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当社の 誠実さへ
の取り組み

セクションの概要
当社の最高経営責任者からのメッセージ

正しい行動を取る(Do the Right Thing)ための当社の取り組み

当社の倫理および業務行動規範

倫理的意思決定ガイド

懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護

当社のビジネスパート
ナー、顧客、...

当社の 誠実さへの
取り組み 1 当社の政府との取引 同僚とコミュニティに 

敬意を払う
リソース



当社の最高経営責任者からのメッセージ
当社の倫理および業務行動規範は、当社事業の中核となる基準と方針を説明しています。こ
れは、誠実さと正しい行動を取る(Do the Right Thing)という当社の文化の基盤であり、事業
内の信頼、および顧客、ビジネスパートナー、従業員、株主間の信頼を鼓舞します。

当規範は、職場や市場で当社がどのように行動すべきか、また、事業を行う環境やコミュニテ
ィに対する当社の取り組みへの認識を説明しています。だからこそ、時間をかけて規範を読
み、それが自分や自分の仕事にどのように適用されるかを考えることが非常に重要です。

当社の指導者と上司には、規範原則のロールモデルとなり、組織の従業員が規範の倫理基
準を理解し、サポートするという特別な責任があります。上司は、規範と、規範が日々の運用
と相互作用をどのように導くかについて、チームと定期的に話し合うようにします。管理者は
また、当規範を使用して事業活動の監視を行う必要があります。 

規範またはその適用について質問がある場合は、上司、人事、会社の弁護士、事業のコンプラ
イアンス委員会のメンバーに相談するか、 RELX Integrity Lineの質問機能を使用する必要
があります。 

また、規範違反の可能性があると思われる状況は報告してください。規範またはその他の関
連する方針の違反の可能性について懸念を提起する方法は複数あります。当社は、懸念事項
を報告したことに対する報復を禁止します。 

最高の倫理基準を順守することは、尊敬されるグローバルビジネスコミュニティの一員として
の信用の中核です。当規範を指針として、当社は今後も誠実さの文化を築き上げ、当社自身
と当社の事業に設定した高い基準を満たし続けると確信しています。 

ご協力ありがとうございます。

Erik Engstrom
最高経営責任者

社員各位

RELX は、当社の製品とサービス、お客様へのコミットメント、
そして当社が生活し、働く地域社会への貢献に大きな誇りを
持っています。また、当社の事業において大切である誠実さと
高い倫理基準の文化に大きな誇りを持っています。

懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護

当社のビジネスパート
ナー、顧客、...

当社の 誠実さへの
取り組み 1 当社の政府との取引 同僚とコミュニティに 

敬意を払う
リソース



正しい行動を取る(Do the Right Thing)ための当社の
取り組み

当社は、オープンで、正直で、倫理的で、原則に基づいた方法で事業目標を達成することに取り組んでい
ます。  誠実さを持って事業を行うことが当社の文化に根付いており、「正しい行動を取る(Do the Right 
Thing)」ことを目指しています。

「正しい行動を取る(Do the Right Thing)」とは次のような行動を意味します。

社員として、当社は次の原則に従います。
n     他者との取引は誠実性をもって行う。
n     同僚を尊重する。
n     行動する前に、よく考え、必要に応じてアドバイスを求める。
n     法律と当社の方針に従って行動する。
n     正しいことのために勇気を持って発言する。

組織として、RELX は、次の原則に従います。
n     指針となる方針、トレーニング、リソースを提供する。
n     臆することなく質問し、発言し、懸念を報告することができる文化を構築する。
n     提起された懸念には耳を傾け、公正かつ時宜を得て対応する。
n     懸念を提起しても報復を受けないことを保証する。
n     会社での立場に関係なく、全員で同じ行動基準を共有する。

誠実な文化を持つことへの取り組みの一環として、当社は次のことを行います。
n     RELX 経営とガバナンスの原則 を遵守します。
n     人権を保護し、公正で非差別的な労働慣行を奨励し、環境への配慮を促進し、腐敗を排除するこ

とを目的とした自発的な企業責任イニシアチブである国連グローバル・コンパクトを支持する。
n     倫理的に行動し、包括性と多様性という当社の価値観に一致する顧客、サプライヤー、および利

害関係者との取引に努めます。 

懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護
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当社の倫理および業務行動規範

当規範に関する個人の責任とは何ですか？
•  規範を読み、それが自分の仕事にどのように適用されるかを理解する。
•  規範に記載されているコンプライアンスおよび倫理規則に従う。
•  より厳格なガイダンスに従って、問題が当規範と他の適用される方針または

法律の両方によって明記される場合、特定の業務、場所、または役割に適用
される追加の方針と法律を知り、それに従う。

•  自分が直面している特定の状況または決定に規範がどのように適用される
か分からない場合に質問する。

•  発生したと思われる違反または違反の疑いを報告する。 

指導者の場合、次のような責任もあります。
•  倫理的行動と意思決定のモデル化。
•  規範と当社の方針についてスタッフと定期的に話し合う。
•  事業活動の適切な監視を行う。
•  倫理およびコンプライアンスのトレーニングをタイムリーに完了することを

