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正しいことを 
するのに 

時を選ぶ必要は 
ありません。 

—マーティン・ルーサー・キング・ジュニア
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倫理、コンプライアンス、高潔性は Westinghouse で事業を遂行するのに非常に重要な
要素です。私たちはこれらの各分野においてうまく遂行し、私たちの位置を維持しなければ

なりません。これらはすべて私たちの 事業を進めていくライセンスとして非常に重要です。

日々、私たちが事業を推進する、またはしようと計画しているそれぞれの状況、それぞれ
の国において、私たちは全員、当社のグローバル倫理規範に記載されている倫理的商慣

行に従わなければなりません。必要なときはいつでも、当社の倫理商慣行について同僚、
請負業者、パートナーに注意喚起をし、私たちのあり方を定義する行動として自分自

身で体験してください。そうすることによって、私たちは正しい行動をしていることや
力強い倫理文化を維持していることに確信を持つことができます。各従業員は、当社

の核となる誠実さを維持することは、すべての状況において常に責任があります。

当社の規範の更新版を毎年ご紹介できることを大変うれしく思います。従業員トレ
ーニングと併せて、当社の規範は自分たちに要求されるものは何か、そして私たち
が事業を遂行するにあたって順守しなければならない法律を私たち全員が理解す

る手助けになります。当社の規範とトレーニングはまた、私たちが疑問や懸念を持つ時
にはいつでもサポートを与えてくれるリソースを説明してくれます。重要なリソースの一

つは、Global Ethics and Concerns Helplineで、規範に記載されているように、皆様
は完全機密でいろいろな方法でここにアクセスすることができます。Westinghouse は問

題を報告する者に対する報復を一切容認しない、ということを忘れないでください。

私たちは同僚、顧客、規制機関、ステークホールダー、そして自分自身
に対して、常に最高の高潔さを持って行動する義務がありま

す。皆様と一緒に Westinghouse の偉大な遺産と伝
統を推進していけることを誇りに思います。そし

てこれから先、私たちの事業を力強く維持
していく世界的な倫理実践の達成に向け

て皆様と協働していきたいと思います。

敬具 

 

 
 

 
 

Patrick からのメッセージ

Patrick Fragman 
President and Chief Executive Officer
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これは私の規範です
エレオノラ
ベルギー、ニヴェル
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職場における誠実さとは、単に法律、Westinghouseグローバル倫理規範、そしてポ

リシーや手順に従うというだけのこと以上のものです。誠実であろうとすれば、尊敬

の念をもって他者に接し、Westinghouseの内外において人に公正に接しようという

断固たる決意が必要になります。

誠実さの文化を作り上げ維持することは、Westinghouseの将来的な成功には欠かせ

ません。

Westinghouseの力、Integrity at Our Core（当社の核となる誠実さ）の力は、社

員の内側から湧き出てくるものです。 

日々、正しいことをするかしないかは、私たち自身が決めることです。

これは当社の規範です。

これは当社の規範です
タイラー、パテリク、ドゥリュー、スタンレー、ファン
米国、ペンシルベニア州、マディソン

当社の核となる誠実さ
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Westinghouseには、チーフコンプライアンスとリスクに関する最高責任者
（Chief Compliance and Risk Officer）の下に、独立した倫理とコンプ
ライアンスのプログラムがあります。グローバル倫理とコンプライアンス
組織（Global Ethics and Compliance organization）は、倫理的な判断
を促し、非倫理的なふるまいを防止したり発見したりするためのコンプラ
イアンスのプログラムを管理します。強力な倫理とコンプライアンスのプ
ログラムがあることは当社の成功に重要である一方で、コンプライアンス
は、Westinghouseの全従業員の責任です。 

グローバル倫理とコンプライアンス組織（Global Ethics and Compliance 
organization）は、効果的なコンプライアンスプログラムを維持するために、 
人と文化、財務、内部監査、サプライチェーン、グローバル従業員懸念プログ
ラム、セキュリティなどを含むビジネスユニットおよびグローバル機能と協力
しています。 当社のグローバルコンプライアンスリエゾンネットワークは、
組織の倫理およびコンプライアンス関連の質問に回答できるように設計されて
います。  

このグローバル倫理規範は、当社の倫理とコンプライアンスのプログラムの重
要な要素であり、Westinghouse従業員全員のために、倫理的ふるまいの基準
を書面にて設定するものです。 

グローバル倫理とコンプライアンスのプログラム

• ビジネスを合法的かつ倫理的に行うという約束 

• 懸念を調査し対応するための機密プロセス 

• 倫理的および順守に関する問題へのサポート

皆さんのヘルプチェーン（Help Chain）

倫理とコンプライアンスに関連する質問や懸念は、以

下のどれかに連絡して、Westinghouseヘルプチェーン

（Westinghouse Help Chain）に応対してもらいましょう。

•   管理チームのマネジャーまたはいずれかのメンバー

•   皆さんの人事部担当者

•   グローバル倫理とコンプライアンス組織（Global Ethics 

and Compliance organization）

•   グローバル従業員の懸念プログラム（Global Employee 

Concerns Program）

•   機密グローバル倫理と懸念のヘルプライン（Confidential 

Global Ethics and Concerns Helpline）

•   法務部

•   内部監査

•   グローバルコンプライアンスリエゾンネットワーク

• 倫理とコンプライアンスに関するトレーニング 

• 懸念を提起したことへの報復は決して許さない

グローバル倫理とコンプライアンスのプログラム

利害の対立

コンプライア
ンスプログラ

ムの要素

仲介者

取引

独占禁止

贈答品と接待 人権

データの
プライバ

シー

慈善活動へ
の寄付

共同事業の
コンプライ

アンス

プログラ
ムの管理

書面化された
基準と手順

トレーニング
とコミュニケ

ーション
機密の報告 監査と監視 応答と防止策 強化と訓練

グローバル
コンプライ
アンスリエ
ゾンネット

ワーク



—チャールズ・マーシャル

誠実さとは、
その必要がな
い場合でも正

しいことを行う
ことで、誰も
見ていなくて
も、誰にもわ
からなくても

「

」
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私の規範

* WesDyne International LLC（以下「WesDynwe」）には、別個の業務倫理規範があり、その規範に則
って企業は統治されています。WesDyneは、米国の施設の安全検査を担っており、特別セキュリティ協定
（Special Security Agreement - SSA）に基づき運営されています。Westinghouseおよびその関連会社
は、SSAに基づき承認されている場合を除き、WesDyneが機密プログラムに参加したり、機密契約を実施す
ることに対し、コントロールしたり影響を与えたりすることはできません。会社の従業員は、WesDyneとの
やり取りのすべてにおいてSSAに従う必要があります。随時、機密作業については特別な条件に基づき会社が
調査される場合があります。機密情報のすべては米国の法律に従って保護される必要があります。機密情報に
不正にアクセスすることは、民事および刑事罰の対象となります。

グローバル倫理規範がある理由は?

当社のグローバル倫理規範は、日々の業務判断を下す際の
手引きであり、簡単な努力と当社の企業価値の上に築かれ
たものです。常にIntegrity at Our Core（当社の核となる
誠実さ）に従ってビジネスを行ってください。間違った行
為や倫理的に問題ある行為を目撃した場合、これらは当社の
規範（グローバル倫理規範）に対する違反であり、皆さん
にはWestinghouseヘルプチェーン（Westinghouse Help 
Chain）によって報告をする義務があります。

規範（グローバル倫理規範）を使用する必要が
あるのはどのような場合ですか?

• 倫理とコンプライアンスにおける大きなリスクがあるエリ
アについてを理解するため

• 倫理的なジレンマに直面した場合のリソースとして
• Westinghouseヘルプチェーン（Westinghouse Help

Chain）についての情報を見つけるため

規範（グローバル倫理規範）を適用されるのは
誰ですか?

当社の規範（グローバル倫理規範）は、Westinghouseの完全所有ま
たは管理下にある子会社、関連 会社、および合弁企業の従業員全員
に適用されます。*規範（グローバル倫理規範）はまた、当社の役
員と取締役会にも適用されます。当社では、下請業者、コンサルタ
ント、代理 店、サプライヤー、およびWestinghouseと協業するま
たは Westinghouseの代理として業務を行うその他のビジネスパ ー
トナーに対しても、当社の規範（グローバル倫理規範） を順守して
もらうことを期待しています。

ートナーに対しても、当社の規範（グローバル倫理規範）
の精神を順守してもらうことを期待しています。 

規範（グローバル倫理規範）の免除

本規範（グローバル倫理規範）の免除はいかなる理由であ
れ、コンプライアンスとリスクに関する最高責任者（the 
Chief Compliance and Risk Officer、法律顧問、および取
締役会の監査委員会委員長の承認を受ける必要があります。

当社の規範（グローバル倫理規範）を守る

グローバル倫理規範を順守することは、全従業員にとって必
須です。私たちは、関連する法律、規制および政府のポリシ
ーのすべてに従う必要があります。当社の倫理的な義務とし
て、原子力の安全性を尊重する文化において受け継がれてき
た、疑問を抱くという態度を維持することが必要です。 

重要なことですが、私たち全員は、規範（グローバル倫理規
範）に対する違反すべてを、ヘルプチェーンより報告する義
務があります。これらには、法律違反、独占禁止法に関する
問題、賄賂、金融詐欺、記録の改ざん、ハラスメント、また
は貿易コンプライアンスの問題などがあげられますが、 こ
れらに限定されるものではありません。  

私たちは、法律、グローバル倫理規範、およびポリシーと手
順のすべてに従う必要があります。これらの主要な原則に対
する違反は、民事または刑事罰を受ける可能性があるだけで
はなく、法律の許容範囲内において、最大で解雇を含む懲戒
処分を含めた、深刻な結果を引き起こす場合があります。

