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社員各位、

信頼は当社のあらゆる活動の要であり、その基盤は、当社が長年にわたり培ってきた高潔な企業としての評判の上に築か
れています。しかしながら、そのような信頼も、たった一度の違法行為や非倫理的行為によって崩れ去ります。

私が行動・倫理規範の精読を皆さんにお願いするのはそのためです。旧版を読んだことがあっても、この最新版から新し
い知識を得ることができます。行動・倫理規範には、私たちが相互に期待することが明確に示されています。また、複雑
な問題に関する相談先や、非倫理的行為の報告方法も記載されています。

最後の点は、繰り返す価値があります。同僚が当社のガイドラインに違反していることに気づいた場合には、上司や所属
事業部を担当する人事部門または顧問弁護士に報告してください。上記が難しい場合は、24 時間 365 日・多言語対応の
ホットラインを利用できます。

当社は社会に進歩をもたらすニュースや洞察、専門知識を提供する情報企業として世界で最も信頼されています。その理
由は、私たちが、あらゆる活動において、倫理的で信頼に足る言動を自らに課し、同僚にも求めることで、高潔性と独立
性をもって行動しているからです。このことが、どのような取引よりも重要であることは間違いありません。

Jim

Jim Smith

社長兼 CEO

Thomson Reuters

2014 年 11 月

私たちの責務
高潔性を重視
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本規範は当社の目的と価値を基盤としています。当社の目的
は、世界における当社の役割、当社が顧客と市場に提供する
価値、および当社が多くの利害関係者に対して果たすべき責
務を示しています。当社の価値とは、倫理と道徳の羅針盤で
あり、私たちが同僚や顧客に対してどのように振る舞うべき
かを示しています。当社のあらゆる意思決定は、この 2 つの
要素で構成された基盤に基づく必要があります。

本規範では、具体的な状況を数多く取り上げていますが、
あらゆる状況を予測することはできません。当社の目的と
価値が非常に重要であるのはそのためです。これらは、幅
広い状況に適用できるだけの十分な一般性を持つように立
案されています。疑問を感じた場合は、「この決定は 
Thomson Reuters の目的の達成に役立つだろうか」、あるい
は「この状況における私の行動は会社の価値を反映してい
るだろうか」と自問してみてください。

目的 – 当社は、顧客が複雑な世界で確信をもって行動できるよ
うに、最も重要な意思決定を行うことで信頼されています。

• 社会に進歩をもたらすニュースや洞察、専門知識を提供
する情報企業として世界で最も信頼される。

• 開放的で公正かつ透明性のある市場をつなげる。

• より多くの情報が提供され、より力にあふれた豊かな社
会を築く。

価値と行動

信頼: 私たちは、あらゆる活動において倫理的で信頼に足
る言動を自らに課し、同僚にも求めることにより、高潔
性と独立性をもって行動します。

• 高潔性・独立性・偏見からの自由からなる信頼の原則を
守る。

• 製品とサービスの提供において正確性と完全性を確保する。

• 倫理的かつ透明性のある方法で行動する。

• 言行一致を心がける。

イノベーション: 顧客に対応し、当社の成長を促進し、ダ
イナミックな事業環境で成功するためにイノベー
ションを起こします。

• 新しいことに挑戦し、新しいことから学び、好奇心を持
ち続ける。

• 顧客のニーズを先読みすることで果敢に行動し、新しい
機会を捉える。

• 現状維持を打破し、物事を進めるにあたり、より良い方
法を見つける。

• 積極的に発言し、アイデアを共有するとともに、他者に
も同じことを勧める。

協力: 私たちは、同僚、顧客および業界パートナーと協力
して、より優れた結果と体験を実現します。

• 共同ソリューションを開発し、内部の障壁を取り除き他
者と協力する。

• 他者と協力する際はポジティブな意図を持つ。私たちの
競合相手は外部にいる。

• 規模と影響を拡大するために会社全体でアイデアとリ
ソースを共有する。私たち全員は、リソースを管理して
いるのであって、所有しているのではない。

• 他者の成功を実現するために同僚や業界パートナーと有
効な関係を築く。

パフォーマンス: 当社は、結果を出し、世界にプラスの影
響を及ぼす仕事を得意としています。

• 結果に責任を持ち、緊急性をもって行動し、物事を実現
させる。

• 複雑さを軽減する。

• 優れた実行力を発揮する。

• 率直かつ実行可能なフィードバックを適時に提供し、求
める。

信頼の原則 – 本規範を順守するにあたり、私たちの行動を
導く Thomson Reuters の信頼の原則を心に留めておく必要
があります。これら原則は Thomson Reuters 全体に適用さ
れるものであり、それは以下の通りです。

• Thomson Reuters は、いついかなるときも、特定の利益、
グループまたは派閥に支配されない。

• Thomson Reuters の高潔さ・独立性・偏見からの自由原則
は、常に完全に維持されるものとする。

• Thomson Reuters は、偏りのない信頼性の高いニュー
スを、新聞社、通信社、放送局、その他のメディア顧
客、および企業、政府、機関、個人、また  Thomson 
Reuters が取引関係のある、もしくは関係を持つ可能性の
ある人々に対して提供するものである。

• Thomson Reuters は、メディアに対してのみならず、サー
ビスを提供する多くの利益に対しても、しかるべき考
慮を払うものである。

• 世界のニュース・情報ビジネスにおける主導的立場を維
持するよう、Thomson Reuters のニュースその他のサービ
ス、製品を拡大し、発展させ、改良するための努力を惜
しまないものとする。

信頼の原則に関する詳細は、ThomsonReuters.com で確認す
ることができます。

当社の目的と価値
本規範は当社の目的と価値を基盤としている
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行動・倫理規範は、Thomson Reuters Corporation とその子
会社のすべての役員、取締役、社員に適用されます。本規
範では、便宜上、これらすべての職位を「T h o m s o n 
Reuters」と総称します。子会社とは、Thomson Reuters 
が、直接的もしくは間接的に、50% を超える議決権を所有
している事業体、もしくは Thomson Reuters に支配権があ
る事業体を意味します。

Thomson Reuters が投資はしているものの支配権はない事業
単位については、できる限り本規範に規定される原則およ
び価値と一貫性のあるポリシーやガイドラインの導入が勧
められます。

Thomson Reuters に雇われる外部コンサルタントや契約業
者、派遣社員およびエージェントは、Thomson Reuters のた
めに役務を遂行する際には、本規範に規定されるポリ
シー、原則および価値を順守することが必要です。
Thomson Reuters を代理するサードパーティーと契約する社
員は、当該サードパーティーが本規範に基づく義務を理解
していることを確認する必要があります。

グローバルな適用 – 本規範は、当社が業務を遂行するすべて
の国で適用されます。本規範と自分の業務に係わる補足的ポ
リシー、ガイドラインまたは法規との間に、実際もしくは明
白に矛盾が認められるような場合は、最も厳しい基準に従う
ようにしてください。こうした食い違いに気づき、どのよう
に対処してよいか判断しかねる場合は規範の趣旨・精神に照
らし合わせて、上司や所属事業部を担当する Thomson Reuters 
弁護士の指示を仰ぐようにしてください。

免除 – 本規範に対しては、Thomson Reuters 法務顧問室の
みが免除の権限をもちます。しかし、Thomson Reuters 経営
陣や役員に対しての本規範の免除は、Thomson Reuters 取締
役会または役員会でのみ決定され、法律諸規制や証券取引
規則の規定する範囲内で Thomson Reuters により開示され
ます。

規制対象組織 – Thomson Reuters 内には、多くの規制対象組
織が存在します。これらの組織では、すべての社員、コン
サルタントおよびエージェントに対して適用される独自の
ポリシーと手続きを定めています。これには、規定対象組
織を代表する Thomson Reuters のすべての社員が含まれま
す。規制対象組織に適用されるすべてのポリシーは、規制
対象組織内で働く全社員または規制対象組織を代表する全
社員に適用される同じ主題に関する Thomson Reuters ポリ
シーに優先します。これらのポリシーについては、法務部
門またはコンプライアンス部門に連絡するか、社内のイン
トラネット上で確認することができます。

本規範の適用対象
THOMSON REUTERS の高潔性を守ることは、各社員の責務の一環である
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TR ポリシーおよびガイドラインの把握

本規範と共に、各自に関係するあらゆる Thomson Reuters 
ポリシーおよびガイドラインの補則を読み、順守する責任
は、各人にあります。本規範を補足する幾つかの Thomson 
Reuters ポリシーおよびガイドラインは、社内のイントラ
ネットで利用できるようになっています。イントラネット
にアクセスできない場合は、所属事業部を担当する人事部
門または Thomson Reuters 弁護士から、このポリシーの写
しを入手してください。自分の職務に係わるポリシーやガ
イドラインに関して質問がある場合は、上司や所属事業
部を担当する Thomson Reuters 弁護士に尋ねてください。
また、Thomson Reuters を代理するサードパーティーと契
約する社員は、当該サードパーティーが本規範に基づく義
務を理解していることも確認する必要があります。

個々のケースでの検討

法的問題や倫理的問題が関与する意思決定や状況は、しばし
ば複雑です。どのような行動を取るべきかが明確でない事態
や状況に直面した場合は、以下を自問してみてください。

• 決定を下すのに必要なすべての事実や情報を把握してい
るか？ 

• その他の選択肢または代替手段を考慮、特定したか？ 

• その行動は合法的か？ 

• その行動は倫理的か？ 

• 本規範や、職務に係わるその他のポリシーやガイドラ
インに準拠する行動か？ 

• 自分の決定が、顧客、株主、社員、地域社会を含む他者
にどのように影響するか？ 

• 自分の決定が他人にどう映るか？ 

• 自分の決定が公になったら、自分はどう感じるか？自分
の決定が正直に説明、弁明できるものか？ 

• 自分の行為が地元の新聞の第一面、もしくはオンライン
ニュースに掲載されたとしたら、いい気分でいられるか？ 

• 上司、人事担当者、または所属事業部を担当する Thomson 
Reuters 弁護士に相談、連絡すべきか？ 

法規制、条例への準拠

当社は国際的な企業組織として、様々な法律諸規制、条例
の対象になっています。会社としては、社員が法律の専門

家になることを期待しているわけではありませんが、各自
がそれぞれの職務に適用される法律諸規制を理解して守る
ことを期待しています。上司または所属事業部を担当する 
Thomson Reuters の弁護士にいつ助言を求めるべきかも知っ
ておくべきです。業務に関連する法律や規制に違反する
と、当社の定評を傷つけることになります。会社は、詐
欺、不正、犯罪行為には厳しく対処します。職務や役職の
一環として、必ず次のことを実行してください。

• Thomson Reuters での仕事内容に影響する法律と諸規制に
ついて勉強する。

• 必須のコンプライアンス研修を受け、関連する法律また
は規制の変更について最新の情報を得るよう努める。

• 何らかの法律や諸規制の適用性、存在、解釈についての
質問はすべて所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に
相談する。

現地の慣習 – 当社が事業を展開する現地の利害を認識しな
ければなりません。適用法令に準拠することに加え、現地
の慣習も尊重しなければなりません (ただし、そうするこ
とが適用法令または本規範に違反する場合を除きます)。

報告 – 法令、本規範、その他 Thomson Reuters のポリシーに
違反していると思われる行為に気付いた場合、その違反ある
いは違反の疑いを必ず報告するようにしてください。報告は
直属上司か、人事部、所属事業部を担当する Thomson Reuters 
弁護士に対して行います。また代わりに、本規範の「問合わ
せおよび懸念事項/違反の報告」に書かれている方法に従っ
て機密に匿名で報告することもできます。

本規範に反していると疑われる行動に関する質問もしくは
匿名 (認められる場合) などによる報告方法については、本
規範の「問合わせおよび懸念事項/違反の報告」の項目を
参照してください。

承認要件

本規範を読んだ後、本規範にアクセスし、それを読み、本
規範への準拠義務を理解したことを示す承認を行ってくだ
さい。本規範を承知した、しないに関わらず、その条項に
従うことが求められていることに留意してください。

可能であれば、電子的に承認を行ってください。電子的に
承認を行う方法については、イントラネットに説明があり
ます。コンピューターにアクセスできない場合は、規範末
尾の承認用紙の写しに署名の上、所属事業部の人事部門に
提出してください。

社員の責務
全社員は、高水準の行動を自らに課し、他者にも同じことを求める 
責任を負っている
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優れたリーダーシップは重要です。正しい方法で物事を進
めることを奨励し、継続的な成功の基盤となる文化と職場
環境を築き、維持していく上で、リーダーは極めて重要な
役割を担っています。加えて、優れたリーダーは、顧客、
当社が営業を行う地域社会、株主、およびその他の利害関
係者との間で信頼に基づく貴重な関係を築く上でも重要な
役割を果たします。

リーダーは、具体的には次の条件を満たす必要があります。

豊富な知識がある: 

• チームの事業分野に適用される法律、規制およびポリ
シーを理解し、順守するとともに、これらがチームに与
える影響と会社の主要リスクを把握している。

手本を示す: 

• 当社の価値を実践する。

• 法務およびコンプライアンスの問題に個人的な配慮を 
示す。

• 説明責任を果たす。

• 適切な場合は、定評を傷つけないよう取引を辞退する。

• ｢正しい方法」で物事を行ったチームのメンバーを評価
し、これに報いる。

コンプライアンスの問題に関して、チームと定期的に 
コミュニケーションを図る: 

• 会議で倫理とコンプライアンスについて話し合い、質
問を奨励する。

• チームの行動に常に関与する。

• 意思決定の前にリスクに関する懸念事項を上申し、評価
することの重要性を説明する。

• コンプライアンスの問題に関し、リーダーや所属事業部を
担当する弁護士に助言を求めるようにチームを促す。

• コンプライアンス関連の課題や問題を率直かつ適時に報
告することの必要性を強調する。

• 倫理的行動に報いる。

積極的に発言する: 

• 法務部門や人事部門などの主要な問い合わせ先、および
担当分野に関するリソースについて精通しており、必要
に応じて問題を上申する

リーダーの責務
リーダーは、高水準の行動を周知させ、模範となる重責を負っている

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-conduct-and-ethics
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 はじめに

ThomsonReuters.com (外部向け) の行動・倫理規範
HUB (社内向け) の行動・倫理規範 

HUB (社内向け) の行動・倫理ホットライン

本規範は、あなたやあなたの同僚の行動と判断に関するガイ
ドラインです。本規範の規定に関する懸念事項や不明点があ
る場合や本規範の規定を理解できない場合、あるいはあなた
や他の誰かが本規範に違反する行動をとっていると思われる
場合は、速やかに報告する義務があります。報告方法は以下
から選択できます。最も利用しやすい方法で報告してくださ
い。本規範の違反はどの報告方法を選ぶかに関係なく、直ち
に報告する必要があります。重要なことは必要な指示を受け
ること、懸念を報告すること、質問への回答を得ることで
す。Thomson Reuters では、倫理に反する、もしくは法律、本
規範、当社の他のポリシーに違反すると思われるような行為
に対し善意から苦情を申し立てることに対して、報復するこ
とを禁ずるポリシーがあります。

