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CEOからのレター

ResMed従業員の皆様へ
ResMedでは、最高水準の企業倫理を保って業務を遂
行することに力を尽くしています。当社はすべての事
業活動において、従業員、株主、お客様、サプライヤ
ー、コミュニティ代表、その他の取引先担当者に対し
て、誠実、公正、率直である義務があります。

あなたはResMed従業員として、日々多くのビジネス
意思決定に直面しています。このようなありとあらゆ
る状況において、当社の企業倫理を高い水準に保つ
のは、あなたの個人的責任です。この「ビジネス行動
規範と倫理」で、あなたの直面する状況にすべて対応
するのは不可能です。当社の企業としての価値観に従
い、適正なビジネス判断力と経験を活かすことで、あ
なたのビジネス意思決定が倫理的問題を引き起こす
可能性が低くなります。あなたが倫理的問題に直面し
た時に、当社の価値観とこの規範が、正しい選択のヒ
ントになるガイドとして役に立つことを願っています。

また、この機会にぜひ当社ポリシーを見直し、疑問が
あれば上司、コンプライアンス部門、または法務部門
と直接と話し合ってください。最後に、この規範に書か
れているガイドラインは、取締役、役員、従業員など、
社内のあらゆる層の人が守るべきものです。

当社の行動規範は、何年も前に創設者が特定した当
社の企業価値観を再確認することから始まります。そ
れらは今でも有効で、私たちは継続して、それらの価
値観に沿って活動をしていく必要があります。

当社の中心的価値観を高く保ち、誠実で公正かつ品
位あるビジネスを行っていくには、あなたの力が欠か
せません。あなたの努力すべてに感謝しています。

敬具 
Michael Farrell 
最高経営責任者
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倫理と品位
倫理と誠実さに妥協はありえません。高い倫理観と誠
実さをもって事業を行うResMedには、真実の公表時
期や公表により被る打撃などについての話し合いは
決して認めません。疑いや疑問をそのまま放置すると
いう選択肢はありませんし、何があっても、倫理を守
り、品位を保たなければなりません。それは、どんなビ
ジネスでも必須の、欠かせない要素だからです。

駆け引きをしないチームプレイヤー
組織の健全性を損なう最悪の要素は、不必要な駆け
引きです。成功する組織とは、効果的なチームです。全
員が知恵を結集して問題に対処できるよう、重要な問
題については議論することが大切です。どんな人で
も、ひとりだけで全員の賢さに勝つことはできません。
協力することで、私たちは情報を生かしたよりよい決
定ができるのです。社内政治はあってはなりません。

企業の価値観
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イニシアチブ 
ResMedでは、手を上げてトイレに行かせてください
という人は、すぐにResMed従業員ではなくなるでしょ
う。当社では、参加する必要のある人がすべて適切な
情報を得ている限り、率先して活動する人を求め、報
奨します。情報に基づいて決定をし、それを進めましょ
う。また「都合の悪い報告をした人を非難する」ような
やり方をする上司は、ResMedには長くいられません。
担当すべき仕事をすべて扱っている限り、モットーは「
ただ仕事を進めよう」でなければなりません。

緊迫感
私は、価値あることは緊迫感なしには成し遂げられな
いと考えています。先に進めることが大切です。それ
は、解決すべき問題を定義し、次に解決法を実施する
ことです。つまり、まず取り掛かること、そしてどんどん
進めることが必要です。

創造性
いつも、もっとよいやり方や今とは違うやり方がない
かどうかを考えましょう。たとえばポストイットを思い
ついた3Mの技術者や、マジックテープを開発したス
イスの技術者を思い出します。ResMedは当社独自の
ポストイットやマジックテープを必要としています。

先を見越したコミュニケーション
ResMedは素晴らしいチームですが、適切なコミュニ
ケーションを図るよう努めなければなりません。この
人は知っているはずだと決めつけるのは止めましょ
う。たとえすでにその人が知っていることでも説明し
ましょう。メールはマウスの1クリックで削除できます
が、輪の中にいるべき人が入っていない場合、将来大
きな問題となることもあります。コミュニケーションを
大切にしましょう。

企業の価値観
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品質と継続的改善にコミット
「人は、いつでもよりよくなれる」という言葉は、今ま
で聞いた中でも特に現実的です。よりよい仕事へのこ
だわりを持つ必要があります。これは生産性向上のカ
ギです。低品質はあってはなりません。すべての人が
継続的に自分の習慣と能力を検討して、もっと活用で
きないか考えてほしいと思います。前進していないな
ら、それは実際には後退しているということです。

自信
あなたが自分を好きでなければ、誰が好きになるでし
ょう？自分の心の内を話すことを恐れないでください。
これは注意を引くために大声を出すという意味では
なく、本当に信じていることであれば「ねえ、少し変か
もしれないけれど、XやYやZをやるべきじゃないか」と
言ってみようという意味です。 もし信じているのなら、
耳を傾けましょう。私たちは全員、思慮のある合理的
な助言を求めています。堂々と意見を述べましょう。

お客様中心主義
お客様、患者様、医療関係者は、生活に違いをもたら
す優れた製品を、私たちが提供することを頼りにして
います。私たちは毎日、お客様のために懸命に働かな
ければなりません。社外の方々を中心に考えましょう。
社内を中心に考えてはいけません。

