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従業員各位

バイオ・ラッドには、科学的発見を促進しヘルスケアを改善する、高品質の
製品とサービスを提供することにおける長い歴史があります。成長を遂げ
るに当たり、すべての行動における誠実さに対する取り組みが成功の指針
となってきました。つまり、専門家として倫理的な方法で行動し、適用され
る法律や規制を遵守するということです。

改訂、更新したこの「バイオ・ラッド業務倫理・行動規範」は、当社の業務運
営に適用される新たな法律や規則、規制、行動基準に対処するものです。
改訂版の規範は、当社事業の基盤となる経営理念について明記したもの
です。責任ある業務慣行や高い倫理基準を保証するのに必要な方針や手
順が含まれます。

本規範は、職務や階級によらず、全世界のバイオ・ラッドおよび子会社の
すべての社員および役員、取締役に適用されます。適切な場合、これらの方針は契約業者およびその他の第三者
にも適用される場合があります。

本規範をよく読み、このような方針や手順が毎日自身にどのように適用されるかについて理解を深めてくださ
い。また、疑問がある場合、上司やマネージャと話し合ってください。本規範についての疑問点は、人事部や法務
部、企業コンプライアンス部門と話し合うこともできます。

バイオ・ラッドでの役職にかかわらず、各人が誠実さや品質についてのバイオ・ラッドの長きにわたる評判の保
持において非常に重要な役割を果たします。

全員が本規範に従い、引き続き最高の誠実さをもって業務に当たり、今後もバイオ・ラッドの成功を確かなもの
とするよう期待します。

ありがとうございます。

Norman Schwartz

Bio-Rad Laboratories, Inc. 
社長兼CEO

コアバリュー
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科学的発見を促進し、ヘルスケアを改善する、 
有用かつ高品質な製品を提供すること。

当社のミッション

本規範の目的は次の通りです。

本規範は、誠実かつ倫理的な業務上の選択を行
う際の指針となるものです。適用される法律や
規則、規制、バイオ・ラッドの方針の遵守に役立
つことを目的としています。本規範では、職務の
日々の遂行で生じる可能性のあるすべての状況
に対処し、またすべての法律やバイオ・ラッドの
方針を扱うことはできませんが、当社のバリュー

を示し、正しいことを行いすべての行動で誠実さ
をもって行動するのに役立つ指針とリソースを 
提供します。バイオ・ラッドは、倫理的な行動と 
法律遵守に対する取り組みを推進する組織文化
の実現に努めています。
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バイオ・ラッドの行動規範ファミリー

バイオ・ラッドの従業員に適用

例：
• 取締役
• 役員
• 社員
• 臨時社員
• 派遣社員

3つのバイオ・ラッド行動規範があり、それらは当社の行動や当社の
業務パートナーの行動に適用されます。

バイオ・ラッド業務倫理・行動規範は、バイオ・ラッドのすべての従業員
に適用されます。従業員には取締役および正社員、パート社員、臨時
社員、派遣社員が含まれます。

チャネルパートナーおよびコンサルタント行動規範は、(i) バイオ・ラッド
に代わり活動し、(ii) 政府や政府職員、医療専門家、医療機関、顧客とや
りとりを行う業務パートナーに適用されます。このような組織は 

バイオ・ラッドに代わり行動するためさらなる義務を負っていること
から、この規範は、サプライヤー行動規範より包括的なものになって
います。

サプライヤー行動規範は、バイオ・ラッドにサービスや製品を提供する
その他すべての事業体に適用されます。

バイオ・ラッド 
業務倫理・行動規範

バイオ・ラッドに代わり活動するチャ
ネルパートナーおよびコンサルタント
に適用

チャネルパートナーの 
例：
• 販売店
• 代理人
• 共同購入組織
• 再販業者
• 販売コンサルタント

コンサルタントの 
例：
• 規制コンサルタント
• 旅行代理店
• ミーティング計画業者
• 物流業者
• 法律事務所および監査人
• 移民コンサルタント

製品またはサービスのバイオ・ラッド
への提供者に適用

例：
• 原材料の供給業者
• OEMメーカー
• 清掃サービス提供業者
• 事務用品ベンダー
•  チャネルパートナーおよびコンサル
タント行動規範に該当しないすべて
の業者

バイオ・ラッド サプライヤー
行動規範

バイオ・ラッドチャネル 
パートナーおよび 
コンサルタント行動規範
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コアバリューは文化を形作り、当社の 
性質を定義するものです。行動や 
意思決定の方法の指針となります。

革新

• 製品の革新や改善を通じ価値を創造。

• 革新的な方法により新たなアイデアやアプローチを導入し、現在 
および新たな課題を解決。

• 新たなアイデアを開発し実行。

• 顧客と相互に有益な関係を構築し、互いのニーズについての 
理解を深める。

関与

• 人類に貢献。

• 科学的な発見を行いヘルスケアの質を改善。

• 顧客に対する取り組み。

• 関与により違いを生み出す。

• 科学教育と科学知識を広める。

独立

• 柔軟性を保ち、顧客の現在および長期的なニーズに対応。

• 長期的な成長に注力。

• 適切なときに適切な決定を行う。

• 新たな機会を追求する。

誠実さ 

• 職場における誠実さ。

• 顧客や業務パートナーに対する誠実さ。

• 社内および地域社会における誠実さ。

覚えておくべきポイント

コンプライアンスや倫理の問題が生じる困難な決定に直面し
ている場合、提案された一連の行動について、次の点を自問 
すると役立ちます。
1. 行動は当社のコアバリューやバイオ・ラッドの方針、本規範、
法律に違反するか。

2. 他人が自分の行動を知ったら自分は恥をかいたり、きまりが
悪い思いをするか。

3. バイオ・ラッドの評判は自分の行動により損なわれるか。

コアバリュー
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質問を行い懸念を提起する
皆さんは、バイオ・ラッドのすべての業務を合法的、倫理的に行う責任
を有しています。時折、法律や本規範、バイオ・ラッドの方針について
疑問が生じたり、それらへの違反の疑いが生じることがあります。躊躇
せずに質問し、実際の違反や違反の可能性を報告してください。

懸念を提起することは、バイオ・ラッドがリスクを低減して、プロセスを
改善し、問題を解決するのに役立ちます。皆さんは「誠実」に行動しな
ければなりません。誠実とは、たとえ後になって事実無根であること
が判明したとしても、その時点で自分が確信した疑念を報告する、と
いう意味です。正しい必要はありませんが、誠実に行動しなければな
りません。

バイオ・ラッドには、質問や懸念に対応する複数のリソースがあり 
ます。

質問や懸念の報告の方法

多くの場合、直属の上司やマネージャが、質問や懸念について皆さん
をサポートすることになる可能性が高いと言えますが、質問や懸念を
別の人物に提示した方がよい場合もあります。次のリソースから指針
を求めたり、報告を行うことができます。

• 直属の上司または別のマネージャ

• 勤務先の人事部担当者 

• 企業コンプライアンス部門

• 法務部

• バイオ・ラッドインテグリティ・ヘルプライン。インテグリティ・ヘルプ
ラインは、独立した第三者が運営しています。 
www.Bio-RadIntegrityHelpline.com でご覧いただけます。インテグ
リティ・ヘルプラインは、現地の法律で禁止されている場合を除き、
バイオ・ラッドの従業員や役員、取締役、業務パートナー、その他の
第三者が利用できます。

• インテグリティ・ヘルプラインは、現地の電話番号およびインターネット
を通じて、年中無休で運営されています。ホットラインを通じて報告
可能なトピックを制限する法律のある国に勤務している場合、イン
テグリティ・ヘルプラインでは、別の適切なバイオ・ラッドの報告チャ
ネルに転送します。現地の言語を話すオペレータと話ができます。

• 取締役会の監査委員会。会計や内部会計統制、監査の問題に関す
る懸念について、監査委員会に直接連絡できます。以下の宛先まで 
手紙で連絡してください。Bio-Rad Laboratories, Inc., Attn：Audit 
Committee, Mail Stop：1-116, 2000 Alfred Nobel Dr., Hercules,  
CA 94547, USA、または電子メール（audit_committee@bio-rad.com）
でも連絡することができます。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

回
答

はい。法律違反や違反の可能性についての懸念は、額や
業務への影響にかかわらず、常に報告してください。

質
問

回
答

本規範またはバイオ・ラッドの方針に対する違反があっ
たと思われる場合、直ちに問題にすることが求められま
す。最初の連絡先は通常、皆さんのマネージャです。

いつ問題にすべきですか。

質
問

私が責任者を務める製品チームが当社製品の新バージョ
ンに組み込まなかった、60日前に発効した規制の変更に
ついて、先ほど知りました。変更には約4万5000ドルの費
用がかかると推定されます。この変更を行うと発売が遅
れますが、この重要な新製品を顧客に一日も早く届けた
いと思っています。この新たな規制に従わない場合の罰
金は約6000ドルと聞いています。罰金は更新の費用より
ずっと少ないため、問題にすべきでしょうか。