従業員の責任

•• グローバル倫理規範の理解と維持
•• 最高の倫理をもってビジネスを行うことにより、Westinghouse

の価値観と文化への取り組みを実証する
•• 関連する法律と規制を知り、従う
•• 声をあげてください。規範（グローバル倫理規範）に対する違

反のすべてをヘルプチェーン（Help Chain）に報告してくだ
さい。

•• 内部調査の際には、協力し真実を述べてください

リーダーの責任

従業員の責任すべてに加え以下があります。

• あなたに報告する者が、当社の規範（グローバル倫理規範）に従って業務
を実施するために必要な情報とトレーニングを受けることを確認してくだ
さい。

•• 開かれたコミュニケーション、フィードバック、話し合いを推奨してくだ
さい。

•• 従業員が質問をし、懸念を提起する際に、あなたもそれを聞いてあげられ
る状態でいてください。

•• 倫理的なふるまいを認識し称賛してください。
•• すべての懸念を真剣に受け止め、直ちにフォローアップしてください。
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正しい選択をすることは、Westinghouseでの業務の一環です。当社の規範 
（グローバル倫理規範）は、私たちが従う必要のある可能性のある法律のすべ
て、または私たちが遭遇する可能性のある倫理的状況のすべてを取り扱ってい
るわけではありませんが、世界中の全従業員が倫理的な行動を取り、倫理的な
判断を下すための枠組みを提供しています。以下の質問を、正しい選択をする
ための手引きにしてください。 

以下の質問のいずれかの回答がはっきりしないか、または「いいえ」である場
合、Westinghouseヘルプチェーン（Westinghouse Help Chain）から直ち
に指示を求めてください。

• 管理チームのマネジャーまたはいずれかのメンバー
• 皆さんの人事部担当者
• グローバル倫理とコンプライアンス組織

（Global Ethics and Compliance organization）
• グローバル従業員の懸念プログラム（Global Employee Concerns Program）
• 機密グローバル倫理と懸念のヘルプライン

（Confidential Global Ethics and Concerns Helpline）
• 法務部
• 内部監査
• グローバルコンプライアンスリエゾンネットワーク

正しい選択をする

質問: 規範（グローバル倫理規範）への違
反を目撃した場合、倫理と懸念のヘル

プライン（Helpline）に電話するか、または上司
および/または人事部とその問題について話し合
う必要がありますか? 

回答: 倫理と懸念のヘルプライン（Ethics
and Concerns Helpline）は、質問を

したり懸念を提示したりするのに利用できる 複
数の方法の一つに過ぎません。上司または人 事
部とこの問題について話し合い、それがため ら
われる場合は、Westinghouseヘルプチェー ン
（Westinghouse Help Chain）にある他の 方法
で報告してください。グローバル倫理とコンプラ
イアンス組織、法務部、内部監査、またはグロ
ーバルリエゾンなど、その他の管理者に連絡した
り、グローバル従業員の懸念プログラム（Global
Employee Concerns Program）を使用して く
ださい。あなたの懸念が解決されないようで あ
れば、グローバル倫理と懸念のヘルプライン
（Global Ethics and Concerns Helpline）に連
絡してください。

私は正しい選択をしているでしょうか?

法的に問題は
ないだろうか?

自分の行動
は、他者を傷
つけていない

だろうか? 自分の行動に 
誇りをもてるか?

私の行動は、私
の同僚の目にも
適切に見えるか?

私は、意思決定
のプロセスにお
いて、適切な人
々に関わっても
らっているか?

私の行動は、会
社の肯定的な評
判を後押しする

ものか?

これらの質問のすべてにつ
いて回答がはい である場合
は、先に進んでください。

いずれかの質問への回答が いいえ である
場は、その行動は不適切である可能性があ
るので、先に進む前に（Help Chain）を
通じ追加指導を求めてください。

私の行動は、 
規範（グローバ
ル倫理規範）や
価値観に沿った

ものか?

はっきりしない場合は、 
WESTINGHOUSEヘル 

プチェーン（WESTINGHOUSE HELP 
CHAIN）をに助けを求めてください。
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多様性、差別のないこと、そして平等雇用機会

当社は、機会の平等と差別をしないことに関する全ての適用法と規制に従

っています。当社では、いかなる形の差別も容認していません。多様性を

受け入れることは、正しいことです。多様性のある労働力を構築すること

により、当社は競争力において優位性を獲得し、より多くの情報をふまえ

てビジネス上の判断を下せるようになり、世界中の多様なお客様に対しよ

り良いサービスを提供することが可能になります。 

差別やハラスメントのない職場環境へのとりくみ 

当社では、攻撃的なふるまいや、いかなる理由によるいかなる種類のハ

ラスメントもない職場環境を提供するために尽力しています。

当社では、国連世界人権宣言（United Nations Universal

Declaration of Human Rights）およびその他の該当する国

際機関の精神と意図に沿うように、業務を実施しています。

当社は次のものを容認しません。

• 敵対的、攻撃的、または屈辱を与えるような行動

• 望まれない身体的な接触

• 性的なハラスメント
• 宗教的・政治的信条またはその欠如に基づくハラスメン

トまたは差 別
• 年齢、肌の色、人種、民族的出自、性別、性的指向、障

害の有無、または何であれ職務に関係のない特徴（法的

に保護されたもの）に基づくハラスメントまたは差別

• 個人の従業員や複数従業員に向けられた、口頭による、

或いは書面の、または画像で示された声明 

当社では、意見の違いを奨励し、報復を恐れることなく、全従

業員が自由に質問し、懸念を提起できるような環境を作り上げ

ています。  

他者に敬意を払う

質問:  私は、差別され不公正な対
応を受けることについて、現

地の労働法が特定の民族グループを保護し
ていない国にある会社で勤務するよう業務
を割り当てられています。この国において
従業員に対処する場合、どのようにしたら
よいのでしょうか? 

回答:  Westinghouseは、職場にお
けるあらゆる種類の差別また

はハラスメントを容認しません。全従業員
に、公正かつ敬意をもって対応する必要が
あります。 

さらに詳しい情報については、All Forms of 

Harassment Prohibited および/または Equal 

Employment Opportunity と、現地国のポリ

シーを参照してください。

これは私の規範です

ジェニファー
米国、ペンシルベニア州、クラ
ンベリータウンシップ
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当社のお客様とサプライヤー 
を尊重する

安全で効率的なソリューションとして、原子力産業の第一指名社になる
というWestinghouseのビジョンを実現するには、当社のお客様とサプラ
イヤーは、なくてはならない存在です。当社は、約束しているものをお届
けするのと同時に、お客様やサプライヤーに対して倫理的に、敬意をもっ
て、また公正に対応する必要があります。   

お客様 

当社とお客様との契約は、常に書面で行い、当社のポリシーと適用法に従
っている必要があります。当社のお客様に対処する場合、当社は常に次の
ようにします。

• 当社の優れた商品、お客様サービス、そして競争力のある価格に基づ
き、ビジネスを獲得します。

• 当社のサービスと製品を正直にそのまま提示します。
• 一貫して約束を守ります。
• 不公正または誤解を生むような取引のやり方を回避します。
• 高品質のお客様サービスに力を入れます。 
• お客様の現場の要件、ポリシー、手順に従います。

質問: 私は、新規契約のための入札
プロセスを監督しています。韓

国で検討していたあるベンダーは、技術的な
仕様をすべて満たしており最安値であったた
め、入札に勝つものだと思っていました。私
の上司は、別のベンダーを選ぶよう指示して
きたのですが、そのベンダーは価格が高く技
術的な基準も満たしていませんでした。 

回答: あなたの責任
は、Westinghouseのために最

も価値のある提案を求めることです。この場
合、あなたは、上司に対しなぜ別のベンダー
を選ぶのかを質問するのがよいでしょう。上
司とこの状況について話し合うことに戸惑い
を感じる場合、Westinghouseヘルプチェー
ン（Westinghouse Help Chain）にある別
の方法で懸念を提起してください。

さらに詳しい情報については、Westinghouse 

Supplier Code of Conduct および現地国のポリシー

を参照してください。

サプライヤー

当社は、当社自身が維持しているのと同じ基準の誠実
さをサプライヤーにも維持してもらっています。全サ
プライヤーは、Westinghouseのサプライヤー行動規範
（Westinghouse Supplier Code of Conduct）に従う必
要があります。 

当社は、自分たち自身が望む方法で、サプライヤーにも対
応します。サプライヤーとやり取りする際には、当社は常
に次のようにします。 

• 会社にとって最高の価値のある提案を求めます。
• サプライヤーとの関係すべてに、利害の対立がないこと

を確認します。 
• 受け取った商品とサービスにおいて、サプライヤーには

期日通りに支払いを行うことを確認します。
• サプライヤーの価格設定を機密にたもちます。
• サプライヤーが当社の基準に従わない状況について報告

します。

当社の基準に違反するサプライヤー、安全ではない製品や
サービスを提供するサプライヤー、または法律に従わない
サプライヤーとは、当社はビジネスを行いません。これに
は、例えば英国現代奴隷法（UK Modern Slavery Act）
、および世界人権宣言（United Nations Convention on 
Human Rights）のような世界的な取り組みや、人権と反
奴隷制に関する国固有の法律に従うことも含まれます。

米国、サウスカロライナ州、
コロンビア
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これは私の規範です
ルーク
米国、ペンシルベニア州、ニュースタントン
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質問: 私の友人は、英国の別の原子
力技術のベンダーに勤務して

います。私たちが夕食にでかけた際、彼
女は、彼女の会社が入札中のプロジェクト
でWestinghouseも入札中のプロジェクト
に関連する価格情報について、話し始めま
した。彼女の会社の価格に勝てるよう、私
は、Westinghouseの入札担当チームにこ
の情報を伝えるべきなのでしょうか?