価値観を意識
株式公開会社の第一の役割は、常に明確な株主の利
益のために行動することです。私たちは、投資ポートフ
ォリオの一部の管理を任されるという光栄に浴してい
ることに対して、投資家の皆様に常に健全な敬意を払
わなければなりません。これは重い責任です。自分の
お金であれば馬鹿なこともできますが、株主のお金は
そうはいきません。すべてのプロジェクトと企業リソー
スの使用は、費用対効果分析の対象としなければなり
ません。ResMedのオーナーに対して、自分の行動を
正しいと主張できるか、自問してみましょう。正しいと
言えなければ、それ自体が大きなメッセージであり、
プロジェクトにやる価値がないということです。

企業の価値観
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従業員満足度
私はたびたび、ビジネスの種類にかかわらず、ビジネ
スの75%以上は人で成り立っていると語ってきまし
た。私たちは優れたビジョンや壮大な計画を持つこ
とができますが、それを実現する人がいなくては成
果に結びつきません。モチベーションが高く、熱意が
あり、よい仕事をする決意に満ちた人が必要で
す。ResMedでは、それぞれの従業員の幸福をはぐく
む環境を提供します。私たちは互いに、誠意をもって
公正に接します。黄金律は依然として有効
で、ResMedでは今後もこれに従うことを望みます。

企業の価値観
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01 
初めに
目的
このビジネス行動規範と倫理(本規範)には、最高基準
の企業倫理に沿って当社の業務を行うための、一般
的なガイドラインが記載されています。本規範を十分
に理解することは、適用される法律と規則を順守する
のに役立つとともに、主な関係者に信頼感と確信を 
与えます。

本規範は、ResMed株式会社と子会社に適用されま
す。また、取締役会、役員、従業員、および機関、ベンダ
ー、サプライヤー、コンサルタントなどの当社を代表す
る担当者に適用されます。私たち一人一人には、本規
範に規定されている基準を理解し順守する責任があ
ります。

ヘルプの求め方と情報の入手
本規範は包括的なルールブックではありません。 
本規範では、あなたの出会うすべての状況に対応す
ることができません。多くの場合、当社では、特定のト
ピックについて詳しいコンテキストを提供する社内ポ
リシーを採用しています。従業員に対して、それらのト
ピックに関する詳しい情報を提供するため
に、Compliance SharePointサイト(respoint.com)が用
意されています。アクセスしてご利用ください。

ある状況について気がかりな場合、またはあなたの
行動が本規範に違反しないかどうか疑わしい場合、ヘ
ルプを求めてください。特にまず、上司にヘルプを求
めることをお勧めします。

上司があなたの質問に答えられない場合や、上司に
相談したくない場合は、コンプライアンス部門(メー
ル：EthicsOffice@ResMed.com)に問い合わせてくだ
さい。

ResMedはグローバル企業です。本規範はResMedの
グローバルリソースですので、ResMedが事業を行っ
ている場所すべての法律と全般的に矛盾はありませ
ん。しかし時には、その土地の法律では異なるアプロ
ーチを求められることがあります。当社でもそのような
差異が規範にあることは認識していますが、法律は常
に変化するものです。したがって、特定のトピックにつ
いて、あなたの国の法律と本規範のガイダンスが矛盾
すると思われる場合は、関連する各国のポリシーと手
続きを確認してください。これらは、当社のイントラネ
ットから入手できます。そこで疑問が解消しなかった
時には、上司に相談してください。多くの場合、上司は、
みなさんの疑問や懸念に対応するのに最も適した人
物です。コンプライアンス部門および法務部門も、本規
範または関連する企業ポリシーと手続きに関するあら
ゆる疑問や懸念を解決するのを手助けします。
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ある状況について気が
かりな場合、またはあ
なたの行動が本規範
に違反しないかどうか
疑わしい場合、ヘルプ
を求めてください。

規範違反の報告 
あなたが当社に適用される法律、規則または規制の
違反を報告することを求められるのと同じように、す
べての従業員には、本規範の違反を知っているか疑わ
しい場合には、報告する義務があります。通常は、本規
範の違反を知っているか疑わしい場合、ただちにその
行為を上司に報告してください。

独立した第三者によって管理されている倫理ホットラ
インからも、実際の違法行為や違法の可能性がある行
為への懸念も含め、報告できます。ホットラインは年中
無休で、さらに必要に応じて翻訳者を利用することが
できます。地域の法律で許可されていれば、倫理ホット
ラインでは匿名で報告することを選択できます。

ResMedでは、報告された情報を地域の法律で許可
されている範囲で機密情報として取り扱い、報復禁止
方針の義務を必ず順守します。

7初めに
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規範違反の報告(つづき)
次の方法のいずれかを使用して、倫理ホットラインに
報告を提出できます。

• www.resmed.ethicspoint.comから  
オンラインで報告を提出する

•  次のページの表に記載されているフリーダイヤル
番号から、ご自身の所在地の倫理ホットラインに
電話する

•  アクセス番号にあなたの国が掲載されていない
場合は、国コードおよび1-470-219-7126にダイヤ
ルしてください。

•  ホットラインまたはオンラインの報告ツールを使
って報告を提出したくない場合は、報告書を郵送
で以下に提出してください。

Attn:Chief Compliance Officer 
ResMed Inc. 
9001 Spectrum Center Blvd 
San Diego, CA 92123 USA

規範違反
本規範に違反した従業員は、最悪の場合は解雇など、
適切な懲戒の対象になります。各状況での具体的な
懲戒は、その状況での事実と事情や、現地の法律の要
件に基づいたものになります。本規範に概説された
法律に違反する従業員は、多額の損害賠償、罰金、お
よび服役を被ることがあります。当社もまた多額の罰
金や罰を受けることがあり、多くの場合にコミュニティ
での評判や立場が傷つくことになります。当社代表と
してのあなたの行動が、法律または本規範に違反し
ている場合、あなたと会社の両方に重大な結果をも
たらすことがあります。