質
問

回
答

はい。インテグリティ・ヘルプラインを使用して、質問を
行うことができます。申立や懸念の報告のためだけの 
ものではありません。

単なる質問でも、インテグリティ・ヘルプラインに連絡 
できますか。

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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機密保持および匿名性

バイオ・ラッドは、皆さんが報告する情報を可能な限り機密扱いとし
ます。自分の身元を明かしたくない場合、現地の法律で禁止されてい
る場合を除き、匿名で報告できます。ただし、匿名の報告を詳細に調
査することは難しいため、報告の際には身元を明らかにするようにし
てください。それにより、バイオ・ラッドがより詳しい調査を行えるよう
になります。

調査を行いやすくするため、報告には関連の日付や氏名、場所、その
他の詳細（可能な場合）を含めてください。すべての事実について把
握していない、または問題かどうかよく分からない場合でも、懸念を
提出するようにしてください。

報告を行った後

報告の方法によらず、バイオ・ラッドは実際の不正行為や不正行為の
疑いについてのすべての報告を真摯に受け止め、速やかに対処しま
す。適切な担当者が報告を慎重に調査します。報告に根拠がある場合、 
バイオ・ラッドは適切な懲戒処分および是正措置を行います。報告者
として、皆さんには調査の完了時に、また報告に根拠があったかどう
かが知らされます。

詳細については以下を参照してください。

申立の報告および調査に関する指針

いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

インテグリティ・ヘルプラインは外部業者が運営して 
おり、匿名性が保証されています。大半の場合、インテ 
グリティ・ヘルプラインを使用する際には匿名で行えま
すが、一部の国では、現地の法的な規制により、匿名で
行えない場合があります。

バイオ・ラッドのインテグリティ・ヘルプラインを使用 
する際に、匿名で使用できますか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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報復禁止
バイオ・ラッドは、倫理的な懸念を誠実に報告する、または規範の違反
の可能性についての調査に参加する従業員に対する、いかなる形態
の報復も容認しません。そのような報復を受けた、または目にした場
合、報告してください。報復行動に関与したすべての者は、懲戒処分
の対象となります。

不正行為の報告は、バイオ・ラッドでの倫理的文化の醸成に役立ちま
す。バイオ・ラッドは、誠実さと尊敬の文化を保持するには、誠実に報
告し、そのような報告の調査に誠実に協力する人々を保護しなけれ
ばならないと認識しています。

自身または別の人物が報復の対象となっていると思われる場合、この
問題を人事部、企業コンプライアンス部門に、またはインテグリティ・
ヘルプラインを通じて報告してください。

本規範に違反した場合
すべての従業員は、法律および本規範、バイオ・ラッドの方針に従わ
なければなりません。違反により、重大な結果が生じる場合がありま
す。バイオ・ラッドは違反の申立を、適用される法律ならびに適切な
内部調査プロセスに従い調査します。違反は、解雇ならびに民事もし
くは刑事罰を含む懲戒処分の対象となる場合があります。

いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

いいえ。バイオ・ラッドは、誠実に行ったあらゆる種類の
報告について、報復を禁止しています。

発生したと思われる不正行為を報告するため、インテグ
リティ・ヘルプラインに電話しました。その後、自分が間
違っており、方針に対する違反はなかったことが分かり
ました。私は報復の対象になりますか。
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調査への協力
バイオ・ラッドは、報告の迅速な調査を進めることに努めています。 
バイオ・ラッドが行うあらゆる調査で要請されたすべての情報を提供
することが重要です。バイオ・ラッドは、報告に具体的でない問題しか
含まれていない、または裏付けとなる適切な情報がなく申立が絞り 
込まれていない場合には、調査を開始しないという選択を行う場合
があります。

正確な情報を提供し、正しくないまたは誤解を招く表明を行わない、
もしくは他人にそうすることを促さないよう努める必要があります。
虚偽の懸念または誤解を招く表明をバイオ・ラッドに意図的に報告 
することは、本規範に違反します。そうした行動を行うと、報告した 
人物は上記の「本規範に違反した場合」に記載の懲戒処分の対象と
なる場合があります。

政府機関およびその他のバイオ・ラッド以外の機関が、バイオ・ラッド
からの、またはバイオ・ラッドについての情報を要請する場合がありま
す。調査で政府機関やバイオ・ラッド以外の従業員、または外部の調査
担当者から連絡があった場合、法務部に直ちに連絡してください。

監督者とマネージャへに対するより 
高い期待
本規範はバイオ・ラッドのすべての従業員および役員、取締役に適用
されますが、バイオ・ラッドでのリーダーとしての役割を担っているた
め、監督者とマネージャに対しては特に高い期待を課しています。

自身が監督者やマネージャの場合、自ら範を示し、本規範に記載の 
原則を実践する必要があります。つまり、従業員と本規範について 
話し合い、倫理的な行動の重要性を広め、従業員が懸念の提起や 
質問を行いやすいポジティブな職場環境を築くということです。

また、本規範や、本規範で参照された方針や手順についての知識を
備え、バイオ・ラッド管理指針の関連部分について精通している必要
があります。

自身が不正行為を目撃した、あるいはそれについて報告を受けた、 
もしくはそれについて知っているまたはその疑いがあるかによらず、
監督者やマネージャとして、本規範の違反やその他の倫理にもとる 
違法な行動について適時に報告することも、皆さんの責任です。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

質
問

回
答

いいえ。マネージャと監督者は、自分で内々に調査を行
ったり、申立を報告するかどうかを決定することはでき
ません。

私は営業チームの新しいマネージャですが、あるチーム
メンバーから、別のメンバーに対する金銭的な疑いにつ
いて知らされました。自分で迅速に調査を行うことはで
きますか。

質
問

回
答

はい。会社の調査に協力し、自らが有する関連情報を 
提供する必要があります。調査における皆さんの支援は 
重要で、バイオ・ラッドをよりよい職場とするのに役立ち
ます。

バイオ・ラッドは、倫理的な懸念を誠実に報告する、また
は面接により調査に協力する人物に対する、いかなる形
態での報復も容認しないことを忘れないでください。

調査の一環として面接を受けるよう求められましたが、
関わりたくありません。面接に同意する必要がありま
すか。
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法律の遵守
当社の業務は全世界に及ぶため、我々は、多くの異なるトピックに適用
される、多くの法域での法律や規制、ならびにバイオ・ラッドの方針や
手順について理解しそれらを遵守しなければなりません。このような
法律や現地の習慣、業務慣行が米国の法律や、本規範またはバイオ・
ラッドの方針に記載されている規則と矛盾する場合、それらに従う前
に、法務部から事前の許可を得る必要があります。当社が業務を行う
すべての場所で、当社は適切な判断を用いて倫理的に業務を行い、
当社の誠実さを損なうまたはそう見られる可能性のある行動を取ら
ないという義務を負います。

本規範と現地の法律との間に矛盾がある場合、次のことを行ってくだ
さい。

• まず助言を得る。法律は複雑です。法務部または企業コンプライ 
アンス部門から情報を求めることができます。

• 本規範の一部に従うことで現地の法律に違反する場合には、現地
の法律に従う。

• 当社の規範と現地の慣習との間に矛盾がある場合には、本規範を
遵守する。

• 事業部門または勤務先に、本規範より厳しい方針がある場合、より
厳しい方針に従う。

詳細については以下を参照してください。

管理指針

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


職場における 
誠実さの保持
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包含的で前向きな職場環境の推進
当社は、同僚を尊重して行動することで、職場における誠実さを保持
しています。当社は、以下のような分野について理解し、それに従い
行動しています。

• バイオ・ラッドは、人種や肌の色、信条、性別（性別情報や性同一性、
性表現、妊娠、出産、関連条件を含む）、性的指向、宗教、配偶者の有
無、年齢、出身国、国籍、肉体、精神的な障害、病気の有無、軍歴、遺
伝情報、法律で具体的に禁止されたその他の事項に基づく違法な
差別や嫌がらせを禁止しています。

 バイオ・ラッドは、機会均等の原則を守り、均等な機会を提供する 
雇用者であることに努めています。バイオ・ラッドは、すべての社員
および求職者の雇用機会の均等を扱う、適用されるすべての法律
を遵守します。

