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まず、誠実性が何を意味し、なぜadidasの成功にとって極め
て重要なのかを、明確にしたいと思います。誠実性とは、誰も
見ていなくても正しい行いをし、そして、結果を恐れず正しい
決断をする勇気を持つことです。誠実性がなぜ重要かという
と、それは数十年にわたり築かれてきた当社および当社のブ
ランドの評価が、ほんのわずかな軽率な決断で、容易に失わ
れてしまう可能性があるからです。 

当社は、スポーツにおける寛容性、団結力、フェアプレイを
促進することで、より良いコミュニティの構築を目指していま
す。スポーツは当社のDNAに深く根ざしており、フェアプレイ
精神とはスポーツにもビジネスにも共通するものです。私た
ちは、勤勉であること、規律を守ること、準備を行うことは大
切だと考えています。正しい決断による行いこそ、良い事だと
思っています。私たちは、いい加減な行いや、またそのような
行為をする人々と関わることを良しとしません。 

当社の行動規範である「フェアプレイ」には、誠実に日常業
務を行うための方法や当社の価値観に沿って行動する方法
が記されています。これは、私と皆さんが、adidasのコミット
メントや期待に向かって進むための道しるべです。 

時間をかけて「フェアプレイ」の内容をよく理解してくださ
い。ご質問があれば、所属地域のコンプライアンス担当役員
か、adidasのコンプライアンス最高責任者にご連絡ください。 

そして、私を含めadidasの全従業員がコンプライアンスを順
守する責任があるということを、忘れないでください。私自
身、当社の価値観を実現するために必要なことはすべて行っ
ていきますので、皆さんにも同じように行動していただきたい
と考えています。 

これからのadidasの評価をより良い方向に導けるよう、常に
勇気を持って、行動していきましょう！

  Kasper Rorsted（カスパー・ローステッド）
  最高経営責任者

 「フェアプレイとは、誰も見ていなくて
も、正しい行いをすること 
です。つまり、誠実性です。」

私たちのミッションは明確です: 世界最高のスポーツブラン
ドとなること。これを実現するには、弊社ブランドのフェアプ
レイと誠実さをパワーアップ・強化させていく必要がありま
す。

コンプライアンスチームは、みなさんが正しい決断を下すこ
とができるように見守っています: 
 ■ みなさんが、adidas グループの行動規範に記載された原

則であるフェアプレイを守ることができるよう、シンプル
で実践的なガイダンスの提供をお約束します。 

 ■ 私たちは毎日の業務の中で難しい選択を迫られた時には
いつでもアドバイスできるよう待機しています。 

 ■ 私たちは、社員のみなさんとブランドそのものを守ること
に専心しています。

私たちのビジネス「スポーツの世界」では、成功はみなの協
力のもとに築かれるものです。どんな状況にあっても、どう
行動したらよいのかわからなくなってしまった場合は、どう
ぞ躊躇せず、お気軽にお問い合わせください。

敬具

Kai Schumacher (カイ·シューマッハー)
コンプライアンス最高責任者

みなさんが正しい行動をとれるよう、
お手伝いいたします。
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行動規範の管理
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行動規範を

なぜ知る
必要があ
るのでし

ょうか
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変化し続ける世界、目まぐるしい速度で進化する
業界、そして不安定な経済状況の中では、ときに
はより広い視野に立つことが重要であり、私たち
が合意することに重点を置くことが不可欠です。  

当社のバリューである情熱、実績、誠実、多様性
がこれを実践するために私たちを導いてくれま
す。これらのバリューには、私たちが考え、行動
するにあたっての基盤となる原則が含まれてい
ます。そのバリューこそが、adidasを作っている
ものであり、当社はこのためにこそ存在するので
す。このバリューが私たちをチームとして結び付
けます。 

倫 理とコンプライアンスに則った意 思決 定が
adidasで不可欠である理由を皆さんに理解して
頂くため、この行動規範ではバリューを明確に
し、その他の情報、ガイダンス、追加資料とあわ
せて説明しています。

この行動規範では、従業員が既に遭遇したこと
がある可能性のあるシナリオや状況を紹介しま
す。これらの経験を理解し、毎日の業務に適用す
るとともに、皆さんの周りの人たちにも当社の誠
実さに対するコミットメントを伝えてください。

私たちがバリューにしたがって行動し、法や規制
を遵守し、チームとして一丸となったときに初め
て、スポーツ用品業界のリーダーになるという当
社ミッションを達成することができるということ
を覚えておいてください。  

何かが、行動規範に記載されていない場合、どう
しますか？

行動規範は、adidasが事業を行う過程で発生す
る倫理問題の全てに対応できるわけではありま
せん。グローバル・ポリシー・マニュアルの記載
内容を含め、当社のポリシーと手続を認識し、た
とえポリシーや直接的なガイダンスが存在しな
い場合にも、業務全てに高い倫理基準を適用す
るのは皆さんの責任です。皆さんには、いつも常
識を働かせることが期待されています。

私たちはADIDASのパートナーの皆さ
んに、ADIDASとの協力関係を誇りに
思って頂きたいと思っています。

誠実さに対する強固なコミットメント
は、これらのパートナー関係の礎とな
るものです
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この行動規範を発行したのは誰ですか？
adidasの執行役員会メンバーが、この行動規範
の承認と発行に責任を負います。この行動規範
は2014年10月1日現在で有効となります。

この行動規範はどのように見直され、または改
訂されるのですか？
この行動規範は、法律や規制の変更や当社の事
業の変化または事業環境の変化を受けて改正が
必要かどうかを決定するため、グローバルリーガ
ル＆コンプライアンス部により定期的に見直しが
なされます。本行動規範へのいかなる変更にもコ
ンプライアンス最高責任者と執行役員会の承認
が必要です。

この行動規範は誰に適用されますか？
adidasおよびその関連会社の全従業員、マネー
ジャー、役員、執行役員の全員が、行動規範にお
いて私たちが自らに課した高い期待に応えられる
よう行動する義務があります。また行動規範は、
直属の部下に対し確実に適切な倫理指導とサポ
ートを与える責務のある、あらゆるレベルのマネ
ージャーに特に重点を置いています。

確認が必要ですか？
当社役員会メンバー、執行役員を含む全従業員
は、行動規範を読み、理解していることを確認し
表明するよう求められます。従業員はまた、行動
規範を順守することを保証し、潜在的な利益相
反、または行動規範順守に対するその他の適用
除外の可能性がある場合には、その一切を開示
しなければなりません。どのような状況にあって
も、行動規範を読まないこと、フェアプレイトレ
ーニングを完了しないこと、確認書に署名をしな
いこと、または行動規範の順守を保証しないこと
により、行動規範順守の義務から除外されること
はありません。

コンプライアンス違反をするとどうなりますか？
行動規範およびグローバル・ポリシー・マニュア
ルに記載されている事柄を含む関連する一切の
ポリシーに対し、違反の防止を行わないことは重
大な問題であり、当社または従業員個人が罰金、
科料、刑事責任に問われる可能性があります。違
反の状況によりますが、adidasは該当者に対し（
法律により許される場合）、再教育、考課降級、
懲戒および解雇を含む処分などにより対応する
ことがあります。 

これは、以下の結果として生じるコンプライアン
ス違反に等しく適用されます。

 ■ 要求されている認証手続きの不履行

 ■ 行動規範、法律、規制もしくは当社ポリシーへ
の違反を他者に要求または許可すること（代
理人またはブローカーなどの第三者を通した
場合を含む）

 ■ 既知の、または疑いのある行動規範違反につ
いて速やかに報告しないこと

 ■ 当社の調査または監査に協力しないこと

 ■ 行動規範もしくは当社ポリシー違反の疑いを
報告した、または調査へ協力をした従業員や
第三者への報復行為。 

どのようにコンプライアンス違反を調査するの
ですか？
当社はコンプライアンス違反に関するいかなる
報告をも真剣に受け止め、速やかに検証を行い
ます。これらの調査は以下の通りに行われます。

 ■ インタビューや書類の調査を通じて事実を究
明する際は、客観的に行動します

 ■ 問題とされる案件について何かを知っている
可能性のある従業員にコンタクトをとります

 ■ 必要な場合、是正措置および/または懲戒処分
を勧告します。

行動規範を作ってい
るのは誰ですか？

私たちの行動が、私たちのあり方を決
定します
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特に以下の項目が適用されます。マネージャーは
以下の通りに行動せねばなりません：

 ■ 言葉と行動を通じて倫理上のリーダーシップ
を示す（倫理的リーダーシップの義務）

 ■ 職業的資格のみではなく、個人的な資質に基
づき、注意深く従業員を選択すること。従業員
に委ねる仕事の重要性に応じて注意義務が増
します（選択の義務）

 ■ 正確で完全な一貫した方法で仕事を計画する
こと。特にマネージャーは、従業員に指示を与
える際に法律および行動規範への順守を強調
する必要があります（指示の義務） 

 ■ 行動規範と法律への順守が確実にされている
ことを確かめ、継続的にモニターすること（監
視義務）。仕事を委任しても、マネージャーは
責任を免除されません

 ■ 行動規範違反または法律違反は認められない
こと、またadidasの業務を実施する上で行動
規範または法律に違反した従業員は、その身
分にかかわらず、解雇を含む懲戒処分を受け
る場合があることを、明確に伝えること（伝達
義務）。

私は行動規範違反と思われる行動を見ました。
報告すべきだと思うのですが、報告したら自分に
何が起きるのかと不安です。報告すると罰を受け
る可能性があるというのは本当ですか？

