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CEO、チャック・ロビンズ
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Web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
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私は倫理的である
革新的なアイデア、新たな技術、戦略的な買収－我々は、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。

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。
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。

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。

ヒント：倫理的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。
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「自分自身に疑問を投げかける」－論理的決定ツリー
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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。

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

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 は当社の倫理部門
がモニター・更新を行っています。

COBC は広範であるが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。

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する｣をご参
照ください。

「日々の論理」トランスクリプト
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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。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。
この COBC 各条項の適用免除を受ける場合は、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、全社員に対
して COBC をレビュー、理解、認証、遵守することが義
務付けています。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。

もしも…
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。

シスコシステムズビジネス行動規範

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。

ツール/リソース
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。

• 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
• Anti-Corruption and Bribery（腐敗および贈
賄防止）

他のご質問がございましたら、倫理部にご連絡ください。
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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。

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。
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、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。

シスコでは、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ご用意しております。

「直感を信じて」トランスクリプト
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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
•
•

電話

通常の郵送

多言語シスコ論理ライン
は、24時間年中無休で国別のフリーダイアルで利用で
きます。論理ラインは、 大手の第三者報告サービスの
スタッフによるものです。匿名*で電話する選択肢もあり
ますが、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。
*そのような懸念事項の匿名での報告を認めない国も
あります。

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) まで提出できます。
Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

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。
人事担当者や従業員関係の担当者との相談をご希望
される場合は、GBS従業員エクスペリエンスにご連絡く
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。

社内匿名または特定可能Webフォーム
CLIP：安全な社内オンライン事例報告/管理ツール

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。懸念事項が論理Webフォー
ムを使用して匿名で報告された場合、倫理部はその社
員の連絡先情報がわからないため、経過を知らせるこ
とができません。多言語シスコ論理ライン (第三者が管
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。また、シスコの
法務顧問に連絡して、COBC遵守に関する懸念事項を
内密に報告することもできます。

シスコシステムズビジネス行動規範

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。

他のご質問がございましたら、倫理部 にご連絡ください。
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私は他者を尊重します
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。これこそ、ここシ
スコで私たちが維持している職場環境の一つです。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。
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、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
関係などを基に、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。嫌がらせの形式はさまざ
まです。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します｣をご参
照ください。

シスコシステムズビジネス行動規範

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、推進など、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、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
など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。
シスコの世界規模の人材管理組織である「障害に対す
る意識向上ネットワーク」は、障害をもつ個人のために
強力なサポート ネットワークを用意し、社内において重
要な助言を提供しています。
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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、シスコが所有または賃借する施設内で、勤務
時間中に、出張中に、または当社の施設の使用中に、
違法薬物を使用、所持、販売、譲渡、製造、配布した
り、それを服用した状態でい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違法薬物・違法物
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。この方針に
違反した場合は、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。

もしも…

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 レジリエンシーウェブサイトをご参照く
ださい。

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。

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、シスコのグローバル人事関連デ
ータ保護に関する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

管理者の発言で、不快な思いをしました。これは嫌がら
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 シスコ問題解決プロセス
せですか。
シスコ アルコール許可申請サイト
てきた場合はどうすればよいですか。
社員は、法律上で保護の対象となる、威嚇的、敵対的ま
電話の相手の身元が誰かわからない場合、同僚に関す シスコ安全およびセキュリティ情報
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 る個人的情報または同僚の仕事に関する情報は誰にも
利があります。ただし、批判的または気分を害するような 公表するべきではありません。社員の電話番号、E メー
発言がすべて、これらの条件に合うわけではありません。 ルアドレス、職場での上下関係は決して、見知らぬ人物
不快に感じた場合は、人事部 、倫理部、または法務部に に提供すべきではありません。競合他社の採用担当者
相談して、次のステップを決定してください（COBCの
がシスコ社の人事部または執行役員のふりをして、シス
「私は懸念事項を共有します」をご参照ください）。
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
受け取った E メールに気分を害するような冗談や言葉
めに、電話をかけ直してもらいましょう。
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 他のご質問がございましたら、倫理部にご連絡ください。
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

シスコシステムズビジネス行動規範
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私は責任を持ってリソースを利用します リソース、使用
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。

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。
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、これらのリソース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（「私は機密事項および専有
情報を保護します」をご参照ください）。

シスコシステムズビジネス行動規範

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に関するポ
リシーで規定するとおり、知的財産を不正使用したり、
あらゆる機密情報や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（「私は機密事項および専
有情報を保護します」をご参照ください）。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。
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承認済み
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
を有する著作物 (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、シスコ社のポリシーに従
って、営業目的での使用のみ認められています
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ているが、
この使用により、シスコ社の利害や業務 (同僚の業務を含
む) の遂行に弊害が出ない場合に限ります。注： 個人的信
念のトピックまたは活動のための会社リソースの使用に関
する多様性ガイダンスについては、