サポートする。
•  懸念を報告する同僚に対して親しみやすく、オープンであること。
•  提出された報告に耳を傾け、迅速に行動する。
•  懸念を報告した人に対して決して報復しない。

RELX 倫理リーダー ツールキット は、これらの責任を果たすためのサポート
となります。

RELX 倫理および業務行動規範は、当社の事業に適用されるコンプ
ライアンスおよび倫理規則を理解するのに役立ち、それらの規則を
自分の仕事に適用するのに役立ちます。当規範は、RELX 事業のすべ
ての従業員、役員、および取締役会のメンバーに適用されます。  

当規範は、倫理的かつ合法的に行動するための当社の取り組みを反
映していますが、すべての状況に適用される可能性のあるすべての法
律と方針を説明しているわけではありません。その他の RELX および
事業固有の方針および現地の法律があり、これらが適用される可能
性があり、従う必要があります。これらの方針または法律のいずれか
が関連する当規範の規定よりも厳しい場合は、より厳格な方針また
は法律に従う必要があります。

現地の法律が規範の規定と矛盾する場合もあります。そのような状
況では、現地の法律を遵守します。 

当規範を読んで遵守し、職場や会社の事業を遂行する際に倫理的に
行動する責任があります。当規範またはその他の方針に違反した場
合、是正処置または解雇を含む懲戒処分の対象となることがありま
す。  当社はまた、必要であれば取り調べのために、重大な問題を当
局に委ねることがあります。

規範を理解して遵守し、違法または非倫理的な行為を報告し、
質問を提起することにより、当社の高い倫理基準と法令順守へ
の取り組みに従って、誠実さを持って事業を行うことができます。 

懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護
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RELX とその各事業分野には、コンプライアンス委員会 があり、コン
プライアンス関連事項の指示と監視を行う 。行動を起こす前に、質
問をし、アドバイスを求めることをお勧めします。  規範に関する質問
は、上司、人事、会社の弁護士、コンプライアンス委員会のメンバーに
提起するか、 RELX Integrity Lineで利用できる質問機能を利用して
提起することができます。 

なんらかの潜在的な不法行為または非倫理的行為を目撃または知
った場合、それを報告する責任があります。懸念を報告する方法と場
所の詳細については、「懸念の報告と調査」を参照してください。 

規範違反の疑いがあることを報告した従業員に対する報復は禁止
されています。   

当規範は雇用契約ではなく、自分に適用される既存の雇用契約また
は団体交渉契約の条件を変更するものではありません。RELX PLC 
取締役会は、規範の最終的な解釈に責任を負い、適用される団体協
約または現地法の条件に従って、いつでも規範を改訂することがで
きます。

懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護
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倫理的意思決定ガイド
当社は、決定や行動についてジレンマや疑問に直面した場
合、すべての従業員が規範の精神に従って行動し、最高の倫
理基準を実行することを期待しています。

このようなジレンマや質問に直面したときは、次の質問を考慮してくだ
さい。 

n      問題となっている決定や行為は、自分に対する倫理的評判や会社の
評判を傷つけますか？  

n     その決定または行動は、同僚や顧客に危害を加えたり、恥をかかせ
たり、または屈辱をもたらしたり、競合他社を不当に不利な立場に追
いこんだりする可能性がありますか？  

n     その決定または行為が、非倫理的または非合法であるようにさえ見
える可能性がありますか？  

n      イブニングニュースやソーシャルメディアで報道された場合、自分の
行動や決定が他の人にとって好ましくないように見えますか？  

n     その決定または行動は、道徳的および倫理的に不適切だと感じます
か？  

n      自分の決定や行動を正当化するために、嘘をついたり、真実を曲げ
たりする必要がありますか？

上記の質問のいずれかに対する答えが「はい」の場合、アプローチを再
考し、必要に応じて行動する前にガイダンスを求める必要があります。

懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護

当社のビジネスパート
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当社の 誠実さへの
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報告の重要性
当社は、規範の違反が疑われる場合は速やかに調査し、違反が発生した場合は、適切な是正措置を
講じます。これは、従業員を保護し、会社の評判を維持し、法的義務を順守するのに役立つ規範遵守
プログラムの重要な要素です。 

自分は、当社のコンプライアンスプログラムを公正かつ効果的に実施する上で重要な役割を果たし
ます。 従業員は、疑わしい犯罪者の身元や地位に関係なく、懸念事項や違反の疑いを報告すること
が重要です。潜在的な犯罪行為に関して、多くの国では、そのような行為を報告しないこと自体が犯
罪と見なされます。

誰かが行動規範に違反している、または非倫理的または違法な行動をしていることを知った場合や、
それが疑われる場合は、上司、人事部、会社の顧問弁護士またはコンプライアンス委員会のメンバー
に懸念を速やかに報告することが重要です。   

