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チームの皆さん、

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。お
客様やパートナーの成功、そしてシスコ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引き続き革新および
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決して変化するこ
とがありません。我々が常に確固たる価値観を持ち続け、業務の

遂行方法を正しく選択しようとしているため、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、シスコの価値を反映したものであり、業務上の意思決定をする
時および遭遇する可能性のある多くの問題を解決する時に参照すべきツールキットです。 

シスコが意識的な文化の基礎を築いてきたことを、私は誇りに思います。この文化が示しているの
は、環境について認識し、責任を負い、権限を与えられ、そして安全であるというだけでなく繁栄で
きる文化を創造することを期待されるということの重要性です。シスコの People Deal、原則、そし
てありとあらゆる多様性と包括性へのコミットメントは、職場での互いの接し方を含め、すべてのビ

会長兼 CEO、チャック・ロビンスからのウェルカム メッセージ
ジネス上の取引およびやり取りの指針となり続ける必要があります。シスコはいかなる種類の嫌が
らせや差別も容認しません。社員があらゆる懸念事項を共有しているという自信と安心感を持つこ
と、またシスコが適切な方法で懸念事項に対処することが重要です。この点については、COBC の
「私は他者を尊重します」のページに詳細な説明が記載されています。

正しい行動について質問がある場合や、COBC に違反していると思われる場合は、必ず上司に報
告し、ethics@cisco.com または法務部に連絡してください。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原則および
理念を守り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
会長兼 CEO

「チャック・ロビンズ - COBC」 
トランスクリプト

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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シスコの価値観

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次



ヒント
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私は倫理的です

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</Z1>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、疑わしいと思った
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、社員が当社の核心的な理念および原則に即した決断を
できるの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、正直さや誠
実さを貫きましょう。社員は、シスコがビジネスを行う各国で適用されるすべての
法規制に従うとともに、COBC および社内ポリシーを理解して遵守する責任があ
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。

革新的なアイデア、新たな技術、戦略的な買収など、速いペースで常に変化する業界にいます。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。 

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

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。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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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
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。

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？

1

その行動はシス
コの規程に合っ
ていますか。

2

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。

3

4

マスコミに報じら
れた場合、不安が
ありますか。

5

この行動を従業
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。

6

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。

推進するという意思決定は適正と
考えられます。

わからない。以下を確認してください：

• ポリシーおよびプロセスセントラル
• 上司
• HR
• 法務部 
• ethics@cisco.com

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
https://helpzone.cisco.com/
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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。 

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、個人情報および占有情報の保護 

• 適用される政府の法律、規則、規制、および指令への準拠
• COBC 違反に関する速やかな内部報告

• シスコの全社員の 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、顧客、およびリセラーとビジネスを行うことに努めています。
COBC は、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、社員は、シスコの社内で発生したかまたは外
部との取引を通じて発生したかにかかわらず、COBC に違反し
ている可能性に注意し、報告する責任があります。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。

このような場合、COBC はどのように役立ちますか。

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、意思決定については、従
業員各自の適切な判断に委ねています。COBC で取り上げられ
ていない質問や懸念事項がある場合は指示を仰いでください。

シスコ社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。 

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

mailto:ethics%40cisco.com?subject=


その他の質問や懸念事項については、倫理部に
相談してください。

• 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
• ポリシーおよびプロセスセントラル

8    Cisco Systems, Inc. 2019 年ビジネスに関する行動規範

もしも...
COBC に関して懸念事項があったり、認証を完了させることに関し
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、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。最
新の COBC を熟知し、COBC が 1 年を通じて参照できるリソースであること再確認するため
に、毎年認証する必要があります。

この COBC の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（現地法
によります）。会長兼 CEO チャック・ロビンズおよび取締役会は、全社員が COBC をレビュー、
理解、認証、遵守することを求めています。従業員は、COBC の認証を毎年完了させることを指
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。

ヒント

ツール

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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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。
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私は懸念事項を共有します

まず、上司、人事担当者、法務部にいつでも相談することがで
きます。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、倫理部に連絡してください。倫理部
は、懸念事項を提起したいと願うすべての従業員、顧客、パート

私は、シスコの社員として、会社に害を及ぼしうることを目撃したり、疑わしいと思った場合、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。何かを見たり、体験した場合は、行動を起こします。｢なんとなく腑に
落ちない｣状況でも、名乗り出ることを勧めます。 

「直感を信じて」トランスクリプト

ナー、株主、その他の関係者に対応します。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、ポリシーへの違反に対して一貫した
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。 

懸念事項に関して質問したり報告したりする上で最
適な方法は何ですか。

ヒント

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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その他の質問や懸念事項については、倫理部に
相談してください。
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電子メール：倫理部：ethics@cisco.com 

オンライン：シスコの社員、非従業員および匿名報告に関して
は、倫理ウェブフォーム

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。倫理ウェブフォームを使
用して、この問題が匿名で報告された場合は、このリンクを使
用して、倫理ケースの作成プロセスを表示します。匿名サイトで
元の送信を作成したときに受け取ったリンクを使用して、送信
のステータスを確認できます。サードパーティ プロバイダは、倫
理ウェブフォーム ツールを使用して、フォローアップの質問に回
答することがあります。多言語倫理ライン（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。 

人事担当者または社員関係の担当者への連絡方法を教えてください。
社員サービス 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。
 

危険を伴うことまたは違法である可能性があることを上司か
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、人事担当者、
ethics@cisco.com 、または法務部に連絡してください。シスコ
では、善意で報告したことに対する上司またはその他の人物に
よる報復行為は許されません。 

電話：多言語倫理ラインでは、年中無休 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。

通常の郵送：質問や懸念事項は、内密または匿名で、次のプラ
イベート メールボックス（PMB）でも提出できます。 

Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

また、auditcommittee@external.cisco.com 宛てに、メール
を送信することで、取締役会の監査委員会と連絡を取ることが
できます。

もしも...

