
当社の  
  行動規範



当社の 行動規範

いいえ /  
わからない

自分がとった行
動について、同僚
や友人、家族に胸
を張って説明でき

るだろうか？

ストップ！ガイダンスやアドバイスを求めましょう
上記の質問の答えが一つでも「いいえ」や「わからない」 

の場合にはそのまま進まないでください。 

答えを推測するよりは質問をしてみましょう。 
誰にガイダンスやアドバイスを求めるべきか、また懸念事項の相談方法に 

関する指針はp45(バックカバーの内側)を参照してください。.

いいえ /  
わからない

合法か？

いいえ /  
わからない

正しいと 
感じるか？

いいえ /  
わからない

また、それはデ
ィアジオの価
値観や行動規
範と一致して

いるだろうか？

当社の 目標
Celebrating life, every day, everywhere

当社の 価値観 当社の 行動規範
• 私たちは、我々のビジネスに関

心をもち、企業倫理・行動規範
において最高水準を保つことを
約束します 

• 私たちには社員がそれぞれ倫理
に基づく行動を取るとともに、当
社の職務があらゆる場所でいつ
でもすべての礎となる価値観や
行動様式を体現することが求め
られています

私たちは皆、どんなときも 
正しく行動できる

私たちは、ディアジオの価値観と目的に従って行動しながら、常識や判断に基づいて正
しい選択をおこなうことを期待されています。

当社の行動規範やポリシー、基準等にあなたが求めるガイダンスが見つからない時に
はまずは次の質問を自分に問いかけてみましょう。

自分の行動はディアジオの目標や価値観に沿っているのだろうか？

• 取引先や消費者のお客様 
に熱意を持って接する

• 常にベストを目指す

• 成功する自由を与える

• 自らの成果に誇りを持つ

• お互いの価値を認める

はい はい はい
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目次社員の皆さんへ

当社は世界一のパフォーマンスを挙げ、最も信頼され、敬尊さ
れる消費財企業となる ことを目指しています。 

この目標を達成するために、私たちはこの業界においてビジネスを
最高水準に管理し、他の企業が従うべき基準を設定する必要があり
ます。 

当社と関連をもつすべての人々からの信頼と敬意を得るためには、
倫理的なビジネスとはどういうものかという基準を高め、私たちが
生活し、働き、調達し、販売するすべての場所において最高の存在で
あることが不可欠です。原料から瓶詰めに至る、ビジネスのすべての
工程を適切な方法で行うことで、外部の期待と当社の基準を満たし、
ビジネスの持続的かつ責任ある成長を可能にします。

ディアジオのビジネス行動規範は、社員一人一人が当社のビジネス
の重要なアンバサダーとして、また、当社のブランドと世評を担う者 
としての責務を理解するのに役立つように制作したものです。当社 
の行動規範は、当社の事業活動の主要領域に関する情報源となり、 
私たちが社員として担うべき責任の概要を示します。 

皆さんに求められること
各社員は責任をもって世評を守り、最高水準の誠実さを体現してい
くことが期待されています。職務や肩書、勤務地にかかわらず、全社
員が常に当社の行動規範とポリシーに従うとともに、関係法令なら
びに職務に関連する業界基準を順守しなければなりません。 

ぜひ当社の行動規範を熟読し、上司のサポートも得ながら各自 
の責務を理解し、誰に助けを求めるべきなのかを理解してください。

ダイナミックで加速するこの世界では、皆さんが直面するすべての状
況をこの行動規範で取り上げているわけではありません。当社の行
動規範は日々の決断を下すための枠組みですが、各自の常識や適
切な判断力を用いて、それぞれの価値観や目標に沿って行動するこ
とも同様に重要です。私たちのすべての言動は、私たちの能力と人格
を示すものです。ですから、もし疑問や不安を感じることがあればガ
イダンスを求め、臆することなく声を上げてください。

当社のビジネスが今日、そして次の世代のために最高の状態である
ことを保証するために、皆様が一人一人、それぞれの役割を担ってい
ただければと思います。
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行動 
 規範ガイド

私たちの  
 責任

当社の行動規範は、我々の目標や価値観を体現することを目的としています。
また、すべての関係法令や規制、業界基準に沿った事業活動を行っていくため
に、全社および個人としてのコミットメントを提示することも目的としています。
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行動規範に探している内容が見つからない場合、フロントカバー内側の「正しい行動を取る」ガイドをご覧く
ださい。また、誰にヘルプやアドバイスを求めるべきかや、懸念事項を提起する方法に関する情報はバックカ
バー内側も併せてご覧ください。

当社の目標や価値観は、当社のビジネスの礎であり、私たちの在り方を決め、当社の
成功を支えるものであります。

更にそれぞれの現地の方針や法規制に従う必要があるかもしれないため、各自の
職務に関連する方針や法規制等を知っておくことは欠かせません。

当社のグローバルポリシーは、行動規範をサポートし、更に詳しい情報や指針を与え
るものとなります。勤務地にかかわらず、あなたの職務に関連するグローバルポリシ
ーに従う必要があります。当社のグローバルポリシーは我々の事業活動に全世界的
に適用すべき原則をまとめています。そしてそれは大半の社員に通常関連する領域
を広く網羅しています。

当社の行動規範は、当社の事業活動の主要領域に関する情報源となり、私たちが社
員として担うべき責任の概要を示します。 この後のセクションでは、社員の皆さんの
行動を決定する基本原則に関する指針を示しています。

当社のグ 
ローバル  
ポリシー

現地の方針  
および 
法規制

管理職の職務
行動規範および方針は、職務や肩書に関係なく全社員に適用されますが、特に管理職につく社員には
模範としての役割も求められています。管理職につく社員は、自分の部下であるチームの全員が自らに
求められていることを理解するための指導、研修、リソースをいつでも利用できるようにしておく必要が
あります。

社外ビジネスパートナー
我々は当社の価値観を理解し合えるパートナー企業とのビジネスを求めています。当社では、全てのビ
ジネスパートナーに対して、当社の行動規範に示されているような事業倫理を明確に実行していただく
ように強く働きかけています。また、ディアジオの代理として事業活動を行うすべての団体には、当社の
行動規範および方針に従った行動を取ることを求めています。 

ビジネスパートナーとの関係構築に責任をもつ社員は、各事業者が当社の基準に沿って事業を行って
いることを必ず確認してください。指針については、p42を参照してください。

社員一人一人が当社の価値や世評の責任を担う者として行動す
る必要があります

信頼される事業者であり、優れた職場としての企業の評判を守る責任は社員一人一人が担っています。

社員それぞれが倫理に基づき、当社での職務の礎となる価値観や行動様式を体現することが求められ
ています。具体的には、全社員が常にこの行動規範および当社の方針に従うとともに、関係法規制なら
びに業界基準を順守しなければなりません。それができない場合、ディアジオの世評に傷をつけたり、デ
ィアジオに経済的損失がもたらされたりすることにつながます。最悪の場合は解雇を含む懲戒処分の
対象となるのみならず、民事・刑事責任を問われることもあります。

当社の  
目標

と価値観

当社の 
行動規範 

当社の価値観を
体現し、正しいこ
とのために行動

を起こす

当社の行動規範 
や方針を知り、 

チームの部下に 
も周知する

チームの部下が正
しい行動を取れる
ように指導し、正し
い行動を評価する

社員に懸念事項の
共有を奨励し、相談

してきた 社員の話を
きちんと聞いて、 

サポートする

懸念事項を報
告したことに
対し、報復行

為が行われな
いようにする

行うべきこと:

当社の 行動規範 当社の 行動規範
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個人の 
         インテグリティ

責任ある飲酒

インサイダー取引

利益相反

ディアジオおよび社会の利益を 
 最優先にした行動で信頼を築く
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「Celebrate life every day,everywhere」は当社の目標であり、社員の皆さまや消
費者の皆さまには責任をもってお祝いをすることを推奨しています。DRINKiQ 
の取り組みを通じ、当社では責任ある飲酒の認識を高めるとともに、飲酒や
禁酒に関して責任ある選択ができるような情報を提供しています。また、ディア
ジオ商品のすべてのラベルに DRINKiQ.com を表示して周知を図り、当社の全
社員に対しDRINKiQ研修コースの受講を義務付けています。

責任ある 
 飲酒 

インサイダー  
 取引

9

昨日私のチームの数人が酒臭く出
勤し、重要なミーティングの準備が
全くできていませんでした。そのチー
ムの人は気分が悪くなったため途
中でミーティングを退席しなければ
ならず、私が介入する必要が生じま
した。こういうことが起こったのは初
めてではなく、何度も起こっており、
仕事の成果にも影響が出ています。
どうしたら良いでしょうか。

仕事の成果に影響を与えるような
飲酒をしてはいけません。このよう
な場合、個人だけではなくビジネス
にもマイナスの影響が出る可能性
があります。まず本人に飲酒問題の
自覚があるのであれば地域の労働
安全衛生チームなどに指導を求め
るようにアドバイスしてください。次
に、仕事の成果を管理する最善の方
法について人事部に指導やアドバイ
スを求めてください。

友だちの誕生祝いで夜に出かけた
後、車を運転して帰宅していました。
途中警察の検問に止められ、飲酒
運転の法定限度 を超えていたこと
が分かりました。誰に迷惑をかけた
わけでもなく、これは自分のプライ
ベートな時間で起こったことでもあ
り、仕事で運転する必要もありませ
ん。この件を報告する必要があるで
しょうか。 

この出来事がプライベートの時間
に起こったのは不幸中の幸いです
が、必ず上司に報告する必要があり
ます。それは当社の全社員には「責
任ある飲酒」の模範となる責任があ
るからです。DRINKiQ ウェブサイトに
は、飲酒および禁酒に関して知識に
基づいた選択ができるようサポート
する情報が掲載されています。

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

シニアエグゼクティブの秘書をし
ています。あまり詳しく読んだり
はしませんが、職務上数多くの機
密情報にアクセスすることができ
ます。ディアジオの持ち株の一部
を売却したいと思っているのです
が、同僚の一人から私が「内部情
報」にアクセスできる立場にある
ため、してはいけないことではな
いかと指摘を受けました。本当で
しょうか。 

通常一般に公開されておらず、 
株価や投資家に影響を及ぼす可
能性のある情報をもっている場合
には、内部情報をもっているとみ
なされる可能性があります。ただ
し、あらゆる機密情報が必ずしも
内部情報とみなされるとは限りま
せん。株式の売却の前に、会社の
事務局に相談してください。

自分の立場上内部情報を把握し
ているため、ディアジオの株式の
売買が制限される場合があるこ
とを自覚しています。しかし、家族
がディアジオの株を買いたいと言
っています。自分の仕事のことは
話していないので問題はないでし
ょうか。

こういった状況では十分に注意
し、ご家族に今まで話された情報
がいずれも内部情報とみなされる
ことがないと言いきれるようにす
る必要があります。まずはご家族
に株式の購入を待ってもらい、会
社の事務局に相談の上、許可され
ることと許可されないことについ
てのアドバイスを受けてください。

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

私たちはみな、責任ある飲酒のアンバサダーです

私たちは自らの行動に誇りをもちーディアジオ社内、社外の双方においてー飲
酒をする成人は責任を持って飲酒をする、という当社の企業文化を広めていま
す。社員全員がディアジオの世評を担い、節度ある行動を積極的に推進するア
ンバサダーとして行動する必要があります。

私たちは当社のブランドを責任もってマーケティングしていくと同時に、政府や社
会、個人、NGO（民間非営利団体）および他社との協力の下、過度の飲酒や飲酒
運転、未成年者の飲酒などといったアルコール濫用問題に取り組んでいます。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• バランスの取れたライフスタイルの一環としてお酒を楽しむ（飲酒する 
ことを選択した場合）

• 仕事の成果や判断に決して飲酒が影響を与えないようにする

• 各マーケットの法定飲酒年齢を守り、飲酒関連の規制に従う

• 飲酒関連の問題を抱えている場合には、自ら医師の診察を受ける

• 飲酒に関わる違反を犯したり、逮捕されたりした場合には必ず上司に 
報告する

Q & A Q & A
ディアジオで保有する情報から違法に利益を得てはいけません

多くの社員は職務上、ディアジオグループ企業の財務業績や今後の事業計画
を目にする機会があります。その中には「内部情報」に該当するものもありま
す。そういった「内部情報」をディアジオおよびディアジオグループ内の上場企
業の株式・証券取引に利用することは「インサイダー取引」とみなされ、イギリ
スやアメリカ合衆国をはじめとする多くの国で犯罪とされています。インサイダ
ー取引に関する規則を順守することは、社員各自の責任です。 