• 皆さんは、バイオ・ラッドの安全およびセキュリティへの取り組みの
保持について責任を有します。保護衣や保護具の着用、危険性物
質の適切な取り扱い、保管、使用、廃棄、そして機器や装置の安全な
操作を含む、すべての安全に関する方針を遵守してください。職場
での武器の所持および、アルコールや違法薬物、規制物質の使用
または販売は厳禁されています。酒気を帯びている、または薬物を
違法に使用している間、もしくはその障害のある間は、バイオ・ラッド
に出勤したり業務に携わることはできません。社員や顧客、ベンダー、
来訪者、バイオ・ラッドの施設に対する違法なまたは威嚇的な行動
や脅迫、暴力行為は、直ちに報告してください。

詳細については以下を参照してください。

社員ハンドブック

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


顧客および業務 
パートナーに対する 
誠実さの保持
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最も制限のある規則（医療
機関または医療専門家および
政府職員であるビジネス 
パートナーに適用される）

医療専門家 
および医療 
機関との 
やりとり

政府職員との
やりとり

ビジネスパートナー
とのやりとり

バイオ・ラッドには、業務パートナーとの
やりとりに関する、相互に関連する一連
の規則が適用されます。
本規範は、当社のすべての顧客および業務パートナーとのすべての
やりとりに適用されます。

医療専門家または医療機関である業務パートナーまたは顧客との 
やりとりの際には、さらなる義務および行動基準が適用されることを
念頭に置いてください。

政府や政府職員とのやりとりを行う際には、さらに厳しい基準が行動
に適用されます。

連鎖規則
より制限のない規則

より制限のある規則
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腐敗防止法コンプライアンス
バイオ・ラッドは、米国の連邦職員および州職員との取引に適用される
法律を含む、適用される腐敗行為防止法や米国の海外腐敗行為防止
法（FCPA）、英国の2010年贈収賄防止法、当社が業務を行う国の腐敗
防止法および贈収賄防止法の遵守に努めています。

当社は、政府職員や商業業務パートナーへの賄賂ならびに賄賂の勧誘
や受領を含む、あらゆる形態の賄賂を禁止しています。当社は、バイ
オ・ラッドの従業員および当社に代わり活動する業務パートナーに、
適用されるすべての腐敗防止法および本規範の原則を遵守すること
を期待しています。

政府および政府職員とのやりとり

FCPAおよびその他の腐敗行為防止法は明確です。直接または間接的
に（別の当事者を通じ）、政府職員に不適切に影響を及ぼすために、
次のいかなる項目も行うことはできません。

• 金品を提供する、または贈与する

• 金品を要求する、または受け取る

加えて、米国の公務員との取引を規制する法律を含む多くの法律で
は、政府や政府職員との当社のやりとりについて、特別の要件および
制限を定めています。そうしたやりとりに適用される制限や禁止に 
ついて精通している必要があります。

場合によっては、上記の人物の配偶者や親族との取引でも、その職員
と取引した場合と同様に、皆さんやバイオ・ラッドが詳しく調べられる
ことがあります。

詳細については以下を参照してください。

腐敗防止および医療コンプライアンスに関する方針
サービス契約の手数料 SOP
第三者ミーティングの資金提供および後援 SOP
バイオ・ラッドチャネルパートナーおよびコンサルタント 
行動規範

主な用語
贈賄：ビジネスの取得もしくは保持のため、またはその他のビジネス上の利点を 
求めて、公式の決定に不適切に影響を与えるために、有価物を申し出る、提供する、
許可する、または約束すること。有価物には、現金、商品、製品、無料サービス、 
または贈答品が含まれる場合があります。

キックバック：ビジネス上の利点を目指して、公式の決定に影響を与えるために、
見返りとして有価物を提供すること。

政府職員：非常に広く定義すると、政府または政府の部門もしくは機関または完全
もしくは一部政府所有の企業（例えば、政府機関または公立大学により雇用された
医師または検査技師）の役人、職員、または代表者、政党または官僚、政治職の
候補者、または公的国際機関（世界銀行）の責任者または職員を含みますが、これら
に限りません。

いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

いいえ。たとえ一般的なビジネスの贈答品およびビジネス
上の優遇であっても、政府職員または政府所有の企業の
マネージャーに提供された場合は、違法になる可能性が
あります。予め適用される法規制について助言を求めて 
ください。マネージャーまたは企業コンプライアンス部に
話してください。

私は関係の構築が重要であることを知っています。同僚
が昨日、特定の政府職員をゴルフと夕食に連れて行くこと
を提案しました。「私たちは、近代化計画で国の病院を
支援できるに違いない、新しい製品ラインについて彼女
に話す時間を十分に持てるでしょう」とその同僚は言い
ました。これは、関係国の一般的な慣行であると言われ
ました。提供してもよいですか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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商業賄賂の禁止

英国の2010年贈収賄禁止法を含む多くの腐敗行為防止法が、政府 
職員だけはなく商業業務パートナーとの業務取引に適用されます。 
よって、商業賄賂に関与してはなりません。この形態の賄賂は、政府 
職員以外の人物に、業務の保持または、会社の業務問題に不適切に
影響を及ぼすことを目的に、業務上のもてなしを含む金品を提供 
または贈与する際に生じます。

商業賄賂は、法外な帰結を招く恐れがあります。私たち全員が適切な
判断力を働かせ、当社の顧客またはビジネスパートナー（サプライヤー
を含む）のいずれかに関連して、不適切な贈答品またはその他の有価
物の申し出、提供、または受諾が一切行われないようにしなければな
りません。

ビジネスパートナーの使用

バイオ・ラッドは、当社を代表して行動するビジネスパートナーが贈収
賄および汚職に関与することを禁じています。当社は、私たちが行って
はならないことを行ってもらう目的で、現在の、または見込みの顧客
または政府職員とやりとりするビジネスパートナー（例えば、販売業
者、販売員、規制コンサルタント、運送業者など）を 雇用したり、やり 
取りを許可したりすることができません。

当社は、当社を代表して行動するビジネスパートナーによる、贈収賄
またはその他の不正行為の証拠を無視できません。当社が信頼でき
る、適格な仲介者のみと契約すること、適用されるすべての腐敗防止
法およびバイオ・ラッドの方針を徹底遵守するよう求めること、ならび
に当社がこれらのビジネスパートナーを密に監視することが非常に
重要です。

覚えておくべきポイント

• バイオ・ラッドでは、政府職員および商業パートナーへの 
賄賂、およびバイオ・ラッドの従業員による賄賂またはキック 
バックの勧誘または受諾を含む、あらゆる種類の贈収賄を 
禁じています。

• バイオ・ラッドでは、会社を代表して業務する従業員または
代理人が「円滑化のための支払い」を行うことを許可しませ
ん。円滑化のための支払いとは、許可申請や通関手続の迅速
化など、非裁量的公務を円滑化するために、下級職員により
要求される少額の支払いのことです。

• 当社は、ビジネスパートナーを保持する前に、すべての必要な
承認を求め、ビジネスパートナーが適格で、信頼できることを
確認し、またビジネスパートナーの活動を適切に監視する必
要があります。
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医療専門家および医療機関との 
やりとり
当社が業務する多数の国に、医療専門家（HCP）および医療機関
（HCO）とのやりとりに適用される特別な法律があります。仕事の都合
により、これらの当事者と接点を持つ場合、やりとりが以下の通りで 
あることを確認してください。

• 業務目的に有効である

• 医療専門家とのやりとりに関して、法律、本規範、およびバイオ・ラッド
の方針と一致している 

• 医療専門家が行った医療上の決定または購買の決定に（事実上で
あれ、見かけ上であれ）不適切に影響を与えていない

• 公正な市場価格での価値の移転を含んでいる

また、米国を含む、特定の管轄区では、医療専門家、医療機関、および
医療施設への特定の支払いを公表することをバイオ・ラッドに義務付
けています。贈答品、旅費の返金、顧問料、製品サンプル、および器械
の貸出など、関連する取引は、医療専門家および医療機関とのやりと
りに関するバイオ・ラッドの方針と手順に従って、適切に記録される
必要があります。米国の一部の管轄区ではまた、バイオ・ラッドが贈
答品、食事、および継続教育単位などの、特定の項目を医療専門家に
提供することを禁止しています。

詳細については以下を参照してください。

腐敗防止および医療コンプライアンスに関する方針
グローバル出費透明性に関する方針
サービス契約の手数料 SOP
バイオ・ラッドチャネルパートナーおよびコンサルタント 
行動規範

