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倫理・行動規範について

FMCでは、業務を正直かつ誠実に、また適用されるすべての法律を遵守して行うことに努め
ています。FMCの倫理・行動規範（「規範」）は、こうした高い業務基準の実現に当社が務
めていることを示すものです。規範には、我々が日々の業務で従う法律および倫理的な原則が
まとめられており、こうした原則は当社の方針および慣行に適用されます。

FMCの規範へのコミットメントでは、会社のトップが範を示します。FMC企業責任委員会
は、経営陣で構成され、取締役会の監査委員会に報告を行います。企業責任委員会は、適用さ
れる法律および規範についてのFMCの全般的な遵守について評価し、コンプライアンス研修
プログラムを監督し、重要なコンプライアンス問題や法律の動向についての適切な対応を検討
します。

法律や基準はさまざまな国や文化で異なりますが、グローバルな企業として、当社が業務を行
う場所ではどこでも、同じ高い基準を保つことが当社の共通の目標であり、今後も引き続きそ
れに尽力します。FMCの本社は米国にあり、FMCは米国で設立されており、米国では高度な
事業規制が維持されているため、規範の一部では、米国に焦点を当てていますが、米国に焦点
を当てることで、その他の国の適用される法律を遵守する義務や遵守への注力が減ぜられるこ
とはありません。

規範における義務は、次のものに適用されます。1）FMC Corporationおよび、FMCが直接また
は間接的に支配または管理するFMCの子会社、関連会社、合弁、その他すべての事業体。2）
これら事業体の社員および取締役（それらのFMC向けの業務に適用される場合）。3）FMCに
代わり業務を行うサプライヤーおよび契約業者。

規範に拘束されるすべての社員および役員、取締役、その他の者を含む我々全員が、規範に習
熟し規範に従う責任を有します。加えて、FMCのグループおよび部門、業務のマネージャー
および監督者は、自らが管理する業務により、規範を遵守し、また指向する責任を有します。
こうした責任を果たさない場合、解雇を含む懲戒処分が行われる場合があります。

皆さんはまた、規範について気づいた違反を、速やかかつ正確に報告する必要もあります。規
範のセクション3および4には、報告義務の遂行についての具体的な情報が含まれています。報
告および情報リソースも、規範の最後に記載されています。規範は、可能性のあるすべての倫
理的もしくは法的な条項を扱うことを意図したものではありません。全員が、自らの知識や裁
量、健全な判断に従ってください。

皆さんは、FMCにとってこれまで重要であった、道徳的、倫理的で法律に従うという伝統を
維持するのに努める必要があります。かならずその期待に応えてくれるものと思います。

Pierre Brondeau
代表取締役社長兼CEO
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倫理・行動規範

1. 倫理的に行動への尽力。

倫理へのコミットメント
倫理的な行動は、個人の責任です。高い倫理基準を反映する行動が、役職や勤務地によらず、
規範に拘束されるすべての取締役および社員、その他の者に期待されます。取締役や役員、
マネージャー、監督者には、規範またはその他のFMCの方針、適用される法律に違反するこ
と、または、その他の社員またはその他の人物が違反する行動を行うよう求める権限はありま
せん。

規範の義務は、FMC Corporationおよび、FMCが直接または間接的に支配または管理するFMC
の子会社、関連会社、合弁、その他すべての事業体、ならびにこれら事業体の社員および取締
役（それらのFMC向けの業務に適用される場合）、FMCに代わり業務を行うサプライヤーお
よび契約業者に適用されます。

倫理についての管理責任
すべてのFMCの役員およびマネージャー、監督者は、部下である社員の行動に責任を有し、
規範およびその他のFMCの方針、適用される法律に従って行動していることを確認する責任
があります。すべてのFMCの役員およびマネージャー、監督者は、次のことを行わなければ
なりません。

•  社員に、法的、倫理的な行動を扱っているものをふくむ会社の方針について知らせる。
•   適切な継続的社員研修が行われており、規範の違反者が適切に処分を受けていることを
確認する。

•   	適用される法律や、規範に埋め込まれている種類の規則に違反する傾向のある社員を採
用しないようにする。

•   倫理についての建設的で誠実な開かれた話し合いが奨励され、報復のおそれなしに期待
される業務環境を維持する。

こうした取り組みで、マネージャーはFMCの監査や人事、法務部門ならびに倫理担当室にサ
ポートを求める必要があり、こうした部署はサポートを行います。

2. 規範およびその他のFMCの方針、適用されるすべての法律の遵守。

業務を実行する際には、規範およびその他のFMCの方針、適用されるすべての法律を遵守し
ます。

一般的な取引または交渉の慣行が、規範より厳格でない行動規範に基づく国があります。こう
した国では、社員は、適用される法律で認められ適切な倫理、業務判断に基づく差異を除き、
本規範に従ってください。関連の部署のマネージャーまたはFMC Corporationの社長または副
社長は、部署のマネージャーがいない場合、書面で当該の差異を承認しなければなりません。
国の法律の適用や規範、法律と規範の関係や、両者の間に明らかに矛盾があることについての
質問は、FMCの弁護士までお寄せください。
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執行役員または取締役が規範の放棄を行うことが適切なことが稀にありますが、この場合、取
締役会または取締役会の委員会の承認を受け、適用される法律および規制で必要な開示を速や
かに行わなければなりません。その他すべての社員の場合、法律顧問とならび役員のみが、当
該の法規を行うことが認められます。

3. FMC企業責任プログラムの実行。

企業責任委員会

FMC企業責任委員会は、経営陣で構成され、取締役会の監査委員会に報告を行います。企業
責任委員会は、適用される法律および規範についてのFMCの全般的な遵守について評価し、
コンプライアンス研修プログラムを監督し、重要なコンプライアンス問題や法律の動向につい
ての適切な対応を検討します。質問に答え、規範について疑われる違反を報告するためのリソ
ースの提供に加え、社員企業責任委員会に次の住所を通じ連絡するようにしてください。

FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273 
USA

またはオンライン：
http://fmc.ethicspoint.com

または：FMC倫理対応ライン：
米国 1-855-649-8997（フリーダイヤル）または	1-866-332-6800（フリーダイヤル）
米国以外：+1-704-759-2082（コレクトコール）

4. 疑わしい規範不遵守の報告。

規範の違反の疑いについて知った社員は、以下の手順に従い、ただちに報告しなければなりま
せん。社員は、疑いのある違反者の身元や役職にかかわらず、当該の情報を知らせることが求
められます。