回答: いいえ、あなたはこの情報を伝
えるべきではなく、あなたの友

人に対しこの種類の情報をあなたに言わな
いようにお願いする必要があります。法律
に違反し、当社の規範（グローバル倫理規
範）に違反することになるため、この情報
を入札担当チームに伝えてはなりません。
当社の規範（グローバル倫理規範）には、
公正な競争を尊重することも含まれていま
す。内部価格情報といえるものを持つと、
当社の入札に影響を与えることになり、当
社の規範（グローバル倫理規範）への違反
となります。自分がこのような状況にある
と気づいたら、この会話は適切ではないと
感じる旨を伝えて離席し、できるだけ早く
上司に連絡をする必要があります。あなた
の上司に連絡できない場合、または連絡し
たくない場合、Westinghouseヘルプチェ
ーン（Westinghouse Help Chain）の別の
方法から懸念を提起してください。

当社は、公正かつオープンに競争し、このことによって当社のお客様とコミ

ュニティは恩恵を受けます。当社の製品とサービスが良いから、当社は勝つ

のです。競争法と独占禁止法は非常に複雑ですが、この法律に従わないと深

刻な結果をもたらすことがあります。 

競合先

独占禁止法は、価格や契約条件のように競争において影響の大きい要素に関

する判断を下す場合、各会社が独立して行うことを促すものです。次のこと

を競合相手と行ったり、話し合ってもなりません。話し合うだけでも違法と

なる場合があるからです。

• 価格を固定、または調整する。

• 入札談合または不正入札を促す。

• 特定のお客様またはサプライヤーを排斥する。

• 価格、利益、または利益幅について、競合先と情報を共有する。

• 市場、領域、またはお客様を分け合ったり割り当てたりする。

• 価格に関する非公開情報またはその他何らかの競争に関する情報を競合先

と交換または共有する。

• パートナーまたはサプライヤーと取引を交代で行うことに同意する。

競争先は、同時にサプライヤー、お客様、またはパートナ
ーである場合もあります。 

エネルギー産業において、あるプロジェクトにおける競合先が別のプロジェ

クトではサプライヤーまたはお客様で、また別のプロジェクトではパート

ナーであることは、よくあります。この独自の繋がりは、チャンスとリスク

の両方をもたらします。不公正な競争または機密

ビジネス情報や専有情報の漏洩につながりかねな

い情報を意図的に、または偶然に共有したり話し

合ったりすることがないよう、とくに注意する必

要があります。競争を妨げるような何らかの不適

切な行動がとられているかもしれないと思う場合

は、Westinghouse法務部に相談してください。

公正に競争する

さらに詳しい情報について

は、Competitive Law Compliance 

Manual および現地国のポリシーを参照

してください。

スチュアート
英国、スプリングフィールド
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質問: 当社の顧客である州所有の水
道・電力会社に勤務するマネジ

ャーが、フランスにある当社の施設の一つ
を視察したいと言いました。彼らが航空券
とホテル滞在費を支払いますが、出張を手
配し地元での移動手段を用意するため、実
務的な支援を当社が提供できないかと尋ね
てきました。彼らはまた、Westinghouse
が彼らを夕食に招待し、地元で接待してく
れないだろうか、とも尋ねてきました。こ
れは許可されますか?

回答: 公的職員および政府所有ま た
政府管理の法人の従業員の訪

問を支援することはできますが、法務 部
とグローバル倫理とコンプライアンス 組
織（Global Ethics and Compliance 
organization）により事前に承認されてい 
る場合のみです。当社の製品とテクノロジ 
ーを、意思決定をする権利を持った人やパ 
ートナーになる可能性がある政府職員にプ 
ロモーションしたりデモンストレーション 
したりすることは許可されますが、個人的 
な利益を提供することで影響を与えようと 
してはなりません。食事、もてなし、接待 
は当社の企業ポリシー、適用法、および政 
府、お客様またはサプライヤーのポリシー 
に従っている必要があり、とりわけ公的職 
員に関しては一層厳しくなります。 

Westinghouseには、あらゆる形態の賄賂と腐敗を一切容認しないというポリシ 
ーがあります。決して賄賂を提供せず、与えず、求めず、または受け入れてはな 
らず、腐敗的ふるまいと見えるようなあらゆる行為も避けてください。

Westinghouse汚職及び腐敗防止方針（Westinghouse anti-corruption 
policy）および当社が業務を行う国々の反腐敗/汚職の法律すべてに従ってく だ
さい。これらには、その他の国際的な反腐敗/汚職の法律と同様に、連邦海 外腐
敗行為防止法（US Foreign Corrupt Practices Act）、2010年贈収賄法（UK 
Bribery Act）が含まれます。

国によっては、仲介業者を使用してビジネスの獲得を支援したり、政府の規制
を満たすことは、ビジネスを保護するための一般的な慣行です。しかし、仲介人
を使うと、腐敗が発生するリスクが上がります。仲介人とは、ビジネスを獲得 
し、維持し、もしくはビジネスを指揮したり、会社の製品および/またはサービ 
スを卸したり再販すること、または政府要件を満たすのを支援することを目的と
して、会社を代表したり、その代理として行 動したり、または会社と協力して
行動したりする第三者のことを指します。仲介 人の例として、ブローカー、歩
合制の販売代理人、コンサルタント、税関通関業 者、流通業者、および輸送ま
たはロジスティック業者が含まれます。

直接および間接的に（すなわち、仲介人の関与や、仲介人を介するもの）の
賄賂の受け渡しをするのは禁じら れています。すべての新規の仲介人との
関係は、Westinghouse法務並びにグロ ーバル倫理とコンプライアンス組織
（Westinghouse Legal and Global Ethics and Compliance organization）
により、全世界的において承認される必要 があります。全仲介人は、リスク
ベースの適正評価を受けて吟味され、毎年反汚職認定書 に署名をする必要があ
り、Westinghouse汚職及び腐敗防止方針（Westinghouse anti- corruption 
policy）のトレーニングを受けることが義務付けられています。

当社のポリシーではまた、円滑化のための支払いや、賄賂を禁じています。税関 
を通らせたり、許可証を発行したりというような、公的な政府職員にとっては通
常は義務であ る業務を円滑に、より迅速に行ってもらうため、政府職員に対し
て少額の支払いをすることが あります。

公務員、その近親者、またはウェスティングハウスを不適切に支持する能力があ
ることが知られている同様の個人への雇用の申し出は、賄賂と見なされる場合が
あります。このため、公務員、その近親者、または公務員と密接な関係があるこ
とがわかっている個人を雇用または雇用する前に、法務部門および倫理およびコ
ンプライアンス部門からの事前承認が必要です。

従業員は、仲介人が関与しているかもしれないという申し立てを含め、腐敗 や
汚職があるという事実や疑いを、グローバル倫理とコンプライアンス組織

（Global Ethics and Compliance organization）に直ちにまた積極的に報告
しなければな りません。Westinghouseは、善意で申し立てを行った人に対す
る報復を禁止しています。

Westinghouse汚職及び腐敗防止方針（Westinghouse anti-corruption 
policy）および関連する法律を含め、グローバル倫理規範およびポリシーに対す
る違反は、民事または刑事処分を受ける可能性があるだけではなく、法律の許容
範囲内において最大で解雇を含む懲戒処分を含めて、深刻な結果を引き起こす場
合があります。

汚職と腐敗の防止

さらに詳しい情報については、Anti-Bribery and Corruption Policy 

and Global Intermediary Proceduresを参照してください。 

賄賂とは何ですか? 

賄賂とは、ビジネス上の意思決定に不当 

に影響を与え不正なビジネス上の利益を 

もたらすこと/または取得することを意

図して、価値あるも のを提供、提供の約

束、贈与、受領する行為です。状況によ

って「意図」は明示されずとも暗示され

ます。賄 賂には次が含まれます。

• 現金、現金の同等物、および/または

貸付

• 贅沢な贈答品、もてなし、出張と接待 

• 雇用の提供

• ビジネスや個人に関するその他の優遇

• 慈善寄付または政治献金
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これは私の規範です
アニーズ
米国、ペンシルベニア州、クランベリータウンシップ
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政治的活動と献金
Westinghouseの従業員は、会社の業務中に米国および外国の公務員と
面談する前にWestinghouse政府関連業務部門に報告し、公務員とのす
べての通信について、政府関連業務部門にその通信の複製を提出する必
要があります。

従業員は、個人的な政治献金や、自分の個人の時間をつかって自ら選ん 
だ候補者や組織のためにボランティア活動をしたりして、政治的活動を 
支援するように推奨されています。その際は、次の規則に従ってくださ
い。

• 政治活動に参加する場合には、個人の自由時間をつかって自費で行
ってください。 

• 政治的な目的のために会社のリソースを利用してはいけません。 
• Westinghouseの代理として政治献金を行ったり関与したりしては

い けません。 
• 業務時間中または会社の施設内で、政治目的または政治の候補者の

ために、同僚従業員からの献金を募ってはいけません。 
• 何らかの政治活動に参加したり、政治献金をするように職場で圧

力をかけられていると感じる場合、Westinghouseヘルプチェーン
（Westinghouse Help Chain）を通じて報告してください。

外国人（米国外）の候補者またはキャンペーンに政治献金を募る、ま
たは行うつもりの場合は、米国外の政治献金に関するグローバル手続
き（Global Procedure on Non-US Political Contributions）を参照
し、遵守する必要があります

すべての規制に従って政治的
活動に参加する 

さらに詳しい情報については、Global Charitable Donations and 

Volunteerism and the Global Procedure on Non-US Political 

Contributions を参照してください。

質問: Westinghouse基金から直
接、政治献金ができないこと

は理解しています。ですが、私は間接的
に政党の候補者を支援できますか？ 例え
ば、Westinghouse基金から、政党の資金
集めパーティーのチケットを購入してもよ
いですか? 