報復禁止
規範違反かもしれない行為について報告した従業
員、または規範違反かもしれない行為の調査に加わ
った従業員が、善意により行動した場合、報復される
ことがあってはなりません。報告が誤りだったと判明
した場合や、報告された行為が規範に違反していな
い場合であっても、同様です。禁止されている報復に
は、解雇、降格、転任など、倫理報告に関連して行われ
る仕事への悪影響が含まれます。規範違反を報告し
た従業員に報復をした人は誰でも、解雇を含む懲戒
処分の対象になることがあります。

規範の免責 
ごくまれに、規範の例外があり得ることがあります。従
業員の免責は、当社役員のみが決定できます。取締役
または幹部の免責は、取締役会または取締役会の適
切な委員会のみが決定でき、5営業日以内、または法
律もしくはニューヨーク証券取引所規則に規定された
期間内に、当社ウェブサイト(www.resmed.com)上で
公開されます。
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国 回線の種類 電話番号 アクセスコード 

オーストラリア GIS 1800-757-139 該当しない

ベルギー WWC 800-620-6934 0-800-100-10

ブラジル WWC 800-620-6934 0-800-888-8288

中国 GIS 400-9-901-443 該当しない

コロンビア WWC 800-620-6934 01-800-911-0010

コロンビア WWC 800-620-6934 01-800-911-0011 (スペイン語)

チェコ共和国 ITFS 800-142-256 該当しない

デンマーク WWC 800-620-6934 800-100-10

フランス GIS 0805-54-24-96 該当しない

ドイツ GIS 0800-7243-503 該当しない

インド WWC 800-620-6934 000-117

イタリア WWC 800-620-6934 800-172-444

韓国 WWC 800-620-6934 00-309-11 (Dacom)

韓国 WWC 800-620-6934 00-729-11 (Korea Telecom)

韓国 WWC 800-620-6934 00-369-11 (ONSE)

韓国 WWC 800-620-6934 550-2USA  
(米軍基地-Dacom) 

韓国 WWC 800-620-6934 550-HOME  
(米軍基地-Korea Telecom)

マレーシア GIS 1800-88-9815 該当しない

ポーランド WWC 800-620-6934 0-0-800-111-1111

シンガポール GIS 1800-622-7250 該当しない

米国 国内、  
フリーダイヤル 800-620-6934 該当しない

米国 市内 470-219-7126 該当しない

9初めに
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利益相反の識別
利益相反とは、あなたの個人的利益がResMedの利
益を、阻害するか、阻害する可能性があるか、阻害する
ように見える場合のことです。あなたは、ResMedの最
善の利益のために行動できなくなるような、いかなる
相反も、相反に見える行為も、避けなければなりませ
ん。 

潜在的な利益相反を識別することは、いつも簡単とは
限りません。次の状況は、よくある利益相反の例です。

社外での雇用 
すべての従業員には、ResMedに忠実である義務があ
ります。従業員は、ResMedの競合他社、顧客、または
サプライヤーである企業に対して、雇用されたり、取
締役を務めたり、またはサービスを提供することはで
きません。

不適切な個人的便益
従業員は、当社の従業員であるという立場を理由に、
重大な便益や優遇を求めたり、受け取ったりしてはな
りません。個人的便益が重大であるかどうか疑わしい
場合は、上司に相談して、辞退すべきか、特定の状況
下でのみ受諾すべきかを判断してください。 

金銭的利害 
従業員は、ResMedの競合他社、顧客、またはサプライ
ヤーである企業で、多大な金銭的利害(所有権など)を
持ってはなりません。「多大な金銭的利害」とは、(i)競
合他社、顧客、またはサプライヤーの所有権の10%以
上、または(ii)従業員の資産の10%以上を競合他社、顧
客、またはサプライヤーに投資することを意味します。
取り扱い範囲の広い投資信託の所有権の場合は、信
託が競合他社、顧客、またはサプライヤーの株を所有
していても、利益相反ではありません。

借入金などの金融取引 
従業員は、当社の顧客またはサプライヤーに、借入金
などの個人的資金調達を求めたり、受け取ったりして
はなりません。当社にサービスを提供している銀行や
仲買企業などの金融機関と、一定の距離を置いた(ア
ームズレングス)取引をすることは、利益相反ではあり
ません。

取締役や委員への就任
ある事業体の利益が当社の利益と相反する可能性が
ある場合、従業員は、(営利または非営利を問わず)事
業体の取締役または受託者を務めてはなりません。
最善の方法は、他の企業や団体での取締役就任に同
意する前に、上司に相談することです。

02 
利益相反
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あなたは、ResMedの
最善の利益のために
行動できなくなるよう
な、いかなる相反も避
けなければなりませ
ん。

企業機会の取得 
従業員は当社の企業資産、情報または立場を、個人的
利得のために使用してはなりません。当社にとって利
益または収益となる機会を提示された場合、まず当
社に提示して評価を求めなければなりません。

家族の行動 
従業員がResMedの代表として意思決定する際に、そ
の客観性に家族が影響を与えることもありますので、
家族の行動でも利益相反が生じることがあります。本
規範において「家族」とは、血縁、婚姻、養子など関係
の種類を問わず、配偶者または人生のパートナー、兄
弟姉妹、実親、義理の親、子供などが含まれます。

