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Smithsの170年にわたるイノベーション開拓の歴史は、
誠実にビジネスを行うという確固とした評判と共に、私
たちの大きな誇りです。当社の成功や高い評判を維持す
るために、幅広いサプライチェーンパートナーは、重要
な役割を果たしています。私たちは、安全で、持続可能
で、合法的な、そして最高のビジネスおよび倫理基準に
沿って事業を行うことを約束しています。この強固な基
盤を引き続き築き上げていくために、私たち全員がこの
サプライヤー倫理規定に定められた期待に応え、互いに
支え合いながら、自らの水準とパフォーマンスを継続的
に高めていかなければなりません。

この規定に敬意を表していただくことに、感
謝いたします。私たちは、サプライヤーの皆
様のパートナーシップと、正しいビジネスへ
の決意を大切にします。また、当社事業と評
判への支援と貢献に感謝いたします。

本サプライヤー規定、または定められた基準
について質問がある場合は、Smiths担当者ま
たはSmithsのEthics & Complianceチームメン
バーにお問い合わせください。

Paul Keel 
最高経営責任者 

サプライヤー倫理規定



安全と衛生は、私たちの最優
先事項です。私たちは、事業
を行う場所において、従業員
と当社施設を訪れるすべての
人々に怪我のない職場を提供
することを目指します。これ
は、グループ全体での安全衛
生基準の実施と、安全文化・
行動およびリスク低減を向上
させる活動を通じて実現さ

れます。私たちは、サプライ
ヤーが、その従業員、顧客、
訪問者に対し、健康で安全な
職場環境を維持し、健康と安
全のリスクを理解、管理、削
減するための効果的な管理シ
ステムを導入・維持すること
を期待し、求めます。 
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人々の安全を守る

公正な雇用慣行と人権Smiths
は、当社が事業を行う国にお
いて、国際的に認知された人
権基準を尊重することを約束
しています。当社の人権ポリ
シー（こちらから参照）に
明記されるように、私たち
は、職場における人権の尊重
と、サプライチェーンでのこ
の原則の推進に注力していま
す。当社のサプライヤーは、
Smithsに関わる事業運営や活
動において、従業員その他の
人権を尊重しなければなりま
せん。また、適用されるすべ
ての労働法や規制を遵守し、
事業所が所在する場所で、国
際的に認められたすべての人
権および労働基準（国連の指
導原則に規定されるものを含
む）を守るものとします。
私たちは、当社のサプライ
ヤーに対し、当社の人権ポリ
シーを遵守し、そのサプライ
チェーン内でも同様に遵守を
徹底させるよう求めます。

職場における人道的な扱い。
すべてのサプライヤーが、尊
厳と敬意をもってその従業員
を扱い、精神的または身体的
な強制、いじめ、嫌がらせ
（セクシャルハラスメントを
含む）、脅迫、報復、暴言な
ど、いかなる形態の残酷なま
たは非人道的な扱いが、決し
て存在しない職場を維持する
ことが不可欠です。
ダイバーシティ。私たちの強
みと成功は、一人ひとりの考
え、アプローチ、経験、そし
て視点の多様性から生まれる
ものです。この多様性は、そ
れぞれの出身地の異なる背景
や文化を反映しています。私
たちは、サプライヤーが、従
業員の採用、選択、昇進を、
そのスキル、適性、態度のみ
に基づいて行うことを期待し
ます。雇用に関する決定に
おいて、当社のサプライヤー
は、適用される差別禁止法を
遵守するものとします。

Smithsは、サプライヤーに対
し、採用、報酬、研修へのア
クセス、昇進、解雇、退職に
おいて、いかなる差別的また
は偏った行為に関与または支
援しないことを求めます。
強制・非自主的労働の撤廃。
サプライヤーは、当社のサプ
ライチェーンにおける、あ
らゆる形態の強制労働や非
自発的労働の排除に協力す
ることが求められます。当社
の人権ポリシーに従い、サプ
ライヤーは、違法な人身売買
に関与または幇助したり、い
かなる形態の奴隷労働、強制
労働、拘束労働、年季奉公、
非自主的囚人労働を使用した
り、労働者をいかなる形態の
身体的、性的、心理的強制、
搾取、強要の対象としてはい
けません。

SMITHSのコアバリューとして、お互いを尊重する

https://www.smiths.com/-/media/files/responsible-business/smiths-group-human-rights-policy.pdf