いいえ。報復は認められない行為です。当社は従
業員を報復から守る断固とした措置を取ります。
具体的な措置はケースによりますが、これには慎
重な調査、グローバル報復禁止ポリシーに関す
る確認、継続的なモニターなどが含まれます。引
き続き心配に感じる場合は、独立した外部のラ
インである「フェアプレイ・ホットライン」に内密
に報告することを検討してください。

適用される法律に従い、adidasは以下の取組み
を行います。

 ■ 現実的に実行可能な範囲で、関連する個人の
秘密を保護すること

 ■ 開示が調査の続行を困難にする場合を除き、
報告により告発されている従業員に対してそ
の事実を告知すること

 ■ 可能な場合、該当する従業員に報告された情
報を見直し、訂正する機会を与えること

 ■ 従業員に対して、照会または調査に全面的に
協力するよう奨励すること。

詳細については、イントラネットの「フェアプレイ
アプリ」も参照してください。

行動規範は契約ですか？
当社の行動規範は契約ではありません。特定の
雇用の権利を付与するものではなく、また特定期
間の雇用を保証するものでもありません。

自分自身をコーチし、チームのコーチをしましょ
う！
すべてのマネージャーは、自分たちが管理する従
業員に対して特別な個人的責任を負っています

adidasは、マネージャーがイニシアチブを取り、
適切な訓練を行い、訓練を受けることを期待して
います。新規または拡大したリーダーシップの義
務に対しても同様です。 
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発見しよう！

これらの「レッドカード」は、「停止」し
てアドバイスを求めるときだという警告
です

»「悪いことにはならないさ」«

»「とにかく当社は自分に借りがあるんだから
な」«

»「これがここの文化なんだ」«

»「誰も気づくわけがない」«

»「ターゲットは達成できたのだから、今は心配し
ないでおこう」«

»「自分には関係ない。誰かが処理するだろう」«

»「修正する予算や時間はない」«

»「この業界では、これが普通だ」«

防ごう！
誠実な行動とは、誰も見ていなくても
正しい決断をすることです

多くの決定は予め決められた方法により下されま
すが、ときには正しい決断をするのが困難な状況
に遭遇するかもしれません。正しい決断ができる
ようにするには、少し立ち止まり、簡単な５つの
質問を自分に問いかけて何度もテストを重ねてく
ださい。  

私は何を頼まれているのだろうか？
 ■ 正確に見極めてください。

これは適法だろうか？  
 ■ 法律の専門家である必要はありませんが、疑

問を投げかけるべき時を理解する必要があり
ます。

当社の誠実さに対するコミットメントに一致して
いるか？  
 ■ 当社が実施権限を与えられていることと、実際

に何をするのが正しいのかに差があることを
理解してください。 

家族や友達は私の選択に賛成してくれるだろう
か？
 ■ 賛成してくれないのならば、それはおそらく間違

ったことであり、違法であったり、あるいは当社
の評判を損なうであるかもしれません。

私の直感は私に何と言っているか？  
 ■ もし心が落ち着かなければ、アドバイスを求め

てください。

それが事業機会を逸したり、あるいは
利益減につながるような場合でも、経
営幹部は彼ら自身と全従業員が当社の

コアバリューや行動規範のその他の基準に責任
を負うことを本当に期待しているのでしょうか？

はい。当社に対する人びとの評価こそ、
質を高め、持続的に成長するための鍵な
のです。これは非常に重要なことであ

り、目先の利益のために放棄するわけにはいきま
せん。当社は、直接的な金銭上の業績のみでな
く、ビジネス上の意思決定がどのように行われた
かについてもモニターしています。従業員が正し
い選択をすれば、adidasはこれを評価します！
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英語が話せないのですが。フェアプレイ・ホット
ラインに電話できますか？ 

当社は多言語でこのサービスを提供する外部プ
ロバイダーを選択しています。

私たちの対応が、ADIDAS内に信頼と
信用を築きます

行動規範違反の防止は従業員全員の義務であ
り、また全マネージャーは、部下による違反を防
ぐというさらなる責任を負っています。

違反を発見した場合、従業員は、法律で認めら
れている範囲内で、違反の詳細を速やかに自分
のラインマネージャー、コンプライアンス担当役
員、人事マネージャーに報告するよう求められて
います。

当社は、正しいことをした人びとを特定し、奨励
し、褒賞を与えられるよう取り組む一方で、当局
への関連する違反の通知、および当社バリューを
否定し、本行動規範への違反を許した人びと、あ
るいはその他容認できない行動をする人びとに
対する雇用上の処分を含む必要な措置を取りま
す。  

違反が発生した場合、覆い隠すことなしに、改善
方法についてオープンに話し合い、導入します。  

対応しよう！



事業活動に 
おける誠実さ

フェアプレイ コンプライアンス  オープンな
一貫性  純粋 リーダーシップ  持続可能な誠実さ
団結 単刀直入な  独自性 誠実 信頼性 真の
必然的結果  高潔な 統一性  透明性 サービス
信頼できる 非政治的  行動 価値 犠牲  約束
原則  フェア 規範 堅固 正義 勇気 首尾一貫
美徳 信念  権利 信頼  真摯 遂行 人格 真実
安全  名誉 倫理  正直 共感  質問 モラル
協力 能力  廉潔 言及  機会  まだ  意図する  様々に  構造  硬直
エリア 異なる  使用  無く  除外 多様性  権利
社会経済  含むこと  障害者  能力  定義  辞書 17
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当社のバリュー「情熱」は、私たちを競合社から
差別化することにより、消費者との関係を強化
したいという願いを反映しています。消費者に直
接対応しない者も含み、全従業員は、消費者の
当社への見方に対して影響を与えることができ
ます。私たちは、adidasの評判を高めるように
行動しなければなりません。 

消費者との関係において、私たちは次のことに
邁進します。 

オープンで正直であること  
当社のコミットメントを守ること
誠実さと説明責任をもって行動すること  
期待に沿うのみではなく、期待を上回
ることを目指すこと。

お客様に重点を

最高のものだけ！ 
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当社製品やサービスは、それ自体の長所で競争
力があると信じています。当社は、政府やビジネ
ス関係者に影響を及ぼして当社に対して不適切
な商業上の優位性を与えてもらう目的で、金銭の
支払や価値ある物品の贈答を直接または他者を
通じて提供したり許可することはありません。こ
の原則は場所や文化に関係なく適用します。当
社にかかわる者はすべて、その地域に適用される
贈収賄法を順守しなければなりません。

贈賄・汚職とは何ですか？
汚職とは、私利のために公権力、地位、または公
的なリソースを悪用することです。これには脅迫
も含まれます。贈賄とは、受取人の行動を変化さ
せ不正に優位性を得る、または他者に不公平な
損失を与えるために、金品、接待などの高価なも
のを贈ることです。  

贈賄・汚職
ありがとうございます。 
しかし、それはADIDASの 
やり方ではありません



 ■ 贈賄・汚職の悪名高い国や地域

 ■ 異常に高い料金、手数料、または贈り物や接待

 ■ 契約における贈収賄・汚職防止に関する条項
の拒否

 ■ 適切なビジネス上の理由の無い前払いの要求

 ■ 現金払いまたは海外銀行口座への支払い要請

 ■ 要求されるサービスに対して資格を満たさな
い、または人材的要件を満たしていないビジネ
スパートナー

 ■ 関係を秘密に保つ不適切な要請

 ■ 契約書を迂回する付帯書面や口頭による契約

潜在的な贈収賄の可能性を示す「レッ
ドフラッグ」は以下を含みます。
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私はロジスティクス部門で働いています。私はな
ぜ当社が公に贈賄を拒否しているか知っていま
すが、現実に、こうした支払いをしないと国によ
っては業務が立ち行かないこともあります。例え
ば通関業務などです。経営陣がここで真に言い
たいことは、「逮捕はされるな」ということです
か？ 

違います。汚職をする役人は賄賂を支払う企業を
ターゲットにし、行動に強い倫理風土が反映され
ている企業はターゲットにしません。この事実に
も関わらず、不適切な優位性を得ようとするため
に、それよりもはるかに重要な当社の世間的評価
を失うかもしれません。当社のバリューに従わな
かったために生じた損害を避けるために、裁判で
当社を弁護しなければならないような事態は容
認できません。

当社社員に期待されること

 ■ あらゆる形態の不道徳な行為に加担しないこ
とにより、贈賄・汚職や悪事の出現を防ぐこと

 ■ どこに金品が流れているか、何の目的かを知る
ことにより、また行われるサービスを適切に文
書化することにより、不適切な行為を発見する
こと

 ■ 賄賂の要請または仄めかしにはこれらを拒絶
して、所属コンプライアンス担当役員にそのよ
うな要請を報告すること。

以下の行為は決して容認されません

 ■ 完全に理解されていない、また正しく文書化さ
れていない目的で当社の資金を使うこと

 ■ 当社の方針に定められた部門または組織に承
認されない契約を締結すること

 ■ 贈賄・汚職にかかわらないことを定めた当社コ
ミットメントを共有しないコンサルタントまたは
第三者の影に隠れようとすること。これは、当
社のバリューに反し、また当社は責任を免れら
れません。  

