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インテグリティ 
（誠実さ）

「お客様に戦略的な成長機会を
提供し、所有者にとって価値ある
存在となり、多様な従業員に発

展や協力を促す文化をもたらす
ために、われわれはインテグリテ
ィ（誠実さ ) をもった経営を行い

ます」

困難な状況下で倫理的な意思決
定を行うことが、会社、お客様、社
員への敬意を示すことになると確
信しています。 そのため、正直、公
正な商慣行を維持することに懸

命に努めています。 

アジリティ（俊敏性）

「当社は、お客様のビジネス上の
問題の解決および変化への迅速

な対応をお手伝いします」

市場の進化はとても流動的でダ
イナミックなものです。そのような
環境で成功を収めるため、トレン
ドの変化、市場の需要、新しい技
術にお客様が素早く対応できるよ
うに、当社はスピードと正確性に
重点を置き、全ての面において努

力を惜しみません。

イノベーション（革新）

「当社は、高性能・高品質な製品
でインフラストラクチャー技術に

革新をもたらします」

コムスコープおよび当社のお客
様に成功と長期にわたるその維
持をもたらす最高・最善のアイデ
ィアは、考え抜かれた独創的な見
地から生まれることが多いもので
す。当社は競争上の優位性を維持

するため革新を起こします。

当社の価値

当社の任務 
「コムスコープはコミュニケーション促進において イノベーション、 

アジリティ、インテグリティに常に重きを置いています」

コムスコープは、会社を一つにまとめ、唯一無二の存在にするものを理解しています。明確な
任務と意味のある価値により、ビジネス上の戦略的決定が導き出され、ブランドは強化され、
先進的なインフラストラクチャー・ソリューションの提供が可能となっています。
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任務と価値



「顧客に戦略的な成長機会を
提供し、所有者に価値を与え、
多様な従業員に発展や協力を
促す文化をもたらすために、わ
れわれはインテグリティ（誠実
さ）をもった経営を選びます」

社員のみなさんへ

日々、コムスコープでは成功にとって重要な意思決定がされています。ほと
んど場合で正しい決定をするために役立つのは良識と見識です。選択が明
快に下せない場合、当社の「倫理および業務に関する規範」が実用的な参
考資料となり、たとえ容易ではなくても、正しい決定を行うことに役立つで
しょう。 

当社の任務と価値で明確にされているように、コムスコープはインテグリテ
ィ（誠実さ）と最高の倫理基準を確約しています。当社の「規範」は、ビジネ
スの中核である指針を決定に反映させ、促進させるための枠組みを提供し
ています。指針は、当社が行う全てのことのガイドであり、同僚および他者
に対し模範を示すよう喚起するものです。 

当社のインテグリティ（誠実さ）への評価は価値ある財産です。全ての事業
活動において公正、正直、倫理的な行動をとってこの評価を維持すること
は、社員の一人一人の責任です。公正、正直、倫理的な行動とは、自分およ
び自分の家族が誇りに思えるような決定をするということです。これは単に
プログラムや取り組みの問題ではありません。当社の社風「正しい行いをす
る」に織り込まれたことなのです。全ての人に高い敬意と配慮を持って接し
ましょう。当社の創始者が常に口にしているように「真実（正しいもの）ほど
売れるものはない」のです。

「規範」を読んで理解する時間をとり、自分の仕事とどう結びつくか考えて
ください。「規範」は、疑問がある場合、正しい決定を下すためのアドバイス
となるものが必要な場合、参照するべきリソースでもあります。

経営陣およびコムスコープ取締役会は、「規範」における指針を必ず守るこ
とを皆さんに確約します。また、これと同じ高い基準で一人一人が日々の仕
事に取り組む努力を続けることも皆さんに期待します。当社の評価はこれ
にかかっているのです。

これからもどうぞよろしくお願いします。

Eddie Edwards 
社長兼最高経営責任者
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CEOからのメッセージ



「規範」に基づく 
コネクション
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1						「コムスコープ」「会社」「当社」は、コムスコープ・ホールディングと全ての子会社、  
 系列会社を指します。

2				
法律または「規範」違反を報告するよう会社が従業員に求めることを現地の法律
が禁止している場合、報告をする義務はありませんが、それでもなお、そのような
違反を報告することは推奨されます。

「規範」は、コムスコープの全ての従業員および役員に適
用され、当社が行う全てのこと、ビジネスを行う全ての場所
において適用されます。また、当社は当社の事業関係者 – 
供給業者、チャネル・パートナー、代理業者、コンサルタン
ト、その他サービス提供者など – が「規範」に載っている基
準に従うことも求めます。 

グローバル企業である当社の本部はアメリカであるため、
当社の行動にはアメリカの法律に加え、ビジネスを行う国お
よび地方の法律に規制を受ける部分もあります。どの法律
または方針が適用されるのかわからない場合、準拠する複
数の法律の間、または現地の法律と当社の方針との間に齟
齬があると考えられる場合は、直属の上司またはマネジャ
ーに相談する、あるいは「規範」39ページの「リソース概要」
に載っている当社の「倫理および法令遵守リソース」を利用
してください。所属場所がどこであろうと、当社は全て同じ倫
理基準を使用します。 

「規範」の下での責任

社員および事業関係者の責任
 ❯ 「規範」、会社の方針、法律、自分の仕事に適用される特

定の方針を把握し、遵守しましょう。

 ❯ コムスコープを代表する者として、専門家らしく、正直で
倫理的な行動をとりましょう。 

 ❯ 倫理、法令遵守に関して疑問や懸念がある場合、特定の
状況における適切な行動がわからない場合は、助言を
求めましょう。

 ❯ 「規範」違反につながる可能性のある状況に注意し、起
きた違反行為またはその疑いのあることは直ちに直属
の上司または「倫理および法令遵守リソース2」に載って
いるところへ報告しましょう。 

 ❯ 法令遵守および倫理に関し、規定のトレーニングを修了
し、その認定を受けましょう。

法令および倫理遵守へのコミットメント

コムスコープ1 の業務に適用する基本的な規則の多くは「倫理および業務に関する規範」（以下「規
範」）にまとめられています。ここには準拠する法律の法文および精神を遵守すること、社員および事
業関係者とは正直、誠実、相互尊重をもって接することに対する当社の責任が記載されています。ま
た、コムスコープにおける法令遵守または倫理に関する疑問や懸念が生じた場合に利用することの
できる参考先も載っています。 
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監督者・管理者にさらに要求される責任
 ❯  ロールモデルとして倫理的行動の手本を示すことによっ
て、それを奨励しましょう。

 ❯ 「規範」および会社が期待することに関しアドバイスを与
え、チームが「規範」および会社の方針を遵守することを
手助けしましょう。

 ❯ 報復を恐れることなく、従業員が気兼ねなく疑問や懸念を
提起することのできるオープンな労働環境を強化しまし
ょう。

 ❯ 「規範」に関し、自分が持ったあるいは受け取った疑問や
報告をマネジャーまたは適切な管理職者と共に検討し、
法律または「規範」違反の可能性があることは法務部、倫
理および法令遵守リソースのどちらかあるいは両方に報
告し、問題が確実に対処されるようにしましょう。

「規範」に従うことは随意事項ではありません。「規範」、方
針、手順に違反した者は、解雇も含むあらゆる種類の懲戒処
分、場合によっては民事あるいは刑事罰を受ける可能性があ
ります。

倫理的意思決定 

当社の業務において、多くの決定がなされます。その多くは日
常的なものですが、選択が難しい場合、どこかが非倫理的ま
たは適切でないように感じる場合があるかもしれません。

