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社長兼 CEO からの
メッセージ

社員各位

Olin は、最初から最後まで常に誠実さを持って行動することに尽力しています。
事実、顧客、サプライヤー、およびパートナーとの長年にわたる関係を築くのに
貢献してきたのは、この尽力です。当社は、優れた製品とサービスを提供するた
めに懸命に努力していますが、正しいことを行うことを犠牲にしているわけではあ
りません。そこで、しばらく時間をとって、当社がこのようなやり方で業務を遂行
する理由を思い出してみましょう。

私たちがどのような人間であるかは、職場、自宅、または外出先における毎日の
決断によって決まります。そして、これは、個人だけでなく会社全体にも当てはま
ります。役職や年功にかかわらず、あらゆるレベルで正しい決断を下せるように導
く当社の行動規範について、考えてみてください。独立代理業者、コンサルタント、
臨時社員、または請負業者としてフルタイムで働いているかパートタイムで働いて
いるかにかかわらず、この規範は私たち全員に適用されます。したがって、この規
範をすべて読み、必要に応じていつでも参照できる場所に保管してください。

当社の規範に関して質問がある場合、業務上の問題に関してガイダンスが必要な
場合、または懸念を共有したい場合には、上司と話し合うか、この規範に記載し
てあるリソースまで連絡してください。私たちは、皆さんからの質問と懸念を歓迎
します。それらは、当社のプロセスを改善し、当社をさらに優れた企業にするた
めの助けになります。また、グローバルな Olin Help-Line (ヘルプライン ) サー
ビスに気軽に連絡してください。このサービスは、電話またはオンラインで利用す
ることができます。Help-Line へは、いつでもどこからでもアクセスすることができ
ます。

最高基準の誠実さを持って、Olin の代表として全力を尽くしていただいているこ
とに感謝します。最初から最後まで常に誠実さを持って行動するというコミットメ
ントにより、当社の長期にわたる成長と繁栄が実現しています。

これからもよろしくお願いします。

John Fischer
社長兼最高経営責任者 



「誠実さ」–「最初から」「最後まで」「絶えず」
「誠実さ」とは、正しいことを行うということです。法律を順守する、
互いに公平さと敬意を持って接する、顧客へのコミットメントを果
たす、そして環境と地域社会に責任を持って対処することです。

顧客の成功の支援
私たちは顧客の期待を超えるために、必死に努力し続けることが必
要です。お客様のニーズを予測して、画期的な製品やサービス、優
れた価値を提供しなければなりません。

改善と革新の継続
成功は、絶対に満足しないことによってもたらされます。私たちは、
絶えず自分たち自身に挑戦し、新しいアイデアを受け入れ、問題を
解決し、コストを削減して無駄を排除する方法を見出さなければな
りません。

Olin の人々
Olin の将来は、社員によって定義されます。私たちは社員の多様性
に敬意を払い、自分がして欲しいと望む接し方で他の人に接しなけ
ればなりません。また、私たちは責任を認識し受け入れ、そして他
者の模範にならなければなりません。

当社の Values (価値観 )

当社の成功は、社員全員が、いつでも、どんなこと
においても誠実さを持って行動するというコミット
メントと直結しています。

当社の Values と行動規範は、私たちが仕事を
遂行する上での基礎となるものです。当社の
Values は、私たちの組織のあらゆるレベルにおけるす
べての社員の行動の基準を設定するものです。当社の
4 つの Values は以下のとおりです。
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インフラストラクチャーを保
全するために、世界中で  Olin 
Epoxy が使用されています
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規範について
当社の行動規範は、誠実さを持って行動するというコミットメントです。行動規範で
は、重要な会社方針を概略するとともに、当社の業務に関連する特定の法令について
も説明しています。また、助けが必要な時に助言を求め、違法または非倫理的な行動
に気が付いた場合、問題や懸念を報告する重要な義務についても説明しています。

時間をとって、この規範の改訂版をよくお読みください。本規範で取り上げる会社方
針に関する詳細は、Olin の社内ビジネス慣行 (ビジネス・プラクティス ) ウェブサイ
トおよび各拠点でご確認いただけます。

本規範の対象者
フルタイムであるか、パートタイムあるか、臨時社員あるかにかかわらず、世界各国
のすべての Olin 社員は、本規範に概略された基準と方針を順守する責任があります。

当社の規範は、Olin を代表して従事する活動に関して Olin の取締役会メンバーにも
適用されます。さらに、当社の規範は、Olin の代理として業務を遂行する独立代理
業者、コンサルタント、請負業者、その他の取引先企業にも適用されます。彼らは、
その行動を通じて当社の評判に直接的な影響を及ぼすことがあります。そのため、当
社としては、彼らが Olin の代理として業務を遂行するときには、同様に高水準の誠
実さを持って対応することを期待します。

詳細の入手先
当社の規範および本書で参照されている会社の他のリソースは、私たちが Olin の代
理として行動する場合の全般的な指針の提供を目的としています。特定のビジネス状
況において、どのように対応すべきかについて疑問がある場合は、まず規範を参照し
てください。ただし、規範は、当社が活動している各国におけるすべての法的要件を
詳述しているわけでもなく、考え得るあらゆる状況に対応できるものでもありません。
また、規範に、従うべきすべての方針または手順が含まれているわけではありません。
場合によっては、特定の拠点または事業部門での法規、方針、手順が、本規範よりも
厳しい場合があります。その場合は、必ず、どの基準に従うべきかに関して、上司ま
たは Olin の企業倫理・コンプライアンス管理室の最高責任者に確認するか、または
規範に記載されているその他のリソースを参照してください。

規範の免責と改訂
役員または取締役が関与する Olin の規範の免責は、事前に取締役会の監査員会が審
理し承認する必要があります。法律で定められている通り、規範自体の改訂を含むそ
のような免責事項は、Olin の次の外部ウェブサイトの「Investors」セクションで直
ちに開示されます。h�p://�.olin.com。

序文 : 誠実さを持って行動する − いつでも、 
どんなことでも、だれでも
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コミットメント
私たちは全員、当社の規範の精神と条文の両方を順守することが求められていま
す。これは、職務に適用される各会社方針、法規を理解し、たとえ違反するよう
圧力を感じた場合でも、それらを順守しなければならないとことを意味します。
また規範では、質問や懸念がある場合はアドバイスを求めること、そして Olin で
の業務において発生するかもしれない規範の違反の疑いの調査には全面的に協力
することが義務付けられています。

定期的に、当社の規範を読んで理解したこと、規範を順守していること、他者が
規範に違反していることを個人的に知らないことを書面で証明することを求めら
れる場合があります。この証明書は、私たちが当社の規範とその期待事項に従っ
て行動し、規範に違反していると考えられるあらゆる状況に関して、速やかに懸
念を報告することを誓約するものです。当社の規範に違反した社員は、本人、同僚、
当社を危険にさらすことになるため、解雇を含めた懲戒処分の対象となります。

マネージャーのさらなる責任
マネージャーは、模範を示して指導し、最高基準の行動を維持する重要な責任を
負っています。これには、部下に当社の規範、方針、当社の事業や評判に影響す
る法規制を理解させることが含まれます。

マネージャーはまた、社員が報復を恐れることなく、気軽に問題や懸念を報告す
ることができるオープンな環境を創るよう努力しなければなりません。問題が報
告されたら、マネージャーは直ちに行動をとり、懸念に対応し、発生する問題を
是正することが期待されます。最も重要なことは、マネージャーは、誰もが部下
に対し、業績が倫理的なビジネス行為よりも優先されることが決してないことを
明確に理解させなければならないことです。

私たちは全員、当社の
規範の精神と条文の
両方を順守すること
が求められています。
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Olin の複合材料は、軽量
技術と耐衝撃性を提供し
ます



問題と懸念の
報告義務
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各自が、職場での問題について質問し、懸念を報告
することが重要です。早い段階で質問や懸念を報
告することにより、Olin は問題を解決し、安全で
生産的な職場環境を確保することができるのです。

助言が必要な場合
職場での行動について助言が必要な場合や懸念がある場合に利用できるリソースが多
数あります。一般的に、上司は私たちに支援を差し伸べるのに最良の立場にあります。
しかし、何らかの理由で別の人に相談したい場合は、社内には他にも助けとなる多く
の人やリソースがあります。

• 上司のマネージャー
• 部門、地域、事業部門の代表者
• Human Resources Department (人事部 )

• Olin の Law Department (法務部 )

• 当社の現地、地域、または部門の倫理管理者またはアドバイザー
• 企業倫理・コンプライアンス管理室 (1-314-355-8285 または Ethics@olin.com)

• Olin の 24 時間体制 Help Line サービス (情報は秘密扱い ) (h�p://�.OlinHelp.com)

企業倫理・コンプライアンス管理室
Olin の企業倫理・コンプライアンス管理室は、行動規範を監督し、Olin のすべての
拠点において倫理イニシアチブを管理しています。さらに、Olin の各事務所、各製造
施設には、1 名以上の倫理管理者または倫理アドバイザーが任命されています。Olin 
の倫理管理者または倫理アドバイザーは、いつでも、どんな問題でも、どんなに些細
に思えることでもご質問にお答えします。倫理管理者、倫理アドバイザー、企業倫理・
コンプライアンス管理室、または上記のその他のリソースに寄せられた質問や懸念は
すべて、真摯に受け止められ、迅速かつプロフェッショナルな対応が図られます。

問題と懸念の報告義務
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Olin の 24 時間体制 Help-Line
前に述べた通り、Olin Help-Line は、助言を得ることができる重要なリソース
の 1 つです。Olin Help-Line は、内密に相談できる 24 時間体制の電話および
インターネットでの報告サービスであり、質問したり、助言を求めたり、法律、
または当社規範に対する違反の可能性に関する懸念を報告したりすることが
できます。世界各国の Olin 社員が、Help-Line Service を利用できます。また、
独立代理業者、コンサルタント、請負業者、および当社を代理して業務を行
うその他の第三者と、お客様、株主、サプライヤーも利用することができます。
Help-Line に対する報告は、英語以外の言語でも行うことができます。

Help-Line は、社外の独立機関によって運営されており、機密厳守し、個人の
身元を保護するよう匿名で報告することができます。匿名報告は、当社が事
業を行っている国の大半で行うことができます。Olin Help-Line に報告された
すべての質問および懸念は、Olin の企業倫理・コンプライアンス管理室に速
やかに転送され、審理され調査されます。

報告の秘密厳守
Olin Help-Line に報告された懸念は、可能な限り最大限極秘に取り扱われます。
法律で要求され、認められている時は、機密性を保護し、匿名性を確保する
ために、Help Line は、報告者を特定するための発信者番号、録音装置、ウェ
ブトラッキング、その他の方法を決して使用しません。報告者が匿名を希望
する場合、Help-Line サービスはレポート番号、パスワードおよびフォローアッ
プの日付を提供します。フォローアップの日付は重要です。報告者が報告の
状況を確認したり、フォローアップ質問に答えたり、問題の対処や懸念事項
の調査の完了に必要な追加情報を提出したりすることができます。報告者が
十分な詳細や要請されたフォローアップ情報を提供しない場合は、匿名で報
告された一定の事項を調査するのが困難になる場合があることに留意してく
ださい。