いつ問題にすべきですか。
質
問

回
答

はい。バイオ・ラッドが米国の医療専門家に行う支払い
は、コンサルティング（またはその他のサービス）が実施
される国にかかわらず、文書化し、社内で報告する必要
があります。これらの支払いを報告する方法に関するガ
イダンスは、企業コンプライアンス部にお問い合せくだ
さい。これはその他の国にも当てはまります。

私は米国外で働いています。ここでコンサルタントの仕事
を行うために、米国で免許を取得した医師を雇いたいと
思っています。私は、医師への支払いを文書化し、社内で
報告する必要がありますか？

主な用語
医療専門家（HCP）：患者の診断または治療のために直接患者とやりとりし、医療
用途のために薬剤を処方する免許を受けているか、またはバイオ・ラッドの製品の
購入、処方、または処方集への配置を手配または推奨する立場にある個人。

医療機関（HCO）：病院、診療所、診療行為、大学、医療関連の専門家組織、医学
界、支払者、販売業者／卸売業者、およびバイオ・ラッドの製品の購入または配置を
手配または推奨する立場にあるその他の団体。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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贈答品および接待
医療専門家およびサプライヤーを含む、現在の、または見込みの顧客
およびビジネスパートナーとの強力な仕事上の関係の構築において、 
正当なビジネス目的の穏当で、頻繁でない贈答品および接待を含む、 
特定のビジネス上の優遇を行うことは適切である場合があります。

贈答品の贈与

私たちは決して、政府職員であれ、他社の従業員であれ、またはその
他の個人であれ、誰かに不適切に影響を与えるために、贈答品、接待、 
またはその他のビジネス上の優遇を申し出たり、贈与したりしてはな
りません。

以下を含む、特定の種類の贈答品は、一切許可されていません。

• 現金および現金等価物（ギフトカードなど）

• スポーツイベントやコンサートのチケット

• 政党または候補者への寄付

• 未承認のイベント後援および慈善寄付

• 何らかの種類のキックバックまたはこれに類似する不法行為

覚えておくべきポイント

• 私たちは、上記の医療専門家に関するビジネス上の優遇に
適用される特別な規則を遵守しなくてはなりません。

• ビジネス上の優遇は、バイオ・ラッドの方針、承認プロセス、
および記帳の要件に準拠しなくてはなりません。これには、
有価物の授与または申し出を受ける前に、オンラインシステム
を介して企業コンプライアンス部から事前の承認を得ること
が含まれます。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

主な用語
業務上のもてなし： 贈答品や食事、接待、研修、後援、マーケティング研究、講演
料、慈善寄付が含まれる場合があります。

正当な業務目的のための、穏当で頻繁でないもてなしは適切なものとされます。

質
問

回
答

いいえ。いいえ。そのようなパーティに金銭や食品を提供
することは、正当な業務目的には当たりません。当社の
方針で寄付は認められていないと説明してください。

私の事業グループの特定の顧客は、自社の休暇中のパー
ティの支払のため、年末に寄付を求めることが非常に一
般的になっています。この支払を行うことは適切ですか。

質
問

回
答

いいえ。その組織は医療機関（HCO）です。HCOへの贈答
品は禁止されています。HCOに贈れる唯一の贈答品は 
教育的性質のものでなければならず、さらなる制限の対象
となります。チョコレートの詰め合わせは教育的なもので
はありません。

私は年末に最大の研究所の顧客にチョコレートを送る 
ことができますか？
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贈答品の受領

バイオ・ラッドの従業員やその近親者は、意思決定者に影響を及ぼす
目的で、またはそのように解釈される可能性のあるいかなる贈答品、
謝礼、キックバック、支払いも要求または受諾してはなりません。

これは、顧客、サプライヤー、コンサルタント、または当社が取引を行っ
ている個人、もしくは取引を行う可能性のある個人にも適用されま
す。正当なビジネスの話し合いの場で、粗品や食事を受領する行為
は、頻繁でなければ認められています。ただし、少額でなければなり
ません。

私たちは、決して贈答品またはその他のビジネス上の優遇を不適切に
受領してはなりません。私たちはまた、贈答品、接待、またはビジネス
上の優遇の申し出または授与で、現地の法律を遵守する必要があり
ます。私たちは、いかなる種類の贈答品または接待も政府職員に提供
してはなりません。

顧客またはビジネスパートナーから不適切な贈答品を授与されるか、 
またはその申し出を受けている場合、あなたは以下を行う必要が 
あります。

1. 申し出を丁重に断り、直属の上司またはマネージャーに報告する。

2. 許可されない贈答品を断る機会がない場合、可能であれば、バイ
オ・ラッドの贈答品に関する方針を説明して、それを返却する。

3. 贈答品の返却が実行可能でないか、贈り主の気分を害する可能性
がある場合、そのことを直属の上司またはマネージャーに伝える。

あなたの直属の上司またはマネージャーは、代替解決策を探索する
ために最高コンプライアンス責任者に連絡するはずです。あなたが
顧客またはビジネスパートナーとのビジネス上妥当な接待活動に 
参加するよう招待されている場合、その活動の参加に対して支払い、
直属の上司またはマネージャーに通知する必要があります。そうした
活動へのバイオ・ラッドからの返金は、適用されるバイオ・ラッドの 
方針適用の対象になります。

詳細については以下を参照してください。

腐敗防止および医療コンプライアンスに関する方針
贈答品SOP

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

質
問

質
問

回
答

回
答

この品目は穏当な額のもので、検討中のソフトウェア製
品の選定に影響を与えないため、一般的には問題あり
ません。

正当な業務上の理由があり、マネージャが事前に承認して
いる場合、施設を訪問してもかまいません。この場合、 
バイオ・ラッドは出張費用と食費を支払います。この費用
をベンダーに支払ってもらってはなりません。ベンダーか
らスポーツイベントのチケットを受け取ることは、絶対に
不適切です。

最近、ある技術コンファレンスに出席しました。バイオ・ラ
ッド向けに選定し近い将来購入する可能性のあるソフト
ウェアのベンダーの1社が、無料でタブレットケースを提
供していました。1つもらってもよいですか。

あるベンダーの製造施設訪問に招待されました。この 
施設は600km離れています。ベンダーは航空券と宿泊、
現地のスポーツイベントのチケットを提供しています。 
受け取ってもかまいませんか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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食事と出張

適用されるバイオ・ラッドの方針に従い、現在の、または見込みの顧客
またはビジネスパートナーとの食事や軽食を時折提供・受領すること
は許可されます。ただし、食事が頻繁でなく、そのような食事または 
軽食の価格が穏当で、そのような食事または軽食の主たる目的が正当
なビジネスの話し合いであることを条件とします。

通常、バイオ・ラッドは、ビジネスパートナーがバイオ・ラッドの従業
員に旅費を支払うことを許可していません。一部の事例では、バイオ・
ラッドがビジネスパートナーに、当社の製品・サービスの実演のため
に、または契約の履行に関連して、旅費を申し出るか、支払うことが 
容認される場合があります。旅費の支払いは、当社の内部方針と承認
プロセスに従う必要があります。

ビジネス上の話し合いに誠実な関心のある者のみが、そのような 
食事、軽食、または出張に参加する必要があります。したがって、配偶
者、その他の家族、および友人などは、参加することができません。

詳細については以下を参照してください。

出張と関連する経費方針 110ページ
腐敗防止および医療コンプライアンスに関する方針
食事と接待SOP

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

質
問

質
問

回
答

回
答

いいえ。食事の支払は業務上の目的に資するためのもの
であり、配偶者の支払は業務目的に資するものではない
ため、認められません。当社の方針で、配偶者についての
支払は認められていないと説明してください。

おそらく問題はありません。食事の費用は妥当なもので、
食事は頻繁でない必要があります。また、自身の業務判
断に影響を与える、またはそう見られてはなりません。

ある有力なオピニオンリーダーからビジネスディナーに
招待されましたが、その人物は配偶者同伴でした。予想 
していなかった、気まずい状況でした。支払を行うべき 
だったのでしょうか。

サービスを当社に売り込もうとしている契約業者との交渉
に招待されています。この業者は、互いをよく知り業務に
ついて話し合うためのディナーを持ちかけました。招待を
受けてもかまいませんか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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利害対立の回避
バイオ・ラッドを代表して業務を行う場合、単に見かけ上であっても、
利害対立を生み出す可能性のある状況を慎重に避ける必要がありま
す。利益の競合は、仕事を客観的に、偏見なしに遂行する能力を制限
する可能性があり、バイオ・ラッドのビジネスに損害をもたらす恐れ
があります。