業務において遭遇する可能性のある多くの問題に対処する
ために利用できるガイドラインを「規範」は提供しています。
ただし、「規範」に全ての疑問への回答または全ての状況へ
の対処法が載っているわけではありません。「規範」または利
用できる方針には回答が見つからなかった場合、選択につい
て検討し、自分、会社、同僚、事業の全関係者にとって最善の
行動方針を決定するためには、このページに載っているチェ
ックリストを使用してください。
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「規範」に基づくコネクション

じっくり考えましょう…

 ❯ 問題を理解するために必要な事実がわかっている
かチェックしましょう。 

 ❯ 選択肢および生じる可能性のある結果について
考え、 

 ❯ 自分自身に問いかけましょう：

❑❑ 決定を下す権威が自分にあるか？ 

❑❑ 行動を起こす前に、影響を及ぼす可能性のあ
る人に相談するべきか？

❑❑ その行動は法令に違反するものか？

❑❑ それは適切、正直なもので、コムスコープの価
値と一致したことか？

❑❑ それは会社の評価を傷つける可能性のあるも
のか？

❑❑ 決定または行動について直属の上司に躊躇な
く報告できるか？

❑❑ ニュースまたはインターネットで自分の行動に
ついて報告されているのを目にしたら、自分は
どう思うだろうか？

❑❑ この状況および自分が選択した行動について
家族が知ったら、自分はどう思うだろうか？ 
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非倫理的または適切でないよう感じれば、ほとんどの場合
それは当たっています。それでもなお、どう対処するべきか
わからない場合は管轄のマネジャーに相談するか、その他
の倫理および法令遵守リソースを利用してください。「規範」
違反が疑われる行動をとる前に回答を得ることを会社は求
めます。正しいことを行っていると確認するまで質問を続け
ましょう。

疑問・懸念の提起 – 当社の倫理およ
び法令遵守リソース

「規範」またはコムスコープの法令および倫理遵守につい
て疑問、懸念が生じた場合、

 ❯ 以下に問い合わせましょう：

 › 直属の上司またはマネジャー

 ›  所属施設の人事部または本社の人事部 

 ›  所属施設の倫理担当役員または本社の倫理担当役員

 › 法務部

 ❯  eメールアドレス 
ethics@commscope.com.

 ❯  コムアラート（CommAlert™）を利用しましょう。これは独
立の第三者機関が運営する電話回線およびウェブサイ
トで、毎日24時間利用可能です。法令で認められていれ
ば、コムアラートを利用する際に自分の名前を告げる必
要はありませんが、会社が適切な調査を行えるよう十分
な情報を提供してください。コムアラートを利用して報
告できる行動のタイプは、現地の法律によって制限され
る可能性があります。

コムスコープの会計、内部会計統制、監査に関する懸念の
報告先は、会社取締役会の監査委員会にすることもできま
す。本社の監査委員会、事業部長宛てに書簡で問い合わせ
ることもできます。

当社の倫理および法令遵守リソースの情報は、この「規範」 
39ページの「リソース概要」または会社のオフィシャルウェ
ブサイトに載っています。会社のオフィシャルウェブサイトで
は、「規範」をダウンロードすることもできます。

「規範」に基づくコネクション

警戒サインを見逃さないで….

何か正しくないことを示唆する言葉を耳にし
たり、自分でそう考えることがあるかもしれま
せん。そのような言葉の例：

 ❯ 大した問題じゃないよ。誰も気付かない
よ。

 ❯ 全てうまくいくよ。

 ❯ 自分の仕事じゃない。自分の問題じゃな
い。他の誰かが解決するだろう。

 ❯ そんなこと気にしなくていいよ。ノルマに
合わせなくてはならないのだから。

 ❯ みんながやっていることだよ。 

このような警戒サインに注意しましょう。何
かが正しくないと感じたら、それを明らかに
しなければなりません。



コムアラート（CommAlert） 

アメリカ国内： 
電話番号866-277-2410  
アメリカ国外から電話するために
必要な国番号は会社のオフィシャ
ルウェブサイトに載っています。 

懸念事項の報告は、ウェブサイト 
https://commalert.alertline.com 
または 
https://commalert-europe.
alertline.com（EU内）で行うことも
できます。
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「規範」に基づくコネクション

守秘義務および報復からの保護

会社は、助力の要請、起きた違反行為またはその疑いのあることに関する報告
には、全て真剣に取り組みます。上げられた疑問、報告への対処は直ちに、可能
な限り秘密裡に行います。内部調査に対しては、正直に透明性をもって完全に協
力しなければいけません。報告内容が立証された場合、適切な是正処置がとら
れます。 

起きた「規範」違反またはその疑いのあることに関する懸念の提起または報告を
善意をもって行った社員に対し、会社はいかなる報復も容認しません。「善意」と
は、報告する情報が真実であると信じているということです。誤っていること、誤解
を招くことがわかっている報告をしてはなりません。報復に関して懸念がある場
合、直ちに人事部、管轄の倫理担当役員、または本社の倫理担当役員に適切な
行動をとるよう報告してください。

適用除外

法令で認められていれば、ごくまれに、コムスコープは「規範」の規定に適切な
適用除外を設ける場合があります。執行役員または取締役員に対する適用除外
は、取締役会での承認を得なければならず、必要な場合、直ちに株主に開示しな
ければなりません。  
その他の適用除外は、CEOの承認を得る必要があります。

Q：所属施設の倫理担当役員に報告をあげ、結果として同僚が
懲戒処分を受けました。私はチームから外されることになり、直属

の上司に私はトラブルメーカーだと言われました。これは報復でしょ
うか？

A：善意をもって行われた倫理または法令遵守に関する懸念事項の提起
に対する報復は容認されません。所属施設または本社の倫理担当役員に
すぐに連絡してください。あなたの問題は真剣に取り扱われ、調査されま
す。チームメンバーを変更する決定および上司の発言は、あなたが行った
報告と関係ない可能性もあります。しかし、関係があり、変更および発言が
報復であった場合、あなたの上司は懲戒処分を受けるでしょう。

例えば...



インテグリティ（誠実さ）
に基づく 
コネクション
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当社は法律の法文および精神に従います。
贈収賄・汚職の禁止

知るべきこと

コムスコープにおいては贈収賄および汚職は全く容認されません。社員および
当社の代理として活動する者による贈収賄は禁止されています。この方針は、現
地の習慣、しきたりに関わらず、当社が行う全てのこと、事業の全分野において適
用されます。

するべきこと
 ❯ 当社の汚職防止方針および適用される全ての腐敗行為防止法を把握し、遵
守しましょう。アメリカの「海外腐敗行為防止法」およびイギリスの「2010年贈
収賄法」など、多くの贈収賄防止法には厳しい罰則が設けられており、どこで
事業を行ったとしても適用されます。

 ❯ ビジネス上の決定に影響を与えるため、あるいはビジネス上の優位性を得
る、または維持するために、価値（少額でも）のあるものの申し出、提供、約束
を行ってはなりません。

 ❯ 例え実行する意図がないとしても、賄賂の要求または受取をしてはいけませ
ん。

 ❯ 第三者の事業者を利用する場合、注意を払い、会社の方針および手順を把握
して遵守し、提携事業者の活動をしっかり監督しましょう。法律または当社の
方針によって禁止されている行いを他者に要求してはいけません。

 ❯ 全ての支払い、利益、便宜は、正直かつ正確に会社の会計帳簿に記録しましょ
う。支払い、支出の隠ぺいおよび虚偽の記載を行ってはいけません。

 ❯ 贈収賄防止法、当社の方針、贈答品または支払いが違法または不適切かどう
かについて疑問や懸念があれば、法務部に助言を求めましょう。

詳しい情報...	
「賄賂」とは、ビジネス上の決定に影響を

与える、またはあらゆる種類の不適切な優
位性を得るために、何か価値のあるもの
を提供する（または受け取る）ことです。賄
賂は、現金の詰まったスーツケースだけで
はありません。以下のものも賄賂となる場
合があります：

 ❯ 贈答品、特に高価なもの

 ❯ 事業上明確な目的がない場合または事
業上合理的な必要がない場合の娯楽、接
待、旅行

 ❯ 個人的なサービス、便宜、貸付

 ❯ 慈善寄付金または政治献金

 ❯ 個人の家族に支払いを行う、利得を与え
る、サービスを行うこと

 ❯ 「ファシリテーター（世話人）」に支払いを
行う、利得を与える、サービスを行うこと（
リベートも含む）
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例えば...