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

ヒント
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https://apps.na.collabserv.com/wikis/home?lang=en-us#!/wiki/W04a2795f8346_40d8_bc3f_d31476df654d/page/Ethics%20Case%20Creation%20-%20Internal%20Anonymous%20Webform%20Submission%20(Employees)
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://helpzone.cisco.com/
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com?subject=
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意識的な文化の基盤は、自分の環境を認識し、責任を感じることを核とするものであり、歓迎、前向き、創造的、そしてやりがいのある包括的な文化、個人とチーム
の表現、革新と達成を促進する環境を創り出すことが期待されます。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。 

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能力、疾病、遺伝情
報、妊娠、性的指向、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、従業員または従業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、不快な言葉や体への接触、度重
なる違法行為など、さまざまな方法で行われる可能性がありま
す。理性のある人であれば、客観的な立場から、このような嫌
がらせは不快感を与えるものと捉えます。

いかなる種類の嫌がらせもシスコ社の哲学や方針に違反しま
す。「私は懸念事項を共有する」のページで説明したとおり、懸
念事項がある場合は、自信をもって安全に（つまり、報復を恐れ
ることなく）、人事部または倫理部に報告または連絡をしてくだ
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
指向、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。 

シスコ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。 

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従業員リソース組織
である障害に対する意識向上ネットワークは、障害を持つ従業
員に、強力なサポート ネットワークを提供します。シスコの社
員関係は、シスコの受け入れプロセスを通じて、マネージャおよ
び従業員を導くように、対象事項の専門知識を提供します。

私は他者を尊重します

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/oic/join-the-effort.html
https://helpzone.cisco.com/t5/Employee-Relations/Workplace-Accommodations-for-Disabled-Individuals-Global/ta-p/871
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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、状況、事故につい
ては報告しなければなりません。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、グローバルな安
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。

シスコのバッジを身に付け、いつでも見えるようにすることな
ど、シスコ グローバル アクセス ポリシーに従うことで、シスコ
の資産を保護することができます。シスコの施設に入る前に、
必ずドアのアクセス リーダーでバッジをスキャンし、バッジのな
い人がシスコの建物に入らないようにしてください。疑わしい行
為を報告するには、セキュリティ施設オペレーション センター
（SFOC）にお問い合わせください。

従業員の個人情報の保護策を用意しています。シスコでは、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、個人情報の保護策を用意しています。すべての従
業員が個人のプライバシー権を尊重し、人事データ保護に関す
るグローバル ポリシーに従って、人事の個人情報を取り扱う必
要があります。

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、これによる支障が
ある状態で、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、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
るイベントでアルコールを飲むすべての従業員は、責任を持って
アルコールを飲むことが期待されます。職場におけるドラッグ
およびアルコールに関するポリシーへの違反は、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。 

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.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-768311&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/security/sas/sfoc/
http://wwwin.cisco.com/security/sas/sfoc/
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/url?docnum=EDCS-971267&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-760932&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-760932&ver=approved
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その他の質問や懸念事項については、倫理部に
相談してください。

• グローバルな問題解決
• グローバルな会議＆イベントポータル
• グローバルな安全性、セキュリティ＆ビジネスレジリ
エンシー

上司の発言で、不快な思いをした
場合はどうすればよいですか。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、人事担当者、
ethics@cisco.com、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、「私は懸念事項を共有します」も参照
してください)。

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、マ
ネージャ、人事担当者、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。同僚に関する個人的情報は誰に
も公表するべきではありません。同様に、電話番号、電子メール 
アドレス、および報告構造などの従業員の勤務先情報は、シス
コの独自/秘密情報であり、見知らぬ人に提供されることは決し
てありません。 

たとえば、競合他社の採用担当者がシスコの人事部または執行
役員のふりをして、シスコの社員に電話をかけてくることがありま
す。そのような情報を要求する電話がかかってきた場合は、要求さ
れた情報と関連する人に連絡してきた人物の連絡先情報を提供
してください。 

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=72660535-941a-44c3-b397-c8baed7293f8
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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シスコは、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
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。 

私は責任を持ってリソースを使用します

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。会社のリソースを私的に使用
してはいけません。そのため、会社のリソースに送信または保管
された情報および資料は監視、保管またはレビューされる可能
性があります。 
注： 従業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、そのデバイスはレビューの対象になり
ます。また、社員は、そのデバイス上で交換または保管される会社関
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」を参照）。 

インターネットやソーシャル 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。当社はほとんど
のインターネット サイトおよびソーシャル 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 メディアとデジタル
のポリシーに記載されているように、知的財産の不適切な取扱
いまたは個人データまたは機密情報/制限付き情報の不適切
な開示を避けることが非常に重要です（「私はデータの扱いを
任されています」を参照）。現実世界での適切な行動のための
ルールは、「オンライン」上でも適用されます。 

不明点がある場合は、internetpostings@cisco.com にご質
問ください。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-12009393&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-12009393&ver=approved
mailto:internetpostings%40cisco.com?subject=
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業務上の使用：電子メール、コンピュータ、その他の業務用通信
システムの良心的、合法的、専門的な業務上の使用が認められ
ている。これにはシスコ社ブランドの保護も含まれる。当社の
著作物（ドキュメント、グラフィック、画像、ビデオ、音声録音物、
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。

限定的な私的使用：会社の資産を私的な目的（業務以外の目
的）で時折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績（あなた自身や同僚の業績）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ことに関する多様性についてのガイダン
スとして、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すること。

政治活動：社員が自身のリソース、金銭、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ないものとする。 

社内通信チャネルの適切な使用：シスコの社内通信（ディス
カッション フォーラム、イントラネット 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のために役立つ。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。 

禁止または許可が必要

営業目的以外でのシスコ社資産の使用： 
• 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決して使用しないこと。

• 「スクラップ」、ゴミまたはリサイクル用として特定されたシスコ 
リソースにおいても、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
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た結果、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
なることは絶対避けること。 

違法または攻撃的な行為：法律で禁止されている、または第
三者の著作権で保護されているコンテンツに、所有者の許可
なしにアクセス、配布、ダウンロード、またはアップロードしな
いこと。性的内容、攻撃的な言葉、人種、性別、性的指向、年
齢、宗教、またはシスコを否定的に反映するものについての
軽蔑的なコメントも禁止されている。
 

政治目的でのシスコ社資産の使用： 
• 会社の貢献 - 勤務時間、シスコのオフィスや機器の使用、また
は金銭の直接的支払いなどの資産は、SVP 最高政府戦略責任
者の書面による許可なく、政党の立候補者、政治活動委員会、
または投票対象の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するこ
と。

