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従業員各位

RPMは企業家精神を尊重しているため、RPMの運営会社は個々のブランド、文化、市場を決めて、それに基づき
事業を行うことができます。こうした起業家精神は70年余りもの間、RPMの比類ない成長を支える原動力になって
おり、今後もRPMの業績をけん引していくでしょう。RPMは、互いから価値を引き出すという点で、競合他社とは
異なります。このため、個々の役割の足し算よりも、さらに強い集団の力が発揮されます。
多くのグループ会社が、ひとつのことが得意であると胸を張ることができます。例えば、買収、顧客サポート、

仲間を信頼し尊敬する環境の創出、株主価値の向上などです。RPMは、皆さんの献身とコミットメントによって、あ
らゆる分野に秀でた、業界の特異な存在になりました。実際、私たちはあらゆる人のために価値を創出する起業家に
なりたいという大志を抱いています。従業員、幹部、取締役およびRPMの代理を務める第三者はすべて、この基準と
強みを維持するために、「the Value of 168」を尊重し、与えられた命と限られた時間を引き続き活用し、常に正しい
ことを、正しい方法で、正しい理由のために行わなければなりません。
「168の価値と期待」は今後も、自分たちは誰なのか、当社は自身および関係者に何を求めるのか、他者は当社に

何を期待するのかを見極めるときの生きた身近な原則になり続けます。RPMは、あらゆるイニシアチブに取り組むに
あたり、これからも従業員や他の利害関係者に当社の価値と期待をうまく伝えられるように改善に努めていきます。
この「168の価値と期待」のガイドブックの改訂版は、当社の基本原則を再確認するものであり、あらゆる人のため
の価値の創出というRPMの高い基準の維持に私たち全員が取り組む上で、引き続き利用できるツールとなります。
私は、RPMの素晴らしい企業家である皆さんをリードする特権を与えられて、皆さん一人ひとりと一緒に仕事が

できることに誇りを感じています。また、皆さんがRPMの持続的な発展と成功のために日々尽力し、時間と才能を捧
げてくださっていることに感謝します。
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Frank C. Sullivan.
RPM創業者、1947年

敬具

Frank C. Sullivan
最高執行責任者
RPM INTERNATIONAL INC. 
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RPM International Inc
2628 Pearl Road / Medina, Ohio 44256
www.rpminc.com
1-330-273-5090
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健全性 と会社に対する従業員の責任
8............会社の最善の利益のために行動する
11...........企業の財産と情報を保護する
12...........秘密・専有情報を保護する
14...........あらゆる人のプライバシーとセキュリティを保護する

人々とコミュニティへのコミットメント
16...........健康、安全、私たちの環境を守る
17...........あらゆる人に威厳と敬意をもって対応する

責任のある企業家精神 
18...........正確で、完全で、わかりやすい報告を維持する
20..........公開情報のみを利用して株式売買を行う 

21...........腐敗行為と見られやすい状況を回避する
23..........移動、宿泊、食事、贈答品および接待
28..........開かれた競争を促すように行動する
32..........評判の良い個人や法人と商取引する
33..........合法的な取引と国境を越えた取引を確保する

違反の疑いを報告し、是正する精神的勇気
34..........報復を恐れずに報告する

35..........調査に協力する
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168は1週間の時間数を意味しますが、それに加えて、私たちが倫理・企業行動規範にコミ
ットすること、そして与えられた命と限られた時間を使って常に正しいことを正しい方法で、
正しい理由のために行うことを表しています。
私たちの行動はすべて、「the Value of 168®」に従う必要があります。

16
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健全性：率直で正直であれ。正確に率直に商取引上の情報を開示し

ます。ごまかしと報復はRPMにはあり得ず、許されません。

コミットメント：法律および当社の方針と手順に従います。当社の

グループ会社の財産、資産および利益を保護し、株主、従業員、消

費者およびコミュニティの集団の目標を重視します。

責任のある企業家精神：サービスを提供する市場において、競争力

のある、競争に勝つ革新的な方法を探求します。積極的に戦います

が、常に公正に、そして自由な企業・競争規範、環境・人間の権利

の原則に従うとともに、当社のサプライヤー、顧客、競合他社、お

よび当社が操業する地域のコミュニティを尊重して行動します。

精神的勇気：難しい状況でも、誰かに見られていても、自分の利益

につながるとしても、正しいことを行います。

「the Value of 168」とその基本原則は、すべての意思決
定の基礎です。あなたはRPMの一員です。当社の成功は、.
各自の正しい選択にかかっています。

168Value of
and Our Core Principles

THE



6

外 部 ま た は 事 業 の 圧 力 が ど れ ほ ど 強 く と も 、 
「the Value of 168」とその原則から逸脱してはいけません。
当社の価値と期待に反したり、当社の価値と期待に反するように従業員や

代表者を指示したり、それらを故意に許可する従業員はすべて、解雇を含む
懲戒処分の対象になります。

質問と回答
質問：上司は毎年設定する目標を高くして、
「目標達成のために必要な仕事」をするよう
に指示します。どうしたらよいでしょうか。
回答：当社は、責任のある企業家リーダーと
して、市場で勝つための最善の方法を追求
し、できる限り顧客のニーズに合わせて製品
を開発する義務があります。そのため、当社
は絶えず目標を高め、従業員が専門分野で成
長を続けるように鼓舞します。とはいえ、当
社の組織としての目標の達成を、当社の価値
に優先させてはなりません。いかなる者も法
律、または当社の価値に反するような発言を
したり、そのような行動をとってはいけませ
ん。また、そのような指示を受け入れてはい
けません。当社の価値と期待は最優先事項で
す。定義によれば、当社の個人的、集団的倫
理原則に違反すると、私たちは組織のいかな
る目標や目的も果たすことはできません。誰
かがあなたに当社の価値と期待から逸脱する
ように指示する場合、それが誰であろうと、
また外部の圧力がどれほど強く見えても、あ
なたは要求された行動をとらずに、その行動
を報告する義務があります。

質問：私は米国以外のRPMのグループ会社で勤務
しています。ここの法律は米国の法律とは異なりま
す。どちらに従えばよいですか。
回答：当社が営業活動を行うあらゆる地域で、い
かなるときにも正直に、倫理的に、合法的に営業
活動を行うことが、当社の価値と期待に従うことに
なります。けれども、どちらの法律を適用すべきか
の選択が重要になる場合があります。そうしたこと
が起きるときは、いかなる場合でも米国連邦法を考
慮しなければいけないと理解してください。なぜな
ら、RPMは米国で設立されているので、地域に関
係なくすべてのRPMのグループ会社が、操業する
地域の法律だけでなく、その操業に適用される米
国連邦法を守らなければいけないからです。複数
の法律が相反しない限り、最も厳しく制限する方法
でその状況に対応する法律を適用しなければなり
ません。とはいえ、実際に相反する場合、または、
従業員が米国連邦法と所属会社が操業する国の法律
とが相反するかわからない場合は、所属会社または
RPMの法務部門に助言を求めて、自分が合法的に
適切に行動しているか確認してください。
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以下のセクションでは、従業員が直面する可能性がある最もよくある法的、.
倫理的問題の一部を取り上げます。こうした問題に対処するときは、常に.
「the Value of 168」とその固有の原則に従うとともに、精神的勇気を奮って、.
違反の疑いを報告し、それを是正するよう支援することが大切です。

複雑な問題が発生する場合は、以下の意思決定図
を、正しい選択をするための「道案内」にしてくだ
さい。

やってはいけない! やってはいけない! やってはいけない! やってはいけない! 

それは合法的
ですか。

それは、RPM
の 方 針 に 則 し
ていますか。

こ れ に よ り 、 
RPM、 そ の グ ル
ープ会社、その従
業員、株主、消費
者 、 操 業 す る 地
域 の コ ミ ュ ニ テ
ィに悪い影響が及
ぶ可能性がありま 

すか。

それは、RPMの
価値と文化また
はそのグループ
会社の価値と文
化をよく反映し

ていますか。
言い換えると、
あなたは、これ
がニュースの見
出 し に な っ た
ら、誇りを感じ

ますか。

法務部門に尋ねる 監督者に尋ねる 監督者に尋ねる 監督者に尋ねる

はい はい いいえ

 一連の行動は当社
の価値と期待に則
している。

? ? ? ?

