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グローバル基準：
オリンパスがサードパーティに 

期待すること
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オリンパス株式会社は、子会社、事業グル
ープ、部門、事業体も含め、「Our Purpose」、

「Our Core Values」、「Our Behaviors」からな
る企業理念を盛り込んだオリンパスグローバ
ル行動規範を制定しています。

当社は、 サードパーティに対して、当社の価
値観を共有するために、自由で公正な競争
のルールに従うこと、また、国連グローバル・
コンパクトの10原則に沿って行動していただ
くことを期待しています。また、私たちはサー
ドパーティに対して、人権、労働条件、環境保
護、腐敗防止に関する国連ビジネスと人権に
関する指導原則（UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights）に沿って行動
することを期待しています。

このグローバル基準は、基本的な価値、原則、
行動基準に関してサードパーティのガイダン
スのために制定されたものであり、私たちは、
サードパーティがオリンパス グループに代わ
って関与する場合にも、これに従うことを期待
しています。私たちは、サードパーティをビジ
ネスパートナーであると考えており、私たちの
従業員に期待されるのと同様の高い水準の
誠実さを求めています。

オリンパスでは、  
「OUR PURPOSE /私

たちの存在意義」   
「OUR CORE VALUES / 

 私たちのコアバリュー」
「OUR BEHAVIORS/ 

私たちの行動様式」  
からなる 企業理念を掲 
げています。

サードパーティ

「第三者」（サードパーティ）とは、オリンパスと共に、
またはオリンパス グループの代わりに、商品やサー
ビスを提供する、または事業活動を行うという契約を
結んだ、または契約を予定している、オリンパス グル
ープが所有、管理、雇用していない、外部の企業、組
織、個人の全てを指します。
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質の高い製品と 
サービスの創造

製品の安全性、品質、セキュリティ
オリンパスは、高品質な製品とサービスの提供に努めて
います。オリンパスの品質管理プロセス及び手順は、国際
基準を満たしています。私たちは、高い顧客満足、患者の
皆さまの健康と安全、医療機器の安全性を実現するため
に、製品、サービス、プロセスを継続的に改善しています。

私たちが期待すること：
•   当社製品およびサービスの品質、安全性、有効性を保証する

ために必要な品質管理手順、工程、および規格に従う。

•   いかなる有害事象、潜在的な有害事象、または製品品質の苦
情についても、現地の規制が適用される品質保証部門などに
ただちに 報告を行う。
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安全で、互いを尊重 
する職場の提供

互いを尊重する行動
私たち個人同士、あるいはサードパーティや仕事で出会う人々との関係において、私たちは品格と相互尊重を最
も重視しています。私たちは、性別、年齢、国籍、民族性、肌の色、障がい、政治的見解、性的指向、宗教的信条、社
会的背景など、個人的な特徴や身体的属性による嫌がらせ行為や差別を容認しません。 

私たちが期待すること：
•   誰にでも礼節、尊厳と敬意をもって接する。 

•   適切な判断を行い、安全衛生関連の適用規制を遵守する。

•   労働力の多様性と包摂性を重視する。
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法令を遵守した、 
倫理的な業務の 
実施

贈収賄と汚職
私たちは公正かつ誠実な事業活動に努めます。直接またはサ
ードパーティを介した贈収賄と汚職を決して容認しません。

私たちが期待すること：
•   合法的に職務を遂行すべきであって、決してお客様を不適切に誘

導したり、仕事を獲得または維持する目的でいかなる賄賂、キック
バックその他の不正な支払いや利益を提供、承認、または付与し
ない。

•   誰かのビジネス上の決定に不適切な影響を与えようとして、贈り
物、食事、娯楽を提供しない。

•   デモ、評価、あるいはローナー品を提供する場合は、該当するすべ
ての要件と手続きに従い、資産を適切に管理する。

•   懸念がある場合は、遠慮なくインテグリティ・ライン (グローバル通
報窓口)にご連絡ください （www.olympus.ethicspoint.com）
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法令を遵守した、 
倫理的な業務の 
実施 

（続き）。

利益相反
自社の利益とオリンパスの利益との間で起こりうる
利益相反を開示してください。利益相反の可能性が
あることを明確に伝えることで、業務上の判断に実際
に影響が出たり、影響が出ていると見られることを未
然に防ぐことができます。