特定の企業が顧客、サプライヤーまたは競合他社かど
うかはっきりしない場合は、法務部門に連絡して支援
を求めてください。

利益相反の開示
当社では、利益相反が生じる可能性のある状況につ
いて、従業員が開示することを求めています。あなた
が利益相反状態にあると考える場合、または他の誰か
が合理的に考えて利益相反と見なしうる何かがある
場合、上司または法務部門、またはコンプライアンス
部門に報告してください。私たちは、あなたと協力し
て、あなたが利益相反状態にあるかどうかを判断し、
そうである場合は最善の対応策を決定します。利益相
反は、「規範の免責」セクションに記載されている場合
のみ免責されます。免責フォームへの入力の手順につ
いては、Compliance SharePointサイトで手順を確認
してください。

利益相反 11
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企業情報
すべての従業員は、ResMedの非公開情報を機密に
保たなければなりません。保護すべき機密情報には、
開示された場合に、競合他社に役立つか当社に有害
となる非公開情報などが含まれます。従業員
は、ResMedとビジネスを行っている第三者の機密
情報も保護しなければなりません。 機密情報は、許可
された場合および法律で要求された場合以外は、開
示してはいけません。機密情報を許可を受けて開示す
る際は、他の関係者が開示された情報を機密に保つ
ことを求める機密保持契約を行わなければなりませ
ん。ResMed情報を機密に保つ義務は、従業員が退職
した後も継続します。機密情報を権限なく開示する
と、当社の競争力が損なわれ、あなたと当社に法的責
任が生じる結果になることがあります。

当社情報の開示が許可されているか、法律で求めら
れているかどうかに関する疑問や懸念は、ただちに法
務部門に問い合わせなければなりません。必要な場
合、法務部門は、適切な機密保持契約を提供できま
す。機密について詳しくは、法務部門のSharePointサ
イトでインサイダー取引に関するポリシーおよび規制
におけるフェアディスクロージャーポリシーを参照し
てください。

患者情報
ResMed製品は、世界中で毎日何百万人もの患者の
治療に使用されます。当社機器の多くは、患者や医師
などの医療従事者に、患者の生活の向上のための情
報提供ができるように、ResMedと直接通信します。そ
の結果、私たちは患者や、患者の受ける治療に関する
個人医療情報を受信します。

ResMedが事業を行っている国の大部分では、患者情
報を保護する義務を私たちに課しています。多くの国
の法律では、患者情報の収集、保管、および伝送を特
に制限していますので、注意深く守らなければなりま
せん。私たち一人一人には、法的義務に加えて、患者
の皆様が私たちを信頼して病気の治療を受けていた
だけるように、それぞれが患者情報を保護する倫理的
義務もあります。 

患者情報が公開されていることや、ResMedの保持す
る患者情報を外部の人間が「ハッキング」または窃取
しようとしていることに気づいた場合は、その出来事
についてただちに法務部門に報告してください。

03 
機密情報



13

従業員情報
当社ではまた、従業員の機密情報にも敬意を払って
います。これは、従業員の個人記録にアクセスできる
のは、情報に対する適切な権限と明確な業務上の必
要性のある当社従業員に限定されることを意味しま
す。他の従業員の情報にアクセスできる従業員は、従
業員情報の収集、保管および共有について、人事から
のガイダンスに従わなければなりません。誰かに従業
員の個人情報を要求されても、適切な権限と人事から
(また、必要な場合は法務から)の適切な承認の有無を
チェックせずに提供することは、絶対にしないでくだ
さい。

ソーシャルメディア
私たちは仕事でも個人的生活でも、ソーシャルメディ
アを幅広く使用しています。当社では、私たちの全員
に対して、特に機密情報をソーシャルメディアサイト
で絶対共有してはいけないと注意を呼びかけるソー
シャルメディアポリシーを採用しています。このような
情報を開示すると、当社に有害となり、あなたが懲戒
を受けることがあります。ソーシャルメディアポリシー
については、Compliance SharePointサイトに情報が
あります。

機密情報 13

機密情報は、許可され
た場合および法律で要
求された場合以外は、
開示してはいけません。
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財務報告
ResMedは株式公開会社として、米国とオーストラリア
の両方で、各種証券法、規制、および公的報告義務の
対象となっています。連邦法や株主により、当社のビ
ジネス、財務状況、および業績についての正確で完全
な情報の開示が求められています。不正確、不完全ま
たは時宜を逃した報告は、当社にとって大きな損害と
なり、法的責任や、株主からの信頼の失墜をもたらすこ
とがあります。

当社の最高経営責任者と最高財務責任者に加えて、
財務部門に勤務する従業員にも、当社の財務情報の
開示が、完全、公正、正確、タイムリー、かつ理解しやす
いものにするように図る特別な責任があります。財務
部門の従業員は、一般会計原則と、取引、見積りおよ
び予測に関する会計や財務報告などのすべての標準、
法律、および規制を理解し、厳正に順守しなければな
りません。また、下記のとおり、財務部門の従業員は、
当社のビジネスと財務活動を正確に実証する記録を
残しておかなければなりません。

社内記録
正確で信頼性の高い記録は、私たちのビジネスに欠
かせません。記録は、損益計算書や財務報告書などの
公開書類のベースとなり、ビジネス意思決定や戦略的
プランニングのガイドになります。社内記録には、帳
簿情報、給与、タイムカード、交通費および経費報告、
メール、会計および財務データ、評価およびパフォー
マンス記録、電子データファイルなど、通常業務の流
れで保守されたすべての記録が含まれます。

