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会長からの言葉

グッドイヤーの従業員の皆様

1898年の創立以来グッドイヤーは、最高水準の誠実さで会社の名声を
築いてきました。その取り組みは現在も続いており、戦略ロードマッ
プや「当社の名声を守る」という全社的な約束に反映されています。

戦略ロードマップでは、グッドイヤーの基盤となる中核的要素を定義
し、自分自身とお互いに対して当社が求める行動を説明しています。
倫理的行動に対する当社の期待は、「どのように働くか：誠実に行動
する」に要約されている通りです。

グッドイヤーの「ビジネス上の行動マニュアル」では、グッドイヤーの従業員が誠実に行動
する方法について詳しく説明しています。

グッドイヤーの従業員として、皆さんは、この「ビジネス上の行動マニュアル」をよく読ん
で、確実にその理念を理解する必要があります。マニュアルに書かれている皆さんの業務に
適用される方針を読み、理解し、方針に従って行動してください。また、違法な又は非倫理
的な行為やこれらの方針の違反を知っていたり、疑いを持ったりした場合は報告する必要が
あります。さらに、マネージャーは、部下がこれらの方針を確実に読み、理解し、これに従
うようにしなければなりません。マネージャーは、懸念についての話合いを求めている、又
は報告を望んでいる従業員に対応できるようにして、必要に応じて報告された問題を上申す
る必要があります。倫理的行動に対する当社の確固たる取り組みは、相互尊重と開放性のあ
る職場環境を維持し、世界中での当社のブランドと名声を強化します。

皆さんが毎日、当社が業務を行っている全ての場所で、正直に、誠意と敬意を持って行動す
ること、そして質の高い人材、製品、プロセスという120年続いているグッドイヤーの伝統
を守ることを期待します。

Richard	J.	Kramer	
会長、社長兼CEO
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当社の名声を守る

本マニュアルの使用方法
この「ビジネス上の行動マニュアル」（「本マニュア
ル」）は、事業遂行における最高の倫理的及び法的基準
を遵守することへのグッドイヤーの取り組みを皆さんが
理解し、「正しい」ことを認識、実行するのに役立ちま
す。本マニュアルは、皆さんが直面する可能性のあるあ
らゆる状況における法的又は倫理的基準のすべては網羅
していませんが、私たち皆が従う必要のある法的及び倫
理的要求事項の多くを要約しています。

本マニュアルは世界中のグッドイヤー・ファミリー企業
の全従業員に適用されるため、特に明記がない場合、「
グッドイヤー」又は「当社」はこのようなすべての会社
を意味し、「従業員」はすべての取締役、役員、及び定
額給と時間給の従業員を意味します。多くの場合、本マ
ニュアルに記載されている規則は、請負業者、ブローカ
ー、代理店など、当社を代理して、又は当社の指示で働
いているその他の人々にも適用されます。

注記

この「ビジネス上の行動マニュアル」及
びそこに記載されている諸方針は、雇用
契約ではありません。グッドイヤーは、
本マニュアル又は方針を定めることによ
って、いかなる契約上の権利も生じさせ
ません。

現在あなたが携わっている仕事が特定のトピックに影響
を受けるかどうかにかかわらず、本マニュアルに記載さ
れた情報はすべて重要です。グッドイヤーは、皆さんが
本マニュアルを読んで理解し、理解できない内容につい
ては支援を求め、特定の事項と状況に関してアドバイス
を求め、気付いた違反や違反の疑いを報告することを求
めています。	

コンプライアンス及び倫理に関する情報又はアドバイス
については、以下に問い合わせることができます：
・		あなたのマネージャー

・		人事部門の担当者

・		コンプライアンス	&	倫理担当の副社長（電話：	
1-330-796-6635、GTN	446-6635）、又は「
コンプライアンス&倫理部門ディレクター（電
話：1-330-796-7288、GTN	446-7288）又は「
コンプライアンス&倫理部門地域ディレクター（連
絡先情報は、コンプライアンス&倫理ウェブサイト
go.goodyear.com/ethics/を参照してください）

・		内部監査担当副社長（電話	1-330-796-3143
、GTN	446-3143）

・		グッドイヤー・インテグリティ・ホットライン	
（電話番号とウェブ入力フォームへは、	
www.goodyear.ethicspoint.comからアクセスで
きます）

・		あなたの業務又は職責を担当するグッドイヤーの
弁護士、又は、法務部長（ゼネラル・カウンセ
ル）のオフィス

連絡先 電話番号

グッドイヤー、法務部長	
（ゼネラル・カウンセル）	
のオフィス

1-330-796-2408
GTN	446-2408

アメリカ大陸、法務副部長	
（アソシエイト・ゼネラル・
カウンセル）

1-330-796-9435
GTN	446-9435

アジア太平洋、法務副部長	
（アソシエイト・ゼネラル・
カウンセル）

86-21-6132-
6085
GTN	601-6085

ヨーロッパ、中東及びアフリ
カ、法務副部長（アソシエイ
ト・ゼネラル・カウンセル）

32-2-761-1807
GTN	669-1807
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その他のリソース
本マニュアルには、議論されている主題に関連する、	
又はそれに関する詳細情報を提供するグッドイヤー	
の諸方針に関する問い合わせ先が記載されています。	
本マニュアルをオンラインで閲覧している場合、方針	
の参照先は、方針にリンクされたハイパーリンクにな
っています。本マニュアルを印刷物で読んでいる場合
は、go.goodyear.com/reference/policies/のグッド
イヤー・オンライン（GO）方針ページで、「コンプラ
イアンス及び倫理方針」の完全なリストにアクセスで
きます。	

質問がある場合はいつでも、及び/又は自分の担当職務
又は業務の状況が変わった場合は、本マニュアルを参
照してください。更に情報又は資料が必要な場合、又
は特別な研修を手配するには、あなたの業務又は職責
を担当するグッドイヤーの弁護士又はコンプライアン
ス&倫理部門までお問い合わせください。

あなたの責任 – 従業員及びマ
ネージャー 
従業員の責任
従業員として、皆さんには以下のことを行責任がありま
す。
・		本マニュアル又はその他に説明されている、自分
の職務及びグッドイヤーに適用される諸方針、法
律及び規制を理解し、これらを遵守する。

・		米国証券取引委員会を含む政府当局及び規制当局
にグッドイヤーが届け出る又は提出する報告書又
は文書、並びにグッドイヤーによるその他の広報
で、完全、正確、タイムリーかつ明確な情報を提
供する。

・		違反があったことを知っている、又は疑いがある
場合、あるいは、あなたが違反だと思うことをす
るように求められる、又は指示された場合は報告
する。

・		違反の可能性に関するレビュー又は調査に、完全
かつ誠実に協力する。

当社の諸方針と倫理基準を遵守することは、当社が事業
で成功するために、及び当社の名声を守るために極めて
重要です。



倫理的な意思決定 — 自分自身に問いかけましょう
すべての状況が明確であるわけではないため、正しい判断をすることが不可欠です。疑わしい場合は、あなたが検
討している行動に関して以下の質問を自問してください：

正しい行動が不確かな場合は、リストに記載の担当者とその問題について話し合ってください。

それを実行す
るという意思
決定が適切と

思える。

それは合法だ
ろうか？

それは会社の
諸方針と価値
観に適合して
いるだろう
か？

それはグッドイヤーの、
倫理的企業という名声を
保護するだろうか？
・		それは正しい行動だ
ろうか？

・		私はそれをニュース
で観たいと思うだろ
うか？

それは当社と
その利害関係
者のために最
善だろうか？

確信が持てません
か？	あなたの業務
又は職責を担当する
グッドイヤーの弁護
士、コンプライアン
ス&倫理部門にお問
い合わせください。

確信が持てません
か？	GOでグッドイ
ヤーの諸方針を確認
してください。上
司、人事担当者、あ
なたの業務又は職責
を担当するグッドイ
ヤーの弁護士、コン
プライアンス&倫理
部門と話して助言を
求めてください。

確信が持てませんか？	上司、あ
なたの業務又は職責を担当する
グッドイヤーの弁護士、コンプ
ライアンス&倫理部門と話して助
言を求めてください。

確信が持てませんか？	
上司、あなたの業務又
は職責を担当するグッ
ドイヤーの弁護士、コ
ンプライアンス&倫理
部門に話して助言を求
めてください。

これらの質問のいずれかに対する答えが「いいえ」で
あれば、その行動は重大な結果をもたらす可能性があ
ります。その行動は控えてください。

はい はい はい

はい
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マネージャーの追加的な責任
あなたがマネージャーである場合、以下の事柄もまたあ
なたの責任となります。
・		模範を示して指導する。自らの言葉と行動を通し
て、当社の高い倫理基準に対するあなたの取り組
みを示しましょう。

・		適用される方針、法律、規制を伝えて話し合う。
あなたが管理監督している人員全員が確実に自分
の義務を理解し、当社のコンプライアンス及び倫
理方針や、法律と規制の精神及び文言に従って行
動するようにしましょう。すべての必須のコンプ
ライアンス及び倫理研修を従業員に必ず修了させ
るようにしてください。

・		従業員の遵守を監視、確認する。倫理的行動に対
する責任を各自に負わせてください。あなたの部
署、事業部門、地域全体を通して、当社の方針と
ビジネス慣行が一貫して確実に遵守されるように
してください。		

・		オープンで正直なコミュニケーションを促進す
る。懸念についての話合いを求めている、報告を
望んでいる、又は質問をしたがっている従業員に
対して、オープンになり、話しやすい状況を作り
ましょう。あらゆるレベルで、適法な慣行やコン
プライアンスを遵守する慣行に関して質問と話合
いを奨励する環境を作り出すようにしましょう。

・		問題を提起する従業員を支援する。従業員が提起
した問題を真剣に取り扱い、迅速で効果的な解決
に努めましょう。

・		秘密を守る。従業員の問題や懸念を正当な「知る
必要がある」者以外の人物と共有してはなりませ
ん。ただし、誰に対しても完全な秘匿性を保証し
ないでください。当社に、その懸念を調査する義
務がある可能性があるためです。当該従業員の身
元を秘匿し、保護するためにあらゆる合理的な措
置を講じましょう。

・		気付いたことを報告する。従業員が疑問のある又
は非倫理的な行動に関する懸念をあなたに報告し
た場合、あなたはこれらの懸念を審査及び調査の
ために適切な部門に伝達する責任を負います。自
分自身で調査をしたり、単に報告者に「ホットラ
インに電話する」ようにと指示したりしてはなり
ません。詳細については以下の声を上げよう！セ
クションを参照してください（10ページ）。

・		報復が絶対に行われないようにする。当社の厳格
な「報復禁止」方針を明確に伝えてください。こ
の方針が、報告を行ったことを原因とする有害な
行為から、善意で違反を報告した従業員を守りま
す。

詳細は、以下を参照してください：
・			誠実に指導する	…	マネージャー向けガイド
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「自分で処理しようとしてはならない事項」のリスト

以下は、上申しなければならない、又は調査を委ねなければならない疑惑又は事項の例です。
このリストはすべてを網羅しているわけではありません。ある事項が委ねられ、又は上申され
るべきかどうかに関して疑問がある場合は、あなたの業務又は職責を担当するグッドイヤーの
弁護士にお問い合わせください。

製品関連事項：
・		製品の品質要件に対する何らかの違反

財務事項：
・		顧客に何らかのキックバックを提供する、又はグッドイヤーのサプライヤー/製品もしくは
サービスのベンダーから何らかのキックバックを受け取る

・		公務員に賄賂又はその他の不適切な利益を提供する

・		製品の購入を促進するため、又は購入の見返りに顧客に利益を提供又は供与する

・		グッドイヤーからの、若しくはグッドイヤーの従業員、請負業者若しくはその他の第三者
による、窃盗又は詐欺行為

・		収益又は支出の不適切な帳簿記入/会計処理

・		会計記録への故意の虚偽記載

・		会社の業務及び財務記録又は官公庁への提出書類の不正確な作成、報告、又は改ざん

・		競合他社との価格設定又はその他の専有情報の交換

従業員関連事項：
・		危険な労働慣行又は労働条件

・		差別又はセクシャルハラスメント

・		職場での暴力

・		不適切な贈答又は接待の授受

・		知的財産権の誤用

・			利益相反

・		プライバシーデータ違反、個人を特定可能な情報（PII）の誤用又はその他のサイバーセキ
ュリティに関する事項
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声を上げよう！