社員の個人的信念に関する行動におけるシスコ資産
の使用に関するポリシーをご参照ください。
政治活動
社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社員コミュ
ニティへのポスティング、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。

シスコシステムズビジネス行動規範

禁止または許可が必要
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であっても、許可なく営業目的以外
の目的で使用しないこと。
• シスコ社の商標を、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ないこと。
マイナスの効果
どのような場合も、会社のリソースを使用することにより、経
費が大幅に増加したり、業務が妨害されるなどシスコに不
利益になるような結果につながることがあってはならない。
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、「私は法律を守り
ます」の項を参照のこと。
• 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
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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。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。社員が副業、自営業、または開業の
ために資産を使用することは認められていません。
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 E メールコミュニテ
ィメーラーを使用してもいいですか?
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提供すること
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。

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

他のご質問がございましたら、倫理部にご連絡くだ
さい。

シスコシステムズビジネス行動規範
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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。これは、自分自身の利益と
シスコの利益が相反する事態を作り出したり、またはそう見えるような状況を避けるこ
とを意味しています。

利害の対立とは何ですか。
利益相反は、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
認識されたまたは実際の

企業名
利益および
義務

シスコシステムズビジネス行動規範

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

個人的
利益または
忠誠心
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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。
1) 社外の利益
• 社外での有償プロジェクトまたは雇用（開示ツール）
• 発明や書物等の新製品の開発（開示ツール）
• 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(投資開示)

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、または競合他社と
しての家族や友人との交流
• サプライヤー
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、および政府取締役会（取締役会開示ツール）
• 専門職協会および非営利団体取締役会（取締役会開示ツール）

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、シスコ社利益相反
に関するポリシーおよび投資をご参照ください。ポ
リシー
贈答品、接待、および接待に関する詳細は、シスコ
贈答品および接待に関するポリシーを参照してくだ
さい。社外での活動、状況、または関係が、利益相
反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、これらのポリシーをご参照
ください。
考えられるCOI状況をすべて挙げることはできま
せん。不明な場合は、倫理部にご相談いただく
か、corporate_compliance@cisco.comに顧客
への贈答品に関する質問を行ってください。

4) やり取り
• 講演会依頼 (上司に確認すること)
• 出演料（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 （ ソーシャルメディアに関す

るポリシーを参照）

5)贈答品および接待
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。
提供物：贈答品、旅行、接待（GTE）開示ツール

シスコシステムズビジネス行動規範
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もしも…
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 友人の娘さんが、私の所属する部課内の役職に応募す
ればよいですか。シスコ社のサプライヤーになれますか。 ることを希望している場合はどうすればよいですか。彼
スコ社全社員の機密情報および発明譲渡契約に基づ
女の履歴書を採用担当マネージャー (私の直属のマネ
き、シスコ社で行われている研究開発または社で予定
ージャー) に直接渡してもよいですか。
している研究開発に関する利害に関する発明への権利 優秀な社員の中には、紹介で採用された人もいます。
はシスコ社が有し、社員はこのような発明をシスコ社に
しかし、利益相反の発生を避けるために、通常の応募
対して公表する義務があります。前に開発した製品がか 過程で応募するように友人の娘に伝えましょう。これは
かわっている場合、このような状況において忠実関係が 単に、シスコ社に最適の人材と思われるという理由以外
分かれたり、利害の対立が生じたりする可能性があるた 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
め、通常はまれな例外を除き、シスコ社が社員から製品 当マネージャーに感じさせないためです。必要な場合は、
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 倫理部またはGBS人事部サポートにお問い合わせいた
取り決めを検討する前に、倫理部 およびシスコ社の担
だき、さらなるガイダンスを受けてください。
当副社長から書面による許可を得る必要があります。
地元の非営利団体が、情報システムの開発者を探して
親族または仲のよい友人がシスコ社の顧客またはサプ 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
ライヤーで働いている場合はどうすればよいですか。こ
アをしたり、｢お手伝い｣として働いても問題ありませんか。
のような関係は誰かに知らせる必要がありますか。
それは、非営利団体と、行う予定の情報システム作業
家族や友人と直接仕事上のやり取りをしていない場合
の種類によって異なります。利益相反に関する問題を
でも、利益相反があるように見られる状況に関してはシ
避けるために、倫理部に連絡してアドバイスを受けてく
スコ社に公表すべきです。親戚／友人の仕事とあなた
ださい。
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 他のご質問がございましたら、倫理部にご連絡ください。
があります。