強要または威圧を含む環境にある場合は、適用
除外になることもあります。これは、支払いが強
要されている状況、または真に自分の安全が脅
威に晒されていると感じる状況にある場合です。
こうした場合には支払いが行われることもあり、
当社はあなたがその支払いをする正当性を支持
します。ただし、支払いが適切に文書化され、さ
らに調査を進めるために所属するコンプライアン
ス担当役員に直ちに報告した場合に限ります。

22
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多くの文化の中で、ギフト、旅費、接待はビジネ
ス上の関係を開発し、高めるために重要です。し
かし、贈答品や接待の中には、受取側の意思決
定能力に不適切な影響力を与える可能性がある
ものや、またはそのようにみなされるものがあり
ます。これは、潜在的な利益相反につながる可能
性があります。贈答品または接待が過度でない
かどうか、義務を伴わないかどうか自問してくだ
さい。自分では判断がつかない場合には、アドバ
イスを求めてください。

当社社員に期待されること

 ■ 贈り物や接待をオープンで透明性のある方法
で贈与／受取をすることで、非倫理的行動を防
ぐこと

 ■ 受取人の地位や年功にそぐわない状況で提供
または支給された贈答品、旅費または接待を
報告することにより、不適切な行動を発見する

 ■ 不適切な贈 答品、旅 費または接 待について
は、これを断るか、または所属コンプライアン
ス担当役員にコンタクトして詳細な指導を求
めてください。

以下の贈答品の提供、支給または受け
取りは絶対に容認できません

 ■ 現金または現金に相当するもの

 ■ 賄賂と解釈され得るもの 

 ■ 相手側または相手の会社に適用される現地
法、規制またはポリシーに違反するもの 

 ■ 既存のビジネス上の関係における通常の発展
や向上の範囲を超えた期待を作り出すもの。

贈答品が容認できるものかどうか不明な場合
は、贈答品または接待を受けたり提供する前に
所属のマネージャーまたは所属コンプライアンス
担当役員に相談してください。

サプライヤー候補の一つから贈り物と
して腕時計をもらいました。もらってお
いても良いでしょうか？

これは個人的な贈り物です。簡単な質
問を自問してみましょう。なぜサプライ
ヤー候補がそのギフトをくれるのでしょ

うか？あなたは個人的に同等の価値のある贈り
物をお返ししたいと思いますか？何らかの隠れた
意図が感じられる場合、あるいは通常は同等の
お返しをしないのであれば、恐らくは受け取るべ
きではなく、丁重にお断りすべきギフトである可
能性が高いのです。例えば文化的な理由などに
より、ギフトを断ることにより承服し難いレベル
まで気分を害する可能性があるような場合には、
詳細なオプションについて現地の所属コンプラ
イアンス担当役員にコンタクトしてください。

ギフト、旅費、接待

贈答品は、義務を伴わず、期待も創出
しない。 



旅費および遊興接待の取扱いに関する詳細につ
いては、当社のグローバル旅費・遊興接待ポリシ
ーを参考にしてください。

当社市場のうちの一つの政府当局の検
査官からコンタクトを受けています。
検査官は中国における当社工場の操業

について話し合うために面会したいということで
す。検査官から、米国で面談を行いたいとの提
案がありました。検査官は面談後、家族と共に2
週間米国に滞在する予定です。当社が検査官の
旅費や費用を支払うことが期待されています。こ
れは正しいでしょうか？

いいえ。これは疑わしい要請のように聞
こえます。限定的な状況においては、当
社は第三者の旅費や費用を支払うこと

もできます。この要請も、家族の旅費を含んでい
るように思われ、通常の会議期間を越える期間
にわたるものであり、会議の目的に関連しないと
思われる場所への旅費です。こうした状況におい
ては、このような要請を受けることはできませ
ん。 

取引業者の一つから私に、その業者が
スポンサーをしているカリブ海でのイ
ベントに出席してスピーチをして欲しい

と依頼され、旅行費用と接待費を全て支払うと
申し出を受けました。この申し出を受けても良い
でしょうか？

別会社の製品のプロモーションをする
ことは当社にとって良い結果を生まな
いことも多く、場合によっては賄賂と見

られる可能性もあります。したがって、この提案
の状況は検討を要し、事前の承認を得る必要が
あります。この招待を受ける前に、所属コンプラ
イアンス担当役員にコンタクトする必要がありま
す。
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当社は多くの有名スポーツイベントのスポンサー
をしているため、時にイベントの出席要請を受け
たり、ビジネスに関与するための勧誘として業者
より同様の接待の提供を受けることさえありま
す。旅費や接待が過度または不当であったり、明
確で有効なビジネス上の目的を持たない場合に
は、法律に違反する可能性が高いため、私たちは
そのような提供や要請を慎重に管理する必要が
あります。

当社は、通常、工場視察を含む現場査察を行う
政府関係者に対して旅費、宿泊、食事にかかわる
費用は支払いません。コンプライアンス担当役員
からの事前の承認が必要です。

以下の旅費、接待を提供、支給または
受取ることは絶対に容認されません

 ■ 適切なビジネス上の目的とは無関係である場
合

 ■ ビジネス上の目的とは無関係の場所への旅費
や接待を含み、賄賂と解釈される可能性があ
る場合

 ■ 友人または家族の旅費を含むこと

 ■ 相手側に適用される現地法、規制またはポリ
シーに違反している場合。

26
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当社は、フェアで相互価値を追及できる関係を
目指しています。これは当社と同じレベルの高度
な誠実さを持つ関係だけを育てたいという意味
です。あなたの役割がサプライヤーとの取引を含
む場合、誠実さと高い職業意識を持ってサプライ
ヤーに対応してください。これは、オープンかつ
正直に働くことを含みます。

当社社員に期待されること

 ■ 当社の購買ポリシーに準拠する客観的な選別
プロセスを実行する

 ■ 係争を早期に発見し、定期的なコミュニケー
ションを通じて協力して問題を解決するために
オープンかつ正直に対応する

 ■ サプライヤーに対応する際には、当社のバリュ
ーと本行動規範に関する詳細をサプライヤー
と共有する。

サプライヤーの選択 
サプライヤーは、当社のバリューを高めてくれる
ことが明らかな場合にのみ、選択すべきです。こ
れが徹底されるためには、各サプライヤーについ
ての要件を定め、品質、価格、サービス、信頼性、
可用性、技術的卓越性、納期などの客観的基準
を決定の基準として、当社のビジネスニーズに最
も合致する業者を公平に選択する必要がありま
す。 

サプライヤーの選択を以下のような事
柄に影響される、または影響されてい
るようにみられることは絶対に容認さ

れません

 ■ 一切の利益相反、またはそのように見えること
（例：個人またはビジネス上の関係）

 ■ 不適切な影響力を含む、倫理に反した行動

 ■ 不明瞭または不透明な取引。例えば、当社のポ
リシーに定められた関連部門または機関によ
る適切な記録または承認を受けていない契約
または付帯契約など。  

現在、一つの契約について競合する複数のサプ
ライヤーがあり、当社にとって最善の見積りを得
たいと思っています。このプロセスを早めるため
に、サプライヤーにそれぞれの競合入札価格に
ついて知らせても良いでしょうか？

いいえ。財務データ、値付け戦略、契約条件、技
術データ、知的財産権により保護されたプロセ
ス、ソフトウェアまたは継続中の交渉詳細などを
含むサプライヤーの情報については秘密を守る
ことが要求されています。一般的な事柄について
話すのは通常は構いませんが、特定の情報を開
示してはいけません。

非取引購買プロセスに関する情報、テンプレート、サプライヤーの選択に関する一般情報については、
当社のプロキュアメント部に相談してください。調達に関する照会の場合、グローバルオペレーション
ズに相談してください。

サプライヤーとの取引は全て、高い倫
理基準に従って行わなければなりませ
ん。

サプライヤーとの取
引
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上記のような関係のいずれかが存在する場合、
利益相反が生じているようにみえないかどうかを
考慮した上で、適切な行動を取らなければなりま
せん。 

マネージャーに次のキャンペーンのた
め複数のデザイン事務所から来た入札
を検討して欲しいと頼まれました。最

低入札価格のうち一つは、非常に良い仕事をす
る私の友人からのものだと気づきました。どうし
たら良いでしょうか？

あなたのマネージャーにその関係を知
らせるべきです。マネージャーにバイア
スの掛かっていないフィードバックを伝

え、実際のまたはそのように受け取られる一切の
利益相反を回避するために、意思決定プロセス
から退いてください。

財務上の利益相反
当社と競合する企業、事業取引のある企業、また
は当社との事業取引を望んでいる企業について、
重大な財務上の利益相反がある場合には、これ
を開示する必要があります。

私は大手上場競合会社の株式を少し持
っています。この株式はある程度の期
間保有しています。その企業は非常に

大きく、私の保有する株式は全体の1％にはるか
に及びません。それでもこの株は売却しなけれ
ばなりませんか？

 いいえ。競合する上場企業に小さな出
資をするのは本行動規範違反ではあり
ません。ただし、重大な非公開情報に

基づいて当該企業の株式を売買しない場合に限
ります。

事業機会
当社が追求する可能性のある事業機会を認識し
た場合、自分または他者の利益を優先させるた
めに当社に機会を喪失させることがあってはなり
ません。

社外雇用 
従業員は、雇用活動を含め、当社従業員としての
責任と対立する可能性のある、または対立する
ようにみえる可能性のある当社外の立場で活動
してはいけません。社外での活動についての承認
は、マネージャー及び人事部門と相談の上、所属
コンプライアンス担当役員が付与する場合があ
ります。承認が与えられる情況は、小規模ベンチ
ャーおよび非営利組織、チャリティー活動、また
は家族の経営する企業内での業務などです。当
社の競合社、顧客もしくはサプライヤーによる雇
用を受けること、または自営業ベースでそれらの
企業にサービスもしくは製品を提供することは、
利益相反を生じる可能性があり、許可されませ
ん。 

