
MasterCard 行動規範



行動が示す価値

信頼性、協力関係、敏捷性、そしてイニシアチブ

CEOメッセージ

Mastercardでは、当社の成功は人々がブラ
ンドに寄せる信頼度に直接関係しています。
その信頼とは、当社の製品を使うときの安心
感、そして当社が正しい方法で商品を提供す
るという信用です。このような信頼を築きあ
げることができたのは皆さんの努力の賜物
であり、その信頼を守っていく責任は、私た
ち全員にあります。

善悪に対する鋭い感覚は、信頼の基盤で
す。それは私たちの在り方、行動、ひいて
は実践方法の核心でなければなりませ
ん。MasterCard行動規範は、私たちがすで
に現在実践していることを反映し、その基準
をさらに高いレベルに引き上げ維持するこ
とを確かにするガイダンスを提供するもの
です。

この行動規範をよく読んで、皆さんが何をどのように実行していくかを決定する際に、活
用していただくことが大切です。当社の評判は皆さんのご協力にかかっています。

Ajay Banga
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当社のビジョン

当社のミッション

当社の価値

A world beyond cash （現金を超えた世界へ）

安全でシンプルかつスマートな決済を実現するため、当社のテクノロジー
や専門知識を毎日、あらゆる場所で、活用すること

  

誠実さと尊敬の精神で行動し、オープンな環境を奨励

 

   

切迫感をもって行動し、イノベーションと的確な遂行で優れた価値を提供

すべての消費者、加盟店、ビジネスパートナー、政府機関および地域社会
の利益のために、ひとつのチームとして協力

 

大胆で思慮深い行動、また、優れた結果をもたらす責任を果たす

信頼性

敏捷性

イニシアチブ

協力関係
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行動規範そしてお互いを尊重
責任を果たすこと 

MasterCardでは、倫理的に責任をもって行動することが正しい行動であるだけでなく、ビジネ
スの正しい進め方であると考えます。 毎日の仕事の一環として、私たちは顧客、競合会社、同
僚、株主、ベンダー、政府機関、規制機関などを含む、様々な個人や事業体と関わりを持ちま
す。 このように様々な人たちとの関係が、企業倫理に即した敬意のある方法で、しかも適用さ
れる規制上の要件に則って維持されるように、当社は努力を続けています。

この行動規範は、世界中のMasterCard社員(子会社の社員を含む)、および取締役としての
立場で行動する際のMasterCard取締役会メンバーを対象としており、規範の中で総合的に

「社員」として表現されています。 MasterCardの請負業者や臨時雇用者は、MasterCardの
代理として活動する際に、行動規範の条件を理解して遵守することが期待されています。 こ
の行動規範はMasterCardの価値の延長であり、全社員に適用される行動基準の概要を提
供しています。 しかしこれはMasterCardの方針を網羅するものではなく、あらゆる潜在的な
状況を説明するものではありません。 この行動規範で説明されていない質問がある場合に
は、その問題に関連した行動規範の精神および説明、さらに企業方針を考慮して行動する
ようにしてください。

行動規範およびMasterCardの関連方針で説明されている基準や手順に従うことは、当社で
の雇用を継続していくために必要な条件です。 当社の行動規範は雇用契約ではなく、特定の
雇用権利を伝達したり特定期間の雇用を保証したりするものではありません。
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この行動規範全体を通して、社員は法務部の弁護士に相談するように奨励
されています。 法務部の弁護士または当社が法的なアドバイスの提供・受
理を目的として雇用している弁護士と社員間の全ての話し合いは、クライア
ントと弁護士間の秘密情報とみなされます。 さらに、会社の弁護士は
MasterCardの最善を考えて行動し、社員の個人的な代理または弁護士とし
て活動するものではないことに留意してください。

行動規範に関して質問がある、または不正行為の疑いを見つけた場合に
は、あなたは社員として、あなたの上司、企業倫理チームのメンバー、 チー
フコンプライアンスオフィサー ゼネラルカウンセル、または法務部の他の
弁護士に迅速に報告して、会社の利益を優先させる責任があります。

MasterCardの上司は、行動によって部下の手本となるように、さらなる責
任を負っています。 上司は部下の肯定的な模範となるように、規範に関し
て次のような行動をとるようにしてください:

• 適切な見本となるように倫理的な行動をとる
•  企業倫理よび誠実さの重要性を強調し、オープンに話し合う
• 倫理的な問題に関して率直な話し合いを奨励するような職場環境を 

維持し助長する
• 「最終的利益」を向上させるからといって、誠実さの欠如を正当化しない
• 率直に意見を述べた人に対する報復は、断固として容認しない

問題が起きた場合に、その問題の解決およびエスカレーションを 
図るための助けを求める 
 

率直に意見を述べること

MasterCardでは、特に倫理問題に関して、全社
員に意見を述べる権利および責任があると考え
ます。 この行動規範、企業方針および法律に対
する違反行為の疑いまたは実際の違反行為は、
迅速に報告しなければなりません。 さらに、 
MasterCardのスーパーバイザーは、違反行為の
報告に対して迅速・適切に対処しなければなり
ません。 MasterCardは、報告された疑わしい行
動または反倫理的な行動をすべて調査します。 
調査は、状況下で妥当かつ可能な限り、内密に
対処されます。