自身による報告 – 懸念事項に対処する際や違反行為、違反
の可能性がある行為を報告する際は、自分の氏名を名乗る
ことが奨励されます。多くの場合、報告先は直属の上司や
監督者、人事担当者または所属事業部担当の  Thomson 
Reuters 弁護士です。これらの人々があなたの疑問に直接対
処することもあれば、ふさわしい照会先に回すこともあり
ます。ハラスメントや差別など職場環境に関する問題は、
極力上司または人事に相談することを奨励します。

機密、匿名報告 – 当社では、懸念事項や実質的、潜在的違
反を匿名および機密扱いで報告できるホットラインを設け
ています。このシステムは、例えば、上司や監督者には報
告しにくい問題、あるいは上司や監督者の行動について報
告する場合などに適しています。社員は、電話または電子
メールで、匿名かつ秘密を守る形で違反の報告や苦情を訴
えて、情報やアドバイス、提案を受けることができます。
機密は可能な限り最大限保持され、情報は「知る必要」に
基づいてのみ共有され、適当な再調査を行う必要と首尾一
貫しなくてはなりません。

• 電話: 当社では、社員からの電話を受けるための電話番号 
(Thomson Reuters 行動・倫理規範ホットライン) を開設し
ています。「問合せ先」の項を参照してください。ホッ
トラインは、発信者の電話番号を特定したり、追跡する
ためのコーラー ID や録音装置などの機器を備えていま
せん。

• 電子メール: ホットラインには ethics@thomsonreuters.com
への電子メールで連絡することができます。電子メール
は会社、自宅のいずれの場合も、匿名にはできません
が、あなたの身元を明かさないように要請することがで
きます。

• ウェブ: ウェブ形式を利用してオンラインで報告すること
もできます。報告の処理や、当該の Thomson Reuters の担
当者への上申はホットラインに電話するときと同じで
す。オンラインで報告する場合は、匿名にしておくこと
もできます。詳細についてはイントラネットのホットラ
インのページをご覧ください。

懸念の内容が会計、監査、詐欺、または類似の事項である
場合を除き、現地の法律、諸規制により、ホットラインへ
の報告を制限もしくは禁止していることもありますので、
ご注意ください。ホットラインへの報告にこのような特別
の手順を踏む必要のある国で勤務しており、前述以外の事
項 (職場環境に関する問題) に関して懸念や疑問を抱いてい
る場合には、上司や監督者、職場の人事部門担当者、また
は所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に相談してく
ださい。Thomson Reuters では、ホットラインの報告に特
別な手順が適用される国で勤務している社員に助言を行い
ます。また、イントラネットのホットラインページで詳細
情報を確認することもできます。

懸念事項や違反に関する質問と報告
不確かな状況に遭遇した場合は、指示を仰ぐ。非倫理的行為や違法行為の
報告、および、質問を速やかに行う

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-conduct-and-ethics
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報告と苦情の処理 – 直属上司や監督者、人事部、所属事業
部担当の Thomson Reuters 弁護士、またはホットラインの
いずれに問い合わせた場合でも、あなたの報告は、次のよ
うに処理されます。

• 質問、報告、苦情を重要なものとして扱う。

• 質問や懸念事項に関する情報を集める。

• 質問、報告、苦情を適切な担当部署に転送し、適切な処
置を施す。

• 機密性は、その後の適宜の調査も含め、できる限り保た
れる。

• 会計、内部会計処理、詐欺に関連する苦情や懸念事項
は、Thomson Reuters 監査委員会、法務顧問、コーポレー
トコンプライアンス・監査部門、その他同監査委員会が
適当と判断した担当者などの監督のもとに、確認作業が
なされる。

• 社員には、違反行為や違反の可能性がある行為、苦情に
関連した調査に協力し、調査に対しては正直で積極的な
態度で臨む義務がある。

• 権限のある範囲内で迅速かつ適切なる是正手段や懲戒処
分が講じられる。

報告と苦情、調査内容の保管 – コーポレートコンプライ
アンス・監査部門では、会計、社内会計管理、詐欺に関連
するすべての報告と苦情を記録し、報告の受理、調査、是
正が行われているかの追跡を行い、監査委員会向けに定期
的にまとめた文書を準備します。その他の報告、苦情に関
する情報は人事部および法務/コンプライアンス部門が適
宜管理します。

報復の禁止 – あなたが適切な判断で非倫理的と考えた行為
や、法律、本規範、その他ポリシーに違反している行為に
関して情報を提供した場合、会社があなたを解雇、降格、
停職処分にするようなことはありません。同様のことが公
的な調査に関連して情報提供した場合にも言えます。しか
し、誠実な信念や情報の正確さに欠ける訴えを起こした社
員、または、故意に虚偽の情報を提供した社員に対して、
会社は懲戒する権利を留保します。ただし「誠意」とは、
あなたが正しいかどうかではなく、真実に基づいて情報を
提供していることに確信があるかということを意味しま
す。自分が不当または不法に報復されていると思われる場
合は、ただちに上司や監督者、人事、所属事業部担当の 
Thomson Reuters 弁護士、あるいはホットラインに報告して
ください。

無実の推定 – 誰かがあなたに関する報告や苦情を申し立て
た場合、調査して違反が確定するまでは、無実と推定され
ます。

調査への協力 – 調査を受けるまたはそれに関連して、イン
タビューを受ける社員は調査に協力する義務があります。
調査への協力を怠るとは次のような内容が含まれますが、
これに限定されません：不正なまたは誤解を招く情報と知
りながら提供する、調査期間中に連絡を拒否する、調査に
関わる情報と知りながらそれを保留または削除する。協
力を怠った場合は懲戒処分となる場合もあり、解雇および
/または訴訟を含む処分にまで至る可能性があります。

懲戒処分 – Thomson Reuters は、本規範の違反に対し、その
性質と具体的事実に応じた懲戒処分を科すよう常に努めて
います。Thomson Reuters の事業を取り締まる法律諸規
制、本規範その他 Thomson Reuters のポリシーや必要とさ
れる条件への準拠に違反した社員は、解雇を含む懲戒処分
の対象になり得るほか、権限の範囲内であれば、法的手段
に訴えることもあります。

Thomson Reuters の事業単位によっては、本規範とは異なっ
た独自の懲戒処分ポリシーを備えているところもありま
す。本規範と自分の業務に適用される補足的なポリシーも
しくは法律や規制との間に相違がある場合は、最も厳しい
基準に従うようにしてください。

懸念事項や違反に関する質問と報告
不確かな状況に遭遇した場合は、指示を仰ぐ。非倫理的行為や違法行為の
報告、および、質問を速やかに行う

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-conduct-and-ethics
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Thomson Reuters の資産は非常に高い価値があり、業務上
の使用が意図されています。このような資産を紛失、盗
難、不正使用、損害、濫用から守ることは私たち一人一
人の責任です。

資産の適切な使用 – 会社の資産は、承認された正当な事
業目的にのみ正しく使用されなければなりません。シス
テムや情報にアクセスするには、そうすることを許可さ
れ、使用可能になっている必要があり、また、アクセス
レベルは、許可されている範囲と矛盾しないものでなけ
ればなりません。Thomson Reuters の資産は決して違法な
活動のために使用してはなりません。Thomson Reuters
は、使用が過度でなく、責務を全うする上で障害となら
ず、なおかつ本規範に違反しなければ、個人が限定的で
臨時的に Thomson Reuters の電子メール、メッセージ伝
達、インターネット、電話を使用することを許可し、認
めます。

会社資産の不正使用は、Thomson Reuters に対する義務の
違反であり、Thomson Reuters に対する詐欺行為とみなさ
れることがあります。Thomson Reuters の資産の無断持ち
出しは、窃盗とみなされます。Thomson Reuters の資産を
不適切なサードパーティーに使用させてはなりません。
Thomson Reuters の資産は安全に管理する必要がありま
す。さらに、会社資産の使用時の不注意や無駄使いも、
Thomson Reuters に対する義務違反とみなされます。会社
資産の遺失、盗難、不正使用、損害、濫用に気づいた場
合、または、これらの正しい使い方について質問がある
場合は、直属上司か所属事業部を担当する人事部、グ
ローバルセキュリティまたは Thomson Reuters の弁護士に
お問い合わせください。詳細についてはイントラネット
の「グローバルセキュリティ」と「情報セキュリティに
関するリスク管理」のサイトをご覧ください。

資産の返却 – Thomson Reuters を退職する際、あるいは 
Thomson Reuters から要請された場合は、すべての会社
資産の使用を停止し、返却しなくてはなりません。

Thomson Reuters の資産の例 – Thomson Reuters の資産に
は以下のようなものがありますが、これらに限定される
ものではありません。

• コンピューターシステム、機器、テクノロジー (ラップ
トップ、タブレットおよびモバイル機器を含む) 

• 電話、コピー機、スキャナー、ファックス機 

• 書籍 

• 事業計画 

• ソフトウェアコード、ライセンス、アイデア、コンセプ
ト、コンテンツ、発明などの知的財産 

• 顧客、サプライヤー、代理店リストおよび顧客サーチや
取引情報を含むデータ 

• 建物その他の物的資産

• 事務用備品

• Thomson Reuters の社名、各種ブランド名、ロゴ

Thomson Reuters の資産には、社員自身、サードパーティー
の事業パートナーまたはコンサルタントが当社の業務に関
連して作成または編纂した(紙文書と電子形式の両方)メ
モ、覚書、リスト、記録、その他文書も含まれます。

資産の適切な使用
THOMSON REUTERS の資産は業務に使われるものであり、 
保護されなければならない

Q:  オフィスにはプリン
ター用紙やペン、
ノートなどの備品が
豊富にあります。一
部を自宅に持ち帰る
ことができますか？
私が必要なものは大
したものではなく、
なくなっても誰も困
らないと思う！ 

A:  自宅で仕事をするため
と、上司から承認を得 
た場合でない限り、こ 
ういった行為は許され 
ません。事務用の備品 
など Thomson Reuters の 
資産を自宅に持ち帰る 
ことは Thomson Reuters 
にとって多大な費用負担
となる場合があります。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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ThomsonReuters.com (外部向け) の行動・倫理規範
HUB (社内向け) の行動・倫理規範 
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会社では社員が業務を遂行する上での補助として、電子
メール、メッセージング、インターネットおよびイントラ
ネット・アクセス、電話、その他の通信手段を提供してい
ます。こうしたツールは広範な作業の生産性と効率の向上
に役立ちます。同時に、会社の情報、通信とテクノロジー
インフラの機密性、高潔性、および可用性を保守するのは
全社員の責任です。

Thomson Reuters の電子メールや通信システムの適切な使
用 – 会社の情報、通信、テクノロジーインフラを利用する
際の心得は以下の通りです。

• これらのシステムはあくまでも業務用です。しかし、
Thomson Reuters の電子メール、インターネット、電話な
どの通信システムを特定の状況下で個人目的に使用する
ことは、限られた範囲内では認められています。

• 良識を働かせてください。Thomson Reuters が訴訟や当局
の調査等の対象となった場合、電子メールをサードバー
ティーに提出しなければならないことがあります。電子
メール・メッセージは、ユーザーが削除した後でも復元
可能な場合があります。法的手続きの中で、自分または 
Thomson Reuters が、誤解されかねない、または利用され
かねないような軽率、誇張されたまたは不正確な言明は
避けてください。「送信」ボタンを押す前に、いったん
考えて、内容を見直してください。

• 性的に露骨なメッセージや冗談、倫理的または人種的中
傷など他人に不快感を与える、また侮辱、名誉毀損、い
やがらせなどの可能性のある不適切な内容や情報を閲
覧、送信、ダウンロードすることは禁じられています。

• 明示的に認められている場合を除き、社内通信や機密内
容を Thomson Reuters 社外に転送、送信してはなりま
せん。

• 知的財産法を尊重してください。音楽、映画、画像また
はソフトウェアを含む著作権で保護された資料をダウン
ロード、複写または再配布することは多くの国で法令違
反となり懲戒処分または訴訟に至る可能性があります。
こうした活動は法的に認められている場合にのみ行って
ください。

• 職場のコンピューターからのインスタントメッセージン
グ (IM) などのコラボレーションツールの使用は、Thomson 
Reuters 製品である場合、または IT 部門か直属の上司に承
認された場合のみ使用できます。

• コンピューターのユーザー ID やパスワード、また認証用
デバイスは、セキュリティを確保できるようしっかり管
理し、機密性を保持 (共有しない) してください。

• 電子メールに添付されているファイルを開く際、業務と
無関係もしくは送信元不明の場合は特に、十分な注意を
払ってください。疑わしい場合は、添付ファイルを開か
ずに、その電子メールを IT 部門に転送してください。

• 社外の人間から電子メールや電話詐欺により、会社の経
理や顧客情報、企業情報を要求された場合は特に注意し
てください。

• IT 部門の承認がない限り、業務用のコンピューターに個
人使用のソフトウェアをインストールしたり、Thomson 
Reuters が提供したソフトウェアを改変するなどの行為は
禁じられています。著作権で保護された資料を共有する
ために同僚間(P2P)でソフトウェアを使用することは禁じ
られています。

• 許可されたレベルを超えて Thomson Reuters の情報、通
信、テクノロジーインフラの使用またはアクセスはでき
ません。さらにガイダンスが必要な場合は、直属の上司
または人事部の担当者に相談してください。

• Thomson Reuters のセキュリティコントロールを意図的に
危険にさらしたり、破壊してはなりません。

• コンピューターにセキュリティ侵害の疑いまたはインシ
デントがあれば、現地のセキュリティ責任者またはIT部門
に直ちに報告してください。

• 場合によっては、業務次第で個人用のスマートフォン、
その他の機器を使用できる場合があります。会社の電子
メールや他のデータを保存する、あるいはそれにアクセ
スする目的で、個人所有の機器の使用が上司より認めら
れている場合は、会社の機器類と同様のセキュリティお
よびデータ管理慣行に従うことになります。これには不
使用時のパスワードロックアウトおよびデータ暗号の使
用などが含まれますが、上記に限定しません。適用法で
認められている場合、当社には個人所有の機器類から会
社のデータを回収、削除または廃棄する権利がありま
す。個人用デバイスの業務利用に関するその他のガイ
ダンスは、イントラネットで確認できます。

