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Entegris, Inc.  

職務倫理規定



 

A values-driven culture

Entegris は、Entegris の基本的価値観を重視すること、チームで仕事を行うこと、革新の精神を持っ

て個人的意欲を示すことの重要性を理解している、問題解決能力の高い情熱的な自主独立型人材で

構成される唯一無二の企業を 目指しています。

私たちは、全従業員に高い水準で仕事を行うことを求めます。Entegris は 全ての従業員と関係者が

常に当社の価値観を反映した行動・姿勢・振る舞いを示してくれることを信じています。

人とチームワーク

私たちは、互いを尊重し高潔性を重んじた協調的な職場環境を大切にし、会社組織の統一を図り、 

優れた業績を達成するとともにチームの成功に応える体制を 維持します。

説明責任、誠実、信頼

私たちは、すべてに対して正直に一貫性を持って行動し、約束に対する責任を貫き、 開かれたコミュニ

ケーションを心がけて対応します。

創造性と革新性

私たちは、人々が積極的に知識を共有し、リスクを怖れることなくチャレンジし、 アイデアを広く分かち

合い、これをビジネスチャンスに結び付ける環境を築き上げます。

卓越性の追求

私たちは、高い業績水準を掲げ、優れたリーダーシップを通して、あらゆるレベルで ベストとなるよう努

力します。

価値観



Bertrand Loy からのメッセージ
President and Chief Executive Officer

Entegris には、ビジネスを行う上

で最高水準の倫理と誠実さにこだ

わるという誇り高い伝統がありま

す。Entegris の従業員一人ひとり

がこの伝統を守る責任者です。 

Entegris の職務倫理規定は、従

業員がこの伝統を守れるよう支援

することを目的とした、世界規模

で適用される全社的方針です。今

日のビジネス環境は複雑であり、

年月とともに大きく変化してきまし

た。しかし、一つだけ変わらないものがあります。それは、会社が

良い評判を保てるかどうかは、一人ひとりが自分の行動に個人的

に責任を持てるかどうかによって決まるという当社の信念です。

従業員が倫理的責任を果たす必要があることには疑いの余地も

ありませんが、倫理的責任の詳細な内容の定義も同じように明確

であるとは限りません。Entegris の職務倫理規定の目的は、特定

の共通の倫理的問題に具体的に触れることで、倫理的責任の詳

細な内容の定義について指針を与え、倫理的責任の不履行に関

する Entegris の立場について説明することです。生じる可能性の

ある状況を予測できる倫理規定はもちろん存在しないため、 

Entegris は最終的には従業員が自身の誠実さと判断力に基づい

て「正しい行動」を取ることを信じています。職務倫理規定で定め

られた責任と、従業員同士の義務、顧客やビジネスパートナー、

仕事および生活の場となっている地域社会に対する義務を理解 

 

することが、倫理・コンプライアンスに関する日々の責任を果たす

上での重要な一歩となります。本職務倫理規定は、法令を順守す

ることや毎日正しい判断を下すことなど、Entegris の業務を実施

する上での行動に関する基準を定めるものです。

特定の状況において何をすべきか分からない、または倫理規定

や当社の方針、指針に対する違反があるのではないかという懸

念があれば、それについて率直に話す責任があります。最初に問

題を特定しなければその問題を解決することはできません。ごく

簡単なことです。質問があるか、または違反の可能性があれば、

率直に話してください。

当社の従業員の質と、倫理とコンプライアンスに対する当社のコミ

ットメントは、今日における当社の成功を可能にするだけでなく、

長期的な成功を収める助けにもなると私は信じています。また、

当社の価値観と倫理規定に沿って協力して働くことで、目標を達

成することができるだけでなく、成功を収める方法について誇りを

持ち続けることもできると確信しています。

よろしくお願いします。

Bertrand Loy 

President and Chief Executive Officer
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倫理とコンプライアンスに対する 

コミットメント

本職務倫理規定 (倫理規定) は、Entegris 従業員として
私たちがどのように力を合わせて製品を開発・提供す
るか、どのように Entegris の価値を守るか、どのように
顧客やサプライヤー等と協力するかに関する倫理基準
を明示するものです。

Entegris の全従業員は、Entegris の業務を実施する際
に倫理規定を順守しなければなりません。
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Entegris は、以前からアメリカはもちろん、当社が事業を展開して

いる全ての国の良き市民になることをポリシーとしてきました。良

き市民になるためには、法令の要件を尊重・順守する必要があり

ます。Entegris は、アメリカをはじめとする全ての国々において、

当社の事業および業務に適用される全ての法令および規制を順

守します。適用される法令および規制が不明瞭な場合は、その法

令および規制の意味を明確にして確実に順守する必要があるた

め、法律上の助言やその他の助言を得る義務があることを当社

は認識しています。正直さと誠実さは、Entegris 文化の本質的特

徴です。組織のあらゆるレベルで正直さと誠実さが示されること

が、極めて重要となります。

当社の成功は、顧客やサプライヤー等との互いに尊敬・信頼し合

える強力な関係に基づくものです。こうした関係を築くためには、

正直さと誠実さを持ってビジネスパートナーと接することが重要に

なります。

Entegris は世界中で事業を展開しているため、適用される様々な

法令や慣習に特に気を付ける必要があります。世界中の顧客や

ビジネスパートナー、同僚の規範を尊重しながら、本倫理規定の

基準と原則が地域法に反していなければ、全従業員は少なくとも

その基準と原則を順守しなければなりません。万一、倫理規定の

基準と原則が地域法に反している場合は、コンプライアンスオフィ

サーに助言を求めてください。

本倫理規定の  
適用範囲

本倫理規定は、Entegris, Inc. および世界中の子会社の全ての役

員、取締役、従業員に適用 されます。また倫理規定は、事業を行

うために当社が雇用している全ての派遣従業員およびパート従業

員、下請け業者、代理業者にも適用されます。便宜上、本倫理規

定ではこうした人物を全て従業員と呼びます。Entegris の管理が

及ばない関係会社においては、Entegris の代表者が影響力を用

いて倫理規定に定められている行動基準の精神と内容を順守さ

せることが求められます。代理業者やコンサルタント、ベンダーな

どの特定のビジネスパートナーは、Entegris の延長としての機能

を果たします。こうしたビジネスパートナーが Entegris のための

業務を行う際は、倫理規定の精神と適用される契約条項を守るこ

とが求められます。

当社のビジネスパートナーを監督するマネジャーには、ビジネス

パートナーにも当社の倫理基準を確実に理解させる責任がありま

す。社外ビジネスパートナーが倫理・コンプライアンスに関する当

社の期待に沿えず、それに関連する契約上の義務を守れなかっ

た場合、契約を終了することになる可能性があります。
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本倫理規定の  
利用方法

Entegris は、最高水準の正直さ、誠実さ、説明責任に基づいて事

業を行うことに尽力しています。本倫理規定は、当社の従業員が

この重要な責務を果たすための一助となります。倫理規定は、 

Entegris 従業員の行動基準を定めるものであり、当社の方針ま

たは基準に関する情報が必要な場合、または倫理的に困難な状

況に直面した場合に役立ちます。

頭に浮かぶ全ての疑問や直面するかもしれない全ての状況を予

測することは不可能なため、Entegris は倫理規定に加え、その他

の役立つリソースも用意しています。こうした追加のリソースは、 

Entegris のイントラネットサイトである Ensider と、本倫理規定に

記載されています。当社は、従業員が正しい判断を下し、必要な

ときは助けを求めてくれると信じています。

Entegris における コンプライアンス 
の監督

倫理規定を支えるためのコンプライアンス活動、コミュニケーショ

ン活動、教育活動の調整と、コンプライアンスに関する報告・監

督、処分執行活動の管理を行う主な責任は、CEO または 

Entegris 取締役会により任命されるコンプライアンスオフィサー 

(CO) にあります。CO には、自身の責務をサポートするために、

コンプライアンス委員会またはその他の管理組織を設立する権限

が与えられます。各戦略的ビジネスユニット、各地域組織、職能

組織の統括マネジャーは、自身が責任を有する組織の従業員に

倫理規定の実質的倫理基準を確実に順守させる直接的な責任を

負います。Entegris の CEO または取締役会によって別の人物

が指名されるまで、コンプライアンスオフィサーは、上級副社長兼

法務担当役員が務めるものとします。コンプライアンス委員会が

設立された場合、委員名簿とコンプライアンス委員会憲章は 

Ensider に記載され、Entegris の法務部でも入手できるようになり

ます。
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倫理・コンプライアンスホットラインの利用

違法行動や非倫理的行動が行われるのを見かけたり、または行

われている疑いを持ったりした場合、あるいはどうすべきかについ

て質問がある場合、マネジャーに相談し、助言を求めてください。

時には、問題についてマネジャーと話し合うことができない場合が

あるかもしれません。その場合、いくつかの選択肢があります。人

事部または CO、法務部の弁護士に連絡して ください。

いかなるタイプの懸念事項についても、Entegris 倫理・コンプライ

アンスホットライン (アメリカ国内：1-800-461-9330) に電話をか

けて匿名の報告を行うという選択肢が常にあります。報告は 

Entegris の ENTEGRITY オンライン報告システム (https://www.