内部情報、もしくはアメリカ合衆国内の「非公開情報資料」は、一般に公開さ
れた場合、株価に大きな影響を与えたり、投資家による株式売買の判断を左
右したりする可能性のある未公開の情報です。株式の購入または売却、株式オ
プションの行使、株式制度への参加または離脱、または担保として株式を提供
することはすべて、内部情報を持つ者に禁止されている種類の取引でありま
す。インサイダー取引に関する規則は社員本人が内部情報に基づいた取引を
他者のために手配した場合にも適用されます。また、ディアジオ退職後にも適
用される場合があります。 

通常ディアジオがある社員を「ある一定の期間」、「インサイダー」であるとみな
す場合には、会社の事務局からの指示があります。ただし、インサイダー取引
に関与しないという最終的な責任は各個人にあります。 

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 不安がある場合には、ディアジオの株式を取引する前に会社の事務局
（Mosaicに詳細情報が掲載されています）に確認をしてください。

当社の 行動規範 当社の 行動規範
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利益  
 相反 

11

自分のチーム内に自分の甥にぴっ
たりだと思う空きポジションがあり
ます。ただ親戚である甥に勧めるこ
とには不安があります。どうしたら
良いでしょうか。 

甥御さんがそのポジションに適格で
あり、その部署にとってプラスになる
と思われる場合は、ぜひ採用責任
者または関連する人事担当者に相
談してください。ただし、採用プロセ
スに関与してはならず、直接・間接
的にかかわらず監督する立場であっ
てはなりません。

顧客の一人と個人的に仲良くなり、
プライベートでも会うようになりま
した。その人の娘さんの結婚披露宴
に家族で招待を受けたので、披露宴
に出席して、ご祝儀を渡したいと思
います。大丈夫でしょうか。もちろん
個人的に支払うつもりです。

仕事上の付き合いと個人的な付き
合いが重なることはよくあります。大
切なことは、その付き合いに利益相
反が起こらないようにすることです。
披露宴への出席やご祝儀を、ディア
ジオを代表する立場ではなく、個人
の立場で個人の出費のもとに行っ
ていることを明確にしてください。ま
た、そのことを上司に報告するとと
もに、記録に残しておきましょう。

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

ある事柄に利益相反の可能性があるかどうか懸念がある場合（特にご自身が
ラインマネージャーで、報告を受けた事柄が利益相反に該当する可能性がある
かどうか確信が持てない場合）は、常に承認前に確認作業を行い、現地のビジ
ネスインテグリティマネージャーやディアジオ社内弁護士、人事ビジネスパート
ナー等に相談してください。

私たちには常にディアジオの利益を再優先にした行動を取
る義務があります
それぞれの個人的な利益や家族の利益、経済的、政治的などさまざまな利益
が、会社への忠誠心やディアジオとしての正しい判断の妨げになる場合には、
利益相反となることがあります。ディアジオでは全社員に対し、会社との利益
相反が起こる可能性がある場合には慎重に考慮した上で正しい対処ができる
よう、できるだけ早急に包み隠さず報告することを求めています。多くの場合、
上司に打ち明けるだけで問題解決になりますが、複雑な状況の場合にはさら
に対処していく必要が生じます。

正しい行動を取る

自分自身やディアジオの評判を損なうことのないよう、利益相反が起こる 
可能性がある場合には次の行動を取ってください： 

• 利益相反が起こる可能性について、直ちに決められた手続きにより 
報告する

• 報告した内容、および合意された対処法についての記録を残す

• ディアジオでの就労中に起こり得る、利益相反をもたらす可能性のある新
たな状況や、報告済みの内容に変更を加える事態に常に注意し、これらが
発生した時には速やかに報告する。

利益相反とは...

利益相反はさまざまな状況で起こる可能性がありま
す。利益相反の例には次のようなものがあります。 

• ディアジオのビジネスに競合する可能性のある活
動に参加すること。つまり他社のビジネスに関わっ
たり、職務遂行能力に影響を与える可能性のあるデ
ィアジオ以外の会社との雇用関係を結ぶことなど。

• 直接・間接的にかかわらず、ディアジオとビジネスを
もつ企業、またはディアジオとの間に利害関係のあ
る企業と金銭的利害関係をもったり、そのような企
業で報酬を得て働いたりすること。

• 個人または家族の利益や友人関係が職務上の決
断に影響を及ぼしたり、その影響を疑われたりする
こと。家族や身近な関係にある人を雇用したり、部
下にしたりすることを含みます。

• 業者や顧客、競合他社、その他ディアジオとビジネ
ス関係にある企業から個人的な利益や金銭的利益
を受けること。

• 会社の所有物や情報、リソースなどを、ディアジオが
許可しない方法で個人または他者の利益のために
利用すること。

自分にも利益相反の可能性があるのでしょうか。

次の質問にひとつでも該当する場合は、必ず上司に利
益相反の可能性について相談してください。 

• ディアジオの顧客、サプライヤー、ジョイントベンチ
ャーまたは競合他社と自分の関係が会社への忠
誠を裏切っているように見えないだろうか？

• 今の状況がディアジオの最善の利益に基づいた判
断力を鈍らせることになっていないだろうか？

• 自分がこの状況に関わることによって、自分自身ま
たは身近な人が利益を得る立場にあるだろうか？

• 自分の判断がディアジオの最善の利益に沿わない
と疑われたり、みなされたりする可能性があるだ
ろうか？

• その活動に参加することが、自分の職務遂行能力
の妨げになるだろうか？

Q & A

当社の 行動規範 当社の 行動規範
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贈答 
 と接待
不適切な贈答品や接待の授受は禁じられています
贈答品や接待（G&E）の授受は、社外とのビジネス関係を構築し、良好な関係を生
み出す役割を果たします。ただし、何らかの義務感を生じさせたり、そういう印象を
与える可能性がある場合には、贈収賄とみなされるおそれがあるため、贈答品や接
待の授受を行わないでください （p16を参照してください)。

正しい行動を取る

贈答品や接待の授受を行う場合には、必ずディアジオのギフトアンドエンターティ
ンメントポリシー(G&E)を守ってください。 具体的には下記を含むキーポイントを
押さえてください。
• 「政府関係者」(定義については p17を参照してください)との間で、贈答品または

接待の授受やそのための支払いを行う前に必ずディアジオ社内弁護士の 
承認を得る必要があります。

• いかなる状況においても、現金や現金等価物を贈答品として授受することは 
禁じられています。

• 以下のような場合は必ず事前に上司の承認を得てください。
 › 会計年度1年間に、ある1個人または1団体との間で合計100ポンド*(または現 

地通貨相当額）以上の贈答品の授受を行う場合 
 › 頻度が多い接待、ビジネスとは関係がない接待、過剰もしくは不適切である 

とみなされる可能性のある接待を行う場合
 › 例外: 政府関係者以外から受けるもので、その贈答品または接待が合計 

で100ポンド*(または現地通貨相当)以下のG&Eの場合は、記録の必要や 
上司の承認は必要ありません。この金額は世界共通であり、機会ごとに、 
また、ある会計年度の事業体ごとの累計でも設定されています。この例外は、
政府関係者(当社のG&E規則に規定された用語の通り) から受けたG&Eには
適用されず、外部関係者に贈ったG&Eには適用されません。

• 社外の者と贈答品の授受があった場合には、すべて贈答および接待記録簿 
に正確かつ漏れなく記録してください

• 第三者である外部監査人との間の贈答、接待、おもてなしまたは恩恵を授受 
することは禁じられています （許容されるおもてなしは除く）。

*所属地域の方針が100ポンド以下の金額を定める場合もあります。

自社ブランドの広告・マーケティング活動は、常に責任をもって行わなければな
りません 

当社はディアジオのマーケティング・プロモーション活動が世界でもっとも優れ
た活動として認知されることを望んでおり、当社のブランドが何百万人もの成
人の皆さまに毎日楽しまれていることを誇りにしています。しかし、無責任な飲
酒が個人や社会の問題となっていることも認識しています。

ディアジオマーケティング規範 (DMC)およびディアジオデジタル規範(ならびに
添付のインフルエンサーおよびエンドーサー開示指針や必須のグローバルソー
シャルメディア指針)は、すべてのマーケティングおよび/またはデジタルマーケテ
ィング活動に適用され、必ず従うべきものであります。そして当社のマーケティ
ングは下記のような活動でなければならないと定めています。

• 必ず成人をターゲットとし、法が定めるアルコール購入年齢に達しない未成
年を対象としない

• 過剰な飲酒や無責任な飲酒を表現したり、煽ったりしない

• 当社のアルコール飲料ブランドについて、健康維持や治療効果、食事療法、
機能性食品、機能増強などの効果を暗示しない

• 社会的に認められたり、成功するために飲酒が必要であるという表現や暗
示をしない

• 現代社会に広く受け入れられている美味しさや品位の基準が反映されるよ
うにする。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• DMC をデジタルマーケティングを含むあらゆるマーケティングおよびプロ 
モーション活動に適用する 

• ディアジオの所属部署の指定に従い、あらゆるマーケティング活動に対す 
る承認プロセスに準拠する

• ディアジオの代理としてマーケティング、プロモーション活動を行う広告 
代理店やデジタルエージェンシー等の第三者機関がDMCを必ず認識し、 
適用することを確認するDMC

• 第三者が主催しているサイト上のアセットを含むすべてのデジタルマーケ 
ティングアセットが、ディアジオデジタル規範や関連データプライバシー手 
順（該当する場合、GDPRを含みます）に従い、プロキュアメントが承認した 
ディアジオのプラットフォーム上にセットアップされていることを確認する

マーケティング 
 とイノベーション

新商品のマーケティングキャンペー
ンを担当しています。プロモーション
の一部の要素が 10代の若者にアピ
ールする可能性があるのではない
かと心配しています。どうしたら良い
でしょうか。

 

その懸念について上司に相談し、 
DMC（ディアジオマーケティング規
範）承認者からのアドバイスを受け
てください。当社のマーケティングは
常に成人をターゲットとし、法定飲
酒年齢未満の未成年者からの注目
を主に集めるような形で設計され
たり制作されたりすることが決して
ないようにする責任があります。

他国のディアジオ社員から我々のあ
るマーケティング活動がDMCに準拠
していないとの苦情を受けました。
現地では苦情を受けておらず、すべ
ての活動はDMC担当者からの承認
を受けています。何らかの対処の必
要があるのでしょうか。

はい、上司と現地のマーケティング
ディレクター、DMCの関連事項専門
担当者に報告し、DMC違反がある
かどうかの判断を受けてください。
ローカルな法令はその地域によっ
て異なり、DMCの基準よりも厳しい
場合もあります。

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

先日お客様から50ポンド相当のフー
ドバスケットが届きました。この同じ
お客様からは今年の初めにも1本40
ポンド相当のワインが2本送られてき
ています。合計金額は100ポンド*を
超えているものの、フードバスケット
が送られてくることは事前に把握し
ていなかったため、受け取る前にラ
インマネージャーの承認を得ること
ができませんでした。どうしたら良い
でしょうか。 

直属のラインマネージャーに直ちに
連絡し、本会計年度中にこの顧客か
ら送られてきた品について説明する
必要があります。ラインマネージャー
は、受取可能品であると判断した場
合、書面にて受取りを認め、顧客に
贈答のお礼を行った後にG&E記録
簿に該当する贈答品を正確に記録
します。ラインマネージャーから承認
されなかった贈答品は、顧客に返却
する必要があります。腐敗しやすい
品であるという理由や、顧客との関
係に回復できない亀裂が生じるとい
う理由などにより返却できない場合
は、該当する品や申し出を、景品など
として市場で処分する必要がありま
す。この事実もG&E記録簿に記録し
ておく必要があります。 