また、https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/27947/index.html の RELX 
Integrity Lineまたは電話で違反を報告することもできます。ほとんどの場合、報告はIntegrity Lineを
通じて匿名で行うことができます。報告の際にはご自身の身元を明かしていただきたいと考えており
ますが、状況によっては匿名を希望される場合もあります。現地の法律により、特定の主題に関連す
る報告のみが許可されている場合や、Integrity Lineへの匿名の報告が禁止されている場合がありま
す。それらの制限は、 RELX Integrity Lineプライバシー通知に明記されています。疑わしい会計また
は監査事項に関する報告は、RELX 取締役会の監査委員会に直接提出することができます。

当規範、法律、または方針の違反の疑いについての懸念は、
報復を恐れずに以下のいずれかの方法で報告してください。

ルーカスは、上司がサプライヤーから 500 ポンドのギフトカードを
受け取っているところを見ました。ルーカスは、これが会社の方針に
違反していることを知っていますが、上司とトラブルを起こしたくあり
ません。ルーカスはどうすればいいでしょうか？
答え： ルーカスはその件を報告しなければなりません。誰が関与す
るかにかかわらず、当社の規範に対する違反の可能性を報告する
責任があります。RELX には、多数の報告する方法があり、厳格な
反報復方針を実施しています。報告は、人事部、コンプライアンス委
員会のメンバー、上司 (行動に関与していない場合)、または RELX 
Integrity Line経由で行う必要があります。Integrity Lineを使用して
いる場合、ほとんどの場合、匿名で報告するオプションがあります。
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調査
当社は、匿名の報告を含め、法律または規範の違反の疑いがある報告を調査します。適切かつ
徹底的にこれを行うには、違反の疑いがある調査に協力し、真実を述べることが不可欠です。 

個別の事業領域、国の苦情、懲戒手順に該当する報告書は、該当する手順に従い調査されます。

機密性
ほとんどの場合、報告を提出する従業員が次の場合を除き、違反の疑いを報告した人物、ま
たは関連する調査に参加した人物の身元を開示することはありません。法律、規制、または
法的手続きによって開示が要求される場合。または、当該事項を適切に調査するために開示
が必要と認められる場合。当社は、機密性の保護を強化し、当該国の法要件に従います。  

報復からの保護
規範、方針、または法律に違反していると思われる行為を報告したことで個人に報復する (被
害者化とも呼ばれる) こと、または調査に協力したという理由で個人に報復することは、それ
自体が規範の違反であり、法律違反になる可能性もあります。  報告者は、提起された懸念が
最終的に立証されるかどうかにかかわらず、報復から保護されます。報復に責任があること
が判明した従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。  

報告に関する懸念の詳細については、RELX 懸念事項の報告に関する方針を参照してくだ 
さい。

報復とは何ですか？
報復とは、違反、不正行為、懸念を報告した人物、またはその人物がそ
のような報告を行った、または捜査に協力していたために捜査に関与し
た人物に対してとられる行動です。報復は、上司または監督者が従業員
に対して行動を起こすという形をとる場合もあれば、従業員間の行動を
伴う場合もあります。

報復の例は次の通りです。
• 従業員の解雇または降格。
• 従業員の職務または勤務スケジュールの変更。
• 従業員を別の仕事または場所に異動させる。
• 昇進または昇給の拒否。

報復は、次のような、より曖昧な形をとることもあります。
• 従業員を仕事または社会活動から隔離または排除する。
• 従業員を無視する。 
• 従業員を他人に中傷したり、軽蔑したりすること。

RELX では報復は禁止されており、それ自体が当社の規範に違反してい
ます。報復の申し立ては調査され、報復が判明した場合は、解雇を含む
懲戒処分が行われます。 
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当社の利益およ
び資産の保護

セクションの概要
利益相反

財産と情報の取り扱い
n    会社の記録の管理
n    システム、ネットワーク、電子通信
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利益相反
利益相反は、完全、誠実、時宜を得た雇用パフォーマンスを損なう、妨げる、または仕事で行う決定に不
適切な影響を与える可能性のある活動に従事したり、経済的利益を有する場合に発生する可能性があ
ります。このような相反を避けることが重要です。 相反があると思われる場合、または他の人に相反があ
るように見える可能性があると考える場合は、上司または人事担当者と状況について話し合う必要があ
ります。明らかな相反の中には、開示するだけで解決できるものもあります。他のものは排除する必要が
あります。

利益相反は多くの形態で発生します。一般的な例には以下が含まれます。 

外部の仕事、契約、または所属
他の企業や個人で働いたり、その取締役を務めたり、コンサルティングサービスを提供したり、他の企業
や個人と契約したりする場合、利益相反やそのような状況が生じる可能性があります。現地の法律で許
可されている場合を除き、次のようなフリーランスまたは「副業」活動または雇用に従事することはでき 
ません。

n     自分の仕事の質や量に悪影響を与える。 
n     当社の事業と競合する。
n      RELX よりも取引先のサプライヤーまたは顧客の利益を優先する。 
n     当社が自分の社外での雇用を後援または支援すること、または他の組織と協力することを意味する。 
n     当社の評判を傷つける。 
n     当社の時間、施設、資源、または物資を利用したり、妨害したりする。 

