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社員の皆様へ

当社の成功は、最高の倫理基準に従い行動するための誠実さと貢献
という基盤の上に構築されるものです。業務をどのように行い、同
僚の社員や顧客、サプライヤー、地域社会など、他者をどのように
扱うかで、世界が当社をどう見るかが決まります。社内で個人とし
て、または全世界のコミュニティ内で企業として業務を行うかによ
らず、一貫して、倫理に基づく行動という原則によって導かれなけ
ればなりません。

Pallは、「常に正しいことを行う」という、単純で、効果的な信条
に従い、ビジネスを成長させてきました。コンプライアンス・倫理
プログラムは、この信条と、次の「中核」となる価値に基づくもの
です。

• 顧客第一は単なるスローガンではありません。顧客をどのよう
に扱うかを示すものです。 

• 当社は、他社より先に顧客のニーズを満たすため、最も機敏で
あることに努めます。

• 利害関係者との関係は、すべて相互の信頼の上に構築されま
す。

• Pall Corporationの成功は、個人の責任と完全な説明責任という
文化にかかっています。

• 絶対的な誠実さが、業務をどのように行うかについての当社の
基礎であり、ルールです。

本行動規範では、こうした中核をなす価値をどのように実現するか
に重点を置き、相互の信頼、個人の責任および説明責任を重視しつ
つ、絶対的な誠実さにより業務を行うことの重要性を強調していま
す。

本規範は、正しいことや間違ったことを網羅するものではありませ
んが、求められる行動、当社の方針および当社の業務に適用される
法律についての重要な情報を記載しています。Pall標準の雇用契約
書および/または労働協約、Pallの就業規則および他の会社の方針な
らびに手続と併せて、本規範はすべての業務上の決定や戦略の枠
組みを定めるものです。本規範をお読みになった後、質問、または
コンプライアンス上の懸念についてのアドバイス、もしくは明確
することをご希望される場合は、上司またはローカル・コンプラ
イアンス・オフィサーへご相談するか、または電子メール（宛先: 
compliancequestions@pall.com）でリーガル＆コンプライアンス部
までご連絡下さい。

よろしくお願いたします。

Larry Kingsley 
Pall Corporation  
会長兼 CEO
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Pall Corporation会長兼CEOからの手紙



グローバル企業として、当社は、運営し、
業務を行うすべての国、州、郡および地方
自治体の法律ならびに規制に準拠します。

Pallは世界の多くの国で事業を行っています。当社の社員はさまざ
まな国の市民であり、多様な文化集団に属しています。グローバル
企業として、当社は、運営し、業務を行うすべての国、州、郡およ
び地方自治体の法律ならびに規制に準拠します。２ヶ国以上の国の
法律、または国の法律と行動規範との間に、実際に相違がある、ま
たは相違があるように見える場合があります。その場合は、直ちに
Pallのリーガル＆コンプライアンス部に連絡し、相違を解消する方
法についてアドバイスを取得する必要があります。

行動規範またはPallの方針の要件に従わない場合、または法律に違
反した場合は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。さらに、法
律に従わない場合の罰則は厳しいものであり、罰金、訴追、事業上
の特権の喪失、場合によっては懲役刑を科せられる場合もありま
す。Pallは、現社員または元社員が罪を犯したと合理的に信じる場
合、法律上の機関へ連絡する権利を保有します。
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本行動規範は、Pall Corporationの取締役会
が採択したもので、全世界で適用されま
す。

本規範で使用される「Pall」には、Pall Corporationが支配するすべ
ての会社が含まれます。本規範は、すべての取締役、役員、社員、
コンサルタントおよび代理人を含む代表者に適用されます。

コンプライアンス担当役員は、本規範の実行に関して責任を負いま
す。行動規範の全部または一部の放棄は、例外的な場合に、またコ
ンプライアンス担当役員の承認がある場合にのみ認められます。取
締役および執行役員についての放棄については、コンプライアンス
担当役員および取締役会、または取締役会の委員会の両方の承認が
必要で、法律および規制で求められるとおり速やかに開示されま
す。

行動規範の適用

法律および規制の遵守
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マネージャーは、Pallの倫理的な文化を促進
し、誠実さの基調を定め、決してPallの方
針、行動規範または法律に違反する行動を
取ることにより結果を達成することを直接
社員に指示しないよう求められます。

Pallのマネージャーは、倫理面のリーダーであることが求められま
す。そして模範を示し、報復を怖れることなく誠実で開かれたコミ
ュニケーションを行う環境を奨励し、倫理的な問題に気づいたら直
ちに行動を取る責任があります。マネージャーは、Pallの倫理的な
文化を促進し、誠実さの基調を定め、決してPallの方針、行動規範
または法律に違反する行動を取ることにより結果を達成することを
直接社員に指示しないよう求められます。マネージャーは、当社に
代わりさまざまな取引について承認する責任も有します。Pallのマ
ネージャーまたはその代理として、方針の要件を満たしていること
を確認する重要な受託責任があります。業務の結果は、決して倫理
的行動やPallの方針および法律の遵守より重要であってはなりませ
ん。

マネージャーの役割

Q&A 
マネージャーとして、社員が懸念を提起した際にどうすべきで
すか。

社員が懸念を提起した、または支援を求めた際には、マネージ
ャーは客観的かつオープンな態度を保ち、迅速に回答してくだ
さい。報告を「悪いニュース」とは考えずに、正しいことを行
う社員の責任の前向きなサインと見なしてください。コンプラ
イアンスまたは業務活動および誠実さの問題については、直ち
にリーガル＆コンプライアンス部へ必ず報告してください。

詳細については、マネージャーのツールボックスをご覧ください。?

http://connect.pall.net/SitePages/Compliance.aspx


Pallの社員として、皆さんには当社に害を及
ぼす可能性のあることを目撃した、または
可能性が疑われる場合、率直に話す責任が
あります。

Pallの社員として、皆さんには当社に害を及ぼす可能性のあること
を目撃した、または可能性が疑われる場合、正しい行動を取り懸念
を共有する責任があります。これには、本規範、会社の方針または
法律に違反すると自らが誠実に考えることについて、直ちに率直に
話すことが含まれます。また、状況が「正しいと思われない」場合
でも、それを話すことも奨励しています。

懸念の報告としては、どのような方法が最良です
か。

ご自身にとって最も適切な窓口をご利用ください。たとえば、マネ
ージャー、人事部の担当者またはリーガル＆コンプライアンス部に
話すことができます。彼らには、懸念を聞き、支援する責任があり
ます。

問題が解決されたとは思われない、またはマネージャー、人事部ま
たはリーガル＆コンプライアンス部に直接話しづらい場合、代替手
段によりコンプライアンス部に連絡してください。コンプライアン
ス部は、懸念を提起することを希望するすべての社員、顧客、パー
トナー、株主およびその他の利害関係者が利用できます。法律で禁
止されている場合を除き、匿名で懸念を報告できます。コンプライ
アンスチームは、法律上の義務およびすべての関係者の最善の利益
に従い、すべての問い合わせを迅速かつ機密に管理します。

次の手段により、直接コンプライアンスチームに
連絡できます。

電子メール: compliancequestions@pall.com

または、次のPall アラートラインを通じ報告:

オンライン: http://alertline.pall.com 

電話: Pall Connect または、ローカルのアクセス用の電話番号に
ついては、http://alertline.pall.com をご覧ください。海外からの場
合、ニューヨークのコンプライアンス担当役員（516-801-9844ま
たは2009844）に電話することもできます。
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懸念を提起する社員の義務率直に話す
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報復は禁止されています。

Pallは、誠実な疑問や違反行為の報告に関し、社員に対して報復す
ることを容認しません。社員が誠意をもって懸念を表明したり、調
査に対して情報を提供したという事実は、手当の支給拒否、解雇、
降格、停職、脅迫、嫌がらせあるいは差別の理由にはなりえませ
ん。Pallでの役割にかかわらず、正しく誠意をもって違反を報告し
た社員に対し報復を行なった場合、Pallは、報復に関わったすべて
の者に対し、解雇を含む懲戒の実施等の適切な行動を取ります。こ
れは、後日その社員が元の問題を間違えて報告したことが判明した
場合であっても適用されます。ただし、個人が意図的に、または悪
意を持って虚偽の報告を行った場合、Pallはその者を解雇を含む懲
戒の対象とするなど、適宜対応します。

自分または他の同僚が、誠意をもって懸念を提起したことで報復
を受けていると思われる場合、Pallアラートラインに電話しリーガ
ル＆コンプライアンス部に連絡するか、または、海外からの場合、
ニューヨークのPallのコンプライアンス担当役員（516-801-9844
または2009844）に電話してください。