あなたに実際の、または潜在的な利害対立がある場合、そのような対
立をマネージャーおよび企業コンプライアンス部に速やかに開示しな
ければなりません。

以下の種類の状況により、あなたと会社間に利害対立が生まれる可能
性があります。

サプライヤーと顧客の関係

あなた、あなたの近親、または親しい友人が、実際もしくは見込みの
顧客の所有者もしくは依頼人またはバイオ・ラッドに製品・サービス
を提供するサプライヤーと実質的な経済的利害関係にある場合、ま
たはそれらと関係を持っている場合、利害対立の認識が形成される
可能性があります。自分がそのような状況下にあることに気付いた 
場合、あなたはマネージャーおよび企業コンプライアンス部にすぐに
通知して、選定または交渉のプロセスから完全に除外される必要が
あります。

家族関係 

従業員間に個人的関係または家族関係が存在する場合、関係者が 
優遇を受けているかのように見える場合があります。したがって、 
家族が他の家族に対して直接の意思決定の権限を持つポジションに
配置されるべきではありません。この種類の状況を人事部に開示して
ください。

詳細については以下を参照してください。

利害対立に関する方針

主な用語
利益相反： 我々または我々の家族の利益が、バイオ・ラッドの業務または当社の
職務責任遂行能力と相反する場合。そのような利益には、次のものが含まれる 
場合があります。

• 顧客またはサプライヤー、競合他社の業務での金銭的利益

• 顧客やサプライヤー、競合他社が関係する融資またはその他の金融取引

• バイオ・ラッドとの利益相反が生じる可能性のある事業体の取締役会または 
委員会への就任

• 不適切な個人的利益を受けること

• 社外での雇用

• バイオ・ラッドの業務決定に悪影響を及ぼす可能性のある、家族関係または 
近しい社会的関係

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

質
問

質
問

回
答

回
答

いいえ。この相反をマネージャと企業コンプライアンス部
門に開示しなければなりません。バイオ・ラッドはこの清
掃サービスの採用を選択することはできますが、その決定
は、その清掃サービスと金銭的な関係または血縁関係の
ない、バイオ・ラッドの人物が行う必要があります。

場合によっては問題となる可能性があります。この状
況を人事部の担当者に適切に開示しなければなりま 
せん。

私の兄弟は清掃サービス会社を経営しています。取引す
ればバイオ・ラッドに大きなメリットがあると思いますが、
兄弟を採用することはできますか。

私の友人は、私の部下に当たる役職への社内異動を申請
しています。これは問題ですか。



53 顧客および業務パートナーに対する誠実さの保持25

経済的利害関係 

あなたが投資する会社がバイオ・ラッドと取引があるか、または競合
する場合、投資は、利害対立になる可能性があります。あなたは、企業
コンプライアンス部にバイオ・ラッドの競合他社、サプライヤー、顧客、
または客観的な意思決定に影響を与える可能性のある法人との経済
的利害関係を開示するよう要求されます。この開示要件は、あなたが
いかなる裁量的支配も行使しない投資信託には当てはまりません。

会社の機会

私たち全員が、バイオ・ラッドの最大の利益のために行動し、そうする
機会が発生した場合は常に、会社の最大の利益を促進する責任を
負っています。バイオ・ラッドを代表して業務を行っている間、あなた
は、バイオ・ラッドも利害関係を持つ可能性のある機会に遭遇する 
場合があります。バイオ・ラッドからの事前の明示的な書面の承認な
しに、バイオ・ラッドを代表して行った仕事を通して知ったビジネス 
機会を個人的に利用するか、またはその他バイオ・ラッドの情報から
個人的な恩恵を享受することは禁止されています。

あなたは、法務部にそのような機会について通知し、同機会を追求す
るかどうか決定するための十分な時間をバイオ・ラッドに提供しなく
てはなりません。この後、バイオ・ラッドが機会を追求する権利を放棄
した場合、バイオ・ラッドの許可により、あなたは個人的な利益のため
にそれに取り組むことができます。あなたが役員か取締役の場合、 
あなたはまた取締役会および法務部にそのような機会を開示する 
必要があります。

社外活動

バイオ・ラッドの従業員は、バイオ・ラッドに主たる職業上の献身の義務
を負っています。従業員がバイオ・ラッドへの義務に干渉する社外活
動に従事する場合、利害対立が発生する場合があります。かかる利害
対立は、その利益がバイオ・ラッドの利益と対立する可能性のある、 
組織の理事会または委員会での役務により発生する場合があります。
従業員は、速やかに以下を行う必要があります。

• バイオ・ラッドの利害関係と対立する可能性のある社外活動をマネー
ジャーおよび企業コンプライアンス部に開示する。

• そのような活動に従事する前に、両方から書面の承認を取得する。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

主な質問

状況が利害対立を形成する可能性があると考える場合、以下
の問いを自問してください。

• バイオ・ラッドの他の従業員がその状況を知ったら、私は 
当惑するだろうか？

• バイオ・ラッドでの私の決定に影響を与える可能性があるか？

• 部外者またはその他の従業員が、私の仕事を行う方法にそれ
が影響を与える可能性があると考えるだろうか？

• 私の家族または私が、バイオ・ラッドと取引している第三者と
の関係から利益を得る可能性があるだろうか？

• 顧客またはサプライヤーが公正に扱われているかどうか疑問
に思うだろうか？

これらの質問のいずれかに「はい」または「あり得る」と回答し
た場合、開示する必要のある利害対立が存在する可能性が 
あります。

質
問

質
問

回
答

回
答

おそらく大丈夫でしょう。取締役会での業務には、利益
相反の可能性があります。よって、社員はその機会を企業
コンプライアンス部門と経営陣に開示し、承諾前に書面
での承認を得なければなりません。

副業に就くことは、たとえバイオ・ラッドの事業と関連が
なくても、自身の職務の遂行に影響が及ぶのであれば、
利益相反とみなされる可能性があります。社員は副業を
企業コンプライアンス部門と自身のマネージャに開示し
なければなりません。

ある組織から、取締役会に参加するよう求められていま
す。提供してもよいですか。

社員が副業に就くことは常に利益相反となるのですか。
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公正な競争および独占禁止法の遵守
顧客およびビジネスパートナーとの長期的関係の育成への取り組み
の一環として、当社は、公正に、インテグリティを持って競争すること
を誇りにしています。当社は、高品質の製品・サービスを基盤にして
のみ競争し、決して不公正な実践を通して誰かを利用しません。

また、当社は、すべての商取引で正確かつ誠実です。当社は、当社の
製品・サービスを率直に宣伝および販売し、顧客と公正にやりとりし
ます。当社は、競合他社または彼らの製品やサービスについて誤解
を招いたり、誹謗したりする発言を行いません。

公正かつ効率的な市場の運営を確保するために、多数の国が反競争
的行為と戦うための法律を施行しています。当社は、自由企業を保護
することを目的としたこれらの法律を遵守することを誇りにしています。 
反競争法は複雑である場合がありますが、それらは通常、取引を制限
する可能性のある活動に関する、公式または非公式な協定について
話し合ったり、そうした協定を締結したりすることを禁じています。

そのような活動の例には以下が含まれます。

• 入札談合

• 価格の固定

• 競合他社との特定の販売地域またはセグメントの分割または割当

• 生産の固定（生産高または生産能力）または生産高の見積もり

違法な協定は署名済みの契約である必要がなく、両当事者間の非公
式の合意のような簡単なものである場合があります。競合他社と話し
たとき（業界団体の会合や展示会などで）、これらのトピックのいずれ
かが話題に上った場合、あなたは直ちに会話を中止して、法務部に会
話を報告する必要があります。

適用される競争法の違反は、重大な帰結を招きます。これらの法律
は、理解するのが難しい可能性があり、またあらゆる国が競争を規制
する独自の法律を維持していることに留意してください。注意して、 
あなたまたはバイオ・ラッドを危険にさらす恐れのある競合他社との
やりとりを避けてください。

詳細については以下を参照してください。

公正な取引方針

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。
質
問

質
問

回
答

回
答

いいえ。丁寧に断ってください。市場シェア情報が必要な
場合、マネージャまたは法務部に連絡し、その情報につい
ての承認された公開元から入手してください。

マネージャに話してください。マネージャが、バイオ・ラッド
の利益を守るためにどのような行動を取るべきかを決定
できます。自分で競合他社に当たらないでください。

競合他社から電話があり、特定の国での当社の売上につ
いての情報を交換したいとの提案がありました。互いに
自らの組織のために使える市場シェアデータを作成した
いと先方は言っています。これは適切でしょうか。

