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基本の4つの柱

Bolloréグループの倫理アプローチは  
具体化された価値と原則に依存し、  
世界すべての管理者および従業員に適用されます。
グループすべての従業員およびパートナーに  
この行動規範は、日常業務において期待される 
アプローチと行動の根幹を詳述します。
この行動規範は、Bolloréグループの倫理およびCSR 
憲章、「責任とコミットメント」年次報告で表現された 
社会・環境上の責任方針と全面的に連携します。

倫理的にビジネスを行い、
人権擁護を促進

人々の連帯と、
会社の最も大きな強みの保護

環境上の主な課題に対応する
革新

地域開発への長期
コミットメント
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シリル・ボロレ
Bolloréグループ 

会長・最高経営責任者

およそ2世紀にわたる歴史を持つBolloré
グループは、絶えず移り変わる世界への
適応により、発展を続けてきました。 
この成功は、私たちの価値を支持し、すべ
てによって共有されるビジネス倫理を作
り上げ、事業を育てた女性と男性のコミッ
トメントに多くを負っています。 

Bolloréグループは贈収賄、斡旋収賄および競争抑止的慣行
を許容しません。グループは、金融透明性、国際的な制裁プ
ログラムへのコンプライアンスおよび個人データの保護を保
証します。
グループは、環境破壊、人権侵害および基本的自由の侵害、お
よび個人の健康および安全性への危険を防ぎます。最後に、
グループはあらゆる形態の差別とハラスメントと戦います。

私たちは、透明性および責任の時代に生きており、声明を出
すだけでは十分とは見なされません。 
個人の行動を通じて、私たちはすべて、グループの大使として、
その評判の維持に責任を負っています。 
すべての子会社の代表は、準拠法と行動規範に従って、常に倫
理的に行動するようあらゆる人に促すことが求められます。
この行動規範に違反する行動は、いかなる場合も認められま
せん。この行動規範の順守は、私たち全体の責任であり、グル
ープの持続可能性を左右するものです。

常に倫理的 
に行動する

序
文
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Bolloréグループには3つの主な事業セクターがあります: 輸送およびロジスティクス、通信と 
電子ストレージ・システムです。ヴィヴェンディ・グループにはコミュニケーション・アクティビティを対象とする独
自の倫理的アプローチが定められており、会社を対象とし、ビジネスラインに応じて適用されます。

   詳細は: www.vivendi.com 

https://www.vivendi.com/en/our-group/governance/compliance-program/
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私たちの価値に基づき…
倫理およびCSR憲章、および行動規範で示されたコミットメ
ントは、Bolloréグループの価値に基づいています:

行動規範とは…

コミットメントを確認する文書です…
行動規範は、次に関するBolloréグループのコミットメントを詳
述します:

   贈収賄との戦い;
   競争抑止的慣行との戦い;
   国際的な制裁へのコンプライアンス;
   人権の尊重; 
   個人の健康および安全の保護;
   環境の保全;
   個人データの保護;
   差別との戦い;
   会社資産および金融透明性の保護。

謙虚 卓越性 勇気 連帯 機敏性と革新
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国際基準に従って…
行動規範の原則は、国連、OECDおよび国連グローバルコン
パクト指針(Bolloréグループとして2003年に参加)などの国
際的なESG基準に則っています。
このため、グループでは、その戦略、文化および日常業務に、
グローバルなコンパクトの10の法則の人権、労働基準、環境、
および贈収賄との戦いの分野を統合することに取り組んでい
ます。

…これはすべての人の義務です

個人的行動が集合的なコミットメントを危険にさらすことがな
いよう、全ての従業員、すべてのグループ会社代理人および取
引先企業は、この行動規範を遵守することに責任を負いま
す。Bolloréグループは、この行動規範への違反を許容せず、
ステークホルダーに対し、違反行為があった場合は報告する
(34ページ「告発」セクションを参照)ことを奨励します。違反
者は、懲戒処分あるいは準拠法に従った訴訟手続きが行われ
ます。

