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1. 目的  

本ポリシーは、腐敗防止に関するシスコのグローバル基準を規定するものです。現地の法律または規制で
厳格な要件を定めている場合、それらの法律が本ポリシーで述べられる要件に優先します。 

2. 概要 

Cisco Systems, Inc. および世界中のその関係事業体（以下、「シスコ」という）は、誠実に、そして最高
の腐敗防止基準でビジネスを行うことに力を注ぎます。すべてのシスコ従業員、パートナー、およびサプ
ライヤは、正直に、公正に、そして高い倫理規準で行動することのほか、あらゆる腐敗防止/賄賂防止法に
従い、不正の認識さえも避けることも期待されています。 
 
グローバル企業として、シスコは米国海外腐敗行為防止法（FCPA）、英国贈収賄防止法、世界中のその
他の類似の腐敗防止法を含むすべての適用法令を遵守する必要があります。これらの法律は、国家公務員
への贈賄の禁止、帳簿と記録の要件、および違反に対する刑事/民事刑罰を規定しています。一部の法律は
厳格な責任基準を適用し、その範囲を拡大して贈収賄を含めており、民間部門の個人間の商業賄賂も禁止
しています。 

3. 対象範囲 

このポリシーは、シスコが事業を行うすべての国において、シスコの従業員およびその他シスコに代わっ
て行動する者の行動に適用され、その基準となります。シスコの従業員は、本ポリシーを読み、理解し、
遵守する必要があります。さらに、シスコマネージャーは、本ポリシーを実施し、自己の監督下にある人
および事業体が本ポリシーを理解し、遵守することを確実にするよう求められます。当社に代わって行動
する者が適用される腐敗防止および賄賂防止法に違反していることをシスコの従業員が知っているか、ま
たは知っているべき場合、シスコが責任を負う可能性があるため、あなたは本ポリシーによって、かかる
違反の疑いにつきシスコ（ethics@cisco.com）に報告することを求められます。 

4. ポリシーステートメント 

世界中の法律と合致して、私たちシスコでは、商取引を獲得または維持する行動または決定に不正な影響
を与えようとして、あるいはシスコのための不正な便宜を確保しようとして、直接間接を問わず、いかな
る者に対しても賄賂または有価物の約束、提案、供与をすることはなく、あるいはこれらを認めることも
ありません。 
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腐敗は一般大衆の信頼を損ない、経済的かつ社会的な発展を脅かし、公正取引に損害を与えます。腐敗と
闘うために、ほとんどの国は腐敗防止/賄賂防止法および規制を設定しています。これらの法律によって、
次の目的で「有価物」（賄賂）を与える、支払う、あるいは約束することが犯罪になります： 

• ビジネスを得る、維持する、および/または指示する行動または決定に影響を与えるため、ある
いは 

• あらゆる種類の不適切な便宜を確保するため。 
 
これらの状況では、「有価物」（賄賂）を受け取ることも犯罪です。 
 

賄賂とは何か? 

賄賂は、テーブルの下で渡される封筒に入った現金だけではありません。国際法とシスコのポリ
シーでは、賄賂を、不正な便宜を得る目的または行動に影響を与える目的で提供される「有価物」
と定義しています。これには、現金、ギフトカード、家屋の修繕/サービス、劇場またはスポーツ
イベントのチケット、プライベートクラブへのゲストパス、非入札契約、10 代の家族のための夏
休みのアルバイト、無料リムジン/送迎車への乗車、その他価値のある物などが含まれます。 
 
価値のある物の譲渡が起こらない場合、または賄賂の目的が果たされない場合であっても、賄賂
を提案するだけで違反となります。 
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第三者からシスコへの贈賄の禁止 

贈収賄を促進しまたは隠す目的で、第三者（「仲介者」とも呼ばれる）を使用することはできま
せん。サプライヤ、エージェント、コンサルタント、販売業者、およびビジネスパートナーが、
シスコに代わって仕事をする際に、賄賂を提案しまたは受け取ることはできせん。第三者による
本ポリシーへの違反行為を誘導、促進しまたは誘発させることも、本ポリシーに違反します。シ
スコの従業員が、本ポリシーに違反するために第三者が使用されていることを認識した場合、従
業員はただちに ethics@cisco.com に報告する必要があります。 
 
詳細については、こちらの腐敗防止および賄賂防止の Web サイトを参照してください。これに
は、第三者の関与に関するガイダンス、贈収賄の懸念を引き起こす可能性がある支払いまたは利
益の供与を承認する前の追加的考慮事項、および以下のようなその他の警告が含まれます。 