懸念の調査方法

Pallは、会社の方針または法律違反の申立てに対し、迅速かつ一貫
して対応することに努めています。問題の種類によっては、適切な
社内の部署が、申立ての調査に関わります。リーガル＆コンプライ
アンス部、人事部、内部監査またはPallのその他の部署である場合
があります。Pallは調査を秘密裡に行います。あなたが調査に関わ
っている場合、別途具体的に指示がある場合を除き、調査チーム以
外の者と調査事項について話をしないでください。調査の間、社員
は協力し真実を語ることが要求されます。要求に従わない場合、解
雇を含む懲戒の対象となる可能性があります。

Pallは、誠実に行われた疑問や違
反行為の報告について、社員に対
する報復を容認しません。

懸念を提起する義務（続き）

詳細については、Pallの調査についての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Compliance%20and%20Ethics%20Issue%20Reporting%20and%20Response%20Policy.pdf
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懸念を提起する義務（続き）

Q&A 
私は、行動規範に違反する可能性のある状況について知っていますが、
問題かどうかよく分からない場合であっても、報告すべきですか。

はい。違反の可能性を直ちに報告する責任があります。マネージャーま
たはリーガル＆コンプライアンス部に報告するか、アラートラインにお
電話ください。あなたの報告を真摯に受け止め、調査します。違反の可
能性を無視するより、最終的に問題ではないと判明される疑いを報告す
るべきです。

報告について回答がない場合、何も調査されていないということでしょ
うか。

リーガル＆コンプライアンス部は、速やかにすべての問題に対処します
が、プライバシーまたは機密性の要求のため、あなたに結果をお伝えし
ない可能性があります。複数言語対応のPallアラートライン（第三者が
管理しております）への電話や、アラートラインのウェブサイトを通じ
て行われた報告には事例番号が割り当てられるので、Pallに対して（法
令で禁止されていない限り）匿名のまま、懸念をフォローすることもで
きます。

内部調査に協力するよう求められた場合、参加しなければなりません
か。

はい。Pallの社員として、内部調査に協力することが求められます。協
力しなかった場合、解雇を含む懲戒処分の対象になることがあります。

自分のマネージャーから、安心できないことをするよう求められた場
合、どうしたらよいのですか。

この場合、人事部またはリーガル＆コンプライアンス部へご連絡くださ
い。
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業務を行い、他の人をどのように扱うかに
より、最終的に世界が当社をどう見るかが
決まります。

正しい選択をする

社員として、あなたは、当社の中心的価値や行動規範の要件に沿っ
た決定を行い、当社が業務を行う各国で適用されるすべての法律お
よび規制を遵守することが求められます。また、当社の方針につい
て知り、かつ遵守する責任もあります。正しいことを行うという個
人的な約束が、信頼されたグローバルブランドとしての当社の評判
を保護し、かつ強化します。

倫理的なジレンマに直面した場合、行動する責任があります。正し
いことを行うことは、間違ったことを行う、または何もしないより
難しい場合があります。問題を無視すること自体が、重大な結果を
招く行動となることがあります。当社の行動規範に違反する行動を
目撃した、または疑われる場合、率直に話してください。

ヒント:

このような場合、「正しいこと」は必ずしも明確ではないことがあ
ります。次のページにある倫理判断ツールの使用により、あなたに
最善の行動をガイドします。

倫理的な判断
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倫理判断ツールを参照し、 
倫理的な判断を下します。

倫理判断ツール

Not Sure?
Talk to your

manager
or Local

Compliance
Officer for
guidance

Not Sure?
Contact Pall’s Global

Compliance Department
for guidance.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Check Pall’s Compliance &
Ethics Resource Center for

more information.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Check Pall’s Compliance & Ethics
Resource Center or contact your

manager for guidance.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Talk to your manager or

Local Compliance Officer
for guidance.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Talk to your
manager or
Pall’s Global
Compliance
Department
for guidance

Yes

No

?

Is it legal? Yes

No

?

Does this
comply with
Pall policy?

Yes

No

?

Does this
re�ect Pall’s
values and

culture?

No

Yes

?

Could this
adversely

affect company
stakeholders?

Yes

No

?
Would you

feel concerned 
if this appeared

in a news
headline?

Yes

No

?
Could this
adversely

affect Pall if all
employees

did it?

Ask
Yourself:

The decision to move forward
appears appropriate!



個人の行動
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差別

当社は、積極的な文化を保持し、各人がPall
のチームの価値のあるメンバーとして、尊
敬と尊厳をもって取り扱われることを保証
します。

全世界の社員は、当社の誇りです。社員の採用、能力開発、昇進お
よび意思決定は、性別、人種、肌の色、出身国、祖先の国、国籍、
宗教、年齢、身体または精神障害、健康状態、性的指向、ジェンダ
ー・アイデンティティー、性別の表現、軍歴または婚歴にかかわら
ず行なわれます。当社は、積極的な文化を保持し、各人がPallのチ
ームの価値のあるメンバーとして、尊敬と尊厳をもって取り扱われ
ることを保証します。

さらに当社は、身体または精神障害のある社員や応募者と共に働
き、合理的な便宜を図ることも約束します。障害のある社員は、仕
事で必須の義務または職務を実行する能力に制約があることを記載
した医師の診断書を提供することをお勧めします。
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Q&A 
マネージャーに差別されているように感じますが、 私はどうし
たらよいでしょうか。

Pallのすべての社員は、差別や嫌がらせ、報復のない環境で働
かなければなりません。マネージャーに差別されていると感じ
る場合、マネージャーの上長または、人事部の担当者とお話し
ください。アラートラインに電話することもできます。

Pallの雇用機会均等についての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.pdf


嫌がらせ（ハラスメント）

性的嫌がらせを含むあらゆる種類の嫌がら
せは、Pallの哲学や方針に違反するもので
す。

Pallでは、社員を個人または集団として、性別または人種、肌の
色、出身国、祖先の国、国籍、宗教、年齢、身体または精神障害、
健康状態、性的指向、ジェンダー・アイデンティティー、性別の表
現、軍歴または婚歴を理由に、当該社員または当該社員のグループ
を否定的な方法で特定する行為を禁止しています。性的嫌がらせを
含むあらゆる種類の嫌がらせは、Pallの哲学や方針に違反するもの
です。

Pallはまた、あらゆる種類の職場における暴力のない職場環境の 
保持にも努めています。いかなる者による暴力や脅迫、悪意のある
行動、威嚇も容認しません。
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Q&A 
嫌がらせ（ハラスメント）とは何ですか。

嫌がらせは、口頭、視覚または肉体的なものです。禁止されて
いる嫌がらせ行為には、性別、人種、肌の色、出身国、祖先の
国、国籍、宗教、年齢、身体または精神障害、健康状態、性的
指向、ジェンダー・アイデンティティー、性別の表現、軍歴、
婚歴に基づく、欲するものではない中傷、冗談、発言、メモ、
手紙、電子的コミュニケーション、写真、図、ジェスチャーお
よびその他の種類の行動またはコミュニケーションが含まれま
すが、これらに限定されません。

詳細については、Pallの嫌がらせ（ハラスメント）禁止についての方
針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Non-Harassment%20Policy.pdf


Pallの利益相反についての方針は明確です。全員
が、常に当社の最善の利益のため行動する義務を
有します。

利益相反の例として、あなたや家族、友人が、次のような状況にあ
る場合が含まれます。

• Pallの利益と競合する、または競合すると見られる行動を取る

• 個人や家族の利益、友人関係に影響を及ぼす、または及ぼすと
見られる業務上の決定をする

• 会社の資産、情報またはリソースを、個人または他人の利益の
ために使用する

• 家族またはあなたと関係のある人物を採用、監督し、直接的ま
たは間接的な部下とする

• 社外において、Pallでの自らの職務遂行に悪影響を与える、また
は責任を邪魔するような雇用をされている

• サプライヤー、顧客、競合他社または当社とビジネスを行おう
としている会社から個人的または金銭的利益を得、金銭的な利
害関係をもち、サービスを提供、もしくは働くこと 

開示すべき利益相反があるかどうかを判断するために、次の通り自
ら問いかけてください。

• 外部との利害関係が、正当な業務上の決定を行う自分の能力に
影響を及ぼしている、または及ぼしていると見られるか。

• この状況に関わることで、自分に利益があるか。自分の友人や
関係者に利益があるか。

• この活動に参加することで、自分の職務遂行する能力を妨げる
か。

• これにより、自分の利益がPallの利益より優先することになる
か。

• この状況が公知となった場合、自分が困るか。Pallが困るか。

利益相反の可能性を開示しなければなりません。

社員の利益と会社の最善の利益の間のすべての潜在的な相反が、有
害または禁止とされるわけではないことに留意してください。一部
の利益相反は、開示し承認を取得した場合は、許可されます。多く
の場合、潜在的な利益相反は、開かれた誠実な協議により解決する
ことができます。関係または取引により相反が生じる場合、直ちに
リーガル＆コンプライアンス部に相談してください。相反を精査し
た後、開示および承認済として倫理室のファイルに保管されなけれ
ばなりません。