序
文
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贈収賄との戦い 

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは、いかなる形態でも贈収賄および斡旋収賄を許容しません。
贈収賄は、先進国経済にとっても途上国経済にとっても、持続的成長、経済およ
び社会政治的発展の主な障害となるものです。
グループを代表して行動する人はすべて、任意の個人(政府高官を含む)に対
し、特定の公務を行うまたは控えることを求める、あるいはグループの会社の不
適切な利益を得られるよう影響を及ぼす目的で、利益を供与することは禁じら
れています。

 どのような行動を講じなければなりませんか？

シナリオ #1: 取引先企業に贈り物を提供する場合
長年ビジネスを行っていた顧客の女性の定年が近づいています。そこで、この顧
客にプレゼントを贈るか、あるいはレストランに招待したいと考えています。しか
しながらこの顧客の会社との契約がまもなく終わり、この顧客は業務上、契約更
新に影響を及ぼせる立場にあるため、躊躇しています。

必要な行動
良好な取引関係を維持するために、特定の状況や文化的背景で、顧客/見込み
客に贈り物を提供する、あるいは顧客/見込み客を催事に招待することは認めら
れます。
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これらの贈り物には、申告、承認、登録手続きが必要です。
贈答提供(あるいは受領)は、合理的かつ利己的でない範囲とし、受取人に影響
を及ぼす意図があると解釈されるようなものは禁止されます。
この場合、契約更改が切迫しているため、このエリアでのグループの方針に照ら
して不適切とみなされます。

シナリオ #2: 公務員が、支払いと交換に、会社の行政手続きを円
滑化することを申し出た場合
行政手続きが滞っており、公務員は、現金支払と引き換えに、行政手続きを促
進する、または回避することを提案しています。要求された金額は、行政手数料
の適用外であり、また支払証明は提供されません。

必要な行動 
あなたから依頼していない場合も、「ファシリテーション」支払いの受理は贈賄
行為と見なされます。
こうした状況に直面した時は:
- 基本的なセキュリティ規則の範囲内で丁重に拒絶します;
- 支払いがグループ・方針に違反していることを説明します;
- ライン監督者に、あるいは告発システムを使用して会社に報告してください。

   Bolloréグループの贈収賄防止方針、特に贈答と接遇・招待、ファシリテーショ
ン支払い、ロビー活動、後援および資金提供に関する項目の詳細は:
• イントラネット上の専用スペースおよび会社SNSを参照;
• compliance@bollore.comにご連絡ください。
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競争抑止的慣行との戦い  

 私たちの方針の重要な特徴

公平な競争環境によって、革新を推進し、私たちの顧客に可能な最良のプロダ
クトおよびサービスを提供することができます。
Bolloréグループは、自由競争を歪曲、妨害、回避、あるいは不当に制限すること
を目指した慣行には参加しません。これらの慣行は、協定価格の合意を目指す、
市場占有率を分割する、見積を割りあてるための準備が含まれます。

 どのような行動を講じなければなりませんか？

シナリオ: 競合から重要な契約の配分についての相談を持ち掛け
られた場合
私の会社は、セクターのプレーヤーが参加する業務協会のメンバーです。私が出
席した会合で、進行中の公共入札に関して、競合間で異なる作業パッケージを割
り付ける合意が提案されました。

必要な行動 
専門組織では、規則、技術基準、製品安全、職業上の利益の保護など、共通の問
題に関する話し合いが行われます。
しかしながら、価格操作、市場占有率の割り当て、現在の見積入札のようなトピッ
クが議論された場合は、直ちに部屋を退出し、あなたが退出した事実が記録され
たことを確かめることが重要です。次に、ライン監督者に、あるいは告発システム
を使用して、会社に報告してください。

国際的な制裁へのコンプライアンス 

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは、特に国連安全保障理事会、欧州連合およびアメリカ合衆
国によって採用された、州、個人あるいは組織に対する規制を含む、制裁措置に
従います。
グループを代表して行動する人はすべて、通商停止、禁輸制裁あるいは資産凍
結に違反しうる業務への参加は控えることが義務付けられます。
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 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 顧客が輸出目的で製品を注文したものの、関係しているも
のについての情報は提供されていない場合
私は、他社からX国に製品を輸出したいという連絡を受けました。その顧客は
市場で信頼のある有名な企業ですが、物品の性質は後日に指定すると言われ
ました。
私は、こうした取引情報の不足が違反事項に当たるかどうかわかりません。