Q：政府関係の顧客が
製品のデモを見るため

に私の所属施設を訪れるこ
とを希望しています。何か問題はあ
りますか？

A：はい。事業で官僚と関わる場合、
贈収賄防止法はより厳格に適用さ
れます。提案された訪問、あなたの
立てた計画の詳細は、提供したい
業務上のもてなしを含め、当社の方
針および準拠するすべての法律を
遵守したものであるか法務部の検
討を受けなければなりません。当社
の汚職防止方針には特定の必要要
件およびガイドラインも含まれて
います。

警戒サインを見逃さないで….

会社の代理として第三者または代理人を使うことを望む場合、贈収賄を
示す以下のような警戒サインに気を付けましょう：

 ❯ 取引を行う国では汚職が長く行われている 

 ❯ 第三者または代理人は：

 › 今後、官僚とやりとりを行う

 › 官僚から特別な推薦を受けた

 › 支出、会計記録などの開示要請または請求に、不正確または不完全
な情報を提出する

 › 腐敗行為防止法に違反しないことの保証を行わない

 › 提案されたサービスを行うために必要な資格にもリソースにも欠け
ていて、あるのは官僚への影響力だけに思われる 

 › 開示されないビジネスパートナーまたは事業関係者と料金または手
数料を分割する

 › 異常に高額な手数料または料金を要求する

 › 現金での支払いを要求、あるいは異例な支払い法の指示または要請
（例えば、他者への支払い、他の国への支払いの要請など）をする

コムスコープにおいては贈収
賄および汚職は全く容認され
ません。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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公正な競争

知るべきこと

当社は製品およびサービスを、それ自体の価値（価格、条件、質に基づくもの）の
みをもって販売し、競争を規制する法律を遵守します。

するべきこと
 ❯ 製品またはサービスの販売される価格、条件、数量、タイプに影響を与える可
能性のある競合他社とは、いかなる了解も合意も行ってはいけません。 

 ❯ 競合他社と価格、価格戦略、製品計画、マーケティング、売却条件について話
し合ってはいけません。 

 ❯ コムスコープ製品の値引きを禁じる、あるいは再販売価格の固定価格また
は最低価格を設定する了解、合意、実施に関わってはいけません。

 ❯ 販売業者などの事業関係者に推奨価格またはそれ以上の価格で販売するよ
う影響、圧力、動機を与えてはいけません。

 ❯ 準拠する法律に違反する差別的価格または差別的販売条件を設定してはい
けません。 

 ❯ 競合他社の情報は、常に公的な情報源、合法的手段を用いて収集しましょう。
競合他社の情報を収集するために、虚偽の記載、詐欺行為、窃盗、スパイ行
為などの違法な手段を用いたり、守秘義務に違反させて競合他社の従業員
から情報を得てはいけません。

 ❯ 不適切と考えられる行為を目撃した場合、独占禁止または競争に関する疑
問、懸念がある場合は法務部に相談してください。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

例えば...

Q：直属のマネジャー
に、来週、業界団体の

会合に出席するよう依頼さ
れました。当然、当社の競合他社お
よび今後そうなる可能性のある会
社の出席が予想されます。会合にお
いて話してはいけない領域はありま
すか？

A：業界団体および業界基準設置団
体が会合を開く目的は競合他社と
の対話ですので、会合においての
接触には注意を払う必要がありま
す。価格、費用、売り上げ、利益、市場
シェアなどの競合に関わる話題に
ついては、非公式な場や懇親会に
おいても話し合ってはいけません。
そのような事柄が話題に上ったら、
直ちに話し合いをやめ、記憶に残る
やり方で（話し合いに対してもった
懸念をグループの人にはっきりと説
明し、会合の場を離れざるを得なく
なったと感じたことを伝えるなど）、
会合または懇親会場を出て、できる
だけ早く法務部にそのことを報告し
ましょう。 
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貿易管理

知るべきこと

当社は、商品、ソフトウェア、技術、技術資料、サービスの輸出入を規制する法令
（国際的ボイコットの規制も含む）を確実に遵守します。意図せぬ違反を避け
るため、また、会社の責任の一部として、当社はどこで事業を行おうとも、当社
と特定の海外の国、個人、団体、組織との取引を規制するアメリカの法律を遵
守します。 

この目標を達成するため、当社は輸出入するもの、輸出先、そこでの使用法を
把握し、正直に透明性をもって報告しなければなりません。

するべきこと
 ❯ 自分の業務に関わる貿易関連の法令を把握し、遵守しましょう。規則は複雑
で、改訂が多いことに留意しましょう。

 ❯ 輸出入などの貿易問題に関するコムスコープの方針を把握し、遵守しまし
ょう。

 ❯ 製品、ソフトウェア、技術、技術資料、サービスを輸出入する前に必要なライ
センスおよび認可を得ておき、以下のものに対する規制にはすべて従いま
しょう：

 › 特定の国、人、団体、組織との取引（そのような国への渡航、入国も含む）

 › 製品、技術、サービスの販売（使用目的と使用者によって規制を受ける）

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

詳しい情報...	
輸出は、わかりやすいものだけではありま
せん。国境を超えて製品を輸送することは
輸出ですが、以下のような活動も輸出にな
るのです：

 ❯ 技術情報のウェブサイトへの投稿

 ❯ 情報または技術の海外（他国のコムスコ
ープ社員も含む）へのeメール送信

 ❯ アメリカ国内の自分の所属施設における
アメリカ国民以外との技術情報の共有

 ❯ 製品または技術（ラップトップ、オペレーシ
ョン・ソフトウェア、技術資料を含む）を持
ってのアメリカ国外への渡航
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 ❯ アメリカ政府が公的に認可していないアメリカに「友好的」な国に対する貿
易ボイコット（アラブ連盟によるイスラエル・ボイコットなど）に参加してはい
けません。eメール、提案依頼書、発注書、船積書類などの取引書類の中に、こ
のようなボイコットまたはボイコット国に関する言葉が含まれていないか注
意し、もしそのようなものを受け取ったら、直ちにグローバルトレード・コンプ
ライアンス部に連絡しましょう。

 ❯ 貿易に関する規制は変わることがあるため、最近取引をしていない国におい
て事業行う際は、事前に法務部またはグローバルトレード・コンプライアンス
部に確認しましょう。

警戒サインを見逃さないで….