利益相反は、必ずしも規範に違反するわけではなく、開示しないこ
とが違反であることを忘れないでください。
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利益相反

詳細については、Pallの利益相反についての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Conflicts%20of%20Interest%20Policy%20-%20Japanese.pdf


13

利益相反（続き）

Q&A 
配偶者は、Pallがサプライヤーとしての取引を検討してい
る会社を所有しています。Pallとの契約は、配偶者のビジ
ネスにとっては大きなものとなります。契約を締結するた
め、配偶者をできる限り支援したいと思っていますが、 
何ができますか。

配偶者の会社を支援することは、利益相反となります。契
約を締結するため、配偶者を支援してはなりません。あな
たが選定プロセスに関わっている場合、マネージャーに報
告し、同プロセスから除外してもらうようにしてくださ
い。たとえ、自分は公正に、最高の入札者と契約すると考
えていても、利益相反と見られるため、関与しないでくだ
さい。

Pallのオフィス機器サプライヤーの1社が、Pallが自分の
ホームオフィス用の家具と機器の購入することを交渉した
ときと同一の値引きを提供しています。これは容認されま
すか。

おそらくできません。サプライヤーの値引きは、Pallの全
社員が利用可能な場合にのみ認められます。値引きがあな
たに限定される場合、適切なものではありません。こうし
た状況は、不適切な贈答品、Pallの業務上の決定に影響を
及ぼす試みおよび問題があるとの見られる等、さまざまな
観点から問題となる可能性があります。

 
Pallに入社する前、私は友人と、Pallを含む多くのさまざ
まなメーカーから濾過装置を販売する会社をスタートさせ
ました。現在、私は営業担当者としてPallに勤務していま
すが、引き続きこの会社の一部を所有し、友人に経営を任
せることはできますか。

いいえ。この関係は、重大な利益相反が生じます。以前の
会社の濾過機器の売り上げは、業務でのPallとの直接競合
した結果となります。事業に対し活動的でない投資家であ
っても、相反する優先事項が生じる可能性は非常に大き
く、パートナーとPallの両方にとって不公平となります。
直ちに利益相反を上司およびリーガル＆コンプライアンス
部に開示し、その後、Pallに引き続き勤務することを希望
する場合には、その会社の持分を売却しなければなりませ
ん。

上司のジョーンは、自分の部署の空きポジションに適切な
人物を見つける責任があります。いとこがとても適任のた
め、彼女はいとこを採用します。いとこの採用は、利益相
反となりますか。

はい。彼女の行動を通じて、ジョーンは少なくとも利益相
反と見なされる状況を作り出しています。ジョーンは、他
の候補者よりいとこが適任と考えていますが、ジョーンは
バイアスがかかっているため、彼女はこの相反をマネージ
ャーに公表すべきでした。さらに同じ理由で、ジョーンの
いとこを採用する場合、いとこは彼女の部下であってはな
りません。



公共交通機関やエレベーターなど、他人が
聞く可能性のある場所で、機密情報を話す
ことは避けてください。

「内部」情報に基づいて取引を行わない

内部情報とは、重要な未公開情報です。

重要情報とは? 

合理的な投資家が証券を買う、売るまたは保有するかどうかを決定
する際に重要であると考える、またはその情報が証券の市場価格に
影響を及ぼす可能性が高い場合、情報は「重要」であると考えられ
ます。重要な情報は肯定的である場合も否定的である場合もあり、
実質的に会社の事業のあらゆる局面に関連する可能性があります。

重要な未公開情報とは何ですか。

一般に開示され、証券市場で情報を流れるための十分な時間が経過
しない限り、情報は未公開と見なされます。

Pallまたは当社の業務に関連する重要な未公開情報を有する場合、
当社の方針として、あなた、あなたに関連する他人または団体
は、Pallの証券の売買、その情報を利用し、または他人に伝えるた
めのあらゆる行動を取ることはできません。この方針は、Pallでの
立場により取得した他社（例: Pallの顧客、サプライヤー、ベンダ
ー、下請業者およびビジネスパートナー）についての重要な未公開
情報を有する場合、その会社の証券の売買にも適用されます。不
正取引のように見えるだけのことであっても、回避しなければな
りません。売買パターンは、政府によって注意深く監視されてお
り、Pallは違法な売買の可能性についての政府の調査に全面的に協
力することに注意してください。
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インサイダー取引および企業秘密



「情報を漏らす」だけでも違法です。

Pallの社員は、他人が利益を得るまたは損失を回避することを助け
ようとしていた状況で、内部情報を友人や家族に伝えるなど、他
人に情報を漏らすことも禁止されています。インサイダー取引の
形態を取ることは違法ですが、情報漏洩も、企業の機密保持の重
大な違反です。このため、公共交通機関やエレベーターなど、他
人が聞く可能性のある場所で、機密情報を話すことは避けてくだ
さい。

Pallの株式のデリバティブやヘッジ取引は認められ
ません。

Pallの社員は、重要な未公開情報を有しているか否かにかかわら
ず、プットオプションおよびコールオプションなどいかなるPallの
証券のデリバティブの取引も禁止されています。Pallの方針ではま
た、社員と他の株主の目的との間に乖離が生じる可能性があるた
め、カラー取引や先渡売取引など、その他の形態のヘッジ取引を
行うことも禁止されています。

インサイダー取引法は複雑で、国により異なります。ガイドの要
求、または質問を行う場合、リーガル＆コンプライアンス部に相
談してください。
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インサイダー取引および企業秘密（続き）

Q&A 
チームの一員から、Pallが上場企業の買収を計画中と聞きまし
たが、まだ発表されていません。友人に、その会社の株を買う
よう提案しても良いですか。

いいえ。機密保持義務に違反するだけでなく、あなたや友人も
違法なインサイダー取引で罰せられる可能性があります。

ジョイント・ベンチャーの社員が、大きな訴訟に直面している
と聞きました。この未公開情報を知ってはならないことになっ
ていますが、昨年、この企業に多額を投資しています。損害を
被らないよう、株式の一部を売却することができますか。

いいえ。Pallでの業務を通じ、内部情報を知ったことになりま
す。インサイダー取引法では、こうした内部情報に基づき、当
社または他社の証券を売買することを禁止しています。リーガ
ル＆コンプライアンス部にさらなる指示を仰いでください。

ある顧客が、Pallとの大口契約を解約することが分かりまし
た。父が、Pallの株式を大量に保有しています。このニュース
を父に知らせ、彼がお金を失う前にPallの株式を売るようにす
ることはできますか。

いいえ。Pallの株式の売買を行わせるため、重要な未公開情報
を家族に提供することは、「情報漏洩」と呼ばれるインサイダ
ー取引の一形態で、違法です。あなたとあなたの父親は、イン
サイダー取引で罪に問われる可能性があり、罰金や利益の喪
失、懲役刑の対象となります。詳細については、Pallのインサイダー取引についての方針を参照して

ください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Insider%20Trading%20Policy%20Final%20-%20Japanese.pdf


コミュニケーションは、他者や当社の顧客、他の
利害関係者と結びつくのに役立ちます。

どのように話をするか、特に、電子メール、インスタントメッセー
ジ、オンラインチャット、ブログまたはソーシャルネットワークサ
イトへの投稿など、電子的なオンライン通信を含む、あらゆる形態
の書面によるコミュニケーションの方法に注意してください。

客観的かつプロフェッショナルな態度を取ってください。攻撃的、
扇動的、挑戦的な文言や、Pallに問題をもたらす、またはPallを非
難することは避けてください。

真実かつ正確でなければなりません。不正確であっても、虚偽の表
示により、Pallと皆さんに重大な問題が生じる場合があります。誇
張、過度な一般化、法的に重要な問題について憶測し、背景を無視
して解釈される可能性のある表明を行わないようにしてください。

コミュニケーションの範囲や内容は、状況に合わせ適宜調整してく
ださい。可能な場合、常に電話を利用してください。受信する正当
な必要性を有さない人に対し、電子メールを送信しないでくださ
い。大きな配信リストと「全員に返信」は、慎重に使用してくださ
い。広範な対象者に対し適切な公開フォーラムまたはソーシャルネ
ットワーキングサイトにのみ、情報を投稿してください。記述は簡
潔にし、不要な情報や詳細を含まないようにしてください。