ベイリーズ（Baileys）の販促イベント
を開催しています。イベントでは各参
加者に50ml入りの（ミニチュア）ボト
ルが渡されます。これらのサンプルを
贈答品としてG&E記録簿に記録する
必要はあるのでしょうか。 

ディアジオ製品のサンプルサイズの
ボトルは、販促のためだけに使用さ
れる場合、贈答品とはみなされませ
ん。そのため、この事実をG&E記録
簿に記録する必要はありません。し
かし、これらのサンプルボトルについ
てはいずれも広告および販促（A&P）
のための支出として会計処理し、無
料で頒布した商品として追跡できる
ようにしておく必要があります。

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

現金相当の贈答とは?
金額を問わず、ギフトカード
や商品券、金券といった現
金相当の贈答品とみなされ
るものをビジネスパートナ
ーから受け取ることはでき
ません。当社の方針により、
現金または現金等価物を贈
答品として授受することを
禁じています。

Q & A Q & A

後援や取引に関わるインセンティブも贈答と同じ
でしょうか。
贈答とはみなされません。贈答とは、返礼や見返りが期待さ
れないものを指します。当社では、後援や取引に関わるインセ
ンティブの提供は、予め合意した事業上の利益を交換条件と
する場合にのみに限定しています。
取引に関わるインセンティブおよび政府関係者が関与する後
援の場合は、ディアジオ社内弁護士の事前の承認が必要です。
詳しくはMosaic上の事前承認依頼フォーム内に掲載されてい
る、政府関係者に対する贈答、接待および後援に関するガイ
ダンスを参照してください。
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当社はどのような形であれ、贈収賄や汚職を容認しません

当社は、信頼と敬意を受ける事業者としての当社の世評を誇りにしています。
当社では直接・間接を問わず、どのような形であれ社員やディアジオの代理と
して事業活動をおこなうビジネスパートナーによる汚職を容認しません。また、
事業上の利益のために賄賂やその他の不正な利益の供与を提案したり、授受
したりすることはありません。この禁止事項は金銭価値に関わらず、あらゆる
形の賄賂に適用されるものであり、また現金に限ったものではありません。

私たちの行為が贈収賄行為とみなされることのないよう、特に贈答、おもてな
し、接待、経費、顧客旅費負担、取引に関わるインセンティブ、政治献金、慈善寄
付、ロビー活動、後援等の際には細心の注意を払う必要があります。また、ビジ
ネスパートナーや政府関係者との関係によって、当社が贈収賄もしくは汚職の
リスクにさらされることのないようにしてください。

すべての取引を会社の会計および財務記録に完全かつ正確に記録しておくこ
とが大切です。

贈収賄の申し出を受けた場合には必ず拒否し、直ちに所轄のディアジオ社内
弁護士またはSpeakUpを通じて報告してください。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 「心づけ」（所定の政府手続きの迅速化を図るために少額の金品を支払うこ
と）や、ディアジオの商業的利益を得ることを目的とした何らかの形での不 
適切な金品の授受といった賄賂の申し出、許可、受領などを一切行わない

• 常に贈答および接待に関する 規則や贈収賄および汚職の防止に関する 
グローバル方針を

• 遵守し、あらゆる会計・財務記録が漏れなく正確に記録されていること。 
それぞれの業務取引が行われた相手が明確であること、また未公表、 
未記録、あるいは記録があいまいな業務取引がないことを確認する

• 政府関係者またはビジネスパートナーへの現金の支払い要請は、 
その金額にかかわらず、所轄のディアジオ社内弁護士に照会する

• 個人的な利益のために、いずれかのビジネスパートナーに対し支払 
いを求めることはしない 

• ディアジオを代表して特定のビジネスパートナーと関係を築く前には、 
当社の「ビジネスパートナを知る」(KYBP)基準に従い、 そのビジネが贈 
収賄や汚職のリスクをもたらさないかどうかを確認する

• 詳しくは慈善活動(p38)、政府と政治団体 (p17)、ギフトアンドエンタテイ 
ンメント (p15) に関連する行動規範の各セクションを参照してください。

贈収賄 
 と汚職

私たちの製品が通関手続きを通過
するために、税関職員に少額の支
払いをしなければならないと言わ
れました。顧客から早急に発送して
ほしいという要請を受けており、心
づけを渡すことは私の国では違法
ではありません。どうしたら良いで
しょうか。 

ディアジオでは、公務員の職務を滞
りなく遂行するために金銭を渡すこ
とを禁じています。英国贈収賄防止
法では、要求が行われた場所にか
かわらず、「便宜」や「円滑な業務」の
ために金銭を渡すことを違法として
います。当社では法を順守し、そうい
った支払いが違法とならない国に
おいても金銭の支払いを固く禁止し
ています。法に触れることなく、製品
を確実に通関を通過させるための
代替策については、上司またはディ
アジオ社内弁護士の判断を仰いで
ください。

外国政府から必要な許可書を得る
ためには、コンサルタントを雇うの
が最善だと聞きました。あるコンサ
ルタントと面談したところ、報酬とし
て5万ドルを要求されました。当社
が許可を得るにあたって、コンサル
タントのその報酬の使途について考
える必要はありますでしょうか。

はい、当社の社員は、ディアジオの
代理として政府関係者とやり取りを
行う者と契約を交わす前に、適正な
精査を実施する責任を担っていま
す。コンサルタントを雇う前にディア
ジオ社内弁護士に相談して適正な
審査を行い、適切な条件で契約を
結ぶようにしてください。 

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

Q & A
政府や政治団体には事前の承認がない限り関与してはいけません
事業活動の一環として、ディアジオでは世界各国の政府関係者や政治組織のメ
ンバーと関わることがありますが、これらは必ず適正な形で関わらなければい
けません。 
社員はローカルのコーポレートリレーションズの責任者からの承認を得ることな
く、ロビー活動に関与したり、政府関係者や国会議員、政治家候補、その他の政
府職員や公益組織と連携してビジネスを行ったりすることは禁じられています。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• あなたのマーケットで適用される競争法、およびグローバルな独占禁止法 
をよく理解してください

• 政治活動の支持を目的として、ディアジオを代表して政治家や政党に金品 
を支払ったり、施設の無料貸与など物品やサービスを供与したりしないで 
ください

• 政府関係者に対して贈答や接待、後援等の申し出、供与、支払いを行う前 
にディアジオ社内弁護士の事前許可を必ず得る(p15 贈答と接待を参照 
してください)

• 職務上特定の政治団体とつながりができた場合には、利益相反を報告 
してください(p10 で利益相反を参照してください)

政府 
 政治団体 

寄付金
ディアジオの一般的な慣行は、政治
的な献金、寄付、または支出を行わ
ないことです（非常に限られた状況
を除き、グローバルコーポレートリレ
ーションズおよび法務部長から事前
承認を得て行う必要があります）。

ディアジオに有利な決定を下すよう
政府や政党に影響を与える目的で
寄付を行ってはなりません。政治団
体への寄付またはサービスは、透明
性があり、適用法に従って行われな
ければなりません。

個人的な政治的信条
ディアジオでは社員に個人として合
法的な政治活動に参加する権利を
認めています。ただし、そういった活
動を職場に持ち込んだり、ディアジ
オの資金やリソースを使用したりし
てはいけません。特にディアジオは
過激主義を扇動したり、文化の多様
性や機会均等に対する当社の取り
組みを弱体化させたりする活動と
は関係を持ちません。

取引相手からディアジオのビジネスの
便宜を図ることのできる知り合いの有
力な政治家と面会するように提案さ
れました。どうしたら良いでしょうか。 

所轄のマーケットのコーポレートリレ
ーションズ責任者に相談し、承認を受
けてください。承認を受けることなく
政治家に接触しないようにしてくださ
い。状況に応じて政治家に面会して報
告するようにと助言を受けたり、取引
相手の知り合いである政治家をコー
ポレートリレーションズ部に紹介し、 
対処してもらうように指示がある場 
合があります。

あるイベントに参加していたら、政治
家からディアジオのビジネスについて
話しかけられました。どうしたら良い
でしょうか。

そのイベントに政治家が出席する可
能性があることを事前に把握している
場合には、事前に所轄のコーポレート
リレーションズ責任者に相談し、合意
を得てください。偶然出会ってしまった
場合には正直に対応するようにしま
す。ただし、機密情報を漏らさないよう
にし、必要に応じてその政治家にコー
ポレートリレーションズ部を紹介す 
ることを申し出てください。

私のマーケットの所管政党がその創
立記念祝賀会を企画しており、コーポ
レートリレーションズ（CR）部に対し、
祝賀会の後援を依頼してきました。

 ディアジオ社内弁護士に連絡して、 
祝賀会の後援が政治献金とみなされ
るかどうかについての助言を受け、み
なされる場合には後援の実施が可能
かどうかについて助言を受けてくだ
さい。

詳しくは P43を参照してくださ
い。

Q & A
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不正 
 取引
私たちは責任を持ってブランドを偽造品から保護し、密輸な
どに関わらないようにすることが必要です
偽造品と模造品

当社製品の優れた味と品質に対する消費者の皆さまからの信頼を確保していく
ため、当社では日々努力を重ねています。偽造品や模造品は、消費者が正規のデ
ィアジオ製品と混同したり、間違って関連付けてしまうことで当社への信頼を損
なう可能性があります。

「模造品」もしくは「コピー商品」は、JOHNNIE WALKERの代わりにJOHNY 
WALTERという名称を使うなど、当社の正規品と類似した名称やロゴ、パッケー
ジ形状、商標、デザイン、色などを使用した製品を指します。偽造品とは、当社の
正規品とまったく外観が同じであるけど内容の品質が劣っていたり、有害な物
質を含むこともある偽物の商品のことです。多くの場合、当社の純正ボトルが単
純に補充されて使用されることもあります。

偽造品または模造品である疑いのある製品を見つけた場合には、ディアジオが
必要な措置を講じることのできるようすみやかに報告してください。措置として
は商標、著作権、特許、企業秘密、ドメイン名などを含む当社の知的財産を保護
するための法律の執行を含む場合もあります。

密輸

密輸品とは、適用される税を支払わずに輸入される商品を指します。当社の製
品は他の多くの消費財企業の製品と同様に、第三者によって市場に密輸される
ことがあります。密輸の管理や推奨、その他のいかなる方法でも密輸への関与
は許されません。

正しい行動を取る

• 偽造品や模造品、もしくは何らかの製品侵害の疑いのある製品を見つけた
場合には、Mosaicの「Spot and Stop」から、もしくは直接所轄のディアジオ社
内弁護士やブランド保証担当者に報告してください 

• 密輸の管理や推奨、その他のいかなる方法でも絶対に密輸に関わらないで
ください。 懸念がある場合はただちに所轄のディアジオ社内弁護士に報告
してください。

私の顧客の 1 人が、多くの小さな
小売店が規制されていないソース
から私たちのブランドを購入して
いて、その一部が偽造品である可
能性があると聞いたと言っていま
した。どうしたら良いでしょうか。

ブランドやアウトレットの詳細な
ど、顧客からできるだけ多くの情
報とインテリジェンスを要求し、 
ディアジオが調査のために適切な
当局と連携してそれらを使用する
ことを説明します。収集したすべ
ての情報を地域のブランド保護担
当者およびDiageoの社内弁護士
に転送するか、Mosaicの「Spot and 
Stop」を通じて転送してください。

最近数人の友人がバーで当社の
製品を飲んだのですが、2人とも
味が何だかおかしかったと言って
いました。報告すべきでしょうか。

はい、必ず「Spot and Stop’」また
は、現地のブランド保証担当者ま
たはディアジオ社内弁護士に報告
してください。これによりさらに調
査が勧められます。当社製品は様
々な形で侵害される可能性があ
り、製品が改ざんされたり、偽造品
である可能性も考えられます。

詳しくは P43を参照してく
ださい。

Q & A

当社の行動規範における政府関係者（GO）とは？

• 政府の全ての部門に属するあらゆる階級の役員
および職員。これには軍や警察も含まれます。

• 慈善事業や、国営のアルコール販売店およびメデ
ィアなどを含む、政府所有もしくは政府統括の事
業に属する役員および職員

• 大使館職員を含む、公的国際機関（国際連合な
ど）の役員および職員

• 上記のいずれかの公的な立場で、またはその代
理として行動する個人

• 政党の役員および職員、ならびに公職の候補者

• 王族、皇族

• 現地法の下で「政府関係者」に分類されている
個人

• いわゆるPolitically Exposed Persons（PEP; 政治的
に影響力のある人物）、すなわち現職および前職
の政府高官、その家族（配偶者、パートナー、子供
とその配偶者もしくはパートナー、または両親）、
またはそのPEPと社会的もしくは職業的に密接な
関係にあることが知られている者。