シスコシステムズビジネス行動規範

ツール/リソース
•
•
•
•
•
•
•
•

受け取り：社用贈答品および接待ツール
提供：贈答品、旅行、接待（GTE）開示ツール
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）
社外取締役会への参加の開示（営利団体、技術諮
問会、または公的／政府取締役会）
法律に関するお問い合わせ
法的ポリシーの一瞥
社内Webフォーム
シスコ社員紹介プログラム
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私は贈答品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、当社の成功に欠かせないビジネスパートナーとの取引上で、好意的
な関係を築けるよう努めています。適切であれば、私は顧客またはビジネスパートナ
ーとの間で、贈答品または接待のやりとりを検討する可能性がありますが、利益相
反、忠実関係の葛藤、またはビジネスに関する決定を左右しようという不適切な試み
であると受け取れる行動などを推測されるような状況を作り出さないように注意すべ
きであることを認識しています。

「It’s just a mooncake…」トランスクリプト

贈答品を提供する適切な方法とは。
「｢贈答品および接待」とは、価値のあるもの全般を意
味します。雇用期間中に受ける贈答品や接待はすべ
て、
• 適切であり、ビジネス関連のものである。
• オープンで透明性の高いものである。
• 完全に開示されたものであり、事前承認されたも
のである（GTE開示 （費用が贈答品費用GTEに関
するポリシーで設定された閾値を超えた場合））
• 価値にかかわらず、義務付けられたり期待された
りするものではない（明示的または暗示的）
• 適正な価値を有するものである（（シスコ社ポリシ
ーに準拠する)贈答品、旅行、接待（GTE）、グローバ
ル経費、およびグローバル旅費）
• 受け取る側の組織のポリシーおよび規則に準拠
するものである
• 適用法および規制に準拠するものである（（両当
事者者）、シスコ社ポリシー（シスコ社ビジネスに

シスコシステムズビジネス行動規範

関する行動規範を含む)、グローバル経費に関する
ポリシー、およびグローバル社員出張に関するポリ
シー）

•
•

顧客、ベンダー、またはビジネスパートナ－から
の受け取り：社用贈答品および接待開示ツール
顧客、ベンダー、またはビジネスパートナ－への
提供：贈答品、旅行、接待（GTE）開示ツール

贈答品提供品の費用がGTEに関するポリシーで設
定された閾値を超える場合は例外なく、GTE開示ツー さらにシスコ社の従業員は以下の行為を行ってはい
けません:
ルの事前承認されたものでなくてはならず、これらの
•
以下の提供、受け取り、要求:
開示は、承認を得るために直属の上司、責任者、お
• 違法、不穏当、シスコ社に対して攻撃的な内
よび部長（費用が5000米ドルを超える場合）、グロー
容のもの
バルコンプライアンスチームに自動的に送信される。
• 現金もしくは現金等価物、または、商品券およ
び割引券
贈答品、旅行、食事、もてなし等あらゆる価値のある
• 代わりに何かをする（お返し）と同意した内容
品物やサービスを提供または受け取る前に、受け取
の一部をなすもの
りまたは提供に関しての贈答品および接待に関する
顧客、ベンダー、またはサプライヤーへの価格制
ポリシーを確認してください。さらに必要に応じて、以 •
限を超える贈答物や接待に関しては、ご自身の
下のツールを使用して開示してください。
お金またはリソースを使用するものとします
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公務員および政府機関
政府機関およびその公務員や機関の代表者とのやりとりで
は、さらに厳しい規則および会社方針が適用されます。公務
員に対しては直接的/間接的にかかわらず、何らかのビジネ
ス上の優位を得るまたは維持することに関連し、この公務員
が行動を取ったり、行動を取らなかったりするよう影響力を行
使しようと試み、価値のあるものに関して約束、提供すること
の提案または提供しないでください。不明な点がございました
ら、グローバルコンプライアンスチーム
（corporate_compliance@cisco.com）にご相談ください。
米国政府
米国連邦、州、または地方政府公務員にいかなる贈答品また
は接待を提供する前に、シスコ社の米国公共部門倫理規定お
よび贈答品/接待に関するポリシーの制限を慎重に見直してく
ださい。
注：米国議会およびスタッフ、ならびに米国国家公務員への
贈答品は、食費の支払いを含め、すべて法律で禁じられてい
ます。
米国以外の政府
各国には、政府（または政府管理下の機関）関連職員への贈
答品を禁じる法律があります。米国以外の国家公務員に価値
のあるものを提供する前に、贈答品、旅行、接待提供経費に関
するポリシーをご参照ください。
政府関係者とのシスコ社スポンサー会議／イベント
シスコ社が政府関係者をゲストとして招待し、そのゲストの交通
費やホテル宿泊代の一部を支払う場合、招待する前に承認を
得るには、贈答品、旅行、接待ツールを使用してください。

シスコシステムズビジネス行動規範

シスコ社員に対する贈答品を取り扱う方針があります。

シスコ社からチャリティー団体への寄付政府機関への企業献
金、または非営利/非政府団体への企業献金は、シスコ社政府
および慈善献金に関するポリシーに準拠すべきである。