• その他の活動またはロビー活動 - SVP 最高政府戦略責任者
の書面による許可なく、政治活動をサポートする目的で会社の
リソースを使用すること、または、ロビー活動に会社のリソース
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、SVP 最高政府戦略責任者の書面による
許可なく政治活動に使用しないこと。 

他社製メッセージング アプリケーションの使用：IMessage、
WhatsApp、WeChat、Wickr、SnapChat などのシスコ製以外
のメッセージング アプリケーションは、リアルタイムでコミュ
ニケーションをとるための便利なであり、セキュリティも強化

承認済み

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761797&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761797&ver=approved
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倫理部に相談してください。
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シスコ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、会社のリソースを限定的に使用することは認められてい
ますが、これはこの使用により、シスコに対して追加のコスト
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。

シスコが利益相反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。私のシスコの電子メール、電話またはそ
の他のリソースを使用してもよいですか。いいえ。会社の資産
を使用する場合は、シスコの業務のためだけに限られます。
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
に従業員が会社の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 E 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。シスコのコミュニティ メーラー
を介してサブスクリプション アカウントの使用を勧めるする
ことは、サブスクリプションの条件で許可されていない限りで
きません。  

もしも...

ビルディング E メールメーラー配布に
関するポリシー

されています。これらの他社製メッセージング アプリケーショ
ンを使用して、シスコのビジネスでの取引を行うことや、ビジ
ネス レコードが作成されるような通信を行うことはできませ
ん。レコード管理ポリシーを参照してください。これは、メッ
セージが読み終わった後すぐに消えるまたはしばらくして消え
るような、一時的なメッセージング アプリケーションに特に
当てはまります。ビジネス レコードを作成できる通信は、ビジ
ネス レコード用にシスコが承認したコミュニケーション ツー
ルを使用して行い、Doc Central などシスコが承認したリポジ
トリで管理する必要があります。他社製メッセージング アプ
リケーションを使用して、誤ってビジネス レコードを作成、保
存、または転送する場合（たとえば、お客様がこのようなアプ
リを使用して通信を開始した場合など）は、そのようなビジネ
ス レコードが速やかに保存され、シスコ承認のリポジトリで
保持されていることを確認する必要があります。 

ヒント

ツール

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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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/url?docnum=EDCS-985917&amp;ver=approved
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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。それは、私の個人的な利益とシスコ社の利害
と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。

利益相反は、従業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。

利益相反とは何ですか。

企業 
利益および義務

個人 
利益または 
忠誠心

社外事業利益 
家族および友人 
社外取締役 

投資 
コミュニケーション

利益相反
認識されたまたは実際のケース

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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1. 社外での業務（COI 開示ツール）
• シスコ社での業務時間または業務と競合する社外での業務（マ
ネージャの承認が必要です）

• シスコ社での責務に関連する社外での業務
• シスコの競合他社、パートナー、顧客、サプライヤ、または買収候補
の企業との社外での業務

2. 人間関係（COI 開示ツールおよび人事部） 
• シスコで同じ直属下にいる、または自分のシスコでの役割に関連
するか干渉する可能性がある地位にいる家族

• 自分のシスコでの役割に関連または干渉する形で、シスコの競合
他社、パートナー、顧客、サプライヤ、または買収候補の企業で働い
ている家族

• 同じ直属下の人とビジネス関係（金銭の貸し借り、不動産の賃貸、ま
たはその他の個人的な業務上の取引）を構築してはなりません。

利益相反(COI)につながるケースとしては、次のようなものがあります。

3. 社外の役員会（eBoard 開示ツール）
• 営利団体、技術諮問会、および政府機関の役員会
• その他の業界団体および非営利団体の役員会（あなたのシスコ
社での権限と関係がないシスコ社の顧客またはビジネス パート
ナーであり、シスコ社のリソースを使用しない場合は開示する必要
はありません）

4. 外部投資（投資開示ツール）
• シスコの競合他社、パートナー、顧客、サプライヤ、または買収候
補の企業である民間企業への投資 

• 公開会社への投資で、発行済株式の 1% を超えるもの 

• 家族による投資で、自分に利害があるもの
注：特定の幹部および取締役会には特別な規則が適用されます。詳
細については、利益相反、社外の役員会、投資方針を参照し、不明点
については、ethics@cisco.com まで相談してください。 

 

5. その他の潜在的な利益相反 
• 社外での発明またはその他の知的財産の開発
• 講演会の契約、出版、署名
• その他、利益相反と考えられるもの、または、自身やシスコなどに
ネガティブな印象を与えるものについては、倫理部に報告してくだ
さい。

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
コ利益相反、社外の役員会、投資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、利益相反となる可能性が
ある場合、または利益相反と考えられる場合は、この方針を
参照してください。 

不明点がある場合は、ethics@cisco.com まで相談してくだ
さい。 

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
https://helpzone.cisco.com/
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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
mailto:ethics%40cisco.com?subject=


19    Cisco Systems, Inc. 2019 年ビジネスに関する行動規範

他のテクノロジー企業にコンサルティ
ングをしたい場合はどうなりますか。
シスコ社外で働きたい場合、まずはシ

スコ社での業務時間や業務を妨げないか確認してください。社外
での業務があなたのシスコ社における権限や責務に関連したり、
シスコの競合他社、パートナー、顧客、サプライヤ、買収候補の企
業が関わったりする場合、あるいは利益相反と考えられる場合
は、上司との議論に加えて、COI 開示ツールを使用して開示して
ください。社外での業務において、シスコ社の現在または将来の
ビジネスに関連する、またはその可能性がある発明もしくはその
他の知的財産を発明することがある場合には、機密情報および
発明の譲渡（PIIA）に関する契約に従うことになることに留意して
ください。この契約では、通常そのような発明に関する権利はす
べてシスコ社に帰属すると規定されています。

家族もシスコ社で働いている場合はどうなりますか。自身と家族
が異なる部署で働いていて、お互いの事項（雇用やその他の業務
に関する事項）について影響を及ぼしたり意思決定をする権限を
有していたりする場合でなければ、開示する必要はありません。

もしも...
しかし、家族を（直接的または間接的に）管理する責任がある場合
や、家族の権限（販売価格の割引に関する承認など）に影響を及
ぼす可能性がある場合には、COI 開示ツールを使用して開示して
ください。家族にシスコでの勤務を勧めたい場合は、自分との関係
を説明し、採用決定には関わらないようにしてください。シスコ以
外の企業で家族が働いており、自身のシスコにおける役割（たとえ
ば、顧客アカウントをサポートする際に IT を調達する役割）と重
複する可能性がある場合は、開示が必要です。