回答: いいえ、当社のポリシーでは、 
、倫理およびコンプライアンス

部門からの事前承認なしで、会社資金から
の直接献金を禁じているだけでなく、政党
や候補者の支援に おいて勤務時間を使うこ
とや会社資金から の間接的な献金をも禁じ
ており、政治的な 資金集めのイベントのチ
ケットを購入する ことや、商品、サービ
ス、機器もしくはそ の他の価値あるものを
候補者、政党、政治 委員会へ提供すること
なども禁止されてい ます。

従業員には、コミュニティで活動することを推奨しており、それには
自分自身で選択した慈善団体に寄付をすることや、個人の自由時間を
ボランティア活動に費やすことなども含まれます。特にWestinghouse
主催の慈善プログラムでない限り、これらの活動は、業務の範囲外で
行われる必要があり、個人的な時間とリソースを使い、個人の電子メ
ールとインターネットシステムを使用して行われる必要があります。

従業員は、事前の許可なしで、会社の代理として慈善団体へ寄付して
はなりません。慈善活動への寄付の要請を受け取った場合、または当
社に代わって慈善寄付をする意向がある場合、慈善寄付とボランティ
ア活動に関するグローバル手続き（Global Procedure on Charitable 
Donations and Volunteerism）を参照して適切な承認を得てくださ 
い。状況によっては、とりわけ一部の国によっては、慈善活動への寄
付は腐敗のリスクが高く なるので、従業員はWestinghouseのポリシ
ーと適用法に従う必要があります。

慈善活動への寄付の
妥当性を確認する

質問: ブラジルの政府所有の水道・
電力会社で、当社の顧客でもあ

る会社のゼネラルマネジャーは、現地の非
営利団体にWestinghouseが寄付をできな
いかと尋ねてきました。これはたいへんに
良い目的に使われるものであり、当社のお
客様とは良好な関係を維持したいと考えて
います。お客様の要請にしたがって、この
非営利団体に寄付をしてもよいでしょうか? 

回答: 当社の、倫理およびコンプライ
アンス部門と協 力し、この寄付

はすべての適用法（汚職防止法を含む）と

Westinghouseのポリシーに従って提
供さ れることを確認してくださ

い。 公的職員 から直接的に慈善活動への
寄付の要請が来 る場合、賄賂の要求となる
場合があるた め、注意して、このような要
請を詳しく調査をする必要があ ります。な
ぜなら、場合によっては、公務員はこの道
を賄賂を受け取る手段として使用している
からです。
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質問: 当社のフランスのサプライヤ
ーが、当社にとって興味深い

貿易展示会に参加するための、エコノミー
クラスの航空料金、ホテルの宿泊代、展示
会の参加料金を支払うことを提案してきま
した。これを受けてもよいでしょうか?

回答: サプライヤーが誰か、ビジネ
ス上の必要性、またそのサプ

ライヤーが獲得できるかもしれない保留
中の契約があるかどうかによって、サプ
ライヤーが展示会のための料金を支払う
のは適切である場合もあるし、不適切であ
る場合もあります。グローバル倫理とコ
ンプライアンス組織（Global Ethics and 
Compliance organizationに連絡して指
示を仰いでください。 

質問: 私がスペインでの会議に出席
している間、サプライヤーが

サッカーの試合のチケットを2枚くれまし
た。このチケットを受け取ってもよいでし
ょうか? 

回答: 誰が参加しているのか、また
チケットの価格にもよります

が、チケットを受け取る前に承認を受け
る必要があります。このようなものを受
け取る前に、Global Policy on Gifts and 
Hospitalityと、現地での手順を確認し、
適切な承認を受けてください。

贈答品、もてなし、および出張を授受
する場合には、責任をもって行動する

ささやかな贈答品、もてなしや出張を授受することは、全世界においてビジネ
スを行うことの一部です。ですが、これらが過度に豪華なものとなる場合、
ビジネス上の判断が不公正に行われているという印象を与え、賄賂として訴
えられる可能性があります。贈答品、もてなし、または出張を授受する場
合、Westinghouse Global Policy on Gifts and Hospitalityおよび関連する
国固有のポリシーに従っており、事前承認を受けていることを確認するのは、
あなたの責任です。贈答品、もてなし、または出張が適用法に基づき許容範囲
であると確認することで、Westinghouseとあなた自身が守られるのです。 

世界中のギフトに対する認識が異なるため、Westinghouseでは、あらゆる種
類のギフトを誰に対して贈ることも禁止しています。 贈答品が提供された場
合、それが名目上の価値がある場合にのみ受け入れることができます（ただ
し、現金またはギフトカードなどの現金同等物の場合は、受取ってはいけませ
ん） 。

贈答品やもてなしを受け入れることが正しくないと思われる場合は、それを拒
否し、マネージャーまたはグローバル倫理およびコンプライアンス組織に相談
してください。

許容範囲の贈答品、もてなし（食事と接待を含む）には次のようなものを含み
ます。 

• 提供される国において合法なもの

• Westinghouse ポリシーにおいて受領可能とされているもの

• 受領者の内部規約で受領可能とされているもの

• 価格が常識的な範囲内にあるもの

• 判断に影響を与える可能性があるとみなされないこと

• 受領したことによってお返しをする義務感を課すようなものではないこ
と、および

• Westinghouseのポリシーに従って報告され承認されていること

さらに詳しい情報については、Global Policy Gifts, Hospitality and 

Travel参照してください。

原子力グループのWestinghouseの女性
デニス、エリカ、マデリン、ニコール、ホイットニー、モニカ、アシュレー、キム

米国、ペンシルベニア州、クランベリータウンシップ 

マネーロンダリングを防止する

当社は、業務を行うすべての場所において、マネーロンダリング規制法
律に従っています。当社は、従業員、施設、製品、およびサービスが正
当な目的のみに使用され、Westinghouseのポリシーと手順、および反
マネーロンダリングの法律、規則、規制のすべてに従って当社の業務が
行われていることを確認します。

これは当社の
規範です
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質問: 自分の時間を利用し
て、Westinghouseのお客

様のために仕事をすることはできます
か? 私は、お客様にお金を節約してほ
しいだけで、お客様は、Westinghouse
がサービス提供した場合と同じ品質の
サービスを受領します。

回答: いいえ。これは、直接的
な利害の対立です。あなた

は、Westinghouseのお客様に関する知
識とお客様のニーズを利用し、自分の
ために余分な収入を得ようとしていま
す。またWestinghouseのビジネスチ
ャンスの可能性を取り上げることで、
会社と直接的に競合する場合もありま
す。

質問: 私は、営利団体である外部
組織の取締役会に参加する

ように頼まれました。これは利害の対
立でしょうか? 

回答: このようなことが常に利
害の対立になるわけではあ

りませんが、従業員は状況に注意する
必要があります。利害の対立は、外部
組織が競合先、サプライヤーもしくは
お客様である場合、または外部組織が
Westinghouseとすでに何らかの関係
をもっている場合に発生しがちです。
あらゆる場合において、職務を引き受
ける前に、取締役会の役員になる可能
性について、グローバル倫理とコンプ
ライアンス組織（Global Ethics and 
Compliance organization）と話し合
う必要があります。

利害の対立は、従業員の社外活動、個人の経済的な利益、またはその他の個
人的な利益が、Westinghouseに影響をもたらす意思決定に影響を与える、
または影響を与えているように見える場合に発生します。 

私たちは、常に会社に最善の利益をもたらすために行動する必要がありま
す。つまり、次のようなことを意味します。

• 利害の対立を引き起こすようなことや、利害の対立があるように見える
ような行動も避ける

• 開示要請を含め、Personal Conflicts of Interest Policy（個人的な利害
の対立に関するポリシー）に従う

会社に最善の利益を 
もたらすために行動する

さらに詳しい情報については、Personal Conflicts of Interest Policy 

および現地国のポリシーを参照してください。

原子力グループのWestinghouseの女性
デニス、エリカ、マデリン、ニコール、ホイットニー、モニカ、アシュレー、キム

米国、ペンシルベニア州、クランベリータウンシップ 

利害の対立

利害の対立があることは、当社の規範（グローバル倫理規範）に常に違反してい

るというわけではありませんが、開示しないことは、間違いなく違反となります。利害

の対立の例を次に挙げます。 

• 親しい友人や家族のメンバーとビジネスを行う。

• Westinghouseと競合するようなもう一つ別の仕事をする。

• Westinghouseにおける自分の職務の妨げとなるような、自分のビジネスを営む。

• 親しい友人や家族のメンバーのために働くか、または彼らがあなたのために働く。

• 当社の競合先、サプライヤー、お客様、または当社と協力して業務を行っているその

他の第三者のうち一つと、直接的または間接的に大きな財務上の利害関係を有する。

• Westinghouseから他の会社へとビジネスチャンスを転用する。

• 特定の営利目的の会社の取締役会の役員になる。 

これは当社の
規範です
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Westinghouseにおける貿易コンプライアンス・プログラム（Trade Compliance Program）は、商品、ソフトウェアお

よびテクノロジーをの輸出入を全世界にわたって管理している法律と規制を順守することを確実にするものです。当社の従

業員は、Global Trade Compliance Company Directiveおよび当社が業務を行う国のその他の関連するポリシーと法律

に従う必要があります。貿易コンプライアンスは、次のような複数の異なる課題に分けることができます。

合法的に取引する

コンプライアンスに従っていない取引を報告する

世界貿易コンプライアンス（Global Trade Compliance）に連絡して指示を仰

ぐか、または次のような、コンプライアンスに従っていない取引を報告してください。

• 不注意にWestinghouseの技術が不正利用されたり、悪用されている、またはその

可能性がある。

• お客様または購入した代理店が、エンドユーザーに関する情報を提供するのに躊躇

している。 

• 運送業者がエンドユーザーとして一覧に入っている。

• 記載されたエンドユーザーが、製品仕様と一致しない。

• 現金または現金同等物で取引がなされる。

さらに詳しい情報については、Personal Conflicts of Interest Policy や現地

国のポリシーを参照してください 。

輸出管理

従業員は、当社が業務を行っ

ているすべての国の輸出管

理法を順守する必要がありま

す。米国輸出管理法は、輸出

される米国の製品とテクノロ

ジーに引き続き適用されるた

め、Westinghouseの世界中

にある現場では、現地法と適

用される米国の輸出規制法の

両方に従う必要があります。

輸入コンプライアンス

Westinghouseは、当社が

業務を行っているすべての

国における、分類とマーキ

ングの要件を含めた輸入法

を順守しています。特恵関

税プログラムは、当社のビ

ジネスとお客様のコストの

節約を最大にするために使

用されています。 

禁輸と制裁 

随時、ある国が特定の国、

法人または個人との取引を

制限すると決定する場合が

あります。これらの規制に

対する違反の刑罰は、非常

に深刻となる場合がありま

す。Westinghouseでは、

法的に義務づけられた禁輸

措置と制裁のすべてを順守

しています。

反ボイコット法と 
規制

Westinghouseおよびその

非米国の子会社、オフィ

スおよび関連会社は、米国

の反ボイコット法に反する

経済的ボイコットには一

切参加しないものとしま

す。Westinghouseでは、

法律に定められたとおり、

かかる要請のあらゆるも

のを米国政府に報告してい

ます。
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質問: 私は、中東の国からのお客様と契約交
渉しており、Westinghouseとイスラエ

ルとの関係について情報を提供してもらえないか
と尋ねられました。この要請に従ってもよいので
しょうか?

