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腐敗防止ポリシー 
 

 当社は、高水準の説明責任を自らに課しています。そして何を築き上げるかだけでなく、どのように築き上げるかにも誇りを持っています。当社は全

世界において、倫理的なビジネス慣行のみを用いてビジネスを行っており、常に正確なビジネスの記録を作成し維持しています。直接的にまたは当

社を代理する第三者を通じて、賄賂、キックバックその他の不適切な支払いを提案すること、または受領することなど、当社はいかなる形態であっ

ても腐敗を一切容認しません。当社はビジネスを展開するあらゆる場所において、米国海外腐敗行為防止法（FCPA）および英国贈収賄防止

法を含む腐敗防止法（総称して「腐敗防止法等」という）の字義と精神を遵守することに全力で取り組みます。 

 

   

    

 目的 世界中あまねく賄賂やキックバックの提案、支払い、勧誘または受領を防止し、さらに世界各地の腐敗

防止法などを遵守する Meta の取組みを促進すること。 

 

    

 用語の 
定義 

Meta の人員とは、Meta の行動規範（Code of Conduct）（「本規範」という）において、Meta の取締役

会メンバー、役員および従業員、また臨時雇用の労働者（ベンダー労働者、請負業者、コンサルタント

を含む）として定義されています。 

政府当局者とは、政府または政府省庁・機関、国有事業体、国営事業体もしくは公的国際組織

（例、国際連合など）の職員、被雇用者もしくは代理や代表者、政党および政党当局者、政治官職

候補者、または王室メンバーを指します。政府当局者を識別する際のヘルプに関しては、「政府当局

者」とは誰か（Who is a “Government Official”）についての当社ガイダンスを参照し、疑問がある場合

はコンプライアンス部門に相談してください。 

有価物とは、受取人が自らにとって有益と考え得る一切のものと広義に解釈されます。これには、現金、

現金以外の贈答品および利益（有形および無形の両方）が含まれます。割引、リベート、贈答品、接

待、食事、旅行、会議参加費、Meta 広告クレジットなどは「有価物」に該当する可能性があります。そ

の他の有価物の例に関しては、有価物についての当社ガイダンスを参照し、疑問がある場合はコンプラ

イアンス部門に相談してください。 

第三者とは、Meta に雇用していない従業員、または Meta が所有もしくは支配していない事業や組織

です。第三者の例に関しては、第三者および私の役割について（What’s a Third Party and what’s 

my role）を参照し、疑問がある場合はコンプライアンス部門に相談してください。 

 

    

 範囲および適用可能性 当社では、すべての Meta の人員、および Meta を代理する第三者は、Meta における各自の業務に関

連した各活動において、本ポリシーおよび本ポリシーの根底にある原則を遵守することが求められます。 
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 要件   

 01 
賄賂または 

キックバックの否定 

贈収賄とは、ビジネスを獲得もしくは保持するために、不適切な優遇を確保するために、またはいずれかの

者に不適切な行為をさせるために、当該の者に対して有価物を不適切に提案、約束、提供すること、ま

たはその提供を許可することです。Meta は贈収賄を行わず容認もしません。この贈収賄の禁止は、公共

セクターおよび商業上の贈収賄を含め、あらゆる状況下で適用されます。当社は、賄賂、キックバックまた

は不適切な支払いを通じてビジネスを確保するよりも、むしろビジネスを失う方を常に選択します。Meta

の人員は、直接的であるか、第三者を通じてであるかを問わず、賄賂、キックバック、または不適切な支

払いを提案、支払い、勧誘、払戻し、または受領することが禁止されています。 

 
 

 02 
政府事業体および 

当局者と倫理的に関与する  

当社は、Meta のミッションを促進するために、政府および政治組織体と建設的に、倫理的に、責任を持

って関与します。かかる関与において、本ポリシーで明示的に認められない限り、政府当局者に有価物を

提供する前にコンプライアンス部門から事前承認を得ることが義務付けられています。こうした問題が生じ

る可能性がある状況には、下記が含まれます： 

 

 

 

政治献金－政党、政治委員会、政治的官職候補者への企業による献金は、多くの国において規制されており、腐

敗の懸念が生じる可能性または不正行為に見える状態が生じる可能性があります。こうした理由により、Meta の名

義または代理で政府献金や選挙献金を行う前に、またはその献金が Meta に関連付けられる場合は、コンプライアン

ス部門からの事前承認が必要となります。Meta の適格な従業員が Meta 無党派政治活動委員会（MPAC）に対

して自主的に行う献金は、MPAC 細則に従い認められています。詳細は、Meta の政治活動およびロビー活動ポリシ

ー（Political Activities and Lobbying Policy）を参照してください。 

 