貿易への違反行為が生じようとしている警戒サインに気を付けまし
ょう：

 ❯ 懸念が提起されると、仕向地の変更要請が出される

 ❯ 疑問が上げられると、販売業者などの第三者にそれを回す 

 ❯ コンテクストが成立していない（例：出荷品を使用する必要がな
いエンドユーザー名が記載されている）

 ❯ 最終的用途が完全に明らかでない（例：禁止されている最終的用
途で品物を使用することが可能な研究施設が出荷先） 

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

輸出は、わかりやすいものだけ
ではありません。
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政府契約

知るべきこと 

最高レベルのインテグリティ（誠実さ）と正直さをもって全ての顧客に接する当社
は、防衛産業、政府、政府機関、国有企業と取引を行う際に適用される特別な規
則も遵守しなければなりません。 

するべきこと
 ❯ 政府契約において、自分の業務に適用される法律を理解し、遵守しましょう。

 ❯ 政府契約を得る前に、他社の入札金額、提案情報、公的なものでない政府筋
からの選択情報の収集、利用をしてはいけません。

 ❯ 法務部からの書面での承認を得ずに政府関係の顧客に贈答品、謝礼金、接
待などの申し出、提供をしてはいけません。「規範」内の贈答品、接待、汚職禁
止方針に関する箇所も参照しましょう。 

 ❯ 各契約の必要要件およびそれが準拠する法令には厳格に従い、政府契約に
要求される条件を下請業者に必ず通達しましょう。

 ❯ 政府に提供するすべての商品およびサービスは、政府の正当な権威者が特
別に変更を認可したのでなければ、契約での仕様に必ず従いましょう。

 ❯ すべての表示、証明を常に正直、正確、完全なものにしましょう。

 ❯ 作業した時間に対する適切な時間料金の請求を含め、すべての費用は必ず
適切かつ正確に請求および記録しましょう。

 ❯ 法務部に相談することなく、政府の現職員および前職員と雇用またはコンサ
ルティングの機会について交渉をしてはいけません。

 ❯ 政府契約に関係して、詐欺、利益相反、贈収賄、不適切な贈答品または謝礼
金、虚偽の記載、不適切な代金請求が関わる法律違反が疑われることがあれ
ば、直ちに法務部に報告しましょう。

政府活動およびロビー活動

知るべきこと 

コムスコープは、社員が自由時間において市民活動および政治活動に参加する
ことを奨励します。当社の利益となるよう政府のいろいろなレベルに対して適時
プロモーションを試みます。会社の政治活動、また、法律制定や行政措置におけ
る影響力をのばすために法律制定者、公務員などとコンタクトをとることを規制
している多くの法律を当社は確実に遵守します。 

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

防衛産業、政府、政府機関、国
有企業と取引を行う際には、特
別な規則が適用されます。



投票を
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するべきこと
 ❯ 個人的な政治活動は、自分の自由時間に、自分自身のリソースを用いて行う
ようにして、個人的政治活動にコムスコープの財産または施設を利用しては
いけません。 

 ❯ コムスコープが個人の政治的見解を支持しているような表現を用いてはい
けません。

 ❯ 企業の政治献金が認められている場合、法務顧問の事前の承認を得ずに、コ
ムスコープが政治団体または政治任用職員、公職の候補者への資金提供ま
たは支持を行うことはないことを認知しておきましょう。

 ❯ 法律制定または行政措置に影響力をのばすために法律制定者、公務員など
とコンタクトすることに自分の業務が関わる場合、開示規則などが適用され
るのかについて法務部に問い合わせ、許可、報告などの必要要件をすべて遵
守してください。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

当社は政治活動を規制する多
くの法令を確実に遵守します。 
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インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

政府からの要請への対応

知るべきこと 

当社は、政府の要請および調査に対して完全かつ適切に協力します。

するべきこと
 ❯ 通常業務ではない政府からの照会あるいは情報または文書の要求を受けた
場合、できるだけ早く法務部に連絡をしましょう。 

 ❯ 政府からの要請および照会に対しては、常に正確で、真実の情報を提供し、
情報提供の要求に逆らおうとしてはいけません。
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当社はビジネスを正直に、透明性をもっ
て、公正に行います。

知るべきこと

全ての事業活動において公正、正直、倫理的な行動をとる
という評価を維持することは、当社の成功に不可欠なことで
す。取引を得るために当社が不正直、非倫理的、違法な活
動を行うことはありません。

するべきこと
 ❯ 当社製品およびサービスについては正直に伝えましょ
う。競合他社の製品またはサービスとの比較は、偏りな
く、正確で、立証可能なものでなければなりません。 

 ❯ コムスコープのために商品またはサービスを購入する
際は、コムスコープにとっての最大のメリット、質・サー
ビス・価格の検討、会社および顧客の事業利益、供給業
者の商慣行に基づいて決定を下しましょう。供給業者が
当社の基準を遵守していないことが疑われたら、それを
明らかにしましょう。

 ❯ 現在の供給業者および将来そうなる可能性のある業者
から個人的利益を得るためにコムスコープにおける地
位を利用してはいけません。 

顧客および供給業者との誠実で公正な関係の構築

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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利益相反の回避

知るべきこと

会社に最大の利益をもたらす行動をとる責任が社員の一人一人にあります。個
人的な利益、関係、活動によって、コムスコープにおける業務に支障をきたす（ま
たは支障をきたすように思われる）、あるいは公正で客観的に業務を行うことを
難しくするような状況は回避しなければなりません。利益相反の問題は双方が受
け入れられる方法で解決されることが多いのですが、個人および会社を守るた
めには、できるだけ早い段階での全面的な開示が必要です。

するべきこと

 ❯ 社外での活動および関係に関して透明性を保ち、それが業務の支障となる、
または客観性を困難にするような状況に注意しましょう。

 ❯ 自身、友人、家族の利益のためにコムスコープにおける地位を利用してはい
けません。

 ❯ コムスコープでの業務において、あるいは会社の財産または情報を利用して
知ったビジネスの好機または企業にとっての好機を追及してはいけません。

 ❯ 利益相反の事実あるいはその可能性を認識したら、直ちに所属施設または
本社の倫理担当役員に話し、解決する方法をみつけましょう。 

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

詳しい情報...	
以下は、利益相反が生じる可能性のある
状況の例です：

 ❯ 近親者または親しい友人が、コムスコープ
と取引関係にある組織、取引を望む組織、
競合関係にある組織のために働いている

（無報酬の場合も含まれる）

 ❯ 社外での副業または活動（他の組織での
取締役も含む）によって、コムスコープで
の業務に支障をきたす、会社に害を与え
る、会社に恥をかかせることになる 

 ❯ 自分の個人的利益または他者の個人的
利益のために会社のリソースを利用する 

 ❯ 自分あるいは自分の近親者がコムスコー
プの競合他社、顧客、供給業者などのビジ
ネスパートナーに投資している、または経
済的利害関係にある自分の業務に大きな
意味をもたない上場企業の株を所有する
ことは、通常、利益相反ではありません。

 ❯ 職場で家族または親しい友人を監督す
る、あるいは家族または親しい友人に監
督される

 ❯ 過度あるいはビジネス上の決定に影響を
与える（または与えるように見える）贈答品
または接待の申し出を受けている
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インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

例えば...

Q：家族の一員がコム
スコープと取引を望ん

でいます。その所属する会
社が入札するのは他の部門で、それ
を受け入れるかどうかの決定に私が
関わることはありません。何かする必
要はありますか？

A：はい。契約をするかどうかの決定
に直接関与することがなくても、家
族の一員が入札を行う会社で働い
ているという事実は利益相反に見
える状況を作り出す可能性があり、
報告するべきことです。それ以上の
行動は必要ないかもしれません。い
ずれにせよ、決定に、あるいは申し
入れまたは契約に関わるコムスコ
ープの意思決定者に働きかけるこ
とは決して行ってはいけません。

じっくり考えましょう…

利益相反は、わかりやすいものだけではありません。利益相反が存在してい
るように思われる状況に直面したら、以下の質問を自分自身に問いかけまし
ょう： 

 ❯ この状況または関係は、コムスコープでの自分の決定に影響を与える
か？

 ❯ それは、自分あるいは自分に近い人の個人的利益を会社の利益より優先
する義務があるように感じさせるものか？

 ❯ 全ての事実をコムスコープの誰かに知られたら恥ずかしいか？

 ❯ 会社への忠誠心がゆらぐことによって、自分または自分に近い人に何か
利益がもたらされるか？

 ❯ この状況または関係が自分の業務に影響を与えるかもしれないと他の人
は考えるだろうか？

 ❯ 顧客または供給業者は、公正な扱いを受けたと思うだろうか？

個人的な利益、関係、活動によって、コムスコープにおける業務に
支障をきたす（または支障をきたすように思われる）状況は回避
しなければなりません。
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適切な贈答品および接待