必要な行動
いくつかの制裁措置では、特定の国々あるいは経済セクターで事前認可や取引
禁止規制が義務付けられています。疑問がある場合には、物品に関してできる
だけ詳しい情報を集め、国際制裁専用イントラネット・スペースで、X国が特定
制裁の対象かどうかをチェックし、地域のコンプライアンス代表と連絡をとるこ
とが必要です。
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表現と結社の自由の保護  

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは言論の自由、団体交渉および集団による意見の表明を尊重
し、いかなる場合も、開かれた社会対話の保証に取り組みます。グループを代表
して行動する人は、従業員の意見表明の変更や妨害を目指した任意の形態で
の圧力、強制あるいは行動を差し控えることが求められます。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 従業員が会社に要求を表明しようとしており、現在の国に
は社会対話のフレームワークがない場合
私は、労働者の団体交渉権が認められていない国の法人を管理しています。従
業員のうちの数人は、要求のことを議論したいと私に伝えており、この目的のた
めに労働組合を組織することを検討しています。

必要な行動
Bolloréグループは、従業員の意見表明の促進、および代表組織に関与する労
働者に対する差別の禁止に取り組んでいます。地域法に従って、従業員の意見
を聞き、要求について話し合うことが求められます。
グループ人事部に連絡し従業員からの要求を集約し、現地の立法に従ってした
がって、開かれた社会的対話を保証するツールと手続きを設置してください。

人
権
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強制労働および人身売買との戦い  

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは、あらゆる形態の現代の奴隷制度および人身売買と断固と
して戦います。グループを代表して行動する人は、直接あるいは間接的に強制
労働の状況に参加または寄与することは禁止されます。
強制労働は、人の意志に反して、およびなんらかの種類の脅威や脅迫の下で行
なわれる労働を意味します。これは暴力または威嚇の使用、負債の操作、賃金の
保留あるいは身元証明書、入国管理局などに対する告発の脅迫などが含まれ
ます。
人身売買は、強制労働を通じた搾取を指し、国内あるいは国外でこれらの個人
の輸送にしばしば関係します。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 下請業者の敷地内で、危険な状態で従業員が働くことを強
いられているように見えた場合
グループ子会社を訪問したとろろ、下請会社によって雇われた労働者が、敷地
内で眠っており、適切な機器なしで業務を行っていました。
一部の労働者はこれらの危険な状態の下で働き続けることを強いるために会
社が賃金の支払いを行わないとしています。

必要な行動
これが事実であった場合、至急ライン監督者かCSR担当者に通知するか、ある
いは告発システムによって報告する必要があります。下請業者の追加の検証が
行なわれ、必要ならば、迅速に是正措置が取られます。
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児童労働との戦い

 私たちの方針の重要な特徴

国際労働者団体(ILO)の条件に従って、Bolloréグループは、児童労働の直接ま
た間接的使用を禁止します。最低雇用年齢に関する現地立法の範囲を越えて、
グループでは、15歳未満の子どものあらゆる業務での雇用、および「危険」指定
業務での18歳未満の若年者の雇用を禁止します。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 下請業者のうちの1社で、非常に若く見える従業員が働
いていた場合
ただし私が働く会社がある国では、15歳未満の子どもの雇用は禁止されてい
ません。
下請業者の訪問中に、従業員のうちの数人が非常に若く見えることに気づきま
した。

必要な行動 
児童労働を目撃した、あるいはサプライヤーまたは下請業者の敷地内で児童労
働が疑われた場合、ライン監督者またはCSR担当者に状況を報告するか、告発
システムを使用して会社に連絡してください。
立法または慣行から、リスクの疑いがある地域では、下請労働者の募集および
使用に対する警戒を強める必要があります。労働者の身分証明書を系統的にチ
ェックし、また取引先企業に同様に取り組みを要請し、もし規範に違反した場
合はパートナーシップ終了に結びつくことを通知します。
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コミュニティおよび近隣の居住者の 
権利

 私たちの方針の重要な特徴

地方条例と国際基準に従って、倫理およびCSR憲章、および人権憲章の中で述
べるとおり、グループは、事業活動によって影響を受ける可能性のある地域コミ
ュニティーおよび居住者の権利の尊重および促進に取り組みます。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ #1: 近隣の地方自治体住民が、会社の事業によって環境汚
染が発生していると主張している場合
私の会社は、地域コミュニティーと密接なかかわりを持つ自然および農業地域
に位置します。近隣の村の居住者は路傍および水辺にプラスチック廃棄物が投
棄されているとしており、会社を非難しています。 