家でインターネットビジネスをして副
収入を得たいと思っています。これは許
可されますか？ 

可能性はあります。ただし、当社と競合
せず、当社とビジネスをせず、当社の設
備やサービスまたはリソースを使わず、

当社での自分の業務遂行能力を阻害しない場合
とします。 

私たち個人の利益の前に当社の利益
を優先させなければなりません。

利益相反

私たちが当社を代表して行う意思決定は、健全で
公平かつ客観的なものでなければなりません。
利益相反があることそのものは不正行為になり
ませんが、相反を取り扱う方法が不正行為とな
る可能性があります。当社は、個人または第三者
の利益となる事柄のために、私たちの判断が影
響されることを決して容認しません。そうした利
益は当社の利益に相反する可能性があるからで
す。 

利益相反とは
何ですか？

利益相反とは、私たちの個人の利益が
当社にとっての利益と対立するあらゆる
状況を指します。 

近しい個人的な
関係とは何ですか？

あなたの職業的独立を弱体化させる、
あるいは判断を弱らせるとみなされる
可能性のある関係です。そのような関係

には通常、親戚、家族、現在または過去の恋人な
どが含まれます。 

個人的利益相反
利益相反、または利益相反とみえることを避ける
ために、自分に近しい個人的関係を持つ人物を
雇用している企業については、その企業の当社と
のビジネスに関連した選択プロセスに関与した
り、または当社とその企業との関係を監督すべき
ではありません。またこれには、自分に近しい個
人的関係を持つ人の監督も含みます。
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競争と 
反トラスト

当社の評判や誠実さへのコミットメン
トを、不公正な商業利益のために犠牲
にすることは、考えられる限りでも最悪
の取引です。

競争法または反トラスト法にかかわるリスクは深
刻で、これには、当社の年間総売上高の10％以
上となる可能性もある重大な罰金や、従業員個
人の懲役刑の可能性も含まれます。

競争法および反トラスト法の理解は困難な場合
がありますが、行動は公正でなければなりませ
ん。疑義がある場合は、所属コンプライアンス担
当役員に指導を求めてください。
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展示会、会議またはイベントに出席する
にあたり、当社社員に期待されること

 ■ 名札をいつも身に付け、お客様に当社の関係者
であることを示し、適切な通行許可の無い一切
のエリアに入らずに、疑いの対象となるのを避
ける

 ■ 議題または時間表からの逸脱を含め、情報を得
ようという策略を検知する

 ■ ここに記載されるガイダンスの内容に反する状
況から身を遠ざけ、それらの状況を所属コンプ
ライアンス担当役員に報告する。 

競合他社との取引
当社は、取引を制限したり、市場からその他の競合
を除外するような競合他社との公式または非公式
な契約は絶対に締結しません。

当社社員に期待されること

 ■ 当社の競合他社とどのように交流し、連絡を取
るかについては注意を払い、疑わしい行動は避
ける（非公式または「オフレコ」の会話などの
一切の間接的コミュニケーションを含む）

 ■ 競争・反トラスト問題の可能性を早期に発見
し、不適切な会話を含む会議または活動から
離れることにより、難しい立場に置かれないよ
う気をつける 

 ■ 競合他社からの競合の情報を共有しようとい
った勧誘に関しては、コンプライアンス担当役
員に報告して、不適切な行動に対応する。

 

以下の行為は決して容認されません

 ■ 価格について競合他社と合意を結ぶこと

 ■ 競合他社との間で事業に関する秘密情報を共
有すること。特に価格、販売、マーケティング、
コスト、研究開発またはサプライヤー条件な
ど。

 ■ 当社が販売または生産しようとする製品の数
量もしくは種類について競合他社と合意を結
ぶこと 

 ■ 競合他社または当社が重点を置く市場につい
て、競合他社と市場を共有もしくは分割する合
意を結ぶ、または連絡を取ること

 ■ 特定の人物や企業と取引をしないことを競合
他社との間で合意すること。  

大手小売店が大幅割引料金で当社の
製品を販売しています。私はこの割引
が当社製品のブランドイメージにマイ

ナスの影響を与えるのではないかと懸念してい
ます。小売店に対し、設定価格以下で売らない
ように要請することはできますか？

いいえ。小売価格を推奨することはで
きますが、当社製品の小売店での小売
価格を設定または修正を試みることは

できません。これは競争法の重大な違反となり、
非常に深刻な罰則または懲役の対象となること
があります。

事業者団体の会議に定期的に出席し、
競合他社と会う機会があります。有名
な競合他社のマネージャーは、しばし

ば、我々の会話を当社の価格モデルの検討に持
って行こうとします。このマネージャーは、純粋
な情報収集の目的での情報交換は可能だと仄め
かします。これは容認可能ですか。どうするべき
でしょうか？

いいえ。価格情報の交換は、価格を固
定する試みにつながる可能性がありま
す。競合他社の担当者と話し合う情報

については気を配る必要があります。これらの微
妙なトピックを含む競合他社との話し合いから
は、丁重に身を引くべきです。 
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当社と当社製品は、製品自体の優れた特質によ
り成功できることを常に証明しており、競合他社
との関係においてフェアな競争の精神に違反す
る行動または発言は回避する必要があります。こ
れは、競合他社の製品と当社製品を比較する方
法にも及びます。 

以下の行為は決して容認されません

 ■ 当社製品について虚偽の発言をすること

 ■ 当社の競合他社製品について、虚偽または禁
止された比較もしくは発言をすること

 ■ 適切な許可またはライセンス無しに他社の知
的財産を使用すること

 ■ サプライヤー、顧客、選手、クラブ、協会等に
対し、競合他社との間の契約に違反するよう
に説得すること

 ■ 情報操作、虚偽の表示、またはその他の誠実
でない行動などを含む不正な取引により、競
合他社を含むあらゆる者を利用すること。

 

競合情報を集める
私たちは情報時代に生きています。当社の成功に
とって情報は非常に重要ですが、競合他社の知
的財産、営業上の秘密、秘密情報を尊重すること
も不可欠です。当社が、違法なまたは倫理に反す
る手段で当社の競合他社に関する情報を得よう
と試みることはありません。

以下の行為は決して容認されません

 ■ 守秘義務に違反する行為を誰か（請負業者、
新入社員を含む）に依頼すること

 ■ 秘密情報を得るために贈答品、賄賂、強制、ま
たは虚偽の表示を使うこと

 ■ 不法侵入、不法な監視などの侵襲的技術に関
与すること、または第三者にそのような行為を
させること。

当社の競合他社から一人従業員を雇い入れたば
かりです。彼の最初の仕事は、市場におけるその
競合他社の将来計画に関する報告書とプレゼン
テーションの準備です。これは容認されますか？

いいえ。私たちは競合他社の専有情報および秘
密情報を尊重する必要があります。あなたの新チ
ームメンバーは、前の雇用者と秘密保持 / 守秘
義務合意を結んでいる可能性が高いと思われま
す。明らかな法的リスクの他に、従業員の誠実さ
を傷つけるなど、容認できない倫理的立場に人を
置いて傷つけることは許されません。情報が既に
公知のものである場合を除き、新しいチームメン 
バーに既存の守秘義務への違反となるような依
頼をしたり、実際に違反をさせるようなことはす
べきではありません。

事業を行う方法は、事業の内容と等し
く重要です  

不適切な市場への
影響、マーケティン
グ、広告
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多様な機関投資家や個人が、adidasへの投資を
選択します。投資家は、他の人がまだ公知公用で
はない内部情報を利用して当社株式を取引して
いない（これを行った場合にはインサイダー取引
となります）という信頼を持って、当社の株に投
資しようとします。当社当社の株式価格に対して
重大な非公開情報の知識を基に当社の株式取引
から誰かに利益を供与することは、当社の誠実
性に深刻な打撃を与え、その他の株主をだますこ
とになります。多くの国々では、内部情報に基づ
く株式取引を禁じる厳しい法律が施行されてい
ます。

 「内部情報」とは何ですか？
当社に関するあらゆる秘密情報は保護されなけ
ればなりませんが、内部情報はその中でも特に
秘密性の高い情報です。内部情報とは、もしその
情報が公になれば当社の株式売買について個人
の決定に影響を及ぼす可能性のある非公開の重
大な情報を指します。 

営業部で働いています。最近新商品を発
売開始しました。これはとても成功する
と思います。私は当社の株式を買うこと

ができますか、それともこれは内部情報ですか？

この情報は既に公知ですので、内部情
報ではありません。内部情報の例には
以下が含まれます。

 ■ ある企業または事業ユニットを買収または売
却するという当社の計画

 ■ 戦略上の大幅な変更にかかわる内部決定に関
する情報

 ■ 当社の売上、損益、または財務ポジションの非
公開情報。

私は昨日、プライベートなミーティング
の場で、当社が所有するビジネスベン
チャーをもうすぐ売却することを聞き

及びました。私の伯父は当社の株式を所有して
いますが、偶然にも伯父は株式をすぐに売るつ
もりだと話してくれました。私の伯父は裕福では
ありませんし、あまり急いで売却して追加の利益
が出せないのは伯父のためにも良い気分ではあ
りません。本当の理由を伝えなければ、伯父に
売りを待つように提案しても構いませんか？

