
発行：2018 年 6 月 ケロッグ社グローバルサプライヤー行動規範  ページ 1／9 

    

序文 

ケロッグには、次のような「理念と目的」があります。 

当社の理念は、大切な食品とブランドを通じて、世界を豊かにし、喜びを届けることです。 
当社の目的は、あらゆる家族が日々を健康に送り、それぞれが活躍できるよう、栄養面からサ

ポートを行うことです。 

この理念と目的を追求するために、当社はすべての活動の基盤に独自の価値基準「K バリュー」を掲

げ、実践しています。「K バリュー」とは、「誠実さ、説明責任、情熱、謙虚さ、簡潔さ、成果」です。創業

者 W.K.ケロッグは、これらの価値を基盤として当社を創業し、またその価値観を日々の業務や従業員

の待遇、社会貢献など、さまざまな形で自ら体現しました。当社は、上記の「理念と目的」に沿って、お

客様や取引先を第一に考える姿勢を大切にします。また「K バリュー」に沿って、すべての活動におい

て、法規を遵守し、倫理的に正しく、かつ責任感を持って臨みます。 

当社の事業の拡大に伴って、当社の事業の影響範囲は拡大しており、それに伴って、お客様や従業員、

サプライヤーをはじめ、当社の事業に関わり、そこから影響を受けるすべての人々に対して当社が負う

べき責任も拡大しています。こうした事情を考慮して、当社はサプライチェーン内の全パートナーとその

操業に対し、当社と同等の水準を期待します。 

本「グローバルサプライヤー行動規範」は、当社と直接的に、あるいは広い意味で関係するすべてのサ

プライヤーに必ず守っていただきたい営業上の基準とビジネス慣行について、その概要を示すもので

す。この要件の適用範囲は、当社のサプライヤーおよび製造会社、契約会社、ジョイントベンチャーの

パートナー、代理店、販売会社、およびコンサルタント会社（以下「サプライヤー」と略記）となります。ま

た、それら事業者の親会社、子会社、代理店、下請業者あるいは提携する事業主体、さらにその従業

員（無期、有期、契約、派遣、外国籍、出稼ぎの労働者を含む）も、この要件の適用範囲に含まれます

（以下「従業員」と略記）。この行動規範については、各サプライヤーの責任において、明記されている

か否かを問わずその意図を汲み、各従業員はもとより、下請けの業者や個人などサプライチェーンの

全体で遵守されるよう、普及、教育、検証のための取り組みを行ってください。 

ケロッグは、この行動規範の遵守について、内外の調査機構によって検証する権利を有します。一例

として、内部アンケート調査や、独立機関による評価や調査、監査などを行うことがあります。また、こ

の行動規範が遵守されていない場合、ケロッグは当該サプライヤーとの契約や取引関係をすべて終了

する権利を有するものとします。1 2 

                                                            
1 このサプライヤー行動規範は、すべてのサプライヤーに適用されるものであり、共同事業の基盤として最低限必要となる条

件を示しています。サプライヤーとの個別の契約で、本規範よりも厳密な条項や要件が規定されており、それらが本規範と矛

盾する場合は、個別のサプライヤー契約が優先されます。 
2 ケロッグが締結する契約はすべて、この規範の内容を考慮し、これと整合したものである必要があります。直接契約が存在

