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はじめに 

 

富士通グループは、富士通グループの企業理念、大切にすべき価値観、社員一人ひとりの行動すべき原理原則な

どをまとめた「FUJITSU Way」に基づき、全ての事業を展開しています。 

「FUJITSU Way」の行動規範は、CSR(企業の社会的責任)活動を推進するための柱としています。富士通グル

ープは、グループのベクトルを合わせ、ステークホルダーとコミュニケーションを図りながら、さらなる企業価値の向上と国際

社会・地域社会への貢献をめざしています。 

 

また、富士通グループは、2017 年 3 月に RBA*に加盟いたしました。 

調達活動におきましては、サプライチェーンでの CSR 調達推進に向け、RBA の行動規範に則り、お取引先とともに

CSR 調達の取り組みを展開しています。 

2018 年には、RBA の行動規範(Code of Conduct)を「富士通グループ CSR 調達指針」に採用し、本指針を

自ら遵守するとともに、お取引先に対しても、本指針の理解と遵守を求めています。   

*RBA(Responsible Business Alliance) サプライチェーンにおけるサステナビリティ向上に取り組む CSR 推進団体 

 

この度、「富士通グループ CSR 調達指針」の理解と遵守を求めるにあたり、取り組みの考え方や具体的な事例等を

盛り込んだガイドブックを作成いたしました。本ガイドブックは、RBA 行動規範で求めていることを、富士通なりにわかりや

すく解説したものです。本ガイドブックが、お取引先の取り組みの一助となれば幸いです。今後とも CSR 調達活動にとも

に取り組んでいただくことをお願い申し上げます。 

 

※ 本ガイドブックは、富士通グループの CSR 調達指針、すなわち RBA の行動規範を解説したものですが、その内

容につきましては、当社なりの見解に基づき解説したものであり、必ずしも RBA の意図を全て正確に説明した

ものとは限らない旨、ご理解ください。 

※ RBA の Code of Conduct バージョン 7.0(2021 年) に基づき編集しています。 

※  次頁より、黒文字は RBA 行動規範原文(和文)、青文字は当社による解説部分となります。 

 

  RBA Code of Conduct： http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ 

  

http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/
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バージョン 7.0（2021 年）  

レスポンシブル・ビジネス・アライアンス（RBA）行動規範  

レスポンシブル・ビジネス・アライアンス（RBA、旧：電子業界CSRアライアンス（Electronic Industry Citizenship 

Coalition（EICC）））における行動規範は、電気電子機器（エレクトロニクス）産業またはそれらが主な部品で

ある産業およびそのサプライチェーンにおいて、労働環境が安全であること、労働者が敬意と尊厳を持って処遇されること、

さらにその事業活動が環境に対し責任を持ち倫理的に行われることを確実にするための基準を定めています。  

 

本規範では、エレクトロニクス製品の製造に使用される部品やサービスの設計、販売、製造、またはそれらに供給を行う

可能性のあるすべての組織をエレクトロニクス産業の一部とみなします。本規範は、エレクトロニクス分野のあらゆる事業

者が自発的に採用することができます。そしてその結果、採用した事業者のサプライチェーンと下請業者（契約労働提

供会社を含む）にも適用されます。  

 

本規範を採用し参加者（「参加企業」）となるために、事業者は本規範の支持を宣言した上で、規範に記載された

管理システムに基づき本規範とその基準への適合を積極的に追求しなければなりません。  

 

参加企業は、本規範をサプライチェーン全体のイニシアチブ（先進的で共通の取り組み）とみなさなければなりません。 

そして参加企業は少なくとも一次取引先に対し本規範の認識と実施を要請しなければなりません。  

 

本規範採用の大原則として、事業者はすべての事業活動において、その事業を行う国の法律、規則および規制を完

全に遵守しなければならないと理解します。1 さらに、本規範はすべての参加企業が法令遵守だけでなく、社会・環境

面の責任およびビジネス倫理を促進するため、国際的に認知された基準を利用することも推奨します。いかなる場合に

おいても、本規範の遵守のために現地法に違反することがあってはなりません。しかし、RBA規範と現地法の間で基準

が異なる場合は、最も厳しい要求事項を満たすことをRBAは適合と定義します。本規範の規定は、国連のビジネスと

人権に関する指導原則に則り、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言ならびに国連世界人権宣言を

含む国際的に認知された基準に由来し、これらを尊重しています。  

 

RBAは、行動規範の継続的な進化および実施において、ステークホルダー（利害関係者）から定期的に意見を取り

入れます。  

 

本規範は 5 つのセクションで構成されています。セクション A、B、および C では、それぞれ労働、安全衛生、および環境

に関する基準を説明しています。加えてセクションDでは、ビジネス倫理に関する基準を示しています。セクションEでは、

本規範の遵守を管理するための適切なシステムについて説明しています。 

 

1 本規範は、労働者を含む、第三者の新しい、追加の権利を生み出すことを意図していません。 

 

ILO：国際労働機関（International Labor Organization） 

1919 年に創設された世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関。本部はスイスのジュネーヴ。 
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A. 労働 

参加企業は労働者の人権を支持し、国際社会から理解されるよう、尊厳と敬意をもって彼らに接することにコミットしま

す。これは、臨時社員、移民労働者、学生、契約社員、直接雇用者、およびその他の就労形態の労働者を含む、す

べての労働者に適用されます。本規範の策定にあたっては、参考資料に記載されている基準を参照しており、そこから

役に立つ追加情報が得られる可能性があります。 

 

労働基準は以下のとおりです。 

 

1) 雇用の自由選択 

強制、拘束（債務による拘束を含む）または拘留労働、非自発的または搾取的囚人労働、奴隷労働または人身

売買は認められません。これには、労働またはサービスのために脅迫、強制、強要、拉致または詐欺によって人を移送、

隠匿、採用、移動すること、またはその受け入れを含みます。会社が提供する施設（該当する施設には、労働者の寮

や住居を含みます）への出入りに不合理な制約を与えたり、施設における労働者の自由な移動に不合理な制約を課

したりしてはなりません。雇用プロセスの一環として、すべての労働者に雇用条件を含む母国語で記述された雇用契約

書が提供されなければなりません。外国人移民労働者は、労働者が母国を離れる前に雇用契約書を必ず受け取り、

受け入れ国に到着した時点での雇用契約の代替や変更は、現地法を満たすため、かつ元の契約の同等以上の条件

を提供する変更以外は認められません。すべての労働は自発的でなくてはならず、労働者が契約通りに妥当な通知を

行っている場合、労働者は違約金の支払いや罰を受けることなく、仕事を休んだり雇用関係を終了したりする自由があ

ります。雇用者、人材斡旋業者、およびその委託先業者は、政府発行の身分証明書、パスポートまたは労働許可証

など、身分証明書または移民関連文書を保持したり、それらを破棄、隠匿、没収したりしてはなりません。雇用者は、こ

れらの保持が法律で定められている場合にのみ文書を保持することができます。そのような場合も、労働者が常にそれら

の文書の取り扱いが可能であるようにしなければなりません。雇用者の人材斡旋業者またはその委託先業者の就職斡

旋手数料、または雇用に関わるその他の手数料について、労働者がそれらを支払う必要があってはなりません。労働者

がこうした雇用に関連する費用を支払ったことが判明した場合は、その費用は当該労働者に返金されなければなりませ

ん。 

 

【解説】 

この項では、①母国語で記述された雇用契約書の提供、②自発的労働の保証(＝強制労働の禁止)、③移動の自

由や労働終了の自由等、労働者に与えられるべき自由の確保、④雇用者による身分証明書・パスポート・労働許可

証等の保持等の禁止、⑤雇用者及びエージェントによる搾取の禁止、等が規定されています。 

これらの背景には、外国人労働者の逃亡を防ぐために雇用者がパスポートを強制的に預かる、労働者が悪質な就職

エージェントに多額の就職斡旋手数料を支払わされる等の問題があります。 

 