コンピューターおよび通信手段の 
適切な使用
コンピューターシステムおよび様々な通信手段を正しく、適切に使用する
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https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-conduct-and-ethics
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 資産および情報の適切な使用
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HUB (社内向け) の行動・倫理ホットライン

• フェースブック、ツイッター、リンクトインといった、
ユーザーがコンテンツをアップロードできるソーシャル
メディアのサイトにアクセスし、使用する際は注意を
払ってください。コンテンツが有害な性質の場合もある
ので、リンクをたどる、コンテンツへアクセスする、友
人やネットワークのリクエストを受け入れる際にはよく
判断してください。ソーシャルメディアの使用に関する
詳細はイントラネットの「ソーシャルメディアガイドラ
イン」で閲覧できます。

プライバシーと Thomson Reuters の情報 – 電子メール、
インターネットおよびその他の電子・紙面通信形式に限ら
ず、Thomson Reuters の情報、通信、テクノロジーインフ
ラを通して送受信する情報は Thomson Reuters の財産とさ
れることがあります。Thomson Reuters が所有するまたは
提供する情報、通信、テクノロジーインフラを使用する際
は、プライバシー保護を推定したり期待することはできま
せん。適用される法律で許される限りにおいて、当社は所
有または提供する情報、通信、テクノロジーインフラの各
人の使用を監視および記録する権利を留保します。

コンピューターおよび通信手段の 
適切な使用
コンピューターシステムおよび様々な通信手段を正しく、適切に使用する

Q:  会社の電子メールシス
テムを、友人や家族へ
の個人的なメールに 
使用してもいいでしょ
うか？

A:  会社のコンピューター
ネットワークが主に業
務目的で使われ、個人
使用がごく限られたも
のであれば構いませ 
ん。ただし、非常に個
人的なメッセージを職
場のコンピューターか
ら送信することは避け
た方がよいでしょう。

Q:  友人や同僚と音楽ファ
イルや映画ファイルを
共有するために、自分
のコンピューターに 
BitTorrent や Gnutella 
などの P2P ソフトウェ
アをインストールして
よいですか？

A:  絶対に許されません。
多くの国で違法とされ
ているだけでなく、 
知的財産は Thomson 
Reuters の事業にとっ
て根本的価値のあるも
のであり、自分の知的 

財産同様に、他人の知
的財産も尊重しなけれ
ばなりません。また、
使用が認められていな
いソフトウェアまたは
ウェブサイトは 
Thomson Reuters の
ネットワークとアプリ
ケーションのセキュリ
ティと保全性を危険に
さらすこともあり得 
ます。

Q:  会社の電子メールと
イントラネットにアク
セスするために自分の 

電話 (iPhone、Android 
など) を使用すること
はできますか？

A:  必要に応じ上司の承
認を得ることも含め、
個人の電話の使用に関
して決められたガイド
ラインを理解し、それ
に従う限り、構いま
せん。イントラネット
で自分の業務に適用さ
れるガイドラインを参
照してください。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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 資産および情報の適切な使用

ThomsonReuters.com (外部向け) の行動・倫理規範
HUB (社内向け) の行動・倫理規範 

HUB (社内向け) の行動・倫理ホットライン

業務の一環として、Thomson Reuters の業務、経営、顧
客に関連する非公開情報や内部情報を調査または利用す
ることがあります。情報が公有となっていない場合は、
機密情報として処理してください。このような機密情報
は、Thomson Reuters 内の人に対しても、正当な「知っ
ておくべき」理由があり、さらに自分に権限がある場合
のみ公開できます。機密情報の不適切な公開は、当社の
競争力を低下させるとともに、Thomson Reuters や社員
の名誉を傷つけたり困らせたりすることがあります。

機密情報の例 – 機密情報は以下をはじめとする最も価値あ
る資産を指します。

• 企業秘密 

• 価格体系と情報 

• 事業（戦略）計画、事業見通し 

• Thomson Reuters または顧客企業、パートナー企業、サプ
ライヤーの非公開財務情報 

• 新製品やブランド、または市場調査内容、開発、計画や
事業見通し 

• 詳細な連絡先、仕様、優先事項を含めた顧客データ 

• 契約満了日や独占条項、財務条件などの内容を含めた契
約や合意 

• 秘匿特権の対象となるデータや情報などの法律情報

• 社員自身または当社のサードパーティーの事業パート
ナーやコンサルタントが当社に代わり作成、編集する競
合他社の情報 (「公正競争および独占禁止」に関する本規
範の項を参照)

• Thomson Reuters が法定の保護義務や契約上の保護義務を
負うデータ (クレジットカードのデータ、医療記録、個人
識別情報など)

• サブスクリプションリスト 

• 関連する連絡先情報の有無を問わず、社員、顧客、事業
パートナーおよびサプライヤーのリスト 

• ソフトウェア、コンピューター・プログラム 

• 当社の IT システムおよびインフラに関する情報

• 合併、買収、資産売却計画 

• 給与/報酬、社員/給与記録、福利厚生に関する情報を含
む、人事情報

• 人事異動または主要な経営陣の交替

• ウェブキャスト、電話会議の音声通信、社員への覚書、
会議の筆記録あるいは議事録といった社内通信

機密情報の保護 – 機密情報を保護するためには、イントラ
ネットで参照可能な「情報セキュリティハンドブック」に
記載されている要件に従う必要があります。情報セキュリ
ティに関するリスク管理チームは、ハンドブックに基づく
研修を提供しています。社員は、セキュリティの維持方法
に関する最新情報を確実に得るために、この研修を年 1 回
受ける必要があります。詳細についてはイントラネットの
｢情報セキュリティに関するリスク管理」サイトをご覧く
ださい。

非公開情報または機密情報の守秘義務は、たとえ Thomson 
Reuters を辞めた後も、その情報が機密性を保ち非公開で
ある限り継続します。

機密情報を Thomson Reuters の外部に開示するときは、事
前に文書による承諾を得る、情報の不正使用を避けるため
に受信当事者と守秘契約を交わすなどの適切なステップを
踏んだ後に行ってください。

機密情報
THOMSON REUTERS に関する非公開情報の機密性を守る

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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HUB (社内向け) の行動・倫理ホットライン

サードパーティー情報 – 当社は、当社の顧客、事業パート
ナー、サプライヤーを含む他の組織や個人に関する機密情
報を尊重します。職務や職位を通じて他社の機密情報を知
ることがあれば、Thomson Reuters の機密情報と同じよう
に注意を払い保護してください。当社の編集部の一員であ
る場合は、編集ポリシーと「ジャーナリズム・ハンドブッ
ク」にある要件に従うか、上司または所属事業部を担当す
る Thomson Reuters 弁護士のガイダンスを求めなければな
りません。

サードパーティーの機密情報の社員による不正使用や不適
切な開示は、Thomson Reuters に損害を及ぼす危険性があ
り、Thomson Reuters や開示責任者である社員への法的措
置につながることがあります。

機密情報
THOMSON REUTERS に関する非公開情報の機密性を守る

Q:  このポリシーでは、社
員が個人的なブログに 
Thomson Reuters につい
て記載するのも禁じて
いますか？ 

A:  個人的ブログで 
Thomson Reuters に言及
することは構いません。
とは言え、個人的ブロ
グを維持している場
合、そこには Thomson 
Reuters やその顧客、ま
たはその他当社が業務
取引を行う人々や企業
についての機密情報や
非公開情報が、含まれ
ていたり、それを話題
にしたりすべきではあ
りません。顧客や事業
関係者の承認なしに、
それらの名称を述べた
り、参照したりするこ
とはできません。ま
た、Thomson Reuters の
社名を出す場合は、ブ
ログに記載されている
意見はすべてあなた 
個人のものであり、会
社を代表するものでな
いことを明確にする必
要があります。そうし
た場合にも、Thomson 
Reuters またはその競合
社の言及時には、信頼

の原則を忘れないよう
にします。ソーシャル
メディアの使用に関す
る詳細はイントラネッ
トの「ソーシャルメ
ディアガイドライン」
で閲覧できます。
Thomson Reuters の事業
単位によってはブログ
について別途補足ポリ
シーやガイドラインを
定めている場合があり
ます。

Q:  機密情報を保護するに
は、どのような方法が
ありますか？

A:  次のような方法があり
ます。機密性の高い書
類をカギの掛かるファ
イルまたは引き出しに
しまう、離席する場合
はコンピューターにパ
スワードのロックを掛
ける、定期的にコン 
ピューターのパスワー
ドを変更する、サード
パーティーと機密情
報を共有する前に、非
開示あるいは機密保護
契約があることを確認
する、保管および送信
の際に電子ファイルに
暗号を使用するなどで

す。さらに詳しいガイ
ダンスについては
Thomson Reuters の「情
報セキュリティハンド
ブック」を見直すか、
イントラネットで「セ
キュリティ問題」のサ
イトをご覧ください。

Q:  ラップトップを使用す
る場合、データや情報
の盗難をどのように 
防止することができま
すか？

A:  次のような方法が推奨
されます。(1) 公共の場
所ではラップトップか
ら目を離さない、(2) 航
空機を利用して移動す
る場合は、ラップトッ
プを荷物と一緒に預け
ない、(3) 空港のセキュ
リティ検査を通過する
際に目を離さない (二人
組の窃盗者はラップ
トップを持った乗客の
注意をそらすのに長け
ている)、(4) ラップ
トップを持って行く場
合は、ラップトップ専
用のバッグよりも、普
通のバッグに入れてお
く方が目立たない、 
(5) ラップトップを下に

置く場合には、背後や
横ではなく前に置くよ
うにする、(6) ラップ
トップを車の中に置い
ておく必要がある場合
は、トランクにしまっ
てロックする、(7) 機密
性の高い情報を携えて
出張する場合は、取り
外しのできるハードド
ライブを使用し、別の
ところに収納するこ
とを考慮する、(8) 可能
な限り、ラップトップ
にロックを掛ける、 
(9) ラップトップのデー
タを定期的にネット
ワークにバックアップ
する、(10) Thomson 
Reuters の社員または顧
客に関する機密性の高
い個人情報 (社会保障番
号、クレジットカード
の番号など) をラップ
トップに保存する場合
は、必ず暗号化する。
ラップトップを紛失し
たり、置き忘れたりし
た場合は、ただちに勤
務先の IT 部門またはセ
キュリティ部門に報告
してください。
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多くの国が個人の一定の情報の収集、使用、保持、譲渡に
影響する、データ保護およびプライバシー保護関連の法律
や規制を備えています。

これは急速に変貌している法領域であり、顧客、事業パー
トナー、サプライヤー、マーケティング関係者、社員、契
約請負業者、コンサルタント、その他個人に関する情報の
適切な収集、使用、保持、譲渡に関して質問がある場合
は、所属事業部を担当する Thomson Reuters 弁護士に相談
してください。

個人に関するある一定の情報を収集、使用、保持、転送す
ることは、顧客、規制機関および個々人自身にそれ相当な
懸念を引き起こします。Thomson Reuters は各社員に次の
ことを求めます。

• イントラネット上の Thomson Reuters のプライバシーガイ
ドラインを順守する。

• 個人に関する情報は、適用されるデータ保護とプライバシー
に関する法令に従って、収集、使用、保持、転送する。 

• 個人情報に関する個人の権利を尊重する。

• 当社の情報、通信内容およびテクノロジーインフラリ
ソースを侵害から保護するための手順を記載したイント
ラネット上の「情報セキュリティハンドブック」を順守
する。

機密情報および個人に関する情報の不正使用または不当な
開示は、公的問責ばかりでなく民事あるいは刑事訴追の根
拠となる場合があります。

自分自身および自分の職務に特定の法的要件、当社のポリ
シーまたはガイドラインが適用されるのかどうか、またど
のように適用すべきか判断に迷う場合は、上司、Thomson 
Reuters の弁護士および/またはコンプライアンスの担当者
に相談してください。適用されるデータ保護、プライバ
シー法または規制の順守を怠った場合は、当社および皆
さんにとって重大な、不利な結果を招く可能性がありま
す。詳細および Thomson Reuters のプライバシーガイドラ
インは、イントラネットの「プライバシーオフィス」のセ
クションで参照できます。

データ保護
機密保持義務およびデータ保護/プライバシー法を順守する

Q:  Thomson Reuters の社員
または顧客から、当人
に関して Thomson 
Reuters が保有してい 
る情報を見せてほしい
という依頼があった 
場合、どうすべきで 
すか？ 

A:  このような依頼を機械
的に拒否するべきでは
ありません。多くのプ
ライバシー法は、自分
の個人情報を照会する
個人の権利を認めてい
るからです。このよう
な依頼は拒否せずに、
所属事業部を担当する 
Thomson Reuters の弁 
護士またはコンプライ
アンス担当者に直ちに
問い合わせてくださ
い。依頼を受けた時点
ですぐに問い合わせる

必要があります。法的
強制力のある回答期限
が存在する可能性があ
り、その場合、Thomson 
Reuters はその期間内に
回答する義務があるか
らです。

Q:  顧客から、Thomson 
Reuters の特定の製品に
関するマーケティング
情報、または一切の 
マーケティング情報を
受け取りたくないとい
う連絡があった場合、
どうすべきですか？ 

A:  所属する事業部のマー
ケティングチームにで
きるだけ速やかに連絡
し、当該の顧客がマー
ケティング情報の受け
取りを拒否している 
旨を伝えてください。 

顧客は、Thomson 
Reuters からのマーケ 
ティング情報の受け取
りをいつでも拒否する
ことができます。この
ような依頼は、関連す
る電子メールマーケ
ティングプラットフォー
ムにおいて直ちに反映
させる必要がありま
す。誰に連絡すべきか
不明な場合は、所属事
業部を担当する Thomson 
Reuters の弁護士に問 
い合わせることもでき
ます。

Q:  ある顧客が、ヨーロッ
パから米国への個人 
情報の転送を行わない
ように依頼していま
す。どうしたらよいで
すか？ 

A:  各地のデータプライバ
シー法には、国際間の
転送に関する制限が数
多く定められていま
す。ヨーロッパの個人
情報をヨーロッパ圏外
に転送する場合や、中
南米から転送する場合
は、特にそうです。し
かし、当社では、国際
間の転送の安全性と適
法性を確保するための
措置を講じており、ま
た必要に応じて追加措
置を講じることができ
ます。所属事業部を担
当する弁護士に相談し
てください。弁護士や
プライバシーに関する
当社の専門家が、顧客
の依頼を解決できるよ
う、あなたをサポート
します。
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当社のブランド・アイデンティティと知的財産は、当社の
最も貴重な資産のひとつであり、競争力を維持する上で欠
かせないものです。これらには Thomson Reuters の社名、
ロゴ、著作権、特許、商標、サービスマーク、企業秘密、
工程、改革、コンテンツ、ソフトウェア、著作者人格権が
含まれます。こういった当社財産やサードパーティーの財
産を保護することは極めて重要です。