自分の仕事のパフォーマンス、RELX への忠誠心、または自分
が当社に代わって下す決定を妨げるような活動や経済的利
益は認められません。 
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その他の事業における利害関係
上場企業への小規模な投資を除き、競合他社、サプライ
ヤー、または顧客の事業への所有権を認めません。 

競合他社に対して投資または融資を行うことは禁じら
れている利益相反行為です。同様に、自分、または自分
の直属の部下が協働する当社の顧客またはサプライヤ
ーと金銭的または経営上の利害関係を持つことも、禁じ
られている利益相反行為です。  

この禁止事項の唯一の例外は、競合他社、サプライヤ
ー、および顧客の公開株式への小規模な投資を許可す
ることです。「少額」の投資とは、以下のいずれかの事柄
が当てはまらない金額の場合をいいます。

n     その会社との取引に関する自分の裁量権、自分の年
間報酬、およびその他の関連要因を考慮して、当社に
代わって自分の決定に影響を与える、または影響を
与えるように見える。

n     自分が投資した会社の決定に影響を与える。 

いずれにしても、そのような上場企業の発行済み株式の 
1% を超えて所有することはできません。これらの制限
を超える (または成長する) 所有権を持っている場合は、
すぐに上司に通知し、許可されている最大値以下に所
有権を減らすための措置を講じてください。

これらの制限は投資信託を通した投資には適用されま
せん。それらについては、投資価値に関係なく許可され
ています。 

自分の配偶者、同棲者、または他の近親者が、当社の競
合他社、顧客または自分が取引を行うサプライヤーに
勤めている、コンサルティングを行う、またはそれ以外の
方法で金銭的利害関係がある場合は、潜在的な利益相
反が存在します。そのような利害関係がある場合は必
ず、上司または人事担当者に開示しなければなりませ
ん。その後、彼らがその件について事業のコンプライアン
ス委員会と話し合い、不適切なやりとりや忠誠心に相反
がないことを確認します。

企業の機会
当社と対立する機会が生じたときは、社員は当社の正
当な利益を推進する義務があります。自分の立場を通じ
て、または、会社の財産、情報、または時間を利用したこ
とによって発見した機会を、個人的利益のために利用す
ることは適切ではありません。

縁故主義と親密な個人的関係
親族はまた親密な個人的関係を持つ人物が関わる雇
用または契約上の決定を行うまたはそれを監督するこ
とは、利益相反行為です。

RELX は、事業運営に影響を与えない限り、親族の雇用
または保持を禁止せず、同僚間の合意に基づく関係を
禁止しません。しかしながら、個々人が親密な個人的関
係の存在によって不適切に影響されていないこと、また
はそう見られることがないように確認することが重要で

す。配偶者、同棲パートナー、近親者、または個人的に
親密な関係にある人物の雇用、保持、昇進、契約上の関
与、報酬、またはその他の雇用条件に関する決定につい
て、直接監督、交渉、承認、またはその他の方法で参加す
ることはできません。密接な個人的関係には、客観性に
影響を与える可能性がある、またはそのように見える他
の関係 (親戚、友人、恋愛関係、または重要な他者) も含
まれます。

ジャッキーは、さまざまな供給品やサービスのベンダー
の評価と選択を担当する委員会のメンバーです。ジャッ
キーは、委員会の別のメンバーが、検討中のベンダー
の 1 人と個人的に親しい友人であることを認識してい
ます。これは利益相反になりますか？ 

答え： はい。密接な個人的関係は、潜在的なベンダーを
評価する際に他の委員会メンバーに影響を与えるか、
または影響を与えるように見える可能性があります。ジ
ャッキーの同僚は、利益相反を知らせ、評価から身を引
くべきです。
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財産と情報の取り扱い
当社の財産と情報は、誤用や浪費することなく、責任を持って扱わ
なければなりません。  当社の資産は、個々の業務目的ならびに全
体的な企業目標の達成を支援するためのものです。会社の財産や
情報の違法、不注意、またはその他の不適切な使用は容認されま
せん。

会社記録の管理
記録は完全、誠実、時宜を得ており、RELX 記録管理方針 と 記録保存年限表、および該当する記録
破棄の一時停止要件に従って保持されなければなりません。

記録の準備
当社の帳簿および記録の完全性は、当社の信頼性に重要です。すべての商取引が正しくかつ公正に
反映される帳簿および記録を管理することについて、当社は皆さんに信頼を置いています。このよう
な記録の管理により、当社は株主および一般市民に完全、誠実、時宜を得ており、かつ理解しやすい
財務情報を提供することができます。取引関連の記録に加えて、これと同じ責任は、たとえば、コス
ト、販売、タイムシート、経費報告、給与および福利厚生の記録、規制当局への提出、契約、および買
収の記録にまで及びます。 

記録の保管
法的には、特定の業務記録については、指定期間の間保持しておく必要があります。これらの要件
を遵守するには、RELX記録管理方針 と 記録保存年限表の要求に従って、記録を保持および/また
は破棄する必要があります。これには、メールのメッセージ、なんらかの方法で保存された電子デー
タ、文書のハードコピー、およびその他の媒体での記録が含まれます。