私自身や家族が、シスコ社またはシスコ矢の顧客もしくはその他の
パートナーとビジネスをしているシスコ矢以外の企業に出資をして
いたり債務を負っていたりする場合は、どうなりますか。社員自身
や家族が、シスコにおける自身の責務に関連する企業や、シスコや
自身がシスコのために連絡をし、個人的な利益を得る可能性があ
り、または不適切と考えられる可能性があるシスコの顧客もしくは
パートナーに対して権限を有したり出資をしていたりする場合は、
投資情報開示ツールを使用して開示をし、そのような企業とは一
切関わらないでください。

• 利益相反情報開示ツール 
（社外で雇用される場合や家族と仕事をする場合）

• 社外の役員会への参加の開示ツール 
（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

自分の状況が利益相反に該当するかどう
か不明な場合は、ethics@cisco.com に
相談してください。

ツール ヒント

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
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http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
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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
シスコでは、社員が顧客、パートナー、サービス プロバイダー、ベンダー、およびサプライヤとの関係を築く
ことを奨励しており、これには会食、贈答品、接待の提供が含まれる場合があることを認識しています。適
切なビジネス関係の一環として、価値のあるものを授受するときは、シスコのポリシーおよび適用されるす
べての法律を遵守し、透過的に行動し、非倫理的行動であるとの認識を招くことさえも回避することが重要
です。未承認の経費は、払い戻しの対象にはなりません。

考えられるオファリングが適切かどうか、合理的な価値がある
かどうか、および情報開示と事前承認が必要かどうかについ
て、シスコの基準をよりよく理解するために、贈答品、旅行、接
待（GTE）に関するポリシーに精通してください。

次に、正しいパスを決定するの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、自分の役割や地域に適用され
る特別な要件を理解するために、上司と相談してください。

「It’s just a mooncake」トランスクリプト

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

http://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://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
https://www-author.cisco.com/c/dam/en_us/about/cobc/2019/cobc-mooncake-transcript.pdf


「自分自身に疑問を投げかける」－GTE意思決定ツリー

その行動は承認が
必要ですか

それには 
妥当な価値がありますか
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受領：
価値が250米ドルを超える場合、もしく
は決定が困難である場合、承認が必要
とされます。

適度な価値とは：
• 贈与者もしくは受領者にとって過度の
ものでないこと

• 価値は250米ドル未満であること（また
はそのマネジメントによるしきい値）

• 現地、地域、または機能の制限に従う
こと

適正とは：
• オープンで透明性があり、何の見返りも
求めず、認識のずれを回避した、正当な
業務目的であること

• 現金、ギフトカードまたは現金相当物を
含めた、除外された贈答品のタイプでな
いこと（GTE ポリシー）

• 各当事者のための法律、規制、規程に
従うこと

• 官公庁、ゲスト、現地の規制などの特別
な考慮事項を検討していること

贈与：
次のようなものには承認が必要です：
• 航空運賃またはホテル代
• 政府、公的機関、特別な状況等のしき
い値に関する考慮事項

1 それは 
適切ですか

2 3

考慮事項

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
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私がパートナーに対し、私の代わりに
顧客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、贈答品が、直接的または間接的（サードパー
ティ経由またはサードパーティを代理する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かかわらず、適用されま
す。サードパーティが不適切な活動に従事していることを知ってい
た場合、または知っているべきだった場合にも、シスコが責任を
負う場合があります。

その顧客が、民間の顧客なのか、公的機関の顧客なのか、判断で
きない場合、どうすればよいですか。GTE ポリシーは、民間の組
織からの受領にも、公的機関や国有の組織からの受領にも適用
されます。適切な行動規範、妥当な価値基準、および事前承認基
準がやはり適用されます。GTE 開示ツールの「公的機関の検索」
ページを確認し、顧客が国有の組織または公的機関であるかど
うかを確認し、違反を回避します。

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。
その贈答品の価値が 250 米ドル未満でも、自身の経営管理者、
または地域もしくは現地の法律、あるいは、サードパーティ（例：
顧客が米国の公的機関、またはさらに厳しい要件を持つ民間企
業）のポリシーにより設定された低い閾値の対象となります。価
値に関わりなく、その贈答品は常に適切である必要があります

もしも...
（たとえば、ビジネス アワードや便宜にさほど影響を与えるわ
けではないもの）。シスコの GTE ポリシーを確認した後、受け取
る可能性のある機関のポリシーも確認してください。

ポリシーで定められている場合は、贈答品を贈与する前に 
GTE 開示ツールを使用するか、もしくは贈答品を受領する前
に贈答品受領開示ツールを使用します。不明な点のある場合
は、価値のあるものを贈与または受領する前に、corporate_
compliance@cisco.com に問い合わせてください。

• 受領：贈答品受領開示ツール
• 贈与：GTE 開示ツール
• 米国公的機関おもてなしガイドライン
• 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

その他の質問や懸念事項についても、 
ethics@cisco.com に相談してください。

シスコの社員間での贈答品については、経費に関
するグローバル ポリシーとシスコの社員認識ポ
リシーを参照してください。

ヒント

ツール

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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私はデータの扱いを任されています
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。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
る機密占有情報および個人情報は、その機密性、完全性、可用性を保護する責任が全従業員にあります。また、プライバシーとデータ保護に関する世界中の規則お
よび規制に従いデータを取り扱わなければなりません。 

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、我々は、当社および当社の製品をどのように保護するかに
おいて、透明性があり、公平であるとともに、責任を果たします。
セキュリティおよびデータの保護は全社員が取り組むべき仕事で
あり、社員は、ビジネスとテクノロジーの優先事項を連携させ、セ
キュリティを幅広く提供するというシスコの戦略を実現する上で、
重要な役割を果たします。これには、情報セキュリティ、プライバ
シー、データ保護が含まれます。

シスコおよびサードパーティのデータを保護するために、シスコの
データ保護およびプライバシーに関するポリシーに従わなければ
なりません。個人識別情報（PII）を含むデータの収集、アクセス、

処理、使用、共有は、合法であり公認された目的である場合（たと
えば、割り当てられた職務の遂行に関連する場合や契約を履行
し、シスコの正当な利益に寄与する場合など）に限られます。 