いいえ いいえ はい いいえ

はい
ス

タ
ー

ト
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従業員には、機会が生じたときに営業利益を高め
る任務があります。したがって、従業員は、企業の
財産、情報または自らの役職を利用して発見した事
業機会を横領すること（または誰かにそれを指示す
ること）を禁じられています。言い換えると、従業
員は、個人的な利益を得るために、あるいは所属会
社に競合するために、直接、間接にかかわらず企業
の財産、情報または自らの役職を利用することを禁
じられています。
また、従業員は、商取引で所属会社の代理を務め

るとき、または所属会社の活動に影響を与える可能
性がある推奨をするときに、相反する利益に適切に
対処する義務もあります。
自分の経済的、専門的な、および個人的な関係と

目標が、所属会社へのあなたのコミットメントと相
反する場合があります。こうしたことが起きたら、
相反する問題を開示する必要があります。適切な監
督者に潜在的な相反問題を開示しないと、あなたが
所属会社の最善の利益のために行動していないよう
にみられる可能性があります。あなたは、自分の利
益と相反する、または相反する兆候がある問題に所
属会社の代理として積極的に関与している場合、
あなたの事業会社の最高レベルの役員である監督.
者（副社長、ゼネラルマネージャーまたは社.
長）、RPMの役員、あるいはRPMの法務部門にその
相反問題を開示しなければなりません。
所属会社の最善の利益のために行動していると

自分で信じる場合でも、開示することにより、あな
たと所属会社を守ることができます。ほとんどの場
合、利益相反の存在またはその兆候があっても、そ
れにより、あなたがRPMまたは所属会社の代理で取
引に関与できなくなることにはなりません。適切に
開示されれば、保護措置が決定されて、利益相反し

に対する従業員の.

責任
健全性. と会社.

従業員は、自分の利益と相反する
問題を抱えている場合、またはそ
のような問題を抱えている兆候が
ある場合、所属会社の最高レベル
の役員である監督者（副社長、ゼネ
ラルマネージャーまたは社長）、 
RPMの役員、あるいはRPMの法務
部門にその相反問題を開示しなけ
ればなりません。

ない人々により、所属会社の最善の利益のための最
終決定が下されるように最終承認が出される可能性
があります。これは、個人的な利益のためだけに決
定が行われたという疑いから自分を守ることにもな
ります。

会社の最善の利益のために行動する
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利益相反の事例

経済的利益：あなたや近親者は、RPMのいず
れかの事業会社と取引するかそれと競合する
会社を直接、間接に所有するか、あるいはそ
の社から直接、間接に利益を得ている。

社外活動：あなたや近親者は、RPMが取引す
る法人の取締役会メンバー、取締役、幹部、
従業員、顧問または代理人を務めている。あ
るいは、あなたは独立の事業ベンチャーに関
与するか、事業者、市民団体または慈善団体
のためにサービスを提供しているため、所属
会社の業務に十分な時間を割くことができ.
ない。

贈答品：あなたや近親者は、あなたが当社の
最善の利益のためだけに行動するのを制限す
る目的で、個人や法人から贈答品を受け取る
（あるいは、将来贈答品を受け取る約束をし
た）。

当社との取引：あなたや近親者は、当社と商
取引をする際の主な当事者である。

親族の雇用：従業員が近親者を自分の会社に
雇用することを希望するとき。

最高水準の役員であ
る監督者に相反問題
を開示しなければな

りません。

168
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質問と回答
利益相反

質問：RPMの事業会社の正規従業員は、
商業および工業界の顧客に向けてフロアを
製造し、販売しています。週末に、この従
業員は所得を補うために住宅用ガレージと
地下フロアを設置しています。この従業員
は、製品の市場価値を支払う場合を除き、
当社が製造した製品を使用しません。これ
は、当社に報告すべき利益相反に該当しま
すか。
回答：従業員が、勤務時間外にフロアを設
置し、当社の販売戦略の一環ではない非商
業的な場所で製品を設置し、かつ設置中に
使用する当社製品の対価を適切に支払う場
合は、その行動は当社の利益と相反しませ
ん。しかし、透明性、開放性を確保するた
めに、また不正とみられないように、従業
員は、本件について必ず適切に文書に記録
して直属の監督者にこの活動を開示しなけ
ればいけません。

質問：RPMの事業会社で勤務する正規の上級
販売員は、当社および一部の当社の競合他社
が製造した製品を販売する販売業者を50％所
有しています。この従業員は販売業者の日常
業務に関与していません。これは、当社に報
告すべき利益相反に該当しますか。
回答：はい。販売員は、その販売業者の日常
業務に関与していないとしても、通常の雇用
範囲外で当社の製品を販売し、また競合他社
の製品を販売することにより、経済的利益を
得る立場にあります。この従業員は競合他社
の製品の販売から直接的な経済的利益を得て
いるため、当社はこの相反問題を承認できま
せん。
従業員はただちに監督者にこの利益相反

を開示する必要があります。これは、当社の
最善の利益を保護するために統制を確立して
相反問題を解決できない珍しい事例です。し
たがって、当社は従業員に販売業者で持つ権
利をただちに売却するように要請する、およ
び／または当社との雇用を解除する可能性が
高いです。



11

企業の資産と情報を保護する

健全性

すべての従業員には、
所属会社の資産、専有・秘
密情報および所属会社の機
会を保護する義務があり.
ます。

企業資産の保護

企業資産は合法的な営業目
的のためだけに使用する必要が
あります。しかし、RPMと一
部のグループ会社では、コンピ
ュータ、電話、ファックスやコ
ピー機などの電子通信装置を偶
発的に個人利用することを許可
しています。適用されるすべて
の方針に準拠しているように、
必ず所属会社の監督者に確認す
るか、所属会社の方針を調べて
から電子、通信装置を使用して
ください。

所属会社の社長、ゼネラル
マネージャー、最高運営責任
者の事前の承認を得ずにその
他の種類の企業資産を個人的
に使用することは禁じられて
います。
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秘密・専有情報を保護する

従業員は、雇用の一環で、所属会社、当社の従
業員、ともに営業活動をする他者についての秘密ま
たは専有情報を知ることがあります。RPMまたは
所属会社の法律顧問が開示を承認している場合また
は法令により要請される場合を除き、あなたに託さ
れたそうした情報はすべて秘密厳守を維持しなけれ
ばなりません。秘密または専有情報には、開示する
と当社に情報を託した組織に悪影響が及んだり、競
合他社に有利になったりすることがある非公開情報
が含まれています。非公開情報を保護する従業員の
義務は、雇用終了後も継続します。
当社は、顧客、サプライヤー、事業の見込み購

入者と販売者、およびその他の者と間で交わした非
開示契約の当事者であることがよくあります。従業
員は、当社と営業取引がある法人の秘密または専有
情報を受け取ったなら、上記の契約が存在するかど
うか確認し、存在する場合は、それを保護するよう
に注意を払い、不当に開示されないように秘密情報
を使用してください。

秘密・専有情報には、顧客データ、事業
販売・サービス計画、設計図、データベー
ス、記録、給与情報、非公開の財務データと
報告書、および製造ノウハウなどの知的財産
が含まれます。

健全性
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質問と回答
質問：同僚が仕事で出張し、高額な食事をしまし
た。彼は金額が高かったのでその費用は許可され
ないと考え、複数の人数分の夕食として申告しま
した。これは許されますか。彼が出張に配偶者を
帯同して、2人分の食費を経費報告書に記入する
としたら、どうですか。
回答：いいえ。どちらも許可されません。故意に
不正確な経費報告書を提出するのは、当社の健全
性の基本方針への違反になります。
最初の事例で、必要経費にしようとして食事

の参加者数を増やすのは不正行為になります。2
番目の事例で、業務に関係しない旅行の一部を必
要経費にするのは適切ではありません。配偶者を
業務に帯同する必要はありません。したがって、
適切な役員に開示し、事前承認を受けている場合
を除き、これは企業資産の適正な使用になりま.
せん。企業資産の個人的な使用は、別の形式の詐
欺行為になります。

企業の財産と機会の保護

健全性

秘密、専有情報の無許可の使用または配布は、当社方針への違反であり、民事ま
たは刑事罰につながる場合があります。当社の保護のために、秘密の、財務上の、ま
たは専有の情報をソーシャルメディアに投稿したり、そこで話したりしないでくだ 
さい。また、公共の場など他人に聞かれる場所で機密性の高い情報について話さない
でください。

質問：昼食の休み時間に、自分のパソコンを使って配偶
者に花を買いたいと思います。これは許されますか。
回答：はい。あなたの事業会社がこの種の偶発的使用を
許可するなら、それは許されます。当社が負担する費用
と責任のリスクがわずかなので、これは偶発的使用に該
当します。また、昼食の休み時間に財産を使用している
ので適切です。