合法的に知る必要性があり、情報を見る権限のある者に対する場合
を除き、Pallまたは他者に帰属する機密または独占情報を開示しな
いよう注意してください。

Pallでは、Facebook、Twitter、写真および動画共有サイトまたはブ
ログなどのソーシャルネットワーキングサイトの外部のソーシャル
メディアを利用して、学習を促進し、他人と結びき協力することを
支援しています。外部のソーシャルメディアサイトへの参加は、個
人の選択の問題です。当社ではまた、学習を促進し、コミュニケー
ションを強化し、協力を推進するため、特定の種類の内部ソーシャ
ルメディアの利用も支援しています。内部ソーシャルメディアへの
参加は、Pallでの自らの役割と責任を補完、もしくは支援するもの
です。いずれかの形態のソーシャルメディアに参加することを選択
する場合、次のことを行ってください。

• コミュニケーションが、法律（例: 嫌がらせまたは著作権法）
あるいは会社の方針（例: 機密、独占情報の開示もしくはPallの
代理として話すことに関する方針）に違反しないことを確認す
る。

• Pall、当社のクライアント、サプライヤーまたは同僚を特定、も
しくはそれらについて議論しないようにする。

• 競合他社を含む他人、他の団体を中傷または誹謗しない。

• Pall、クライアントのロゴ、商標、写真または動画を含まない。

• 自分の仕事について話す場合、自分の個人的見解であり、必ず
しもPallの見解ではないことを明確に示す。

• 個人情報を保護する。
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コミュニケーションでの責任 ソーシャルメディア

詳細については、Pallの企業コミュニケーションについての方針を 
参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Communications%20Policy.doc


Pallの社員情報

Pallは、全社員のプライバシー権および利益を尊重しています。当
社は、通常の業務過程で収集および保持、使用する、社員の個人情
報を保護するための予防手段を設けています。全員が、同僚のプラ
イバシー権を尊重し、全社員の個人情報をPallのプライバシーにつ
いての方針に基づいて取り扱う必要があります。

多くの国には、プライバシーまたは個人データを
保護する法律があります。

Pallは、当社の顧客およびベンダー、パートナー、当社ウェブサイ
トの閲覧者および社員を含む当社が業務を行う全員がもつ合理的な
プライバシーの期待を保護することを約束します。業務の一環とし
て個人データ（第三者が管理するデータを含む）にアクセスする場
合、業務の遂行に必要かつ関連する範囲内で、Pallの方針および現
地の法律、規制に従い、かかるデータを収集、アクセス、使用また
は共有することが重要です。疑問が生じた場合、Pallのリーガル＆
コンプライアンス部に相談してください。

プライバシー

Q&A 
偶然、複数の他の社員の給与を含むファイルが添付されている
電子メールを受信しましたが、仕事で他の人々とそれを共有し
てもよいですか。

いいえ。あなたや仕事上の友人には、この情報を有する業務上
の理由がありません。その電子メールを削除し、送信者宛てに
エラーを報告してください。他の社員を含む他人に情報を開示
することは、行動規範に違反します。

Pallに以前勤務していた人物が、求職の申込書に照会先とし
て、私の名前を記載しました。求職先の会社の人事部の担当者
から、推薦について尋ねる電話がありました。推薦してもよい
でしょうか。

いいえ。Pallの方針は、Pallの元社員についての情報についての
要求に回答できるのは、Pallの人事部の担当者のみです。Pall
は、その者が以前当社に勤務していたことおよび雇用関係が終
了した時点でのその者の給与のみを確認します。この方針は、
当社とあなたを守るためのものです。推薦を行い、その元社員
が採用されなかった場合、その人が、あなたと当社に責任があ
ると主張する可能性があります。
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http://connect.pall.net/Policy%20Center/Privacy%20Policy.pdf


独占情報とは

独占情報とは、Pallが所有し、使用またはアクセスする権利を有す
る、価値のある情報です。独占情報は多くの場合、当社の熱心な業
務の産物であり、次のものを含みますがこれらに限定されません。

• 知的財産 – Pallが所有または許諾する商標、特許、著作権および
企業秘密

• 現在または潜在的な新しい製品に関する図面

• 顧客リスト、契約書、市場占有データ、購買契約、戦略計画な
ど

• Pall、社員、エージェント、戦略的なパートナーおよび/または
その他の第三者との間の書面または口頭による合意

• 会社の財務情報（例: 請求書、登録、賃金台帳、財務諸表、 
売掛金の要旨、ベンダー一覧表、価格および費用の情報など）、 
および

• 潜在的な買収に関する財務およびその他の業務情報。

Pallの社員は、業務、運営、製品および戦略を含む当社について自
らが有する情報を、厳に機密とし、この情報を、受領する権限のな
い者に提供してはなりません。多くのPallの社員は、Pallの顧客およ
びビジネスパートナーに関する情報にもアクセスするので、その情
報の機密を保持する同様の義務も有します。

外部の会社からの要求

Pallが機密、独占情報を第三者に開示する場合、書面による秘密 
保持契約書（「NDA」）が必要です。

独占情報の取り扱い方法について、またはNDAについての質問
は、PallのIP担当弁護士またはあなたの地域の弁護士に問い合わせ
てください。

独占情報
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Q&A 
他社に勤務する友人から、取引先の一部の名称を教えてくれな
いかと尋ねられました。この友人の会社は、Pallとは競合して
いません。この情報を教えても大丈夫ですか。

取引先情報は機密であるのみならず、個人を特定可能なため、
個人データと見なされます。必要な場合、またはその取引先の
許可を得た場合を除き、他の人と共有しないでください。友人
があなたの取引先の企業のサービスを使用できると思われる場
合、その取引先に連絡情報を共有してもよいか、あるいは友人
の会社の情報をあなたの取引先に（あなたの友人の許可を得
て）渡してもよいかどうか尋ねてみてください。



Pallに対する責任
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当社の目標は、人々が安全だと感じ、常に
丁重に、かつ専門家の意識をもって扱われ
るような環境を促進することです。

品質の保証品質の実現

Pallでは、顧客、製品のユーザー、社員および影響を受ける他の人
の安全と健康を優先的に考慮し、設計、製造、納品される世界有数
の製品ならびにサービスを提供しています。

すべての活動で、Pallの品質についての方針に従い、Pall Enterprise 
Systemが提供するツールを使用しなければなりません。すべての
要求される検査および試験業務を、適切に完了しなければなりませ
ん。
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品質

詳細については、Pallの品質についての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Quality%20Policy.pdf


安全性

当社は、安全で危険のない職場

当社の目標は、人々が安全だと感じ、常に丁重に、かつ専門家の意
識をもって扱われるような環境を促進することです。これには、当
社の安全基準の維持に必要な、適切な研修およびツールの提供が含
まれます。社員は、すべての保安および安全ガイドラインに従い、
あらゆる危険な状況または事故も報告しなければなりません。

安全な職場とは、暴力のない職場でもあります。脅迫（明示的また
は黙示的）および威嚇、暴力は、Pallにおいて存在せず、かつ容認
されません。武器を職場に持ち込むことは許されないことも覚えて
おいてください。いかなる他者や会社の資産に対する暴力行為も、
直ちに会社に報告してください。

当社には、厳格な薬物乱用およびアルコールにつ
いての方針があります。

社員は、勤務時間中、会社の営業時間中または会社の施設を使用
中、Pallが所有あるいは借りている施設で、アルコール、違法薬
物、または規制薬物を使用、所持、販売、移転、製造、流通、もし
くはその影響下にあることは認められません（規制薬物が、免許を
有する医師により処方されている場合は除きます）。これら禁止
は、法律上飲酒可能な年齢の社員による会社が主催する状況 

 （例: 顧客とのビジネスディナーや、会社の会議の間）での、合理的
なアルコールの消費は含まれません。この方針に違反は、解雇を含
む懲罰の対象となります。
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Q&A 
当社の職場の安全についての基準は、勤務地の法律で要求され
る基準を大きく上回っており、競合他社は現地の要件にしか従
っていません。競合他社と同じようにしてはいけないのでしょ
うか。

はい。当社の安全についての方針に従わなければなりませ
ん。Pallは、現地の要件を超える場合であっても、業務を行う
すべての場所で、社員に安全な環境を提供することを約束しま
す。

私のチームでは、安全性についての目標を達成または上回る
と、ボーナスが支給されます。同僚の1人が仕事で指を切り、
縫合が必要になりました。この同僚は、目標が達成できずボー
ナスが支給されなくなるため、労災として怪我を報告したくな
いと思っています。私はどうしたらよいでしょうか。私もボー
ナスを支給されたいと思っています。

全員がボーナスを支給されたいと思っていますが、労災を報告
しないことは、Pallの報告要求に対する重大な違反です。あな
たと怪我した同僚の両方が、怪我を報告しなかったことで、解
雇を含む懲罰の対象となる可能性があります。報告しないこと
で、潜在的な安全についての危険を是正できなくなります。当
社は、社員が怪我が報告されないことではなく、真に安全な職
場環境を理由に、安全性についてのボーナスを受けることを望
んでいます。

詳細については、Pallの薬物のない職場についての方針を参照して
ください。?