すべての社内記録は、すべての重要な点において完
全で正確かつ信頼性の高いものでなければなりませ
ん。当社の業務記録に虚偽の情報を入力してはいけ
ません。出資、支払または受取を開示または記録せず
におくことは、当社のビジネスプラクティスと矛盾しま
すので、これも禁じられています。

04 
財務報告と 
社内記録
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あなたには、当社が採
用している記録管理ポ
リシーを理解し順守す
る責任があります。疑問
があれば上司に質問し
てください。

15財務報告と社内記録



16 ResMed企業の行動規範と倫理規定

社員は、当社についての重要な非公開情報を所持し
ている間、株や転換社債など、ResMed株式会社の証
券を取引することを禁じられています。さらに社員は、
重要な非公開情報に基づいて、当社の株や証券の購
入または販売を、いかなる他者にも推奨、「内報」、ま
たは提言することが禁じられています。顧客またはサ
プライヤーなど、他社に関する重要な非公開情報を、
当社に雇用されることで得る社員は、その情報を所持
している間、そのような他社の株または証券を取引し
たり、他の人にその情報に基づいて取引するように「
内報」することを禁じられています。インサイダー取引
法に違反すると、厳しい罰金および刑事罰や、最悪の
場合は解雇など当社による懲戒処分を受けることが
あります。

情報は、プレスリリースやその他の大規模配信手段で
一般に広く利用可能になっていない場合、「非公開」と
なります。情報は、理性的な投資家が、株などの証券の
購入、所持または販売を決定するうえで重要と見なす
場合、「重要」となります。経験則として、株の価値に影響
を与える可能性のある情報は、重要と見なされます。

たとえば、一般的に「重要」と見なされる情
報には、次のものがあります。

決算報告書や予測、および当社の決算報告
書が予測や期待を超えるか下回ることを実
証する情報

重要な新製品またはサービス

合併、公開買付、合弁提案などの、保留中ま
たは検討中の買収または処分

経営陣の変更または支配権の変更の可能性

株の販売または負債の可能性

重要な顧客または契約の獲得または損失

不良債権による多額の損金処理

サイバーセキュリティのリスクとインシデント

重要な訴訟の開始または調停

当社監査人の変更、または当社が監査人の
報告にもはや依拠しないという監査人から
の通知

05 
インサイダー取引法
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社員は、株の購入また
は販売を、いかなる他
者にも推奨、「内報」、ま
たは提言することが禁じ
られています。

従業員が重要な非公開情報を持っているかどうかに
関わらず、従業員はResMed証券の特定の取引に関与
してはなりません。禁止されている取引には、次のも
のがあります。

•  プットオプションまたはコールオプションの取引

•  空売り

•  信用取引でResMed証券を購入、ResMed証券が
保持されている口座を担保に借金、または証拠金
か他の借金にResMed証券を担保として供出。

•  カラー、先物販売契約、株式スワップなどの
ResMed証券のヘッジ取引またはResMed証券
の市場価値の減少をヘッジもしくはオフセットす
るように設計された他の金融商品。

あなたが持っている情報の重要度について、または
当社の証券の取引について疑問がある時には、ただ
ちに法務部門に連絡してください。

このセクションは、ResMed証券の取引についてのポ
リシーをまとめています。法務部門のSharePointサイ
トには、インサイダー取引に関するより詳細な特定の
ポリシーが記載されています。ポリシーを見直してく
ださい。ポリシーと、このサマリーに違いがあれば、ポ
リシーが優先されます。従業員のみなさん
も、ResMedの規制におけるフェアディスクロージャ
ーポリシーを理解しておく必要があります。このポリシ
ーには、株式市場アナリストや、法務部門の
SharePointサイトでも入手できる会社の業績を観察
する担当者に会社がビジネス情報を開示する際の方
針が示されています。

17インサイダー取引法
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従業員は、当社の資産を保護し、それを合法的な業務
目的のみに使用しなければなりません。窃盗、注意不
足、および浪費は、当社の収益性に直接的影響があり
ます。個人的利益のためかどうかにかかわらず、不法
または不適切な目的で当社の資金または資産を使用
することは、禁止されています。当社の資産を保護し
適切に使用するために、各従業員は右側の表に記載
されているように適切に資産を保護し、扱う必要があ
ります。

会社財産には、当社の電子システムまたは電話システ
ムで送受信されたもの、またそれらに収容されている
すべてのデータとコミュニケーションも含まれます。従
業員などの会社財産のユーザーは、電子通信とデータ
についてプライバシーを保てると期待することはでき
ません。法律で許される限り、当社はあなたに通知せ
ずに、電気通信と電話によるコミュニケーションを監
視することがあります。これらのコミュニケーションは、
司法または政府職員に開示されることがあります。

06 
企業資産の適切な使用

私たちのすべきこと

会社財産の窃盗、損傷または不正使用を防
止するための合理的な注意を払うこと

会社財産の窃盗、損傷または不正使用の事
実、またはその疑いを報告すること

当社の電話システム、電子通信サービス、書
面の資料などの資産を、主にビジネス関連
目的で、該当するITポリシーに従って使用す
ること

すべての電子プログラム、データ、通信、書面
の資料を、他の人が不注意にアクセスしない
ように保護すること

あなたの職責に従って許可されたとおりに、
合法的な業務目的のためだけに、会社の財
産を使用すること
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会社財産には、当社の
電子システムまたは電
話システムで送受信さ
れたもの、またそれらに
収容されているすべて
のデータとコミュニケー
ションも含まれます。