【用語説明】 

会社が提供する施設：工場、作業場、事務所、従業員寮など 

不合理な制約：「寮から外出する際に許可が必要」「寮に門限がある」等の自由を損なう不当な制限 
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2) 若年労働者 

児童労働はいかなる製造段階においても使用してはなりません。ここでいう「児童」とは、15 歳または義務教育を修了

する年齢、または国の雇用最低年齢の内、いずれか最も高い年齢に満たない者を指します。参加企業は、労働者の

年齢を確認する適切な仕組みを持たなければなりません。正当な職場学習プログラムの実施は、すべての法規制が遵

守されている限り支援されます。18 歳未満の労働者（若年労働者）を夜勤や時間外労働を含む、健康や安全が

危険にさらされる可能性がある業務に従事させてはなりません。参加企業は、学生労働者の記録の適切な維持、教

育パートナーの厳格なデューディリジェンス、および学生労働者の権利の保護により、適用される法規制に従った学生

労働者の適切な管理を確実にしなければなりません。参加企業は、すべての学生労働者に適切な支援と教育訓練を

提供しなければなりません。現地法がない場合、学生労働者、インターンおよび見習いの賃率は、同様または類似の

労働を行っている他の新人労働者と少なくとも同じものでなくてはなりません。児童労働が判明した場合には、対象児

童に支援／救済措置を提供します。 

 

【解説】 

この項では、①児童労働の禁止（労働者の年齢確認のための仕組みの保持）、②夜勤や残業含む健康や安全が

危険にさらされる可能性がある業務への若年労働者の従事禁止、③学生労働者への適切な福利厚生、④児童労

働判明時の支援／救済措置、について規定しています。 

国際条約の定義では、15 歳未満（途上国は 14 歳未満）、つまり義務教育を受けるべき年齢の子どもが教育を受

けずに大人と同じように働くことと、18 歳未満の危険で有害な労働を「児童労働」としています。 

 

3) 労働時間 

ビジネス慣行に関する数々の研究によると、労働者の過労は生産性の低下、離職の増加、怪我および疾病の増加と

明確なつながりがあるとされます。労働時間は現地法で定められている限度を超えてはなりません。さらに、週間労働時

間は、緊急時や非常時を除き、時間外労働を含めて 60 時間を超えてはなりません。すべての時間外労働は自発的

なものでなければなりません。労働者は 7 日間に 1 日以上の休暇の取得が認められなければなりません。 

 

【解説】 

時間外労働は強制されるものではなく、自発的なものでなければなりません。 

「7 日間に１日以上の休暇の取得」とは、「連続労働日数が 6 日以下であること」を意味します。 

 

4) 賃金および福利厚生 

労働者に支払われる報酬は、最低賃金、時間外労働および法的に義務付けられている福利厚生に関連する法律を

含め、適用される賃金に関するすべての法律を遵守しなければなりません。現地法を遵守し、労働者には時間外労働

に対して通常の時給より高い賃率で支払われなければなりません。懲戒処分としての賃金の控除は認められません。

労働者が各支払期間に実施した業務に対する正確な報酬を確認するために十分な情報が記載された、わかりやすい

給与明細書が適切な時期に労働者に提供されなければなりません。臨時、派遣および外部委託の労働者の使用は

すべて現地法の制限内とします。 

 

【解説】 

この項では、労働者への報酬、懲戒処分について規定しています。 

始業時間前のラジオ体操への参加など、会社から参加が義務付けられた活動については、それに要した時間に相当す

る賃金が支払われなければなりません。また、懲戒処分として「既に就労した分の賃金から控除すること（減給処分）」

は認められません。 
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5) 人道的待遇 

労働者に対する暴力、ジェンダーに基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは肉体的な抑

圧、いじめ、公の場での侮辱やみせしめ・晒し、または言葉による虐待などの不快なまたは非人道的な待遇があっては

ならず、またこのような待遇の恐れがあってはなりません。これらの要求事項に対応した懲戒方針および手続きは、明確

に定義され労働者に伝えられなければなりません。 

 

【解説】 

労働者に対する非人道的な待遇は禁止されています。また、これらに関する懲戒方針や手続きは、明確に定義され

労働者に伝えられなければなりません。 

 

6) 差別／ハラスメントの排除 

参加企業は、ハラスメントおよび非合法な差別のない職場づくりに取り組まなければなりません。会社は賃金、昇進、

報酬および教育訓練の機会などの採用や雇用実務において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と

性表現、民族または国籍、障害の有無、妊娠、宗教、所属政党、所属組合、軍役経験の有無、保護された遺伝情

報、または配偶者の有無に基づく差別またはハラスメントを行ってはなりません。労働者には宗教上の慣行に対して合

理的な便宜が図られなければなりません。さらに、労働者または労働者として雇用見込みの者に差別的に使用される

可能性がある妊娠検査や処女検査を含む医療検査または身体検査を受けさせてはなりません。これは、ILO 差別待

遇（雇用および職業） 

条約（No.111）をふまえたものです。 

 

【解説】 

本人の能力・適正・成果などの合理的な要素以外(上述部分の「人種、～配偶者の有無」)により、雇用・処遇に差

別やハラスメント(嫌がらせ、いじめ)をしてはなりません。また宗教上の慣行を配慮した措置を図ることが必要です。さら

に労働者や雇用見込み者に結果を差別的に使用される可能性がある妊娠検査や身体検査を受けさせてはなりませ

ん。 

 

7) 結社の自由 

現地法に従い、参加企業は、すべての労働者の自らの意思による労働組合結成・参加、団体交渉、平和的集会へ

の参加の権利を尊重するとともに、それらを差し控える労働者の権利も尊重しなければなりません。労働者および／ま

たは彼らの代表者は、差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れることなく、労働条件および経営慣行に関する意

見および懸念について経営陣と率直に意思疎通を図り、共有できなければなりません。 

 

【解説】 

労働者は、労働組合に加入する、もしくは、加入しないことを選択できます。また、差別、報復などを恐れることなく、労

働条件などについて経営陣と意思疎通を図れるものとします。 

  



8 

 

B. 安全衛生 

参加企業は、安全で衛生的な作業環境が、業務上の怪我や病気の発生を最小化することに加えて、製品およびサー

ビスの品質、製造の均一性、ならびに労働者の定着および勤労意欲を向上させることを認識します。参加企業は、職

場での安全衛生の問題を特定および解決するために、継続的な労働者への情報と教育が不可欠であることも認識し

ます。 

本規範の策定にあたっては、ISO 45001 や ILO 労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインなどの認知された管

理システムを参照しており、そこから役に立つ追加情報が得られる可能性があります。 

 

安全衛生基準は以下のとおりです。 

 

【解説】 

安全で衛生的な作業環境は、業務上のけがや病気の発生を抑制し、製品・サービスの品質や製造の均一性を維持

し、労働者の勤労意欲を向上させるということを認識しましょう。また、職場の安全衛生の課題を把握し、解決するため

に、継続的な労働者への情報共有と教育が不可欠であることも認識します。 

本項は ISO45001 や ILO 労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン等の管理システムを参考にしています。 

 

1) 職務上の安全 

労働者の潜在的な安全衛生上の危険源（化学物質、電気およびその他のエネルギー源、火災、車両、および墜落

の危険源）に対する曝露は、特定、評価され、さらにヒエラルキーコントロールを用いて軽減されなければなりません。こ

れには、危険源の除去、プロセスや材料の代替、適切な設計による制御、工学的および管理的対策の実施、予防保

全、および安全作業手順（ロックアウト／タグアウトを含む）の実施、および継続的な労働安全衛生に関する教育訓

練の提供が含まれます。これらの手段により、危険源を適切に管理することができない場合、労働者には適切で正しく

維持管理された個人保護具、およびこれらの危険源に関連するリスクに関する教材が提供されなければなりません。妊

娠中の女性・育児中の母親に対して高い危険源のある労働環境からの配置転換や、妊娠中の女性および育児中の

母親に対する業務分担関連を含む労働安全衛生上のリスクの除去または軽減、および育児中の母親に対する合理

的な便宜の提供など、妥当な措置を講じなければなりません。 

 