児童労働の撤廃。サプライ
ヤーは、Smiths関連業務に
おいて、16歳未満の者を決し
て使用してはなりません。サ
プライヤーまたは被雇用者の
国の法律が16歳以上とする年
齢制限を設けている場合は、
その制限が適用されます。
Smithsは、サプライヤーが、
労働者の仕事開始前に、年齢
を確認するための妥当な手順
を踏むことを期待します。被
雇用者が18歳未満の場合、精
神的、身体的、社会的または
道徳的に危険または有害な仕
事、あるいは就学を妨げるよ
うな仕事をさせてはなりませ
ん。
生活資金を得る権利。Smiths
は、サプライヤーが、少なく
とも適用法で定められた最低
賃金以上を従業員に支払い、
法的に義務付けられた福利厚
生を提供するよう求めます。
賃金は、被雇用者との雇用条
件に従って支払われなければ
なりません。懲戒的な措置と
して賃金を差し引くことは、
絶対にしてはいけません。
妥当な労働時間と休暇の権
利。Smithsのサプライヤー
は、労働時間、残業、休日
の権利に関する適用法を遵守
し、適用法で義務付けられる
全ての休息時間を遵守するも
のとします。
結社の自由。Smithsは、従業
員の結社の自由に対する権利
を尊重します。私たちは、サ
プライヤーが、労働者が自由
に結社し労働組合やその他の
労働組織を結成すること、そ
して／または雇用条件や労働
条件について雇用主に集団で
請願する権利を規定する適用
法令を、遵守することを求め
ます。 

団体交渉。 
私たちは、サプライヤーが、
認可され法的に認められた労
働組合、労働組織、またはそ
の他の従業員の代表者と、雇
用条件やその他の労働条件に
ついて、誠実に交渉すること
を求めます。さらに、団体交
渉や集団労働行為に関連し
て、法的に保護された活動に
参加する従業員を威嚇または
強制することを意図した不当
労働行為や、その他の行為に
関与したり支援したりしない
ことが期待されます。
職場暴力のリスクを管理す
る。当社のサプライヤーは、
職場における暴力防止に関し
て、明確で効果的な方針を運
用する必要があります。 

プライバシー。私たちは、サ
プライヤーが、ビジネス関係
の一部として受け取る可能性
のある、あらゆる個人情報を
尊重し、保護することを求め
ます。当社のサプライヤー
は、個人情報を収集、保存、
処理、伝送、共有する場合、
適用されるプライバシーお
よび情報セキュリティに関す
る法律および規制要件を遵守
しなければなりません。さら
に、サプライヤーが当社への
サービス提供をテクノロジー
に依存している場合、当社
は、サプライヤーが適切なサ
イバーセキュリティ管理を展
開し、当社へのサービス提供
に影響を与える可能性のある
サイバー攻撃を特定、管理、
解決するための、効果的なサ
イバーセキュリティプログラ
ムを維持することを期待しま
す。
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私たちは、サプラ
イヤーが16歳未
満の従業員を使用
しないことを期待
し、求めします。



法律を遵守する 
ことは、「業務倫理規定」におけ
る最低限必要かつ基本的な要件
です。当社のサプライヤーは、最
低基準として、適用されるすべて
の法律、法的規制および指令、そ
して当社との契約上のすべての義
務を遵守することが求められま
す。  これには、腐敗防止、反ト
ラスト、貿易、健康・安全・環
境、人権・労働基準に関するすべ
ての適用法、および当社の商取引
を規制するその他の法律が含まれ
ます。当社のサプライヤーは、そ
の従業員、請負業者、代理人、仕
入先、およびその代理として働く
その他の関係者が、適用法、本サ
プライヤー規定に記載される基
準、Smithsとの契約上の義務に
従って行動することを、保証しな
ければなりません。私たちは、当
社のサプライヤーが、その仕入先
に対し、賄賂や汚職、取引コンプ
ライアンスおよび人権に関するリ
スクをスクリーニングし、適切な
デューデリジェンスを実施するこ
と、また、これらの要件が自社の
サプライチェーン全体に連鎖する
よう、供給契約に適切な条項を盛
り込むことを期待し、求めます。 

