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このセクションの目的は、本会計年度での重要なポ
リシーの変更について、「最新情報」の概略リスト
を提供することです。特定のセクションへは、下記リ
ンクをクリックすることで、進むことができますが、
あなたが COBC を全体としてレビューすることを
期待しています。
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チームの皆さん、

シスコのCEOとして、シスコの将来についてかつてないほどに胸を躍らせています。我々の成功、そしてシスコの
顧客の成功を推進するために、我々は、これまで経験したことのない速度で革新および新たな才能を後押しし、
必要に応じて進んで変化しなければなりません。

しかしながら、最高基準の専門的業務遂行およびにコンプライアンスを維持するというシスコの長年の公約だ
けは変化することはありません。我々が常に確固たる価値観を持ち続けているため、シスコの価値が常に高く保
たれているため、世界中のシスコの顧客、パートナー、および利益権者は、シスコやシスコが提供する製品および
サービスを信頼しています。

本ビジネス行動規範（COBC）は、シスコの価値を説明するとともに強化するものであり、あなたが任務中に決断
を下し、遭遇する可能性のある問題を解決する助けとなるツールとして使用されるべきものです。これは、通年リ
ソースであるように設計されており、頻繁にご参照されることをお勧めします。

正しい行動についてのご質問や、COBCが違反されていると思われる場合は、上司に率直にお伝えいただき、
シスコ倫理部またはシスコ法務部にご連絡ください。倫理ウェブフォームまたは電話による多言語シスコ倫理
ホットラインサービスを介して匿名で懸念事項をご共有いただくこともできます。

シスコ全社員がこの最高倫理的基準に従うことが極めて重要です。我々は、シスコの顧客、パートナー、株主、お
よび互いに対してそうする義務があります。シスコの一員としてシスコの確固たる価値観を持ち続けていただき
ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

チャック・ロビンズ
CEO

CEO、チャック・ロビンズ

「チャック・ロビンズ - COBC)」トランスクリプト

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-video-transcript.pdf
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私は倫理的です

革新的なアイデア、新たな技術、戦略的な買収－私たちは、速い速度で常に変化し
ている業界にいます。しかし、正直さや倫理、お互いに対する尊重をもってビジネ
スをするという当社の心構えのように、決して変化しないものもあります。シスコで
は、当社の価値観を日々の慣行に取り入れています。正しいことをすることは、シス
コのDNAの一部となっています。

適切な選択肢を選びましょう。
倫理的なジレンマに直面した場合、社員には行動を起
こす責任社員の責任があります。何も言わなかったり、
見過ごしたりした方が楽な場合もありますが、行動を
起こさないこと自体が、深刻な結果を招きかねない行
動なのです。当社の COBC に違反する行為を目撃し
たり疑ったりした場合は、誰かに相談しましょう。当社
で成長や革新が続くなか、社員は、当社が持つ中心的
な価値を維持しながら、ミッションを進めていく上で貢
献していくことになります。

では、はっきりしない点がある場合、行動を起こす必要があるかどうかは、どのように判断すればよいでしょうか。

ヒント：倫理的意思決定ツリーを使用することにより、
最善の行動過程を決定することができます。

当社の継続的な成功は、社員が当社の中心的な価値
観に合った決定をできるかどうかにかかっています。
どのような状況で何をするにも、正直さや完全性を貫
きましょう。社員は、ビジネスを行う各国において適用
するすべての法規制に従い、当社のCOBCなどの社内
ポリシーを理解し、それに準拠する責任があります。
COBCの違反は、処分の対象になり、この処分には解
雇が含まれる可能性があります。正しいことをするとい

う個人の心構えにより、信頼できるグローバルブランド
としての当社の評判が高まるはずです。
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「自分自身に疑問を投げかける」－倫理的意思決定ツリー 

いいえ いいえ いいえ はい はい はい

わからない。
法務部に相談し
てください。

わからない。
詳細については、シスコ
社のポリシーおよびプロ
セスセントラルを確認し
てください。上司、人事担
当者に相談してガイダン
スを受けてください。

わからない。
倫理担当部門ウェブ
サイトを確認するか、
上司またはシスコ倫
理部に相談してくだ
さい。

わからない。
上司または法務部、
シスコ倫理部に相談
してください。

わからない。
上司または法務部、
シスコ倫理部に相談
してください。

わからない。
上司または法務部、
シスコ倫理部に相談
してください。

その行動は適正
と考えられます。

この意思決定ツリーは、困難な決定に直面した場合に役立つツールです。

その行動は深刻な結
果を引き起こす場合が

あります。
実行しないでください。

その行動は深刻な結
果を引き起こす場合が

あります。
実行しないでください。

その行動は深刻な結
果を引き起こす場合が

あります。
実行しないでください。

その行動は深刻な結
果を引き起こす場合が

あります。
実行しないでください。

その行動は深刻な結
果を引き起こす場合が

あります。
実行しないでください。

その行動は深刻な結
果を引き起こす場合が

あります。
実行しないでください。

その行動は適
法ですか？

その行動は
シスコの規
程に合って
いますか。

これにはシス
コ社の価値
観や風土が
反映されて
いますか。

これは会社の
利益権者に悪
影響を及ぼす
可能性があり
ますか。

マスコミに報
じられた場合、
不安がありま
すか。

この行動を社
員全員が取っ
た場合、シス
コに不利益を
及ぼす恐れが
ありますか。

はい はい はい いいえ いいえ いいえ

自分自身に
疑問を投げ
かけてみま
しょう。
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このような場合、COBC はどのように役立ちますか。

当社の COBC は社員をナビゲートします。
このユーザーフレンドリーなリソースは、職場で誠実
に行動するために何が適切であるかを判断する際に
役立ちます。

COBC が推進するもの：
• すべての関係における正直さおよび倫理的な行動
• 公式の報告書および文書における完全、公正、正確、
タイムリーかつ理解しうる公表

• すべての機密情報および占有情報の保護
• 適用される政府指示や法律、規則、規制への準拠
• COBC 違反に関する速やかな内部報告
• シスコ社全社員の COBC 遵守責任

私は規範を理解しています

シスコ社では、長期的かつ信頼できるビジネス関係が正直さやオープンさ、公正さ
により成り立っていると考えています。しかし、適切な決定であると完全に言い切れ
ない状況が出てくる場合もあります。

COBC は、世界中のシスコ社の全社員に適用します。
COBC は、シスコ全社員、子会社、およびシスコ取締役
会会員に適用されます。シスコは、同様の倫理的基準
に従うサプライヤー、顧客、およびリセラーとビジネス
を行いたいとも考えています。COBC は、シスコ倫理部
によって、モニター・更新が行われています。

誰も、社員を COBC に違反する行動に関与させる権限
を持っていません。
また、社員には、COBC に違反している可能性がない
か注意し、それがシスコ社内で起こったこと、または外
部との取引を通じて起こったことに関係なく、報告する
責任社員の責任があります。このような懸念事項の報告
手順については、「私は懸念事項を共有します｣をご参
照ください。

COBC は広範です．．．でも完全ではありません。
あらゆる状況に対応することは不可能であるため、社
員が意思決定において適切な判断をし、意思決定意思
決定 (決定ツリー)また、COBC で取り上げられていな
い質問や懸念事項懸念事項の報告がある場合はその
助けを求めること奨励致します。

シスコは各国の法規制をモニターし続けます。
当社は社員が、法律の精神に従い、また、法律で規定
されていない場合も適切かつ倫理的な行動を取ると
信じています。国によっては法律で、当社の COBC と
は異なる要件を定めている場合もあります。現地法が
当社の COBC と抵触する場合は、現地法に従います。
ただし、現地のビジネス プラクティスが当社の COBC 
と対立する場合は、当社の COBC に従います。不明な
点がある場合は、相談すること。

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
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COBC に関して懸念事項があったり、認証を行うことに
関して不安があったりする場合はどうすればよいですか。
懸念事項がある場合は、上司や人事部、シスコ倫理部
に相談しましょう。社員は COBC の認証ステータスに
関係なく、COBC に含まれる方針に常に従う義務があ
ります。COBC 認証の完了はシスコ社における雇用の
条件の一つです。

この COBC 各条項の適用免除を受ける場合は、シス
コ倫理部に申請を提出し、承認を得る必要があります。
執行役員やシスコ社取締役会会員に認められた免責
も、取締役会の承認を受ける必要があり、免責が認め
られた理由とともに、適切な手段により公表されます。

COBC およびその他の補助的規範・ガイドラインは、毎
年認証を受ける必要があります。
CEOチャック・ロビンスおよび取締役会は、全社員が 
COBC をレビュー、理解、認証、遵守することを要求し
ています。社員は、COBC の認証を完了することを指
示する通知を受け取ります。また、特定の役割や責任
を持つ社員は、さらなる認証およびトレーニングを完
了する必要もあります。

新人研修の一環として、新入社員は入社時に、COBC
資格およびその他の関連する補足コードや所定の訓
練の実施の獲得が 求められます。つまり新入社員は、
年に一度実施されるCOBC資格コースへの参加が義
務付けられています。

シスコ社の社員が毎年 COBC を認証する必要がある
理由は何ですか。
COBCは、ダイナミックなビジネス環境や変化する法律、
社員からのフィードバックを基に定期的に更新されま
す。毎年認証を行って、最新の COBC を熟知する必要
があります。

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィスに
相談してください。

もしも… ツール/リソース

• 連邦セールス リソース
• 国際汚職防止オンライン トレーニング
• 腐敗防止および賄賂防止に関するポリシー

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
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法律で認められる範囲で速やかかつ内密に対応し
ます。