【解説】 

労働者が受けうる業務上の危険を把握し、その評価(リスクアセスメント)を行い、ヒエラルキーコントロールによる軽減の

必要性を規定しています。 

ヒエラルキーコントロールには、危険源の除去、代替、機器・設計による制御、教育訓練が含まれます。これらの対応で

危険源を管理できない場合は、労働者には、適切に管理された保護具(マスク、手袋、ゴーグル等)と危険性に関する

教材を無償で提供しなければいけません。妊産婦の労働者には、危険性の低い労働環境への異動や業務分担等お

よび時短勤務、搾乳環境の整備といった措置を取られなければなりません。 

 

【用語説明】 

ロックアウト：機械/装置の点検・メンテナンス時に、ブレーカー、スイッチ、バルブ等の動力源を遮断した上で、機器を 

装着し施錠すること。 

タグアウト：ロックアウトされた機械/装置に警告タグを取り付け、再稼働されるのを防ぐこと。 

*ロックアウト/タグアウトは、点検・メンテナンス中の機械/装置の誤った再稼働を防ぐため同時に実施されるものであり、

安全業務遂行上必須な処置です。 
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ヒエラルキーコントロール：                      【ヒエラルキーコントロールのイメージ図】 

リスクにおける対策効果を上位に、効果が低いものを 

下位に位置付ける対応段階の概念です。 

一般的に効果が大きいものから、 

危険源の除去 

↓プロセスや材料の代替 

↓適切な設計や機器による物理的制御 

↓教育 

↓個人保護具の着用 

という順番になります。 

 

 

2) 緊急時への備え 

潜在的な緊急事態や非常事態を、特定、評価し、緊急の報告、従業員への通知および避難手順、労働者の教育

訓練を含む、緊急計画および対応手順の実施により、その影響を最小限に抑えなければなりません。防災訓練は、少

なくとも年に 1 度、または現地法の要求、いずれかのより厳しい方法で実施しなければなりません。緊急対策には、適

切な火災報知器および消火設備、わかりやすく障害物のない出口、適切な非常口のある施設、緊急対応にあたる人

員の連絡先情報、および復旧計画なども含まれます。このような対策および手順は、生命、環境、および財産への損

害を最小化することに重点を置かなければなりません。 

 

【解説】 

発生しうる事故・災害などの緊急事態をあらかじめ特定し、対応策をとることで影響を最小限に抑えなければなりません。

対応策には、緊急時の報告、従業員への緊急事態発生通知や避難手順、教育訓練を含み、その対応手順の実施

も必要です。防災訓練は、従業員全員参加が可能な（夜勤帯がある場合は夜勤時間帯も含む）ものとし、少なくと

も年に 1 度、または現地の法律いずれか厳しい方を実施しなければなりません。また、緊急対策には、火災報知器、

消火設備、労働者の母国語または理解できる言語でわかりやすく表示された障害物のない出口や非常口の確保、緊

急対応者の人員と連絡先情報、復旧計画等も含みます。 

煙検知器、消火器や、労働者の母国語または理解できる言語での避難経路図、避難誘導表示・灯等の設置と点

検記録などが必要となります。 

 

3) 労働災害および疾病 

労働災害および疾病を防止、管理、追跡、および報告する手順および仕組みが運用されなければなりません。これに

は、労働者からの報告の奨励、労働災害および疾病事例の分類および記録、必要な治療の提供、事例の詳細な調

査、および原因除去のための是正措置の実施、ならびに労働者の職場復帰を促進するための規定が含まれなければ

なりません。 

 

【解説】 

労働災害・疾病を防止、管理、調査、（労働基準監督署へ）報告する手順(仕組み)があり運用されていることを規

定しています。この仕組みには、上述の要素が規定に含まれていなければなりません。 
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4) 産業衛生 

労働者の化学的、生物学的、物理的薬剤への曝露は、ヒエラルキーコントロールに基づいて特定、評価、管理されな

ければなりません。潜在的な危険源が特定された場合は、参加企業はその潜在的危険源を除去また軽減する機会を

模索しなければなりません。その危険源の除去または軽減が実行可能でない場合は、潜在的な危険源は、適切な設

計、工学的および運営的管理の実施によって制御されなければなりません。このような手段により、危険源を適切に管

理することができない場合、労働者には適切で正しく維持管理された個人保護具が無料で提供され、これが使用され

なければなりません。保護プログラムは継続的に実施され、これらの危険源に関わるリスクについての教材を含まなけれ

ばなりません。 

 

【解説】 

ヒエラルキーコントロールに基づき、化学的、生物学的、物理的な危険を特定、評価、管理することが必要です。 

（ヒエラルキーコントロール：P９イメージ図をご参考ください）ヒエラルキーコントロールで軽減措置を実行できない場合

は、労働者に機能維持されている個人保護具を無料で提供し、それを使用しなければなりません。また、危険に関わる

リスクについての教育資料を用意しなければいけません。 

 

【用語説明】 

曝露：有害物質や病原菌などにさらされること 

保護プログラム：労働者に対する安全保護対策 

 

5) 身体に負荷のかかる作業 

人力による原材料の取り扱いや重量物のまたは反復的な持ち上げ、長時間の立ち作業、および極度に反復の多い、

または力の要る組み立て作業など、労働者の身体に負荷のかかる作業の危険源への曝露は、特定、評価、管理され

なければなりません。 

 

【解説】 

労働者の身体に負荷のかかる作業の危険性を特定し、評価、管理しれなければなりません。 

（作業例：重量のある原材料の人力による取り扱い、反復的な持ち上げ、長時間の立ち作業、非常に反復の多い

力のいる組み立て作業等） 

 

6) 機械の安全対策 

生産機械およびその他の機械は、安全上の危険源が評価されなければなりません。機械により労働者が怪我をする危

険源がある場合、物理的な保護、インターロック、障壁を設置し、適切に保守管理しなければなりません。 

 

【解説】 

製造機械等の安全性を評価し保守管理されなければなりません。機械による怪我を防ぐために、物理的なガードや安

全装置機能、柵の設置等、安全対策を講じなければなりません。また、作業者（特に外国人労働者、請負者）への

安全に関する教育を受講者が理解できる言語や文章で必須としています。 

 

【用語説明】 

インターロック：安全装置 

障壁：バリア、柵 
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7) 衛生設備、食事、および住居 

労働者は、清潔なトイレ施設、飲料水の利用、および衛生的な食品の調理、保存、および食事のための施設を提供

されなければなりません。参加企業または人材斡旋業者が提供する労働者の寮は、清潔かつ安全に維持され、適切

な緊急時の非常口、入浴およびシャワーのための温水、適切な照明、暖房、換気、個人的な所有物および貴重品を

保管するための個別に確保された施設、および適切に出入りできる妥当な広さの個人スペースを提供しなければなりま

せん。 

 

【解説】 

企業側が寮や食堂を提供する場合は、従業員の健康に配慮して、清潔かつ安全な飲料水や食品を提供し、安全で

衛生的な施設や住環境を提供しなければなりません。 

 

8) 安全衛生のコミュニケーション 

参加企業は、労働者の母国語または理解できる言語で、労働者が曝露することになるあらゆる特定される職場の危

険源（機械、電気、化学物質、火災、および物理的危険源を含みますがこれに限定されません）について、適切な

職場の安全衛生情報と教育訓練を労働者に提供しなければなりません。安全衛生関連の情報は、施設内に明確に

掲示するか、労働者が確認、アクセスできる場所に表示しなければなりません。すべての労働者対し、作業の開始前に、

それ以降は定期的に教育訓練が提供されます。労働者は、報復されることなく安全衛生の懸念を提起するよう奨励さ

れなければなりません。 

 