社員に対する会社からの贈答品贈答品
会社が社員に対して贈答品や謝礼を提供する場合に適用され
る規定については、謝礼に関するポリシー をご参照ください。

贈答に関する各国の慣習

社員

臨時社員に対する贈答品
(契約社員および臨時社員)
契約社員または臨時社員に対する贈答品は、シスコ払い戻し
ツールでは払い戻しできない。
社員間の個人的贈答品
社員間での贈答品は当然認められているが、尊重して行うよう
にする。管理者およびその直属の管理者間での贈答品の場合
や、特定の社員に対して社員がグループで贈答品を送るため
に集金する場合は、慎重に行う。

(国ごとまたは文化ごと)
このような場合、所属部署の VP または人事課長から書面に
よる許可を得れば、シスコの代理（個人ではなく）としてその贈
答品贈答品を受領することができる。このような状況では、担
当副社長および人事マネージャーの書面による許可がある場
合、シスコ社を代表してのみ贈答品を受け取ることができる。
注：受け取った贈答品は、シスコ社が承認する非営利団体（コミ
ュニティーコネクション ウェブサイトに記載されている団体)に直
接寄付することができる。
いずれの場合も、不適切と受け取れる点がないこと（「私は法
律を守ります」を参照)。

くじ
公平、無差別かつ公共の場で行われるくじおよび懸賞への参
加は通常認められていますが、賞金が500米ドルを超える場
合は例外となります。制限額を超える賞金は、管理者および倫
理部の書面による許可がある場合のみ認められます。

それ以外に考慮すること
シスコ社社員の交通費の、第三者による支払い
社員は、シスコ社社員の交通費を支払うという第三者からの申
し出を受ける前に、グローバル社員出張に関するポリシーに従
う必要がある。
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もしも…

ツール

私はシスコ社での仕事の一環で、ある国の政府高官政 するものでしょうか。何らかの形でその好意に報いること 他のご質問がございましたら、倫理部にご連絡ください。
府、関係と仕事をしています。ホリデーシーズンなので、 が期待されているのでしょうか。贈答品および接待に関
この高官にフルーツバスケットを渡してもよいですか。
するポリシーを参照して、チケットを受け取ってもよいか、 •• 米国 公共部門への贈答品に関する規定
それは状況によります。シスコ社グローバルコンプライア または倫理部によるさらなる対応 (放棄など) が必要か •• 贈答、旅行、および接待開示ツール
ンスチームに電子メール
どうかを判断してください。
corporate_compliance@cisco.comでご連絡くださ
い。政府高官または政府が所有／管理する団体 (電
シスコ社のサプライヤーが、販売する製品の割引を申し
話会社、国立大学、病院など) の職員がかかわる場合
出てきた場合はどうすればよいですか。
は、賄賂または賄賂と見受けられる行為を防止するた
この割引がシスコ社社員の全員または大多数に対する
め、贈答品の禁止において、各国の不正防止法および
ものであることが明らかで、かつ会社が承認する場合の
シスコ社ポリシーがさらに厳しくなります。詳細について み、受け入れることができます。個人に対して申し出が
は、シスコ社グローバル「腐敗および賄賂防止に関する あった割引は不適切で、受け入れることは当社方針の
ポリシー」または「贈答品、旅行、接待提供時の営業費
違反になります。
に関するポリシー」または「米国公共部門ガイドライン」
をご参照いただくか、
社外の団体がホストになっているイベントへの交通費を
corporate_compliance@cisco.comにご連絡くださ
支払うという申し出が同団体からありました。
い。
受け入れてもかまいませんか。
それは、誰からの申し出なのか、イベントへの参加理由、
サプライヤーがラグビーの試合の高価なチケットを 2 枚 利益相反または利益相反と見受けられることがないか
くれると申し出てきた場合はどうすればよいですか。受
どうかなどによります。顧客、パートナー、ベンダーまた
け入れてもいいですか。
は第三者から、適度な交通費や宿泊費を受け取ること
それは状況によります。チケットの市場価格はいくらでし は特定の状況において認められます。詳細なガイダン
ょうか。サプライヤーもあなたと試合を見に行くのでしょ
スについては、グローバル社員出張に関するポリシーを
うか。それとも 2 枚のチケットはあなたが個人的に使用 ご参照ください。

シスコシステムズビジネス行動規範
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私は機密事項および専有情報を保護します
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。当社は、製品開発、財政基盤、顧客、サプライヤーおよびブランドの機密事項や
専有情報の機密性、完全性および可用性を保護することで、世界の市場において最
も重要な位置を維持しています。

信頼
シスコは、透明性があり、信頼でき、責任を果たすこと
のできる企業です。データ保護およびプライバシーに関
するポリシーに従うことが、顧客の信頼を勝ち取る方法
の１つです。情報の保護には、全社員が先を見越した
行動を取り、私共の会社に属している、あるいはシスコ
顧客、社員、または第三者がシスコ社に提供または委
託したすべての機密事項や専有情報を適切に管理する
ことが求められます。
シスコ社の資産を保護するには、どのように役に立てま
すか。
シスコ社、顧客またはパートナーに関する情報は、必要
な承認および書面による同意を取り付けることなく、他
者に提供しないでください。情報を要求してきた人に悪
意がないと思われる場合でも、当社が重大な悪影響を
こうむることもありえます。シスコ社内外の人から次に関
する情報を求められた場合は常に注意してください。