懸念の報告にどの方法を選択しても、その懸念事項は
速やかに対応されます。
シスコでは、方針の違反に一貫した形で対応するよう
努めています。問題の種類に応じて、適切な部署が関
与します。これには、倫理部、法務部、人事部、またはそ
の他の部署が含まれます。社員には調査に協力し、真
実を述べることが求められます。これを怠った場合は、
懲戒処分につながる可能性があり、これには最も重い
処分である解雇が含まれます。

まず、上司、人事担当者、または法務部に相談してみて
ください。話を聞き、手を差し伸べるのが彼らの責任で
す。シスコ社では、不正行為に関して正直に善意の質
問や報告をした社員に対する報復行為は許されませ
ん。COBC 違反に関して質問や報告をした個人に対す
る報復行為自体が COBC 違反になります。

上司や人事部に相談しにくい場合や、相談しても問題
が解決されないと感じる場合は、シスコ倫理部にご連
絡ください。倫理部は、懸念事項を提起したいと願うす
べての社員、顧客、パートナー、株主、その他の利益権
者に応対します。倫理部は、すべての問い合わせに、

懸念事項に関して質問したり報告する上で最適な方法は何ですか。
シスコ社では、質問や懸念事項に関して機密
で支援する方法をいくつか用意しています。

「直感を信じて」トランスクリプト

私は懸念事項を共有します 

私は、会社に害を及ぼしうることを目撃したり疑ったりした場合、シスコ社の社員と
して適切な行いをし、懸念事項を共有する責任に関して理解しています。社員は、
違反になりえると善意で思ったことに関しては速やかに誰かに話す義務がありま
す。また、｢なんとなく腑に落ちない｣状況でも、申し出ることをお勧めします。

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Trust_Your_Gut_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-concerns/CiscoEthicsMashup_1213-00-001_postFINAL.ogv
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  電話   

多言語シスコ倫理ラインでは、毎日24時間、国別のフ
リーダイアルが利用できます。倫理ラインは、大手の
サードパーティ報告サービスのスタッフによるもので
す。匿名*で電話するオプションがあります。しかし、調査
担当者がさらなる情報を得るために、その社員に連絡
できない場合は、調査に支障をきたす場合があります。
*注：そのような懸念事項を、匿名で報告することを認
めない国もあります。

質問または報告する
次のような方法でシスコ倫理部と内密に連絡を取るこ
とができます。

    電子メール 

• 倫理部：Ethics@Cisco.com 
• 取締役会の監査委員会： 

auditcommittee@external.cisco.com

   オンライン

• シスコの従業員、非従業員および匿名報告に関し
ては、シスコの倫理ウェブフォーム 

• 倫理ケース報告およびトラッキング ツール

  通常の郵送  

会計や社内での会計コントロール、監査に関する事柄 
(またはその他の関連する問題) に関する質問や懸念
事項は、内密または匿名で取締役会の監査委員会に、
次のプライベートメールボックス (PMB) で提出でき
ます：Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

もしも…

懸念事項を報告しても、何の返答もなかった場合はどう
すればよいですか。
すべての事項は速やかに対処されますが、プライバ
シー／機密性に関する要件により、結果を折り返し連
絡できない場合があります。懸念事項が倫理ウェブ
フォーム報告を使用して匿名で報告された場合、匿名
サイトを使用して作成された倫理ウェブポータルのロ
グイン クレデンシャルを使用して、経過を確認するこ
とができます。また、そのポータルを活用して、フォロー
アップの質問を送信することができます。多言語シス
コ倫理ライン (サードパーティが管理）に電話をした場
合は、ケースナンバーが割り振られるため、シスコに対
して匿名で通せるだけでなく、懸念事項の経過を把握
することもできます。

人事担当者または従業員関係の担当者への連絡方法
を教えてください。
人事担当者または従業員関係に連絡する場合には、
従業員サービスヘルプゾーンウェブサイトにアクセス
してください。

社内調査に協力するよう求められた場合、協力する必
要がありますか。要求に応じなければなりませんか。
はい。シスコ社の社員は、社内調査に協力する義務が
あります。これを怠った場合は、懲戒処分につながる可
能性があり、これには最も重い処分である解雇が含ま
れます。

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィスに
相談してください。

危険を伴うことまたは違法である可能性があることを管
理者から命じられ、それを誰かに話したら報復行為が
懸念される場合はどうすればよいですか。
このような場合は、人事部、シスコ倫理部、または法務
部にご連絡ください。善意で報告したことに対する管
理者またはその他の人物による報復行為は許されま
せん。

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィスに
相談してください。

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:auditcommittee@external.cisco.com
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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包含的な職場とは、個人とチームによる表現や革新、達成を推進するような、居心
地がよくポジティブで、クリエイティブかつ努力が認められる環境です。社員には、
人としてプロとして成長する機会が与えられます。私は尊重や尊厳をもって扱われ
ています。その代わりに、責任を持って行動することやチームの一員として務めるこ
と、他の人を尊重や尊厳をもって扱うことが私の義務であると心得ています。互い
を尊重し合うことでコラボレーションと生産性が高まります。

シスコ社の社員は成功するためにどのような支援を受けていますか。

私は他者を尊重します

社員には、嫌がらせやいじめの恐怖を感じることなく仕
事をする自由があります。
シスコ社では、性別、人種、色、国籍、祖先、市民権、宗
教、年齢、身体的または精神的障害、疾病、遺伝情報、
妊娠、性的嗜好、性同一性または性表現、退役軍人とし
ての立場、婚姻関係、または法律で保護されたその他
の基準を基に、社員または社員グループを否定的に差
別する行為を禁じています。嫌がらせは、さまざまな方
法で行われる可能性があります。いかなる種類の嫌が
らせ嫌がらせもシスコ社の哲学や方針に違反します。

報復行為は許されないもので、懲戒処分につながる可
能性があります。「私は懸念事項を共有する｣を参照し
てください。

当社は差別を行いません。
また、世界各国の社員を誇りに思っています。社員の募
集、採用、開発、昇進など、すべての雇用プロセスにお
いて、性別、人種、色、国籍、祖先、市民権、宗教、年齢、
身体的または精神的障害、疾病、遺伝情報、妊娠、性的
嗜好、性同一性または性表現、退役軍人としての立場、
婚姻関係、または法律で保護されたその他の基準に
関係なく決定がなされます。当社では、ポジティブな風
土を維持することや、各個人がシスコ社チームの貴重
な一員として、尊重や尊厳をもって扱われるよう保証す
ることに熱意を注いでいます。

当社の職場では、障害のある個人を受け入れます。
障害には目に見えるものも目に見えないものもありま
す。同じように、個人の能力や見通しもひと目で分かる

ものではありません。当社は障害をもつ人々の才能や
新しいアイデアを広く受け入れ、当社の社員や顧客、
パートナー、サプライヤーとを隔てる障壁を取り除く努
力をしています。

シスコ社のグローバル社員リソース組織である障害に
対する意識向上ネットワークは、障害を持つ社員に、
強力なサポート ネットワークを提供します。シスコ社
の従業員関係は、シスコ社の受け入れプロセスを通し
て、マネージャおよび従業員にアドバイスを行い、導く
ように、対象事項の専門知識を提供します。

薬物やアルコールに関しては厳しい方針があります。
社員が、出張中や会社所有物の使用中などを含め職
務中、シスコ社の所有物件または賃貸物件で、違法薬

https://cisco.jiveon.com/groups/cdan
https://cisco.jiveon.com/groups/cdan
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物を使用、所持、販売、譲渡、製造、配布したり、この影
響下にある状態になったりすることは禁止されていま
す。特定の法域では、マリファナの処方またはその他
の使用を許可される場合がありますが、このポリシー
はマリファナにも適用され、米国連邦法では、違法であ
ることに変わりはありません。社員が、出張中や会社所
有物の使用中などを含め職務中、シスコ社の所有物件
または賃貸物件で、これらの薬物を使用、所持、販売、
譲渡、製造、配布したり、この影響下にある状態になっ
たりすることは禁止されています。さらに、社員はアル
コールまたはこれらの薬物・物質の影響下にあったり、
これによる支障を受けたりした状態で、出勤したり、職
務に就いたり、職務を続けたりすることができません。
シスコ社がスポンサーになっているイベントでのアル

管理者の発言で、不快な思いをしました。これは嫌がら
せですか。
社員は、法律上で保護の対象となる、威嚇的、敵対的ま
たは気分を害するような行為がない環境で仕事をする
権利があります。ただし、批判的または気分を害するよ
うな発言がすべて、これらの条件に合うわけではありま
せん。不快に感じた場合は、人事部、倫理部、または法
務部に相談して、次のステップを決定してください（ま
た、COBCの「私は懸念事項を共有します」もご参照く
ださい）。

受け取った E メールに気分を害するような冗談や言葉
が書かれていた場合はどうすればよいですか。
気分を害するものと十分受け取れるような冗談は、シ
スコ社では許容されないものであり、指定された受信
者にかかわらず社内 E メールを通じて送信されるべ

きではありません。送信者に対して、その E メールによ
り気分を害されたことを伝えるのもよいでしょう。また、
管理者、人事部、または倫理部に知らせるという方法も
あります。

同僚に関する情報を知りたいという人から電話がか
かってきた場合はどうすればよいですか。
電話の相手の身元が誰かわからない場合、同僚に関
する個人的情報または同僚の仕事に関する情報は
誰にも公表するべきではありません。社員の電話番号、
E メールアドレス、職場での上下関係は決して、見知ら
ぬ人物に提供すべきではありません。競合他社の採用
担当者がシスコ社の人事部または執行役員のふりをし
て、シスコ社の社員に電話をかけてくることがあります。
電話の相手が情報を求めてきたら、相手の素性を確認
するために、電話をかけ直してもらいましょう。