回答: これは、問題となる可能性があり、
その他の事実にもよりますが、米国の

反ボイコット法により会社がそのような情報を提
供することは違法である可能性があります。先へ
進める前に、世界貿易コンプライアンスグループ
（Global Trade Compliance Group）に相談して
確認する必要があります。

質問: スペインにいる私のお客様は、当社の
契約に輸出管理条項を含めることを拒

否しています。私は、過去の経験から、提案されて
いる取引についてこのアイテムには許可証が必要で
はないことを知っています。許可証が必須ではない
としたら、この契約で輸出管理条項の文言を含める
必要が依然としてあるのでしょうか? 

回答: このようなことは、状況によって判断
する必要があります。この契約に基づ

く最初の移転では許可証が必要ないかもしれません
が、その後に続くあらゆる製品や技術の再移転に
は許可証が必要な場合があります。Westinghouse
の標準的な輸出管理の文言では、事前の同意な
しではその後に続く再移転を許可していないた
め、Westinghouseは、輸出許可証が必要かどうか
を判断するために新しい取引を確認する場合があ
ります。

質問: 私は英国のマネジャーであり、米国政
府により制裁を課されている可能性の

あるロシア企業とのビジネスを行う可能性がありま
す。この取引には米国は関与しませんが、私は米国
の制裁を気にする必要があるでしょうか? 

回答: はい。世界中のWestinghouseの拠
点地すべてが、地域の輸出法に加えて

米国の制裁と禁輸措置に従う必要があります。必
要に応じて、世界貿易コンプライアンスグループ
（Global Trade Compliance Group）の指示を仰
いでください。

中国、山門プロジェクト
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これは私の規範です
グオチアン
米国、ペンシルベニア州、チャーチヒル
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質問: コストとスケジュールについ
て報告しているプロジェクトの

状況が、そのプロジェクトの実際の状況を
反映した正確なものではないように思われ
るという事例を目にしました。どうしたら
いいですか？

 回答: あなたの上司と話し合うこと
に戸惑いを感じないのであれ

ば、ぜひそうしてください。組織のより高
いレベルの管理者と話をすることもできま
すし、またはあなたの懸念を対処してくれ
ない場合には、（Help Chain）にある他
の方法を利用することもできます。プロジ
ェクトの財務状況について不正確な報告が
なされた場合、当社の規範（グローバル倫
理規範）への深刻な違反であるため、違反
の可能性がある、ということでも必ず報告
され対処される必要があります。

正確であり、透明性を保つ 

Westinghouseがビジネスを遂行し、ビジネス取引を記録する際に、正
確で透明性を保つ必要があります。当社はまた、財務報告および非財務
報告において、最高の倫理基準を採用する必要があります。 

つまり、次のようなことを意味します。

• すべての財務取引が適切に承認されていることを確認する。 
• 当社が運営する国における、会計、財務、税、およびその他の関連

規制要件のすべてを満たしている。 
• 正確で透明性のある財務報告を保証する
• プロジェクトの状況、コストおよびスケジュールに関して正確な報

告を保証する 
• 正確で完全な製品品質検査とテストログを記入する
• 環境、品質、および安全に関して透明性のある報告する 
• Westinghouseの外部に公表することや、外部からの質問への回答

が完全で、公正で、正確で、速やかに行われ、理解可能であること
を確実にする。 

当社は次のことをしてはなりません。

• 金融口座、記録、または報告を偽造する、ま
たは不正確に伝える。

• 帳簿外の口座を維持し、疑問のあるまたは違
法な支払いを促す。

• 製品品質テストの結果のような、非財務記録
を偽造する。 

• 従業員、監査役、およびビジネスパートナー
を操り、強制、または誤解を生むように事を
伝え、当社の財務報告に虚偽の入力をさせよ
うとする。 

疑問のある会計技術の使用、情報の偽造、ま
たは当社の帳簿および記録に何らかの不正
確な記入をするよう頼まれた場合、または
他の人がそのようなことをしていることに気
づいた場合、Westinghouseヘルプチェーン
（Westinghouse Help Chain）を使って、その
懸念を直ちに報告する必要があります。 

さらに詳しい情報については、コントロ

ーラーのマニュアルガバナンスのポリシ

ー（Controller’s Manual Governance 

Policy）、 および現地国のポリシーを参照

してください。。

これは私の規範です
リッカード
スウェーデン、ヴェステロース
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機密の保持、専有情報、知的財産、個人データを
保護する
機密
情報は、当社の最も重要な資産の一つです。私たちは全員に 
は、Westinghouseの機密情報を保護する責任があります。機
密ビジネス情報の例を次に示します。

• 会計と財務情報
• ビジネスと戦略開発プラン
• お客様とサプライヤーの情報 
• 将来の合併と買収に関する情報 

専有情報
専有情報には、情報、技術に関する知識、データ、文書、ま
たはWestinghouseの資産であるその他あらゆるものが含まれ
る。専有情報と制作品（例、文書、コンピューターファイル、
図面）は、秘密および機密と取り扱われる場合と、そうでない
場合もありますが、当社の競争上の優位性と運用上の安全を保
持するために、これらも保護される必要があります。

機密ビジネス情報を保護するには

• 機密ビジネス情報を含む電子メールは、適切なポリシーに従って取
り扱われる必要があります。

• 機密情報を、人の目につくところやプリンターに残しておいてはい
けません。コンピューターから離れる場合には画面を常にロックし
てください。

• 職場で離席する場合、ラップトップを安全にし、機密情報を引き出
しや、鍵のかかるキャビネットに保管してください。

• 機密ビジネス情報を含む文書は、シュレッダーにかけるか、または
シュレッダーにかけられる鍵のかかったゴミ箱に入れて処分される
必要があります。

• あなたの業務上の義務を果たすために必要である場合、機密情報を
含む文書とラップトップだけを敷地外に持ち出してください。常に
それらを安全に保ってください。

あなたが国外に出張する場合、何らかのラップトップの規制がない
か、またはラップトップを借りるべきか、Westinghouseエンタープラ
イズサービスデスク（Westinghouse Enterprise Service Desk）ま
たは世界貿易コンプライアンスグループ（Global Trade Compliance 
Group）に連絡してください。

通信とソーシャルメディア
当社はソーシャルメディアとすべてのその他のコミュニケ
ー ション方法を使用する際、ビジネス上の機密と個人デー
タを保 護する必要があります。情報を投稿する際には、適
用される Westinghouseのポシリーと手順すべてに従って
ください。 正直、正確、かつ適切な内容のみを投稿してく
ださい。

ソーシャルメディアの何らかの不正利用の可能
性 を発見した場合、グローバルコミュニケーション
（Global  Communications）に報告する必要がありま 
す。Westinghouse Social Media Policyを参照し、ソーシ 
ャルメディアの使用において責任ある判断を下せるようにし 
てください。

さらに詳しい情報については、Protection and Privacy 
of Personal Data（安全確保と個人データのプライバ
シー）、Computer Software Intellectual Property 
Management（コンピュータソフトウェアの知的財産管
理）、および/または Guidance on Trademarks and 
Service Marks（商標やサービスマークにおける指示）、
および現地国のポリシーを参照してください。

さらに詳しい情報について
は、Westinghouse Social Media Policy お
よび現地国のポリシーを参照してください。

さらに詳しい情報については、Classification, 
Reclassification and Release of Westinghouse 
Proprietary Information（Westinghouseの専有
情報の分類、再分類、そして開示） および/または  
Westinghouse 専有情報の扱いと使用（Handling and Use 
of Westinghouse Proprietary）、 および現地国のポリシ
ーを参照してください。、および地域の国内ポリシー。

一般やメディアからの問い合わせ
従業員が、外部組織、特にニュースメディアからのインタ
ビューの要請や、Westinghouseについての情報提供を要
請された場合、そのような要請は、グローバルコミュニケ
ーション部門に必ずまわしてください。 

知的所有権
知的財産権とは、あらゆるノウハウ、知識、または
Westinghouseの競争上の優位性を促す知識の制作品のことを
さします。これらの物を使って作業をする際には、不注意によ
る開示を避けるため、しかるべき配慮をする必要があります。
保護される必要のある知的財産権の事例として次のようなもの
があります。
• 著作権と商標 
• 特許と発明
• 企業秘密と設計

個人データ
個人データとは、個人に関する情報、または個人の識別を可
能にする情報であり、識別データ、連絡先の詳細、人口統計
情報だけでなく、個人の身体的、文化的、デジタルIDに関す
るオンライン識別子や要因も含まれます。個人データの損失
または誤用 恥ずかしさ、不便、不正なデータの使用など、
個人に損害を与える可能性があります。

個人データの機密性と完全性を保護すること
は、Westinghouseが真剣に受け止めていることであり、従
業員が個人データを合法的、公正、かつ機密的に処理するこ
とを期待しています。

個人データを処理する際に従うべき原則とガイドライン
の詳細については、個人データのポリシー保護とプライ
バシー（非欧州連合）および欧州経済地域ポリシーの個
人データ保護とプライバシーを参照してください。

さらに詳しい情報については、Protection and 
Privacy of Personal Data（安全確保と個人デ
ータのプライバシー）、Computer Software 
Intellectual Property Management（コンピュー
タソフトウェアの知的財産管 理）、および/または 
Guidance on Trademarks and Service Marks（
商標やサービスマークにおける指示）、 および現地
国のポリシーを参照してください。
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質問: 私は、中国でのプロジェクトに携わってい
ますが、どの表示を文書化すべきなのか、ま

た当社のパートナーまたは潜在的なお客様と何を共有で
きて何を共有できないのかが、すべて明確ではありませ
ん。適切に表示がなされ、Westinghouseの情報を保護
していると確認するために、どのようにして支援を得た
らよいでしょうか?