【解説】 

職場における危険（機械、電気、化学物質等の取り扱いによる業務上の危険、災害など、可能性のあるすべての危

険）について、適切な安全衛生情報や教育・訓練（避難訓練など）を、労働者の理解できる言語で提供しなけれ

ばなりません。安全衛生に関する情報はわかる場所に掲示するか、労働者が確認できる場所に表示しなければなりま

せん。すべての労働者に対し、作業に従事する前およびそれ以降も定期的に教育訓練を実施します。また労働者は仕

返しを受けることなく安全衛生に関する懸念を提起できるよう奨励されなければなりません。 
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C. 環境 

参加企業は、環境に対する責任が世界水準の製品の製造に不可欠であることを認識します。参加企業は、公衆の

安全衛生を守りながら、製造活動において、環境への影響を特定するとともに、地域社会、環境、および天然資源へ

の有害事象を最小限に抑えなければなりません。本規範の策定にあたっては、ISO 14001 や環境管理・監査システ

ム（Eco Management and Audit System、EMAS）などの認知された管理システムを参照しており、そこから役

に立つ追加情報が得られる可能性があります。 

 

環境基準は以下のとおりです。 

 

【解説】 

企業の社会的責任として環境配慮への対応が不可欠であること、こと製造作業においては、従業員や近隣住民の健

康と安全を守りながら、地域環境や資源への悪影響を最小限に抑えなくてはなりません。 

また、ISO14001、エコアクション 21 等 環境関連のマネジメントシステムを活用すると効率的な運用が期待できます。 

 

1) 環境許可と報告 

必要とされるすべての環境許可証（例：排出のモニタリング）、認可書、および登録書を取得・維持し、最新の状態

に保ち、その運用および報告に関する要求事項を遵守しなくてはなりません。 

 

【解説】 

法規制が要求する環境関連許可証、検査証、登録証などが常に有効な内容になっていなければなりません。 

以下に環境許可・検査や登録の証明書の一例をあげます。これらは期限を切らすことなく社内運用または外部への報

告が必要です。なお、｢法規制｣には法律だけではなく、条例、協定、組織が同意する要求事項等も含まれます。 

 

●環境関連許可・検査・登録証の一例 

- 環境許可証: 産業廃棄物処分法(以下、廃掃法という)に基づく業者許可証、化審法における化学物質製造･ 

輸入許可 

- 検査証：浄化槽法第 11 条検査、地下タンク漏洩検査 

- 登録証: ISO14001、EMAS 等、第三者認定機関発行の環境マネジメントシステムの登録証 

- 報告に関する要件: 国、自治体、顧客、その他ステークホルダーからの要求事項への対応 

  例) PRTR 法: 化学物質使用状況、 省エネ法:エネルギー使用量、等 その他環境関連法令に関わる届け出 

 

【ご参考】 日本では、環境に関わる法令で定められた、「一定の資格を取得した管理者の設置義務」があります。 

廃掃法：特別管理産業廃棄物管理責任者 

省エネ法：一定レベル以上のエネルギーを使用する工場におけるエネルギー管理士、エネルギー管理員 

大気汚染防止法等：化学物質、粉塵、煤塵を排出する工場における公害防止管理者など 

※事業活動で利用する化学物質により、毒物・劇物管理、特定化学物質管理、危険物管理などの責任者を設置 

する義務があります。 
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2) 汚染防止と資源削減 

汚染物質の排出、および廃棄物の発生は発生源、もしくは汚染除去装置の追加、生産・メンテナンス・設備に関わる

プロセスの変更、あるいは他の手段などの施策によって、最小限に抑えられるか除去される必要があります。水、化石燃

料、鉱物、原生林産物などの天然資源に関しては、生産、メンテナンス、設備に関わるプロセスの変更、物質の代替、

再利用、保全、リサイクルその他手段などを実践することで、その使用を抑えなければなりません。 

 

【解説】 

汚染物質や廃棄物は、発生元で排出や廃棄を最低限に抑えるか、または除去する手段(上述)を講じ、適用法に基

づき適切に処理することが必要です。 

また、天然資源(水、化石燃料、鉱物、原生林製品など)の使用は持続可能な利用に向けて配慮をしなければなりま

せん。（対応例）省エネ活動、不良率改善、廃棄物削減活動、化学物質使用料削減 等 

 

3) 有害物質 

人体や環境に対して危険をもたらす化学物質、廃棄物、およびその他の物質は、特定、表示、および管理され、安全

な取り扱い、移動、保存、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄を確実にしなければなりません。 

 

【解説】 

人体や環境に対して危険を及ぼす化学物質、廃棄物およびその他の物質は、ラベル付け(識別化)により管理し、安

全な取り扱いおよび移動、保存、使用、リサイクル・再利用、廃棄まで確実に行わなければなりません。 

 ※取り扱う化学物質によっては、「特定化学物質作業主任者」、「有機溶剤作業主任」等(有資格者)の設置が 

   必要です。 

   また廃棄に関しては廃棄法に基づく「特別管理産業廃棄物」の扱いになるものがあります。 

    例：引火性廃油(引火点が 70℃未満)、強酸、強アルカリ等  

 

4) 固形廃棄物 

参加企業は、固形廃棄物（有害物以外）の特定、管理、削減、および責任をもって廃棄またはリサイクルを行う体

系的なアプローチを実施しなければなりません。 

 

【解説】 

一般的に「ごみ」といわれる廃棄物の管理はしかるべき手順に基づいて実施しなければなりません。 

体系的なアプローチとは、廃掃法に基づく保管基準である廃棄物の内容、保管期限、保管･廃棄場所およびその掲

示や、委託基準に基づき委託業者との契約書締結、マニフェストでの管理、廃棄処分業者、廃棄頻等の運用フロー、

ルール等を手順化しておくことです。 

 

5) 大気への排出 

操業中に発生する揮発性有機化合物（VOC）、エアロゾル、腐食性物質、微粒子、オゾン層破壊物質、および燃

焼副生成物の大気への排出は、特性化、定期的監視、制御され、排出される前に必要な処理を実施しなければなり

ません。オゾン層破壊物質は、モントリオール議定書および適用される規制に従い、効果的に管理されなければなりま

せん。参加企業は、大気排出管理システムの動作を定期的に監視しなければなりません。 
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【解説】 

大気の汚染や人体に有害な物質、地球温暖化への影響を及ぼす可能性があるガス(気体)を大気へ排出する場合

は、排出する前にその特性確認を行い、適切に処理しなければなりません。その中でもオゾン層破壊物質は、モントリオ

ール議定書および適用される規制に従い効果的に管理しなければなりません。また、定期的に排出制御設備(主にス

クラバーなど)の動作、性能の確認が必要です。 

 

6) 物質の制限 

参加企業は、特定の物質の製品中および製造での禁止または制限に関し、リサイクルおよび廃棄物の表示に関するラ

ベリングを含め、すべての適用される法律、規制、および顧客要求事項を遵守しなければなりません。 

 

【解説】 

製品製造で使用する材料は、法規制や顧客要求を遵守していなければなりません。 

法規制には、リサイクルや廃棄に関する表示内容や、禁止物質の非含有･制限に適用される内容を含みます。 

代表的な禁止物質としては、RoHS 指令（電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会

及び理事会指令）の 10 物質等が挙げられます。 

 

7) 水の管理 

参加企業は、水源、水の使用・排出を文書化、特性化、監視するほか、節水機会を探し、汚染経路を制御する水の

管理プログラムを実施しなければなりません。あらゆる廃水は特性化、監視、制御され、排出または廃棄する前に必要

な処理を実施しなければなりません。参加企業は、廃水処理システムと水槽・タンクの動作を定期的に監視し、最適な

動作と規制の遵守を確保しなければなりません。 

 

【解説】 

水の管理には、水源･水の使用・排出状況のモニタリングやそれらの文書化、節水の心がけ、汚染経路の制御などの

実施があげられます。廃水は特性を確認し、排出または廃棄前に適切な処理を行い、廃水処理システムや水槽・タン

ク等設備(装置)は性能を定期的に点検しなければなりません。 

工場等で使われる水の使用例としては、上水(飲水)、中水(冷却水、散水、トイレの流し水)、井水(非常用の飲水)、

工業用水(生産用)があります。それらを個々に管理・監視しているか、節水しているか、等が問われます。 

 