• よくある質問（付録 A） 
• シスコの腐敗防止チェックリストおよびよくある質問（付録 B） 
• シスコの第三者適正評価プロセス（付録 C） 
• 贈収賄の前兆（付録 D） 
 
不明な点がある場合は、上司または ethics@cisco.com までお問い合わせください。 

 

4.1 贈答品と接待 

シスコは、適切な行為の場合、当社の仕事仲間との贈答品その他の供与物の非公式なやり取り
および交換は、信用を構築し、顧客、パートナー、サプライヤとの関係を深めるための重要な
部分であることを認識しており、多くの国では、この行為は受け入れられ、適切なビジネス上
の慣習および慣行となっています。ただし、不適切な行為の場合、贈答品、旅行、接待、その
他の供与物は、適用法令またはシスコもしくは第三者のポリシーもしくは行動指針に違反する
可能性があります。 
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ビジネス行動規範（COBC）および贈答品、旅行、接待（GTE）に関するポリシーには、許容
できる贈答品またはその他の供与物に対する要件、ならびに開示および事前承認ガイドライン
が詳述されています。原則として、すべての贈答品およびその他の供与物は、不正の認識を回
避するために、ポリシーに従って透明性のある形で行う必要があります。GTE ポリシーに詳述
されているように、贈答品およびその他の供与物の授受は適切であり（現金、ギフト カード、
または禁止されているその他の種類ではないこと、ビジネスの成果に不当に影響を与える試み
ではないこと、およびすべての法律、規制およびポリシーを遵守していること）、かつ合理的
な価格である（GTE ポリシーに上限が定められています）必要があり、開示および事前承認を
必要とする場合があります。 

4.1.1 旅行および宿泊 
 
時々、シスコの施設またはシスコが後援したイベントを訪問するように、ゲストを招待
します。シスコでは、次の場合、旅行、出費、および公共部門ポリシーに従って、仕事
上のゲストの一定の旅費と宿泊費の支払いを認めます。 

• 合法的な業務目的のためである 
• 合理的に認められたゲストのレベルまたは年功である  
• 業務活動への出席が必須である 
• 招待客の友人や家族の旅費はシスコが負担しない 
• 不当な、またはビジネスに関係がない立ち寄り旅行は行わない（立ち寄り旅行と

は、ビジネスに関係がない追加の旅行です。例として、その旅行のために正当な
出張場所から長距離を移動する必要がある旅行、または過度な経費がかかる旅行
などが挙げられます） 

• 日当を支給しない  
 
エージェント、パートナー、サプライヤ、コンサルタントなどの第三者がシスコに代
わって旅費および宿泊費を支払う場合でも、上記ポリシーが適用されます。シスコの従
業員が、本ポリシーに違反する第三者の行為を認識する、誘導する、促進する、または
引き起こすことは（シスコの従業員が直接行った場合）、本ポリシーの違反に当たり 

ます。  
 
開示および承認の義務を含む詳細情報については、出張およびコーポレートカードに関
するグローバルポリシー、GTE ポリシー、ならびにミーティングおよびイベントに関
するグローバルポリシーを参照してください。 
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4.1.2. 承認と開示が求められる 
 
グローバル コンプライアンス イネーブルメント チームは、（1）一部または全額出資
の国有企業または国営企業（たとえば、民間企業と類似の組織構造を有する、または民
間企業と競合する電気通信組織または医療組織など）の従業員を含む政府関係者、また
は（2）民間部門であっても、GTE ポリシーに詳述した要件および上限が適用されるそ
の他の当事者に提供されるビジネス経費（贈答品、旅行、厚遇、接待など）を開示し、
承認を得るためのオンラインツールを提供しています。不適切または過度の贈答品、旅
行または接待は法的責任を引き起こし、シスコの評判を損なう可能性があります。 
 

• GTE の品目を贈る際には、GTE 開示ツールを使用して開示し、承認を求めてくださ
い（GTE ポリシーにより要求される場合）。 

• GTE の品目を受領する際には、贈答品受領開示ツールを使用して開示し、承認を求め
てください（GTE ポリシーにより要求される場合）。 
 

贈答品、旅行、および接待に関するポリシーについてよく寄せられる質問への回答は、
こちらからご覧いただくか、corporate_compliance@cisco.com にご連絡ください。 
 
違反の可能性に関する懸念がある場合は、ethics@cisco.com にご連絡ください。 

 

4.2 利益供与金 

利益供与金とは何か? 