懸念の報告
コンプライアンス及び倫理問題に関して懸念がある場合
は、以下の担当者のうちのいずれかに報告する必要があ
ります。
・		あなたのマネージャー

・		人事部門の担当者

・		コンプライアンス	&	倫理担当副社長、コンプライ
アンス&倫理部門ディレクター、又はコンプアライ
アンス&倫理部地域ディレクター、	

・		内部監査担当副社長

・		グッドイヤー・インテグリティ・ホットライン	
（電話番号及びウェブ入力フォームへは、	
www.goodyear.ethicspoint.comからアクセスで
きます）

・		あなたの業務又は職務に責任を負うグッドイヤー
の弁護士、又は、法務部長（ゼネラル・カウンセ

ル）のオフィス

インテグリティ・ホットライン
を通じて報告を受けた際のグッ
ドイヤーの対応 
各報告はグッドイヤーのコンプライアンス&倫理部門が
審査し、当社がその件をどのように取り扱うのが最善か
を決定します。

グッドイヤーのインテグリティ・ホットラインは第三者
のプロバイダーが運営しており、電話又はオンラインで
報告を受け付けています。報告はその後、グッドイヤー
のコンプライアンス&倫理部門へ転送されます。インテ
グリティ・ホットラインは年中無休、24時間利用可能
です。	

インテグリティ・ホットラインに電話した場合には、要
請に応じて通訳サービスを利用できます。オンライン
で、任意の言語でインテグリティ・ホットラインに報告
を送信することもできます。

グッドイヤーのインテグリティ・ホットラインを利用し
て、匿名で違反の可能性を報告できます。この場合、グ
ッドイヤーが効果的な調査を行うために、違反の可能性
に関する十分な情報を提供する必要があります。	

欧州連合の一部の地域では、現地のプライバシー法によ
って、匿名の報告にはいくつかの制限が適用されること
があります。匿名の報告が現地の法により禁止されてい
る場合であっても、インテグリティ・ホットラインに報
告するか、p.	5に記載されている担当者のいずれかに連
絡して報告することができます。	
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法律又は方針への違反が発生し
た場合にどうなるか。 
その件を審査した結果、従業員が以下の行為を行ったと
判明した場合：
・		当社の方針又は法的要求に違反した、あるいは他
の人に違反するよう要求した

・		既知の違反、又は違反の疑いを即座に報告しなか
った

・		調査若しくは違反に関する証拠若しくは情報を隠
した、又は破棄した

・		違反の可能性の調査において、情報を提供しな
い、調査への協力を拒否した、又は虚偽の情報を
提供した

相応の懲戒処分（最悪の場合は、解雇及び手当の没収を
含む）、民事提訴、又は刑事訴追の対象になります。	

当社は、一貫した、相応の合法的な方法で懲戒処分及び
制裁を実施することを約束します。

報復の禁止 
グッドイヤーは、いかなる形であれ、以下を行った個人
に対する報復を厳格に禁じています。
・		良心に基づき、方針又は法律について、既知の違
反又は違反の疑い（たとえこれらの懸念が事実で
ないことが判明したとしても）を報告した

・		誠実かつ全面的に調査に参加し、協力した	

報復は深刻な非行であり、解雇又は手当の没収などの、
厳しい懲戒処分で罰せられます。

報復を受けたと思う場合、又は誰かが報復されたと思う
場合は、p.	5に記載されている担当者に連絡して直ちに
これを報告してください。	.

ただし、報告を行うことや調査に協力することで、自分
自身の非行又は不正行為に対する懲戒処分から保護され
るわけではありません。例えば、当社をだます企てに関
与したある従業員がその違法活動を報告する場合、その
従業員は自分自身の活動に対する懲戒処分から免責され
るわけではありません。
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お互いを尊重する
グッドイヤーは、従業員の可能性を最大限に引き出し、
多様性に富む従業員全体のチーム精神を促進するような
職場環境を求めています。そのために、グッドイヤー
は、人種、肌の色、民族、宗教、国籍、性別（妊娠の有
無を含む）、性的指向、性同一性、年齢、身体障害、退
役軍人のステータス、遺伝情報、市民の地位又は適用さ
れる法律で保護されるその他の特質を理由とした嫌がら
せや差別行為を一切許容しません。グッドイヤーはま
た、あらゆる形態の職場での暴力を一切許容しません。

注記

グッドイヤーは、それぞれの従業員の独
自の能力、経験、文化及び違いを尊重し
ます。当社の従業員の多様性を受け入れ
ることは、企業環境を豊かにし、ビジネ
ス上の利点を生み出す助けとなり、また
当社の成功の不可欠な要素となります。

グッドイヤーは、個人の人種、肌の色、民族、宗教、国
籍、性別（妊娠の有無を含む）、性的指向、性同一性、
年齢、身体障害、退役軍人のステータス、遺伝情報、市
民の地位又は適用される法律で保護されるその他の特質
に関係なく、採用、雇用、研修、給与、昇進、及びその
他の雇用条件を提供するものとします。グッドイヤー
は、能力、資格及びその他の職務関連の基準を、従業員
及び求職者にかかわるすべての雇用関連の意思決定の基
礎として使用します。

グッドイヤーは、機会を均等に与える雇用主であり、従
業員及び求職者に、人種、肌の色、民族、宗教、性別、
性的指向、性別の自己認識、出身国、年齢、障害の有
無、退役軍人のステータス、遺伝情報、市民の地位又は
適用される法律で保護されるその他の特質に関係なく均
等な雇用機会を適格性のある従業員と応募者に対して提
供します。

嫌がらせ（ハラスメント）には、ありがたくないことや
望まれていないことが含まれ、威嚇、敵意、又は不快な
職場環境を生み出す目的又は効果があります。

不適切な行為、行動又は資料には、不快感を与える悪
口、中傷、あざけり、あだ名、軽蔑の言葉、落書、冗
談、張り紙、予定表、電子メール、画像又は当社が不適
切であるとみなすその他の事柄が含まれます。	

本方針では、迷惑な性的口説き、性的関係の要求、及び
性的な性質の視覚的、言葉による、又は身体的行為を禁
じています。そこには以下のことが含まれます。：
・		性的関係の代わりに雇用上の利益の提供を申し出
る

・		性的な口説きに対する否定的反応後に、報復を行
う、又は報復すると脅す

・		いやらしい目つきで見る、性的な身ぶりをする、
又は性的に挑発的な物、写真、漫画、ウェブサイ
ト若しくは張り紙などを（モバイル機器やコンピ
ューターなどの当社提供の資産上などで）閲覧、
送付若しくは掲示するなどの視覚的行為

・		軽蔑的な性的コメント、あだ名、口汚い言葉、中
傷又は冗談を作り出したり使ったりする、個人の
身体についてのあからさまな言葉によるコメン
ト、性生活又は性的行為についての性的コメント
又は質問、わいせつな手紙、電子メール、写真、
落書、ソーシャルメディアへの投稿、ウェブサイ
ト又はメモなどの言葉による行為

・		動作の邪魔をする、妨げる、触る、痴漢行為をす
る、暴行するなどの身体的行為

詳細は、以下を参照してください：
・		容認不可方針

・		グローバル職場親交方針

・		ソーシャルメディア/インターネットガイドライン

・		ITリソース利用方針
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Q&A

Q:	グッドイヤーの従業員同士で交際してもかま
いませんか？

A:	グッドイヤーは、従業員が合意の上で恋愛関
係や個人的な関係を結ぶとは禁じていません。た
だし、これらの人間関係は潜在的に利益相反又は
その他の問題を引き起こす可能性があります。だ
からこそ、従業員は、自分の職責又はグッドイヤ
ーの利益との利益相反を生じさせる、又は生じさ
せるように見える他の従業員との恋愛関係や個人
的関係を直ちに上司、人事又は法務部門に報告し
なければなりません。監督者及びマネージャー
は、部下又はより下位レベルの従業員と恋愛関係
又は個人的関係を持つことを極力避けてくださ
い。マネージャーとその直属の部下、又は昇進若
しくは給与の決定について権限のある地位の従業
員との間の恋愛関係は禁止されています。潜在的
な問題に対処する最適なタイミングは、そういっ
た関係が始まる前です。いつも通り、あなたの行
為は本マニュアルとグローバル職場親交方針に従
う必要があります。
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チームを守る

職場の安全衛生
安全は、あらゆる施設において、及びグッドイヤーの全
従業員にとって価値があります。これは私たち全員が自
分の安全と自分の周りの他の人の安全について個人的に
責任を負う必要があることを意味します。グッドイヤー
には、安全についてのシンプルでわかりやすい目標があ
ります。この目標は以下に示す当社のグローバル安全イ
ニシアチブに反映されています：誰も怪我をしない。当
社の目標は、世界中のグッドイヤーの従業員と請負業者
全員が毎日怪我をしないで帰宅することです。

グッドイヤーは、適用される国、県、州、及び地方の安
全衛生と環境に関する要求を遵守して施設を運営するこ
とに尽力しています。経営陣は、グッドイヤーの設備
が、職場及びグッドイヤーが事業を行う地域社会におけ
る人々の生活の質を確実に向上させるように尽力しま
す。グッドイヤーの従業員は、自分自身、同僚、その他
の人の負傷のリスクを軽減するような文化に貢献する責
任があります。従業員は、生産量又はその他の結果を目
的として、自分自身を含む誰かの安全衛生を危険にさら
すことは一切してはなりません。職場の状態が、従業員
又は他者の安全衛生に不当な危険を及ぼしていることに
気付いた、又はそのように考える理由がある場合、従業
員は、作業を停止して、担当のマネージャーに報告する
必要があります。

薬物乱用
グッドイヤーは、アルコール、非合法薬物、処方薬の乱
用又は特定の合法薬物の影響のない、安全で生産的な職
場環境の提供に尽力しています。	

当社での勤務時間中、又は当社の施設において、上述の
物質の不適切な使用、販売、製造、購入、譲渡、又は所
持、あるいは上述の物質の影響下にあることは禁じられ
ています。

米国では、詳細は以下を参照してください。
・		アルコール及び非合法薬物方針

詳細や、自分の職場の諸方針については、あなたの地域
の人事担当者、又はあなたの業務を担当するグッドイヤ
ーの弁護士に相談してください。
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従業員のプライバシー 
グッドイヤーは全世界における事業活動を、適用される
プライバシーに関する法的要求を遵守し、個人のプライ
バシーを保護する方法で遂行することに専心していま
す。法的な、又は事業上の必要性から、グッドイヤーが
個人を特定可能な情報（PII）を取得、記録、加工、保
管、使用する場合は、その情報を適切かつ安全に取り扱
わなければなりません。	

すべての従業員には、PIIの慎重な取扱いと機密性を認識
し尊重する責任があります。PIIとは、特定された個人又
は特定可能な個人に関連した一切の情報をいいます。PII
には、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、オ
ンライン上の個人特定情報（例：クッキー、デバイス
ID、IPアドレス、又はRFIDタグなど）、位置情報、遺
伝情報、財務情報、個人番号（例：社会保障番号又は政
府の個人特定番号など）、クレジットカード情報が含ま
れます。

Q&A

Q: 新しい従業員福利厚生提供業者と契約中で、
グッドイヤーにサービスを提供するために従業員
のPIIをその業者に伝える必要があります。従業員
のPIIの第三者提供はどのように取り扱えばよいで
すか？
	 a)		業者に当社のデータ保護要件を伝えて、当社