企業資産の適切な使用 19
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すべての従業員は、当社のお客様やサプライヤーの
担当従業員と、公正かつ切実に取引しなければなりま
せん。従業員は、不正操作、隠蔽、部外秘情報の乱用、
重要な事実の不実表示などの不正取引の実施により
不正利益を得てはなりません。

お客様との関係
当社のビジネスの成功は、お客様との関係を長続き
させられるかどうかにかかっています。当社は、お客様
と公正で誠実かつ品位ある取引をすることにコミット
しています。特に、お客様との取引では、次のガイドラ
インに留意してください。

•  お客様に提供する情報は、私たちの知識のおよぶ
限り正確かつ完全で、適用される規制要件を順守
したものでなければなりません。従業員は、お客
様に対して意図的に虚偽の情報を伝えてはなりま
せん。

•  従業員は、お客様が他のサプライヤーから製品を
購入したというだけの理由で、当社が製造した製
品の販売、サービスまたは保守を拒否してはなり
ません。

•  従業員は接待など、お客様の購入決定に対する誘
導や報酬と見なされかねない便益を提供しては
なりません。現地法はお客様に提供される便益の
種類と量を厳しく制限していることがあります。も
ちろん、自ら提供することが不適切な便益の提供
のために第三者を使用することも、禁じられてい
ます。

•  患者の治療に関して、お客様から受け取った情報
は機密扱いとし、不正なアクセスまたは開示から
保護しなければなりません。

07 
顧客やサプライヤーとの 
取引
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サプライヤーとの関係 
当社は、サプライヤーと公正かつ誠実な取引をしてい
ます。これは、サプライヤーとの関係が通常、価格、品
質、サービス、評判などの要素に基づくことを意味しま
す。サプライヤーと取引する従業員は、客観的でなけ
ればなりません。サプライヤーの製品や価格に対する
公正な評価を損なう恐れのあるような個人的便益を、
サプライヤーまたは潜在的サプライヤーから受けた
り求めたりしてはなりません。サプライヤーに対して
も、誠実さを持ってビジネスを行い、本規範に規定さ
れている基準に従い、該当するすべての法律と規制を
厳格に順守して行動することを期待しています。

21顧客やサプライヤーとの取引

当社のビジネスの成功
は、お客様との関係を
長続きさせられるかど
うかにかかっています。
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すべての従業員は、当社のビジネスに適用される法
律、規制および規則を順守しなければなりませ
ん。ResMedに適用される法的要件の重要な例につ
いては、以下に詳しく述べられています。もちろん、各
従業員は、ResMedがビジネスを行っている国の準拠
法を熟知していると見なされます。助けが必要な場合
は、コンプライアンス部門または法務部門に問い合わ
せてください。

汚職防止： 
政府および公務員との取引
米国の海外腐敗行為防止法、経済協力開発機構
(OECD)、および英国の贈収賄法など、当社がビジネス
を行っている国のさまざまな法律では、汚職を非常に
重要な問題として扱っています。重要なことは、中国な
どの成長国も、贈収賄に関与した公務員や個々の会
社員を逮捕するなど、汚職に対して厳しい態度で臨む
と宣言したことです。汚職防止法は通常、特定の法律
を採用している国の外にも、適用されます。

たとえば、米国海外腐敗行為防止法は米国外に、英国
贈収賄法は英国外に適用されるため、ヨーロッパにい
る従業員はどちらの法律の対象にもなります。贈収賄
や汚職関連の法律に違反すると、当社に厳しい罰金
が課され、個人には実刑判決が下る場合があります。

したがって、ビジネスを不適切に獲得または維持し、
公務の義務に影響を与えるなど、不適切な目的や事
業利益のために、政府職員や他の公務員に価値のあ
るもの(贈答品、サービス、接待など)を贈ることは、当
社ポリシーに違反します。代理人や第三者コンサルタ
ントなどの他の人が、当社が直接行えば不適切である
ような贈答や支払いをすることを、要求したり故意に
援助したりすることも、不法です。このような制限は、
政府職員の日常業務の適切な業績の確保または迅速
化を図るための少額の支払い(「円滑化のための支払
い」とも呼ばれます)も対象としています。現地の慣行
に疑問があったり、このような制限が適法かつ合法的
な支払いを対象としているかどうかが不明な場合は、
コンプライアンス部門または法務部門に問い合わせて
ください。

08 
他の法律と  
規制
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最後に、最高経営責任者から事前承認を得た場合
や、当社グローバル法律顧問によるレビューの対
象である場合を除き、当社では当社が、または当社
の代理として従業員が政治献金を行うことを禁止し
ています。これには、政治目的での当社の資金また
は資産の寄付、従業員への政治献金の強制、従業
員の政治献金の立て替えも含まれます。

競争と公正な取引
私たちは、公正かつ誠実に競争に勝利します。倫
理にもとる不法なビジネス手法でなく、優良な製
品と卓越した業務遂行により、競争で優位に立とう
とします。一般に、ResMedと競合他社とのビジネ
ス取引は競争法で規制され、価格の固定、市場の
分割、談合など競争を阻害するような競合他社と
の合意を禁止しています。ResMedの市場シェア
は、当社の活動を制限することもあり、閉鎖的、強
制的、または高圧的と見られかねない販売または
契約業務は、採用前に慎重に検討する必要があり
ます。競争法に違反すると、罰金や懲役刑、損害賠償、
悪評など、当社や従業員にとって重大な結果となるこ
とがあります。

価格、価格計算式、費用もしくは利益、入札、マーケティ
ングプランもしくは販売区域、販売取引条件、または顧
客、テリトリー、もしくは製品ラインの割当てについて、
競合他社との談合があることを知った場合は、法務部
門にただちに助けを求めてください。