いいえ。自己の業務の過程の中で得た
重 大な非 公 開 情 報（ 内 部 情 報 ）を基
に、株式市場で誰かの利益を助ける、

あるいは損失回避を助けることはできません。伯
父さんにたとえ理由を伝えなくても、株式取引を
遅れさせるようにアドバイスすることは、当社の
行動規範およびインサイダー取引法で禁じられ
ています。こうした内部情報の利用は、自分自身
でインサイダー取引をするのと同じぐらいあらゆ
る点で違法なことであり、この禁止事項に違反す
ることにより、あなたとあなたの伯父さんは刑事
訴訟や懲役刑を受ける結果になることがありま
す。

インサイダー取引

当社は、当社の誠実性を傷つけ、他の
株主をだますことになるインサイダー
取引を容認しません



インサイダー取引の詳細については、当社のイン
サイダー取引ポリシーを参照してください。潜在
的な内部情報に関する質問については、当社のイ
ンサイダー委員またはコンプライアンス担当役員
にコンタクトして下さい。詳細については、イント
ラネットのグローバルリーガル＆コンプライアン
スセクションにも記載してあります。

4141

当社社員に期待されること

 ■ 従業員を適切に監督し、インサイダー取引法
の違反を防ぐこと。従業員がインサイダー取引
規則に違反した場合や、適切な監督で当該違
反を防げたはずである場合に、マネージャーは
損害に対して個人的な責任を負う可能性があ
ることを念頭に置いてください。

 ■ 違反の可能性を発見し、当社のインサイダー
委員会にこれらを直ちに報告すること

 ■ 内部情報を取り扱っている場合は、当社のイ
ンサイダー委員会の指示に応じて、権限を与え
られていない人がアクセスできないような方
法で、インサイダー関連知識が必ず厳重に保管
されるように努めること。

以下の行為は決して容認されません

 ■ 内部情報の知識を利用して、自分または他の人
の利益のために当社の株式を売買すること

 ■ 自分に適用される取引制限期間中に当社の株
式を売買すること（執行役員または特定の財
務組織に対する「クローズド期間」など）

 ■ 承認を得ることなく、当社内外の人に内部情報
を伝えたり、利用できるようにすること（ジャ
ーナリスト、金融アナリスト、顧客、コンサルタ
ント、家族、友人など）

 ■ 内部情報に基づき、他の人に当社の株式の購
入、保持、売却を勧告すること。

40



民族性  条件 平等  アイデンティティ  行動 考え
考え  特に  依然として  等しい まさしく 文化
多様性  本当の  世界  単独  ステータス 子供
話し合い 異なる  含まれる 内  年齢  性別 
適切 意味  国 予選通過者  従って 賞  良く
使用される 能力  性的指向  環境  範囲 家族
省略  異なる グループ  やり直す  示す  版 
言及  機会  まだ  意図する  様々に  構造  硬直
エリア  異なる 使用  無く  除外  多様性 権利
社会経済 含むこと  障害者  能力  定義 辞書
限定される  事柄 方法  しばしば 取引  英語

職場での関係と職場
環境

4343
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当社は機会均等雇用者であり、当社チーム人材
は才能に基づき選択し、人種、肌の色、年齢、性
別、身体障害、性的指向、宗教、または法律で禁
止されているその他の理由により選択することは
ありません。同様に、当社では業務に関する決定
をこのような特徴に基づいて行うことは一切あり
ません。

当社は、全員がフェアに、差別やハラスメントに
遭遇することなく扱われることを期待していま
す。

当社社員に期待されること

 ■ オープンさと誠実さが奨励され、協力と効率
が評価される非政治的な職場環境を作ること
によりadidasの価値と3Cを実践し、職場の歓
迎されない問題を防ぐこと

 ■ 職場環境の変化を発見し、職場での懸念事項
を話し合うよう同僚を励ますこと

 ■ 多様性に関する問題には、明らかになり次第、
慎重にかつ適切に対応すること。

以下の行為は決して容認されません

 ■ 不適切な事実に基づき昇進を否定をすること
を含め、他人に対して嫌がらせをする、貶め
る、または差別すること

 ■ 不適切なジェスチャーをしたり、好ましくない
接近や提案をすること

 ■ 相手を見下した中傷、フレーズまたは冗談、ま
たは人が傷つくようなゴシップまたは噂をする
こと

 ■ 身体的脅威または口頭での脅威を含め、他者
に対して脅威を与えること、または暴力的な振
舞いをすること。 

ハラスメントとは何ですか？
ハラスメントは、相手を動揺させたり不安にさせ
る意図を持った行動であり、通常反復して行われ
ます。例えば、セクシャルハラスメントには、好ま
しくない性的な接近を繰り返し行う行動が含ま
れます。従業員はそのような行動を行ってはいけ
ません。また、ある文化では許容されても他の文
化では許容されない可能性のある行動には特に
慎重になる必要があります。 

差別とは何ですか？  
差別とは、ある人を一定の当社またはカテゴリー
との実際のまたは認知される関係に基づき、差
別的に扱うことを言います。該当する要因には、
人種、皮膚の色、年齢、性別、身体障害、性的指
向、宗教、または、その他法律で禁止されている
理由を含む場合があります。

同僚が最近当社のイベントで撮影した
写真を私に関する他の投稿と共に、ソ
ーシャルネットワークサイトに投稿し

ました。このおかげで私は他の同僚にも笑いも
のにされています。私はこの行為を甘受すべきで
すか？ 

いいえ。この問題を同僚に話し、写真を
削除するように依頼しましょう。もしそ
の同僚が応じない場合は、この問題を

所属する人事部またはコンプライアンス担当役
員に報告してください。またあなたは、同僚がそ
の写真についてこれ以上冗談を慎むように依頼
することもできます。

詳細については、所属する人事部担当者、および
（または）コンプライアンス担当役員にコンタク
トしてください。

当社のバリューの最も率直な表現
は、お互いの結びつきの感覚です 

敬意を持ってお互い
に対応 

44
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当社は、当社従業員またはビジネスパートナーの
健康と安全の健康と安全を守る上で妥協するこ
とはありません。当社は、当社の職場がいつでも
安全・安心であることを確保するために、妥当で
法律上要求される予防措置を全て順守します。

当社社員に期待されること

 ■ 安全で健康な労働環境を促進し、従業員に支
給された安全装置を使用することにより、安全
な職場を確保すること

 ■ あらゆる安全ではない作業状況を発見して、そ
のエリアでの作業を直ちに停止すること。誰か
がその様な状況を発見するだろうと見過ごして
はいけません。

 ■ 自分が目撃したことに疑問を投げかけ、報告
し、緊急事態に何をすべきか知ることによっ
て、安全ではない状況に対応すること。

以下の行為は決して容認されません

 ■ 自分が快適だと感じない環境または安全状況
下で他の人に働くことを要求すること

 ■ アルコールまたは薬物を使用したり、その影響
下で働くことにより、自分または他の人の安全
や健康をいかなる形においても害する可能性
を作り出すこと 

 ■ 誰かがするだろうと推測して、健康または安全
問題をレポートしないこと。

安全な環境で働く

健康と安全

倉庫の一つで同僚が機械を操作してい
ます。彼の息はランチの後アルコール臭
いことがよくあります。このことについ

て本人に聞いたところ、昼休みにビールを２杯飲
むくらいで問題はないと言います。この問題を誰
かに提起すべきですか？

はい。これは直ちに対応すべき問題で
す。判断を損ない、リスクをもたらすの
で、従業員は誰も、アルコールまたは薬

物の影響を受けて作業してはいけません。人事
部、または所属コンプライアンス担当役員にこの
問題を提起してください。



48 49

職場への配慮
私たちは各自が当社の施設や装備の安全性を
積極的に維持する責任を負います。これには、自
分自身の所有財産を扱うのと同程度の注意深さ
をもって当社の設備を扱うことを含みます。同様
に、当社施設および設備は、窃盗や誤用に対して
適切に安全を確保しなければなりません。

当社社員に期待されること

 ■ 入退室手順の不履行を含む、通常ではない、
または疑わしい活動に対して警戒することによ
り、当社資産の無許可使用を防ぐこと

 ■ 警報に対応し、セキュリティまたは侵入防止シ
ステムの故障を報告し、正しい身分バッジを
付けていない見知らぬ人たちに対して質問を
するなどにより、潜在的な問題を発見すること

 
 ■ あなたの同僚とマネージャーと違反の可能性

について話し合いをし、関連するシナリオを計
画することにより、職場問題に対応すること。

当社の各拠点での安全または危機管理に関する
懸念がある場合は、法人財産＋サービス部、また
は所属の現地総務チームに直ちにコンタクトして
ください。 

当社の職場基準
当社の評判を守り、強固な信頼できるサプライチ
ェーン構築を促進するために、当社はサプライヤ
ーに対し、本行動規範に定められた基準に従う
だけではなく、必要な場合には当社の職場基準
にも従うよう要請しています。
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製品安全性と品質

当社は、一貫して高品質の製品を作
り、お届けすることについて、消費者
からの信頼を得ています

50

当社製品は消費者に安心をお届けします。したが
って当社は、品質と安全性において法的要件を
満たすばかりではなく、それを超えることを目標
にしています。これは、製品に使用する原材料を
購入したときから、市場および消費者に製品を届
けるまで適用されます。 