私の上司は行動規範
で良くないとされていること
をしていると思います。 それ
を報告すると、私の仕事をや
りにくくされるのではないか
と心配です。 どうしたらよい
でしょうか？

そのことに関してあ
なたの上司に直接話をした
くない場合は、社員が報告で
きる他の方法を使ってくださ
い。 これは、倫理ヘルプライ
ン(Ethics Helpline)の使用を
お勧めする良い例です。 
MasterCardは、誠実な懸念
を持つ人に対しての報復を
容認することはありません。
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規範に対する違反行為があった、または違反行為が起きようとしていると思う場合に、まず自分自身に次
の質問をしてみてください:

•  この行為は不正行為、非倫理的、または違法か?

•  この行為はMasterCardに損害を与えるものか? これによってMasterCardの顧客、ビジネスプロバイ
ダー、投資家などの信頼を失ってしまうか?

•  この行為は、他の社員、投資家、または顧客など、他の人に損害を与えるものか?

これらの質問のいずれかに対する答えが「はい」または「たぶん」の場合、規範違反の可能性があり、報告し
なければなりません。 勇気をだして懸念について述べることにより、MasterCardの価値を実践し、 
MasterCardや社員を保護し、正しい行動をとることになります。

 
懸念について報告する場合はあなたの上司、または以下のリソースを利用してください

• 企業倫理またはグローバルインベスティゲーションズチームのメンバー

• 法務部の弁護士

• 企業倫理 & 腐敗行為防止担当オフィサー

• チーフコンプライアンスオフィサー

• ゼネラルカウンセル 

• 人事部 (いやがらせの疑惑、マネジメントによる不公平な扱い、または同僚との個人的な不 
和などに関連する場合)

• 匿名で報告できる倫理ヘルプライン （法律で許可される場合）

さらに、監査委員会は、社員、株主、その他からの報告受付、保存、処理に関する内部通報者制
度(Whistleblower Procedures)を設置しました。 内部通報者制度は、当社ウェブサイトの企業
ガバナンスガイドラインで説明されています。 内部通報者制度で説明されているような報告
を受けた会社役員、取締役、または社員は、直ちにゼネラルカウンセルに報告することが義務
付けられています。 内部通報者制度に従った倫理ヘルプラインへの申し立ては、匿名または
実名のいずれか希望する方法で行うことができます。

報復をしないこと

疑問を提示した、意見を述べた、情報を提供した、または適用法、当行動規範あるいは
MasterCardの関連方針に対する違反があったことを誠実に信じ、調査や手順を助けた個人 に
対する報復は、厳重に禁止されています。 一方、それと知りながら虚偽の報告をしたり、違反が
懸念される行為の調査に全面的に協力しない社員は、本規範違反とみなされ処罰の対象とな
ります。

報復またはその試みは、グローバルインベスティゲーションズチームメンバー、ゼネラルカウ
ンセル、法務部の弁護士、または倫理ヘルプライン(1-800-405-9318/米国内フリーダイヤル)
に報告できます。 米国外の電話番号は、こちらをクリックしてください。 さらに社員は、上述の
内部通報者制度に従うこともできます。
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お互いを尊重しあうこと

MasterCardは、文化、経験や思考、性別、信条、民族性、人種、肌の
色、国籍、年齢、宗教、市民権、家柄、結婚歴、退役軍人、出身国、性
的指向、身体障害などの多様性を評価し、誇りとしています。これ
らの多様性と一体性を理解することは、ビジネスにとって好ましい
ことであり、当社を強くする要素であると信じています。 これらの
いかなる多様性に対する差別やいやがらせは容認されません。

毎日私たちは、オープンで多様性や一体性がある文化を築き上げ
るために、努力しています。 詳細に関しては、MasterCardの職場
方針(Workplace Policies)を参照してください。 MasterCardの社
員が、公平に扱われていない、または尊厳をもって扱われていな
いと感じる場合は、人事部ビジネスパートナー、コーポレート人事
部、または法務部雇用カウンセルまで連絡してください。

当社は社員が気軽に質問でき、問題の理解、話し合い、そして検証
に関して積極的な役割を果たせるような環境を大事にしていま
す。 そうすることによって、問題が大きくなる前に認識し、対処する
ことができるのです。 信頼を増大させ、自発的な行動をとって責任
をもつという環境を維持するために協力することは、MasterCard
カルチャーの重要な要素です。 個人として、同僚として、そして会
社としての持続的な成功は、全社員がお互いを尊敬し、最高の職
業的および倫理的基準を維持できるかどうかにかかっています。