Thomson Reuters の知的財産

• Thomson Reuters の社員である間は、皆さんの作成した知
的財産、あるいは Thomson Reuters のリソースを使用して
作成した知的財産は (Thomson Reuters の事業利益に関係
している限り) Thomson Reuters の所有となります。出版、
文書、ソフトウェア、創作物その他著述作品などの作成
物を社員が Thomson Reuters に雇用されている間に作成する
ことがありますが、これらは専権的に当社に帰属します。

 » また、時として、社員は職務の一環として、あるいは 
Thomson Reuters での雇用に関連して入手可能な情報や
資産を使って、さもなければ雇用期間中に、方法、工
程、システム、その他の特許取得可能な発明を考案、発
見、開発することがあるでしょう。当社はこうした発
明を特許で保護したいと考えているので、これらをただ
ちに Thomson Reuters に開示することが非常に重要で
す。発明にはまた、改善、デザイン、アイデア、技術、
プログラムその他が含まれます。

 » 法律で認められている範囲において、特許取得できるか
どうかまたは著作権、商標、企業秘密で保護されるかど
うかに関わらず、これらの知的財産はすべて Thomson 
Reuters の所有となります。該当法または規制により社
員がその知的財産の所有者と見なされる場合、社員は所
有権を Thomson Reuters に譲渡することに同意します。

 » Thomson Reuters で雇用されている間に、または Thomson 
Reuters の事業権益に関連して皆さんが創造あるいは作
成した作品その他の事項およびすべての知的財産、また
それらに関係する適用法あるいは規制の下で、皆さんが
有しているであろうすべての道徳的権利は、Thomson 
Reuters のために不可逆的に放棄することになります。
該当法で許可されている場合、契約業者や代理店等に
よって考案された知的財産は、職務著作として、あるい
は譲渡により、雇用者である Thomson Reuters の所有物
となります。

• Thomson Reuters の著作権、特許、商標、サービスマーク
その他知的財産の無断使用については、直属上司または
所属事業部を担当する Thomson Reuters 弁護士に報告しな
ければなりません。

• Thomson Reuters の資料、情報、商品、サービス、およ
び、公的に配布、流通する意図のあるその他文書または
商品には、すべて著作権表示を付けるようにします。

サードパーティーの知的財産

• サードパーティーの著作権、特許、商標、サービスマー
クその他知的財産を使用するに当たっては、必ず文書で
の許可を取り付けます。他人が所有する知的財産を使用
したい場合、または、使用する必要が生じた場合、その
資産を使用するライセンスを取得するか、その資産の所
有権を買い取ります。

• 著作権保護がかかった資料は、会社が所有者から書面の
許可を取り付けるか、複製、出版が法的に認められるま
で、複写も出版もしてはなりません。

• サードパーティーのソフトウェアまたは関連文書は、
オープンソースのソフトウェアと同様に、ライセンス契
約による複製・配布の許可と、Thomson Reuters の権利を
毀損しないことを確認することなしに、複写も配布もし
てはなりません。

• 一部の Thomson Reuters の事業にはサードパーティーの有
する権利を使用する際のコンプライアンスを監視するグ
ループまたは部門があります。誰に相談したらいいのか
判断に迷う場合は、所属事業部担当の Thomson Reuters 弁
護士に相談してください。

知的財産
THOMSON REUTERS が所有するすべての知的財産を保護し、 
他社の権利も尊重する

Q:  一般に公開されている
データベースの中に興
味深い情報がありまし
た。これを許可や了承
なく製品のひとつに含
めても良いものでしょ
うか？

A:  その情報にはまだ著作
権保護がかかっている
かもしれません。答は
事実と状況に拠る可能
性が高いため、所属事
業部担当のThomson 
Reuters 弁護士に相談し
てください。

Q:  ｢著作者人格権」とは何
ですか？

A:  著作者人格権とは、知
的財産権に関連したも
ので、氏名表示権およ
び創作物に対する同一
性保持権を含みます。

本規範での権利の放棄
条項は、社員が雇用期
間中に創作した物に関
する知的財産権のすべ
てが、Thomson Reuters 
に帰属することを約束
するものです。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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当社の役員や管理職、社員の多くは、Thomson Reuters や他
の企業に関して、Thomson Reuters 社外に知られていない
非公開情報へのアクセスが可能です。Thomson Reuters また
はその傘下の事業体の役員、管理職および社員は、重要な
非公開情報を所有している期間に、Thomson Reuters 株式の
取引をしたり、人に取引を勧めたりすることは許されま
せん。重要な非公開の情報に基づく株取引は違法行為であ
り、厳しい処罰の対象となります。重要な非公開情報は、
内部情報と呼ばれます。Thomson Reuters の有価証券に
は、上場株式が含まれます。

重要な情報 – ある情報が重要かどうかは、その内容や状況に
よって決まります。「重要」な情報とは、Thomson Reuters の
業務に関連する情報のうち、公開された場合に次のことが
当然予期されるような情報を指します。

• Thomson Reuters 株式の時価または価値が大幅に変動す
る、または大幅な影響を及ぼす結果となる情報

• 投資家の 意思決定に大きな影響を与える情報

非公開情報 – 「非公開」情報とは、報道発表、ウェブ掲載、
届出書類、株主へのニュースレターまたはメディアまたはそ
の他公開されている Thomson Reuters の通信を通しては、一
般投資家には通常手に入らない情報を指します。噂、ブログ
やその他のソーシャルメディアの投稿、または「巷の話題」
は、たとえ正確であっても、当社が開示した「公開」情報
とは見なされません。

重要な非公開情報をどのようにして知ったかは問題ではあ
りません – それを知った場合は、それによって利益を得る
ことを回避する、それによる損失を回避する、または他人
にそれを開示しない義務があります。

典型的な例 – Thomson Reuters に関する最も典型的な「重要
な非公開情報」とは、一般にまだ公開されていない業績や
財務状況、あるいは将来の業績見通しに関する情報を指し
ます。重要な非公開情報は、肯定的なものでも否定的なも
のでもあり得ます。重要な非公開情報のその他の例として
以下のものがあります。

• 当社の事業活動、見通し、戦略計画についての重要な 
変更

• 合併、買収、またはリストラの可能性

• 重要な資産、事業または子会社の売却の可能性

• 重要なサプライヤー、顧客、契約の獲得または損失

• 重要な新製品、サービスのリリースまたは発表、または
今後の重要な商品もしくはサービスの開発

• 当社の商品またはサービスの料金体系の大幅変更

• 当社による株式分割や公募または私募での株式売り出し
に関する発表、または、配当基準や金額の変更

• 上位経営陣または取締役会の交替

• 会計方法またはポリシーの重大な変更

• 実際のまたは実現する恐れのある重大な訴訟または重大
な政府/規制機関による調査

肯定的な情報も否定的な情報も重要である可能性がありま
す。自分が知っている情報が重要か、非公開かの判断に（ま
たはその情報がいまだに重要もしくは非公開であるかどう
か）迷う場合は、Thomson Reuters 株式を取引する前に必
ず所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に相談してく
ださい。

証券取引法およびインサイダー取引
重要な非公開情報を知っているときは、THOMSON REUTERS 株式の取引を
してはならず、人に取引を勧めてもならない

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-conduct-and-ethics
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/business-conduct-and-ethics-hotline
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他の人に情報を流さない – Thomson Reuters についての重要
な非公開情報を、その情報に基づいて取引を行ったり、他
の人に情報を開示したりする可能性のある他の人、例えば
親戚や友人に開示することも禁止されています。証券法で
はこのような「特別の情報」に基づく取引も禁止されてお
り、取引を行わなくてもあるいは他の人の取引から利益を
得なくても、民事あるいは刑事訴追の根拠となる場合があ
ります。

実際、これらの取引はこうした証券の短期の値動きに賭け
たもので、重大な非公開情報に基づいて取引しているかの
ように見られるためです。

顧客、サプライヤー、取引先、あるいは Thomson Reuters 
が重要な契約交渉中の企業に関する、一般投資家が知らな
い重要情報を知り得た場合は、その情報が公表されるま
で、または重要情報ではなくなるまで、その会社の株式の
売買をしてはなりません。

本セクションに記載されている各制限に加え、Thomson 
Reuters での立場や財務情報への実質的、潜在的アクセスが
あることにより、Thomson Reuters は特定の社員を「Thomson 
Reuters インサイダー」と定義しています。「Thomson Reuters 
インサイダー」は Thomson Reuters 株式の売買、取引につ
いてさらに厳しい規制の対象となっています。あなたが
｢Thomson Reuters インサイダー」に当たる場合は、Thomson 
Reuters の法務顧問から通知があります。

インサイダー取引に関するさらに詳しい情報を知りたい場
合は、当社のイントラネットでインサイダー取引ポリシー
の全文を参照してください。

証券取引法およびインサイダー取引
重要な非公開情報を知っているときは、THOMSON REUTERS 株式の取引を
してはならず、人に取引を勧めてもならない

Q:   最近、顧客である株式
公開企業の情報を、そ
こで働いている友人か
ら入手しました。例え
ば、顧客の昨年の売上
が、一般に予想されて
いる数字を遙かに上
回っていることを知り
ました。このときに同
社の株を買うことはで
きますか？

A:  いいえ。重大な非公開
情報に基づいた株式の
売買は、本規範および
インサイダー取引に関
する法律または規制に
違反します。インサイ
ダー取引をした場合
は、解雇の他、罰金や
実刑が課されることも
あります。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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当社の位置づけや観点を一貫した姿勢で述べるため、
Thomson Reuters には情報公開に関する特別なトレーニン
グを受け、認証された専門の担当者がいます。報道陣や株
主、金融アナリスト、政府当局が情報を要請してきた場
合、それに対する回答は、Thomson Reuters の株価や競争
力への影響など、広範囲に渡る結果を引き起こす可能性が
あります。当社商品、事業戦略、財務結果などの情報を提
供する際は、まずその情報が正確で、Thomson Reuters とし
てそれを「公表する」用意があることを確認した上で行う
べきです。

また情報をいつ、どのように公開するかについても、証券
取締り当局や証券取引法の規制に準拠して行う必要があり
ます。これらの理由で、承認された者だけが当社を代表し
て話すということが重要です。

社外からの情報提供の要請 – 社外から情報の提供を求めら
れた場合は(単純な要請あるいは悪意のない質問のように見
えても)、当社を代表してコメントを発表する立場にないと
きは、担当部署に回さなければなりません。

公共での発言や出版 – さらに、Thomson Reuters 社員または
役員として、出版や講演を行ったり、インタビューを受け
る、あるいはそれらの活動が Thomson Reuters での自分の職
務と関連する可能性がある場合は、事前に広報部あるいは
コミュニケーション部門から許可を得ることが必要です。

問い合わせ元： 照会先：

金融業界または株主 投資家広報部 (IR)

報道機関 広報部 (PR)

規制および政府諸機関 法務部

公選された役職者 広報部 (PR)

雇用に関する情報を求める人 人事部(HR)

顧客 顧客または販売担当者

ベンダーまたはその他のパートナー 広報部 (PR)

報道機関および一般からの問い合わせ
権限が与えられていない限り、THOMSON REUTERS を代表したコメントを
発表しない

Q:  Thomson Reuters が記者
発表で行った買収提
案、新製品の発表また
はその他の開発につい
て報道機関から問い合
わせの電話があった場
合はどうしたらいいで
しょうか？ニュースは
既に公開されているの
でコメントしても構わ
ないでしょうか？

A:  Thomson Reuters を代表
してコメントできる権
限がない限り (情報が 
すでに公開されていて
も)、メディア/広報担
当に電話を回してくだ
さい。Thomson Reuters 
が事業展開あるいは取
引について公に発表し 
 

た場合でも、コメント
してはなりません。

Q:  あるベンダーから 
Thomson Reuters との関
係を公表する見返りに
新規契約での大幅な割
引を提案されました。
これを受けることはで
きますか？

A:  いいえ。当社は、ベン 
ダーやその他のサード 
パーティーがマーケ 
ティング目的で当社と
の関係を利用するこ
とを許可しません。ま
れに例外が認められる
ことはありますが、メ
ディア/広報担当の明確
な承認が必要であり、
割引の見返りに認めら

れることは決してあり
ません。

Q:  ブログやオンライン
チャットで Thomson 
Reuters またはその業務
内容について、コメン
トまたは回答しても良
いですか？

A:  たとえ誤った内容や質
問への返答だとして
も、当社商品、株価、
事業戦略、財務結果、
顧客、競合社などにつ
いて一切情報を掲示し
てはなりません。その
ような問題があった場
合は、適切に調査、対
処できるコミュニケー
ション担当に連絡して
ください。詳細につい

ては、イントラネット
の「ソーシャルメディ
アコミュニティ－」の 
｢ソーシャルメディアガ
イドライン」を参照し
てください。

Q:  刑事訴追の裏付けとな
る情報を探している政
府の捜査官から情報を
請求されました。対 
応する必要がありま 
すか？

A:  政府機関または捜査官
からの問い合わせが
あった場合は、一切 
の対応 (または確認応
答) を行う前に、直ち 
に所属事業部を担当す
る弁護士に回してくだ
さい。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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Thomson Reuters では、すべての社員が尊重され、能力を発
揮する機会が得られる、包括的な職場を育成しています。
多様な考え、様式、経験および文化を受け入れて、イノ
ベーションを推進し競争力を実現します。

当社は以下のいずれにも関係なく、すべての個人に均等な
雇用機会を提供することに努めています。

• 人種

• 肌の色

• 宗教

• 性別、妊娠も含む

• 性同一性および表現方法

• 年齢

• 未婚／既婚

• 性的指向

• 国籍

• 市民権の有無

• 身体障害

• 退役歴

• 関係する連邦、州、地域、または現地法規制により保護
されているその他全ての条項

当社の経営陣は、採用、解雇、報酬、昇進、等級、トレー
ニング、実習、雇用紹介、その他雇用に関する各種条件や
特典において、このポリシーが確実に実施されるよう努め
ています。当社はオフィスがあればどの地域でも差別禁
止を定める適切な法律および規制を順守します。

相応の枠 – Thomson Reuters は障害を持った適格者に雇用機
会を提供するため、相応の枠を設けることをコミットして
います。Thomson Reuters ではまた、社員の真摯の宗教上
の習慣に対し、適切な便宜をはかるよう努力しています。

このポリシーの目的上、「適切な便宜」とは、Thomson 
Reuters に回復不可能な大きな困難をもたらさない範囲での
職務や職場環境、作業手順の変更や調整を含みます。

職務遂行において適切な便宜を必要とする障害を持つ、あ
るいは宗教上の便宜を必要とすると思われる場合は、人事
部または上司に連絡を取り、便宜を要請してください。
Thomson Reuters は、あなたと一緒に適切な便宜を見極める
よう努力します。