私たちはどのようにデータを保護するのですか？グローバル ポリ
シー フレームワークに沿った、キュリティ、データ保護、プライバ
シーに関するポリシーに従うことで、顧客および従業員の信頼を
獲得し、維持しています。私たち全員がデータを取り扱います。自
身の権限および責任を知ることで、社内で必要なプライバシーお
よびセキュリティに関する管理を実施するための適切な環境を構
築することができます。データ保護およびプライバシーに関するポ
リシーは、シスコが製品の収集から処理、サポート終了/廃棄に至
るまでデータを管理するためのフレームとプロセスを規定したも
のです。特に、PII およびその他の機密データにアクセスし、それら
を管理、利用、または取り扱うことが求められる権限を社員が有

シスコは、透明性があり、公平であり、責任を果た
すことのできる企業です。

している場合、これらのポリシーを理解することは非常に重要で
す。知識を深めるために、S&TO 教育センターで見つかる適切なト
レーニングを受講する必要があります。

例えば、現在のデータ保護ポリシー は、性質、機密性、価値、重
要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概説しています。同様に、人事データ
保護に関するグローバルポリシーや人事関連データの保護に関す
るグローバルポリシーなどの、自身が所属する部署または取り扱
うデータに関連するその他のデータ保護要求事項を理解し、デー
タ保護、プライバシー、およびセキュリティに関する定期的な教育
や意識向上トレーニングに参加しなければなりません。
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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 ポリシーおよび管理を実
施し、強化してきました。シスコの各ポリシーに準拠するために、
シスコは、適用法下にあり、これらのデバイスに保存される、また
は、シスコのネットワークまたはシスコ施設のあらゆる部分に送信
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
の情報を、（いつでも）調査、監視することができます。個人所有の
デバイスを業務で使用する場合（個人で契約しているネットワーク
上で使用する場合でも）、これらのデバイスはレビューの対象とな
り、データ保護要求事項に従わなければなりません。

シスコはまた、人材、資産、リソース、および組織の事業利益を保護
するために、物理的およびその他のセキュリティ監視システムと機
能を維持しています。これらのシステムは、一般的に公衆場所（た
とえば、駐車場、出入り口、廊下など）に焦点を当てています。ただ
し、シスコは、安全性とセキュリティのために必要に応じて、他の公
衆場所および準公衆場所（オフィスやワークステーションなど）を
監視する権利（適用法による）を留保します。

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、侵害、または不正に扱われた場合の状況です。また、シス
テムまたは保護されたデータに不正アクセスしようとする試み（失
敗、成功にかかわらず）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に、人事データ、eCustomer データお

よび機密/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、シスコの情報も保護しなければなりません。全社
員が発見したすべてのインシデントについて、wwwin.cisco.com/
security に報告する必要があります。インシデント対応チームは、
解決のために関連する関係者をエンゲージさせ、調査します。

データ保護とプライバシーに関する協定すべての適用があるシス
コのデータ保護およびプライバシーに関する規制および社内ポリ
シーに加えて、シスコの社員は、データ保護およびプライバシーに
関連するさまざまな協定に準拠し、遵守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、シスコに課さ
れた機密保持契約および契約上の要求事項が含まれます (例とし
て、データ保護基本契約書を参照）。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、必要な情報のみ（「知る必要が
ある」）を開示しなければなりません。

シスコ社への情報の持ち込み要請されていない、または許可され
ていない第三者の機密情報を所有者の許可なしにシスコが使用し
てはなりません。従業員がそのような情報を受け取った場合、直ち
に所有者に返却するか、法務部門に転送する必要があります。 

従業員は、前の雇用主に属する占有情報（前の雇用主またはその
情報に対する権利をシスコ社が買収した場合を除く）の使用やシ
スコ社との共有も控えなければなりません。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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その他の質問や懸念事項については、倫理部に
相談してください。

25    Cisco Systems, Inc. 2019 年ビジネスに関する行動規範

私の E 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。どうするべできすか。「データ保護およびプライバ
シー」を選択して、ただちにインシデント対応チームに報告してく
ださい。CLIP ツールでデータ損失インシデントを送信します。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、シスコの制限データを含む文書に関して、同僚と協力する
必要があり、Webex チーム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。Webex チームのプラット
フォームは、「シスコの機密性の高い」または低い情報に分類さ
れるデータに対してのみ承認されます。Doc Central は、シスコ
の制限付き文書に対して承認されています。その他の特定のプ
ラットフォームは、Information Rights Managemen（IRM）から
の保護が有効になっている場合に使用されます。IRM の詳細に
ついては、IT IRM サイトを参照してください。Doc Central を介
して社内で制限されているコンテンツを共有できます。

シスコのプライバシーに関するポリシーは、製品およびサービス
にのみ適用されますか。それとも、社内のシステムやプロセスに
も適用されますか。シスコのデータ保護およびプライバシーに関
するポリシーは、シスコが販売する製品やサービス、またはシス
コが使用する社内の業務システムやプロセスなど、シスコが個人
情報を処理するものすべてに適用されます。シスコが自社の取り

組みを顧客やパートナー、従業員に誇れるように、必要なプライ
バシーおよびセキュリティ コントロールを実装する必要がありま
す。プライバシー エンジニアリングの詳細については、チーフ プ
ライバシー オフィスを確認してください。

• セキュリティおよび信頼部門 (S&TO)
• データ保護プログラム
• 教育センター
• チーフ プライバシー オフィス
• データ ライフサイクル
• シスコ分類セントラル
 
その他のデータ保護に関する情報
• 企業記録および情報管理（ERIM）
• 記録管理ポリシー
• データ分類学
• Trust Center

ヒント

ツール
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https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11259098&ver=approved
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center.html
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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、顧客に対してより多くの選択
肢を与え、顧客は低価格のおかげで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によって、企
業や関与する個人が罰金および懲役刑等の刑事罰を受ける可

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。反トラスト法および競争法に
関して質問がある場合や、シスコ、パートナー、サプライヤ、競合
他社がこれらの法を遵守していないと思われる場合は、直ちに 
antitrust@cisco.com まで連絡してださい。 