時には、特定の記録を通常の保存期間を超えて保管する必要があります。たとえば、実際の、脅迫さ
れた、または合理的に予想される訴訟、政府の調査、または文書または情報の召喚状に関連する記
録がある場合、関連するすべての記録をあらゆる形式で保持し、文書の通常の廃棄または変更を停
止する必要があります。会社の弁護士またはその指示に従って行動する人からの連絡により、記録
の継続的な保持を必要とする実際のまたは予想される法的または政府の行動に気付いた場合、 
自分が保持する必要のある記録についての質問に答えることができます。 

適切な期間記録を保持することに加えて、記録に含まれる情報の価値に見合った方法で記録を保
存、転送、および削除する必要があります。  記録を適切に分類、保存、送信、および削除する方法の
詳細については、 RELX 情報価値分類表指示書を参照してください。

RELX メールは Office365 にほぼ容量無制限で保存されるため、フレデリ
ックはメールを削除する必要はないと想定しています。  彼は正しいです
か？
答え：いいえ。記録の多くは無期限に保持すべきではありません。また、長
期間保持する必要のある記録は、メールファイルとして保持しないでくだ
さい。容量無制限だからといって、メールを積極的に管理する必要性がな
くなるわけではありません。記録管理方針および記録保存年限表に従って
保持期間が異なる事業記録である場合、または会社の弁護士またはその
指示に従って行動する人からメールの保持を指示された場合を除き、メー
ルは 30 日後に削除する必要があります。
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システム、ネットワーク、電子通信
事業目的で RELX システムを使用し、事業目的での個人システムの使用を制限するル
ールを理解し、個人的な使用が私的であると仮定しないでください。

許容可能な使用
当社のシステムは、業務目的のためのものです。限られた個人的な理由 (法により保護
された使用を含む) のためにこれらのシステムを使用することはできますが、そのよう
な使用が自分の仕事に支障をきたしたり、同僚または当社の庶務の邪魔になってはな
りません。決して、以下のいずれかを行う目的で会社のシステムまたは機器を使用して
はなりません。
n     他人に対する嫌がらせ、脅迫、または差別的または中傷的な発言をする。
n     性的に露骨、虐待的、攻撃的、卑俗なマテリアルを作成、送信、それと知りながら受

信、アクセス、ダウンロード、または保存する。
n     ギャンブルや類似の行為を行う。
n     企業と競合する、または無関係の事業活動を実施する。
n     RELX ネットワークまたはサーバーに悪意のあるプログラム (マルウェア) を導 

入する。 
n     会社もしくはその他の当事者の著作権、企業秘密、特許またはその他の知的財産権

を侵害する。
n     適用法、規範、またはその他の会社の方針に違反するその他の活動、または責任に

つながるか、会社に損害を与える可能性のあるその他の活動に従事する。

プライバシー
会社のシステムをプライベートで使用することはできません。法律により許可される場
合、会社は、調査、法的手続きなどの正当な業務上の目的のために (その間、当社は関
連当局に会社の記録を公開するよう法律に基づき強制される場合があります) 、不正
なアクセス、使用、もしくは開示を検出または防止するため、または不在の間に必要な
会社の記録を取得するため、および RELX 社員プライバシー通知に記載されている資
産管理およびその他の目的のために、リモート、または機器にアクセスすることにより、
社員による会社のシステムの使用を監視、記録、および審査するか、会社のシステムで
社員が処理する記録のコピーを作成する場合があります。法的義務がある場合を除き、
このような監視等の活動について事前に通知されることはありません。アメリカ合衆国
で業務を行う場合、当社のシステム上で作成、保管、または受信するものにおけるプラ
イバシーはないものと認識する必要があります。会社の監視、記録、および審査する際、
各業務部は定められた手順に従って実施する必要があります。 

個人のシステム
会社の事業を行うために個人のシステムを使用する能力には制限があります。個人の
システムを使用して会社の事業を行うことができるのは、事業から許可が与えられてお
り、ユーザーの使用が RELX 個人所有のデバイスの持ち込み方針を含む会社の方針
に準拠している場合のみです。 

個人および会社のシステムの定義、およびシステム、ネットワーク、および電子情報の適
切な使用に関する詳細については、 RELX 電子機器利用職場に関する方針 を参照して
ください。
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会社資産の窃盗または悪用 

会社の財産または他の従業員の個人財産の実際のまたは未遂の窃盗
または悪用は、会社の財産の過度のまたは不正な使用を含め、禁止さ
れています。 

会社の財産の盗難や悪用には多くの形態があり、例えば、以下のような
行為があげられます。
n     物資、設備、書類、現金、またはその他の有形資産の窃盗。 
n     会社のクレジットカードまたは購入カードの不適切な使用。
n     偽造されたタイムシートまたは経費報告書の提出。 
n     電話、コンピューター、コピー機、会社のシステム、会社のネットワー