雇用機会の均等
均等な雇用機会を提供する職場作りに貢献する

Q:  社員 2 名のうち 1 名を
昇進させようと考えて
います。一人は男性社
員で、もう一人はいず
れは子どもを出産した
いという意向を時々漏
らしている女性社員で
す。その女性が出産し
てThomson Reuters を退
職する可能性があると
考える場合は、男性社
員のほうを昇進させて
良いものでしょうか？

A:  いいえ、これは当社の
ポリシーに反します。
法律上の管轄地域に 
よっては、例えばこう
した事実に基づく昇進
も適用法と規制の違 
反となる場合があり 
ます。

Q:  2 名の候補者と面接し
ていますが、1 名には特
殊なソフトウェアが必
要な視力障害がありま

す。どのように対応す
べきでしょうか？ 

A:  Thomson Reuters では、
障害を持つ人を含め、
すべての人に包括的な
環境を作るよう努力し
ており、相応の枠を設
けるためのポリシーと
プロセスが定められて
います。役割に対して
両方の候補者が適格で
あるならば、HR の担当

者と、現在の状況下で
特殊なソフトウェアが
相応の枠を設けること
に該当するかどうかを
話し合い、HR は必要に
応じてその人をフォ 
ローアップして追加情
報を要求できます。
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ゼロ・トレランス・ポリシー – Thomson Reuters は社員が、
『平等、公正、尊敬、礼儀正しさ、尊厳』に高い価値を置
く、安全でお互いを尊敬し合う職場環境で仕事ができるよ
う専心しています。Thomson Reuters は、場所を問わず不
法な差別やハラスメントについては、それが社員、上司、
顧客、納入業者、ベンダー、サプライヤー、コンサルタン
ト、訪問者その他 Thomson Reuters の施設を来訪する人、
Thomson Reuters の業務を預かる人など、誰によって行われ
たかにかかわらず、ゼロ・トレランス・ポリシーを採用し
ています。ゼロ・トレランスとは、このポリシーへの違反
が見られた場合、Thomson Reuters は直ちに解雇も含む適
切な対処を下すことを意味しています。

人種、肌の色、宗教、年齢、性別（妊娠を含む）、未婚／
既婚、性的指向、性同一性および表現、国籍、市民権の有
無、身体障害、退役歴、その他該当する法律または規制で
保護されている条項に基づく差別またはハラスメントは、
このポリシーに違反するもので処罰の対象となります。ま
た、お互いを尊敬し合い、プロフェッショナルとしての仕
事ができる職場を提供するため、法律または規制には違反
していなくとも、職場には不適切な行動もまた禁止してい
ます。

ハラスメント – ハラスメントを定義するのは容易ではあり
ませんが、以下のような言動、視覚的行動、身体的行動な
どが含まれます。

• 威嚇的、敵対的、不快な職場環境を意図的に作り出した
り、個人の仕事を不当に妨害する。

• 個人の雇用機会に悪影響を与える。

ハラスメントと見なされる行動の例としては以下が挙げら
れます。

• 人種的中傷、侮蔑的な発言、下品な冗談、侮辱、野卑な
言葉使い、軽蔑、からかい

• 侮蔑的なポスター、シンボル、漫画、スケッチ、コン
ピュータディスプレイ、Eメールの表示

• 他人への威嚇、妨害

性的ハラスメントは以下のような性的ないやがらせを含み
ます。

• 性的な要望に応えることが雇用に関する直接的もしくは
間接的な条件を形成する。

• 詰め寄る行為に対し、従属または拒否することが雇用あ
るいは昇進の根拠となる。

• 行為の目的や効果が威嚇的、敵対的、不快な職場環境を
作り出したり、個人の仕事を不当に妨害する。

性的ハラスメントは上記のハラスメントの例をすべて含む
ことがあります。ハラスメントと見なされるその他の行動
の例としては以下が挙げられます。

• 性的な性質を持つ迷惑な提案、要求や誘いかけ

• 相手が嫌がっているのに、抱擁やキス、身体をつかむ、つ
ねる、軽くたたく、身体に軽く触れるなどの行動を取る

• 他人の身体や外見についての不適切なコメント、性的な
身振りやコメント、言葉や行動による迷惑な戯れ

• 野卑なあるいはみだらな身振りや言葉、コメント

差別とハラスメント (嫌がらせ)
社員には、差別やハラスメント、不適切な行動のない職場環境を作る 
義務がある; 差別やハラスメントについての懸念を報告する
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防止と報告 – 差別やハラスメントを行っているのが誰であ
れ、報告をせずに行為を継続させてはなりません。差別や
ハラスメントの対象になっていると確信した場合は、上司
または人事担当者に報告し、調査に協力してください。上
司や人事担当者に報告しにくい場合、または匿名で報告す
ることや機密扱いが必要な場合は、Thomson Reuters ホット
ラインに連絡することもできます。国によっては、プライ
バシーおよび法的制約により差別行為/ハラスメントの報
告に匿名ではホットラインを使用できない場合もありま
す。ホットラインと例外に関する詳しい情報については
イントラネットのホットラインのページをご覧ください。
ハラスメントや差別について、部下から相談された監督者
や上司は、それが正式な訴えであってもなくても、ただち
にその問題を人事担当者に報告することが必要です。

調査 – 差別やハラスメントに関する報告はすべて、ただち
に詳細な調査が行われます。調査は可能な限り機密扱いと
するよう努めます。調査期間中に、通常、報告者および苦
情の対象となっている人物に面接し、必要であれば追加の
面接も行います。

報復の禁止 – ハラスメントや差別に関して誠意を持って報
告した個人や、調査に協力した人々に報復することは堅く
禁じられています。ただし当社は、誠意に基づく確信のな
いまま、不正確な情報に基づいて非難したり、意図的に虚
偽の情報を提供したり、非難を行った場合について、処
罰を課す権利を有します。報復されていると感じる場合に
は、本規範に記載されている報告手順に従ってください。
こうした報復には、本規範に沿って、最高解雇を含む処分
が課せられます。

差別とハラスメント (嫌がらせ)
社員には、差別やハラスメント、不適切な行動のない職場環境を作る義務
がある; 差別やハラスメントについての懸念を報告する

Q:  会社の今後の要求内容
について、サプライ
ヤーと何ヶ月かに一度
話し合います。その中
の営業担当で一人、私
がセクシーだと頻繁に
からかう人がいます。 
これは歓迎できません。
どうしたらいいでしょ
うか？

A:  Thomson Reuters は、当
社の社員だけでなく、
当社と仕事をする個人
にもハラスメントや差
別を禁じています。サ
プライヤーの営業担当
者の行動が不快だと感
ずる場合は、自分でで
きると思えるのであれ
ばそのように感じる旨 
を、その営業担当者に
伝えてください。直接
言いづらい場合、また

は相手が耳を貸さない
場合は、問題を上司ま
たは人事部の担当者に
報告すれば、それに対
応する措置を取ること
ができます。

Q:  差別とハラスメントに
関するこのポリシーは
全世界に適用されま 
すか？

A:  はい。Thomson Reuters 
では、その社員が世界
中どこでも安全で敬意
に満ちた職場環境を持
てるべきであると信じ
ています。これらの基
準は、こうした行動に
対して直接対処する法
律や規制がないよう 
な地域にも適用され 
ます。
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Thomson Reuters は、社員に健康で安全な職場環境を提供
し、また当社がビジネスを行う地域社会で良い企業市民で
あるよう努めています。この点に関しては、以下のことを
守ってください。

• 社員、顧客、契約業者、訪問者の健康と安全を保護する
ため、職場での健康と安全に関して適用される法律、規
制および公共政策の文言とその精神に則って業務を行う。

• 社員には環境に関する法律および規則に準拠し、なおか
つ、環境への悪影響を最低限に留める方法で業務を執り
行う。

• 当社のイントラネット上にある「企業責任のポリシー」
と合致して、人々の安全、公害防止、資源の有効活用、
責任ある調達を確実にするため、ポリシー、ガイドラ
イン、管理システムに従う。

• 職場での健康と安全に関する法律、規制およびリスク管理
のベストプラクティスによる作業指示または手順に従う。

• 安全な業務遂行と企業の資材および設備の安全で責任あ
る使用に役立つ、必須または実地の研修を受ける。

• 購入または使用の前に危険なまたは規制された物質の危
険性と安全な取り扱いを理解する (該当する場合)。

• 一緒に仕事をしている契約業者、ベンダー、または同僚
が、これらの条項に従って業務を行うようにする。

• 当社の記録に自分の現在の緊急連絡先情報が記載されて
いることを確認する。

• 上司や人事部の担当者に安全やセキュリティに関する懸
念を喚起し、職場での警戒を怠らない。

職場での暴力やけんか

Thomson Reuters では、他の社員、顧客または一般人に対す
る暴力、脅迫、けんかといった行為またはその脅しは一切
許容しません。法律で認められる範囲で、この禁止は 
Thomson Reuters の評判または権益あるいは社員の安全に悪
影響を与える社外活動にも及びます。

Thomson Reuters が賃借または所有する施設、Thomson 
Reuters が主催する催事場、もしくは仕事中には、いかなる
武器、その他の危険または有害な機器や物質も所持しては
なりません。ただし、法的に認められており、グローバル
/地域のセキュリティ責任者による事前の書面による承認
がある場合のみ例外となります。

禁止行為の例 – 以下は禁止されている行為の例ですが、す
べては網羅しているわけではありません。

• 他人を傷つけるまたは傷つけることを意図する、あるい
は傷つける可能性のある行動を取る。

• 口頭および/または文書により、直接またはサードパー
ティーを通じて、嫌がらせや脅迫を行ったり、送付した
りする。

• 攻撃的、威嚇的または敵対的な行動を取る (いじめを含む)。

• 雇用者の資産または他人の資産に損害を与える、または
そのような意図のある、またはそのような資産に損害を
与える可能性の高い行動を取る。

• 他人を付け回したり、未承認で監視を行う。

• 暴力をふるったり暴力をふるうと脅す。

こうした行為は相手に直接的であろうと、電話、電子メー
ル、テキストメッセージ、手紙あるいは電子的またはその
他の通信形式によるものであろうと、禁止されています。

自分または他人が脅迫または暴力を受けていると感じる、
あるいは疑わしい行為に遭遇した場合は、直ちにセキュリ
ティオペレーションズセンターに知らせ、その後上司また
は監督者、および人事部門担当者に知らせなければなりま
せん。

生命に危険が及ぶような緊急事態においては、地元の警察
または救急隊員に直ちに知らせ、その後、安全に行えると
きに、セキュリティオペレーションズセンター (+1 646-
223-8911/8912) または EMEA/APAC 地域セキュリティセン
ター (+44 (207) 542 5660/5532)、および上記の各担当者に
知らせてください。

職場に適用されるまたは職場に影響する恐れのある家庭的
なそして個人的な問題(例: 保護命令、禁止命令など) は人事
部の担当者およびグローバルセキュリティに報告しなけれ
ばなりません。職場における暴力防止ポリシーはイントラ
ネットでご覧になれます。

安全衛生、セキュリティおよび環境
当社は社員に健康で安全な職場環境を提供するよう努めている
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アルコールと薬物は適切な作業能力を阻害し、あなただけで
なく周りの人々にも危険を及ぼすことがあります。Thomson 
Reuters では、職場において規制薬物を含む違法な薬物を所
持、使用、購入、販売、販売しようとすること、流通、製
造すること、および当社の業務を当社敷地内または外部で
遂行中に酒類や違法および処方薬物を乱用・誤用するこ
とを禁じています。

仕事に差し支えるような酒類を摂取し就業してはなりま
せん。Thomson Reuters が特に認めている場合を除き、
Thomson Reuters の敷地内で酒類を所持または摂取してはな
りません。Thomson Reuters 主催あるいは顧客主催のイ
ベントに出席してアルコール類を飲む際には、良識を働か
せてください。自分の運転能力に少しでも疑問があるよう
な場合は、運転しないことです。その代わりに、タクシー
またはハイヤーを呼ぶか、あるいは同僚に送ってもらう、
といった別の手段を講じてください。

このポリシーに違反する社員は、懲戒処分の対象となり、
最悪の場合は解雇処分を受けることになります。特定の薬
物との関与は違法であり、本ポリシーの違反は、法執行当
局による逮捕や訴追の対象ともなります。

法律が許すところでは、Thomson Reuters は、医療専門家
による薬物・アルコールを含む、またこれらに限定されな
い検査や職場での持ち物検査を適切なステップを踏んで実
施する権利を留保します。

薬物および酒類
THOMSON REUTERS の業務の遂行中は、違法薬物の使用、 
アルコール飲料の誤用、医薬品の乱用をしない

Q:  酒類または薬物に関し
て相談に乗ってくれる
ところはありますか？

A:  アルコール中毒や薬物
乱用について (またはそ
れと無関係な、結婚問
題、家族問題等でも)、

深刻な悩みを抱いてい
る方は、Employee 
Assistance Program (社
員支援制度) や LifeWorks 
などを利用することを
薦めます。そこで話し
た内容はすべて極秘情
報として扱われます。

社員支援制度や LifeWorks 
などのサービスがない
国で勤務している場合
は、人事担当者に同様
の制度がないかを問い
合わせてください。
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当社は公正でオープンな競争を尊重しており、当社の成功
はある程度価格競争力のある高品質な商品とサービスを提
供する能力に掛かっています。当社は激しく競争する一方
で、事業を展開する各地で適用される独占禁止法、競争法
および規制を順守しています。

競合他社とのやりとり – 独占禁止法または競争法は複雑を
極め、違法と判断される規制対象も広範にわたります。同
法では、競争を限定・抑制するような合意を競合他社や顧
客と交わすことや、そのような情報を交換することを禁止
しています。これは、競合他社と以下のような協議や合
意を行ってならないことを意味します。

• 価格操作

• 価格、利益率、コスト、販売条件、信用条件、顧客、販
促活動、割引、マーケティング計画や戦略計画、その他
競争に関する事柄について機密情報を分かち合うこと

• 営業機会や販売区域の分割

• 互いの顧客の勧誘自粛

• 特定の商品やサービスの提供中止

• 特定の顧客への販売やサービス提供の中止

• 競争入札プロセスの不正操作

• 特定のサプライヤーやベンダーのボイコット

独占禁止法に抵触する内容について競争相手から話を持ち
かけられた場合は、そうしたことは話し合えないと伝えて
ください。それでも相手がその話を続けようとする場合
は、話し合いを打ち切る必要があります。業界の会合、ト
レードショー、同業組合のイベントや会議などに出席し
て、競合他社と非公式の話し合いをする機会があった場合
は、話の内容はできるだけ非公式に留め、上った話題につ
いてはすべてメモしておくと良いでしょう。共謀して独占
禁止法および規制に違反したと判断される基準はきわめて
広く、競合各社が一度も顔を合わせたり言葉を交わしたり