必要な行動
最初に、報告された汚染が会社を代表して行動する従業員またはパートナーの
過失によるものか、あるいは内部環境管理手続きの不備の結果かどうかを判断
します。
サイト従業員またはパートナー/下請業者による規範を尊重しない行動を目撃
した、または疑わしい状況がある場合(例えば廃棄物投棄・処理業務など）状況
をライン監督者または関係する環境担当者に報告するか、告発システムを使用
してください。
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廃棄物回収、管理およびソートのソリューションが貧弱または存在しない地
域では、汚染の危険を予防、修正、補償できる適切な対策の実施が必要とな
ります。 

シナリオ #2: 地元住民から、会社が共謀して暴力をふるったとして
告発を受けた場合
会社のある地域で、地元住民に会社が共謀して暴力をふるったとして告発を受
けています。この会社は下請業者のうちの1つであり、地方自治体はこの暴力に
共謀したことで会社を非難しています。 

必要な行動
サプライヤーまたは下請業者の敷地内で暴力行使が疑われた場合、ただちにラ
イン監督者またはCSR担当者に状況を報告するか、告発システムを使用して会
社に連絡してください。地域コミュニティとの対話は保証し、追求し、また主張は
調査する必要があります。申し立てが真実であった場合、下請会社は必ず是正措
置を取る必要があり、措置を取らない場合は取引を終了します。
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労働者の保護

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは、安全で健康的な作業環境の保証に取り組み、有効な社会
的保護方針を展開することにより、活動に関連した危険を識別し最小化するフ
レームワーク提供に取り組みます。
グループを代表して行動する個人は、従業員、サプライヤー、下請業者、顧客、ユ
ーザーおよび地域コミュニティーの生活と健康を危険にさらしうる行動を控え
る必要があります。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ #1: 同僚に危険がおよぶ行動を目撃した場合
非常に騒々しい製造エリアでの作業で、同僚が法的に義務付けられている耳栓
を着用していませんでした。彼には何度か丁寧に指摘しましたが、何も変わりま
せんでした。マネージャーに報告すると、同僚との関係が悪化してしまうと懸念
しています。

必要な行動 
すべての従業員の安全はBolloréグループ用の優先事項であり、すべての従業
員がそのための寄与に責任を負います。もし行動を変えないなら、報告せざるを
えないと伝えた後で、 この状況をライン監督者に相談することは重要です。 
必ず安全衛生方針および手続き一般を知り、理解し、適用してください。疑問が
ある場合はQHSEまたは人事マネージャーに気軽に連絡をとってください。

個
人
の
健
康 
と
安
全
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シナリオ #2: 業務で注意の対象となっている国への出張がある
場合
政治的・社会的に緊張が高まっている国への出張があります。現場の状況は落
ち着いているように見えますが、万一現地でセキュリティ問題が生じた場合も、
可能な最良の方法で対応できるように準備したいと思っています。

必要な行動 
出張に先立って必要ならばあなたの個人情報(パスポートのコピー、住所)を、当
社管理職と、出張地域の外交当局に提出しておきます。テリトリーへの入域(入国
ビザ、税関申告など)に関しては地方条例に厳格に従ってください。現地では、ディ
スカッション中、あるいはソーシャルネットワーク上で、政治的・党派的主張と捉
えられるような発言をしないようにしてください。デモンストレーションあるいは
他の社会秩序の混乱がある場合は計画的に回避し、Bolloréグループによって雇
用されている事実に基づいて、できるだけ目立たないように行動してください。

   セキュリティに関係するご質問については、グループ部門に連絡してくだ
さい: suretegroupe@bollore.com

mailto:suretegroupe%40bollore.com?subject=
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心理的ハラスメントおよ 
びセクシュアル・ハラスメントとの戦い