FMCは情報を機密に扱い、懲罰や報復が、誠実に報告を行う人物に対し行われないようにし
ます。

不遵守の報告手順

社員の報告：規範の違反について知った社員は、ただちに報告しなければなりません。

調査：報告された規範やその他のFMCの方針、適用される法律について報告された違反を
調査し、FMCが判断する適切な行動を、調査結果に基づき取ることが、FMCの方針であ
り、FMCはそうするよう努めています。会計および会計管理、監査事項についての違反の報
告は、取締役会の監査委員会の監督の下で調査されます。その他すべての違反は、倫理担当室
の監督の下で調査されます。社員は、報告された違反の調査に協力することが求められます。

http://fmc.ethicspoint.com
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機密保持：調査担当者は、違反の疑いを報告する人物、または調査に参加する人物の身元を開
示しません。社員は、倫理担当室および監査員会はFMCの最善の利益のために活動し、社員
の個人的な代表者や弁護士として活動しないことを知っておく必要があります。

報復からの保護：規範違反を誠実に報告する人物に対するいかなる種類の報復も、報告が間違
っている場合でも、または報告された違反の調査を支援する人物に対する報復も、禁止されて
います。すべての社員は、同僚や監督者、報告の対象であるその他の人物による報復を恐れる
ことなく、当該の違反を報告できます。

不遵守についての処分
規範を遵守しない場合、譴責から解雇までの懲戒処分が行われます。民事または刑事違反は告
訴される場合があります。

5. 顧客との関係の尊重、保護。

最も重要なサプライヤー
FMCの主たる目標は、当社の顧客の最も重要なサプライヤーとなることです。

当社はこの目標を、顧客のニーズに最も応える製品やサービスを提供し、協力と信頼を長期に
わたり実現する方法で提供することで実現します。

当社は、適用されるすべての法律に従い適切な業務慣行に沿った方法で、常に公平、誠実に顧
客を扱います。当社は、競合他社を含む他社またはその社員もしくは製品について、虚偽また
は誤解を招く発言を行いません。

安全で質の高い製品
当社は、当社の製品およびサービスを使用する方々の健康と安全を重視して、業務を行いま
す。これにより、安全が保証され、FMCと顧客との間の関係が強化されます。各社員は、製
造や継続的な改善、顧客サポートを通じ、設計から、FMCの製品の品質や安全性を確保する
上で重要な役割を担っています。

6. 社員との関係の尊重、保護。

社員の尊重 

FMCは、人間の尊厳の尊重に注力しています。信頼と尊敬、倫理的な業務実行が、社員との
健全な関係の実現と維持に不可欠です。こうした関係の基本となるのが、すべての社員の個人
的な価値や貢献を認めることです。FMCでは、社員の多様性を尊重し、すべての社員を尊厳
と尊重をもって処遇します。勤務地の適用される法律に従い、社員と求職者は、人種や信条、
性別、宗教、出身国、年齢、障害の有無、軍歴の有無、性的指向によらず、実績と資格に基づ
き判断されます。あらゆる種類の性的嫌がらせは禁止されます。
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児童労働/強制労働

当社は、あらゆる形態の有害な児童労働や強制労働に反対しています。有害な児童労働を禁
止、または強制労働を当社の職場で利用することを禁止するのがFMCの方針であり、当社は
サプライヤーと契約業者にも同じことを求めています。

社員のプライバシーの尊重

FMCは社員や元社員、求職者のプライバシーを尊重し、社員の情報を、適用される法律に従
って業務上の理由がある場合にのみ共有します。これは、セクション9で詳しく説明する、電
子的通信を監視するFMCの権利に矛盾するものではありません。

安全で健康的な職場環境

安全で健康的な職場環境を維持することが、当社の業務運営で不可欠です。事故は社員を傷つ
け、業務の効率的な実行を妨げ、また当社が業務を行う地域社会の信頼を損ないます。当社
は、健康的な職場環境を維持し、安全についての手順や慣行に従い、規定されたすべての個人
保護装置を使用して、事故を防止する責任を有します。

薬物乱用なきこと

違法または未承認の薬物もしくは合成/デザイナードラッグ、規制薬物（合法的に処方された
薬物を除く）の使用または販売、購入、譲渡、製造、所持、当社のシステムでへの持ち込み許
可を行わず、またFMCの施設にいる間やFMCの業務に携わっている間、FMCの機器を操作し
ている間は、処方薬の乱用を行ってはなりません。

加えて、FMCの施設または会社の施設で、アルコールの使用または販売、製造、購入、譲渡
を行ったり、所持してはなりません（会社が後援する正規の監督下での状況を除く）。FMC
の業務を行っている、または仕事に関連する任務を遂行している、FMCの機器を操作してい
る間、アルコールの影響を受けていてはなりません。

7. 健康および安全、セキュリティ、環境に関する法律の遵守。

当社は、適用されるすべての法律の遵守および、環境や健康、安全についての実績の継続的な
改善を通じ、環境や当社の社員、家族、地域社会、一般社会の健康および安全を保護すること
に努めています。
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FMCの環境基準を満たすため、すべてのFMCが所有、運営する施設は、運営に関するすべて
の公衆衛生および環境についての法律を遵守し、自然や、製造または取り扱う物質の危険性に
ついて現地の地域社会と開かれた対話を維持しなければなりません。

健康および安全、セキュリティ、環境についてのFMCの全世界の方針

FMCは、環境および当社社員やその家族、地域社会、一般社会の健康と安全、セキュリティ
を、当社の事業を長期的に持続するための中心的な価値として保護する責任を受け入れていま
す。健康と安全、セキュリティ、環境（HSSE）を推進する透明性が、全世界のすべてのFMC
社員の責任です。

FMCのHSSEについての原則では、次のことを義務づけています。

•  当社の事業を成長させ、すべての場所で人々の生活の質を改善しようとする際には長期
的に持続可能な技術革新や業務、事業慣行に基づく業務戦略を推進する。

•  公衆衛生や職場の健康、環境、社員の安全を保護する方法で業務を開かれた形で行う。
•  けがのない職場を実現することを目的に、すべての事故とけがが発生しないように努め
る。

• 製品の製造や、新しい製品や施設、プロセスの計画では、HSSEを最優先に考慮する。
• すべてのHSSEについての法律および規制を遵守する。
•  当社の成長に伴い、排出量と廃棄物を削減し、エネルギーと天然資源の効率的な使用に
努める。

•  当社の社員やサプライヤー、顧客、近隣住民、株主と、継続的改善のためHSSE問題の管
理について、積極的に建設的な話し合いを行う。

•  社員やサプライヤー、顧客、契約業者、商業パートナーと協力して、ライフサイクル全
体を通じ、また最終的な用途について、責任ある管理を推進することで、米国化学工業
協会のResponsible Care®プログラムの原則を全世界で支持する。

FMCのHSSEについての方針は、企業基準および業務方針、管理官校を通じ有効になります。
管理や社員の関与、十分な人的、資本資源の割り当て、厳密な測定、見直しおよび是正措置シ
ステムを通じ実行します。この方針を進めることが、FMCの業務行動で不可欠です。