知るべきこと

適切な贈答品および接待（食事の提供を含む）は、友好関係を築き、取引関係
を発展させることに役立ちます。しかし、個人のインテグリティ（誠実さ）に疑問
を生じさせ、不公正なビジネス上の優位性を作り上げるようにも見えます。この
ため、贈答品や接待を授受するかどうか決める際には、常に、高い見識が要求
されます。 

するべきこと

 ❯ 以下は、贈答品や接待の授受に関する問題および懸念が生じることを防ぐ
ための一般的なガイドラインです：

 › 贈答品や接待を要求してはいけません。 

 › 適用される現地の法律、規定、方針を把握し、遵守しましょう。

 › 義務感を引き起こすため、またビジネス上の決定へ影響を与えるまたは
決定に返礼するための贈答品や接待、あるいは賄賂や献金ととらえられる
可能性がある贈答品や接待は、申し出ることも、受け取ることもしてはなり
ません。

 › 贈答品や接待の授受は、頻繁には行わず、関係する地域において合理的、
習慣的で、過度でないものにします。 

 › 不適切なもの、文化に配慮していない贈答品や接待は避けます。

 ❯ 世界的な出張および接待の方針、汚職禁止方針、適用される現地の方針に
よって事前に得なければならない許可、制限、価値、除外を確認し、遵守し
ます。

 ❯ 控え目な贈答品や接待でさえ禁止される状況があることに留意しましょう。
例えば、政府機能に関わる仕事をする人、公職の候補者、国有企業のマネジ
ャーまたは従業員に対してどのようなものでも価値のあるものを提供する
場合、会社の方針で明確に認められていない限り、事前にさらに許可を受
ける必要があります。 

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

詳しい情報...	
経験則からいって、プロモーション用の品
または少額の品を時折贈ることは一般的
に認められます。具体的な制約について
は世界的な旅行および接待の方針、汚職
禁止方針を参照しましょう。

ただし、以下の贈答品または接待を授受
することはコムスコープの方針に反するこ
とです：

 ❯ 現金または現金等価物（ギフトカード、商
品券など）

 ❯ 「見返り」としての提供（何かの返礼とし
ての提供）

 ❯ 高価・贅沢なもの

 ❯ 会社の評価を落とす可能性のあるもの

 ❯ 準拠する法律または授受者の方針に違反
するもの
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インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

 ❯ 授受した贈答品および接待については正確かつ完全な記録を残し、第三者
団体（供給業者、顧客、ビジネスパートナーを含む）から受けた贈答品および
接待については直属のマネジャーに報告しましょう。 

 ❯ 許可される贈答品および接待についての絶対的な規則を記述するのは困難
なため、少額ではない贈答品または接待を授受する前に、そのことについて
直属のマネジャー、所属施設の倫理担当役員、本社の倫理担当役員、法務部
と話をしましょう。

例えば...

Q：取引の拡大につい
て、ある顧客と話し合い

を行っています。その顧客
がゴルフに熱中していることを私は
知っており、話題に上った豪華リゾー
トでのゴルフに週末招待したいと考
えています。ゴルフコースおよび食
事の間にビジネスの話ができること
がわかっており、契約締結に役立つ
ことだと思います。これを行ってもい
いでしょうか？

A：いいえ。顧客をゴルフの１ラウン
ドに招待することが許される場合も
ありますが、あなたの説明にある新
しいビジネスについて現在交渉し
ているという状況、出かける期間の
長さ、豪華リゾートというロケーショ
ンでは、あなたの提案は適切ではあ
りません。

じっくり考えましょう…

以下の質問は、贈答品または接待が適切なものかを判断するのに役立つも
のです：

 ❯ ビジネスギフトを受け取る場合、それに対する礼状を書いて、そのコピー
を上司に送ることを進んでしますか？

 ❯ 贈り物をする場合、そのことがほかの人または世間に開示されたら困り
ますか？

 ❯ 自分たちが接待の催しなどを楽しんでいる写真がインターネット上に投
稿されても困りませんか？

 ❯ 贈答品または接待を受けることにより、あなたのビジネス上の決定や選
択は客観的でないととられることになりませんか？

贈答品または接待を授受する
かどうかの判断は、常に高い見
識をもって行わなければなりま
せん。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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正確な会計帳簿

知るべきこと

当社の会計帳簿は、完全で信頼のおけるものであって、取引およびビジネス活動
の真の姿を正確に反映したものでなければなりません。当社が作成あるいは維
持する社内記録は、不正直なもの、ごまかしがあるもの、誰かに誤解を与えようと
するものであってはなりません。 

するべきこと
 ❯ 作成、処理、分析する情報は、必ず正確、徹底的なものであり、準拠する法律、
会計原則、会社の方針を遵守したものにしましょう。 

 ❯ 記録を改ざんしてはなりません。また、当社の活動の真の姿を隠ぺい、あるい
は曲げて伝えようとしてはいけません。

 ❯ たとえ無害で、時間の節約になると考えても、会社の手順またはコントロール
を省略しようとしてはいけません。 

 ❯ 内部および外部監査員には常に協力し、監査員から会社の情報を隠しては
いけません。 

 ❯ 業務記録の保存、削除、処分に関わる会社の方針および手順（法務部からの
通知を通常の期間よりも長く保存することを含む）を把握し、遵守しましょう。

 ❯ 法的手続きまたは調査における開示を避けるために記録を破棄してはいけ
ません。

詳しい情報...	
事業記録の例：

 ❯ 製造報告書および試験結果

 ❯ 会計報告

 ❯ 経費報告書

 ❯ インボイス

 ❯ 時間記録

 ❯ 人事ファイル

 ❯ 事業計画

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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例えば...

Q：売り上げの数字を早く記録し、支出の記録は遅く提出することを時々行って、所属チームのノルマ達成に
役立てていると同僚が言っているのを耳にしました。数値を粉飾しているわけではないので大丈夫だと彼は言

っていましたが、私はそうは思いません。どうするべきでしょうか？

A：あなたの考えは正しいものです。会社の方針および法律は、すべての取引を偽りなく正確かつ速やかに記録すること
を定めています。正当でない時期に数値を記録すれば、当社の業績は不正確なものとなります。このことを同僚に伝える
か、自分で直接言いたくない場合は直属のマネジャーに話をするか、その他の倫理よび法令遵守参考先に懸念を伝えま
しょう。

例えば...

Q：ある会議でプレゼン
テーションを行います。

その場には報道機関がいる
と考えられます。私のプレゼンテーシ
ョンの審査・承認は誰から得たらよ
いでしょうか？

A：場合によります。直属のマネジャ
ーに確認し、適切な参考先を教えて
もらいましょう。本社のコミュニケー
ション部、法務部などにプレゼンテ
ーションの審査をしてもらう必要が
あるかもしれません。

正確かつ適切なコミュニケーション

知るべきこと

コムスコープと利害関係者とのコミュニケーションは、正確で時宜を得て、首尾
一貫したものであって、準拠する法的事項を遵守したものでなければなりませ
ん。このため、コムスコープを代表して公的なコミュニケーションをとること、投資
界およびメディアに話をすることは、特定の人物（そしてその人物だけ）に許可さ
れています。 

するべきこと
 ❯ 会社を代表して話しているととられる可能性のある場で発言することは避け
ましょう。

 ❯ コムスコープを代表して話をすることを特別に認められたのでない限り、当
社の事業に関するメディアまたは投資界などの外部からの問い合わせは本
社のコミュニケーション部に回しましょう。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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会社および他者の財産・リソースを尊重
し、保護します。 