Help-Line は、以下の方法で利用する
ことができます。

通話料無料の電話*

米国 ...............................+1-800-362-8348

オーストラリア ............ +1-800-13-5708

ブラジル ...........................0800-047-4146

カナダ ...........................+1-800-362-8348

中国 ...................................... 400-880-1487

ドイツ ...............................0800-724-3565

イタリア .................................800-902432

日本 ......................................0120-94-4048

韓国 .....................................080-908-0978

オランダ ........................... 0800-020-1701

スイス ................................ 0800-00-0528

その他の国 
+1-770-810-1127  
( 米国にコレクトコール )

* ほとんどの言語で、通訳サービスを利用でき
ます。

インターネット :  
http://www.OlinHelp.com

郵送
Attn: Olin Corporation
c/o The Network, Inc.
333 Research Court
Norcross, GA 30092
United States

Olin Help-Line

詳細について : Olin Help-Line に関するその他の情報を参照する場合や懸念の報
告を行う場合は、次のサイトにアクセスしてください : http://www.OlinHelp.com
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報復からの保護
規範違反の可能性に関して質問したり、助言を求めたり、懸念を報告したりした人々
は、Olin の「報復禁止方針」により保護されます。これは、私たちは「誠意」を持っ
て問題の報告や調査への参加ができ、さらに、報告やその結果調査に協力したことで
同僚や上司から嫌がらせ、差別、解雇、停職、脅迫、降格、福利の拒否をなされるこ
とがないことを意味します。

同僚または上司によるいかなる形態での報復も、規範の違反であり、許されるもので
はありません。報復を受け場合や報復を受けた可能性がある場合は、Olin の企業倫理・
コンプライアンス管理室または Help-Line に直ちに連絡してください。当社の「報復
禁止方針」に違反した者は、解雇を含めた懲戒処分の対象となります。

問題と懸念の報告義務

誠意
Jason は、事後に自分の行為が会社方針
に違反していたことに気が付きました。
自分の誤りを正すために適切な措置がと
れるよう、直ちに上司に報告しました。

誠意がない
Anne は、規範違反について上司に話しましたが、
自分が好きでない同僚に「仕返しをする」ために虚
偽の報告をしました。やがて、一部始終が明らかに
なった時、Anne は虚偽の申し立てを行ったために
懲戒処分を受ける可能性があると言われました。

懸念の調査方法
Olin の企業倫理・コンプライアンス管理室に直接報告があったか、あるいは Olin 
Help-Line サービスを通じて報告された問題および懸念は、当社の企業倫理・コンプ
ライアンス管理室の最高責任者によって審理されます。各報告は真剣に受け止めら
れ、Olin の Internal Audit Department (内部監査部 )、Law Department (法務部 )、
Human Resources Department (人事部 ) などのその他のリソースも適宜使いながら、
企業倫理・コンプライアンス管理室内の内部リソースを活用して十分に調査されます。
企業倫理・コンプライアンス管理室の最高責任者により、問題や懸念の調査を割り当
てられる者は、それらに関連する知識を持っていることと客観性に基づいて選定され
ます。

私たちは、Olin のビ
ジネス慣行について
質問したり懸念を報
告したりする社員を
評価します。

誠意を持って報告する場合の注意事項

Olin は、人が誠意を持って懸念を報告することを期待します。「誠意」 とは、当社の規
範、Olin 方針、法規に違反していると確信する状況に関するすべての情報を正直に提
供することを意味します。不正が起きた、または起きている疑いがあるだけでも、報
告すべきです。そうすることにより、小さな問題が大きな問題に発展するのを防ぐ機
会が得られます。それが間違いだったと判明しても、正直に報告を行ったのであれば
問題ありません。誠意のない報告を行った者は、懲戒処分の対象となります。

9 当社の行動規範



要請があった場合は、全員が調査に全面的に協力しなければなりません。この場合、
私たちは必ず正しい、すべての情報を提供しなければなりません。調査の対象となる
問題の性質と重大性によっては、Olin は外部のリソースを利用し、さらに Olinの取
締役会の監査委員会を含む上級幹部までが関与する場合があります。

社員へのガイダンス
私たちは、上司またはその他のリソースに、正直かつ率直に問題や懸念を報告しなけ
ればなりません。話し合いに役立つヒントを以下に示します。

• 問題や懸念について話し合うために一定の時間を設けます。
• 問題についてはっきりと冷静に、そしてプロ意識を持って話し合います。
• 質問を受け入れ、事実を基づいて対応します。
• 前もって機密性に関する懸念を明確に伝えます。
• 要請がない限り、情報を他の人に知らせないでください。

マネージャーへのガイダンス
管理職にある人は、部下に問題や懸念を報告するよう奨励し、部下が問題や懸念を報
告した時には、迅速に、敬意を持って、プロ意識を持って確実に対処するという重要
な責任を負っています。懸念に正しく対処するためのヒントを以下に示します。

• 敬意を払います。懸念とそれを報告する人に慎重に対処します。
• 十分な時間をとり、できれば他の人には聞こえない場所で話し合います。
• 客観的に対応します。自由回答式で質問します。
•  落ち着いて、プロ意識を持って耳を傾けます。じっくりと耳を傾け、話しを遮って
はいけません。

•  考えてから答えます。追加の情報が必要な場合は、返答する前にその情報を入手し
ます。

• 問題を報告してくれたことに礼を述べます。
•  必要に応じて最新情報を伝え、問題が解決した時には必ず連絡します。
•  秘密を守ります。「必要最小限の知る必要のある人にだけ知らせる」という厳格な
原則に則り、他の人と話し合います。

•  報復とみられる可能性のある行動に注意します。そのような行動を目にしたり、耳
にしたりした場合は、直ちに報告します。
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Olin の  AIRSTONE™ シリーズは、
風力発電機の羽根に求められる
優れた軽量性と強度の需要を満
たします



同僚社員への
私たちの責任
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質問

回答

Q&A

機会と多様性の促進
私たちは、多様性を当社の最強の強みの一つだと考えています。このため、当社は、
人種、宗教、肌の色、出身国、性別、性的同一性、年齢、障害、性指向、または現地
の法律で保護されているその他の特性に関係なく、個人の資質とスキルを基準に雇用、
昇進に関する決定を行います。また、「歴史的に不利益を被ってきた」として現地の
法律で指定されている集団から適格な人物を肯定的に雇用し昇進させます。

互いに敬意を持って接する
当社は、すべての人が尊厳と公正、敬意を持って待遇される職場を育成することに尽
力しています。すなわち、当社のあらゆる階層において、すべての社員は差別やハラ
スメントのない環境で働く権利があります。

ハラスメントの意味は国によって違いますが、当社はハラスメントを個人の業績に悪
影響を与える、または威嚇的、敵意のある、不快な職場環境を創出する行動と定義し
ています。ハラスメントは、会社のあらゆるレベルで起こる可能性があります。すな
わち、同僚や上司、顧客、請負業者、サプライヤー、その他の第三者からハラスメン
トを受ける場合があります。ハラスメントが起きた場所、関与している者が誰かにか
かわらず、ハラスメントは厳禁されており、違反した場合は、解雇を含め、懲戒処分
の対象となります。

セクシャル ハラスメントは、性的な誘いかけ (身体に触ることを含むかどうかにか
かわらない )、性的な意味合いを持つ (または示唆する ) コメントやジョーク、「猥談」 
(人の体、性的な活動、体験、欠陥、嗜好を含む )、身体的な悪ふざけ、性的ないた
ずら、性的な身振り、性的行動に服従させる、または容認させることを意図した脅迫
または優遇の約束などを含めた不快な行動です。

Olin は、すべての人が尊厳と公正、敬意を持って
待遇される職場を維持することに尽力しています。

同僚社員への私たちの責任

Amandaの上司が、数回にわたり
彼女に対し思わせぶりな発言をし
ました。Amanda は、その行為が
セクシャル ハラスメントにあたる
と思うのですが、よくわかりませ
ん。彼女はどうすべきでしょうか。

嫌がらせの行動を経験するかその
ような行為疑われる場合には、そ
の件をいつでも報告すべきです。
Amanda が気兼ねせずに言える
のであれば、その好ましくない行
動を止めるよう上司に告げるとよ
いでしょう。これで問題が解決
することもあります。しかし、被
害者が会社に状況を対処しても
らうことを望む場合もあることを 
Olin は認識しています。この場合、
Amanda はさらに上層の管理者か 
Human Resources Department 
( 人事部 ) に報告して助けを求め
るべきです。Olin Help-Line サー
ビスに嫌がらせの行動を報告する
こともできます。

13 当社の行動規範



職場でのアルコール・薬物の禁止
私たちは、アルコールや薬物の乱用が同僚社員や顧客の健康、安全、保全に危険を及
ぼす可能性があることを知っています。また、当社の業務の質や効率性、私たちが住
んでいる地域社会、会社の評判にも影響する場合があります。そのため、当社の社員、
当社の施設や現場で作業するその他の者は、アルコールや薬物を摂取した状態、ある
いはそれらを摂取したために正常に機能しない状態の場合は、出勤および仕事をして
はなりません。さらに全員が、Olin の施設や職場でのアルコール、処方薬、その他
の規制薬物の使用、所有に関する当社の Substance Abuse Policy (薬物乱用方針 )を
順守しなければなりません。

飲酒や薬物の問題を抱えている方は、是非現地の Employee Assistance Program (EAP、
社員支援プログラム ) に支援を求めてください。これらのプログラムは、Olin が業務
を行う世界中の国や地域で利用することができ、薬物や飲酒などの個人的な問題で助
けが必要な社員およびその家族の方々に、前払い済の秘密保守のカウンセリングを提
供しています。EAP に自らの自由意思によって支援を求める社員は、マネージャー
や当社に連絡する必要はありません。

プライバシーと個人データの保護
Olin は、私たちのプライバシーを尊重しており、個人データを責任を持って私たち
の「データ プライバシー ポリシー」と、該当するすべてのデータ プライバシーに関
する法規に準拠して取り扱います。個人データへのアクセスは制限されており、当社
はそれを紛失、誤用、無許可アクセスまたは開示、改変、および破壊から保護します。

さらに、Olin は社員のプライバシーを尊重していますが、現地の法規によって禁止
されていない限り、コンピュータ、通話記録、ロッカー、電子メール、ファイル、ビ
ジネス文書、設備、職場など当社の施設および財産を調査する権利を留保します。

質問

質問

回答

回答

Q&A

詳細について : カウンセリングまたは照会サポートを提供している現地の Employee 
Assistance Program (EAP) の電話番号については、Human Resources ( 人事部 )  
マネージャーまたは Medical Department ( 医薬部 ) までお問い合わせください。

Elaine は、同僚が処方薬を乱用して
いるのではないかと疑っています。
これは違法薬物ではありませんが、
誰かに報告すべきでしょうか。

はい。合法的な処方薬の乱用は、違
法薬物の乱用と同じく危険な場合が
あります。Elaine は、この懸念を上
司、Human Resources ( 人事部 ) ま
たは Olin Help-Line サービスに報告
すべきです。

Tonya は、職務で機密の個人情報を
取り扱っています。出張が多いため、
簡単にアクセスできるようこの情報
を自分のノートパソコンと USB ド
ライブのフォルダに保存していま
す。Tonya は、この情報を保護する
ために正しい手順を踏んでいるで
しょうか。

いいえ。絶対に必要な場合を除き、
社員の個人データなどの機密情報
は、ノートパソコンや外部記憶装置
にローカルに保存してはなりませ
ん。ローカルに保存しなければなら
ない場合は、Olin が承認したファイ
ル暗号化プログラム、または暗号化
された装置を使用して機密情報を暗
号化し、機密情報が不要になったら
削除しなければなりません。不明な
点がある場合は、IT Support (IT サ
ポート ) グループにお問い合わせく
ださい。
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Winchester は、環境保全
とハンター教育の支援にお
ける業界リーダーです