entegris.com/entegrity) で行うことも、テキストメッセージあるい

は SMS (+1 978 321 3150) で送信することもできます。米国外の

場所から報告する場合は、ENTEGRITY ウェブサイトに掲載され

ている専用電話番号リストを参照してください。リストはこのリンク

からもアクセスできますが、Ensider ホームページにある [倫理・コ

ンプライアンス] ボタンでも表示されます。

倫理・コンプライアンスホットラインを利用す
る際に知っておくべきこと
—
倫理・コンプライアンスホットラインは、毎日 24 時間いつでも

利用できます。独立した第三者機関である企業コンプライア

ンスサービス提供会社の経験豊富な専門家が電話に応対

し、懸念事項を文書に記録し、調査を依頼する報告書を CO 

に送付します。ホットラインに連絡する際は、名前を明かさな

いことを選択することができます。匿名であろうとなかろうと、

全ての報告は平等に扱われます。

• 報告を行った後、報告者にはアクセス番号が与えられ、そ

の番号を用いて状況を確認して、自身が報告した懸念事

項がどうなったか追跡できるようになります。匿名で報告を

行った場合は、効果的な調査を実施するためにさらなる情

報が必要になる可能性があるので、追跡調査が特に重要

になります。このアクセス番号は、報告者が事案の解決を

見守ることも可能にします。しかし、プライバシー尊重の観

点から、当社は報告者に個人の懲戒処分についての情報

を知らせることはできないことを 承知しておいてください。

• いかなる報告も、事案の検討・調査に責任を負う全ての担

当者によって極秘に扱われます。

https://www.entegris.com/entegrity
https://www.entegris.com/entegrity
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従業員からの質問や懸念事項の表明は、Entegris にとって成長のチャンスとなり
ます。行動を起こし、率直な意見を述べ、疑わしい行為について報告することで、
同僚や Entegris の評判を守ることができます。問題について誰かに知らせなけれ
ば、その問題に対処することはできないということを忘れないでください。

質問：

不正行為が行われている可能性があるとの懸

念を私たちのマネジャーに伝えても、ほとんど

の場合、彼女は何も行動を起こしません。私に

は彼女が、問題を提起しようとする同僚達にとって状況を

難しくしているように思えます。ある一人の同僚が、私から

見ると倫理的に間違ったことをしています。私はどうすべ

きでしょうか？

回答：

行動を起こし、率直な意見を述べましょう。大抵の場合、効果的に懸念事

項に対処する最善の方法は、マネジャーに相談するところから始めること

です。しかし、その方法が適切でないと思ったり、その方法に不安を感じ

たりした場合は、他の経営幹部に相談するか、倫理規定にリストアップさ

れているリソースを利用してください。

質問：

倫理・コンプライアンスホットラインを悪用し、誰かに不正

行為の濡れ衣を着せようとする人物がいたらどうするの

ですか？

回答：

これまでの経験から言うと、倫理・コンプライアンスホットラインが悪意に

満ちた目的で利用されることはめったにありません。しかし重要なのは、

当社が全ての電話の追跡調査を行っていること、また嘘を広めたり他者

を脅迫したりする悪意を持って、または不当に特定の人物の評判に傷を

付けようという意図を持って、コンプライアンスホットラインを利用すると、

本倫理規定違反となり契約終了を含む懲戒処分を受けることを、知って

おくことです。

Q+A
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報復禁止方針

倫理違反の報告は、報復を恐れることなく内密に行うことができま

す。最終的に報告された情報が正確なものであることが証明され

るかどうかに関わらず、誠実な信念を持って正直に情報を報告し

た従業員に対して、スーパーバイザーまたはマネジャーが罰を与

えたり、差別待遇をしたり、報復行為を働いたりすることは明確に

禁止されています。つまり Entegris は、質問したり、倫理規定に

違反している可能性のある行動について報告したり、疑わしい不

正行為に関する調査を手伝ったりする従業員に対する、いかなる

報復も 認めません。

従業員の責任

たとえ難しい選択になるとしても、従業員一人ひとりが正直さと誠

実さを持って行動する責任を負わなければなりません。責任を果

たすことで、当社の現在と将来の成功と成長が可能になります。

• Entegris を代表して仕事をするときは、必ずプロとしての自覚

を持ち、誠実で倫理的な振る舞いをしてください。

• 倫理規定に含まれている情報と Entegris の方針および手順を

理解してください。特に自身の職責に関連する項目に注意を払

ってください。

• 他者の助けになってください。積極的になりましょう。他者と倫

理や困難な状況について議論し、取り組む機会を探ってくださ

い。

• 全員が安心して質問できる、また倫理規定や方針に違反して

いる可能性のある行動について報告できる環境づくりを支援し

てください。自分に知らされた懸念事項には迅速かつ効果的に

対応してください。

• 第三者の監督を行う際は、確実にその第三者に自身の組織の

倫理とコンプライアンスに関する義務を理解させるようにしてく

ださい。

質問：

私の部門で非倫理的行動が行われているようです。

上司もかかわっているようです。この疑念を報告すべ

きだと分かっていますし、倫理・コンプライアンスホット

ラインを利用しようとも考えていますが、報復が心配です。

回答：

報告を行った後に、報復を受けていると感じる場合は、それについ

て報告してください。当社は、報復に関する訴えを真剣に受け止め

ます。報復に関する報告については徹底的な調査が行われ、報告

内容が事実であった場合、報復を行った人物は解雇を含む懲戒処

分を受けます。

Q+A
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忘れないでください。どんな事情  
(ビジネス上の目標を達成したいな
ど) があろうと、法令・規制・倫理規
定・Entegris の方針に違反して良い
理由にはなりません。

質問：

私はマネージャーですが、誰かが私

のところに告発しにきた際、自分が何

をしなければならないのかはっきりと

理解していません。告発の内容が上級幹部に

関するものだった場合はどうすればよいのでし

ょうか？

回答：

疑惑に関わっている人物が誰であろうと、例外なく報告しなければなりません。 

Entegris は、懸念事項を報告するための手段を複数提供しています。何らかの理

由で、特定の人物に対して報告を行うことに不安を感じる場合は、倫理規定にリスト

アップされている他のリソースを利用するか、他の経営幹部に相談してください。

質問：

私はマネジャーです。私の監督範囲外のエリア

で不正行為を目撃しましたが、この問題を報告

しなければなりませんか？

回答：

あなたは主に自身の監督下にある従業員および下請け業者、第三者に対して責任

を負いますが、リーダーとして行動を起こす義務があります。最善の方法は、問題が

起こっているエリアを監督しているマネジャーにまず相談することです。しかし、この

方法がうまくいかなかったり実行できなかったりする場合は、倫理規定にリストアップ

されている他のリソースを利用してください。

Q+A
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調査協力

従業員一人ひとりが社内外の全ての調査に全面的かつ誠実に協

力する必要があります。規制機関からの取り調べに関しては、調

査官を欺いたり、調査のための資料または記録を改ざんまたは破

棄したりしてはなりません。

日常的に提供される情報以外の情報を提供するよう要請があっ

た場合、全ての要請についてただちに法務部に報告しなければな

りません。社外調査の通知を受けた場合は、関係資料を保存する

ために迅速な行動を取ります。

質問：

職場で仲の良い友人がセクハラの罪に問わ

れており、調査が始まることを知りました。セク

ハラが事実だとは思えませんし、彼女が自己

弁護できるように、私から事前に忠告または「警告」をし

てあげても良いと思っています。私には友人として彼女

に伝える責任があるのではないでしょうか？

回答：

いかなる場合でも、その友人に「警告」をしてはいけません。あなたの友

人にはその疑惑に対処する機会が与えられますし、全力を挙げて公正か

つ公平な調査が行われます。セクハラ疑惑は、それに関与している人物

だけでなく Entegris にも影響が及ぶ非常に深刻な問題です。友人に警告

すると、調査が台無しになり、当社をさらなるリスクにさらし、費用の発生

につながる可能性があります。

Q+A
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正しい選択をする－  
倫理関連の意思決定に関する指針