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

インサイダー取引および社内機密

ンダー、請負業者、買収候補企業、およびその他ビジネスパート
ナー、ならびに競合他社）に関する重大な未公開の情報をあな
たがシスコ社の従業員として入手しており、その会社の株式を
売買する場合も同様です。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。シスコの社員が、他者に
情報を打ち明けることは禁じられています。つまり、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。利益を上げ
る、または損失を回避することがあります。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、シスコの社内のカフェ、公的交
通機関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。

｢社内｣の情報は取引しないでください。あなたがシスコ社また
はシスコ社のビジネスに関する重大な未公開の情報を知ってい
る場合、あなたやその他の個人、もしくは組織がシスコ社の株
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関わることは、当社の方針で認めら
れません。また、他社（例えば、シスコ社の顧客、サプライヤ、ベ

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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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
開情報を所有しているかどうかにかかわらず、シスコ社従業員
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、ま
たはカラー取引もしくは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、従業員の目的とその他の株主の
目的と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
的であり、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、完全かつ客観的であり、関連性や即時性
があり、理解できるものであるようにすることで、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で公開する内容が完全かつ公正で、正確
かつ即時性があり、理解できるものとなるようにしてください。

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）、
英国贈収賄法、その他の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、従業員をサ
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。国際汚職防止および賄賂方針をご
確認いただくか、倫理部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、接待に関するポリシーを理解しています」のセクションを参
照してください。ゲストの交通費または接待費の支払いを申し出
る際は、国際汚職防止および賄賂方針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、サプライヤとかかわったり、仕事をしたりす
る場合、当社のサプライヤ行動規範およびサプライヤ倫理ポリ
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

米国選挙法の下では、一部の理事会メンバー（CEO、執行副社
長、企業秘書）および特定の州への販売に関与する社員、なら
びに州または地方自治体の理事会に所属する社員は、特定の
種類のキャンペーン貢献をする前に米国政治的貢献ツール経
由で事前承認を得る必要があります。政治活動目的での会社
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」のセクションを参照してください。 
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http://wwwin.cisco.com/legal/gac/training_us_pub_sector.shtml
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すべての従業員は米国および国際輸出法に従う責任がありま
す。シスコ社製品は、必要な許可を得ている場合、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組織以外のすべ
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輸
出することが認められています。シスコのコンプライアンス義務
に関して社員がどのように寄与できるかについての詳細は、グ
ローバル輸出取引（GET）グループ ウェブサイトを参照してく
ださい。 
 

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。各国に対する制約を含むシスコ社の輸入コ
ンプライアンス義務に従業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参照してくだ
さい。

第三者の著作物を使用する前に、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、著作権所有者の使用許諾を得ることなく、また適用
がある条件に従うことなく、第三者が著作権を有する資料を複
写、複製、デジタル化、配布、放送、使用、または改変すること
は、著作権者からのライセンスを持っていない限り、サードパー
ティ ソフトウェアの使用と配布に関する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ります。「パブリック ドメイ
ン」での作品などの特定の著作物は、許可なく使用されること
があります。作品が 1923 年以前に出版されたものであれば、
一般にパブリック ドメインに分類されます。たとえば、著作権
法で保護されていた曲「Happy Birthday」は、ライセンスなしで
使用できるようになりました。許可なくサードパーティの資料の
使用を計画している場合は、さらなる確認とガイダンスのため、
使用する前に copyright@cisco.com に連絡する必要があり
ます。

この要求事項は、最終製品が個人的に使用する場合またはシ
スコ社の社内で使用する場合を含め、あらゆる場合に適用さ
れ、また、写真、文章、動画、ソフトウェア、ソース コード（例え
ば、ウェブからダウンロードしたオープン ソース ライブラリ）
も対象になります。また、第三者が著作権を有する資料を無許

著作権

可でコピーし、またはコピーしたものを入手もしくは配布する
ために（インターネットやピアツーピア サイトから第三者の映
画、テレビ番組、ソフトウェアおよび音楽を入手したり共有した
りすることを含む）、シスコ社の施設、機材およびネットワーク
を従業員が使用することは、当社の方針に反しています。著作
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。質問がある場合は、著作権チームに問い合わせく
ださい。

多くの国には、個人データ保護法およびプライバシーに関する
法律があります。当社は、基本的人権としてのプライバシーを尊
重し、お客様、ベンダー/パートナー、当社のウェブサイトへの訪
問者、そして社員を含む当社と取引をする人々 の、プライバシー
に対する合理的な期待を保護することを約束します。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、割り当てられた業務
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、該
当するシスコ ポリシー、法律/規制、契約上の義務に従って、収
集、アクセス、使用、処理、または共有することが重要になりま
す。不明な点がある場合は、プライバシー チームに質問してく
ださい。

データ保護とプライバシー
輸入制限

輸出制限

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/globaltax/functions/customs.html#goto=0
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-818341&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-818341&ver=approved
mailto:copyright@cisco.com
mailto:copyright%40cisco.com?subject=
mailto:ask_privacy%40cisco.com?subject=
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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。かかる情報を知りながら、会社の株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、シスコ社の株を購入すること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。どうするべできすか。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

もしも...
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。 

国内法または地方自治体条例を守るか、COBC に従うかの選択を
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。疑問点がある場合は、倫理部または法務部に
確認をして、アドバイスを受けてください。その他の質問や懸念事
項については、倫理部に相談してください。

腐敗防止
• 国際汚職防止
• 受領：贈答品受領開示ツール
• 贈与：GTE 開示ツール
• 贈答品、旅行、接待に関するポリシー
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）
• 米国公的機関おもてなしガイドライン
• 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
• シスコ リーガル グローバル エクスポート トレード チーム 
プライバシー リソース：
• チーフ プライバシー オフィス 
• プライバシー チーム
• S & TO 教育センター - データ保護およびプライバシーに関する教育
• Privacy Sigma Riders（ポッドキャスト）

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
の従業員は、マネーロンダリングを防ぐために、個人的に貢献
する責任があり、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ならびに関連手順に準拠するこ
との重要さに留意すべきです。この点におけるシスコ社の義務
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または組織
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。