 方針の重要な特徴

Bolloréグループは、あらゆる心理的ハラスメントおよびセクシュアル・ハラスメ
ントと戦います。心理的ハラスメントとは、作業条件を悪化させ、他の人々の権
利および尊厳を損なう、身体的およびメンタル・ヘルスに影響する、あるいはキ
ャリア開発を危険にさらす目的を持って繰り返される行為を指します。セクシュ
アル・ハラスメントは、性的文脈の発言あるいは行為の繰り返しで、下劣または
屈辱的な性質により人の尊厳を傷つける、あるいは被害者にとって威圧的、対
立的、攻撃的状況を作るものを指します。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ #1: ライン監督者から夕食に招待されましたが、行きたく
ありません
私のマネージャーは、業務と無関係に、私を単独で夕食に招待することを繰り
返し申し出ました。私は常に断っていますが、繰り返し誘われています。残念な
がら、招待を止めるようにいうことは裏目に出て、私のキャリアに有害となるお
それがあります。

必要な行動 
ライン監督者からのこうした振る舞いは不適切です。人事マネージャーに連絡
するか、あるいは告発システムを使用してください。Bolloréグループでは、告発
を受けた場合は、機密で処理すると同時に、誠実に行動する密告者を保護し、
あらゆる形態の報復から守ります。

シナリオ #2: 同僚に対する不適切な意見が繰り返されているこ
とを目撃した場合
スタッフのメンバーは、しばしば冗談として別の同僚に性的あるいは非常に不
適切な意見を公衆の面前で述べています。同僚は状況にあまり満足しているよ
うに見えませんが、表立って反対はしていません。状況は変わっていません。私
は介入する必要があるでしょうか？誰に相談すればよいでしょうか？ 

必要な行動 
職場で不適切な発言を目撃した場合、最初に被害者に対して、不適切な発言は
容認されないことを伝えます。被害者がこの考えで不安を感じている場合は、ラ
イン監督者または人事マネージャーに相談することを勧めてください。被害者
が行動をためらっており、状況が変わらない場合、あなたからライン監督者ある
いは地域の人事マネージャーに連絡してください。
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シナリオ #3: プロジェクトでの同僚の1人が、繰り返し個人的に
中傷されている場合
プロジェクトマネージャーは以前のプロジェクトで彼が非能率的で、貧弱で、無
能であったことを繰り返し発言しています。これらの意見はチーム全体の前でし
ばしば述べられていますが、事実に基づくようには見えません。プロジェクトの
雰囲気は悪化し、中傷を受けた同僚は、ますます内向的になり、発言が減ってい
ます。どのように反応しなければなりませんか？誰に相談すればよいでしょうか？

必要な行動
プロジェクトマネージャーのこうした振る舞いは不適切です。
被害者には、ライン監督者または人事マネージャーに相談することを勧めてく
ださい。被害者が行動をためらっており、状況が変わらない場合、あなたからラ
イン監督者あるいは地域の人事マネージャーに連絡してください。



Bolloré

21

行動規範

環境保蔵

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは環境保護を目的としたすべての準拠法に従い、環境保全に
全力で取り組みます。
グループを代表して行動する人はすべて、このコミットメントに反する振る舞い
を差し控える必要があります。意図的または意図的でないかにかかわらず、また
漸次的または偶然であるかにかかわらず、自然環境(空気、土壌、あるいは地下
水)、天然資源および生態系を損なう行動やこれらの破壊は禁止されています。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ #1: サービス・プロバイダーの1つが、環境汚染慣行を
たびたび行っている場合
私の雇用主は、会社との下請契約に署名しました。その代表との非公式の相談
で、この会社の従業員が 
コストを下げるために時々作業で汚染を発生させる製品あるいは機器を使用し
ていることがわかりました。しかしながらこの会社は、公式な話し合いでは、厳
格な環境基準を適用し従っていると主張しています。

環
境
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必要な行動
環境に対するコミットメントがあなたとサービス・プロバイダー、サプライヤーある
いは下請業者との契約に含まれる場合、契約が守られていない場合は取引を終了
します。従業員と同じく、サービス・プロバイダーはBolloréグループの倫理および
CSR憲章で特に述べられた環境に対するコミットメントに従うことが義務付けられ
ます。 
期待される慣行に反した状況が発覚した場合は、関係するマネージャー、CSR担
当者および法人の環境担当者に状況を報告してください。