質問：当社を退職し、自分でコーティングとシーラント
の事業を立ち上げる予定です。自分の製品を作るために
習得した製造ノウハウを、退職後に使うことはできま 
すか。
回答：おそらくできないでしょう。その製造ノウハウの
使用を試みる前に、RPMまたは所属会社の法務部門に相
談してください。こうしたノウハウは当社の知的財産の
一部です。それらを横領すると、民事罰につながる可能
性があるとともに、一部の法域では営業秘密の窃盗を対
象とする刑事罰となる可能性があります。

質問：でも、私がその製造ノウハウを発明した場合はど
うなりますか。
回答：あなたが発明した、または発明に関与したノウハ
ウは、所属会社に対するあなたの業務の一環で開発され
たものであり、当社は、雇用規約に基づきそれにかかわ
るすべての権利を所有できます。



「個人データ」とは何を意味しますか。

「個人データ」には、生存者を直接、間接に
特定するために使われる情報が含まれます。
個人データの詳しい説明については、RPMの
グローバルデータ保護ポリシーとGDPR（EU
一般データ保護規則）を確認してください。

あらゆる人のプライバシーとセキュリ
ティ上の利害を保護する
所属会社の代理で行動す

る従業員と非従業員のビジネ
スパートナーは、個人データ
にアクセスできます。個人デ
ータを不正に開示すると、顧
客、サプライヤーおよび従業
員の経済およびセキュリティ
を損ねる可能性があるため、
いかなるときにもこれを保護
しなければなりません。
私たちは個人データや企業

情報を転送する際は注意を払
わなければいけません。多く
の国では、転送先の個人や法
人がデータを保護したり、ま

た合法的な目的でデータを使
用したりする場合でも、個人
データの転送や開示を制限す
る法律が定められています。
従業員は、個人データや企業
情報を転送する権限が自分に
与えられているかわからない
場合は、RPMグローバルデー
タ保護方針およびGDPRのガイ
ダンスを確認するか、所属会
社またはRPMの法務部門に問
い合わせてください。
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健全性

RPMグローバルデータ保護方針と、関係のガイダ
ンスは、https://www.rpminc.com/vepolicies/ 
に掲載されています。



質問と回答
状況：顧客の購入部門からEメールを受け
取りました。正式な電子メールのように見
えましたし、メール上に顧客の会社のロゴ
もありました。
私は電子メールの送信者の氏名を知りま

せんでしたが、当社から購入した製品の代
金を送金したいと言っていました。私はで
きるだけ早急に顧客に対応したいと思いま
したが、顧客について限られた情報しかな
かったので、当社の銀行の銀行コードと口
座番号を電子メールで送信するのを躊躇し
ました。私は正しい対応をしていますか。
従業員の義務：まったくそのとおりです。
電子メールは、実際の当社の顧客からで
はない可能性があり、また当社の銀行情報
を盗むためにそれをつかもうとしている可
能性があります。優れたサービスを顧客に
提供したいという気持ちは賞賛すべきです
が、あなたの懐疑的な態度は適切です。犯
罪者は、優れたサービスを顧客に提供した
いという従業員の気持ちに付け込んで、従
業員に情報を開示するよう説得し、情報を
使って当社に害を及ぼそうとします。
あなたが本人について確信が持てない限

り、またその人に情報を保持する権限がな
い限り、機密性の高い財務情報または秘密
情報を提供しないようにします。また、ソ
ーシャルメディアのサイトで財務情報また
は秘密・専有情報について投稿したり、話
したりしてはいけません。情報を求める人
物について疑念がある場合は、その人の知
人またはその人が正当な要求をしているか
確認できる人に問い合わせてください。さ
らに、電子媒体で財務データ、個人データ
または秘密データを転送するときは暗号化
やパスワードによりそれを保護するように
します。

質問：別の事業会社の知らない人から電話があり、
中間レベルのマネージャーの誕生日を尋ねてきまし
た。実際に当社のマネージャーは当社の系列の事業
会社に出張を予定しており、電話をかけてきた人は
当社従業員の航空券を購入しようとしていました。
旅行会社は出張の手配のために従業員の誕生日を
知る必要がありました。私はその情報を入手できま
すが、電話をかけた人を知らなかったので、情報を
与えませんでした。私の行動は正しかったですか。
回答：あなたは正しい行動をしました。あなたは
電話をかけた人を知らないのですから、その人が
RPMの別の事業会社に合法的に働いているかどう
かわかりません。たとえ電話をかけた人が、RPM
の事業会社で働いているとしても、彼女が情報を受
領する権限を持っているか、またはそれを合法的な
目的で使用するかどうかわかりません。以下のすべ
てに該当する場合に限り、個人データまたは秘密情
報を開示するようにします。(1) 情報を要求する人
物を知っているか、その身元を確認した。(2) その
人物が情報を知りそれを入手する必要があることを
知っている。(3) その人物が情報を保護することを
知っている。(4) 従業員は安全な形式により情報を
提供する。そして(5) データ転送は適用法に準拠し
ており、RPMのパスワード保護方針、およびGDPR
のガイダンスに従っている。

 

個人データと秘密情報の保護

健全性
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人々と.
コミュニティへの.
....コミットメント

健康、安全、私た
ちの環境を守る
私たちにはすべて、従業

員、請負業者、サプライヤー、
販売業者、顧客、消費者、コミ
ュニティおよび一般市民の環
境、健康および安全を保護す
る方法で事業を行う責任があり.
ます。

    当社の施設は、環境、健
康、安全に関する適用法を遵
守するとともに、現場で製造
し、取り扱う素材について、
地域のコミュニティと率直に
対話する体制を維持しなけれ
ばなりません。当社はまた、
政府機関、業界団体、そして
一般市民と連携して、潜在的
な有害物質の処理に関する意
識を高め、緊急対応プログラ
ムを推進します。

健康、安全および環境

状況：地域の水道局の規制が年々厳しくなっています。所属
工場では、水の排出前に水を処理し維持する作業ために専任
で2人の正規従業員を割り当てています。業務の繁忙時には、
それらの従業員は別の製造任務に就かなければなりません。
製造担当の管理者は、毎日試料を取り、四半期ごとに水道

局に報告書を提出して、規制の遵守を示すように求められて
います。排水は毎日適切に処理されていませんでしたが、彼
は処理し損ねた日についても、報告書に何らかの数値を書き
込むことにしました。彼は誰も煩わせたくないと思い、結局
誰もこの報告書を読まないだろうと判断しています。
従業員の義務：これは基本的原則への深刻な違反です。当社
の施設はあらゆる環境法規を遵守しなければならず、またあ
らゆる報告書を誠実に作成しなければなりません。同僚を煩
わせたくないというのは口実になりません。こうした行動に
より、会社が重大な責任にさらされる可能性があります。規
制は厳しいように見えますが、一般市民を健康への害から.
守り、水道を清浄に保つためのものです。
虚偽報告があれば、ただちに所属会社の環境・健康・安全

（EH＆S）担当マネージャーまたは所属会社の別の最高幹部
に報告する必要があります。経営陣の注意を喚起すると、当
社で適切な是正措置ができるようになります。また、コミュ
ニティの安全を維持し、「the Value of 168」の重要性を普及
させるRPMの取り組みを促すことにもなります。

質問と
回答



あらゆる人に威
厳と敬意をもっ
て対応する
当社の従業員、および就

職を希望する者はすべて、採
用、労働条件、研修プログラ
ム、昇進、その他の雇用条件
に関係して、平等な機会を与
えられます。差別的行為は許
されません。
当社には、RPM、そのグ

ルーブ会社、ベンダー、顧客
であるか、または当社従業員
が関係を持つ非従業員のビジ
ネスパートナーであるかを
問わずに、日常の労働環境、
職場以外の業務に関係する環
境の両方において、職場にハ
ラスメントがないように確保
する責任があります。簡単に
言うと、人の性別、年齢、障
害、出身国、人種、肌の色、
宗教、結婚暦、性的指向、性
別、現在または過去の兵役、
その他の特性に関係して、
いかなる状況下でも、ハラス
メントを受けることは許され
ません。あなたがターゲット
ではない場合でも、精神的勇
気を出してハラスメントを止
め、それを報告しなければな
りません。

質問：私は、当社の製造担当の監督者が従業員の1人をことあるごとにい
じめて、些細なミスをする度に「間抜け、ばか」と言っているのに気づ
きました。その従業員は笑って済ませていますが、彼は気を悪くしてい
るがわかり、私も当惑しています。私たちは失職したくないので、どち
らも意見を言う勇気がありません。どうしたらよいでしょうか。
回答：当社の基本原則では、私たちはあらゆる人に威厳と敬意をもって
対応することを求めています。それは、同じ立場の同僚であるか、また
は監督者と部下の間の活動や行為に関係するかは関係ありません。職場
のハラスメントは本来、性別または人種のどちらかだと考える人がよ
くいます。しかし、あなたが気づいた差別的な批判の形を含め、ハラス
メントは多くの形式で発生します。したがって、あなたはセクシュアル
ハラスメントに対応するのと同じ方法でこの状況に対応する必要があり.
ます。
まず、こうした批判は侮辱的なので、やめるように監督者に言い.