シスコは、必要に応じて法的権利を行使します。

シスコは、シスコ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。

反マネーロンダリング法

ツール

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
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
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
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/training_us_pub_sector.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get.html
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=90f4a903-6e51-4a57-9d17-ba385cba9389
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=266ed29c-7842-478b-935e-506a84aafb73
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/trust-center/privacy-podcast.html
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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
シスコの全社員は、シスコ関連資金の管理および支出に個人
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。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。シスコの社員は、グ
ローバル記帳方針や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のその他の関
連ポリシーに準拠することが求められています。とりわけ、社員
は、利用可能な承認されたツール（シスコの費用報告ツール）
にすべての営業費を提示することが義務付けられており、また
は自動ツールが利用できない場合には手書きで請求フォーム
に記載することが義務付けられています。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。

シスコの調達ポリシーに準拠してください。シスコの社員は、シ
スコに代わって商品やサービスを購入する際に間接的な調達ポ
リシーを遵守する必要があります。シスコがベンダーまたはサ
プライヤと協力して業務を行う際には、予算が適正に配分され
ていることを確認できるよう、事前に発注書が公開されて承認
される必要があります。さらに、計上は商品またはサービスが
受領された期間にのみ行われなければなりません。

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方
針には、受注済みと記録すべき営業取引の基準が規定され、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
手続と承認に関する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。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-978152&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-978152&ver=approved
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https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1404032&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1404032&ver=approved
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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。たとえば、将来の四半期に行われる業務に対する
未使用の予算を使用するためにベンダーに前払いをしてはなり
ません。

財務上の報告責任がある従業員

シスコの CEO、CFO、および全ての経理部社員は、COBC に加
えて、特別な責務があり、財務責任者倫理規程を遵守しなけれ
ばなりません。この準拠すべき規程には、正確、完全、客観的で
適切であり、かつ理解できる情報を提供することが含まれてい
ます。当該社員は、シスコの財務結果および状況を 公正かつタ
イムリーに報告するための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
任者倫理規程に対する違反は、深刻な懲戒事由となり、解雇を
含む人事面での措置が行われる場合があります。違反が生じて

いると考えられる場合は、 法務部、ethics@cisco.com また
は取締役会監査委員会まで報告してください。COBC と同様
に、潜在的または実際の規程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。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次

https://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx?LanguageId=1
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関連リソース
• 未払金負債ポリシー

その他の質問や懸念事項については、倫理部に
相談してください。

ヒント

ツール
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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
なくするような圧力をかけられたと感じた場合は、ethics@
cisco.com、法務部または人事部に連絡してください。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、多言語で世界中に対応する倫
理ラインに昼夜問わず、いつでも電話してください。 

注文書やエンド ユーザーの確約なしで取引を受注している
疑いがある場合はどうすればよいですか。直接販売の場合、
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。パートナーや再販業者を通じた販売の場合は、フィー
ルド チームが、パートナーや再販業者に対して、すべての注
文が確定したことを知らせる責任を負い、注文は有効な注文
書またはエンド ユーザーの確約を伴わなければなりません。
これらの販売記録により、当社の財務が正確であることを確
認し、注文または仮注文の承認に関する基準を満たしていな
い注文を受注することを防ぎます。 

適切な文書なしに受注したことに気付いた場合は、直ちに販売
財務マネージャに知らせて、適切な措置を講じることができるよ
うにしてください。注文書で必要となる項目は、グローバルブッキ
ング方針を参照してください。 

商品やサービスを受け取る許可がないと分かっている再販業者
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
の範囲外で販売されている、または未登録または不審な再販業
者に販売されていると思われる場合は、ブランド保護部および 
ethics@cisco.com に連絡してください。シスコ社の再販業者と
の利益相反については、倫理部に報告してください。

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、財務部マネージャまたは倫理部に相談してください。
 

経費は、負担した期間に支払われ、確定する必要があります。経
費は、負担した月に支払われ、確定する必要があります。四半期
をまたぐ未使用の予算を消化する試みは、シスコ社の資金が正
確に記録されない資金が保留された状況を作り出す可能性があ
り、固く禁じられています。

パートナーや顧客との取引で、将来シスコへの支出（製品、サー
ビス、マーケティング ファンド、寄付またはソフトウェア）に充当
す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依
頼された場合、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。こうした取
引に関する必要な処理については、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。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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当社の完全性への公約
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
の発想に基づいて行動し、 シスコ社の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、世界レベルの製品、サービス、およびソリューションを提供
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
顧客に対する公約を記載した品質に関するポリシーおよび企
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、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。

企業の社会的責任（CSR）

私は企業の社会的責任 (CSR)に関する当社の規則に沿って
行動します。CSRは、当社の事業戦略と役割に統合されます。
CSRは私たちの目的、文化、そしてリソースの使い方の核になる
ものです。当社は、当社のビジネスと最も関連性があり、最も大
きな影響力があると考える問題に焦点を当てています。当社の
統合と受容の文化、将来の業務に必要なスキルを構築するため
の投資、当社のグローバル サプライ チェーンの管理およびサ

ポートから、環境保全を取り入れた経営方法に至るまで、当社
の CSR とビジネス戦略は密接に統合されています。

シスコは人権を尊重します。当社のグローバル人権ポリシー
は、2012 年から維持され、世界人権宣言（UDHR）、国際労働
機関（ILO）の中核的労働基準および国連グローバル・コンパク
トを含む国際的な人権フレームワークの内容を取り入れていま
す。このポリシーは、人権を保護する国の義務と人権を尊敬す
る企業の責任との関係を明らかにした、国連のビジネスと人権
に関する指導原則を適用するという当社の公約を反映したも
のです。また、ビジネス運営、およびビジネスを運営しているコ
ミュニティにおける人権問題を定期的に評価し、対処していま
す。Education Management System にある人権トレーニン
グを修了することにより、さらに理解を深めてください。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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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推奨しています。そこで、シスコ社は、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、イノベー
ションを促進することです。この目的を満たすために、シスコは、検閲の無効化、データ保護と
プライバシー、および世界との安全なつながりの維持ために重要であるとシスコが信じるオー
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。シスコでは、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が信じる表現の自由およびプ
ライバシー保護を支持します。

マネージャの役割

シスコのマネージャはリーダーとして、よい手本となり、報復行為を恐れずにオープンで正直な
コミュニケーション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な命令を従業員に対して絶対に出し
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マネージャ
またはマネージャ代理として、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認
責任があります。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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追加情報

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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関連するポリシー、ツールおよびウェブサイト

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
• 雇用機会均等および差別是正措置政策
• 職場におけるハラスメント