もしも…

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィスに
相談してください。

コール使用は、シスコ社の会議およびイベントに関す
るグローバルポリシーに従った事前の書面による承認
がある場合に限ります。企業が主催するイベントにア
ルコールを使用するすべての社員は、アルコールを責
任を持って使用するとが期待されます。職場方針のシ
スコのドラッグやアルコールの違反は、懲戒処分とな
り、これには、最も重い処分である解雇が含まれます。

安全で脅威を与えない職場を提供するよう努めている。
社員は、すべてのセキュリティおよび安全ガイドライン
を熟知するとともにそれに従い、安全を脅かすような
状態や事故については報告しなくてはなりません。他
者および会社の資産に対するいかなる脅しや暴力も、
直ちに報告する必要があります。我々すべてがプロ意

識を持って礼儀正しく接せられ、安心できる環境を育
みたいと考えている。詳細については、安全性、セキュ
リティおよびビジネスレジリエンシーのウェブサイトを
ご参照ください。

社員の個人情報の保護策を用意しています。
シスコ社では、全社員のプライバシーに関する権利と
利害を尊重し、収集、保管、使用される、社員の個人情
報の保護策を用意しています。すべての社員が同僚の
プライバシー権を尊重し、シスコ社のグローバル人事
データ保護ポリシーに従って、すべての社員の個人情
報を取り扱わなければなりません。

ツール/リソース

• シスコ問題解決プロセス
• シスコ アルコール承認サイト
• シスコ安全およびセキュリティ情報

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
https://cloudsso.cisco.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=www.meetingview.net&ACSIdx=2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
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シスコ社は社員が、コンピュータや電話、インターネットアクセス、コピー機、事務
用品など、会社のリソースリソース、使用を適切な判断をもって大切に使用するこ
とを期待しています。私には、会社のリソースリソース、使用を適切かつ賢く使用
するという決意があります。

ビデオやソーシャルメディアなどのツールを使用する際
は、尊重とプロ意識を忘れないようにしましょう。
シスコは、社員がソーシャルメディアを使用して業務を
遂行し、コラボレーションと革新を推進することを許可
しています。当社はソーシャル ネットワーキング サイ
トをブロックしません。当社のソーシャル メディア ポ
リシーで規定するとおり、知的財産を不正使用したり、
あらゆるデータ（「私はデータの扱いを任されていま
す」をご参照ください）、機密情報、または占有情報を
開示したりする行為を避けることは非常に重要です。
インターネット以外の場所での適切な行動に関する規
則は、「オンライン」世界にもそのまま適用されます。不
明な点がある場合は、グローバルソーシャルメディア 

コミュニティのディスカッション フォーラムまたは
internetpostings@cisco.comにご質問ください。

会社の資産は業務目的に限り提供されている。
会社の資産は、何よりもまず業務のため、そして当社
の戦略上の目標に向かって進むために使用されるべ
きです。それぞれが、無駄遣いや不正使用を防ぐ必要
があります。会社の資産には、仕事をする物理的なス
ペースだけでなく、その他の物理的なリソース以外の
資産も含まれます。会社の施設やリソースはシスコ社
が所有するものであり、これらを使用する際に、プライ
バシーは期待されないものと考えてください。そのた
め、会社のリソースに送信または保管された内容は保
管またはレビューされる可能性があります。

注： 社員が個人のパーソナルデバイス (スマートフォ
ン、タブレットなど) を業務に使用する場合も、やり取り
に使用したりこれらの機器に保管する会社関連の情報
を保護する必要があります（「私はデータの扱いを任
されています」をご参照ください）。

どのようなことが認められていて、どのようなことが禁じられていますか。

私は責任を持ってリソースを利用します

https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
mailto:internetpostings%40cisco.com?subject=
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営業目的以外でのシスコ資産の使用
• 正式な許可なく会社からシスコ社のリソースを
借用したり、持ち出したりしないこと。

• 会社の資産を、個人的な営業、コンサルティン
グ活動、または社外での資金集め活動のため
に使用しないこと。

• 「スクラップ」、ごみまたはリサイクル用として特
定されたシスコ社リソースも許可なく、営業目
的以外の目的で使用しないこと。

• シスコ社の商標は、社内用資料以外の資料で
使用したり、シスコ社が登録、使用、管理してい
ないドメイン名の一部として使用したりしない
こと。

マイナスの効果
会社のリソースを使用し結果、膨大なコストが出た
り、業務が中断されたりするなど、シスコ社の不利
になることは絶対に避けること。

違法または気分を害する
法律で禁止されている素材や性的な内容が含まれ
る素材にアクセス、配布、ダウンロード、またはアッ
プロードしたり、気分を害する言葉、著作権で保護
されている、所有者の許可なき第三者の資料、シス
コ社のイメージが悪くなる素材、または人種、性別、
性的嗜好、年齢、宗教などに関する冒涜的発言を含
む素材を配布またはアップロードしないこと。

政治目的でのシスコ資産の使用 
• 会社の貢献－勤務時間、シスコ社のオフィスや器
材の使用、または金銭の直接的支払いなどの資産
は、世界政府問題担当部副社長の書面による許可
なく、政党の立候補者、政治活動委員会、または投
票法案に費やさないこと。 
注： 個人の政治献金に関しては、「私は法を遵守し
ます」のセクションを参照のこと。

• その他の活動またはロビー活動－政治活動をサ
ポートする目的、またはロビー活動に、世界政府
問題担当部副社長の書面による許可なく、会社の
リソースを使用することは、偶発的な使用以外、
禁止されている。

社内通信チャネルの不適切な使用
• E メールおよびメーラーは、違法行為または詐欺
的行為に誘い込んだり、他の人が契約に違反でき
るようにしたり、他の人に契約に違反するように勧
めたりする目的で使用しないこと。

• 社内通信チャネルは、世界政府問題担当部副社長
の書面による許可なく、政治活動に使用しないこ
と。政治活動および献金

禁止または許可が必要

業務上の使用
E メール、コンピュータ、その他の業務用通信電子通信
システムの慎重かつ合法な業務上の使用が認められ
ています。これにはシスコ社ブランドの保護も含まれ
る。当社の著作権物 (ドキュメント、グラフィック、画像、
ビデオ、音声記録物、ソフトウェアなど) は、シスコ社の
方針に従って、営業目的のみで使用すること。

限定的な個人的使用
会社の資産を個人的な目的で時折、常識の範囲により
使用することは認められるが、これはこの使用により、
シスコ社の利害や業務（あなた自身もしくは同僚の業
務）の遂行に弊害が出ない場合に限る。 
注： 個人の信仰に関する内容や活動のために会社のリ
ソースを使用する上では、従業員の個人的所信に関す
る行動におけるシスコ資産の使用に関する方針を参照
のこと。

政治活動
従業員が自身の金銭と時間を使って、個人的に政治活
動に参加することについては問題はありません。

社内通信チャネルの適切な使用
シスコ社内通信（ディスカッションフォーラム、Jiveコ
ミュニティ、メーラーなど）は、コラボレーションおよび
同僚関係をサポートする。これらの通信チャネルは、
シスコ社が重視する信頼、完全性、受容、他者への尊重
に則して使用すべきである。

承認済み



シスコシステムズ ビジネス行動規範 14

もしも…

シスコ社のコンピュータや電話で個人的な活動をす
る場合はどうなりますか。これは問題ありませんか。
通常、会社のリソースを個人的に使用することは限
定的に認められていますが、これはこの使用により、
シスコ社に対して膨大なコストが出たり、業務が中
断されたりしない場合、また、この活動が方針や法
律に違反しない場合に限られています。

シスコ社が利害の対立に当たらないと判断した副業
をしている場合はどうなりますか利害の対立。顧客が
私のシスコ社ボイスメール電子通信にメッセージを
残しても問題ありませんか。
会社の資産業務上の使用は、シスコ社の業務用に
限定されます。副業、自営業ベンチャー、またはコン
サルティング活動のために社員が資産を使用する
ことは認められません。

有料サービスの購読ベースアカウントを同僚と共有
して使用するために、シスコ社の電子メールコミュニ
ティメーラーを使用してもよいですか。
いいえ。シスコ社のコミュニティメーラーを通じて購
読アカウントを使用するよう、同僚に勧めることはで
きません。このような行為は、購読条件に違反し、あ
なたとシスコ社に対する法律的な波及効果が出る
可能性があります。

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィス
に相談してください。

ツール/リソース

• ビルディング電子メール メーラー配布に
関するポリシー

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc


シスコシステムズ ビジネス行動規範 15

私は利益相反を避けます

重要なのは、シスコ社にとって正しいことをすることです。それは、私の個人的な利
益とシスコ社の利害の間に不一致が生じる、または生じていると考えられる状況を
避けるということです。

利害の対立は、社員の個人的な活動や関係によって、会社にとって最適なことをする上での客観性が損なわ
れる場合に生じます。また、利害の対立は、実際に生じている場合も、生じているように見える場合も、株主の
価値を落とし、シスコ社が法的責任または信用責任を負わされる可能性があります。シスコ社の社員には、
そのような対立を全力で避けることを求めます。

利害の対立とは何ですか。

利害の対立
認識されたまたは実際の

社外事業利益
家族および友人
社外取締役会

コミュニケーション
贈答品贈答品と接待

企業
利益および
義務

個人 
利益または
忠誠心

http://cs.co/cobc74
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1) 社外の利益
• 社外での有償プロジェクトまたは雇用（情報開示はこ
ちら） 