8) エネルギー消費および温室効果ガスの排出 

参加企業は全社規模の温室効果ガス削減目標を設定しなければなりません。エネルギー消費およびすべての関連す

るスコープ 1 および 2 の温室効果ガスの排出は、追跡、文書化し、温室効果ガス排出削減目標との比較を外部公表

されなければなりません。参加企業は、エネルギー効率を改善し、エネルギー消費および温室効果ガスの排出を最小化

する方法を追求しなければなりません。 

 

【解説】 

この項では、①全社規模の温室効果ガス削減目標の設定②エネルギー消費量、温室効果ガス(スコープ 1、スコープ

2 関連)排出の文書化、削減目標との比較および外部公表③排出量抑制施策の追求を規定しています。 

※スコープ１と２は各々の排出量がわかるよう文書化することが求められます。 
 

【ご参考】 

スコープ 1: 自社が直接排出する温室効果ガス (製造設備の動力、給湯ガス等の使用により発生したガス) 

スコープ 2: 自社が間接的に排出する温室効果ガス (工場や事務所で使われる電力の発電により発生したガス) 
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D. 倫理 

社会的責任を果たし、市場での成功を達成するために、参加企業およびその委託業者は、以下を含む最高基準の倫

理を支持しなければなりません。 

 

1) ビジネスインテグリティ 

すべてのビジネス上のやりとりで最高基準のインテグリティ（誠実性）が維持されなければなりません。参加企業は、あら

ゆる種類の贈収賄、腐敗行為、恐喝、および横領を一切許容しないゼロトレランスの方針を保持しなければなりません。 

 

【解説】 

誠実なビジネスを行うために、あらゆる種類の贈収賄、汚職、強要、横領を一切禁止(ゼロトレランス)する方針が必要

です。 

 

【用語説明】 

ゼロトレランス：不寛容、非寛容の意。わずかな不具合、軽微な違反事項を寛容しないという考え 

 

2) 不適切な利益の排除 

賄賂またはその他の不当もしくは不適切な利益を得るための手段を、約束、申し出、許可、提供、または受領してはな

りません。この禁止事項は、ビジネスを獲得または保持したり、ビジネスを何者かに割り当てたり、その他不適切な利益

を得るために、第三者を通して、直接的または間接的に価値のあるものを約束、申し出、許可、提供、または受領する

ことが含まれます。腐敗防止法令の遵守を確実にするために、監視、記録保存、および施行手順が実施されなければ

なりません。 

 

【解説】 

この項では、ビジネスの獲得・保持のために不当、不公正な手段の禁止を規定しています。その手段には、直接的また

は第三者経由にかかわらず、約束、申し出、容認、有価値(金品)供与、受領も含まれます。また、このような賄賂、談

合、インサイダー取引などコンプライアンス違反や不正行為の防止を徹底するために、従業員に対するビジネス倫理教

育の実施が必要です。 

 

3) 情報の開示 

すべての商取引は、透明性をもって実施され、参加企業の会計帳簿や記録に正確に反映される必要があります。参

加企業の労働、安全衛生、環境活動、ビジネス活動、企業構造、財務状況、および業績に関する情報は、適用され

る規則と一般的な業界慣行に従って、開示されなければなりません。記録の改ざんやサプライチェーンにおける状況また

は慣行の虚偽表示は容認されません。 

 

【解説】 

この項では、会計報告が適切に行われていることを確認するために、商取引の状況は文書や記録に正しく反映すること

を規定しています。自社の情報(労働、安全衛生、環境活動、事業活動、体制、財務状況、業績に関する情報) の

開示も必要です。また記録の改ざんやサプライチェーンにおける状況の虚偽表示はしてはなりません。 
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4) 知的財産 

知的財産権を尊重し、技術やノウハウの移転は知的財産権が守られた形で実施するとともに、顧客およびサプライヤー

の情報を保護しなければなりません。 

 

【用語解説】 

ノウハウの移転とは、ノウハウの移譲のことです。 
 

【ご参考】 

監査では、従業員がスマホなどで作業場を撮影する可能性(SNS 流出の危険性)をチェックされることがあります。 

 

5) 公正なビジネス、広告、および競争 

公正なビジネス、広告、および競争の基準が支持されなければなりません。 

 

【解説】 

この項は、カルテル、入札談合、虚偽や誤解を与えやすい表示広告、他社の営業秘密を違法な方法で入手等を禁

止しています。  

 

6) 身元の保護と報復の禁止 

法律により禁止されていない限り、サプライヤーおよび従業員の内部告発者 2 の守秘、匿名性、および保護を確実にす

るプログラムが維持されなければなりません。参加企業は、それらの内部告発者が報復の恐れなしに懸念を提起できる

プロセスを伝達し、保持する必要があります。 

 

【解説】 

サプライヤーや社内から内部告発があった場合、告発者は匿名性が守られ、かつ、告発行為が不利益とならないよう

保護されるしくみを維持していないといけません。またそのしくみが労働者に周知されていなければいけません。 

 

対応例：従業員、役員のコンプライアンス違反行為やその疑念について通報できる窓口（ホットライン）を社内用 

および社外用両方に設置している。 周知にはポスター掲示や従業員教育等を実施する。 
2 内部告発者の定義：会社の従業員もしくは役員、または公務員もしくは公的機関による不適切な行動に関する開示を行う者。 

 

7) 責任ある鉱物調達 

参加企業は、自社が製造する製品に含まれるタンタル、錫、タングステン、および金の採掘源および管理の連鎖に関し、

これらの鉱物が、経済協力開発機構（OECD）紛争地域および高リスク地域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、または同等で認められたデューディリジェンスフレームワークに沿った方法で入手

されていることを合理的に保証するための方針を採用し、デューディリジェンス*を実施しなければなりません。 

 

【解説】 

この項では、責任ある鉱物調達に関する方針を掲げ、OECD のデュー・ディリジェンス・ガイダンス、または OECD ガイダ

ンスに準拠した方法で鉱物を入手し、顧客の要望に応じて開示する。 

  *デューディリジェンス ：企業が及ぼす負の影響を特定し、防止し、緩和するために事前に払っておくべき正当な注意義務や取り組み等 

のこと。DD と表示することもある。 
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【ご参考】 

近年、世界各地の鉱物採掘現場で、資金の武装勢力(反社会的勢力)への流出や、危険な環境下における労働や

児童労働等の人権侵害の懸念がある鉱物採掘問題が拡大しています。紛争鉱物*の対象(地域、鉱物種)に限らず、

人権侵害ある地域・環境下で採掘されている鉱物を「高リスク鉱物」としてとらえた方針、対応が望まれます。 

*紛争鉱物：コンゴ民主共和国および隣接国で人権侵害を行っている武装集団の資金源となっている鉱物（3TG：タンタル、錫、

タングステン、金） 

 

8) プライバシー 

参加企業は、サプライヤー、顧客、消費者、および従業員など、取引を行うすべての人の個人情報に関係するプライバ

シーへの合理的な期待に添うようコミットしなければなりません。参加企業は、個人情報の収集、保存、処理、移転、

および共有を行う場合、プライバシーおよび情報セキュリティに関する法規制の要求事項を遵守しなければなりません。 

 

【解説】 

この項では、取引先、顧客、消費者、従業員など、取引を行うすべての人の個人情報を守ることを規定しています。 

個人情報の取り扱い（収集、保管、処理、転送、共有）においては、個人情報保護法および規制要件を遵守しな

ければいけません。 
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E. 管理システム 

参加企業は、本規範の内容に関連する範囲で管理システムを採用または構築しなければなりません。管理システムは

以下を確保することを目的としなければなりません：（a）参加企業の業務および製品に関連する適用法、規制およ

び顧客要求事項の遵守、（b）本規範への適合、および（c）本規範に関連した運用リスクの特定と軽減。また管

理システムによって継続的改善を促進します。 

 