のプライバシー方針へのリンクを送ります。
	 b)		あなたの業務又は職責を担当する弁護士と協

力して、そのサービス提供業者のPII保護能力
を評価し、適正な契約条項を契約書に盛り込
み、グッドイヤーのプラバシー方針及び適用
される法を、そのサービス提供業者が必ず遵
守するようにします。

	 c)		いかなる場合においても第三者への提供は許
容されません。

A:	正しい答えは（b）です。従業員の情報がかか
わるあらゆる契約には、当社のデータ保護の要求
に関する適切な文言を盛り込む必要があります。
あなたの業務又は職責を担当する弁護士に相談し
て、適正な契約条項を入手し、適用法を確実に遵
守してください。一般的な慣行として、提供する
データは提供されるサービスに必要な部分のみに
限定しなければなりません。さらに、グッドイヤ
ーは、その第三者が必ず十分にPIIを保護するよ
う、事前にデュー・デリジェンスを実施する必要
があります。
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グッドイヤーのグローバル・プライバシー方針、従業員
の個人情報保護方針及びオンラインプライバシー方針
は、グッドイヤーが事業運営の過程で収集、使用、保持
するPIIを保護する方法について説明しています。これら
の方針に記載の通り、グッドイヤーは業務上の適法な目
的のために必要なPIIの項目のみを収集して保持するよう
努め、このPIIをそのPIIが収集された目的又は収集後そ
のPIIで特定される個人によって認められた目的に適合す
る方法でのみ使用するように努めます。

欧州連合（「EU」）を含む多くの法域には、グッドイ
ヤーがPIIを収集し、加工することのできる方法を規定す
る特定の法律及び要求事項があります。従業員は、プラ
イバシーに関連する適用法やポリシーに精通し、従わな
ければなりません。特定のクラスのデータの保護に関し
ては、追加的な義務があります。例えば、HIPAAの要
求事項などの、特定の医療又は健康上の情報の保護に関
する米国の法律が存在します。同様に、EUの法律が「
要配慮個人データ」に特別な保護を適用しています。こ
のデータには、人種的又は種族的出身、性的指向、政治
的見解、宗教上の信条、労働組合の組合員であることを
明らかにするデータ、及び健康に関するデータ（遺伝情
報又は生体認証データなど）が含まれます。データの収
集やPIIの取扱いに必要な手続について疑問がある場合
は、あなたの業務又は職責を担当するグッドイヤーの弁
護士に連絡して支援を求めるか、電話番号1-330-796-
6635（GTN	446-6635）でコンプライアンス&倫理
担当副社長、電話番号1-330-796-7288（GTN	446-
7288）でコンプライアンス&倫理部門ディレクター、
又は地域のコンプアライアンス&倫理部門ディレクター
まで連絡してください。

詳細は、以下を参照してください：
・		グローバル・プライバシー方針

・		オンラインプライバシー方針

・		従業員の個人情報保護方針

・		HIPAAプライバシーに関する通知（米国）

・		ITリソース利用方針
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当社の事業と資産を守る

政府との事業及び規制による要
求事項の遵守
グッドイヤーが政府及び国営企業と取引をする際には特
別な規則が適用されます。グッドイヤーは、公的市場で
の取引に適用されるすべての法律に従うこと、及びこの
種の取引に課せられるすべての義務を果たすことに尽力
しています。

Q&A

Q:	私はカザフスタンで、政府のトラック用タイ
ヤの契約を獲得する支援をしてくれるコンサルタ
ントと一緒に働いています。そのコンサルタント
のコミッションは通常我々が払う金額よりいくら
か高く、彼は現金払いを要求しています。この取
引を進めてもよいでしょうか？

A:	まず、国際反贈収賄コンプライアンス運用ガ
イドで規定されているグッドイヤーの反贈収賄デ
ュー・デリジェンス・プロセスの一環として、そ
のコンサルタントを審査する必要があります。そ
して、高いコミッションと現金払いは、特に賄賂
と腐敗が当たり前の国では、潜在的な腐敗行為の
「レッド・フラッグ」です。あなたの業務又は職
責を担当するグッドイヤーの弁護士がレッド・フ
ラッグを検討して承認をしなければ、進めてはな
りません。あなたの業務又は職責を担当するグッ
ドイヤーの弁護士に連絡し、援助してもらってく
ださい。

反贈収賄
このセクションでは、反贈収賄方針の主要な規定を概説
します。		

米国の海外腐敗行為防止法（「FCPA」）は、以下の行
為を罪犯としています。	
・		取引の獲得・維持のため、又は不適切な優位性を
確保するために、現金若しくは有価物の全部もし
くは一部が、直接若しくは間接的に、米国以外の
公務員に供与を申し出られること、供与されるこ
と、又は供与が約束されることを知りながら、何
人かに現金また何らかの有価物の提供を申し出る
こと、提供すること、提供を約束すること、又は
提供を承認すること。	

・		グッドイヤーのような企業が、財務報告に対する
十分な内部統制をしていないこと。

・		上場企業の帳簿及び記録を故意に改ざんするこ
と。

注記

グッドイヤーの反贈収賄方針では、グッ
ドイヤーの従業員が、世界各国のあらゆ
る人物へ、又はあらゆる人物から、取引
の獲得・維持のために、又は不適切な優
位性の確保のため、直接又は間接的に、
不適切な支払又は有価物の提供の申出、
支払、支払の約束、支払の承認、受領又
は承諾をしてはならないと規定していま
す。当社は、不適切又は違法な支払、賄
賂、贈答品、リベート、キックバック、
その他類似の誘引を与えなければ得られ
ない取引機会は放棄します。
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Fこの方針において、「米国以外の公務員」という用語
は、以下を意味します。(a)	米国以外の政府、米国以外
の公立病院又は公的国際機関（国連、世界銀行、EU委
員会等）のあらゆる高官、職員又は代理人（軍と警察の
構成員が含まれる）、(b)	米国以外の	政党の役員又は米
国以外の政治任用職の候補者、又は	(c)	米国以外の国有
企業の従業員又は代理人。「国営企業」への該当性に疑
問がある場合は、反贈収賄コンプライアンス用語集を参
照してください。例えば、ブラジル、中国、フランス、
ケニア、インドなどのますます多くの法域及び国でも類
似の反贈収賄及び反腐敗法令が制定され、施行されてい
ます。

英国（UK）の贈収賄法にも、政府官吏の贈収賄に関す
る同様の禁止が定められています。このような禁止に加
えて、英国の贈収賄法では、商業的賄賂（政府官吏以
外の個人又は団体間の賄賂の授受）の提供を申し出るこ
と、提供すること、及び受け取ることを禁止していま
す。	

グッドイヤーの全従業員は、FCPA、英国贈収賄法、及
び他の国で制定されている類似の法律を含む、適用され
るすべての反贈収賄及び反腐敗法並びにグッドイヤーの
反贈収賄方針に従わなければなりません。

不適切な支払又は有価物には以下が含まれます。 
・		現金又は現金同等品（例：ギフトカード又は商品
券）

・		贈答品又はその他の有形の品

・		コミッション

・		リベート又は特別割引

・		キックバック

・		コンサルティング又は他のサービス料

・		特別割引

・		一定の接待

・		旅費

・		円滑化のための支払い

・		雇用又はインターンシップ

・		慈善寄付

グッドイヤーの取引の獲得若しくは維持のため、又は不
適切な優位性を確保するために、米国以外の公務員又は
他の何人かに支払い又は有価物のいずれか一部が提供さ
れることが認識された（また疑われた）場合。

Q&A 

Q: Yあなたは税関にいて、商品を出荷するため
に必要な手数料を支払うように求められました
が、税関職員は、あなたに対し現金で10％余分
に支払うように手数料を要求し、領収書の発行を
拒否しています。あなたはどうするべきでしょう
か？	
	 a)			その手数料を支払って、上乗せされた金額

については誰にも言わない。
	 b)			必要な手数料は通常の会社の資金から支払

うが、追加分の10％については小口現金か
ら支払う。

	 c)			その役人に領収書を発行してもらうため、
より多くの追加の支払を提案する。	

	 d)			支払を行わない。税関を出てあなたの業務
又は職責を担当する弁護士に連絡を取る。

A: 	正しい答えは（d）です。税関を出て、直ち
にあなたの業務又は職責を担当する弁護士に連絡
を取るべきです。その税関職員は円滑化のための
支払いを求めているのかもしれませんが、グッド
イヤーの方針では、円滑化のための支払いは禁じ
られています。

あなたの業務又は職責を担当するグッドイヤーの
弁護士は、その支払が容認できるものかどうか、
容認できない支払であった場合はどのように事を
進めるべきかを判断する手助けをしてくれます。
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第三者
代理人、販売業者、コンサルタント、アドバイザー（反
贈収賄コンプライアンス用語集参照）などの第三者もま
た、誰からであっても、誰に対してでも、世界中のどこ
であろうと、グッドイヤーのために取引を獲得・維持す
るために、又は不適切な優位性を確保するために、一切
の不適切な支払、又は有価物の提供の申出、支払、支払
の約束、支払の承認、受領又は承諾を行うことが禁じら
れています。	

グッドイヤーの従業員は、第三者がグッドイヤーのため
に活動する際に、反贈収賄方針、FCPAや現地の法律を
確実に遵守させることを要求されています。第三者を選
考及び確保する際、従業員は、グッドイヤーの国際反贈
収賄コンプライアンス運用ガイド（「運用ガイド」）に
従う必要があります。対象第三者として定義されている
特定の第三者は、グッドイヤーの反贈収賄デュー・デリ
ジェンス・プロセスを経てからでなければグッドイヤー
と取引を行うことはできません。このプロセスの詳細に
ついては、運用ガイドをご参照ください。

円滑化のたまえの支払い
「円滑化のための支払い」とは、通常、現地法に基づき
当社がすでに権利を与えられている一定の定型的で裁量
のない政府の行為（たとえば、ビザなどの政府文書の処
理、貨物の積み下ろし、警察による警護の提供、及び郵
便の集配など）の実行を確保する目的でなされる下位の
政府職員への支払のことです。英国贈収賄法及び多くの
国の法律では、このような「円滑化」のための支払は禁
じられています。

注記

グッドイヤーの反贈収賄方針の下では円滑化のた
めの支払いは許容されません。

恐喝又は強要
従業員に対し暴力又は危害が加えられる、差し迫った、
現実の脅迫に基づきなされた支払は、FCPA又は英国贈
収賄法の違反にはなりません。同様に、その支払が従業
員又は代理人の健康、自由又は安全	を守るために必要
な場合、グッドイヤーの方針は、暴力又は危害が加えら
れるとの現実の脅迫に基づきなされた支払を禁じていま
せん。このような状況では、支払額は100米ドル未満で
なければならず、支払について書面によりグッドイヤ
ー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーの法務部長	
（ゼネラル・カウンセル）へ48時間以内に開示しなけ
ればなりません。また、この支払は、グッドイヤーの会
計帳簿及び記録に適切に記録されなければなりません。
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政治献金
FCPAは、米国以外の政党若しくは政党幹部又は米国以
外の政治職の候補者に対して、取引の獲得又は維持のた
め、又は不適切な優位性を確保するために、有価物を供
与することを禁止しています。それに加えて、他の法律
も合衆国連邦及び他の州若しくは地方の公職候補者、政
党、又は政治委員会への献金を制限しています。「献
金」には、特に、従業員の業務時間を提供すること、又
は当社の施設や資源の使用を許可することも含む場合が
あります。特定のグッドイヤーの従業員にも制限が適用
される場合があります。	

グッドイヤーの方針では、米国又は米国以外の政党若し
くはその幹部職員又は政治委員会、又は米国又は米国以
外の、連邦、州、県、地方、その他の公職の候補者に対
して当社の資金から何らかの献金を行うには、事前に法
務部長（ゼネラル・カウンセル）の個別の承認が必要で
す。学校債や上下水道評価などの地方又は州の問題も含
む米国内の何らかの投票結果を支援するために当社の資
金から献金する場合も、事前に法務部長（ゼネラル・カ
ウンセル）の承認が必要です。

詳細は、以下を参照してください：
・		個人的政治活動方針

慈善寄付
従業員と第三者には、当社を代表して行う慈善寄付が、
善意による慈善事業に対してのみ行われ、慈善の目的に
使用され、その他に誤用されることがないことを確実に
することが要求されます。すべての慈善寄付は、グロー
バル勘定科目表及び世界的会計方針に記載されている通
り、適切な「慈善寄付」総勘定元帳コードに記録する必
要があります。