• 諮問会またはコンサルティングの機会（情報開示はこ
ちら） 

• 発明や書物等の新製品の開発（情報開示はこちら） 
• 社外でのシスコ社機器の販売またはサービス提供（未
承認）

•  シスコ社とのつながりがある会社の所有またはその会
社への投資(情報開示はこちら)

2)家族および友人
• シスコ社のサプライヤー、請負業者、コンサルタント、
パートナー、顧客、または競合他社の家族や友人との
交流

• 家族や友人のシスコ社での採用
上記のような状況については、倫理部にお問い合わせく
ださい。

3) 社外の役員会
• 営利団体、技術諮問会、政府または公的機関の役員会
（取締役会の情報開示はこちら）

• 専門家による協会および非営利団体の役員会（情報開
示はこちら）

4) やり取り
• 講演会依頼 (上司に確認すること)
• 支持（ガイドライン）
•  シスコ社の現社員または元社員に関する身元保証
（雇用政策のレファレンスおよび確認を参照）

• 書物や出版物の販売機会（出版政策）

5) 贈答品、旅行および接待 
営業上の贈答品／接待にはさまざまな状況があり、世界各
国の関連法が適用されるため、これらのケースに関して定義
されたポリシー／ツールがある。 
贈与： 贈答品、旅行および接待（GTE）開示ツール
受領：贈答品開示ツール

最初から4番目までのCOIカテゴリーに関する
説明および必要な対応の詳細は、シスコ利害の

対立、社外の役員会、投資方針を参照してく
ださい。

贈答品、接待およびもてなしに関する詳細は、シ
スコ贈答品、旅行および接待に関する方針を参
照してください。社外での活動、状況または関係
が、利害の対立利害の対立を生じさせている可
能性がある場合、またはそのように思われる場合
はこれらの方針を参照してください。

考えられる COI ケースをすべて挙げることはで
きません。不明な場合は、倫理オフィスまでご相
談ください。

利害の対立(COI)につながる場合として、次の 5 つのケースが
見られます。

http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-832948
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761734&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247740&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com
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シスコ社の利益になりそうな製品を開発した場合はどう
すればよいですか。シスコ社のサプライヤーになれま
すか。
シスコ社全社員の機密情報および発明譲渡契約に基
づき、シスコ社で行われている研究開発または社で予
定している研究開発に関する利害に関係する発明へ
の権利はシスコ社が有し、社員はこのような発明をシス
コ社に対して公表する義務があります。前に開発した
製品がかかわっている場合、このような状況において
忠実関係が分かれたり、利害の対立が生じたりする可
能性があるため、通常はまれな例外を除き、シスコ社
が社員から製品またはサービスを購入することはあり
ません。このような取り決めを検討する前に、倫理部 
およびシスコ社の担当副社長から書面による許可を得
る必要があります。

親族または仲のよい友人がシスコ社の顧客またはサ
プライヤーで働いている場合はどうすればよいですか。
このような関係は誰かに知らせる必要がありますか。
家族や友人と直接仕事上のやり取りをしていない場合
でも、利害の対立があるように見られる状況に関しては
シスコ社に公表すべきです。親戚／友人の仕事とあな
たの仕事上の役割が交わりを持つ可能性がある場合
は、この関係を管理者および倫理部倫理部に公表する
必要があります。

友人の娘さんが、私の所属する部課内の役職に応募す
ることを希望している場合はどうすればよいですか。彼
女の履歴書を採用担当マネージャー (私の直属のマ
ネージャー) に直接渡してもよいですか。
優秀な社員の中には、紹介で採用された人もいます。
しかし、利益相反の発生を避けるために、通常の応募
過程で応募するように友人の娘に伝えましょう。これ
は単に、シスコ社に最適の人材と思われるという理由
以外で採用しなければならないというプレッシャーを、
採用担当マネージャーに感じさせないためです。必要
であれば、詳細なガイダンスを受けるために、倫理部に
連絡するか、シスコの従業員サービスヘルプゾーンの
ウェブサイトにアクセスしてください。

地元の非営利団体が、情報システムの開発者を探して
いる場合はどうすればよいですか。その団体でボラン
ティアをしたり、｢お手伝い｣として働いても問題ありませ
んか。
それは、非営利団体と、行う予定の情報システム作業
の種類によって異なります。利益相反に関する問題を
避けるために、倫理部に連絡してアドバイスを受けてく
ださい。

その他の質問や懸念事項についても、倫理オフィスに
相談してください。

もしも… ツール/リソース

• 受領：贈答品開示ツール
• 贈与：贈答品、旅行および接待ツール
• 利益相反の開示（副業、家族および発明、製品および
知的財産）

• 社外の取締役会への参加の開示（非営利団体、技術
諮問会、または公的／政府系の委員会に関して）

• 投資開示ツール
• 法律に関するお問い合わせ
• 法的ポリシーの一瞥

• 社内ウェブフォーム

• シスコ社員紹介プログラム

http://cs.co/cobc83
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/legal-policies.html
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/careers/referrals.html
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私は贈答品、旅行および接待に関する方針を理解しています

シスコ社では、従業員が顧客、ベンダー、パートナー、サービス プロバイダーやサプ
ライヤとの関係を構築することを推奨しており、その友好の一部として、贈答品、接
待またはイベントへの招待を検討する可能性があります。適切なビジネス関係の
一部として、価値のあるものを提供したり、または受けとる際に、それらが非倫理的
な行動と受け取られるような状況を作り出したり、適用法、またはシスコ社やサード
パーティのポリシーや原則に違反しないような、正しい方法で透過的に実施される
ことが重要です。未承認の経費は、払い戻しの対象にはなりません。

「It’s just a mooncake…」トランスクリプト

全従業員が、Cisco社の贈答品、旅行および接待（GTE）
に関する方針をよく理解し、適切なビジネス サービス
を提供する、または受けとるための正しいプロセスを把
握する必要があります。それは、その提供が適切である
かどうか、適度な価値であるかどうか、そして情報開示
および事前の承認が必要かどうかを決定することから
始まります。

次に、決定に役立つガイダンスを示しますが、GTEポリ
シーを必ず確認し、自分の機能や地域に適用される特
別な要件を理解すために、上司と相談してください。

http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Mooncake_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-gifts/mooncake.mp4
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
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「自分自身に疑問を投げかける」－GTE意思決定ツリー

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
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私がパートナーに対し、私の代わりにお客様に贈答品
を贈るよう指示した場合、どうなりますか。
GTEポリシーは、その提供が、直接的または間接的（当
事者に代わってサードパーティまたはエージェント経
由を含む）に提供されているかどうか、また、シスコ社、
サードパーティまたは個人の資金を使用したかどうか
に関わらず、適用されます 

そのお客様が、プライベートなのか、公的機関のお客様
なのか、判断できない場合、どうすればよいですか。
GTEポリシーは、プライベートまたは公的機関の国有
のエンティティの両方の受領者に適用されます。その
提供は、常に適切で、適度な価値である必要があり、事
前の承認を受ける必要がある場合もあります。お客様
が国有/公的機関エンティティの方なのかを正確に特
定するため、国有/公共のエンティティJiveサイトを参
照し、違反を回避してください。

贈答品の価値が250米ドル未満の場合、どうしたらよい
ですか。
その提供の価値が250米ドル未満でも、あなたの経営
管理者、地域の法律、または現地法によって設定された、
あるいは、サード パーティのポリシーや規制により限
定された、もしくは、お客様が米国公共部門である場合
は、下限しきい値の対象となります。価値に関わりなく、
その提供が常に適切である必要があります（一例として、
価値は、ビジネスアワードや便宜にかなりの影響を与
えるものではありません）。多くの政府や一部の企業に、
250米ドル以下の贈答品受領の制限があります。

情報開示が GTEポリシーで必要とされる場合、次の
GTEツールを使用してください：その提供がシスコ社
の従業員によって贈与される場合、情報開示は、GTE
開示ツールを通じて行われます;その提供がシスコ
社の従業員によって受け入れられる場合、情報開
示は、贈答品の受領開示ツールを通じて行われま
す。ご不明の場合は、価値のあるものを贈与する前に、
corporate_compliance@cisco.comにお問い合わせ
頂き、価値のあるものを受け取る前には、倫理オフィス
にお問い合わせください。

その他の質問や懸念事項についても、倫理オフィスに
相談してください。

もしも… ツール/リソース

• 受領：贈答品開示ツール
• 贈与：贈答品、旅行および接待ツール
• 米国 公共部門への贈答品に関する規定

• 贈答品、旅行、接待に関するポリシー

• 国際汚職防止および賄賂方針

• シスコ パートナー向けの国際汚職防止方針

https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/state-owned-state-controlled-entities
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://cs.co/cobc35
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html
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当社は、世界を変える技術の分野における先駆的存在として信頼を得ている企業で
す。シスコ社、従業員、顧客、ベンダー、パートナー、その他の取引相手が所有する機
密占有情報は、この機密性、完全性、可用性、プライバシーを保護する責任が全社員
にあります。

私たちは、信頼でき、透過的であり、責任を負ってい
ます。
当社の顧客、パートナー、株主、従業員の立証可能な
信頼を得るために、私たちは、シスコ社および当社製
品をどのように保護するかにおいて、信頼でき、透過
的であり、責任を負っています。シスコ社では、セキュリ
ティは全社員の取り組むべき仕事であり、シスコの提
供するセキュリティを確保するため、ビジネスとテクノ
ロジーの優先事項を連携させる戦略を実現する役割
を果たさなければなりません。これには、情報セキュリ
ティ、個人情報に関するプライバシー、およびデータ保
護が含まれます。