8. サプライヤーや契約業者との関係の尊重、保護。

当社は、サプライヤーとの取引で公平かつ信頼性を保つことで、信頼できる顧客としての評判
を保つことに努めます。当社はサプライヤーと契約業者を常に、適用されるすべての法律に従
う形で、公平かつ誠実に処遇します。
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当社はサプライヤーに、長期的な持続性や安全で質の高い製品の生産についての当社のコミッ
トメントを当社と共有することを求めます。

当社はサプライヤーに、職場での人間の尊厳を保護、尊重することを支持し、FMCの基準に
沿った倫理的で責任ある方法で業務を行うことを求めます。

9. 自社と他者の財産の保護。

当社は、物理的財産および無形資産、電子メールおよび電話、インターネット、イントラネッ
トを含むすべての形態の業務通信で、紛失や盗難、悪用が生じないようFMCの資産を保護す
る責任を有します。FMCの資産は、適切な会社の目的で使用するためのものであり、適切な
承認なしに売却または貸付、提供、処分することはできません。当該資産は、ITリソースの許
可される利用についてのFMCの方針およびその他の関連方針に従っており、目に見える形で
コストが増加せず、利用の結果その他の社員の邪魔になっていない場合に限り、不定期かつ限
定的に個人的に使用できます。加えて、当該資産を個人的な利益のために使用することは禁止
されます。

当社の電子通信およびインターネットアクセスは会社の目的で使用

FMCの電子通信およびインターネットアクセスシステムは、それを通じて当社の業務を行う
重要なツールです。こうした通信の仕組みや装置には、電子メールやファックス、インスタン
トメッセージングシステムが含まれます。FMCは、インターネットリソースおよび電子通信
の利用を監視し、不適切な可能性がある場合調査する権利を留保します。ユーザーは、法律で
求められる以上のプライバシーを、FMCの通信システムを使用する際には期待できません。

FMCは、攻撃的または不適切と自らが考えるインターネットのコンテンツのフィルタリング
を行う権利を留保します。インターネットアクセスおよび電子通信のすべての利用は、適用さ
れる法律および規制、FMCの方針に従い、次のために使用してはなりません。

•  著作権または企業秘密、特許、その他の知的財産権に違反する。
•  ソーシャルメディアネットワークまたはその他のを通じ、会社の機密情報を漏らす。
•   脅かすまたは欺く、だまし取る、嫌がらせを行う、名誉を毀損する、恫喝する、他者を
攻撃する、人のプライバシーに違反する。

•  別のコンピュータネットワークまたはシステムに違法にアクセスを試みる。
•   ウィルスやワーム、パスワード取得プログラム、トロイの木馬など、承認されていない
ファイルを作成または実行、保存、意図的に伝搬する。

•   意図的にFMCのリソースを妨害または無効にしたり、他の正規ユーザーがそうしたリソ
ースを使用できないようにする。

•  チェーンレターや承認されていない勧誘や広告を送信する。
•   その他の社員のFMCの業務用電子メールアドレスを、掲示板やショッピングサイト、そ
の他の業務以外のサイトの購読など業務以外の目的で配信する。

• 性的に露骨または攻撃的なマテリアルを職場に持ち込む。
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•   ポルノやギャンブル、業務に関係ないチャットルームやメッセージボードにアクセスす
る。または、

•   ファイルをダウンロードする。ただし、業務目的上必要で勤務先のIT管理者が承認した
場合を除く。

財産の紛失または悪用の報告

財産の紛失や悪用について知った人物は、マネージャーまたは監督者、その他の適切なFMC
の担当者に報告しなければなりません。当該の報告を受けた人物は、注意深く徹底的に報告を
扱うものとします。

10. FMCの機密情報の保護および、他者の機密情報の尊重。

機密情報とは	

機密情報とは、一般に知られておらず、不適切に開示されると、当社や当社の顧客、サプライ
ヤーに危害が及ぶ、または競合他社を利する場合のある情報です。FMCは、多大な費用をか
けて長年にわたり開発した貴重な機密情報を保持しています。

この情報には、売上や財務、科学、経済、エンジニアリング情報や顧客リスト、マーケティン
グの計画、技術計画、組成、方法、技法、プロセス、手順、プログラム、コードなどの専有情
報や企業秘密が含まれ、その情報がどのように保存または編纂、記憶されるかにはよりませ
ん。FMCは機密保持のため妥当な措置を講じます。

機密情報をどのように保護するか

機密情報の機密は、FMCの物理的財産およびその他の財産と同様に慎重に保護しなければな
らず、開示されないよう定期的に注意する必要があります。当社は、機密情報はFMC以外の
人物や、FMCの人間でもその情報を知る必要がある人物と共有したり、そうした人物が使用
することを許可しません。ただし、契約に記載または法律で義務づけられている場合を除きま
す。FMCの機密情報保護の義務は、FMCでの雇用が終了した後も続きます。業務上の理由で
FMCの機密情報をFMC以外の人間と共有する、また/またはFMC以外の人間に機密情報を使用
することを許可することが業務上の理由で適切な場合、書面による機密保持契約を事前に締
結する必要があります。FMCの弁護士は、こうした場合に適切な契約を提供できます。FMC
の弁護士の一覧は、法務部のイントラネットウェブサイトhttp://teams.myfmc.com/sites/law/
Shared%20Documents/lawyerslist.pdfにあります。当社はまた、情報を安全でアクセスできない
場所に保存し、機密情報を安全な条件の下でのみ電子的に送信します。
 
機密情報を保持する義務は、ソーシャルメディアネットワーキングにも及びます。FMCの社
員は、ソーシャルネットワーキング活動に従事する際は、会社の機密情報保護についての手順
と同じ手順に従ってください。

http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared%20Documents/lawyerslist.pdf
http://teams.myfmc.com/sites/law/Shared%20Documents/lawyerslist.pdf


倫理・行動規範      9

FMCは疑わしい不適切な機密情報の入手および/または利用を徹底的に追求します。FMCの機
密情報が盗まれた可能性があることが分かった場合、監督者またはFMCの弁護士、その他の
適切な人物にその旨を知らせなければなりません。

11. 業務情報の倫理的かつ合法的な収集。

業務の日々の実行の一環として、当社は競合他社やサプライヤー、顧客についての情報を、倫
理的かつ合法的な方法で収集します。大半の有用な情報は、忍耐強い努力により、公開の情報
源から入手できます。非公開の情報源からの情報を探す際、当社は誠実、正直に活動し、反ト
ラスト法または企業秘密もしくはその他の機密情報に関する法律、社員と雇用主との間の機密
の関係に関する法律を含むがそれらに限定されない適用される法律に違反する場合、情報の検
索や入手、使用を行いません。

当社は、他者がFMCに機密に提供した機密情報を、通常はその情報に関連する契約に記載の
手順に従い保護します。

当社は、他者から機密情報を不適切に入手しません。米国では、不適切に企業秘密を入手する
個人と企業は、損害および差し止めについて民事訴訟の対象に、また罰金および禁固刑を含む
経済スパイ活動法における刑事責任の対象となります。

