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グルンドフォスは、高度なポンプソリューションのグローバルリーダーであり、水技術をリ
ードする企業です。グルンドフォスは、世界の水と気候の課題に対するソリューションを開
発し、人々の生活の質を向上させます。

さまざまな文化や伝統を越えて、独自の法律や規則を備えた幅広い管轄区域で事業を展
開する企業として、当社は持続可能なビジネス慣行に専念しています。これを達成するた
めの行程の重要な一環として、私たちは、世界的な人権、労働権、環境のベストプラクティ
ス、綿密なビジネスにおける誠実さをサポートし尊重する文化を育むことに取り組んでい
ます。その結果として、私たちはすべての従業員が法律を遵守し、常に倫理的に行動するこ
とを期待しています。

正式な行動規範で自身の倫理慣行の基準を定めているように、当社には、すべてのサプラ
イヤーに関連する要件を定めたサプライヤー行動規範があります。当社は、彼らが倫理、
人権、環境保護に対する私たちのアプローチを共有することを期待しています。これは、サ
プライヤーとの信頼関係を構築し、発展させる上で不可欠だと考えています。

私たちは、サプライヤーとの協働が成功にとって不可欠な部分であると考えており、私たち
全員にとってより持続可能なビジネス慣行を開発するためにサプライヤーと協力すること
を楽しみにしています。 

最高水準を守るという約束は単なる話ではなく、当社には、スタッフやビジネスパートナー
が利用できる内部告発システムがあります。グルンドフォスの従業員、または代理人が違
法または不適切な行為に従事したとサプライヤーが考えた場合は、この問題を会社に報
告する必要があります。これは、グルンドフォスの内部告発報告システム （http://grundfos.
whistleblowernetwork.net）を通じて行うことができます

序文

ピーター・トリリングスガード
グループ副社長
グループ・コミュニケーション 
および広報

シルビオ・ヴァンツォ
グループシニアバイスプレジデント
グループ 購入部



グルンドフォスは、確固たる価値観、高度の倫理基準、正直さと誠実さに基づいた評
判を持つ企業です。本サプライヤー行動規範は、当社の優れたビジネス倫理基準を
サプライチェーンに拡大する際の、グルンドフォスの行動規範を示しています。

当社は、サプライヤーに、適用される国内および国際法および規則、ならびに国際的に認
められた人権を遵守することを常に期待しています。

そして、グルンドフォスのサプライヤーが、グルンドフォスのサプライヤー行動規範を遵守
することを期待しています。本サプライヤー行動規範は、国連「ビジネスと人権に関する指
導原則」、国連グローバル・コンパクト、および国際労働機関(ILO)条約に基づいて構築され
た適用法および一般法原則に追加されたものです。 

当社は、グルンドフォスのサプライヤーに、自らのサプライチェーンにおける現代の奴隷制
と人身売買の防止と軽減を含む、この行動規範に準拠するために必要な手続きとシステ
ムを整備することを期待しています。

A. 一般規定



グルンドフォスのサプライヤーは、人権に関して適用される法令及び規則を遵守するもの
とします。グルンドフォスのサプライヤーは、人権を尊重し、事業活動のどの段階でも人権
侵害に直接的または間接的に関与しないことが期待されます。これを達成するために、サ
プライヤーは独自のデューデリジェンスを行うことが期待されています。それに加えて、以
下に定義されているように、特定の人権に関する一定の要件があります。

B. 人権

労働時間
サプライヤーは、通常の労働時間、残業時
間、休息日、休憩時間などの労働時間が、
該当国の適用される法律および規則に準
拠していることを確認する必要がありま
す。通常の労働時間の制限が法律で規定
されていない場合、その制限を週48時間
に設定する必要があります。 

残業時間は、適用される法律および規則
の範囲内、あるいは通常の労働時間と残
業時間の両方を含めて週あたり合計60時
間のうち、いずれか少ない方でなければ
なりません。すべての人は、7日間の期間
内に、24時間以上中断せずに、週に一度
の休暇期間を取る権利を有するものとし
ます。

児童労働と未成年者
の雇用
サプライヤーは児童労働を採用または雇
用してはなりません。労働者の最低年齢
は、15歳または製造国の国内法令によっ
て定められた最低年齢のいずれか高い方

となります。若年労働者については、最低
年齢以上で18歳未満の労働者を意味し、
危険でない労働のためにのみ雇用し、夜
間に雇用してはなりません。

施設では、ILO条約138およびその他の
関連するILO条約のすべての適用要素に
従って条件が満たされている場合に限
り、13歳から15歳までの人を雇用すること
ができます。