シスコ社およびサードパーティのデータを保護するた
めに、シスコ社のプライバシーおよびデータ保護ポリ
シーに従わなければなりません。個人情報を含むデー
タの収集、アクセス、使用、共有は、合法的で公認の目
的である場合（たとえば、割り当てられた職務の遂行に
関連する場合など）に限ります。

私たちはどのようにデータを保護するのですか？
私たちは、グローバル ポリシー フレームワークに沿っ
た、セキュリティ、データ保護、プライバシー ポリシー、
慣行に従うことで、顧客および従業員の信頼を獲得し、
維持しています。従業員は、自分の扱うデータに対し、
全社規模のシスコ社のデータ分類を適用することが
期待されています。データ保護ポリシーは、機密性、価
値と緊急度に基づいてデータを分類し、保護するため
の、データのライフサイクルとフレームワークを確立し
ます。統合データ保護モデルは、特定のデータセットま
たは機能に対し、グローバル人事データ保護ポリシー
などの関連するポリシーで、追加要件の設定をします。
従業員は、自分の組織に関連する追加のデータ保護要
件、自分が扱うデータについて理解し、定期的にセキュ
リティ教育完了し、セキュリティ認識を高めなければな
りません。

シスコ社は、シスコ社のビジネスの遂行、または、シス
コ社、従業員、サードパーティによって所有またはリー
スされた社内ネットワークおよびビジネスシステムに

使用される、すべての電子およびコンピュータデバイ
スに関して、セキュリティポリシーおよび制御を実施
し、強化してきました。シスコ社の各ポリシーに準拠す
るために、シスコ社は、適用法下にあり、これらのデバ
イスに保存された、または、シスコ社のネットワークま
たはシスコ施設のすべての部分に送信されるすべて
のメッセージ、ファイル、データ、ソフトウェア、その他
を、いつでも調査、監視することができます。

インシデント レポート
インシデントとは、保護されたデータが、紛失、盗難、
または不正に扱われた場合の状況です。また、システ
ムまたはそのデータへの不正アクセスしようとする試
み（失敗、成功に関わらず）を含みます。自分自身の情
報を保護するための措置をとる場合と同様、人事デー
タ、顧客データおよび占有情報を脅かす既知または疑
わしいインシデントを報告することで、シスコ社の情報
も保護しなければなりません。

全従業員が発見したすべてのインシデントについて報
告する必要があります：wwwin.cisco.com/security

私はデータの扱いを任されています

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
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データ保護協定
シスコ社の従業員は、データ保護に関連するさまざ
まなシスコ社のポリシーおよび協定に準拠しなけ
ればなりません。それには、顧客やその他のサード
パーティによって、シスコ社に課された機密保持契
約および契約上の要件が含まれます。サード パー
ティとデータを共有する前に、社員は承認を取得
し、必要である（知る必要がある）ことに限定して情
報を開示しなければなりません。サード パーティに
よってシスコに委託されたデータは、その使用が書
面承認されていない場合、また、サード パーティの
データ保護要件を満たしていない場合、使用また
は複製してはなりません。

私の電子メールプログラムが、誤ったアドレスを自動的
に入力し、別のお客様に顧客の機密情報を誤って開示
してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
クリップ ツールで、「データ保護とプライバシー」、そし
て、「データ損失インシデントを送信する」を選択し、そ
のインシデントを直ちに報告する必要があります。イン
シデント対応チームが連絡するまで、その他の措置をと
らないでください。

私は、シスコ社の占有情報を含む文書に関して、同僚と
協力する必要があり、シスコ ボックスにその文書を掲載
したいと思っています。掲載してもよいですか？
いいえ。シスコ ボックスのプラットフォームは、シスコ
社の機密性の高いまたは低い情報に分類されるデー
タにのみ承認されます。許可される用途については、シ
スコ ボックスの使用上のガイドラインを確認してくだ
さい。また、使用すべき適切なソリューションを理解す
るためには、コンテンツ作成、管理、および共有レファ
レンスガイドを参照してください。

競合他社が独占所有権を有するデータが含まれた E 
メールまたはパッケージを受け取った場合はどうすれば
よいですか。
文書は読んだり、同僚や管理者と共有したりしないでく
ださい。パッケージはすぐに封をして安全な場所に保
管してください。また、E メールは転送しないでください。
シスコ社の法務部に直ちに連絡して、指示を待ってくだ
さい。

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィスに
相談してください。

もしも… ツール/リソース

• セキュリティおよび信頼部門 (S&TO)
• ポリシーおよびプロセスセントラルのS&TOポリシ

ー

• データ保護プログラム

• グローバル データのプライバシー オフィス

• インシデントを報告する 

ビジネス機能による追加のデータ保護情報
• シスコ社のデータ分類
• 企業記録および情報管理（ERIM）
• シスコ記録管理ポリシーおよび保管スケジュール

https://clpsvs.cloudapps.cisco.com/services/clip/main#legacy/eyJzY3JlZW4iOiJob21lIiwiaG9tZSI6e319
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-475099
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-475099
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust.html
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://cisco.jiveon.com/groups/data-protection
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11259098&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
http://zas-app-001-p.cisco.com/retweb/retention/schedules.asp
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私は法を遵守します

善良な社員であることには、法律を守ることが含まれます。シスコ社はグローバル
企業として、各国でビジネスを行う上で適用される法規制を適切に把握してい
ます。

   市場での競争およびビジネスの
倫理的な実施

市場は反トラスト法および競争法によって持続してい
ます。
反トラスト法は市場での競争を促し、顧客により多くの
選択肢を与え、低価格から利益を得ることができます。
世界中の反トラスト法は、競争を軽減するビジネス慣
行を禁止しています。例えば、反トラスト規則は、製品
やサービスを販売するか、顧客や市場を分割する価格
や他の条件に合意する競合業者間の合意を禁じてい
ます。反トラスト法は、独占取引、一括販売、および抱き
合わせに関する規則、原価未満に関する規則、再販業
者の値引きや（数ヶ国において）価格設定および販売
促進支払いに関して同状況下の再販業者間の差別を
防止または阻止する規則も定めています。最も重大な
反トラスト規則違反、例えば、価格に関する競合業者間
の合意は、シスコや関与する個人への罰金および懲役

COBC によって強化されているのはどの法律ですか。

刑等の刑事罰となる可能性があります。他の反トラス
ト規則違反は、高額罰金および損害や評判の損失に
つながり、政府がシスコのビジネス決定をモニタリン
グする可能性もあります。シスコは、公正に競合し、シ
スコがビジネスを行うすべての国での反トラストお
よび競争法に準拠するよう全力を尽くしています。
反トラストおよび競争法に関するご質問や、シスコ、
パートナー、競合業者がこれらの法に準拠していない
と思われる場合は、直ちにシスコ法務部までご連絡く
ださい。

  インサイダー取引および社内
機密

｢社内｣の情報は取引しないでください。
シスコ社または当社のビジネスに関する資料、未公開
情報を有する社員またはそれ以外の個人や団体が、
シスコ社株を売買すること、またはその情報を利用し

たり他者に渡したりするためにその他の行為にかか
わることは、当社のポリシーで認められません。ま
た、これは、他社、シスコ社の顧客、サプライヤー、ベン
ダー、請負業者、およびビジネスパートナーなどに関
する重大な未公開情報を、シスコ社社員の特権で入手
し、所有している場合、その他社の株の取引にも適用
されます。不適切な取引と見なされる行為も避ける必
要があります。取引パターンは細かく監視されているこ
とに注意してください。また、シスコ社は潜在的な不法
取引に対する政府の捜査に全面的に協力します。

｢情報の打ち明け｣も違法になります。
シスコ社社員が、他者に情報を打ち明けること、つま
り、他者が利益を上げたり損失を避けたりするための
手助けをその社員がしようとしていると示唆される状
況下で、社内情報を友人または家族に伝えることも
禁じられています。情報を公開することは、インサイ
ダー取引の一形式である以外にも、社内機密の重大

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
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な違反になります。このため、シスコ社内のカフェ、
公的交通手段やエレベーターなど、他者に聞かれそ
うな場所では機密情報に関して話し合うことを避け
てください。

デリバティブ取引やヘッジ取引は認められません。
重大な未公開情報デリバティブを所有しているかどう
かにかかわらず、シスコ社社員がプットオプションや
コールオプションなどのシスコ社の証券のデリバティ
ブ取引を行うことも禁じられています。空売りや、カ
ラー取引や先物取引などのその他の形式によるシス
コ社の証券のヘッジ取引も、社員の目的とその他の株
主の目的の間に相違が生じる可能性があるため、シス
コ社の方針で禁じられています。

 公式な公開

シスコが当社に関して公開する情報は、完全、公正、
正確、即時的、かつ理解できるものでなければなりま
せん。
証券取引委員会およびその他の政府機関への提出は
適正に行われることが大変重要になります。社員は、シ
スコ社の公記録に関して情報を提供するよう要求され
る場合もあります。そのような場合は情報が正確かつ
完全で、関連性や即時性があり、理解できるものであ
り、当社が政府機関に提出する記録や文書およびその
他の公的機関とのやりとりにおける記録や文書におい
て、公開内容が正確かつ完全で、関連性や即時性があ
り、理解できるものであることを保証できることを確認
してください。 

  
国際汚職防止および賄賂

シスコ社では、賄賂や不正を一切認めません。
完全性、正直さおよび透明性をもって行動し、海外腐
敗行為防止法 (FCPA) を含む地域や国レベルの腐敗
防止法に従うことがもっとも重要です。私たちは、賄賂
を支払うよりもビジネスの機会を見送ります。そして、
賄賂を支払うのを拒否することによって売り上げが減
ることになった場合には、社員をサポートします。