Q&A

Q:	私は大規模な工場拡張プロジェクトでプロジ
ェクトマネージャーを務めています。何度か遅延
があり、スケジュールに遅れが出ています。エネ
ルギー省の局長が、生産に間に合うよう電気を通
す許可を得るため、自分の妻が院長を務める病院
基金に多額の寄付をするよう求めています。その
病院基金は良い慈善事業なので、工場のマネージ
ャーはその寄付に反対していません。どうするべ
きでしょうか？	

A:	その病院が正当な慈善であるか否かに関係な
く、これはグッドイヤーがビジネス上の優位性を
獲得することと引き換えに寄付をする要求であ
り、FCPA及びグッドイヤーの反贈収賄方針によ
り禁じられています。法務部長（ゼネラル・カウ
ンセル）又はあなたの業務又は職責を担当する弁
護士に問い合わせて、詳細又は指示の説明を受け
てください。

慈善寄付が公務員により提案又は要求された場合は、法
務副部長（アソシエート・ゼネラル・カウンセル）によ
る事前の書面による承認が必要です。この承認文書は、
その慈善寄付の記録の一部として保管しておく必要があ
ります。それに加えて、提供される慈善寄付は、反贈収
賄方針の「慈善寄付」の見出しの下にリストされた基準
をすべて満たさなければなりません。

勤務地の国又は業務/職責に適用される方針又は法律に
関しては、あなたの業務を担当するグッドイヤーの弁護
士にお問い合わせください。



23

買収、合弁事業、パートナーシップ及びそ
の他の独自の取引又は投資
買収、合弁事業、パートナーシップ及びその他の独自の
取引又は投資には、そのような取引に合った特定のデュ
ー・デリジェンスと背景調査の手続が必要です。このよ
うな手続は、グッドイヤーの買収又は合弁事業向け反贈
収賄デュー・デリジェンス手続に概要が示されています
が、法務部長（ゼネラル・カウンセル）又は法務副部長
（アソシエート・ゼネラル・カウンセル）から情報を得
る必要があります。このような取引に関するデュー・デ
リジェンス及び背景調査を完了するには、多大な努力と
時間が必要です。そのため、早い段階で法務部が関与す
ることが極めて重要です。

米国以外の公務員に対する贈答、旅行、食
事、接待
贈答品
グッドイヤーの反贈収賄方針に基づき、米国以外の公務
員に贈られる贈答品は、反贈収賄方針の「米国以外の公
務員に対する贈答、旅行、食事、接待」の見出しの下で
リストされた基準をすべて満たす必要があります。この
ような贈答はすべて、適切な「贈答」総勘定元帳コード
を使用して当社の帳簿及び記録簿に記録されなければな
りません。

タイヤの進呈又は寄付
米国以外の政府機関又は部局にタイヤを進呈することに
は、宣伝価値があったり、又は他の理由で適切である場
合があるかもしれません。さらに、デモンストレーショ
ン又はテスト目的で公用車に取り付けるために、米国外
の政府部局にタイヤを寄付する（又は特別割引を提供す
る）ことが、適切であるかもしれません。このようなタ
イヤの進呈又は寄付には、すべて、グッドイヤーの役員
及び法務副部長（アソシエート・ゼネラル・カウンセ
ル）の承認が必要です。タイヤ（及びタイヤの特別割
引）は、米国以外の公務員の個人用自動車、又は彼らの
家族用の自動車に使用するために贈呈してはなりませ
ん。
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旅行及び派遣団訪問
何らかの不正な目的又は優遇の期待なく誠実に行われ、
善意の正当なビジネス目的に直接関係する限り（例え
ば、グッドイヤーの製造工場の検査を受け、当該工場か
らのタイヤの輸出に承認を得る。）である限りは、米国
以外の公務員に旅行を提供することが適切である又は法
的に義務づけられている場合があるかもしれません。こ
のような旅行はすべて、グローバル・コントラクト・ソ
リューション（「GCS」）を通じて電子的に送られる米
国以外の公務員に提供する旅行チェックリスト書式を使
用した、地域の社長又はその業務又は職責のために選任
された役員及び法務部長（ゼネラル・カウンセル）又は
法務副部長（アソシエート・ゼネラル・カウンセル）に
よる事前の承認が必要です。それに加えて、提供される
旅行は、反贈収賄方針の「米国以外の公務員に対する贈
答、旅行、食事、接待」の見出しの下でリストされた基
準をすべて満たさなければなりません。

食事及び接待
米国外の政府官吏に食事及び接待を供与することが適切
である場合があるかもしれません。ただし、そのような
食事又は接待が何らかの不正な目的又は優遇の期待なく
誠実に、反贈収賄方針の「米国以外の公務員に対する贈
答、旅行、食事、接待」の見出しの下でリストされてい
るすべての基準に従っていることを条件とします。

米国の公務員に対する贈答、旅行、食事、
接待	
米国国内の政府職員への贈答
米国の連邦、州及び地方の政府職員は、贈答品、食事及
び接待又はその他の利得を受け取ることを制限する、特
別な法令の適用対象です。従業員は、贈答及び祝儀に関
する連邦、州、及び地方の法令すべてを意識し、これら
を遵守しなければなりません。米国の政府職員への何ら
かの食事、旅行、宿泊又は接待には、法務部による事前
の書面による承認が必要です。	

上院及び下院の贈答及び旅行規則
米国の上院及び下院議員、並びにそのスタッフへの贈答
や旅行の禁止や制限に関する、上院現行規則及び下院規
則を含む、すべての適用法令のあらゆる側面を遵守する
ことが、グッドイヤーの方針です。連邦のロビーイスト
を雇用する組織の1つとして、グッドイヤーでは、議会
メンバー及び議会職員に何らかの贈答を供与すること
は、贈答禁止の例外に公正に適合しない限り、一切禁止
されています。各規則において、「贈答」とは、何らか
の祝儀、便宜、割引、接待、もてなし、貸付、猶予、及
び金銭的価値があるその他のものを意味し、物品、チケ
ットの購入、前払、あるいは、払戻しのいずれかにより
提供される役務、研修、運輸、宿泊と食事が含まれます

詳細は、以下を参照してください：
・		反贈収賄方針

・		国際反贈収賄コンプライアンス運用ガイド

・		反贈収賄方針対象第三者リスト

・		上院及び下院の贈答及び旅行規則

・		買収及び合弁事業のためのグッドイヤー反贈収賄
デュー・デリジェンス手続

・		米国以外の公務員に提供する旅行チェックリスト
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反マネーロンダリング
グッドイヤーは、全世界の適用される反マネーロンダリ
ング、腐敗防止及びテロリスト資金提供に関する法令を
完全に遵守することに尽力しています。また、当社は、
適切な手続を実施して、適用される報告の要求を遵守し
ています。この遵守を支援するために、グッドイヤー
は、正当な事業活動に従事し、正当な財源から得られる
資金を有する顧客とのみ取引を行います。

これらの法律を遵守しないと、当社は民事上又は刑事上
の制裁を科せられる可能性があり、また、当社の評判に
傷が付きます。

マネーロンダリングとは、従業員、第三者、犯罪者、テ
ロリスト、その他の者による不正行為又は非合法活動に
より得た金銭又は、為替、銀行小切手、トラベラーズチ
ェックなど他の支払手段を、正当な資金に見えるような
金銭や投資に交換したり、元の資金源を追跡不可能にし
たりする行為です。

マネーロンダリングにかかわる次のような行為に用心し
てください： 
・		複数の郵便為替、トラベラーズチェック、多額の
現金

・		完全な情報を提供することを躊躇する、虚偽の又
は疑わしい情報を提供する、英領バージン諸島
（BVI）、バヌアツ、ガーンジー管区又はセイシェ
ルなどの外国・海外統治領のタックスヘイブン地
域で法人格を取得している、若しくは報告若しく
は記録保持の要求を回避しようとしている顧客、
又はその他の第三者

・		異例に有利な支払条件、あるいは、取引に関係な
い国から、又は、このような国への、異例の資金
移動（便宜のための支払	p.	27を参照）

・		報告が必要な金額基準値を下回る額の複数回の取
引や便宜のための支払（便宜のための支払	p.	27を
参照）などにより、当社の要求事項を避けられる
よう取引を構成すること

このトピックに関する詳しいガイダンスは、適用される
現地の方針及び手続を参照するか、あなたの業務又は職
責を担当するグッドイヤーの弁護士にお問い合わせくだ
さい。

詳細は、以下を参照してください：
・		反マネーロンダリング

・		グッドイヤー米国輸出及び国外取引管理ウェブサ
イト
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便宜のための支払いの禁止
グッドイヤーは、支払が、それを獲得した事業体のみ
に、それを獲得した法域においてなされることを要求し
ます。例えば、グッドイヤーが取引をした組織とは異な
る個人（たとえ、その組織の所有者であっても）に、又
は組織がビジネスを行う国、法人格を取得した国又は商
品若しくはサービスが提供された国とは異なる国の銀行
口座には、決して支払を行ってはなりません。グッドイ
ヤーの方針では、改変された請求書の提供や、グッドイ
ヤーの帳簿に反映されない現金支払を行うなどの「便
宜」も禁止しています。

一部の組織は、ファクタリング又は適法な権利譲渡など
の正当なビジネス上の理由により、他国にある関連会社
又は第三者にグッドイヤーが支払を行うよう要求するか
もしれません。このような要求や他の通常とは異なる特
別な取扱いや例外的取扱いの要求については、このよう
な支払の取決めに同意する前に、あなたの業務又は職責
を担当するグッドイヤーの弁護士と検討してください。
グッドイヤーの業務記録保持要件に従い、その検討内容
を文書化して保持する必要があります。

注記

便宜のための支払は、不正行為、賄賂、
マネーロンダリング又はその他の疑わし
い行為の兆候である可能性があります。
他にも、何かが正しくないことを警告し
ている可能性がある不正行為の兆候が多
くあります。このような兆候は「レッ
ド・フラグ」と呼ばれることがありま
す。「レッド・フラグ」の一般的な例に
は、以下が含まれます。
・		詐欺、非行又は不審な行為の企業文
化又は前歴

・		過剰な手数料、コミッション、割引
又はボーナスが課される/課されるよ
う提案される

・		漠然と説明されたサービスのみが含
まれるコンサルティング契約

・		第三者が、契約している業種とは異
なる業種で活動している

・		第三者が、公務員と関係している、
又は公務員により推薦されている

・		第三者が、外国統治領で法人格を取得
したペーパーカンパニーに過ぎない

・		第三者がFCPA、他の適用される法
律又はグッドイヤーの方針に従うこ
とを書面により約束すること又は保
証することを拒否する

「レッド・フラグ」についての詳細は、
あなたの業務又は職責を担当するグッド
イヤーの弁護士又はコンプライアンス&
倫理部門までお問い合わせください。



当社の事業と資産を守る

28

グッドイヤーと従業員間の利益
相反
グッドイヤーは、全従業員の行動及び意思決定が、客観
的に、かつ当社の最善の利益のために行われることを期
待します。従業員は、グッドイヤーの最善の利益を唯一
の目的として業務を行うことを妨げると思われる、又は
実際に妨げる、個人的な又は外部のビジネス上の利益に
よる不当な影響を受けてはなりません。従業員は、グッ
ドイヤーの事業と関連がある外部の事業活動と直接的又
は間接的な利害関係又はつながりがあるいかなる状況に
も自分自身を置いてはなりません。同様に、従業員はい
かなるグッドイヤーの事業とも競業をしてはなりませ
ん。従業員は公正に当社に属する商機を自分のものとし
てはなりません。また、当社の財産、情報、又は身分
を、個人的利益のために使用してはなりません。

以下は、利益相反の例です： 
・		直接的に、又は家族若しくは他者を通して間接的
に、グッドイヤーの競合他社、顧客、サプライヤ
ー、代理店、請負業者若しくは下請業者である企
業に実質的な利益を所有し、若しくは保持してい
る、当該の企業と取引を行っている、当該の企業
で、取締役、従業員、コンサルタント、若しくは
販売業者として、いかなる立場であれ、サービス
を提供している、あるいは支払、サービス、融資
若しくは名目的価格を超えるその他のものを当該
の企業から直接又は間接的に受領している

・		グッドイヤーからビジネスを横流ししている、グ
ッドイヤーでの地位を利用して、他者と競争する
能力を阻止又は妨害している、当社の取引に関し
て、不適切な手数料、贈答品、キックバック、賄
賂、支払を受け取っている、あるいは他の方法で
利益を得ている