当社は、当社にとって意味のない通信を認めず、また誤った指導は行いません。間違いと思わ
れ、競合他社のマーケティング契約や製造図面など、不適切または取り扱いの難しい情報を含
む通信を受領した場合、監督者に報告し、電子通信の場合にはITセキュリティ部長に報告し、
適切な措置を講じてください。

12. 利益相反の回避。

個人的な利益（近親者*の利益を含む）とFNCの最善の利益との間に相反が生じる活動に従事
してはなりません。すべての業務上の決定は、FMCの利益を最優先に行います。FMCとの間
の実際のまたは潜在的な利益相反は、監督者（または取締役の場合は取締役会）が書面で特に
承認する場合を除き禁止されます。監督者はその件について法律顧問と協議するものとしま
す。利益相反の有無を判断する場合、次の点が考慮されます。金銭的利益の額、およびFMC
での地位、問題に影響を与える業務取引で及ぼすことが可能な影響、その他すべての関連する
要因。

利益相反が生じる可能性のある活動には、次のものが含まれます。

•   会社の時間または会社の資産を使って、個人的、またはその他のFMC以外の業務に携	
わる。

•   FMC以外の会社または人物（自営業を含む）のため社員または個人事業主として働く、
またはその仕事または活動が仕事の実績に影響を与える、またはFMCの問題に注ぐべき
時間や注意を侵害する場合、その他の活動に従事する。

*本規範では、「近親者」は、配偶者および親、子供、兄弟姉妹、義理の親、義理の子供、義理の兄弟姉妹、同居人（使用人以外）を意味し
ます。この定義は、医療保険やその他の福利厚生プランで使用される「近親者」という用語には適用されません。
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•   FMCでの役職により得た機密情報を開示する、またはそれを個人的な利益のために使用
する。

•   FMCの資産を個人的な利益のために処分する。この方針は、装置や乗用車、トラック、
オフィス用品など物理的資産や、インターネットアクセスや電子メール、電話、ファッ
クス、社内便システムなどFMCが提供または支払を行っているサービスの両方に適用さ
れます。

•  FMCの競合他社やサプライヤー、顧客に対する明示的または黙示的義務の下で、自身ま
たは近親者*に対する、またはそう見られる、あらゆる種類の融資や贈答品、優遇、特別
扱いを受ける。たとえば、他者に対する取り決めが一般に行えず、または利益相反もし
くはそう見られる可能性が、任務や責任を理由に生じる可能性がある場合、競合他社や
サプライヤー、顧客にいかなる種類の投資も行ってはなりません。輸送会社やホテル、
同様のサービスを提供する企業が提供する、販促でのプレミアムや値引きを受けること
はできません。そのような例として、一般的に旅行に提供され、FMCが指定していない
「マイレージサービス」プログラムの特典があります。

•   FMCが合併または買収、合弁、その他の重要な契約を交渉している、または交渉を企図
している企業の持ち分を取得する。これには、個人的な利益ならびに近親者*の利益が含
まれます。一般に、この方針は上場企業への適度の投資を禁止するためのものではあり
ませんが、上場企業への投資を検討する際には、利益相反やそう見られることを避ける
ため、常識を働かせる必要があります。たとえば、FMCや他の企業にとって 財務上重要
な業務契約をFMCが締結している、または締結を検討していることをインサイダーとし
て知っている場合、上場している競合他社や顧客、サプライヤーへの投資は行ないませ
ん。

•   その他の企業または人物（自営業の場合でも）がFMCの競合他社（またはそうなること
を積極的に計画している企業）またはサプライヤー、顧客の場合、そうした企業や人物
に多額の投資を行う、またはそれらのために働く、コンサルタントやアドバイザーを務
める。

•  血縁関係や婚姻関係のある他者とFMCの業務を行う。

加えて、自身および近親者*はいずれも、FMCの法律顧問の書面による事前の承認なし
に、FMCの競合他社または資材やサービスのサプライヤー、顧客の取締役に就任してはな
りません。

取締役が、ある問題について取締役会に対し個人的な利害関係がある場合、その取締役は
その問題の協議の前に取締役会で利害関係を開示し、協議への参加を辞退し、票決は行い
ません。個人的な利害関係には、特に商業的、産業的、銀行、コンサルティング、法律、
会計、慈善、金銭的関係が含まれます。

*本規範では、「近親者」は、配偶者および親、子供、兄弟姉妹、義理の親、義理の子供、義理の兄弟姉妹、同居人（使用人以外）を意味し
ます。この定義は、医療保険やその他の福利厚生プランで使用される「近親者」という用語には適用されません。
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利益相反に関する方針にある疑問点の解決を参照してください。

そうした相反が生じることが合理的に予測可能な重大な取引または関係、もしくはその可能性
を、監督者に速やかに開示します。利益相反に関する方針を具体的な活動や関係、利害関係、
取引（実際のものまたは提案されたもののいずれか）に適用することについて疑問がある場
合、FMCの監督者やマネージャーに尋ね明確にしてください。扱いの微妙な、または難しい
質問は、FMCの弁護士までお寄せください。

13. 反トラスト法およびその他の競争法の遵守。
活動に適用されるすべての反トラスト法および競争法を遵守することが、FMCの方針です。
同じ競争法制度は2つとしてありませんが、大半は主な点について似ています。こうした指針
は、常に避けなければならない行動および、FMCの弁護士と協議の後にのみ行えるその他の
行動を定めるものです。

米国およびカナダ、欧州連合、すべてのEU加盟国、ロシア、メキシコ、ブラジル、日本、オ
ーストラリア、その他多くの国を含む、FMCが業務を行うほぼすべての国にはこうした法律
があります。多くの国（米国およびEUを含む）は、国に影響を与える自国の領土外にも自国
の競争法の適用を拡張しています。たとえば、ブラジルで製造されその後米国に出荷される製
品について価格を操作するため、ブラジルで交渉された契約は、米国の法律の下で米国で、ま
たブラジルの法律の下でブラジルで提訴される場合があります。

反トラスト法および競争法の違反の結果は、次のように重大です。	

•   米国およびカナダ、その他の一部の国では、違反は刑事罰となり、個人に多額の罰金や
禁固刑が科される場合があります。

•   重い民事罰が科されることがあり、多くの国では民間企業は弁護士を雇い損失の回収を
行えます（米国では損失額の3倍）。

•   違反により、企業の業務を制限する裁判所の命令や行政命令が課される場合がありま
す。米国やEUの政府の罰金は、1億ドルを超える場合があり、米国では個人が禁固刑を
科されています。民事訴訟での損害も、1億ドルを上回っています。