管理システムには以下が含まれていなければなりません。 

 

【解説】 

本規範(RBA 行動規範=富士通グループ CSR 調達指針)の内容に関連したマネジメントシステム(PDCA 運用のしく

み) を構築するものとします。マネジメントシステムには以下が含まれていなければなりません。 

 

1) 企業のコミットメント 

経営層が承認し、現地の言語で施設内に掲示されたコンプライアンスおよび継続的改善への参加企業のコミットメント

を確認する、企業の社会・環境責任に関する方針の記述。 

 

【解説】 

経営層が承認した企業の社会的責任(環境対応含む) としてコンプライアンスと継続的改善の取り組みをコミットした

会社の方針。この方針（コミットメント）は現地の言語で施設内に掲示します。 

 

2) 経営者の説明責任と責任 

参加企業は、管理システムと関連プログラムの確実な実施を担当する経営層および会社における責任者を明確に特

定します。経営層は定期的に管理システムの状態をレビューします。 

 

【解説】 

管理システムを確実に運用するために実務責任者を明確に特定します。実務責任者は、管理システムの状況について

定期的に社長および経営層へレビューを実施します。 

 

3) 法的および顧客の要求事項 

本規範の要求事項を含み、適用される法規制および顧客要求事項を特定、監視、理解するプロセス。 

 

【解説】 

事業に適用される法規制や顧客の要求事項を特定し、それらを確認する(最新となっているか、要求対応しているか

等)仕組みがあること。 

 

4) リスク評価とリスク管理 

法令遵守、環境、安全衛生 3 および参加企業の業務に関連する労働慣行および倫理リスクを特定するプロセス。特

定されたリスクを管理し規制の遵守を確保するため、各リスクの相対的な重要性を決定し適切な手順による管理およ

び物理的制御を実施します。 
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3 環境安全衛生のためのリスク評価に含まれるべきエリアは、生産現場、倉庫および保管施設、工場／施設支援機器、研究所および試

験エリア、公衆衛生施設（トイレ）、キッチン／カフェテリア、および労働者の住宅／寮です。 

 

【解説】 

業務に関連する法令遵守、環境、安全衛生および労働慣行、倫理上のリスクを特定する仕組みがあること。 

特定されたリスクは、法規制、顧客要求等から相対的に重要性を決定し、それらリスクに対して適切な手順で具体的

な施策を実施すること。 

 

5) 改善目標 

参加企業の社会、環境、安全衛生のパフォーマンスを改善するための明文化された目標、ターゲットおよび実施計画。

また、このような目標達成に対する参加企業のパフォーマンスに関する定期的な評価を含みます。 

 

【解説】 

社会的責任を果たすためのパフォーマンスを向上させるための活動目標や実施計画を文書化し、目標達成に向け取り

組みの定期的な評価を行うこと。 

 

6) トレーニング 

管理職および労働者が参加企業の方針、手続きおよび改善目標を実施し、適用される法規制の要求事項を満たす

ための教育訓練プログラム。 

 

【解説】 

従業員に対し、会社の方針、手順、改善目標の実施や適用される法規制要件を満たすための教育プログラムがあり、

実施していること。 

 

7) コミュケーション 

参加企業の方針、実践、期待およびパフォーマンスに関する明確で正確な情報を、労働者、サプライヤーおよび顧客に

伝達するためのプロセス。 

 

【解説】 

会社の方針、取り組み状況、業績に関する明確な情報を、従業員･サプライヤー･顧客に伝達するしくみがあること。 

(例：ホームページに掲載、年次報告書を発行など) 

 

8) 労働者のフィードバック、参加、苦情 

本規範の対象となる慣行および条件に関して、労働者の理解度を評価し意見や違反事例を把握した上で、継続的

改善を促進するための効果的な苦情処理メカニズムを含む継続的なプロセス。労働者は報復や仕返しを恐れることな

く苦情およびフィードバックを提供できる安全な環境が与えられなければなりません。 

 

【解説】 

本規範の実施や状況について従業員の理解を確認し、それに対するフィードバックの実施や違反事例の吸い上げ等、

継続的改善を促進するためのプロセスがあること。従業員は、報復を恐れることなく苦情を伝えられる環境を与えられな

ければなりません。このプロセスには以下を含みます。 

(例：従業員意識調査、提案箱、労働者の課題検討会、労働者組合代表、プロセス改善チーム、通報窓口等) 
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9) 監査および評価 

法規制の要求事項、本規範の内容および社会的、環境的責任に関連する顧客の契約上の要求事項に対する適合

を確保するための定期的な自己評価。 

 

【解説】 

法規制要件、本規範の内容、環境･社会的責任に関連する顧客の契約要件、自社の方針、マネジメントシステムの

要件等への適合を満たすため、定期的に自己評価をすること。 

 

10) 是正措置プロセス 

社内外の評価、点検、調査および審査によって特定された不備に対する適時の是正プロセス。 

 

【解説】 

是正プロセスには、以下が含まれていること。 

・指摘事項の根本原因分析  ・是正処置の特定  ・是正処置責任者名  ・完了予定日 

 

11) 文書化と記録 

規制の遵守、会社の要求事項への適合およびプライバシーを保護するための適切な機密性を確保するための文書お

よび記録の作成と維持。 

 

【解説】 

法規制や顧客から要求の適合を確実にするための文書、記録(リスト)を作成し、それらは最新であること。 

個人情報保護に関する文書は適切なレベルの管理を実施していること。 

（例：特定者のみがアクセスできるようになっている、データの取り扱いについて研修を受けている等） 

 

12) サプライヤーの責任 

本規範の要求事項をサプライヤーに伝達し、サプライヤーの本規範への遵守を監視するためのプロセス。 

 

【解説】 

サプライヤーが規範を遵守していることを確認するしくみがあること。手段としては、サプライヤーへの調査、監査、コミット

メントの取得などがあります。サプライヤーの定義は各社で判断可。ただし、派遣会社、構内請負会社も対象として含

むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

変更履歴 

第１版：RBA CoCバージョン 6.0 (2018年１月リリース)向けガイドブック作成 2019年9月  

第 2 版：RBA CoC バージョン 7.0 (2021 年１月リリース)向けガイドブック更新 2021 年 4 月 
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【チェックポイント 事例】 

ここでは、行動規範で求められる具体的対応や、事業所(工場) の CSR 監査時にヒアリングされる可能性があるポイ

ントを事例としてあげています。 

 

 

A. 人権 
 

1) 雇用の選択  

1 採用、雇用に関する方針、手順を策定しているか（外国人採用、エージェンシー採用の注意事項の記載含む） 

2 エージェンシーを介した採用がある場合、手数料の支払いを労働者に負担させていないか 

3 パスポート、政府発行身分証明書、通帳、年金手帳 等を企業側で保管していないか 

4 契約書は労働者の母国語で書かれているか 

5 外国人:渡航前、 日本人:内定承諾書を渡す前、に労働条件を説明しているか  

6 請負社員、請負会社、依頼会社の契約書はあるか 

7 寮･社宅に門限設定があるか 

8 休憩 (トイレ･水飲み) に上司の承諾が必要か 

９ 作業時に使用が義務づけられているもの(作業着等)の準備が労働者負担になっていないか 

 ※契約書、労働条件、承諾書等に記載すべき項目 

   a)仕事の性質、 b)労働条件、 c)休日よび祝日、 d)休暇取得資格、 e)福利厚生(住宅･通勤費･制服･年金･保険等)、 

f)賃金･賃金控除とこれらの計算方法、 g)労働者に課せられる手数料およびその金額、等 

 

2) 若年労働者 

1 15 歳未満の労働者はいないか、18 歳未満の夜勤を禁止しているか 

2 労働者の年齢確認には公的な証明書が使われているか 

3 インターン*、学生労働者、アルバイト等の雇用に関する手続きが定められているか 

*教育上の学位を得る為に就労している労働者のうち、学校側より学習要領が特段手配されていない労働者を「インターン」、  

 と呼び、学校側より学習要領が手配されている労働者を「学生労働者」と呼ぶ 

 

