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Huntsmanのみなさんへ 

過去50年間にわたり、Huntsmanにおいて私たちは共に強力かつ強靭な遺産を築いてきまし
た。この功績の中心にあるのは、「誠実さ」と「選択」という、2つのシンプルな概念です。私たち
は、正しい方法でビジネスを行うことを選択します。

私たちは、自分自身のために誠実さをもって行動することを選択し、お互いにそのことを約束
するのです。このことは、私たちがお客様と株主に行う最も重要な約束です。これは、信頼関係
が形成される基盤となるものであり、この基盤は、時の経過とともに強化されていきます。信頼
は、デリケートであるほどその価値を増します。だからこそ、私たちはプロフェッショナルとして、
また当社を代表する者として、全員が正しい選択を行い続けることが非常に大切なのです。突
如起こり得る一つひとつのビジネス上の倫理問題の正解を知っておくことが期待されている訳
ではないものの、私たちすべてには、正解をどこで見出せるかを知っておく責任があります。

当社のビジネス行動ガイドラインに記載された情報は、その過程において皆さんをサポート
するためのものです。同様に、Huntsmanのすべての社員は、それが意図的なものであるかどう
かに関わらず、非倫理的な行為を目撃した場合には、このガイドで詳しく説明されている経路
を通じて声を上げる責任を負っています。

当社の遺産を築き、未来を左右する最高の倫理基準を維持する上で、すべての社員の皆さん
には、これらのガイドラインに従って日々生活し、適切な判断力と正しい方法でビジネスを遂行
するという約束をしていただくことが必要です。

皆さんのすべての行動において当社の価値観が具現化されるよう、ご協力いただければ幸いで
す。

ピーター・R・ハンツマン
社長兼最高経営責任者

ピーター・ハンツマン 
からのメッセージ
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当社の価値観：	
Huntsmanの成功方	
程式
Huntsmanは、私たちはどうあるべきで、どのように行動すべきかと
いうことに情熱をもって取り組むことによって、すべての分野にお
いて競争上の優位性を維持してきました。当社は、公正、誠実、尊
重、責任の価値観を守ることを約束します。この約束により、当社は
グローバルに団結し、特に社員同士や顧客、共にビジネスを行う
すべて人 と々の関係において当社の高い倫理基準を育成すること
ができます。各自がHuntsmanの価値観に従って行動し、日々正し
い決断をくだすことが必要です。

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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	   公正
すべてのコミュニケーションを、正確かつ公
正に行います。

	   誠実
常に誠実さに対する高い基準を維持しなが
ら行動します。

	   尊重
関わりをもつすべての人たちを尊重し思い
やりをもって接します。

	   責任
私たちは各自が約束したことを実現する責
任があります。

当社の価値観をグローバルに遵守する
このガイドラインは、勤務地に関わらず、全社員に適用され
ます。法律が複雑であったり、変更されることがあったり、国
によって異なることに関わらず、常にすべての法律に従うこ
とが求められます。当社はみなさんが法律の全分野に精通
していることは求めませんが、各自がこのガイドラインやポ
リシー、手順、そして各自の働いている国や地域、業務にお
いて適用される法律をよく理解し、遵守する責任がありま
す。

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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当社の共有の責任を理解する
Huntsmanの評判は、当社の一員としてのみなさんの行動の上に成り立っています。当社
は、当社の価値観を遵守するための責任を共有し、全員が当社の高い倫理基準に従うこと
を求めます。

経営陣が模範を示す
管理者およびスーパーバイザーは、模範を示すことが求められます。当社は、これこそが、社
員だけではなくお客様やビジネスパートナーに対しても、Huntsmanの価値観を促進する
最良の方法であると確信しています。管理者およびスーパーバイザーは、以下のことを行い
ます。
• 最高の誠実さをもって、当社の価値観に完全に従って行動する。
• 直属の部下に対し、このガイドラインや一般的な倫理的行動の重要性を伝える。
• 直属の部下やその他の社員が気軽に質問したり懸念事項を伝えられ 

る環境を作る。
• このガイドラインや法律に違反する可能性のある状況に注意を払う。
• 非倫理的な状況、またはHuntsmanの評判を傷つける可能性のある状況があれば、適切

な相手に迅速に通知する。
• 機密を尊重し、報復を禁止する。

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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正しい決断をくだす
ときには取るべき行動かわからない場合、またはその行動や決断が倫理的または合法的で
あるかどうかが分からない場合もあるでしょう。そのようなときは、以下のことを考えてみてく
ださい。

このガイドラインや当社のポリシー、手順、自
分の業務分野に適用されるすべての法律に従
っているか？

決断する前にどのようなガイダンスが必要
か？

自分の行動によって、Huntsmanは何らかの
悪影響を受けることはないか？

自分の提案した行動または実際におこなっ
た行動を知っておくべき人がHuntsmanにい
るか？

自分の行動が公になることを望むか？家
族や友人は私の行動を誇りに思うか？

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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Speak Up

特定の状況について質問がある場合、または問題や懸念事項を報告する必要があると思われる
場合は、以下のいずれかのリソースに問い合わせてください。
• 直属の上司
• 現地の人事部門担当者
• ファシリティ・コンプライアンス・オフィサー https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/
contacts/facility-compliance-officers

• コンプライアンス責任者 https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/
compliance-champions

• 倫理＆コンプライアンス部門 https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
ethics-and-compliance-teamとethics@huntsman.com

• コンプライアンス・オフィサー
• 法務部門
• 法務責任者
• Speak Upホットライン www.huntsman.com/speakup（国別番号については、倫理＆コンプライ

アンス部門のイントラネットサイトをご覧ください）

Speak Up ヘルプラインは外部企業によって運営され、複数言語に対応し、1日24 時間365 日利
用可能です。Speak Upウェブサイトに直接入力するか、担当者にお話しいただくことで報告が可
能です。ホットラインを通して報告された場合、現地法で認められていて報告者が希望すれば、報
告者の身元は機密として扱われ、懸念事項は調査のためHuntsman に渡されます。

このガイドラインを通して、意思決定基準とポリシーに関する詳細情報が記された当社のポリシ
ーも参照できます。これらのポリシーやその他の重要なポリシーは、倫理＆コンプライアンス部門
のイントラネットサイトから入手できます。huntsman.com/ethics.

このガイドラインやポリシー、手順、法律に違反する可能性のある状況に気付いた場合、迅速に報
告することが求められます。声を上げることにより、法律的、倫理的な不正行為を防ぎ、現在起きて
いる問題の悪化を防ぎ、今後起こりうる不正行為を防ぐことができます。誠意を持って懸念事項を
伝えることをためらわないでください。

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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迅速な対応。懸念事項の報告が行われると、その件は倫理＆コ
ンプライアンス部門に直ちに通知されます。報告は、適切な措
置または調査のために、倫理＆コンプライアンス部門によって
評価および照会されます。

徹底的な調査。Huntsmanで調査を迅速に開始し、入手可能な
すべての事実を収集し、禁止された行為が発生したかどうかを
判断します。 

フォローアップ措置。調査結果に基づき、Huntsmanはさらなる
不適切または非倫理的行為を阻止または防止するための適切
な措置を講じます。

申し立てに対する真摯な対応。差別、ハラスメント、あるいは報
復が行われたとの申し立てを含むすべての報告は、真摯に受け
止められ、可能な限り機密を保持して迅速に調査されますが、
常に完全な機密保持が保証されるわけではありません。

報告の検証

Huntsmanは、誠意を持って行われた不正行為のすべての報告について調査します。報告する際、あなたの身元を明らかにすることが
推奨されます。なぜなら報告者の身元を知ることは調査の助けになるからです。機密性を保つことで、適切な調査と解決が可能になり、
かつ、最大適切な調査を行い、解決する一方、報告者の機密は可能なかぎり最大限保護されます。