詳細については、Pallの安全性についての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Safety%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Substance%20Abuse%20Policy.pdf


当社は、有害な原料の使用および製造工程
の環境への影響を軽減かつ最小限に抑える
ようにしており、サプライヤーにも同様の
ことを行うよう期待しています。

Pallでは、顧客が人間、環境および天然資源を保護することの支援
に注力しています。Pallは、医学を発展させ、エネルギー消費を減
らし、代替エネルギーを使用可能とし、水の浄化と節水を行い、排
出物、廃棄物を最小限に減らす改良を実行しています。当社は、顧
客の炭素排出量削減、リサイクルの拡大、廃棄物の減および最も効
果的な天然資源ならびに原料の利用の保証を支援することに努めて
います。当社は、同種のノウハウや献身を、自社の業務に適用して
います。当社の環境責任に対するアプローチは、積極的なもので、
継続的な改善という文化に支えられたものです。

多くの環境法および規制は、当社の全世界での業務運営に適用され
ます。当社は、次のものを含むこれらの要求を理解し、かつ従う責
任を有します。

• エネルギー、水、原材料およびその他の天然資源の節約

• 資材および廃棄物の適切な管理

• 環境許可および健康・安全要件の遵守

当社は、有害な原料の使用および製造工程の環境への影響を軽減か
つ最小限に抑えるようにしており、サプライヤーにも同様のことを
行うよう期待しています。

持続性および環境管理
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詳細については、Pallの環境についての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Environmental%20Policy.pdf


第三者が著作権を有する資料を使用する前
に、許可を得ていることを確認してくださ
い。

インターネット上にあるデータを含む、公開されているほとんどの
情報は、所有者に対し与えられた著作権で保護されています。Pall
の製品および販促資料、書面による通信、ブログ、その他のソーシ
ャルメディアで、第三者が著作権を有する資料をコピー、複製、デ
ジタル化、配布、配信、使用または修正することは、事前に著作権
者から書面による許可を得ている場合を除き、Pallの方針に反し、
実際に違法である可能性があります。この要求は、最終的な製品が

個人使用、Pall内部での使用、外部またはその他の使用のいずれで
あるかにかかわらず適用される場合があります。著作権のある資
料を不適切に使用することは、当社、場合によっては社員個人に対
し、民事および刑事訴訟の対象となる場合があります。疑問が生じ
た場合、リーガル＆コンプライアンス部に相談してください。
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著作権

Q&A 
別の会社の同僚が、チームに役立つと言っている管理トレーニ
ングビデオを推薦してきました。自分のチームにも見せたいと
思いますが、費用を正当化できません。このビデオを借りてコ
ピーしてもいいのでしょうか。

ビデオ資料には著作権があり、コピーはできません。場合によ
っては、著作権者の許可なしに、オリジナルのビデオを借りて
再生することもできません。このコンテンツをチームに見せた
い場合、正規品のビデオを購入しなければなりません。さらに
見せることが許容されると考えないでください。ビデオをも
う一度見せる前に、Pallが所有している権利を確認してくださ
い。

詳細については、Pallの著作権についての手続を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Copyright%20Procedures.pdf


Pallには、自社の業務を遂行するために使用
するすべての電子機器およびコンピュータ
デバイスで、セキュリティ管理を要求する
権利があります。

当社の情報セキュリティについての方針を知る

Pallには、電子的な知的財産を保護するための、厳格な情報セキュ
リティについての方針があります。これらには、データの区分、
保護、パスワード保護、リモートアクセス管理、コンピュータデ
バイスおよびネットワークの適切な使用に関する方針が含まれま
す。Pallには、Pall、社員または第三者が所有またはリースしてい
るかどうかにかかわらず、業務の遂行、内部ネットワークおよび業
務システムとの相互作用に使用する、すべての電子機器およびコン
ピュータデバイスでセキュリティ管理を要求する権利があります。

注: Pallには、これらの機器に保存され、またはPallのネットワーク
の一部を通じて送信されたすべてのメッセージ、ファイル、デー
タ、ソフトウェアまたはその他の情報を検査する権利も有します。
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ITセキュリティ

Q&A 
自分のコンピュータを飛行機の中に忘れ、パスワードはコンピ
ュータのバッグの中に入っていました。私はどうしたらよいで
しょうか。

直ちに警察に報告し、報告書の写しを求めてください。その
後、直ちにPallの情報セキュリティに連絡し、盗難を報告して
ください。PallのITセキュリティについての方針を熟知してく
ださい。パスワードを、ノートパソコンまたはパスワードで保
護されたその他の機器と一緒に保管しないでください。

自分のノートパソコンに、自宅のコンピュータでも使っている
無料ソフトウェアのアプリケーションをダウンロードしたいの
ですが、できますか。

おそらくできません。多くの場合、ソフトウェアは個人利用に
ついては無料ですが、業務利用についてはそうではありませ
ん。Pallのノートパソコンにソフトウェアをダウンロードして
もよいかどうか、IT部門に問い合わせ、承認を取得しなければ
なりません。

詳細については、PallのITについての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/SitePages/Corporate%20IT%20Policy.aspx
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企業資産は、初めに業務目的のためおよび
当社の戦略目標を推進するために使用して
ください。

企業資産は、業務で使用するために提供されてい
ます。

企業資産は、初めに業務目的のためおよび当社の戦略目標を推進す
るために使用してください。Pallの物的資産、電子メール、コンピ
ュータおよびその他の業務用通信システムの慎重かつ業務目的の使
用は、認められます。当社に著作権が帰属するもの（文書、グラフ
ィック、画像、動画、音声録音およびソフトウェアなど）は、認め
られた業務目的でのみ使用してください。各人が、無駄や濫用を防
ぐ必要があります。会社資産には、Pallの物理的な資源（施設、金

銭、機器、情報技術システムなど）だけではなく、物理的なもので
はない資源（知的財産、企業秘密、発明の開示、センシティブな業
務・技術情報、コンピュータプログラムおよび業務ならびに製造の
ノウハウなど）も含まれます。会社の施設やリソースはPallに帰属
するため、それらを使用するとき、あなたのプライバシーの期待は
ありません。そのため、会社のリソースで送信または保存された資
料を、保有または精査されます。

注: 社員が自分の個人用機器（スマートフォン、タブレットなど）を業務
用に使用する場合でも、 それら機器で交換または保存される会社関連の
情報を保護する必要があります。

限定的な個人使用

会社資産を個人的な理由で時々使用することは、（あなたまたは同
僚の）業務遂行に悪影響がない限り、合理的な範囲内で許容されま
す。

禁止された、または許可が必要な活動

会社の目的外でのPall資産の利用:

• 適切な許可なしに、Pallの資源を借りたり、会社の施設から持ち
出さないでください。

• Pallのリソースを利用して、個人的な業務、コンサルティングま
たは社外の資金調達活動をサポートしないでください。

企業リソース



• 「スクラップ」、廃棄物またはリサイクル向けとされているPall
のリソースであっても、許可なしに会社の目的外のために利用
できません。

• Pallの商標を、会社外の資料または当社が登録、使用および管理
していないドメイン名の一部として使用しないでください。

悪影響

あなたの会社リソースの利用が、コストの大幅な増加、業務の中断
またはPallに不利益が及ぶ結果を招かないようにしてください。

違法または威嚇的

Pallに悪影響が及ぶ法律で禁止されまたは人種や性別、性的指向、
年齢、宗教、保護された集団についての性的な内容、攻撃的な言葉
または軽蔑的なコメントを含む資料にアクセス、配信、ダウンロー
ドまたはアップロードを行わないでください。

政治活動

職場で政治活動に参加することはできません。自分の資金と時間を
使用して、個人的に政治活動に参加することはできます。
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会社のリソース（続き）

Q&A 
最近、収入の足しとして、友人や家族に対し、個人医療製品の
販売を始めました。職場で顧客向けにオンラインで注文し、コ
ピー機を使って勤務時間中に注文書のコピーを印刷してもよい
ですか。

いいえ。あなたが意図するPallの資産の利用は、あなたの個人
的な利益のためのもので、会社の業務の遂行とは関係なく、あ
なたの職務に関連する責任を実行する能力を妨げるものと解釈
されます。Pallの資産を時々個人的に使用することは、会社の
業務を行う間許されますが、それは限定的なものでなければな
らず、あなたの職務に関連する責任の実行を妨げてはなりませ
ん。