製品のマーケティング、設計、開発、ソーシングま
たは販売にかかわる全ての者は、あらゆる手順が
当社の社内ポリシーに従って実施され、適用さ
れる法律または規則に定められた基準を最低満
たすよう保証するすることが期待されます。これ
は、すべての必要資料の作成および保存を含みま
す。

いくつかのフットウェア製品が客にケ
ガを負わせたとして、小売店が同製品
を返却してきました。私のマネージャ

ーは、販売できない製品の価額の損失埋め合わ
せの試みにすぎないと言いますが、私には疑問
です。これは純粋に安全性にかかわる問題であ
る可能性があります。これは懸念事項ですか？ 

はい。疑わしい安全性問題は、たとえそ
のような報告が重要に見えなくても、
品質・技術サービス部、社会・環境業務

部の製品安全性・コンプライアンスチームに報告
すべきです。当社のパフォーマンスに対する評価
は、消費者の期待に応えることで成立しています
ので、最初は表面上見えなかったとしても、その
ような問題全てを調査するべきです。

当社社員に期待されること

 ■ ベストプラクティスの製造、テスト、品質基準
全てに適合することにより、疑わしい安全動作
を防ぐこと

 ■ 当社に関わるステークホルダーの意見を傾聴
し、そのフィードバックを社内関係者に報告す
ることにより、製品の安全、品質問題をできる
限り早期に発見すること

 ■ 当社の製品安全クレームプロトコルを活用し、
当社製品設計プロセス改善に教訓を生かすこ
とにより、安全性の経験に対応すること。

 

社会・環境業務部の製品安全・コンプライアンス
チームにコンタクトし、さらに支援またはアドバ
イスを受けることができます。
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プライバシーと 
データ保護

一定の事柄は秘密に保つ必要が
あります

当社消費者、従業員、関係者は、当社と共有して
いるすべての個人データを含む情報が、適用さ
れるデータ保護法に従って適切に取り扱われる
ことを期待しています。データ保護法に違反する
と、当社または従業員個人に対し罰金、評価の
損失、または刑事訴訟などの重大な結果を招く
可能性があります。 

法律と当社のプライバシーポリシーに従うことは
極めて重要です。個人データを収集、保存、使用、
送信または処理する前、または既存のプロセスを
変更する前に、グローバルリーガル＆コンプライ
アンス部にコンタクトしてください。

グローバルリーガル＆コンプライアンス部は、社
内ハンドブック、ガイドライン、ポリシーを発行
しましたが、これらは、データ保護法や当社のプ
ライバシーポリシー順守に役立ちます。イントラ
ネットのデータ保護チームのサイトをチェックす
るか、または詳細な情報およびサポートについて
は、直接同チームにコンタクトしてください。

「個人データ」の意味がよく分かりま
せん。この用語をもっと明確に定義す
ることはできますか？

個人データは、特定された、または特定
可能な個人にかかわるすべての情報を
指します。これには、氏名、住所、電話

番号、メールアドレス、生年月日、銀行口座情報、
給与、評価または従業員の個人番号などの情報
を含むことがあります。

私のマネージャーは、私たちの組織で
グローバルに働く従業員全員の写真を
入手するために、HRにコンタクトして

欲しいと依頼してきました。イントラネットに載せ
るために、IDカードの写真を使用したいと思って
います。そうすることは許されますか？

当社は、従業員IDカード作成を含む、ア
クセスコントロール管理のためにこれ
らの写真を撮影しました。従業員の許

可なく、この目的を超えた理由のためにこれらの
写真を使用することは、当社にとって容認できま
せん。写真の使用は各状況により条件が異なり
ますので、グローバルリーガル＆コンプライアン
ス部に相談してください。
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活気づける 勇気  熱望  犠牲  楽しませる  熱情
鼓舞する 楽しみ  わくわくする スピード  強度
夢  ドライブ エネルギー  興奮する 感情  熱中
励まし プライド  チームスピリット  信じる 
パワー  興味  情熱  鼓舞する  イニシアチブ
ダンス  活発な 喜び  楽しみ 関心  感覚  熱情
サポーター  フォロー スポーツ ジャンプ 
鼓動 巻き込み  関心  付属品 熱心さ  共有
ガッツ 幸福 火  愛  専心 熱情  勇敢さ 多様性 
世界  単独  ステータス 話し合い 異なる  含まれる 内  年
齢  性別 適切 意味  国 予選通過者  従って 賞  良く

社会と環境
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政府関連業務

56

有効、包括的でフェアな政治的プロセスは、健全
で生産的な社会を促進し、究極的には当社製品
の新市場を発展させます。当社は従業員に対し、
その管轄で当社が事業を行う地域の政府全てに
建設的にかかわるよう奨励しています。ただし、
これを行う前に、adidasが守るべき行動基準が
あります。adidasの指針となる原則は、政党およ
び政治家候補に対して、当社の立場を中立的な
もの、または独立したものとして維持することで
す。

企業の政治活動
従業員は、当社に代わって政治献金や出費をす
ることはできません。これは広く適用され、一
切の政党、候 補者、キャンペーンまたは公務員
に対するいかなる献金も対象とします。政治献 
金または出費には以下が含まれます。

 ■ 政治資金イベントのためのチケット購入

 ■ 当社のリソースを政治関連の活動に利用できる
ようにすること

 ■ 広告または政治関連キャンペーンの費用の支
払い

 ■ ある政治家候補や政党にのみ利益となる寄付
をすること。

来る選挙で特定の候補者の選挙にコミ
ットしています。キャンペーンの支援を
しても良いでしょうか？

はい。ただし、政治または類似した事柄
にボランティアをする場合、自分のプラ
イベートな時間に、個人のリソースを 

使って行う必要があります。一切のコメントや行
動は、自己の私見を反映して述べるべきであり、
当社のものとして語ってはなりません。  

詳細な情報については、当社の企業寄付ガイド
ラインを参照してください。

ADIDASは、いかなる国の政府に対し
ても、当社に好都合な結果を生むこ
とを目的として、不適切な影響を及ぼ
す、または影響を及ぼそうとする試み
はしません。 
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ロビー活動：政府の意見構築または立法プロセ
スに対する働きかけ
ロビー活動は合法的な活動ですが、政治プロセ
ス参加を定める規則は国によって大きく異なり、
複雑で、違反した場合、重大な罰則の結果を生じ
ることがあります。 

多くの国々において、関係者による意見を聞くこ
とは立法プロセスの一部です。当社はこうした協
議に参画し、原則として利害を代表する連盟、ま
たは合同ミッションプラットフォームを通じてア
ドバイスを提供します。 

従業員は業務に以下のような場合に、ロビー活
動に従事できます。

 ■ 地域、地方、もしくは国家レベルの政治家、規
制機関、行政官もしくは機関、または欧州連合
もしくMERCOSUR、ASEAN、および/または国
連、世界貿易機関、世界税関機構などの関税
同盟などを含むその他超国家的または政府間
団体内で同様の役割を負うものにコンタクト
すること

 ■ 助成金、および/または政府補助金の申請を含
む政府契約販売または入札 

 ■ 立法または行政行為に影響を及ぼすための努
力。

グローバル政府業務部、または所属のコンプラ
イアンス担当役員にコンタクトして、政府関連業
務部にかかわる問題についていつでもアドバイス
や相談を求めてください。

マネージャーが、キャンペーン用資料
の印刷を含む運営上の業務について現
地政治家候補者を支援するよう依頼し

ました。これは容認されますか？

いいえ。当社のリソースを、ある特定の
候補者を支援し、他方を支援しない形
で使用することは、当社のポリシーに反

しています。要請を断る、および/または所属する
コンプライアンス担当役員にさらに指導を求める
べきです。    

政府機関に対する報告、および公共調査への協
力
時に、当社の従業員が、政府機関への報告、また
は調査への協力を頼まれることがあります。こう
した場合には、十分に協力をし、提出する情報は
真実であり、正確である必要があります。 

適切に行動し、当社の正当な利益の保護も確保
するために、まず所属のリーガル・コンプライア
ンスチーム、上級管理者、もし必要ならば、一切
の例外的要請に対応する前に所属のコンプライ
アンス担当役員からアドバイスを得る必要があり
ます。 

当社の市場の一つにある政府機関から
コンタクトがありました。特定のカテゴ
リーにおける当社のマーケティング支

出に関する情報を求めています。どのように回答
すべきでしょうか？

この情報を提供する前に、所属の法務
部、上級管理者、また必要に応じて所
属のコンプライアンス担当役員に、直ち

に通知すべきです。当社のポリシーにより、裁判
所命令（召還令状）が開示前に必要かどうかを
含め、まず情報の請求について検討が必要であ
る旨を丁寧に説明します。



60 61

企業広報 
あなたの言葉は重要です－当社の良
い評判を維持しましょう！

当社への良い評価を守り、高める責任は全員が
共有していますが、当社内の一定の専門職は、当
社について対外的に説明するための追加的な責
任を負っています。外部からの照会については、
以下のリソースにコンタクトを取るか、連絡する
ように伝えてください。