当社が受け取った報告に対応するための主要なポイントは以下のようなものです。

協力への期待。すべての社員は、調査に全面的に協力
し、Huntsmanの調査に協力することが求められます。協力し
なかった社員は、解雇を含む懲戒処分が科される可能性が
あります。

適切な懲戒処分。社員がこのガイドラインに違反した場合、
解雇を含む懲戒処分または是正措置の対象となります。

スーパーバイザーまたは管理職が報告を怠った場合。苦情や
不適切な行動を認識しながらそのような行為についての報
告や、適切な場合には迅速な措置を講じなかったスーパー
バイザーおよび管理者に対しても、懲戒処分が科される場合
があります。

違反の結果。違反した場合、関係者の解雇を含む懲戒処分な
どの深刻な結果を招くことがあり、さらにはその個人および
Huntsmanに民事または刑事処分が科される場合があります。

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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報復のない職場
報復とは、社員、採用応募者、または社員と密接に関係する人物が、
問題を報告または提起したこと、または、コンプライアンス調査や
訴訟に参加したこと（証人を務めたことなど）を理由に、不利な扱い
を受けることです。

誠意をもってコンプライアンス上の問題や懸念事項を提起した個
人に対する報復は禁止されています。誠意をもって報告した場合、
たとえ疑問を提起した行為が違法または非倫理的ではないことが
証明された場合でも、懲戒処分やその他の不利な措置の対象にな
ることはありません。「誠意」とは、誠実で、真実であり、完全な報告
を行うために、自分の持つ必要なすべての情報を持って名乗り出る
ことを意味します。

正解を導く 
質問チームのある社員が、Speak Upホットラインを使って報告し
たことを打ち明けました。彼は、その報告には直属の上司が含まれ
ていることを告げました。それ以降、その上司が同僚のその社員を
不当に扱うことに気付き、それは報告を行ったためではないかと
疑っています。私はどうしてよいか分かりません。関わらないのが
最善でしょうか？この問題について黙っているべきでしょうか？

回答いいえ、その懸念事項を報告すべきです。上司の行動は、報
復のサインかもしれません。あなたの疑いは誠意によるので、ファ
シリティ・コンプライアンス・オフィサー、倫理＆コンプライアンス
部門、Speak Upホットライン、その他の報告用リソースを用いて
報告すべきです。当社は報復を許さず、報告は報復を阻止または
防止する助けになります。

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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コミュニケーション
を公正に行う
Huntsmanにおいて、私たちはコミュニケーションを常
に公正に行います。この原則は、社員同士の関係、正し
い情報に基づく製品のマーケティング、公正な競争、
サプライヤーや第三者との誠実な取引において、私た
ちを導くものです。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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当社製品のマー
ケティング
当社は、当社の製品と提供するサー
ビスを正直に、そして誇りと透明性
を持ってマーケティングを行います。
このことがHuntsmanに対する信頼
を築く上で役立つことを理解してい
るからです。高品質の製品とサービ
スを提供することは、当社が市場で
ビジネスを獲得し、当社の評判を維
持する方法です。

当社は、当社の製品やサービスに
関して、お客様やビジネスパートナ
ーを決して誤解させるようなことは
しません。明確さと誠実さによって
信頼を築きます。当社は、構築した
関係を大切にし、お客様やビジネス
パートナーとのすべてのやり取りが
Huntsmanを前進させる機会である
と考えています。

当社の成功方程式
当社は、以下を実践することで、製品を誠実かつ効果的に販売します。

• 当社製品の能力およびサービスに関する情報を偽って伝えない。
• 競合他社を貶めることなく、当社製品およびサービスの価値を強調する。
• 実施スケジュールを正確に見積もり、伝達する。
• 当社のマーケティングおよび広告資料が正確であり、すべての法律、規制に準拠して

いることを確認する。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

コミュニケーションを	
公正に行う
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正解を導く 
質問私は、営業部門で働いており、今四半期目標を満たすために一生懸命働いています。達成すれば個人業績ボーナスがもらえます。最近、
ある潜在顧客との話し合いの最中、交渉が難しい状況になりました。その契約を取るために、その仕事が非常に短期間に完了できると提案し
ました。私には、実現可能かどうかわからないにも関わらず、契約書には早期納入が要求されたとは明記されないだろうからクライアントは気
にしないだろうと考えました。取引はまだ成立していませんが、私はお客様を誤解させたのではないかと心配しています。私の行動は正しいで
すか？

回答その約束が実現可能かどうか分からないのであれば、スーパーバイザーに相談すべきです。実際に達成できる条件を設定することが、
公正、誠実であるというHuntsman の価値観に従うことになるからです。倫理基準を犠牲にした理想の業績目標またはノルマは許されません。
スーパーバイザーに相談し、必要であれば潜在顧客と誠実にコミュニケーションを取ってください。顧客を失望させ、当社評判を損なう可能性
を回避するため、早期に期待値を明確にしてください。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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公正に行う
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公正な競争
当社は、市場で精力的かつ公正に競
争する一方、適用されるすべての法
律を遵守します。どれほど利益を得
ても、当社の価値観を犠牲にするこ
とに見合うものではありません。競
争上の優位性を得るためやビジネ
ス目標を達成するために、倫理基準
を犠牲にするべきではありません。
独占禁止法を含む法律に対する違
反は、深刻な結果を招く場合があり
ます。

当社の成功方程式
当社は、以下のようにして公正な競争を保証します。

• 競合他社の情報は、公共の情報源からのみ収集し、情報源についても文書化する。
• 競合他社の機密情報または専有情報が意図せずに手に入った場合、必ず法務部門に報

告する。
• だましたり、不正確なコメントによって、競争を制限しようとしない。
• 競合他社の情報を得る目的で社員を採用しない。
• 競合他社を市場から追放する意図で、コストを下回る価格で当社の製品を販売しない。
• 競合会社と価格、販売地域、顧客について話し合わない。
• 公正な競争の問題について不明な点がある場合は、倫理＆コンプライアンス部門または

法務部門に問合わせる。
• 競争法に関する必要なすべてのトレーニングを修了する。

詳細情報
• 独占禁止法および競争ポリシー
• 独占禁止法および競争ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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正解を導く 
質問私は、ビジネスパートナーからゴルフイベントに参加するよう
招待されました。競合他社も参加することになると思います。どうす
べきでしょうか？

回答イベントでは競合他社との接触を避けるべきです。イベント
の主催者に相談し、ゴルフをプレーする際に競合他社と一緒になら
ないよう、事前に計画を立ててください。イベントでは、競合他社と
の非公式な社交の場（昼食をとるなど）を避けるべきです。また、参
加する前に、追加の承認およびトレーニングが必要かどうかを確認
しておく必要があります。

競争法を理解する 
競争法および独占禁止法は、商品およびサービスの市場が競争的
であることを保証します。これらの法律は、ビジネス効率の低下、
革新の制限、商品やサービスの価格や品質低下を招くような合
意、慣行、および行動を禁止することによって、競争を保護します。
競争法が重視するのは、以下の2つの分野です。

• 反競争的な合意と慣行および 

• 市場における支配的地位の濫用。

競争法上のリスクを特定し、対処しなかった場合、法的、財務的、お
よび評判に深刻な影響が及ぶ場合があります。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

コミュニケーションを	
公正に行う
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サプライヤーお
よび第三者との
関わり
私たちは、サプライヤーや第三者と
のコミュニケーションにおいて尊重
を表します。当社が誠実でオープン
な取引を行うのは、当社のビジネス
が、当社の高い倫理基準を共有する
人 と々のパートナーシップに よって
成り立っているからです。複雑なサ
プライチェーンを持つグローバル企
業として、当社の価値観に従い、法
律を遵守して最高の価値を提供す
るパートナーとの関係を構築、維持
します。