社員、環境、地域 
社会を保護する義務
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環境、健康、安全および 
セキュリティ
Olin は、社員、および当社工場近辺に住んでいる方々、勤務している方々の環境、健康、
安全、およびセキュリティの保護に全力で取り組んでいます。当社は、すべての準拠
法および要件を順守し、また当社が業務を行い、廃棄物を処理している地域社会のす
べての方々と当社社員の健康と安全を保護する方法で、すべての業務を実施します。
また、当社の製品、運用、サービスに関する環境、健康、安全、セキュリティの管理
において持続可能性と継続した改善を牽引する目標および目的も設定しています。

当社のコミットメントを果たすため、Olin は以下のことを行います。
• 社員の安全衛生体制と慣行を導入し、怪我を回避します。
•  法執行機関および安全保障機関と密接に協力し、当社の社員および財産を保護し、
国家安全保障の利益を支援します。

•  公害防止技術を活用し、廃棄物の生成と排出を削減します。
• すべての規制機関とオープンかつ正直にコミュニケーションを図ります。
• 当社の開示およびコンプライアンス記録が正確かつ完全であるように努めます。
•  工場内または工場周辺の人々の健康、安全、セキュリティまたは環境を脅かす事態
が発生した場合は、適切な機関に通知し協力します。

社員各自が、Olin の健康、安全、セキュリティ、環境の卓越性へのコミットメント
を支持しなければなりません。自身の業務に適用される要件を理解し、逸脱すること
なくそれら要件に従うことで、これを最善に行うことができます。

職場での暴力防止
職場での脅迫的な行為や暴力は許されるものではなく、このような行為には注意する
必要があります。「暴力」には暴力の脅威、暴力行為、および威嚇行為が含まれます。
さらに、事前の許可なしに職場において銃器、その他の武器、爆発装置、危険物を所
持してはなりません。

危険な状況、監視制御装置の故障、または身を脅かす状況は、マネージャー、または
現地の安全責任者、EH&S Department (環境安全管理部 )、Security (セキュリティ ) 
など他の適切な担当者に直ちに報告しなければなりません。切迫した危険がある場合
は、Security (セキュリティ ) または現地の当局に連絡してください。

社員、環境、地域社会を保護する義務

質問

回答

Q&A
製造装置の一部の環境制御がうまく
作動しておらず、交換部品が到着す
るまでに数日かかります。Julia の
上司は、その装置を無効にして、作
業し続けるべきだと言います。Julia 
は、それはよくないのではないかと
問いかけたところ、上司は彼女を停
職処分にすると脅しました。Julia 
はどうすべきでしょうか。

Julia が正しいのです。工場環境責
任者、または安全責任者、規制機関
の承認を得ずに、いかなる安全装置、
環境制御、モニタリング設備を絶対
に回避、切断、無効にしてはなりま
せん。私たちの安全、そして同僚、
環境、施設の安全は、これらのシス
テムに左右されるのです。Julia は、
さらに上層の管理者か、この規範に
記載されているその他のリソースに
この脅迫行為を報告する必要があり
ます。

17 当社の行動規範



Responsible Care®

Olin は、Responsible Care® イニシアチブという基本理念にコミットしています。
Responsible Care® は、社会において当社製品を最大限に有効利用すると共に、化学
物質の製造、販売、使用による負の影響を最小限に抑えることを目標としたグローバ
ル イニシアチブです。

社員各自が、Olin の健康、安全、セキュ
リティ、環境の卓越性へのコミットメン
トを支持しなければなりません
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Olin は、北米で塩素を外
販するナンバー ワンのサ
プライヤーです



会社の成功を
支援する責任
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会社資産の保護

会社資源の使用
各自が、Olin の資源を保護する責任を負っています。会社資源は業務目的のみに使
用し、絶対に私益のために使用してはなりません。会社資源を私的、地域社会、慈善
に使用する場合は、必ず上司の承認を得なければなりません。たとえ使用が許可され
ている場合にも、過剰な使用やその他の会社方針に違反する使用を避ける必要があり
ます。

会社資源の使用に関するガイドラインの一部を以下に示します。
•  会社の電話、会社の電子メール アカウント、ファックス、コピー機の使用を制限
します。

•  インターネットなどの電子ネットワークの個人的使用を制限し、会社の方針で許可
されている場合にのみ使用します。

•  ライセンス契約で許可されていない限り、コンピュータ ソフトウェア プログラム
をコピーしてはなりません。

• 会社の事務用品を自宅に持ち帰ってはなりません。
•  会社の車両、工具、機器、その他の会社資産を使用する場合は必ず許可を得ます。

正確な記録管理
当社の文書は重要な資産であり、さまざまな理由から保持されています。多くの記録
は会計情報の基盤となり、保管することが法的に義務付けられています。その他の文
書 (安全報告書、タイムシート、販売予測、その他多数 ) には、当社の事業継続や法
的権利に不可欠なデータや情報が含まれています。

会社の記録は、当社や事業活動に関する情報を含むボイスメール、紙の書類、電子メー
ル、またはディスク、テープ、その他の媒体 (CD、DVD、USB データ記憶装置、モ
バイル機器など ) に保存された電子ファイルなどのさまざまな形式で存在します。

私たち全員が、Olin の記録管理方針を理解して順守しなければなりません。記録ま
たは文書の情報を改ざんしたり、偽装したり、故意に虚偽の発言や誇張した発言をし
たりすることは、当社の規範に違反しています。絶対に会社の記録を改ざんしたり、
Records Retention Rules (記録保管規則 ) で指定された日以前に記録を削除したり、
破棄したりしてはなりません。さらに、Olin の Law Department (法務部 ) が「保留」
にした記録は、追って通知があるまで保管しなければなりません。

会社の成功を支援する責任

会社資源には、勤務時間、原材料、備品 / 消耗品、機器、情報、電子メール、電話、
コンピュータ システムが含まれます。

記録または文書の情
報を改ざんしたり、
偽装したり、故意に
虚偽の発言や誇張し
た発言をしたりする
ことは、当社の規範
に違反しています。

21 当社の行動規範



財務報告と管理
Olin は、政府機関および一般に対するすべての報告書とコミュニケーションにおけ
る完全かつ公正、正確、タイムリーな開示にコミットしています。

各自が、事業文書、コミュニケーション、財務報告、記録の整合性と正確性を維持す
る義務を負っています。この情報は、当社の事業運営の基盤となり、サプライヤー、
流通業者、政府規制当局、投資家、債権者、そして顧客に対する当社の義務を果たす
うえで重要です。

すべての会計情報は、実際の取引を反映し、一般に公正妥当と認められている会計原
則に適合していなければなりません。さらに、Olin は内部会計統制のシステムを維
持し、会社資産の適切な許可、記録、保護を行っています。Olin の内部会計統制シ
ステムは、故意に回避されることは一切ありません。

当社の帳簿と記録はすべて、審理、独立監査人の承認を必要とします。内部監査人、
法務部スタッフ、独立会計士、スペシャルカウンセルに返答するよう要請された場合
は、完全かつ正直に返答しなければなりません。どの情報が必要であるか具体的に要
請されなくても、関連性のあるすべての情報、または関連する可能性がある情報を開
示しなければなりません。

質問

回答

Q&A
Victor は、Olin の経理部で働いて
います。請求書の間違いに気づき
ましたが、会社に有利になるので
無視することにしました。これは、
問題になりますか。

はい。Victor は、この誤りを上司
に指摘して訂正するようにすべき
でした。帳簿と記録を正確に管理
することは、私たち全員の重要な
責務です。

財務問題の報告

疑わしい会計または監査行為に気付いたら、必ず上司と Olin の内部監査担当バイスプレ
ジデントに直ちに報告しなければなりません。会計または監査に関する懸念を Olin の 
24 時間体制の Help-Line サービスに、内密または法律で認められている場合には匿名
で報告することもできます。
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質問

回答

Q&A 機密情報
当社の最も重要な資産の一部は無形であり、営業秘密や機密情報が含まれます。私た
ちはこれらの資産を保護しなければならず、明確な事業目的があるか、開示する正当
な理由があり、当社が承認した秘密保持契約に機密情報を受け取る側が署名していな
い限り、これらを部外者に開示してはなりません。さらに、同僚、家族、友人も含め、
権限を与えられていない人に聞こえる場所で仕事の話を避けるよう、十分に気をつけ
なければなりません。

機密情報の例を以下に示します。
• 開示されていない財務情報と収益報告書
• 新製品発売
• 顧客リスト
• 製品原価と生産量
• マーケティング、価格設定、サービス戦略
• 調達計画
• 商談情報
• 資本要件と計画
• 合併、買収、子会社・事業部門の売却、事業計画
• 機密の技術データ
• 機密の製品性能情報
• 専有または極秘の政府情報
• 専有コンピュータソフトウェア
• サプライヤーおよび下請業者の商業情報

知的財産と著作権
知的財産法は、革新を支援する創造的な取り組みや研究開発のインセンティブを提供
しています。このような法律により、Olin のような企業は新しいアイデアやプロセ
スに投資できるのです。

当社の知的財産は、特許、著作権、商標、企業秘密、および他社が作成した著作権で
保護されているか、または制限されている製品デザインやソフトウェアプログラムか
ら構成されています。

私たちは、当社の知的財産権と他者の権利をしっかりと保護しなければなりません。
製品の研究開発を完全に文書化し、すべての通信、記事、取扱説明書、その他の書類
上に適切な会社の商標、著作権表示を行うことで、これを行うことができます。

他者の知的財産権を保護するために、私たちは以下のことを行う必要があります。
• 許可されたソフトウェアのコピーのみを使用する。
•  権限またはライセンスを供与されている場合にのみ、雑誌、ジャーナルの記事を必
要な部数だけコピーする。

•  新入社員に、前雇用主に属する企業秘密について尋ねることをしない。
•  当社が、他社に属する商標を使用する許可を受けていることを注意深く確認する。
• 製品に正しい特許表示をするよう気をつける。

会社の成功を支援する責任

David は、画期的な機密の新製品
プロセスを開発した Olin チームの
一員でした。David は、自分が果
たした役割を誇りに思っており、
同業他社に勤務する友人に新しい
プロセスによって旧プロセスがど
のように改善されるかを説明した
いと思っています。これを友だち
に説明してもかまいませんか。

いけません。当社事業に関連する
機密情報は、不正な開示から保護
しなければなりません。David は、
業務上知る理由がある関係者以外、
特に同業他社に勤務する人に自分
が開発に関わったプロセスを話し
てはなりません。この情報を保護
することにより、David は当社の
企業秘密を保護し、競合優位性の
維持を助けることになります。
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当社ネットワークの安全かつ適切
な使用
オフィスにいる時も出張中も、私たちは当社のネットワークと情報を保護する責任が
あります。すなわち、私たちは職務に適用されるデータ保護と情報セキュリティにつ
いて学び、順守しなければなりません。

セキュリティ違反を回避するために、ネットワーク システム、会社のコンピュータ、
その他の電子機器に対するすべてのサイバーセキュリティ管理手順を順守しなければ
なりません。個人所有か Olin 支給かにかかわらず、当社のネットワークに接続され
ているすべての機器には、適切なアクセス保護が設定されており、承認されたウイル
ススキャン ソフトウェアと最新のウィルス定義ファイルが搭載されていなければな
りません。