ます。これができないと感じるか、そうしてもハラスメントが続く場.
合は、この状況を監督者の上司または人事部門に報告する必要があり.
ます。それで効果がなければ、それを「より上のクラスの人」、つまり
所属会社の最高幹部に報告するか、またはRPMのホットラインに電話し
て匿名報告することができます。RPMには厳格な報復禁止方針があるこ
とを常に心にとどめておいてください。従業員は、監督者や所属会社に
誠実に当社の価値への違反について報告したことにより、報復を受ける
ことはありません。

社会的に責任ある態度をとる

すべての従業員は、国際的に認められて
いる人権基準に社会的な責任を負うととも
に、それに従わなければなりません。当社
は、自身のベンダー、顧客および顧問につい
て合理的範囲でデューデリジェンスを行わな
ければならず、また当社と関係を持つすべて
の者が児童または奴隷労働、人身売買を禁止
し、それを決して許していないと想定してい
ます。従業員は、当社と商取引がある者が児
童または奴隷労働を使っているか、人身売買
に関与していると懸念を抱く場合、そうした
懸念について監督者、またはRPMの法務部門
に報告しなければなりません。
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私たちは、グローバル
マーケットにおけるRPMの
利益を追求し、ビジネスパ
ートナー、コミュニティ、
サプライヤー、競合他社お
よび政府と交流するにあ.
たり、「the Value of 168」.
およびその根底にある健
全性、コミットメント、.
責任ある企業家、精神的
勇気の基本原則に厳格に
従わなければなりません。
不正行為につながるかもし
れない状況は避けなければ
いけません。不正行為を通
じていかなる人にも、つ
け入ってはいけません。.

責任のある.
企業家精神

できるだけ正直にあら
ゆる記録を維持するもの
とします。帳簿、記録、財
務報告は、常に整然と、詳
細に、正確に、正直に作成
し、維持します。従業員
は、RPMの社内監査人や独
立監査人と協力して、自身
および他者が監査人を強要
したり、巧みに操ったり、
誤った情報を与えたり、詐
欺的なやり方で影響を与え
たりしないようにします。

正確で、完全で、わかりやすい報
告書を維持する

所 属 会 社 に 関 わ る あ.
らゆる従業員、取締役、幹部
は、RPMの最高執行責任者、
最高財務責任者、主要会計責
任者、事業会社で同様の職務
を遂行する管理者など（以下
「上級財務責任者」）に手順
を開示するとともに、所属会
社の開示規制および開示手順
に精通し、それを遵守するよ
うに求められます。また、上
記の者は、自分の責任分野に
関係する財務報告について
の社内統制に精通するとと.
もに、所属会社の公開報告書
と文書が公正かつ正確で、か
つ米国連邦証券法、証券取引
委員会（SEC）、一般に公正
妥当と認められた会計原則お
よび関係の地域の財務報告法
に従っているように確保しな
ければなりません。



19

RPMまたはその事業会社の一般事業、実績、
財務状況、財務予想に関係して、証券取引委員会
に対し直接、あるいは同委員会の監督機関または
その他の規制当局に届け出たり、提出したり、そ
の他の通信を行ったりする者はすべて、該当する
場合、同分野の主題に精通するその他の役員と従
業員に照会したうえで、上記の開示について適切
な措置を講じる必要があります。目標は、完全、
公正、正確でかつタイムリーでわかりやすい開示
を行うことです。
会計、社内会計統制、監査事項、または証券

法への重大な違反に関する問題や懸念がある場合
は、RPMの要報告事項方針あるいは本ガイドブ
ックの34、35ページと背表紙の概要に従って、
報告しなければなりません。

RPMとその事業会社の上級財務役員を含む
すべての従業員は以下を遵守しなければなり
ません。

•. 倫理的に、誠実に、健全に行動する。

•. 個人と専門職との間の実際の、または明
らかな利益相反に適切に対処する。

•. 会社が政府機関に伝達する、または公的
に届け出るあらゆる報告書と文書につい
ては、完全、公正、正確でわかりやす
い開示をタイムリーに行うことを励行.
する。

•. 連邦、州、および地域政府の適用法令や
規則、ならびに民間および公的規制機関
の規則を遵守することを励行する。

•. 会社の独立監査人、政府規制当局および
自主規制組織などに対し、故意に会社に
関する事実を不正確に伝えたり、他者に
不正確に伝えさせたりしない。

•. 違反行為または違反嫌疑行為について
は、本ガイドブックまたはRPMの要報告
事項方針に定めた規則と手順に従って、
ホットラインを使うか、またはRPMの最
高コンプライアンス責任者に速やかに連
絡して報告する。

RPMの要報告事項方針は、.
https://www.rpminc.com/vepolicies/ 
に掲載されています。

168
Values&

Expectations of

THE



責任のある.
企業家精神
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インサイダー取引の
インサイダー情報と
は？
従業員は、誰かの利益を生み出す手助

けをするか、株式売買で損をしないように
するためと示唆される状況で、友人や家族
に秘密または「インサイド」（内部）情報
を流すことを禁じられています。こうした
情報はインサイダー情報とみなされ、非合
法的に他者の利益のために使われる可能性
があります。
従業員は「インサイダー情報」を与え

ると、民事または刑事罰に問われる場合が
あります。

公開情報のみを利用して株式売買を行う 

証券市場で売買するとき、
私たちは、公開情報を利用
して売買決定をする場合に.
限り、R P Mの株式またはそ
の他の会社の株式を売買でき.
ます。実質的に非公開の情報
を使用して株式を売買するこ
とは違法であり、いかなる場
合でも当社の価値と期待に違
反する可能性があります。従

業員は、上記の規則を免れる
ために、自分のために他者に
株式を売買させることはでき
ません。利益を得る可能性が
ある人に、非公開情報を提供
してはいけません。
実質的に非公開の情報を保

持しながら、株式の売買に関
係する規則について不明瞭な
場合は、RPMの法務顧問に相
談してください。上記の規則

や規制の実際の不遵守あるい
は不遵守の可能性に気づいた
場合は、速やかにRPMの最高
コンプライアンス責任者に通
知するか、またはホットライ
ンを使って匿名報告をしてく
ださい。



責任のある.
企業家精神
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私たちは責任のある企業
家でなければならず、常に最
高水準の健全性と精神的勇気
をもって行動しなければなり
ません。したがって、腐敗行
為と受け止められる行動に決
して関与しないようにするこ
とが大切です。事業上の不当
な利益を与えることを目的と
して、あるいは支払いに関与
するか関連する個人または法
人に不当な利益を生むことを
目的として、有形の贈答品、
または接待などを含め、あら
ゆる価値のあるものを受け取
ったり、供与したり、供与の
申し出をしたりしてはいけま
せん。このことは、従業員、
または個人、法人が直接的、
間接的に行為に関与していた
か、あるいはその取引から直
接的、間接的に利益を受けて
いたかどうかは関係ありませ
ん。油断を怠らずに、合理的
範囲で努力をして、当社の取
引相手が従業員の代理で、ま
たは会社の代理で、従業員が
直接実現できないことを間接
的に実現することがないよう
にしてください。従業員、所
属会社、およびRPMは違法な
支払いに対して責任を課され
る場合があります。

「 1 6 8の価値と期待」で
は、従業員がR P Mまたは所
属会社の代理で行うか受け取
ったあらゆる支払い、有形の
贈答品、接待について率直に
詳細に明らかにすることを求
めています。こうした処理に
ついては、経費報告書および
会社の帳簿と記録でわかりや
すく開示しなければいけま.
せん。
支払い、有形の贈答品、接