賄賂や汚職は断じて許されず、
Smithsでは決して容認されませ
ん。当社のサプライヤーは、すべ
ての商取引において倫理的に行動

し、賄賂と汚職に関する法律を遵
守し、賄賂と汚職を防止するため
の適切な仕組みと管理を持つこと
が期待され、求められます。サプ
ライヤーの従業員は、ビジネスま
たはその他の利益を獲得、保持、
または与えるために、決して賄
賂を申し出たり、約束したり、与
えたり、要求したり、受け取った
りしてはなりません（また、他者
が支払ったり受け取ったりするの
を容認することもいけません）。
Smithsは、従業員が円滑化のた
めの支払いを行うことを禁止して
おり、当社のサプライヤーが、
Smiths関連事業活動において、
同じように行動することを期待し
ます。贈り物、食事、接待は、ビ
ジネス上の意思決定に不適切な影
響を与える、またそう見なされる
可能性があってはなりません。当
社は、サプライヤーが当社の従業
員に贈り物をしないことを希望し
ます。当社は、贈り物、食事、接
待に関する厳格なポリシーを運用
しており、Smithsの従業員は、
贈り物や招待を断ることが要求さ
れる場合があります。当社の従業
員は、相手に関わらず、贈り物、
食事、接待を要求することは禁じ
られており、当社のサプライヤー
は、Smiths従業員に贈り物、食
事、接待を提供する義務を感じる
べきではありません（もし当社従

業員が贈り物、食事、接待を要求
した場合、下記のSpeak Outシス
テムに報告してください）。

利益相反は、従業員が雇用主
（Smithsまたは当社サプライ
ヤー）のために客観的な業務上の
意思決定を行う際に、個人的利害
が影響する場合に発生します。利
益相反、または利益相反のように
見えることは、当社およびサプラ
イヤーの評判を損なう可能性があ
るため、慎重に管理する必要があ
ります。当社のサプライヤーは、
パートナーシップにおいて発生す
る可能性のある対立を速やかに
Smithsに開示する必要があり、
当社も同様の対応をします。

独占禁止法の回避と公正な競争
は、活気のある経済の核心です。
Smithsは、関連する全ての独占
禁止法・競争法を遵守することを
約束しています。当社は、サプラ
イヤーにも同様のことを求め、独
占禁止法に違反するいかなる行動
にも関与しないことを求めます。
例えば、当社のサプライヤーは、
競合他社と共謀して、価格の固
定、入札談合、顧客や市場の割り
当て、現在・直近・将来の商業的
に機密性の高い情報の交換などを
行ってはなりません。 
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正しい方法でビジネスを行う

贈り物、食事、接待は、ビジネス上の意思
決定に不適切な影響を与える、またそう見
なされる可能性があってはなりません。 



国際貿易法は、常に遵守され
なければなりません。私たち
は、当社のサプライヤーが、
事業を展開する地域におい
て、適用される輸出入義務、
反ボイコット規制、経済制
裁、その他適用される貿易関
連の法律、規制、政策および
手続を遵守することを期待し
ます。例えば、製品、サービ
ス、技術、ソフトウェアおよ
び／または技術的データが、
Smithsおよび／または当社サ
プライヤーによって／に／と
販売、譲渡、共有される場合
などです。

税金（例えば、法人税、消費
税、輸出入税、関税など）を
支払うこと。Smithsは納税
義務の履行を約束しており、
世界のあらゆる場所で、意図
的かつ不正に脱税に関与した
り、第三者（顧客、サプライ
ヤー、サービスプロバイダ、
請負業者、代理人、政府また
は公的機関、アドバイザー、
その他誰でも）の脱税への関
与の補助を含む、脱税の補助
に対し、ゼロトレランスを表
明しています。当社のサプラ
イヤーは、同じコミットメン
トを尊重するものとします。

ロビー活動。政府機関との関
わり、ロビイストの任命、政
治献金などには、厳しい法律
が適用されます。当社は、サ
プライヤーによるこれらの活
動が、合法的で、透明性があ
り、誠実に行われ、サプライ
ヤーが倫理的・風評的リスク
に配慮することを求めます。
正確な記録を残す。Smiths
は、サプライヤーに対し、
Smithsとの業務活動に関連し
た、最新かつ正確で完全な帳
簿と記録を保持することを期
待し、求めます。 
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国際貿易法は、常に遵守さ
れなければなりません。