「利益供与金」とは、ビザの処理、査察のスケジューリング、郵便物の集荷または配達の確保、
ユーティリティの接続など、申請者が受けられる通常の政府の行為を確保または迅速化するよ
うに計画された政府職員への支払いです。これは場合によって、「手続きの円滑化」または
「賄賂」と呼ばれます。 
 
以下に記載の場合を除き、シスコは世界のいかなる場所においても利益供与金の支払いを許可
していません。また利益供与金は、一定の腐敗防止法（英国、カナダ、ブラジルなど）および
その他の多くの諸国や多国間の腐敗防止規則（経済協力機構（OECD）条約など）によって明
示的に禁じられており、賄賂として扱われます。 
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4.2.1 限定的な例外 
 
以下に該当する場合に、シスコの法務部門から承認を受けた（および取締役レベル以上
での管理チェーン内の承認を受け、ファイナンスサポートリードに開示した）場合に限
り、最終的な手段として利益供与金を支払うことができます。 

• 代替手段がなく、予想される遅延によって、業務に著しい影響を与える場合  
• かかる支払いが慣習となっていて、類似の状況において施行される法律で明示的

に禁止されていない国または状況における場合 
• 事実と周囲環境を踏まえて、金額が適度である場合  

 
身の安全、移動の安全または自由が危険にさらされている場合、利益供与金を支払い、
その後シスコの法務部門に報告することができます。 
 
いかなる利益供与金も、適切な会計帳簿と記録に「利益供与金」として内容を正確に記
載する必要があります。 
 

4.3 慈善寄付と政治献金 

慈善団体への寄付は通常、善良な企業市民としての行いと見なされますが、国家公務員が理事
などを務める団体への寄付は、世界の腐敗防止法において懸念の対象となります。同様に、
FCPA および米国当局は、国家公務員に関連する慈善団体への寄付は、国家公務員にとっての
利益と見なすべきだという見解を示しています。国家公務員に関連する慈善団体への寄付は、
慈善寄付に関するポリシーに準じて行う必要があります。また慈善団体への寄付は、GTE ポリ
シー（上述のように、開示と承認を要求している）に基づき、贈答品とみなされることがあり
ます。 
 
政党および候補者は政府職員と考えられます。そのため、シスコ政府業務部門によって事前承
認されない限り、政治献金を提供すること、あるいはシスコに代わって行うことはできません。
政治献金は以下を含む形態で行われることがあります。 

• 金銭的な物  
• 金銭的ではない物（貸付あるいは寄贈した機器、無償の技術サービス、あるいは従業員

の時間の寄贈など） 
• 会社資源の使用（たとえば施設、電子メール、事務用品、社員の時間など） 
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そのため、シスコの政府業務部からの書面による許可を得ない限り、シスコが所有する資産
（勤務時間、施設や機材の利用、直接的な金銭の支払いなど）を公職の候補者や政治活動委員会
に提供したり、投票法案を支持/反対するために提供したりすることはできません。 
 
従業員が自身の金銭と時間を使って、個人的に政治活動または慈善活動に参加することについ
ては、GTE ポリシーに従っている場合は問題ありません。シスコでは、個人が行った政治献金
または慈善寄付の払戻は一切行っていません。注意：米国の選挙法に基づき、一部の従業員
（現在、取締役、役員、およびニューヨーク、イリノイ、コネチカットで州レベルの顧客販売関
係に関与している一定の従業員が含まれます）は、一定の種類の選挙献金を行う前に、事前承
認を得る必要がある場合があります。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。 
 

4.4 帳簿および記録 

不完全な、または虚偽の文書化によって贈収賄を隠す試みを防ぐために、多くの腐敗防止法に
は帳簿、記録、および財務管理の基準があります。シスコは正確かつ完全な取引、資産および
財務状況の記録を保持することが求められています。要求項目には、支払いを処理するために
必要な書式、支払い依頼を正当化するために使用される添付書類およびバックアップ、会計規
則による支払いの許可および分類を含みます。 
 