• 製品およびサービスの価格設定、予約、または配送
• 顧客の名前、連絡先、またはシスコの顧客に関する
その他のデータ
• リードタイム
• 訴訟または知的所有権に関する紛争
• サプライヤ
• 知的財産
• 価格設定
• 製品開発
社員は時に、シスコの事業、社員、顧客またはパートナ
ーに関する情報を求める「外部のインフルエンサー」か
ら問い合わせを受けることがあります。社員の関係者
（報道機関、業界アナリスト、または金融界メンバー）と
のシスコ社に関わるいかなる交流も、 それぞれ、グロー
バルアナリスト関係またはシスコ社投資者関係と協調
すべきです。この規程に違反した場合、即時解雇を含
めたシスコの処罰対象となるだけでなく、証券取引法違
反として告発される可能性もある。

プライバシー
業務の一環として、従業員は個人情報を扱う機会があ
ります。個人情報にはシスコの顧客やサプライヤー、彼
らのエンドカスタマーに関するデータが含まれます。か
かる個人情報へのアクセス、利用および共有は、担当
する業務を遂行するために必要な場合に限られます。
またその際は、シスコ社ポリシー、現地の法律や規制に
遵守するものとします。個人情報への不正アクセスの可
能性に気づいた社員は、CLIPツールを利用してその旨
を速やかに報告してください。個人情報の取り扱い方法
について疑問点のある場合は、現地のシスコ社法務部
担当者に相談するか、シスコ’s Privacy Teamに電子メ
ールでお問い合わせください。

• 全体的な景気動向
• 当社の地理的環境における営業活動

シスコシステムズビジネス行動規範
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顧客データ
シスコ社は信頼されるビジネスパートナーを目指してい
ます。当社の全社員は、顧客データの取り扱いには適
切に対応します。
顧客データとは何でしょうか。
書面、電子的形態、ビデオ等の形態を問わず、製品や
サービスの提供に関連したシスコの顧客についての情
報を含む、すべての記録を指します。かかる情報にはシ
スコ社が管理または作成した顧客データや、シスコ社の
ために第三者が取り扱う顧客データも含まれます。以下
は顧客データの例になります:
• 顧客情報の詳細
• 顧客のネットワークに関わるIPアドレスおよびネットワ
ークトポロジーダイアグラム
• 顧客リスト
• 顧客の営業戦略および財務情報
• 商標を有している技術
• ビジネスまたは設備に関わる戦略
• 顧客のエンドユーザについてのデータ

顧客データの共有の厳しい制限
顧客とその他の外部関係者は、重要な技術、資産およ
び/またはインフラの取り扱いについて、シスコを信用し
てくださっています。私たちはかかるすべての情報を保
護する必要があります。

占有情報と見なされるのはどのような情報ですか。
シスコ社が所有する情報、使用する権利がある情報、
またはシスコがアクセスできる情報で、価値ある情報を
いいます。知的財産は、当社の努力の成果を表す製品
を指します。機密性がある場合が多く、以下のものを含
む可能性があります。

機密性：秘密情報には、権限を有する人物またはプロ
セスのみがアクセスできます。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

可用性：権限を有する個人およびプロセスに対して、秘
密情報へのタイムリーで信頼性の高いアクセスが維持
されます。

•
•
•
•
•
•

顧客データの保護に関する詳細情報:
• CDPウェブサイトをご参照ください。
• 全顧客データ保護に関する問い合わせ（RFIおよび
RFPを含む）については、顧客情報クリアリングハウス
（CIC）にご連絡ください。
CIC Jiveサイトをご参照ください。

シスコシステムズビジネス行動規範

ソフトウェアプログラムおよびサブルーチン
ソースおよびオブジェクトコード
製品図面
著作権を取得した作品、アイディア、およびノウハウ
技術および発明（特許可能かにかかわらず）
デザインに関するすべての情報
製品仕様またはマスクワーク
アルゴリズムまたは数式
フローチャート、概略図、および構成
回路および機構
著作物および研究成果物
器具整備、製造、アセンブリ、インストール、およびサ
ービスに関するプロセス
マーケティングおよび価格設定
新製品ロードマップ
顧客リストまたは情報
企業秘密
費用またはその他の財務データ（未発表のプレスリリ
ースや、取引、営業、買収、合併に関する情報）
社員の給与および報酬に関する条件