行動規範に違反した場合

MasterCardは正しい方法でビジネスを展開することを明言して
おり、当社の行動規範や方針に対する違反は解雇を含む処罰の
対象となります。 処罰の対象となる違反行為には次が含まれます:

• 規範、企業方針または法律に対する違反、または他の人に違反するように依頼する
• 既知の、または疑わしい違反を報告しないでおく 
• 規範、企業方針または法律を故意または意図的に無視する
• 倫理的な問題を報告した社員に対して報復する
• 企業方針や法律を遵守する目的での、リーダーシップの発揮や努力を怠る 
• 虚偽だと分かっているまたは虚偽の疑いがある違反を報告する 
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倫理的な行動 
利害の衝突を回避すること

全ての社員はMasterCardに忠誠を尽くす義務があり、利害の衝突を避けるた
めにあらゆる手段を講じなければなりません。 MasterCardの成功は、利害の
衝突に影響されない決定を下せるかどうかにかかっています。 利害の衝突
は、直接または間接的な個人的利益が、会社のビジネスでの決断に影響を与
える、または与えるように見える場合に起きます。 利害の衝突であるという印
象を与えるだけでも、実際の利害の衝突と同様の害をMasterCardブランドや
評判に与えます。 そのため、私たちの判断、誠実さ、客観性に疑いをもたれる
ような状況は避けなければなりません。

利害の衝突の可能性に直面した場合、自分自身に次の質問をしてみてくだ さ い:

• この行動によって、MasterCardを代償にして、私自身、友人、家族、または
関連ビジネスに利益を与えるインセンティブが形成される、またはその
ような印象を与えるか?

• これによって私の評判が下がる、私の仕事能力にマイナスの影響が 
でる、またはMasterCardに損害を与える可能性があるか?

• これが新聞の第一面やブログにでてきたら、MasterCardまたは私が 
恥ずかしい思いをするか?

これらの質問のいずれかに「はい」と答えた場合は、その関係または状況は 
利害の衝突を引き起こすと考えられ、避けるべきです。

利害の衝突が起きやすく開示が必要な場合の例は次の通りです:

• US$300以上の価値がある贈答品や賞品の受領
• 第三者によって費用が支払われた旅行や宿泊
• 社外雇用、特定の取締役職務、または合法的な金儲け活動
• 個人的に関係をもつ第三者との取引
• 親類縁者の雇用、または個人的に密接な関係を持つ人の雇用
• MasterCardの競合会社、あるいはMasterCardと取引があるまたはそれを望んでいる 

事業体との金銭的利害関係の保持
• MasterCardのビジネスと競合関係にある、またはMasterCardがそのビジネスへの関与

を考慮していると合理的に考えられるビジネスへの、直接または間接的な関与

MasterCard以外の会
社での仕事を副業として引き
受けた場合、何か制限はあり
ますか?

はい、あります。 
MasterCard以外の会社に
よる雇用は、MasterCardで
のあなたの仕事に利害の衝
突を引き起こす、または引き
起こすような印象を与えるこ
とがあってはなりません。  
副業は、現在の仕事に全く
関係なく、その仕事の作業
時間がMasterCardの職務
にマイナスの影響を与えな
いように考慮してください。 
副業をするために、 
MasterCardの名前、情報、
時間、不動産、または他のリ
ソースは決して使わないで
ください。 外部の仕事を引
き受ける前に、社員は許可を
得なければなりません。
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利害の衝突があると思ったら、オンライン開示フォーム (online disclosure form) を使ってで
きるだけ早く問題を報告してください。そうすることによって、協力して解決策を見出すことが
できます。 さらに、状況が変化した場合には、新しい開示が必要です。 利害の衝突があること
は必ずしも規範違反ではありませんが、開示を怠ると違反となります。 利害の衝突のガイダ
ンス詳細は、利害の衝突ガイドライン(Conflict of Interest Guidelines)を参照してください。 

外部取締役および執行役員向けの利害の衝突に関するガイダンス

各取締役および執行役員は、正直で倫理的に、さらに誠実さをもって行動する義務があります。 
これには、個人とプロフェッショナル間の関係における実際のまたはそのような印象を与える
利害の衝突の適切な処理が含まれています。 取締役はMasterCardのビジネスパートナーまた
は競合会社との取引がある場合や外部活動および雇用に関わりをもつことがあるため、 
MasterCardへの義務の遂行に支障をきたすことのないよう、特別な配慮が必要です。  
 
MasterCardが「関連当事者」と取引、協定、関係(または同様のいくつかの出来事)などがあり、
関連当事者が直接または間接的な物質的関心がある、あるいは将来それがでてくる場合に、
潜在的なまたはそのようにみなされる利害の衝突による高度のリスクがあります。 「関連当事
者」とは、執行役員、取締役、近親者、会社の証券を5%以上所有している受益株主、または上記
の誰かによって実質的に所有または管理されている事業体のことです。 上述の関連当事者に
よる取引で、US$120,000(負債または負債保証を含む)を超えるものは、ゼネラルカウンセルに
速やかに開示しなければならず、取締役会、あるいは公平な取締役3名以上で構成されている
委員会のひとつによる承認または裁可なしに開始あるいは継続することはできません。