具体的には、違法または非倫理的であったり信頼関係
を損なったりする行為を不適切に誘うための手段とし
て、利益 (現金のほか、有価物すべてを含む場合があ
る) を約束、申し出、要求、提供または受理しません。
シスコ社の国際汚職防止および賄賂方針をご確認い
ただくか、Ethics@Cisco.comにお問い合わせくだ
さい。

贈答品、旅行および接待
接待用の贈答品として認められているものおよび禁じ
られているものに関しては、「私は贈答品、旅行および
接待に関するポリシーを理解しています」のセクション
をご参照ください。ゲストの交通費または接待費の支
払いを申し出る際は、汚職防止および賄賂方針および
贈答品、旅行および接待に関するポリシーに従う必要
があります。

パートナーの行為
シスコ社は、ビジネスパートナーにも、ビジネス上のす
べての取引において透明性と正直さを重んじる当社
の価値観を共有することを求めます。私たちは、当社の

ビジネスパートナーが パートナーに対する腐敗防止
方針に従うことを求める必要があります。パートナーは
シスコ社のトレーニングを受けられます。社員は、サプ
ライヤーとかかわったり、仕事をする場合、当社のサプ
ライヤー行動規範およびサプライヤー倫理ポリシーの
ほか、コンプライアンスを保証するための、関連するす
べての指針に、サプライヤーが従うことが求められて
いることを認識してください。

 個人の政治献金

米国選挙法により、シスコ社の取締役および役員を含
め、一部の社員は選挙活動への特定の献金を行う前
に、シスコ社の米国政治献金ツールを用いて事前承認
を得ることが義務付けられる場合があります。詳細に
ついては、シスコ社の米国公共部門倫理規定をご参照
ください。政治活動目的での会社の資産の使用に関す
るポリシーについては、「私は責任を持ってリソースを
使用します」のセクションをご参照ください。

   著作権

第三者の著作権物を使用する前に、許可を得ているこ
とを確認してください。
シスコ製品、販促資料、文書による情報伝達、ブログ、
その他のソーシャル メディアの開発において、または
その一環として、事前に著作権所有者の書面による許
可を得ることなく、第三者の著作権を有する資料を社
員が複写、複製、デジタル化、放送、使用、または改変す
ることは、シスコのポリシーに違反すると同時に、違法
な行為となる場合がある。

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
mailto:Ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab03
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この要件は、最終製品が個人的に使用、シスコ社の社
内で使用またはそれ以外で使用する目的であることに
かかわらず、適用される場合があります。また、第三者
の著作権物を無許可でコピー、入手または配布する第
三者の映画、テレビ番組、ソフトウェアおよび音楽をイ
ンターネットやピアツーピアサイトから入手したり共
有したりすることを含む目的で、シスコ社の施設、器材
およびネットワークを社員が使用することは、当社の
方針に反しています。著作権物の不正使用は、民事訴
訟および刑事訴訟につながる可能性があります。不明
な点がある場合は、法務部に連絡してください。

  個人データに関するプライバシー

多くの国には、プライバシーまたは個人データ保護法が
あります。
当社には、顧客プライバシー、顧客、ベンダー／パート
ナー、ウェブサイトのユーザーおよび社員を含む、当社
がビジネスを行うすべての相手が期待する、プライバ
シープライバシー、社員を妥当に保護するという決意
があります。仕事の一環で個人データ (サードパーティ
がホストするデータを含む) にアクセスする場合は、そ
のようなデータを、割り当てられた仕事上の責任を果
たす上で必要かつ関連性がある範囲でのみ、シスコ社
ポリシー、地域法および規制に従って、収集、アクセス、
使用または共有することが重要になります。不明な点
がございましたら、プライバシーチームにご質問くだ
さい。

 輸出制限

すべての社員は米国および国際輸出法に従う責任があ
ります。
シスコ社製品の輸出は、該当するライセンスがある場
合、制裁対象国およびテロ活動を支持しているものと
特定された国、また、制裁対象国にいなくとも制裁措
置を受けているエンティティ以外のすべての国におけ
る大半の民間人／法人エンドユーザーに向けて認め
られます。シスコ社のコンプライアンス義務に関して社
員がどのように役立てるかについての詳細は、グロー
バル輸出取引き（GET）グループウェブサイトをご参照
ください。

 輸入制限

すべての社員は輸出法に従う責任があります。シスコ
社製品の輸入は、該当する税関申告とライセンスがあ
る場合、現地の税関規定、シスコ社ポリシーおよび手
順を遵守する限り、大半の国で認められます。例外とし
て、携行品、輸出入が差し止められた目的地およびテ
ロ活動支援国に指定されている国への出荷品が挙げ
られます。各国制約を含むシスコ社の輸入コンプライ
アンス義務に社員がどのように役立てるかについての
さらなる詳細は、グローバル税関ウェブサイトをご参
照ください。

 反マネーロンダリング法

シスコ社および関連企業は、マネーロンダリングやテ
ロリストおよび犯罪活動への資金調達に対抗する国
際的な取り組みに参加します。さらに、シスコ社の規定
する法的義務を、あらゆる状況において遵守する必要
があります。一部の国では、シスコ社の社員は、マネー
ロンダリングを防ぐために、個人的に貢献する義務が
あり、シスコ社のマネーロンダリング防止(AML)および
テロリスト資金調達に関するポリシーおよび関連手順
に準拠することの重要さに留意すべきです。この関連
でのシスコ社の義務には、AMLに関するポリシーおよ
び手順の維持や、シスコ社が米国および各国の制裁リ
ストに記載されている個人と取引を実施していないこ
とを証明するための顧客調査の実施等が含まれます。

  シスコ社は、必要に応じて法的権
利を行使します。

シスコ社は、シスコ社の職場につながりのある現社員
または元社員が犯罪を犯したということが妥当に考え
られる場合、司法当局に連絡する権利を有します。

当社では、特定の国の法律が COBC と相反す
る場合、その国の法律に従いますが、その国の
ビジネス上の慣習が COBC と相反する場合は 
COBC に従います。不明な点がある場合は、
相談すること。

https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/globaltax/functions/customs.html#goto=0
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シスコ社の四半期の収益結果が公式に発表される前
に、その収益結果を知ってしまった場合はどうすればよ
いですか。そのような情報情報、保護を知りながら、会
社の株株取引を購入することはできますか。
いいえ。このような情報は｢重大な非公開情報｣と見な
され、シスコ社の株の購入はシスコ社のポリシーに違
反し、また連邦証券法違反にあたる可能性がありま
す。

ベンダーが近々発表することを計画している新製品を
見ました。私のチームでは、その製品がシスコ社にとっ
て役に立つものでないということで同意しましたが、私
はその製品が他の業界で真の革新的な製品になると
考えています。製品が発表される前にこのベンダーの会
社の株を購入株取引することはできますか。
このような株式は、新製品に関する情報が公になるま
で、購入できません。購入した場合は、インサイダー取
引、つまり違法と見なされます。

特定の地域において政府政府、関係との関係の仲介
役として使用しているコンサルタントが、シスコ社に対
して、多額の‘仲介’料を追加で請求してきました。その
コンサルタントがこのような追加料金をその国の高官
に渡す意思があるのではないかと懸念に思っていま
す。どうしたらよいでしょうか。
シスコ社は、直接またはサードパーティを通じて、政
府高官に賄賂を支払うことを認めておらず、事実、賄
賂が発生するような「赤旗」の状況の場合、シスコ社
には法的責任が生じる可能性があります。このコン
サルタントが支払金を不適切に渡す可能性があると
疑われる場合は、倫理部または法務部に連絡してく
ださい。

地域法に従うか、または、COBC に従うかの選択を強
いられた場合はどうすればよいですか。
法律は常に COBC よりも重要になります。 
ご不明な点がある場合は、倫理オフィスまたは法務部
に確認してください。

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィス
に相談してください。

もしも… ツール/リソース

腐敗防止
• 国際汚職防止
• 受領：贈答品開示ツール
• 贈与：贈答品、旅行および接待ツール
• 贈答品、旅行および接待（GTE）Jiveサイト

シスコ米国公共部門：
• 米国連邦販売（倫理規定および準拠ガイド）
• 米国 公共部門への贈答品に関する規定
• 米国 政治献金ツール

輸出リソース
• シスコ グローバル輸出技術管理部門

プライバシーリソース
• プライバシー

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/gifts-travel-entertainment
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
mailto:privacy%40cisco.com
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私は正確かつ倫理的に財務処理を行います

シスコの財務を責任を持って正確に管理する 
シスコ社全社員は、シスコ社関連資金の管理に個人的
な責任があります。シスコ社資金をシスコビジネス目
的以外で使用すべきではありません。全ての社員は、
適正な価格が提供されているかを確認し、費用ごとに
正確かつ時宜を得た記録を保持すべきです。これに
は、サードパーティから購入する物品が含まれます。
シスコの資金利用に関する文書やデータの隠ぺい、
改ざん、偽造、変造は、COBC 違反となります。

シスコの経費報告に関する方針に従う。
シスコ社の社員は、シスコ社のグローバル費用や他
の関連ポリシー、例えば、旅行に関するポリシー、会議
およびイベントに関するポリシー、調達に関するポリ
シー等に準拠することが義務付けられています。とり
わけ、社員は、利用可能な承認ツール（例えば、Oracle 
iExpenses）に全ての営業費を提示することが義務付
けられており、またはマニュアルでの請求フォールに
記載することが義務付けられていますが、この場合は