・		内部情報を譲渡又は売却している、又は内部情報
に基づいて行動し、グッドイヤーに提供された、
あるいはグッドイヤーが開拓した商機又は取引を
個人的に利用している

・		グッドイヤーの競合他社、サプライヤー、下請業
者、代理店、顧客又はグッドイヤーと取引関係が
ある若しくはグッドイヤーと競合している事業体
の取締役会の一員として働いている（慈善団体又
は非営利組織などの別の組織の取締役会の一員と
して働くことは、利益相反となる可能性があるた
め、上司と相談する必要があります）。
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Q&A

Q:	私の義理の兄弟は造園家であり、私が所属す
る工場での造園の契約への入札を希望していま
す。私はどうすべきでしょうか？

A:	工場でのあなたの地位によっては、利益相反
が存在する場合があります（例えば、あなたが工
場のマネージャー又は財務責任者である、購買部
で働いている、又は造園家の監督者である場合な
ど）。

利益相反の可能性に気付いたらすぐに、あなたの
業務又は職責を担当する弁護士に相談する必要が
あります。弁護士は、利益相反があるかどうかの
判断とその状況の文書化を支援します。さらに、
以下を行うようにしてください：
・		上司に情報を開示し、その状況を認識しても
らう

・		事業が与えられる前に、購買部の職員が状況
を認識していることを確認する

・		義理の兄弟が選ばれた場合に、造園家選択の
決定にあなたが影響力を持たず、造園家の保
持又は雇用についてのいかなる決定に対して
もあなたが将来影響力を持たないことを確実
にする

現実の利益相反及びその外観のいずれも避けるこ
とが重要です。

グッドイヤーとの潜在的な利益相反が判明した場合は、
即座に（実際に利益相反が生じる前が好ましい）、その
状況の事実関係を法務部長（ゼネラル・カウンセル）、
又はあなたの業務又は職責を担当するグッドイヤーの弁
護士に報告しなければなりません。グッドイヤーは、そ
れぞれの状況が異なる可能性があることを認識してお
り、それぞれのケースを十分かつ客観的に検討します。
違反は、相応の懲戒処分の対象になります（雇用の終了
及び手当の没収までの措置を含みます）。

詳細は、以下を参照してください：
・		利益相反に関する方針

・		取締役会及び執行役員の利益相反に関する方針

・		グローバル職場親交方針

・		インサイダー取引に関する方針
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Q&A

Q:	I私は商業販売担当者で、第三者が管理する退
職基金に加入しています。この基金は多くの会社
の株式を所有しており、その中には上得意先の１
社である上場会社のOEMが含まれています。この
加入は、利益相反に関する方針により禁止されま
すか？

A:	それだけにとどまるのであれば、グッドイヤ
ーの利益相反に関する方針において、利益相反は
生じません。もし、あなたがそのOEMの株式価格
に影響を及ぼす社内情報を知ることになれば、そ
の株式の取引は禁じられます。詳細については、
グッドイヤーのインサイダー取引に関する方針を
確認してください。	

さらに、あなたは、その上得意先に対する販売担
当者として、そのグッドイヤーの顧客の株式を積
極的に売買することはできません。	

同様に、購買担当の従業員は、取引先であるサプ
ライヤーの株式を売買してはなりません。

贈答/接待をすること、及び受
けること 
ビジネス上の程々の贈答や接待は、取引関係者の間で信
頼を築き、協力関係を強化するために、よく行われま
す。時折の食事、ささやかな会社の記念品、スポーツや
文化イベントに参加することは、状況によっては適切な
場合もあり得ます。贈答、食事、又は接待が適切かどう
かを判断するには、贈答の授受に関する方針を確認し、
適切に判断する必要があります。また、贈答、イベント
又は支出が適切であるかどうかに関して何らかの疑問が
ある場合は、上司又はあなたの業務又は職責を担当する
弁護士に相談する必要があります。

注記：

贈答及び接待（受け取ったもの、提供し
たもの、又は承認したもの）は、必要に
応じて贈答/接待開示書式に基づいて報告
する必要があります。
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Q&A

Q: サプライヤーが、私の航空券代、ホテル代、
又は会議の登録費用を支払うことは、彼らがすべ
ての出席者の費用を支払う場合には、容認されま
すか？私が会議で発表者となって、サプライヤー
がその見返りに私のすべての費用を提供する場合
はどうでしょうか？

A:	サプライヤーが、あなたの出席のためにあな
たの航空券代、ホテル代、又は会議の登録費用を
支払うことは、彼らが他の出席者の費用を支払う
場合であっても、適切ではありません。あなたが
会議で講演又は発表をする場合は、サプライヤー
が会議の登録費を支払うことはできます。ただ
し、それでも、あなたの航空券代、レンタカー
代、ホテル代などの旅費は、グッドイヤーが支払
うべきです。あなたが発表する会議が、例えば米
国弁護士協会、米国マーケティング協会などの独
立した（顧客又はサプライヤーではない）協会
や、教育機関や研究機関が後援若しくは主催をし
ている場合は、例外が容認される可能性がありま
す。ホテル代はその協会又は機関が負担すること
ができます。別の要求事項が適用される場合もあ
るため、会議で発表することに同意する前に、あ
なたの業務又は職責を担当する弁護士に確認して
ください。

贈答	
次の基準をすべて満たす場合、従業員は、サプライヤ
ー、顧客、又はその他の取引先、若しくは取引先候補に
贈答品を贈ったり、彼らから贈答品を受け取ったりする
ことができます。	
・		その贈答品の価値が100米ドルを下回ること。

	 		250米ドルを超えない範囲の、より高額な贈答日
は、直属の上司及びもう1レベル上の上司により
承認される場合があります。	

	 		250ドルを超える贈答には、地域の社長又は選任
された役員及び法務副部長（アソシエート・ゼネ
ラル・カウンセル）の承認が必要です。

・		その贈答品が現金又は商品券、ギフトカード若し
くはPayPal、Zelle、WeChat	Payなどのサイトを
通じた電子支払などの現金相当物でないこと（現
金又は現金相当物の贈答は完全に禁止されていま
す）。

・		贈答が慣習となており、受け取る人にとっても、
客観的観察者から見ても、豪華過ぎたり、不適切
であったり、不適当であったりしないこと。

・		贈答が、贈る側にも受け取る側にも義務感を押し
付けるものでないこと。	

・		贈答品が、贈る側と受け取る側の間で、何らかの
特別扱い又は優遇の原因とならないこと。	

・		贈答が、現地のグッドイヤー経営陣が定めた付加
的な特別の制限を遵守していること。

・		受け取った贈答が、適切な経費明細書により報告
され、グッドイヤーによる払戻しが可能であるこ
と。

・		贈答が、贈る側及び受け取る側の各社内方針のい
ずれにも違反しないこと。

注記：

23ページの米国以外の公務員に対する贈
答、旅行、食事、接待、25ページの米国
の公務員に対する贈答、旅行、食事、接
待のセクションを参照。
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注記：

公務員への贈答や接待は、グッドイヤー
の反贈収賄方針の該当条項にも適合しな
ければなりません。

一般的に許容される贈答品の例：
・		会社の名前やロゴが印刷された、ペンやコーヒー
マグカップ、衣服などの標準的な販売促進、広告
又は広報のための物品

・		フルーツバスケットや他の食べ物

・		花や植物

従業員は、顧客やサプライヤーに贈答を要求してはなら
ず、当社の方針に適合しない贈答は断るか返却するかし
なければなりません。拒否又は返却によって重要な取引
上の関係が損なわれそうな場合には、贈答品を直ちに地
域又は当該業務・職責を担当する法務副部長（アソシエ
ート・ゼネラル・カウンセル）に引き渡し、その取扱い
と最終処分を委ねてください。

接待
次の基準をすべて満たす場合、従業員は、サプライヤ
ー、顧客、又はその他の取引先若しくは取引先候補を時
折の食事や接待に招待したり、彼らからそれらを受けた
りすることができます。
・		接待が慣習となっており、受け取る人にとって
も、客観的観察者から見ても、豪華過ぎたり、不
適切であったり、不適当であったりしないこと。	

・		接待が、贈る側にも受け取る側にも、義務感を押
し付けるものでないこと。	

・		接待が、招待する側と受け取る側の間で、何らか
の特別扱い又は優遇の原因とならないこと。	

・		食事や接待を提供したり受けたりする顧客又はサ
プライヤーが、その場に同席すること。

・		その席がビジネスの話合いに適切な場に設けられ
ること。	

・		接待が、現地のグッドイヤー経営陣が定めた、付
加的な特別の制限を遵守していること。

・		提供した接待が、適切な経費明細書により報告さ
れ、グッドイヤーによる払戻しが可能であるこ
と。

・		接待が、招待する側又は受ける側の各社内方針の
いずれにも違反しないこと。

注記：

接待を行う、又は受ける立場にある場合
は、次の原則を心に留めておいてくださ
い：
・		あなたと接待提供者（又は受領者）が
同席しなければならない

・		接待の価値が妥当なものである	
・		接待はビジネスに適切な場で行われな
ければならない

・		接待は、不快であったり、性的サービ
スを伴ったり、又は、相互尊重への当
社の尽力に反するものであってはなら
ない
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Q&A

Q:	サプライヤーが、私や、他の業界大手をゴル
フコンペに招待しました。出席してもかまいませ
んか？

A: 適切なものであったとしても、サプライヤー
から接待を受けることが頻繁にあってはならない
こと、またそのサプライヤーが同席していなけれ
ばならないことを、心に留めておいてください。
そのサプライヤーが、そのイベントに関連した旅
費又は宿泊費を支払うことはできません。そのコ
ンペにおいて提供してもよい物品に関する贈答方
針の限度を忘れないでください。現在そのサプラ
イヤーとの間で契約交渉を進めている場合には、
参加することが適切かどうか、あなたの上司と話
し合うべきです。競合相手が出席する場合、又は
疑問がある場合は、招待を受け入れる前に、コン
プライアンス&倫理部門又はあなたの業務又は職
責を担当する弁護士に尋ねる必要があります。

容認される接待には次のものが含まれます：
・		業務打合せの前、最中、後の飲物

・		業務打合せの前、最中、後の、又は、その他ビジ
ネスに関連する食事

・		スポーツや文化イベントなどの活動に参加する、
頻繁でないビジネス関連の招待

この方針は、グッドイヤーのディーラー/販売業者の報
奨旅行や報奨プログラムを対象とすることは意図してい
ません。このような旅行やプログラムは、提供する前
に、あなたの業務又は職責を担当する当社の弁護士によ
る審査を受ける必要があります。

詳細は、以下を参照してください：
・		贈答の授受に関する方針

・		贈答及び接待トラッカー書式

・		反贈収賄方針

・		国際反贈収賄コンプライアンス運用ガイド

・		利益相反に関する方針
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サプライヤー、顧客、その他の
推奨
グッドイヤーは、一般に、使用する製品やサービスにつ
いて、又はそれらを製造し供給する人や会社についての
推奨を行いません。	

以下を行うには、知的財産法部門、グローバル広報部
門及び副社長兼購買部門担当役員の承認が必要です。(i)	
当社の社名、マーク、ロゴのいずれかが他社の広告や広
報に使用されることを承認する、(ii)	イベント、製品、
若しくはサービスを支援する何らかの推薦書を提供し、
若しくは供与する、又は	(iii)	グッドイヤーによる推薦書
又は推奨を要求する契約を締結する。	

同様に、あなたが個人的にサプライヤー若しくは顧客の
イベント、製品、又はサービスを推奨する場合、知的財
産法部門、グローバル広報部門及び副社長兼購買部門担
当役員からの事前承認がない限り、自らの職務上の肩書
又はグッドイヤーとの雇用関係を利用してはなりませ
ん。	