しない場合には、発注書の受け取り、および通常の取引条件の関連項目により、サプライヤーとそのすべての業務に対して、

この規範を遵守する義務が発生します。 

グローバルサプライヤー行動規範
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ビジネスにおける誠実さ 

法令遵守 サプライヤーは操業する国の国内において、関係するすべての法令を

遵守する必要があります。サービスプロバイダーについては、実際に

サービスが提供される場所の法令が優先されます。また、サプライヤ

ーは、国際貿易全般（制裁、輸出管理や報告義務などを含む）、データ

保護、データ転送、競争法／独占禁止法などに関連する各種の国家

間協定や、国際基準、規制も遵守する必要があります。 

汚職防止 サプライヤーは、直接、間接を問わず、いかなる形であっても、金銭や

インセンティブを持ちかけたり、約束したり、実際に授受することによっ

て、ビジネス上の利得を得てはなりません。また、サプライヤーは、詐

欺行為や贈収賄（ファシリテーションペイメントなども含む）、リベートの

授受、マネーロンダリング、横領、恐喝、その他いかなる形の汚職行為

にも関与してはなりません。適用範囲にある場合には、国連腐敗防止

条約、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法を遵守してくださ

い。また、これらの適用範囲外にある地域でも、贈収賄行為を防止す

る現地の法律に自ら違反したり、ビジネスパートナーを違反させたりす

る行為は禁止します。  

利益相反 サプライヤーは、利益相反に結びつくと受け取られる可能性のある状

況については、すべて開示する義務を負うものとします。こうした状況

の例として、たとえばサプライヤーの従業員、当社従業員、あるいは操

業する地域の議員などの間の血縁関係、恋愛関係、親友関係など、経

済的あるいは個人的なつながりも開示する義務があります。 

ビジネス上の贈答 サプライヤーが当社従業員に対して、少額の飲食物や、打ち合わせを

兼ねた食事、ちょっとした接待、キャップやペンやメモ用紙などの会社

のノベルティグッズ、その他贈り物をすることは構いません。ただし、こ

うした贈り物があまりに頻繁に行われ、不適切と受け取られるような状

況になることは避けてください。現金あるいは現金に相当するギフトカ

ードやギフト券、株式などの授受は絶対にしないでください。ケロッグで

は自社従業員に対しても、同様のガイダンスを定めています。 

公正な競争 ケロッグのサプライヤーは、不正入札、価格操作、市場分割協定など、

競合他社と申し合わせて公正な自由競争を阻害する違法行為には関

与しないでください。 

機密情報 サプライヤーは、保有する当社の機密情報について安全に管理し、当

社の指示範囲においてのみ利用し、不適切な扱いや不注意によって

開示されないよう保管する義務があるものとします。この義務は、当社

との取引関係が終了した場合でも継続します。 
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品質、健康、安全性 