完全性：秘密情報の正確性と信頼性は、偶発的または
意図的な未承認の情報変更を防止することで維持され
ます。

シスコ社、顧客、ベンダー、パートナー、その他の取引
相手が所有する占有情報は、この機密性、完全性、可
用性を保護する責任が全社員にあります。
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シスコ社社員は採用時 (仕事の性質によってさらなる契
約書に署名する必要もある) に、秘密保持契約書に署
名します。全社員はこの契約書に規定された義務のほ
か、次の要件に従う必要があります。

情報の使用または公開
社外関係者からの要請
秘密情報の開示要請および第三者への秘密情報の開
示は常に書面による同意が必要です。詳細について
は、NDAセントラルをご参照ください。
社内必知事項
機密情報または専有情報は、業務遂行のために情報
を必要とし、正当な業務目的を有するシスコの従業員に
のみ開示する必要があります。

シスコシステムズビジネス行動規範

シスコ社への情報の持ち込み
第三者情報の確保
顧客、パートナー、サプライヤー、ベンダー、またはその
他の第三者の占有または機密情報について、該当する
シスコ社代表者および第三者の書面による使用許可が
あり、また、第三者がデータ保護に関する要件を特定し
ている場合を除き、シスコ社社員による使用もコピーも
認められていない。

許可されてない情報は承認しない
要求していない、第三者の占有情報はすべて拒否し、
社員が不注意に受け取った場合は開かずに返却する
か、またはシスコ社の法務部に渡す。
前雇用主
社員は、前雇用主に属する占有情報（元雇用主または
その情報に対する権利をシスコ社が買収した場合を除
く）の使用もシスコ社との共有も控える。
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データ保護を優先する
データの保護は、全社員および関係者にとって最優先
事項です。シスコ社の全社員およびサプライヤーは、シ
スコ社の業務に関連するすべての機密事項および占有
情報を保護する責務を有しています。下記の「データ保
護の方針」は、企業内における様々な機密情報の扱い
方に関する理解をサポートします。内容に目を通して、
理解してください。
1.責任を果たす：私は、私が利用する占有および機密
データを保護する責務を有しています。
2.精通している：私は、データ保護およびプライバシー
に関するポリシーを承認および理解し、要求されるデー
タ保護に関するトレーニングを実施します。
3.透明性が高い：私は、機密事項や専有情報の紛失や
不正な公開に関わる疑いや、実際の問題を目撃した際
は、より詳細な調査のために上司に速やかに知らせ、
それらを報告します。
4.承知している：私は、 占有および機密データを使用す
る前に熟考し、承認されたツール／方法を使用して安
全な送信方法で誰とどのように共有したかを正当化す
ることができます。

シスコシステムズビジネス行動規範

5.一貫性のある：第三者のデータ取り扱いに関する第
三者要件に準拠し、全ての問い合わせや契約要求は
顧客情報クリアリングハウスを通します。
6.先を見越している：シスコ社の製品やサービスの提供
およびプロセスにおいて、プライバシー、安全性、復元
力を常に検討します。

シスコ社には、機密資産保護、データ分類および保護、
パスワード保護、リモートアクセスコントロール、コンピ
ュータデバイスやネットワークの適正な使用など、電子
知的財産を保護する厳重な情報セキュリティ方針があ
ります。
注：また、これらのデバイスに保管されたり、シスコ社の
ネットワークの一部で送信されたりするすべてのメッセ
ージ、ファイル、データ、ソフトウェアまたはその他の情
報情報、保護をいつでも調べる権利があります。
会社の記録を適切に管理する。
シスコ社では、情報を E メール、ビデオ、音声記録また
は電子または紙面の文書などのさまざまな形態でコラ

ボレーションを行い、また交換を行います。記録や電子
メールの管理や保持に関するシスコ社ポリシーを把握
して、シスコ社が法的要件およびビジネス要件に準拠し
ていることをご確認ください。
シスコ記録保持に関するポリシーおよびスケジュールを
よく理解して、それらの保管期間を決定し、取り調べ、申
し立て、または、訴訟に関する情報を誤って処分しない
ようにします。企業記録および情報管理（ERIM）に連絡
してアドバイスを受けてください。
社外公開に対する防衛手段
顧客データを他の顧客、パートナー、サプライヤー、競合
他社または公衆に開示してしまった場合、顧客を失い、
シスコの評判に傷が付く可能性があるだけでなく、法律
上や規制上の罰則を受ける可能性もあります。この規定
に違反した社員にも、罰則が科せられる可能性がありま
す。顧客データの紛失またはその可能性については、顧
客データ紛失報告ツールまたはCLIPツールのいずれか
を使用して、直ちに報告する必要があります。
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もしも…
外部顧客やパートナーとの間で機密性の高いファイル
をやり取りする必要があります。この作業を安全に行う
にはどうしたらよいですか。
社員は、ファイル転送ツールおよびガイドラインマトリッ
クス（顧客データ保護ウェブサイト）を使用しなければな
りません。表には、さまざまなシナリオやツール オプショ
ン、サポートのための連絡先などが掲載されています。
過去に、シスコ社の競合他社のうちの一社で働いてい
ました。その競合他社の販売戦略の一部に関して、社
内のグループと話し合っても問題はないですか?
いいえ。機密情報または占有情報と見なされる可能性
がある情報は共有しないでください。詳細については、
前雇用主の占有情報に関するガイドラインをご参照くだ
さい。