最後の警告:競争法は複雑で、全世界で違いがあ
り、ResMedが事業を行っている国によって、同じ質問
でも違う答えとなりがちです。あなたの行動が現地の競
争法に違反しているかどうか疑問がある場合は、法務部
門に問い合わせてください。 

23他の法律と規制

すべての従業員は、当社
のお客様やサプライヤー
の担当従業員と、公正か
つ切実に取引しなけれ
ばなりません。
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知的財産と企業秘密
当社の成功は、製品のイノベーションと第一級のパフ
ォーマンスの上に築かれています。 
当社のイノベーションの多くは知的財産により保護さ
れています。私たちは、当社の知的財産の保護に全力
を尽くしています。同様に、私たちは競合他社の有効
な知的財産権に敬意を払っています。知的財産保護と
侵害に関する規則は国によって異なりますので、当社
の権利の侵害または当社製品による第三者の権利の
侵害があるかもしれないという懸念がある場合は、法
務部門に助言を求めてください。他社の知的財産権
に違反する行動の例には、次のものがあります。

•  適切なライセンスのないコンピュータソフトウェ
アのインストール。

•  他社がすでに使用している名前または宣伝用ス
ローガンの採用。

•  科学ジャーナル、ニュースレターまたは雑誌の記
事の無許可配布。

•  当社が第三者の保有する特許を侵害している可
能性について情報を受け取りながら、行動しない
こと。

通常、企業秘密は、継続的なビジネス価値のある機密
情報により構成されています。米国で企業秘密の窃取
は犯罪で、ResMedがビジネスを行っているすべての
国の法律で一般に禁じられています。あなたは
ResMedの企業秘密を慎重に保護し、競合他社から
企業秘密を奪わないようにしなければなりません。特
に、競合他社の元従業員と面接する時には、競合他社
の企業秘密である可能性のある機密情報について質
問したり、受け取ったりしないように注意しなければ
なりません。

当社が他社の企業秘密に触れる懸念がある場合は、
ただちに法務部門に連絡してください。患者情報が公
開されていることや、ResMedの保持する患者情報を
外部の人間が「ハッキング」または窃取しようとしてい
ることに気づいた場合は、その出来事についてただ
ちに法務部門に報告してください。
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国際トレード
多くの国では、輸出入や国際金融取引などの国際取
引事項を規制しています。それらの国では、国家安全
保障や外交政策などのさまざまな理由で、制限を採用
していることがあります。特に米国では、米国やその同
盟国と敵対すると見なされる特定の国との取引を制
限しています。特定の国や、それらの国の指定外国人
と、米国企業がビジネスを行うことを抑止する規則
は、米国財務省外国資産管理局が取り扱っていま
す。ResMedが特定の国とのビジネスを許可されてい
るかどうか疑問がある場合は、法務部門に相談してく
ださい。 

グローバル企業としてResMedは、ビジネスを行って
いる国の輸出入関連法に敬意を払うことを確約して
います。これは、当社は製品の販売場所や方法につい
て制限されることがあることを意味します。あなたの
仕事に、製品、技術またはサービスを国境を越えて販
売および出荷することが含まれる場合は、当社に適用
される規則について最新の情報を確保し、完全で正
確な輸出入書類を常に使用し、特定の販売または出
荷について不明な場合は、出荷部門の貿易コンプラ
イアンス担当者に確認してください。   

マネーロンダリング(資金洗浄)
犯罪活動に従事している人は、犯罪で得た利益を隠
すために「洗浄」しようとします。世界中でテロが発生
していることから、100か国以上でマネーロンダリング
を禁じる法律があり、一般的に、犯罪やテロによる不
法な利益を企業が受諾または処理することが禁じら
れています。

これらの法律を順守するため、当社では、合法的なビ
ジネスを行っている評判のよいお客様やサプライヤ
ーとだけビジネスをすることを選択しています。マネ
ーロンダリングのリスクを避けるために、従業員は、複
数の為替、トラベラーズチェックの使用、現金払い、正
体不明の第三者から受け取った資金など、マネーロン
ダリングと関連付けられるようになった種類の支払い
方法を使う企業と、取引する時には注意しなければな
りません。当社にマネーロンダリングの危険がある疑
いのある場合は、コンプライアンス部門、法務部門、お
よびあなたの地域の上級財務責任者にただちに連絡
してください。

持続可能性と環境保護
当社製品の入手元、内容および環境性能についての、
お客様からの質問は目に見えて増えています。さらに
当社では、入札要求に対応して、特に病院セクタから
持続可能性関係の証明書を提示することを、よく求め
られます。当社は、従業員への研修を通じて、環境規制
に対する強力なコンプライアンスを達成し維持してい
ます。 従業員は、研修義務を慎重に守り、当社が現地
の環境基準に従っていない場合には報告しなければ
なりません。

25他の法律と規制
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品質
当社のグローバル品質へのアプローチでは、品質、イノ
ベーション、規制順守、継続的改善に対するコミットメ
ントが重視されています。従業員には、役割に該当す
る品質管理システムの分野の研修を完了することが
期待されています。従業員はまた、医療機器製造の日
常業務についてガイドする正しい製造業務の研修を
受けます。私たち一人一人には、ResMed製品の品質
に対して個人的および集団としての責任がありま
す。ResMedの確立された品質基準からの逸脱を目撃
した場合には、上司に報告してください。 