製品の品質と安全性 サプライヤーはケロッグに対し、関連する品質基準や食品安全基準の

すべてに適合する高品質な製品、原料、サービスを提供しなければな

りません。サプライヤーは、危害分析・重要管理点（HACCP）に準拠し

た、食品の安全性と品質を保証するシステムを採用していることを示す

必要があります。また、製品の安全性に懸念が生じた場合は、直ちに

ケロッグに報告してください。 

職場環境 サプライヤーは自社の従業員に対して、飲料水や適切な衛生設備、照

明、気温、換気、女性の健康のための必要設備などに配慮し、安全で

健康的な労働条件を用意しなければなりません。生産設備については、

構造上の問題のない建物を、関連する法規にしたがって適切に維持

管理するようにしてください。 

労働安全管理 サプライヤーは、労働中に従業員が遭遇しうる災害に対して、適切な

研修や保全を行う必要があります。ここで言う災害には、たとえば電気

設備や建物の破損、機械類、化学薬品や有毒物質、車両事故や落下

事故のほか、設備レイアウトに起因するものなどが含まれます。従業

員に対しては、適切な個人用保護具（PPE）を正しく管理し、支給してく

ださい。PPE の整備にかかる費用は、従業員ではなくサプライヤーが

負担します。職場の安全性や潜在的な危険性について、サプライヤー

が行う教育や研修で用いる教材に関しては、必ずすべての従業員が

職業上の役割に応じて、第一言語で利用できるようにしてください。健

康や安全に関わる手続きについては、必ず施設内、または操業する場

所の目につきやすい位置に掲示してください。従業員が負傷し、簡単

な応急処置以上の治療が必要となった場合には、状況を調査のうえ報

告書をまとめ、関係当局に報告してください。 

住居 従業員に対して、サプライヤーや人材派遣業者、あるいはその他の関

連事業者が住居を提供する場合は、関連するすべての法規に準拠し

て、その住居が清潔かつ安全で、建物としての維持管理がなされてい

るようにしてください。住居は、飲料水の給水設備や、排水設備のある

調理場、適切な個人用スペースや、適切な気温調節や換気の仕組み、

清潔で手入れの行き届いたトイレや浴室などが使える、人間の基本的

な尊厳を保証できる施設であることが必要です。また、非常時の避難

経路として、開閉に支障のないわかりやすい出口が用意されていなけ

ればなりません。 

非常時の備え サプライヤーは、さまざまな非常事態の可能性を検討した上で、それに

対処するための手続きを、自社の施設や事業領域のすべてについて、

あらかじめ作成しておかなくてはなりません。たとえば、非常事態の報

告、従業員に通知し、避難するまでの手順、応急処置に必要な備品、

火災報知器や消火器、実際に通行できるわかりやすい避難経路など

を確認、検討する必要があります。また、従業員が非常事態の際に確
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実に対処できるよう、サプライヤーは定期的に研修や訓練を行ってくだ

さい。緊急避難経路は、できれば絵や図も使用して、目につきやすい

位置に掲示してください。 

労働基準 

人権 サプライヤーはそれぞれの事業形態に応じた形で、従業員一人ひとり

の生存、自由、安全に対する権利を保証し、個人を尊重しなければな

りません。またサプライヤーは、すべての人権関連法規を遵守すること

が求められます。ここでいう関連法規の中には、「国連グローバル・コ

ンパクトの 10 原則」や「ビジネスと人権に関する国連指導原則」、「世

界人権宣言」、「国際人権章典」、「経済協力開発機構（OECD）多国籍

企業行動指針」、8 項目の中核的協定からなる「ILO 中核的労働基準」

など、各種の国際条約や国際基準も含まれます。女性や若者、先住民

やマイノリティ、障害者、移民や外国人労働者など、立場が弱く周縁的

な地位に追いやられがちな人々については、人権が守られるよう、とく

に注意を払って確認する必要があります。 

強制労働の禁止 サプライヤーはILOによる「強制労働」の定義に従い、強制的ないし合

意を伴わない労働、年季強制労働、債務返済のための労働、奴隷労

働、人身売買による労働など、いかなる形であれ労働者を強制労働に

従事させる行為や、それに荷担する行為を行わないでください。従業

員を労働に従事させる際に、暴力や脅迫、あるいは借金の抵当を口実

にしたり、身分証明書類を没収する、移民管理当局へ通報すると脅す

などの手段で、労働を強要してはいけません。また、サプライヤーは政

府所管の刑務所の更正プログラムの一環として従業員を雇い入れても

構いませんが、その場合にも、他の従業員と同様の労働条件や賃金

体系を適用することが必要です。 

採用関連経費 サプライヤーは「雇用主負担原則」に基づいて、「労働者は職を得るた

めの費用を負担しない」という「優先業界原則」の考え方を採用するも

のとします。従業員は、サプライヤーや派遣事業者、あるいは採用に

関わる第三者に対して、いかなる料金や経費も負担してはいけません。

ここで言う料金や経費の例として、たとえば弁護士費用や渡航費用、

住居費用、パスポートやビザの取得費用、健康診断の費用、国内での

支援サービス費用、個人用保護具の費用、研修費用などが挙げられ

ます。3 

移動の自由 サプライヤーは、就業時間内か否かを問わず、また就業場所や自宅を

含むいかなる場所においても、従業員を拘束、監禁したり、引き止めた

りしてはいけません。これは、「優先業界原則」にある「すべての労働者

は移動の自由を有する」という考え方に基づいています。また、従業員

の所有する文書や物品、たとえばパスポートや身分証明書、貴金属、

                                                            
3 「優先業界原則」についての詳細はこちらを確認してください。  
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銀行キャッシュカード、土地の権利証書などを預かったり没収してはな