知るべきこと

当社の財産、顧客およびビジネスパートナーが当社に委託した資産を保護す
ること、それらがコムスコープをの事業目的のため適切に利用されるようにす
ることには社員の一人一人に責任があります。会社の財産には、資金、施設、設
備（コンピュータ、スマートフォン、タブレットを含む）、情報、情報システム、知的
財産が含まれます。

するべきこと
 ❯ 当社の財産および委託された資産は、注意を払って、会社の方針および準
拠する契約を遵守して利用しましょう。

 ❯ そのような資産を盗難、紛失、不正アクセス、悪用、損傷、浪費から保護しま
しょう。 

 ❯ 正当な許可を得ない限り、会社の財産を個人的目的に利用してはいけませ
ん。

 ❯ 不法、非倫理的、「規範」および会社の方針に記載されている基準および期
待に合わない活動に当社の資産またはシステムを使用してはいけません。

 ❯ コムスコープでの業務に使用する電子機器を保護し、会社のシステムの完
全性を損なうような行為をしてはいけません。 

財産の責任ある利用

詳しい情報...	
コムスコープには公式な「承認者一覧表」
方針があり、そこには、各種の事業協定お
よび取引を認可し署名する人物が記載さ
れています。この方針は世界中の全ての取
引に適用されます。 

 ❯ 会社を代表して契約を締結する、あるいは
契約書に署名する前に、自分にその権威
があることを確認しましょう。

 ❯ これは最低限の条件であって、個々の事
業および施設においては、より高い基準が
設けられている場合があることに留意して
ください。 

 ❯ 直属のマネジャーに指導を仰ぎ、何か疑
問があれば法務部に問い合わせましょう。 

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション



倫理および業務に関する規範    27

 ❯ 業務で使用する情報および通信システムをコムスコープは所有しており、現
地の法律で禁止されていない限り、経営陣は社員が入力したこと、送受信し
たことの全てをモニターし、審査することができることに留意してください。 

 ❯ IT方針による規制は、より制限的なものであるため、あなたの所属施設に補
足的に適用される規制を把握し、遵守しましょう。

コムスコープのコンピュータまたは業務用の電話を個人的活動
に使用できますか？

A：一般的に、直属の上司が許可し、特別な費用がコムスコープにかから
ず、自分の業務に支障をきたさず、活動が会社の方針または法律に違反
するものでなければ、会社のリソースの個人的使用はある程度認められ
ています。他の組織、事業、個人的な政治活動などのためには会社のリソ
ースを使用することはできません。

例えば...

会社の財産には、資金、施設、
設備、情報、情報システム、知的
財産が含まれます。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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秘密情報および専有情報

知るべきこと

当社の秘密情報および知的財産は、保存および保護しなければならないビジネ
ス上重要な財産です。また、他者の知的財産権を尊重し、当社に委託された秘
密情報を保護することもしなければなりません。不適切な使用および開示は、当
社の競争上の地位を傷つけ、業務に害を与え、財務上の損失につながることさえ
あり得ます。 

するべきこと

 ❯ 準拠する会社の方針に従い、秘密情報および専有情報は決して悪用せず、開
示は必ず承認を得た上で、または法に則る請求をされた場合に行いましょ
う。 

 ❯ 開示を行う承認を得ており、事業の運営上必要な場合でない限り、秘密情報
は誰にも（社外の人だけでなく同僚、家族にも）開示してはいけません。

 ❯ 秘密情報を開示する前に、直属のマネジャーから承認を得て、必要な合意が
なされているか確認し、その合意に従いましょう。

 ❯ 秘密情報を手にする承認を得ていない人が見聞きする可能性のある場所で
秘密情報の話をしたり、使用してはいけません。

 ❯ 会社および他者の知的財産権を保護する方針および手順（商標、サービスマ
ーク、著作権で保護されたものの適切な使用に関する具体的な方針および
手順を含む）に従いましょう。

 ❯ ライセンス許諾契約で許可されていない限り、ソフトウェアまたはライセンス
情報を使用または複製してはいけません。

 ❯ 秘密情報および専有情報を開示または悪用しないという義務は、会社を退職
した後も続くものであり、あらゆる形体での会社の記録は、別の指示を受け
ない限り、コムスコープに返却しなければなりません。

 ❯ 意図しない開示を避けるため、秘密情報の含まれた書類の処分には注意を
払いましょう。

秘密情報の例：

 ❯ エンジニアリングなどの技術資料

 ❯ 財務データ（実収益および予定収益、売
上高など）

 ❯ 計画中の新サービス、新製品

 ❯ 広告プログラム、マーケティング・プログ
ラム

 ❯ 事業計画および戦略（実際のものと提案）

 ❯ 顧客および供給業者のリストと情報（契約
条項、価格など） 

 ❯ 設備投資計画

 ❯ 製品コンフィギュレーション、部品仕様、論
理図、図面

 ❯ 試験データ

 ❯ 取引上の秘密（メソッド、プログラム、プロ
セスなど）

 ❯ 従業員情報（個人情報、給与データ、組織
図など）

詳しい情報...	

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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プライバシーおよびデータの保護

知るべきこと

コムスコープはプライバシーを尊重し、社員、顧客、供給業者、その他のビジネス
パートナーの個人情報を保護します。当社は、個人情報の収集、使用、移送、保存
に関し、準拠する法律および方針を確実に遵守します。

するべきこと

 ❯ 準拠するプライバシーおよびデータ保護の法律、方針、自分の業務に関わる
手順を把握し、遵守します。

 ❯ 会社が収集した、あるいは会社のために収集された個人情報の守秘義務を
尊重し、セキュリティを維持します。 

 ❯ 社員、顧客、ビジネスパートナーの個人情報の業務としてする必要のない収
集、個人情報へのアクセス、必要な期間以上の個人情報の保存を行ってはい
けません。

 ❯ 個人情報にアクセスできる場合、損失、悪用、不正アクセス、開示、改変、破壊
から保護するため、合理的な安全策をとりましょう。

詳しい情報...	
個人情報とは、個人を特定するために使
用できる情報であり、以下のようなもので
す：

 ❯ 個人の住所および電話番号

 ❯ 政府発行の識別番号（社会保障番号、国
民保険番号、免許証番号など）

 ❯ クレジットカードなどの金融口座データ

 ❯ 病歴

例えば...

Q：最近、新しい社員がチームに加わりました。その人は、以前競合他社に勤めていました。コムスコープにおい
て使用できる貴重な情報をもっていると考えられます。何か問題はありますか？

A：はい。その同僚は、以前の雇用主に対する義務を負っています。その人が以前の職で得た秘密の情報または品を受け取
ったり、使用することはできません。より詳しいことは、直属のマネジャーまたは法務部に具体的な質問を行って確認してく
ださい。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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インサイダー取引

知るべきこと

コムスコープでの業務において得たコムスコープまたは他の会社の重要な非公
開情報を使って、それらの会社の有価証券（株式、債券、オプションなど）の売買
を行ったり、他者に投資情報を「漏らす」ことは、会社の方針に違反することであ
り、違法なインサイダー取引となる可能性があります。この制約は、その情報が一
般に公開され、周知のものとなるまで適用されます。

するべきこと
 ❯ コムスコープでの業務において得た重要な非公開情報に基づき、コムスコ
ープまたは他社の有価証券を売買してはいけません。 

 ❯ 重要な非公開情報を他者（家族、友人を含む）に教えてはいけません。また、
重要な非公開情報を知っているために自分では売買できない場合に他者に
有価証券の売買を単に薦めることもしてはいけません。 

 ❯ 重要な非公開情報に定期的にアクセスする取締役員、上級幹部、特定の社員
による売買に会社が課している追加の規制があなたにも課されると法務部
から告げられた場合、その追加の規制を把握し、遵守しましょう。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

詳しい情報...	
重要な非公開情報とは、一般に公開され
ておらず、有価証券売買の判断にとって重
要と理性的な投資家が考えることが予想
される情報です。以下のような情報が「重
要」とされる可能性のあるものです：

 ❯ 実収益、予定収益、財務状態 

 ❯ 業務レベルにおける重大な変化 

 ❯ 買収、売却などの大規模な取り引きに関
する交渉 

 ❯ 大規模な契約の獲得またはキャンセル 

 ❯ 新しい製品またはサービスの開発 

 ❯ 戦略の変更

 ❯ 重大な訴訟 

 ❯ 上級幹部の変更 

経験則として、株式などの有価証券を購入
したくなるような情報は、おそらく「重要」
なものです・ 
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インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

例えば...