私たちが期待すること：
•   オリンパスと取引関係を結ぶ際に、既存、潜在、または認

知している利益相反が表面化したとき、あるいはそのよ
うな利益相反が発生した時は、開示する。

公正な競争とビジネスインテリジェンス
私たちの取引関係は、自由で公正な競争に基づいて
います。不公正なビジネス手法を用いず、競争法に
関する全ての法律を遵守するよう努めています。独
占禁止法や反トラスト法の違反は、会社にとって、ま
たは従業員にとっても高額な罰金や罰則につながる
恐れがあります。

私たちが期待すること：
•   機密情報を開示したり、価格、事業領域、売上高、販売ま

たは生産された製品の種類や販売量、生産量など、競合
他社と機密事項について議論しない。

•   価格に過度に影響を与えたり、価格を取り決めたり、市
場を分割することについて競合他社と話さない。  特定
のお客様とのビジネスを排除することは不適切であり、
提案しない。

•   競合他社が提案した価格設定やその他の販売条件につ
いて、潜在顧客に質問しない。 

•   公正に競争するものとし、入札または入札プロセスの改
ざんや操作に加担したり、そうしているように見える行
動を取らない。

国際貿易
私たちは、国際貿易を規定する輸出入法を遵守し、
貿易の制限措置においては積極的な役割を果たす
ことが求められています。これらは、複雑で技術的な
領域であり、国際貿易に関わっている場合は、オリン
パス担当者と密接に連携してください。

私たちが期待すること：
•   制限された製品を把握して、必要なすべての輸出入のラ

イセンスを取得する。

•   制限された当事者、国、または団体に輸出しない。

•   税関や規制機関に正確で事実に即した情報を提供す
る。

•   貿易管理法令を遵守する。
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法令を遵守した、 
倫理的な業務の 
実施 

（続き）。

財務報告の正確性と不正行為
オリンパスでは、あらゆるレベルで透明性を確保し、
不正行為の防止と検知に優先的に取り組んでいま
す。株主の皆さまからは、財務内容と企業業績を評
価するための偽りのない正確な情報の提示が求め
られています。

私たちが期待すること：
•   会計基準の適用法を遵守し、正確な会計および記録

を維持する。

•   適用される税法と規制を遵守する。

•   虚偽の報告や経費請求を一切行わない不正確な情
報を故意に記録したり、会計情報や財務諸表を操作
しない。

サードパーティ管理
ビジネスパートナーが法律や倫理に反する行為を
することで、オリンパスにも賠償責任が及んだり、
会社評価に影響が及ぶ可能性があります。そのた
め、サードパーティやビジネスパートナーとの協力
関係を模索する際には、事前に候補となる企業を
慎重に評価し、選定しています。また、契約している
企業や個人の活動がオリンパスのリスクになる可
能性がある場合、その契約を解除する権利を有し
ています。

私たちが期待すること：
•   資格要件を満たした請負業者、共同事業者（ビジネ 

スパートナー）、その他のサードパーティとのみ協力
する。

•   取引関係を始めたり、既存の関係を定期的に再評価
する前に、サードパーティおよび潜在的共同事業者を
スクリーニングする。

•   オリンパスと協業する場合は、これらのグローバル基
準を理解し、汚職、贈収賄、その他の違法または不適
切な活動に関連する当社の要件を遵守することを要
求する。
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個人情報の保護

個人情報保護
患者、医療従事者、ビジネスパートナー、従業員、消費者
に対するオリンパスの責任の根幹をなすのが、個人情
報の保護です。私たちは、人々のプライバシーの権利を
尊重しており、個人情報が不正または不法に開示された
り、誤用されないように努めています。また、私たちは、
個人の情報を収集、保管、使用、共有する際は、適用され
る情報の保護およびプライバシーに関する法律を遵守
することをサードパーティに求めます。

私たちが期待すること：
•    オリンパスの機器またはシステムに保存されている個人情

報にアクセスしたり利用したりすることが、オリンパスに提供
するサービス上必要であり、そのようなアクセスまたは利用
方法が情報収集された元の目的に沿っている場合を除き、
一切アクセスしたり利用したりしない。

•    作成あるいは保持しているオリンパス関連の情報を定期的
に見直し、不要になった個人情報を、合法的に破棄または処
分する。適用可能なすべてのデータおよびドキュメントの保
存要件を遵守する。

•    情報の保護に関するすべての法律や規制に従う。 

•    個人データに関するインシデントが発生した場合、直ちに
該当する情報の保護および情報セキュリティ担当部門に連
絡する。
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お客様や 
ビジネスパートナーを含む、 
ステークホルダーに対する 
誠実な行動