3) 労働時間 

1 60H/週以下の労働時間を規制しているか (あるいは 36 協定範囲内での管理の実態)  

2 7 日以上連続勤務を制限するしくみはあるか 

 (国内法では勤務可能だが、アラートが上がるしくみや、幹部社員の承認要、等のルールがあるとよい) 

3 朝礼、昼礼等が勤務時間内に行われているか (業務ととらえ勤務時間内に実施するもの） 

 

4) 賃金および福利厚生 

1 最低賃金以上の給与が支払われているか(派遣含む)、その根拠(基準としたもの)を説明できるか 

2 時間外労働の賃金は割増になっているか 

3 退職者の賃金支払い記録で、在籍・勤務状況に見合った支払いがされているか (不当な控除がないか) 

4 給与控除に税金や社会保障以外のものはあるか、その内容は納得できるものか (特に派遣社員、海外事業所) 

5 給与明細は、労働者が理解できる言語で表記しているか (外国人がいる場合) 

※ 懲戒処分としての賃金減給は原則禁止だが、日本や中国の法律では認められているため注意する 
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5) 人道的待遇 

1 社内にハラスメント、虐待、体罰等非人道的な行為がないことを確認しているか (内部通報、面談、調査等) 

2 労働者が非人道的な処遇について問題を伝えるヘルプライン等の手段はあるか、それは労働者に周知されている

か 

3 非人道的行為に対する懲罰規則はあるか。その手続きは労働者に伝えられているか（処分内容は懲戒委員会

等で経営者により審査、記録され、その記録は労働者も確認できるようになっているか） 

 

6) 差別の排除 

1 採用において差別していないことが証明できるものはあるか 

-エントリーシートや応募要項に年齢･性別の記載不要の旨の表記がある等 

2 健康診断の結果を、労働者の採用や処遇において公平さを損なう用途に用いてないか 

3 雇用契約書における初任給に男女差がないか 

4 宗教上の要求(礼拝、食事等)に対応する方針・規定があるか、配慮されているか 

5 行動規範に、差別をしないことが明記されているか、差別があった場合に通報する方法はあるか 

 

7) 結社の自由 

1 結社の自由など、労働者の権利を保障する方針・規定はあるか 

２ 会社が労働組合の集会を妨げることはないか 

３ 労働組合(社員会)は団体交渉権(賃金改定等) を有しているか、会社は協議の場に応じているか 

4 労働組合代表者の選定方法(指名、投票、その他) 

 ※ 派遣社員は派遣会社の取り扱いとなる 

 
 
 
B. 安全衛生 
 

1) 職務上の安全 

1 職務上の安全に関して適用される許可証、免許のリストはあるか 

2 ロックアウト・タグアウト対応は実施しているか、規定はあるか 

3 高所作業、電気工事等は誰が実施しているか 

4 施設や電力の運用状況の監視はどう行っているか (工場内の歩道の確保、車両の速度制限、電気絶縁対策、

地震による転倒防止対策等) 

5 PPE(個人用防護具)が必要な場所で、必要とわかる表示をしているか、着用の仕方、使い方は適切か 

6 作業のリスク評価には、妊産婦への適切な作業の割り振りや、重量物取り扱いの対応、産業用ロボットの導入等

の視点が含まれているか 

 

2) 緊急時への備え 

1 設備*点検が最新であることを確認するしくみはあるか、更新計画はあるか、計画を決める規定はあるか 

（消火器点検は 1 回/月の実施が RBA では規定されている） 

*設備：火災報知機、煙感知器、超高感度検知器、スプリンクラー、ガス漏れ警報器、消火器、消火栓、防火扉、 

非常照明、避難経路表示、漏電検知器 等 

2 適切かつ効果的な火災検知、報知および抑制システム(設備)が設置されているか、避難経路表示は自光式か、

防火扉や避難路はブロックされていないか 
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3 危険物保管場所は外部流出防止の対応(二重構造等)が取られているか 

4 各種検知器が機能しているかを確認するしくみはあるか 

5 緊急連絡網は最新版に整備されているか、周知され必要に応じ掲示されているか 

6 避難訓練を実施しているか、全員が対象となる(交代勤務がある場合は夜勤帯の実施) 計画となっているか  

7 避難経路図は適切な場所に掲示されているか、誘導方向は実際の向きとあっているか 

8 全ての屋外への出口扉は外開きであるか、緊急時は施錠が解除されるしくみとなっているか（パニックオープン） 

9 緊急時に対応が可能な位置に備品※が設置されているか 

*備品：マスク、手袋、ヘルメット、AED、担架、懐中電灯、救急箱 

10 緊急時対応要員 (救急救命士、安全誘導員等) は適切な訓練を受けているか 

11 PPE は会社から支給されているか、保管場所は適切か 

 

3) 労働災害および疾病 

1 医務室の免許はあるか (医師、看護士、産業医)、医師は常駐しているか 

2 特別な健康診断 (有機溶剤作業など) は何があるか 

3 健康診断の対象者への案内方法、健康診断データの保管方法･期限、閲覧可能者は誰か 

4 産業医の許可更新のレビューを実施しているか (通常 5 年が有効期限) 

5 医療行為は行っているか、行っている場合の感染性廃棄物をどのように保管しているか (バイオハザードマーク、蓋

つき容器など) 

6 救急キットはどのようなものが用意されているか、点検はどのように実施しているか、設置場所の決め方 

7 労災の記録 (労働基準監督署への報告記録)、応急処置対応者への教育・訓練およびその実施記録はあるか 

8 労災の原因追求と是正は適切か、効果確認まで実行されるしくみか、従業員への周知をどのように行っているか 

9 怪我、急病人への対応はどのような対応にしているか 

10 応急処置対応者に認識表示はあるか (腕章、バッチなど) 

 

4) 産業衛生 

1 産業衛生における許可証、検査報告、免状が必要な作業場所はあるか 

2 有資格*者の数は十分か、取得計画はあるか 

*資格の例：有機溶剤作業主任者、毒物劇物取扱責任者、作業環境測定士、ボイラー技士、フォークリフト･クレーン運転    

           免許、玉掛け免状 等 

3 作業環境測定の記録はあるか 

4 化学物質の購入方法、申請ルート、SDS(安全シート)の入手方法等の保管･管理方法、担当部門 

5 装置、機材の性能検査証 (エレベーター、ボイラー、フォークリフト、昇降機など) 

 

5) 身体に負荷のかかる作業 

1 リスクアセスメントは実施しているか 

2 人力での最大重量を規定しているか 

3 不自然な姿勢での作業はないか、暗いところで作業していないか、閉鎖空間での作業はないか 

 

6) 機械の安全対策 

1 機械の使用について、請負社員、外国人労働者への教育はどのように実施しているか 

2 各検査証、許可証等は掲示されているか (クレーン、エレベーター、フォークリフト、ボイラー 等検査証) 
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3 各機械、設備の作業手順書はあるか 

4 インターロック、緊急停止などの設備点検は実施しているか 

 

7) 衛生設備、食事、および住居 

1 食材の温度管理、調味料の消費期限の管理、食堂の火災対策、救急箱の設置等が実施されているか 

2 食堂業者の営業免許、調理師表示、衛生に関する検査証等があるか、水の検査を行っているか 

3 食堂従業員の衛生検査、社員教育の内容や実施の有無 

4 寮の耐震性は万全か、消防設備(火災、ガス漏れ警報器、消火器、避難経路など)が設置されているか 

5 部屋、風呂、シャワー、トイレ、炊事場等の共同利用性や衛生状態に問題はないか 

 

8) 安全衛生のコミュニケーション 

1 安全衛生の教育は労働者が理解できる言語で実施しているか (内容、言語) 

2 薬品、化学物質のラベル表示は適切か、現場の警告表示は労働者が(外国人労働者も)理解できる言語か 

3 ヒヤリハット等の安全上の問題を提言できるしくみはあるか 

 