正しい決断を下すことは必ずしも容易なことではありません。プレ

ッシャーを感じたり、どうすべきか分からなくなったりすることもあ

るでしょう。難しい選択を迫られた時は、自分は一人ではないとい

うことを思い出してください。同僚や経営陣から支援を受けること

や、倫理規定や当社の方針、同僚、Entegrity の倫理・コンプライ

アンスホットラインなどのその他のリソースに頼ることもできます。

難しい決断を迫られた時は、以下の質問を自問してみると良いか

もしれません。

• それは合法か？

• それは当社の価値観、本倫理規定、Entegris の方針に相反し

ていないか？

• それは関連するリスクを完全に理解した上での決断か？

• 自分を恥じることなく決断に誇りを 持てるか？

• 自分の決断が新聞に載るようなことになっても、その決断に自

信を持てるか？

上記の質問に対する答えが一つでもノーである場合、踏みとどま

って助言を求めましょう。

質問：

私が所属するビジネスユニットでは、達成すべき様々な目標が

設定されています。そうした目標を達成するためには倫理規定

に違反しなければというプレッシャーを感じることがあります。

これは許されることですか？

回答：

いいえ。成功を収める企業というのは高い目標を設定し、

従業員がそれを達成するために努力するものですが、目

標を達成するために倫理規定または Entegris の方針に 

違反することは決して許されません。

Q+A
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説明責任と懲罰

倫理規定において言及されている倫理基準を順守することは、 

Entegris にとって非常に重要なことです。したがって倫理規定に

違反すると、事態の個々の状況に応じて警告や叱責処分から即

時解雇にまで及ぶ懲戒処分を受けることになります。また従業員

は以下の場合、倫理規定に基づいた懲戒処分の対象になりま

す。(1) Entegris の コンプラインスオフィサーまたは任命された代

表者から法的助言を求めなかった場合、(2) Entegris のコンプラ

インスオフィサーまたは任命された代表者から受けた助言に反し

た行動を取った場合、(3) 法律、この倫理規範または他の 

Entegris の指針への違反が疑われる行為に関する情報を提供し

なかった場合、(4) 違反の疑いを報告した人物に対しても報復した

場合。さらに状況によっては、Entegris は被った損害の賠償を要

求するか、あるいは違反した従業員に対し民事訴訟または刑事

訴訟を開始する場合があります。こうした法的措置を求めるのに

かかる費用を費用回収の可能性に基づいて決定することはまず

ありません。重要なのは Entegris の倫理基準の信頼性を守るこ

とであるため、こうした法的措置についての判断は、特定の事案

の経済的費用/利益 ではなく定められている原則に基づいて下さ

れます。

権利不放棄

Entegris 取締役会の監査・財務委員会の事前の承認なしに、特

定の状況または通常の場合において役員または取締役に対して

倫理規定を適用する権利が放棄されることがあってはなりませ

ん。その他のいかなる例外についても、当社のコンプライアンスオ

フィサーによる明確な承認を得なければなりません。



私たちはお互いに対して、正直であり、敬意を払い、公正
な待遇をしなければならず、自分が他者に望むのと同じ
ように他者に接する必要があります。これは、私たち従業
員のお互いに対するコミットメントの基本であり、当社の
成功の基礎です。このコミットメントを守り、有能な人物を
引き付けてつなぎとめておくためには、お互いを尊重し合
うプロ意識の高い職場環境を維持し続けることが欠かせ
ません。

こうした環境を維持することは、Entegris の成功の助けと
なるだけでなく、従業員一人ひとりが成長し、能力を最大
限に発揮できる状況を作り出します。以下では、当社の
価値観に対するコミットメントとお互いに対するコミットメン
トを実行するために私たちが従わなければならない基本
方針をいくつか紹介します。

お互いに対する 

私たちの責任
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多様性の尊重と差別の禁止

Entegris には、様々な経歴やスキル、文化を有する従業員が集

まっています。このような多様な人材とリソースが組み合わさっ

て、絶えず成果を挙げる活気あふれる多様なチームが作られま

す。Entegris の同僚、求職者、ビジネスパートナーは尊敬される

資格を有し、その資質、発揮するスキル、実績に基づいて評価さ

れます。

Entegris は、従業員の採用、解雇、給与、昇進、給付金に関し

て、人種、肌の色、性別、宗教、家柄、年齢、障害、国籍、市民権

の有無、婚姻状況、性的指向、現役/退役軍人としての地位に基

づく差別を行いません。Entegris の全従業員と求職者は、個々

の資質、能力、経験、その他の雇用基準に基づき平等に扱われ

ます。

必ず行うべきこと：

› 他者に敬意を持ってプロとして接すること

› 採用やその他の雇用関連の決断において 多様性を促すこと

› 法令または Entegris の方針で保護されている特徴に基づいて

他者を差別しないこと

警戒すべきこと：

› E メールなどによる、他者が不快に思う可能性のあるコメント、

ジョーク、話題

› 他者の評価を行うときの不適切な偏見。他者を監督する際は、

相手の実績に基づいて評価を行ってください。関係のない考え

を意思決定に持ち込まないようにして、客観的かつ定量化可能

な基準を用いましょう。

知識を深めるために：

› 多様性や機会均等について質問や懸念事項がある場合は、人

事部または CO に相談してください。

› Entegris の雇用機会均等に関する方針を参照してください。

質問：

同僚の一人が、特定の国籍に関するジ

ョークや軽蔑的なコメントを含むメールを

送っています。そういった E メールを見

ると不快な気分になりますが、今までにこのことに

ついて率直に意見した人物はいませんでした。私

はどうすべきですか？

回答：

直属のマネジャーまたは人事部に通知すべきです。そのようなジョークを E メー

ルで送ることは、E メールの利用に関する当社の方針と、多様性、ハラスメント、

差別に関する当社の基準に違反しています。Entegris コンプライアンスホットライ

ンを利用してこの事案について報告することもできます。率直に意見しないという

ことは、差別を許し、私たちが全員で努力して作り上げたチーム環境を著しく蝕む

考えを容認することになります。

Q+A

https://entegris.sharepoint.com/:w:/r/sites/ensider-dept-human-resources/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4A48F7AD-9E3A-49B6-94F3-F45EC7FAE1F3%7D&file=Equal%20Employment%20Opportunity%20-%20Global.docx&action=default&mobileredirect=true