ク、またはその他の非営利目的の機器の過度の使用。 
n     当社のロゴ、ブランド名、その他の商標、または当社の専有情報、企業

秘密、発明、著作権、またはその他の会社の財産の許可を受けていな
い使用。 

n     本来当社のものであるべき顧客、サプライヤー、またはその他の取引
先からの利益を個人のものとして着服すること。
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知的財産および機密情報
会社の財産、知的財産、機密情報、および制限された情報などは、保護する必要があり
ます。 

知的財産、機密情報、制限情報 

他のすべての重要な会社の財産と同様に、当社の知的財産 (著作権、商標、特許を含
む)、機密情報、および制限された情報を保護する必要があります。RELX 企業秘密に関
するガイドライン および適用法には、しばしば企業秘密またはノウハウと呼ばれる特
定の商業的に価値のある機密情報の保護に関する特定の規則もあります。
機密と見なされる、および/または企業秘密である可能性のある情報の例は、次の情報
に関する情報です。  
n     顧客関係と価格計画。
n     財務予測とレポート。
n     コンピューターのソースコードとデータモデル。
n     将来の買収または売却。

雇用の過程で取得または作成するすべての文書、ファイル、記録、およびレポートは 
RELX に帰属します。従業員は、許可されていない限り、そのような資料にアクセスした
り、事務所から処分したりすることはできません。 

買収またはその他の商業的に機密性の高い契約に関わる場合は、機密保持契約に署
名する必要がある場合があります。

当社は定期的に、他者に属する知的財産または機密情報または制限された情報を受
け取り、使用する権限を持っています。これには、ライセンスを受けた著作権のある資料
または将来の買収の過程で得た情報が含まれる場合があります。RELX は、従業員が
自分の知的財産に対して他の人が持つ所有権を尊重することを要求しています。従業
員は、所有者の許可なしに他人の知的財産をコピー、使用、または配布することはでき
ません。たとえば、誰かが Web サイトやソーシャルメディアにコンテンツを投稿しても、
所有者が企業にそのコンテンツを商業目的で使用することを許可していない場合があ
ります。当該情報については、それらの使用が適用法およびその所有者との契約に準
拠する場合のみ、使用および複写を行うようにしてください。

オリビアの RELX の同僚は、ベンダーから提供されたものに代わるソフトウェアプログラ
ムを開発するよう割り当てられました。  彼らはプログラムを並べて表示し、ベンダーのユ
ーザーマニュアルを確認しました。このような行為は認められていますか？
答え：いいえ。ベンダーのソフトウェアと文書は知的財産権によって保護されており、ライセ
ンス契約でもそのような活動を禁止している可能性があります。第三者のコンテンツまた
はソフトウェアを社内の代替品に置き換える前に、オリビアは法律顧問に助言を求める必
要があります。
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データ機密性の保護
当社は、お客様、従業員、その他の個人情報のプライバシーを保護することに尽力して
います。そして、この情報の取り扱いを規制する法律を遵守します。
個人情報とは、個人を識別できる情報、または識別可能な個人と関連付けることがで
きる情報です。個人情報には、その人の氏名、住所、電話番号、政府発行ID番号、または
その他の識別子が含まれます。当社の事業の過程で、当社は顧客、サプライヤー、従業
員、求職者、株主などの個人情報を収集、保持、および使用する場合があります。顧客、
従業員、サプライヤー、規制当局が、当社が個人情報の責任ある管理者であると信頼す
れば、当社の事業は成功します。

政府機関の出身だと言う人が、別の従業員の連絡先住所と電話番号を要求します。  その
ような情報を提供するべきでしょうか？  

答え： いいえ。権限がない限り、他の従業員に関する情報やその他の個人情報や会社情報
を提供してはなりません。これには、顧客、サプライヤー、または自分が個人情報にアクセ
スできる人に関する情報も含まれます。 

従業員の情報を求められた場合は、何らかの情報を提供する前に、適用される方針の有
無やその遵守の可否について、人事または会社の弁護士に確認してください。

これは、次のことを行う必要があることを意味します。 
n     個人情報の保護と使用に関連する適用法およびすべての会社の方針を遵守する。
n     個人情報を収集、処理、使用、開示、または保存する正当な事業目的があり、必要な

通知が関連する個人に提供されている場合にのみ、個人情報を収集、処理、使用、開
示、または保存する。

n     RELX 情報価値分類表指示書 と、個人情報の適切な分類、収集、処理、使用、開示、
保管、転送、および削除に関連するすべての会社の方針に注意深く従ってください。  

RELX プライバシー原則 は、組織全体のデータ保護とプライバシーへのアプローチを
ガイドします。
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情報セキュリティ
お客様は、当社に委託された情報を保護する必要があ
ります。  当社のシステムおよびデータへの不正アクセス
の防止に努めてください。さらに、仕事内容が、個人情
報、公的記録、または RELX 情報価値分類表指示書で
定義されているその他の制限された情報へのアクセス
を伴う場合、その情報に適用されるすべての方針と法律
を知り、それらを遵守する必要があります。