当社の成功方程式
当社では、以下のようにサプライヤーや第三者と倫理的な関わりを持ちます。

• 各関係におけるビジネス上の価値に関わらず、すべてのビジネスパートナーに公正に接
する。

• 品質、価格、およびサービスなど、客観的な基準に基づいて決断する。
• 利益の対立やあらゆる種類の優遇とみなされること（接待など）も避ける（「利益の対立を

避ける」を参照してください）。
• Huntsmanやその他の会社の機密のビジネス情報を許可なく共有しない。
• 問題が発生した場合は、オープンで公正な話し合いを行い、互いに納得できる解決策を

見出す。
• ビジネスパートナーが当社の高い倫理基準を満たすことを確認するために、デューデリジ

ェンスを実施する。

詳細情報
• 腐敗防止ポリシー
• 腐敗防止ポリシー電子ガイドの第三者デューデリジェンスセクション

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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誠実さをもって行動
する
誠実さを信じるだけでは十分ではありません。私たちは、す
べての行動において誠実さを示さなければなりません。利
害の対立を避け、あらゆる形態の腐敗を防止し、インサイダ
ー取引や国際取引を管理する法律に従い、正確なビジネス
上の記録を維持することによって誠実さを示します。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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利害の対立を避
ける
私たちは、職務を遂行する際に、公
平な判断をくだし、Huntsmanの最
善の利益のために行動します。個人
的な利害が、会社のロイヤリティや
客観的なビジネス上の決定を妨げ
る場合に、利害の対立が生じます。こ
のような対立はまた、Huntsman の
ために効率的に働くことを妨げる場
合があります。私たちは、個人的な利
益とHuntsmanの利益の間に矛盾を
生じさせるような方法で、当社のビ
ジネス情報を決して使用しません。

当社の成功方程式
当社は、利害の対立を避けるために、以下のことを行います。

• 当社のビジネス上の決定が個人的な利益とは別に、Huntsmanの最善の利益のために行
われることを確認する。

• 実際の利外の対立または潜在的な利外の対立を迅速に開示する。
• 当社の管理者と協力して、回避できない利害の対立解決または軽減する。
• 職務遂行能力を妨げる可能性のある社外のビジネスまたはその他の利益を避ける。
• Huntsmanの競合他社との個人的なビジネス上の利益の追求を避ける。

詳細情報
• 利害の対立ポリシー
• 利害の対立ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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利害の対立を理解する 
利益相反は、社員の個人的な利益がHuntsmanの利益または社員
の職務を妨げたり、妨たげると認識されたりする場合に発生しま
す。利害は、以下の分野で頻繁に発生します。

• Huntsmanと取引している第三者が、社員の家族または友人であ
る、またはそれ以外の関わりを持っている、もしくは、社員と金銭
的に関わっている。
• 他のHuntsmanの社員と恋愛関係にある。
• 非公開の家族または親しい友人と一緒に、Huntsmanで勤務して
いる。
• 社外での仕事、特に、Huntsmanのビジネスパートナーまたは競
合他社から仕事を請け負っている。
• Huntsmanとビジネスをしている、またはHuntsmanと取引をしよ
うとしている組織で、役員、パートナー、コンサルタント、または管
理者として働いている。
• 資産、情報、または時間などのHuntsmanのリソースを使用して、
社外での仕事を行っている。
• Huntsmanがビジネスを行う他の企業において、かなりの金銭的
利害を持っている。 「かなりの」金銭的投資とは、以下を超える投
資を意味します。
• 会社または法人の発行済み証券のいずれかのクラスの1％、
• パートナーシップまたは提携関係における10％の持分、ま
たは
• 社員の総資産または総収入の5％。

正解を導く 
質問ある社員が、数ヵ月前に廃棄物リサイクル・サービスの会社を
設立したと話してくれました。この会社は、現在、Huntsmanの競合
他社である数社の顧客を抱えています。Huntsmanは彼女のビジネ
スの顧客ではないため、彼女は当社の直属の上司に報告する必要
はないと考えています。私はここに利益の対立が存在する可能性が
あると思っています。どうすべきでしょうか？

回答その社員は、Huntsmanにおける彼女の役割において客観的
な意思決定を行う能力を損なう可能性のあることを行う前に、直属
の上司およびファシリティ・コンプライアンス・オフィサーに通知す
るべきでした。潜在的な利益相反を記録および評価できるよう、そ
の社員は、この件について、直属の上司およびファシリティ・コンプ
ライアンス・オフィサーと直ちに話し合う必要があります。あなたは
直属の上司およびファシリティ・コンプライアンス・オフィサーに、こ
の件について当該の社員と話すよう依頼する必要があります。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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汚職および賄賂
の禁止
当社は、良い評価と誠実さに基づい
てビジネスを獲得します。不適切な
支払いや優遇を図ることでビジネス
上の決定に影響を与えようとはしま
せん。腐敗防止法により、会社と社員
の両方に刑事罰が適用され処罰さ
れる可能性があり、そのようにみな
されるだけでも当社の評判を傷つ
ける場合があります。どれほど利益
を得ても、当社の評判を犠牲にする
ことに見合うものではありません。
そのため、所在地や業務を行う国に
関わらず、すべての賄賂やリベート
が厳しく禁じられています。

当社の成功方程式
当社は、以下のように賄賂や汚職を防止します。

• ビジネス上の決定に影響を与えることを意図して価値のあるものを提供しない。
• 法務部または倫理＆コンプライアンス部門の事前の承認を得ることなく、政府役人に価

値あるものを提供しない。
• 不適切または疑わしい支払いを授受しない。
• すべての支払いについて、公正かつ詳細に説明し、完全で正確な帳簿を記録する。
• 不適切な支払いに関する懸念事項があれば報告する。
• 当社で行わない支払いを行うために第三者を使用しない。
• デューデリジェンスを実施して、当社の価値観を共有する会社と提携する。

詳細情報
• 腐敗防止ポリシー
• 腐敗防止ポリシー電子ガイド
• 権限委譲

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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賄賂、リベート、および円滑化のための支払い 
「賄賂」とは、ビジネス上の決定に不適切な影響を与えたり、不
適切な利益を得たりすることを意図して価値あるものを提供する
ことを指します。第三者に賄賂を提供させることは、あなた自身
が賄賂を提供することと同じことです。

「リベート」 とは、会社に支払われた金額の一部をそれに影響を
与える人物に払い戻すことを指します。

「政府役人」 という用語は広く、政府機関や公的機関、国有企業
の社員、および公職候補者も含みます。国によっては、ある人物
が政府役人であるかどうかが不明な場合があります。政府役人
の可能性のある人物への支払いの申し出は、倫理＆コンプライ
アンス部門または法務部門の事前承認を得てください。

「円滑化のための支払い」 「グリース・ペイメント」とも呼ばれ、 
通常政府役人に少額の現金を支払い、許可の処理やサービスの
迅速化、警察保護の提供など、ビジネス上の意思決定を伴わな
い取引を迅速化または「円滑化」することを意図して行われます。
私たちは、たとえそれが合法とみなされるか、その地域での一般
的な慣習である場合でも、これらの支払いを行いません。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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顧客やビジネスパートナーとの贈り物の授受 
ときには、ビジネス上の目的が明確で、その状況における贈り物
の価値や頻度が過度でないという仮定のもと、贈り物や接待の授
受が認められる場合もあります。Huntsmanのビジネスは、商業的
基準に基づき決定され、贈り物や接待に影響されないという前提
のもとで最大限の利益を得ることができます。自分たちや他社が
偏りなく公平に最上のビジネス上の決断をすることを妨げる物、
またはそのようにみなされる物を渡したり受け取ったりしてはな
りません。当社は、以下の贈り物の授受を行いません。