リソース使用責任
• ソーシャル メディアおよびデジタル メディアに関するポリシー
• 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
• 推薦ガイド
• EBoard および投資開示ツール
• 利益相反開示ツール

贈答品と接待
• 受領：贈答品受領開示ツール
• 贈与：GTE 開示ツール
• 贈答品、旅行、接待に関するポリシー
• 出張に関するグローバル ポリシー

• グローバル記帳方針
• 米国公的機関おもてなしガイドライン
• 慈善寄付に関するポリシー

データの保護
• Trust Center
• 個人情報保護とプライバシーに関するグローバルポリシー
• ビジネス上の個人情報保護とプライバシーに関するポリシー
• データ プライバシーの基準
• 人事関連データの保護に関するグローバルポリシー

その他のデータ保護に関する情報
• 記録管理ポリシー
• 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
• オープン ソースに関するポリシーおよびガイドライン

法規制の遵守
• 国際汚職防止および賄賂方針
• パートナー向けの国際汚職防止規程（Global Anti-Corruption 

Policy for Partners)

• インサイダー取引方針
• サードパーティ製ソフトウェアの使用と配布に関するポリシー 
• データ保護ポリシー

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
• 品質ポリシー
• グローバル人権ポリシー

補助的な倫理規程
• ファイナンス担当者倫理規程
• 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 E-Rate プログ
ラムガイドライン

• サプライヤ行動規範
• サプライヤ倫理綱領

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、ポリシーおよびプロセスセントラルに掲載されています。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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用語集
嫌がらせ／いじめ 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、または個人の業務を非合理的
に邪魔する目的または効果がある行為をいいます。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

• 仕事を維持または獲得する目的もしく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
事と合理的な関係性が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または個人に要求すること

• 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、性的な接待の要求、その他の口頭、書面、視覚的手
段、身体的手段による性的行為など）  

会社の資産シスコ社の施設、機材や支給品、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、従業員の勤務時間など、有形物および無形物が含ま
れる場合があります。商標および著作権、その他の機密情報、
従業員の勤務時間

家族／親戚現在または以前の配偶者、内縁パートナー、同居者
またはこれに相当する人、子供、継子、孫、親、継親、義母、義
父、義理の息子、義理の娘、祖父母、曾祖父母、兄弟、姉妹、異
父母兄弟、異父母姉妹、継親の子供、義理の兄弟、義理の姉
妹、叔母、叔父、姪、甥、従兄弟。

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
所を見つけたりするために使用できるすべての情報

サプライヤコンサルタント、業者、エージェントのほか、シスコ
社が使用を前向きに検討しているサプライヤ（最終的に取引が
成立しない場合を含む）など、シスコ社にとっての製品または
サービスのベンダー

重要な非公開情報企業の株の購入、売却、または保有に関する
投資家の決定に影響を与える可能性がある非公開情報

政府または国営若しくは国が管理する組織：
• 国、州、地域、もしくは地方の立法、行政、または司法機関
• 国立組織、例えば、特別法に基づき設立された非営利組織、学校、
大学、保健施設、警察機関、軍事組織、政府による許可、承認、ま
たは免許の発行者等。

• 国有企業（SOE）や国の機関（政府や政府の機能を果たす機関に
より管理される事業体）

• 公共（準政府）国際機関（例えば、国際連合、国際通貨基金、アフ
リカ連合等） 

贈答品、旅行および接待以下のものを含む、価値がある物品ま
たは何らかの利益（ただしこれらに限定されるものではありま
せん）。  

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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• 現金または現金相当物、商品券、融資、贈答品または賞品
• 雇用のオファーまたは将来の雇用の約束（個人またはその親族のいずれか）
• 製品やサービスまたは製品のディスカウントについての有利な条件
• 接待/厚遇（交通費、ホテル代、食事代、生活費、あるいは旅費またはリゾート地滞在費用、スポーツ
またはエンターテインメントイベントのチケット代金の支払い）

• 車両または休養施設の使用
• イベントへの割引または無料チケット
• サービス、個人的優遇、家の増改築
• 製品、サービス、シスコ機器や資産、設備の使用、または他の有利な条件
• 政治献金や慈善寄付
• 株式、オプションやその他の形態の資本、あるいはシスコ社と関連がある企業の指定株式（友人およ
び家族株式）を購入する機会 

著作権を有する資料第三者が著作権を有する資料には、全体か一部かを問わず、文書、図表、
図面、画像、動画、音楽、ソフトウェア、オーディオ録音などが含まれます。さらに、第三者の著
作権の保護対象には、著作権に関する通知が付いているかどうかにかかわらず、これらの資料
まで含まれることがあります。

賄賂ビジネスの獲得または維持を目的として、直接的または間接的に、価値がある物品を提供
し、または提供することを申し入れ、不当な利益を確保し、あるいはシスコ社に関する決定に影
響を与えようとすること。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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関連リソース

倫理部
• 倫理部
• 懸念事項の報告/倫理ライン
• 倫理プログラム
• ポリシーおよびプロセスセントラル

シスコ人事部
• hrprivacy@cisco.com

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
電子メール：auditcommittee@external.cisco.com
郵便：Cisco Systems 監査委員会
105 Serra Way, PMB #112
Milpitas, CA 95035

セキュリティおよび信頼部門
• セキュリティおよび信頼
• データ保護プログラム

プライバシー チーム
• チーフ プライバシー オフィス
• privacy@cisco.com に問い合わせる

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 -  米国公共部門倫理規程を確
認してください。

• 米国 K-12 学校または米国図書館と業務を行う場合－E-Rate プ
ログラム ガイドラインを確認してください。

• 経理部で働く場合－財務責任者倫理規程を確認してください。
• 米国以外の国で、または海外の顧客と営業/マーケティング活動を
行う場合、オンラインの国際汚職防止および賄賂に関する E ラー
ニング コースを修了してください。

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。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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質問／報告
次のような方法で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

オンライン：シスコの社員、非従業員および匿名報告に関して
は、倫理ウェブフォーム

電話：多言語倫理ラインでは、年中無休 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。

通常の郵送：質問や懸念事項は、内密または匿名で、次のプラ
イベート メールボックス（PMB）でも提出できます。 

Cisco Systems, Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035

また、auditcommittee@external.cisco.com 宛てに、メール
を送信することで、取締役会の監査委員会と連絡を取ることが
できます。

質問／報告関連する方針 用語集 追加リソース目次
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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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