ノート パソコン、スマートフォン、記憶装置などの携帯機器を常時安全に保護し、
これらの機器に保存されている機密情報をすべてパスワードで保護しなければなりま
せん。さらに、決してパスワードを共有してはならず、また他の人に見られるところ
に (当社のさまざまな施設で作業しているときでも ) パスワード情報を放置してはな
りません。当社の何らかのデータが改ざんされた疑いがある場合、または紛失した場
合は、直ちに上司と IT 部門に知っていることを報告する義務があります。

電子メールとインターネット
電子メールとインターネットにアクセスするために当社ネットワークを使用すること
は、必要なことであり特権です。あらゆる使用と通信において、最高の行動規範を順
守しなければなりません。職場で Olin 支給のコンピュータからアクセスする時でも、
自宅やホテルなどのその他の社外の場所からリモート アクセスするときでも、同じ
ことが言えます。

また、当社のネットワークと情報システムは、会社関連のビジネスを目的としている
ことも忘れないでください。勤務地で許可されている場合は、限定的な個人利用は認
められますが、すべての個人的利用が当社の規範に適合しており、職務や当社ネット
ワークの安全な運営を妨げないようにしなければなりません。

以下のようにすることで、当社ネットワークやリソースを保護することができます。
•  許可されたアプリケーションやソフトウェア プログラムのみをダウンロードする。
•  コンピュータとネットワーク アクセスに強力なパスワードを使用する。
•  電子機器と記憶メディアを常に安全に保護する。
•  疑わしい行動または設備の盗難に気付いたらすぐに報告する。
•  当社ネットワークを使って、個人の電子メール サービスにアクセスしたり、
  不適切または不快な資料を広めたり、そのようなウェブサイトにアクセスしたりし
ない。

当社の何らかのデータ
が改ざんされた疑いが
ある場合、または紛失
した場合は、直ちに上
司と IT 部門に知って
いることを報告する義
務があります。
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質問

回答

Q&A ソーシャル メディアの使用
ソーシャル メディアは、人々や企業のコミュニケーションの方法を変えつつあります。
さらに、ソーシャル メディアを巡る状況は、世界中で絶えず変化し拡大し続けていま
す。ソーシャル メディアにより、膨大な数のオンライン フォーラムに参加し、相互
にまた業界関係者から学び、繋がりを広げるなど、多数のメリットを得ることができ
ます。しかし、ソーシャル メディア サイトで公開したコミュニケーションは、瞬時
に表示され永続するため、ソーシャル メディアを不適切に使用すると、当社―そして
私たち―が重大な責任問題にさらされることがあります。だからこそ、会社の機密情
報、データ、および評判を保護することに細心の注意を払うことが重要なのです。

職務であるか個人的理由であるかにかかわらず、ソーシャル メディアを使用すると
きのガイドラインを以下に示します。
•  規範を理解し、順守する。オンライン活動では、その他のいかなる場合にも適用さ
れる同じ規則を順守する必要があります。

•  常識を働かせる。インターネットが公共の永続する場所であることに留意してく
ださい。

•  当社のネットワーク リソースを保存する。勤務中は、業務活動にのみにソーシャ
ル メディアを使用します。

•  特に許可された場合を除き、Olin を代表して発言しない。あなたの意見が私見で
あり、会社の意見を反映していないことを明確に述べます。

•  当社製品を推薦するコメントを投稿する場合は、自分が Olin に勤務していること
を明確に開示する。別名を使ったり、別人を装ったりしてはなりません。

•  当社製品、サービスを中傷する投稿に気をつける。ただし、自分で返答しないでく
ださい。広報部に連絡し、権限のある Olin 広報担当者に状況に対処してもらいます。

•  会社の機密情報を保護する。顧客情報、価格設定、営業秘密、財務情報、事業計画、
その他の企業機密に属する情報や専有情報を投稿してはなりません。

•  敬意を払う。卑猥、脅迫的、嫌がらせのコメントや、社員、顧客、サプライヤー、
他のビジネス パートナーを軽んじるコメントを絶対に投稿してはなりません。あ
る国や地域では受け入れられる内容でも、他の国や地域では不快な内容になること
もあります。

•  著作権を尊重する。知的財産権の所有者の許可がない限り、他者が所有する知的財
産を投稿してはなりません。

電子メール、ソーシャル メディア、およびネットワーク監視
IT 部門とセキュリティ部門は、当社の情報と企業ネットワークを損失、中断、ウィ
ルス攻撃、その他のセキュリティ侵害や法的問題から保護しています。そのようにす
るため、Olin のネットワークを通じて転送された情報は、ソーシャル メディアへの
投稿やその活動も含めて、現地の法規によって禁止されていない限り、Olin による
審査の対象となります。

会社の成功を支援する責任

Sam は、業界の製品を評価してい
るブログを読んでいます。Olin 社の
特定の製品に関する非常に批判的な
投稿を見つけました。Sam は、そ
のコメントが正確ではなく不当だと
思い、怒りを込めた返答を投稿する
ことにしました。これは、最善の対
応でしょうか。

いいえ。Sam が正式な Olin の広報
担当者でない限り、当社や当社製品
に関する否定的なコメントに自分で
返答しようとしてはなりません。権
限を与えられた広報担当者に最善の
方法で対応してもらえるように広報
部担当者に連絡すべきです。
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利益相反回避の確保
当社のあらゆる階層において、各自が当社の最善の利益に反する影響、利益、関係性
が一切ないよう配慮しなければなりません。すなわち、私たちの個人的な財務、業務
およびその他の活動により、Olin での私たちの仕事の仕方が偏り、または不完全な
ものになり、悪影響を及ぼすことがあってはなりません。当社の優れた評判、そして
私たち自身の評判を維持するためには、利益相反と受け止められるような状況でさえ
も避けなければなりません。

社外での雇用
社外で就職活動をする場合は、利益相反を回避するよう気をつけなければなりません。
副業に就いたり、別の会社にサービスを提供する場合は、その仕事が Olin での当社
の責任の妨げになったり、相反したりしてはなりません。さらに、会社方針により、
管理者による事前の許可がない限り、Olin の競合他社、顧客、サプライヤー (または 
Olin の競合、顧客、サプライヤーになることを模索している会社 ) に就職したり、サー
ビスを提供したりすることは禁じられています。この方針は、以下の家族にも適用さ
れます。

「家族」には、配偶者、子供、兄弟姉妹、親、継子、継親、義母、義父、義理の息子、
義理の娘、義理の兄弟、およびその他の同居人 (賃借人と家事使用人を除く )が含ま
れます。

社外での雇用に加え、パートタイムや「サイド」ビジネスを営むなどの自営活動は、
その自営活動が Olin の利益と競争したり、Olin に悪いイメージを与えたりする場合
は、利益相反となる可能性があります。そのため、完全所有または部分所有の副業を
営んでいる場合は、事前に開示して承認を得ることなく、その事業を Olin、または 
Olin の既存または潜在的競合、顧客、サプライヤーへの供給業者として行ってはな
りません。

Olin Corporation の役員は、Olin の取締役会の事前の承認を得ることなく、Olin の
関連企業ではない事業体の取締役、役員、従業員、パートナー、コンサルタント、代
理、代表を務めることはできません。

相反する場合
Stephen は、週末は友人と共同経営しているメンテナ
ンス会社で働いています。Stephen は、Olin 製造施設
で請負業務をしたいと思っています。これにより、自
分の事業は大きく発展し、Olin も経費を節約すること
ができます。

しかし、これは Stephen にとって利益相反になりま
す。状況が変わり、取り決め内容が Olin とメンテナ
ンス会社の両方に有利でなくなった場合、Stephen は 
2 社のうち利益が大きい方を選択しなければならなく
なります。私たちは、このような状況に陥ることを避
けなければなりません。

相反しない場合
Sarah は、地元のデパートでバイトをしよう
と思っています。バイトが Olin での仕事に
必要な時間と労力に影響しない限り、問題は
ありません。

質問がある場合は、仕事を引き受ける前に上
司、Human Resources Department (人事部 )、
企業倫理・コンプライアンス管理室に相談す
べきです。

当社のあらゆる階層
において、各自は 
Olin の良い評判を保
つために自分の役割
を果たすべきです。
これは、利益相反の
存在を示唆する状況
すら避けることを意
味します。
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質問

回答

Q&A 他の会社への投資
Olin は、私たちの経済的利害が Olin の代表としての判断や活動に影響したり、その
評判を危険にさらしたりしない限り、社員が他社に投資する権利を尊重します。この
ため、社員および 26 ページで定義されたその家族は、管理職に書面による完全な開
示の上で、利益相反が存在しないと判断されない限り、当社と取引を行っている企業、
取引を希望している企業、または当社の競合に多額の投資をしてはなりません。また、
他の企業に経済的利害がない場合でも、社員または家族が、Olin が取引を行ってい
る別の組織から相当な額の手数料、賞与を受け取った場合は、利益相反となる場合が
あることに注意してください。

「多額の」経済的利害とは、Olin と取引を行っている企業またはそれを希望する企業
に 5% 以上の持分権を所有している、あるいは関与している (取締役、役員、パートナー
を含む )、債務を負っている、または債務を課している場合です。「企業組織」には、
Olin が寄付している非営利団体および Olin のすべての競合相手が含まれます。

家族や友人と一緒に働く
一定の状況では、家族の仕事が利益相反を生む場合があります。相反を回避するため
に、Olin は通常、家族の直属上司になることを認めていません。家族が同じ部署ま
たは同じ勤務地で働いている場合、Olin は必ず、職務と残業の割り当てについては
客観的基準に基づいて行い、給料に関する決定と人事考課は独立した人物によって行
います。

家族が Olin の競合他社、顧客、サプライヤーに勤務しているか、またはサービスを
提供しており、特に私たちまたは直属部下がそのような会社や家族と取引を行ってい
る場合は、利益相反となったり、利益相反があるように見えたりすることに注意しな
ければなりません。疑わしい状況は前もって、あるいは気が付いたらすぐに、必ず上
司に報告し、当社と家族との取引において利益相反があるように思われる事態を避け
なければなりません。

会社のビジネス機会
私たちは、Olin の利益を推進する機会が生じた時には、そのようにするよう求めら
れています。これには、私たちが Olin で就業していたときに開発した、あるいは学
んだ案件から個人的な利益を得る状況も含まれます。

たとえば、Olin に知らせることなく、既存の、または見込のある Olin の事業に関連
する案件を進展させることは、この種の利益相反になります。また、別の人や組織に
ビジネスチャンスの利益を提供した場合も (個人的な利益が得られなくても )、利益
相反になる場合があります。

会社の成功を支援する責任

John の奥さんは、Olin のサプライ
ヤーに就職しました。これは利益相
反になりますか。

状況によります。John または直属
部下の誰かがこの会社と取引を行っ
ており、John の奥さんの会社をサ
プライヤーに選ぶ役割にある場合は
問題となります。常にそのような
関係について事前に上司に知らせ、
Olin が状況を評価するまでは、その
サプライヤーとの交渉や決定に参加
しないことが得策です。