当社の 行動規範18 19当社の 行動規範
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世界中での自由公正な競争を保護し、促進することを目的として
定められたすべての法律を順守する必要があります
誰もが成功する自由を求めています。しかし、その成功は必ず法の下で、当社
の目標と価値観に見合った形で達成されなければなりません。多くの国におい
ては、競合他社、顧客、流通業者、その他の第三者機関との取引を規制する競
争法もしくは独占禁止法が定められています。競争法は現地マーケット以外で
おこわれる業務も対象としている場合があります。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 各マーケットに適用される競争法について よく理解し、疑問がある場合は、 
ディアジオの社内弁護士に助言を求めてください。

してはいけないこと:

• 競合他社と下記について合意や協議をすること ：価格もしくはその他の条
件の設定; 生産制限; 地域、製品、顧客の配分; 顧客もしくは業者との取引
の拒否について

• 競合他社と企業秘密情報について 話し合うこと （例: 価格設定、コスト、マ
ージン、取引条件、マーケティングプラン、新製品の発売など）

• 業界団体を利用して、顧客もしくはプロモーションなどの商業的問題に対
する共通アプローチを話しあったり、合意したりすること

上記のようなことが生じた場に居合わせた場合には、その場を離れるか、その
会話を中止し、直ちにディアジオ社内弁護士に報告してください。

競争

同僚に以前競合他社で働いていた
人がいます。彼女は元勤務先の来年
度の価格戦略を今でも個人のパソ
コンに入れているらしく、私に見た
いかと持ちかけてきました。どうした
ら良いでしょうか。 

競合他社の価格設定に関する情報
を議論したり受け取ったりしてはい
けないこと、またその情報をディア
ジオ社内の人に公開してはならな
いことを説明してください。必要に
応じてその同僚、上司、もしくはディ
アジオ社内弁護士と三者面談を設
定し今後の方針について話し合って
ください。

新商品の発売について小売店の担
当者と会議をしている途中、その担
当者が自分のパソコンに入っている
全競合他社の今後1年間に計画し
ているプロモーションの詳細情報の
ファイルを見せてくれました。どうし
たら良いでしょうか。

その担当者に自分は競合他社の企
業秘密情報にアクセスしてはならな
いことを伝え、ファイルを閉じてもら
ってください。その後直ちにディアジ
オ社内弁護士に報告してください。
その際自分が見た内容はメモせず、
ディアジオ社内の者にその内容を漏
らさないことを順守してください。

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

競合他社への対応
競合に関する情報を収集する際には常に「デ
ィアジオ競合を知るガイドライン」に従ってく
ださい。

競合他社に企業秘密情報の提供を求めたり、
情報を受け取ったりすることは許されません。

また、顧客や第三者機関に競合他社の企業秘
密情報の提供を求めたり、情報を受け取った
りすることも禁じられています。 

ただし、価格交渉の最中に顧客が自発的に競
合他社の価格設定を比較した場合（たとえば、

「Absolutの1ケースあたりの価格はSmirnoffよ
りも10ドル安い」など）、その情報の利用や保
持は許可されています。

顧客への対応
ある顧客との取引条件を別の顧客と協議し 
てはいけません。また、顧客を利用して競合他
社に企業秘密情報を渡してはいけません。

多くの国では再販価格の合意や最低価格の設
定、参考小売価格に従うように顧客にインセ
ンティブを与える行為は違法とされています。 

また、業者が競合製品の排除や顧客の再販を
制限するような制約を課することも、多くの国
で制限されています。

自分のマーケットに適用される規則を知り、 
うっかり違反してしまうことがないよう注意 
してください。�

Q & A
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制裁

当社ではマネーロンダリングや脱税のリスクを軽減するために責
任をもって行動しています
マネーロンダリングとは、犯罪により得た利益を変換して、合法的な資金源から
の資金に見せかけるためのプロセスです。

脱税とは、意図的に税金を納付しない違法行為です。脱税の促進とは、個人ま
たは法人による脱税を助ける第三者の行為です。

ディアジオを保護し、第三者によるマネー ロンダリングや脱税の促進に利用さ
れないようにするために、疑わしい可能性のある取引や要求、第三者による違
法行為に警戒する必要があります。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 汚職防止に関するグローバルポリシー、およびビジネスパートナーを知る 
(KYBP)スタンダードにより詳しく定められた「顧客を知る」(KYC)および「ビジ
ネスパートナーを知る」(KYBP)プロセスに従う

• 顧客またはベンダーの情報や状況、プロファイルの変更に注意し、所轄 
のファイナンスチームに通知する

• 必要な制裁チェックを実施した顧客に限定してビジネス取引を行う（詳しく
はp23の「制裁」を参照してください）

• 顧客またはベンダーがマネーロンダリングまたは脱税に関与している可能
性がある場合にはただちにディアジオ社内弁護士に報告する

マネーロンダリングと 
 脱税

ある顧客から、現金と小切手を組み
合わせて複数の口座から支払って
もよいかと聞かれました。承諾して
も良いでしょうか。 

これは十分に注意する必要があり
ます。これは疑わしい方法であり、 
マネーロンダリングである可能性も
あります。ディアジオでは第三者機
関からの小切手を受け取ることを
認めていません。顧客へ回答する前
に、ディアジオ社内弁護士のアドバ
イスを受けてください。

取引のある流通業者がマネーロン
ダリングで有罪判決を受けたとの
連絡を受けました。どうしたら良い
でしょうか。

直ちにディアジオ社内弁護士に連絡
し、その流通業者からの受注を中止
してください。ディアジオではマネー
ロンダリングで有罪判決を受けた
個人や組織には販売しません。 

ある流通業者から、A&P投資のため
の支払いを契約の流通対象地域外
にある銀行口座で受けることができ
るか聞かれれました。これを認めて
もよいでしょうか。

いいえ。これは疑わしい問い合わせ
であるため、直ちに所轄のディアジ
オ社内弁護士に報告して、この顧客
と商取引関係を継続すべきかどう
か、継続すべき場合にはどのような
方法で継続すべきかについて判断
するのに必要なあらゆる情報を提
供しなければなりません。

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

新規流通業者を獲得できそうなの
ですが、その会社は近隣の経済制
裁対象国で当社のビジネスとは
無関係な事業利益を得ているよう
です。どうしたら良いでしょうか。

流通業者が KYC / KYBP プロセス
を通じて制裁審査を受けている
ことを確認し、Diageo の社内弁護
士や SCO に直ちに連絡して、対処
方法についてアドバイスを受けて
ください。

顧客の1社が制裁リストに表示さ
れている場合、どうしたら良いで
しょうか。

制裁スクリーニング ツールにより
既存の顧客の 1 人が 制裁リストに
載っていると特定された場合、そ
の顧客との取引を直ちに停止し、
ディアジオの社内弁護士や SCO 
に通知する必要があります。

詳しくは P43を参照してく
ださい。

当社は国際制裁や他の貿易規制を順守しています
ディアジオの汚職防止に関するグローバルポリシー,により詳しく定められてい
るとおり、当社はビジネスを実施する過程で適用される国際制裁や他の貿易規
制に関するあらゆる法規制の改正等も考慮しながらこれらの法規制に従う必
要があります。

制裁や貿易規制には、国際連合、欧州連合および米国財務省外国資産管理局
（OFAC）を含む国際的に認められた機関が設けているものがあります。制裁

は、特定の国および/またはその国民との取引を禁止または制限するために課
されるもので、その目的は様々な外交政策や国家安全保障に関する目的の達
成を推進することにあります。制裁には金融制裁、資産凍結、渡航禁止および禁
輸措置等さまざまな形態があります。

既存の制裁プログラムを尊重できない場合、個人、団体、政府、または国家と直
接的または間接的に取引を行ってはなりません。このため当社は取引する顧
客、ベンダーおよびその他ビジネスパートナーの身元を知る必要があります。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• ビジネスパートナーの真の身元が確認でき、適宜実施すべきKYC/KYBPプロ
グラムによる精査を経て、ビジネスパートナーが制裁対象でないと確認でき
るまではビジネスパートナーと関係を結ばない

• 制裁を精査する過程で浮上した暗示的なサインのようなものや懸念事項
は、汚職防止に関するグローバル方針に定められているとおりに、ディアジ
オ社内弁護士および/または制裁コンプライアンス担当者（SCO）に直ちに照
会する 

• 制裁対象国でビジネスをしている場合は、その旨をディアジオ社内弁護士お
よび/またはSCOに 伝える

マネーロンダリングまたは脱税に関与している可能性を示唆する危
険信号
次のようなビジネスパートナーの行動は、疑わしい取引の可能性があるので
全社員が十分に注意する必要があります：

• 個人またはビジネスのバックグラ
ウンド情報の提供に不自然なま
でに非協力的である

• 現金での支払いを希望する

• 請求書の金額を超える金額や異
なる通貨での支払いを希望する

• 主な事業所または税務上の居住
地とは別の場所で法人化されて
いる

• オフショア口座または事業が行
われている国とは異なる国の銀
行口座を用いた資金の授受を希
望する

• 複数の口座や第三者機関を通じ
た資金の授受を希望する

Q & A Q & A
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差別とハラスメント

人権

お互いの価値を認め、 
 尊重し合う：
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差別 
 とハラスメント

私たち全員が労働環境の安全を確保する責任を担っています
お互いを大切にしていることを示す証の 1つが、自分自身と周りの人々の安全
の確保です。私たちは皆、ディアジオの拠点で働いている人、または私たちの活
動によって影響を受ける人の健康、安全、個人の安全を確保する役割を担って
います。そして全員が毎日、どこでも、無事に家に帰れるように、それぞれの役割
を果たす必要があります。

安全な環境とは、私たちが行うすべてのことが、適用される法律、基準、および
職場の健康、安全、およびセキュリティに関するベスト プラクティスに準拠して
いる場所であります。

正しい行動を取る

行うべきこと:
• 自分の職場および職種に適用される安全とセキュリティに関する方針や基

準を知り、それに従う
• 安全でない行動や条件、やり方にはその都度異議を唱えて、負傷や病気を

防ぐ
• 事故や事故につながりかねない出来事、ニアミス、方針や基準への違反や

法令違反、その他の健康、安全、セキュリティに対するリスクが発生した場合
にはすみやかに報告する 

• 必要な健康、安全、セキュリティに関する研修を受ける
• ディアジオイベント計画およびリスク管理指針の順守を徹底する

健康、安全、 
 個人の安全

自分のチームが参加する社外イベン
トの計画を担当しています。 開催にあ
たり、安全とセキュリティのチェックを
行うように指示されました。ほんとう
に必要ですか。

もちろん必要です。当社の全社員に
は、ビジネスが当社敷地外で行われ
る場合でも、全社員に対し労働条件
の安全性とセキュリティを確保する責
任があります。そのためにはリスクア
セスメントの実施が有効的です。イベ
ント開催施設が当社の基準に準拠し
ていることを確認し、特定したリスク
を軽減することは社員の安全や当社
の世評の保護につながります。

数週間後に海外への出張を予定して
います。その国は安全性が低く、予防
接種が必要かもしれないため不安を
感じています。

どうしたら良いでしょうか。出張前に
所轄の労働安全衛生部およびコーポ
レートセキュリティ担当者に相談して
ください。彼らは出張に必要な予防
接種、医療、国の安全情報に関するト
レーニングを確実に提供してくれま
す。かなりリスクの高い地域への出張
の際にはチケットの手配ができる前
にTAPS（旅行と個人の安全）研修を修
了し、健康診断をうけて問題がないこ
とを確認する必要があります。 

ディアジオのブランドは、大規模なコ
ンサートやスポーツ イベントから、単
一店舗での活性化まで様々なイベン
トで継続的に宣伝されています。開
催中のイベントの安全性を確保する
ためのガイダンスはどこで入手でき
ますか？