14 お互いに対する私たちの責任 

ハラスメントのない職場

私たち従業員は全員、脅しやハラスメント、虐待のない環境で働く

権利を有しています。Entegris は、個人の威厳が尊重される職場

を提供することに尽力しています。

従業員が言葉や行動により別の従業員に対していやがらせをし

たり、業務遂行の邪魔をしたり、威圧的、不快、虐待的、非友好的

な職場環境を作り出したりすることは禁じられています。

最もよく見られるハラスメントはセクハラです。セクハラが起こるの

は、一般的に以下のような場合です。

• デートや性的な接待、その他類似の性的行為などの望ましくな

い行動が、雇用の条件にされたり雇用に関する意思決定の基

礎として利用されたりする場合

• 迷惑な性的アプローチまたは侮蔑的なジョーク、その他の性的

な性質の不快な言葉または行動により、威圧的、不快、非友好

的な職場環境が作り出されている場合

必ず行うべきこと：

› 同僚の行動が他者を不快にしている場合、率直に意見を述べ

てお互いを助けること

› 性的な接待の要求をはじめとするセクハラなどの性的な性質の

迷惑な言葉または行動を決して許さないこと

› プロ意識を示すこと。仕事中に不適切なインターネットサイトを

見たり、性的に露骨または不快な写真を画面に表示させたりし

ないこと

› 安全で倫理的なプロ意識の高い職場を築くことを目的とした方

針に対する前向きな姿勢を促すこと

› 共に働き生産的に仕事をこなす能力を損なう可能性のあるハラ

スメントや脅迫が行われた全ての事案について報告を行うこと

ENTEGRIS は、以下のことを許しません
—
• 脅迫的な発言、わいせつな電話、ストーキング、その

他のあらゆる種類のハラスメント

• 他者に肉体的な怪我を負わせること

• 誰かの所有物を意図的に傷つけたり、または怪我を

するのではないかという恐れを誰かに抱かせるような

攻撃的な行動を取ったりすること

• 時と理由に関係なく、社内外で他者を脅迫、威圧、抑

圧すること



ENTEGRIS 職務倫理規定 15

警戒すべきこと：

› 望ましくない発言、ジェスチャー、肉体的接触

› 性的に露骨または不快な写真などの情報を画面に表示させ

ること

› 性的または不快なジョークやコメント (明示または暗示を問わ

ない)、いやらしい目つき

› 言葉による虐待、脅迫、嘲り

知識を深めるために：

› 職場におけるハラスメントについて質問や懸念事項がある場

合は、人事部または CO に相談してください。

質問：

出張中に、同僚が飲みに行こうと何度も誘っ

てきて、私の外見について私が不快になるよ

うなことを言ってきました。私は彼にやめてほ

しいと頼みましたが、やめてくれませんでした。私たちは

そのときオフィスにいたわけではありませんし、勤務時

間終了後なので、どうすべきか分かりませんでした。こ

れはハラスメントでしょうか？

回答：

はい、そうです。この種の行為は、勤務時間中だけでなく、出張をはじめと

する仕事に関連する全ての状況において容認されるべきではありません。

その同僚に、そういった行動は不適切であり、やめるべきだと伝えてくださ

い。それでもそのような行動が続く場合は、問題を報告する必要がありま

す。

Q+A
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安全で衛生的な職場環境

Entegris は、当社の世界中の事業と製品が、環境に害を与えた

り、当社の従業員・顧客・一般市民の健康と安全を危険にさらした

りすることがないようにビジネスを行っています。当社は従業員と

一般市民に、当社の製品と職場で使用されている化学物質につ

いて、安全・健康・環境に対する影響に関する情報と、こうした物

質の安全な取り扱い・使用法に関する情報を提供します。当社

は、法令が順守されているかどうかを監督するために、定期的に

製品と事業の見直しを実施しています。

多くの様々な潜在的に危険な物質の取り扱い・処理を行う 

Entegris は、強固な環境・労働安全衛生 (EH&S) コンプライアン

ス体制を有し、この重要な分野に影響を与える多くの規制を順守

しています。さらに、Entegris がこうした厳しい条件を確実に満た

すようにするために、従業員一人ひとりが重要な役割を担ってい

ます。貢献する方法は、当社の義務または方針に反していると疑

われる出来事について見聞きした場合、積極的になり、それにつ

いて率直に話すことです。私たちがコミュニケーションを多く取る

ほど、危険または不衛生な労働条件によりうまく対処することがで

きます。

健康・安全・環境上の危険を引き起こす可能性のある状況につい

ては、ただちに報告しなければなりません。全員の積極的な関与

とサポートがあって初めて、安全で衛生的な職場を築くという当社

の目標を達成することができます。

当社は、暴力のない職場環境を約束しており、職場、会社主催の

イベント、または、Entegris での勤務時間中においては、程度を

問わずいかなる暴力または暴力による脅しも容認しません。いか

なる状況下でも職場に凶器を持ち込むことは禁じられています。

このポリシーの違反を認識した場合は、人事または法務部門に直

ちに報告しなければなりません。ポリシー違反の可能性がある場

合には、EH&S 部門に連絡してください。

質問：

私の所属するエリアで私たちが行

ている慣習の一部が安全ではない

ような気がします。誰に話せばいい

ですか？ここに配属されて間もないので、トラ

ブルメーカーだと思われたくありません。

回答：

マネジャーまたは EH&S 部門のメンバーと懸念事項について話し合ってください。その

慣習が行われているのには、十分正当な理由があるかもしれません。しかし、安全性

に関する懸念を提起することは、トラブルを引き起こしているのではなく、責任を果たし

ているのだということを忘れないことが重要です。

質問：

下請け業者は従業員と同じ健康・安全・安心

に関する方針および手順に従うことが求めら

れますか？

回答：

もちろんです。Entegris 従業員は、Entegris の敷地内で業務に就いている下請け業

者およびベンダーに特定の設備に関して適用される全ての法令および規制と、当社が

課す追加の要件を確実に理解・順守させる責任を負っています。

Q+A



ENTEGRIS 職務倫理規定 17

必ず行うべきこと：

› 自分の仕事に適用される安全・安心に関する規則および慣

習に従うこと

› 保護エリアに出入りする際は必ず ID バッジを提示し、読み

取り機に通すこと。適切に ID バッジを通さない人物をエリア

に入れないこと

› 近隣住民と当社が事業を展開している地域社会の環境権を

尊重すること

› 全ての懸念事項は当社専属の EH&S 専門家または CO に

報告すること

警戒すべきこと：

› 安全ではない慣習や労働条件

› 施設入場手続きまたはパスワードプロトコルなどのセキュリ

ティ基準の取り締まりの緩和

知識を深めるために：

› 環境・労働安全衛生について質問や懸念事項がある場合

は、EH&S 部門のメンバーまたは CO に相談してください。

質問：

私の所属するエリアで私たちが行

ている慣習の一部が安全ではない

ような気がします。誰に話せばいい

ですか？ここに配属されて間もないので、トラ

ブルメーカーだと思われたくありません。

回答：

マネジャーまたは EH&S 部門のメンバーと懸念事項について話し合ってください。その

慣習が行われているのには、十分正当な理由があるかもしれません。しかし、安全性

に関する懸念を提起することは、トラブルを引き起こしているのではなく、責任を果たし

ているのだということを忘れないことが重要です。

質問：

下請け業者は従業員と同じ健康・安全・安心

に関する方針および手順に従うことが求めら

れますか？

回答：

もちろんです。Entegris 従業員は、Entegris の敷地内で業務に就いている下請け業

者およびベンダーに特定の設備に関して適用される全ての法令および規制と、当社が

課す追加の要件を確実に理解・順守させる責任を負っています。

Q+A

アルコールおよび薬物使用に関する方針
—
• 当社の姿勢は明確です。勤務中または Entegris の仕

事に就いているときは、職務遂行能力が低下するよう

なことがあってはなりません。いつでも職務を遂行でき

る状態でなければなりません。

• Entegris の仕事を行っているときは、違法薬物や、安

全で効果的な労働環境に支障を来たしたり、当社の

評判に傷を付けたりする可能性のあるその他の物質

を、使用、所有、服用してはなりません。

• 勤務先の敷地内での薬物使用または飲酒は固く禁じ

られています。マネジャーは、従業員による飲酒およ

び／または薬物使用が、その従業員の職務遂行能力

若しくは安全または職場の同僚等に対して悪影響をお

よぼし得ると考えるのに妥当な疑いをもった場合、ア

ルコールおよび／または薬物のスクリーニングテスト

を受けるよう要請できます。この場合の妥当な疑いと

は、従業員の見た目、態度または話し方等、客観的に

とらえることのできる症状に基づくことがあります。

• 会社主催の行事または取引先が同席する場では、節

度ある適度な飲酒量を守る必要があります。いかなる

場合にも、正常な判断力を低下させ、不適切な言動や

他人の安全を脅かしたり、法律に違反したりするよう

な行為につながるほどアルコールを摂取してはいけま

せん。

• この方針に関する会社のポリシー全文は、入社時に

従業員に配布される資料中の Entegris Substance 

Abuse Policy に規定されており、これは、Ensider の 

[Law Department] タブの下の [Compliance 

Programs and Policies] のセクションにも掲載されて

います。
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Entegris の資産および機密情報の保護

Entegris の資産には、設備・製品・現金などの有形財産と、アイ

ディア・特許・企業秘密などの無形知的財産、さらに今後気付く可

能性があるビジネスチャンスが含まれます。こうした資産を紛失・

盗難・悪用から守ることが重要になります。従業員一人ひとりが、

自分に託された資産を保護する責任と、Entegris の資産全般の

保護に協力する責任を有しています。この責任の範囲は従業員

自身の行動だけでなく、Entegris の セキュリティ手続きに対する

注意と、Entegris の資産の紛失・盗難・悪用につながる恐れのあ

る状況や事案に対する警戒にまでおよびます。当社は、適用法に

従って当社の資産 (コンピュータ、E メール、電話を含む) の使用

を監督する権利を有しています。

必ず行うべきこと：

› 自分の財産を管理するような方法で Entegris の資産を扱うこと

› 当社の資産の個人的利用が許可される状況は限られており、

個人的利用は最小限に控えなければならず、生産性や労働環

境に悪影響を与えないこと

› Entegris の設備や情報システムを用いて他者が不快に感じる

可能性のあるコンテンツを作成・保管・送信しないこと

› 印刷物、電子資料、ソフトウェア、その他のメディアコンテンツを

取り扱う際は、著作権・商標権・他者の使用許諾契約に違反し

ないようにすること

警戒すべきこと：

› 無許可での Entegris 設備の借用や使用の依頼

› 電子アクセスコントロールカードの不適切な扱い

› パスワードの共用

知識を深めるために：

› Entegris 資産の保護について質問や懸念事項がある場合

は、IT 部またはコンプライアンスオフィサーに相談してください。

› Entegris の IT セキュリティに関する方針 を参照して ください。

https://entegris.sharepoint.com/:w:/r/sites/ensider-dept-it/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B86262f57-75e1-482f-a548-538c2ef7d24d%7D&action=default 
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機密情報
—
従業員一人ひとりが気を緩めることなく、Entegris の機

密情報を保護しなければなりません。これは、機密情報

の安全性を保ち、仕事上必要としている人物だけに機

密情報へのアクセスを制限し、共用エリアで機密情報に

関する話をしないようにするということです。私たちの多

くは、同僚や顧客、ビジネスパートナーの機密情報にも

アクセスすることができます。その機密情報も守らなけ

ればなりません。雇用終了後も機密情報の守秘義務は

継続します。

必ず行うべきこと：

› 法令および当社の方針により厳重に保護されている情報の種

類 (社会保障番号や銀行の口座番号のような個人情報など) を

把握し、適切な方法 (暗号化またはその他のアクセス制限など) 