競合他社と、価格や生産量、生産能力、販売の場所、その他の競争問題について、合意しては
なりません。

FMCが業務を行うほぼすべての国で、次の点について競合他社と互いに合意することは違法
です。	

•  顧客に対する価格。
•  信用条件や販売条件、輸送コストなど、その他の価格関連の条件。
•  入札。
•  生産能力の除却や増強を行うかどうかを含む、生産量や生産能力。
• どの地域で会社が販売を行うかどうか。
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•  どの顧客に対し会社が販売を行うかどうか。
•   特定の顧客やサプライヤー、その他の競合他社をボイコットするかどうかや、取引を拒
否するかどうか。

こうした内容は、競合他社と絶対に話し合ってはなりません。こうした点で競合他社と「合
意」すると、正式な契約に当たるだけではなく、口頭での合意や非公式の了承となります。競
合他社と業界の価格の傾向や、FMCや競合他社が生産能力の拡張や縮小を行うかどうかにつ
いてざっくばらんに話し合うだけでも、話し合った内容につて合意があったとの証拠として用
いられる場合があります。

合弁や技術ライセンス契約、供給契約、政府へのロビー活動での共同のアプローチなど、場合
によっては競合他社との合意が合法的なこともあります。競合他社との話し合いの前に、こう
した合意についての協議にFMCの弁護士が関与し、状況を評価し、違反や違反と見られるこ
とが生じないように用にすることが重要です。

市場での力や支配的地位を違法に達成または悪用することなく、積極的に競争を行うこと。

卓越した積極的な市場での活動は、罰せられるものではなく奨励されます。よりよい製品を販
売する、または業務を効率的に運営することで市場シェアを獲得することは、競合他社にとっ
て合法的かつ適切な目標です 。強力または支配的な地位を市場で獲得する、またはそうなる
可能性が高い場合、そのことが市場での地位を獲得または強化するのに役立つ場合、違法とな
る場合があります。市場での強力または支配的な地位は、市場シェアが50%以上の時に生じま
すが、国や状況によってはその率は上下します。

強力または支配的な地位を市場で得ている、またはそうした地位を得る可能性が高い業務で
は、FMCの弁護士に、次の活動を行う前に相談してください。

•  コスト以下に価格を設定する（場合によっては平均総コスト以下）。
•  ある製品の販売を別の製品やサービスの販売や購入の条件とする、または関連づける。
•   その他の当事者の業務遂行能力を損なう場合、顧客や競合他社、サプライヤーとの取引
を拒否する。

•  競合他社を市場から閉め出す可能性のあるその他の活動。

こうした活動は合法な場合がありますが、特定の活動や関係する市場の評価によります。加え
て、虚偽の情報により特許を取得する、または特許の範囲を超えて特許ライセンシーの行動を
制限するのに特許を使用することは絶対に行ってはなりません。
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顧客やサプライヤーとの取引で、競争を違法に阻止しないこと。

多くの競争法では、競争や競合他社、顧客に有害な場合、顧客またはサプライヤーの競争の自
由を制限することは認められていません。次の活動を行う前に、FMCの弁護士に相談してく
ださい。

•  独占供給または購入契約（多くの場合「全量購入契約」と呼ばれます）を締結する。
•  特定の地域について独占販売契約を締結する。
•   顧客または販売店に、特定の地域内でのみ、または特定の顧客または顧客クラスに対し
てのみ、自社製品の再販を求める。

• 同じ製品を購入する同等の顧客間で、価格や条件、サービスを差別する。
•  顧客が別の商品またはサービスも購入しない場合、ある商品またはサービスの供給を拒
否する。

•  顧客に商品を特定の価格以下または以上で再販しないよう求める。

買収と合併に適用される法律の遵守。

大半の買収と合併は、顧客に対し競争上の不利益が生じない限り、競争法には違反しません。
多くの国には、多くの場合取引の完了前に、大規模な合併および買収を政府の競争規制当局に
通知することを求める法律があります。FMCは、通知要件を含む、合併や買収に適用される
法律を遵守します。遵守のため、また適用される競争法での政府の審査で有利な扱いを受け
るのに必要な事前の計画について許可を得るため、買収や合併について検討しし始めた時点
で、FMCの弁護士に知らせてください。

合法的な商業上の慣行に基づき徹底的に競争。

多くの国には、虚偽の誹謗やその他の手段により、競合他社や顧客、サプライヤーの業務関係
を不正、不適切に妨害することを禁止する法律があります。FMCでは、そうしたすべての法
律を遵守します。

14. 国際的な業務についての法律および規制の遵守。

当社は、適用されるすべての法律に従い業務を行います。多額の	
業務上の投資または買収を行う際は、長期的に持続可能かや法令遵守、その他の	
倫理的事項を考慮します。

当社は、重要なすべての管理法を遵守します。

米国への輸入に適用されるすべての法律および規制を遵守することが、FMCの方針です。輸
出法令遵守についての必要な内部統制の実行、保持や、すべての輸入活動で妥当な注意を払う
こと、適切な担当者が米国のすべての輸入法を理解し遵守するよう最善を尽くすことが、すべ
ての事業部門の責任です。
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米国の輸入法は、米国への輸入の許可や、関税の分類や評価、原産国の記載、環境報告、特別
優遇制度（例：NAFTA）の資格、記録保持を含む、輸入の多くの点に適用されます。FMCの
経営陣は、すべての輸入法および規制を厳格に遵守することに注力し、すべての社員にFMC
の業務運営で法令遵守に努めることを求めています。実行に当たっては、組織のコミットメン
トや十分な人的および資本資源の割り当て、適切な監督、是正措置が必要です。FMCは、財
務および税金、法律、IT、各グループ/部署の代表者で構成される企業輸出入コンプライアン
ス委員会を設立しました。加えて、各グループ/部署では、部署間の輸入コンプライアンスチ
ームの監督を担当する輸入コンプライアンス責任者が必要です。

FMCの経営陣はまた、テロ行為防止のための税関産業界提携プログラム（「C-TPAT」）のす
べての点についても注力しています。C-TPATの下で、FMCは、米国での原産地から最終仕向
地までのすべての輸入の安全とセキュリティを確保し、その他の地域の対応するプログラム
の実行に努めています。FMCは、各グループ/部署やFMCのサプライチェーンパートナーに
C-TPATの最新の動向や法令遵守について知らせる、C-TPATコンプライアンスチームを作成し
ました。

当社は、すべての輸出管理法を遵守します。

米国およびその他の一部の国には、特定の製品およびサービス、技術の特定の国またはバイヤ
ーへの輸出を制限する法律および規制があります。輸出品目が合法的に輸出され、販売対象の
国および個人に販売できることを確認するのは、すべての事業部門および部署の責任です。