回答: 回答は複雑になる場合があるので、指示
を求めようとするのは常に正しいことで

す。Handling and Use of Westinghouse Proprietary 
Information（Westinghouseの専有情報の扱いと
使用）、The Classification and Reclassification 
and Release of Westinghouse Proprietary 
Information（Westinghouseの専有情報の分類、再分
類、そして開示）、Process for Handling Proprietary 
Information（専用情報の扱いの手順）を参照するか、
または専有情報コーディネーター、もしくはヘルプチェ
ーンを通じて指示を求めてください。

質問: 私は、Westinghouseの競合先の一つから
Westinghouseへ来ました。私は、その競合

先に勤務していた間に開発した機密情報をもっていま
す。私の新しいWestinghouseの同僚とその情報を共有
できれば、巨大プロジェクトへの将来の入札において、
大きな助けとなるでしょう。私が開発したものですか
ら、この情報を共有してもよいですか? 

回答: いいえ、これは、あなたの前の雇用主への
義務や、法律に違反する可能性があり、また

当社の倫理コード（Code of Ethics）に対する違反にも
なります。あなたには、Westinghouseの情報を保護す
る義務があるのと同様、前の雇用主の情報を保護する義
務もあります。以前の雇用の間に取得した、一般的な知
識やスキルは使用できますが、保護された情報または機
密情報は共有できません。はっきりしない場合には、法
務部に相談してさらに指示を求めてください。

質問: 私は、台湾の水道・電気会社のお客様のプ
ロジェクトで働いており、サプライヤーの専

有通知と記されているサプライヤー情報をお客様への提
出物として入れたいと考えています。私の水道・電気会
社のお客様への提出物に、サプライヤーの専有情報を盛
り込むことはできますか?    
   

回答: Westinghouseがサプライヤーの専有情報
を取得する際に契約した契約の文言によりま

す。  グローバル・サプライチェーン・ソリューション
の担当者に相談し、サプライヤーの専有情報を水道・電
気会社のお客様に手渡すことが契約所許可されるかにつ
いて、確認してください。

ベルギー、ニヴェル
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これは私の規範
です
ダレル
米国、ペンシルベニア州、クランベ
リータウンシップ



2018年4月 26( )

質問: 私は、お客様の現場で働いて
いますが、お客様の安全基準

は異なっています。このため当社の従業員
がリスクに晒されるのではないかと心配し
ています。どうしたらいいですか？

回答: あなた自身の安全とあなたの
周囲にいる人の安全を確保す

る必要があります。直に安全性が脅かされ
ている場合、業務を停止し、現場における
Westinghouseの最高レベルのリーダーに
通知する必要があります。そうすればリー
ダーがさらに指示を与え、お客様にも通知
することができます。お客様と協力して、
あなたの上司は、Westinghouseのリーダ
ーたちや、環境、健康および安全ならびに
原子力安全の組織と調整し、お客様のニー
ズに応えながらもWestinghouseのポシリ
ーを守れるようなソリューションを提供す
ることができるでしょう。

当社は、業界の中でも最も安全で環境に対する責任を負う企業であるよう、
取り組んでいます。当社では、安全上または環境上のあらゆる懸念が生じた
際には、従業員は声を上げることを奨励しています。 

安全性

当社の事故ゼロの目標は、安全、安全確保、そして品質の全側面に適用さ

れ、それは倫理と誠実さにも適用されます。全員が、自分自身と職場を安全

に保つことに責任を負う必要があります。安全でいるためには

• 他者に敬意を示してください。

• 規則に従ってください。

• 明確でない場合には停止してください。

• 問題を直ちに報告してください。

• 私の言葉は、署名と同じく確かです。

 

安全確保

当社は、安全で、安心できる職場にするよう取り組んでおり、安心できて、
コスト効果が高く、安全なソリューションをお届けする全世界的なビジネス
をサポートしています。当社は次のことに焦点をおいています。

• 暴力のない職場を約束すること

• 機密情報または知的財産、および会社の財産と資産の紛失または危険に

さらされることを防止する

• 危機管理行い、不測の事態による被害を緩和する

• 出張および脅威のリスク管理を行う

• 禁止された物が全職場に入ってくるのを制限すること 

• ドラッグとアルコールのない職場を約束すること

• 適切な核物質の管理と信頼性を約束すること

• 個人のアクセス管理を実施し確実にすること

環境的責任 

当社は、環境と公共を保護するやり方でビジネスを行います。当社は、適用

法とWestinghouseのポシリーに従ってビジネスを維持し運営するように取

り組んでいます。 

品質

当社は、品質要件とお客様の期待に応える以上のことを実践しながら、継続

的な改善と卓越性をお届けすることに集中しています。当社は、欠陥ゼロと

間違いゼロを目指して努力し、品質検査とテストにおける精度を達成し、品

質認定を維持し、法律、規制、および基準に従います。 

安全に保護し、環境を保護し、
品質をお届けする

さらに詳しい情報について

は、Maintaining a Positive Nuclear 

Safety Culture and Safety Conscious 

Work Environment（積極的な原子力

安全文化と安全を意識した職場環境） 

および/または Employee Concerns 

Program Procedure（従業員の懸念報

告プログラム手順）、および現地国のポ

リシーを参照してください。 

当社は、次のような健康的な原子
力安全文化の特徴を優先します。

1. 個人的な説明責任

2. 常に疑問を持つという態度

3. 安全に関する効果的なコミュニケーション

4. リーダ－シップの側の安全に対する価値観

と行動

5. 意思決定

6. 互いを尊重する職場環境

7. 継続的な学習

8. 問題の特定と解決

9. 懸念事項を発言できる環境

10. 作業プロセス

原子力安全に関するまたは原子力規制要件に関

する懸念は、グローバル従業員の懸念プログラ

ム（Global Employee Concerns Program）

に直接報告することができます。
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•	箇条書き

•	箇条書き

•	箇条書き	

タイトル

Q. トピックの質問はここに来ますか? 

A. トピックの質問はここに来ます。

項目

項目

項目

「短い、1行の引用をここに入れます。」
—名前と苗字

ここに写真

タイトル  
タイトル

小見出し

相対性理論
は物理に適
用されるの 
 であって、

倫理には 
適用され 
   ない。 

—アルバート・アインシュタイン

「

」
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当社では、Westinghouseの業務を通じて、また業務外の私たちの個人の生活を通じて、世

界を変えています。

世界を変えよう 

「いつの日か、自分の
職場で人が私のこと
を、周りの人たちの
繁栄と幸福に貢献し
た人だと言ってくれ
れば、私は満足だ。」

—ジョージ・ウェス
ティンハウス

これは当社の規範です
Westinghouse従業員各位
ドイツ、バーデン・ヴュルテンベルク州、ホッケンハイムリンク

コミュニティ

Westinghouseは、慈善活動への寄付

を行うことによって、当社が業務を

行っているコミュニティを支援して

います。Westinghouse慈善事業プロ

グラム（Westinghouse Charitable 

Giving Program）では、1つまたは

それ以上の戦略的な分野において、

コミュニティに財務的な支援を提供し

ています。それらは科学、テクノロジ

ー、エンジニアリング、数学に焦点を

おいた教育や、環境の持続可能性、そ

してコミュニティの安全と活性化、と

いうエリアです。 

持続可能性 

当社では、持続可能性の原則を当社

がビジネスのやり方に組み込むよう

に尽力しています。Westinghouse

では、このことはより少ないリソー

スで価値を生み出すこと、そして当

社の運営とテクノロジーによる負の

影響を最小化することを意味しま

す。当社では、技術革新、効率的な

運営、利害関係者の関与、そして個

人的な説明責任を通じ、持続可能な

ビジネス価値を生み出せるよう尽力

しています。 

人権の保護 

当社では、国連世界人権宣言

（United Nations Universal 

Declaration of Human Rights）

およびその他の該当する国際機関の

精神と意図に沿うように、ビジネス

を行っています。  
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質問: グローバル倫理と懸念のヘル
プライン（Global Ethics and 

Concerns Helpline）に電話すると、どう
なりますか?