 ■ 企業広報部は、adidasを代表して外部に対し
て交渉し、公の評価を管理する責任を負いま
す

 ■ インベスター・リレーション部は、当社の財務
成績に関するコミュニケーションをはじめ、株
主や金融コミュニティとのあらゆるコンタクト
を行います 

 ■ グローバルリーガル＆コンプライアンス部は、
外部の弁護士や国家機関からの問合せを扱い
ます

 ■ 社会・環境業務部は、企業広報部と緊密に協
調して一切の生産パートナーや持続可能性 / 
CSR関連問題にかかわる外部からの照会を扱
います

 ■ 政府関連業務部は、現地および国家政府、ま
た国際組織における関係者に向けadidasの利
益の説明を取り扱います

 ■ 人事部は、従業員に関するプログラムやサービ
スを提供し、信用照会の要請を含め、情報の
提供要請を扱います。

事前の承認を受けた場合を除き、あなたはコミュ
ニティ、専門的もしくは文化的イベント、またはソ
ーシャルメディアを介するものを含めインターネ
ット上で個人の見解を示す際に、当社を代表して
話をする権限はありません。あなたが当社の見解
を代表していると受け取られる可能性がある場
合、あなたは、表明した見解が自分の個人的なも
のであることを明確に示して記録を正してくださ
い（但し、労使協議会など特定の組織については
該当しない場合もあります）。
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ジャーナリストが私にコンタクトしてき
て、当社の代表として私にインタビュー
したいと言っています。どうしたら良い

でしょうか？

企業広報チームにメディアの要請を転
送してください。当チームが要請を評価
し、ジャーナリストに直接コンタクトし

ます。あなたの関与が要求されるかもしれません
が、まず企業広報チームに相談せずに当社を代
表して話すことは許可されません。

アジアにおける生産方法について誰か
が当社を批判しているインターネット
の投稿を見ました。詳細が間違いだら

けです。私は本当に、彼らに回答して当社の社
会・環境ポリシーは業界最高であることを知ら
せたいと思います。そうしても良いでしょうか？

いいえ。そのような状況でのコメントは
控えてください。事実を伝えようとする
あなたのコミットメントは評価します

が、そのような投稿に対して応答するための備え
のある社会・環境業務部にその問題を申し送る
のが最善です。.

当社についてソーシャルメディアで何
をシェアして良いですか？

常識を使ってください。当社とそのブラ
ンドのオフィシャルチャンネルで見たあ
らゆる情報はリツイートしたり、「いい

ね」を押したり、シェアすることができます。ま
た、当社従業員であることを誇りに思っているこ
とを、世界に向けて自由にシェアしてください。し
かし、秘密情報（未発売製品の写真や情報、財
務に関する情報など）を投稿することは当社の利
益を損ない、ポリシーに反します。

当社を代表して、会議に出席するよう
招待されました。どのようなプロセス
が必要ですか？

所属マネージャーから承認を受け取っ
たら、企業広報部にアプローチしてくだ
さい。あなたのプレゼンテーション資

料を確認し、プレゼンテーションが当社の社内
ポリシーに準拠することを確認します。会議で
は、自分の責任範囲についてだけ話をし、噂につ
いて推測したり、または聴衆に対して秘密情報を
共有してはいけません。会議の目的はニュースを
作ることではないことを念頭に追いてください。
当社を代表した見解について、一切のメディア代
表者により質問を受けた場合、またはインタビュ
ーを申し入れられた場合、企業広報部に照会して
もらってください。 

長年当社と協力してきたビジネスパー
トナーのいくつかが、プレスリリースで
当社の名前を出したいと言ってきてい

ます－何か問題があるでしょうか？

はい！当社は、当社パートナーが当社の
ために行っている業務をマーケティン
グに使うことを許可しないとする明確

な第三者ポリシーを持っています。質問があれば
企業広報部にコンタクトしてください。
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環境要件

当社のゴールは、周囲の環境にポジテ
ィブな影響のみを残すことです

国際的に展開する当社企業として、私たちは現
在の社会と次世代のためにも環境に配慮する責
任を負っています。当社の製品の設計、製作、生
産、輸送、販売を行うサプライチェーンと共に、
自社用地での環境インパクトを管理することは、
当社にとって主要優先事項です。

当社社員に期待されること

 ■ リソースを保全するバリューを推進することに
より、環境ダメージを防ぎ、当社の利益を高め
ること 

 ■ 当社企業として環境負荷をより一層縮小でき
る方法を発見すること 

 ■ 迅 速かつ速やかに法 人 財産＋サービス部ま
たは所属の現地総務チームと連絡を取り、漏
洩、廃棄物または危険物を含む一切の既知の
問題に対応すること。

開けると毒性の臭いがする得体の知れ
ない薬品の入った容器を含め、オフィ
スの周りに環境に危険を及ぼす可能性

のあるものを数点見ました。このような問題を
扱うのは通常私の仕事ではありません。どうした
ら良いでしょうか？

報告してください！当社の従業員は全員
が、潜在的なコンプライアンス問題に
気づいた場合には行動を起こすことが

必要です。これには、これら環境危険物をマネー
ジャーに報告することが含まれます。
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リソース、記録、情報管
理

真の  能力  突出した 長所  基準 優れた  協力 責
任説明のある  マインドセット  進歩  実現
行使する 正確性 フィードバック 重点 強化
努力する  創造する チーム  効率の良い 貢献
目的 毎日  ゴール  業績 革新的な 達成  効率
行動  プロ意識 チャレンジ  知識 プレイ 
オリジナル 有効性 ノウハウ  明るい  ドライブ
勝利  当社イネイブラー 履行  トップ  努力
利益 卓越  達成 引渡し  オープンな ワークアウト
サポーター  フォロー スポーツ ジャンプ 
鼓動 巻き込み  関心  付属品 熱心さ  共有 67
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秘密を守れますか？

当社の企業秘密を保持すること
で、仕事への誇りを 
持ちましょう！

当社は、広範な秘密情報や営業上の秘密を保有
しています。その多くが情熱的な貢献を通じて創
出され、当社の事業や競争上のポジションにおい
て非常に重要なものです。企業秘密には以下が
含まれます。

 ■ 事業計画、手段および見通し

 ■ フォーミュラとプロセス

 ■ 商業取引に関する詳細 

 ■ 財務情報

 ■ 製造技術と製造方法

 ■ 新発明、製品、技術に関する情報

 ■ 製品設計

 ■ マーケティング分析、計画または顧客リスト

 ■ 部外者には利用が不可能であるために、商業
的価値を持つ、またはその可能性のあるその
他の情報。

一部の情報は公開を目的としています。当社のア
カウントについての発表、新製品ラインのためキ
ャンペーンを行うなどの発表がその例です。その
他の情報は予定された発表の時期まで秘密に保
たれるか、または決して開示されません。私達全
員が、企業秘密の価値を理解するために適切な
注意を払い、適切に判断して、不適切な開示、盗
難または使用を防ぐようにこれらの情報を確実に
保管することが要求されます。

当社社員に期待されること

 ■ 当社の秘密情報または営業上の秘密を決して
不注意に扱わないこと

 ■ 会話が筒抜けになる公の場所で当社の事業に
ついて話し合うときは、慎重に注意して行うこ
と

 ■ 情報へのアクセスを、その情報を知る理由をも
つ人びとだけに制限すること。その理由は、当
社を利するということだけです

 ■ 秘密を扱うプレゼンテーションを公共の場所
で作成したり、飛行機など他の人に簡単に見
られてしまう安全性の低い場所、または情報
セキュリティが保証されないインターネットカ
フェなどでデータ資産を扱うことを絶対にし
ないこと

 ■ 適切にそうすることが認められた場合を除き、
当社の戦略や製品デザインをソーシャルメディ
アサイトに投稿しないこと。

当社の秘密情報や企業秘密を保持する義務は、
当社を辞めた後にも存続することを覚えておいて
ください。  
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別部門の従業員が、私が取り組んでい
るプロジェクトについて知りたがって
おり、当社の最新の革新技術について

詳細を知りたいと言っています。この情報を彼女
に教えても構いませんか？ 

恐らく。その詳細が公知公用であり、経
営側が公表しても良いとしているなら、
問題は一切ありません。ただし、そのイ

ノベーションがまだ開発段階で、要求された詳細
を他の従業員が知ることはその従業員の仕事を
進める上で必要がなければ、この情報を共有す
る前に、マネージャーに相談してください。

新しいオフィスを引き継ぎましたが、前
任者が戸棚の中にCDを残していきまし
た。これら物品を処分する必要があり

ます。これらは見た目が古い感じですが、「ビジ
ネスデータ」や「マーケティングデータ」などの
タイトル や、「 厳 秘 」や「 秘 」な どの 言 葉 の 
入ったラベルが貼付されています。通常の廃棄物
としてこれらを捨てても構いませんか？

いいえ。まずあなたはこれらの物が保
持されるべきかどうか判断してくださ
い。これらを処分する決定をする場合、

あなたのオフィススペースに設けられた秘密情報
廃棄箱に捨ててください。これらの廃棄箱が見つ
からない、または機密情報のための代替収集プ
ログラムについて知らされていなければ、マネー
ジャーまたはコンプライアンス担当役員にコンタ
クトして詳細を尋ねてください。

70 71
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私たちの声 

情報技術･通信シス
テム

当社の情報技術および通信システムは、我々が
事業を行い、消費者につながることを可能にする
ために不可欠です。これらシステムにより、または
その中で送信され、受け取られ、保存されたデー
タは、当社が保護する必要のある価値ある資産
です。

当社社員に期待されること

パスワード 
皆さんは会社の認証情報に対して責任を負って
います。パスワードは企業基準に合致していなけ
ればならず、秘密に保たれる必要があり、従って
共有したり、プログラム内へコード化したり、書
き留めてはいけません。ITセキュリティ部は、パ
スワードが損なわれた疑いがある場合に通知を
受ける必要があります。パスワードは誰にも、ど
のような場合にも教えてはいけません。