私はよく残業しますが、 時々、夜遅く一人でオフィスにいる
時、他人が見つけた猥褻な内容の個人的な電子メールを読み、
それを友人に転送しています。他人に迷惑をかけているとは思
えず、業務時間後に行っているので会社に迷惑をかけてはいな
いと思いますが、 どうでしょうか。

いいえ。オフィスに自分しかいない、自宅にいる、出張中であ
るまたは電子メールをPallの社員以外の者に転送している場合
でも、会社のコンピュータまたはネットワークシステムを使っ
て不適切な電子メールを閲覧あるいは転送することは許されま
せん。これは会社の時間とリソースの不適切な利用であり、解
雇を含む懲罰の対象となる場合があります。



Pallに代わり契約締結し、署名する権限は、関連す
る契約の性質、当事者、範囲、金額により、異な
るPallのチームメンバーへ委任されます。

効率を高め、法律、会計および財務の報告要求を遵守し、不正、無
駄および濫用からPallの資産を保護するため、Pallは、Pallおよび顧
客、サプライヤー、ビジネスパートナー、他の利害関係者との間の
契約交渉ならびに承認に適用される権限委任方針を公表していま
す。

Pallに代わり契約締結し、署名する権限は、関連する契約の性質、
当事者、範囲、金額により、異なるPallのチームメンバーへ委任さ
れます。Pallのために契約交渉を行っている場合、Pallの権限委任
方針を理解し、それに従っていることおよびすべての必要な承認を
取得していることを確認してください。

財務情報の適時、正確な取り扱いおよび報告は、
法律で要求されているだけでなく、誠実かつ倫理
的に業務を行うための当社のコミットメントの中
核をなすものでもあります。

注文書から売上予測に至るまで、財務情報を記録する時には、真実
かつ透明性をもたなければなりません。財務データの適時、正確な
取り扱いおよび報告は、法律で要求されているだけでなく、誠実か
つ倫理的に業務を行うための当社のコミットメントの中核をなすも
のでもあります。

Pallの財務の責任および正確性の管理 

Pallのすべての社員は、自らが管理する会社関連の資金について個
人的に責任を有します。会社の資金は、Pallの業務目的でのみ使用
しなければなりません。すべての社員は、各支出について、適切な
価値を受領し、正確かつ適時な記録を保持していることを確認しな
ければなりません。これには、第三者から購入したあらゆるものが
含まれます。Pallの資金の使用に関する文書またはデータの隠蔽、
改ざん、虚偽表示あるいは変更することは、行動規範に違反しま
す。

Pallの支出報告についての方針に従う

Pallの社員は、Pallの出張および経費報告についての方針に従う必
要があります。特に社員は、すべての業務経費を、承認された手段
および正確に区分された経費に基づき提出しなければなりません。
取引を報告しない、取引の性質を改ざんする、虚偽または不正確な
文書を作成することは、厳禁されており、解雇を含む懲罰の対象と
なる場合があります。
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財務記録契約権限

グローバルの出張ガイドラインおよび経費精算についての方針を参照
してください。?

詳細については、Pallの権限委任方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Delegation%20of%20Authority%20Policy%20-%20Japanese.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Travel%20and%20Expense%20Reimbursement%20Policy%20-%20Japanese.pdf


財務報告を行う責任のある社員

行動規範に加え、当社のCEO、CFO、全経理部員およびその他の
特定のPallの社員には、正確、完全、客観的、関連性のある理解可
能な財務関連の情報を提供する特別の義務があります。これらの者
は、Pallの決算および財務状況の公平かつ適時な報告への当社のコ
ミットメントを保証しなければなりません。

これらの義務の潜在的な違反の報告懈怠を含む違反は、重大な問
題と見なされ、解雇を含む懲罰の対象となる場合があります。違
反が発生したと考えられる場合、Pallのリーガル＆コンプライアン
ス部、内部監査部または取締役会の監査委員会に連絡してくださ
い。Pallの行動規範では、これらの報告義務に潜在的または現実に
違反していることを誠実に報告する社員に報復することは、Pallの
方針に反します。
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財務記録（続き）

Q&A 
マネージャーが「数字のつじつまを合わせる」よう圧力をかけ
てくる場合、どうしたらよいですか。

誠実かつ正確であることが、あなたの責任です。そうでない行
動を取るよう圧力を受けていると感じる場合、リーガル＆コン
プライアンス部または人事部まで連絡してください。取締役会
の監査委員会に連絡することもできます。社内の報告手段を用
いることに不安がある場合、多言語対応のPallアラートライン
に、いつでも、昼夜を問わず全世界から電話できます。

注文書なしで取引を記録するよう求められた場合、どうしたら
よいですか。

すべての販売取引では、顧客からの注文書が必要です。これら
の売上記録は、当社の財務記録および報告が正確であることな
らびに会社を不正から保護することを保証するものです。注文
書で必要とされる要件については、売上計上についての方針を
参照してください。

ある営業担当者がPallの代理店に、事業年度終了後に代理店
が当社に返品可能であると約束して販売できない製品につい
て、Pall4の第4四半期末に注文するよう圧力をかけています
が、この取引は認められますか。

いいえ。これらは、Pallの財務記録および報告には存在しない
売上となるため、不正なものであり、かつ記録することはでき
ません。この種の取引に事情を知りながら関わっていることが
判明した者は、解雇を含む懲罰の対象となります。

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Revenue%20Recognition%20Policy.pdf


当社は、電子メール、動画または音声の録音などさまざまな形態で
データベース、Pall Enterprise System（PES）などのアプリケーシ
ョン、電子文書または紙の文書で情報を共同および交換します。こ
れらのものを適切な期間、管理、保管および保持することは、記録
管理の一環です。法律および業務上の要求を常に遵守することを保
証するため、Pallの記録管理方針を知らなければなりません。

一般的に、社員は、Pallの業務記録の定義を満たす、（係争中また
は想定される）法律問題あるいは監査に関連するすべての情報を保
持しなければなりません。Pallの法務部から「訴訟ホールド」を受
領した場合、その指示に従い、その指示で指定されたすべての文書
を保持しなければなりません。電子記録は、会社が承認したレポジ
トリー（未承認の個人用機器や第三者のクラウドプロバイダーでは
なく）で管理してください。

紙およびその他の物理的な記録は、会社が承認した社外の場所に保
管、社内のファイルキャビネットまたはアクセス管理されたファイ
ル倉庫に安全に保管されなければなりません。保管方針は、内容の
性質および勤務する地域により異なる場合があります。Pallの記録
管理方針および適用される地域の保管期間に習熟し、記録の保管期
間を判断し、調査、申し立てまたは訴訟に関連する情報を破棄しな
いようにしてください。アドバイスを得るため、Pallのレコード・
マネージャーまたはリーガル＆コンプライアンス部に連絡してくだ
さい。
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記録の管理

Q&A 
ベンは、自分の部署が規制機関の検査を受けることを知ってい
ます。当局が要求している文書の一部に不正確な情報が含まれ
ていることを知っているので、これらの文書をシュレッダーに
かけましたが、 これは正しいことでしょうか。

いいえ。規制当局が要求している文書を隠蔽または変更、破棄
してはなりません。シュレッダーにかけた文書がなければ、ベ
ンは検査官に完全な回答を行うことができません。これは記録
の改ざんに当たり、法律に違反し、重大な結果を招きます。

ジョンは、重要なクライアントからの提案についての要請に回
答するため必要な、大量の電子文書を持っています。ジョン
は、平日の夜と週末、自宅で提案についての要請に対応したい
と思い、オンラインのクラウドベースのファイル共有保存サー
ビスであるDropboxに文書をダウンロードしました。これは大
丈夫ですか。

いいえ。Dropboxは、会社の記録の保管について承認された場
所ではありません。ジョンは、ITに連絡し、Pallのバーチャル
プライベートネットワーク（VPN）アカウントを通じ、必要な
文書にアクセスすべきです。

Pallの記録管理方針および、全アメリカ、EMEAおよびAPAC地域の 
保管期限を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Management%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Retention%20Schedule%20-%20The%20Americas.xlsx
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Retention%20Schedule%20-%20EMEA.xlsx
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Retention%20Schedule%20-%20Asia-Pacific.xlsx
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Retention%20Schedule%20-%20Asia-Pacific.xlsx
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Pallは、贈賄を行うよりもビジネスチャンス
を犠牲にし、贈賄を拒否したことにより売
上が失う状況に直面したとき、社員を支援
します。