 

C. 環境 

1) 環境許可と報告 

1 保有施設*における許認可証 (設置届出書、氏名変更届、廃止届出書等) 

 *保有施設：大気、水質、騒音、振動、高圧ガス、危険物、浄化槽、毒・劇物、肥料製造設備等 

2 環境法令(省エネ法、温対法等)におけるエネルギー定期報告を行っているか 

3 各種届出および条例、協定等で定められた報告書類は期限内に提出しているか 

 

2) 汚染防止と資源削減、 3) 有害物質、 4) 固形廃棄物 

1 環境目的、目標の実施計画は策定されているか 

2 有害物質に該当するものを使っているか、取扱い(保管、移動、廃棄) に関する手順書はあるか 

3 廃棄物保管場所の表示があるか、3 方向の囲いがあるか、分別状態はどうなっているか 

4 廃棄物収集・運搬・処分業者との委託契約書、許可証、マニフェストは適切か、処分業者を決める規定はあるか 

5 産廃業者の現地監査は実施しているか 

 ※グループ会社間の産廃業者の監査結果の流用は NG。「自ら」の実施が適切 

 

5) 大気への排出 

1 排気について常時確認している項目はなにか 

2 自主基準値はどのようにして決定しているか 

3 煙突や燃焼状況をどのように確認しているか、頻度はどれくらいか 

4 工場がある土地の指定地域区分はなにか 

5 騒音測定について (測定点を決めた基準、騒音発生特定施設届出、規制値は何種か、異常時の措置は規定

されているか 等) 

 



25 

 

6) 材料の制限 

1 グリーン調達に関する社内基準があるか 

 

7) 水の管理 

1 工場で使用する水の水源はどこか、給水、廃水の経路はどうなっているか、廃水(排水)の種類 

2 法的要求を受けている設備はあるか、排水処理システムや受水槽等設備の点検頻度はどれくらいか 

3 上水受水槽設置位はどこか、受水槽エアー抜き、オーバーフロー配管に小動物等の侵入防止策がとれているか 

4 廃水(排水)の制御限界地、最終放流口、緊急時対応箇所 はどこか 

5 緊急時に制御可能な廃水をコントロールする手順はあるか 

 

8) エネルギー消費および温室効果ガスの排出 

1 エネルギー管理記録はあるか、スコープ 1、2 (P15 参照)で区分した管理となっているか 

2 エネルギー効率の改善や温室効果ガスの排出抑制の施策を検討、レビューしているか 

3 排出量の少ない方式で運用しているか (例:重油燃料ボイラー⇒天然ガス燃料ボイラーへの変更など) 

 

 

D. 倫理 

 

1) ビジネスインテグリティ 

1 ビジネス倫理に関する方針はあるか、周知されているか 

2 社員は利益相反をしないという誓約をしているか 

 

2) 不適切な利益の排除 

1 贈収賄を禁止する方針はあるか、接待に関する規定はあるか (する側、される側からの金額や回数) 

2 通報があった事例は記録に残しているか 

 

3) 情報の開示 

1 会計監査を受けているか (不正経理がないことを担保するしくみがあるか) 

2 年次報告で公開する情報に虚偽がないか確認するしくみはあるか (第三者による被監査等) 

3 製品情報を HP 等に掲載する際のルールはどのようなものか 

 

4) 知的財産 

1 知的財産保護について規定はあるか 

2 社外(顧客、サプライヤ)の秘密情報を守るルールがあるか 

3 機密文書の処理はどうしているか 
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5) 公正なビジネス、広告、および競争 

1 外部に製品情報を開示する場合、公開する情報をチェックするしくみはあるか (誤解を与える広告がないよう) 

2 WEB サイト、パンフレットの発行にあたり、どのようなプロセスでチェックしているか 

 

6) 身元の保護と報復の排除 

1 内部通報規定はあるか 

2 匿名でも通報が可能であり、通報者が保護されるしくみとなっているか 

 

7) 責任ある鉱物調達 

1 製品に高リスク鉱物(3TG(タングステン、錫、タンタル、金)、コバルト等)が使われているか 

2 高リスク鉱物に対するデューディリジェンスを実施しているか 

3 高リスク鉱物の調達先は特定され、調達先における人権侵害のリスクがないことを確認しているか。リスクの懸念が

ある場合は是正を働きかけているか 

 ※ 従来の紛争鉱物(3TG)のみならず、コバルト等採掘において人権侵害の懸念がある鉱物については｢高リスク鉱物｣として同等の 

対応が求められてきている。 

 

8) プライバシー 

1 プライバシー保護はどのように守られているか (情報管理に関するルール、確認するしくみがあるか) 

2 個人情報を電子データで管理している場合、アクセス権限の設定はあるか 

3 紙の場合は保管キャビネットに施錠をしているか (主に人事系、医務系) 

4 外部への持ち出しルールはあるか 

5 P マークを取得しているか 

 

 

E. マネジメント 

 

1) 企業のコミットメント 

1 労働、安全衛生、環境、倫理等に関して法令遵守および継続的改善への取り組みを表明している方針があるか 

2 上記について、現地の言語での掲示が施設内にあるか 

 

2) 経営者の説明責任と責任 

1 CSR 推進の責任者は誰か (組織図があるか)、責任者不在時にその職務を代行する人は決まっているか 

2 法令遵守のレビューの頻度はどのくらいか 

3 労務、倫理のマネジメントシステムはあるか、レビューは実施しているか 

 

3) 法的要件および顧客要求事項 

1 遵守すべき法令をチェックするしくみはあるか 

2 顧客からの要求はどのように管理しているか 

3 適用する法規制、顧客からの要求等の一覧はあるか 



27 

 

4) リスク評価とリスク管理、 5) 改善目標 

1 リスクアセスメントの手順および記録はあるか 

(環境:環境影響評価相当、安全衛生:化学物質、作業環境評価、倫理:内部統制の記録など) 

2 改善の目標値と進捗管理記録はあるか 

 

6) トレーニング 

1 行動規範の教育を実施しているか 

2 教育訓練計画は誰が作成するか、実施記録はあるか、受けるべき人が受けたかを確認する名簿はあるか 

3 教育訓練計画作成プログラムの規定はあるか 

4 社員に対し、会社情報や目標をどのように伝えているか 

5 サプライヤーへの教育を実施しているか 

 

7) コミュニケーション 

1 会社情報は WEB サイトで確認できるか (従業員：イントラサイト  顧客：公開 WEB サイト) 

2 サプライヤーへのコミュニケーションはどのように図っているか (説明会、懇親会等) 

 

8) 労働者のフィードバック、参加、苦情 

1 内部通報のしくみはあるか、そのしくみは取引先も利用できるか、匿名は認められているか 

2 通報内容のログは残しているか 

3 従業員から意見を拾うしくみはあるか (意見箱、改善提案など) 

 

9) 監査と評価、 10) 是正措置プロセス 

1 内部監査を実施する規定、計画書等はあるか 

2 内部監査は実施しているか、実施している内容はなにか 

 (例：行動規範を監視するしくみ、内部統制、経理プロセス、品質、環境、情報セキュリティ等)  

3 監査や社内外からの評価結果等に問題が見つかった場合に是正措置を行うしくみがあるか 

 

11) 文書化と記録 

1 文書管理、記録管理においてプライバシーを確保しているか 

2 文書管理規定はあるか 

3 機密文書の段階分けをしているか 

4 社員が秘密情報を漏洩しない規則になっているか、派遣社員、退職者への対応はどうしているか 

 

12) サプライヤーの責任 

1 サプライヤーに対して、契約書等により RBA 行動規範遵守の要請をしているか 

2 サプライヤーが RBA 行動規範を遵守していることを確認し、不適合部分について是正するプロセスはあるか 

3 製品材料のみならず、サービスを提供するサプライヤー (人材派遣、食堂、守衛等)に対しても、同様の確認がさ

れているか 

 