• 現金または現金と同等のもの（割引、ローン、およびギフトカー
ドを含む）

• 豪華な食事
• 株式や債券
• ビジネスと関係しない旅行または宿泊施設使用料の払い戻し
• 高価なボトルワインや酒
• 不適切な娯楽

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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正解を導く 
質問ベンダーが私に、FIFAワールドカップの試合のプレミア
ム価格チケットを2枚提供すると申し出ました。ベンダーは、自
分は観戦できないので、私からの見返りは何も望んでいない
と言っています。私はチケットを受け取るべきでしょうか？

回答チケットの価値が高いことから、この贈り物は具体的に承
認を得た場合にのみ、認められます。また、これらのチケットを受
け取ることが適切かどうか、またはこの贈り物を辞退する必要が
あるかどうかについて、直属の上司に相談する必要があります。

質問私の上司がその友人に、彼の新しいスマートフォンは
奥さんからの贈り物だと話しているのを耳にしました。しか
し、私は、そのスマートフォンは実はある契約社員からの贈
り物であることを知っています。そのスマートフォンは高価
で、Huntsmanの腐敗防止ポリシーの上限金額を超えていま
す。どうすべきでしょうか？

回答これは、その上司の客観的なビジネス上の判断に影響を
与えるか、または与えるとみなされるため、許容できない贈り
物の可能性があります。あなたはすぐに、彼女の懸念事項につ
いて、ファシリティ・コンプライアンス・オフィサーまたは倫理＆
コンプライアンス部門に相談してください。また、Speak Upホ
ットラインを使用することもできます。

質問あるベンダーが私に展示会に参加するための旅費をす
べて支払うことを提案してきました。その展示会への参加は、私
の業務の助けになります。私はその提案を受けるべきですか？

回答旅費の支払いの提案を受る前に、上司およびファシリテ
ィ・コンプライアンス・オフィサーの承認を得なければなりませ
ん。出張はそれがHuntsman のビジネスを推進し、不適切な目
的で提案されたものでない限り、認められます。また、業界団
体/見本市への出席には、追加の承認とトレーニングが必要と
なる場合があることも忘れないでください。

質問私は過去5年間、Huntsmanで営業に携わってきました。
私は米国にいますが、アジアの政府機関と関わりのある大手
取引先を引き継いだばかりです。機関の職員の1人との電話
で、特定の寄付が、その国でビジネスを行う場合は当たり前の
ことであると言われました。私は何も同意せず、また連絡しま
すと伝えました。どうすべきでしょうか？

回答できる限り早く、この事実を倫理&コンプライアンス部門
に報告してください。これらの支払いは、円滑化のための支払
いまたは賄賂とみなされる場合があり、当社は、業務を行う場
所に関わらず、腐敗とみなされるものを避けます。

政府が所有または管理する企業の職員も政府役人とみなされ
ることを忘れないでください。慈善寄付を含むすべての寄付
は、当社の権限委譲に沿って承認されなければなりません。政
府の契約社員または政府機関の職員に対する寄付について
は、倫理＆コンプライアンス部門からの事前の書面による承
認を得ることも必要です。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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国際商取引法を
遵守する
グローバル企業として、当社は、事業
を運営する場所のすべての国際法お
よび国内法を尊重します。当社の事
業を維持し、成長させる能力は、この
点にかかっています。国際商取引の
法律は複雑で、場所によって異なりま
す。私たちは、事業を行う場所でこれ
らの法律を理解し、遵守する責任があ
ります。そうすることで、Huntsmanを
罰則から守り、世界をより安全なビジ
ネスの場にしているのです。

当社の成功方程式
当社は、以下のように国際商取引法に従います。

• 最初に規制を把握することなく。国境を越えて採用、マーケティング、または流通を行わな
い。

• 制裁リストに載っている企業または個人とビジネスを行わない。
• ビジネスを行う予定のすべての第三者について、リスクを評価し、デューデリジェンスを実

施する。
• 懸念事項がある場合、または顧客やビジネスパートナーからボイコットへの参加を求め

られた場合は、国際商取引コンプライアンス部門に問合わせてください。
• 顧客情報へのアクセスに関するすべての制限を遵守する。

詳細情報
• 国際商取引コンプライアンスポリシー
• 国際商取引コンプライアンスポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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輸入および輸出 
「輸出」は、製品やサービスが海外の第三者に出荷された場合に
該当します。また技術や技術情報、ソフトウェアが非市民に提供さ
れた場合、その人物が世界のどこにいるかに関わらず、輸出に該当
します。輸出に携わる場合、配送先の国と受取人両方が適格かどう
かを確認しなければなりません。また、必要な許認可を得て、適切
な税金や関税を支払う必要があります。

購入した製品を海外または外部ソースから他国に移動することを
輸入と呼びます。輸入にも様々な法律や規制が適用されます。当社
は、国に入る輸入品に関税または関税を支払い、一定の届出をする
必要がある場合があります。

私たちは、技術移転に関するすべての貿易法を遵守しなければな
りません。国によっては（例えば米国など）、国内の非市民に対する
技術情報の公開を制御しています。このような情報には、Eメール、
トレーニング、ウェブアクセスが含まれます。このような情報の移転
は、みなし輸出とみなされる場合があり、国境を越えなくても発生す
ることがあります。取引制限が適用されるかどうか疑わしい場合は、
国際商取引コンプライアンス部門に問い合わせてください。

ボイコット 
「ボイコット」は、ある人物やグループ、国が特定の人物や国とビジ
ネスを行うことを拒否する場合に生じます。国によっては、その国内
で運用する会社にボイコット要件を強要する場合があります。ボイ
コット要求には注意し、そのような要求は国際商取引コンプライア
ンス部門に挙げてください。

正解を導く 
質問私はニュージャージー州のHuntsmanの調達の専門家で
す。明日インドへの旅行にギリギリで出発することになりました。
ノートパソコンを持参しなければなりませんが、そこには大量の
Huntsman のプログラム設計書が入っています。輸出許可を得な
ければならないことに気付きましたが、時間が足りませんでした。
出発前に申請すれば、その許可を得ずに出発してもよいですか？

回答いいえ、その技術を輸出してよいという必要な許可を出発
前に得なければなりません。輸出取引管理は、製品、ソフトウェア、
および技術を含むHuntsman の社員が海外出張に携帯するもの
に適用されます。輸出許可を得るべきかどうか分からない場合
は、国際商取引コンプライアンス部門に問い合わせてください。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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インサイダー取
引を防止する
当社は、実際のまたは将来の
Huntsmanおよび当社のビジネス
パートナーに関する重要事実、未公
開情報を、適切かつ誠実に取り扱
う責任があります。業務上、私たち
は、Huntsmanまたは複数のビジネス
パートナーに関する未公開情報を取
得する場合があります。有価証券（株
式、債権、オプションなど）の売買や
取引に関する個人的な投資判断をす
るために、重要な未公開情報を使用
してはなりません。これはインサイダ
ー取引とみなされ、当社の評判以上
に損害を与える場合があります。これ
は、場合によっては個人の禁固刑を
含む刑事罰や、Huntsmanに深刻な結
果をもたらすことがあります。

当社の成功方程式
当社は、以下のようにインサイダー取引を防止します。

• 重要な未公開情報を所有している場合は、Huntsmanまたは他社の株式を売買しない。
• 家族や親しい友人など、Huntsman社外の人と重要な未公開情報を決して共有しない。
• 内部情報は、知る必要のある社員とだけ共有する。
• 内部情報を、それに基づいて行動する可能性のある人物に決して渡さない（「チッピン

グ」）。
• •上場証券の価格に影響を与えることを目的として、虚偽の情報を流布しない。
• 内部情報については、投資家担当責任者に相談する。
• 情報が重要事実であるか、または未公開情報であるかが不明な場合は、法務部門に相談

する。

詳細情報
• インサイダー取引ポリシー
• インサイダー取引ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