Pallは、贈賄や腐敗行為を一切容認しません。

「賄賂」とは、公的または民間の第三者の行為に不適切な影響を
及ぼすために、有価物あるいはその他の利益を与えることの供与
もしくは約束です。賄賂には、金銭、贈答品、旅行およびその他
の支出、ホスピタリティー、市場金利を下回る融資、値引き、優
遇、業務または雇用の機会、政治的あるいは慈善的な献金、直接
的、間接的な利益もしくは配慮が含まれる場合があります。不適
切な影響とは、特にある人の立場の悪用するため対価を確保しよ
うとする意図を含むことです。

国際的に業務を行うとき、業務上の決定または政府の活動に影響
を及ぼすために有価物を授受することは、賄賂またはキックバッ
クと見なされる可能性があります。したがって、当社のすべての
業務取引で、最高の公正性と誠実性および透明性をもって行動
し、米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）ならびに英国の贈収賄法
などの、地域や国の腐敗行為防止法を遵守することが重要です。

具体的には、当社は、違法、非倫理的または信頼を裏切る行動を
不適切に誘発するものとして、（金銭だけではなくすべての有価
物を含む）あらゆる利益を約束、提供、要求、供与あるいは収受
しません。注意すべき贈収賄の危険信号の一覧については、Pallの
腐敗行為防止・倫理についての方針をチェックしてください。

当社のパートナーの行動

Pallは、すべての業務取引において、ビジネスパートナー（代理
店、エージェント、ベンダーおよびサプライヤー）にも、透明性
ならびに誠実性という当社の価値を共有するよう求めています。
当社は、ビジネスパートナーに適切な水準のデューディリジェン
スを行い、あらゆる形態の賄賂または腐敗行為を禁止することの
誓約を含む、Pall Corporationのサプライヤーの行動規範に従うこ
とを要求しています。Pallは、これらの要求に基づき、パートナー
に対し研修を提供しています。

贈収賄禁止、汚職禁止および不正

詳細については、Pallのサプライヤーの行動規範を参照してくださ
い。?

詳細については、Pallの腐敗行為防止・倫理についての方針を参照 
してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Anticorruption%20Policy%20-%20Japanese.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Supplier%20Code%20of%20Conduct.pdf
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贈収賄禁止および汚職禁止、不正（続き）

Q&A 
顧客の一人が、東南アジアにあるオフィスからPallの本社に出張し、当社のエグゼクティブ
と会う計画を立てています。その顧客から、出張中に負担する予定のある個人的な経費を含
め、出張経費全額を償還されると期待していると聞かされましたが、これを承認してもよい
でしょうか。

いいえ。観光旅行や家族の航空券など、顧客の業務に関連しない経費の償還を承認するこ
とはできません。贈賄と見なされる可能性があるため、Pallはこれらの経費を支払うことは
できません。すべての償還可能な経費は、(1) 真の業務目的に直接関連している、(2) 合理的
である、(3) 適用されるすべての法律およびPallの方針で許容されるものでなければなりませ
ん。

現地の政府職員との関係を促進するため、エージェントを使用していますが、最近エージェ
ントから、エージェントの責任範囲を広げておらず、追加業務の実行を要求していないにも
かかわらず、コミッションの大幅な増額を要求しています。エージェントが、増額分を現地
の政府職員に渡そうとしているのではと疑っているのですが、私はどうしたらよいでしょう
か。

エージェントがPallに代わり違法な支出を行っていると疑われる場合、当社には、それが事
実かどうかを調査し、かかる支払を止める義務があります。あなたが有する疑惑を、マネー
ジャーまたはリーガル＆コンプライアンス部に報告してください。

特定の国では、Pallの製品を購入する前に、顧客に少額の「謝礼」を支払うのが一般的だと
言われました。仕事を失わないようにするため、「謝礼」を支払うべきでしょうか。

いいえ。当社は、不適切または違法な支払を通じてのみ可能な業務は行いません。要求され
た支払が認められるかどうか分からない場合、リーガル＆コンプライアンス部に連絡してく
ださい。ビジネスを獲得するために、贈答品、賄賂、謝礼、キックバック、秘密裡の支払ま
たは誘発するものを、顧客、顧客のエージェント、社員（もしくはそれらの家族を含む）な
どのに対して使用していることに気付いた場合、直ちにリーガル＆コンプライアンス部に連
絡してください。



利益相反、忠誠心の分裂または業務上の
決定に不適切な影響を及ぼすと見られるよ
うな状況が生じないよう、注意してくださ
い。

当社のビジネスパートナーとの非常に良好な業務関係は、当社の成
功に不可欠です。したがって、特定の状況で必要な場合、マネージ
ャーの事前の明示的な承認に基づき、顧客またはビジネスパートナ
ー間で贈答品の授受を検討することができます。ただし、利益相
反、忠誠心の分裂または業務上の決定に不適切な影響を及ぼすと見
られるような状況が生じないよう、注意しなければなりません。

贈答品とは

「贈答品」とは、スポーツイベントまたはディナーへの招待など、
接待を含むあらゆる価値を意味します。雇用期間中に、顧客または
他のビジネスパートナー向けに行うあるいは自らが受け取るいかな
る贈答品も、次の項目を満たす必要があります。

•  （明示的または黙示的な）義務あるいは期待がない

• 公然と行われている

• 価値が合理的である 

• 受領側の規則に適合している 

• 適切、合法かつ正確に文書化されている 

贈答品が認められる場合および不適切な場合

ビジネスパートナーへの特定の贈答品の授受は、一般的に認めら
れ、事前の承認は要求されません。これらの贈答品は次のとおりで
す。

•  市場価格の合計が額面で100USドル以下、または12か月間に単
一の相手から受取る安価な贈答品

•  一人当たり200USドル以下、または12か月間に単一の相手に対
するもしくは受ける不定期の業務上の会食および接待
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贈答および接待



単一の相手に対し、贈答品の授受、業務上の会食または接待への参
加を希望し、贈答品、食事または接待の額が年間の上限額を超える
場合、事前にマネージャーおよびリーガル＆コンプライアンス部か
ら承認を取得しなければなりません。

社員間の贈答品は認められますが、丁重に行ってください。マネー
ジャーおよび直属の部下間の贈答品または社員グループが、ある社
員に対し、グループの贈答品のために資金を集めるとき、注意して
ください。

その他の特定の贈答品は不適切であり、授受してはいけません。こ
れらには、不適切と見なされるあらゆる贈答品も含まれます。不適
切な贈答品の例は次のとおりです。

• 違法、受諾不可能、攻撃的またはPallを困惑させるもの

• 現金または現金と等価な物（ギフトカードなど）

• 入札または入札プロセスなどに関連する贈答品など、対価とし
て何かを行う合意の一環として贈られるもの

• 顧客、ベンダーおよびサプライヤーのために、上限額を超える
贈答品または接待に、自分の資金やリソースを使用すること

政府職員および機関に対する特別な規則

連邦、州、県または地方レベルの政府機関、職員あるいは担当者と
の交流では、より厳格な規則およびPallの方針が適用されます。政
府機関と取引するとき、いかなる業務上の優遇を得ることに関連し
て行動するまたは行動を控えるよう、政府職員に直接的あるいは間
接的に影響を及ぼすことを試みてあらゆる有価物についても、約
束、申出もしくは提供してはなりません。

Pallの慈善団体への寄付

Pallから政府機関への企業献金または非営利あるいは非政府機関へ
の企業としての慈善寄付は、Pallの慈善寄付についての方針に従わ
なければなりません。ビジネスパートナーまたはその他から、その
ような寄付を行うもしくは勧めるよう求められた場合、その方針に
記載された承認手続に従ってください。
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Pallの業務上の接待および贈答品についての方針を参照してください。?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Business%20Entertainment%20and%20Gifts%20Policy%20-%20Japanese.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Charitable%20Contibutions%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Charitable%20Contibutions%20Policy.pdf
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贈答品および接待（続き）

Q&A 
サプライヤーから業務目的の食事を受け取ってもよいですか。

大半の場合、穏当かつ頻繁でない業務上の会食は認められますが、サプライヤーが食事代を払う場
合、常に具体的な状況を考慮し、中立性が損なわれる、または他人にそのように見られる可能性が
あるかどうかを考慮してください。食事が契約交渉の間に提供される場合、常に丁重に招待を断ら
なければなりません。分からない場合、マネージャーと相談してください。

業務の一環として、現地の政府職員と仕事をしています。休暇の時期なので、フルーツバスケット
をその職員に贈ってもよいですか。

いいえ。Pallのコンプライアンス担当役員または地域のコンプライアンスオフィサーから許可を取
得しない限り、不可です。政府職員または政府が所有あるいは支配する事業体（電話会社、公立
の大学および病院など）の職員が含まれている場合、全世界の腐敗行為防止法ならびにPallの方針
は、贈賄の防止あるいは賄賂と見なされることを防止するため、より厳格に贈答品を禁止していま
す。詳細については、Pallの腐敗行為防止・倫理についての方針を参照してください。