ガイダンスはディアジオ イベント計
画およびリスク管理指針で確認でき
ます。また、イベントセキュリティ質問
用紙に必要事項を入力することによ
っても確認できます。より詳しいアド
バイスが必要な場合には、 corporate.
security@diageo.comまでご相談くだ
さい。  

詳しくは P43を参照してくだ
さい。

私の上司は職務の成果に対する要求が
高く、部下に結果を出すことを求めてきま
すが、非常に威圧的で時には個人的に侮
辱することさえあります彼女を助けたい
と思っていますが、誰かに話したら状況が
悪化したり、仕事が危うくなったりするの
ではないかと心配です。どうしたら良いで
しょうか。

当社ではチームワークのあるオープンで相
互の信頼感に支えられた職場環境を提供
することを目指しています。状況や各人の
立場に関わらず、いじめや威圧的な態度を
許容しません。当社では一人ひとりが異な
っていて、そして個人の許容レベルが違う
ことを認識しています。つまりあなたの個
性も尊重されるのです。上司に相談するこ
とができない場合は、人事担当者または上
司の上司に問題を相談してください。ディ
アジオではこのような状況で問題提起する
ことに対する報復行為を容認しません。 

私のP4Gのミーティングで私のラインマネ
ージャーは私の成果について非常に否定
的なフィードバックを行い、私の欠点を繰
り返し強調しました。マネージャーのやり
方があまりにも攻撃的であったため、私
は脅迫され不当な扱いを受けていると感
じました。

職場でのいじめは一般的に（ただしこれ
に限定されるわけではありません）、口頭、
身体的、心理的、またはその他の方法によ
る直接的または間接的な不適切な行動
を、1 人または複数の人が別の人または他
の人に対して行うことを含みます。これら
のような行動・態度はが単発的であった場
合職場では無礼に感じられるかもしれま
せんが、いじめには当てはまらないかもし
れません。

社員のパフォーマンスや行動に対する正当
かつ建設的な批判や社員からの合理的な
依頼は職場でのいじめに含まれません。こ
のような批判や要求は、通常の雇用とマネ
ジメントの一環として行われるものであり、
それらと異なる行為としてとらえられるべ
きものではありません。しかし本例のよう
に、パフォーマンスのフィードバックを受け
たことで不快感や怒りを感じた場合は、通
常のチャネルを通じて事態を報告すること
をお勧めします。

詳しくは p44を参照してくだ
さい

多様性を尊重してお互いの価値を認め、差別やハラスメントを容
認しません
私たちは皆、社員やサプライヤー、ビジネスパートナー、地域社会のメンバーが
それぞれの価値を認められ、尊重され、自由に成功できる環境を作る責任があ
ります。ディアジオでは活気に満ちたチーム文化の一部として文化的および個
人の多様性を祝い、国連の女性のエンパワーメント原則に署名しています。当
社は人種、宗教、肌の色、民族、出身国、障害、性的指向、性別、性別自己認識、
性別表現、婚姻関係などに基づく差別やハラスメントを容認しません。

私たち一人ひとりが、自分の行動において最高水準の誠実さを示す責任を負っ
ています。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• すべての人に尊厳と敬意を持って接する
• 文化的および個人的な多様性を尊重する
• オープンでチームワークのできる信頼感に支えられた雰囲気を大切にする
• 差別的、攻撃的、もしくは脅迫的な行動、ハラスメントまたはいじめを容認し

たり、これらを行ったりしない

いじめとみなされる行動とは？

いじめの例には次のようなものがあ
ります。

• 他人に対し大声で怒鳴る、または
他人を嘲笑うもしくは侮辱する

• 身体的または心理的な脅し

• 過剰な監督や、不適切なまたは軽
蔑的な発言

• 立場が上の者による権限や権力
の乱用

• 仲間をミーティング/コミュニケー
ションから不当に除外する行為

容認されない行動
次のような行動は容認されない行
動となります：

• 他人に対するハラスメント、セク
シャルハラスメント、いじめ 

• ハラスメントやいじめの苦情を提
起した人に対する虐待、脅迫また
は報復 

• 害意または悪意を持っていじめ、
ハラスメントまたはセクシャルハ
ラスメントを申し立てること

• 何らかの調査中に、虚偽のまた
は誤解を与えることを意図した
情報を提供すること

Q & A Q & A
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私たちは、人権や社会に対する貢献を目指しています
私たちは、私たちが行うすべてのことにおいて、国際人権基準を尊重し促進す
る責任があることを認識しています。ディアジオでは国際連合のビジネスと人
権に関する指導原則に沿った行動を約束しています。当社の方針は、いずれも
当社が調印している労働における基本的原則および権利に関する国際労働
機関（ILO） 宣言、子どもの権利とビジネス原則、企業のためのLGBTI に関する
国連行動基準、国連の女性のエンパワーメント原則、国連グローバル・コンパク
トに基づいています。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 尊厳と敬意をもってすべての人々に接する

• 文化的および個人的な多様性を尊重する

• 差別的、攻撃的もしくは脅迫的な行動、ハラスメントまたはいじめを容認し
ない

• 賃金や労働時間に関する法令に準拠していない場合や児童労働を許容し
ている場合、または労働組合への参加選択の自由を認めていない場合な
ど、誰かの人権を侵害する行為がみられたり、疑われたりする者とそれを承
知のうえで事業を行わない

• パートナー、サプライヤー、およびその他の第三者に人権に関して同様の基
準を採用することを要求し、サプライヤー基準とのグローバル パートナー
シップの原則に従って運営する

人権

取引先の1社が公正な賃金を支払っ
ていない可能性があることがわか
りました。業者との契約の更新は来
年まで予定されていませんが、この
問題を無視してはいけないと思い
ます。どうしたら良いでしょうか。

ディアジオではサプライヤーおよび
ビジネスパートナーにそれぞれの
業界における公正な賃金の支払い
を求めています。上司および購買チ
ームに懸念事項について相談のう
え、適切な措置について合意を得て
ください。

詳しくは p44を参照してくだ
さい

私たちの資産と
 情報

情報管理とセキュリティ

データプライバシーと個人情報

企業の所有物とリソース

ビジネス記録

所有者としての役割

Q & A
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私たち全員がディアジオの情報を保護・管理する責任を負っ 
ています
ディアジオの情報は大切な資産であり、社員それぞれが情報の管理・保護に協
力する必要があります。機密または極秘情報が社外に漏れた場合、市場競争
においてマイナスになるばかりか、当社の財務成績に影響を与えたり、世評を
傷つけることにもつながります。また、社外のビジネスパートナーの機密情報を
預かる場合にも適切に管理・保護しなければいけません。 

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 安全性の高いパスワードを使い、パスワードやユーザー識別情報を秘密に
しておく

• パブリックドメインにないすべてのディアジオの情報は、社内の情報処理基
準が定める通りに「一般」「機密」「極秘」の機密種別に従って分類する

• 職務に必要な人だけに、機密または極秘情報について話したり、アクセス
を与え、どの機密または極秘情報についても適切なアクセス制御を確実に
実施する

• 情報が機密または他の分類に相当するかどうかにかかわらず、適切な情報
所在指針に従ってすべての情報を識別可能かつアクセス可能な状態にしっ
かりと整理し、破棄する場合は職務もしくはマーケット情報資産インベント
リに従い安全に破棄する 

• 公共の場（カフェ、空港、鉄道駅など）では、不注意により情報が漏れるリス
クがある場合には機密の可能性がある業務を行わず、ネットワーク所有者
にネットワーク名とパスワードを尋ね、正当なWi-Fiアクセスポイントにアク
セスできるようにする

• 社員の入社、異動、退職などがある場合には、情報アクセス要件が適切に
供与、変更、削除されるよう特に注意する

情報管理 
 とセキュリティ

情報への不正アクセスが行われて
いると思います。どうしたら良いで
しょうか。 

情報セキュリティに関するインシ
デントはすべてすみやかに csi@
diageo.com コンピューターセキュ 
リティインシデント対応チームがイ
ンシデントについて調査し、これを
抑制するための対応プロセスを実
施し、リスクを最も効果的に管理す
るための更なる措置を講じます。 
個人情報が侵害された可能性があ
る場合は、すぐに報告してください。 
当社は短いタイムラインの間に報
告をするという規制に従わなけれ
ばいけない場合があります（例：72
時間以内） 

来週から数週間移動が多くなる予
定なのであまりパソコンを持ち歩き
たくはありません。インターネット経
由で個人の電子メールにアクセス
できることはわかっているので、会
社の受信ボックスに自動転送を設
定して、自分宛てのメールを個人ア
ドレスに転送しても良いでしょうか。
いいえ、ディアジオの電子メールを
個人アドレスに自動転送することは
できません。 

これは当社の情報のセキュリティ
を危険にさらす行為となります。メ
ールには通常であればディアジオ
のデジタルセキュリティシステムで
保護されている機密情報が含まれ
る場合があり、これが個人用メー
ルアカウントでは保護されないか
らです。

詳しくは p44を参照してくだ
さい

極秘情報とは？

許可なく開示されるとディアジオや
その子会社に実質的損害や重大な
不利益が及ぶこととなる場合、また
は法規制が開示を禁じている場合、
その情報資産は極秘情報に該当し
ます。機密情報と極秘情報を区別す
る方法の一つは、その情報が開示さ
れた場合におけるディアジオへの影
響度を考慮することです。極秘情報
の開示は、ディアジオの評判や株価
に影響を与えるといった可能性をも
たらしますが、機密情報の開示は、
そのような影響をもたらすとは限り
ません。 

極秘情報の例

•  当社のレシピや蒸留プロセスとい
った企業秘密 

•  個人を識別できる機密情報

機密情報とは？
許可なく開示されると（たとえディ
アジオ内部での開示であっても）、
ディアジオやその子会社に損害や
不利益が及ぶ可能性がある場合、
その情報資産は機密情報に該当
します。

機密情報の例 

• 非公開財務情報 

• 事業計画や予測、戦略など 

• マーケティング、イノベーション、
プロモーション活動の計画 

• 価格リストや顧客リスト 

• 当社の社員、顧客、サプライヤー、
消費者などに関する非機密個人
情報 （p32データプライバシーと
個人情報 を参照してください） 

• 給与データ

情報資産インベントリとリー 
ガルホールド
ある種の情報に関しては、一定期
間保持し安全に保管することが求
められています。保管期間は情報
資産インベントリに記載されていま
す。各チームにはチームの情報イン
ベントリへのアクセス方法を把握し
ている「情報保持担当者」が1名い
るようにしてください。 

時々捜査、監査、訴訟関連の要請に
より情報資産インベントリに指定
されている通常の情報保持期間を
延長して情報を保存する必要が生
じる場合があります。これは一般的
に「リーガルホールド」と呼ばれる
ものであり、その場合には、ディア
ジオ社内弁護士の指示に従って行
動してください。

Q & A
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私たちは個人情報を尊重し、責任をもって取り扱います

職務上、同僚や顧客、サプライヤーや消費者、その他の個人に関する個人情報を保
持していたり、アクセスできたりする社員がいます。すべての個人のプライバシーを
尊重し、当社の価値観、適用法に従って情報を保護し、プライバシーを人権として
擁護することが不可欠です。 

個人の健康、生体認証、人種、民族、政治的意見、モラル・信仰、性生活、犯罪活動
などに関わる個人情報の機密情報は、特に慎重に取り扱わなければなりません。

正しい行動を取る

当社、または当社に代わって個人情報を収集、保持または処理する場合は、以下
を必ず行わなければなりません

• 個人情報をどのように使用するのか、また当社のプライバシーに関する通知の
順守について透明性を保つ

• 適切かつ使用目的に関連したデータのみを収集する
• 必要な期間のみ、必要なものだけを収集する
• 要求に応じて不正確な情報を訂正し、個人情報を最新の状態に保つ
• 個人情報を保護し、機密を保持する
• 個人情報の使用における個人に対するリスクを常に考慮し、リスク軽減のため

の対策を講じる
• 個人情報に関連する潜在的または実際の情報漏洩事件については、ディアジ

オのグローバルデータプライバシー責任者 （DPO@diageo.com）をCCに含め
て、 CSI@diageo.com に速やかに報告する

• ディアジオに代わって個人情報を保持、収集または処理する第三者を使用する
場合は、業務提携を始める前に、購買部およびセントラルプライバシーチーム
と協力してプライバシーリスク評価を行う