さらに、非開示または未計上の企業資金、いわゆる「オフブックファンド」とは、シスコ社外
のアカウント（パートナー、エージェント、仲介者、サプライヤ、コンサルタントを含む）で
不適切に設定または取得され、適切な透過性、承認、文書化された契約条件、シスコの会計上
でのポリシーに準拠した会計処理なしで、シスコ従業員の指示の下で継続的に使用される資金
のことです。オフブックファンドが発生する状況はさまざまです。カスタマー、パートナー、
マーケティング、ベンダーが複雑に関与し、非標準ディスカウント、リベートやクレジット、
セールス/マーケティング インセンティブ ファンドなどの悪用、ベンダーへの過剰支払い（前
払いを含む）、またはその他の方法で企業資金を企業の財務記録処理なしで操作しようとした
場合に生じます。オフブックファンドの設定、保有、使用（およびオフブックファンドに関連
するプロセス、システムまたはデータ操作の試みすべて）は、計画性の有無に関わらず、結果
的に適切な業務費用や目的に使用された場合も含み、シスコ COBC、ならびに腐敗防止および
賄賂防止に関する本ポリシーに対する重大な違反行為に当たり、厳格な懲戒処分の対象となる
可能性があります。 
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適切な記録保存に関する詳細については、シスコの記録管理プロセスを参照してください。 
 

4.5 従業員の責任 

4.5.1 トレーニングとコンプライアンス 
 
オンラインのグローバル腐敗および賄賂防止トレーニングは、営業、マーケティング、
法務、および財務などの特定の職務で働くシスコ従業員に必須です。しかし、全従業員
がこのトレーニングを受けることをお勧めします。シスコと協力している、またはシス
コに代わって業務を行うすべてのパートナー、ベンダー、サプライヤ、コンサルタント、
またはサードパーティは、米国海外腐敗行為防止法（FCPA）、英国贈収賄防止法、お
よびその他世界中の同様の汚職防止法を含む適用される腐敗防止および賄賂防止法を遵
守することを契約の中で約束する必要があります。あなたは、シスコの従業員またはシ
スコに代わって行動する者による本ポリシーの違反または違反の疑いについて、
ethics@cisco.com に報告する必要があります。 
 

4.5.2 罰則 
 
腐敗防止法の違反は、罰金および/または拘置を含む刑事罰、民事罰、および規制上の
罰則を引き起こし、また不正の認識だけでもシスコとその従業員の評判を傷つける可能
性があります。従業員が腐敗防止法または本ポリシーに違反した場合、雇用の終了を含
む懲戒処分となる可能性があります。 
 

4.5.3 質問、懸念、または潜在的な違反の報告 
 

疑わしいことを目撃した従業員は、たとえ本ポリシーに違反している可能性があるのが
上司または他の上級社員であっても、報告することが求められます。潜在的に疑わしい
行動を識別するための指針として、付録 D – 贈収賄の前兆を参照してください。従業員
が法務部門または倫理事務局に連絡する場合は、倫理上の違反行為に関する調査に協力
する義務があります。協力を怠り、誠実かつ正直な情報の提供を怠った場合は、雇用の
終了を含む懲戒処分となる可能性があります。 
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シスコは、誠実に懸案事項を報告する、あるいはコンプライアンス調査に協力する誰に
対しても報復を容認することはありません。他の従業員に対して報復する上司または他
の従業員は、解雇を含むそれ以下の懲戒処分を受けることになります。いかなる疑いの
ある報復も、直ちに報告してください。 

  
倫理課（ethics@cisco.com）にご連絡ください。また他にも、懸念の表明または違反の
報告（匿名や機密報告を含む）を行う方法があります。詳細については、「懸念の表明」
の Web ページを参照してください。 

 

5. ポリシーの遵守 

ポリシーの遵守要件は次のとおりです。 

5.1 コンプライアンス発効日 

腐敗防止および賄賂防止に関する本ポリシーは、本タイトルページに記載の「最終改定日」に
発効します。 

5.2 遵守状況の測定 

シスコのすべてのポリシーを遵守する必要があります。本ポリシーへのコンプライアンスはさ
まざまな方法を通じて検証されます。これらの方法には、経費精算のアクティブ モニタリング
と贈答品追跡システム、使用可能なビジネスツールからのレポート、内部/外部監査、自己評価、
潜在的な違反の報告および/またはポリシー所有者へのその他のフィードバックが含まれますが、
これらに限定されません。 

5.3 コンプライアンスの例外 

腐敗防止および賄賂防止ポリシーの例外は、シスコの法務部門および倫理事務局による承認を
受ける必要があります。 
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5.4 違反 

プロセス、システム、またはデータを迂回したり、意図的に操作することで、定められたポリ
シー/プロセスを回避しようとするなど、このポリシーから逸脱したり、遵守しない場合、地域
法で許可されている限り、懲戒処分および解雇の対象となる可能性があります。 