 

 

イベントのスポンサーシップ－会議や同様のイベントで Meta がスポンサーとなることは適切な場合もあります。しかし当

社の支援により、政府当局者に不適切な利益が生じないようにする注意が必要です。コンプライアンス部門からの事

前承認が必要となるのは、政府当局者の要請に基づくスポンサーシップ、政府当局者と緊密に関連したイベント、あ

るいは贈答品およびビジネス上の接待ポリシー（Gifts and Business Entertainment Policy）の限度額を超える価値

を有する品目を、政府当局者が受領するようなスポンサーシップの場合です。政府当局者と密接に関連したイベント

の例には、政府事業体または政府当局者の利益や名誉となるイベントが含まれます。 

 

 

 

人材採用の意思決定－Meta は、その特定のポジションに必要な資格、知識、技能、能力に基づいて採用を行いま

す。常に Meta の通常の採用プロセスを用いるものとし、ビジネスの獲得や維持のために、不適切な優遇を確保する

ために、あるいは政府当局者に不適切な行為をさせるために、政府当局者から提案された人物や政府当局者に関

連した人物を採用することは一切行ってはなりません。政府当局者の募集および採用に関する詳細は、Meta の政

府活動およびロビー活動ポリシーを参照してください。 

 

 

 

ファシリテーションペイメント－「ファシリテーション」または「グリース」ペイメントとは、通常は低額の支払いで、元々有効

な査証の発行を迅速化するなど、政府当局者による日常的で非裁量な業務を確保または迅速化するために行わ

れます。Meta の人員は、現地法に基づき認められる場合であっても、支払いを行うことや、その便宜を図ることは禁止

されています。 

 

 03 
贈答品およびビジネス上の 

ホスピタリティに関する 

Meta の規則を遵守する 

当社は、責任をもって当社のビジネス関係への投資を行いますが、人々に不適切な影響を及ぼす、また

は不適切行為に見える状態が生じる怖れのある状況下では、決して有価物を提案または受領すること

はありません。Meta の贈答品およびビジネス上の接待ポリシー（Gifts and Business Entertainment 

Policy）には、贈答品、食事、旅行および接待の提供や受領に関するドルでの上限額および事前承認

要件が規定されています。これらの規則は、国、活動、そして受取人が政府当局者であるかどうかにより

異なります。Meta の人員は、第三者との間で贈答品、食事、接待、旅行を提供または受領する前に、

これらの要件を参照し遵守することが求められます。 
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要件 | 続き 

 

 04 
Meta の助成および 
寄付ポリシーに従う 

Meta のミッション、価値観、原則の追求において、当社は慈善組織、コミュニティ、教育機関、擁護団

体、業界、研究組織に対し助成または寄付を行う選択をする場合があります。こうしたすべての助成と寄

付は、正当なビジネスや慈善の目的に基づくものである必要があります。また政府当局者との便宜のやり

取りの一環として行ってはならず、Meta の助成および寄付ポリシー（Grants and Donations Policy）の事

前承認要件および制限を遵守する必要があります。 

 
 

 05 
倫理的かつ 

適格な第三者と 
責任を持って協力する 

Meta は、適格であり、倫理的かつ誠実に行動し現地法を遵守する第三者と協力します。第三者アセス

メントツール（Third Party Assessment Tool）、リスク型デューデリジェンスおよび契約締結を通じて採用

することを含め、Meta の第三者リスク管理手順が、あらゆる第三者の起用時に際して実施されることを

確保するために、常に Meta の第三者リスク管理ポリシー（Third Party Risk Management Policy）の手

続に従います。コンプライアンス部門の判断に従い、高リスクの第三者に関して、Meta は高度の注意、契

約条項、トレーニングおよび監視を必要とする場合があります。高リスクの第三者とやり取りする Meta の

人員は、 第三者起用ガイドライン（Guidelines for Retaining Third Parties）の詳細に従い、腐敗リスク

の特定および軽減の支援が必要となる場合があります。本腐敗防止ポリシーに基づき当社自身が行うこ

とができない行為は、決して第三者に依頼してはなりません。 

 
 

 06 
「レッドフラッグ」を特定し 

対処する 

贈収賄の兆候を無視した場合には、自身および Meta に法的責任が生じる可能性があります。政府当

局者による取引、ビジネス上の取決め、または要請に関して何かが「良くないように見える」または「おかし

な匂いがする」場合には、レビューとガイダンスを得るために当該問題をコンプライアンス部門に付託し、与

えられたガイダンスに従うことが求められます。その他のガイダンスについては、「レッドフラッグ」の例を確認し

てください。 

 
 