詳細は、以下を参照してください：
・		サプライヤー、顧客、その他の推奨方針

・		ソーシャルメディア/インターネットガイドライン
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会社リソースの使用
グッドイヤーは、その事業を遂行するために、従業員に
さまざまな資産及びアプリケーションを提供します（例
えば、ノートパソコン、モバイル機器、事務用品、ツー
ル、電話、コピー機、クレジットカード、自動車など）
。従業員は、業務遂行のために自分に提供されたこれら
の資産とリソースを、慎重に、効率的に、また適切に使
用する責任があり、誤用、損傷、盗難、又はその他の損
失からこれらを保護しなければなりません。	

以下の場合に、グッドイヤーの資産又はアプリケーショ
ンを限定的に個人利用できます：	
・		時折使用するだけの場合

・		名目的及び付随的な費用を超えない範囲である場
合

・		全ての適用される法、本マニュアル及び当社のそ
の他の諸方針を遵守する場合

外部ビジネスの遂行を目的としてグッドイヤーのリソー
スを使用してはなりません。	

グッドイヤーは、従業員の情報技術（「IT」）リソース
の使用に関して厳格なセキュリティ方針を採用してきま
した。方針の要求事項に従わなかった場合、当社のシス
テムが脆弱になり、業務遂行が妨げられる可能性があ
ります。グッドイヤーは、コンピューター、モバイル機
器、及び電子メールシステムを使って何らかの違法な又
は不適切な内容（例えば、性的、差別的、嫌がらせ、又
は虐待的なメッセージ）を受信、作成、又は誰かに送信
することを禁じています。ITリソースの適切な使用に関
して質問がある場合は、あなたの業務及び職責を担当す
るグッドイヤーの弁護士、アクロンの知的財産法部門、
あなたの部署のITチーム、又はアクロンにあるグッドイ
ヤーのグローバルITセキュリティ管理部までお問い合わ
せください（「itsupport_email@goodyear.com」ま
で電子メールを送信）。

詳細は、以下を参照してください：
・		ITリソース利用方針

・		ソーシャルメディア/インターネットガイドライン

・		利益相反に関する方針

Q&A

Q:	私は外部のスポーツ連盟を管理しています。
仕事で使用しているコンピューターでその連盟の
ウェブサイトを更新したいと考えており、その連
盟のスケジュールを作成してコピーする必要もあ
ります。これは問題になりますか？

A:	グッドイヤーは、従業員が、事務機器（例え
ば、コピー機、電話、コンピューター、モバイル
機器、電子メール、インターネットなど）を個人
的用途に使用する必要が時折あることを理解して
います。	

資産の適切な使用に関するグッドイヤーの方針で
は、以下のように述べられています：
・		資産の個人的使用は、限定的に許容されてい
ます。つまり、電話、コピー機、コンピュー
ター及び周辺機器を時折使用することは許容
されます。

・		使用方法にかかわらず、資産は、合法的かつ
倫理的な活動にのみ、また当社の方針を遵守
してのみ使用することができます。

リソースは、外部のビジネスを遂行するため、グ
ッドイヤーの事業と何らかの形で競争するため、
又は本マニュアルあるいはいずれかの方針の違反
となる活動に携わるためには使用できません。
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追加的なグローバルビジネス慣
行 

競争法及び反トラスト法
はじめに
グッドイヤーは、全世界の競争法及び反トラスト法や規
制へのコンプライアンスに尽力しています。「反トラス
ト法」又は「競争法」とは、ビジネス上の行為を規制す
る民事法及び刑事法を指します。これらの法律は、市場
における、活発で、自由な、そしてオープンな競争を推
進します。価格、販売条件、サプライヤー又は顧客との
取引、資産又はビジネスの売買、その他の多くの事柄に
関連する日常的な業務上の決定は、反トラスト法又は競
争法の下で、頻繁に非常に慎重を要する問題を提起しま
す。	

このような法律は、世界中で強力に実行されています。
違反に対する罰則は厳しいものとなる可能性があり、こ
れには、会社及び個人に対する巨額の制裁金、及び個人
の懲役刑を含む刑事罰などが含まれます。このような法
律に違反することは、個人の経歴を台無しにし、グッド
イヤーに重大な影響を与える可能性があります。したが
って、あなたの責任や職責に適用されるこれらの法律に
精通することが不可欠です。

Q&A

Q:	同業組合の会合における夕食の席で、当社の
競合会社数社の代表が、彼らの販売地域や彼らが
持つ異なるタイプの顧客に関して、議論を始めま
した。彼らの1人が、同席した各会社が各販売地
域内で異なるカテゴリーの顧客と取引をする可能
性を示唆しました。このような状況では、どうし
たらよかったのでしょうか？

A: この会話は、参加者が、顧客をカテゴリーに
応じて競合会社間で分割する方法を議論するもの
で、競争法に触れますので、禁止されています。
この状況では、このような行為には参加しないこ
とを明確にすることが必要です。そのテーブルの
全員にあなたが退出することを伝え、その場から
去ってください。直ちに、その状況をグッドイヤ
ーの法務部長（ゼネラル・カウンセル）、法務副
部長（アソシエート・ゼネラル・カウンセル）又
はあなたの業務又は職責を担当のグッドイヤーの
弁護士に報告してください。会合においてこのよ
うなことやこれに類似したことが起こりそうにな
った場合は、議事録にあなたの退出を記録するよ
う要請してください。
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禁止されている慣行及び罰則
本マニュアルのこのセクションでは、主要な競争法の「
チェックリスト」を示します。自分がこれらの法律がか
かわる問題に直面していると考えられる場合は、直ち
に、あなたの業務を担当するグッドイヤーの弁護士に助
力を求めるようにしてください。	

米国及びその他の法域では、公式・非公式を問わず、取
引を制限するような合意、契約、同盟、謀議を禁止して
います。この全般的な規制は、競合各社の行動や競合会
社間の関係を規制しています。当社のビジネスの数、複
雑さ、そして統合のため、従業員が、当社の現実の競合
相手が誰であるか認識することは非常に重要です。グッ
ドイヤーの競合相手は、他のタイヤメーカーや化学製品
メーカーだけではありません。多くの競合相手は明白で
すが、ある事業の顧客、販売業者又はサプライヤーが、
他の事業の競合相手である場合もあります。例えば、当
社のタイヤ製造事業の顧客は、当社の流通又は小売事業
の競合相手であるかもしれません。そのため、すべての
顧客、サプライヤー及び競合相手との取引において、法
や規制を慎重に守らなければなりません。同様の禁止事
項は、EU、オーストラリア、中国、日本、インド、ブ
ラジルなどの他の国や法域のほとんどすべての競争法の
基礎を形成しています。

以下の慣行は、米国や他の国及び法域の法において違法
とされており、したがって、グッドイヤーでは禁止され
ています：
・		価格調整、談合、あるいは競合相手と価格に関し
て、又は価格のシグナル効果や価格安定化など価
格に影響を与えることを意図して連絡を取り合う
ための、公式又は非公式な合意、契約又は謀議。	

	 		この禁止は、価格の要素又は価格の算定方式、掛
売条件、値引き、リベート、広告、保証、利幅、
コストなどの、価格や他の販売条件のすべての側
面に適用されます。	

	 		誰であれ、いずれかの競合相手との間で、価格表
その他の価格に関する情報、販売条件を情報交換
し、受領し、又は提供することは、本マニュアル
で規定されるグッドイヤーの方針、又はグッドイ
ヤーの他の方針に反します。

・		グッドイヤーの小売店舗が経営される市場におけ
るディーラーやフランチャイジーを含め、競合相
手と、顧客、サプライヤー、販売地域、製品を分
割又は配分するための、合意、契約又は謀議。	

・		生産や出荷を制約又は制限する合意又は謀議。

・		顧客への販売をボイコット又は拒絶する、サプラ
イヤーからの購買をボイコット又は拒絶する、又
は、他の競合相手に敵対してある競合相手と組む
ために、誰かと合意又は謀議をすること。

競合相手との議論の制限
時折、競合相手と接触することがあるかもしれません
が、この接触だけで、競争法上の懸念が生じる場合があ
ります。したがって、競合相手との接触は現実的な範囲
で制限すべきであり、どの競合相手とも、競争上の意義
をもつ情報に関して議論をしてはなりません。
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同業組合活動の危険性
多くの反トラスト法の執行が、同業者団体の会合の出席
者が公式セッションや会合と関連する交流活動の間に行
った行為によって開始されてきました。このような機微
性のため、同業組合に参加する際には常に注意してくだ
さい。
	
同業組合の会合に出席する予定がある場合：
1)		グッドイヤーがその団体の一員でなければなりま
せん。そうでなければ、あなたの業務又は職責を
担当するグッドイヤーの弁護士から特別な承認を
得る必要があります。

2)		競合会社が出席する場合は、グッドイヤーの弁護
士を同伴しなければなりません。そうでなけれ
ば、議題案をグッドイヤーの弁護士が審査してい
なければならず、かつ、あなたは競争法遵守の研
修を受講済みでなければなりません。

同業組合又は他の会合に出席し、競争面に関して機微に
わたる問題が話し合われていることを耳にしたときは、
すぐに会合から退出しなければなりません。議事録に、
退出したことを記録するように要請し、この出来事を、
あなたの業務又は職責を担当するグッドイヤーの弁護士
に直ちに報告しなければなりません。

競争法の下での顧客及びサプライヤーとの
関係
競争に関する法や規制は、顧客又はサプライヤーとの日
常のビジネス上の行動を規制しています。一定の独占的
な行動に関する米国の禁止に加え、米国の他の法律は、
競争に影響を与え得る場合には、顧客間での価格差別を
禁止しています。	

注記

法律及び執行方針は、国により大幅に異
なる可能性があり、変更される可能性も
あります。現在容認されていることが、
将来は問題となる可能性があります。例
えば、ある国の規制監督当局は、最近政
策を変更して、タイヤ製造業者とディー
ラーとの間の長年の報奨慣行について業
界全体にわたる調査を実施しました。こ
の調査の結果、グッドイヤーは200万ド
ルの罰金を支払い、その調査に関連した
多額の費用を負担しました。重要な考慮
事項：法律と規制に関する情報を常に入
手するよう心がけ、プログラムが必ず定
期的に法的見直しを受けるようにしてく
ださい。
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競争法上の問題を生じさせ、あなたの業務又は職責を担
当するグッドイヤーの弁護士の検討と助言を必要とする
慣行には、次のものが含まれます：	
・		再販売価格の下限及び上限	–	顧客に当社製品を
特定の価格で広告するように（印刷物又はオンラ
インで）、若しくは販売するように、又は特定の
価格を下回って若しくは上回って広告しないよう
に、若しくは販売しないことを強いること、ある
いは強いようとすること	

・		顧客又は販売業者を特定の販売地域又は市場に制
限しようとすること、又は、ある顧客の、自らの
販売地域へ他の顧客が参入することの阻止に手を
貸すこと

・		価格（直接又は間接に）、広告、その他のサービ
スを顧客間で差別すること

・		顧客がある製品を入手するために、他の製品の購
入を要求すること

・		顧客、販売者、又はサプライヤーに、専属性を要
求すること	

・		サプライヤーに供給契約を締結するための条件と
して、グッドイヤーから製品又はサービスを購入
するよう要求すること

・		販売業者又は小売店舗が製品を販売し、又は市場
に出す支援のため、リベート、報奨ギフト、若し
くは報奨を得られるポイント又はその他のプログ
ラムを提供すること

競争法上、このような関係は機微なものであるため、当
社顧客、サプライヤー、販売チャンネルに関連するグッ
ドイヤーの方針、プログラム及び慣行並びにこのような
方針の変更は、実施する前に、あなたの業務を担当する
グッドイヤーの弁護士の審査を受ける必要があります。

合併、買収、合弁事業の審査
競争法は、合併、買収、又は資産やビジネスの分割又は
処分、及び合弁事業や戦略提携の形成などの事業上の提
携も規制します。これらの取引のいずれかに関する議論
や交渉を始める前に、提案された取引が適用される法令
の下で容認されるか、届出が必要であるか、交渉、デュ
ー・デリジェンス、契約の各過程の段階の中で他の手順
や注意が必要かどうかを、あなたの業務又は職責を担当
するグッドイヤーの弁護士に相談し、意見を求めなけれ
ばなりません。