26

誠実さをもって行動する



内部情報 
会社情報は、合理的な投資家が、ある情報に関連した会社の株式
の売買や保留を判断する際に重視する場合には「重要事実」にあた
ります。情報は、その情報が公開されてから丸一日経過するまでは、
未公開または非公開とみなされます。内部情報にはポジティブなも
のとネガティブなものがあります。 

内部情報の例としては以下のものがあります。

• 将来の利益予測や損失予測
• 保留中または進行中の合併や買収
• 資産の大量売却のニュース
• Huntsmanの有価証券に関する融資やその他の事案
• 経営陣の交替
• 重大な新製品や発見

正解を導く 
質問私は、Huntsmanの製造プラントの管理者です。息子の大学
入学を見越して、所有するHuntsman株を売ろうと考えています。
仕事を通して、Huntsmanがある大会社を買収しようとしているこ
とを知りました。それでも私は、Huntsman株を売るべきですか？

回答いいえ、その買収のニュースが重要事実であると仮定する
と、その買収が公開されてから適切な期間待ってから株を売らな
ければなりません。重要な未公開情報を持っている間に株の取引
を行った場合、あなたはインサイダー取引の責任を問われ、処罰
される可能性があります。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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正確なビジネス
上の記録を維持
する
作成した記録や入力したデータを含
め、すべてのコミュニケーションを公
正に行わなければなりません。記録
の完全性を維持することで、将来の計
画を策定する際に、当社が法律を遵
守することが保証されます。正確な記
録を保持することは、株主、ビジネス
パートナー、顧客に安心感を与えるこ
とにもつながります。

当社の成功方程式
当社は、以下のようにビジネス上の記録を倫理的に維持します。

• 時間および経費の記録を含め、すべての記録が正確かつ完全であることを確認する。
• すべての会計取引を、正確にタイムリーに、必要な文書とともに報告する。
• 会社のビジネス運営または資金を不正に記述しない。
• 開示されない、または記録されない資産アカウントを作成しない。
• 要求または要請に応じて、監査人に記録を迅速に提出する。
• 調査または監査のために、法務案件の対象となる記録を保持する。
• Huntsmanの内部統制システムと記録保持要件に従う。

詳細情報
• 文書保持ポリシー
• 文書保持ポリシー電子ガイド
• 文書管理プログラムのイントラネットサイト

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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文書管理および記録保持 
当社の記録保持スケジュールおよび文書管理プログラムには、記録
を保持すべき期間や記録を破棄できる状況が規定されています。
一時的または便宜的なコピーを定期的に破棄することは適切な行
為ですが、記録保持スケジュールに指定されている期間より前に会
社の記録を破棄してはなりません。

正解を導く 
質問私の部署には、仕分けの必要な記録が多数あります。上司か
ら、これらの記録を整理し、破棄すべきものを特定するよう依頼さ
れました。どのようにすればいいですか？

回答まず初めに、その文書が記録保持要件の対象、または法務
案件に関する法的保留の対象になっていないかどうかを確認し
てください。これらの記録は、記録保持スケジュールで指定された
期間、または法的保留が解除されるまで保管する必要があるため
です。記録の法的案件の保留が解除された場合でも、記録保持ス
ケジュールは当社のポリシーと一致して適用されるため、記録は
より長く保持する必要がある場合があります。その記録がいかな
る規制対象にも入らない場合、当社のポリシーに従って破棄すべ
きです。機密情報を含む場合、シュレッダーにかけて廃棄する必要
があります。部署ごとに、シュレッダーされた文書であることが明
示された安全な収集コンテナがあるはずです。詳細については、
文書管理プログラムをイントラネットサイトで参照してください。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

誠実さをもって行動する
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すべての人を尊重
する
尊重は、Huntsmanにおけるあらゆる交流の基礎を
なすものです。私たちは、尊重を通じて、相互理解を
促進し、個人情報を保護し、環境、コミュニティ、人権
尊重の約束を維持します。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

すべての人を尊重する
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相互を尊重する
職場を育成する
私たちは、すべての人に敬意を持
って接します。当社の成功方程式に
は、すべての社員が評価され、尊重
されていると感じられるようにする
ことが含まれています。当社は、多様
性とインクルージョン、雇用機会均
等、ハラスメントや差別のない職場
の実現を約束します。このような約
束を通じて、すべての人にとってプ
ロフェッショナルかつ協力的な職場
環境の育成を推進します。

多様性とインクルージョンの受け入れ
当社は、世界中でビジネスを展開しており、グローバルで多様な視点を職場にもたらすこと
を約束しています。多様な才能と視点は、私たちのチームを強化し、視野を広げるものです。
すべての人が参加することで、より良い決定を共にくだすことができます。

当社の成功方程式
当社は、以下のように多様性とインクルージョンを擁護します。

• すべての人々とその考え方に、礼儀と敬意を持って接する。
• 多様な人材を採用し、多様性のあるチームを構築する。
• 解決策を見出すために、異なる視点やアプローチを積極的に模索する。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

すべての人を尊重する
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差別の禁止
私たちは、違法な差別のない職場環境を作ります。私たちは長所や資質に基づいた採用と
昇進を行います。そうすることで、成功方程式を後押しします。差別は、法律違反であるだけ
でなく、Huntsmanにもたらすべき才能と能力を制限します。会社としてベストを尽くすこと
は、尊重と誠実さという私たちの価値観を貫くことでもあります。 

当社の成功方程式
当社は、以下のように差別のない職場を保証します。

• すべての採用と昇進を、長所や資質に基づいて行う。
• 各自がHuntsmanにもたらす価値に焦点を当て、すべての人を公平に扱う。
• 保護された特性に基づく差別を決して行わない。
• 職場への障がい者受け入れを保証する。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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保護された特性 
Huntsmanは、差別のない職場環境を作ることを約束します。当社
は、すべての人に開かれた機会を信じており、社員または採用応募
者に対する保護された特性に基づく差別を許しません。保護され
た特性とは、以下のいずれかに該当するものです。

• 人種、肌の色、民族性
• 宗教
• 性別または性的指向
• 年齢
• 障がい
• 出身国

上記のリストは、決してすべてを網羅しているわけではありません。
当社は、事業を行うすべての国のグループや活動を保護する法律
を尊重します。

正解を導く 
質問私の新しい上司は、最近、毎週のチームミーティングを、水
曜日の午後3時から毎週金曜日の正午に変更することを発表しま
した。私は毎日、正午の時間に礼拝を行っています。過去にそのこ
とが問題になったことはありません。上司に話したところ、上司は、
現在はそれは問題であるとし、「馬鹿げた宗教的信念」を理由に会
議に出席できないのなら、人事考課がプラスにならない可能性が
あると言われました。私は気分を害し、ショックを受けました。どう
すべきでしょうか？

回答上司のコメントにはあなたにとって不快なものであ
り、Huntsmanの価値観とは相容れないものです。新しい上司に
は、金曜日の正午に会議を変更すべきビジネス上の理由があるか
もしれませんが、懸念事項や火の姓のある代替案について話し合
うときは、あなたを尊重する必要があります。マネージャーのコメ
ントを、現地のファシリティ・コンプライアンス・オフィサーに速や
かに報告してください。また、人事管理者に相談することもできま
す。Speak Upホットラインを使用できること、または倫理＆コンプ
ライアンス部門（ethics@huntsman.com）に連絡できることを忘
れないでください。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

すべての人を尊重する
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ハラスメントの防止
Huntsmanは、すべての社員が尊重と尊厳をもって扱われる職場環境作りを約束していま
す。当社は、ビジネスライクでプロフェッショナルであり、ハラスメントのない職場にするこ
とを求めています。このような環境であれば、社員は最高の仕事をすることができます。 

当社の成功方程式
当社は、以下のようにハラスメントのない職場環境を作ります。

• 不快と思われる可能性のある言動を避ける。
• すべての人を尊厳と尊重をもって扱う。
• 嫌がらせや攻撃的行為を目撃した場合は、声を上げる。
• 個人の境界線と好みを尊重する。