これは、財務に関するデータや活動とは直接関係がない仕事をしていても、該当しますか。はい。

シスコ社の社員は、シスコ社内外の利益権者に対する責任および組織全体におい
て完全性を推進する義務を負っています。これには、社内の財務や会計に関する方
針を認識し、従うことが含まれます。財務情報を即時的かつ正確に処理・報告するこ
とは、法律で義務付けられているだけでなく、ビジネスを正直かつ倫理的に行うと
いう当社の決意の核となっています。

自動ツールを利用することができません。シスコ社の
社員は、費用を正確に分類し、タイムリーに（費用負担
の30日以内に）提示することが義務付けられています。
取引報告を怠ったり、取引を不適切に分類したり、偽造
文書または不正確な文書を作成すること、例えば、ビ
ジネスとは関係のない関連経費または承認されてい
ない関連経費を請求することは、固く禁じられていま
す。

すべての営業取引を正確に記録する。
グローバルブッキングに関するポリシーには、受注済
みと記録すべき営業取引の選択基準が既定され、標
準外取引に関するポリシーには、標準外の販売条件
に対する手続き上と承認上の要件が定められていま
す。これらのコントロールやその他の収益認識コント
ロールの例外や逸脱は、厳しく制限されており、該当す
るシスコ社統制部の承認が必要になります。これらの
コントロールの違反、例えば、未承認の副次的な約束や
「不確定の」受注などは、重大問題です。

帳簿外または「パークされた」資金 
シスコ社が正確かつ完全な取引状況や財務状況を反
映するために、帳簿や記録を適切に保持することが必
要とされます。帳簿外の資金とは、シスコ社外のアカウ
ントで不適切に確立または取得され、適切な透過性、
承認、文書化された契約条件、およびシスコの会計上
でのポリシーに準拠した会計処理なしに、シスコ従業
員の指示の下、使用され続ける資金のことです。帳簿
外の資金の確立、維持、使用、帳簿外の資金に関連す
るプロセス、システムまたはデータを回避、または処理
する試みはすべて、重大な違反と見なされます。

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf
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財務報告責任のある社員報告責任 

シスコ社のCEO、CFO、および全ての経理部社員
は、COBCに加えて、特別な責任があり、シスコ社財
務責任者倫理規定に準拠しなければなりません。

この管理コードには、正確、完全、目的、関連かつ理
解できる情報を提供することが含まれています。
これらの社員は、シスコの財務結果および情報を公
正かつタイムリーな報告を行うため会社の取り組
みを支援しなければなりません。

潜在的な違反の報告を行わないことを含め、財務
責任者倫理規定に対する違反は、深刻な違反問題
となり、雇用の終了を含む人事管理が行われる場
合があります。財務責任者倫理規定に対する違反が
あったと思われる場合は、シスコ法務部、倫理部、 
または取締役会監査委員会にご連絡ください。
COBC と同様に、潜在的または実際のコード違反
について誠実に報告した従業員に対して報復する
ことは、シスコ方針に反するものです。

私の上司が「不正な仕事」をするように圧力をかけてき
たらどうすればいいですか。
あなたは公正で正確な仕事をする義務があります。 
その義務を遂行できないような圧力をかけられたと感
じた場合は、倫理部、法務部、または人事部にご連絡く
ださい。また、取締役会監査委員会に連絡していただ
いても結構です。社内の部署に連絡したくない場合、24
時間対応のシスコ倫理ラインに電話してください。

注文書なしで取引を受注するよう求められた場合はどう
すればよいですか。
すべての取引には、顧客からの注文書が伴わなけれ
ばなりません。これらの販売記録により、当社の財務情
報が正確であることを確認し、会社を詐欺から守ります。
注文書で必要となる内容は、グローバル ブッキング方
針を参照してください。

製品やサービス、それを受け取る許可がないとわかって
いるリセラーに販売するという取引、または競争上の理
由により特定の割引を認めるということ以外の目的で
販売するという取引を作成するよう求められた場合はど
うすればよいですか。
これは結果として、製品を｢グレーマーケット｣に流用し
たことになりかねず、シスコ社の正規リセラーに対する
損害、およびサービスの不正使用の可能性が生じる場
合があります。製品／サービスが承認された取引外で
販売されていると感じる場合は、ブランド保護部およ
び倫理部にご連絡ください。

もしも…

顧客が割引率が高い製品のみを選択できるという取
引構造にするように求められた場合はどうすればよい
ですか。
このような状況は｢チェリーピッキング｣と呼ばれ、禁止
されています。この結果、割引額の漏洩および製品流
用の可能性が生じる場合があります。このような取引
構成にするよう求められたと思った場合は、財務部マ
ネージャーまたは倫理部に相談してください。

私が当期予算を残し、それを将来の経費としてベンダー
に使用したいと考えている場合はどうすればよいですか。
経費は、発生する期間での支払いを受ける必要があり
ます。四半期をまたぐ未使用の予算を使用する試みは、
シスコ社の資金を正確に記録されないパークされた
資金の状況を作り出す可能性があります。

パートナーや顧客との取引で、将来シスコ社の経費（製
品、サービスやソフトウェア）に提供されることを目的と
した、追加のディスカウントを含めるように頼まれた場合、
どうすればよいですか。
シスコの従業員は、適切な透明性、認証、文書化された
契約条件およびシスコの帳簿および記録にある適切
な会計処理なしに、パートナーや顧客に提供される資
金の用途を指示するべきではありません。こうしたトラ
ンザクションの必要な処理に関しては、革新およびイン
センティブ資金に関するグローバル収益ポリシーを参
照してください。

その他の質問や懸念事項については、倫理オフィスに
相談してください。

http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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当社の完全性への決意

CSR 担当者
私は企業の社会責任 (CSR)に関する当社の規則に
沿って行動します。
CSR に関連した会社のプログラムでは、長期的な価
値を創造するために、責任あるビジネス慣習および社
会への投資を用います。CSR に関して当社が力を入
れている分野には、社会の変容、参加度の高い社員体
験の創造、ビジネスの統制、サプライチェーン全体で
の責任ある製品開発・製造、および環境保護が含まれ
ます。シスコ社のリーダーは、全社員がコミュニティと
積極的に関わりを持ち、限りあるリソースを保護する
ことを奨励します。年間 CSRレポートをご一読いた
だくか、またはシスコ社 CSRウェブサイトをご参照く
ださい。

シスコは人権を尊重します。
シスコ社は、国際連合の人権宣言（UDHR）、および
国連グローバルコンパクト（UNGC）（企業が、人権、労
働、環境および不正防止の分野において世界的に認
識されている 10 の理念に沿った運営方法および戦略
を取るという決意がある企業のための、戦略ポリシー
イニシアチブ）を支持します。また、ビジネスの運営お
よび運営しているコミュニティにおける人権問題を提
起的に評価・対応しています。アップデートされた人権
トレーニングを修了することで、詳しく学習してくださ
い。

カスタマーエクスペリエンスおよび品質
は重要です
私は、自分の役割が顧客に最終的にどのように影響を
与えるかを理解する責任があります。私は、カスタマー
エクスペリエンス（CX）の発想に基づいて行動し、シ
スコ社顧客の企業目標および望ましい結果をよりよく
達成し、シスコ社とのやりとりを容易にし、国際的レベ
ルの製品、サービス、およびソルーションを提供し、全
体として楽しめる体験を作り出します。私は、品質およ
び顧客への公約を記載するシスコ品質に関するポリ
シーおよびシスコ事業管理システムに従うことに同意
します。詳細については、シスコ社ポリシーおよびプロ
セスセントラルおよびカスタマーエクスペリエンスの
サイトをご覧ください。

http://csr.cisco.com/pages/csr-reports
http://csr.cisco.com/
https://www.unglobalcompact.org/
http://learn.cisco.com/?courseID=COT00280951
http://learn.cisco.com/?courseID=COT00280951
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://cisco.jiveon.com/groups/cx-customer-experience
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シスコ社は、当社製品およびサービスの適切な使用を
支持する。
そこで、インターネット上での自由な表現やオープン
なやりとりを強く支持します。シスコ社は、人権の保護
および推進には、情報へのアクセスを含め、つながり
から生まれる自由が不可欠であると信じています。

情報通信技術（ICT）システムを開発する際のシスコ社
の目標は、情報へのアクセスを拡大し、改革を促進す
ることです。この目的を満たすために、シスコ社は、検
閲を切り抜け、プライバシーを保護し、かつ世界とのつ
ながりを保つためには重要であるとシスコ社が信じる
オープングローバルスタンダードに基づいて製品を作
り上げています。

シスコ社は、成功を収めることのできる事業革新およ
び繁栄する社会の基礎となるとシスコ社が信じる表現
の自由およびプライバシー保護をさらに支持し続けて
いきます。

管理者の役割
シスコ社の管理者はリーダーとして、よい手本となり、
報復行為を恐れずにオープンで正直なやりとりができ
る環境を奨励し、倫理上の問題に関して知らされた場
合に速やかに対処する責任を負っています。また、シス
コ社の倫理的な風土を推進することが期待され、シス
コ社の方針、COBC または法律に違反する結果を出
すよう、社員に絶対に命令しません。

会社を代表して、さまざまな取引を承認する責任もあ
ります。あなたにはシスコ社の管理者または管理者代
理として、方針に関する要件が満たされていることを
確認する重要な信用責任があります。

ツール/リソース

• 企業の社会的責任ウェブサイト
• シスコ コーポレート業務 
• 企業品質ポリシー
• シスコ業務管理システム

http://csr.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/corp-affairs.html
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
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関連ポリシーおよびウェブサイト