強制労働
いかなる強制労働も厳しく禁止されてい
ます。サプライヤーは、以下を含むがこれ
らに限定されない、すべての形態の強制
労働および/または人身売買の利用また
は利益を得ることを禁じられています。
• あらゆる形態の奴隷労働、契約労働、お
よび/または刑務所労働。 
• 移動の自由の制限。 
• 重要な個人の識別文書の原本の保持。
• 従業員が自発的に雇用を終了すること
を妨げる、その他の過剰な手段。



差別、公正かつ 
平等な待遇
いかなる差別も厳しく禁止されています。
サプライヤーは、メリットと資格に基づい
て雇用判断を行うものとします。サプライ
ヤーは、人種、皮膚の色、宗教、信条、性別
または性別表現、年齢、国籍または祖先、
病状、結婚歴、性的指向、精神的または身
体的障害または社会的地位に基づいて差
別してはなりません。グルンドフォスは、身
体的、心理的、口頭によるハラスメント、性
的またはその他あらゆる種類のハラスメ
ントを許容しません。

結社の自由と 
団体交渉
サプライヤーは、労働者の持つ、労働組合
に加入または結成する権利、および団体
交渉を行う権利、あるいは該当する場合
は加入しない権利を尊重するものとしま
す。関係国の法律および規則により結社の
自由や団体交渉が制限されている場合、
従業員は独立した自由な団体交渉のため
に類似方法を自由に示すことができます。

賃金と給付金
サプライヤーは、基本賃金、福利厚生、残
業を含む、適用される法令および/または
関係国の団体交渉協定に準拠した賃金お
よび福利厚生を提供するものとします。賃
金は、期限内および合意された期間内、ま

たは現地の法律・規則に従って支払うもの
とします。控除は常に透明であり、懲戒措
置として使用してはなりません。 

雇用条件
サプライヤーは、雇用契約に関して、関係
国の現地法および規則の要件をすべて
遵守するものとします。法令および規則
がない場合、サプライヤーは、雇用条件を
概説する書面による雇用契約を提供する
ものとします。サプライヤーは、対象とな
る場合、年次休暇、産休、育児休暇、社会
保障を含めた、各国の国内用および規則
によって必要とされたすべての利益を提
供するものとします。見習いと一時的およ
び代替的な雇用制度を、雇用給付を回避
するために使用してはなりません。



当社のサプライヤーは、主要な環境リスクおよび最も関連する側面（材料/包装、エネルギ
ー、水、排出量/廃水など）を積極的に管理することを期待しています。環境リスク管理には、
主要リスクのマッピングやリスク軽減措置の実施が最低限必要です。最も関連性の高い環
境側面の管理には、環境への悪影響を低減するための問題の特定と実施が含まれます。

D. 環境

当社のサプライヤーは、グルンドフォスの希望に沿って、労働者に安全で健康的な労働条
件を提供することに組織的に取り組むことを期待しています。これには、最小限として、安
全に関する事故が記録されていること、およびサプライヤーが従業員の健康と安全を保護
するために法的義務を超えて、リスクを抑えることに積極的に取り組むことなどが含まれま
す。危険には、労働安全衛生、緊急対応、清潔な水、衛生、衛生施設へのアクセスが含まれ
ますが、これらに限定されるものではありません。

C. 健康と安全

E. ビジネス倫理と整合性

グルンドフォスは、多くの国、文化、伝統、現地の法律や規制をまたがり事業を展開し、優れ
たビジネス倫理を開発し維持することに強く取り組んでいます。また、サプライヤーが深く
関与することも期待しています。



贈収賄防止
いかなる贈収賄も厳しく禁止されていま
す。サプライヤーは、取引の履行中に賄賂
や便宜のための支払いの勧誘、受け入れ、
提供、支払いを行ってはなりません。

機密性、データ保護、
データセキュリティ
サプライヤーは以下を行わなければなり
ません。
• グルンドフォスおよび当社に代わって
提供される機密情報または個人データは、
明示的に許可され、適用される法律およ
び規則に従っている場合に限り、使用され
ることを確認する。これは、グルンドフォス 
との取引関係が終了した後にも適用され、
関連する場合は、グルンドフォス を扱う際
のデータ処理と IT セキュリティに関する 
EU の規制に準拠する。  

知的財産権
サプライヤーは、明示的に許可され、適用
される法令に従って、著作権、特許、意匠、
商標を含むがこれらに限定されない、グル
ンドフォスおよびその他の第三者の知的
財産が、関連する契約に従って使用およ
び使用許可を与えられていることを保証
するものとします。