でそれらを保護すること

› 正当なビジネス上の理由がない限り、機密情報にアクセスした

り、機密情報について話し合ったり、共有したりしないこと

› 許可を受けた関係者のみに知的財産および機密情報の共有を

制限することで、知的財産および機密情報を保護すること

› 競合情報は、法に反しない倫理的な方法で入手すること。嘘を

ついたり、「諜報活動」や「スパイ活動」であると解釈され得る行

動、全てを明かせないような行動を通じて入手したりするような

ことは行わないこと

警戒すべきこと：

› 電話中または自分のノートパソコンで仕事中など、公共の場で

意図せず機密方法を開示してしまうこと

› 機密情報が管理不能になること。国を超えてまたは第三者に個

人情報を送る際は、個人情報の送信に正当なビジネス上の理

由があることを確認し、相手に確実に現地法を順守させること

知識を深めるために：

› 機密情報について質問や懸念事項がある場合は、法務部に相

談してください。
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業務記録の作成・管理

Entegris の全ての記録・帳簿・資料は、記録すべき取引を正確に

反映し、適切に説明するものでなければなりません。したがって、

適用される会計規則と方針、またその他の規則と方針に従って、正

確かつ正直に情報を記録・報告することが、Entegris の全従業員

の義務です。Entegris 内外において不正な報告を行うことは固く 

禁じられているだけでなく、報告者と Entegris の両方が民事上お

よび刑事上の責任を負うことにつながる可能性があります。正直

な報告を行う義務には、情報の受け取り手を欺いたり誤解させた

りすることを意図したやり方で情報を報告したりまとめたりしないこ

とが含まれます。当社の情報開示および業務記録は、ビジネスパ

ートナー、政府職員、一般市民が信頼できるような正確かつ完全

なものでなければならず、Entegris 社内でも、正しい決定を下せ

るようにするために、正確な情報が重要となります。

当社の記録の完全性について不正が疑われる場合は、直ちにマ

ネジャーか、または CO、Entegris コンプライアンスホットラインに

報告してください。

必ず行うべきこと：

› 元の出来事や取引の真相を正確に反映した会計記録と業務記

録を作成すること

› 当社の内部統制システムの規定通りに取引を記録すること

› E メールをはじめとする全てのビジネス上のやりとりを慎重かつ

明確に記入すること、いつか公開文書になる可能性があるとい

うことを念頭に置いて記入すること

› 契約書など、自分が見直しを行った文書、署名する権限がある

文書、正確で事実に反していないと思われる文書にのみ署名を

すること

› 調査または監査に対応するために、あるいはそれを見越して文

書を破棄してはならず、記録の破棄の適切性に関して疑念があ

る場合は、法務部に相談すること

警戒すべきこと：

› 内容の不明確かつ不完全な財務記録、または取引の本質を隠

蔽または偽装した財務記録

› 資金、資産、債務の未開示または記録漏れ

知識を深めるために：

› 当社の記録管理・開示プロセスまたは訴訟ホールドについて質

問や懸念事項がある場合は、法務部のメンバーに相談してくだ

さい。
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電子リソースの適切な利用

Entegris の電子リソースは、世界中での情報共有を可

能にする多くのツールを提供します。電子リソースの有

効利用は、Entegris の成功に寄与します。法令または 

Entegris の倫理規定に違反しない方法でのみ当社の電

子リソースの利用を許可するのが Entegris のポリシー

です。また Entegris の従業員は、不正使用やセキュリテ

ィ違反から Entegris の電子リソースを守る必要もありま

す。「Entegris の電子リソース」という言葉は、Entegris 

の情報またはデータを送信、受信、処理、保管するため

に直接または第三者を通じて利用される全ての電子デ

バイス、ソフトウェア、システム、およびネットワークを指

します。

Entegris は、従業員による Entegris の電子リソースの

制限付きの適切な個人使用を許可しています。従業員

による個人使用は一時的なものとし、短時間で済まさな

ければならず、Entegris のリソースとシステムに過度の

負荷をかけてはなりません。また全ての法令と Entegris 

の方針を順守しなければならず、通常のビジネス活動ま

たは当該従業員の仕事のノルマをこなす能力を妨げる

ものであってはなりません。さらに、社外での商業利用ま

たは個人的な金銭上の利益、政治資金調達、その他の

政治的目的での従業員による個人使用は禁じられてい

ます。

Entegris は、ビジネス上の理由があり、法令によって認

められている場合、Entegris の電子リソースを使用して

作成、受信、保管、送信、処理された従業員のやりとり

の内容やその他資料を予告なしにいつでも監視または

入手する権利を有しています。したがって、法律に定め

られていない限り、Entegris の電子リソースの利用者

は、Entegris の電子リソースを使用して作成、受信、保

管、送信、処理された、E メール、文書、ファイル、音声フ

ァイル、その他のやりとりの内容または資料に、プライバ

シーを期待すべきではありません。

質問：

前四半期の報告期間の終わりに、まだサプライ

ヤーから請求書を受け取っていなくて仕事もまだ

始まっていないにも関わらず、マネジャーに追加

費用を記録するように言われました。次の四半期中にはそ

の仕事が完了するであろうとの確信があったため、大したこ

とではないと思い、マネジャーに従いました。今になって、私

がしたことは正しかったのか疑問に感じています。

回答：

あなたがしたことは正しくありません。費用は、発生した期間に記録しな

ければなりません。仕事はまだ始まっておらず、あなたが記録を行った

日付までに費用は発生していませんでした。そのため、これは不実告知

であり、場合によっては不正行為になります。

質問：

競合他社から最近 Entegris に入社した同僚が、以前勤務

していた競合他社の顧客リストと価格表を持っています。彼

女は、当社の利益になるようにその資料を利用するつもりだ

と言っています。見て見ぬふりをして、彼女の好きにさせる

べきでしょうか？

回答：

いいえ。従業員が競合他社の情報を保有している場合、競合他社から

訴訟を起こされる可能性があります。このことを法務部に報告し、適切

な措置を求めなければなりません。

Q+A
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必ず行うべきこと：

› 情報セキュリティ、機密情報、プライバシー、ハラスメント、政治

活動、ソフトウェア実行、記録保管に関する Entegris の方針お

よび法令を含め、Entegris の方針および適用される法令に従っ

て Entegris の電子リソースを利用すること

› Entegris の方針および適用される法令により定められている通

り、Entegris の電子データと情報の安全性、機密性、完全性を

保護するために適切な措置を講じること

›  Entegris の電子リソースの個人的な使用を制限すること。個人

使用は、一時的かつ短時間で済ませるようにし、Entegris のリ

ソースおよびシステムに過度の負荷をかけないようにすること。

全ての法令および Entegris の方針を順守し、通常のビジネス

活動または自身の仕事のノルマをこなす能力を妨げないこと

› Entegris は法令によって認められている場合、Entegris の電子

リソースと従業員によるその利用内容にアクセスし、監視する権

利を有していることを承知しておくこと

警戒すべきこと：

› 法令または Entegris の方針に違反する形での電子リソース 

の利用

› お互いを尊重し合うビジネス環境と矛盾する形での、あるいは

攻撃的または嫌がらせのメッセージの送信、性的に露骨な情報

やその他の不快な情報のダウンロードや閲覧などによって 

Entegris のハラスメントに関する方針に違反する形での電子リ

ソースの利用

› 一時的でない短時間を超えた Entegris の電子リソースの個人

使用

› 社外での商業利用または個人的な金銭上の利益、政治資金調

達、その他の政治的目的での Entegris の電子リソースの利用

データセキュリティ
—
中央集中型情報セキュリティ方針および手順を通してシ

ステムとデータへのアクセスを管理することによりシステ

ムとデータを保護するのが、Entegris のポリシーで

す。Entegris のシステムやデータへの不正なアクセス、

更新、使用は禁じられています。さらに従業員は、自身

がアクセスまたは更新する権限を有する全てのシステ

ムおよびデータの完全性を保護する責任を負っていま

す。Entegris のシステムまたはデータに関する情報を

明かしてよいのは、ビジネス上の必要性があり、それに

対する許可を受けた人物のみです。
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ソーシャルメディアの利用
—
インターネットで公開される可能性のある

やりとりをする際は注意を払ってください。

オンラインフォーラムやブログ、ニュースグ

ループ、チャットルーム、掲示板に参加す

る場合は、「送信」ボタンを押す前に慎重に

考えてください。

ソーシャルメディアを利用する際は：

• 当社の現在や将来の業績または事業計

画など、会社に関する機密情報および

非公開情報について決してコメントしな

いこと

• 当社または同僚の評判に傷を付けるも

のだと見なされ得る E メールを送信した

り、そのような機密情報または資料を投

稿したりしないこと

• 公平かつ礼儀正しく振る舞うこと。悪質、

卑猥、嫌がらせ、中傷的、差別的だと見

なされ得る内容を投稿しないこと

知識を深めるために：

› 質問は人事部または IT 部門のメンバーにしてください。

会社の方針の順守

職務を遂行する際に、現在有効な (または今後採用される可能性

のある) 倫理規定とその他全ての Entegris の方針および手順を

順守するのは、Entegris の全従業員の責務です。当社は、新た

な倫理的問題が起こった際、または本倫理規定で論じられている

倫理的問題に関する地域社会の基準が変わった際に、倫理規定

が当社の行動の指針となる「生きた」原則として機能することを狙

いとしています。したがって、Entegris の取締役会によって今後採

用される全ての倫理方針は、倫理規定に組み込まれます。



顧客およびビジネスパートナーに対する 

私たちの責任

公正な取引

全ての商取引において、顧客であろうと、サプライヤ
ー、競合他社、その他のビジネスパートナーであろう
と、当社は相手を公正かつ公平に扱うよう努力しま
す。また自社の倫理基準を常に守り続けながら、ビジ
ネスパートナーのニーズに対応しようと努めていま
す。私たちは自社のサービスおよび能力について事
実を伝え、守れない約束はしません。改ざんや隠蔽、
部外秘の情報や機密情報の悪用、偽証、詐欺的な行
動、その他の不正行為を通じて当社が不当な優位性
を得ようとすることはありません。これは、ビジネス上
の理由からも倫理的理由からも当然のことです。誠実
さは倫理的行動に欠かせないものであり、長続きする
良い関係には信頼が必要不可欠です。