サプライヤーが、ワールドカップの試合の高額なチケットを２枚提供している場合にはどうしたら
よいですか。受け取ってもよいですか。

いいえ。チケットが個人で使用するために提供されたか、業務上の会議に関連して提供されたかに
かかわらず、この種のオファーは高額であり、他人から業務上の決定に影響を及ぼすことを試みて
いると見られる可能性があります。

社外のある組織から、その組織が主催しているイベントへの旅費を支払うとオファーされました
が、受けてもよいでしょうか。

誰がオファーしているのか、出張の理由および利益相反の現実の、または利益相反と受け取られる
危険性によります。状況によっては、顧客、パートナー、ベンダーまたは第三者から、合理的な移
動および宿泊費を受領することは許容されます。具体的なガイドについては、Pallのグローバルの
出張についての方針および経費精算についての方針を参照するもしくは分からない場合、リーガ
ル＆コンプライアンス部に連絡してください。

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Travel%20and%20Expense%20Reimbursement%20Policy%20-%20Japanese.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Travel%20and%20Expense%20Reimbursement%20Policy%20-%20Japanese.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Anticorruption%20Policy%20-%20Japanese.pdf


独占禁止法および不正競争防止法に違反す
ると、当社および関与した社員個人に、重
い罰則が科される場合があります。

Pallは、顧客のニーズに最大限応え、株主の価値を高めるため、市
場で積極的に競争していますが、当社は、業務を行う大半の国で、
独占禁止法および不正競争防止法の対象となっていることを常に念
頭に置かなければいけません。これらの法律は複雑で、国により異
なります。一般に、これらの法律では、不当に取引を制限す、また
は競争を減少させる合意あるいは行動を禁止しています。

次の点について、競合他社と話したり、情報を交
換（または話すあるいは情報を交換していると見
なされる）したりしてはいけません。
• 製品開発またはマーケティングの慣行および戦略

• 価格、価格設定の方法、価格計画、信用条件、値引、割引、価
格に影響するあらゆるデータ

• 入札でのあらゆる方法での協力（情報の共有、対象の分割）

• 地域の分割、または

• 競争戦略またはその他の機密情報
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独占禁止/競争（続き）

避けるべきその他の活動には、次のものが含まれ
ます。
• あらゆる当事者間での、特定の企業または一連の企業と取引し

ない旨の合意

• 顧客が希望する製品またはサービスを受けるため、顧客が希望
しない製品あるいはサービスの購入を要求すること

• 代理店に推奨された再販価格に従わせるため、代理店あるいは
他の店と再販価格契約を締結すること（推奨された再販価格に
は合理的である理由を販売店と協議することはできますが、従
うように圧力をかけることはできません）

• 競合他社の製品またはサービスを誹謗または不当に批判するこ
と（自らの見解の裏付けとなるデータおよび分析がある場合に
限り、事実に基づく比較は認められます）

独占禁止法または不正競争防止法に違反すると見られる可能性のあ
る活動を避けることが重要です。たとえば、当社の競合企業につい
てのすべての書面での通信は、業務で適切な文面とし、競争を阻害
する行動を奨励すると解釈されうる文言を控えてください。

業界団体の会議およびトレードショーなどの他の業界の集まりは、
合法的かつ価値ある目的を有するものですが、これらの会議では、
相互に懸念する問題を協議し、独占禁止法および不正競争防止法で
認められる行動の範囲を超える可能性のある競合他社が一堂に会す
るため、ある種の危険があります。マーケティングまたは価格戦略
など不適切な話題についてのジョークでも、誤解され、当局に誤っ
た報告がなされる可能性があります。会話が競争を阻害する議論に
なる場合、この問題の議論を拒否し、その場を直ちに離れ、その件
をリーガル＆コンプライアンス部へ報告してください。

独占禁止法および不正競争防止法に違反すると、当社および関与
した社員個人に、重い罰則が科される場合があることを覚えてお
いてください。

Q&A 
ある再販業者から、別の業者の方が価格が低いと苦情があった
場合、どうしたらよいですか。

その再販業者に、他の業者の価格について協議したり、それに
影響を及ぼそうとすることは、独占禁止法に違反する可能性が
あるので、できないと伝えてください。



すべての社員は、輸出入の法律に従う責任があり
ます。

さまざまな政府および国際機関が、特定の物品、サービスおよび技
術情報の国際的な移動を管理しています。これらの政府や国際機関
は、ある対象国、団体および個人に対し、禁輸ならびに経済制裁も
実施します。これらの管理は、輸入、輸出、金融取引、投資および
その他の種類の業務取引に適用される場合があります。一部の国で
は、元の目的地以外への物品の再輸出も、禁止または規制していま
す。Pallはこれらの法律を完全に遵守します。

コンファレンスコールまたはウェブミーティングで、電子的、口頭
または視覚的に伝達される技術データなど、国家間の移動なしに輸
出が行われることもあります。しばしば、設計図面など、輸出管理
の対象となる技術情報が含まれている当社のノートパソコンを持参
した出張を計画することがあります。この場合、ノートパソコンを
持って国を離れる前に、承認された輸出許可証を所持している必要
があります。輸出許可証の取得が必要がどうか分からない場合、必
ずグローバルトレードコンプライアンス部に相談してください。

Pallの国際貿易遵守義務をどのようにサポートするかの詳細につ
いては、Pall Connectのグローバルトレードコンプライアンス
（GTC）ウェブサイトをご覧ください。
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輸出入管理

Pallの輸出入についての方針および手続マニュアル、ならびにPallの
貿易禁止についての方針を参照してください。?

Q&A 
米国の制裁対象となっている国向けの製品について、ある販売
店から注文を受けましたが、私はどうしたらよいでしょうか。

貿易制裁の法律は複雑で、対象となる国および個人は常に変化
しています。Pallの方針を遵守し、グローバルトレードコンプ
ライアンス部と調整し、取引が貿易制裁の対象となっている
国、個人またはその他の当事者を含むか判断しなければなりま
せん。グローバルトレードコンプライアンス部から事前の書面
による承認しない限り、取引を進めないでください。

プロジェクトで、米国からの設計図および仕様から構成される
「規制」技術がありますが、インドのプーネにあるオフィス
はPallの関連会社なので、「規制」技術を送付してもよいです
か。

いいえ。「規制」技術は、事前の適切な米国政府機関から承認
された輸出許可証の形式による承認なしに、米国外に送付する
ことはできません。グローバルトレードコンプライアンス部
が、必要な輸出許可証の取得を支援します。

http://connect.pall.net/SitePages/TradeCompliance.aspx
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Export%20and%20Import%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Ban%20on%20Trade%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Ban%20on%20Trade%20Policy.pdf


Pallは、全世界での当社の業務に適用され
る、すべての政府の調達の法律および特別
な規則を遵守します。

いかなる政府機関と業務を行うことも、独自の問題と利点がありま
す。Pallは、全世界での当社の業務に適用される、すべての政府の
調達の法律および特別な規則を遵守します。

Pallは、米国政府との契約に適用される独自の規則の遵守にも、特
別の注意を払います。Pallは常に、公平な競争のための米国政府の
規則に従い、米国政府職員との交渉に適用される制限（例: 贈答品
および雇用）を尊重し、仕様に従った製品ならびにサービスを提供
し、政府の会計かつ価格要件に従います。当社は、許容される費用
のみを請求し、あらゆる政府機関に提出するデータの正確性も保証
します。
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政府との契約

Q&A 
私は、当社の下請業者の一社が、注文にはない1万米ドルのポ
ンプを、政府の顧客に請求したことに気づきましたが、これは
不正となる可能性がありますか。この下請業者に、気をつける
よう知らせればよいでしょうか。

これが不正に当たるかどうかは別として、政府契約に関連す
る疑わしい活動を無視してはなりません。問題をマネージャ
ー、Pallの政府契約部またはリーガル＆コンプライアンス部に
直ちに報告してください。



Pallは、人権侵害に加担しないことを保証す
ることについて約束します。当社は、サプ
ライヤーおよびパートナーが同様の高度な
基準を維持するようにしています。

Pallは、社員が尊敬と尊厳を持って処遇され、自らの自由な意思で
働き、努力に対し適切な報酬を保証することを追求しています。当
社は、奴隷、人身売買、強制労働および児童労働に反対し、これら
の搾取を禁止する適用される法律の遵守を約束します。Pallは、人
権侵害に加担しないことを保証することについて約束します。当社
は、サプライヤーおよびパートナーが同様の高度な基準を維持する
ようにしています。
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