 07 
正確なビジネスの記録と 

効果的な内部統制を 
整備および維持する 

Meta の帳簿記録には、常に基礎となる取引またはイベントが反映されます。契約においては、支払われ

る金額、実施される作業および支払いの受取人を記載するなどして、当該合意の経済状況を正確に反

映する必要があり、Meta のリソースの支出および使用は、すべて補助書類で正確に説明し、当社の帳

簿記録に正確に記入する必要があります。いかなるビジネス経費も、決して「簿外」での処理や誤った記

載を生じさせたり、許容したりしてはなりません。Meta の帳簿記録には、虚偽の記入、誤解を招く記入、

不完全な記入や不正確な記入を決してしないようにします。契約のレビュー、承認および署名に関して

Meta 契約ポリシー（Meta Contract Policy）を必ず遵守し、必要な承認を得ずに契約上の規定を変更

する「補足的合意」を決して締結してはなりません。また、腐敗の防止および正確な帳簿記録の確保の

ために、十分な内部統制システムを Meta が維持できるよう支援する責任を全員が負っていることを忘れ

ないようにします。 

 
 

 08 
買収および合弁事業に 

関連してリスク型 

デューデリジェンスを行う 

 

 
 
 
  

Meta は、適切なデューデリジェンスの実施、適切な契約上の保護の交渉、適切な監視を確保することな

く、合弁事業などのビジネス上の取決めに参加することをしません。また、いかなる企業についても投資や

買収をしません。買収の場合、Meta は、買収した事業体とその人員が本ポリシーを理解し遵守すること

を確保するために、買収後の統合およびリスクに基づいた研修を実施します。 
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ポリシーの 
違反 

 

 

実施－本ポリシーまたは法律に違反した場合、現地法に従い、最高で Meta の従業員であれば解

雇、臨時労働者であれば Meta のアカウントからの除外までを含む懲戒処分となる場合があります。ま

た、本ポリシーに違反した者は、自身および Meta に対し民事罰および刑事罰を生じさせる可能性もあ

ります。 

生命や安全に対する重大かつ差し迫った脅威に関する例外－世界各地の腐敗防止法等に則り、本ポリ

シーは、生命や身体の安全に対する重大かつ差し迫った脅威を回避するための支払いを禁止しません。も

し可能であるならば、そうした支払いを行う前に、コンプライアンス部門に相談する必要があります。可能で

ない場合には、できる限り早急に、当該インシデントをコンプライアンス部門に報告しなければなりません。

Meta のグローバル旅行セキュリティポリシー（Global Travel Security Policy）では、緊急事態の例外に関

してさらなるガイダンスおよび報告メカニズムを規定しています。 

 

    

 懸念や違反の報告 本ポリシーへの違反またはその疑いは、コンプライアンス部門、内部監査部門に直接的に、または Meta 内

部告発および苦情ポリシー（Meta Whistleblower and Complaint Policy）を通じて、すべて遅滞なく報告

しなければなりません。 

下記により、匿名での報告を行うことができます： 

● SpeakUp にアクセスする 
● +1-877-564-9619 に電話する 
● https://www.business.att.com/collateral/access.html  

で利用可能な直接アクセスコードをダイヤルし、その後、オペレータの指示に従って+1-877-564-9619

にアクセスする 

Meta のマネージャーについては、本規範に基づき、コンプライアンス上の懸念、ポリシーや法律の違反の疑

いや明らかな違反がある場合、従業員関係ビジネスパートナー、人事ビジネスパートナー、または法務部

門に報告する責任があることに注意してください。臨時雇用の労働者に関する懸念は、

cwquestions@meta.com まで報告してください。 

本ポリシーの適用に関する質問は、legalapproval@meta.com まで連絡してください。また、当社のビジネス

上の慣行やポリシーに関する質問および懸念については、マネジメントと話し合うことも奨励されます。本ポ

リシーに従い必要な承認の申請方法に関するその他のガイダンスは、承認およびポリシーに関する質問

（Approvals and Policy Questions）をご覧ください。 

 

    

 本ポリシーの 
修正 

監査およびリスク監視委員会（Audit and Risk Oversight Committee）は、定期的に本ポリシーを見直

し、その効果を評価し、必要に応じて更新または改定を行います。本ポリシーの管理上の変更は、Meta

の最高法務責任者、またはその被指名者が承認を行うことができます。 

 

 