つまり、自分が他者に望むのと同じように他者に接し
てください。
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必ず行うべきこと：

› 各顧客に公正かつ誠実に接すること

› 非倫理的または非合法と思われることを顧客からするように求

められても、決して従わないこと

› 顧客の要望および質問に対応すること

› 実行できることを約束し、約束したことを果たすこと

警戒すべきこと：

› 品質または納品水準を落とすようにとの同僚またはマネジャー

からのプレッシャー

› 事実よりも、顧客が聞きたがっていそうな内容を伝えたいという

衝動。状況が不透明な場合は、相手のための判断材料としてま

ず偏りのない正確な全体像を示してください

知識を深めるために：

› 当社の製品またはカスタマーサービスについて質問や懸念事

項がある場合は、マネジャーまたは上層部のメンバーに相談し

てください。

利益相反

Entegris のために客観的かつ効果的な決断を下す能力の妨げ

になり得る利害衝突がある場合、必ず利益相反が起こります。 

Entegris での従業員の地位によって、従業員またはその家族の

一員が不適切な個人的利益を得る場合にも、利害対立が生じる

可能性があります。従業員一人ひとりが正しい判断を下し、当社

に対する他者の信頼を損なって当社の評判に傷を付ける可能性

のある外見上の利益相反につながり得る状況を避けることが求

められます。

各従業員は、就労時間の全てを指定の業務の遂行に費やすこと

を求められます。就業時間中の業務外の経済活動の実施は禁じ

られています。さらに、事前に適切な書面での同意を得ることな

く、Entegris の施設や財産を業務外の経済活動を実施するため

に利用してはなりません。就労時間中に個人的事情または家庭

の事情で制限付きの活動およびやりとりを実施する場合、その

活動およびやりとりの種類と量がプロ意識の高い労働環境に見

合ったものである限りは、前述の原則に対する違反とは見なされ

ません。

利益相反は、顕在的な場合、潜在的な場合、あるいは感じ方次

第の場合さえあります。利益相反に関する状況は必ずしも明確で

あるとは限らないため、そうした状況を当社が適切に評価、監視、

管理できるように、マネジャーまたはコンプライアンスオフィサーに

状況について完全に開示する必要があります。
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必ず行うべきこと：

› 可能な限り利益相反状況を避けること

› ビジネスの決断を下す際は、必ず Entegris の利益を最優先す

ること。利益相反を生じる恐れのある、または外見上の相反とな

り得る、全ての関係・社外活動・金銭的利害を開示すること。マ

ネジャーおよび当社のコンプライアンスオフィサー宛てに書面で

開示を行うこと

› 先を読み、自身の利益または家族の一員の利益が Entegris の

利益と潜在的に衝突してしまう可能性のある状況に積極的に対

処すること

警戒すべきこと：

潜在的な利益相反の一般的な例としては、以下のような状況が挙

げられます。

› 事業機会 – 従業員が仕事でビジネスチャンスについて知った場

合、そのビジネスチャンスは Entegris のものです。Entegris の

従業員は、仕事中に見出された機会を自分のものにしたり、あ

るいは家族の一員や友人に紹介したりすることはできません。

› 友人および親族 – 時として、顧客やサプライヤー、競合他社な

どに勤めている近しい友人または親族と仕事をするという状況

になる可能性があります。潜在的な利益相反が生じる可能性の

ある全ての状況を予測することは不可能であるため、マネジャー

またはコンプライアンスオフィサーに自身が置かれている状況を

開示し、予防策を講じる必要があるかどうかを判断しなければな

りません。結果としてあなた自身またはあなたの肉親が不適切

な個人的利益を得る場合、サプライヤーの利用を勧めたり、ある

いは自分の地位を利用してサプライヤーの利用に影響を及ぼし

たりすることは常に避けなければなりません。

› 私的業務 – 自身が直接の監督責任を負う従業員を、自身の個

人的利益になり、その従業員の Entegris における業務に関係

のない社外業務に雇用してはなりません。

› 個人的投資 – 証券が国の証券取引所で公開取引されており、

利益相反の可能性がない場合を除き、Entegris の顧客、サプラ

イヤー、競合他社に対して多額の投資をしたり、あるいは債務を

負ったりしてはなりません。「多額」という言葉の定義は難しいで

すが、大まかに言えば、投資に役立てるために Entegris の費

用を利用して何かしそうだと他者に思われてしまうほどの額の投

資をしてはいけないということです。

› 市民活動 – ボランティア活動に関与したり、あるいは市民組織

または非営利団体に参加したりする場合は、自身の行動と考え

が個人的なものであり、 Entegris とは関係のないものであるこ

とを常にはっきりさせておかなければなりません。さらに、コンプ

ライアンスオフィサーから特別に権限が与えられている場合を除

き、そういった市民活動の支援を目的に Entegris の資金、資

産、資源を利用してはなりません。

知識を深めるために：

› 利益相反について質問や懸念事項がある場合は、コンプライア

ンスオフィサーに相談してください。
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贈答品と接待

従業員は、Entegris との取引があるか、または取引を提案してい

る企業から、価値のある贈答品やその他の個人的利益または便

宜を受けてはなりません。しかしながら適切な状況においては、

ささやかな誕生日やクリスマスのプレゼントは気の利いた感謝の

しるしとなり、食事は職業上の関係を強固なものにする適切な商

談の場になります。しかし、慎重に行わないと、贈答品および接

待の授受は、特に頻繁に行われている場合や、ビジネス上の決

定に影響を及ぼしていると他者に受け取られてしまうほど価値が

大きいものである場合、利益相反に見える可能性があります。 

いかなる場合も、贈答品として金銭または金融資産 (株、債権等) 