回答: 法律で許可されている場合
は、実名を使用してもよいし、

匿名で電話をかけることもできます。 独立
した第三者が、ヘルプ ライン（Helpline）
へのすべての電話に対応します。情報収集
の専門 家が、あなたの懸念に関する情報を
収集 し、Westinghouseのグローバル倫理
と コンプライアンス（Global Ethics and 
Compliance）の担当者が機密を保って確 
認できるよう報告を送ります。グローバ
ル 倫理とコンプライアンスの組織（Global 
Ethics and Compliance organization） 
より指名された、独立しており、資格があ 
り、客観的に判断できる調査官が、あなた 
の懸念を調査し、適切に対処します。報告
者の個人情報は保護されます。 

当社のグローバル倫理規範に沿って生きることは、私たち全員の責任です。 

これは当社の規範です。 

Westinghouseでは、声を上げるという文化に誇りをもっており、倫理の意

義について話し合うことを推奨しています。声を上げるという文化は、法

律、当社のグローバル倫理規範、そして当社のポリシーと手順に違反があっ

た場合、Westinghouseヘルプチェーン（Westinghouse Help Chain）を

利用して積極的に報告することを意味します。 

不正行為または倫理的に正しくない行為を目撃した場合は声を上げてくださ

い。 

当社の管理者や上司たちは、多くの会社と仕事固有のポリシーと手順や、仕 

事の責任、同僚との問題、規律をめぐる議論、昇進の機会、および職場環境 

に関する問題などの懸念を相談し、指示を仰げる、貴重な人材です。

Westinghouseには、Westinghouse 倫理と懸念のヘルプラインを匿名で使

用することなど、懸念を提起する複数の方法があります。

「声を上げること」は常に正しいことという当社の信条と、報復を一切容認

しないという当社のポリシーには共通するものがあります。

報復の可能性または疑いがある場合は、直ちに報告してください。

規範を守る - 支援を求めて、
声を上げる

（Help Chain）に連絡して、助けを求め、声を上げてください

当社の規範（グローバル倫理規
範）が守られていない場合には、
声をあげてください。

• Help Chainの誰かに連絡するか、グロー

バル倫理と懸念のヘルプライン（Global 

Ethics and Concerns Helpline）を通じ

て電話/ウェブから報告してください。

• Helplineに連絡すると、グローバル倫理

とコンプライアンス組織（Global Ethics 

and Compliance organization）があな

たの報告を受け取り、調査が開始されま

す。

• 地域の法律に従って、専門的で、客観的、

かつ機密の調査が実施されます。 

• あなたは調査の最新状況を受け取ります。

• 調査が完了すると、適宜、グローバル倫理

とコンプライアンス組織（Global Ethics 

and Compliance organization）が結果

をあなたに伝えます。

• 必要に応じて、将来の違反を防ぐために措

置が早急に講じられます。 

さらに詳しい情報については、Ethics 

and Concerns Reporting and 

Investigations Policy（倫理と懸念

の報告と調査に関するポリシー）を参

照してください。

法務

内部監査
倫理最高責任者

コンプライアンスとリス
クに関する最高責任者

（the Chief Compliance 
and Risk Officer）

グローバル倫理と懸
念のヘルプライン

（Global Ethics and 
Concerns Helpline）

人事

グローバル従業員の懸
念プログラム（Global 
Employee Concerns 
Program）（ECP）

上司

その他のマネジ
ャー
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Ron
米国、ニューハンプシャー州、ニューイントン

これは私の規範です

ベルギー	  
手順 1: にダイヤルします 0-800-100-10  
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

カナダ	 
1-844-238-4380

中国 
手順 1: にダイヤルします 
     Southern - 10-811 
     Northern - 108-888 
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

フランス 
手順 1: にダイヤルします 
     Telecom - 0-800-99-0011 
     Paris Only - 0-800-99-0111 
     0-800-99-1011 
     0-800-99-1111 
     0-800-99-1211 
Telecom Development - 0805-701-288 
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

ドイツ 
手順 1: にダイヤルします 0-800-225-5288 
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

イタリア 
手順 1: にダイヤルします 800-172-444 
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

日本  
手順 1: にダイヤルします  
     NTT - 0034-811-001 
     KDDI - 00-539-111 
Softbank Telecom - 00-663-511163-51 
手順 2: 次の番号を入力します 844238438011

韓国  
手順 1: にダイヤルします 
     Dacom - 00-309-11 
     ONSE - 00-369-11 
     Korea Telecom - 00-729-11  
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

スペイン    
手順 1: にダイヤルします 900-99-0011  
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

スウェーデン  
手順 1: にダイヤルします 020-799-111  
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

ウクライナ 
手順 1: にダイヤルします 0-800-502-886  
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

英国 
手順 1: にダイヤルします 0-800-89-0011 
手順 2: 次の番号を入力します 8442384380

米国   
1-844-238-4380

通过以下方式提交网络报告:   
www.wecconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com

全球道德与合规组织 
Westinghouse Electric Company LLC 
1000 Westinghouse Drive 
Cranberry Township, PA 16066-5528  
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これは私の規範です
ダニー
米国、サウスカロライナ州、コロンビア
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独占禁止 .............................................................................................................................................................................................................. 13
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禁輸 ..............................................................................................................................................................................................................19、33

エンドユーザー ......................................................................................................................................................................................19、33

輸出 ..............................................................................................................................................................................................................19、33

輸出許可証/承認 ............................................................................................................................................................................................. 33

円滑化のための支払い .......................................................................................................................................................................14、33

金融詐欺 .............................................................................................................................................................................................................. 33

連邦海外腐敗行為防止法（US Foreign Corrupt Practices Act） ........................................................................14、34 
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声を上げるという文化 ................................................................................................................................................................................. 29
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2010年贈収賄法（UK Bribery Act） ....................................................................................................................................14、35
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定義

独占禁止または競争法: 価格固定、特定の市場の競争的活

力を低下させる可能性のある企業合併、および寡占力を達

成または維持するための略奪的行為など、取引を制限する

さまざまな慣行を禁止する法律をいいます。

何らかの価値のあるもの: 現金、および現金同等物、慈善

活動への寄付、無料の商品、贈答品、旅行、食事、接待、

会社資産の利用、および友人や親戚への教育や雇用機会の

ようなものの優遇、および貸付を含みますが、これらに限

定されないものをいいます。 

ボイコット: 他の当事者とビジネスを行うことを拒否する

ことをいいます。 

賄賂: 商業部門にいる者を含め、あらゆる公的職員または 

その他の個人や組織に対して、不適切なビジネス上の利益 

を得るために、その立場を利用するよう誘導する意図をも 

って、（直接的または間接的に）あらゆる価値のあるも 

のを提供、要請、約束、もしくは支払うという承認をした 

り、または受領したりすることをいいます。 

利害の対立: 直接的または間接的に、財務的またはその他

の利害が対立し、Westinghouseに関係する事柄を従業員

が判断したり、または実施したりする際に影響を与える、

または他者の目から見ても影響を与えるであろうと合理的

に考えられるようなことをいいます。  

腐敗: 本人または他者の利益のために、ビジネス取引にお

ける影響力を悪用し、職責および/または他者の権利に反

することをいいます。腐敗は、さまざまな形態で発生し、

賄賂、キックバック、違法な心づけ、経済的な恐喝、談

合、および利害の対立なども含まれます。

差別: 差別とは、個人の特性よりも、その人物が属してい

ると見なされるグループ、階級、またはカテゴリーに基づ

いてその人物に反したり、えこひいきしたりするような、

扱いもしくは配慮、または区別をいいます。さまざまな

種類の差別があり、それには年齢、肌の色、障害の有無、

人種または民族、宗教および性別による差別が含まれます

が、これらには限定されません。

禁輸: 禁輸とは、特定の国または国のグループとの通商

や取引を一部または完全に禁止することをいいます。禁

輸とは、輸出または輸入を制限または拒否すること、数

量割り当てを作成すること、特別な料金や税金を課すこ

と、運送貨物または輸送車両を拒否すること、運送貨

物、資産、または銀行口座を凍結または差し押さえる

こと、特定の技術や製品の輸送を制限することを指しま

す。

エンドユーザー: 輸出された、または再輸出された物品を

受け取り、最終的に使用する個人や団体を言います。エ

ンドユーザーは、承認された代理店または仲介業者では

ありません。

輸出: 輸出とは(a) 商品または技術の国境を超えた物理的

または電子的な送信、あるいは他国内の受け手に対する

サービスの提供、(b) 他国籍を持つ人への情報の開示 

（受け手の所在地にかかわらず、受け手の国に対する輸

出と見なされる）。見なし輸出には、次のものが含まれ

ます。物理的な配達、電子メール、ファクシミリ、工場

見学、デモンストレーション、現場における、またはそ

の他の技術的なトレーニング、説明、電話会議、技術的

支援の提供、または場所を問わず、ユーザーもしくは

IT管理者としてコンピューターにアクセスすること（遠

隔、WAN/LAN）。 

輸出許可証/承認規制された活動（例、輸出、再輸出）を

行うために、輸出管理機関より許可された許可証のこと

をいいます。

円滑化のための支払い: 税関を通関させたり、許可証を発 

行したりというような、公的職員にとっては義務である 

業務を円滑に実施してもらうために、公的職員に対して 

行われる、少額の支払いをいいます。

金融詐欺: 資産報告のユーザーを欺くことを目的として、

財務諸表における金額または開示を意図的に虚偽表示、

または省略し、会社の財務状況を意図的に偽って見せる

ことをいいます。財務諸表の虚偽記載には、通常、資

産、収益、利益を誇張したり、負債、費用、損失を控え

めに扱うことが含まれます。
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連邦海外腐敗行為防止法（US Foreign Corrupt 