詳細情報
• 差別、ハラスメント、および報復防止ポリシー
• 差別、ハラスメント、および報復防止ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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正解を導く 
質問私の部署の同僚社員は、私の仕事に不可欠な情報を私に提
供することを、繰り返し拒否しています。彼は、私を軽蔑的な名前
で呼び、他の仲間に対しても私が職務遂行する資格がないと言い
ます。彼の行動には傷ついていますが、私が彼を怒らせ、自分自身
にこれ以上問題を招きたくありません。どのように対処すれば良
いでしょうか？

回答ハラスメントや脅迫には様々な形態があります。悪口や誹謗
中傷は許されません。情報の提供を拒否したり、資資格がないと
言ったりすることは違法ではないにせよ無礼であると見なされ、
信頼を損ねる場合があります。誠意をもっておこなわれた報告に
対する報復は容認されていないことを忘れないでください。上司
とその人物の行動について直ちに話し合うべきです。Speak Up
ホットラインを使用するか、または倫理＆コンプライアンス部門
に問合わせてください。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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職場の安全およ
び安心を維持す
る
職場の安全は私たちの成功に不可欠
な要素です。私たち自身を守らなけれ
ば、お客様の人生を豊かにすることは
できません。複雑な製品とプロセスで
革新を遂げる企業であるHuntsman
は、安心で安全な職場を維持する必
要があります。当社の全員が、職場で
の安全とセキュリティに責任を負って
います。

当社の成功方程式
当社は、以下のようｈに職場の安全と安心を維持します。

• 仕事に関連した不必要なリスクを冒さない。
• 薬物やアルコールの影響下にある状態で出勤しない。
• 安全でない、または不健康な労働条件を報告する。
• 緊急時のすべての手順を把握し、さらに、緊急時の訓練やトレーニングにも参加する。
• ソーシャルメディアを含め、目撃した暴力の脅威について報告する。
• いかなる種類の武器も職場に持ち込まない。
• 使用しないときは、ロックとパスワードを使用してすべてのHuntsmanの資産を安全に保

管する。
• 危険が差し迫っている場合は、法執行機関に連絡する。
• 健康と安全に関連するすべてのポリシーと手順に従う。

詳細情報
• 環境、健康、および安全ポリシー
• 環境、健康、および安全ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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アルコールおよび薬物の使用 
私たちは、薬物、アルコール、その他安全に働く能力を損なう可能
性のあるその他の物質の影響を受けて仕事に従事することは決し
てありません。また、社員が違法薬物やその道具、または規制薬物
を所持、使用、販売、購入、または配布することは禁止されています。

処方薬であっても、私たちの安全な業務遂行能力を損なう可能性
があることに留意してください。業務に支障をきたす可能性のある
薬物に注意し、管理者または人事部に必ず知らせるようにしてくだ
さい。私たちは、常に社内にいるすべての人の安全に気を配らなけ
れ ばなりません。

事故およびヒヤリハット 
事故およびヒヤリハットは、ビジネス上の重大な問題です。その事
故に関係したか、ただ単に目撃したかに関わらず、それらを報告
する責任および義務は当社の全員が負っています。これらの事故
を識別して理解することで再発を防ぎ、私たち全員のリスクを軽
減することができます。事故およびヒヤリハットの報告をすること
で、当社の価値観と法律の両方に従っていることになります。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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個人情報を保護
する
当社は、社員および取引先の個人情
報を保護します。世界中の社員や取
引先から、私たちは定期的に個人情
報を預かっています。そのような関係
と評判を維持するには、私たちはそ
の信頼を守らなければなりません。

当社の成功方程式
当社は、以下のように個人情報を保護します。

• 個人情報の使用を、職務上の目的に限定する。
• 情報を安全に保つために、すべての手順を遵守する。
• 必要な期間のみ、個人情報を保持する。
• 決してHuntsmanの外部で個人情報を共有しない。
• データ侵害の疑いがある場合は直ちに報告する。
• 事業を行う場所に関わらず、すべてのプライバシー法を遵守する。

詳細情報
• プライバシーポリシー
• プライバシーポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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個人データの侵害 
個人データの侵害とは、個人データが不正に取得され、そのデータ
の安全性が損なわれることです。影響を受ける個人の法域などの多
くの要因に応じて、データ侵害の影響とリスクとはは様々です。これ
らの侵害は、社内（当社の社内）および社外（社外）の侵害である可
能性があります。いずれの場合も、Huntsmanが必要に応じて適切
に調査、記録、および報告できるよう、報告する必要があります。

潜在的または既知の個人データの社内外における侵害を発見した
り、通知を受けたりした社員は、地域のセキュリティ・オフィサー、地
域の人事部、ファシリティ・コンプライアンス・オフィサー、データプ
ライバシー部門に直ちに報告する必要があります。

正解を導く 
質問私の上司は、ある社員の業績評価ファイルのコピーを、誤って
コピー機の上に置いていってしまいました。この個人情報は安全で
はありません。どうすべきでしょうか？

回答私たちには、社員のプライバシーを保護する責任があります。
社員に関する機密の個人情報は、オフィスの内外を問わず、共有し
たり、安全が確保されないまま放置するべきではありません。上司
にそのファイルを直ちに返却する必要があります。この問題が再び
生じたものである場合は、その件について人事部管理者に相談して
ください。

Huntsmanの個人情報のカテゴリ 
当社では、必要に応じて、ビジネス上の目的で個人情報を収集す
る必要がある場合があります。Huntsmanは、では、個人情報のカ
テゴリを以下の4つに分類しています。

• 名前および勤務先の連絡先情報（勤務先の電話番号、勤務先の
住所）（カテゴリ1）

• Huntsmanが作成した個人データ（報酬や福利厚生）（カテゴリ2）

• 本人から提供された個人データ（音声、画像、および連絡先情報）
（カテゴリ3）

• 機密性の高い個人データ（民族性、宗教的信条、および個人の銀
行情報）（カテゴリ4）

Huntsmanは、すべての社員にデータプライバシートレーニング
コースを受講することを義務付けています。社員によっては、職位
に応じて、カテゴリ3または4のデータにアクセスすることができま
す。これらの社員には、追加のトレーニングが割り当てられます。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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環境、健康、安
全、および持続可
能性への約束
当社は、科学を応用して、人や環境に
やさしく、生活を豊かにし、持続可能
な未来を創造するのに役立つ製品を
企画、製造、および販売しています。私
たちは、人の健康、安全、そして環境
への配慮を、すべての行動の最優先
事項として位置付け、ビジネスのあら
ゆる面で、環境、健康、安全（EHS）の
パフォーマンスの卓越性によって、危
害を防ぐことができます。これにより、
現在において競争力を持つだけでな
く、将来にわたっても持続可能な企業
になることができます。当社のビジネ
ス、社員、コミュニティの健全性は、相
互に関連しています。

当社の成功方程式
当社は、以下のように環境、健康、安全、および持続可能性の面において、卓越した業績を達
成します。

• 当社のプロセスと製品に関連する危険性について通知する。
• ビジネスパートナーや顧客に、当社製品の最適な使用、保管、リサイクル、および廃棄方法

を伝達する。
• 危険性を評価し、危険物の輸送に関連するすべてのプロトコルに従う。
• すべての物質と製品を登録する。
• 製品の管理者として行動し、ライフサイクルを通じてEHSリスクを最小限に抑える。
• プロトコルの懸念事項または違反について、EHS管理者に報告する。
• 当社のビジネスを管理するすべてのEHSおよび持続可能性に関する法律を遵守する。
• Huntsmanの目標と規制を満たすために、すべての環境プログラムを遵守する。