バイオ・ラッド製品の1つについて誤解を与えると思われ
る主張を競合他社がしていることに気づきました。どう 
すべきですか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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競合他社の情報の収集
業界の強力なプレーヤーであり続けることは時として、競合他社に関
する情報を合法的に収集することが必要になることがあります。私た
ちは必ず、倫理的かつ合法的な公開される方法でかかる情報を取得
する必要があります。あなたはいつでも、同僚、クライアント、および
サプライヤーに彼らが自由に共有することができる、競合他社に関す
る情報を尋ねることができます。

ただし、契約や秘密保持契約などの拘束力のある法的な契約に違反
する恐れのある情報を提供するよう、彼らを奨励してはなりません。 
例えば、あなたは、以前競合他社に勤めていた新しいバイオ・ラッドの
従業員から、競合他社の機密情報を聞き出そうとしてはなりません。

研究開発
バイオ・ラッドの研究開発活動の多くは、米食品医薬品局（FDA）とその
他の国または地域の規制当局の要件の対象となります。考慮すべき
FDAの規制の多数の側面がありますが、 治験ならびに適切な臨床診
療および研究室業務に関する規制・基準を会社が遵守することは、 
会社の製品を使う患者の健康と安全にとって極めて重要です。した 
がって、これらの分野を担う従業員は、適用される法律およびFDAの
規制および関連する臨床基準の遵守を確保するために、会社が従う
規則、方針、および手順を理解することが必要です。

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

いいえ。これは倫理にもとる業務慣行であり、さらにバイ
オ・ラッドに責任が及ぶ可能性があります。そのようなこと
は行わないでください。

競合他社が、私のチームが販売するバイオ・ラッド製品と
直接競合する装置の新バージョンを発表しました。研究
のため、現在の顧客と友人に1つ買ってもらう計画です。
これは適切ですか。
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貿易統制および貿易制裁の遵守 
当社の事業のグローバルな性質のため、私たちは、国際貿易に適用
される多数の法規制を理解し、遵守しなくてはなりません。これらの
法律には、輸出、輸入、および制裁対象当事者に関する規則が含まれ
ます。貿易統制は、材料または物理的商品だけでなく、第三者とやり
とりしたデータ、情報、研究、およびその他の知的財産にも適用され
ます。

製品または技術を輸出する前に適切な政府の承認を取得しないと、
輸出特権の喪失ならびに民事上および刑事上の罰則などの重大な
帰結を招く恐れがあります。

輸出取引に着手する前に、商品が輸出に適格かどうかを決定しなけ
ればなりません。これは、商品の性質、輸出先の国、最終用途、および
最終利用者により変わる場合があります。あなたはまた、納品場所と
輸出品受取人の両方の適格性、および有効な輸出ライセンスまたは
その他の認証の入手可能性を確認しなければなりません。最終的に、
あなたは、必要な許可を取得し、すべての適切な関税を支払う必要が
あります。

バイオ・ラッドは、米国政府の禁輸措置対象国と取引を行うことがで
きず、また制裁対象国で行うことができる取引の種類で制限を受け 
ます。これらの国のいずれかとの何らかの種類のビジネス活動に従事
する前に、法務部に相談して、現在の国のリストを取得してください。

輸入活動もまた、多数の法律に従い、税金の支払いおよび必要な文書
の提出を伴う場合があります。輸入申告書は、政府監査の対象となり、
申告しなかったり、不正確な申告があると、罰金、罰則、資産の没収、
および輸入特権の喪失を招く恐れがあります。

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。

主な用語
輸出： (a) 何らかの手段である国から別の国に移転される（例： 物理的な移転、電子
メール、電子的ダウンロード）または (b) その人物の所在地または移転の方法によら
ず、別の国の人物または代表者に提供される製品またはソフトウェア、技術情報。

原産国： 特定の技術が開発された国。米国を含む一部の国には、自国の技術の輸出
を制限する規則があります。

質
問

回
答

いいえ。バイオ・ラッドは、適用される輸出入法を遵守し
ています。このような規則に違反すると、当社に法的な 
制裁が科され、顧客との信頼が損なわれ、当社の評判が
大きく損なわれる可能性があります。

輸出ライセンス待ちの顧客への部品納品が、予定から数
か月遅れていますが、この顧客と10日以内に施設訪問を
行います。部品をそこに持参し、書類は後日作成しても 
かまいませんか。
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制裁とボイコット

また、多数の国の法律が世界中の特定の「制裁対象」の個人および 
国との活動を制限しています。私たちは、そのような個人または国と
の取引を許可、承認、または開始してはなりません。

1つのグループ、企業、または国が特定の個人または国との取引を拒否
するとき、ボイコットが発生します。米国の反ボイコット法では、アラブ
同盟のイスラエルボイコットなど、米国が認可していないボイコットに
協力することを禁じています。

私たちは、法律により、認可されてないボイコットに参加することを求
めるすべての依頼を報告する義務を負っています。そのような依頼は
多くの場合、信用状や船荷証券などの一見無害な文書内に隠されて
いることがよくあります。そのような依頼を受け取った可能性があった
と考えるか、または反ボイコット法に関する質問がある場合、すぐに
法務部に連絡してください。

詳細については以下を参照してください。

輸出コンプライアンスおよび管理プログラムSOP
外国人の雇用に関する方針 513ページ
管理指針

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


53 顧客および業務パートナーに対する誠実さの保持30

製品品質と安全性の保証
バイオ・ラッドは、それらの製品の開発、製造、ラベリング、および承認
に適用される法規制を遵守して、顧客に高品質の製品・サービスを提
供することに取り組んでいます。当社は、顧客の要件を把握し、その仕
様と期待を満たすか超える製品・サービスを提供することに重点を置
いています。

私たちは、製品の承認、ラベリング、および販売・マーケティングに関連
する規制上の要件の認識と遵守を徹底するよう注意します。したがっ
て、当社は常に、すべての契約仕様と品質管理手順を確実に理解およ
び遵守し、すべての必要な点検とテスト手順を適切に完了しなければ
なりません。

詳細については以下を参照してください。

安全衛生方針、600ページ

購買およびサプライヤーとの関係
あらゆる貿易管理および制裁、すべての適用される雇用、環境、腐敗
防止、公正な競争、および知的財産に関連する法律、ならびに人身売
買および奴隷制に関するすべての法律を遵守するサプライヤーとの
み契約することが、責任ある購買者としてのバイオ・ラッドの評判に 
とって重要です。

当社の製品の品質と安全性への取り組みを遂行するために、当社は、
サプライヤーが提供する商品・サービスの品質と安全性を保証する 
ことを彼らに期待します。

ベンダー、サプライヤー、請負業者、再販業者、販売業者、顧客、または
その他の第三者と取引を行う前に、適切なデューディリジェンスおよび
契約に関して質問がある場合は、法務部、企業コンプライアンス部、 
または調達部に問い合わせてください。あなたは、適用されるバイオ・ 
ラッドの方針に従わずに、いずれかのサプライヤーと契約してはなり
ません。

詳細については以下を参照してください。

バイオ・ラッドサプライヤー行動規範
グローバル購買方針

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。

質
問

質
問

回
答

回
答

いいえ。無視しないでください。この情報をマネージャに
伝えてください。バイオ・ラッドは、法律および倫理的な
基準を満たす業務パートナーとのみ業務を行うことに努
めています。

企業コンプライアンス部門に連絡してください。この取り
決めは認められると思われますが、再販業者は、病院への
再販のためバイオ・ラッドがその装置を再販業者に販売
する前に、バイオ・ラッドの適正評価プロセスを経て、 
バイオ・ラッドと適切な契約を締結する必要があります。

サプライヤーの1社が児童労働の使用で調査を受けてい
ることを内々に耳にしました。このサプライヤーの取引に
ついては直接知りません。工場を訪問したこともありませ
ん。この噂は無視すべきですか。

ある装置の販売について、ある病院と事前の協議を行い
ました。この病院の調達担当部長から、すべての製品販売
は、この病院に長期の信用を供与する第三者の再販業者
を通す必要があると知らされました。どうすべきですか。

質
問

回
答

はい。これは重要な規制および安全性の問題であるた
め、上司に問題を提起する責任があります。仕様から外
れることで不適切なバッチが生成され、測定値が正しく
なくなったらどうなるかを考えてください。

私のチームは、命を救う医療試験に使用する試薬の製造
の期限に追われています。私が操作する機械の1つは再
較正の期限を3日超過していますが、調整のため機械を
止めると、数時間オフラインになります。問題にすべき 
ですか。
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記録および内部統制の正確さ
各人はそれぞれ、バイオ・ラッドの財務情報が正確で完全であること
を確認しなければなりません。我々は毎日、業務のすべてのレベルで
記録された情報に基づき決定を行います。情報が不完全または不正
確だと、決定が不適切になり、または不適切な状況が生じる場合が 
あります。