利害の衝突は必ずしも明確にはわからないため、取締役や執行役員が質問がある、または個
人的あるいはプロフェッショナルな相反に気付いている場合には、その相反をゼネラルカウ
ンセルまたはCEOに速やかに開示しなければなりません。 

贈答品の贈与・受領および接待に関する適切な判断

贈答品および接待は多くのビジネス環境でよく見られる行 
為で、世界各国の文化によって異なります。 贈答品や接待が
贅沢すぎる、頻繁に行われる、性的に挑発的である、または
その行為がビジネスでの決定に不正な影響を与える場合
は、不適切なものとなります。 私たちは誰もがMasterCardの
資産を適切に使う義務を負っていますが、これは旅行や接待
にも適用されます。
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一般的なルールとして、頼んでいないのに与えられる贈答品で、US$300以下の
価値のものは許容範囲です。 さらに、同じ人物または事業体からの複数の贈答
品は、年度内の合計がUS$300を超えてはなりません。 US$300以上の価値がある
贈答品を受け取るには事前の承認が必要です。

贈答品の受領に関しては、次を考慮してください:

• 現金またはそれに類する贈答品は決して受け取らない
• ギフトカードまたは商品券は、価値がUS$100以下で、現金に換金できな

いものに限り受け取ってもよい
• 競合会社から贈答品を受け取ることはできない
• 賄賂と見受けられるようなものを受け取ってはいけない 
• ベンダー、ビジネスパートナー、MasterCardとのビジネスを希望している

あるいはMasterCardとのビジネスに入札している、またはMasterCardと
の契約更新が近づいている事業体からの贈答品には注意が必要

贈答品の贈与に関しては、次を考慮してください:

• 一般に認められたビジネス慣行に一致している
• 違法でなく、当社の誠実性に関する高い基準に違反しない
• 受け取る人の会社の方針や基準に違反しない
• 賄賂とみなされる形態のものではない
• 贈答品と接待に関する方針に設定されている事前承認プロセスに従う
• すべての贈答品、旅行、接待の経費は、MasterCardの会計書類、帳簿、 

記録書に適切に記録されなければなりません。US$50以上の価値のあ 
る贈答品は、贈答品ログに記録されなければなりません。

政府職員に対する贈答品、便宜、接待の贈与は、このセクションでの説明より 
厳しい規則が適用されます。 そのため、政府職員への恩恵が一人当たりUS$150 
を超える場合は、自動の腐敗行為防止経費事前承認プロセス (automated anti-corruption 
expense pre-approval process) による 事前の承認が必要です。 商業的なパートナーへの贈答
品と接待は、贈答品と接待に関する方針にある事前承認項目に当たります。すべての贈答品と
接待は、MasterCardのグローバルトラベル＆エンターテイメントとコーポレートT&Eカード方針
に従わなければなりません。贈答品と接待についてのさらなる詳細については、贈答品と接待
に関する方針（Gifts and Hospitality Policy）を参照してください。

腐敗行為の禁止

MasterCardのビジネスは、最高の倫理基準、さらに英国収賄防止法(UK Bribery Act)、米国外
国腐敗行為防止法(US Foreign Corrupt Practices Act)、MasterCardが事業を展開している様
々な国の法律などを含む収賄腐敗行為防止法に従って実施される必要があります。 
MasterCardは誠実さと透明性を重要視し、どのような種類の腐敗活動に対してもゼロ容認の
態度を貫き、それはMasterCard社員またはMasterCardの代理として第三者が犯した場合の
両方に適用されます。 許可されていない支払い、あるいは賄賂支払いの約束、提供、許可のよ
うな印象を与える行動は、収賄腐敗行為防止方針(Anti-Bribery & Corruption Polilcy)によって禁
止されており、容認されることはありません。

ベンダーからバスケッ
トボールの試合のチケットを
もらいました。 もらっておいて
も良いでしょうか?

状況によります。 ベン
ダーもいっしょに行くならビ
ジネスエンターテイメントと
みなされ、チケットをもらって
もかまいません。 ベンダーが
いっしょに行かず、チケットの
価値がUS$300以上なら、こ
れを開示し、チケットを受け
取る前に承認を得なければ
なりません。



12 � MasterCard 行動規範

© 2014 MasterCard. All rights reserved.わからないことがある場合は、お電話ください。 倫理ヘルプライン 1-800-405-9318. 米国外

収賄腐敗行為防止方針は次のことを禁止しています:

• 不正な「支払い」をする、提案する、または許可する、あるいは「価値ある
もの」を次に提供すること:

-  いかなる個人に、またはいかなる個人の要求によって、影響を与え
る、行為・不作為を誘発するまたは報いる、または不正な便宜を得て
ビジネスを獲得・維持する目的で提供する