したことがなくても、競争上の情報を交わせば (たとえこ
うした情報を受け取るのみ、つまり一方向の情報の流れも
当てはまります)、違法な行為となり得る危険性がありま
す。独占禁止法に違反する行為は、書面による合意書など
でそれを裏付ける必要はなく、個人または組織の行いも根
拠となり得ます。競合他社または潜在的競合社と話をする
ときは極力注意を払うのが賢明といえます。

契約および業務内容によっては法的なガイダンスを受ける – 
業務の一環として、当社では顧客、サプライヤー、ディス
トリビューターと契約の交渉が必要です。ただし、これら
の契約が独占禁止法に関する問題を提起することがありま
す。特に以下のような場合については、所属事業部担当の 
Thomson Reuters 弁護士の法的助言を受けてください。

• 競争を排除するまたは不当に妨害するために顧客の価格
設定またはライセンシング条件を使用する(価格設定の変
更または大幅な割引など)。

• 商品やサービスをコスト以下の価格で提供する。

• 顧客に他の商品も買ってもらうことを条件に製品、サー
ビスの販売または割引を行う。 

• 独占契約、「ロックイン」契約または非競争あるいは互
恵契約を結ぶ。

• 顧客、サプライヤーまたは卸売業者を差別し (不平等な価
格設定および/または商品、サービスへのアクセスなど)、
こうした不平等な扱いが競争を阻害する可能性がある。

• サードパーティーとその製品またはサービスを特定の価
格で再販することに同意する。

• 卸売業者の販売先や販売価格を制限する。

独占禁止法、競争法および規制は複雑を極め、多くの例外
および該当要件に関する規定があり、国によって著しく異
なるため、反競争的と見なされる可能性のある活動を行う
ときは、事前に所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士
の指示を仰いでください。

公正競争、独占禁止および 
競合他社の情報
十分に注意し、独占禁止法と競争法の違反を避ける; 他社と公正に競争、 
取引し、競合他社に関する情報を合法的に収集する
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当社商品およびサービスのマーケティング – 顧客、サプラ
イヤー、競合他社、株主に対しても公正に対応します。
マーケティングや広告などで他社の商品と優劣を比較する
ことは一般的に認められていますが、競合他社の製品・
サービスを不正にけなしたり、批判したりする行為は避け
るべきです。当社は顧客の期待を上回るよう全力を尽くし
ていますが、製品・サービスや事業の入手可能性、適合
性、品質や性能についての表明は、正直かつ事実に基づい
たもののみとします。

競合他社に関する情報を合法的に収集する – Thomson Reuters 
が継続的に成功を収めていくためには競合他社を理解する
必要があります。従って、合法的な情報収集 (当社の競合
情報収集のガイドラインに沿って行う) は重要な業務の一
部です。しかし、違法または反倫理的な方法で競合他社の
情報を入手してはなりません。疑わしい状況で競合他社に
関するデータまたは情報を受領あるいは提供された場合
は、それを配布してはなりません。自分または上司が 所属
事業部担当のThomson Reuters 弁護士に相談しなければな
りません。競合他社の製品またはサービスにアクセスする
際は自分の身分や勤務先を偽ってはなりません。契約条項
またはサードパーティーの知的財産権に違反する、あるい
は競合他社の情報を収集するために、顧客またはサード
パーティーをそのようにするよう仕向けてはなりません。
競合情報の収集または利用の前に、当社の「競合情報収集
ガイドライン」(イントラネットで閲覧可能)をよく理解し
てください。このガイドラインの適用について質問がある
場合は、所属事業部担当のThomson Reuters 弁護士に相談
してください。

公正競争、独占禁止および 
競合他社の情報
十分に注意し、独占禁止法と競争法の違反を避ける; 他社と公正に競争、 
取引し、競合他社に関する情報を合法的に収集する

Q:  今度業界フェアに出る
のですが、そこで多
分、主な競合会社の自
分と「同じ地位」の人
間にも会うと思いま
す。競合会社と当社が
共に別の会社と新しい
サービス契約を入札す
る計画をしているとい
う噂を耳にしました。
その人物に話してもい
いですか？

A:  構わないかもしれませ 
ん。ただ、契約を結ぼ

うとしているあるいは
価格設定のような重要
な情報を話してなりま
せん。価格設定、費用
といった事柄が付随す
る競合他社と会話をす
る前に、まず所属事業
部担当のThomson Reuters 
弁護士に相談してくだ
さい。コンファレンス
における立ち話でも(単
なる一方から他方への
情報提供でも、他方が
その情報を基に行動を
起こせる場合も含め) 

独占禁止法または競争
法・規制違反となる可
能性があります。

Q:  以前の勤務先からサー
ドパーティーのサービ
スにアクセスできる自
分のアクセス ID を付与
されており、それはま
だ使えます。同僚に使
わせても構いませんか？

A:  サードパーティーと自
分の ID またはパスワー
ドを共有してはなら

ず、Thomson Reuters の
目的のために以前の雇
用関係より取得した
サービスまたは機密情
報を利用することはで
きません。サードパー
ティーのサービスの利
用には正当な使用許諾
が必要で、適用される
サードパーティーの契
約、知的財産権を常に
順守しなければなりま
せん。
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社員が贈り物、食事、優待、接待などを交換する場合は、
特定のガイドラインに従うことが必要です。当社が製品や
サービスをベンダー、サプライヤー、コンサルタントその
他から購入する際には、品質、価格、信頼性などの基準に
基づいて決定します。贈り物の授受および接待は客観性と
判断に影響を与える可能性があり、極端な例では贈賄・汚
職防止法の違反となる場合があります。

許容される贈り物、食事、優待、接待 – 贈り物、食事、優
待、接待は以下の条件を満たせば許容され、本規範の範囲
内です。

• 回数が頻繁でなく、自分の職務に照らして過度に高額の
ものでない。

• 適用法・規制を順守し、通常の商慣習または儀礼から逸
脱しない。

• 贈り主に義理を感じるほどのものではない。

• 現金を含まない。

• 公に明らかになっても、Thomson Reuters や贈り物を受け
た人、または、与えた人の名誉を汚さない。

• 所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士から事前の承
認を受けていない限り、いかなる国の政府職員とも絶対
に贈り物のやり取りをしない。Thomson Reuters の顧客に
は公的機関や大学関係者も含み、政府職員と見なされる
人々もいることに注意してください。

｢過剰でない」という言葉を考え得るあらゆる事例につい
て定義することは不可能なので、皆さんの良識で各状況を
判断してください。定かでない場合は、上司、人事担当者
または所属部門担当の Thomson Reuters 弁護士に相談して
ください。

すべての場合に、顧客自身のポリシー、ガイドラインがあ
る場合が多く、こうしたポリシーとガイドラインの違反と
なると知っている、あるいはその疑いがある場合は、贈り
物、食事、優待、接待をしてはなりません。また、事業部
によってはより厳格な贈り物ポリシーを設定している場合
があり、自分に適用される最も厳格なポリシーを順守しな
ければならないことも忘れてはなりません。

贈り物の例 – 以下は、一般に授受が許可されている贈り物
の例です。

• 会社やブランドのロゴ入りの販促製品

• 業界のコンファレンスなどで無作為に受け取る富くじや
コンテストの賞品

• 地元のスポーツ大会や文化的イベントのチケット

• 商談中の妥当な価格の食事や接待

• 結婚式や誕生日などに日頃の感謝の気持ちを示すための
慎ましい贈り物

• 小額の季節の贈答品

贈り物に関する注意 – 贈り物を受け取ってよいか、または
贈ってよいか迷う場合、以下の質問を自問してみると判断
の助けとなります。

• 贈り物の意図は何か？

• 同僚や同レベルの役職にある社員がその贈り物について
知った場合、自分が困ったことにならないか？

• 贈り物のやりとりはオフィスで行われたか、それとも他
の人々に知られないよう別の場所で行われたか？

• 贈答品を贈る場合、相手の会社に贈り物を受け取るこ
とを禁止しているポリシーがあるか？定かでない場合
は、確認する。

• 適切と言えるか？そうでなければ受け取らず、贈らず、
または事前にガイダンスを求めてください。

国によっては贈り物を返したり拒絶したりすると失礼に当
たる場合があります。そのような状況では、Thomson 
Reuters を代表していったん贈り物を受け取り、上司に報告
した上でどのように対処するか指示を仰いでください。

上記のガイドラインから外れた贈り物、食事、優待、接待
の授受を希望する、またはそれに関して質問がある場合
は、あらかじめ所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士
の指示を仰いでください。詳細については、イントラネッ
トの「反贈賄および汚職防止ポリシー」と「贈答、出張お
よび接待に関するガイドライン」を参照してください

金銭、便宜または贈り物の授受
贈り物の授受は慎重に行うとともに、直接間接を問わず、 
企業や政府の代表者に対し無許可の支払いをしない
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賄賂や不適切な支払いや贈り物 – 当社のポリシー、また当
社がビジネスを行うほとんどの国の法律および規制では、
個人、企業、政府役人の決定に対し、会社またはあなた個
人に有利、または不正に影響を及ぼす目的で支払いを行う
こと、またそのような行為に関与することを禁止していま
す。同様に、あなたや他人の決定に影響を及ぼす可能性の
ある賄賂、寄付、贈り物、優待などの他の支払いを求め
る、そそのかす、実際に受けるなどの行為は禁じられてい
ます。ある国で賄賂と見なされるものが他の国で同じよう
に受け取られるとは限らないため、社員には本規範に忠実
に従うことが要求されます。贈賄その他の不正な支払、贈
答には多くの形式があり、その一部を以下に挙げますがこ
れらに限定されません。

• 直接的な現金支払い

• キックバック

• 説明のできない払い戻しや割引き 

• なんらかの偽装経費に対する請求書

• 個人的な使用のための過度の物品および優待

便宜を図ってもらうための支払い –「便宜を図ってもらう
ための支払い」 (ビザまたはその他政府関連書類の処理、
自由裁量のきかない認可取得、電話もしくは電力サービス
の提供、その他類似の日常的処理業務で、便宜を図っても
らうために政府職員または関係者に提供する小額の支払い
のこと) は、一部の国の法律では許されています。とはい
え、多くの国では、その汚職防止法にこのような例外は設
けていません。Thomson Reutersでは社員および代表者によ
る、便宜を図ってもらうための支払を禁じています。その
ような支払を求められた場合は、拒否しなければなりま
せん。

その支払いをすることが、合法的な Thomson Reuters の業
務目標を達成するために必要であると思われるが、適用法
規やこの規範によりその支払いが許可されているか疑いが
ある場合、所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に連
絡を取ってください。連絡することなしにそのような支払
いをすることは、Thomson Reuters ポリシー違反となり、
解雇を含む懲戒処分の対象となります。

詳細については、イントラネットの「反贈賄および汚職防
止ポリシー」と「贈答、出張および接待に関するガイドラ
イン」を参照してください

金銭、便宜または贈り物の授受
贈り物の授受は慎重に行うとともに、直接間接を問わず、 
企業や政府の代表者に対し無許可の支払いをしない

Q:  サプライヤーからゴル
フと、その後のレスト
ランでの食事に招待さ
れました。招待を受け
ても構いませんか？ 

A:  招待が通常の節度のあ
る営業接待で、高額で
はなく、関係を改善お
よび強化することが目
的である限り、受けて
もかまいません。

Q:  贈り物に関する規則や
規制はどの政府組織で
あっても同じですか？ 

A:  いいえ。規則・規制
は、それぞれの国で、
連邦、州、地方政府の
各機関によって様々で
す。質問がある場合
は、所属事業部担当の 
Thomson Reuters 弁護士

に問い合わせてくだ 
さい。

Q:  政府の契約を確保する
ために、我々の補佐役
として現地のエージェ 
ントを雇いました。案
件を担当している政府
の職員に不正な支払い
など、我々は決してし
ませんが、そのエー
ジェントが何をするか
までは分かりません。
エージェントの行為が 
Thomson Reuters をトラ
ブルに巻き込むことが
あり得ますか？

A:  はい。我が社がある個
人または会社に支払い 
をし、その者が今度は
その支払いの一部また
は全額を政府の職員に
提供すれば、Thomson 

Reuters に責任があるこ
とになります。特定の
種類のエージェントや
その他仲介者と仕事を
する際には、その者た
ちの身元調査をしっか
り実施し、また、不正
な支払いを Thomson 
Reuters のために行わな
い旨の契約を確実に結
ぶことが大切です。
エージェントやその他
の仲介者と仕事をする
際には、所属事業部担
当の Thomson Reuters 弁
護士に相談するように
してください。

Q:  重要なプロジェクトの
ために国境を越えてあ
る国に入国する際、税
関吏がセキュリティの
理由で私のラップトッ

プコンピューターを検
査する必要があると言
います。現金 100 ドル
の「手配料」を払わな
ければ、手続きに 4 日
掛かると主張します。
支払ってもよいでしょ
うか？

A:  いいえ。これは便宜を
図ってもらうための支
払と見なされる可能性
もあり、従って一部の
法律または規制の下で
は合法ですが、そのよ
うな支払は Thomson 
Reuters のポリシーに反
します。疑念がある場
合は、所属事業部担当
の Thomson Reuters 弁護
士に相談してください。
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企業の契約は取引関係を取り締まるものです。契約を取り
締まる法律および規制は数多くあり難解であるため、
Thomson Reuters が締結する契約、または Thomson Reuters を
代表して締結する契約については、すべて適切なレベルの
見直しと承認が実行されることを確実にするポリシーと手
続が定められています。

ですから、Thomson Reuters を代表して契約や合意書を交
わす社員は、その締結前に、当社ポリシーが規定する法的
確認作業を含む適切な権限を得るようにしてください。
サードパーティーベンダーおよびサプライヤーとの契約や
合意については調達部門に確認しなければなりません。

顧客、サプライヤー、ベンダーとの間で承認されていない
｢補足文書」を交わしてはなりません。これらは未公開、
未承認の文書、電子メール、ファックス、口頭による約束
で、標準の契約条件から外れるものを意味します。未承認
の補足文書は、実行不可能な項目を、Thomson Reuters が履
行するよう拘束する恐れがあり、Thomson Reuters に不要な
責任を負わせる可能性があります。未承認、未公開の補足
文書の例をすべて網羅することはできませんが、以下にそ
の数例を示します。