モバイルセキュリティ
皆さんは当社の資産を保護しなければなりませ
ん。世界中でモバイルデバイスの利用が飛躍的
に増えています。自分のモバイルデバイスを会社
のほかのITデバイスと同様に取り扱うことが極
めて重要です。モバイルデバイスのセキュリティ
は、PCやノートパソコン同様に破られ、感染する
可能性があります。それが必要であり、コンテン
ツのソースと安全性が確認できている場合を除
き、自分のモバイルデバイス上でリンクをクリッ
クしたり、ファイルをダウンロードしたり、プロ
グラムを実行したりしないでください。紛失、盗
難または損害からデバイスを常に保護してくださ
い。

容認される利用方法
当 社 の 情 報 技 術 や 通 信 シ ス テ ム（ メ ー
ル 、イ ン ス タ ン トメッ セ ー ジ ン グ、イ ン タ
ー ネットま た は イ ント ラ ネット）を 危 険 、
違 法 、非 倫 理 的 、非 道 徳 的 な 活 動 、ま
た は 行 動 規 範 も しく は グ ロ ー バ ル・ポ リ 
シー・マニュアルに定められたポリシーに反する
活動に使用することは許されません。 

引越しをしようとしており、自分の個人
メールをチェックしてドキュメントを検
索する必要があります。こうした環境の

中でコンピューターシステムを使うことは適切で
すか？ 

はい。当社は、従業員がときに職場に
いる間に個人的事柄を処理する必要が
あること、またそれには当社の情報技

術システムを、限定的にたまに個人的に使用する
ことが含まれることを理解しています。これは、
特権が乱用されず、重大な不必要な費用が当社
に発生しない限り、許されます。詳細な情報が必
要な場合は、この件についてマネージャーと話し
合ってください。  
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当社の資産： 
正確な記録の維持
管理

当社の株式は公に取引されているた
め、当社の帳簿、記録、会計の取り扱
いにおいて、当社の誠実性のバリュー
に沿って行うことほど必要性が高いも
のはありません

財産的価値を持つ、または表す一切のものを含
む当社の資産を責任を持って誠実に、グローバ
ル・ポリシー・マニュアルに記載のものを含む該
当する当社の方針に従い取り扱う必要がありま
す。

記録をする取引や活動の本質を反映する正確な
記録のみを作成する必要があります。記録に含ま
れる記述は、推測の結果であったり、具体性のな
い一般的な記述のものであったり、または人を欺
く態様で、もしくは当社の誠実性を損なうような
方法で変更されたものであってはいけません。あ
らゆる記録において差異を報告し、適切に修正
する必要があります。 

「記録」と言う言葉はどういう意味で
すか？

 この言葉は広義に使用されており、財
務記録ばかりでなく、当社の従業員、研
究開発活動、戦略的計画、旅費および
費用の請求、一般的業務に係わる情報
も含みます。  

上記要件に対する違反は、関与した個人と当社
両方への法的責任をはじめとする様々な結果を
招く可能性があるため、許されません。

当社社員に期待されること

 ■ 目標は誠実さをもって達成すべきであり、ごま
かしを通じてでは決してないことを伝え、詐欺
や不正行為に係わる誘因を防ぐこと

 ■ 不適切な支払い、 請求書または財務記録を適
切な社内コントロールを通じて発見し、そこに
記録された記述内容の妥当性について質問をす
ること

 ■ マネージャー、コンプライアンス担当役員、ま
たはフェアプレイ・ホットラインで内密に上申し
て不適切な行動に対応すること。

窃盗、詐欺、横領、恐喝、または財産の不正流用
を含む一切の活動におけるあなたの役割がどれ
ほど小さくても、その一端を担うことは絶対に容
認できません。自分の利益のためであっても、ま
たは他者の指示のいずれであっても、当社記録
の情報を隠蔽、変更、改ざんまたは削除すること
に加担した場合、不正行為に関与したことになり
ます。疑われるいかなる活動にもかかわることを
拒絶し、疑惑には追跡調査をする必要がありま
す。不正行為と思われる可能性のある容認できな
い行動は必ず避ける必要があります。

以下の行為は決して容認されません

 ■ 誰かに命じて誤解を招く恐れのある記録を作
成、または承認させること  

 ■ 適切な権限なく当社を代表して契約を締結す
ること

 ■ 顧客に求められた場合であっても、売上実績
または在庫レポートを変更すること

 ■ 労働時間を偽って報告すること

 ■ 当社の帳簿および記録に財務情報を虚偽記
載すること 

 ■ 考課を含め、業績測定を操作すること。
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当社の記録保管
当社は、当社が事業を行う市場における書類保
管要件に従い、事業の記録を保管します。これら
は、当社の書類保管ポリシーにしたがってのみ、
保管または破棄する必要があります。疑義がある
場合は、経理部またはリーガル＆コンプライアン
ス部にアドバイスを求めてください。

完全かつ公正な開示
当社は、財務報告の透明性および真実性にコミ
ットしています。これは当社投資家に当社の業績
についてフェアで正確な視点を与え、情報に基
づいて投資の決定をすることができるようにしま
す。したがって、あらゆる開示は完全、真実、正
確、タイムリーかつ理解可能である必要がありま
す。これは、皆さんが内外の監査人に対して協力
的で正直に対応する必要があることも意味してい
ます。監査または関連する調査に対して誤解を生
じさせたり、妨害をしたり、または協力を怠ると、
当社の誠実性を深刻に傷つけ、懲戒処分を招く
結果になる可能性があります。 

あなたは、当社、株式、財務状態、実績または計
画に関する重大な非公開情報を選択的に開示し
ないということを遵守する必要があります。当該
開示は、当社のIR（投資家向け広報）部によりま
ず検討される必要があります。

私の市場の四半期売上報告が正確で
はないのではないかと懸念しています。
どうしたら良いでしょうか？

 マネージャーや同僚とオープンに話して
ください。それでも依然として心が落ち
着かない場合は、所属コンプライアン
ス担当役員にコンタクトしてください。

サプライチェーン管理部門で仕事をし
ています。最近、火曜日に納品をしまし
た が 、何 ら か の 理 由 で 私 の マ ネ ー 

ジャーが出荷を前週の月曜日にしたことにして、
全ての書類に記録するよう私に言いました。これ
は問題ではありませんか？

はい。当社は 取引全てを正確に記 録
し、発見次第、一切の誤りを修正する
必要があります。虚偽または誤解を招く

ことを知っている、または疑う理由がある記録を
作成するよう誰かに命じられたと主張しても言い
訳になりません。  
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何をすべきか

当社は正しい行いをした人に対する
報復を許しません！

疑いが真実であったと判明したかどうかにかかわ
らず、誠意をもって法的もしくは倫理的コンプラ
イアンス問題または利益相反を報告した人はだ
れも、報復的または懲罰的措置を受けたり、その
他一切の不利な雇用上の影響を受けることはあ
りません。

違反を報告した人物に対して報復をした従業員
は、トレーニングを受けてもらうか、あるいは、
解雇を含む懲戒処分、または（該当する場合)当
社との関係を解約するに至る処分を含む、その他
雇用上の影響を受けることになります。

自己の行動  
本行動規範のいずれの項目も、自身の不正行為
から本人を免責したり、または不正行為の自己申
告の結果としての懲戒処分から守るものとしては
解釈されません。ただし、自らの不正行為を自己
申告した事実は、適切な対応を判断する上で考
慮されます。

報復の犠牲者
法的もしくは倫理的コンプライアンス問題、また
は潜在的な利益相反の開示により報復を受けて
いると信じる適切な理由がある場合、現地コン
プライアンス担当役員、または最高コンプライア
ンス責任者のいずれかに直ちに知らせてくださ
い。

免除 
全従業員は常に本行動規範に従うことが要求さ
れます。特殊な状況により、この行動規範の一部
の免除が要求されると誠実に考える従業員は、
当該免除を最高コンプライアンス責任者に請求
しなければなりません。

免除は、状況によって適切である場合、また免除
が当社または一切の当社企業に対して重大な財
務上または評判のリスクを示さない場合にのみ
認められます。

執行役員会のメンバーにより要求された一切の
免除は、監査役会の監査委員会会長に指示を受
ける必要があり、適用される法または株式取引
所規制により要求されるとおり、直ちに開示され
ることになります。

あらゆる免除の詳細は、イントラネットの「フェア
プレイ」セクションで社内に公表されます。
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コンプライアンス違
反の報告方法

支援の求め方と懸念の報告方法  
質問がある場合、または潜在的なコンプライアン
ス違反を報告する必要がある場合に、利用でき
る数多くのリソースがあります。 

問題によっては、あなたが懸念する行動を行って
いる本人と直接解決可能な場合もあることを念
頭に置いておいてください。これが不可能であれ
ば、その他のチャンネルとしてマネージャー、人
事部、現地労使協議会（利用可能である場合）ま
たはコンプライアンス担当役員もあります。 

コンプライアンスまたは倫理違反の詳細を報告
したい場合は、外部独立プロバイダーにより管理
されている下記のフェアプレイ・ホットラインに
内密にコンタクトすることもできます：  

→ 00 800 72332255, 世界のどの国からも

→ fairplay@safecall.co.uk 

詳細については、イントラネットのフェアプレイ・
フレームワークを参照してください。  
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