医療従事者との活動
医療およびライフサイエンス製品に関するオリンパスの
セールス、マーケティング、プロモーションでは、患者の
皆さまの利益を重視しなければなりません。医療従事者
は患者の皆さまのために最善の意思決定をする権利を
有しており、サードパーティがそのことを尊重することを
期待します。このような決定に不当に影響を与えようと
しないでください。

私たちが期待すること：
•   医療従事者に当社の製品の購入や使用を奨励または誘導

する目的で、価値のあるものを提供したり、または約束した
りしない。

•   医療従事者や医療機関にサービスを委託する場合、サービ
スの必要性が正当であり、その内容が文書化されているこ
とを必要条件とし、その対価は公正な市場価格に従うもの
とする。

•   オリンパス製品に関する、有用で正確で科学的証拠によっ
て支持された公正な情報のみを提供する。

オリンパス製品の販売促進
オリンパスは、患者やその他のステークホルダー、また
は広く一般市民の皆さまから、自社製品の情報を偽り
なく正確に提供する企業であると信頼されています。私
たちはサードパーティに対し、製品の販売促進を行う際
は、明確、公正で、分かりやすく、かつ規制要件を満たす
ことを期待します。

私たちが期待すること：
•    すべての製品情報を誠実に伝え、リスクや利点を明確に開

示し、安全情報を誤って説明したり、省略したりしない。

•    オリンパスが明確に承認した販促資料のみを使用する。

•     製品を宣伝する際には、現地の規制要件に従う。
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良き企業市民であること

環境
グローバルな環境保全は私たちの責任です。私たちは、皆
さまと共に廃棄物管理と天然資源の利用に責任を持って従
事します。

私たちが期待すること：
•   サードパーティが環境に配慮した取り組みを行い、環境への悪

影響を最小限に抑えること。

•   環境法規制に従う。

人権と公正な労働慣行
私たちは企業活動全般において、人権を尊重し、強制労
働、児童労働、違法な差別行為を禁じています。当社は、
この指針に従わないサプライヤーを採用しないように努
めています。

私たちが期待すること：
•   基本的人権を遵守し、支援し、労働法を尊重し、いかなる強制

労働や児童労働の形態も使用しない。

•   国連ビジネスと人権に関する指導原則に従って行動する。

•   人身売買や強制労働の兆候を察知し、いかなる人権侵害も
直ちに報告する。

•    社会の秩序と安全を脅かす反社会的勢力及び組織への協力
や加担は、直接間接を問わず、一切しない。
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的確な判断と相談
「グローバル基準」にある指針は、全てを網羅し
ているわけではありません。グローバル基準やそ
の他の規程をどのように適用すればよいか分か
らなくなったら、質問をしたり助言を求めたりし
てください。

不適切な行動の認識とその対応
オリンパスに対して透明性を確保し、間違いを犯
したり、他社の過ちを目撃したりした場合は、直
ちに助力を求めてください。
誰もが、違法行為を報告する義務があります。不
正と思われる行為が発覚した際、その懸念を提
起することは難しい場合もありますが、ぜひオリ
ンパスに懸念を報告してください。オリンパスの
担当者またはインテグリティ・ライン (グローバル
通報窓口)にご連絡ください。
私たちは、懸念を報告した人や、誠実に調査に協
力する個人への差別や報復を容認しません。仮
にその懸念に対して十分な証拠が見つからず、
正当性が確認できない場合も同様です。

問いかけと懸念の提起

?
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オリンパス インテグリティ・ライン 
(グローバル通報窓口)

オリンパス インテグリティ・ライン (グローバル通報窓口) www.olympus.ethicspoint.com は、独立した
会社が提供しているサービスです。24時間年中無休で、いつでも利用できます。すべての報告は機密情報
として取り扱われ、適切に調査されます。

「インテグリティ・ライン（グローバル通報窓口）」は全ての従業員、ビジネスパートナー、その他サード
パーティが利用できる窓口で、違反している恐れのある事案を報告することができます。電話やウェブ
サイトを介した「インテグリティ・ライン（グローバル通報窓口）」への問い合わせは、通報者を追跡でき
ない仕様になっています。勤務地の現地法が認める限りにおいて、匿名で報告することができます。 

www.olympus.ethicspoint.com


遠慮なく相談してください。：オリンパス インテグリティ・ライン (グローバル通報窓口)
WWW.OLYMPUS.ETHICSPOINT.COM

グローバル基準：私たちがサードパーティに期待すること（2021年2月25日付）。 

https://www.olympus.ethicspoint.com