ツール
参加中のプロジェクトで、第三者と機密情報をやりとりす
る必要があります。第三者とのやりとりを始める前に秘
密保持契約秘密保持契約（NDA）を交わす必要はあり
ますか。
はい。新しいビジネス関係を始める前には、NDAまたは
その他の適切な契約を交わしてください。NDAセントラ
ルをチェックして、NDAがファイルされているかをご確認
ください。
顧客がプライバシー契約に署名するよう要求していま
す。署名してもいいですか。
仮想承認プロセス（VAP）ツールに割り当てられた承認
済み署名のみ、シスコの代理として署名することができ
ます。顧客データ保護およびプライバシー質問は全て、
顧客情報クリアリングハウス（CIC）チームに提出してく
ださい。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

シスコ記録管理ポリシーおよび保管スケジュール
企業記録および情報管理（ERIM）
情報セキュリティに関するポリシー
NDA セントラル
顧客データ保護ウェブサイト
ファイル転送ツール表
データ保護ポリシー
顧客データ保護基準ウェブサイト
セキュリティおよび信頼組織（STO）
プライバシー セントラル
グローバル アナリスト関連ポリシー
報道機関とのやり取りに関するグローバル ポリシー
投資家関連ポリシー
CLIP：顧客データ紛失事例の報告

競合他社の占有データの含まれた電子メールまたはパ
ッケージを受け取った場合はどうすればよいですか。
他のご質問がございましたら、倫理部にご連絡ください。
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。

シスコシステムズビジネス行動規範
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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。

COBC によって強化されているのはどの法律ですか。
	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
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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。
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デリバティブやヘッジ取引は認められていません。
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。

国際汚職防止および賄賂
シスコ社では、賄賂や汚職を一切認めまていません。
最上の誠実さ、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）を含む地域や国の腐敗
防止法に従うことが最優先事項です。シスコは、賄賂を
払うよりもビジネスチャンスを見合わせることを選び、賄
賂の支払いを拒否したことにより取引を逃すような状況
に陥った社員を支援します。

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。

シスコシステムズビジネス行動規範

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。
シスコ社のグローバル腐敗および賄賂防止に関するポ
リシーをご確認いただくか、
corporate_compliance@cisco.comにお問い合わせ
ください。
贈答品贈答品と接待
社用贈答品として認められているものおよび禁止さられ
ているものに関しては、「私は贈答品および接待に関す
るポリシーを理解しています」の項をご参照ください。ゲ
ストの交通費または接待費の支払いを申し出る際は、
汚職および賄賂防止に関するポリシーおよ
び贈答品、旅行、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。当社は、ビジネスパ
ートナーが当社のパートナーに対する腐敗防止に関す
るポリシーに従うことも求めます。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」の項をご参照ください。

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。
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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 personal data(第三
者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
すべての社員は輸出法に従う責任があります。
シスコ社製品の輸出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。

シスコシステムズビジネス行動規範
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もしも...
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。その情報を知った上で会社株式を購
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。

ツール/リソース
を不適切に渡す可能性があると疑われる場合は、
倫理部またはシスコ法務部に連絡してください。
What if I am forced to make a decision 地方
法に従うか、COBCに準拠するかの選択を強いら
れた場合はどうすればいいですか。
法律は常に COBC よりも重要になります。疑問が
ございましたら、倫理部または法務部に確認してく
ださい。
他のご質問がございましたら、倫理部にご連絡くだ
さい。

腐敗防止
•• 国際汚職防止
•• 贈答、旅行、および接待開示ツール
•• 贈答、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
•• 輸出コンプライアンスに関する有益なリンク
プライバシーリソース
•• プライバシー
•• プライバシー セントラル

特定の地域において政府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、政府高官、直接または第三者を介した
贈賄を容認しておらず、実際、シスコ社は、贈賄があ
ったかもしれないとう「警告」があった際に法的責任
がある場合があります。このコンサルタントが支払金

シスコシステムズビジネス行動規範
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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。

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。
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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。このようなコント
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。
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財務報告責任のある社員
COBCに加えて、シスコ社のCEO、CFO、および全
ての経理部社員は、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。

もしも...
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ホットラインに
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。これらの売上記録は、シスコ社の
財務が正確であることを保証し、シスコ社を詐欺から
守ります。注文書の必須要素については、グローバ
ルブッキングに関するポリシーをご参照ください。
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
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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、およびサービスの乱用の可能性が
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。
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。
他のご質問がございましたら、 倫理部にご連絡く
ださい。
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当社の完全性への決意
カスタマーエクスペリエンスおよび品質
は重要である。
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
シスコ企業経営システムに従うことに同意します。詳細
については、顧客保証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。