待が適切かどうか疑念がある
場合、あるいは処理を会社の
帳簿と記録に正しく文書化す
る方法がわからない場合は、
所属会社またはRPMの法務部
門に法務上の助言を求めてく
ださい。

腐敗行為と見られやすい状況を回避する 

支払いに関する簡単なルール：

• いかなる種類の贈賄も許されない。

• 誰かに他者の不当な利益または取得を認めさせるこ
とを目的とする、いかなる価値のあるものも申し出
たり、受け取ったりしてはならない。

• RPMFの法務顧問が事前に書面で承認している場合
を除き、円滑化のための支払い（公務員に所定の政
府の職務をさせるための支払い）は許されない。

• あらゆる企業の帳簿および記録に、実施または受領
した支払いに関する真実の性質、金額および目的を
記載しなければならない。
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質問：私の会社は、新たな国で製造事業を開始しよ
うとしています。90日以内に新しい工場を操業しな
ければなりません。多くの指示を受けており、顧客
は工場の準備が整うのを辛抱強く待っています。最
後にすべきことは、工場の環境面の操業許可の取得
です。
    その国のウェブサイト上で許可申請しようとした
ら、許可には6か月かかると記載してありました。ウ
ェブサイトにはまた「許可手続きの迅速化」のため
には、通話無料の番号に電話をかける必要があると
記載してありました。電話をかけたところ、追加で
500ドル支払えば60日以内に許可がおりると、電話
を受けた公務員が言いました。彼は私にウェブサイ
トの特別なセクションを利用できるようにし、そこ
で私はクレジットカード情報をインプットすること
ができます。どうすればよいでしょうか。
回答：続行する前に、所属会社またはRPMの法務部
門に確認する必要があります。この情報は政府の公
式ウェブサイトからのものなので、すべての者に提
供された正規の手順のように見え、おそらく合法的
です。しかし、行動する前に助言を受けるのはよい
ことですし、これは円滑化のための支払いの可能性
があり、RPMの法務顧問の承認が必要になります。

以下は、さらに調査するか、法務助言
が必要な状況についてのいくつかの事
例です。

以下に該当する者が支払いを申し出る、供
与する、受領する。

•. 公務員の家族である、または業務上のつ
ながりがある。

•. 業界の評判が悪かった、または申し出た
サービスを遂行する十分なリソースがな
いように見える。

•. 自分の身元を明かさないように求める、
または経験を記録した参考文書を提供で
きない。

•. 製品やサービスに対して、その通常料金
または業界基準額よりも高い金額を追加
したり、要請したりする。

•. 立替経費の領収証の発行を拒む。

•. 特別な、または異常な支払い条件を求.
める。

責任のある.
企業家精神

質問 
と回答
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責任のある.
企業家精神

贈答品を適切に交換する

贈答品とは、正当な事業
上の利益に直接的に関係しな
い、それと不釣り合いなあら
ゆる価値のあるものを意味し
ます。贈答品は、有形、無形
を問わず、食事、接待、サー
ビス、旅行、宿泊が含まれる
可能性があります。贈答品
は、受領者に対し直接、間接
に利益を与える場合があり.
ます。
従業員は、当社に関係す

る個人または法人と贈答品を
交換する際は注意を払わなけ
ればなりません。
当社従業員と取引先との

間の贈答品のやり取りは、不
当に見られたり、または利益
相反を生み出したりする可能
性があり、誤って腐敗行為と
解釈される場合があります。
過度に行われた場合は、不当
で違法な支払いになる可能性
があります。
以下は、RPMまたはその

グループ会社の取引先の個人
または法人との間で贈答品を

•. 個人的な関係やつながり
に基づいて、会社資金
を使って贈答品を贈ら.
ない。

•. 所属会社またはRPMの法
務顧問から事前の承認を
得ずに、移動または宿泊
の贈答品を与えない、ま
たは受け取らない。

•. 本方針または他の当事者
の組織の方針に違反す
る形で、贈答品を贈ら
ない、または受け取ら.
ない。

交換するときに、制限が適用
される事例です。
•. 条件をつけて、あるいは、
何らかの行為を条件づけて
贈答品を申し出ない、また
は受け取らない。

•. 贈答品を勧誘しない。
•. プリペイドクレジットカー
ド／小切手／為替など、現
金や現金の類似物の贈答品
を申し出ない、または受け
取らない。

•. 贅沢な贈答品を申し出な
い、または受け取らない。

•. 個々の贈答品の金額が少額
でも、何回も贈答品を申し
出ない、または受け取ら.
ない。

•. 隠れて、ひそかに贈答品の
交換に関わらない。

•. 公務員または法人に贈答品
（会社のロゴの付いた帽子
や類似品など名目上の価値
のものを除く）を申し出.
ない。

•. RPMに有利な営利目的の商
取引に関係する慈善事業か
らの贈答品を申し出ない、
または受け取らない。

移動、宿泊、食事、贈答品、接待を適切に報告する

移動、宿泊、食事および接待を適切に報告する

宿泊、移動、食事、接待のための営業上の支払いや立替については、贈答品にならないように、さら
には不当な支払いにならないように厳格に精査しなければなりません。移動、宿泊、食事、接待につい
ては、以下のすべてに該当する場合は、営業費用（贈答品ではない）になります。その費用が(1)合理的
範囲である。(2)善意の商取引に釣り合い、それと直接関係がある。そして(3)会社の記録に適切に詳細
に記載されている。
善意の商取引の事例には、製品のデモンストレーション、宣伝および説明が含まれます。個人的接待

を目的とした旅行や宿泊は善意の営業費用ではなく、また所属会社またはRPMの法務顧問から事前承認
を得ていない場合は、禁じられます。
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責任のある.
企業家精神

以下は、贈答品に関係し
て認められる行動です。
• ほとんどの状況では、贈答品は適切に
辞退することができます。贈答品を断
ると個人的または文化的に適切でない
か、非礼であるか、または贈答品を贈
る個人または法人を当惑させるため、
贈答品を辞退できないという例外的な
状況が起きたら、受領後ただちにRPM

の法務顧問に知らせてください。適
切であれば、贈答品を展示するか、会
社の従業員の間で共有する、または慈
善団体に寄付することもできます。さ
らに、会社の帳簿と記録において適宜
覚書として、贈答品の交換をめぐる状
況、贈答品の合理的な推定価値および
その最終的な処分について説明を行わ
なければなりません。

• RPMまたはそのグループ会社の1社の
代理として贈答品を贈ったか、受領し
た場合は、それについて適切に率直に
記録しなければなりません。

質問：当社の販売部門はメキシコのカンクンに5日間の旅行
を計画していて、既存および見込みの顧客を招待する予定
です。会社はすべての費用を支払います。
    この旅行は会社製品の研修会議と説明されており、日程
には1日1時間の研修が含まれています。研修材料は、1日1時
間の画面上のプレゼンテーション以外には、何も準備して
いません。カンクンでの残りの時間は、観光や食事など、
レジャーと娯楽に使われます。これは適切な費用になりま
すか。
回答：注意：これは、「不当な支払い」、つまり、いわゆ
る賄賂の可能性があります。この旅行は営業費用とはみな
されません。高額で合理的ではなく、善意の営業目的と直
接関係しておらず不釣り合いだからです。これは「研修会
議」と呼ばれていますが、短期間であり、研修に使われる
材料が不足し、残りの旅行との関係性が不釣り合いに低い
と言えます。また、旅行費用は研修のために提供される金
額と比較すると、合理的ではありません。
この旅行は贈答品とはみなされず、不当な支払いと解釈

される恐れがあります。贈答品は贅沢または高額なもので
あってはならず、受領者から有利な扱いを受ける期待につ
ながっていてはなりません。従業員は、会社にかかる贈答
品の費用、および贈答品の価値、そして贈答品を受け取る
当事者と自分との関係を常に考慮する必要があります。こ
の状況では、会社にかかる旅行費用と受領者の利益の両方
が高額につきます。
    さらに、「見込み」客の存在は、政府機関または監査人
などの第三者から、この旅行は、見込み客にあなたの製品
を買うように、その他あなたに有利な扱いをするように、
不当に影響を及ぼすことを意図した「賄賂」とみなされる
可能性があります。賄賂防止法は公務員だけに限らず、民
間の取引にも適用される場合があります。何が適切な贈答
品で、何が不当な支払いなのか判断が難しい場合があるの
で、RPM以外の会社の従業員に移動、宿泊費を支払ったり
立て替えたりする場合は、まず所属会社またはRPMの法務
顧問から承認を取りつけなければなりません。