- 不当な便宜を得てビジネスを獲得・維持する目的で、支払い全額また
はその一部を見送る、提案する、または他の個人に与えるという状況
下で、第三者(たとえば仲裁者やエージェント)に提供する

- MasterCardの利益のために、第三者が提供する
• いかなる形態の賄賂や腐敗または不正な支払いを、第三者を通して直接

または間接的に受け取る 

この禁止は第三者を対象にした支払いまたは第三者の要請による支払いに
適用されますが、当社がビジネスを展開している国に特定の腐敗行為防止法
が存在することから、政府職員に対する場合は特に注意が必要です。

収賄腐敗行動の禁止は次を対象に適用されます:

• 世界中のMasterCard社員(臨時雇用者や派遣労働者を含む) 
• MasterCardの代理として行動している全ての第三者(請負業者を含む)
• 既存ビジネスおよび見込みビジネスへの支払い
• 公共部門および民間部門でのビジネス取引

MasterCardの収賄腐敗行為防止方針(Anti-Bribery & Corruption Polilcy)
は、MasterCardの帳簿、記録、アカウントの改ざん、変更、破壊または隠匿、およ
びそれらへの虚偽または誤解を招く記載を禁止しています。

質問や疑問がある場合は、腐敗行為防止チーム、腐敗行為防止チームオフィサー、
またはあなたの事業部門や地域のゼネラルカウンセルに連絡してください。 詳細に関しては、
収賄腐敗行為防止方針(Anti-Bribery & Corruption Polilcy)を参照してください。

 
制裁措置に従い、マネーロンダリングを阻止

マネーロンダリングとは、違法な活動で得た金銭を、合法的な供給源あるいは取引によって
入手したように見せかけることによって「洗浄」することです。 テロリストは、違法な活動、違法
な資金源、またはそれらを組み合わせた資金的なテロリスト行為を通して得る資金調達の動
きを隠蔽するため、これに似た方法を使います。 経済的制裁とは、特定の目標を達成するた
め、特定の個人 、会社、業界、 または管轄区域を 世界的な経済から孤立させる、あるいは妨げ
る ことであり、政府または国際機関によって課せられる金融規制です。

私はアカウントマネ 
ジャーで、MasterCardにかな
りの収益をもたらす新顧客と
契約を結ぼうとしています。  
その顧客は、彼と家族を航空
券とともにグラミー賞授賞式
に招待してくれたら契約を結
ぶとほのめかしています。 
MasterCardはグラミー賞授賞
式のスポンサーになっている
ので、この要求は受け入れて
もよいですよね?

いいえ。 MasterCardと
ビジネス取引をする交換条件
として顧客に恩恵を与えるこ
とは決してしません。それは
賄賂で、違法となります。 ビジ
ネスの様々な理由や状況によ
り顧客に接待をすることが適
切な場合もありますが、これ
は目的が不正なことからそれ
に該当しません。
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私たちは、犯罪者 、テロリストや制裁の対象となっている標的がMasterCard製品やサービスを使
うことがないように阻止する上で果たせる役割を担っています。 MasterCardの社員は、マネーロ
ンダリングやテロリスト資金提供 、経済的制裁の規制に反する行動の疑いを見分けられるよう
に、常に注意してください。 MasterCard製品やシステムがいかなるこれらの目的に使用されてい
るという疑いをもったら、それをグローバル マネーロンダリング防止(Anti-Money Laundering/
AML) と、制裁コンプライアンスオフィサーに報告する義務があります。 社員はまた、疑わしい行動
やこの方針に対する違反疑惑に遭遇した場合、 チーフコンプライアンスオフィサー、 ゼネラルカ
ウンセル、グローバルインベスティゲーションズチーム、法務部弁護士、フォレンジック監査グルー
プ(Forensic Audit Group)、または倫理ヘルプラインに報告することもできます。 詳細に関して
は、MasterCardのマネーロンダリング防止方針とグローバル制裁方針 (Anti-Money Laundering 
Policy and Global Sanctions Policy)を参照してください。

製品やサービスを誠実に売り込むこと

当社は誠実なビジネス競合を通して、成功を重ねてきました。 違法または不正ビジネス取引によ
って、競争上の優位性を求めることはしません。 社員は、MasterCardの顧客、サービスプロバイダ
ー、サプライヤー、競合会社やその社員などを公平に扱うように努力すべきです。 社員は、巧みな
操作、隠匿、専有情報や機密情報の悪用、重要な事実の虚偽陳述、不正な取引などを通して、誰に
対しても不当な優位性を得るべきではありません。

競争法を遵守するために避けなければならない状況があります。 競合会社と接触する際に、慎重
に扱うべきビジネス情報の話し合いは避けなければなりません。 特に、次に説明することは絶対
に避けてください:

• 当社が販売している製品やサービスの価格や条件を固定する
• 市場、顧客、または地域の分割に同意する
• 顧客、サプライヤー、または他の競合会社をボイコットすることに同意する

一般的に、不明な点がある場合には、あなたの上司、事業部門または地域ゼネラルカウンセル、法
務部弁護士、 チーフコンプライアンスオフィサー またはゼネラルカウンセルに相談してください。法
律に関して推測で判断しないでください。