Practices Act）: 1977年に制定された米国の法律で、ビ

ジネス上の利益を取得するために、政府の判断に影響を与

えることを目的として賄賂が渡される場合、世界中のどこ

であっても外国政府職員への賄賂を犯罪と見なすものと改

正されたものです。  

不正: 会社のリソースまたは資産を意図的に悪用または不

正利用することにより、個人的な利益のために、その人物

の職業的立場を利用することをいいます。不正のタイプと

して大きなものを3つあげます。腐敗、資産の不正利用、

および財務諸表の不正です。

贈答品: 贈答品とは、見返りの期待なしに、自発的に授与

されるものをいいます。不正な行為をするよう誰かに影響

を与える目的や、不正な行為した見返りとして授受される

場合、贈答品は賄賂と見なされる場合があります。 

政府/政府職員: 政府とは、以下を含むものとして定義され

ます。政府の全レベルおよび部門（地域、市、郡、州、地

区、連邦、および行政、立法、司法、執行部）、政府所有

の企業、および政府資金により一部またはすべてが支援さ

れている準政府機関。政府職員とは、以下をいいます。政

府（立法府、行政府または司法）の全レベル（地域、州ま

たは連邦）において選挙で選ばれるかまたは指名された政

府職員、または従業員。政府職員、代理店、法人、または

政府機能を実行する企業を代表して行動するあらゆる者。

政府によって50％以上管理されているあらゆる法人の代

理として行動する従業員またはその他のあらゆる者。政府

が所有するかまたは管理している会社。あらゆる政党、政

治的候補者、または政党の代理として、または政党ために

行動するあらゆる者。公職の候補者。または公的な国際機

関代理として、またはそのために行動するあらゆる従業員

または個人。  

ハラスメント: ハラスメントには、攻撃的または脅迫的と

みられる、幅広い範囲の繰り返される不愉快なふるまいが

含まれます。性的なハラスメントには、しつこくまた望ま

れない性的な誘いが含まれます。

輸入: 輸入とは商品または技術をある国から別の国へ持ち

込むことです。輸入に際し、すべての従業員は、商品の

分類、商品の印付けとラベル付け、商品の評価、関税の

支払い、データの提出、記録の保管などに関して適用さ

れる法律および規制を順守する必要があります。

知的所有権: 特許および特許申請、工業デザイン、商標、

サービスマーク、ブランド、ロゴ、商号およびビジネス

名、著作権、著者による作品、企業秘密、ノウハウ、発

明、改良、技術、ビジネスおよび技術的な情報、データ

ベース、データのコンパイル、方法、処理法とテクニッ

ク、およびその他すべての知的資産または産業財産、お

よび登録されているかいないかに関わらず専有またはそ

の他の法的強制力のある権利、ならびにかかる権利のあ

らゆる登録により生じる、すべての権利をいいます。

仲介者: 業務委託販売代理人、流通業者、販売担当者、コ

ンサルタント、ロビイスト、輸送またはロジスティック

業者、税関通関業者、ブローカー、ジョイントベンチャ

ーのパートナー、および会社から委任された会社ではな

いあらゆる第三者で、会社の製品および/またはサービス

を販売または再販売する一方、会社を代表し、会社の代

理として行動し、またはビジネスを取得、維持、もしく

は指示することを目的として会社と協力して行動するあ

らゆる第三者のことをいいます。

キックバック: キックバックとは、取引をする交換条件と

して、売上または利益の一部を購入者に対し不適切に与

える、払い戻す、またはキックバックすることを、当事

者二者間で合意するという腐敗の形態をいいます。

マネーロンダリング: マネーロンダリングは、会社または

個人が、資源の出所を隠し合法的に見せるような方法で

資金を移動することにより、不法に収益を隠すまたは粉

飾しようとする場合に発生します。 

個人データ: 個人を特定または関連する情報であり、当社

が所有する他のデータと組み合わせたり、個人を特定す

るために（直接または間接的に）容易にアクセスできる

他のデータと組み合わせることができます。個人データ

（定義、続き）
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には、以下を含みますがこれらに限定されません。名

前、電子メールアドレスおよび電話番号（個人および

会社の電子メールアドレスおよび電話番号を含む）、

生年月日、任意の識別番号、位置データ、オンライン

識別子、またはデータ主体の物理的、生理学的、遺伝

的、経済的、文化的、もしくはデジタルのアイデンテ

ィティに固有のより多くの要因。

専有情報: 情報、データ、ソフトウェア、図面、設計、

仕様、ハードウェア、物品、秘密の事柄、会社のビジ

ネスに関する専有または秘密の事項が含まれ、それに

は技術的な性質を持つ事柄（例えば、ノウハウ、プロ

セス、データ、および技巧）、ビジネスの性質を持つ

事柄（例えば、スケジュール、コスト、利益、市場、

売り上げおよびお客様に関する情報）、専有的な性質

を持つ事柄（例えば、特許、特許申請、著作権、企業

秘密、および登録商標に関する情報）、または市場に

おいて会社に競争上の優位性をもたらしている類似の

性質のその他の情報が含まれます。 

報復: 報復とは、誠意をもって苦情を申し立て、懸念を

提起し、情報を提供し、調査に協力した従業員に対し、

否定的な行動をとることをいいます。報復的行動には以

下が含まれますが、これらに限定されません。雇用の終

了、解雇、降格、懲戒、報酬支払の拒否、残業、昇進の

拒否、脅迫、雇用しない、または再雇用しないこと、配

置換え、または給与と労働時間の削減。 

制裁: 制裁または貿易制裁とは、特定の人物、法人もし

くは産業、または特定の活動に対し課されている取引制

限のことをいいます。

企業秘密: 企業秘密とは、公になっていないからこそ経

済的な価値を有する、数式、パターン、コンパイル、プ

ログラム、機器、方法、技巧、プロセス、またはノウハ

ウを含む情報のことをいいます。 

2010年贈収賄法（UK Bribery Act）: 2010年贈収賄

法（c.23）は、贈収賄に関する刑法を扱う英国議会法で

す。

（定義、続き）
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これは私の規範です
ジェシカ
中国、山門プロジェクト
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グローバルポリシーと手順

 
 
セクション

BMSポリシ
ーまたは手
順番号

 
ポリシーまたは手順 
名前/リンク 

他人を尊敬する BMS-LGL-5 あらゆる形のハラスメントは禁止されています

BMS-LGL-6 平等雇用機会（Equal Employment Opportunity）

当社のお客様とサプライヤーに約束する 該当なし Westinghouse Supplier Code of Conduct 
 

公正に競争する BMS-LGL-34 競争法コンプライアンスマニュアル（Competitive Law Compliance 
Manual） 
 

腐敗の防止 BMS-LGL-11 贈収賄および腐敗防止ポリシー（Anti-Bribery and Corruption Policy） 

BMS-LGL-66 グローバル仲介手続き（Global Intermediary Procedure）

BMS-
AMER-2

Westinghouse タスク管理ポリシー（Westinghouse Ticket Policy） 
 

すべての規制に準拠した政治プロセスへの
参加

BMS-
LGL-101

米国以外の政治献金に関するグローバル手続き

慈善活動への寄付の妥当性を確認する BMS-COM-5 慈善寄付とボランティア活動に関するグローバル手続き（Global 
Procedure on Charitable Donations and Volunteerism）

贈答品、もてなし、および出張を授受する場
合には、責任をもって行動する

BMS-LGL-22 贈答品、もてなし、および出張に関するグローバルポリシー 
（Global Policy on Gifts, Hospitality, and Travel）

会社にとっての最善の利益のために行動する BMS-LGL-24 個人の利害の対立

合法的に取引する BMS-LGL-73 世界貿易コンプライアンスにおける会社からの指令（Global Trade 
Compliance Company Directive）

正確であり、透明性を保つ BMS-FIN-12 コントローラーのマニュアルガバナンスのポリシー（Controller’s 
Manual Governance Policy）

機密の保持 BMS-LGL-8 電子情報のプライバシーについて（Privacy of Electronic Information）

BMS-LGL-9

BMS-LGL-66

個人情報の保護について（Protection and Privacy of Personal Data）

欧州経済地域の個人データ保護とプライバシー（BMS-LGL-66 Personal 
Data Protection and Privacy in the European Economic Area）

Westinghouse グローバルポリシーと手順（Global Policies and Procedures）

に加え、地域および国固有のポリシーにも従う必要があります。



2018年4月 38( )

 
 
セクション

BMSポリシ
ーまたは手
順番号

 
ポリシーまたは手順 
名前/リンク 

BMS-LGL-28 Westinghouseの専有情報の分類、再分類、そして開示（The 
Classification, Reclassification and Release of Westinghouse 
Proprietary Information）  

BMS-LGL-29 著作権についての指示

機密の保持（続き） BMS-LGL-32 専有情報の扱いのプロセス（Process for Handling Proprietary 
Information）  

BMS-LGL-36 コンピュータソフトウェアの知的財産の管理（Computer Software 
Intellectual Property Management） 

BMS-LGL-37 政府との契約のもとでWestinghouse の専有情報を扱い利用する
（Handling and Use of Westinghouse Proprietary Information under 
Government Contracts）

BMS-LGL-41 特許、発明、開示について（Patents, Inventions, Disclosures）

BMS-LGL-48 商標とサービスマークにおける指示（Guidance on Trademarks and 
Service Marks）

BMS-IS-46 Westinghouse グローバル情報安全ポリシー（Westinghouse Global 
Information Security Policy）

BMS-SEC-1 安全性と資産の保護（Security and Asset Protection）

BMS-COM-4 ソーシャルメディアにおけるポリシー（Social Media Policy）

安全に保護し、環境を保護し、品質をお届
けする

BMS-LGL-75 Employee Concerns Program Procedure

BMS-NSC-1 積極的な原子力安全文化と安全を意識した職場環境を維持する
（Maintaining a Positive Nuclear Safety Culture and Safety 
Conscious Work Environment）

該当なし 原子力安全文化への取り組み（Commitment to Nuclear Safety 
Culture）

該当なし 品質管理システム-A（Quality Management System-A）（QMS）

BMS-SUS-1 製品の持続可能性（Product Sustainability）

ジョージで「EHS」 を検索し、会社全体におけるEHSポリシー、手順、指
示を探しましょう。 
 

Live the Code - Seek Help and Speak Up BMS-LGL-92 倫理と懸念の報告と調査におけるポリシー（Ethics and Concerns 
Reporting and Investigations Policy） 
 

グローバルポリシーと手順の続き（Global Policies and Procedures, continued）



これは当社の規範です

ジムとスチュワート
英国、スプリングフィールド 
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