質問と
回答
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責任のある.
企業家精神

従業員が贈るのか、または受領するのかにかかわらず、あらゆる状況で考慮すべきなの
は以下の要素です。

(1) その社会の道理をわきまえた慎重な個人は、その贈答品を贅沢と考えるだろうか。
そう考えるなら、贈答品の申し出、贈与、受領をすべきではありません。

(2) その社会の道理をわきまえた慎重な個人は、贈答品の贈与、受領をめぐる状況また
は機会を適切だと考えるだろうか。そう考えないなら、贈答品の申し出、贈与、受
領をすべきではありません。

(3) どのくらいの頻度で、従業員や会社と、交渉相手の法人や従業員との間で贈答品の
交換をしているのか。わずかな価値しかない贈答品でも、過度に頻繁に交換してい
ると、社会の道理をわきまえた個人に、不当な目的、または受領者に腐敗行為をさ
せる目的でその行為が行われているとみなされる可能性があります。
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責任のある.
企業家精神

•. 支払いは、正当な営業目的に直接的に関係
し、かつそれに釣り合っていなければなら.
ない。

•. 支払いは、地域の法律で許可されなければな
らない。

•. 授受される支払いは、会社の財務記録に率直
に詳しく明記しなければならない。

•. 正当な営業目的に関係する移動、宿泊、食事
および接待の支払いのためだけに、会社の資
金を使うことができる。宿泊、移動費の支払
いは、正当な営業目的とつながりがある場合
にのみ、承認される。（所属会社またはRPM
の法務顧問から事前に書面の承諾を得ていな
ければ、宿泊、移動費は贈答品にならない）

•. 食事および接待は、正当な営業目的とつなが
りがなければ贈答品になる。（この場合は、
贈答品のルールが適用される）

•. 食事、宿泊、移動および接待についての現金の払
い戻しは承認されない、または支給されない。

•. 個人への、または個人からの直接の支払いは避け
るべきである。誰かに移動、宿泊、接待費を払い
戻す場合、所属会社はその個人の雇用主にそれを
払い戻し、個人は自分の雇用主から払い戻しを求
めることができる。従業員が立替を受けた本人で
ある場合、同じ手順が適用される。

•. 個人的な贈答品の支払いのために会社の資金を使
ってはならない。（どのような個人的関係も、報
告が必要な利益相反を必然的に生み出すことに注
意すること）

移動、宿泊、食事、接待費の営業支払いにつ
いての基本的ガイドライン 

贈答品の授受あるいは営業費用が適切
かどうかについて懸念がある場合は、
あなたの事業会社またはRPMの法務
部門に相談してください。
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責任のある.
企業家精神

質問：会社で新製品が開発されたので、得意先に既存
の製品を上回る利点を見せたいと思います。その製品
のデモンストレーションのために、当社が費用を負担
して、得意先を当社の施設に飛行機で呼び寄せること
はできますか。
回答：もちろんです。その費用が製品デモンストレー
ションまたはその他の正当な営業目的に直接関係し、
それに釣り合っている場合は、移動、宿泊および食事
費用は支払われます。上記の基準を満たしている場
合、支払いは贈答品ではなく、営業費用扱いになり.
ます。
.
質問：国際的な非政府団体の販売担当マネージャー
が、自分の夫を連れて飛行機のビジネスクラスで訪
れることを希望しています。どうしたらよいでしょ 
うか。
回答：あなたは、類似のイベントに通常支払う額と釣
り合った移動費用を彼女のために維持しなければなり
ません。非従業員に対する移動、宿泊、食事および接
待費用については、所属会社がその従業員に許可する
範囲に限られます。所属会社が、自社のマネージャー
に国際便のビジネスクラスで移動する費用を支払っ
ている場合、あなたは、取引先のマネージャーに対し
て、ビジネスクラスの航空券代を支払うことができま
す。そうでない場合は、できません。配偶者の存在は
製品の宣伝とは直接関係しないので、会社は配偶者の
旅費を支払ってはいけません。配偶者の旅費の支払い
が贈答品方針の基準に適合するか検討することはでき
ますが、移動、宿泊の贈答品については、所属会社ま
たはRPMの法務顧問から事前に承認を得なければなり
ません。
.
質問：当社の製品デモンストレーションの日数は1日だ
けですが、ほとんどの顧客が1泊します。当社の費用で
ボール競技や博物館に連れて行くことはできますか。
回答：大丈夫です。移動、食事および宿泊費と同様
に、製品のデモンストレーションに直接関係しそれに
釣り合っていれば会社が接待費を支払うことができま
す。しかし、接待費は贅沢になってはならず、営業目
的に関係する通常の費用と釣り合いが取れている必要
があります。

質問：別の顧客が妻を連れてきて、休暇を過ごしたい
と希望しています。当社でその週の請求を支払うこと
ができますか。
回答：いいえ。製品のデモンストレーションに関係し
て顧客が宿泊を要請した日だけ支払うことができま
す。往復航空運賃費用が、製品デモンストレーション
に必要な1泊の航空券代と類似する金額なら、顧客の航
空券代を全額支払うことができます。しかし、顧客の
配偶者の航空券代、または顧客と妻の宿泊、食事、接
待の追加費用は製品デモンストレーションと直接関係
していないため、こうした費用の支払いについては、
その支払いを許可する贈答品ルールに厳格に従ってい
ない限り、そして贈答品が所属会社の法務部門の承認
を受けていない限り、保証されません。

上記の事例からもわかるように、はじ
めは正当な営業目的に直接関係し、釣り
合っていると考えられた営業費用も、す
ぐに贈答品の対象に変わる可能性があり
ます。支払い額は非常に高額になり、腐
敗防止法および当社の価値と期待に違反
する不当な支払いに変貌してしまう可能
性を含んでいます。こうした状況または
類似の状況に直面する場合は、所属会社
またはRPMの法務部門に問い合わせて、
支払いや費用の立替をする前に助言を受
けてください。支払いを証明する事実や
状況はとても重要です。したがって、こ
うした状況も、正当な営業費用を適切に
わかりやすく識別することの重要性を物
語っています。

質問と回答
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責任のある.
企業家精神

開かれた競争を促すように行動する

状況：展示会の昼食時間に、自分が取引し
たくないサプライヤーへの不当な行為につ
いて話している競合他社と同席しました。
私は、サプライヤーや顧客への不当な行為
について話すべきではないと言って、席を
立ちました。
従業員の義務：あなたは正しい行動をしま
した。従業員は、サプライヤー、顧客また
は取引先の人に関係する活動について、競
合他社と話をするべきではありません。同
様の状況に直面したら、その場を離れて、
起きたことを記録し、所属会社またはRPM
の法務部門に知らせてください。

RPMおよび当社のグルー
プ会社は事業のあらゆる側面
で積極的に競争することにコ
ミットしていますが、倫理的
な責任のある方法によっての
み競争するものとします。当
社は、責任のある起業家とし
て、製品とサービスをめぐる
市場競争を確実に維持し保護
することにコミットしていま
す。R P Mまたはその事業会

社のいかなる従業員も、この
原則に反する会社のためにど
のような行動もとってはいけ
ません。したがって、従業員
は、競争を濫用、歪曲する、
または公正で開かれた競争に
反する外部の会社と協力した
り、そのような一方的行為
に携わったりしてはいけま.
せん。

自分が追求する行動が責任
のある企業家に関する当社の
原則、公正な取引慣行、反独
占または反競争法に反するか
どうか懸念がある場合は、自
身の事業会社またはRPMの法
務部門に必ず助言を求めてく
ださい。

質問と回答
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責任のある.
企業家精神

競合他社の対処についてのガイドライン

競合他社と契約を締結しないようにします。あなたが、たとえば価格、値引き、
生産率、入札、サプライヤーなどについて取り決めをしようとする場合、当社の
価値と期待に反している場合があります。それをする正当な営業理由がある場合
は、確認のために所属会社のあなたの監督者またはRPMの法務部門と話をしてく
ださい。

以下は競争に関するその他のガイドラインです。

• 業界団体に加入したり、展示会に参加したりする場合は、事前に自身の事業会
社の承認を得る必要がある。展示会や会合で配布された資料のコピーは、自身
の事業会社の文書保持方針に従って保管する。

• 競合他社との不必要な情報の連絡は避ける。

• 従業員がミーティングに出席して競合他社が価格設定、顧客などトピックを話
しだしたら、すぐにその場から離れる。こうしたトピックに関する非公式の話
し合いも違反になる可能性がある。

• 所属会社の法務顧問の承認を得ずに、業界団体に統計やその他の情報を提出し
ない。

• 競争力のある価格設定は容認できるが、競合他社を市場から追い出すために、
あるいはその効果を得るために、非合理的に低い価格を設定しない（略奪的価
格設定）。

• 競合他社との事業ベンチャーについては、所属会社の法務顧問の審査を受けな
ければならない。

• 競合他社のものと同じか、紛らわしい外観、マークおよび名称を作らないよう
にする。

• 競合他社をけなさない。

精神的勇気
責任のある企業家精神.
コミットメント.
健全性.