• 契約期間が切れる前に顧客に契約終了を可能にする「早
期終了許可」

• 顧客が特定の業績やマイルストンを達成することを保証
または不測事態とすること

• 契約条件と相反するすべての内容、特に支払い条件に関
するもの

• Thomson Reuters が提供できない、あるいは提供する意志
がない商品やサービスを提供する約束

• 商品やサービスの無料提供または割引提供

業務や特定の商取引に該当する場合、社員には Thomson 
Reuters と顧客の間の正式な契約上の合意を締結する責任が
あります。顧客口座や取引を処理するために使用するアプ
リケーションで、契約、関連する注文、および顧客の立場 
(例: 新規か既存か) を完全かつ正確に文書化するのも社員の
責任です。特定の業務ではここに記載されているより多く
の詳細な要件や契約の記録および処理の要件に関する詳細
が求められる可能性があります。

政府との契約 – Thomson Reuters には、政府に製品やサービ
スを提供してきた長い伝統があります。Thomson Reuters が
政府と仕事をするときは、社員が公的調達を規制する規則
に従うことが非常に重要です。これらの規則は、多くの業
務や政府市場で異なりますが、すべてに共通して高潔性へ
のコミットメントが求められます。政府と取引する際は、
所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に相談し、適用
法規、ポリシーおよび基準に従うようにしてください。

契約上の権限と手続き
権限が与えられていない限り、THOMSON REUTERS を 
代表して契約を締結しない

Q:  新規顧客との契約に
目を通していますが、
自分に署名する権限が
あるのか確信がなく、
また一部の条項は理解
できません。誰に連絡
するべきでしょうか？

A:  顧客関連の契約につい
ては、できるかどうか 
を判断するには自分の
監督者 (または監督者に
類似した役員) または契
約部/契約管理部に、契
約または条項の解釈に

関する助言については
所属事業部担当の 
Thomson Reuters 顧問弁
護士に相談してくださ
い。サプライヤーや
ベンダー関連の契約に
ついては、調達グルー

プにお問い合わせくだ
さい。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-conduct-and-ethics
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/business-conduct-and-ethics-hotline


Thomson Reuters | 行動・倫理規範30

 顧客およびその他のサードパーティーとの連携

ThomsonReuters.com (外部向け) の行動・倫理規範
HUB (社内向け) の行動・倫理規範 

HUB (社内向け) の行動・倫理ホットライン

政治活動と献金 – 当社は社員が個人的に政治活動に参加す
る権利を強く支援し尊重しています。Thomson Reuters の誰
も、特定の政治団体や候補者に対しての献金や支援、ある
いは反対運動を行うことを、あなたに強要することはでき
ません。

Thomson Reuters は、直接的にも間接的にも、いかなる政
党・政治団体、候補者または宗教に対しても支援を行わ
ず、また、国内もしくは国際的対立や紛争でどちらか一
方を支持したりすることもありません。このポリシーに
従って、あなたも Thomson Reuters (または当社のどの事業
体についても) の名を、いかなる政党または政治的グルー
プ、あるいはそのような対立や紛争のどちらかの側に結び
つけるようなことをしてはなりません。

以下のことも認識しておかなければなりません。

• 個人的な政治献金に対して会社からの払い戻しは行われ
ないほか、行った政治献金を反映した給与の増額等賃金
の調整も行われません。

• 一部の州や国では、Thomson Reuters 事業体が特に政府の
事業体と事業を行う場合、社員またはその家族が政治献
金を行うことを法律および規制で制限または限定してい
ます。

• 政治的見解を一般にコメントする場合は、Thomson Reuters 
のものではなく、あくまで個人的な見解であることを明
確にする。

• 公職に立候補するか、任務につく意向がある場合は、所
属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士に報告し、任務に
就いた後は、会社を巻き込むような政治活動を行って利
益の衝突を招くような事態を避ける。

当社は、提案されている法案や規則、規制などが当社に及
ぼす影響の可能性に関して、政府関係者と様々な問題や話
題を話し合う場合があります。ある特定の行動が、
Thomson Reuters の中立性を脅かすことになるのではないか
と迷うような場合は、所属事業部を担当する  Thomson 
Reuters 弁護士に相談してください。

慈善活動と慈善団体への寄付 – 当社は、社員が個人の時間
やリソースを使って慈善団体や非営利団体に貢献するこ
とを奨励しています。ただし、Thomson Reuters との取引を
希望している、あるいは Thomson Reuters から寄付を受け
ることを希望している慈善団体や非営利団体に関与してい
る場合は、それを上司に報告し、事業部から適切な承認を
得なければなりません。機器など実物寄付は税務および財
務部門の承認を得なければなりません。コンピューター関
連機器の寄付には IT 部門の承認が必要であり、可能な寄
付を確実にするために環境衛生・安全グループの承認が必
要な場合もあります。現地の連絡先についてはイントラ
ネットを確認してください。

政治活動と慈善活動および献金
THOMSON REUTERS を代表しての政治献金は許されない。 
THOMSON REUTERS を代表して行う慈善団体への寄付は事前に承認を得る

Q:  自分の時間を使って地
元の慈善団体のために
ボランティア活動をす
るのは許されますか？ 

A:  はい、すべての正規社
員は、年間に 16 時間 
割り当てられているボ
ランティア休暇を勤務
時間中に使用すること
が奨励されています。
詳細なガイダンスが当
社のボランティアポリ

シーに記載されてい 
ます。

Q:  自分の時間を使って、
地元選挙区の政治活 
動でボランティアを 
するのは許されてい 
ますか？

A:  ボランティアポリシー
では、勤務時間を割い
て地元選挙区で政治活
動を行うことを認めて
いません。政治活動の

ボランティアは勤務時
間外に行わなければな
りません。

Q:  主要な顧客が支援して
いる慈善団体に Thomson 
Reuters を代表して寄付
することを望んでいま
す。これは可能ですか？

A:  場合によります。上司
が寄付を認め、本規 
範および関連するポリ
シーで定められたガイ

ドラインに従う場合
は、顧客に代わって
行った寄付には払い戻
しを受けられる場合が
あります。寄付は贈与
であり、本規範で定め
られた贈答品の授受に
関するガイドラインに
も従わなければなりま
せん。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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皆さんには、正当で公正な判断により、Thomson Reuters の
利益を最優先し、利害の衝突を回避することが要求されて
います。利害の衝突は個人的な利益が、Thomson Reuters の
利益と衝突する、あるいは、衝突しているかのように見え
る際に生じるものです。利害の衝突は、社員がその職務を
客観的かつ効果的に行うことを困難にするような、活動を
行ったり、関心を抱いたりする場合にも発生します。会社
は、社員が私事や私的投資を社員自身で管理する権利を尊
重していますが、いかなる業務取引においても社員は、個
人的利益よりもまず Thomson Reuters の利益を考えるべき
です。

利害の衝突の見極めと事前回避 – 皆さんには、利害の衝突
が起こる前にそれを見極め、人間関係または取引が衝突を
もたらす可能性があるのかどうか判断に迷う場合は、行動
に移る前に、あるいはその可能性に気付いた時点で、上司
または所属事業部を担当する人事部門担当者あるいは顧問
弁護士に書面で告知する義務があります。適切な上司また
は人事部の担当者はその利害の衝突を事前に回避する、あ
るいは解決する、または社内で解決できる人物に連絡する
ことができます。Thomson Reuters の各役員は、潜在的・
実質的な利害の衝突の恐れがある事態について、役員会に
報告する義務があります。

利害の衝突の例 – 以下は起こり得る利害の衝突の例であ
り、事前に解決されているか、問題のない事が証明されて
いない限りは、禁止されています。

• あなた自身、または、近い関係にある誰かが、Thomson 
Reuters におけるあなたの立場の見返りとして、不適切な
個人的利益 (現金、贈り物、接待、優遇、割引、融資や保
証、または Thomson Reuters によりサプライヤー、コンサ
ルタント、もしくは取引相手として選定) を得る。

• 別会社で、管理職、役員、従業員、顧問としての仕事を
持つことは、Thomson Reuters におけるあなたの業務遂行
能力を阻害したり、機密情報の開示につながったり、そ
の会社が Thomson Reuters と競合する。

• Thomson Reuters の所有物や情報、Thomson Reuters での
職務上の立場を通して得たビジネス機会を、Thomson 
Reuters が合理的に業務上関心を持つであろう場合でも、
会社にその機会を提供せずに、自分のものとする。

• Thomson Reuters の所有物、情報、社内の自分の役職を個
人的な利得のために利用する。

• 自分と近い関係にある者と上司・部下の関係にあるか、
当社に勤務する自分と近い関係にある者の勤務評定、雇
用、給与または手当を監視、総括、あるいはそれに影
響を与えることができる。

• あなた、または、近い関係にある人が保有する投資が、
Thomson Reuters のあなたの業務に影響することを許す。
Thomson Reuters により社員のために提供されている取り
決めを除き、Thomson Reuters の取引をあなた個人の、ま
たは他の誰のものであろうと、個人的投資の目的に利用
してはなりません。ただしこれは、消費者市場向けであ
る Thomson Reuters 製品の利用には、適用されません。

さらには、あなた自身、または、あなたに近い関係にある
人が、競合社、顧客、サプライヤーの株式を 1% を超えて
所有することは、利害の衝突となる場合があります。ま
た、あなたに近い関係にある人が Thomson Reuters の競合
社、顧客、サプライヤーに勤務している場合は、あなたと
その人は共に、互いの勤務先への義務を怠らないように十
分に注意を払う必要があります。

すべての利害の衝突が禁じられているわけではなく、上記の
リストはすべての例を網羅しているわけではないことを留意
してください。開示され、承認された場合には許される利害
の衝突もあります。考え得る利害の衝突をすべて挙げること
は不可能なので、各自で適切な判断を行い、必要に応じてア
ドバイスを求めるよう、皆さんにお任せします。

利害の衝突
社員として業務を遂行する際には、実質的・潜在的利害の衝突を避け、
THOMSON REUTERS を利用して個人の利益を追求しない

Q:  このポリシーでの「近
い関係」とは何を意味
しますか？

A:  ご自分の近親者または
同居者は、すべて「近
い関係」とみなされま
す。「近い関係」に
は、客観性に影響を与

えうる上司と部下の個
人的な関係も含まれま
す。さらに、いとこ
や、遠い親戚、知り合
いであっても、その関

係があなたの客観性に
影響を与えうる場合、
その人物とも「近い関
係」にあると見なされ
ます。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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Thomson Reuters 社外で仕事をしたり、他社の役員を務めた
りすることは、利害の衝突を生み出すことがあります。政
府機関をはじめとする組織の役員、常任委員会の委員また
は諮問委員になることも、その地位による報酬の有無を問
わず、利害の衝突につながることがあります。

自己査定 – Thomson Reuters 社外の仕事を引き受ける、また
は慈善団体もしくは非営利団体の理事会に参加する前に、
その行為が、職位やかかわり具合によっては、利害の衝突
となる可能性があるものかどうか、自分で査定してみてく
ださい。いずれにせよ、Thomson Reuters 社外で仕事をす
る、あるいは役員になることが Thomson Reuters での仕事
の障害や機密情報の開示につながってはなりません。判別
がつかない時は、上司に相談すべきです。

いかなる自己査定にも、Thomson Reuters の信頼原則 (本規
範の「当社の目的と価値」の項を参照) を、常にその一部
として考慮に入れます。あなた自身または直属のマネ
ジャーが、その副業もしくは役職は Reuters の信頼原則と
相容れない可能性があると思う場合には、更に上の管理
職、人事部門担当者、または Thomson Reuters の弁護士と
協議する必要があります。

Thomson Reuters の利益と衝突する可能性がある組織の役員
や委員会の委員に任命された場合は、事前に所属事業部担
当の Thomson Reuters 弁護士の書面による承認を得る必要
があります。他の株式公開企業の役員に就任する場合は、
必ず Thomson Reuters の法務顧問および Thomson Reuters 取
締役会のコーポレートガバナンス委員会の事前の承認が必
要です。

許可される役職 – Thomson Reuters やその事業に関係のな
い、家族経営の事業の役員就任は認められています。この
ような種類の状況では事前の承認は必要ありません。

社外の組織に役職を持ち、その組織のために公の場でス
ピーチをするような場合は、Thomson Reuters の代表とし
てではなく、その団体の代表や個人としてスピーチしてく
ださい。

Thomson Reuters 社外で仕事をする、あるいは他社の役員に
なることが認められている場合は、当社の事業に関する機
密または戦略的情報をもらしてはならず、当社との取引に
関わる役員会の問題に対して議決権を行使してはなりま
せん。

許された社外の仕事/役職は、Thomson Reuters でのあなた
の職とは分離され、一般的に、Thomson Reuters での時間や 
Thomson Reuters の機器、資産、情報、または消耗品を使用
して行うべきではありません。社外で働くことが、
Thomson Reuters の社員としての主たる業務と義務を果たす
ために必要な時間と努力を払うことの障害になる、あるい
はその妨げとなるようなことがあってはならず、その事業
が Thomson Reuters と競合するものであってはなりません。

他社の仕事や役員の職
別の会社の仕事をしたり、他社の役員に就任する際は、事前に必要とされ
るすべての許可を得る

Q:  専門家のネットワーク
でコンサルタントとし
て働く機会を与えられ
ました。これは構いま
せんか？勤務時間中に
は従事しませんし、
Thomson Reuters のリ
ソースは使用しません。

A:  一般に Thomson Reuters 
では社員が当社での雇
用、経験または責任と
いった問題に関して他
の組織のコンサルタン
トとして働くことを認
めていません。この仕
事は利害の衝突、ある
いは社の機密情報の不

正な開示につながる可
能性があります。上司
のサポートを得て、こ
の種の仕事に就きたい
場合は、所属事業部を
担当するThomson 
Reuters 弁護士より書面
による明示的な承認を
得てください。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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私たち全員に、不審な会計、監査、開示事項や開示管理に
関わる疑問と懸念を、良心に基づき報告する義務がありま
す。Thomson Reuters 役員会の監査委員会では社員から苦
情の報告を促すために、以下の手続きを定めています。