詳細に関しては、グローバル独占禁止法 & 競争法に関する方針 (Global Anti-Trust & Competition 
Law Policy) を参照してください。

会計帳簿や取引記録を公正・正確につけること

私たちはMasterCardの帳簿や記録が、取引実態を
正確、公正、そして合理的に反映するようにする責
任を担っています。 MasterCardの帳簿や記録は、
当社の会計方針および社内管理要件に従わなけ
ればりません。 
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商談を成立させる、取引を記録する、締め切りに間に合わせる、そしてプロジェクトを完了さ
せるにあたり、正確で完全な帳簿や記録が最も重要であることを覚えておく必要があります。  
ですから書類、記録、報告書などを仕上げる前に、正確であることを確認し、必要な承認を得
ていることを確かめてください。

故意に情報や活動を会社の書類や報告書で不正確に伝えることは、当社方針に対する重大
な違反で、法律違反の可能性もあります。 これはあなた個人や会社にとって、深刻な結果を
もたらしかねません。 記録を故意に改ざんしたり虚偽の記述をしたりすると懲戒処分の対象
となり、解雇またはさらなる罰則が課されることもあります。 疑わしいときには、行動を起こ
す前に相談してください。

社員は、顧客、加盟店、ビジネスパートナーまたはベンダーが決算報告書において誤解を招
くような決算、収益、キャッシュフロー、または貸借対照表の印象を達成しようとしていると
疑う理由がある場合、そのような取引を行ってはなりません。 虚偽または不正確な表現を頼
まれた場合は拒否し、それを上司、企業倫理またはグローバルインベスティゲーションズチ
ーム、 チーフコンプライアンスオフィサー、ゼネラルカウンセル、法務部弁護士、最高財務責
任者、会計検査官、または倫理ヘルプライン に報告してください。

政治プロセスに適切に関与すること

MasterCardは、当社のビジネス、顧客、支払いシステムイノベーションなどに関連した課題
に対して情報を伝え、影響を与える方法で政治プロセスに適切に関与し、しかも最も倫理的
な方法で責任を持って実施するよう努力します。 MasterCardは、会社の政治活動に関連し
て、適用する法律や規制のすべてを遵守します。 MasterCardが関与する政治活動は、会社
の得策のみを基本としており、会社役員や執行役員の個人的な政治的嗜好によるものでは
ありません。

MasterCardのパブリックポリシーチー
ムが会社の公共方針戦略を監督し、政
治献金や支出にはグローバルパブリッ
クポリシーのグループヘッドの許可が
必要です。 政治活動に関する詳細
は、MasterCardの政治活動ステートメ
ント(Political Activity Statement)を参
照してください。  
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情報と資産の保護 
MasterCardの資産を責任をもって使用すること

倫理的で誠実な仕事の一部には、MasterCardの有形資産と共に、当社ブランド、評判、デー
タ、 機密情報などを含む無形資産の保護が含まれています。 MasterCardの資産は責任をも
って使用されなければなりません。 MasterCardから支給されている(デスクトップやラップト
ップ)パーソナルコンピュータ(PC)、およびあなたが使用できる他のMasterCardデバイスやシ
ステムは、主にビジネス目的に使用するためのものです。 制限された適切な私用にPCや他
のMasterCard支給デバイスを使用することは容認されていますが、あなたの仕事を妨げるこ
となくMasterCardの方針や基準に違反しないということが前提となっています。 また、猥褻
で性的に露骨なものを見るなど不適切な行動のために会社のコンピュータやネットワーク
システムを使うことは厳禁されています。そのようなサイトへのアクセスは、MasterCardのカル
チャー、職場、およびシステムやネットワークに危害を与えることになります。

MasterCardの知的財産は最も価値ある資産のひとつです。 MasterCardの企業秘密や他の
専有情報は保護しなければなりません。 また、他者の知的財産権を尊重することも必要で
す。 情報、製品、ソフトウェア、サービス、さらにオフィス家具、機器、事務用品などを含む、 
MasterCard資産の所有を尊重することは、MasterCardの資産保護と円滑な事業経営に欠か
せません。

情報を注意して取り扱うこと

雇用期間中に、MasterCard、その顧客、サプライヤー、ビジネスパートナー、他の第三者に関
する機密情報、競争上注意を要する情報、専有情報、またはMasterCardが契約によって非公
開の義務がある情報などを入手することもあります。 そのような情報は、MasterCardが公開
している、またはその情報を公開する権利を有しているという知識をあなたが持っていない
限り機密情報として取り扱われるべきです。

MasterCardまたはあなたがアクセスできる他の会社に関する機密情報を保護するために、妥
当かつ必要な注意を怠らないようにしてください。 
機密情報はMasterCard社外の人に公開することは
できません。あなたの家族にもです。