詳細情報
• 環境、健康、および安全ポリシー
• 環境、健康、および安全ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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コミュニティに貢
献する
当社は、世界中の人々の生活にポジ
ティブな影響を与えることを目指して
います。当社のビジネスは、化学によ
って時代の差し迫ったニーズを満た
し、個人として、私たちが住んでいるコ
ミュニティで現代の課題に対処する
手助けができるという信念を通じて
発展してきました。個人としてコミュ
ニティに関与することは、私たちの評
価につながるだけではなく、正しいこ
とをする、ということでもあるのです。

当社の成功方程式
当社は、以下のようにコミュニティに最大限に貢献します。

• 世界中の慈善団体にボランティアとして参加する。
• 社外での活動によって、当社の職務が妨げられたり、利害の対立が生じたりしないように

する。
• 当社が情熱を注いでいる組織でボランティアや貢献（寄付/投稿）をするように社員に圧力

をかけない。
• Huntsmanを代表して寄付をしたり、Huntsmanの資金を慈善目的で使用したりする前に

承認を得る

詳細情報
• 腐敗防止ポリシー
• 腐敗防止ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

すべての人を尊重する
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政治的活動 
私たち各自は、市民として、自分の政治的信念を自由に持つことが
できます。自ら政治に関与し、法律の範囲内で政治献金をする場
合もあるでしょう。政治献金は複雑な規則や規制の対象となるた
め、Huntsmanがそれを承認、または承認したことを示唆する可能
性が生じるような個人的関与は避けなければなりません。法律で
は、限られた状況を除いて、政治的運動に関連して企業のリソー
スおよび施設を使用することが制限されています。Huntsmanのリ
ソースや施設の使用、またはキャンペーンとして勤務時間中に活
動するには、法務部門による事前の承認が必要です。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

42

すべての人を尊重する



人権を尊重する
当社は、世界中の個人とコミュニティ
の人権を尊重します。私たちは、ビジ
ネスを行う場所に関わらず、これらの
権利を保証するよう努めており、ビジ
ネスパートナーにも同じことを期待し
ています。奴隷制、人身売買、児童労
働は、私たちのビジネスにおいても、
グローバルな社会においても、決して
許されることではありません。私たち
には、すべての人間の尊厳と平等を
支持し、すべての人の権利を守る責
任があります。

当社の成功方程式
当社は、以下のように人権を尊重します。

• 当社のために働くすべての人々に、合理的な労働時間と公正な賃金を提供する。
• すべてのビジネスパートナーが公正な労働慣行を約束していることを確認する。
• 世界のいかなる場所でも、児童労働や囚人労働を決して行わない。
• 人権侵害に気付いた場合は報告する。

詳細情報
• 人権ポリシー
• 人権ポリシー電子ガイド
• ベンダー行動規範

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

すべての人を尊重する
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会社の資産に責任を
持つ
私たちは、有形無形を問わず、Huntsmanのすべてのビジネ
ス資産を保護する義務があります。当社の資産には、物理
的および知的財産、機密情報、情報技術、およびソーシャル
メディアアカウントが含まれます。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

会社の資産に責任を持つ
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物理的資産の責
任ある使用
数十年間にわたり、世界中でビジネ
スを展開してきたグローバル企業と
して、Huntsmanは多くの物理的資産
を蓄積しています。これらの物理的資
産には、職場、ツールおよび機器、車
両、コンピュータ、事務用品、資金など
が含まれます。これらの資産は、私た
ちにとって価値があるだけでなく、パ
ートナーや顧客に価値を創造するた
めに使用するものです。私たちは、こ
れらの資産に対して責任を負ってい
ます。それらを保護し、誠実さをもっ
て使用しなければなりません。私たち
は、物理的資産を紛失、浪費、または
その他の不正使用のリスクにさらし
てはなりません。

当社の成功方程式
当社は、以下のように責任を持って私たちの物理的資産を使用します。

• 当社の物理的資産をビジネス上の目的でのみ使用する。
• 職場、車両、および技術資産を使用しないときは、適切なロックとパスワードで保護

する。
• 権限のない人が当社の物理的資産を訪問または使用することを許可しない。
• 事故や摩耗による物的資産の損害を報告する。
• 当社の物理的資産を使用するときは、すべての手順とプロトコルを遵守する。

詳細情報
• 出張および経費ポリシー
• コンピュータ、Eメール、インターネット使用ポリシー
• コンピュータ、Eメール、インターネット使用ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

会社の資産に責任を持つ
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横領 
「横領」とは、不公正、不当、または不適切な方法で、他人に属する
ものを自分のために利用することです。Huntsmanの物理的財産を
横領したり、他の誰かにそれをさせたりすることは決してありませ
ん。職場での横領に気付いたら、声を上げてください。

正解を導く 
質問私は、Huntsmanの営業チームの一員として、頻繁に出張し
ます。妻をマイアミの出張に連れて行きたいと考えています。妻は
仕事で休暇を取り、一緒に夜を楽しむことができます。Huntsman
の、会社の出張および経費カードを、私たち二人のために使用す
ることはできますか？私は自分のクレジットカードでポケットマネ
ーから費用の半分を支払うことができます。

回答いいえ、ハンツマンの出張および経費カードは、ビジネス上
の目的のみに使用される資産です。あなた、またあなたの妻は、
すべての費用を別々に支払わなければなりません。ビジネス経費
を慎重に文書化し、すべての個人的な費用とは別に保管してくだ
さい。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

会社の資産に責任を持つ
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機密情報および
知的財産を保護
する
当社の物理的資産と同様に、当社の
機密および専有情報、および知的財産

（IP）は、パートナーと顧客のために
に価値を創造するのに役立ちます。こ
の情報は、Huntsmanの独自の側面を
構成するものです。それらの情報によ
って、当社が競合他社と差別化され、
競争上の優位性が生まれます。この
戦略的知識は、イノベーションを追求
する当社の取り組みから生じたもの
です。私たちは、将来にわたって、お
客様に提供する価値を保証するため
に、専有情報を保護しなければなりま
せん。

当社の成功方程式
当社は、以下のように機密情報と知的財産を保護します。

• 知的財産を開発する際には、法務部および部門の知的財産管理者と連携する。
• Huntsmanの名称、ロゴ、または商標を決して誤用または変更しない。
• 当社のデータやIPの横領や誤用について、法務部門に報告する。
• 知的財産は、知る必要があるために権限を付与された適格な社員間でのみ共有する。
• エレベーター、カフェ、空港などの公共の場所で機密情報について話さない。
• 機密情報をラップトップやタブレット端末などを、他人から見えるようにしない。
• 暗号化やパスワードなどの適切な保護により、すべての機密情報を安全に保管する。

詳細情報
• 法務部門の知的財産チームに問い合わせる

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員

会社の資産に責任を持つ
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機密情報を理解する
機密情報には様々な形態があります。例えば以下のようなものがあ
ります。

• 特許、商標、および著作権を作成し、最終的に申請するために使用
される情報

• 企業秘密

• プロセスおよび製品情報

• 製造計画および能力

• 研究開発計画および情報

• 顧客リスト

• 事業計画および実績

• 入札情報

• 未公開の価格情報

• 新製品の計画

• 社内レポート、ポリシー、および手順書
正解を導く 
質問私の部署の新入社員には、Huntsmanの競合他社出身者がい
ます。彼女を採用できて幸運でした。この社員は、競合他社の顧客リ
ストに関する実に有用な情報を当社に提供してくれると思います。
ビジネス上の目的において、チーム以外の誰にも言わないという
条件で、この新規採用社員にこの情報を求めることはできますか？

回答いいえ、競合他社に関する非公開情報や機密情報を求める
ことは決してできません。すべての新入社員はHuntsmanの価値
観を学び、全員が当社のそのような価値観を尊重する責任があり
ます。私たちは、誠実さをもってリードしなければなりません。以前
の雇用主からの機密情報を要求したり開示させたりすることは、
当社の価値観に反し、違法となる可能性があります。私たちは、自
分自身や他人を違法行為につながるような立場に決して置くこと
はありません。