りません。こうした物品を従業員が安全に保管する場所を従業員に提

供するための努力が必要になります。そうした場所は、従業員自身は

誰にも報告せずにいつでも利用でき、かつ他人が誰も入れない場所で

あることが必要です。3  

強制手段 サプライヤー、派遣事業者および関連事業者は、恫喝や脅迫、ハラス

メントなどいかなる形であれ、強制的な手段を用いて従業員を職に留

まらせるよう、直接あるいは間接的に圧力をかけてはなりません。すべ

ての従業員は自由に職を選べるべきであり、雇用状況や職務、報酬、

雇用者側あるいは従業員側の都合で雇用関係が終了する際のプロセ

スなどについて、条件をすべて認識している必要があります。サプライ

ヤー、派遣事業者および関連事業者は、これらの情報を従業員の第

一言語で提供し、雇用関係のもとで実際の業務が開始する前に、契約

項目すべてについて同意を得ることが必要です。契約書や同意書はす

べて保存し、ケロッグまたはその委託を受けた第三者機関による調査、

検証が可能な状態にしておいてください。サプライヤーの行動は「優先

業界原則」の「いかなる労働者も、労働に対して負債を抱えたり、労働

を強制されてはならない」4という考え方にもとづいて行われることが必

要です。 

児童労働 サプライヤーは 15 歳以下、最低労働年齢に達しない者、あるいは操

業地域の法律が規定する義務教育終了年齢に達しない労働者を従業

員として雇い入れることを禁止します。規定どうしが互いに矛盾してい

る場合、より厳しい条件を課している規定を採用してください。「最低就

業年齢」については ILO 条約第 138 号に、また「最悪の形態の児童労

働の撤廃」については同 182 号に準拠してください。各国の法規で許

容されたもの、および ILO の例外が適用されるものについては、例外

が適用されるものとします。ILO の勧告では、児童の身体的、精神的、

倫理的な健全性を脅かすような労働については、18 歳未満の児童は

行うべきではないとされています。 

報復行為 サプライヤーは、労働環境における権利を守ろうとする人や、表現の

自由、結社や集会の自由、雇用側に対して抵抗する自由を行使しよう

とする人に対して、脅迫や恫喝、身体的ないし法的な攻撃など、いかな

る形での報復行為も行ってはいけません。 

労働時間 サプライヤーは、最大労働時間や残業、休暇や休業期間、育児休業や

祝日について、すべての関連法規や労働協約を遵守しなくてはなりま

せん。残業については自発的に行われ、割増料金が支払われるものと

します。総労働時間については、従業員の心身の健康に悪影響を与え

るほどの長時間労働は避けてください。安全な職場環境を構築し、操

                                                            
4「優先業界原則」についての詳細は www.theconsumergoodsforum.com を確認してください。 
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業地域の法規や労働協約に従う意味でも、適切な休憩時間や食事休