30

責任のある.
企業家精神

多くの規則と法律が顧客とサプライヤー間
の関係に適用されており、私たちはすべてに対
応することはできません。しかし、常識で対応
する必要があります。取引や行動が間違ってい
ると感じたら、その推測は恐らく当たっていま
す。確信が持てない場合は、法務顧問に尋ねて
ください。以下は懸念が起きる可能性があるい
くつかの分野です。
•. 顧客が他のサプライヤーの製品を取り扱う
ことについて、または顧客が自身の顧客を
選択することについて、あるいは顧客の価
格または売却先について支配を行使しよう
とする場合、反競争の問題が生じる場合が
あります。顧客の市場活動を制限する前
に、まず所属会社の法務部門にまず相談し
てください。

•. 適切な場合もありますが、所属会社が販売
業者に、RPM、そのグループ会社、関係

会社から排他的に特定の製品、製品ライン
を購入するように要請する契約または取り
決めについては、それらが反競争法令に準
拠しているか、綿密に調べなければなりま
せん。したがって、そうした取り決めや契
約を締結する前に法務助言を求めてくだ.
さい。

•. ある販売者からその販売者が提供する別の
製品を取得するのを条件として、顧客に
製品を購入するように強要してはいけま.
せん。

•. 複数の他の顧客と競合する顧客を差別した
り、異なる扱いをしたりしないようにしま
す。価格、リベート、値引き、または報奨
金が異なるとき、そうした差異を法的に正
当に立証し、文書化するようにしてくださ
い。販売価格またはその他の販売条件の差
異については、実際の費用節約、容積効
率、競争対抗、その他の客観的理由により
正当化される場合は許可される可能性があ
ります。

•. 一般的に、顧客に製品やサービスの提供を
拒否するべきではありません。しかし、独
自に決定した場合で、強要する意図がな
く、競合他社、代理店またはサプライヤー
などの第三者との取り決めに基づいていな
い場合は、いかなる組織との取引も拒否で
きます。顧客との取引を拒否するか、顧客
を解約する前に、法務助言を求めてくだ.
さい。

•. 達成できないとわかっている、または達成
が疑われる成果を約束して、顧客の誤解を
招かないようにします。同様に、実証でき
ない製品やサービスについて宣伝したり、
事実表明するのは避けます。

顧客とサプライヤー間の.
関係についてのガイドライン
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責任のある.
企業家精神

質問：私は、担当分野において、同じプロ
ジェクトでよく競合する販売業者を3社抱え
ています。私は、それらすべてと良好な関
係を保っています。小規模な市場なので、
地域プロジェクトの競合相手が誰であるか
を皆が知っています。

販売業者らは、特定の様々な大型プロジ
ェクトについて、私に具体的な価格設定を
聞いてきます。私は自分の販売地区の対応
で非常に忙しいので、同じプロジェクトの
価格設定に関する電子メールを3社に同時に
送信することがよくあります。そのうちの1
社が、自身の利幅を私に伝えて、他の販売
業者に比べて「うちはどんな感じですか」
と尋ねてくることがあります。どのように
答えればよいでしょうか。
回答：競合他社間の価格決め協定や談合は
違法であり、犯罪として起訴される場合が
あります。所属会社が販売業者の競合他社
ではないとしても、あなたは、プロジェク
トの価格設定を同じ電子メールで3社に伝
えており、それに対して彼ら全員が入札し
ているので、あなたは競合他社である会社
間の価格協議を円滑化していると受け止め
られる可能性があります。特定のプロジェ
クトについて話す場合は、常に各販売業者
に個別に伝達してください。同じ価格設定
の電子メールを複数の販売業者に同時に送
信しないでください。販売業者が「うちは
どんな感じか」と尋ねる場合、彼は同じプ
ロジェクトをめぐり競合他社が申し出た価
格、入札、その他の取引条件について違法
な会話を開始している可能性があります。
あなたは、その情報を彼に与えることはで
きません。

質問と
回答
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責任のある.
企業家精神

評判の良い信頼できる.
個人や法人と商取引する

以下のマネーロンダリング防止のレッドフラッグは、少なくとも詳細調査が必要な
事項を表しています。

•. 顧客の取引・事業の特性としては珍しい購入や販売

•. 大金の現金払い、頻繁な為替などの異常な支払い手法

•. 顧客やサプライヤーが高度の秘密を維持しようとして、完全な情報提供を躊躇
するか、偽情報を提供する

•. 取引が、報告要件（例えば、10,000ドル未満の一連の取引）から逃れるように
構築されている兆候

•. 異常に複雑な取引構成

•. 明白な営業目的がない支払い手法

•. 異常に有利な支払い条件

•. 取引に関係しない外国または第三者からの送金

マネーロンダリングは、
人が「正当な」商取引を通じ
て、犯罪行為からの収益が合
法的に見えるようにその資金
の身元、資金源、目的地を隠
ぺいし、偽装しようとする行
為です。当社は合法的で腐敗
のない実務を行う認知され
た評判のよい顧客やサプラ
イヤーとだけ商取引を行い
ます。私たちは、R P Mの取
引および第三者のデューデ

リジェンス方針に従ってあ
らゆる措置を講じ、当社と
商取引をする相手について
よく学び、当社の利益のた
めに第三者が行うあらゆる
活動が「the Value of 168」.
およびその本質的な基本原則
に則しているように確保しな
ければなりません。
顧客やサプライヤーが不正

に入手した資金を使って当社
と取引をしているか懸念があ

る場合は、その個人または法
人との取引を完了する前に所
属会社またはRPMの法務部門
に相談してください。
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責任のある.
企業家精神

合法的な取引と国境を越えた取引を確保する  

商品とサービスの輸出入
RPMは米国で設立されているので、私たち全員に

米国政府の貿易管理に関する法律(輸出入法、反ボイ
コット法を含みます)が適用されます。従業員は、北朝
鮮、イラン、シリアまたはウクライナのクリミア地区
に所在する、または所在するとあなたが合理的に考え
る個人や会社と商取引することができません。キュー
バまたはスーダンとの取引には、RPMの法務部門の事
前の承認が必要です。米国の貿易管理法に加えて、あ
らゆる事業会社は、輸出入または輸送する製品やサー
ビスが通過する諸国に法律を含め、国境を超えた取引
に関係する可能性があるあらゆる地域の法律を遵守し
なければなりません。
これらの法律によって、全面的禁止が義務づけら

れていなくても、特定の製品、製品の使用、意図され
る使用、最終ユーザーまたはこれらの組み合わせに関
連する取引が制限される場合があります。よって、各
RPMの会社は、その製品とサービスの国境を超える転
送に影響を及ぼす可能性がある、関係のすべての取引
規制を確実に理解し遵守するための手順を制定する責
任があります。

反ボイコット法
従業員は、あらゆる文書、通信、とりわけ信用状と

船積み依頼書を精査し、当社が賛同できないイスラエ
ルのボイコットを支援する表記を識別する必要があり
ます。イスラエルとの、またはイスラエルでの商取引
を差し控えることを求める要請、人種、宗教、性別、
出身国、または国籍に基づき人を差別する要請は、賛
同したり、賞賛したりしてはならず、打破しなければ

なりません。そして、四半期ごとの反ボイコット報告
書により、RPMの法務部門に報告しなければなりま
せん。

RPMの「168の価値と期待」の原則に従う者だけ
と取引する 

当社は、適用されるあらゆる法律・規則・規制を
遵守し、RPMとそのグループ会社を支援することに
コミットする関税手続き代行者、代理店、販売代理業
者、販売業者、その他の中間業者とのみと関係を保ち
ます。米国、欧州連合または地域の法律の禁止対象の
団体を相手に、あるいはそれらで禁じられた方法で
商取引を行うことはできません。当社は、当社の名
のもとで法令を違反する第三者を容認することはで
きません。したがって、商取引を行う前に、従業員
は、RPMの取引および第三者のデューデリジェンス
方針にしたがって、営業活動を行う相手先の個人また
は会社が（1）RPMの「168の価値と期待」に要約さ
れる原則を遵守していること、また（2）禁止対象の
団体ではなく、禁輸国で当社の利益のために操業して
いないことを確認しなければなりません。いずれかの
国、組織または個人と商取引することについて懸念が
ある場合は、所属会社またはRPMの法務部門に相談
してください。