シナリオ #2: 会社の廃棄物管理システムが不十分なとき
会社の廃棄物収集および選別システムが十分に使用されていない場合廃棄物
処理場所があまりにも遠く離れており、わかりにくく、一部の人にはアクセスが
困難であるため、適切なを廃棄方法が促進されていません。分別処理容器では
ない一般容器の使用も珍しくないようです。

必要な行動
Bolloréグループは、環境に対するコミットメントに従って、廃棄物の生成を抑
制し、かつできるだけリサイクルを促進する手段を実行するよう子会社に促して
います。会社で廃棄物の分別システムがある場合、 
分別に従い、システムを改善する適切な手段を取れるよう、フィードバックを行
う必要があります。
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個人データの保護 

 私たちの方針の重要な特徴

デジタル化は、ビジネスにとっての機会の源である一方で、 
会社によって使用される個人データの機密性および安全な処理を保証する手
段の実装も必要となっています。「個人データ」とは、個人として識別できる、ま
たは識別可能な自然人に関係するあらゆる情報を指します。
Bolloréグループは、取得した個人データの保護に取り組みます。グループは、
事業を行っているあらゆる場所で、準拠法に従いこうしたデータを処理するた
めの適切な技術的・組織的な手段の実行に努めます。
すべてのグループ内従業員は、業務上アクセスする個人データの保護に関する
機密保持義務を負っています。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 同僚に関する個人データのリストを含んでいる電子メ
ールを誤って受け取った場合
他の人から、従業員の出張に関する、名前、管理情報およびパスポートあるいは
身分証明書番号を含むファイルを電子メールで誤って送信されました。このド
キュメントは、ただ閉じるか削除して、見たものを無視するべきですか？

必要な行動
こうした情報の開示は、誤って行われた場合を含めて、個人データ漏洩と見な
され、是正措置を必要とします。また情報を閲覧する許可を持っていない、また
は業務上情報を必要としない人が受け取った可能性があります。データ保護担
当者に、またはライン監督者あるいは法務部に、直ちに今後の対応について連
絡し相談してください。

個
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情報システムのセキュリティ  

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは従業員に業務上必要なIT機器、通信手段、情報およびデー
タを提供します。従業員は、これらの資源を、グループの情報システムをサイバー
テロ攻撃のリスクから守るため施行されたセキュリティ・方針に従って使用する
ことに責任を負います。
サイバーテロ攻撃とは、不法に利用または再販するために、社内の機密資料あ
るいは個人情報を入手することを目的としたもので、生産の混乱、重要な業務
の停止、売上の損失などで重要なインパクトを及ぼす恐れがあります。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 銀行の詳細情報を依頼する電子メールを受け取った
場合
私の会社のアカウントを管理する銀行から新しいアクセスコードの電子メール
を受け取りました。この新しいアクセスコードを有効化するためには、ウェブサ
イトに接続し、ログインとパスワードを入力する必要があります。このメールの
指示が本物かどうか確かめるにはどうすればよいでしょうか？

必要な行動
銀行からログインIDとパスワードを要求することはありません。これは明らかに
フィッシングです。業務で接している機関あるいは人々から機密情報や個人情
報を提供することを依頼する電子メールを受け取った場合は、常に注意してく
ださい。電子メールの文言と綴り、送り手の電子メール・ドメイン、リクエストの
緊急性などをチェックします。あなたの情報を盗むことを試みる悪意のある個人
から送信されたものである可能性があります。
誤って情報を提供した場合、ライン監督者に通知し、パスワードを直ちに変更し
てください。

   疑問がある場合は、電子メールのコピーを 
security.team@bollore.com宛に送信してください。
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差別との戦い  

 私たちの方針の重要な特徴

Bolloréグループは採用、雇用、個人・キャリア開発および昇進で機会均等に取
り組みます。このコミットメントは、属性にかかわらず、能力をすべて発揮できる
包摂的な文化に基づきます。
グループを代表して行動する人はすべて、出自、ジェンダー/性別、家族ステータ
ス、妊娠、身体的な外観、姓、健康状態、障害の有無、性的嗜好、年齢、政見、労
働組合加入状況、民族または宗教団体への加入に基づいた差別的発言および
慣行は禁じられます。
当グループは特に、職場の多様性、男性と女性の機会均等および若年者のキャ
リアへの統合の促進に取り組みます。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ #1: 障害のある人の採用面接 
私は、営業担当者の採用面接を行なっています。
応募者の一人は、十分なスキルと経験を持っていますが、移動に障害がありま
す。しかしながら、私は顧客からの障害の受け止めを懸念しているため、 
採用にはためらいがあります。

多
様
性
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必要な行動
障害の有無、民族的出自に対する他の人の反応(あるいは反応の想定)、その他業
務に関係しない要素に基づく検討に基づいた不採用決定は、差別的慣行です。
応募者が業務を行えることを確認するには、スキルや経験のような客観的要素の
みに基づいて決定を行う必要があります。

シナリオ #2: 昇進してほしい従業員が妊娠している場合
四年目の従業員の業績が良いため、昇進させたいと思っています。チームのマネ
ージャーが早急に必要ですが、この従業員は、マネージャーに必要な経験およ
びスキルを持っていると考えられます。従業員も関心および意欲を示し、また同
時に、現在二人目の子どもを妊娠していると私に伝えました。

必要な行動
昇進はもっぱら従業員の能力に基づいて決定を行う必要があります。
この能力が証明された場合は、業務の調整とチーム再編により、短期間で適切
な役職を作ることができます。



Bolloré

27

行動規範

利益相反の防止  

 私たちの方針の重要な特徴

すべての従業員は、Bolloréグループに関する(個人の利益(家族、金融、団体、
政治的なものなど)が、その役職の機能の独立した客観的な行使を著しく邪げ、
グループの業務を行う能力に影響しうる場合、決定に参加することを差し控え
る必要があります。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 家族が取引先に採用された場合
顧問サービスで日常的に接触している会社の販売責任者に、私の家族が雇用され
ていたことをたった今知りました。どうすればよいですか？

必要な行動
グループの利益と矛盾しうる状況であるため、グループに連絡し、担当者が調査
を終えるまで、あらゆる決定を差し控える必要があります。これは、あなたに対す
る差別的な手段を正当化するものではありません。しかしながら、この利益相反
の調査から、詐欺や贈収賄慣行があったことが確認された場合、懲戒処分およ
び(または)訴訟手続きが行われます。

会
社
資
産
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インサイダー取引の機密および防止

 方針の重要な特徴

グループの上級管理職の明示的な許可なく、グループの業務活動に関する秘
密情報を利用、開示することは禁止されます。更に、証券取引所上場会社に関
する公でない情報を知り得た場合は、この情報を金融商品取引に使用すること
は差し控える必要があります。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 会社の買収が進行する中、報道機関から連絡を受けた
場合 
私は、急成長する市場で会社買収の過程に参加しています。ある女性ジャーナ
リストから、私のことをオペレーションに近い情報源から知り、私の意見を聞き
たいとソーシャルネットワーク上で連絡を受けました。

必要な行動
グループに関係する情報を、特にソーシャルネットワークを含め公開の場で、事
前にコミュニケーション部門と機密情報ではないことをチェックせずに開示す
ることは禁止されます。
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脱税との戦い 

 私たちの方針の重要な特徴

グループでは、活動に適用される税法の順守と、税務当局への透明性、および
CSR戦略と一致した租税方針を設定することを保証します。グループでは、租
税回避地を利用して利益を上げることを認めていません。特権税制度のある国
々は、経済的に正当な理由がある場合のみ(つまり動機づけが主として税関連
ではない場合)利用できます。グループを代表して行動する場合、 
グループ法人の納税義務を回避する行動は控えることが求められます。

 どのような行動を講じなければなりませんか？ 

シナリオ: 業務で、租税回避地に存在する相手企業とビジネス関
係を新たに開始する可能性があります。
グループ内のフランスの会社に対し、優遇税制があるとして認められた国に存
在する法人が見積を提案しました。私はこの見積に応答してもよいですか？ 

必要な行動
概して、見積への対応段階で、特に「税務問題において非協力的」として指定さ
れた国や地域(例えばバハマ諸島、オマーン、パナマ、英領バージン諸島など)が
含まれている場合は、グループの税務部ができるだけ早い段階で見積をチェッ
クする必要があります。これらはフランスの政府の定めた税務透明性、優先の税
法案の除去および税関連情報の交換の点から必要な基準を満たさず、非協力
的な国々および地域と指定されています。しかしながら、経済的に正当な理由が
ある場合は、これらの国々との取引関係は禁止されていません。したがって、金
融フローがこれらの国とかかわっている場合、直ちにグループの税務部に通知
する義務を負います。
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行動規範の 
施行システム  