環境に配慮する。私たちの環
境基準は、事業活動にとって
不可欠であり、責任ある企業
文化を推進するという、当社
戦略の重要な一部を構成して
います。私たちは、エネル
ギーや天然資源を効率的に使
用し、温室効果ガスの排出を
削減するなど、環境に配慮し
た方法で事業を行うことを約
束しています。当社の環境目
標は、こちらからご覧いただ

けます。私たちは、当社の活
動、製品、サービスが環境に
与えるマイナスな影響を、最
小限に抑えることを目指して
います。当社は、2040年まで
に事業活動でネットゼロ（炭
素排出量）、2050年までにス
コープ3（下図参照）排出量で
ネットゼロにコミットしてい
ます。  また、「気候関連財務
情報開示タスクフォース」を
支持しています。さらに、科

学的根拠に基づく炭素排出量
ベースの目標や、国連の「ゼ
ロ排出に向けた競争（Race to 
Zero）」にも取り組んでいま
す。私たちは、サプライヤー
が、当社の環境に対するコ
ミットメントを共有し、少な
くとも関連する環境法規制を
遵守することを期待します。
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環境負荷を最小限に抑える。責任ある調達

輸送・配送 販売した製品の 
加工

販売した製品の 
使用

販売した製品の 
廃棄

リース資産 フランチャイズ 投資

スコープ3・間接排出  下流の企業活動

購入した製品・
サービス

資本財 燃料及びエネル
ギー活動

輸送・配送 事業から出る 
廃棄物

出張 雇用者の通勤 リース資産

スコープ3・間接排出  上流の企業活動

社用設備 社用車

スコープ1・直接排出  報告会社

自社で使用する購入した電気、 
蒸気、冷暖房

スコープ2・間接排出  上流の企業活動

CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3

https://www.smiths.com/responsible-business


責任ある鉱物調達。私たち
は、当社の調達慣行が人権保
護を確実にするよう努めま
す。当社のサプライヤーは、
同じように、紛争地域から鉱
物が違法に調達されていな
いことを確実にするための、
強固な仕組みとプロセスを導
入・維持しなければなりませ
ん。サプライヤーが、スズ、
タングステン、タンタル、
金、コバルトを含む製品、コ
ンポーネントまたは材料を
Smithsに供給する場合、これ
らの鉱物が適用法および国際
的に認められた基準に基づい
て調達されていることを確認
するため、その出所について
徹底したデューディリジェン
スが実施されることを期待し
ます。サプライヤーは、経済
協力開発機構（OECD）が発行
した、紛争地域および高リス
ク地域（CAHRA）からの鉱物

の責任あるサプライチェーン
のためのデューディリジェン
ス・ガイダンスに従わなけれ
ばなりません。 

サステナブルな製品。スミス
は、責任ある製品管理を行
い、サステナブルな製品と
サービスを顧客に提供する
ことに努めています。同時
に、当社のサプライヤーが、
ライフサイクルアセスメント
を考慮し、安全かつ実用的な
場合、有害物質や原材料、梱
包材を削減し、サステナブル
な製品とサービスを提供する
よう取り組むことを期待しま
す。 

Smithsのサプライヤーには、 
IEC 62474（電気電子業界お
よびその製品に関する材料宣
言）への準拠を求めます。サ
プライヤーは、材料および／
または商品のIEC 62474への準

拠を証明するすべての必要な
記録を、Smithsに速やかに提
供しなければなりません。さ
らに、サプライヤーは、要求
に応じて材料宣言書を提供す
るものとします。
Smithsは、その製品や特定の
材料の使用が、法律（環境法
を含む）や国際基準を満たす
ことを証明するよう求められ
ています。サプライヤーは、
Smithsがこれらの法律や基準
を遵守していることを証明で
きるよう、合理的に要求され
た情報（材料宣言を含む）を
速やかに提供することが期待
されます。
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当社のサプライヤーは、お客
様の品質に対する期待に応
え、サプライチェーン全体を
通じて価値と適時性を確保す

るために、私たちと共に力を
合わせる必要があります。そ
して、製品が適用される品質
基準を満たしていることを保

証し、欠陥を特定し是正措置
を実施するための品質保証プ
ロセスを確立することが期待
されます。

品質への約束 

お互いの知的財産・物的財産を 
大切にする
私たちは、業務倫理規定の中
で、当社のサプライヤーやそ
の他第三者に帰属する情報、
知的財産、その他の資産を保
護することを約束していま
す。当社は、サプライヤー
が、Smithsが許可した場合
を除き、いかなる非公開情報
（Smithsの従業員に関する個
人データを含む）も第三者に
開示しないこと、機密情報は
業務上知る必要のある人物の
みと共有すること、サプライ
ヤーが保有する場合がある機
器を含む、当社資産の使用に

おいて敬意を示すこと、書面
による事前合意なしにSmiths
の知的財産を使用したり、他
人に使用させたりしないこと
を期待し、求めます。

https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=193638
https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=193638
https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=193638


私たちは、当社のサプライ
ヤーが、パンデミックや感染
症対策を含む、効果的な事業
継続と危機管理計画を持つこ
とを求めます。これらの計画
は、定期的に見直し、確認
される必要があります。さら

に、サプライヤーが当社への
サービス提供をテクノロジー
に依存している場合、当社
は、サプライヤーが、適切な
サイバーセキュリティ管理の
展開を通じてその脅威に対す
る脆弱性を低減し、当社への

サービス提供に影響を与える
可能性のあるサイバー攻撃を
特定、管理、解決するための
効果的なプログラムを維持す
ることを期待します。

事業継続性

当社は、サプライヤーが、そ
の従業員、請負業者、下請業
者、代理人、その他関係者
が、非倫理的、違法、または
本サプライヤー規定に違反す
ると思われる行為や行動を、
報告できるプロセスを導入し
ていることを求めます。ま
た、サプライヤーには、報告
を促すための積極的な取り組
みを求めます。報告の結果と
して、通報者が不利益を被る
ことがあってはなりません。
サプライヤーは、あらゆる報
告を徹底的に調査し、報告が
立証された場合には、速やか
に適切な是正措置を講じなけ
ればなりません。

当社のサプライヤーは、自己
監視を行い、不備を適時に修
正するための是正プロセスを
持つことが求められ、本サプ
ライヤー規定の遵守を実証す
るためにSmithsが合理的に
要求する、あらゆる情報を
Smithsに提供することが期待
されます。 

サプライヤーが、Smithsの従
業員、契約業者、下請業者、
代理人、その他ステークホル
ダーによる非倫理的、違法、
または本サプライヤー規定に
反すると思われる行為や行動
に気付いた場合は、Smiths担
当者に報告するか、希望する
場合、SmithsのSpeak Out報

告ホットライン（Eメール：
SpeakOut@smiths.com）に
報告するようお願いいたしま
す。Smiths Speak Outホット
ラインへの報告は、すべて
機密事項として扱われ（法
律で開示が義務付けられてい
る場合を除く）、迅速かつ徹
底的に調査されます。希望す
る場合（関連する法律に従
い）、匿名での報告も可能
です。Smiths従業員および
ステークホルダーに適用さ
れるSmithsのSpeak Outポリ
シーは、こちらからアクセス
できます（または電子メール        
SpeakOut@Smiths.comでリク
エストしてください）。

懸念事項の報告

その他の重要な文書 

SMITHS 
業務倫理規定

SMITHS 
労働基準及び人権ポリシー

SMITHS 
SPEAK OUTポリ

シー
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mailto:SpeakOut%40smiths.com?subject=
https://www.smiths.com/-/media/files/speak-out/speak-out-smiths-group-policy-en.pdf
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https://www.smiths.com/-/media/files/responsible-business/smiths-group-human-rights-policy.pdf
https://www.smiths.com/-/media/files/speak-out/speak-out-smiths-group-policy-en.pdf


ETHICS &  
COMPLIANCE

非倫理的なビ
ジネス行為 

報告しよう

Smithsでは、当社の価値と評判を大切にし
ています。もし、Smiths従業員の誰か、事
業のひとつ、または一人のビジネスパート
ナーが、贈賄、汚職、その他誠実さに関す
る懸念行為を含め、本サプライヤー規定や
当社の業務倫理規定に違反する行為を行っ
た場合、あなたは、Smiths Speak Outホッ
トラインに報告する責任があります。 

Smiths Speak Outホットライ
ンは、電子メールおよびウェブベースの報
告サービスで、あなたの報告は、直接Smiths
のEthics & Complianceチームに提出されま
す。当チームは、すべての懸念事項を確認          
し、必要に応じて調査を行います。 

Speak Outホッ
トライン 

ウェブ
speakout.smiths.com

eメール
speakout@smiths.com

http://speakout.smiths.com
mailto:speakout%40smiths.com%0D?subject=