評判の良い個人や法人との取引に関する、または取引規
制法令に関するさらに詳しい情報とガイダンスについて
は、RPMの取引および第三者のデューデリジェンス方針を
参照するか、所属会社またはRPMの法務部門に相談してく
ださい。RPMの取引および第三者のデューデリジェンス方
針はhttps://www.rpminc.com/vepolicies/に掲載されて
います。



従業員は、報復を恐れずに違反の疑いを報告し是正す
る義務があり、そうすることが奨励されます。
どのような状況に直面しても、従業員はすべて、当社の価値と期

待に従ってどこまでも誠実に健全に行動するものとします。私たちは
従業員として、あらゆる適用法、企業方針、企業行動規範を遵守する
ことに責任があります。従業員が常に正しいことを、正しい方法で正
しい理由のために行うようにコミットすることで、当社およびあなた
の個人的評判が高まります。安全、倫理問題、または法律の遵守につ
いての懸念は、恐れずに照会するか、知らせてください。
いかなる取締役、幹部または従業員も、法律または当社の価値と

期待への違反の疑いを、誠実に是正または報告することにより、報復
を受けることはありません。違反の疑いの報告または是正に対する仕
返し、復讐、報復に関与する取締役、幹部または従業員はすべて、解
雇を含む懲戒処分の対象になります。
当社では、当社が操業するいかなる国で起きた違反についても、

従業員が報復を恐れずに報告しやすいように、ホットライン番号およ
びウェブサイト上の報告手段を設けています。
何かを報告するか是正するかについて迷ったら、万全な注意を払

って利用可能な多数の方法を用いて当社の誰かに知らせてください。
違反の疑いを報告しない、またはその是正を支援しない場合は、非倫
理的、危険、不誠実な慣行が継続し、結果的に、あなたが当社の価値
と期待への違反を促すファシリテーターになる可能性があります。.
したがって、違反の疑いを報告しない、またはその是正を支援しない
こと自体が、当社の価値と期待への違反になる可能性があります。

ホットライン：
•  地域のホットライン番号は職場の周辺に表示されています。
•  職場のある国に適用されるホットラインの電話番号は 

www.rpminc.com/hotlineにも掲載されています。
•  また、従業員はhttps://iwf.tnwgrc.com/rpminternationalで、書面の報告書を記入するこ

とによってもホットラインに通知できます。

ホットラインの基本
• ホットライン電話は独立の第三者によ

るサービスで運営されており、声が録
音されることはありません。

• 地域の法律で匿名報告が禁じられる場
合を除き、あなたは自ら選択しない限
り身元を知らせる必要はありません。

• あなたは、報告の最新状況または追加
指示を受けるために、ホットラインに
連絡する方法を案内する指示を受け取
ります。

• 匿名のままでいることを選ぶ場合は、
嫌 疑 を 証 明 す る 個 別 の 事 実 が な け れ
ば、あなたの懸念が解決されない場合
があることに留意してください。

• 報復は厳しく禁じられます。

• 米 国 以 外 の 特 定 の 国 で は 、 ホ ッ ト ラ
イ ン で 報 告 す る こ と を 制 限 し て い
る 場 合 が あ り ま す 。 さ ら に 詳 し く は 
www.rpminc.com/hotlineをご覧くだ
さい。

違反の疑いを報告し、是正する.
精神的勇気
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質問：私が見たことが実際に不正かどうかわからない場合でも、疑
いのあることを報告すべきですか。
回答：まったくそのとおりです。私たちにはすべて、RPM、同僚の
従業員、その他の利害関係者および会社の資産を守る義務がありま
す。誠実に行われた報告により、あなたが自分の義務を認識し、理
解していることが示されます。

質問：でも、私は解雇されることはないですか。
回答：後で違反が起きていなかったことがわかっても、あなたは、
当然の懸念を報告したことにより正しいことをしました。誠実に報
告したことに対して、誰もあなたに不当な行為をしません。いかな
る形式の報復も容認されません。

懸念を報告する方法

•. 監督者に話します、または電子メ
ールを送ります。

•. 直属の監督者に懸念について話し
にくいときは、別の監督者、RPM
の誰か、または人事部の誰かに話
すか、電子メールを送ることがで
きます。RPMのコンプライアン
ス関係の連絡先リストはhttps://
www.rpminc.com/vepolicies/に
掲載されています。

•. RPMの事業会社の従業員の場合
は、所属会社の法務顧問またはコ
ンプライアンス担当責任者に直接
あなたの懸念を話すか、あるい
は、書面や電子メールで知らせる
ことができます。

•. ホットライン（電話またはウェブ
を介した報告）はあらゆる地域で
利用することができ、多くの国で
はホットライン報告を匿名で行う
ことができます。ホットラインの
使い方の案内は、RPMオフィス、
および全事業会社のポスターに記
載されるとともに、www.rpminc.
com/hotl ineにも掲載されてい.
ます。

質問と回答

私たちは全員、あらゆる調査への協力に
利害関係がある
法律または当社の価値と期待へ違反を誠

実に報告する場合、これらはすべて適切に調
査されます。調査が継続中の場合には、常に
以下のように行動してください。
•. 調査中の状況に関する情報を保全しま
す。いかなる文書や情報の破棄、隠ぺい
も厳しく禁じられます。

•. 面接を受けるか、文書の提供を求められ
たら、真実の情報をすべて提供します。

•. 法律により別途要請または許可される場
合を除き、調査チームの事前の承認を得ずに調査中の事項について話しては
いけません。
調査によって不正行為の発生が結論づけられた場合、当社は適用法に則した

あらゆる適切な措置を講じます。これには、適切な機関に違反を報告する、追加
研修を行う、方針と手順の練り直し、および解雇を含む懲戒処分の実施が含まれ
る場合があります。違法な不正行為に関与した者は、民事訴訟、刑事訴訟の対象
となる場合があります。

当社の従業員がRPMの「168の価値と期待」へのコミットメントを継続す
ることにより、あらゆる人のための価値を創出する企業家としてのRPMの
レガシーが強化されます。

168
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これらの価値と期待の適用範囲
RPM、その事業会社、そのグループ会社のあらゆる従業員、幹部、取締役は本ガイドブックに明記された価値と
期待を遵守しなければなりません。RPM、その事業会社、グループ会社の幹部と取締役はまた、RPMの経営方針
も遵守しなければなりません。本ガイドブックの最新の電子版はwww.rpminc.com/about-rpm/worldwide-code-
guidelines/で閲覧できます。

解釈、免責
RPM International Incの取締役会の統治・指名委員会は、「168の価値と期待」の解釈および適用について責任を
負うとともに、本ガイドブック改訂版をRPMの企業行動規範とすることを承認します。また、関係の地域の法律
により要請される審査、ガイドラインの実施、および承認を条件として、これはあらゆる従業員ならびにその上
級財務責任者に適用されます。当社は随時特定の規約を免責する場合があります。当社の取締役、最高執行責任
者、上級財務責任者に対する上記規約の免責については、取締役会または統治・指名委員会のみがこれを行うこ
とができ、証券取引委員会またはニューヨーク証券取引所規則の要請に応じて、速やかにこれを開示しなければ
なりません。その他の従業員に対する免責の要請については、RPM本社の法務顧問に書面で提出しなければなり
ません。承認書もまた文書でなければならず、免責を要請する行動をとる前に必ず承認書を取得してください。

腐敗防止 
本ガイドブックの21～27ページには、具体的な腐敗防止の慣行と規制について記載しており、よって、それ以上の変更を
加えることなしに、これをRPMの腐敗防止方針として維持します。

「the Value of 168」はRPM International Incの登録商標です。

ホットライン：
•  地域のホットライン番号は職場の周辺に表示されています。
•  職場の所在国に適用されるホットラインの電話番号はwww.rpminc.com/hotline

にも掲載されています。
•  また、従業員は https://iwf.tnwgrc.com/rpminternationalで、書面の報告書を

記入することによってもホットラインに通知できます。

精神的勇気
責任のある企業家精神.
コミットメント.
健全性.

https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational

