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CEOからのメッセージ
チームの皆さん、

世界最先端テクノロジー企業にサービスを提供するグローバル組織として、倫理と誠実さはアヴネットの成功の中核を占める要素です。誠実さ
は当社のコア・バリューの1要素であるだけでなく、最優先されるバリューです。毎日、当社の優秀な人材がその行動で、当社の本質を明確にし
、誠実さが重要な要素であることを世界に実証しています。私たちが目標を達成するためどんな行動をするかだけでなく、どのように行動する
かも影響を与えます。

私たちが正直かつ公正に、互いを尊重し合えるような行動を常に徹底できるように、当社は指針になるような行動規範を設けています。アヴネ
ットの行動規範を通じて、顧客やサプライヤー、パートナー、社員の皆さんは、法律を全面的に順守し、ビジネス倫理を貫徹するアヴネットに
、揺るぎない信頼を寄せることができます。

私は当社行動規範が表している内容に自信を持っています。皆さんにも熟読していただくようお願いいたします。掲げられるガイドラインがご
自分の役割にどのように適用されるかを、時間をかけて理解してください。

行動規範に関する質問や不正行為の疑いに対する懸念がある場合は、遠慮なく提起してください。直属の上司、倫理コンプライアンスオフィス
、法務、人事、そして多数の信頼の置ける行動規範アドバイザーの一人を含む、様々なリソースからガイダンスを求めることができます。

あらゆる行動を行う際に誠実さを貫くことで、私たちは共に仕事をするすべての人たちをさらなる成功へ掻き立てることができます。

今後もアヴネットにとって適切な方法で結果を出し続ける姿勢を貫いていただくよう、お願いします。

最高経営責任者（CEO）
リック・ハマダ
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当社のビジョンおよびコア・バリュー
当社のビジョン
私たちはアヴネットにおいて、グローバルなテクノロジー・マーケティング、流通リソース、サービス、企業文化を通じて、お客様、サプライヤー、社員、株主の成功を促進することによ
り、これらの皆さんから真っ先に選ばれるパートナーとなるビジョンを抱いています。

当社のコア・バリュー
コア・バリューは、私たち一人ひとり、そして会社全体としての人物像を定義したものです。コア･バリューは、私たち社員、または当社の顧客、株主、サプライヤー、競合他社、コミュニ
ティに向けて、私たち自身を定義したものです。当社のコア･バリューは、紙に書かれたただの言葉ではありません。私たちは、日々の業務において、これらのコア･バリューを示すことが
求められています。私たちは、これらのコア･バリューがアヴネットのビジョンを達成するための指針となることを期待しています。

誠実
正直であること、尊重し合うこと、信頼を得ることを行動をもって示します。

顧客サービス
顧客の要望を聞き、より優れたサービスを提供するよう努め、顧客満足度をさらに高めます。

責任
一人一人が自らの約束、行動、結果に責任をもちます。

チームワーク
アヴネットの成功を促進するよう協力し合います。

革新
企業として成功するために、変化に対応すると共に、変革をもたらします。
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行動規範について

アヴネット行動規範について理解する

自分自身に次のことを問いかけてみてください。

アヴネット行動規範へようこそ。この行動規範は、私たちが高
い倫理基準を維持することを目的としています。ここでは、誠
実さの基準に関する情報を提供し、私たちの法的および倫理的
責任について説明します。この行動規範は、すべての社員、役
員、取締役会のメンバー、さらに世界中の当社の子会社に適用
されます。またアヴネットと共に仕事をするサプライヤーやエ
ージェント、ビジネスパートナーに対しても、同様の倫理基準
の順守を求めます 1。

この行動規範では、多くの法的または倫理的問題に触れていま
すが、私たちが直面すると思われるすべての状況が網羅されて
いるわけではありません。したがって、もしある行動が適切か
どうか疑わしい場合は、この行動規範の後述に記載されるいず
れかの手段で、相談してください。

この行動規範に加え、常に当社のコア･バリューを心に留めて
、私たちのすべての行動における意思決定がコア・バリューを
高められるものであるようにしてください。正しい行いが常に
完全に明らかになっていれば最高です。しかし人生はそんなに
簡単ではありません。正しい選択が明らかでない場合、または
正しいことを行うことが難しい場合、当社のコア･バリューを
思い出してください。

もしこれらの質問に対する答えが心地よいものでない場合、考
えているその行動を取るべきではないと考えた方が安全です。
その代わりに、この行動規範に示されているリソースの一つに
相談してください。

米国などの関連法域の社員向け：本行動規範は雇用期間に関する明示
的もしくは黙示的合意を構成するものでも、退職および解雇自由の原則
に基づく該当する雇用関係を変更するものでもありません。本行動規範
で定める方針に反する行動は、アヴネットとの雇用の範囲外にあるため
、懲戒処分や是正措置が取られる結果を招く可能性があります。法律で
許容される場合、アヴネットはいつでも、理由を問わず、本行動規範を
改定する権利を有します。

1
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行動規範のもとでの責任を受け入れる

各自が共有する約束に加え、管理者にはさらなる責任がありま

法律を順守する

この行動規範は、私たちが誠実に業務を遂行するという決意表

す。管理者は行動規範の先導役であり、模範となり、見習うべ

アヴネットでは、ビジネスを行う地域の法律や規則、規制を完

明を支援します。顧客やサプライヤー、社員、株主、コミュニ

き倫理的行為のモデルとなることが求められます。あなたが管

全に順守した上で業務を行う必要があります。このような法律

ティに対する責任を全うするためには、社内での立場に関わら

理者の場合、以下の責任があります。

は複雑で、時間とともに変化し、国によっても異なります。特

ず、各自が約束を守らなければなりません。このために、当社
は全員に以下のことを求めます。

•

•

行動規範の要件をよく読んで理解し、それに従う。

•

アヴネットのビジネスに関連して実際に起きた違法な行

•

ネットの業務に適用すべきかに関する質問がある場合、上司ま

•

すべての業務上の行動や関係において、倫理的な行動や

たは法務部門に問い合わせてください。

誠実さ、信頼性を促進する文化を育成する。
•

部下がこの行動規範をレビューし理解することを保証す
る。

•

この行動規範の意味や行動規範をどのように適用すべき
かを示し、実際に起きた行動規範違反または行動規範違

動の疑いに対し、警告を出し続ける。

反の疑いの報告に関する責任、およびこのような実際に

実際に起きた行動規範違反、または行動規範違反の疑い

起きた行動規範違反または行動規範違反の疑いを報告す

を報告した人に対する報復を防ぐ文化を育成する。

る様々な選択肢を示す適切なトレーニングを、社員に受

行動規範の意味や行動規範を自分たちの仕事にどのよう

講させる。
•

行動規範に関するアドバイスや指導を得るための複数の
方法を社員に提供する。

当社の行動規範や企業ポリシー、法律に関する質問や懸
念事項があれば、適切な担当者に相談する。

•

この行動規範を導入し、実行する。

動や非倫理的な行動、または違法な行動や非倫理的な行

に適用すべきかを説明するトレーニングに参加する。
•

•

当社のコア･バリューを向上させ、誠実であることを維持
する責任を受け入れる。

•

定の法律や規制に関する質問、またはそれらをどのようにアヴ

•

実際に起きた違反行為や違反行為の疑いに対する適切な

日々の行動を通して、行動規範に対する各自の決意を示

調査を迅速に行い、必要に応じて問題をエスカレーショ

す。

ンする。
•

行動規範違反が起きた場合には適切な行動を取る。
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倫理的文化に加わる

違反について相談、報告する

倫理警告ラインを使用する際は、効果的に問題に対応できるよ

私たちは各自、行動規範や企業ポリシー、法律に違反した行動

うに、あなた自身を明らかにすることが奨励されます。ただし

、またはそのように見える行動に関する懸念を共有する責任が

現地法において認められている場合は匿名を選択することもで

あります。その際、当社は正直で倫理的な環境を維持するよう

き、アヴネットはあなたの決断を尊重します。

支援します。
国によっては、相談可能な労働評議会やデータ保護オフィサー
など、その他の選択肢もあります。
違反の疑いについて相談または報告するには様々
な方法があります。通常、懸念事項がある場合、

違法行為の疑いについて相談または報告する際に選択した手法

まずあなたの上司に相談します。何らかの理由によりそれが

に関わらず、当社は法律の範囲内で、守秘義務を守るためので

気まずかったり不適切である場合、その他の方法があります

きるかぎりの努力をします。

。
報復をなくすための心構え
•

行動規範アドバイザー（CCA）

実際に起きた違法行為または違法行為の疑いを、気兼ねせずに

•

人事部代表

報告できることが重要です。実際に起きた違法行為または違法

•

法務部門

行為の疑いを誠意を持って報告した人への処罰や報復をなくす

•

グローバル監査部門

ことが当社のポリシーです。「誠意を持って」報告するという

•

コーポレートまたは地域の倫理およびコンプライアン

ことは、あなたが真実だと信じていることを完全に正直に伝え

ス委員会

る責任があるということです。誠意をもって報告した人や調査

オンラインまたは電話でのアヴネット倫理警告ライン

の報告に協力した人に対する報復行動が発覚した場合、解雇を

（ロケーション別連絡先は、イントラネットの倫理＆

含む懲戒処分を受けます。

•

コンプライアンスオフィス （Ethics

•

&

Compliance

Office）ページを参照してください）

違法行為に対する調査プロセスとその結末

Avnet, Inc.取締役会による監査委員会

アヴネットでは、すべての報告された懸念事項について、迅速
に守秘義務を守りながら調査を行うと同時に、知る必要のある

アヴネット倫理警告ラインは、倫理コンプライアンスオフィス
（Ethics & Compliance Office）に併設され、第三者機関が運

人のみが調査を知らされ関与します。調査は倫理的に、あらゆ
る準拠法およびアヴネットポリシーに準拠して行われます。

営しています。この倫理警告ラインは24時間365日利用できま
す。
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調査

したほかの者も報復の恐れから守ると同時に、対象者の信用が

懲戒措置

調査は様々な方法で行われる可能性があります。現地の準拠法

不当に失われることがないようにします。

適切な懲戒措置を決定する際に考慮される要因としては、違法

に則り、調査方法には、面談、文書や記録の精査、バックグラ

性の有無、本行動規範またはその他のアヴネットポリシーに対

ウンド調査、コンピューター、システム、その他の情報や証拠

報復は、調査に関与するすべての当事者にとって深刻な懸念事

する違反の有無、似た状況でのアヴネットの対応、関与する法

の入手元の監視や分析などが含まれる場合があります。不適切

項ですが、通常、問題やインシデントを報告する人物（報告者

域の法律で特定の措置が求められるかどうか、社員の在職期間

な調査技法や現地の準拠法に準拠しない技法は許容されません

）にとってはより深刻です。本行動規範では、法律、規制、ポ

や懲戒履歴などが含まれる可能性があります。

。

リシーに対する既知の違反や違反の疑いを誠実に報告する人物
に対する報復を禁じています。報復に遭うか報復を目撃または

調査の終了時には、調査結果に基づき、適切な懲戒または是正

通常、許容されない調査慣行の例としては、以下のとおりです

報復だと疑う人は、調査責任者（もしくは調査チーム）、倫理

措置が、準拠法により許容される範囲で適宜講じられます。立

。（ただしこれらに限定されません）。

コンプライアンスオフィス（Ethics & Compliance Office）、

証されなかった疑いは、不正行動の疑いを掛けられた社員に対

直属の上司、行動規範アドバイザー（CCA）、または人事部に

して何ら影響を及ぼしません。

•

個人情報や信用に関する法律、財務情報などの個人情報

ただちに相談してください。

の秘密を保護するその他の法律の違反
•

営業秘密や専有情報の不正利用

•

政府調査の妨害

•

賄賂などの不適切な支払

調査が合法的かつ上述の適切な方法で実施されることを前提と

•

不法侵入

して、私たちは調査に協力し、調査過程での面談、情報、文書

•

実体記録や電子記録への不正アクセス

の要請に速やか、かつ誠実に従う責任を負います。

•

秘密の個人記録や商用記録への不適切なアクセス

•

強要／脅迫

詳しい情報は、調査ガイドラインを参照してください。

調査は、偏見なく公平に、職業人的態度で行われなければなり
ません。調査官は、特定の事柄に関して客観性を保てるか自信
がない場合、調査の任命者に速やかに知らせる必要があります
。

調査の存在およびその関連する事柄を伝える相手は、知る必要
がある人物に限定し、守秘義務を徹底すると共に、個人のプラ
イバシー権を尊重し、誠実な調査をします。関与当事者全員の
身元を適切な配慮の下で保護し、報告者だけでなく調査に協力
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当社に誠実に行動す
る

当社の最善の利益のために行動する

贈り物や接待の授受

私たちは各自、個人的な利害が、以下の事例で記述されている

私たちは常に、ビジネスパートナーとの関係を強めようと努力

通り、当社の利害と対立する状況を避ける義務があります。こ

します。贈り物や接待は、当社と共にビジネスを行う第三者と

れらの利害の対立は、社外での行動や影響、関係がアヴネット

の良い関係を構築し維持するのに適した方法になり得ます。し

の最善の利益のための行動に影響を与える場合に生じます。ま

かしこのような厚意のやり取りが明確なビジネス上の目的なし

た、このような対立は、あなた自身または友人や親類が利益を

に行われた場合、贈り物や接待の授受により対立が生じる場合

得るためにアヴネットでの立場を利用する場合にも生じます。

があります。

私たちは、自分自身の行動や親しい家族の行動が利害の対立に
あたらないよう考慮しなければなりません。利害の対立は、そ
れに関与した人だけでなく当社にも深刻な影響を与えるため、

一般的に、以下のガイドラインに従った適度の贈

疑わしく見える状況も避けなければなりません。利害の対立が

り物や接待の授受は可能です。

生じているのか、または生じる可能性があるのか疑わしい場合
、何か行動を起こす前に、その状況について迅速にあなたの上
司、またはCCA、アヴネットの法務部門、人事部門に相談して

•

において適切である。

ください。取締役会のメンバーは、実際に生じた対立または明
らかな対立を、役員会によるガバナンス委員会に開示しなけれ

•

以下の章では、利害の対立が生じる一般的な状況をいくつか説

とです。当社は、各自が仕事をする上で、慎重に適切な判断を

明します。これらは一般的な事例であることを心に留めておい

下し、常識に従うことを求めます。正しい選択が明らかでない

てください。あなたが直面する可能性のある対立はこれだけで

場合、行動を起こす前に相談してください。

はありません。

贈り物や接待が、ビジネス上の関係やコミュニティの
関係を向上させるものである。

ばなりません。
アヴネットでの仕事は、業務活動において第一に注力すべきこ

贈り物や接待の理由が、その状況やビジネス上の関係

•

贈り物は現金以外である。

•

贈り物や接待のやり取りは頻繁ではなく要求されたも
のでない。

•

あなたがアヴネットの利益となる決断をする上で、贈
り物や接待を受けることが影響を与えない。

•

贈り物や接待は合法的であり、アヴネットのビジネス
上の目的に関係がある。
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贈り物や接待のやり取りをする場合、ビジネスパートナーは独

社外ビジネスの利害

自のポリシーを持っている場合があり、そのポリシーはアヴネ

質問:

私はアヴネットの仕事で出張していて、その間に

ットのポリシーと異なる場合があることを覚えておいてくださ

海外で長年の顧客に会うことを計画しています。その顧

金銭的利害関係がある場合、利害の対立が生じる可能性があり

い。私たちはビジネス上の厚意を提供する前に常に、ビジネス

客は、私を人気のある地元のレストランのディナーと、

ます。当社とビジネスを行うベンダーや顧客、競合他社、その

パートナーを困難な状況に置くことがないよう、確認する必要

その後そのエリアで最高級のナイトクラブに飲みに行こ

他の企業とこのような利害関係を持つことは、判断を損なう可

があります。もしビジネスパートナーが当社の行動規範および

うと招待してくれています。私はその町を訪れるのは初

能性があります。したがって、その重要性に関わらず、アヴネ

企業ポリシーに違反する贈り物や接待を提供してきた場合、丁

めてで、どちらも行ってみたいと思っています。私はそ

ットにとって最善の判断に影響を与える、または影響を与える

重にお断りしてください。

の招待を受けてもよいですか？

ように見える利害関係を持つことは避ける必要があります。

ビジネスパートナーが法外な価値の贈り物や接待を提供してき

回答:

上場企業の少額の株式や債権、その他の証券には、包括的な例

た場合、上司、またはCCA、倫理コンプライアンスオフィス（

その食事がビジネス上の話し合いを促進し、アヴネット

外があります。ここでいう「少額の」とはその企業価値の1%未

Ethics & Compliance Office） に相談し、それを受領してよ

とその顧客との関係を向上させるのであれば、許容範囲

満を意味します。それ以外の場合、バイスプレジデント以上の

いかどうか指示を仰いでください。贈り物や接待の授受は、「

内です。しかし、その後のナイトクラブでの接待は、そ

職位にある社員については、コーポレート倫理およびコンプラ

この行動が大手新聞の一面で報道されるとしても、私はこの行

の費用と高級度によっては不適切とみなされる場合があ

イアンス委員会の書面による例外承認が必要です。業務上の利

動を取るか」という問いかけが特に適している分野であること

ります。疑わしい場合は、あなたの上司またはCCAに相談

害以外を原因とする潜在的な利益相反はすべて、倫理コンプラ

を忘れないでください。その贈り物や接待について新聞で報道

してください。

イアンスオフィス（Ethics & Compliance Office）のメンバー

一般的に、レストランでの手頃な価格の食事は、

アヴネットの取引相手との直接的または間接的なビジネス上の

されたくなければ、それは授受すべきものではありません。

による確認・承認が必要です。

詳細については、グローバル腐敗防止ポリシーをご覧ください

さらに、CEOおよびコーポレート倫理およびコンプライアンス

。

委員会の書面による承認を得ないかぎり、いかなるアヴネット
の顧客やサプライヤー、競合他社、サードパーティベンダーの
取締役会のメンバーを務めてはなりません。
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社外での雇用

親類の雇用

世界中で倫理的にビジネスを行う

アヴネットは、現地法や契約で禁じられていない限り、社員が

労働協約などで制約または禁止されていない限り、時には、私

グローバル企業であるアヴネットは、世界中の個人および企業

社外での雇用を引き受ける権利を尊重します。しかしその引き

たちの親類が当社での雇用を求める場合があります。経営層お

とビジネスをしています。当社のグローバルな関係を管理する

受けた社外での雇用は、アヴネットと競合する仕事であっては

よび人事部が承認する場合を除き、直近の家族との直接的また

法律は厳しいため、勤務地の規則や規制を理解し順守すること

なりません。特に以下のような状況は避けなければなりません

は間接的な上下関係を持ってはいけません。それによって、え

が重要です。これには、連邦海外腐敗防止法（FCPA）や英国贈

。

こひいきが疑われる状況が引き起こされる可能性があります。

収賄防止法、そして汚職防止を目的とした世界中の同様の法律

「直近の家族」には、配偶者、同居のパートナー、子供、継子

が含まれます。アヴネットのグローバルな展開を考慮すると、

個人的利益のために、当社にとってのビジネス機会を奪

、両親、継親、兄弟、義理の両親、世帯を共にする他のメンバ

FCPAおよび英国贈収賄防止法は、世界中で行われる行為に適用

う行為、または当社と競合するような事業を促進する行

ーも含まれます。あなた自身がこのポリシーに違反する状況に

されます。賄賂やキックバックの授受、同様の秘密の支払いま

為を含む社外雇用または活動。

あることが分かった場合、上司にその状況を迅速に開示してく

たは受領は、当社のポリシー違反であり、違法でもあります。

アヴネットで業務を遂行するために必要な時間や労力が

ださい。

意思決定に影響を与えることを意図し、直接的または間接的に

•

•

確保できない。
•

社内でまたは就業時間中に社外の仕事を行う。

•

当社の資産や社員、設備、備品、装置を使って、社外の
仕事を行う。

•

アヴネットの機密情報または専有情報を使用あるいは開

政府役人に贈り物を渡したり約束したりすることは、不適切な
質問:

私の妻の会社がアヴネットのベンダーになること

を検討しています。私は、それはアヴネットと妻の会社
の両者にとって利益になることだと思います。これは利
害の対立にあたりますか？

示するような社外の仕事を行う。

ことです。さらに政府職員に対し、その人に影響を与えること
を意図し、贈り物、食事や旅行、接待、宿泊、謝礼などの価値
あるものを提供してはいけません。このような行動によって、
あなたとアヴネットが重い刑事責任に問われる可能性がありま
す。

回答:

特にあなたがベンダー選定プロセスにおいて意思

決定権を持っている場合、その可能性があります。あな
たがそのような決定権を持っているかどうかに関わらず
、この関係は利害の対立に見える状況を作り出します。
あなたは、この状況を上司に報告し、あなたがもしこの

詳細については、この行動規範の「贈り物や接待の授受」の章
、およびグローバル腐敗防止ポリシーをご覧いただくか、倫理
コンプライアンスオフィス（Ethics & Compliance Office）に
お問い合わせください。

意思決定プロセスに関わっている場合、あなた自身を外
してもらうべきです。
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商業賄賂をなくす

国際商取引の管理

イアンス部門（global trade compliance department）か法務

誠実にビジネスを行うことは、商業賄賂に関わらないことを意

アヴネットはグローバルなサプライヤーや顧客の基盤を持つた

部門に問い合わせてください。

味します。「商業賄賂」とは、ビジネスの獲得や維持、あるい

め、国際商取引法および制裁措置に従わなければなりません。

はその意思決定に影響を与えるために、第三者に現金や贈り物

私たちは、ビジネスを行う国の輸出入管理に関する規制および

、優遇措置、接待などの価値ある物を提供することです。さら

法律を順守します。これを順守しなかった場合、グローバルな

質問:

に、自分たちの代わりに第三者をこのような活動に関わらせて

顧客やサプライヤー基盤の管理に深刻な影響を与え、重い金銭

は、注文したその製品を中東の同僚と分け合うつもりだと

はいけません。賄賂を贈ってはいけないのと同様、賄賂を受け

的処分および刑事処分が科されることになります。

私に伝えてきました。その同僚がいる国は制裁措置の対象

取ることもしてはいけません。

質問:

今朝、南米の顧客から大きな注文を受けました。彼

国ですが、私たちが製品を顧客に出荷した後、顧客はその

当社の大口顧客で、私が通常やり取りする担当者（

通常「輸出品」とは、海外の人に向けて出荷される製品やサー

製品を自由に流通させることができると考えています。こ

ビス、技術、情報を指します。米国法を含むいくつかの法律で

れは適切な行為ですか？

は、適用される人物（例えば非米国市民）への技術や情報、ソ

バイヤー）は最近、アヴネットが多額の利益を得る可能性が

フトウェアの提供も、その人物の住んでいる場所に関わらず「

回答:

ある大型取引を私にほのめかしました。そのバイヤーは、私

輸出品」になります。何かを輸出する前に、配送先およびエン

ことを知った上で（または疑わしい理由がありながら）製

がワールドカップの決勝戦のチケットを彼と彼の妻のために

ドユーザー（または輸出品を受け取る人物）が適格かどうかを

品を出荷することは、企業ポリシーおよび輸出管理法に違

手に入れることができたら、アヴネットがその取引を確実に

確認する義務があります。また必要なすべてのライセンスや許

反します。これは複雑な状況なので、グローバル貿易コン

受注できるようにすると約束しました。私は、その顧客もエ

可を得ること、および適用される税金を支払うことも求められ

プライアンス部門（global trade compliance department

ンドユーザーも政府関係者でないことを確認しました。この

ます。

）か法務部門に相談すべきです。

いいえ。一般的には、制裁措置の対象国に送られる

状況ならチケットを提供することができると理解してよろし
「輸入品」、または海外企業から購入した製品を別の国へ持ち

いでしょうか？

出すことにおいても、様々な法律や規制に従う必要があります
回答:

いいえ。アヴネットには世界中の様々な賄賂防止法

が適用されます。その一部は米国内またはほかの場所で適用

。特に輸入業務では、税金の支払い、および必要な申請書の提
出も必要です。

されます。このチケットは、商業的賄賂とみなされ、英国贈
収賄防止法その他の現地法だけでなく、複数のアヴネットポ

海外取引に関わる業務をしている人は、その仕事に適用される

リシーに違反します。贈答が許容されるか否か、確かでない

、関連した輸出入の法律や規制をよく理解していなければなり

場合は、CCAか倫理コンプライアンスオフィス（Ethics

ません。また当社のグローバル取引コンプライアンスポリシー

Compliance Office）に相談してください。

&

についてもよく理解し、それを順守しなければなりません。グ
ローバル取引コンプライアンスを管理するアヴネットのポリシ
ーは、イントラネット上にあります。輸出入関連の法律および
規制は複雑です。疑問がある場合は、グローバル貿易コンプラ
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制裁及びボイコット

当社の資産および情報を保護する

輸出入に関する法律に加え、アヴネットでの業務に適用される

私たちは日々、多くのアヴネットの資産を委ねられています。

貿易制裁にも注意を向ける必要があります。米国およびその他

私たちは、すべての設備や施設、資金、文書を含む当社の具体

の国々によって課される制裁では、特定国との取引、およびそ

的な資産を保護し、それらの資産を盗難や損害、損失、悪用か

れらの特定国に居住する人またはそこの出身者との取引を制限

ら守るために必要な予防措置を取る義務があります。会社の資

または禁じています。制限される活動には、以下のものが含ま

産は業務目的でのみ使用することが求められます。

れます。
最も重要な資産の一つは、当社の機密情報および専有情報です
•

資産の移動

。多くの社員が、業務の一環として当社の機密情報および専有

•

金銭の支払い

情報にアクセスできます。これらの情報はアヴネットの所有物

•

サービスの提供

であり、競争力を維持するうえで極めて重要なものです。

•

機密技術の輸出

•

対象国への渡航

常にこれらの情報の機密性を保護することが重要です。機密情
アヴネットの機密情報の例として以下のものが挙げられます。

報は、業務上アクセスする必要がある社員、または法律で必要
とされる人のみが共有するべきです。機密情報および専有情報

私たちはビジネスを行うどこの場所においても、適用される規

•

戦略的事業計画。

を個人的な利益のために使用しようとしたり、機密情報や慎重

制を知り、それに従う責任があります。制裁に関する質問があ

•

将来のまたは未決定の販売や買収、合併。

に扱うべき情報、未公開情報を権限のない社外の人に開示して

る場合は、法務部門に問い合わせてください。

•

サプライヤーや顧客の情報や要望。

はなりません。これには、これらの情報について電車や空港も

•

当社が提供する製品やサービスに関する技術情報。

しくはレストランなどの公共の場所、または社員食堂、エレベ

さらに、米国法およびその他のいくつかの国の法律では、ボイ

•

価格構成、コスト、利益、その他の財務情報。

ーター、喫煙エリア、休憩所などの社内の共用の場所で話をす

コットや法的制裁の対象でない貿易制裁への参加要請に協力す

•

ビジネス手法や様式。

る際、誰かが聞いているかもしれないという点に配慮すること

ることを禁じています。これはすなわち、違法なボイコットに

•

機密情報と認識されるアヴネットが開発または購入した

も含まれます。

協力したと見られる情報の提供や声明の発表を行ってはならな

専有データおよび個人データ、あるいは顧客やサプライ

いということです。これらの法律違反に対しては重い罰則があ

ヤーから委託された専有データおよび個人データ。ただ

時にアヴネットは、秘密情報を社内の業務上の関係者に開示す

ります。直接的または間接的に違法なボイコットへの参加を要

しこれらのデータが常に明確に機密と認識されるとはか

ることがあります。私たちは、受領当事者が情報を秘密に保つ

請された場合は、法務部門に相談してください。当社はすべて

ぎりません。その場合でも機密情報として扱わなければ

と理解している場合に限定して、こうした開示を行う必要があ

のボイコットの要請について米国政府に報告しなければなりま

ならないことに注意してください。疑わしい場合は、法

ります。

せん。したがって、あなたがこのポリシーを順守することは極

務部門に確認してください。

めて重要なことです。

皆さんは、雇用時にみなさんの義務をより詳細に記載した秘密
保持契約または開発契約に署名した可能性があります。特定法
域における制定法上の義務を含む可能性があるこれらの義務は
、アヴネットを退社後も適用される場合があります。
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質問:

同僚とレストランでランチ休憩を取る際に、同僚は

さらにこれらのプログラムは通常、著作権保護機能を持ち、所

電子メディアを適切に使用する

有者の許可なしに複製することを違法としています。

アヴネットは、業務を行う上で使用する様々な技術を提供しま
す。電話やネットワーク接続されたコンピュータ－、ノートパ

新しいビジネス取引の可能性について話をします。彼女は興
奮しながら手短かに当社の価格戦略について話し、私が知る

プログラムの所有者の書面による許可なしに、ソフトウェアを

ソコン、インターネットおよびアヴネットシステムへのアクセ

必要のない多くの詳細な情報を共有してくれます。私は彼女

複製、またはソフトウェアの複製を許可、あるいは複製された

スなどのリソースは会社の資産であり、私たちはこれらを第一

の話を止めるべきでしょうか？

ソフトウェアを使用することは決して行ってはいけません。こ

にアヴネットの業務のために使用すべきです。当社では、それ

れは商標権やロゴについても、それらの登録の有無、または「

らの使用が当社の業務遂行能力に悪影響を与えない場合、限ら

©」や「TM」などのマークの有無に関わらず、利用できる「公

れた範囲内で個人的使用を認めています。

回答:

はい、その同僚は、他人の耳に入る可能性のある公

の場でそのような情報について話してはなりません。さらに

正な使用」例外だと認められない限り、同様に適用されます。
アヴネットの情報技術は適切に使用しなければなりません。当

、あなたが業務上その情報を知る必要がないのであれば、あ
なたに話すべきではありません。私たちは、公の場で機密情

同様に、ハードウェアの特許や著作権、商標権、ライセンスに

社の技術を、嫌がらせや虐待にあたるような、あからさまな、

報について話をする場合、特別な注意を払う必要があります

関するハードウェアサプライヤーとの合意書にも違反しないよ

あるいは攻撃的な、わいせつで非合法的な題材や言動を参照し

。あなたはその会話をすぐに打ち切り、あなたとその同僚は

う留意しなければなりません。これらの規約に関する質問があ

、ダウンロードし、伝達するために使用してはいけません。こ

その会話を上司またはCCAに報告すべきです。

る場合は、アヴネットの法務部門に問い合わせてください。

れには、ポルノグラフィーへのアクセスや嫌がらせメールの配
信、アヴネットのシステムやネットワーク、データベースに不

さらに、著作権で保護された資料をデジタル複写、コピー機を

正にアクセスしようとすることも含まれます。また、著作権の

他者の知的所有権を尊重する

使用して複写または複製してはいけません。ただ、著作権法に

所有者の許可およびアヴネットの承認なしに、無許可でソフト

私たちは、当社の顧客、競合他社やサプライヤーも含む他者の

は、ある制限された条件において、著作権で保護された資料を

ウェアをダウンロードすることや、著作権のある音楽や映画、

著作権や商標権、ライセンスを尊重します。私たちは、当社オ

撮影または複写してよいという「公正な使用」例外が含まれま

その他の著作物をダウンロードすることも禁じられています。

リジナルのアイデアを使用して当社の業務を促進し、作者に敬

す。
詳細については、グローバル情報セキュリティポリシーをご覧

意を表したり、適切な許可やライセンスを受けたりすることな
く、他者の作品を模倣することはしないという「ソート・リー

雇用の際に、このポリシーで定めるあなたの責任についてより

ダーシップ」を推進しています。

詳しく説明した、ソフトウェアの不正使用に関する合意に署名

ください。

しているはずです。
例えば、コンピューター・ソフトウェアのサプライヤーとの契
約書に署名する際、その契約にはソフトウェアライセンスに関
する合意も含まれています。そこでは、サプライヤーがソフト
ウェアの所有者であり、アヴネットは規定の条件下で使用でき
るライセンスを受領するという合意を得ます。一般的に、これ
らのライセンスはソフトウェアの複製、複写を禁じています。
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ソーシャルメディアおよびネットワーキング
インターネットは、各種ソーシャルメディアツールを使ってス

質問:

私は頻繁に、自分の個人的な時間を利用して、フェ

テークホルダーと関わる様々な機会を提供してくれます。これ

イスブックやその他のネットワーキングサイトに情報を投稿

らのメディアには、ブログ、またはツイッター®のようなマイ

しています。最近大きな契約を取り、私は興奮してこの情報

クロブログ、フェイスブック®やLinkedIn®のようなソーシャル

を家族や友人と共有しました。私のプロフィールには私がア

ネットワーキングサイト、ウィキ、写真やYouTube®のようなビ

ヴネットの社員であることが記されていて、今回契約を取っ

デオ共有サイト、チャットルームなどが含まれます。電子メッ

た会社の名前を誤って出してしまいました。私はこの情報を

セージは永遠に残り、転送可能なコミュニケーションの記録で

編集して投稿から削除しました。これを報告する必要はあり

あることを忘れないでください。電子メッセージは、一度公開

ますか？

されるとアヴネットの評判に大きな影響を与えます。ソーシャ
ルメディアが当社に与える悪い結果を避けるために、アヴネッ

回答:

トを代表して話し、行動しているように見えることは、そのよ

は機密情報として扱われるべきものです。したがって、たと

うな権限がないかぎり、避けなければなりません。また、明示

え後でその記述は取り消されたとしても、その情報の開示は

的にそうするよう許可を得ている場合を除き、機密のアヴネッ

当社と当社のビジネスパートナーとの関係に弊害をもたらす

トの情報を開示するために、ソーシャルメディアやネットワー

可能性があります。アヴネットが必要に応じて対処できるよ

キングサイトを使用してはいけません。

う、この不慮の情報開示について上司または法務部門に知ら

はい、この情報は、重要事実、未公開情報、あるい

せるべきです。
詳しい情報は、ソーシャルコンピューティングに関するガイド
ラインをご覧ください。
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同僚社員に誠実に行
動する

基本的人権を守る

職場でのハラスメントを禁止する

グローバルコミュニティへの約束の一環として、アヴネットは

プロフェッショナルな職場環境を実現する一環として、当社の

業務を行う上で常に基本的人権を重視し、順守するよう努力し

従業員は、脅迫や威嚇、強制、さらに他の従業員や訪問者の業

ます。当社は、当社のために業務を遂行する人々に対し、合理

務の遂行を妨げてはいけません。私たちはハラスメントも許し

的な労働時間と公正な賃金を提供します。私たちは、児童の搾

ません。ハラスメントには、本来性的なものや性的でないもの

取を含む強制労働や人身売買を行うことを許しません。違法児

、身体的なものや精神的なもの、そして同僚や管理者、ビジネ

童就労は当社の誠実なビジネスに違反し、アヴネットはそれを

スパートナーによるものなどがあります。一般的に、ハラスメ

許しません。私たちは、これらのポリシーに違反する顧客やサ

ントには他人の仕事の業績を不当に妨げる目的があり、威嚇的

プライヤー、その他のビジネスパートナーと、その事実を知っ

、敵対的、攻撃的な職場環境を作り出すという影響があります

ていてビジネスを行うことは決してありません。これらの当事

。小さな出来事が繰り返し行われることもあれば、一度だけ大

者が強制労働や人身売買に関わっていると信じるに足る理由が

きな出来事がある場合もあります。違法なセクハラには、迷惑

ある場合、その違法行為を迅速に法務部門に報告してください

な性的誘いかけや性的接触の要求、その他の性的な言動が含ま

。

れます。さらに当社は、個人またはグループによるいじめや脅
しも許しません。

多様性を受け入れ、互いに尊重する環境を育成する

アヴネットは、公平かつ協力的な雰囲気と均等な機会のもとで
、最高の仕事ができると信じています。したがって、私たちは
社員として各自の尊厳を尊重することを約束します。私たちは
各自、大人として責任感があり、プロ意識を持ち、互いを尊重
した行動を取らなければなりません。さらに私たちは、安全で
互いを尊重し生産的な職場を維持する責任を共有しなければな
りません。

お互いを公平に扱うことは、当社最優先のコア･バリューであ

あなたが差別されたり嫌がらせやいじめを受けたと感じた場合

る「誠実さ」を実行する上で必要不可欠なものです。私たちは

、人事部代表またはCCAに迅速に報告してください。苦情はす

、互いに敬意と思いやりを持って接し、様々な背景や経験、ア

ぐに徹底的に調査され、適切な是正措置がとられます。現地法

イデアに基づく多様な文化を喜んで受け入れ、奨励することを

で認められている場合、匿名で報告することもできます。

求められています。アヴネットでは、雇用の判断は、本人の利
点や経験、仕事に関するその他の条件に基づいて行われます。

誠意を持ってハラスメントや差別を報告した場合、またはその

当社は、人種や肌の色、家系、国籍、性別（妊娠を含む）、既

ハラスメントや差別の調査に関連する情報を提供した場合、そ

婚／未婚、宗教、年齢、精神的／身体的障害、病状、性的指向

れによって報復を受けることはないことを覚えておいてくださ

、性別認識／表現、遺伝情報、退役軍人の地位、その他法律に

い。報復を受けた場合、その報復を行った個人には、解雇も含

よって守られた特性によって差別することはありません。

む是正措置が迅速にとられます。

さらに差別禁止法によって定められた最低基準を越えることを
約束します。当社の目標は、個人の違いを尊重し重視し、より
多くの人々の参加とより優れた成功に向けて開かれた、高業績
の職場環境を構築することです。各自がアヴネット社内の多様
性を支援し奨励するよう求められます。
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ゴルフツアーや釣り旅行、スポーツイベントなどの、会社が主

職場の安全と健康を守る

催する、または会社が関連する催し物やアクティビティも例外

質問:

でなく、常にプロ意識を持って行う。以下のことは決して行わ

ると思います。面接した相手に関する不適切なジョークを言

務地において適用される健康および安全に関する法律と規制に

ない。

い、資格上劣っている他の人を採用しようとしていると私に

完全に従います。私たちは各自、安全規則に習熟し、それを常

言いました。他にその上司のジョークや意見を聞いている人

に順守する責任があります。その責任を果たすため、安全でな

私の上司は就職希望者を民族性によって差別してい

当社は、安全な職場を維持するよう努力します。そのため、勤

•

他人にアルコールを強制的に飲ませる。

はいませんでした。私が彼女の行為について報告すると、彼

い状況があれば管理者または人事部門に迅速に報告してくださ

•

セクハラやその他の違法なハラスメントや差別にあたる

女が私に不愉快な仕打ちをすることを恐れています。私はど

い。さらに、適用される労働者災害補償保険法に従い、業務に

行動をとる。

うすべきでしょうか？

関わる怪我や病気はすべて管理者または人事部門に報告しなけ

•

当社の顧客や同僚を攻撃するよう意図した言葉を使う。

ればなりません。詳細については、現地の安全ポリシーをご覧
回答:

あなたの上司の行為は差別的であり、アヴネットで

会社が主催するイベントで、法的に保護された特性に基づき、

は保護された個人的特性に基づく差別を禁じています。声を

他人を排除したりおとしめたりしてはなりません。

上げるという正しいことを行い、上司からの報復を恐れるべ

ください。そこには、仕事で直面する主な安全上の問題に対す
るガイドラインがあります。

きではありません。誠意をもって報告した場合、アヴネット
の報復を許さないポリシーでは、報告を推奨、承認、保護す
べき行為であると保証しています。ビジネスを行う倫理的な
方法を維持できるよう、私たちは懸念事項や違法行為を勇気
を持って報告する義務があります。倫理警告ラインを通して
匿名で報告する方が安心なのであれば、現地法で許容される
限り、それも可能です。
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薬物のない職場を確立する

個人情報を保護し、プライバシー権を尊重する

当社は、全社員に対し、薬物のない安全で安心な職場を提供す

質問:

同僚の一人は息がアルコール臭く、動作も少し変で

ることを約束します。したがって、社内や社用車内での、就業

す。彼は今のところ普通に仕事をしているようにみえますが

適用も受けます。多くの国のデータ保護法と個人情報保護法で

時間内または社外で仕事をしている間の、違法薬物の非合法的

、お昼休み中にアルコールを飲んだのは確かだと思い、心配

は、「秘密」または「個人」情報だけでなく、特定可能な自然

な製造や摂取、配布、所持、使用を厳格に禁じています。さら

しています。これは報告すべきですか？

人に関連するあらゆる種類の情報（個人情報／身元の特定可能

に、上記の場所や状況におけるアルコールの使用、摂取、配布

さらに、アヴネットは多様なデータ保護法、個人情報保護法の

情報）についても規定されています。これらの情報には、氏名

、所持も一般的に禁じられています。場合によっては、社内ま

回答:

たはビジネスディナーなどの社外で仕事をしている際の適度な

績を悪化させる可能性がある場合、それを上司に報告する責

の他個人に関する情報が含まれます。また、これらには、当社

アルコールの摂取は許されることがあります。ただしアルコー

任があります。上司にあなたの懸念事項を伝えることによっ

の社員に関する情報に限らず、当社のサービスプロバイダー、

ルの摂取によらず常に適切な判断が求められます。

て、その同僚を損害から救うことができ、アヴネットの安全

再販業者等の他の人々の情報も含まれます。

はい、あなたの同僚が薬物の影響を受け、仕事の業

、住所、自宅電話番号、給料、賃金、雇用条件、人事情報、そ

基準にも従うことになります。
当社の「薬物のない職場ポリシー」への違反には、解雇を含む

私たちが個人情報を収集、保管、変更、移動、防御、消去、使

是正措置がとられ、さらに法的責任が科されます。違法薬物の

用する際は、これらの情報処理に関するアヴネットのポリシー

使用や所持、製造、購入、販売、譲渡は違法です。これらの法

や手順、および勤務地において適用される機密情報保護法を順

律違反には、刑事処分や罰金、懲役刑が科されます。企業ポリ

守する義務があります。私たちは、許可や承認なく、個人情報

シーの一環として、アヴネットは職場環境で見つかった違法薬

を社内外に公開してはいけません。ただし、この章は、雇用条

物は没収し、法執行当局に通告します。

件や現地の労働法によって守られている活動を行うことを禁止
しているものではありません。

現地法に基づき、合理的な薬物またはアルコールの内密なテス
ト要請に応じることを拒否した場合、解雇の理由になります。
個人情報に関する責任、または何が個人情報にあたるのかに関
禁止されたアルコールまたは薬物関連行為の情報がある場合、
人事部門に相談してください。アヴネットは、誠意を持ってこ
のような行為を報告した社員に対する報復は決して行いません

する質問がありましたら、上司、データ保護オフィサー（該当
する場合）、または倫理コンプライアンスオフィス（Ethics &
Compliance Office）に問い合わせてください。

。
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顧客やサプライヤー
、第三者に誠実に行
動する

誠実な広告や販売を心がける
私たちは、顧客の教育を支援し、当社製品やサービスの認知度

質問:

私は、ある既存のアヴネット顧客と契約について交

を高め、新入社員を採用するために、マーケティング情報や広

渉しています。彼は、すべての製品は特定の仕様を果たすと

告情報を提供することがよくあります。アヴネットの製品やサ

いう文言を契約書に入れるよう要求しています。私は、製品

ービスに関して提供する全ての情報は明確で信頼できるもので

がそうした機能を有するか確信を持てませんが、素早い調査

なければなりません。正直に正確に伝えることは私たちの責任

に基づき、必要とされる仕様は果たすと考えています。ただ

です。これによって顧客は、製品仕様やスケジュール、価格、

、この点を書面で約束することに不安を感じています。実際

責任範囲を含む当社との契約条項を理解します。

に契約書に文言を入れずに、顧客に口頭で保証してもよいで
すか？

さらに競合他社の製品やサービスを侮辱したり虚偽の意見を出
すことも決してありません。このような行為は、顧客から軽蔑

回答:

され、競合他社からの苦情を受けるだけです。

ートナーと交渉する際、完全に正直かつ正確なコメント以外

いいえ。顧客やサプライヤー、その他のビジネスパ

は伝えてはいけません。これには口頭のコメントや約束も含
私たちは、市場や競合他社に関する情報を合法的かつ倫理的な

まれます。あなたは、その顧客に対し、自分はその製品が記

方法を通して収集します。これには、ニュースメディアやイン

載されている仕様を果たすか否か確信が持てないため、この

ターネット、公開されたデータベース、業界誌、その他の機密

決断には、関連する部門の確認が必要であると伝えるべきで

でない情報源が含まれます。私たちは、非合法的または非倫理

す。文書に表せないことを口に出してはなりません。

的な方法を通じて、競合他社の取引上の秘密またはその他の機
密情報や専有情報を得ようとはしません。市場や競合他社に関

当社が倫理的企業であるという評判は、当社の最も価値ある資
産の一つです。私たちが顧客やサプライヤーと共にビジネスを
行うときのマナーは、その関係や当社の評判を維持する能力を
決定づけます。したがって私たちは、すべての顧客およびサプ

する情報を収集する際は、アヴネットの社員であることを明確

契約を履行する

に示します。私たちは、競合他社および他者の権利と資産を尊

アヴネットは、社内および社外の顧客に対し、当社の約束に合

重します。

ったサービスや製品を提供するよう努力します。私たちは、顧
客の要求を定義し、理解し、合意し、満たすことによって、こ
れを達成します。締結された契約に明記された規定に従わない
サービスや製品を提供する権限は誰にもありません。

ライヤーに正直かつ公正に、互いに尊重し合って接しなければ
なりません。
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第三者を公平に扱う

政府や公的機関とビジネスを行う

り物、謝礼、その他の価値あるものの提供を厳しく規制

私たちは、サプライヤーとの仕事上の良い関係を築くよう努力

当社の誠実なビジネスの基準は、顧客が政府や公的機関であっ

している。したがって、これらの物品を政府役人に提供

します。同時に、当社のビジネスのために健全な競争を推奨し

ても違いはありません。しかし、これらの基準には特別な規則

したり、提供を申し出たりする行為を慎む必要がある。

重視します。したがって、以下のような客観的基準に基づいて

が課されます。私たちは各自、政府顧客と取引する際の法律上

（ただし商談中に提供される少額の軽食には例外が適用

購入決定をするべきです。

および契約上の義務に従うよう注意しなければなりません。世

される場合がある。）

界中の政府または地方自治体には、公共の利益を保護するため

•

アヴネットとのビジネス拡大のために、政府機関や政府

•

価格

の様々な特定の調達法や規制があります。一般的にこれらの法

役人、職員（またはこれらの者と関連する第三者）に対

•

品質

律では、政府役人、あるいは国有企業や国が統制する企業の社

し、会社の資金または個人的資金を支払ってはならない

•

タイムリーな提供

員に対する贈り物や接待、旅行を禁じているか、または厳しく

。
•

•

サービス

制限しています。これらはまた、現職のあるいは最近退職した

•

誠実さに対する評判

役人やその家族の採用、および客観的な意思決定に不適切な影

たは受け取ってはならない。禁止される支払には、円滑

響を与える可能性のある行為に対してもしばしば適用されます

化のための支払（別称「心付け」）も含まれる。グロー

すなわち、私たちは最適な価格、価値、契約条項を提供するサ

。その他の多くの法律も、政府との契約や下請け契約の履行に

バル腐敗防止ポリシーを参照。

プライヤーを選択します。

適用される会計処理や請求処理を厳しく管理しています。

•

キックバックや賄賂、いかなる秘密の支払いも、提供ま

契約裁定の前に、政府役人または契約企業から、所有権
または情報源の選択情報を得たり、それを懇願したりし
てはならない。

さらに、サプライヤーからの相互依存を求めません。すなわち

これらの法律は、勤務地に関わらず、全員に適用されます。政

私たちはサプライヤーに対し、そのサプライヤーがアヴネット

府役人と取引したり契約を扱う場合、適用される法律や規制に

から製品やサービスを購入することに合意した場合のみ、アヴ

ついて理解し、それに従う責任があります。以下のリストは、

であり、すべての関連する法律および規制に従うことを

ネットがそのサプライヤーの製品やサービスを購入すると伝え

政府役人および政府契約企業とビジネスを行う場合に重要な要

保証しなければならない。

ることはありません。そのような行為は非倫理的であり、違法

件をまとめたものです。

•

•

合法的な形で直接できない支払いを行うためのルートと
して第三者を使ってはならない（円滑化のための支払を

の可能性があります。違法な相互取引の疑惑を避けるため、潜
在顧客またはサプライヤーに対し、アヴネットがその顧客また

政府または政府契約企業への請求は誠実かつ正確なもの

•

含む）。

すべての関係者が製品仕様やスケジュール、価格、責任
•

仲介業者やエージェント、再販業者、ビジネスパートナ

はサプライヤーから購入しているのだから当社は御社とビジネ

範囲を含む契約条項を理解できるよう、明確かつ正確に

スを行うに値すると伝えてはなりません。

伝える。

ーを注意深く選択、吟味し、当社の基準を満たしていな

顧客が要望した製品やサービスを提供しなければならな

い業者とビジネスを行うことを避ける。

•

い。アヴネットは、政府機関または政府契約企業の文書
による事前承認なしに、製品や部品、テスト、その他の

•

政府関連取引に適用される行動基準について質問がある場合は

物品を含む契約仕様から逸脱することはない。

、行動を起こす前に法務部門か倫理コンプライアンスオフィス

米国海外腐敗行為防止法などの特定の法律、およびグロ

（Ethics & Compliance Office）に問い合わせてください。

ーバル腐敗防止ポリシーなどのポリシーや関連する責任
と権限（R＆A）では、政府役人に対する食事や接待、贈
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質問:

地方公務員に賄賂を支払わなければ大きな契約を逃

独占禁止法および競争法

競争的行為とみなされます。禁止されている行為の例として以

私たちは、米国およびその他のビジネスを行う国々の公正競争

下のものがあります。

しそうです。当社は常に誠実なビジネス履行を順守している

法を完全に順守します。これらの法律は、自由でオープンな競

ことを知っていますが、この地域において賄賂は一般的な慣

争を推進するために作られました。この独占禁止法では、ビジ

行です。契約を取るために、例外として対応してもよいです

ネス上の競争を不当に減らすような合意を最も懸念しています

る競合他社との合意。競合他社と、価格情報について直

か？

。このような合意をすると、当社および当社のためにそれを実

接的または間接的に話し合ってはならない。

行した個人に、民事および刑事処分の重い罰則が科せられます
回答:

いいえ。その契約の獲得に賄賂やその他の不適切な

手段が要求される場合、アヴネットは、その契約を失うこと

•

•

市場の分割：顧客や製品の種類、地域、技術による分割
に関する競合他社との合意。

。多くのグローバルな規制と同様、競争法も複雑で国によって
異なります。

価格の固定：価格の引き上げ、引き下げや固定化に関す

•

グループでのボイコットや取引拒否：特定の顧客または
その他の競合他社との取引を拒否することに関する競合

を選びます。法律や当社の高いビジネス倫理の基準に違反す

他社との合意。

る価値のある契約などありません。潜在的かつ長期的な当社

しかし一般的に、競合する1社以上との競争を制限するような

の評判および信頼性に対するダメージは、契約の獲得という

文書または口頭での合意や了解は、たとえそれが一方的な行為

短期的利益を埋め合わせる以上に大きなものです。

であっても違法です。このような同意は、文書または口頭での

場シェアが大きい場合、購入者が別の製品またはサービ

契約が締結されていなくても、単純に言動からそのように推察

スを購入した場合にかぎり、購入者に対しその製品やサ

されることがあります。重要なのは、当事者間で必ずしもあか

ービスを売る。

•

抱き合わせ：ある販売企業が占める製品やサービスの市

らさまな会話をしていなくても、自分たちが何をしようとして
いるかを理解していることが示されているということです。以

さらに、多くの国が再販価格の決定や価格操作に対する制限を

下の題目について競合他社と合意することは、違法になります

設けています。

。
顧客の信用度や許容できる契約条件の合意以外を基にして判断
•

価格

した結果、顧客や潜在的顧客との関係を解消したり、販売を拒

•

価格ポリシーや価格戦略

否したりする前に、法務部門に問い合わせてください。私たち

•

販売条件

は自由に顧客を選ぶ権利がある一方、関係を解消または販売を

•

生産量

拒否することは、競争法違反とみなされ、クレームを受ける場

•

ディスカウントやプロモーション

合があります。

•

市場の割り当て

•

顧客やサプライヤーとの取引の有無、およびその方法

またアヴネットのビジネスまたは競合他者のビジネスについて
競合他社と話し合うことは、企業ポリシーに違反しており、反
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事業者団体会議

第三者の情報を安全に管理する

事業者団体会議には、特殊な問題があります。なぜなら競合他

ビジネスを行う上で私たちは、顧客やサプライヤーの機密情報

社の会議が含まれる可能性があるからです。もし事業者団体会

または専有情報を共有したり受領したりすることがよくありま

議に出席して、誰かが前述のような反競争的行為について話し

す。このような情報は、両者が機密保持契約文書に署名した後

合おうとした場合、すぐにその話し合いを止め、会議を抜けだ

で交換すべきです。私たちは受領した機密情報を保護する義務

し、その事実を法務部門に報告してください。反競争的な話し

を順守します。すなわち、以下のことを約束します。

合いに対する反対を明確に分かりやすく表明することで、自分
たちとアヴネットを独占禁止法違反および競争法違反から守る

•

機密情報または専有情報を、それがアヴネットに開示さ
れた目的を超え、個人的利益またはアヴネットの利益の

ことができます。

ために使用しない。
•

アヴネットが受領した情報は、適用される法的要件およ
びアヴネットが締結した契約内容に厳格に従って開示す
る。

機密情報または専有情報に関する質問がある場合、法務部門に
知らせてください。
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株主に誠実に行動す
る

会計帳簿および会計記録の透明性を維持する
アヴネットは公開会社として、米国証券取引委員会に報告書を

•

適切な方法で記録され、資産に対する説明責任を果たす
ことができる

提出し、一般にも情報公開しなければなりません。さらに、特
定の会計基準に従った正確な報告書および記録を保持しなけれ

これらの必要な手順を避けることは、当社行動規範および企業

ばなりません。私たちは、これらの報告書やその他の一般公開

ポリシー違反になることに注意してください。

情報を、完全かつ公正に、正確かつタイムリーに理解しやすい
形で開示することを約束します。この約束を順守するため、私

また、電子メールやボイスメールメッセージも業務記録に相当

たちは各自、当社の会計記録および報告書が、適用される法律

します。アヴネットは、電子メールやボイスメールシステムを

や一般的に認められている会計原則、および企業ポリシーに従

業務目的で提供しています。アヴネットは、現地のデータプラ

っていることを保証しなければなりません。

イバシー保護法に準拠する範囲で、これらの電子情報を保有し
、これらのコミュニケ－ションの内容をレビューする権利があ

株主はアヴネットのコミュニティの重要な位置を占めています
。株主は当社に投資しており、私たちはその投資に対して信頼
と思いやりと誠実さを持って対応しなければなりません。私た
ちは、当社の立場を利用したり、投資コミュニティの利益に反
して不当に情報にアクセスしてはなりません。

会社の記録は、当社の財務管理、法務管理上の責任を果たす上

ります。業務上のコミュニケーションは様々な方法を通して公

で必要不可欠です。正確性と信頼性を保証するため、すべての

になることがあるため、正式な通信文書に快く感じないアヴネ

記録と入力データを細心の注意を払い公正に準備しなければな

ットの業務記録を決して書いたり、話したりしないことが重要

りません。この記録には以下のものが含まれます。

です。

•

販売報告書

私たちは、顧客や社員の記録を機密情報として保持し、会社の

•

顧客への請求書

資産として扱います。記録は安全に保護され、アヴネットの適

•

発注書

切な承諾、または裁判所の命令や召喚令状のもとでのみ開示で

•

出荷記録

きます。召喚令状を受け取った場合、またはアヴネットの記録

•

経費伝票

公開について質問がある場合、法務部門に迅速に報告してくだ

•

タイムシート

さい。

•

その他の業務関連情報
当社は法律および該当する部門の記録保持ポリシーに従って会

記録するすべての会計情報は、実際の取引を反映させたもので

社の文書を保持しています。

なければなりません。いかなる目的であれ、開示されない、あ
るいは記録されない資金や資産を作り出してはなりません。当
社では社内制御システムを維持し、取引が以下の条件を満たす
ことを合理的に保証しています。

•

管理者の権限に従って行われている
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インサイダー取引や内部情報提供を絶つ

アヴネットの公式声明はすべて重要事実とみなされます。した

政府の要請に協力する

時には、業務を遂行するなかで、アヴネットまたはアヴネット

がって、アヴネットは報道機関や投資コミュニティ（アナリス

私たちは、当社の業務に関する情報を求める政府機関の合理的

がビジネスを行う他社に関する情報を受け取ったり、それに気

ト、現株主、または潜在的株主）の発表を、アヴネットの投資

な要請に協力します。同時に当社は、初回の問い合わせより弁

付くことがあります。この情報は重要事実であり未公開情報、

関連部門や広報部門を通して対応します。従業員は明確な権限

護士を付けることを含め、法律により認められたある程度の自

または「内部情報」にあたります。

がない限り、報道機関や投資コミュニティに対してアヴネット

社を守る権利があります。時には、これら機関が当社に、プラ

を代表して話してはいけません。

イバシー法や弁護士と依頼者間の秘匿特権によって保護された

内部情報とは、プレスリリースや米国証券取引員会の記録、新

情報を提供するよう求めてくることがあります。このような場

聞、テレビのレポート、アヴネットのニュースレター、広告、

合、記録の要請に対応する際、プライバシーを保証する義務が

ビデオプレゼンテーションなどを通して一般的に入手できない

質問:

情報を指します。

ジネスパートナーの一つが重要な訴訟をかかえていることを

私は最近、アヴネットでの仕事を通じて、当社のビ

あります。

知りました。この情報はまだ公にはなっていませんが、私は

アヴネットの代表の面談やデータや資料のコピーの入手、およ

アヴネットまたは他社の証券価値に影響を与えたり、他人が証

これに気付いてよかったと思っています。私は偶然にもこの

びアヴネットファイルや記録へのアクセスを、政府機関の代表

券の売買や保持を判断する上で影響を受ける可能性がある情報

会社の証券を多数持っています。損失を避けるためにこれら

があなたに求めてきた場合、その要請を法務部門に迅速に報告

は、「重要事実」にあたります。重要事実の情報または事情の

の証券を売ってもよいですか？

すれば、アヴネットが自社のために対応することができます。

例として、以下のものが挙げられます。

ただし、政府の要請や問い合わせに関連する可能性があるデー
回答: いいえ。あなたはアヴネットでの仕事を通じてその内

タ、文書、ファイル、記録を改ざん、削除、破棄してはいけま

•

収益結果

部情報を手に入れました。インサイダー取引法では、そのよ

せん。法務部門が責任をもって、その要請をレビューし、必要

•

買収

うな内部情報に基づいたアヴネットまたはビジネスパートナ

な重要事実を提供します。

•

合併

ーの証券取引を行うことを禁じています。同様に、このよう

•

配当

な情報を他人と共有することも避けなければなりません。

•

新製品の発表

当社の誠実さを維持するため、アヴネットの財務状況や財務計

•

経営陣の交替

画について、世間に対し明確で一貫性のある情報伝達を行うこ

一貫性のある情報を提供する

とが重要です。ニュースメディアや投資コミュニティメンバー
非公開の重要事実情報から利益を得ることは、違法であり非倫

との対話は、当社の目標や状況を正確に反映したものでなけれ

理的です。アヴネットまたは他社の内部情報を持っている場合

ばなりません。したがって、あなたに必要な権限がないかぎり

、その情報が公開されるまで、その会社の株取引は控えるべき

、アヴネットに代わって公式声明を出してはなりません。アヴ

です。その情報が公開された後、通常3日程度の合理的な期間

ネットは、それが公式であるか非公式であるかに関わらず、投

経ってから取引を行います。同様に、そのような情報を使って

資部門や広報部門を通じて、投資家や証券アナリスト、報道機

取引するよう、他者に「情報提供」をしてはいけません。明確

関やその他の重要な関係者からの要請に応じます。政府機関ま

には、株の取引には、上場オプションや普通株の取引を含むオ

たは弁護士からのアヴネットへの要請については、法務部門に

ープン市場での様々な種類の証券の売買が含まれます。

問い合わせてください。
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コミュニティに誠実
に行動する

持続可能性を推進する

•

私たちは、自然環境およびビジネスを行うコミュニティの保護
を約束します。そのため、適用される環境関連の法律や規制に

石油製品や廃棄物、有害物質、およびこれらの物質が入
った容器の使用や貯蔵、廃棄。

•

従うよう努力します。環境関連の法律や規制があまり厳しくな

石油製品を使用する設備や有害物質を含む設備の運用ま
たは管理。

いところでは、私たちは自社の高い基準を設定し、それに従い

•

バッテリーなど、有害物質を含む製品の出荷や輸送。

ます。私たちは各自環境問題を認識し、質問がある場合は、法

•

不動産の購入または賃貸。

務部門や環境部門、環境審議会などに相談する責任があります
アヴネットの環境に関する活動について懸念を抱く場合、CCA

。

または法務部門に問い合わせてください。環境法違反は、それ
環境関連の法律や規制は、以下のような様々な分野を統制して

に関わった個人およびアヴネットが、重い民事処罰や刑事罰に

います。

よる罰金、禁固刑を科される場合があります。

•

有害物質および有害廃棄物の処理や貯蔵、廃棄、輸送。

•

大気汚染および水質汚染。

•

環境問題の記録および報告。

•

当社のビジネスが環境に与える全体的な影響。

環境要件は状況により様々です。特別な処置に従うことや許可
当社が事業を遂行する地域社会において、私たちが誠実さを実
証することが重要です。これには、環境に対する責任ある活動
に従事し、地域社会を支援し還元する取り組みを促進すること
も含まれます。

を取得すること、研究の実施やレポートの提出、特定の行動を
取ることや特定の行動を控えることが含まれる場合があります
。私たちは、業務に適用される具体的な要件について相談する
責任があります。

あなたのオフィスまたは事業部門には、起こりうる状況を網羅
した環境ガイドラインが準備されていることでしょう。もし準
備されていない場合は、法務部門、環境部門または環境審議会
に相談してください。以下の活動に関わる場合は必ず、環境コ
ンプライアンス問題について深く理解し、指導を受けてくださ
い。
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生活し仕事をするコミュニティを支援する

アヴネットは、一般的には利用できない付加的な恩恵をアヴネ

社外の政治活動に参加する

アヴネットは、各自がコミュニティに還元することを推奨し、

ット社員に提供する社外ベンダーが社内に入ることを許可して

慈善活動を通したコミュニティへの還元を推奨しているように

ボランティア活動を支援します。ただし適切なビジネス環境を

います。ただし、当社との書面による契約が必要です。アヴネ

、当社は政治プロセスに関与する権利を支援しています。ただ

維持し、仕事への支障や他人への迷惑を防がなければなりませ

ット社員の福利厚生を向上させる社外ベンダーについても同様

しこのような活動は、個人の時間と費用を使って参加する場合

ん。したがって、社外活動に参加する場合、以下のことをして

で、適切なアヴネット役員の承認が必要です。

のみ許されています。アヴネットの資産や施設、時間、資金を

はいけません。

政治活動に使用してはいけません。同様に、直接的または間接
的に政治的貢献に対する支払いを求めてはなりません。質問が

•

人事部門の文書による承認なしに、アヴネットが所有す

ある場合は、法務部門に相談してください。

るまたは借りている資産あるいはアヴネットの職場に、
通知やその他の文書を掲示すること。
•

アヴネットの業務に関連しない文書を、職場で就業時間
内に回覧または配布すること。

•

クラブや学会、労働組合、政治団体、宗教団体、その他
のグループを代表して他人を勧誘するなど、仕事中の同
僚の妨げになること。

•

慈善団体または非営利団体を除き、アヴネットの職場内
で物品を販売または販売しようとすること。ただしそれ
らの物品の販売は、当社の仕事や同僚の仕事の妨げにな
らないこと、また社員がその物品の購入を強制されない
こと。

•

理由の如何に関わらず、アヴネットの職場に当社で雇用
されていない人を招待し、チラシの配布や物品の販売を
許可したり、財政負担を強要したりすること。
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当社の行動規範を順守する
当社は、全員がこの行動規範のすべての規定に従うことを求め、義務の免除を一切認めません。ただし義務の免除が適切だと考える人は、チーフ倫理コンプライアンスオフィサーと話し合ってくださ
い。チーフ倫理コンプライアンスオフィサーは、義務の免除要請を承認するか、コーポレート倫理およびコンプライアンス委員会、または役員会によるガバナンス委員会に提言します。役員やシニア
財務責任者、取締役会のメンバーに対するこの行動規範の変更または免除は、ガバナンス委員会によってのみ決定可能です。アヴネットは、法律または証券取引規制の求めに従い、このような免除を
迅速に開示します。

同意書
アヴネットの社員および役員には、この行動規範を受領し、ここに示される順守すべき企業ポリシーを確認したことに同意し、署名することが求められます。新入社員は、この同意書への署名が雇用
の条件になります。

当社の行動規範を支持し、関連トレーニングに参加することは、アヴネットでの雇用における重要な要素となります。アヴネットが採用や昇進、報酬を含む雇用に関する決断をする際、この行動規範
の順守が考慮されます。

リソーシス
倫理コンプライアンスオフィスへの直接の問い合わせは、ECO@avnet.com へメールでお願いします。

倫理警告ラインのウェブ上の報告ツールで懸念事項を相談される場合は、下記リンクに（あなたの地域に応じて）アクセスしてください。

•

北南米地区: https://avnet.alertline.com

•

アジアパシフィツク地区: https://avnet.alertline.com

•

EMEA（スペイン・ポルトガルを除く）: https://avneteu.alertline.eu

•

スペイン・ポルトガル: https://avnetsp.alertline.eu
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