• プライバシーリーダーまたはディアジオ社内弁護士からの助言を得ることなく、
収集されたデータの国外にデータを転送しないこと

データプライバシーと  
 個人情報

代理店と協力して革新的な「ビッ
グデータ」インターネット分析プロ
ジェクトを実行し、行動に関する情
報を得たいと思っています。 データ
プライバシーに関するリスクアセス
メントを実施する方法を教えてくだ
さい。 

分析または「プロファイリング」を
目的として、個人情報の収集、ま
たは処理が含まれる新規プロジ
ェクトを計画する際には、ディアジ
オ社内弁護士に法的助言を求め、
プライバシーに関する影響評価の
実施を支援するセントラルプライ
バシーチームまで連絡してくださ
い：DataPrivacyTeam@Diageo.comこ
れは、当社から代理店に個人情報
の処理を依頼する際も同様に適用
されます。 

会社のシステムで保護されていな
い Excel スプレッドシートを見つけま
した。これには私がアクセスしては
ならない一部の従業員の個人情報
が含まれています。パスワードとア
クセス制限をしてこの情報を保護す
る必要があることはわかっています
が、その方法がわかりません。

確かにそういった情報は慎重に
保護する必要があります。この種
の個人情報に関する問題は、csi@
diageo.comに直ちに報告して問題
の調査や、適切な技術的および組
織的セキュリティ管理の実施を可能
にする必要があります。

詳しくは p44を参照してくだ
さい。

個人情報の取り扱いと使用
個人情報の取り扱い注意事項:

• 透明性を確保し、個人情報の利用目的を伝える
• 利用目的どおりに使用する
• 必要なものだけを収集する。少なければ少ないほど適切です
• 情報の正確性、関連性、最新の状態を保つ
• 必要な期間のみ保管する
• 得た情報を保護する
• 責任を持つ

私たち全員が企業の所有物とリソースを保護する責任を担っています

各社員がそれぞれにディアジオの知的財産（IP）から会社の備品（モバイルデバ
イス、コンピュータ、プリンター、コピー機、社用車など）、会社の資金、設備、情
報など幅広い範囲にわたるディアジオの所有物やリソースを預かっており、一
部に関しては個人のデバイスに保管されている場合もあります。場合によって
は社外の団体や個人、ビジネスパートナーに属するリソースを預かっている場
合もあります。 

正しい行動を取る

行うべきこと:

• ディアジオの所有物やリソースは、常識的に適切な範囲で合法的にのみ利
用し、正式な承認を得ることなく使用、取得、売却、貸与、借用、譲渡しない 

• ディアジオの資金を使用したり、会社を代表して財政的な決断を行う場合
には、必ず責任をもってディアジオの最善の利益のために行動する 

• グローバルT&Eポリシーに従い、出張旅費および経費の立替精算書を提出
したり、社員の精算書を承認したりする際には、誠実かつ慎重に行う 

• 社外の団体やビジネスパートナーの 所有物やリソースを大切に扱い、所有
者の許可を得ることなく、社外の個人または団体が著作権をもつマテリアル
の使用、ダウンロード、コピー、配布、ウェブサイトへの投稿などを行わない  

• 製品開発、技術開発、広告または販促キャンペーン等に関わる場合には、デ
ィアジオ社内IP法務担当者に相談し、当社の知的財産権が適切に保護され
るようにする

• 社員の業務（電子メール、何らかのチャネルを介したコミュニケーションおよ
び社員が作成したコンテンツなど）がディアジオに帰属することを理解し、
法律上許される範囲において、本人の退職後でも会社がアクセスし、使用す
る場合があることを理解する。

企業の所有物   
 とリソース

知的財産とは？
個人情報の取り扱い注意事項:

• 当社のブランドを保護する商標
• 当社独自の技術や生産法などといった当社の発明を保護する特許
• 当社のコミュニケーションや広告・マーケティングマテリアル、当社独自の

ボトルやパッケージを保護する著作権やデザイン
• 当社のレシピや蒸留プロセスといった企業秘密。

Q & A
ディアジオのメールアドレスから 
友人にメールをして、仕事の後に 
飲みに行かないか誘っても良いで
しょうか。 

時々であれば、個人的な用件につ
いてディアジオのメールで連絡して
も構いません。ただし、メールタイト
ルに「個人的」と明記しておくなど識
別できるようにしておいてください。
そういった識別がない限り、当社の
方針および現地法令に従い、合法
的なビジネス目的のためにディア
ジオがアクセスし、利用する場合が
あります。

詳しくは p44を参照してくだ
さい。

Q & A
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ディアジオはすべての事業領域において総体的なパフォーマンス
にコミットしています。当社では事業記録を漏れなく正確に作成
し、適切な承認を受けるようにしています 

社員一人ひとりに、ディアジオのために作成する記録はすべて客観的に正確な
事実であることを確認する責任があります。 

財務情報や財務以外の情報は、正確に記録・報告し、当社の定める法規制の要
件を満たすことが求められています。虚偽の記録は場合によっては詐欺行為と
され、社員本人およびディアジオが民事・刑事罰の対象となることがあります。ま
た、正確な記録は情報に基づいた事業上の判断を下すことができるほか、株主や
監督機関、その他関係者に対する当社の責任を果たすために不可欠です。ディア
ジオは、真正で説得力があり、商業的に正当な理由がない限り、ある期間の売上
が別の期間の記録に付け替えられるような行為を許容または容認しません。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 法規制の要件および社内基準に準拠し、すべての事業記録を正確に記録する 

• ある決算期中の売上や経費を故意に別の決算期に移行させたとみなされ
るような行為を正当な理由なく行ったり、支援したりしない 。たとえば、特定
の顧客に対する支払いの条件を変更もしくは延長する行為、購入商品の返
品ポリシーを変更する行為、顧客に特別なもしくは変則的な信用取引条件
を許可する行為、または翌期の納品までの倉庫保管を「無料にする」または

「支援」する行為が挙げられます
• ディアジオを代表して締結する契約はすべて適切な者からの承認を得る 

(詳しくは、グループ全社の権限についてのステートメント (グループ全社のSoA)
または現地マーケットの権限についてのステートメントを参照してください)

• 当社の継続的な開示プロセスの一環として、期末に異常な水準の在庫品を
上級管理職に報告する

• 現地マーケットもしくは所属のビジネスユニットの情報資産インベントリ 
(p31を参照してください)に記載の保持期間に従って事業記録を保存する

• 所定の期末の慣行またはプログラムに関する不明点は、財務部および法務
部の同僚に相談する

• ディアジオの従業員に効率的かつ経済的な旅費を提供するために必要な要
件を定めた グローバルT&Eポリシーを順守し、同時にこれらのサービスが安
全性、持続可能性、サービス、価格に関する最低基準を満たすことを保証する

事業  
 記録

決算時期が近づいてきたため、上司
から期をまたがずに今期中に当社製
品を大量に購入してもらうために一
部の顧客にインセンティブを与えてほ
しいと頼まれました。これまでの販売
の実績からみると、その顧客は大量
購入した商品を今年中に消費者に販
売することができないと思います。大
丈夫でしょうか。

いいえ、これは「トレードローディング
（取次上乗せ）」と呼ばれ、ある決算

期から前後の決算期に売上を故意に
移すことを指します。需要増加やラベ
ルやパッケージ変更に備えたり、大規
模なプロモーション活動や値上げ発
表の前に購入量を増やす場合など、
正当な理由により、当社と顧客の双
方が普段の取引量を超えて在庫を増
やすことが適切であると考えることも
あります。そういった場合でも、常に
明確かつ偽りのない商業上の理由に
よって行わなければなりません。不安
がある場合は、ディアジオ社内弁護士
や財務部に相談してください。 

新規納入業者と5年契約を結ぶ必要
があります。 どのような承認が必要で
しょうか？

契約期間が5年なので、重要調達契
約としての取扱いが必要です。承認プ
ロセスの要件を具体的に掲載してい
るグループ全社の権限についてのス
テートメント（グループ全社のSoA） 
を参照してください。また、多くのマー
ケットではそれぞれ現地の権限につ
いてのステートメントを用意していま
す。所轄の財務担当者に相談し、現地
の要件を満たしていることを確認して
ください。らに、これは新しい業者と
の取引であるため、当社の「ビジネス
パートナーを知る」（KYBP: Know your 
Business Partner）基準の要件が満た
されるかについても確認する必要が
あります。

詳しくは p44を参照してくだ
さい。

当社の コミュニティ  
 とパートナーシップ

品質

原料から瓶詰めまでの持続可能性

慈善活動

社外コミュニケーションとソーシャルメディア

顧客やサプライヤー、その他の取引先との関係

私たちが築き上げてきた関係を誇りに

Q & A

事業記録とは？
事業記録には業務の過程において作成、受領したあらゆる書類およびコミュ
ニケーションが含まれます。つまり、財務情報および会計帳簿のほか、プレゼン
テーションや事業計画、法律文書、あらゆる調査やテストの結果、人事関連書
類、出張旅費や経費精算に関わる書類などが全て含まれます。
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当社ブランドの品質は、今もこれからも当社のセールスの中心となり続けます

私たちは、世界最高水準を誇る高級飲料ブランドを支える社員であり、可能な限
り最高品質の商品を消費者に届けることに情熱をもっています。当社製品の原
材料からパッケージ、カスタマーサービスから製品デザインまで、また当社のサ
プライチェーン全体にわたる当社のビジネスのすみずみにおいて最高水準の品
質を実現することにより、当社の評判を維持・成長させていくことは、社員一人
ひとりの責任です。 

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 当社ブランドおよび関連する製品が消費者にとって安全であることを確認す
るとともに、適用されるあらゆる法規制に準拠し、パッケージや機能に欠陥が
なく、一貫して優れた味の商品を提供する

• パッケージデザインおよびその他の製品を変更する際には、必ず当社の品質
水準に従って適切に行われるようにする

• ベンダーや外部生産者を含むビジネスパートナーが当社の品質に関するグ
ローバル方針に従って事業活動を行うよう確認する

• 所属のビジネスユニットまたは現地の品質管理システムに従う

品質

私たちは、私たち全員が依存しているの天然資源を保護することに取り組んでい
ます

私たちが成功を長期的に継続できるかは、私たちを取り巻く人々や地球にかか 
っています。私たちは貧困、不平等、気候変動、水ストレス、生物多様性の損失、 
その他の課題が環境とコミュニティの繁栄を脅かしていることを認識しています。

Society 2030: Spirit of Progress は、ディアジオの10年間の行動計画で、より包括
的で持続可能な世界を作ることを目指しています。当社の Society 2030の目標
は、この10年間の行動計画に基づいており、創業者の遺志を継ぎ、社内、地域社
会、そして社会に対してポジティブな影響を与えることを目的としています。

当社の環境に関するグローバル方針 は、ディアジオの企業行動規範の一部を
成し、環境に与える影響および環境から受ける影響を管理するにあたっての私
たちの義務と期待を定めています。環境方針はディアジオのすべての経営陣と
社員、サプライヤーや請負業者を含むすべての第三者組織に適用されます。 

当社のすべてのブランド、マーケット、供給拠点は、環境への悪影響を抑え、環境
の持続可能性を推進する機会を模索することを目指しています。私たちと自然
界との関わり合いは複雑です。当社は「原料から瓶詰めまで正しい方法で事業
を行う」という約束に基づき、持続可能性に対する包括的なアプローチの発展
を継続していきます。

当社の環境に関するグローバル方針の「詳細な情報の入手先」には、社内向け
の有用なリソースやトレーニングへのリンクが含まれています。 

正しい行動を取る

行うべきこと:
• 水やエネルギーなど各種資源の無駄使い、非効率なリサイクル活動（パッケ

ージ、プロセス副産物、最終処理に必要な設備など）など、持続可能でない行
為を目にした時には異議を唱える 

• ビジネス上の決定において、同僚が環境に与える影響を考慮しなかった場合
には 異議を唱え、あらゆる懸念に対し自信を持って声を上げる 

• ボランティアの機会やグリーントラベル、省エネなど、地域の環境維持への取
り組みをサポートする 

• 環境リスクや環境ハザード、何かが間違っているように見える、もしくはそう感
じられるような場合は、すみやかにラインマネージャー、もしくはSpeak Upを
介して 報告する