Q：市場が大きく広がり、２社の株式の価格に大きく影響するような買収に所属する会社が動いていると顧客の
ひとりがこっそり教えてくれました。２社のどちらかの株式を自分で購入すること、または兄弟に今購入するよう教

えることは可能でしょうか？

A：いいえ。業務において得た秘密情報を個人的利益のために使ってはいけません。また、顧客が告げた情報は、おそらく「
重要な非公開情報」です。インサイダー取引を規制する法律および会社の方針により、重要な非公開情報をもっている場
合、その会社の有価証券の自分での売買、他者の売買の手助けはしてはいけません。 

重要な非公開情報とは、一般に公開されておらず、有価証券売買
の判断にとって重要と理性的な投資家が考えることが予想される
情報です。 
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慎重なコミュニケーションおよびソーシャルメディ
アの責任ある利用

知るべきこと

会社の評判は最も重要な財産です。社員の言動の全てにより、会社の評判が高
まる、あるいは損なわれる可能性があります。このため、ビジネス上のコミュニケ
ーション（eメールも含む）には常に注意を払って明解なものにし、ソーシャルメデ
ィアの使用はベストプラクティスに従いましょう。 

するべきこと

 ❯ コムスコープにおける全てのコミュニケーション（eメール、ショートメールも
含む）には注意を払いましょう。 

 ❯ 全ての電子通信は永久的な、消去できないものであり、書いたことは全てい
つか公表される可能性があると考えておきましょう。

 ❯ eメールを返信または転送する場合、得る資格のない人に秘密情報および専
有情報を送ることがないようスレッドを確認しましょう。

 ❯ 事業目的でソーシャルメディアを使用したい場合、必要な事前の承認につい
て本社のコミュニケーション部または法務部に問い合わせましょう。 

 ❯ ソーシャルメディアを事業目的または個人的に使用する場合、良識を働かせ
ましょう。

詳しい情報...	
以下は、ソーシャルメディアを使用する際
に自分自身と会社を守ることに役立つベス
トプラクティスのリストです：

 ❯ 準拠するコムスコープの方針およびガイド
ラインを把握しましょう。

 ❯ 伝える内容についてよく考えましょう。

 ❯ コムスコープまたは第三者の秘密情報を
シェアしてはいけません。

 ❯ 著作権法を尊重しましょう（他者の作品を
引用する場合）。

 ❯ 専門家らしく振る舞い、他者に敬意を払い
ましょう。

 ❯ 投稿した場合、それを所有することになる
ことに留意しましょう。 

 ❯ 身元を明らかにし、一人称を使用しましょう
｛「私は...と確信しています」）。

 ❯ 事実の裏付けなしに発表をしてはいけま
せん。

 ❯ 誤解されそうな場合、表明するのは個人
の意見であって、コムスコープを代表して
のものではないということをはっきりさせ
ましょう。

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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例えば...

Q：先週末、業界のチャットルームに参加した際、部内のミーティングでマネジャーの一人が話をした秘密情報を
目にしました。  

会社の計画および見通しについて不正確にコメントされているのも見ました。何ができて、何をするべきでしょうか？

A：できるだけ早く所属施設の倫理担当役員または本社の倫理担当役員に連絡し、オンライン上で目にした秘密情報につ
いて報告しましょう。会社を代表して話をする承認を明示的に受けていない限り、不正確な情報に対応してはいけません。
その代わりに、本社のコミュニケーション部、所属施設の倫理担当役員、法務部のどれかにそのことを知らせましょう。適切
な対応がとられます。 

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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当社は他者に配慮し、敬意を払います。
多様性および機会均等 
知るべきこと

多様性を支持し、知的好奇心、創造性、開放性を奨励することが当社の社風で
す。多様性の強みを高く評価し、事業全体を通して均等な機会を提供し、いかな
る違法な差別も容認しません。 

するべきこと
 ❯ コムスコープの労働方針を把握し、遵守しましょう。

 ❯ オープン、正直、多様な経歴および考え方を高く評価する協力的な労働環境
づくりに貢献しましょう。

 ❯ 雇用、賃金決定、昇進など雇用に関係する決定に責任を持つ場合、その人物
の資格、能力、経験、実績のみを考慮しましょう。

 ❯ 社会的弱者の雇用機会を増やすために積極的差別是正措置をとることが現
地の法律によって義務付けられているのでない限り、その人物が社会的弱者
であるかどうかに関りなしに雇用に関する決定は行いましょう。 

詳しい情報...	
当社の方針および当社施設のある地域の
法律の多くにおいて、社会的弱者の特徴
に基づく差別および嫌がらせは禁止され
ています。所属施設のある国の法律によっ
ては以下のことに対する差別・嫌がらせが
禁止されます：

 ❯  人種

 ❯  皮膚の色

 ❯  宗教 

 ❯  性別 

 ❯  性的指向

 ❯  種族的出自 

 ❯  年齢 

 ❯  兵役経験の有無

 ❯  配偶者の有無、家族構成、婚姻状態

 ❯  妊娠中、育児中

 ❯  障害

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション
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他者への敬意
知るべきこと

当社の成功の大部分は、オープンで協同的な労働環境に基づくものです。そのよ
うな労働環境が当社が卓越した存在となること、および顧客のニーズに応えるこ
とを可能にしています。当社社員は専門家であり、同僚、顧客、ビジネスパートナ
ーに対して専門家らしく、正直に振る舞い、お互いに高い敬意と配慮を持って接
しなければなりません。コムスコープはいかなる嫌がらせも容認しません。

するべきこと
 ❯ 政府の保護を受けている社会的弱者の社員に対する好ましくない、軽蔑的、
侮辱的な言動は会社では許されないことを忘れてはいけません。

 ❯ 脅迫またはいじめと解釈される可能性のある行動は避けましょう。

 ❯ 職場では性的な会話、コメント、ジョークは控えましょう。 

 ❯ 許容されるもの、面白いことと自分は考えても、他者は、あるいは他の文化に
おいては侮辱ととる可能性があることを忘れてはいけません。

詳しい情報...	
嫌がらせとは、人に脅迫、侮辱、屈辱を与え
る、または敵意を示す行動、あるいは業務
を不当に妨げる行動です。例：

 ❯ 人種に関わるジョークまたは侮辱

 ❯ 同僚の宗教に関するからかい

 ❯ 同僚の出身国、その家族の暮らす国に対
する侮辱

 ❯ 特別な性的指向を持つ人々についての求
められてもいない意見の表明

 ❯ 迷惑な性的誘い、要求

 ❯ 性的性質があからさまなしぐさ、ポスター

インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

Q：昨夜の夕食において、ある顧客が不愉快なジョークを言い、
同僚の容姿について何度もコメントしました。その女性の同僚は、

それらの発言を無視していましたが、私はとても居心地悪く感じまし
た。何かするべきでしょうか？

A：はい。コムスコープは、労働環境において脅迫、敵意、侮辱を示す行動
は一切容認しません。この方針は、社員および当社の取引相手の全てに適
用され、これには顧客も含まれます。これは会社施設内で行うことに加え、
営業時間外の社外での会合（ビジネス関係の親睦会を含む）にも適用さ
れます。その状況について、直属のマネジャーまたは人事部に報告するよ
う同僚に伝えるべきです。同僚がそれを行わない場合、あなたが直属のマ
ネジャーに話をして、その問題が必ず対処されるようにしましょう。