米国政府は、米国からの物品およびサービス、技術データの輸出、およびその他の国からの再
輸出を現在も厳格に統制しています。こうした制限は、米国企業またはその子会社による特定
の禁輸対象国（現在は北朝鮮およびキューバ）への品目の販売のほぼ全面的な禁止から、指定
人物や組織に対する特定の品目の販売の禁止に及びます。大半のFMCの製品はすでに事前承
認を受けていますが、米国の法律では、輸出するすべての品目に対する政府の事前承認が必要
です。

こうした米国の法律は、一見当たり障りのない多くの品目に適用され、多くの化学品および機
器の輸出は、ライセンス要件および輸出管理の対象となります。同様に、技術の輸出は、外国
人の工場訪問や国際電話での会話、電子メールで行われる場合があります。管理の程度は、商
品やデータの性格や、最終的な仕向地により異なります。米国および同盟国の政策の変更を受
け、規則は頻繁に変更されます。こうした管理に違反した場合の制裁は、不注意であっても厳
しいものとなり、罰金や禁固刑、場合によっては企業に対するすべての輸出特権の否認となり
ます。法務部のイントラネットウェブサイトには、さまざまな輸出法についての追加情報があ
り、FMCの弁護士は輸出問題について追加の指針や支援を提供できます。
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アラブ諸国のイスラエルのボイコットを含む、米国政府の方針に反する二次的なボイコットに
参加したり、ボイコットに従わないこと。

当社は、二次的なボイコットに関連する、厳格な米国の法律および規制を遵守します。こうし
た法律や規制は、取引が少しでも米国の通商に関連している場合、米国外のFMCの子会社お
よび関連会社に適用される場合があります。加えて、取引が米国で行われたものでなくても、
追徴税の対象となる場合があります。こうした法律に厳密に従わないと、多額の罰金や追徴税
が事業部門に課される場合があります。二次的ボイコットに関連する米国の法律では、次のこ
とを求めています。

•  米国の政策に反する二次的ボイコットへの参加要請に従うことを拒否する。
•   そうしたボイコットへのすべての参加要請を報告する。これは、口頭での協議や標準の
業務形式で事前に印刷された声明の受領を含むなど、非常に広範に解釈されるので、ま
ずFMCの法務部に、その後米国商務省に報告してください。

実際には、最も一般的な問題となるボイコットは、イスラエルからの商品の輸入を禁止するの
みならず、イスラエルと業務を行う会社との商取引にも影響を与える、特定のアラブ諸国の政
策（二次的ボイコット）です。FMCがイスラエル向けに販売を行っている、またはイスラエ
ルで業務を行っているかどうかを尋ねる業務上の要請は、FMCの弁護士に報告しなければな
りません。

外国のボイコットに適用される法律は複雑で、外国のボイコットの遵守または遵守の証明の
要請は、外国のボイコットの遵守が法律で認められている場合でも報告しなければなりませ
ん。米国以外の子会社による特定の行動を含む、法律で認められた一部の行動はただし、米
国での課税に悪影響を及ぼします。特定の要請または契約条項の効果について疑問がある場
合、FMCの弁護士と税務部の両方に相談してください。

こうした法律を遵守するには、すべてのグループおよび部署、業務部門は、次のことを行わな
ければなりません。	

•   ボイコットを行っている国の顧客やディーラー、その他の人物とのすべてのやりとりや
通信を見直す手順を設ける。見直しは、適用される法律の要件を理解する、各部署や業
務部門の専属の担当者が行わなければなりません。この担当者が必要なすべてのさらな
る見直しを行い、ボイコット要請について法務部と税務部に連絡します。

•   外国のボイコットの遵守についてにの要請の窓口となる可能性の高い外国向けの販売や
注文入力、トラフィック、文書作成、信用担当者が、こうした法律を遵守する方法につ
いて指示を受けており、そうした法律に関するFMCの手順に従っていることを確認しま
す。

15. 賄賂や不適切な支払を行わない。

FMCの資金は、適用される法律や規制に違反する支払を行うために使用してはなりません。
この方針は、最も一般的に適用される法律および規制をまとめたものですが、こうした法律、
規制は曖昧で解釈が難しい場合があります。支払について不明な点がある場合、FMCの弁護
士に相談してください。
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商取引で贈賄を行わないこと。

当社は、賄賂やキックバック、同様の支払や謝礼を、業務の獲得や保持、またはその他の人物
や会社への業務の振り向けのために行いません。この方針は、直接行われる支払、および仲介
者を介して行われる支払の両方に適用されます。

政府機関や従業員、職員への贈賄やキックバックは行いません。

当社は、FMCを規制する、またはFMCと業務を行う、米国の連邦または州、地方の機関の職
員に、金銭または贈答品、優遇、接待、貸付、謝礼、その他の金品を直接または間接的に提供
したり贈与しません。FMCまたは受領側の組織の行動規則または基準に違反しない限り、米
国の政府機関と業務を行う、または政府機関に規制されるFMCの社員は、適切であり業務上
の話し合いに直接関連する食事やのみものを提供することが認められます。当社は、FMCの
資金や個人の資金、その他の金品を含む直接または間接的な支払を、次のことを目的に、あら
ゆる政府の職員または従業員、政党、候補者に対して行いません。	

•  FMCまたはその子会社、関連会社のために業務を獲得または保持する。
•  その他の人物に仕事を回す。

当社はまた、支払の一部が政府職員や従業員、政党、候補者への支払に使用されることが分か
っている、または実質的に確実な場合、第三者を通じて行われる支払も承認しません。

FMCは、政府または政治家への賄賂が合法な国では業務を行いません。加えて、米国および
その他の国は、外国政府職員の賄賂を犯罪とする法律を定めています。FMCでは、適用され
る法律および規制を遵守します。特に、現地の業務慣行が法律を無視すると思われる場合で
も、外国の法律に違反することはありません。業務の獲得や保持、仕事を回すためのものでな
くても、当社は贈答品や接待を、関連国での通常の慣習の範囲を超えて、いかなる国の政府	
職員や従業員にも提供しません。そうした贈答品や接待の額は、法務部の事前の承認なしに、	
1人当たり100ドルを超えてはなりません。

FMCが業務を行う一部の国では、業務の獲得や保持に関係しない必要な行政措置や手順の支
援は、適度な額の謝礼を政府職員や従業員に支払わないと、適時に得られません。そうした迅
速化のための支払は合法的に行えますが、次のような判断に基づく適切な会社の承認がある場
合に限られます。

•  当社または子会社が、政府の活動や要請した支援を受ける権利を有する。
•  当該の支払が、現地の慣習で認められている。
•  妥当な代わりの策が存在しない。
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迅速化のための支払で必要な会社の承認の詳細は、FCPAコンプライアンス基準No. G.210に
あり、この基準は	http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210-
-FCPA%20Compliance.doc	.にあります。すべての迅速化のための支払は、承認の種類によら
ず、1年ごとに行う必要があります。