• 取引先での環境への影響低減のために取引業者と協力できる方法を模索する
• 社内外での持続可能な取り組みについて、率先して学び、知識を広げる

原料から  
 瓶詰めまでの 

  持続可能性
最近家族がSmirnoff Redのボトルを
購入したのですが、フタが開かない
と言われました。どうしたら良いで
しょうか。 

製品のリコールが必要な場合でも、
製品の品質や安全性に関する懸念
があれば迅速に対応する義務があ
ります。ただちに現地のサプライチ
ームに問題を報告してください。 

生産ラインに従事している社員です
が、通常の社内許容レベルを超える
欠陥のある商品に気づきました。上
司には報告しましたが、些細な欠陥
なので気にしなくてもよいと言われ
ました。それで良いのでしょうか。 

いいえ。当社ではあらゆる業務にお
いて最高水準を実現するよう努め
ています。私たちは、お客様に最高
の製品を楽しんでいただきたいと
考えています。たとえわずかな品質
上の欠陥であっても、これが損なわ
れ、私たちの評判が損なわれる可能
性があります。再度ラインマネージ
ャーに連絡してその決定に異を唱
え、必要であればマネージャーの上
司に提起してください。 

詳しくは p44を参照してくだ
さい。

当社の運営およびサプライチェーンにお
ける 原料から瓶詰めまでの持続可能性
について、具体的なガイダンスが必要な
のですがどこで入手できますか？

ポリシーポータル の環境に関するペー
ジでは、社内のステークホルダーに対し
戦略を実現するのに役立つリソースとガ
イダンスを提供しています。

ポータルに用意されたコンテンツは、 
以下のテーマごとに整理されています：
低炭素の世界への移行を加速し、生命
のために水を保護し、デザインによって
持続可能なものにする。顧客のひとりか
ら、原料から瓶詰めまでの持続可能性に
ついて尋ねられました。答えるのに役立
つ情報はどこで見つかりますか？

最も多く寄せられる質問に答えるために
使える「安全な情報源」は複数あり、それ
らはすでに一般に公開されています。 
当社ウェブサイトにある Society 2030 ペ
ージおよび環境に関するグローバル方針
は、当社の目標をケーススタディと合わ
せて説明しています。年次報告書＆ESG
報告書インデックスには、当社がSociety 
2030をどのように実施しているかの詳細
が明記されています:Spirit of Progressの
目標をどのように達成するかに関する詳
細が記載されています。これらの情報源
で必要な情報が見つからず、さらに支援
が必要な場合はspiritofprogress@diageo.
comまでお問い合わせください。

私の部署では持続可能性に関して素晴
らしい仕事をしています。これを外部に
どのように伝えることができますか？

有効性を確保し、グリーンウォッシングを
回避するために、外部に公開する情報を
管理することが重要です。コンテンツは
すべて公開する前にCRおよび法務部の
承認が必要です。準拠した外部のステー
トメントの作成方法に関する具体的な
ガイダンスは、「持続可能性の主張に関
するガイダンス」というドキュメントに記
載されています。このガイダンスに必要
な情報が見つからない場合は、所轄の
法律顧問にご相談ください。

詳しくは p44を参照してくだ
さい。

Q & A Q & A
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私たちは、地域社会で活発に貢献したいと考えています
当社の事業活動は、世界中の何百万人もの人々の生活に直接影響を与えてお
り、当社が事業を行っている国や地域社会は、当社の存在から利益を得るべきで
あると考えています。ディアジオが企業として慈善寄付を行うことは、国や地域社
会への貢献方法のひとつです。 

当社が慈善活動を行う際には、高い倫理観をもって行動し、あらゆる慈善活動に
透明性を確保するとともに、適用法に準拠して行うことに加え、ディアジオの事業
に対して不正に便宜を図る試みに屈することのないようにする必要があります。
当社では、純粋な慈善活動にのみ協力し、当社の慈善寄付が慈善目的にのみ用
いられるよう確認しなければなりません。 

ディアジオとして寄付をおこなう際には、その金額に関わらず、下記の通り事前に
必要な承認を受ける必要があります。これは、純粋な寄付が賄賂を含む別のもの
と誤解されるリスクを回避するためです。政府関係者 （定義はp17を参照してく
ださい）または政府関係者の代理人が、慈善寄付を募ったり、提案したり、要請し
たりした場合や、何らかの形でディアジオが協力している慈善活動に関与してい
る場合には、必ず所轄のコーポレートリレーションズ部およびディアジオ社内弁
護士に通知してください。

正しい行動を取る

行うべきこと:

• ディアジオとして何らかの慈善寄付を行う場合には、事前に所轄のコーポレー
トリレーションズ部の承認を得る

• 政府関係者が関わる慈善活動に寄付する場合には、事前にディアジオ社内弁
護士の 承認を得る

• 慈善寄付を行った場合には、現地のマーケットの慈善寄付条件に従って関連す
るディアジオ会計システムに 記録する

慈善活動

慈善寄付金を募るイベントで、1テー
ブルの後援と製品の提供を依頼さ
れています。協力は可能ですか？

協力はできますが、当社として慈善
活動を支援する際には必ず支援す
る団体が適切なものであることを
確認する必要があります。返答をす
る前に所属の現地マーケットの慈
善活動条件に従い、所轄のコーポレ
ートリレーションズ部の承認を得て、
テーブルの後援の支払いおよび製
品の寄付を記録してください。

地元の学校で子供たちの読解力向
上を支援するプログラムに個人的
に参加しています。プログラムでは
今、新しいボランティアを募集してい
るので、同僚に参加をお願いしよう
かと思っています。頼んでも大丈夫
でしょうか。

もちろん同僚に参加を呼びかけて
も構いませんが、ディアジオのプロ
グラムではないため、就業時間中に
行うことはできません。当社では、社
員が自分自身や地域社会にとって
大切だと考える問題を追求していく
ことを奨励しています。しかし、私た
ちの行動が、法定飲酒年齢未満の
未成年者に対する製品のマーケティ
ングであると誤解されないよう、特
に慎重に行動してください。具体的
なアドバイスが必要な場合には、所
轄のコーポレートリレーションズ部
に相談してください。

詳しくは p44を参照してくだ
さい。

ディアジオの慈善活動への支援に
はさまざまな形があります。資金の
寄付や当社製品の提供、衣類の提
供などといった現物での寄付、限ら
れた時間内でのボランティアなどが
含まれます。

企業としての慈善活動とは何
ですか？

社員同士の間でマラソンへの出場
や手作りケーキのバザーや使用済
みおもちゃの収集など、さまざまな
形で個人的な慈善活動の支援を依
頼されることがあります。公式にデ
ィアジオがその取り組みへの支援
をおこなっていない場合には、企業
としての協力とはみなされず、ここ
で明記されている手順の対象とは
なりません。しかし、個人的な寄付
や慈善活動がビジネスとしての寄
付と誤解されるおそれがある場合
には、所轄のコーポレートリレーシ
ョンズ部に相談してください。

個人的な慈善活動

当社では、慈善目的や社会貢献目
的、公共への利益を目的として運
営する慈善団体や民間非営利団体

（NGO）、その他非営利団体、地域
自治団体などの支援を考慮してい
ます。所轄のコーポレートリレーシ
ョンズ部に相談してください。

ディアジオが支援する団体とは？

Q & A
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社員一人ひとりが、責任をもってコミュニケーションをとる必要があ
ります
私たちの行為や言動、当社のステークホルダーが当社について話すことのすべて
がディアジオの評判に影響を与える可能性があります。情報が瞬時に伝わる、相
互につながりあう世界においては、投資家やメディア、地域社会や政府の代表者、
商業上の提携者、顧客、消費者といったあらゆる社外のステークホルダーとのコ
ミュニケーションを慎重に管理していくことが不可欠です。

当社のメディアや政府、NGO、地域社会との日々のかかわり合いについては、グ
ローバルおよび現地マーケットのコーポレートリレーションズ部が管理していま
す。また、社員が会社を代表してスピーチを行う場合や、会社を代表してまたはデ
ィアジオのブランドに関するメディア（業界誌を含みます）のインタビューに応じ
る場合にも同部署の許可が必要です。投資家とのコミュニケーションは、グロー
バルインベスターリレーションズ部が管理しています。 すべての問い合わせは常
に関連部署に連絡してください。

社外コミュニケーション 
 とソーシャルメディア

ある重大な世界的出来事について
怒りが収まらず、個人的にツイート
したいのですが、その観点について
は同僚も含め、意見の分かれるとこ
ろだと考える人もいると思います。
どうしたら良いでしょうか。

まず立ち止まって考えてください。 
ディアジオの社員として、たとえそれ
が個人的な意見であったとしても、
自分の投稿が会社の世評にマイナ
スの影響を与える可能性があるか
どうかを考慮してください。 いずれ
にせよその場の感情で書いたもの
をツイートするのは最善のことでは
ないかもしれません。 

先ほど業界のカンファレンスでの 
講演の依頼を受け取りました。ディ
アジオにとって素晴らしいマーケテ
ィングの機会になると思うので、引
き受けたいと思います。まず誰かに
確認する必要があるでしょうか。 

はい、引き受ける前に上司とコーポ
レートリレーションズ部にその依頼
について話し合ってください。ディア
ジオを代表する場合や、ディアジオ
のスポークスパーソンとして行動す
る場合には必ず適切な許可を得る
ように気をつけてください。

詳しくは p44を参照してくだ
さい。

職務を離れて会社や自社ブランド、アルコール業界、その他ディア
ジオに関連する事柄に関してソーシャルメディアにコメントをする

（ブログを書いたり、ツイートしたり、ソーシャルメディアに投稿を
するなど）場合には、必ずそれが個人的な意見であり、ディアジオ
の考えではないことを明確にしてください。そういったコメントを
投稿する前には、良識に従って慎重に判断し、次のように自分に
問いかけてみてください。「自分の言ったことがディアジオや自社
ブランド、ステークホルダーにマイナスの影響を与える可能性があ
るだろうか？」もし答えが「そう思う」とか「そうかもしれない」なら
ばその行為を一旦中断してください。詳細なヘルプとアドバイスに
ついては、ディアジオの社員ソーシャルメディア指針を参照してく
ださい。

ソーシャルメディア

正しい行動を取る

行うべきこと:

• 事前にコーポレートリレーションズ部の許可を得ずにディアジオの代表者とし
てメディアに関わることはせず、ブランドのPR (広報) 活動の場合には、該当す
るブランドチーム内の関連するコミュニケーション責任者の許可を得る

• 投資家または財務アナリストからの問い合わせはすべてインベスターリレー
ションズ部に照会する

• ディアジオの代表者としてイベントでの講演や参加を依頼された際は、受ける
前にコーポレートリレーションズ部から承認を得る。社外の者や団体、商品や
サービスを推薦しているように見えないように注意する

• メディアでの発表やプレスリリースはすべて、事前にコーポレートリレーション
ズ部の承認を得るほか、適切な通知手順に従う 

• ソーシャルメディアでは透明性と正確性に留意する（個人的なコミュニケーシ
ョンでも自らのディアジオとの関係を明らかにして、個人的な意見を表明して
いることを明確にする）

• あらゆるチャネルやメディアでのコミュニケーションは良識に基づく判断によ
って行い、オンラインおよびその他のメディアでのディアジオや他の社員、競合
他社、社外のステークホルダー、商業上の提携者、顧客、消費者等に関して誤
解を招いたり悪意が感じられたりする発言や、攻撃的、不適切、差別的、威圧
的、否定的、文化的な配慮の足りない発言、不公平な発言は控える。

Q & A
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私たちはビジネスパートナーにもこの行動規範のコア原則と同様の原則に
従った運営を求めています
当社の価値観を理解し合えるパートナー企業との事業を求めています。当社では全てのビジネ
スパートナーに対して、当社の行動規範に示されているような事業倫理を明確に実行していた
だくように強く働きかけています。また、ディアジオの代理として事業活動を行うすべての団体
には、当社の行動規範および方針に従った行動を取ることを求めています。ビジネスパートナ
ーとの関係構築に責任をもつ社員は、各事業者が当社の基準に沿った事業を行っていること
を必ず確認してください。
ビジネスパートナーに最低限求めること:

• 関係法令ならびに職務に関連する業界基準を順守する
• 当社のビジネス行動規範を認識するとともに、自社の運営においても当社のビジネス行動

規範の原則に沿うことが求められていることを認識する
• 誠実かつ信頼感のある方法で倫理的に事業運営を行う
• 人権や労働基準原則を尊重する
• 多様性の価値を認め、公正な職場環境実現への責任を果たす
• 安全で健康的な職場環境を維持する
• 環境維持に積極的な役割を果たす
• 恐喝や便宜を図ってもらうための心づけなど、その他の不正な支払いを含む、どのような形

でも賄賂や汚職を許容することなく、政府関係者（定義はp17を参照）との関わりがある場
合には関係を明らかにする

• 利益相反が生じる可能性がある状況を避け、その可能性がある場合には必ず報告する
• 事業運営の場所がどこであっても、脱税や、他者の脱税の促進は一切容認しないアプロー

チを取る
• 機密情報や個人情報を積極的に保護し、個々のデータプライバシー権を尊重する

正しい行動を取る

ディアジオは次のことを約束します:

• 当社の非完全子会社全社および当社がコントロールするジョイントベンチャー全社にお 
いて、当社のコア原則に準拠するビジネス行動規範およびポリシーを導入させる

• 当社のコントロールの及ばないジョイントベンチャーにおける取引先には、ジョイントベ 
ンチャーおよびその会社の事業運営の双方で当社の行動規範の要件を満たすよう積極的
に働きかける

行うべきこと:

• ディアジオを代表する第三者機関や当社の代理人（臨時従業員や契約社員、コンサルタン
トやエージェントを含む）に、当社の行動規範の認知と同規範への準拠が求められている
ことを認識してもらう。当社の取引業者にも、自社の運営において当社の行動規範と同じ
コア原則を導入し、取引業者との提携に関するグローバル基準を理解して従ってもらえる
よう、積極的に働きかける

• ディアジオを代表して商品やサービスを調達・購入する社員は、購入に関するグローバル 
基準の要件に従う

• 必要に応じてビジネスパートナーとともに「顧客を知る」（KYC）と「ビジネスパートナー 
を知る」（KYBP）手順を完了する

顧客やサプライヤー、 
 その他の取引先との関係

我々は当社の規範に対
する違反の可能性、ま
たは実際の違反があっ
た場合に当社のビジネ
ス パートナーがDiageo 
での連絡先、もしくは
Diageo の社内弁護士を
通して、または SpeakUp 
を介して内密に報告す
ることを期待しています 
(p45 を参照)。

ディアジオではすべて
の報告を真摯に受け止
め、懸念事項を報告した
り、調査に協力したビジ
ネスパートナーに対す
る社員からの報復行為
はいかなる形でも許容
しません。

ビジネスパートナーも  
発言できます

詳しくは p44を参照
してください。
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必ずお読みください
トピック

方針 基準 その他

責任ある飲酒 社員の飲酒  DRINKiQ (DRINKiQ.com) 全社員 
全社員

インサイダー取
引

ディアジオ証券取引業
務に関する規範

内部情報を保持している可能性のある社員、特に
ディアジオの株式や証券の取引を考えている社員

利益 
相反

贈答と接待 
購入 

資源調達 

サプライヤー
との関係

全社員 
ベンダーとの関係を管理する社員 
資源調達に関わる社員

マーケティングと
イノベーション

 
ディアジオマーケティング 
規範 (DMC)

ディアジオデジタル規範

責任ある調
査

ディアジオグ
ローバル消費
者情報基準

ディアジオの必須のソーシャル
メディアガイドライン

マーケティング、イノベーション、営業、コーポレート
リレーションズ、法務に関わる社員 
何らかの形でデジタルマーケティングに関わる社員 
何らかの形でデジタルマーケティングに関わる社員 
何らかの形で消費者調査や顧客調査に関わる社員 
当社ブランドのラベリングに関わる社員

贈答と接待 贈答と接待に関する規則 
贈収賄および汚職の防
止

政府関係者に対する贈答、接
待および後援に必要な事前承
認依頼フォーム

全社員 
全社員 
全社員

贈収賄と汚職 贈収賄および汚職の 
防止 
贈答と接待

「ビジネスパ
ートナーを知
る」(KYBP)基
準

全社員 
全社員 
顧客およびベンダーとの関係を管理する社員また
は法務に関わる社員

政府 
と政治団体 

贈収賄および汚職の防止 
贈答と接待

全社員 
全社員

不正取引 贈収賄と汚職の防止 営業、マーケティング、調達/ブランド変更、コーポレ
ートリレーションズ、法務に関わる社員

競争 競争および独占禁止 マーケット別ディアジオ競争法
に関する指針 
 競合を知る指針

言語コミュニケーションへの
配慮の指針

この４つのドキュメントは営業、マーケティング、財
務、コーポレートリレーションズ、法務に関わる全
社員に適用されます。職務や役職によっては、サプ
ライや調達に関わる社員にも適用されます。

マネーロンダリン
グ防止および脱
税促進防止

贈収賄と汚職の防止 「ビジネスパ
ートナーを知
る」(KYBP)

この2つのドキュメントは財務、営業、法務、供給、サ
プライ、および顧客および/もしくはベンダーとの関
係を管理する社員全員に適用されます

制裁 贈収賄と汚職の防止 「ビジネスパ
ートナーを知
る」(KYBP) 

適用される現地指針 子のトピックは財務、営業、法務、サプライ、プロキ
ュアメント、商取引、商業金融、税務、トレジャリー、
グループ経理、顧客および/もしくはベンダーとの
関係を管理する、または製品の輸出入に関わる全
ての社員適用されます。

健康、安全、 個人
のセキュリティ

安全衛生および福利 
コーポレートセキュリ 
ティ

各勤務地の健康および安全、
セキュリティに関する指針

出張のセキュリティ

イベント計画およびリスク管
理指針

全社員 
全社員 
管理職もしくは出張のある社員 
出張のある社員、通常のディアジオオフィス以外で
勤務する社員 
イベントの企画または運営に関わる社員

対象者必ずお読みください 
(すべてMosaicに掲載されています)
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SpeakUpへの連絡先は、MOSAICおよび www.diageospeakup.com に掲載されています

ヘルプ、アドバイス、懸念事項の相談
誰でもアドバイスが必要な状況に遭遇することがあります。相談することに躊躇する必要はあり
ません。

状況はそれぞれに異なるものであるため、あらゆる状況に対応できる規範や方針、基準というものは存在しませ
ん。 正しい行動について迷うような状況に直面したら、必ずアドバイスを求めたり、相談したりしてください。

倫理的な懸念や違反の通報
正しくないことが起こっていると思う場合には、必ず報告してください。当社の規範や方針、基準に違反していた
り、違反の可能性がある場合には、すみやかに報告することが求められています。法規制や会計に関する要件に対
する違反を知った場合や、その疑いがある場合、その他の疑わしい行為がある場合にも報告が必要です。

SpeakUpはディアジオからは独立した企業により管理されており、多言語での報告に対応しています。 SpeakUpへの通報の
際には氏名を聞かれますが、法的手続きや政府による調査の結果として開示要請のない限り、匿名性は保護されます。法律
上許される限りにおいて匿名性は保たれ、通報者を探し出すことはありません。ただし、調査の際に質問があったり、詳細情
報を必要としたりする場合に通報者に連絡を取れることなどから、通報者の氏名を提供することが問題の調査に役立つ可
能性もあります。

誰に相談すべきか：
相談先や報告先がわからない場合は、 

直属の上司に相談するか、希望する場合は 
上級管理職に相談することもできます。状況に応じて 

以下の担当者にも相談してください。

勤務地所轄のインテグリティリード

ディアジオ社内弁護士

ローカルの人事部

グローバルビジネスインテグリティ部 
business.integrity@diageo.com

SpeakUp匿名通報サービス
当社の行動規範や方針、基準への違反を発見 

した場合で社内の者に相談しにくいと感じる場合には、 
SpeakUp を利用してください。

SpeakUpは、当社のビジネス行動規範や 
コンプライアンス、その他の倫理的な問題に関する 

懸念を匿名で通報できるサービスです。

報復行為は 
一切容認しません

懸念を表明したり報告したりする
ことには勇気が必要です。また、
同僚や上司からの反応を恐れて
行動に移せないこともあります。

 ディアジオでは問題を報告し 
たり、調査に協力したりした社 

員に対しての報復行為を 
一切容認しません。

SpeakUp

必ずお読みください
トピック

方針 基準 その他

差別 
とハラスメント

人権
職場における尊厳

全社員 
全社員

人権 人権 サプライヤーとの提携

ブランドプロモーター

全社員 
サプライヤーとの取引に関わる社員

情報 
管理 
とセキュリティ

情報管理 
とセキュリティ 
利用規定

情報処理基準 情報所在指針 業務でパソコン、ノートパソコン、モバイル機器を使用する
社員 
何らかの文書の作成および取扱いに関わる社員

データプライバ
シー 
と個人 
情報

データプライバシー 
ディアジオデジタル規範  
情報管理 
とセキュリティ

ディアジオの危機管理手
順

全社員 
マーケティングもしくはイノベーション活動の一環として
顧客情報を取り扱う社員 
個人情報を取り扱う社員 
個人情報に関する違反事件に関わる社員

企業の所有物 
とリソース

T&E  
プロキュアメント

情報管理とセキュリティの
セクションに記載の方針、
基準、指針と同様

全社員 
ディアジオを代表して商品やサービスを調達・購入する社
員、予算責任者、購買カード（P-Card）を使用する社員、発
注に関わる社員

事業記録 T&E 「ビジネスパートナー
を知る」（KYBP）

権限についてのステー
トメント（SoA）

期末Q&A慣行 特に上級管理職、または通常の日常的な取引活動を超え
て会社の財務に大きな影響を与える取引に関わる社員 
全社員 
顧客およびベンダーとの関係を管理するまたは法務に関
わる社員 
商取引または商業金融管理チームの社員 
ディアジオに代わり製品/サービスの金融または販売に
関わる社員

品質 品質 何らかの形で自社ブランドのマーケティング、デザイン、サ
プライ、営業に関わる社員

原料から瓶詰め
までの持続可
能性

環境 サプライヤーとの提携 持続可能なパッケージに
関する指針

GREENIQ

全社員
自社ブランドのパッケージングに関わる社員 
業者との取引に関わる社員
全社員

慈善活動 当社の行動規範の贈収賄
と汚職セクション（p16/17） 
当社の行動規範の贈答と
接待セクション（p15）

全社員 
全社員

社外コミュニケ
ーション 
とソーシャルメ
ディア

社外コミュニケーション

ディアジオデジタル規範

社員ソーシャルメディア指
針

メディアと関わる社員、公開イベントやカンファレンスに
ディアジオを代表して参加する社員、記事や書籍、ケース
スタディ、その他の宣伝広告の執筆・作成を依頼された
社員
全社員 
何らかの形で当社の社員を動員してディアジオのマーケ
ティングキャンペーン（実施要請）に関わる社員

顧客や業者、そ
の他の取引先
との
関係

プロキュアメント サプライヤーとの提携

「ビジネスパートナー
を知る」（KYBP）

「顧客を知る」（KYC）手順 サプライヤーとの取引に関わる社員 
ディアジオを代表して商品やサービスを調達・購入する社
員、予算責任者、購買カード（P-Card）を使用する社員、発
注に関わる社員
顧客およびベンダーとの関係を管理する社員または法務
に関わる社員

必ずお読みください 
(すべてMosaicに掲載されています)

対象者
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Diageo plc
16 Great Marlborough St,  
London W1F 7HS  
United Kingdom
電話 +44 (0) 20 8978 6000
www�diageo�com

英国登記番号
No� 233078

この行動規範は以下の 
言語で発行されており、 
Mosaic やwww�diageo�com 
から入手できます。

アムハラ語
バハサ・インドネシア語
中国語（簡体字）

中国語（繁体字）
オランダ語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
イタリア語
日本語
韓国語

ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
スワヒリ語
タイ語
トルコ語
ベトナム語
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