を受け取ってはなりません。

贈答品および接待の提供に関する Entegris の姿勢は明確です。

当社は、商品またはサービスの販売または取引の実施、Entegris 

の利益の体現において不適切な有利な立場を得ることを目的 

とした、または目的としているように見える可能性のある、いかな

る贈答品の提供または申し出も行いません。

贈答品と接待行動する前によく考え
ましょう
—
贈答品と接待には様々な形があります。いくつ

か例を挙げると、シャツ、ペン、ディナー、スポー

ツイベントのチケットなどがあります。贈答品また

は接待を受け取ったり、申し出たりする前に、状

況について考えてください。合法的に Entegris 

の利益を助けるものですか？金額は妥当で慣

習的なものですか？Entegris の方針および指

針に従ったものですか？新聞の一面に載るよう

なことになり、あなたや当社が恥をかくことには

なりませんか？

質問：
地方選挙の候補者の資金集めの催しに参加します。

会社の資産または資源を使わなければ、Entegris で

の自分の地位を記入しても良いですか？

回答：
いいえ。いかなる形でもあなたの個人的な政治的活動と  

Entegris を関連付けることはできません。

Q+A
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必ず行うべきこと：

› ビジネス上の関係を妥当に補完する贈答品および接待のみを

提供・受領すること

› 契約交渉を行っているビジネスパートナーからはいかなる種類

の贈答品も受け取らないこと

› 個人的な贈答品または便宜、接待、サービスを要求したり頼ん

だりしないこと

› 贈答品としての現金または現金同等物 (例：ギフトカード) を受

けとらないこと

› 贈答品や便宜、接待を申し出る前に、受け取り手の組織の方針

を理解し、それを順守すること

› 当社を代理する代理業者またはビジネスパートナーを紹介して

くれる第三者を利用するときは注意すること。契約期間中は、代

理業者または第三者が当社の基準に従って行動していることを

確認するために監視すること

警戒すべきこと：

› 風俗店での接待など、自身または当社が恥をかく可能性がある

状況

› 贈答品および接待に関して、当社よりも厳しい基準を有している

可能性のあるビジネスパートナーまたは顧客

› 私企業のように見えるが実際は政府機関にあたるビジネスパー

トナー

› 提供可能なサービスではなく主に個人的結びつきの観点から

重要視されている、または提供するサービスに釣り合わない報

酬を要求する第三者または代理業者

知識を深めるために：

› 贈答品と接待について質問や懸念事項がある場合は、コンプラ

イアンスオフィサーに相談してください。
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質問：

出張中に、ビジネスパートナーから贈答品をもらいましたが、

過剰だったように思います。どうすべきでしょうか？

回答：

至急マネジャーに知らせるか、あるいはコンプライアンスオ

フィサーに報告する必要があります。当社の方針を説明す

る手紙を添えて贈答品を返却する必要があるかもしれませ

ん。贈答品が生ものである場合や、返却が事実上困難な場

合は、贈与者に説明の手紙を送った上で従業員に配るか、

あるいは慈善団体に寄付するのもよいかもしれません。

質問：

新しいサプライヤー候補と契約交渉中に、その新しいサプライヤーが、

地域で行われるビジネスセミナーに無料登録していると言ってきました。

自分たちは参加することができないため、代わりに行く気はないかと私

に尋ねてきました。セミナーのテーマが私の業務に当てはまるものであ

るため、いずれにせよ私はセミナーに参加しようと考えていたところでし

た。私が個人的利益を得ることはありませんし、Entegris にとっても有益

でしょうし、登録が無駄になるのはもったいないので、参加すると返事を

するつもりでした。今は、それが正しい決断なのだろうかと疑問に思って

います。

回答：

申し出を断るべきです。契約交渉に関わっている場合、交渉

プロセスが継続している間はいかなる贈答品も決して受け

取ってはいけません。交渉中の贈答品の受け取りは、見返

りを受けたように見える可能性があり、どのような場合でも

不適切です。

Q+A



市場における 

私たちの責任

独占禁止と公正競争

世界中の独占禁止法および競争法を順守し、公正な競
争に参加するのが Entegris のポリシーです。独占禁止
法および競争法は国によって異なるため、ビジネス活動
が独占禁止法や競争法の規制を受ける場合、従業員
が必ず法務部に相談することが重要となります。それら
の法律を順守しなければ、Entegris と関係する従業員
が刑事処罰や民事処罰を受ける可能性があります。

当社は、価格設定、顧客、サプライヤー、市場の分割等
の反競争的行為を意図する協定を競合他社と結ぶこと
はありません。Entegris は、反競争的な行為ではなく、
優れた業績で市場を制します。
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必ず行うべきこと：