ビジネスに関する行動規範に記載されているポリシーは、以下に列記されており、
シスコ社内ポリシーおよびプロセスセントラルウェブサイトからアクセスすること
ができます。

他の人を尊重する
• 職場でのドラッグとアルコール
• 人事ポリシー
• 機会均等および差別是正措置政策
• 職場における

 
リソース使用責任

• ソーシャル メディアに関するポリシー
• ソーシャルメディアベストプラクティスおよび質疑
応答

• 企業ビデオに関するポリシー
• シスコ資産の使用

 
利害の対立

• シスコの利益相反、社外の役員会や投資方針
• シスコ推薦ガイド 

贈答品と接待
• 受領：贈答品開示ツール
• 贈与：贈答品、旅行および接待ツール
• 贈答品、旅行、接待に関するポリシー

• 旅費方針

• グローバル記帳方針

• 公共部門への贈答品と接待に関するガイドライ

ン

• 慈善寄付ポリシー

データの保護
• セキュリティおよび信頼ポリシー
• データ保護ポリシー
• データ保護基準

機能による追加のデータ保護情報
• シスコ記録管理ポリシーおよび保管スケジュール
• 電子情報の処理に関するポリシー
• 電子メール保存・管理ポリシー
• グローバル アナリスト関連ポリシー

法規制の遵守
• 国際汚職防止および賄賂方針
• シスコ パートナー向けの国際汚職防止方針
• インサイダー取引方針
• プライバシーおよびデータ保護方針
• 第三者が著作権を有する資料 

財務面に関する倫理および完全性
• グローバル ブッキング方針

整合性
• シスコ品質ポリシー
• グローバル人権ポリシー

補助的な倫理規範
• シスコ財務責任者の倫理コード
• シスコ米国 公共部門倫理規定
• 米国K-12学校および米国図書館と協力する際
のシスコ社E-Rateプログラムガイドライン

• サプライヤー倫理ポリシーおよびサプライヤー
行動規範

https://policy.cisco.com/cppc/home
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Drugs_and_Alcohol_in_the_Workplace.doc
https://policy.cisco.com/cppc/function/6783/
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/EEO_Global_Policy_Template_Final.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761303&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1181018&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761797&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
http://cs.co/cobc28
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970791
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970680
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-896350&ver=approved
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806757&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-880241&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106614&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1026059&ver=approved
http://cs.co/cobc40
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Legal
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247726&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106658&ver=approved
http://cs.co/cobc83
http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://www.cisco.com/assets/csr/pdf/Human-Rights-Policy.pdf
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
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用語集

サプライヤー － コンサルタント、業者、エージェントの
ほか、最終的に取引が成立しなくともシスコ社が使用
を前向きに検討しているサプライヤーを含む、シスコ
社への製品またはサービスベンダー。

家族／親戚 － 夫または妻、父母、兄弟、祖父母、子、
孫、義父母、同居しているパートナー異性または同性、
社員と一緒に暮らすその他の家族、社員に財政的に依
存している者、または社員が財政的に依存している者。

会社の資産 － シスコ社の施設、器材や支給品、金銭、
製品、コンピュータシステム、ソフトウェア、特許、商標、
著作権、その他の占有情報、社員の勤務時間など、
有形物および無形物が含まれる場合がある。

官公庁：
• 国、州、地域、もしくは地方立法、行政、または裁判
機関 

• 州立組織、例えば、特別法で制定された非営利組
織、学校、大学、保健施設、警察機関、軍事団体、
政府による許可、承認、または免許の発行者等

• 州立企業（SOE）および/または州手段 
• 公共（準政府）国際組織（例えば、国際連合、国際通
貨基金、アフリカ連合等）

• 公立大学、病院、学校、図書館、政府が出資する投
資ファンド、電話通信サービスプロバイダーのほ
か、国際連合、世界銀行、アフリカ連合などの国際
組織

嫌がらせ － 嫌がらせは、威嚇的、敵対的または気分を
害するような職場環境を生む行為、または個人の仕事
を非合理的に邪魔する目的または効果がある行為を
いう。次のような例がある (ただし、これらに限定され
ない)。

• 冒涜的または品のない性質を持つ、口頭または書
面でのコメントや目に見える行為 (落書きや身振
りなど)

• 通常の動きを阻む行為、抑制、触る行為、またはそ
の他の敵対的または威嚇的な身体的行為

• 仕事を維持または得る目的またはその他の損失
を避ける目的、または仕事上の利益、セキュリティ
または昇進の条件として、仕事に関係のない特定
の行為に服従したり、その行為を行なったりするよ
う個人を脅迫することまたは要求すること

• 嫌がらせを報告したこと、他の社員が嫌がらせを
報告するのを助けるため、または嫌がらせに関す
る苦情の捜査に協力したことに対する報復行為

• 雇用に何らかの影響を及ぼす違法な性的嫌がら
せ（嫌がる人への言い寄り行為、性的好意の要求、
その他の口頭、書面、身振りによる性的行為また
は身体への性的行為など）

現金相当物 － ローン、株、ストックオプション、銀行発
行手形、トラベラーズチェック、Visa またはその他の種
類のチェックカードやキャッシュカード、為替、投資証
券または流通証券などが含まれる場合がある。

個人データ － 個人を特定したり、個人に連絡したり、
個人の居場所を見つけるために使用することのできる
情報。

重大な非公開情報 － 特定の会社の株の購入、販売、
または保有に関する投資家の決定に妥当に影響す
る可能性のある非公開情報。
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贈答品、旅行および接待 － 以下を含むが、それらに限
定されない価値のある物品。

• 食事または宿泊
• ディスカウント
• ローン
• 現金または現金等価物
• サービス
• 機器
• 賞品
• 製品
• 運輸
• 車両または休養施設の使用
• 住宅リフォーム
• 娯楽/スポーツイベントの入場券
• ギフトカードまたは商品券
• 株式
• シスコ社と関連のある会社の株式の直接買い上
げの機会

• 製品またはサービスについての有利な条件

単一ソース － シスコ社以外の単一主体。社員は、最高
で 1 年間に市場価格が総額 100 ドルの、単一ソース一
社または一組織からの 1 つ以上の贈答品を受け取る
ことができる。

著作権を有する資料 － 
第三者が著作権を有する資料には、全体かその一部
かを問わず、文書、図表、図面、画像、ビデオ、音楽、
ソフトウェア、オーディオ録音などが含まれる。さらに、
第三者の著作権保護は、著作権に関する通知が付い
ているかどうかに関わらず、これらの作品が対象にな
りえる。

友人－シスコ社ポリシーおよびCOBCの目的上、友人
とは、社員が重要な個人的関係を持つ個人（つまり、
親しい友人）である。

賄賂 － 影響力を行使して差別的な決定をさせるため
に、政府高官や会社の代表者に対して、有価物を提供
するまたはその申し出をすること。その国の法律では、
より広義的な定義が与えられる場合がある。
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関連リソース

シスコには、倫理的問題に関し参考や手引きとして使用できる各種リソースが用意されています。

倫理部
• シスコ倫理オフィス
• 懸念事項の報告/倫理ライン
• 管理職向けの倫理リソース（Ethics Resources 

for Managers）
• シスコ社ポリシーおよびプロセスセントラル 

シスコ人事部
• 人事データのプライバシーおよび保護チーム

グローバルパブリックセクターコンプライアンスオフィス
• publicsectorcompliance@cisco.com

法務顧問 
• generalcounsel@cisco.com

シスコ社投資者関連
• 外付け
• 内部

グローバルアナリスト関連

企業広報

シスコ社取締役会監査委員会取締役会
• 電子メール －  

auditcommittee@external.cisco.com
• 郵便 －  Cisco Systems, Audit Committee  

105 Serra Way, PMB #112 
Milpitas, CA 95035

シスコ情報セキュリティおよび信頼部門
• 情報セキュリティ
• データ保護プログラム
• グローバル データのプライバシー オフィス

プライバシーチーム：
• 電子メール 

その他の資格/トレーニング
• 米国の政府高官と業務を行う場合－シスコ社の
米国公共部門倫理規定を一読かつ承認いただき、
「米国公共部門顧客との協力」トレーニングを修
了してください。

• 米国K-12学校または米国図書館と業務を行う場
合－シスコ社の E-Rateプログラムガイドライン
を一読かつ承認してください。

• 経理部で働く場合－シスコ社財務責任者倫理規定
をご参照いただき、同意してください。

• 米国以外の国で、または海外の顧客と営業/マー
ケティングを行う場合－オンラインの国際汚職防
止eラーニング コースを修了してください。

新人研修の一環として、新入社員は入社時に、COBC
資格（およびその他の関連する補足コードや所定の訓
練の実施）の獲得が 求められます。つまり新入社員は、
年に一度実施されるCOBC資格コースへの参加が義
務付けられています。

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/erc.html#horizontalTab2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/erc.html#horizontalTab2
https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
http://cs.co/cobc9
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
mailto:publicsectorcompliance%40cisco.com?subject=
mailto:generalcounsel%40cisco.com?subject=
http://investor.cisco.com/
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
http://www.cisco.com/c/en/us/about/global-analyst-relations-new.html
http://newsroom.cisco.com/media-relations-contacts
mailto:auditcommittee@external.cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
https://cisco.jiveon.com/groups/data-protection
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc3
http://learn.cisco.com/?courseId=COT00082496
http://cs.co/cobc5
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://cs.co/cobc6
http://cs.co/cobc6
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ビジネスに関する行動規範 (COBC) に関する情報は、以下にて受け付けています。
電子メールで COBC@cisco.com にコメントをお寄せください。
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