憩、休暇日を取得できるようにしてください。 

賃金と手当 サプライヤーは、法定の手当や残業代などの割増料金を規定するもの

など、とくに賃金や労働時間に関する各種法令や規則に最低限準拠し、

適切な額の報酬を支払う必要があります。賃金は、その業界で標準的

な生活賃金に近い額を設定してください。サプライヤーは従業員に対し

適切なタイミングで支払いを行い、報酬の確認にも使えるよう、賃金明

細を発行してください。懲戒処分として賃金から天引きすることは禁止

します。法規で定められている場合を除き、従業員に支払われる賃金

から差し引かれるものはありません。従業員からサプライヤーや派遣

業者、または関連事業者に対してローンの支払いがある場合は、金利

を低めに設定してください。従業員が負債を抱えたり、年季強制労働の

状態に陥る状況につながりかねない行為は、コンシューマー・グッズ・

フォーラム（CGF）が禁止しています。5 

ハラスメント防止 サプライヤーは従業員を尊重し、敬意を持って処遇する必要がありま

す。サプライヤーは、いじめや恫喝や強制、体罰はもちろん、身体的、

心理的、性的ハラスメントや暴言など、各種のハラスメントが存在しな

い職場環境を保証できるよう努めなければなりません。年齢や肌の色、

人種や民族、障害、家族や婚姻の状況、性の同一性、国籍、宗教、性

別や性的志向など、さまざまな性質によって立場が弱くなり、周縁的な

地位に追いやられがちな人々については、とくに注意を払う必要があり

ます。 

差別の禁止 ケロッグのサプライヤーは、差別待遇（雇用および職業）に関する ILO
条約第 111 号に準拠し、雇用、支払、手当、昇進、解雇、退職など、雇

用関係上の意思決定については、能力や資格、実績を考慮して行うも

のとします。その際、年齢や肌の色、人種や民族、障害、家族や婚姻

の状況、性の同一性、国籍、宗教、性別や性的志向、有期、契約、無

期雇用の区別など、個人の性質に基づいて好き嫌いで判断したり、あ

らかじめ考慮の対象から除外することがあってはいけません。また、同

等の能力や資格、実績を持つ男性と女性は、機会や賃金、各種手当

て、契約期間や使用設備についても同様のものが与えられていること

も示す必要があります。 

団結権 サプライヤーは、労働者が自由に連携・団結・団体交渉する権利を、法

律の認める限りにおいて尊重する義務を負うものとします。従業員もし

くはその代表は、労働条件や経営方針について、差別的な待遇や報

復措置、恫喝やハラスメントを恐れることなく、経営陣と公に対話するこ

とができる必要があります。  

                                                            
5 CGF による定義はこちらを参照してください。 
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労働関連文書 サプライヤーは、操業地域の法規のすべてに照らして就労が許可され

ている従業員以外は、雇用することができません。就労許可の確認は、

適切な公的文書によるものとします。サプライヤーは、従業員の所有

する公的文書を没収したり、サプライヤーの側に保管したりすることは

できません。 

倫理に沿った雇用関係 サプライヤーは、労働力のみを提供する契約や下請け契約、在宅勤務

の斡旋や見習制度を利用したり、有期契約を多用したりして、労働関

連、社会保障関連の法規で定められた義務から逃れようとしてはなり

ません。第三者事業者による労働力の斡旋については、「民間職業仲

介事業所」について定めた ILO 条約第 181 号を遵守する必要がありま

す。 

サステナビリティ／土地利用   

環境 サプライヤーは、関係する環境関連法規や営業許可の全項目に準拠

して、つねに適法性を保ちながら操業する必要があります。またサプラ

イヤーは、つねに自社の事業とサプライチェーンを改善し、環境および

社会への影響を測定することで、ケロッグの企業責任の取り組みをサ

ポートする義務も負っています。具体的には、以下のような活動が挙げ

られます。最も効率のよい生産方法を実践し、工場の操業や農業生産、

生産設備に関する持続性イニシアティブを提唱すること、生産能力増

強のためにパートナーシップを締結すること、さらにデータや情報を提

供することなどです。サプライヤーが取り組まなければならないのは、

エネルギーや水、農業リソースの投入量を最適化するとともに、温室効

果ガスの排出を減らし、水質汚染や、食糧廃棄を含む廃棄物の量、埋

立地の範囲を極限まで小さくすることです。サプライヤーは、これらの

取り組みのパフォーマンス指標のうち重要なものについて、年に一度、

あるいはケロッグの求めに応じて報告する義務があります。 

森林破壊 サプライヤーは、森林破壊関連の問題について、ケロッグが協力や情

報提供、行動を求めた際にはこれをサポートする義務があります。こう

した取り組みには、たとえば 2020 年までにサプライチェーンの間で森

林破壊量をトータルでゼロにするという業界全体の目標に向けて、トレ

ーサビリティ、透明性、生産効率を高める取り組みなどがあります。サ

プライヤーにも、サプライチェーン全体の原料調達の結果である森林

破壊が、環境・社会へ及ぼす悪影響を監視し、中和するために独自の

取り組みを進めることが求められます。サプライヤーは、保護価値が高

く（HCV）、炭素貯留量の多い（HCS）エリアをこれ以上開発しないよう、

自社の関わるサプライチェーン全体と協力することが必要です。2015
年 12 月 31 日以降に新たに開発された HCV エリアと HCS エリアにつ

いては、ここに由来する製品はすべて、この行動規範に違反するもの

と見なし、違反事業者に対しては、ケロッグは自社に関わるサプライチ

ェーンから外すなど、しかるべき措置を講じる権利を有します。森林保
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護に関してケロッグの求める要件をさらに確認したい場合は、ケロッグ