私たちの仕事に関係
する家族関係を開示
することが重要で
す。これによって、
利益相反と受け止め
られることを回避
し、個人としてまた
企業として自分たち
の評判を守ることが
できます。
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役員会、委員会のメンバーシップ
Olin は、社員が専門組織や地域活動に参加することを奨励しています。しかし、参
加することで当社の評判を危険にさらしたり、自分の職務の遂行の妨げになったりし
てはなりません。組織が Olin から寄付やその他の支払を受けておらず、活動が職務
の妨げになる場合や、Olin に悪いイメージを与えない限り、非営利団体のメンバー
となるのに承認を得る必要はありません。その他の組織の取締役メンバーとなる場合
は、事前の承認が必要です。

内部情報と証券取引
私たちは時々、当社や取引先の重要な内部情報にアクセスする場合があります。「重
要な内部情報」とは、Olin の社外の人には公表されておらず、分別がある投資家が
重要だと見なす情報のことです。

証券法、現地の法規、および Olin 方針では、内部情報を利用して、Olin または証券
が公に売買されている企業への投資に関する自分自身または他の人の決定に影響を与
えることは禁じられています。そのため、重要な非公開情報を持っていると思う場合
は、Olin のものも含めて、公に売買されている証券を売買しないよう気をつけなけれ
ばなりません。家族や友人を含め、他の誰にも「内報」してはいけません。その人が
他の人に内部情報を開示する可能性があります。内報は、インターネット掲示板、ブ
ログ、チャット ルームなどのソーシャル メディアで話し合うことにも適用されます。

重要な内部情報の例
• 公表されていない決算
• 合併、買収の計画のニュース
• 最高幹部の変更
• 新製品または新サービスの情報
• 製品の価格または需要の変更
• 普通でない、または多額の企業借入金
• 配当方針、株式分割のニュース

質問

回答

Q&A
Peter は、別の部署の友人から、
Olin が他社を買収するよう交渉中だ
と内密に聞きました。Peter は、こ
のニュースが公表されたときに Olin 
の株価が上がると考え、今すぐ追加
で買っておくことが得策だと思いま
した。Peter は、この可能性のある
買収について知ったうえで株を買っ
てもかまいませんか。

いけません。Peter は、この公表さ
れていない重要情報をもとに、一切
取引をしてはなりません。Peter が
この情報を学んだ現時点で Olin 株
を売買すると、買収は実際には起き
ないかもしれないと思っていても、
この情報をもとに取引したと見なさ
れます。会社の株を売買または取引
するかしないかを決定するときに、
分別のある投資家が重要だと見なす
未公表の情報は、内部情報だと見な
されます。
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質問

回答

Q&A

贈答品・接待の提供と受け入れ

贈答品
贈答品の交換は、さまざまな取引先との取引関係を強化するのに役立ちますが、利益相反
となる可能性、または、少なくとも利益相反に受け止められる可能性があります。したがっ
て、取引関係における贈答品の提供や受領は、妥当であり、頻度が少なく、100 米ドル未
満のものでなければなりません。先進国では法律または慣習により妥当と見なされるもの
でも、発展途上国では贅沢と見なされる可能性がある、という事実に注意を払わなければ
なりません。疑念がある場合には、企業倫理・コンプライアンス管理室までお問い合わせ
ください。贈答品には、会社のロゴを付した特製品、ギフトバスケット、高級食品、ある
いは食事、商品、サービスに引き換えられるギフト券などの有形商品が含まれます。

贈答品の中には、決して容認されないものがあります。
•  Olin が利益を獲得するような方法で、公務員の立場を誤用するように誘導する目的で、
公務員に提供された贈答 (「公務員と取引するときの特別な懸念」を参照 )。

•  個人的利益、または不正な事業上の利益の見返りとして求められた、または提供された
贈答。

•  現金、株式、証券、ストック オプション、ローン、または現金に引き換え可能な商品
券などの現金同等物の贈答。

•  違法、性的・性風俗関連の贈答、または相互に敬意を示すという当社のコミットメント
に反する贈答。

時に、一定の状況においては、100 米ドルの制限を超える贈答品の提供または受領が許可
される場合があります。通常、このような状況は、Olin 社員と他社 1 社以上の代表者が
参加するグループイベントで、参加者全員に贈答品が提供される場合です。特別イベント、
または記念の表彰でさらに高価な贈答品が贈呈される場合もあります。ただし、100 米ド
ルの制限を超える贈答品は、企業倫理・コンプライアンス管理室の最高責任者から承認を
得なければなりません。

会社の成功を支援する責任

Angie は、100 米ドルの上限を超え
る贈答品を重要なサプライヤーから
受け取りました。彼女はどうすべき
でしょうか。

時には、サプライヤーやその他のビ
ジネスパートナーから、Olin の贈
答制限を超える贈答品を思いがけず
受け取る場合があります。この場
合、Angie は Olin の贈答に関する
方針を説明した手紙を添えて返す
か、Olin に渡してディスプレイにし
たり、社員への景品にしたり、慈善
団体に寄付することができます。贈
答品が生鮮食品の場合は、部署の全
員と分かち合うことができます。た
だし、Olin の贈答制限を超える贈答
品を取っておくには、企業倫理・コ
ンプライアンス管理室の最高責任者
から承認を得なければなりません。

贈答品には、ホストまたは贈り手が参加しないスポーツ、文化、その他のイベントなどのエン
ターテインメント会場へのチケットも含まれます。たとえば、Olin 社員が同伴しないフットボー
ルの試合へのチケットをお客様に提供するのは接待ではなく、贈答品です。Olin のサプライヤー
または見込みサプライヤーが同伴しないコンサートへのチケットを受け取ることは、贈答品と
見なされます。いずれの状況もエンターテインメントの提供は贈答品と見なされ、Olin の贈答
制限が適用されます。
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食事と接待
頻度と費用が妥当であり、かつ慣例に適っており、提供者が同席している場合には、
取引関係に関連して食事、もてなし、接待を提供または受けることができます。提供
者が同席しない場合は、提供あるいは受領したものはすべて贈答品と見なされ、Olin 
の贈答制限が適用されます。

「妥当であり、かつ慣例に適っている」とは、食事、もてなし、または接待が正当な
事業目的を持っており、加えて以下の条件に一致する場合に当てはまります。
•  業界と地域の許容できる商習慣に一致している
• 実際に回数が少ない
• 贅沢でも高価でもない

さらに、私たちは会社を代表しているため、接待は Olin の規範や相手側の業務規範
に違反したり、当社のイメージに悪影響のある施設や活動を含んだりしてはなりませ
ん。不適切な接待の例としては、性風俗のエンターテインメントや民族、人種、宗教
を悪用するエンターテインメントがあります。

旅費と宿泊費の申し出
私たちが団体の一部であり、サプライヤーまたは顧客の代表者が同席し、出張が取引
関連であり、活動が事前に上級管理職、外国子会社の場合は、現地の役員に承認され
ていない限り、交通費や宿泊費、その他の生活費や旅費の贈答を受け取ってはなりま
せん。

公務員と取引するときの特別な懸念
Olin またはその社員と第三者が、Olin が利益を獲得するような方法で、公務員の立場
を誤用するように誘導する目的で、公務員に贈答を供与または提供するのは違法です。

米国では、有価物を米国政府職員に供与することは、政府調達法により一般に禁じら
れています。ただし、米国政府職員が支出の正当な額を負担することができる会議の
出席者に提供される、事業に直接関係する食事または軽食を除きます。詳細について
は、本規範の「米国政府パートナーとの業務にかかわる特別な責任」セクションを参
照してください。

米国外では、全体的な汚職防止法規によって、贈答、もてなし、接待、および旅行を
公務員に提供することは、Olin 製品の販売促進、デモンストレーション、または説
明に関係するか、あるいは Olin が契約を履行または実行することに関係する妥当な
金額までに制限されています。Olin の Law Department (法務部 ) から事前承認を得
るための要件を含む詳細は、本規範の「グローバル市場への参加」セクションを参照
してください。

質問

回答

Q&A
Maria は、Olin のサプライヤー数
社を管理しています。Maria は、
できる限り直接会うことが好き
で、特にあるサプライヤーとはよ
く直接会って仕事をしています。
Maria がそのサプライヤーのオ
フィスを訪問すると、いつも高級
レストランに連れて行ってくれ、
年に数回はコンサートやスポーツ 
イベントに招待してくれます。最
近、Maria は毎月そこを訪問して
います。Maria は、当社の「食事
と接待に関する方針」に違反して
いるのでしょうか。

おそらく違反しています。手頃な
価格のレストランでの食事やその
他の接待は、当社と取引先との親
善を育むことができます。しか
し、特定の会社からたびたび接待
を受けると、利益相反になり、ま
たそのように見える可能性がある
ことに注意する必要があります。
Maria は、サプライヤーからのこ
のような招待について、上司に相
談し、会社の方針を順守している
ことを確認するべきです。疑念が
ある場合には、Maria と彼女の上
司は、企業倫理・コンプライアン
ス管理室まで問い合わせる必要が
あります。
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Olin は、お客様の成功に必要な
高品質の製品を提供します



私たちの顧客、サプ
ライヤー、取引先に
対する責任
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質問

回答

Q&A 製品の品質
誠実さと高品質の製品、サービスは、当社の評判の基盤であり、当社事業に最終的な
成功をもたらすものです。製品とサービスのすべてが、契約および政府要件に従って
適切な点検、試験、品質基準を満たしていなければなりません。

品質と試験に関し、以下の責任があります。
•  製品の品質を保証できるよう個人的に責任を持つ。
•  どの試験を実施すべきか把握する。
•  これらの試験の仕方を把握する。
•  試験の結果を正確に記録する。

すべての試験文書を正確かつ迅速に記録しなければなりません。以下のことは、絶対
に行ってはなりません。
•  点検、試験の文書、ソフトウェアを偽造、改ざん、歪曲すること。
•  点検、試験の結果を不適切に記録したり、誤って記録したりすること。
•  顧客代表者を欺いて、判断を誤らせること。
•  必要な点検または試験が行われた、あるいは試験文書の準備ができていると不正に
証明したり、述べたりすること。

•  不完全または不適切な点検、試験の実施計画書、手順を使用すること。

サプライヤーとの関係
当社は、サプライヤーとその他の取引先にオープンかつ競争的な機会を提供し、当社
事業のシェアを勝ち取ってもらっています。当社の購入決定は、品質、価格、サービ
ス、供給能力などの客観的な要因だけに基づいています。

当社はまた、サプライヤー契約とライセンス契約の条件を尊重し、公正な商慣習に則
した率直で正直な協議を維持しています。価格設定、技術、特許デザイン情報など、
サプライヤーやその他のビジネスパートナーから受け取ったすべての情報を保護し、
組織の書面での許可がない限り、Olin の社外の誰にも開示しません。

顧客と消費者情報のプライバシー
保護
私たちは、提供された顧客と消費者の情報を保護する責任を負っています。また、そ
のような情報を保護するためのデータ プライバシー保護法の下で特定の義務を負っ
ており、当社はこのような法律を非常に真剣に受け止めています。この情報にアクセ
スするのは、業務上そのようにする理由があるか、または現地の法規を順守するため
に必要な場合だけです。また、情報の紛失、誤用、無許可アクセスまたは開示、改変、
および破壊を防止するために、措置を講じます。この情報へのアクセスを許可されて
いるサプライヤーとその他の部外者も、この情報を保護する責任があり、その順守は
監視されます。