明確に記述し、誇張しないこと
競争法による調査又は訴訟においては、グッドイヤー
が、相手側又は政府宛てに、コンピューター又はモバイ
ル機器上の電子メール及び他の電子的に保管される文書
やデータを含む、当社の文書を提供するよう要求される
場合があります。誇張、強調、冗談、又は読み手の反応
を刺激することだけを意図した語句（「競争を支配す
る、破壊する、潰す、又は殺す」、など）が含まれる、
覚書、電子メール、テキスト、チャット又はその他のモ
バイル機器通信などの社内文書により、グッドイヤー及
びその従業員に損害が生じる可能性があります。したが
って、電子メールを含むコミュニケーションは、慎重で
正確なものでなくてはならず、自分の書いた内容やその
結果としての行為が、たとえ文脈が無視されたとしても
誤解されないようにする必要があります。定型的な電子
メールや他のコミュニケーションであっても、送信する
前に慎重に読み直し、記述したことがすべて適切で明確
であることを確認してください。詳細はp.	48の慎重な
コミュニケーションを参照してください。

詳細は、以下の方針を参照してください：
・		EUガイドライン：市場情報の収集及び利用並びに
価格行動

・		競争上の情報収集のためのガイダンス

・		TireHubでの業務に関するガイドライン
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輸出と輸入 
グッドイヤーのビジネスが地球規模で行われるという性
質から、当社は以下を含む国境を超える活動に関連した
幅広い法律と規制の対象となっています：		
・		製品の価格評価、登録、通関、関税に関する租税
及び税関に関する法令。

・		通貨管理法

・		米国の製品又は技術の輸出及び再輸出を規制し、
特定の国、団体、個人との貿易の禁止又は他の制
限を課す、米国の輸出及び国外取引の管理

・		海外腐敗行為防止法（「FCPA」）、英国贈収賄
法又はその他の国の反贈収賄若しくは腐敗防止法
（18	ページ以降の反贈収賄セクションを参照）。

・		米国が参加していない、国際的ボイコットへの参
加、協力、又は支援を禁止する規則	

・		マネーロンダリングを禁止する規則及び特定の取
引に関する報告要求に関連した規則

・		他国の複雑でしばしば矛盾する法律

注記

米国の輸出管理及び制裁は、以下を含む
多くの日常的状況に適用される場合があ
ります：
・		特定のグッドイヤーの施設における
ものを含む従業員の雇用又は任命

・		グッドイヤー施設へのグッドイヤー
又は第三者の訪問者

・		原材料の調達、銀行サービス、出荷
サービス、又は請負サービス	

・		軍用タイヤの開発	

・		他のグッドイヤー事業ユニットへの
データの転送

・		顧客若しくはサプライヤーへの支払
い又はこれらの者からの支払（返金
又はクレジットを含む）。

他の国又は地域にも輸出管理及び制裁の
プログラムがある場合がありますので、
留意してください。
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グッドイヤーは従業員ではないエージェントや代理店の
行動にも責任を負うため、輸出取引の取次ぎエージェン
トやセールスコンサルタントを使用するすべての手配
は、あなたの業務及び職責を担当するグッドイヤーの弁
護士から承認を得た書面による合意によって行わなけれ
ばなりません。また、このようなエージェント及び他の
対象第三者については、グッドイヤーの反贈収賄方針に
基づき、適切に適格性の審査を行う必要があります。グ
ッドイヤーは、すべての従業員、エージェント、代理店
に、適用されるすべての租税及び輸出入法規制を厳守さ
せることに尽力しています。特に、すべての輸入は、す
べてのインボイスと輸入申告書で正確に価格評価されな
ければならず、あらゆる案件において、税務署を含め、
すべての政府機関への提出書類は正確でなければなりま
せん。あなたの業務に適用される輸出入法に関するアド
バイスについては、あなたの業務又は職責を担当する弁
護士にお問い合わせください。

詳細は、以下を参照してください：
・		グッドイヤー米国輸出及び国外取引管理ウェブサ
イト

・		グッドイヤー施設訪問者用同意書

・		反贈収賄方針

・		国際反贈収賄コンプライアンス運用ガイド

Q&A

Q:	ジャンは年末の予算削減に直面しています。
費用の計上を遅らせるため、購入が来年に記録さ
れるように、ジャンはサプライヤーに1つの機器
の請求を2～3日遅らせる依頼をしました。サプ
ライヤーは支払を受け、ジャンの部署はその予算
に合わせることができます。これは適切でしょう
か？

A:	いいえ。費用は、関連の製品又はサービスを
受け取った同じ期に計上されなければなりませ
ん。取引に関　する情報を遅らせたり、意図的
に、不正確に、不完全に、又は紛らわしく記録し
てはなりません。

財務記録、開示、会計、内部統
制と監査
グッドイヤーは、責任あるビジネス上の決定を行うため
に、正確な情報と信頼性のある記録に依存しています。
これらの記録は、グッドイヤーの事業経営のため、株
主、顧客、従業員、サプライヤー、及びその他に対する
グッドイヤーの義務を評価し履行するため、そして、グ
ッドイヤーの財務報告の開示を含む、税務上及び財務上
の報告要求を遵守するための基盤となります。すべての
従業員は以下を行わなければなりません：
・		すべての台帳、記録、帳簿を、規制上及び法律上
の要求並びに一般に認められている会計原則に従
って維持する

・		グッドイヤーの会計基準や方針、及びグッドイヤ
ーの内部統制システムに従う

・		情報を迅速、正確、完全、正直に記録し、報告す
る

・		グッドイヤーが、米国証券取引委員会（「SEC」）	
、他の証券取引所又は他の政府機関に対して提出
する報告書及び文書において、及び、グッドイヤ
ーが行うすべての広報において、完全、公正、正
確、適時、かつ明確な情報を提供する

・		必ず、すべての財務上の記録及び関連の開示が、
確実に、取引や案件の真の性質を正確に描写して
いるようにする

・		いかなる目的であれ、当社に代わり、開示されな
い、又は記録されない資金、資産、又は負債を作
ってはならない

・		正確で真実であると信じることができる文書にの
み署名する
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会計上又は監査上の事項に疑いがある場合、又は不正を
感知した、あるいは不正の疑いがある場合、懸念のある
従業員は、副社長及び監査室長（General	Auditor）又
はグッドイヤー・インテグリティ・ホットラインのどち
らかに報告することができます。このような報告は匿名
でできます。

詳細は、以下を参照してください：	
・	企業の不正に関する方針

知的財産及び個人情報の保護

営業秘密及び機密情報の保護
グッドイヤーの営業秘密及びその他の機密情報や専有情
報によって、当社は業界において優位な立場に立つこと
ができます。グッドイヤーの機密及び専有情報が開示さ
れ他者に使用されると、グッドイヤーは財務上の損失又
は競争上の危機にさらされる可能性があります。機密及
び専有情報は、一般公衆に開示されていない情報です。
一般的な例としては、製法、ビジネス及び製造のプロセ
ス、並びに営業秘密に加え、財務情報、企業戦略、当社
の顧客やサプライヤーとの関係についての情報が含まれ
ます。自分の職務において、こうした種類の情報にアク
セスできる場合があり、無権限での開示からこれらの情
報を保護することはあなたの責任の一部です。

注記

当社の知的財産を保護するため、初めに
適切な法的文書を用意することなく、当
該知的財産が当社外で使用されたり共有
されたりすることを決して許可しないで
ください。

グッドイヤーの機密及び専有情報を保護するために、従
業員は以下を行わなければなりません：
・		会社の機密情報を保護するためのIT方針及びガイド
ラインに従うこと（例：強力なパスワードを使用
する、機微情報を暗号化する、「気を付けてくだ
さい」ウェブページに記載の通りサイバーセキュ
リティのベストプラクティスを採用するなど）

・		適切な秘密保持契約又は法務部の事前の承認なし
に、絶対に機密情報及び専有情報を他方当事者に
開示しないでください

・		エレベーター内や飛行機、レストランなどの公共
の場で機密情報又は専有情報の話は絶対にしない
でください

・		専有情報の送信には注意してください

・		適宜、なたの業務又は職責を担当する弁護士のア
ドバイスを受け、秘密保持契約を使用してくださ
い。
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「従業員の機密保持及び知的財産に関する合意書
（ACIPA）」又は入社時に署名した可能性のある類似の
合意書には、グッドイヤーの営業秘密に対するあなたの
義務に関しての、より詳細な内容が含まれており、また
法務部は、何が機密情報及び専有情報として扱われるべ
きかに関して質問があればいつでも相談にのることがで
きます。またあなたは、当社の取引先企業の営業秘密に
関しても、同様の責任を負う場合があります。営業秘密
を保護しないことは、ACIPA又は類似の合意及び現地法
の違反になる場合があります。

疑問がある場合は、上司、知的財産部門若しくは法務部
門又はあなたの業務又は職責を担当する弁護士に尋ねて
ください。

詳細は、以下を参照してください：
・		会社情報発表方針

・		機密保持	&	知的財産契約

・		グッドイヤー米国輸出及び国外取引管理ウェブサ
イト

・		競争上の情報収集のためのガイダンス

顧客、サプライヤー、その他の
取引先のプライバシーの保護
グッドイヤーは、個人のプライバシーを積極的に保護
し、適用される全てのプライバシー法を遵守しながら全
世界における事業活動を遂行することに尽力していま
す。法律上、又は事業上の必要性から、グッドイヤーが
個人を特定可能な情報を取得、記録、保管、使用する場
合は、情報を適切に取り扱わなければなりません。	

詳細は、以下を参照してください：
・		グローバル・プライバシー方針

・		従業員の個人情報保護方針

・		オンラインプライバシー方針

・		HIPAAプライバシーに関する通知（米国）

・		機密保持	&	知的財産契約
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企業名及びロゴの使用
当社の名称又はロゴ及びその他のマークは、当社の事業
遂行においてのみ使用することが可能であり、知的財産
法部門からの承認がない限り、いかなる目的であれその
他の目的で使用してはなりません。当社の方針では、ビ
ジネス上の理由であっても、あなたの業務又は職責を担
当するグッドイヤーの弁護士とアクロンの知的財産法部
門の双方からの個別の事前承認なしに、ロゴタイプのデ
ザインを作成し、及び使用することを禁じています。

詳細は、以下を参照してください：
・		サプライヤー、顧客、その他の推奨方針

慎重なコミュニケーション
全社員が、当社の業務遂行の過程で他者とコミュニケー
ションを取る際は、慎重かつ正確でなければなりませ
ん。不適切な情報やコメントが含まれる通信をうっかり
送信してしまいがちです。時間をかけて、すべての文書
や電子コミュニケーションを思慮深く準備し、それらを
徹底的に見直しましょう。

Q&A

Q: アナの部署は、顧客調査の一環として、個人
を特定可能な消費者の情報（「PII」）を大量に
収集しました。マーケティング部門で働いている
マシューは、的を絞ったマーケティングの電子メ
ールを作成できるように、アナに連絡を取ってこ
のPIIが含まれるファイルの提供を依頼しました。
アナはマシューにファイルを提供すべきでしょう
か？

A: いいえ。マシューには、このPIIを使用する業
務上の正当な理由があるように見えますが、顧客
調査に参加した各個人は、彼らの情報をマーケテ
ィング目的に使用することを、グッドイヤーに許
可する選択はしていないかもしれません。したが
って、アナはマシューにこの目的でPIIを提供して
はなりません。グッドイヤーのプライバシー方針
と多くの現地法の下では、マーケティングの電子
メールは、受け取ることを積極的に選択した顧客
にしか送信してはなりません。
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以下のガイドラインに従ってください：
・	明瞭、簡潔、正確にする

・		すべての通信においてプロ意識を維持する	

・		事実に忠実になる。大げさに言ったり、誇張した
りしない

・		広告、パッケージ、プロモーションで事実を誤っ
て伝えたり、誤解を招くような情報を提供したり
しないようにする。当社の製品に関する主張は、
事実でなければならず、また、十分立証されたも
のでなければならない