Bolloréグループは、行動規範に対する違反を一切許容せず、手続きに従って重大な違反が確立
された場合、このような違反行動を妨げ罰するために必要な手段をすべて取ることを試みます。 
行動規範に違反した場合、懲戒処分、あるいは準拠法に従った手続規則で定めた条件の下で訴
訟手続きが適用されます。 

Bolloréグループのコミットメントへのコンプライアンスは次からなる専属組織によってモニター
され、すべての部門に有効かつ共通であり、一貫したシステムによって施行されます。
– 取締役会;
– 経営陣;
– 倫理 – CSR および贈収賄防止委員会;
– グループ・コンプライアンス部門;
– CSR部;
– 人事部;
– 情報システム部;
– 税務部;
– セキュリティ部門。

この組織構成により、行動規範が適切に理解され順守されることを保証します。メンバーは機密
保持義務を負い、このミッションを実行するために必要な能力、権限および手段を持ちます。

機能構成

倫理およびCSR憲章 
価値とコミットメント 

グループ 

行動規範   
方針と行動についての規則 

ビジランスとコンプライアンス 
予防と検出の手続き 

部門と事業単位による手続きと行動計画による 
実装と適応 

適
用

グループ 

グループ 

部門 
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行動規範

グループとして持続可能で包括的な
開発への主要なコミットメントを定
めた基本のドキュメント。

一般講習

業務部門

従業員、 
取引先企業

主な原則、行動・行為についての規
則を述べた(安全衛生、贈収賄防止、
競争法へのコンプライアンス、 
利益相反防止、CSR)、基本の 
ドキュメント。

方針と手続き:コンプライアンス、 
人事(多様性、包摂など)、安全衛生・
セキュリティ、調達、個人データ保護
など

ツール:リスクマッピング、トレーニン
グ/啓発、告発システム、第三者評価
(報告と監査)、ステイクホルダーとの
対話、コミュニケーションなど

グループのすべての地域で方針を徹
底するための、 部門、事業単位およ
び子会社によって手続きと行動計画
適用されることを保証します。

地域部門
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情報配信

Bolloréグループは意識向上と、従業員および取引先企業がすべて行動規範に
ついて適切に理解し、業務でこれらを順守することを保証することを目指した研
修計画を実行します。 
業務に固有のリスクがあるとして識別された場合、従業員には追加研修が行わ
れます。

   行動規範と方針についての詳細は:
• イントラネット内でディスプレイおよび専用エリアを確認してください;
• 業務範囲内での実装責任者に連絡してください;
• コンプライアンス部門に連絡してください: compliance@bollore.com

告発

内部告発システムは、階層チャネルのような「従来の」報告方法を補完するもの
です。システムには、インターネットでalert.bollore.comを通じてアクセス
でき、行動規範への潜在的な違反があった場合に、このシステムを通じて報告
することができます。

当グループでは、告発を受けた場合は、機密で処理すると同時に、誠実に行動す
る密告者を保護し、あらゆる形態の報復から守ります。しかしながら、システム
を不適切な方法で悪用した場合、法的な手続きにかかわらず、懲戒処分が行わ
れる場合があります。

情
報
配
信 
と 
ア 
ラ 
ー 
ト 

mailto:compliance%40bollore.com?subject=
https://alert.bollore.com/alerte/
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ディスプレイ

Eメール
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行動規範

コンプライアンス部門
compliance@bollore.com

2020年出版。

フォトクレジット: Bolloréグループはフォト・ライブラリの著作権を保有します。
アニー・プラット、アドビ・ストック、ゲティー・イメージ。

デザインと制作: .

mailto:compliance%40bollore.com?subject=


「すべての責任 
とコミットメント」 
報告書

「すべての責任 
とコミットメント」ポスター

行動規範チャーター・システム

倫理とCSR関連の出版物:

行動規範

「すべての責任 
とコミットメント」 
パンフレット

コンプライアンス・ 
プログラム
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