法務部に相談すること。独占禁止法は複雑であり、状況によって

順守要件が変わる場合があるものの、一般的に、以下のようなビ

ジネス上の取り決めは独占禁止法に抵触する可能性があります。

1. 独占的販売または独占購入の取り決め

2. 選択的な値引き

3. 商品またはサービスの一括販売

4. 再販業者の制限

5. ライセンシーまたはライセンサーに制限を課す技術供与契約

6. 競合他社とのビジネス上の話し合いまたは協定

7. 支配的な市場地位を得るまたは維持することを目的とした活動

警戒すべきこと：

以下の禁止事項：

› 共謀 – 企業が秘密裏に競争方法について話し合うまたは協定

する場合。これには、価格設定、取引条件、賃金、市場分割に

関する協定または情報の交換が含まれます。決して当社の競

合他社と当社の競争上の機密情報を共有してはなりません。

› 入札談合 – 競合他社またはサービス提供会社の公正な競争

が制限されるように入札プロセスを操作する場合。これには、入

札価格の比較、入札を差し控える協定、故意の非競争入札など

が含まれると考えられます。

› 抱き合わせ – 市場支配力を有する企業が、顧客に対して、必要

な製品を購入したければ、求めていないか、または必要としな

い製品やサービスも一緒に買うよう強要する場合

› 略奪的価格設定 – 市場支配力を有する企業が、競合他社を排

除したり損害を与えたりするために、製品またはサービスを原

価割れで販売する場合。これには、競合他社が排除されたり損

害を受けたりした後に価格を上げて収益の損失額を回収する狙

いがあります。

› 競争上の機密情報について競合他社と非公式な会話をしたい

という衝動。そうした会話は、公式であろうと非公式であろうと、

競争法の違反にあたる可能性があります。

› 新規雇用者または採用候補者から得た、競合他社に関する非

公開情報の利用または流布

知識を深めるために：

› 独占禁止と反競争的ビジネス行為について質問や懸念事項が

ある場合は、法務部に相談してください。

質問：

競合他社から価格設

定に関する機密情報

を受け取ってしまいま

した。どうすべきでしょ

うか？

回答：

それ以上の行動が取られる前に即刻法務部に連絡しなければなりません。そのような情報を受け

取った瞬間から、当社は独占禁止法を尊重していることを示し、他社にも同様の姿勢を求めている

ことを表明することが重要です。それには、適切な行動を取ることが必要になりますが、どのような

行動を取るかは個々の場合に応じて決めるしかありません。競合他社に手紙を送ることなどが考

えられます。

Q+A



32 市場における私たちの責任 

腐敗防止と贈収賄

Entegris は、世界中で倫理と誠実さを第一に考えています。全て

の国が自国の公務員の贈収賄をかたく禁じています。他国の公

務員による贈収賄を禁じている国も数多くあります。当社の方針

は、こうした法律をしのぐものであり、政府相手または民間セクタ

ーにおける当社の全ての活動において、不適切な金銭の支払い

を禁じています。賄賂またはリベートの支払いは、いついかなる場

合も禁止されています。これは、当社を代表する全ての人物 

または企業 (コンサルタント、代理業者、営業担当者、販売業者、

下請け業者など) に平等に適用されます。

特に、当社を代理する第三者を注意深く監視することが重要とな

ります。確実にデュー・ディリジェンスを実施し、ビジネスパートナ

ーと当社を代表してビジネスを行う全ての人物について把握して

おかなければなりません。私たちはそれがどのような人物で、当

社を代理して何を行っているかを知っておかなければなりませ

ん。当社を代理する人物は、当社の基準を厳守して業務を行い、

全ての取引の正確な記録を付ける必要があることを理解しなけれ

ばなりません。

必ず行うべきこと：

› 政府職員に地域の法令および規制に反する価値のあるものを

決して提供しないこと。地域の法令がどのようなものか分から

ない場合は、価値のあるものを提供しないのが最も安全な策

です。

› Entegris での自身の役割に適用される、贈賄防止法で定めら

れている基準を理解すること

› 第三者に対する全ての支払いを正確かつ完全に記録すること

› 『少額の「円滑化のための」支払い (facilitating payment)』を提

供する前に CO から事前許可を得ること

『少額の「円滑化のための」支払い (facilitating payment)』

とは、物品の検査または船積み許可の確保などといった当

社が法的に受ける権利を有する日常的な事務業務を実施す

るために、外国政府の下級職員から要求される少額の支払

いです。現在のアメリカの法律では、こうした支払いは許され

る場合があります。

しかし、こうした支払いは (アメリカの法律では許容されるとし

ても) 他の国の法律の重大な違反に当たる可能性があること

を覚えておくことが重要です。そのような状況に直面した場合

は、どれだけ少額であろうと支払いを行う前にコンプライアン

スオフィサーに相談してください。

賄賂を申し出られたり求められたりした
場合
—
どれだけ少額であっても、賄賂を申し出られたり求めら

れたりした場合は拒否し、贈収賄・腐敗には決して関わ

らないという Entegris の方針をはっきりと伝えなければ

なりません。そして直ちにその事案について CO に報

告してください。

賄賂の提供あるいは受領は、いかなる形であっても重

大な不正行為であり、懲戒処分の対象になります。
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質問：

私は外国の代理業者と仕事を

していますが、私たちが彼に支

払っている金銭の一部が政府

の職員に対する支払いまたは賄賂にあて

られているのではないかと感じています。

どうすべきでしょうか？

回答：

法務部に報告して調査を依頼しなければなりません。贈賄が行われていて、それに対する

行動を起こさなかった場合、あなたと Entegris の両方が責任を負うことになる可能性があ

ります。こうした種類の事案の調査は国によっては文化的に難しい可能性がありますが、

当社を代表してビジネスを行っている代理業者は、こうした措置の必要性を理解する必要

があります。Entegris の代理業者に、この方針を忘れさせないようにすることが重要かつ

適切です。

Q+A

Entegris は、世界中で倫理と誠実さを第一に考えています。全て

の国が自国の公務員の贈収賄をかたく禁じています。他国の公

務員による贈収賄を禁じている国も数多くあります。当社の方針

は、こうした法律をしのぐものであり、政府相手または民間セクタ

ーにおける当社の全ての活動において、不適切な金銭の支払い

を禁じています。賄賂またはリベートの支払いは、いついかなる場

合も禁止されています。これは、当社を代表する全ての人物 

または企業 (コンサルタント、代理業者、営業担当者、販売業者、

下請け業者など) に平等に適用されます。

特に、当社を代理する第三者を注意深く監視することが重要とな

ります。確実にデュー・ディリジェンスを実施し、ビジネスパートナ

ーと当社を代表してビジネスを行う全ての人物について把握して

おかなければなりません。私たちはそれがどのような人物で、当

社を代理して何を行っているかを知っておかなければなりませ

ん。当社を代理する人物は、当社の基準を厳守して業務を行い、

全ての取引の正確な記録を付ける必要があることを理解しなけれ

ばなりません。

賄賂を申し出られたり求められたりした
場合
—
どれだけ少額であっても、賄賂を申し出られたり求めら

れたりした場合は拒否し、贈収賄・腐敗には決して関わ

らないという Entegris の方針をはっきりと伝えなければ

なりません。そして直ちにその事案について CO に報

告してください。

賄賂の提供あるいは受領は、いかなる形であっても重

大な不正行為であり、懲戒処分の対象になります。

警戒すべきこと：

› 商品が届けられたまたはサービスが実行された国以外に居住

する人物または存在する銀行口座に対する支払い

› 政府職員を感化して Entegris が政府の仕事を獲得または継続

できるようにしてもらうための贈答品または支払い

› 輸入品または輸出品の不正確または不完全なインボイスの記

載および不正確な原産国表示

› 当社のビジネスパートナーによる明らかな贈賄防止法違反

› Entegris との委任契約の全ての条件を明確に書面で文書化し

たがらない代理業者

知識を深めるために：

› 腐敗防止と贈収賄について質問や懸念事項がある場合は、 

法務部に相談してください。
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国際貿易

当社は、事業を展開している全ての国の貿易・輸出入管理法を守

ります。当社の全てのビジネスパートナーにも同様の姿勢を求め

ます。時として、特定の地域の輸出管理法が相反する場合があり

ます。問題を避けるために、なるべく早い段階で、製品・サービス・

技術の輸出に関する地域法に関して貿易コンプライアンス部門に

相談してください。

多くの国では、特定の国またはその代理人との取引、あるいは指

定麻薬密輸業者およびテロリストが絡む商取引を禁じています。

質問や懸念事項がある場合は、貿易コンプライアンス部門に相談

してください。

ボイコット
—
ボイコットとは、ターゲットに特定の行動を取るよう強要

するための組織的取り組みを指します。ボイコットは、タ

ーゲットの製品および/またはサービスの購入、販売、

仕様を拒否することで実施されます。アメリカ企業とし

て、Entegris はアメリカによる制裁措置の対象にならな

い海外ボイコットへの参加を拒否するようアメリカ企業に

義務付けるアメリカの法律のアンチボイコット条項に従

います。

Entegris および従業員は、アメリカ国外でのボイコット

への参加、支援、または当該ボイコットに関する情報提

供を要請されても、参加しません。このような要請を受け

たら、直ちにアメリカ政府に報告する必要があります。
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必ず行うべきこと：

› 顧客を知り、当社の製品の最終的な行き先と最終用途を把握

すること

› 製品・サービス・技術の輸出または再輸出の前に、必要な認可

を全て取得すること

› 全ての輸入製品とその製造地、全原価について、完全かつ正

確な詳細情報を報告すること

警戒すべきこと：

› インターネット、E メール、会話、ミーティング、データベースへの

アクセスなどを通じて、他の国にいる人物に技術データや技術

を渡す行為。この制限は、当社のその他の関係者や非関係者

との情報共有にも適用されます。

› 関係者が出張で他国に持っていくコンピュータなど、特定の技

術が含まれた当社の資産の運搬

知識を深めるために：

› 国際貿易について質問や懸念事項がある場合は、貿易コンプ

ライアンス部門に相談してください。

質問：

私の仕事は、アメリカの税関職員との定期的なやり取り

を必要とするものです。仕事の一環として、当社の輸出

入に関する情報をアメリカ関税局に提供することが日

常的に求められます。政府に情報を提出する前に、毎回法務部

に連絡する必要が本当にあるのでしょうか？

回答：

この場合にすべきことは、あなたの部署がアメリカ関税局から日

常的に受けている依頼の種類について法務部と話し合うことで

す。日常的な依頼については、一度法務部に把握してもらえば、

法的な審査なしでその依頼に対処できるようになります。ただし、

異例の依頼があった場合には、法令に従って正確かつ完全な対

応をするために、法務部の審査が必要になります。

Q+A



企業市民としての 

私たちの責任

SECコンプライアンスとインサイダー取引

証券取引委員会 (SEC) に提出する報告書、資料、その
他の金融界にあてた公開文書において、完全かつ公
正、正確、適時な分かりやすい開示を行うのが Entegris 
のポリシーです。従業員は、SEC に提出する資料や報
告書、あるいはそれに組み込むための情報を作成する
際、故意に完全かつ公正、正確、適時な分かりやすい
開示の基準に反する内容にしてはなりません。
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「重要な内部情報」とは、一般に開示されておらず、合理的な投資

家が問題の株式を購入または売却、保有するかを判断する上で

重要な情報を指します。Entegris の従業員が重要な内部情報を

所有している場合、その情報が一般投資家に公開されたり知れ

渡ったりするまで、当該従業員または当該従業員から重要な内部

情報を得た人物 (一般的に「情報受領者」と呼ばれます) が 

Entegris の株式の売買を行うことは禁止されています。これ

は、Entegris にも適用されます。こうした場合に株式取引を行う

と、Entegris の従業員 (および情報受領者) が重大な民事責任お

よび刑事責任を負うことになります。損害に対する民事訴訟

は、Entegris の特定の従業員、情報受領者、Entegris に対して、 

Entegris の株式の購入者または売却者および SEC によって起こ

される可能性があります。法律により、SEC は三倍の損害賠償額

で賠償金と弁護士費用を回収することが許されており、回収額の 

10％ までの「報奨金」を情報提供者に支払うことが認められてい

ます。こうしたインサイダー取引の禁止は、Entegris に勤務してい

ることで入手した他の株式公開企業に関する重要な内部情報を

所有する Entegris 従業員にも適用されます。Entegris に勤務し

ていることで入手した情報には、他社の従業員との話し合いから

または他社の施設への訪問により入手した非公開情報、あるい

は Entegris に勤務していなかったら気付かなかったであろうその

他の情報が含まれます。

必ず行うべきこと：

› 他社の重要な非公開情報を保有している場合、その会社の証

券を売買しないこと

› そうした重要な非公開情報を他の人に伝えないこと

警戒すべきこと：

› Entegris が取引を行っている企業や機密情報を把握している

企業に関する情報を、友人または家族から求められること。何

気ない会話でも、内部情報の不正漏洩と見なされる可能性があ

ります。

› 情報漏洩 – 内部情報を保有している場合、故意であろうと偶然

であろうと決してその情報を誰にも漏らさないように細心の注意

を払う必要があります。内部情報の漏えいは、その情報を利用

した取引の結果から利益を得たかどうかに関わらず、法律違反

になります。

知識を深めるために：

› インサイダー取引について質問や懸念事項がある場合は、コン

プライアンスオフィサーに相談してください。

› Entegris のインサイダー取引の禁止に関する方針と手順を参

照してください。

https://entegris.sharepoint.com/sites/ensider-dept-bolt/SitePages/Prohibition-on-Insider-Training.aspx
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第三者の知的財産の尊重

知的財産権は、新たな製品、プロセス、アイディアを開発する際に

企業が行う投資を守る上で極めて重要なものです。Entegris は

自社の知的財産権を守ることを怠りませんが、それと同じように

他者の知的財産権を尊重しなければなりません。ほとんどのコン

ピュータソフトウェアと文献は著作権で保護されています。これ

は、バックアップや安全保護のためである場合を除き、コピーを取

ることは違法だということを意味します。他者の知的財産権の不

正使用は、当社が民事訴訟や損害を受ける可能性があるため、

禁じられています。多くの国では、企業秘密、占有情報、その他の

知的財産を盗難および悪用すると、Entegris および関係する従

業員が多額の罰金と刑罰を受けることになる可能性があります。

人権へのコミットメント

当社は、事業を展開している全ての地域において、適用される労

働法および雇用法を順守することに尽力しています。当社の製品

に組み込む、または製品製造に使用する材料について、責任あ

る調達に関する全ての適用法を順守します。

政治献金禁止

アメリカでは、直接的にも間接的にも、政治的目的、政党、候補者

のために Entegris または Entegris の子会社の資金・資産・サー

ビス・その他の資源を寄付または贈与することが禁じられていま

す。アメリカ国外でも、たとえその国では合法だとしても、Entegris 

のコンプライアンスオフィサーから適切な書面による同意を得た場

合を除き、上記のような寄付または贈与は認められません。

質問：

どのような種類の情報が「重

要な情報」に当たるのかわか

りません。どのような情報が

含まれますか？

回答：

「重要な情報」とは、合理的な投資家が証券を購入・売却・保有するかを判断する上で

重要であると見なす情報を指します。これには、買収、決算結果、重要な経営陣の変

更に関するニュースや会社の財務実績に関するニュースが含まれる可能性がありま

す。特定の情報が重要なものかどうか、または一般に公開されているのかどうか確信

が持てない場合は、コンプライアンスオフィサーに相談してから取引を行うようにしてく

ださい。

Q+A
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