日々の責任の一環として当社が作成する記録も、バイオ・ラッドが一般
に開示する財務情報に大きな影響を与えます。よって、タイムカード
や支出記録、在庫報告、調査試験結果、製造および品質データ、その
他の企業情報を含む、当社が作成する記録が真正かつ公平、正確な
ことを確認しなければなりません。

常に当社の内部統制手順に従い行動しなければなりません。財務記
録の改ざんは、当社および関連人物、バイオ・ラッドの上級経営陣に
対する刑事および民事告訴の可能性を含む重大な状況をもたらし 
ます。

業務記録を適切に保持することは、法律および規則の遵守に不可欠
です。記録管理に関する法律および規制を遵守するため、当社は記
録保持および保持に必要な文書の種類に関する方針および手順を
採択しています。当社は各種類の記録について保持予定を定め、特
定の記録の保持または隔離が必要な状況を指定しています。

法務部門またはマネージャーから、自らが保持する文書または電子
ファイルが「リーガルホールド」の対象、または調査に必要と通知され
た場合、指図に従いその文書を保存する必要があります。いかなる 
場合も、いかなる方法でも文書を破棄または隠蔽、改変してはなり 
ません。

詳細については以下を参照してください。

記録管理に関する方針
社員記録方針510ページ
管理指針

覚えておくべきポイント

• 当社は記録にない資金を設けたり、バイオ・ラッドの帳簿や
記録を改ざんするその他の手順を踏むことは絶対にありま 
せん。

• バイオ・ラッドの業務に関連するすべての情報を迅速かつ 
誠実、正確に記録しなければなりません。

• 必要に応じ、適時に適切な内部の承認を求め、得て、バイオ・
ラッドの記録保持要件を遵守しなければなりません。

• 社内外の監査人に、バイオ・ラッドの業務に関連する監査で
全面的に協力しなければなりません。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

いつ問題にすべきですか。

質
問

質
問

回
答

回
答

いいえ。部署の会計記録を改ざんし、その他の部署の記
録を操作することになります。「チームの一員」であるこ
とには、バイオ・ラッドの方針に違反することは絶対に含
まれません。費用の付け替えは、正当なサービスの費用
の相互賦課など正当な理由がある場合にのみ行えます。

利用できるチャネルの1つを通じて、懸念を提起してくださ
い。大半の場合、希望する場合にはインテグリティ・ヘルプ
ラインを通じて匿名で問題を報告できます。懸念の報告方
法にかかわらず、問題は可能な限り機密に扱われます。

先週の火曜日、マネージャから「チームの一員として」、報
告書の一部の費用を自分の部署から、まだ余裕のある
別のグループに移すよう求められました。実際にはそうす
るよう言われました。実際のところ、うちの部署では費用
超過にはなっていません。結局はバイオ・ラッドの資金で
す。そうしてもよいですか。

私は小さなチームの一員で、チームの別のメンバーが売上
の数字を変更していると思っています。この問題を報告
したら、その人物が報告したのは私だとわかるのではな
いかと心配です。どうすべきですか。
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マネーロンダリングの防止 
マネーロンダリングとは、出所の開示や使用の説明、税金支払を回避
するために資金の出所を隠蔽する行為です。米国を含む多くの国は、
犯罪活動からの収益に関する取引を行うことを禁止しています。当社
は、正当な出所から発生した資金を使用する正当な業務活動を行う
定評ある顧客およびその他の業務パートナーとのみ、業務を行いま
す。不自然に構成された取引には特に注意してください。

インサイダー取引の回避
当社は、証券（例： 株式または債券、オプション）の売買に関連して、 
バイオ・ラッドに代わり行われた業務を通じて取得した「重大」な「未
公開」情報を使用することは禁止されています。

所在地にかかわらず、この方針を遵守しなければなりません。この方針
ではまた、重大な未公開情報を、その情報に基づき売買を行う別の
人物に提供することも禁止されています。これは「情報の伝達」と呼ば
れることもあります。情報の伝達により、当社がインサイダー取引と 
同じ状況にさらされる場合があることに注意することが重要です。 
罰則は重く、罰金や解雇、禁固刑の可能性が含まれます。

詳細については以下を参照してください。

インサイダー取引に関する方針 111ページ
社員ハンドブック
管理指針

• 未発表の売上
• 保留中の合併または買収
• 利益予想

主な用語
重大な情報： 情報は、合理的な投資家が、株式またはその他の証券を買うまたは
売る、継続保有するかどうかの決定で、その情報を重要と考える場合、「重大」
とみなされます。 • 労働紛議

• 新製品またはサービスの発表
• 主要な人事異動

質
問

回
答

はい。取引で、その取引に関係ない国または事業体との
間の送金が発生する場合、懸念が必要です。第三者への
送金の要請でも懸念が生じ、取引の正当性を確認する 
ため調査が必要です。取引を進める前に、法務部または
企業コンプライアンス部門に相談してください。

欧州連合内のバイオ・ラッドの顧客が、多額の内金を払い
大きな注文を行いました。この注文は取り消され、顧客
はラテンアメリカの銀行口座に払い戻しを要請しました。
懸念すべきでしょうか。

未公開情報： 一般に開示されていない、または織り込まれていない情報。重大な未公開
情報には、次のものが含まれる場合があります。
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当社の資産および評判の保護
バイオ・ラッドの実物資産（例： 当社の在庫および機器、資材、施設）、
デジタル資産（例： 企業文書、デザイン、画像）、当社の無形資産（例： 
特許、商標、ブランドの評判）は当社の成功の鍵を握ります。

すべてのバイオ・ラッド従業員は、このような資産を盗難や紛失、悪用、 
濫用から保護しなければなりません。また、個人所有または会社支給
のモバイル機器を含む会社の技術は、適切な業務目的のために使用
するようにしなければなりません。会社が承認した機器やソフトウェ
ア、技術、データ、サービスを使用する従業員またはその他の人物は、
限定的な承認された個人的な使用についてであっても、通信のプラ
イバシーが保たれると期待しないでください。

詳細については以下を参照してください。

社員ハンドブック
携帯電話機器に関する方針 412.P
技術装置およびサービスの使用に関する方針 404.P
内部および外部とのやりとりに関する方針 409.P
社員のプライバシーに関する方針 403.P

情報技術の使用

バイオ・ラッドが皆さんにコンピュータや携帯電話、その他のポータ
ブル技術を提供している場合、皆さんはその技術を適切に、バイオ・
ラッドの方針に従い使用しなければなりません。当社は従業員のプラ
イバシー保持に努めていますが、コンピュータおよび電子メール、モ
バイル機器、電話、占有情報を含む会社資産の使用を、適用される法
律に従い監視する権利を留保します。技術に関するバイオ・ラッドの
方針は、バイオ・ラッドの機器に常に適用され、帰宅後または出張中
も変わりありません。

次の目的で、職場でバイオ・ラッドの機器を使用する、またはバイオ・
ラッドの機器からインターネットにアクセスすることはできません。

1. 個人的な利益

2. 個人的な業務開拓

3. 個人的な政治目的

4. 反社会的または倫理にもとる行動 

5. 外国または国、連邦、州、市町村の法律または規制に違反する 
活動

6. 特許や著作権、商標、知的財産権が提供する法的な保護に違反 
する活動

7. チェーンレター

8. 娯楽ゲーム

9. バイオ・ラッドの重要な業務情報の未承認の開示

10. その他のネットワークまたはコンピュータへの不正アクセス 
またはアクセスや入力を試みること

バイオ・ラッドの機器で、またはバイオ・ラッドの従業員としての任務
遂行では、適切なライセンスのあるソフトウェアのみを使用できま
す。バイオ・ラッドが支給していない、またはバイオ・ラッドでの使用
が明示的に承認されていないソフトウェアは使用しないでください。
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知的財産

バイオ・ラッドは、当社が開発または作成した会社のロゴや出版物、
ソフトウェアを含む多くの商標や特許、著作権、企業秘密を所有して
います。バイオ・ラッドには、自社の知的財産に関し、具体的な保護お
よび法的な権利があります。

従業員が雇用中に生成したアイデアおよび発明は、一般にバイオ・ラ
ッドに帰属します。ベンダーおよびその他のバイオ・ラッド部外者は、
当社の許可または適切なライセンス協定なしに、バイオ・ラッドのロ
ゴまたはその他の知的財産をを使用することはできません。

詳細については以下を参照してください。

管理指針

ソーシャルメディアの使用

ソーシャルメディアプラットフォーム上でのバイオ・ラッドの参加は、
当社の競争上の優位や評判を損なわない節度ある方法で行わなけ
ればなりません。一般のオンラインの場または私的なバイオ・ラッド
のフォーラムでの投稿かによらず、常に自分がバイオ・ラッドを代表
していることを念頭に置くことが重要です。