持続可能なパームに関するグローバル方針を参照してください。 

土地の権利 サプライヤーは、女性や先住民、現地のコミュニティーなど、彼らの操

業や調達により影響を受ける人々の権利を尊重しなければなりません。

必ず透明性の高い報告を心がけ、土地使用権や営業許可の証書も開

示できるようにする必要があります。関連文書はすべて、影響を受ける

コミュニティーの人々に対して、彼らの第一言語で提供してください。土

地の取得に際しては必ず対等な立場で交渉してください。ケロッグのた

めの製品やサービスの生産施設用地を取得するために、現地政府の

土地収用権を濫用することは避けてください。ケロッグのサプライヤー

には「先住民族に対する事前の自由なインフォームドコンセント」を遵

守する義務があります。小規模な生産者を見つけて提携し、彼らが公

正な市場価格で作物や商品、サービスを取引できるよう取りはからっ

てください。いかなる形であれ、土地収奪者にならないようにしてくださ

い。 

経営慣行 

体系的なアプローチ サプライヤーは誠実な企業文化とコンプライアンスを大切にし、この行

動規範を含む、すべての関連法規や基準に適合しているかどうかを十

分に監督することが期待されます。つまり、たとえば十分な知識を備え

た人がいれば、サプライヤーや周辺サプライチェーンの業務が、法規

や基準に適合するかを検討したり、法規の内容を伝えることについて

は、その人に任せておけることになります。 

苦情の相談  サプライヤーは、すべての従業員が匿名で苦情や心配事を相談できる

手段を設ける必要があります。ビジネスと人権に関する国連指導原則

の中に最良の実施ガイドラインがあるので、参考にしてください。さまざ

まな問題をスピーディーかつ的確に処理し、是正措置とともに保管する

ことができます。この相談窓口以外に、ケロッグは自社の「倫理ホットラ

イン」の利用をサプライヤーにも推奨し、サプライチェーン全体の従業

員が苦情を相談する手段とする試みも行っています。 

ビジネスの継続性 サプライヤーは、自然災害その他の理由によって生産プロセスやサー

ビス提供が停止したり、ケロッグへの供給契約が履行できなくなった場

合に備えて、ビジネスを継続するためのプランと、生産プロセスやサー

ビスの復旧プランを用意しておいてください。ケロッグが要請した場合、

サプライヤーはビジネスの継続性プランを見直し、ケロッグとの合意に

沿って修正を加えます。この手続きは機密性を保ったまま行うことがで

きます。 

サプライヤーの多様性 サプライヤーは、サプライチェーンの中で、可能な限り別々のオーナー

の事業者と取引するようにしてください。大手の傘下に入っていなくても、
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サプライチェーン全体の多様なカルチャーを支える各事業者への配慮

を欠かさないようにしてください。 

取引の記録 関連法規や会計上の慣例に従って、サプライヤーは各種の帳簿や記

録、収支計算書を作成し、保管するようにしてください。政府や関係諸

機関へのすべての支払いや、出荷製品のトレーサビリティ、食品の安

全性、従業員の安全性にかかわるデータや文書のほか、法規やケロッ

グの要請に従って追加される必要書類なども、合わせて作成し、保管

してください。 

コンプライアンスの検証 サプライヤーは、ケロッグに提供する製品やサービスを生産する自社、

あるいはサプライチェーン内のパートナーの施設において、この行動規

範が遵守されているかどうかを確かめる必要があります。このために

は、この行動規範の内容は、すべての従業員に必ず第一言語で伝わ

らなくてはなりません。サプライヤーは、ケロッグおよびケロッグが委任

した第三者機関に協力し、コンプライアンスについての監査（社会的説

明責任に関する監査を含む）を許可しなければなりません。この行動

規範に違反しているとケロッグが判断した場合、ケロッグはサプライヤ

ーと協力して問題の解決に取り組みます。問題が十分に解決されない

場合には、ケロッグは当該サプライヤーをサプライチェーンから除外す

る権利を有するものとします。 

懸念の報告 製品の安全性に懸念を感じたり、ケロッグの従業員、あるいはケロッグ

の社名のもとに行動している人物が、違法、反倫理的あるいは不適切

な行動に関わっていると思われる場合、サプライヤーは直ちに、ケロッ

グ の 「 倫 理 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 相 談 室

（https://www.tnwgrc.com/Kellogg/）」に報告してください。 

  

 
 
 
 
 
 

 