医療サービス提供者との交流
ResMedではまた、その多くはお客様でもある医療サ
ービス提供者との関係を規制する準拠法に従うこと
を確約しています。当社のマーケティング、宣伝、臨床
研究、および教育活動は、当社が事業を行う国の適切
な製品宣伝に関する準拠法に矛盾しないものである
必要があります。米国やフランスなどいくつかの国で
は、ライセンスを持つ医師や教育研究病院に対する
すべての「価値の移管」(贈答品、食事または供応)を当
社が公開報告する必要があります。これと同じ規則
は、ResMedが臨床研究をサポートしている企業や団
体にも通常適用されます。  

私たちは、医療サービス提供者がResMed製品を推薦、
処方、購入、供給、販売または投与するように、不適切
な誘導、支払い、または個人的便益を図ってはなりま
せん。不適切なインセンティブには、過剰な食事、歓
待、旅行、贈答品、無料の製品またはサービス、助成
金、および奨学金が含まれる可能性があります。当社
は、そのポリシーと手続きに従い、現地の法律と規制
に一致している教育項目、適度な食事、または価値の
ある物を提供する場合があります。

また、コンサルティング契約、専門会議と講演の契約、
臨床研究と発表、調査、助成金、および寄付を含む合
法的な活動について、医療サービス提供者と契約を
結ぶことは適切な行為です。当社は、本規範、企業ポリ
シー、および現地の法律に必ず従って、医療サービス
提供者とこのような契約を締結します。多くの医療サ
ービス提供者は、政府の公的支援と管理による国営
の医療システムおよび病院の世界的優位性が理由
で、米国の内外の政府関係者や役人と考えられること
を年頭に置くことも重要です。医療提供者または既存
または潜在的なお客様への贈答品または他の支払い
が不適切なものであると思う場合は、上司またはコン
プライアンス部門にただちに情報を報告してくださ
い。お客様または医療提供者に不適切な影響を与え、
不適切なものと見られかねないような宣伝を検討し
ている場合は、仕事を進める前にコンプライアンス部
門または法務部門に相談してください。

機会均等、差別およびハラスメ
ント 
ResMedでは従業員の機会均等を信じており、差別や
ハラスメントを防止する準拠法に従うことを確約して
います。ResMedは、人種、肌の色、宗教、年齢、性別、
国籍、結婚歴、性的指向、障害などの法的に保護され
た状況に関係なく、人の募集、雇用、補償、および訓練
を行います。ResMedは、仕事に関係ない個人的性格
ではなく、能力と長所によって雇用決定しま
す。ResMedは多様性を尊び、異なる背景と経験のあ
る他者を積極的に受け入れます。したがって、法的に
保護された状況に基づいて従業員を差別することは、
企業ポリシーに反します。 
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職場で差別を目撃した場合、または自分が差別を受
けていると考える場合は、上司、人事、または法務部門
に懸念を報告してください。

同様に、ResMedではすべての従業員が仕事でのハラ
スメントを受けてはならないと考えています。 
ハラスメントには、言葉による、身体的、視覚的に不快
な侮辱的行動や、保護されている状況に基づいて、従
業員に敵対することが含まれます。たとえば、セクシャル
ハラスメントは、不快な性的行動です。いじめも、多く
の国で禁止されており、ResMedでも適切な行動では
ありません。簡単に言えば、ResMedは従業員に対す
るハラスメントや虐待を許しません。

ResMedは、ビジネスを行っているどんな場所でも、差
別やハラスメントを禁じていますが、地域で適用されて
いる特定の法律と異なる場合があります。したがっ
て、ResMedの人事部門では、当社がビジネスを行って
いるさまざまな国の従業員に期待される行動を説明す
るガイドラインとポリシーを公開しています。詳しくは、
あなたの国の人事部門にお問い合わせください。

健康と安全
当社では、ResMed従業員それぞれの健康と安全を守
るため、最大限の努力をしています。どんな仕事でも、
安全をおろそかにしてよいほど重要なものはありませ
ん。安全で安心できる仕事環境とは、違法薬物や暴力
からも安全な職場を意味します。当社がビジネスを行
っているさまざまな国の法律は、従業員の安全を保つ
義務に関して非常に具体的です。従業員の健康と安全
にリスクが生じる可能性がある状況について疑問が
ある場合は、ただちに上司に報告してください。

27他の法律と規制
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まとめとして、本規範と、規範で言及し、ResMedの日
常業務に適用される多くのポリシーは、私たちが直面
する多くの状況に関するガイダンスを提供します。し
かし私たちは、行動規範またはポリシーによってすべ
ての疑問に前もって回答することはできません。あな
たの行動が、最高水準の企業倫理を目指す当社のコ
ミットメントと矛盾していないかどうか、疑わしい場合
は質問してください。上司に質問し、コンプライアンス
部門に質問し、法務部門に質問し、人事に質問してく
ださい。難しい意思決定に迫られた場合、当社の数多
くのリソースの助けを求めずにいる理由はありませ
ん。 重要なことは、当社は従業員が正しいことをする
と信じ、期待しているということです。 

当社の取締役や幹部の他、特定の指定された個人に
は、本規範に記載されたガイドラインに加えて、他の
詳しい手続きも適用されます。これらの手続きは、関
係者に別途伝えられます。他の手続きについて疑問が
ある場合は、電子メールにて(EthicsOffice@ResMed.
com)コンプライアンス部門まで問い合わせてくださ
い。

 
まとめ
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疑問があれば、質問してくださ
い。どんな疑問でもかまいませ
ん。上司に質問し、コンプライ
アンス部門に質問し、法務部
門に質問し、人事に質問してく
ださい。
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