詳細については以下を参照してください。

ソーシャルメディアに関する方針 411ページ

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

アイデアを上司またはグループの研究開発責任者、バイ
オ・ラッドの法務部のIPグループの担当者に開示してくだ
さい。法務部が、関連の事業部門と協力してアイデアを
評価し、特許を出願すべきかどうか助言します。出願前に
バイオ・ラッドの外部に発明を開示すると、特許を取得で
きない可能性があることに留意してください。

バイオ・ラッドにおける業務の一環として、ある発明を行
いました。このアイデアは新たなものであり、会社に利益
をもたらす可能性があると思います。この発明をどうすべ
きですか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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プライバシーおよび個人情報

バイオ・ラッドでは、バイオ・ラッドの従業員やクライアント、業務契約
の相手、求職者、当社製品の試験を行うまたは使用する一般人を含
む、すべての人物の個人情報を尊重し保護します。当社は、適用され
るデータプライバシー法の遵守に努めています。

また、当社の業務パートナーや潜在的な顧客、実際の顧客、エンドユ
ーザーから、またはそれらについての個人データ（氏名や連絡先情
報、その他の個人を特定可能なデータ）の収集または送信、使用、開
示を行う際には、プライバシー法や同意に従います。当社は、適切ま
たは必要な際には、個人データではなく、「匿名」データ（氏名を除外
し個人を特定不能）または「集計」データ（個人を特定できないようま
とめられている）を使用します。当社は、個人データへのアクセスを、
正当な業務目的でデータを必要とする従業員またはその他の人物に
限定します。

詳細については以下を参照してください。

社員のプライバシーに関する方針 403.P 
情報保護およびプライバシーに関する方針

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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会社情報の保護
情報は、当社が競争で優位に立つ上で大きな役割を果たします。我々
の多くは、職務遂行のため、バイオ・ラッドの機密または占有情報、また
第三者の機密情報にアクセスする必要があります。バイオ・ラッドが
開示を特に承認している、または法律で必要な場合を除き、このよう
な情報の機密を保持し保護することは当社の責任です。顧客やサプラ
イヤー、その他の業務パートナーが当社に寄託した情報は、当社の情
報と同様に慎重に保護しなければなりません。当社は、サプライヤー
やサービス提供業者、ベンダー、その他の業務パートナーとの契約に
適切な項目を含めることで、こうした権利を保護します。

皆さんは、バイオ・ラッドの社内か社外かによらず、正当な業務上の
理由から知る必要のある人物とのみ、機密情報を共有することができ
ます。この情報を保護し不用意に話し合わないようにするため、適切な
注意を払う必要があります。コンピュータシステムやポータブル電子
機器、Wi-Fiホットスポット、ラップトップ、フラッシュデバイスやUSB 
デバイスなどその他のストレージデバイスについての、すべてのセキュ
リティ措置および内部統制手順に従ってください。パスワードやアク
セスコードは他人に知らせず、他人が皆さんのアカウントを使用する
ことを認めないでください。

エレベータや空港、レストラン、休憩室などバイオ・ラッド内のオープ
ンエリアなど公共の場で携帯電話で、または同僚と機密情報を話す
際には注意してください。機密情報を含む文書を、誰もいない机や 
コピー機など、承認を受けていない人物が読む可能性のある場所に
置かないでください。

詳細については以下を参照してください。

社員ハンドブック
技術装置およびサービスの使用に関する方針 404.P
携帯電話機器に関する方針 412.P

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

はい。これは懸念材料です。コンサルタントの適切評価
プロセスが、政府や顧客、医療専門家、医療機関とバイ
オ・ラッドに代わり活動する人物について義務づけられて
います。コンサルタントが適正評価プロセスを終了し、 
契約するまで、バイオ・ラッド向けに仕事をしてはなりま
せん。さらに、バイオ・ラッドの占有情報または機密情報
に絶対にアクセスしてはなりません。

最近の製品ミーティングで新顔を見かけました。この人物
は自分はコンサルタントだと自己紹介し、新たなバイオ・
ラッドの装置の規制当局からの承認取得の際に支援する
ことを持ちかけてきましたが、後で、バイオ・ラッドとまだ
契約していないことが分かりました。上司は、このコンサ
ルタントをすでに知っており、完璧に信用できる人物だと
言っています。私は何かする必要がありますか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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慈善寄付および地域社会への影響
我々が生活し仕事を行う地域社会を支援するため、当社は会社および
個人の両方として慈善活動に参加することを奨励しています。慈善活
動および地域活動への参加は、完全に自主的なものですが、バイオ・
ラッドの資金および/または資産の使用には、適用されるすべてのバ
イオ・ラッドの方針、特に非営利の慈善、地域資金拠出や寄付、ボラン
ティア活動の承認や、全世界での慈善や地域社会活動についてのバ
イオ・ラッドのリソースの使用についての指針を定める方針が適用さ
れます。

慈善寄付は適用される法律を遵守し、政府職員を含む業務パートナー
に不適切な影響を提供または与えるものであっては絶対になりま 
せん。

詳細については以下を参照してください。

腐敗防止および医療コンプライアンスに関する方針
社員ハンドブック
地域社会への関与に関する方針 214.G
慈善寄付 SOP

メディアおよび投資家とのやりとり
企業コミュニケーションは正確かつ一貫したものでなければなりま
せん。このため、承認された人物のみが、メディアおよび外部のアナ 
リストとバイオ・ラッドに代わりやりとりを行えます。外部のメディア 
やアナリストからのすべての問い合わせは、投資家広報部 
investor_relations@bio-rad.comに回してください。

詳細については以下を参照してください。

内部および外部とのやりとりに関する方針 409.P

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

状況によります。経営陣の承認を得て、さらにバイオ・ラッド
の業務上のもてなしについてのポータルを通じ要請を行う
必要があります。慈善寄付は妥当なものでなければなら
ず、その他の購入を勧誘するものであってはならず、また
法律に違反するものであってはなりません。

私の事業部門は、研究支援のため、評価の高い地方のある
病院から、現金での助成とバイオ・ラッドの試薬の提供を
求められてました。提供してもよいですか。

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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環境の保護
地球や将来の世代のため、当社は環境保護に努めています。適用され
るすべての法律および規制要件、ならびに国際的に認められた環境
基準を満たすよう常に努める必要があります。

業務管理において環境に対して責任を持つことを当社は目的として
います。革新的な製品設計や卓越した業務、効率的な施設管理によ
り、天然資源を効率的に使用することを目指しています。実用的な場合
には、当社の製造工程からの有害な廃棄物や排出物を削減しなくす
ことに努めます。また、発生した廃棄物を安全かつ責任を持って、適用
されるすべての法律に従い取り扱うことにも努めます。

政治活動
バイオ・ラッドは、各従業員が政治プロセスに積極的に参加すること
を奨励していますが、適用される法律で別途必要とされる場合を除
き、自主的に、また個人の時間で行う必要があります。政治活動への
参加はいかなる点でも自らの業務への取り組みを損なわない、また
はバイオ・ラッドの立場や印象を損ねないことを確認しなければなり
ません。バイオ・ラッドの名前や時間、資金、その他のリソースを使用
して、政治献金や寄付を絶対に行ってはなりません。

いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。いつ問題にすべきですか。質
問

回
答

いいえ。よく分からない場合でも、懸念をマネージャに 
提起し、調査できるようにする必要があります。または、
懸念をインテグリティ・ヘルプラインを通じて提起する 
こともできます。

昨晩、当社工場の倉庫の後ろに誰かが化学廃棄物を捨て
るのを目撃したように思います。よく分からないので、無視
すべきでしょうか。



バイオ・ラッドは本規範をすべてのバイオ・ラッド社員に電子的に配布し、当社のウェブサイトを通じて入手できるようにします。すべてのバイオ・ラッド社員は、バイオ・ 
ラッド業務倫理・行動規範を、本規範についての必須コンプライアンス研修の一環として読み理解したことを確認する必要があります。

本規範は、バイオ・ラッドの取締役会が承認、採択しており、修正は書面で行い、取締役会またはその委員会が承認する必要があります。限定的な状況で、個人について
本規範の条項が正式に免除される場合があります。企業コンプライアンス責任者または法務部のみが、そのような免除を許諾できます。許諾は、提案された行動を
取る前に得る必要がありますが、取締役会またはその委員会のみが、執行役員または取締役の行動について免除を許諾することができます。修正または免除は、適用
される法律または上場要件に従い、速やかに開示されます。
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