企業の社会的責任
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。

シスコシステムズビジネス行動規範

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する。
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。短編の人権トレーニングビデオを
ご覧いただき、理解を深めることができます。
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。
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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
よび社会貢献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。

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
•• シスコ業務管理システム

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。

シスコシステムズビジネス行動規範
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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
•• 人事関連データ分類および保護方針
•• 嫌がらせに対する権利に関するポリシー
•• 職場における嫌がらせ
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
•• 利益相反方針
•• 社外取締役会への参加(営利目的団体、技術
諮問、または公的/政府取締役会)
•• シスコ推薦ガイド
•• シスコ投資方針
贈答品贈答品と接待
•• 贈答品、旅行、接待 (GTE) 開示ツール
•• 贈答品、旅行、接待に関するポリシー
•• 旅費方針
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•• グローバル記帳方針
•• 公共部門に対する贈答品
•• 慈善寄付ポリシー
シスコ資産および情報の保護
•• グローバル アナリスト関連ポリシー
•• 報道機関とのやり取りに関するグローバル ポ
リシー
•• 投資家関連ポリシー
•• シスコ情報セキュリティ ポリシー
•• シスコ データ保護ポリシー
•• CLIP：顧客データ紛失事例の報告
•• 電子メール保持および管理に関するポリシー
•• 記録管理に関するポリシー保持スケジュール
•• 電子情報の処理に関するポリシー
•• グローバル アナリスト関連ポリシー

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
•• シスコ社財務責任者論理規定
•• •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

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
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用語集
賄賂－自由な決断に影響を及ぼす政府高官また
は企業代表者への価値のある物品の提供や提供
の申し出地域法によりより広範な定義条項が課さ
れる場合がある。
現金等価物－ローン、株、株式売買選択権、銀行
小切手、トラベラーズチェック、Visaまたはその他
の種類の小切手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。
企業資産－ シスコ社の施設、機器、および供給
品、金銭、製品、コンピュータシステムおよびソフト
ウェア、特許品、商標、および著作権、その他の専
有情報、ならびに社員の作業時間を含む有形およ
び無形物品である場合がある。
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、著作権表示を有するかを問わず、これらの資料
にまで及び得る。
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家族/親族－配偶者、親、兄弟姉妹、祖父母、子
供、孫、義母もしくは義父、同棲パートナー（異性も
しくは同性）、またはあなたと暮らしているか、あな
たに経済的に依存しているか、あなたが経済的に
依存しているその他の家族。
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。
贈答品および接待－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
政府－以下を含むが、それらに限定されない価値
のある物品。
• 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
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嫌がらせ/いじめ－嫌がらせとは、脅えさすような、
敵意を持った、または攻撃的な作業環境を作るか、
あるいは個人の職務遂行能力を不当に妨げる目的
または影響のある嫌がらせ行為次のような例があ
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）

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。
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。
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。

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。

シスコシステムズビジネス行動規範
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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/論理ライン
•• 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
http://wwwin.cisco.com/HR/
国際公共部門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

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
• 郵送：シスコシステムズ、監査委員会
105 Serra Way, PMB #112
Milpitas, CA 95035
シスコ社情報セキュリティ
プライバシー<X1/>チーム：
•• 電子メール
•• プライバシー セントラル

• 経理部で働く場合－シスコ社財務責任者論理
規定をご参照いただき、同意してください。
• 米国以外の国や海外の顧客と営業/マーケテ
ィングを行う場合－オンラインGlobal AntiCorruption E-Learning courseにご記入くだ
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。

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ご一読かつご承認いた
だき、「米国公共部門顧客との協力」トレーニング
を終了してください。
• 米国K-12学校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ご一読く
ださい。

企業広報

シスコシステムズビジネス行動規範
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索引
匿名
腐敗防止
自動化
監査委員会 (取締役会) 	
取締役会、取締役会の委員
贈賄
慈善寄付
競合他社に関する情報
秘密保持(倫理上の問題の報告)

9
27
12, 21

エンターテインメント

18–20

政治活動および献金

平等な雇用機会

10–11

顧客プライバシー

24

設備、設備の使用

12–14

社員プライバシー

11, 28

情報資産

21–25

9

論理ライン

16

経費報告

19, 27
19
21–24
8–9

輸出
財務報告
海外腐敗行為防止法
贈答品

利益相反

15–17

政府、政府との関係

著作権を有する資料

13, 27

嫌がらせ

CSR 担当者
意思決定(意思決定ツリー)

32
5

雇用
人権問題

9
30-31
27
30–31
27
18–20
19
10-11
10, 16-17
32

差別

10

情報、情報の保護
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