接待、旅行、贈答品、 
個人的便益
サプライヤーは、以下のすべての基準を満
たす場合に限り、グルンドフォスの従業員
に娯楽、贈答品、個人的な利益を提供する
必要があります。
• 娯楽、贈答品、個人的な利益は、地元の
習慣や通常のビジネス慣行に準拠してい
る。
• 娯楽、贈答品、個人的な利益は、賄賂と
して解釈したり、サービスと引き換えに与え
ることはできない。
• 娯楽、贈答品および個人的な利益が、サ
プライヤーの法律、規制または内部規則に
違反していない。  
• 公に開示された場合、娯楽、贈答品、個
人的な利益が不適切にはみえない。 
• イベントを手配するサプライヤーは、そ
のようなイベントに参加するグルンドフォ
スの従業員に、旅行費や夜間の費用を支払
うことを申し出てはいけない。  

輸出管理と制裁
サプライヤーは、適用されるすべての輸
出、再輸出、輸入法規を遵守するものとし
ます。



F. 評価と是正措置

グルンドフォスは、サプライヤーがグルンドフォスサプライヤー行動規範に準拠しているこ
とを実証できるように期待しています。グルンドフォス は、次のサプライヤー行動規範のパ
フォーマンス評価ツールを展開します。
• オフサイト評価:
サプライヤーは、電子形式での依頼に応じて、この行動規範に準拠している明確な証拠を
提供することを約束します。グルンドフォスによって任命された第三者サービスプロバイダ
は、オンライン評価を処理し、サプライヤーは、評価プロセスを完了するためにサービスを
契約する完全責任を負います。サプライヤーは、必要な情報をすべて入力し、申請をサポー
トする書類を提出する必要があります。グルンドフォスがこの期限延長の要求を承認しな
い限り、サプライヤーの返信提出期間は4週間設けられています。

• 現場でのサステナビリティ監査:
グルンドフォスは、現場監査とフォローアップ監査の２種類を実施しています。現場監査は
事前にサプライヤーに告知をした上で実施されますが、フォローアップ監査は事前告知な
しで実施する場合があります。サプライヤーは、現場の監査人に対して、面接に必要な文書
および、労働者への面接のアクセスを準備し提供する必要があります。サステナビリティ監
査は、グルンドフォスまたはグルンドフォスの代理となる第三者のいずれかが実施します。 
グルンドフォスの代理として行動する第三者監査人は、機密保持義務を負います。

物質的コンプライアンスと紛争鉱物  
サプライヤーは以下を行わなければなりません。
• グルンドフォスに届けられたすべての商品が、有害物質や紛争鉱物を含む物質の禁止お
よび制限に関するすべての適用法令を遵守していることを確認する。
• 要求に応じて、かつ適時に、グルンドフォスが指定したプラットフォームを通じて、配給さ
れた商品の物質に関連する、かつ合理的な情報をグルンドフォスに提供する。

適正競争
サプライヤーは、適用されるすべての競争法規に沿って事業を行うものとします。



査定及び換算中のコンプライアンス違反があった場合、サプライヤーは特定の問題に対処
するための是正措置計画を提出する必要があります。是正措置計画は、所定の期間内に実
行する必要があります。行動計画は、パフォーマンスの問題をフォローアップするグルンド
フォスの代表者の合意を得なければなりません。サプライヤーは、グルンドフォスに影響を
与える可能性のある本グルンドフォスサプライヤー行動規範への不遵守を当社に通知する
ものとします。

G. 規約に準拠していない場合 

当社は、既存のサプライヤーベースにおけるグルンドフォスサプライヤー行動規範に関す
るパフォーマンスの向上を目指しています。 そのため、一部のサプライヤーおよびサプライ
ヤーグループに関連する持続可能性の問題についてのトレーニングを提供します。常にサ
プライヤーに期待している点を伝えます。当社は、サプライヤーの評価の一環として、グルン
ドフォスサプライヤー行動規範でのサプライヤーの業績を検討し、サプライヤーのパフォ
ーマンスを向上させるためのインセンティブを創出します。グルンドフォスは、サステナビリ
ティ監査の結果をフォローアップし、期待される行動をサプライヤーに伝えます。グルンド
フォスは、サプライヤーの行動規範のパフォーマンスを評価するために使用されるレポー
トと記録が機密扱いされることを保証します。 

H. グルンドフォスの責任 
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