例えば...
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インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

安心・安全な職場

知るべきこと

コムスコープは、安心・安全な労働環境を確実に提供しま
す。自分自身の安全および他者の安全に関しては一人一人
に責任があります。

するべきこと

 ❯ 安全・衛生規則、方針、手順を把握し、遵守しましょう。 

 ❯ 日常業務における安全リスクに対して注意を払い、事
故、負傷または不安全な設備、手順、状況について全て
直属のマネジャーまたは適切な管理職者に報告しまし
ょう。 

 ❯ 暴力を振るうという脅迫、暴力的行動をしてはいけま 
せん。

 ❯ 職場で武器を使用してはいけません。また、武器を使用
するよう脅迫してはいけません。

 ❯ 仕事中または会社施設内で違法薬物を所持、使用、販
売してはいけません。

 ❯ 薬物、アルコールなど、業務を安全、効率的に行う能力
を損なう物質の影響下にある場合、会社で働くこと、会
社を代理することは許されないことに留意しましょう。

 ❯ 安全または衛生に関する懸念は、できるだけ早く直属
の上司またはその他の倫理および法令遵守リソース、
現地のセキュリティに報告しましょう。

 ❯ 緊急の場合、現地の緊急通報手順に従うか、管轄者に
連絡しましょう。 

環境の保護

知るべきこと

当社は環境を保護し、環境的に持続可能な方法で事業を
行うことを確約します。 

するべきこと

 ❯ 自分の業務に関わる環境規制、方針、手順を把握しまし
ょう。 

 ❯ 廃棄物は、合法的で、当社の環境基準に適合する方法
で処分しましょう。

 ❯ 事業のあらゆる面において、安全で持続可能な製品、サ
ービス、制度の開発により、環境に与える影響を最小限
にするようにコムスコープが行うことに貢献する努力を
しましょう。

 ❯ できる限り自然資源保護、汚染防止に努め、会社の環境
保全の取り組みを助ける意見を提案しましょう。  
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インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション インテグリティ（誠実さ）に基づくコネクション

Q：会社施設の一つで行われる加工に適用される環境許可の有
効期限が切れていることに気が付きました。どうするべきでしょう

か？

A：直属の上司および工場の経営陣に直ちに知らせましょう。加工作業、施
設での操業に必要な許可は全て取得し、それを遵守して操業することは
当社の義務です。所属工場の経営陣は、適切で責任ある方法でその問題
を解決するでしょう。

例えば...

コミュニティ投資

知るべきこと

当社は、事業を行う地域のコミュニティを積極的にサポートします。最適な職場
環境の提供、責任ある公平な雇用制度を確実なものとする厳格な遵守への取り
組み、会社施設の位置する地域のコミュニティへの慈善活動を行う社内プログラ
ムによって、地域へ恩返しをすることは優先課題です。

するべきこと

 ❯ 人権にとりわけ高い価値を置きましょう。

 ❯ コムスコープの事業活動において児童労働、強制労働があってはなりませ
ん。

 ❯ 供給業者などのビジネスパートナーの事業において児童労働、強制労働が
行われている疑いがある場合は法務部に報告しましょう。

 ❯ コミュニティのサポートとして継続可能な方法を会社が特定できるよう協力
し、その方法を直属のマネジャーに知らせましょう。
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正確な会計帳簿❑11, 12, 23, 24, 25, 28

職場でのアルコール❑36

匿名の報告❑39

独占禁止および公正競争の法律❑13

疑問・懸念の提起❑4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 25, 
26, 36, 39

承認❑14, 16, 17, 22, 26, 28, 32

ボイコット❑14, 15

賄賂および贈収賄❑11, 12, 16, 22

ビジネスおよび企業にとっての好機❑3, 4, 
16, 20, 31, 34 

業務記録❑24

慎重なコミュニケーション❑19, 25, 27, 32, 
33

コムアラート❑8, 9, 39

通信システム❑26, 27

ソーシャルメディアを使用したコミュニケー
ション❑32

投資界とのコミュニケーション❑25

メディアとのコミュニケーション❑25

会社の財産❑26, 27, 28

競争および独占禁止の法律❑13

競合他社の情報❑13, 29

競合他社との接触❑13

コンピュータ、電子機器、ネットワークシス
テム❑26, 27

秘密情報❑9, 13, 28, 29, 31, 32, 33, 39

利益相反❑6, 16, 20, 21

違反の結果❑7

政治献金❑11, 17

著作権❑28, 32

企業にとっての好機❑20

汚職および腐敗行為❑11, 12, 16, 22

懲戒処分❑7, 9
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❑20, 28

差別❑34
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経済的利害関係（「利益相反」を参照）

詐欺❑16
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政府契約❑16

政府の調査および要請❑18
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安全・衛生❑36
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インサイダー取引❑30, 31
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適用除外❑9

武器❑36

索引



倫理および業務に関する規範    39

リソース概要

「規範」に載っている主題に関し、より詳細な情報を伴っている方針および手順
は、会社のイントラネットhome.commcope.comで、または所属施設の倫理担
当役員から手に入れることができます。  

コムスコープは、疑問または懸念を提起することを奨励します。当社は、懸念事
項または不正行為の疑いを、善意をもって報告することに対して報復を行うこと
を禁止する厳格な方針を適用しています。

懸念事項の報告方法は、以下の中から選択することができます：

 ❯ 直属の上司またはマネジャーに報告する

 ❯ 所属施設の倫理担当役員（通常、施設の人事マネジャー）に報告する

 ❯ 本社の倫理担当役員Burk Wyattに報告する。またはethics@commscope.com 
にeメールを送る 

 ❯ コムアラート（CommAlert®）を利用して内密に（現地の法律で認められてい
れば匿名も可能）報告する；

 › アメリカ国内：電話番号866-277-2410アメリカ国外から電話するためには
国番号が必要です。所属施設の国番号は、会社のオフィシャルウェブサイト
http://www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-
Sustainability/Ethics-and-Governance/Reporting-and-Non-retaliation/
に載っています。 

 › ウェブサイト 
https://commalert.alertline.com 
また、EU内では 
https://commalert-europe.alertline.comを使用して報告してください。

コムスコープの会計、内部会計統制、監査に関する懸念の報告先は、会社本部
の監査委員会の事業部長宛てとすることもできます。

当社のインテグリティ（誠実さ）への評価は高い価値のあるもので、その維持に
は一人一人が責任を負っています。

報告について、また、報復の禁止に関して一般的な質問があればethics@
commscope.comへeメールで問い合わせてください。

当社の倫理および法令遵守リソ
ースの連絡先（コムアラートを含
む）は、会社のオフィシャルウェブ
サイトhttp://www.commscope.
com/About-Us/Corporate-
Responsibility-and-Sustainability/
Ethics-and-Governance/
Reporting-and-Non-retaliation/ 
に載っています。



www.commscope.com
詳細は、オフィシャルウェブサイトをご覧いただくか、最寄りのコムスコープの代表者にお問い合わせください。 

© 2014 CommScope, Inc. All rights reserved. （不許複製・禁無断転載） 

®または™によって特定されている全ての商標は、コムスコープ社の登録商標（前者）または商標（後者）です。  
この文書は、計画作成のみを目的としており、コムスコープ製品またはサービスに関する仕様または保証を変更または補足するものではありません。 
コムスコープはISO 9001、TL 9000、 ISO 14001認証を取得しています。

BR-108444-EN