当社は、営業担当者や販売店、コンサルタントの任命では特に注意します。

コミッションや手数料の契約は、正規の商業販売代表者や販売店、コンサルタントである企業
または人物（総称して「代表者」）とのみ行えます。こうした契約は、FMCが、政府職員や
従業員が関係している政府機関と業務を行っている、または行おうとしている場合、そうした
職員や従業員が利害関係を有している、または有していると考えられる企業とは締結できませ
ん。すべての事業部門は、提案されたそれぞれの代表者の性質や評判を調査し、契約の前に適
切かどうかを判断しなければなりません。

当社は代表者に、公明正大な手段で支払を行います。支払は現金で行わねばならず、（外国の
事務所や外国の銀行口座宛てではなく）所在国の代表者の事務所宛てに行わなければなりま	
せん。ただし、法務部が別途承認した場合を除きます。

代表者とのすべてのコミッションおよび手数料契約は、書面での契約で行うものとします。	
契約には、その他の通常の条件に加え、次の項目が含まれていなければなりません。

•  提供するサービスについての明確な説明。
•   禁止された支払が行われていないまたは約束されていない、もしくは行われないまたは
約束されないことの表明を含む、適用される法律に従うことの、代表者による約束。

•   FMCが、契約の条件を、承認された政府機関に開示する必要があることの表明。注文の
確保および販売後のサービスの支援について代表者に支払うコミッションまたは手数料
の額は、業界の通常の慣行および関連する製品ライン、実行する商業サービスに照らし
適切なものでなければなりません。販売代表者および販売店の契約は、FMCの弁護士か
ら入手できます。

16. 政治プロセスの尊重および、政治献金に適用される法律の遵守。

当社は、以下に記載の手順に従い、公共の事柄への企業および社員の参加を規制するすべての
法律を完全に遵守します。FMCは社員に、自らの権利を行使し、市民としての義務を負うよ
う奨励しています。

該当する場合、米国の法律では、企業が公職の候補者に献金を行うことが認められており、	
そうした献金については、献金を要請する業務部門または部署、FMCの法律顧問、FMCの政
府問題担当副社長の書面による事前の承認を得なければなりません。

http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc
http://teams.myfmc.com/sites/finance/standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc
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こうした要件は、FMCの会社の資金で行われる政治献金にのみ関連するものです。FMCの社
員が独自に、またはFMC Corporation Good Governmentプログラムの支持を通じ合法的に個人的
に献金を行うことを禁ずるものではありません。FMCはこの種の参加を奨励しています。た
だし、社員は当該の個人的な献金について、費用勘定またはその他による払い戻しを受けては
なりません。

その他の国では、FMCまたはその子会社による政治献金は、その国でのFMCの活動を担当す
る企業責任者および政府問題担当部署、法務部が書面で事前に承認した後で、適用される法律
で認められる場合にのみ承認されます。

17. インサイダー取引または関連の違法な行動を行わないこと。

社員および取締役は通常、FMCおよびその他の会社の上場株式の売買を行えますが、米国の
法律では、インサイダー情報を有する者が上場証券の売買を行うことは禁止されています。証
券法にほんの少しでも違反すると、重大な結果が生じます。罰則には利益の没収や、得た利益
または回避した損失の最高で3倍の民事罰金、禁固刑、多額の罰金が含まれます。

インサイダー取引規則は、普通株式および優先株式、債券、コマーシャルペーパー、オプショ
ン、ワラントを含むあらゆる種類の証券に適用されます。知識を有する人物による直接の売買
および、売買を行う友人または家族への情報提供にも適用されます。

内部情報を有する人物には、次の者が含まれます。

•  業務の課程で重大な未公開情報を知っている、FMCの役員および取締役、社員。
•  銀行員やコンサルタント、弁護士など、FMCと機密の関係を有する者。
•   企業についての重大な情報を、関係のある友人や知り合いから知る者。会社についての
内部情報を知ることはありますが、インサイダー取引規則は、「重大な」情報にのみ
適用されます。あらゆる例で適用される重大性の定義はありませんが、一般的に、情報
は、会社の株式の市場価格に影響を与えると合理的に予想可能な場合に、重大と見なさ
れます。重大な情報の例は次のとおりです。

•  会社についての利益情報。
•  施設の拡張や閉鎖、または会社の資産の多額の償却または評価損の計上。
•   他社との合併や、他社やその一部の買収、会社の全部または一部の売却、他社に対する
または他社による公開買い付けなど、特定の取引。

•  経営陣の大幅な変更。

罰金が多額で適用される規則が複雑なため、インサイダー取引規則がFMCまたは他社の証券
の売買に適用されるかどうかについての質問がある場合、FMCの弁護士に連絡してくださ
い。
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FMCの執行役員および取締役は、FMCの退職金積立制度の参加者が同様の種類の取引を行え
ない期間中は、FMCの上場証券の売買を行うことも禁止されます。こうした制限の詳細は、
法律顧問室から入手できます。

18. 政府調達では合法的かつ公平に取引。

当社は、米国政府およびその他の政府顧客と、高い倫理基準に従い業務を行います。当社は、
米国政府およびその他の政府顧客、それらの国の納税者の信用と信頼を守り保つため、特別の
義務を認識しています。誠実さの基本的な原則はFMCのすべての業務で一貫していますが、
米国政府およびその他の多くの政府との業務では、公平性および完全性を示し文書化すること
に関する追加の要件があります。

連邦政府調達に関連する米国の法律に違反すると、FMCおよび関連する業務担当社員および
管理職の両方に多大の影響が生じます。一般的な罰則としては、禁固刑や、個人や企業に対す
る多額の罰金、関連する契約での利益の没収、FMCのすべてについて米国政府に対して販売
を行うことの停止または禁止があります。

適用される法律および規範の遵守に加え、当社は米国政府の調達基準および規制に従いコスト
を管理し、最高の価格で適切な質の政府契約の品目を入手することに努めています。疑問点
は、FMCの弁護士までお寄せください。

19. 正確な会社の記録を作成し、完全かつ公平、正確、適時でわかりやすい開示を実行。

当社は、適用される法律や規則、規制、その他の一般向けの通信でFMCが提出する報告書
で、完全かつ公平、正確、適時でわかりやすい開示を行います。社内外での不誠実な報告は認
められません。これには、誤解を与えるまたは誤った情報を与えようとして情報を報告するこ
とやまとめることが含まれます。取引の真の性質を意図的に隠蔽または偽装する、会社の帳簿
や記録への記入は行ってはなりません。

FMCは、FMCの資産と、財務記録や報告書の正確性を、内部のニーズや適用される法律や規
制の要件に従い保護するための管理を採択しています。定められたこうした会計慣行や手順に
従い、すべての取引を完了し正確に記録しなければなりません。すべての社員は自信の担当分
野で、適切なFMCのマネージャーの指示に従い、こうした手順に従うことが求められます。

