務を負います。そのた
めに、各従業員は当社の品質基準の遵守するための責任を認識しなけ
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ればなりません。この点について、社内の品質管理部門（QY）が従業
員を支援します。 

自由で公正な競争 Heidelbergグループは、顧客、サプライヤー、取引先や競合他社とのあ
らゆる取引関係において、自由で公正な競争を確保します。したがっ
て、競合他社との間で、価格、市場又は地域のシェアに関する反競争
的な契約は締結しません。また、顧客や取引先と価格協定を結ばず、
一定の顧客について排他的な再販契約の締結も行いません。Heidelberg
グループが特定の製品又はサービスに関して市場で支配的地位を有し
ている場合、このような市場での地位を経済的に悪用又は濫用しませ
ん。また、競合他社に関する秘密情報やデータを使用せず、第三者に
漏洩しません。このことは特に公開入札の場合に適用されます。その
他の要件は、特に当社の社内指針「反トラスト防止」に定められてい
ます。 

当社の事業活動と決定は、顧客、サプライヤー、取引先及び競合他社
と秘密1情報及びデータを交換することなく、独自に行われます。
Heidelbergグループは常に自由市場経済と公正競争の原則に従って行動
します。また、顧客、サプライヤー、取引先及び競合他社にも同じこ
とを期待します。 

汚職防止 Heidelbergグループはいかなる種類の贈収賄や汚職とも断固として戦い
ます。このことは、Heidelbergグループのすべての従業員が、官民を問
わず、不適切な利益の供与の申出若しくは約束又は供与を行ってはな
らず、また、そのような不適切な利益を要求し、受け取ってはならな
いことを意味します。したがって、Heidelbergグループは、顧客、サプ
ライヤー又は取引先に対する贈答品、接待又は招待等の利益が適切で
あり、何らかの公務、事業活動又は意思決定に影響を与えたり、その
他不適切な利益を得るために不適切に利用されることがないことを約
束します。このことは特に、公務員及び公共団体とのやり取りにおい
て適用されます。その他の要件は、特に社内指針「贈答品、接待及び
招待の取扱い」又は「寄付及び後援」に定められています。 

当社の経営判断においては、いかなる形式の汚職も許されません。特
に、Heidelbergグループの事業活動又は意思決定が不適切な利益により
勧誘され、影響を受けたように外部から見えることは、絶対に避けな
ければなりません。Heidelbergグループは、顧客、サプライヤー及び取
引先に対しても同じことを期待します。 

利益相反の防止 Heidelbergグループにおける事業活動及び意思決定は、個人的な利益、
個人的な接触や関係による影響を受けません。したがって、潜在的な
利益相反がある場合は、直ちに上級職、ローカル・コンプライアン
ス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・オフィサー又は
コンプラインス部に確実に報告しなければなりません。特に、そのよ
うな利益相反があるように外部から見える状況は絶対に避けなければ
なりません。Heidelbergグループは、顧客、サプライヤー及び取引先に
対しても同じことを期待します。 

 
1 その情報が秘密情報に当たるか否かは、情報の受け手によって決まります。競合他社に関する秘密

情報には、価格、価格条件、価格要素、生産量割当、顧客の地域等が含まれます。サプライヤー及

び取引先に関する秘密情報には、再販価格等が含まれます。 
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マネーロンダリングの

防止 
Heidelbergグループは信頼できる顧客、サプライヤー及び取引先に限り
取引を行います。したがって、顧客、サプライヤー及び取引先の身元
と誠実さを確保する有効かつ適切な措置を確実に講じます。特に、顧
客、サプライヤー及び取引先の事業活動が、マネーロンダリング及び
テロリストへの資金供与の防止に関する法令上の規制に従っているこ
とを確認し、これらの資金源が合法なものである否かを確認します。
Heidelbergグループは、顧客、サプライヤー及び取引先に対しても同じ
ことを期待します。追加的な要件は、当社の指針「マネーロンダリン
グの防止」に定められています。 

外国取引及び関税法の

遵守 
Heidelbergグループは国際的かつグローバルに活動する企業として、当
社は輸出規制及び関税の分野で国内外の取引に適用される法令や指針
を遵守します。したがって、当社の製品及びサービスの不適切な目的
での利用を防止するために、有効かつ適切な措置を確実に講じます。
特に、核兵器、化学兵器若しくは生物兵器、テロリズム、麻薬取引又
はその他の禁止活動と関係のある顧客、サプライヤー及び取引先と取
引関係を持たないよう徹底します。また、Heidelbergグループは、顧
客、サプライヤー及び取引先に対しても同じことを期待します。その
他の要件は、特に社内指針及び作業指示に定められています。 

顧客、サプライヤー 

及び取引先との 

やり取り 

当社の顧客、サプライヤー及び取引先との取引関係は、Heidelbergグル
ープの長期的な成功の基礎となるものです。そのため、顧客、サプラ
イヤー及び取引先は慎重に選択しなければなりません。我々は、適用
法令及び指針を遵守する信頼できる顧客、サプライヤー及び取引先の
みを受け入れ、取引関係を維持します。その他の要件は、特に「取引
先向け行動規範」に定められています。 

データ保護 

 データ保護 

 情報セキュリテ

ィ 

 情報の秘密保持 

 内部情報 

データ保護と情報セキュリティは、Heidelbergグループにとって根本的
に重要なものです。したがって、情報とデータは慎重に扱わなければ
なりません。特に個人情報の収集と処理は、許容された限度内で、所
定の目的のために、透明性が高い方法で確実に行うものとします。
Heidelbergグループは、個人データが削除又は破棄されることを保証し
ます。さらに、Heidelbergグループは、これらの情報及びデータの不正
アクセス、不正又は不適切な利用、損壊、早計な破棄を防止するた
め、有効かつ適切な技術的、組織的な対策を実施しています。その他
の要件は、特に社内ポリシー並びに指針「データ保護」及び「情報セ
キュリティ」並びに作業指示に定められています。 

株主及び投資家の信頼と利益を保護するため、特に当社の従業員は秘
密を保持し、株式の買収や売却の提案の禁止及びインサイダー取引の
禁止の義務を確実に遵守するものとします。その他の要件は、特に社
内指針及び作業指示に定められています。 

各従業員は、日常業務において知り得たHeidelbergグループ又は第三者
の情報又はデータを許容された範囲内に限り使用しなければなりませ
ん。また、Heidelbergグループ内外において公表または開示する場合に
は、当該情報又はデータの開示が認められているか否か、受領者に秘
密情報又はデータを受領する資格があるか否かを確認しなければなり
ません。疑義がある場合には、情報又はデータの公表や開示を行って
はなりません。さらに、従業員はデータ保護法令及び指針を遵守しな
ければなりません。そのため、各従業員は、データ保護及び情報セキ
ュリティを遵守する責任を理解しなければなりません。これらについ
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ては、社内のデータ保護チーム（CA-DP）、データ保護オフィサー及
び情報セキュリティチーム（IS）が従業員をサポートします。 

会社資産の保護 Heidelbergグループにおける優れた製品とサービスの製造及び生産の基
盤は、イノベーション及びと私たちの総合的な知識と経験にありま
す。したがってHeidelbergグループは、当社のイノベーション、知識及
び技能の慎重な保護を確実に行います。このことは世界中のHeidelberg
グループの特許と商標の保護にも適用されます。その他の要件は、特
に社内指針及び作業指示に定められています。 

全従業員は、日常業務において知ったHeidelbergグループ又は第三者の
情報又はデータを、許容された範囲内に限り使用しなければなりませ
ん。また、Heidelbergグループ内外において公表または開示する場合に
は、情報又はデータの開示が認められているか否か、受領者に秘密情
報又はデータを受領する資格があるかを確認しなければなりません。
疑義がある場合には、秘密情報又はデータの公表や開示を行ってはな
りません。 

労働安全衛生 従業員の労働安全衛生は、Heidelbergグループの最優先事項です。した
がって、世界中、特に当社の生産拠点において、有効かつ適切な労働
安全衛生規則を確実に実施し、遵守します。その他の要件は、社内指
針及び作業指示に定められています。 

各従業員は、労働安全規則の遵守に努めなければなりません。
Heidelbergグループの上級職及び執行部には、模範として行動し、従業
員による遵守を支援することが求められます。特に、Heidelbergグルー
プの上級職及び執行部は、従業員を慎重に選び、指示を与えるように
万全を期すものとします。 

差別の禁止 Heidelbergグループは従業員の個々の多様性を奨励、促進し、職場内の
権利平等を支援します。当社は従業員及び従業員代表と公正で互いを
尊重した協力関係を維持します。 

 Heidelbergグループでは、肌の色、民族的若しくは社会的出自、宗教、
イデオロギー、年齢、障害又は性同一性及び性的指向にかかわらず、
機会平等と平等待遇の原則が保証され、堅持されています。職場にお
けるセクシャルハラスメント及びその他のハラスメントは禁止されて
います。 

Heidelbergグループの上級職及び執行部には、誠実さを通じて模範とし
て行動し、差別やハラスメントのない職場環境を確保することが求め
られています。 

児童労働・強制労働の

禁止 
Heidelbergグループは、国際的に認められた人権を尊重し、その遵守を
支援します。特に、職業選択の自由を奨励し、促進します。どの従業
員もその意思に反して雇用され、労働を強制されることのないように
します。Heidelbergグループでは、あらゆる形態の強制労働、とりわけ
児童労働は禁止されています。また、Heidelbergグループは、顧客、サ
プライヤー及び取引先に対しても同じことを期待します。 

結社の自由及び 

団体交渉 

Heidelbergグループは、労働者が労働組合を結成し又は既存の労働組合
に参加し、団体交渉を行う法的権利を認めます。従業員組織又は労働
組合のメンバーが優遇されることや不利益な取り扱いを受けることは
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ありません。Heidelbergグループは、従業員、従業員代表及び労働組合
と建設的な協力を行います。 

Heidelbergグループ、紛争が生じた場合には、長期的かつ建設的な協力
関係を維持し、Heidelbergグループのビジネス上の利益と従業員の利益
の両方を反映した解決を目指します。 

環境保護 Heidelbergグループは、環境に対する社会的責任を引き受け、これを環
境ポリシーとして掲げています。そのため、Heidelbergグループは、製
品及びサービスの持続可能な開発、製造及び生産を促進し、支援しま
す。したがって、気象及び健康リスクをもたらす有害排出物の削減並
びに資源、材料及びエネルギー効率に関する生産工程の最適化を確実
に行います。この目的のため、製品のライフサイクルのすべての段階
において、環境に配慮し安全に運用できるイノベーションを創出しま
す。また、Heidelbergグループは、顧客、サプライヤー及び取引先に対
して「カーボンニュートラル」な方法で製品及びサービスを提供する
ことを目指します。その他の要件は、特に社内ポリシー、指針及び作
業指示に定められています。 

各従業員は、関連する環境法令及び指針の遵守義務を負っています。
そのため、各従業員は環境性能の向上に対する責任を理解しなければ
なりません。この点について、当社の社内の環境チーム（FM-SO）及
び製品コンプライアンスチーム（RD）が従業員のサポートを行いま
す。 

税金 Heidelbergグループは、事業を行う国の税務上の規制を遵守します。そ
して、確実に責任をもって納税義務を果たし、遵守します。Heidelberg
グループは、あらゆる形態の脱税その他の税犯罪と断固戦います。そ
の他の要件は、社内指針及び作業指示に定められています。 

各従業員は、税法、規則及び指針を遵守する義務を負います。この点
について、従業員は社内の税務部門（GT）が従業員のサポートを行い
ます。 

透明な財務報告 透明性のある財務報告とすべての資本市場の投資家の平等な取扱い
は、Heidelbergグループの株主、投資家、従業員、顧客、サプライヤ
ー、取引先、一般市民及び公共団体の信頼と利益を守ることに繋がり
ます。したがって、すべての財務報告及び資本市場に関連するその他
すべての機会において、当社の財務データ及び事実について包括的か
つ信頼性の高い完全な情報を確実に提供します。また、適用される財
務報告や会計に関する法令並びに指針及び通常の業界基準を遵守しま
す。 

全従業員は、当社グループの財務データ及び事実の完全性及び正確性
を確保するよう努めなければなりません。 

コーポレート・シチズ

ンシップ 
国際的かつグローバルに活動する企業として、Heidelbergグループは、
事業を行う地域・社会の振興と支援に取り組みます。Heidelbergグルー
プは、当社拠点における社会的及び文化的コミュニティを支援しま
す。特に、様々な社会的プロジェクトを支援し、Heidelbergグループの
拠点における総合的な教育とさらなる研修プログラムに基づき、社会
的責任を果たします。 
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違反の相談及び報告 本行動規範の解釈に関して疑問又は質問がある場合には、上司に相談
してください。従業員自身や自らの業務分野に適用される法律又は社
内ポリシー若しくは指針が不明または不明確な場合には、ローカル・
コンプライアンス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・
オフィサー又はコンプライアンス・オフィスに連絡してください。
Heidelbergグループのコンプライアンス組織と連絡先については、
Heidelbergグループのイントラネット（キーワード：「コンプライアン
ス」）を参照してください。 

本行動規範の違反の疑いがある場合には、上司、ローカル・コンプラ
イアス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・オフィサー
又はコンプライアンス・オフィスに報告しなければなりません。ま
た、本行動規範の違反に関する情報を、内密に（希望する場合には匿
名で）Heidelbergグループのオンブズマンに報告することができます。
その場合、当該出来事を文書化しておくことが推奨されます。 

内部告発を行った者は、Heidelbergグループの社内ポリシーによって特
に保護されており（指針「内部告発者の保護」参照）、信頼に基づい
た（希望に応じて）匿名による情報提供を保護し、誠実に行われた情
報提供に対する制裁は禁止されています。 

なお、多くの国では意図的に誤った情報を拡散することも法令による
制裁の対象となり得ることに留意してください。 

制裁 本行動規範に違反した場合は、関連法令や指針に違反している可能性
があります。その場合、Heidelbergグループ及び当該従業員が、ドイツ
国内外での刑事訴追、刑事制裁、罰金を受け、又は民事上の損害賠償
請求を受けることがあります。 

Heidelbergグループは、本行動規範の規定に違反したHeidelbergグルー
プ従業員に対して懲戒処分を行う権利を有します。 

違反行為に抵抗した場合には、懲戒処分を恐れる必要はありません。
以上は、特にHeidelbergグループが現在の取引又は将来的な取引の機会
失った場合に特に適用されます。 

本行動規範の遵守 Heidelbergグループの本行動規範の遵守は各従業員個人の責任です。各
従業員は、本行動規範を遵守し、日常業務の遂行においてその原則と
規則に従って行為する義務を負います。特に、従業員は、適用法令及
び指針並びに社内ポリシー及び指針を常に理解し、当社が実施するコ
ンプライアンス研修に参加しなければなりません。 

Heidelbergグループの上級職及び執行部は、本行動規範が担当分野にお
いて確実に遵守されるようにする義務を負います。そのため、本行動
規範の内容、方策、原則及び規則について従業員に周知し、理解を深
めさせなければなりません。Heidelbergグループの上級職及び執行部
は、本行動規範の遵守における模範となります。 

取締役会決議 

以上、2021年12月6日、取締役会で決議した。 

 

Rainer Hundsdörfer Marcus A. Wassenberg 
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