オードリーは会社の仕事により、幅広い学術情報にアク
セスできます。  彼女の娘は、過去 12 か月間に達成された
顕著な科学的進歩について、学校で研究プロジェクトを
進めています。  娘のプロジェクトを手伝うために、オード
リーは娘に会社のログイン ID とパスワードを使用して調
査を行うことを許可することを提案しました。  このような
行為は認められていますか？
答え： いいえ。ログイン情報は共有することはできません。  

RELX 情報セキュリティ方針 と、当社の情報を保護する
ために設計されたすべての方針と慣行に従ってくださ
い。  これには例えば、以下のような事柄が含まれます。
n     すべてのポータブルデバイス (ノートパソコン、タブレッ

ト、スマートフォン) およびストレージデバイスの物理
的なセキュリティとパスワード保護を維持する。 

n     デスクと作業エリアを機密情報から遠ざける。
n     情報を保護するために会社が発行した通信とガイダ

ンスを読み、それに従う。 
n     機密を保持し、ユーザー ID またはパスワードを共有

しない。
n     機密情報または制限された情報へのアクセス、使用、

または送信は、許可されている場合にのみ、情報を保
護するための適切な保護措置を講じて行う。 

n     会社のガイドラインに従って、適切かつ許可された場
合に情報を安全に破棄する。

n     会社の支給デバイスに不正なソフトウェアをロードし
ない。 

n     フィッシング、偽装、ソーシャル エンジニアリングなど
の策略を通じて、システムにアクセスしたり、システム
を破壊したりする試みをすぐに報告する。

情報セキュリティについて質問や懸念がある場合は、事
業領域の情報セキュリティ チームにお問い合わせくだ
さい。セキュリティインシデントに気付いた場合は、すぐ
に情報セキュリティチームまたは security@relx.com 
に報告してください。

どのような種類の情報セキュリティインシデントを報告す
る必要があり、どこに報告すればよいですか？
次のような実際のインシデントまたは疑わしいインシデン
トを直ちに報告する必要があります。
•  デバイスの紛失。
•  アプリケーションの欠陥または脆弱性。
•  情報の偶発的な露出。
•  攻撃による情報の露出。
•  危険を感じたまたは疑わしい事象 (フィッシング、音声

通話、ソーシャルメディアに関連する勧誘)。

問題が起こった場合は、所属する事業分野のセキュリティ
チームに報告してください。
•  RELX：security@relx.com
•  エルゼビア/STM： security@elsevier.com
•  レクシスネクシス L&P： security@lexisnexis.com
•   リスクソリューショングループ： 

security@lexisnexisrisk.com
•  エキシビション：  security@reedexpo.com
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メディアや金融界との接触
権限のある従業員のみがメディアや金融コミュニティと通信することができます。
権限を与えられた人物のみが、RELX 企業を代表するスポークスパーソンとしてメディ
アと話すことができます。RELX 企業に代わってコメントを求めて連絡を受けた場合は、
そのような要求を次のように転送してください。
n     当社の親会社に関するメディアからの問い合わせは、RELX 企業広報部に照会する。 
n     事業領域の方針と手順に基づき、必要に応じて、個々の事業領域に関するメディア

の問い合わせを参照する。
n     金融機関、ブローカー、アナリスト、評論家、株主、その他の金融または投資コミ

ュニティのメンバーからの情報または現場訪問のリクエストは、RELX Investor 
Relations に照会してください。

情報開示方針
個人が内部情報にアクセスしたり、メディアおよび金融コミュニティは、雇用の過程で 
RELX 情報開示方針 (開示方針) の条件を熟知し、理解していることを確認する必要が
あります。情報開示方針は、RELX が英国、オランダ、および米国における規制上の開示
に関連する義務を確実に遵守するための主要な内部手順、システム、および管理を規
定しています。RELX 情報開示方針のコピーは、RELX の会社事務局からリクエストに
応じて入手できます。

政府からの問い合わせおよび情報提供依頼 
調査、監査、または法的手続きに関する会社情報、個人データ、または文書の要求を受
け取った場合は、直ちに会社の弁護士に通知してください。会社の弁護士が、今後の進
め方の評価を支援します。  

国によっては、政府代表者が会社の施設を訪問し、法令違反の疑いに関する捜査証拠
を集めるために、抜き打ち査察 (「ドーンレイド」として知られる) を実施する権限を有し
ています。これらの当局は、当社の事務所や、地域によっては従業員の家でさえも捜索
のために侵入し、事業記録を調査し、複写を取る、当社の事務所および記録を封じる、
対象事項および査察目的に関連する事実または文書について当社の従業員に面接
し、聴取する権限を有します。事務所がドーンレイドの対象となった場合の対処法につ
いては、RELX  家宅捜査対応方針 と、事業または現場の家宅捜査対応方針と手順をよ
く理解しておく必要があります。ドーンレイドについて質問がある場合は、会社の弁護士
に問い合わせることができます。
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詐欺、財務上の不正、虚偽または誤解
を招く記述 