社員や取締役は、FMCの財務記録の監査を、直接または間接的に、不適切に妨害する、また
は妨害しようとすることはできません。この条項に違反すると、解雇を含む懲戒処分が行わ
れ、違反者に大きな民事および刑事上の責任が生じる場合があります。

社員が不適切な取引または会計慣行について知った場合、本規範のセクション4に記載のとお
りただちに報告しなければなりません。
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情報を正確かつ誠実に記録、報告する義務は、勤務時間や発生した業務経費、調査試験結果、
その他の業務関連の活動の正確な報告にも適用されます。

20. 記録の適切な管理。

業務を効率的、効果的に行うため、記録は適切に管理しなければなりません。業務の継続に必
要、または法律で必要な文書は保持しなければなりませんが、その他のすべての文書は廃棄し
てください。過剰な記録を処分しないと、記録保持のコストが増加し、管理が行われないよう
になります。

文書は、不要になり次第継続的に処分してください。また、文書が必要かどうかの一般的な
見直しは、1年に1回以上行ってください。一般的に、業務の継続に必要、または法律で保持が
必要な場合を除き、文書は2年以上保持する必要はありません。文書を処分する前に、社員と
取締役は、FMCのイントラネットウェブサイトhttp://portal.myfmc.com/sites/rr/Pages/Policy.aspx
で、FMCの記録保持に関する方針を調べてください。特定の文書を保持する必要があるかど
うか分からない方は、記録管理者や監督者に相談してください。文書の必要性についての判断
を行えるようになります。文書が訴訟や政府の調査に関連して必要なことが明らかになった場
合には常に、当社は関連する可能性のあるすべての文書を保持し、訴訟や調査の主題に関する
文書の通常の処分や変更をただちに停止します。いかなる場合も、当社はそうした文書の変更
は行いません。当社が管理する文書を、訴訟や調査に関連する可能性があるために保持すべき
かどうか分からない場合、法務部に連絡して指示を仰いでください。

21. 政府の調査への適切な対応。

FMCは通常、政府の調査に協力し、政府の調査では多くの場合、FMCに間違いがあったこと
が見つからずに終了します。ただし、FMCは特定の問い合わせに対応する方法について、筋
の通った評価が行えなければなりません。

政府調査担当官は多くの場合、退社していても社員と直接接触しようとするため、調査の開始
前に、政府調査の基本について理解することが重要です。一例を挙げれば、FBIの捜査官は、
社員が出社すると社員の家に突然現れ、質問を開始することが知られています。社員に政府	
職員や調査官からFMCの問題で接触があったら、社員は次の基本的な4点を思い出してくだ	
さい。

FMCに代わり話をしない

大半の個別の社員には、法律問題や調査で、FMCのスポークスマンとして活動する権限はあ
りません。FMCに代わり発言を行う代わりに、社員は次のことを行わなければなりません。	

•  調査官にFMCの弁護士を紹介する。
•   監督者またはその他の担当マネージャー、FMCの弁護士の両方にただちに連絡し、問い
合わせについて報告する。

http://portal.myfmc.com/sites/rr/Pages/Policy.aspx
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政府職員または調査官と話し合う前に、必ずFMCに連絡してください。

政府職員や調査官と話をするかどうかは社員が選択することですが、FMCは、社員がそうし
た人物と話をする前にFMCの弁護士に連絡することを要請しています。その人物の氏名と電
話番号を尋ね、連絡があると伝えてください。

•   ほぼすべての場合で、政府職員や調査官への社員の発言のすべては、社員個人ならびに
FMC、その他のFMCの社員に対し利用できます。

•   社員には、そうした話し合いで、弁護士の同席を求める正当な権利があります。FMCは
連絡を受けると、適切な状況で社員に弁護士を提供することができます。

•  米国およびその他の多くの国では、政府の調査官は、社員が彼らと話すよう求める、	
または拒否された場合に強要する権利は有していません。

•   社員が政府調査官と話すことを選択する場合、誠実に話してください。政府調査官に対
する虚偽の声明を行うと告訴される場合があります。

当社は調査官の権限を確認します。

政府職員や調査官、およびジャーナリストや特定利益集団、個人投資家など政府以外の人	
々は、時として強硬な手段で、または驚くような戦術を用いて、質問に回答することを求め	
る権限がない場合に社員に質問を行おうとします。

•   調査官の氏名と、それを証明するもの（調査機関のバッジやIDカードなど）を求めてく
ださい。社員は常に、米国で身分証明書を求める権利を有しており、その他の国でも通
常そうした権利があります。

•  問い合わせの主題や目的についての説明を求めてください。FMCの社員は、事前の許可
なしに、FMCでの自身の仕事やFMCの業務について、個人投資家やジャーナリスト、	
特定利益集団、その他の同様の人物と話す権限が与えられることは絶対にありません。

当社はFMCの文書と専有情報を保護します。

あらゆる種類のFMCのファイルや文書を、FMCの弁護士や監督者の事前の特別の承認な	
しに、調査官に絶対に提供しないでください。FMCのファイルや文書には、コンピュータフ
ァイルや図面、書類、FMCの業務のために作成または調達したファイルが含まれます。こう
した資料は、自宅などに保管されていても、FMCの財産です。

この規則の例外は、捜査令状またはその他の同様の裁判所の命令です。有効な捜査令状または
同様の裁判所の命令を有する、法執行機関の職員を妨害しないでください。捜査令状またはそ
の他の同様の裁判所の命令、もしくは同様の裁判所の命令を受けた場合、法務部にただちに連
絡してください。
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22. 報告および情報のリソース：

皆さんは、規範について気づいた違反を、自身のマネージャーまたは人事部マネージャ
ー、FMCの弁護士に、速やかかつ正確に報告する必要があります。FMCの法律顧問およびそ
の他のFMCの弁護士の氏名および電話番号、住所は、会社の住所録に記載されています。こ
うした人物に違反を報告したくない、または違反を匿名で報告した場合、以下の宛先まで書面
で報告してください。

FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA

またはオンライン：
http://fmc.ethicspoint.com または：FMC倫理対応ライン：米国 	
1-855-649-8997（フリーダイヤル）または	1-866-332-6800（フリーダイヤル）。
米国以外 +1-704-759-2082（コレクトコール）

報復を恐れずに行えます。

規範の内容について疑問や分からない点がある場合、FMCのマネージャーや人事部のマネー
ジャー、FMCの弁護士、FMCの倫理担当室、別の適切なFMCの担当者に相談してください。

FMCの倫理対応ラインサービスは、次のようなサービスを提供しています。

•  24時間年中無休で常に対応
•  米国のFMCについてはフリーダイヤルサービスを提供
•  米国以外についてはコレクトコールでアクセス
•  多言語サービス – 100言語
•  通話者の機密と匿名を保証
•  訓練を受けたスタッフが倫理問題を取り扱い

http://fmc.ethicspoint.com
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