6. 関連するポリシーおよびプロセス 

• ビジネス行動規範 
• 贈答品、旅行および接待に関するポリシー 
• 米国公共部門倫理規定 

o 公共部門への贈答品と接待に関するガイドライン  
• 出張およびコーポレートカードに関するグローバルポリシー 
• 慈善寄付に関するポリシー 
• 経費に関するグローバルポリシー  
• ミーティングおよびイベントに関するグローバルポリシー GTE の品目を贈る際の開示と承

認のための GTE 開示ツール 
• GTE の品目を受領する際の開示と承認のための贈答品受領開示ツール 
• シスコの利益相反、社外の役員会や投資方針 

 

7. 定義 

以下の用語および定義は、本文書において使用されるものです。 
 

有価物 次の内容を含むがこれに限定されることがない、いかなる形の利益： 

• 現金または現金相当物、融資、贈答品、賞品 
• 雇用機会の提供、将来の雇用の約束、またはインターンシッ

プ（個人またはその親族に対して） 
• 製品やサービスに関する有利な条件、製品の割引 
• 接待/厚遇（旅費、ホテル代、食事代、生活費、あるいは旅行

またはリゾート滞在の費用の支払い） 
• 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 
• 政治献金や慈善寄付 
• シスコに関連する会社の株式の直接買い上げの機会（同 

族株」） 
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贈賄/賄賂 直接間接を問わず、仕事を獲得または維持する、仕事上で優位にな
る、あるいはシスコに関する決定に影響を与える目的で有価物を授受
する（または申し出る）こと。 
 
これには、免許や規制認可の取得、政府による好ましくない行為の回
避、減税、義務や関税の回避、競合他社のビジネス獲得の阻止などに
関連する賄賂が含まれます。 

政府/自治体 • 国、州、地域、もしくは地方立法、行政、または裁判機関  
• 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
行者などの公設機関 

• 国有企業（以下に定義）および/または国の機関（政府が支配
する事業体。かかる事業体は政府機能を果たす）および/また
は国営企業（以下に定義） 

• 公共（準政府）国際組織（たとえば、国際連合、世界銀行、
国際通貨基金、国際オリンピック委員会、アフリカ連合 
など） 

国家公務員 • 公設機関、国有企業または国営企業の職員を含む政府の役人
または職員（地位にかかわりなく） 

• 政治家候補、政党、または政党の役員または職員 
• 公的な立場を有するすべての私人、または政府または公営の

国際機関を代表するすべての私人（たとえば、政府の公式顧
問や調達に関する助言を政府に提供するコンサルタント 
など）。 

• 王室のメンバー 
国有企業（SOE） 

国営企業（SCE） 

• シスコは、本ポリシーの目的で SOE/SCE を、連邦、地方ま
たは地方自治体が 25 % 以上保有する企業または組織として
定義しています。 

ある事業体が国家公務員、国有企業または国営企業であるか
を判断する際の指針については、
confirmstateowned@cisco.com にご連絡ください。 
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8. 承認 

組織 名前またはユーザ ID と役職 
Legal Services マーク・チャンドラー 

グローバル コンプライアンス  

イネーブルメント 

ビル・フリードマン  

 
承認記録については、以下のリンクをご確認ください。 
 
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-
edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-
5fe79317d31e  
 

9. 改訂履歴 

以下の情報はポリシーの改訂履歴を反映しています（Doc Central では「バージョン履歴」とも呼ばれ
ます）。 
 
注意：ポリシーの管理者は、ポリシーのこのセクションを手動で入力する必要があります。改訂履歴を
検索するには、以下の EDCS/Doc Central のリンクをクリックしてください。「バージョン履歴」を選
択すると、改訂履歴が表示されます。 
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e（Doc Central の
ファイル情報リンクなど） 

 
バー
ジョン 

日付 名前またはユーザ ID と役職 コメント 

 09.15.19 ビル・フリードマン ポリシーの見直しと更新 

 07.17.17 ジェームズ・ハケット（jhackett） ポリシーの見直しと更新  

 06-12-16 スリ・ダイタ（srdaita） 本ポリシーの所有者を改訂：ジェーム
ズ・ハケット 

 12-15-15 スリ・ダイタ（srdaita） 定義および関連ポリシー メモを更新 
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10. 付録 

• よくある質問（付録 A） 
• シスコの腐敗防止チェックリストおよびよくある質問（付録 B） 
• シスコの第三者適正評価プロセス（付録 C） 
• 贈収賄の前兆（付録 D） 
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