• 会計、社内監査、社内会計管理、監査問題、開示管理に
関わる苦情の受理、管理および処理

• 社員による、不審な会計または監査問題あるいは開示管
理に関わる懸念の機密かつ匿名の報告

報告すべき会計、監査に関する事項の例 – 会計、社内会計
管理または監査問題に関する申し立てや懸念で、迅速な行
動が必要とされるものには以下が含まれます。

• Thomson Reuters の財務諸表や決算報告の準備、管理、評
価、見直し、監査において虚偽、意図的誤り

• Thomson Reuters の社内会計管理の欠陥、または違反

• 上級管理職または会計士による Thomson Reuters の財務諸
表、決算報告、監査報告の内容の不正表示または虚偽報告

• Thomson Reuters の財務状況に関する完全かつ公正な報告
からの逸脱

報告すべき不正行為の例 – 不正行為や不誠実な行動を知っ
た場合、または不信に感じられた場合は、それを報告する
義務があります。以下のような例があります。

• 当社のポリシーに準拠していない顧客、ベンダー、代理
店またはコンサルタントとの不審な取引

• 文書の偽造その他の改ざん

• 顧客またはベンダーの要求による製品またはサービス価
格の水増しや過小請求

• 契約書またはその他の文書に記載されていない理由によ
る支払い

• 通常の商取引と異なる仲介企業経由の支払い

• 会社あるいは取引先の口座ではなく、個人の口座への送
金または入金

• Thomson Reuters や顧客などに帰属する資産の横領、窃盗
または不正使用

また、当社の決算報告書を監査する社外の公認会計士や認
許会計士に対し、不正に影響を与えたり、強要、操作、誤
り導いたりすることも法律に違反します。

当社の現社員または元社員、管理職、役員、契約請負業者
あるいは取引先のサードパーティーによる不正な行動は直
ちに以下のいずれかに報告しなければなりません。

• 直属の上司または監督者

• 人事部門担当者

• 事業部門の CFO

• 所属事業部担当の Thomson Reuters 弁護士

• コーポレートコンプライアンス・監査部門 

• 行動・倫理規範ホットライン

• 社外の当事者または事業体による当社に対する不正な行
動は Thomson Reuters 弁護士またはグローバルセキュリ
ティに報告しなければなりません。

匿名/守秘で報告する方法、さらなる情報などについて
は、本規範の「懸念事項や違反に関する質問と報告」を参
照してください。

会計、監査、開示に関する懸念事項 
および不正行為の報告
会計、監査、または開示に関しての懸念もしくは気づいた不正行為につい
ては直ちに報告してください

Q:  自分の業務に関わる何
者かが不正なまたは不
誠実な行動に関わって
いる可能性があるとい
う疑いを持った場合、
自分で調査することが
できますか？

A:  いいえ。上司、Thomson 
Reuters コーポレート
コンプライアンス・ 
監査部門、Thomson 
Reuters 弁護士、または 
Thomson Reuters ホット
ラインにただちに連絡
しなければなりま

せん。不正行為を自分
で調査してはいけま
せん。一般に、社内調
査が必要かどうかは、
Thomson Reuters コーポ
レートコンプライアン
ス・監査部門やThomson 
Reuters 法務部門が判断

し、必要と判断された
場合は適切な調査チー
ムおよび調査内容を選
定します。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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財務、会計記録の適切な管理 – 財務および会計記録は、
Thomson Reuters の経営陣、役員、株主、政府諸機関や規制
当局その他への報告書の作成に利用されます。したがっ
て、誤解を招かないよう完全かつ正確な財務、会計記録を
徹底し、Thomson Reuters の正確性の評価を守らなければ
なりません。これに役立つのが適切な管理システムの導入
です。

• 勤務表、売上記録、請求書、納品書、諸経費記録を含む
あらゆる帳簿、記録、明細書は完全かつ正確で信頼でき
るものでなくてはならない。

• 記録がなく、未公開のまたは「帳簿外」の資金や資産は
いかなる目的でも保有しない。

• 取引に関連する事実について文書を偽ったり、歪曲した
りしない。

• 取引は直ちに記録し、適切な資料を添付。

• 上司や監督者によって承認されない限り、または払い戻
し可能でない限り、Thomson Reuters の資金で経費の負担
や支払いは行わない。

Thomson Reuters の活動や取引を反映する財務記録は、
Thomson Reuters の会計規則と手順および適用すべき基準、
法律および規制に従って管理する。

Thomson Reuters の外部への開示 – 証券監督当局や証券取
引所に申請、提出する記録、文書、またその他 Thomson 
Reuters による広報についても、完全、公正、正確かつ迅速
で、理解可能な開示が必要です。Thomson Reuters のパブ
リック・ディスクロージャーの書類を揃える担当者、また
は、その手続きに関与する社員は、それぞれ責任をもっ
て、Thomson Reuters の様々な開示管理手続、および関連
規約に準拠して情報を公開する責任があります。

記録および情報の正確性
記録は、完全、正確、確実に行う

Q:  第 1 四半期の最後の週
に入りました。予算内
に収めるために、今月
はじめに受領した備品
その他の資材について
第 2 四半期の経費に計
上することを検討して
います。これは可能で
すか？

A:  絶対に許されません。
すべての経費および売
上は発生または実現し
た期に計上する必要が
あります。

Q:  出張中現金で支払っ 
たタクシーや食事のレ
シートを紛失してしま
いました。使った経
費を証明できる文書が
なくても払戻してもら
えますか？

A:  可能な場合もありま
す。誤ってレシートを
紛失した場合は、出張
や接待に関する規則
（T&E）を調べ、上司
に払い戻しが可能か尋
ねてください。一定額 
を超えた経費について
は、当社のポリシーま
たは上司によりレシー
トのない払戻が拒否さ
れる場合があります。
払戻が認められる場合

でも、提出の必要な書
類に書かれた経費が正
確に記載されていなけ
ればなりません。払
戻を受けるために虚
偽、誤解を招くまたは
誤った経費を捏造する
ことは決して認められ
ません。

http://ir.thomsonreuters.com/phoenix.zhtml%253Fc%253D76540%2526p%253Dirol-govConduct
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当社の情報および記録は貴重な会社資産であり、適切な注
意を持って扱われるべきものです。私たちは文書と記録の
保管および処分に関する法律および規制上の要件に従う必
要があります。その結果、Thomson Reuters では、社内記
録の適切な扱い、保管、回収、処分に関するポリシーを設
定しています。社員は以下に従い、記録と情報の管理を徹
底しなければなりません。

• 記録情報のファイリング、保管、回収は一貫した方法で
行う。

• いかなる媒体でも法律、会計、規制、運用上の要件に
従って記録管理する。

• 記録の保護 (バックアップを含む)。

• 訴訟の際に必要な書類。

• 不要になった記録は、紙の書類も電子ファイルも、適切
かつ時宜にかなった方法で処分する。

Thomson Reuters では、保管する記録を、カテゴリのタイト
ルによって識別する、記録保管期間が設定されています。
保管期間表には、記録カテゴリ別に通常以下の項目が記載
されます。

• 保管する記録の種類とクラスの記述

• 保管期間の開始時期

• 記録が保管されるべき期間の長さ

係争中または訴訟の可能性、または政府による調査の報告
がある場合は、Thomson Reuters 弁護士の許可がおりるま
で、電子メールを含むすべての記録は一切処分したりでき
ません。召喚その他の法的手続きの対象となっている文書
や電子メールを処分すると、犯罪行為とみなされる場合が
あります。このポリシーおよび関連する法律および諸規制
に従わなかった社員は、最高解雇を含む懲戒処分の対象と
なり、刑事的民事的犯罪に問われ、罰金または禁固刑を課
される場合があります。

適用される文書保管ポリシーについてさらに詳しい情報が
必要な場合、または質問がある場合は、所属する事業単位
または部署の記録調整責任者、または Thomson Reuters の記
録管理部門（RecordsManagement@ThomsonReuters.com）に
相談し、必要事項を学ぶようにしてください。何が必要か
自分でもよく理解していなければなりません。保管すべき
文書なのかどうかについての法的質問がある場合は、処理
する前に、所属事業部を担当する Thomson Reuters 弁護士
に問い合わせてください。

イントラネットの「記録の管理」の項に詳細が記載されて
います。

記録管理
適用される記録管理規則に従い、訴訟や調査が行われることがわかった
時、文書や電子メールを破棄したり改ざんしたりしない

Q:  電子メールはどのぐら
いの期間保存すべきで
すか？

A:  電子メールを保存する
理由がなく、保存して
おく法律規制上の義務
がない限り、削除して
かまいません。法的拘
束を受けた場合は、

Thomson Reuters 弁護士
によってその拘束が解
かれるまで、電子メー
ルを保存しておかなけ
ればなりません。
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Thomson Reuters は世界中で事業を展開し、世界中に顧客が
いるため、通商禁止、制裁および輸出規制に適用されるい
かなる法律や諸規制にも違反しないことが重要です。

制裁 – 制裁により、特定の国や企業、個人との取引に制限
が課せられることがあります。

複数の国に適用される幅広い制裁または「通商禁止」があ
ります。これらの制裁は、政治的動機に基づいており、頻
繁に変更されます。イントラネットの「貿易統制」の項目
で制裁措置対象国の現在のリストを確認できます。

制裁措置対象国にいることを知っているもしくはその可能
性がある、または、制裁措置対象国の個人または企業が所
有、管理する、もしくはその代理となっている、見込み
客、既存の顧客またはその他の関係者 (例: 代理人またはサ
プライヤー) とビジネスを行ってはなりません。この要件
は、見込み客、顧客またはその他の関係者が制裁措置対象
国外で事業を行っていても適用されます。

政府および政府間機関 (例: 国際連合) は、制裁措置の対象
となっている企業や個人のリストを追加で発表します。当
社は、これらのリストに照らして顕在化している事業の見
込み客や顧客を体系的にスクリーニングし、リストにある
個人や企業は顧客関係データベースでフラグを立てていま
す。このスクリーニング処理の詳細や業務で遭遇した、制
裁措置の対象となっている個人や企業の「ウォッチリス
ト」は、イントラネットの「貿易統制」の項目で確認でき
ます。

制裁措置の対象となっている関係者であることを知ってい
る、もしくはその可能性があると思われる者、または、制
裁措置の対象となっている関係者が所有、管理する、もし
くはその代理として働いている者とビジネスを行ってはな
りません。

• 可能な限り制裁を順守するためには、顧客やパートナー
について、その所有者や管理者、評判、どのような事
業をどこで行っているかなどを知らねばなりません。

• 制裁について質問がある場合は、所属事業部担当の弁護
士に相談してください。

• 制裁措置対象国や関係者とビジネスを行うための詳細な
規則について確認するには、イントラネットの「貿易統
制」の項目にある「制裁に関する認識ポリシー」を参照
してください。

輸出規制 – 輸出規制では、輸出できるもの、輸出元、輸出
先、受取人および目的に制限が課されます。輸出規制に準
拠するための過程が業務で規定されている場合は、その手
順を熟知して順守する必要があります。

• 輸出規制について質問がある場合は、所属事業部担当の
弁護士に相談してください。

• 輸出規制に関する詳細については、イントラネットの「貿
易統制」の項目を参照してください。

通商禁止、制裁および輸出規制
適用される通商禁止、制裁および輸出規制を順守する 

Q:  顧客はロッテルダムに
拠点を置いている企業
ですが、担当者から制
裁措置対象国にいる 
エンドユーザーに Web 
ベースの製品研修を実
施するように依頼され
ました。認められるで
しょうか？ 

A:  いいえ、直ちに所属事
業部担当の弁護士に相
談してください。制裁
措置対象国での研修を
依頼するということ
は、顧客がその国にい
る個人や企業の代理で
ある可能性が考えられ
ます。

Q:  海外の顧客に提供して
いる製品にハードウェ
アが含まれていない 
場合、輸出規制に関 
する心配は不要でしょ
うか？ 

A:  輸出規制が適用される
のはハードウェアや機
器のみではなく、ソフ
トウェア、特に暗号
化を使用するソフト
ウェアの輸出にも適用
されます。また、規制
は、国内でのハード
ウェア、機器およびソ
フトウェアの移動、お
よび顧客への移転にも
適用されます。
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人事担当者、Thomson Reuters 弁護士、 
コミュニケーション担当者

勤務先の人事担当者、所属事業部担当の Thomson Reuters 
弁護士、勤務先のコミュニケーション担当者への連絡方法
がわからない場合は、当社イントラネットで連絡先を調べ
ることができます。

その他のポリシーおよび手順の詳細については、イントラ
ネットの「リソース」の項目を参照してください。

行動・倫理規範:  
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/code-of-business-
conduct-and-ethics

行動・倫理規範ホットライン:  
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/business-conduct-
and-ethics-hotline

法務部/コンプライアンスポリシー、ツールおよびリソース:  
https://thehub.thomsonreuters.com/groups/legal-and-
compliance-policies-tools-and-resources

行動・倫理規範ホットライン

電子メール: ethics@thomsonreuters.com

電話:  + (1) 877.373.8837 (米国、カナダ以外は自国の無料電話 
 番号からかけてください)。

Web: https://www.compliance-hotline.com/ThomsonReuters.jsp

本社法務部 
電子メール: legal@thomsonreuters.com

企業コンプライアンス 
電子メール: enterprisecompliance@thomsonreuters.com

コーポレートコンプライアンス・監査部門 
電子メール: corporatecompliance@thomsonreuters.com

グローバルセキュリティ 
電子メール: globalsecurity@thomsonreuters.com

企業責任 
電子メール: corporate.responsibility@thomsonreuters.com

環境衛生と安全 
電子メール:  
thomsonreuters.healthandsafetydepartment@thomsonreuters.com 

情報セキュリティに関するリスク管理チーム 
電子メール: infosecriskmanagement@thomsonreuters.com

記録管理 
電子メール: recordsmanagment@thomsonreuters.com

問合せ先
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確認書

注記: 初回の確認はイントラネットで電子的に行われます。コンピューターにアクセスできない場合に限り、
書面による確認を行ってください。書面による確認が必要な場合は、人事部の担当者または直属の上司に提出
してください。

Thomson Reuters 行動・倫理規範を受理、読了したこと、また、私に本規範に記載のポリシー、原則および価
値を遵守する義務があると理解し、確認いたします。

また、本確認書のみにおいて雇用契約成立を意味するものでないことを理解しています。

氏名:

事業所:

Thomson Reuters 社員 ID:

署名:

日付:
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本規範は社員の皆様への参考資料です。Thomson Reuters は、
通知の有無に関わらずいかなるときも、本規範およびポリ
シー、手順、制度についてはすべて、全体的または部分的に
改変、差し止め、廃止する権利を留保します。また Thomson 
Reuters は、本規範およびこれらポリシーを、会社が適当と
する独自の判断により解釈する権利も留保します。

本規範あるいは当社社員によるいかなる声明も、それが口
頭によるものか文書によるものかに関わらず、社員に対し
ていかなる権利、特権、恩典も与えることはなく、Thomson 
Reuters における継続的雇用資格を創設することもなく、労
働条件を策定することもありません。さらに、社員各位は
現在の雇用が随意雇用であれ正規雇用であれ、すでに交わ
された雇用関係を本規範が変えるものではないことを理解
する必要があります。

www.thomsonreuters.com に掲載されている本規範のオンラ
インバージョンには、最新情報が盛り込まれており、紙面
バージョンまたは旧バージョンとオンラインバージョン間
で内容に相違がある場合は、オンラインバージョンが優先
されます。

THOMSON REUTERS

www.thomsonreuters.com

法的条項
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