第三者の知的財産
Huntsmanのビジネスを遂行する際に、私たちは常に他者の知的
財産権を尊重します。他者の知的財産（IP）の不正使用または横領
によって、個々の社員およびHuntsmanが、重大な民事および刑事
罰が科される場合があります。

許可を得ていない限り、Huntsmanにを代表して使用するために、
第三者の著作権で保護された素材を複製（または、それらに基い
て他の著作物を作成したり）してはなりません。インターネットを
通じて利用可能な資料、または著作権表示のない資料は、必ずし
も無料で使用できるとは限りません。

以下の場合、Huntsmanの知的財産弁護士に直ちに問合わせてく
ださい。

• 第三者の知的財産権に関して疑問が生じた場合。

• 第三者が、知的財産権の侵害が発生したと申し立てた場合。

Huntsmanの知的財産弁護士の承認を得ることなく、そのような申
し立てに対して反応することはありません。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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情報技術（IT）を
保護する
私たちは、当社のネットワークおよ
びコンピュータシステムを倫理的か
つ合法的に使用する責任がありま
す。Huntsmanシステムを法律に違反
した状態で使用することはありませ
ん。当社の情報技術（IT）システムを
使用することで、ビジネス目標を追求
するためのコミュニケーションおよび
調整が可能になります。すべてのコミ
ュニケーションにおいて誠実さを促
進するために私たちはITシステムを
保護しなければなりません。当社の
通信用インフラストラクチャは、機密
性の高いビジネス情報を送信、格納
しています。Huntsmanは、セキュリテ
ィ上の理由から、デバイスとITシステ
ムを監視することが必要な場合があ
ります。

当社の成功方程式
当社は、以下のように情報システムを保護します。

• すべての電子的メッセージ（Eメール、テキストメッセージ、投稿など）に関しても、あらゆ
るHuntsmanの文書作成に適用するのと同じレベルの注意を払って作成する。

• 電子的メッセージは保管および復元が可能なものであること、また、攻撃的または敵対的
な内容であってはならないを理解する。

• すべてのコンピュータとIT機器を常に安全かつセキュアに保つ。
• 当社の資産上で使用されるすべてのソフトウェアは、資産管理部によって承認されたもの

であることを保証する。
• Huntsmanのソフトウェアやその他のITインフラストラクチャを決して誤用、コピー、また

は盗用しない。
• 許可された担当者のみがコンピュータおよびITシステムにアクセスできることを保証する。
• 当社のユーザIDとパスワードを保護し、定期的に変更する。
• Eメールやウェブ上で、疑わしいリンクを決して開かない。
• ITセキュリティの侵害があった場合は、直ちに上司と法務部門に報告する。

詳細情報
• コンピュータ、Eメール、インター 

ネット使用ポリシー
• コンピュータ、Eメール、インター 

ネット使用ポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する
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ソーシャルメディア
の使用および一般
からの質問への対
応
私たちは、ソーシャルメディアの使用方
法が当社の価値を反映し、Huntsmanの
誠実と評判を維持することを保証しま
す。ソーシャルメディアの普及によって、
社内では同僚と、社外では顧客、ベンダ
ー、およびのコミュニティと、仕事、コミュ
ニケーション、および交流方法が変化し
続けています。ソーシャルメディアは、新
しい交流の機会を生み出すと同時に、新
しい責任とリスクも生み出します。

ソーシャルメディアを使用する上で、リ
スクの1つとなるのが、Huntsmanが当社
の価値観や目標と矛盾する方法で提示
されることです。私たちは、一般大衆に対
して、一つの声で話さなければなりませ
ん。Huntsmanを代表するコミュニケーシ
ョンは、当社のスポークスパーソンによ
って行われることが必要です。一般から
の質問は、常に権限のある社員を窓口と
します。このプロセスに従った場合にの
み、すべてのコミュニケーションチャネ
ルを最大限に活用することができます。

当社の成功方程式
当社は、以下のようにソーシャルメディアを最大限に利用します。

• ソーシャルメディアでの行動を職場での行動と一致させる。
• 何を共有するかについて、最善の判断を下し、常識を働かせる。
• インターネット上で、差別的、攻撃的、または敵対的な発言をしない。
• Huntsmanに関するソーシャルメディアの投稿で当社の評判を維持または向上させるよう

にする。
• ソーシャルメディアでHuntsmanを代表して発言しない。
• 機密情報や未公開情報を絶対に共有しない。
• すべての一般からの質問は、Social_Media@Huntsman.comに通知する。

詳細情報
• ソーシャルメディアポリシー
• ソーシャルメディアポリシー電子ガイド

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
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個人のソーシャルメディアの使用
ときには個人のソーシャルメディアを使用して、Huntsmanに
ついて投稿したいと思うかもしれません。以下の「すべきこと」
と「すべきでないこと」に留意してください。

すべきこと
• 自分がHuntsmanの社員ではあっても、その意見は自分の意
見であることを明確にする。

• 職場での個人的なソーシャルメディアには慎重を期する。.

• 管理者は、立場上、Huntsmanを代表して発言していると社
員に信じさせたり推測させたりする可能性があるため、特
に注意する必要がある。

すべきでないこと
• ネガティブな投稿に反応する。

• HuntsmanのEメールアドレスを使用する。

一般からの質問を理解する 
誤って引用されたコメントや文脈を無視して解釈されるようなコ
メントによって、深刻な問題が生じる場合があります。以下のいず
れかのグループからの、Huntsman公式情報に関する非公式の要
求であった場合でも懸念事項となる場合があります。

• 投資家

• 証券アナリスト

• 格付け機関

• 報道関係者

• Huntsmanの株式または負債証券の保有者

• その他の主要な一般の（公の）問い合わせ先

上記のような質問を受けた場合は、グローバルコミュニケーショ
ン部門に問い合わせてください。

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する

結論： 
違いをもたらす  
のは私たち社員
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結論違いをもたらす
のは私たち社員

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ

結論： 
違いをもたらす  
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免責事項 
当社のビジネス行動ガイドラインは、Huntsman のすべての社員、
役員、取締役に平等に適用されます。したがって、当社のガイドライ
ン免責事項は非常に限られた状況においてのみ適用されます。執
行役員や取締役に対する免責事項は、取締役会における事前の承
認が必要で、特定の状況下で迅速に株主に開示されなければなり
ません。私たちは、適用される法律および規制により与えられた免
責事項を報告します。

概要 
Huntsmanでは、公正、誠実、尊重、責任という中心的な価値観を成功
方程式としています。これらの価値観を適用する時に、当社の社員は
違いをもたらすことができます。倫理に関連するビジネス状況につ
いて不明な点がある場合、これらのガイドライン、または以下に挙げ
る多くのリソースのいずれかを参照してください。重要な問題や自分
の役割の側面について、記憶を新たにするためにこのガイドライン
を使用してください。Huntsmanにおけるあなたの選択は、あなたの
職務上の貢献と同じほど価値があるものです。これらのガイドライン
を参考に、挑戦と勝利を通じて当社の価値観を適用してください。

リソース 
• 直属の上司

• 現地の人事部門担当者

• ファシリティ・コンプライアンス・オフィサー https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
facility-compliance-officers

• コンプライアンス責任者 https:// 
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
compliance-champions

• 倫理＆コンプライアンス部門 https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-teamおよび
ethics@huntsman.com

• コンプライアンス最高責任者

• 法務部門

• 法務責任者

• Speak Upホットライン www.huntsman.com/speakup（国別の電
話番号については、倫理＆コンプライアンス部門のイントラネッ
トサイトをご覧ください）

当社の価値観 
Huntsmanの成功方程式

コミュニケーションを 
公正に行う 誠実さをもって行動する すべての人を尊重する 会社の資産に責任を持つ
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