社内の同僚たちの間でも、機密情報は必要な場合
にのみ共有するようにしてください。 この責任は、あ
なたがMasterCardを退社してからも継続します。
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情報資産を保護すること

グローバル企業として、MasterCardは情報資産を収集、処理、使用、
提示します。 MasterCardは情報資産を、MasterCardの知的財産、お
よびMasterCardに 
よって、電子情報、印刷された情報、その他の情報、ストレージ媒体
や機器、コンピュータソフトウェア、電子送信など、形式や媒体にか
かわらず、受理、保有、送信された非公開または個人情報と定義して
います。 情報資産の例として以下のようなものが挙げられます:

• 集計データ
• 匿名取引データ
• 取引関係者データ
• 企業業績データ
• 競合会社データ
• 極秘取引データ 
• 消費者データ
• 顧客報告データ(四半期メンバー報告(QMR)データ等)
• 社員データ
• 加盟店データ

情報資産を正しく使うことは、MasterCardブランドや評判を保護
し、法律や規制の要件を遵守する上で重要です。 グローバルプラ
イバシー&データ保護方針(Global Privacy & Data Protection 
Policy)は、社員がMasterCard情報資産を収集、使用、保存する際
のガイダンスを提供し、情報資産の管理や保護に関連し
て、MasterCardが法的、契約上、さらに倫理的責任を果たすことが
できるようにします。

顧客、消費者、当社社員、取締役会、当社と取引がある加盟店、請負業者、または
データを維持しているシステムなどに関連した個人情報や慎重に扱うべきデー
タなどにアクセスできる場合は、そのようなデータの収集、使用、公開に関して適
用される全ての方針や法律に従わなければなりません。 次を実行してください：

• 特定のビジネス活動に必要なデータのみを収集する
• 合法的なビジネスを目的とした場合にのみ個人情報にアクセスする
• 個人情報とその他の機微情報の保存や廃棄は安全な方法で実施する
• 個人情報の送信(暗号化)は、特定の使用目的のみの使用とその機密性を維

持することを義務付けられた許可された関係者向けのみとする
• プライバシーの侵害やセキュリティの危険性の可能性がある場合は、グロ

ーバルプライバシーオフィサーまたは法務部まで速やかに報告する

カード発行者にかわっ
てオンライン宝くじを実施しま
す。 登録のページで、登録した
人の情報は宝くじの管理およ
び当選者への連絡にのみ使
用すると記載してあります。 当
社は新製品の市場投入を計画
していますが、これは宝くじ参
加者が興味をもつ製品だと思
われます。 新製品に関してカー
ド保有者にメールを送って 
もかまいませんか?

送ることはできませ
ん。 宝くじ参加者はメールア
ドレスを提供しました が、 
MasterCardがそのアドレ ス
に宝くじに関係ない情報を送
ってもよいという承諾を与え
ていません。 MasterCardが収
集する個人情報は、収集され
た目的にのみ使用することが
できます。
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質問がある場合は、グローバルプライバシー&データ保護担当オフィサーまたはグローバルプ
ライバシー&データ保護チームのメンバーまで連絡してください。 詳細に関しては、グローバル
プライバシー&データ保護方針(Global Privacy & Data Protection Policy)を参照してください。

情報の機密度の決定、所有権確立、および適切な保護レベルの決定などは、私たち全員の責
任となります。 全ての社員は、顧客情報、社員や他の個人情報、極秘ビジネス情報など、全ての
極秘情報が正しく取り扱われ、法律、規制および情報セキュリティー方針(Information 
Security Policy)内のクリアデスク方針への遵守を確保するために努力しなければなりませ
ん。 証券市場に影響を与える情報の取り扱いには、特に注意してください。

政府当局や社外組織の弁護士などが、会計監査、審査、調査、またはMasterCardに対するその
他の申し立てに関して、直接連絡してくることがあります。 そのような問い合わせは全て、情報
や回答を提出する前に法務部に相談してください。

さらに、様々な政府当局、弁護士、またはその他の組織から、MasterCard取引データあるいは
他の情報資産へのアクセス依頼を受け取ることがあります。 MasterCard情報資産に関する依
頼は全て、要求している機関に情報や回答を提出する前に、プライバシー&データ保護担当オ
フィサーに連絡してください。 そうすることによって、そのような問い合わせを、関連のある法
的およびデータ保護要件に従って取り扱うことができます。

情報を乱用 しないこと

仕事の過程で、MasterCard、顧客、サプライヤー、ビジネスパートナー、または他の第三者組織
に関して「重要な未公開情報」として分類される極秘情報を入手することがあります。 そのよう
な重要な未公開情報の開示は、MasterCardやあなたにとって重大な影響をもたらすことがあ
ります。 従って、このようなタイプの情報は、家族や友人を含む、社外の人には開示するべきで
はありません。 MasterCard社内でのみ、かつ必要な場合に限り」開示してください。 以下の場
合に、情報は「重要な未公開情報」とみなされます:

• まだ公に広まっていない
• 特定株式の売買決断にあたって、合理的な投資家が決定に際して考慮する情報

MasterCardは米国で株式が公開されているので、どの職場で働いているかに関係なく、社員
は、MasterCardの証券あるいはMasterCardに関係ある他の企業の証券を、MasterCardまた
はそのような企業の重要な未公開情報を所有している期間中は取引してはなりません。 この
取引禁止は、MasterCard株式の売買、オプション取引、あるいは既得制限付き株式の販売を
含む全てのMasterCard証券の取引に適用されます。
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全ての社員はまた、MasterCardへの長期的な投資に一致しない、MasterCard証券に関連し
た売買活動が禁止されています。 不適切な売買活動の例として、「デイトレーディング」、空売
り、MasterCard証券の「売りつなぎ」、MasterCard証券の信用買い(マージンコールに十分な
現金調達がなされている場合を除く)、鞘取引などのような、MasterCard株式の価格変動から
利益を得るように意図されている活動などを挙げることができます。 さらに、MasterCard株
式の市場価格下落のリスクを分散させるまたは相殺するような活動(プリペイド変動先物契
約、カラー、為替資金、または株式交換や空売り行為を含む)は許可されていません。

このセクション遵守に関する質問は、事務部長または法務部の他のSECカウンセルまでご連
絡ください。

ひとつの声でメッセージを伝えること

株式公開企業として、社を代表する「ひとつの声」でMasterCard外のコミュニティーとコミュ
ニケーションを図ることが必要です。 一貫性がある正確な情報を一般市民、当社の顧客、潜
在顧客、ビジネスパートナー、投資家に伝えることは当社の評判にとって大変重要であり、規
制義務や法的義務を果たすために必要です。 MasterCardの許可された人のみが
MasterCardを代表してマスコミに対し、または外部イベント、会議、業界トレードショー、フ
ォーラムなどで発言することができます。 メディアからの問い合わせを受けた場合、ワール
ドワイドコミュニケーションズに事前に相談することなくMasterCardを代表して話したり回
答や情報を提供することはできません。 投資コミュニティからの問い合わせは、投資家担当
に必ず相談してください。 外部とのコミュニケーションの詳細に関しては、社員方針のロー
ド規則(Rules of the Road for all Employees Policy)、投資家関係方針(Investor Relations 
Policy)、ワールドワイドコミュニケーションズ方針(Worldwide Communications Policy)で
説明してあります。

会社は、ウェブログ(ブログ)、ソーシャルネットワーク、ディスカッションフォーラム、ウィキ、ビ
デオ、他のソーシャルメディアを利用しての、当社社員、顧客、パートナー、他の人たちの間の
コミュニケーションを奨励しています。 
そのようなコミュニケーションは会話
や議論を刺激する優れた方法です。 
MasterCardソーシャルメディア方針
(Social Media Policy)は社員によるソー
シャルメディア参加のガイドラインを
設定し、社員がソーシャルメディアの利
用にあたって責任ある態度で礼儀正し
く透明性をもって行動するように促す
ものです。
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次の重要な点を覚えておいてください: 

• MasterCardの行動規範および各種方針はオフラインの行動に適用されると同じよう
に、オンライン(ブログや他のオンラインディスカッション)の行動にも適用される 

• 将来に予定されている製品やサービスなど、MasterCardの極秘情報についての話題は
避ける 

• 版権を含む、他者の知的財産に配慮する
• MasterCardの製品やサービスについて話すときは、自分が誰でどこで働いているかを

公表する
• 不作法、猥褻、脅迫的、威嚇的、嫌がらせの、あるいはMasterCardの機会均等方針に違

反するまたは違法なコメントをしない 

ソーシャルメディア方針(Social Media Policy)またはその利用方法に関しての質問は 
social@mastercard.comまでどうぞ。
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結論
MasterCardは、全てのレベルの全社員が誠実に行動するように努力することを期待しています。 
この行動規範が誠実性での問題を認識する助けとなり、そのような状況でどのように対処すべき
かというガイダンスを与えることができれば幸いです。 どのように行動したらよいかわからない
場合は、上司、企業倫理チームのメンバー、 チーフコンプライアンスオフィサー、 人事部または法
務部の弁護士に相談してください。
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リソース

MasterCardグローバルコンプライアンスチームは、行動規範や会社方針についての質問にお答えします。
また、潜在的な行動規範への違反の懸念についてのお問い合わせにも対応しています。

詳細と主な連絡先については、ウェブサイト、 グローバルコンプライアンスウェブページ  
(Global Compliance web page) をご覧ください。 

行動規範、MasterCardの方針、法的規制への違反に関する疑わしい行動や潜在的な違反については、次
の連絡先へご報告ください。

• あなたの上司

•	 グローバルインベスティゲーションズチーム

•	 チーフコンプライアンスオフィサー

•	 法務部弁護士

•	 人事部

•	 倫理ヘルプライン(Ethics Helpline)  *  

*地域のデータプライバシー法的規制により、倫理ヘルプラインの利用は制限されることがあります。
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