私たちの顧客、サプライヤー、取引先に対する責任

Lauren は、Quality Assurance ( 品
質保証部 ) で働いています。彼女が
担当する契約では、点検に合格する
には特定の厳しい試験の実施が義務
付けられています。Lauren の経験
からいうと、そのテストの 1 つでほ
とんど何の問題も示されません。製
品発送までの締め切りが迫っている
ので、Lauren は今週このテストを
省略したいと思っています。省略し
てもかまいませんか。

いけません。Lauren は、チームが
例外なく、契約で定められた試験す
べてを実施するようにしなければな
りません。試験が問題を示すことが
ほとんどなくても、Olin は顧客に変
更を許可されない限り、契約通りに
正確にすべての点検、試験、品質管
理手順を実施する義務があります。
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他社との競争
当社は、競合他社を公正かつ正直にしのぐよう努めています。事実を正直に、有益な
情報を提供して当社製品を宣伝、販促、ラベル表示します。競合他社に関して、虚偽
や悪意のある発言はしません。特権的な情報の乱用、重要な事実の虚偽の陳述、その
他いかなる不正な商習慣を使って、誰に対しても不正な優位性を得ることはしません。

公正な競合と独占禁止
私たちは、自由でオープンな競争の価値を信じています。競争法は国に応じて異なり
ますが、当社が事業を行っているほとんどの国では、米国の独占禁止法や欧州連合の
競争法のような厳格な法律が全面的に施行されています。

私たち全員が、当社の事業活動に適用される競争法の基本要件を理解していなければ
なりません。独占禁止法やその他の競争法に違反すると、禁固刑や多額の罰金を含む
厳しい罰則が課せられる可能性があります。

以下のことについて、競合他社、または顧客、流通業者、競合他社でもあるサプライ
ヤーと絶対に話し合ったり、情報交換したりしてはなりません。
• 価格または支払条件
• 補足的競売において抑制、輪番、入札を行うこと
• 原価、収益、マージン
• 市場、注文、顧客の分割
• 生産量または売上高の制限
• 流通方法または割り当て
• 商業的理由からのサプライヤー、顧客、競合の排斥

さらに、以下の内容について提案したり、契約を締結または合意したりする場合は、
その前に必ず Olin の Law Department (法務部 ) に相談しなければなりません。
•  当社がサプライヤーまたは顧客に製品を売買する前に、取引を行うことを要請する。
•  顧客が当社製品、サービスを使用、再販する選択を制限する。
•  Olin の製品、サービスを購入するために、別の Olin の製品、サービスを購入する
ことを条件として顧客に要請する。

•  いずれかの当事者が別の当事者と取引を行う、または製品またはサービスを生産 /
提供することを制限する。

•  いかなる特許、著作権、ライセンス契約のライセンシー、またはライセンサーの自
由を制限する。

質問

回答

Q&A
Bill は、Olin の競合他社に新しい契
約に対する入札において交代で入札
することに同意するよう依頼されま
した。今回 Olin が競合他社よりも低
い価格で入札し、次回は競合他社が
当社より低い価格で入札するという
のです。Bill は、競合他社と交代入
札について話し合ってもかまいませ
んか。

いけません。入札を順番に回すこ
とや、交代入札、その他いかなる
談合について、どの競合他社とも
絶 対 に 話 し 合 っ て は い け ま せ ん。
競合他社がいかなる形式であって
も談合の話を始めたら、会話を止
め、その場から立ち去ります。直
ちに Law Department ( 法務部 ) に
価格計画の話し合いの企てについ
て報告します。
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質問

回答

Q&A 事業者団体、カンファレンスへの参加
Olin は、さまざまな業界や事業者団体の会員であり、同社の社員が競合の社員と会
合して、業界に共通する課題について議論を行っています。このような会議は、競合
他社との接触が関与するため、独占禁止法と競争法の順守に関する問題が発生します。
私たちが事業者団体の会議に参加したり、委員に就任したりする場合は、価格、割引、
販売条件、メンバーの除外、条件の標準化、製品仕様や保証に関する正式または非公
式のいかなる話し合いをも避ける必要があります。事業者団体の会議でこのような問
題についての話し合いに気が付いたら、直ちに退席し、Olin の Law Department (法
務部 ) に連絡してください。

競合情報の収集と利用
競合他社について学ぶことは良い商習慣ですが、公正かつ倫理的に、すべての法令を
順守して行う必要があります。競合情報を受け取り、使用しても合法であることが合
理的に確信できる時にのみ、競合情報を求めるべきです。競合情報には、競合環境に
関するあらゆること、競合他社の製品、サービス、市場、価格設定、事業計画の関連
事項が含まれます。

合法的な競合情報源には、ニュースアカウントや業界調査、カンファレンスや展示会
での競合他社のディスプレイ、インターネットで一般に公開されている情報などです。
また、顧客やサプライヤーから競合情報を得たり (情報の共有を禁止されていない時
に限る )、情報を使用するライセンスを取得したり、実際に情報の所有権を購入した
りすることにより情報を得たりすることもできます。

以下の場合は、情報の収集や利用を決して行ってはなりません。
•  Olin が入札に参加している場合、特に政府との契約の場合の競合他社の入札に関
する情報。

•  窃盗、収賄、盗聴、顧客またはサプライヤーの許可されていない録音などの非倫理
的、違法な手段で入手した情報。

•  複製、描画、撮影した特許情報。
•  報酬、雇用の考慮、贈答、その他有価物との交換で取得した情報。
•  新規採用の社員から聞き出した前雇用主に関する情報。
•  企業秘密保護法で保護されている技術的、あるいは工学データを含む情報。

私たちの顧客、サプライヤー、取引先に対する責任

Craig は、新しい顧客の 1 人からメー
ルを受信しました。添付ファイルに
は、ある競合他社からの未公表の値
上げに関する詳細が記載されていま
した。Craig は、このメールと添付
ファイルが誤って転送されてきたこ
とに気が付きました。これは、明ら
かに有益な情報です。Craig はどう
すべきでしょうか。

合法的に獲得した情報ではないので
すから、Craig はこの情報を使用し
たり、他の誰かと共有したりするこ
とは許されません。Craig は、送信
者にメールと添付ファイルが間違っ
た宛先に送信されてきたこと、この
情報を削除する旨を知らせなければ
なりません。Craig はまた、上司と 
Olin の Law Department ( 法務部 ) 
にもこの出来事について直ちに報告
しなければなりません。
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グローバル市場への参加
当社は、世界中の多くの国で事業を展開しています。世界的規模の企業として、現地の法
律と慣習が互いに矛盾するのを目撃したり、現地の法律と慣習が当社の規範およびポリ
シーと対立したりするときがあります。この場合は、どの基準に従うべきかに関して、必
ず上司、Olin の企業倫理・コンプライアンス管理室の最高責任者に確認してください。ま
たは、本規範に記載されている別のリソースを参照してください。

国際的なビジネスに従事する社員は、当社が事業を営む国の法規および該当する Olin の
ポリシーを把握する責任があります。どの法律、規制、またはポリシーを順守すべきかに
ついて疑問がある場合には、詳細情報とガイダンスを得るため、Olin の Law Department 
(法務部 ) までお問い合わせください。

腐敗行為防止
誠実さを持って行動するというコミットメントの一部として、当社は賄賂やその他の不正
行為に訴えることは絶対にありません。私たちは、当社製品の卓越性を確信しており、高
品質を提供することがビジネスを勝ち取る最善策であると信じています。また、すべての
適用される腐敗防止法を順守する責任を非常に真剣に受け止めています。

当社が事業を営むどの国でも、自国の公務員への賄賂を禁止しており、多くの国では、外
国の公務員に対して賄賂を贈ることも禁止しています。Olin は米国企業ですが、世界中で
事業を行っています。そのため、当社は U.S. Foreign Corrupt Practices Act (米国海外汚職
行為防止法、FCPA)、UK Bribery Act (英国贈収賄法 )、UN Convention against Corruption (国
際連合腐敗防止条約 )、OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Government 
Officials (国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約 )、および該当
する現地のあらゆる腐敗行為防止法も順守しなければなりません。賄賂を贈った場合は、
刑事罰、民事罰、罰金、解雇など重大な結果を招くため、私たち各自が、職務に適用され
る腐敗防止法を理解し厳守しなければなりません。

私たちは、当社製
品の卓越性を確
信しており、高品
質を提供するこ
とがビジネスを
勝ち取る最善策
であると信じて
います。
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質問

回答

Q&A

米国外の公務員への贈答品
ペン、トート バッグ、帽子などの手頃な額の販売促進用プレゼントは、米国外の公務員
やその他の人にあいさつ代わりにまたは親善を深めるために贈るのはかまいませんが、
そのような贈答品は、少額なものでなければならず、行為または決定に影響を及ぼしたり、
便宜を不適切に図ってもらうものであってはなりません。一般に、販売促進用プレゼン
トには、当社ロゴまたは当社ブランドのいずれか 1 つのロゴが入っています。この種の
販売促進用プレゼントを贈るにあたっては、承認は不要です。

尊重または謝意のしるしとして、妥当な額の贈答品を贈ることはかまいませんが、それ
らの品は公にかつ透明性を持って贈らなければならず、当社の帳簿と記録簿に適切に記
録しなければなりません。また、贈るのは、現地法に照らして適切であり、慣習であり、
状況に対して妥当である場合に限られます。通常の額の販売促進用品目以外の贈答品を
公務員に贈るときは、Olin の Law Department (法務部 ) から事前に承認を得なければな
りません。

私たちの顧客、サプライヤー、取引先に対する責任

私は、当社施設の許可を得るために、
米国外の地方公務員と一緒に仕事を
しています。前回の訪問時に、その
公務員は許可を「すぐに出すこと」
の見返りとして、高額なコンサート
のチケットを要求してきました。私
のマネージャーは、この業界ではそ
のような贈答品を送ることは誰でも
やっていることだと言いました。チ
ケットを贈ってもかまわないので
しょうか。

いいえ。許可やその他の事業上の利
益を得るために、この公務員にチ
ケットであれその他の有価物であ
れ、提供してはなりません。これは、
当社の腐敗行為防止ポリシーに明確
に違反するだけでなく、罰金刑、さ
らには禁固刑にも処せられる可能性
のある重罪となる可能性がありま
す。この件とそれに対する上司の指
示内容を Olin の Law Department 
( 法 務 部 ) に 報 告 す る 必 要 が あ り
ます。また、この件を Olin の機密 
Help-Line サービスに報告すること
もできます。

  定義および念頭に置いて  
  おくべきこと

公務員の賄賂とは、Olin が取引、その他の利益
を獲得または維持することを助けるために、公
務員の行為に影響を与える目的で、公務員との
間でいずれかの有価物について直接的、間接的
に供与、約束、支払い、懇願、または受領を行
うことです。

商業賄賂には、取引を獲得することまたは取引
の決定に影響を及ぼす目的で、既存または見込
の取引先に何らかの有価物を供与する状況が含
まれます。

すべての商取引において、公務員賄賂または商
業賄賂に関与したり、そのような行動をしたり
していると受け止められるような状況は避けな
ければなりません。

「いずれかの有価物」 の定義は非常に広範で、現
金、贈答品、食事、接待、旅費や宿泊費、個人
的サービス、慈善寄付、政治献金、ビジネス機会、
優遇、雇用の申し出などが含まれます。賄賂に
金額上の下限はなく、いかなる金額でも賄賂と
見なされる場合があります。

「公務員」の定義も広範で、地位、役職にかか
わらず、以下を代表して公式の立場で行動する
いかなる人を含みます。

•  あらゆる政府系部署、機関、軍事部門、裁判所、
議会と、税関、税務署などを含む、立法府、
行政府、または司法機関。

•  国営企業、国営産業などの政府が部分的ま
たは完全に所有、または経営、管理する営
利事業。

•  党役員または候補者を含めた政党。

• 王室 ( 皇室 ) のいずれかの成員

•  World Bank ( 世界銀行 ) や Red Cross ( 赤十
字 ) などの国際公共団体。

賄賂の支払の他にも、以下のような不正な支払
いについても回避しなければなりません。

「リベート」とは、取引を行う、または手配す
る代償に、別の当事者に金額を払い戻すことに
同意することです。

「円滑化のための支払」とは、会社が受け取る
資格のある郵便業務、電話サービス、電力、水
道などの基本的な公共事業、入国管理、就労ビ
ザなどの所定のサービスや措置をしてもらうこ
とを確保したり、促進したりしてもらうために、
公務員に少額の支払を行うことです。Olin の方
針では、社員、役員、取締役、代理人、流通業
者、代表者、その他の第三者が円滑化のための
支払いを行うことを禁止しています。円滑化の
ための支払いを要求された場合は、Olin の Law 

Department ( 法務部 ) に直ちに報告し、指示を
待ってください。
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質問

回答

Q&A米国外の公務員のもてなし、接待、および旅行の経費負担
もてなし、接待、および旅行の経費を当社で負担して、他の人々、特に米国外の公務員
に影響を及ぼしたり、Olin のために事業の安泰を図ったり、事業上の利益を確保したり
してはなりません。Olin は、経費が Olin 製品の販売促進、デモンストレーション、また
は説明に関係するか、あるいは Olin が契約を履行または実行することに関係する場合に、
妥当な金額を支出することができます。ただし、そのような支出が公務員を対象とすると
きには、Law Department (法務部 ) から事前に承認を得なければなりません。

食事、もてなし、接待、および旅行については、いずれの場合でも、妥当であり、日常的
な業務に照らして慣習によって確立されたものであり、贅沢であってはならず、不適切と
見なされることすら避けなければなりません。風俗による接待は、その形態を問わず、禁
止します。

第三者の代表
当社が賄賂を支払わないのと同様に、私たち自身が倫理的、合法的に行わないことを第三
者に依頼、または雇ってさせることは絶対にしません。第三者とは、コンサルタント、代
理人、流通業者、代表者、請負業者、合弁事業パートナー、会計士、Olin を代表して活
動するその他のビジネスパートナーなどです。

社員と第三者は同様に、違法な行為に参加するよう求める依頼または要求を断らなければ
なりません。取引の一部として、不正な支払をするよう要請された場合は、支払を拒否し
事態を上司と Olin の Law Department (法務部 ) に報告し、同部門からの指示を待たなけ
ればなりません。当社の誠実さにおける評判の方が、いかなる契約からの収益よりもはる
かに重要です。

不正な支払いの可能性がある以下の兆候に注意してください。
•   手数料の現金払い、別の名義または別の国の住所に支払うことを要請された場合。
•   説明できない多額の出張・接待経費が報告された場合。
•   取引に対し、代理人が通常の手数料より高い金額が要請された場合。
•   代理人、販売員が、公務員と一緒に業務を行い、当社が契約を取れるようにしていると
述べている場合。

第三者を選定する場合は、以下の「危険信号」に注意してください。
•  採用する第三者の国で過去に不正があった場合。
•  購買決定に影響を与える可能性のある家族やその他の関係がある第三者の場合。
•  不正、または不適切な行動の悪評がある第三者の場合。
•  著しく高い手数料の要請があった場合。
•  契約の決定間際に接触し、公務員、政党、その他の高官との「特別手配」を示唆する
第三者の場合。

•  Olin の入札を特定の代理人または代表者を介して行うことを提案する顧客の場合。

Nadia と上司は、Olin の入札を助け
ている第三者と一緒に緊密な業務を
行っています。Nadia は、上司が電
話で代理人に何かを旅費として記録
することができると言っているのを
耳にしました。上司は、不正な支払
いについて話し合っているようで
す。Nadia はどうすべきでしょうか。

不 正 な 支 払 い で あ る と い う 証 拠
を Nadia が持っていなくても、上
司 よ り 上 の 管 理 者 と Olin の Law 
Department ( 法 務 部 ) に そ の 疑
い を 報 告 す べ き で す。 ま た、Olin 
Help-Line に内密に、または法律で
許可されている場合には匿名で懸
念を報告することもできます。Olin 
は、いかなる状況でも賄賂を容認し
ません。当社は、代理人やその他の
第三者の行動に法的責任を負う可能
性があります。私たちの周囲で起き
ている可能性のある違反を「黙認」
することで法的責任を避けることは
できません。また、絶対に賄賂を合
法的な経費として不正に計上しては
なりません。

Olin Help-Line  |  www.OlinHelp.com 38



質問

回答

Q&A 輸出制限と貿易統制

輸出入

グローバル企業である Olin は、定期的に国境を越えて製品や原料を輸送しています。
業務活動のすべてにおいて、輸出入に関する適用法すべてを順守しなければなりま
せん。

明確にすると、「輸出」とは当社が国境を越えて出荷または輸送するあらゆる製品、
ソフトウェア、技術、情報が該当します。他国籍の人、またはある外国企業を代表し
て行動するその企業の社員に提供される技術、ソフトウェア、または情報も、その人
がどこに所在しているかにかかわらず、輸出と見なされる場合があります。

私たち全員、特に当社製品を販売したり流通させたりする者は、国際貿易管理法を把
握し、順守しなければなりません。

貿易統制

国連および多くの国は、国家の安全を維持し、国内経済を保護するためと、外向政策
を促進するために、国際貿易統制を実施しています。貿易統制は、製品、技術、ソフ
トウェアの輸出、再輸出、および制裁対象国との輸入、旅行、新しい投資、その他の
金融取引、取引に影響します。

Olin の Law Department (法務部 ) の書面による特別な許可がない限り、制裁対象国
の人や組織と国際取引を行ってはなりません。当社が活動しているすべての国の該当
する貿易統制の制限のすべてに従わなければなりません。すべての取引を事前検査し、
すべてのライセンス要件が整っており、取引先に下記が含まれていないことを確認す
る必要があります :

•  米国および他国の規制団体リストに掲載されている制裁対象国と個人または組織
•  米商務省、財務省、および国務省リストに名前が掲載されている軍備増強関連の末
端利用者または当事者

•  法規に違反して行動しているか、またはそのように思われる当事者

ボイコット

時折、一般的には契約の一部として特定の国または企業をボイコットするよう要請を
受ける場合があります。Olin は、米国が正当と認めていないボイコットに参加する
ことを拒むように私たちに要求する米国法の反ボイコット条項に従います。法律によ
り、上述の制裁以外でボイコットの要請に協力することはできません。このため、私
たちは、違法な外国ボイコットに協力していると勘違いされるような何らかの行動を
開始したり、国、企業、その他の組織に関する情報を提供したり、述べたりしてはな
りません。ボイコットの要請はすべて、Olin の Law Department (法務部 ) に直ちに
報告しなければなりません。

私たちの顧客、サプライヤー、 
取引先に対する責任

Cynthia は、Olin のエンジニアです。
Cynthia は、Olin のために新しい機
械を製造している日本企業の社員、
恵子さんと一緒に業務を行っていま
す。恵子さんとチームは、新しい機
械が Olin の既存のシステムとシーム
レスに稼働することを確認したいと
思っています。Cynthia は、当社装
置数台の概略設計を含んだ技術文書
をメールで送信しました。Cynthia 
は、技術文書をメールで送信してよ
かったのでしょうか。

いけません。技術文書を送信する前
に、Cynthia は、この文書を送信す
ることが許可されているか、また恵
子さんがそれを受け取ることを許可
されているかを確認しなければなり
ません。必要な場合は、適切な輸出
許可 (EL) も取得しなければなりま
せん。Olin が、恵子さんの会社とこ
のプロジェクトに関して契約を締結
していても、恵子さんとチームが輸
出許可を必要とする情報や技術にア
クセスしたり、輸出の許可例外を適
用したりする資格が自動的に付与さ
れているわけではありません。海外
の業者と一緒に業務を行う場合は、
常 に Purchasing and the Export 
Compliance Department ( 購買・輸
出コンプライアンス部 ) と密接に連
携してください。
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企業の社会的責任と人権保護
私たちは、自分たちが住み事業を営む地域社会で信頼できる隣人であると認めて欲しいと願っ
ています。私たちは、オープンで倫理的な立場を維持し、多様な地元の文化と慣習を尊重する
ことは、有益な違いを生み出し得ることを知っています。

世界中で公正なビジネス慣習を実践するという当社のコミットメントの一部として、当社操業
地すべてにおける個人の人権を尊重します。すなわち、この取り組みの 1 つとして、当社で働
く人に、妥当な勤務時間と公正な賃金を提供します。また、児童就労や強制労働、人身売買を
厳禁しています。当社のサプライヤー、コンサルタント、請負業者、下請業者、その他のビジ
ネスパートナーも同じ基準を守らなければなりません。

私たち全員、特に 
Olin 製品を販売し
たり流通したりす
る者は、国際貿易
管理法を把握し、
順守しなければな
りません
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Olin は、米国および世界
各地で政府機関と一緒に業
務を行っています



米国政府パート
ナーとの業務にか
かわる特別な責任
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米国政府パートナーとの業務 
にかかわる特別な責任

Olin は、規制の厳しい環境で活動しています。多
くの連邦政府、州政府、および米国政府の諸官庁は、
米国外の政府と共に、当社が行う事業を監督して
います。

そのため、諸官庁や公務員と一緒に業務を行う時、または政府契約に入札、政府契約
の下でサービスを提供する時には、民間セクターで許容される行為でも、政府調達の
法令に違反する場合があることに留意しなければなりません。違反した場合は、罰金、
罰則、政府契約の遂行の禁止、一時停止、当社や個人の刑事訴追などの厳しい結果を
招く可能性があります。

調達手順における誠実さの確保
私たちは常に、政府調達に関する法令に完全に順守した方法で、製品を納品しなけ
ればなりません。たとえば、米国政府との契約により業務を行っている私たちは、
Federal Acquisition Regulation (FAR、連邦調達規制 )、Anti-Kickback Act (反キッ
クバック法 )、Truth in Negotiations Act (TINA、調達価格真正法 )、Procurement 
Integrity Act (PIA、米国連邦調達廉潔法 ) などの米国連邦規制が、米国諸官庁とのや
り取りを管理しています。

当社の規範は、これらの法律や方針を概略していますが、これらは複雑であり、機関
ごとに異なることがあるため、職務に米国政府の調達が関与している、または関与す
る可能性がある場合は、自分の仕事に適用する特定の規則を理解し、順守しなければ
なりません。

調達の法令では、特に以下のことが義務付けられています。
•  すべての人件費、原材料費の正確かつ完全な追跡記録と請求。
•  すべての契約の仕様および要件の誠実な厳守。
•  政府法令に従った研究開発費の正確で間違いのない会計。
•  政府検査官への全面的協力を含め、あらゆる試験、査察、品質保証の順守。
•  商品がまだ点検、許可されていないことを知りながら、証票を提示するなど、現金
の支払い、財産の移譲などの不正な請求の回避。

•  生産記録、装置のログ、点検記録、試験記録、タイムカード、請求書など、政府契
約に関連する正確かつ完全な記録。
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米国公務員への贈答、もてなし、
接待、および旅行の制限
米国、および他国の州政府および連邦政府の公務員、諸官庁の職員への贈答、もてなし、
接待、および旅費の提供は厳しく規制されており、多くの場合禁止されています。有
価物を供与することは、米国政府調達法により一般に禁じられています。ただし、米
国政府職員が支出の正当な額を負担することができる会議の出席者に提供される、事
業に直接関係する食事または軽食を除きます。そのため、Olin の方針と該当する法
規の下で特に許可されていることがわかっている場合を除き、米国の公務員、諸官庁
の職員には、金額にかかわらず、いかなる贈答、接待の提供は許可されていません。

極秘、専有、供給業者選定情報
米国政府、および当社活動に管轄権を持つその他の国の政府のすべての安全規を順守
しなければなりません。これらの規制は、工場やオフィスの安全、極秘情報の正しい
取り扱いなどを規制しています。

極秘情報にアクセスできるのは、適切な政府の機密情報取扱許可を持っており、有効
な理由がある者に限られています。実際の、または潜在的な安全上の違反は、直ちに
現地のセキュリティ・オフィスまたは Olin の Law Department (法務部 ) に報告しな
ければなりません。

米国政府規制は、私たちがコストや価格設定データなどの「専有」情報、入札、技術
評価計画などの「供給業者選定」情報、その他の機密情報や文書を嘆願したり、所有
したりすることを禁止しています。極秘、または専有、供給業者選定情報が漏洩した
と考える場合は、直ちにその状況を上司、または Olin の Law Department (法務部 ) 
に報告しなければなりません。

質問

回答

Q&A
Mark は、米国政府と Winchester 
(ウィンチェスター ) 契約の作業を
しています。Mark は、レストラン
で顧客に食事をおごることはできな
いことは知っていますが、自宅で接
待していいかどうかわかりません。
Mark はどうすべきでしょうか。

Mark は、自宅で公務員を接待して
はなりません。米国政府契約規則と 
Olin の方針により、米国の公務員
に食事、贈答、いかなる有価物を提
供することは禁止されています。た
だし、業務上の話し合いの場で軽い
飲食物を出すことは許可されていま
す。州および地域レベルの公務員に
提供する贈答、接待も、厳しく規制
されています。準拠法で特に許可さ
れていることがわかっている場合を
除き、外国公務員には、絶対に贈答、
接待を提供してはいけません。ガイ
ダンスがさらに必要な場合は、Olin 
の Law Department ( 法務部 ) にお
問い合わせください。
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すべての契約要件の遂行
Olin が政府契約、下請契約を引き受けた場合は、これらの契約を適切かつ合法的に
遂行する義務があります。すなわち、私たち各自が契約の正しい要件を把握し、順守
する義務を負っているのです。許可なしで契約の仕様から逸脱したり、必要な試験、
点検を怠ったりすることは禁じられています。

これに関しては、顧客全員に言えることですが、米国政府顧客に正確かつ完全で、正
直な情報のみを提供することが不可欠です。これには、すべての原価を適切に記録し
て分類し、すべての文書を慎重に見直し、提出する前に情報が正確であることを確認
することが必要です。

報告義務
米国政府契約に関する重要性と潜在的な法的問題のため、いかなる時にも、故意であ
れ、意図的ではないミスであれ、当社が法律に違反した、または余分に支払いを受け
た合理的な証拠がある場合は、知っている、または疑いのある契約違反を報告する義
務があります。このような場合は、上司と Olin の Law Department (法務部 ) に問題
を報告し、規制で定められている通りに速やかに正確な状況について開示しなければ
なりません。

政府査察と調査への全面的な協力
私たちは、政府査察に協力し、検査官に礼儀正しく対応します。外部機関から査察、
調査、情報の依頼があった場合は、直ちに Law Department (法務部 ) に報告しなけ
ればなりません。

査察中は、絶対に文書を破棄、改ざんしたり、検査官に嘘をついたり、誤解をさせた
り、情報の収集の邪魔をしてはなりません。検査官に要請された情報を提供する前に、
Law Department (法務部 ) がその情報の検討を手助けします。

米国政府パートナーとの業務 
にかかわる特別な責任

質問

回答

Q&A
米国政府契約では、特定のサプラ
イヤーから製品コンポーネントを
購入することが定められています。
Olin の購買マネージャーが、最近、
コンポーネントを安く買える別の
サプライヤーを見つけました。Olin 
はサプライヤーを変えることがで
きますか。

できません。Olin は、契約に指定さ
れた通りに原料、製品コンポーネン
トを購入しなければなりません。政
府の事前の許可なしで、供給元など
の仕様を変更すると、法的、契約上
の条項に違反したことになります。
新しいコンポーネントがより優れた
品質でも、また低コストでも違反に
なります。
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元米国政府職員の採用
一定の現地の法令で、Olin への契約を授与、管理に従事したことがあり、最近退職した政府
職員を雇用することに制限がある場合があります。現役、または元政府職員と Olin への就職
について正式または非公式に話し合う前に、Human Resources Department (人事部 ) に相談
しなければなりません。この採用方針について質問がある場合は、Human Resource (人事部 ) 
または企業倫理・コンプライアンス管理室までお問い合わせください。
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Olin は、正直で透明性の
ある方法で伝達すること
にコミットしています



一般に情報を
伝達する責任
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質問

質問

回答

回答

Q&A 情報公開
Olin は、一般に正確かつ一貫して情報を伝達するよう努めています。すべての情報
公開法に順守し、当社の利益を保護するために、会社を代表した一般、メディア向け
の発表は、当社の広報担当に特に任命された社員のみが行います。

投資家、証券アナリストから、口頭または書面で問い合わせがあった場合は、Olin 
の Investor Relations (投資家向け広報部 ) オフィスに報告してください。メディア
からの情報提供の依頼など、その他の事項に関する問い合わせは、Olin の Public 
Affairs (広報部 ) 担当者に回します。

 
政治献金と政治活動
私たちは、自分で選択した政治活動に参加したり、献金したりするよう奨励されてい
ます。Olinは、政治プロセスの価値を尊重していますが、政治活動は個人的な時間
とリソースでのみ行われなければなりません。

法律で許可されていない限り、Olin は政党、候補者、官僚に献金を行いません。社員、
代理人、その他の代表者が行った献金に対し、たとえそれが Olin の名前で行われ
た場合でも、直接的にも間接的にも返金しません。ただし、Olin は Political Action 
Commi�ee (PAC、政治活動委員会 ) を設置しており、米国の社員の中にはこれに献
金する人もいます。PACは、合法的に米国の選挙候補者や組織に対し選挙献金を行
うことができます。社員による PAC への献金はすべて、完全に任意によるものです。

PAC を除き、会社での勤務時間やリソースを政治活動に使用してはなりません。こ
の禁止事項には、電話、電子メール、ファックス、コピー機の使用、および献金の勧
誘が含まれます。他の人に敬意を示す方法として、私たちは同僚社員やサプライヤー
に献金、政治活動のボランティア、政治行事への出席などを強要してはいけません。

一般に情報を伝達する責任

Neil は、ジャーナリストから電話で
業界についての質問を受けました。
ジャーナリストが、業界の展望が良
くないと言うと、Neil はそんなこと
はないと反論しました。Neil は、逆
に今朝、Olin は自分の勤務している
施設を拡大する予定だと聞いたと言
いました。Neil は、この状況にどの
ように対処すべきでしたでしょうか。

Neil は、 ジ ャ ー ナ リ ス ト に Public 
Affairs ( 広報部 ) 担当者を紹介し、
速やかにその担当者にメディアから
の問い合わせについて連絡すべきで
した。ジャーナリストは Neil に連絡
してきましたが、Neil は当社の正式
な広報担当者ではありません。広報
部が、当社の方針と公益開示に関す
る法に順守した方法でメディアと連
絡を取る責任を負っています。さら
に、Neil は拡大の可能性をジャーナ
リストに告げるべきではありません
でした。これは、一般に発表される
までは機密情報です。

Brent の姉は、現地の教育委員会に
立候補しています。Brent は、同僚
の多くが学齢期の子供を持っている
ことを知っており、姉のアイデアに
とても関心を抱くだろうと思いま
す。Brent は自分の部署に情報を掲
載したメールを送信し、姉の立候補
について皆に知ってもらいたいと
思っています。彼はメールを送信し
てもかまいませんか。

いいえ、このメールを送信してはい
けません。Olin は、社員に政治活動
に参加するよう奨励していますが、
Brent は、会社の時間や電子メール
を使用して、姉の理念を促進しては
なりません。Olin がお姉さんの立候
補を支援していると勘違いされる場
合があります。

詳細について : 投資家向け広報部と広報部の最新の連絡先リストは、Olin のウェブサイト 
(http://www.olin.com) の「Investors」セクションに掲載してあります。

49 当社の行動規範



The Corporate Ethics and Compliance Office 
(企業倫理・コンプライアンス管理室 )

Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States
+1-314-355-8285
電子メール : Ethics@olin.com

Olin Help-Line

Olin Help-Line は、内密に電話、インターネットで報告ができ
るサービスで、社員およびその他のステークホルダーが利用
できます。現地法で許可されている場合、各人は匿名で質問
したり懸念を報告したりすることができます。Help-Line は、
1 日 24 時間 365 日利用でき、通訳サービスが提供されます。

Help-Line は、以下の方法で利用することができます。

通話料無料の電話*

米国 .....................................................................................+1-800-362-8348

オーストラリア ................................................................... +1-800-13-5708

ブラジル ..................................................................................0800-047-4146

カナダ ..................................................................................+1-800-362-8348

中国 .............................................................................................400-880-1487

ドイツ ......................................................................................0800-724-3565

イタリア ........................................................................................800-902432

日本 .............................................................................................0120-94-4048

韓国 ............................................................................................080-908-0978

オランダ .................................................................................. 0800-020-1701

スイス ....................................................................................... 0800-00-0528

その他の国 ........................+1-770-810-1127 ( 米国にコレクトコール )

* ほとんどの言語で、通訳サービスを利用できます。

インターネット : http://www.OlinHelp.com

郵送
Attn: Olin Corporation
c/o The Network, Inc.
333 Research Court
Norcross, GA 30092 
United States

重要な連絡先情報
Employee Assistance Program  
(社員支援プログラム )

Olin の Employee Assistance Program (EAP) は、
当社が費用を負担し、薬物や飲酒など個人的な問
題で助けが必要な社員、およびその家族の方々
に秘密順守のカウンセリングを提供しています。
プログラムの詳細と現地の電話番号は、Human 
Resources (人事部 ) マネージャーまたは Medical 
Department (医薬部 ) にお問い合わせください。

その他の企業リソース
Human Resources (人事部 )
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States
電話 : +1-314-480-1400

Law Department (法務部 )
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States
電話 : +1-314-480-1400

Environment, Safety and Health  
(環境、安全および健康 )
Olin Corporation
3855 North Ocoee Street, Suite 200
Cleveland, TN 37312
United States
電話 : +1-423-336-4000 
電子メール : EHS@Olin.com

Public Affair (広報部 )
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
United States
電話 : +1-314-480-1400 
電子メール : PublicAffairs@Olin.com

Investor Relations (投資家向け広報部 )
Olin Corporation
190 Carondelet Plaza, Suite 1530
Clayton, MO 63105
米国
電話 : +1-314-480-1400 
電子メール : InvestorRelations@Olin.com
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