・		自分の専門分野にこだわる

・		当社、当社従業員、競合他社、顧客又はサプライ
ヤーに関して、脅迫的、皮肉的、又は屈辱的な通
信は決して作成しない

・		不適切又は非倫理的として誤解されるような言い
回しは避ける

・		最も適切な通信手段を選ぶ	–	機微な事柄は口頭で
伝えるのが最善である場合がある

・		その通信を受け取る必要のある同僚や他の人にの
み送信する

・		グッドイヤー又は他社の機密情報を開示しないよ
うに注意する

・		決して事業活動の適法性を推測したり、それに関
する意見を提供したりしない

・		個人的な通信に、自分の考え方や意見がグッドイ
ヤーのものであることを記述、示唆、暗示しない

ソーシャルメディア/インター
ネットへの投稿
グッドイヤーは、Facebook、LinkedIn、Yammer、	
Instagram、WeChat及びSkypeなどのさまざまなマル
チメディアやソーシャルネットワーキングサイト、プラ
ットフォーム、アプリケーション、フォーラム及びそ
の他のウェブサイト、TwitterやWeiboなどのブログ、
マイクロブログ、及びWikipediaなどのウィキを使っ
て、1対1、1対複数、又は1対多数のベースで、意見、
体験、写真及びその他の情報を即座に共有する多くの機
会がインターネットにより提供されていることを認識し
ています。	

世界中の従業員が、これらのコミュニケーションに本質
的に伴うリスクを認識し、ソーシャルメディアへの参加
に伴う責任を理解することが重要です。

・		常識的な判断をすること	–	直接本人に言えないよ
うなことをインターネットに投稿したり、電子メ
ールで伝えたり、ソーシャルメディアに投稿した
りしないでください

・		インターネット上には匿名性というものは存在し
ないことに留意してください

・		電子メッセージ（電子メール及びテキストメッセ
ージを含む）は永久的で転送可能な通信記録であ
ることを忘れないでください

グッドイヤーの全従業員、特にソーシャルメディアに参
加する従業員、オンラインでグッドイヤーの従業員であ
ることが特定可能な従業員は、当社のソーシャルメディ
ア/インターネットガイドラインで説明されているガイ
ドラインを読み、それに従う必要があります。また、グ
ッドイヤーの事業に関する何らかの情報を投稿する、又
は質問に答える前に、ソーシャルメディア/インターネ
ットガイドライン及び会社情報発表方針に従わなければ
ならないことを忘れないでください。
	
質問がある場合は、グローバルコミュニケーションズ、
あなたの業務又は職責を担当するグッドイヤーの弁護
士、コンプライアンス	&	倫理部門、又は人事部の担当
者に連絡してください。	

詳細は、以下を参照してください：
・		ソーシャルメディア/インターネットガイドライン

・		ITリソース利用方針

・		グローバル・プライバシー方針	

・		会社情報発表方針
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外部からの問い合わせへの対応
時折、さまざまな事項に関して外部からグッドイヤーに
問い合わせがあります。どのような質問あるいは調査で
あれ、又はどのような経緯の問い合わせであれ、社外か
らの問い合わせに対するすべての回答は、グローバル広
報部門、又はあなたの業務又は職責を担当する広報担当
者が取り扱わなければなりません。財務情報に関連する
問い合わせ、あるいは、法的な又は政府関係に関わる問
い合わせは、さらに追加の承認が必要になる可能性があ
るため、あなたの業務を担当するグッドイヤーの弁護士
に連絡してください。	

詳細は、以下を参照してください：
・		会社情報発表方針

・		ソーシャルメディア/インターネットガイドライン

「インサイダー」取引の回避
このセクションでは、インサイダー取引に関する方針の
主要な規定を概説します。インサイダー取引規制の詳
細、及び四半期ごとの株式取引禁止を課せられた人のリ
ストについては、「インサイダー取引に関する方針」の
完全版を参照してください。

グッドイヤーで働いている間、皆さんはグッドイヤーや
子会社、又は他の会社に関して公衆には知らされていな
い重要情報を得ることがあるかもしれません。この情報
を、自分の金融利得のために使用すること、又は他者の
金融利得のために他者に開示することは禁じられていま
す。例えば、もし、グッドイヤーの普通株式や他の証
券、又は他の会社の株式若しくは他の証券の価格に影響
することが合理的に期待できる何かをあなたが知った場
合、その情報が一般に開示されるまでは、そのような株
式や証券の売買や、その情報の他者への開示を行っては
なりません。

有効な開示の例には以下が含まれます：	
・		グッドイヤーが、SEC又はグッドイヤーの子会社
若しくは関連会社の証券が取引される可能性のあ
る他の証券取引所への届出により行った開示

・		ブレスリリースによる開示

・		一般公開されるコンファレンス・コール又はウェ
ブキャストによる開示	

風評は、たとえ正確であり、メディアに報告されたとし
ても、有効な開示とはなりません。インサイダー取引
は、米国や外国の法律、及びグッドイヤー方針の両方に
違反します。インサイダー取引の結果は厳しいもので、
民事上又は刑事上の制裁金、及び20年以下の懲役が含
まれます。インサイダー取引を当局が見破ることは比較
的簡単であり、SECはインサイダー取引事件を厳しく追
及しています。

重要な未公開情報を知っている場合、その重要情報の有
効な開示の日以後丸2日の立会日を経るまでは、グッド
イヤーの証券（又は他に影響を受ける会社の証券）にか
かわる売買に関与してはなりません。
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禁止される取引とは？
グッドイヤー証券の取引。従業員が、グッドイヤーの未
公開重要情報を知っている場合、その本人あるいは本人
と同居するすべての人は、以下を行ってはなりません：
・		グッドイヤー証券の売却、買入れ又は譲渡

・		他者にグッドイヤー証券の売却、買入れ又は保持
を助言すること

・		退職積立勘定又は金融機関の口座に保有している
証券を含めて、本人のため、あるいはその家族の
利益のため、他者に、グッドイヤー証券の買入
れ、売却又は譲渡をさせること

・		グッドイヤー証券の買入れ又は売却のための継続
注文又は指値注文の確定、変更又は取消し。何ら
かのストックオプションあるいは株式値上がり益
享受権を行使すること、及び、401（K）年金プラ
ンのグッドイヤー株式投資信託取引に関連する指
示を含みます

・		重要未公開情報を何らかの状況の下で誰か他の人
に開示すること。家族又は友人を含みますが（「
漏洩」とも言われます）、グッドイヤーにおける
地位又は関係によりその情報を知る必要がある人
は除きます

・		誰かのこのような行いを助長すること

注記

自分自身、家族、そして当社をインサイ
ダー取引違反から保護するために、取引
をする前に、次のような状況を確認して
ください：
・		その情報が公表されたときにその株
価に影響を与え得るような、グッド
イヤー又は他社に関する重要な情報
（肯定的なものでも否定的なもので
も）をあなたが持っている場合に
は、それを人に教えたり株取引をし
たりしてはなりません。

・		重要なグッドイヤーのニュースが内
部情報であるかどうか確信がない場
合には、それを人に教えたり株取引
をしたりしてはなりません。

・		グッドイヤーの四半期利益又は他の
重大な発表に関する事前情報を持っ
ている場合には、その情報を当社が
公式公表した後、立会日が丸2日経過
するまで、取引してはなりません。
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家族にインサイダー取引について知らせ
ることの重要性

従業員は、その家族の株式取引について
の責任を負います。家族の一員が秘密情
報を耳にした場合、その家族の一員はイ
ンサイダー取引法の目的においては「一
時的インサイダー」となります。インサ
イダー取引は、違反者に対する重い制裁
をもって厳しく規制されていますので、
家族と「インサイダー取引に関する方
針」について話し、家族が何らかのグッ
ドイヤーの証券を売買する前に、あなた
と話し合うように提案することをお勧め
します。

前述のインサイダー取引の禁止は、グッドイヤーの子会
社の証券、又は顧客やサプライヤーを含む他社の証券の
取引についても、グッドイヤーの従業員が彼らの重要未
公開情報を知っている場合には、同様に適用されます。	

グッドイヤーの従業員は、当社に関する重要未公開情報
を知っているかどうかにかかわらず、グッドイヤー証券
の空売り、グッドイヤー証券の価格下落を見込んだその
他の取引、又は一切のヘッジ取引に携わることを禁止さ
れています。グッドイヤーの従業員は、信用取引口座に
よりグッドイヤー証券を保有すること、又は証券担保貸
付のためグッドイヤー証券を担保に提供することも禁止
されています。

取引禁止期間
通常の四半期ごとの取引禁止期間。取引禁止期間は、グ
ッドイヤーの財務上の業績の公表に関連して、毎四半期
に発生します。四半期ごとの取引禁止期間は、各四半期
最終月の16日に始まり、財務上の業績が公表された日
の後、丸2日目の立会日の経過後に終了します。当社の
年度末又は四半期ごとの財務上の業績を受け取るか、財
務業績にアクセスができるすべての従業員は、四半期ご
との取引禁止期間中、グッドイヤー証券の取引を禁じら
れています。取引禁止期間にグッドイヤー証券を取引で
きない従業員の詳細なリストは、「インサイダー取引に
関する方針」を参照してください。

助言を得るための連絡窓口
自分が重要な未公開情報を知っているか否かということ
を含めて、インサイダー取引に関する方針又は何がイン
サイダー取引となるかに関する詳細又は指針について
は、グッドイヤーのアシスタント・セクレタリー及び上
級法律顧問、コンプライアンス	&	倫理部門、あなたの
業務又は職責を担当する弁護士にお問い合わせくださ
い。

詳細は、以下を参照してください：	
・	インサイダー取引に関する方針
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製品品質
グッドイヤーの評判は、当社が生産するすべての製品の
品質にかかっています。全製品の質の高さを維持するた
めに、私たちは適用される仕様と確立された手順に常に
従う必要があります。グッドイヤーの品質基準を遵守し
ていない製品又はプロセスがある場合は、上司に知らせ
てください。全従業員は、グッドイヤーの品質基準が、
当社が日々、どこで業務を行っていても、必ず業務を遂
行する方法の一部となるように自分の役割を果たさなけ
ればなりません。グッドイヤーはビジネスの卓越性を以
下によって達成します：
・		顧客の声に耳を傾ける

・		価値を提供する品質の高い製品を設計、製造する

・		プロセスを管理し、一貫した品質パフォーマンス
を確保する

・		サービスの卓越性を提供する

・		継続的な改善活動における、全従業員の創造的関
与を促進及び期待する

・		品質システムのパフォーマンスを適切に監査する

注記

当社の品質、安全又は環境に対する期待
に添わない従業員に気付いたら、又はそ
のような疑いを持った場合は、上司、あ
なたの業務又は職責を担当する弁護士、
インテグリティ・ホットラインに連絡し
てください。

環境の保護 
グッドイヤーの方針は、資材を、環境に責任を持てる方
法で製造し、取り扱い、処分することであり、当社は適
用されるすべての法令の厳守を要求しています。また、
グッドイヤーは天然資源の保全と廃棄物削減にも尽力
し、すべての従業員がこのような努力及び当社の他の持
続可能性への取り組みを支援することを期待します。	

詳細は、以下を参照してください：
・		環境安全衛生方針

・		グッドイヤーの企業責任ウェブサイト

・		サプライヤー行動規範

・		天然ゴム調達方針

グローバルな人権に関する方針
Gグッドイヤーのグローバルな人権に関する方針は、当
社の世界中の事業遂行に適用されるものであり、倫理的
及び社会的に責任のある行動に対する当社の取り組みの
一部です。	

当社の方針は、世界中での事業の遂行方法のガイドとし
ての役割を果たしています。「グローバルな人権に関す
る方針」で説明されているように、当社は以下の理念に
従います：
・		不法な嫌がらせや差別のない、包括的な職場を維
持する

・		雇用は任意であり、あらゆる形態の強制労働又は
人身売買が禁じられている

・		児童労働を含めた児童の搾取を容認しない

・		従業員には、自分が選んだ組織（労働組合など）
に参加する権利、又は参加しない権利がある

・		賃金及び労働時間を扱うすべての適用法及び規制
を遵守する

・		安全で保護された職場を提供する

グッドイヤーは、従業員や自らのサプライヤーに関し
て、当社と類似した基準を守る顧客及びサプライヤーと
の取引を求めています。

詳細は、以下を参照してください：
・	グローバルな人権に関する方針

・		サプライヤー行動規範

・		グッドイヤーの企業責任ウェブサイト

・		天然ゴム調達方針
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