当社は、顧客、サプライヤー、株主、従業員、請負業者、仲介者、監査人、規制当局、
または当社が通信または取引を行うその他の人物を欺く行為を禁止します。

当社の信頼性と評判は、当社の帳簿、記録、および開示された情報の正確性に左右され
ます。当社の事業についてのすべてのレポートおよび書面または口頭による陳述は正確
で、誤解を招くようなものであってはなりません。当社の製品、サービス、販売、財務状況
について意図的または無謀に虚偽または誤解を招く口頭または書面による陳述または
省略を行うこと、または当社の方針、セキュリティ、プライバシー、またはコンプライアン
ス慣行は禁止されています。 

金融詐欺リスクの軽減に関連する役割と責任を含む、金融詐欺または金融不正の防
止、検出、および是正については、RELX 金融詐欺リスクを軽減するためのフレームワー
クを参照してください。 

第 4 四半期に、営業担当者のサイモンは、年末の売上目標を達成できないため、売上ボーナ
スを全額受け取れないことに気づきました。収益目標を達成するために、彼は、新年の初め
に注文することがわかっている顧客のために、今年中に販売を記録できるかどうかを検討し
ました。このような行為は認められていますか？
答え： いいえ。正当な注文を偽って、来年ではなく今年の収益を認識できるようにすること
は、財務上の不正であり、規範の違反と見なされます。
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証券詐欺 

すべての従業員は RELX 証券取引コード (取引コード) を順守する必要があります。  

RELX 証券や他の会社の証券に関連する内部情報 (重要な非公開情報) を持っている場合
に特定の行動をとることは違法であり、および/または取引規範の違反です。 

とくに、以下の行動は違法かつ/または取引規範の違反になります。
n     内部情報を持っている場合は、RELX 証券またはそれらにリンクされている商品を取引 

する。 
n     開示が自分の通常の義務または職務の一環として厳密に行われ、受領者が守秘義務を負

っている場合を除き、そのような情報を他者に開示する。
n     内部情報を持っている場合は、RELX 証券またはそれらにリンクされている商品の取引を

他の人に推奨、奨励、または誘導する。

内部情報は、公開されていない RELX に関する情報であり、発表された場合に RELX 証券の
価格に重大な影響を与える可能性があります。株主への年次報告書または定期報告書、プ
レスリリースまたは規制当局のリリース、または規制当局への公的書類で開示されていない
場合、その情報は「公開されていません」。  疑わしい場合は、RELX 従業員として学んだ情報
が公に入手可能ではないと想定する必要があります。

内部情報が関与している可能性がある (または関与しているように見える) 場合に RELX 証
券の売買について質問がある場合は、それらの RELX 証券を取引する前に RELX 事務局長
に質問する必要があります。該当する場合、RELX 証券またはそれらに関連する商品の取引
が禁止されている閉鎖期間を遵守する必要があります。閉鎖期間が適用される場合は、会社
の事務局から直接通知されます。 
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広告および販促活動

あらゆる印刷物、電子媒体またはその他の非印刷媒体におけるす
べての広告内容、およびその他の表現は真実であり、合理的根拠が
なければなりません。それらの内容は、出版または配布される前に
立証される必要があります。これは、当社の製品またはサービスま
たは他企業の製品またはサービスについての、客観的、事実に基づ
く、または定量化可能なコメントを行う口頭発表やカジュアルな会
話にも適用されます。

当社には、公正で正確な広告および販売慣行に従事する法
的および倫理的な義務があります。  この義務を厳密に守る
ことは、当社の善意と評判を維持するのに役立ちます。

スコットはマーケティング Web キャストを準備しています。この 
Web キャストでは、会社のいくつかの製品の事前購入申し込みの合
計と Web アクセス数を一覧表示しています。スケジュールが厳しい
ため、彼は製品 1 つのみの事実に基づいてこれらの数値を見積もり
ます。このような行為は認められていますか？
答え： いいえ。事実を偽って伝えたり、潜在的な顧客を誤解させたり
しないように、表現は正確でなければなりません。  広告またはマー
ケティング資料、プレゼンテーション資料、または非公式の議論にお
ける事実、客観的および/または定量化可能な発言は、第三者に伝え
る前に立証されなければなりません。
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RELX 従業員であるジョンは、自分のソーシャルメディアページに攻撃的なコメントを投
稿しました。ジョンは RELX を自分の雇用主として認識していませんが、ソーシャルメディ
アでは職場の人々と友達になっています。職場の同僚が不快な投稿を見て、会社に報告し
ます。  ソーシャルメディアに不快なコンテンツを投稿したことで、会社はジョンに罰則を
与えることができますか？
答え： はい。ジョンのこのような活動は禁止されていませんが、ソーシャルメディアを使用
して他の従業員と話し合ったり、交流したりしているため、ソーシャルメディア方針の対象
となります。従業員は、自分のソーシャルメディア活動に潜在的な影響があることを認識し
て、個人としての誠実さ、および責任を持って行動してください。  

ソーシャルメディアの使用

ソーシャルメディアのプラットフォームとサービスは、ブランドを
成長させ、製品やサービスを宣伝し、顧客や見込み客との関係
を構築するのに役立つツールです。 

ソーシャルメディアを使用する場合は、次のことを行う必要があります。
n     個人の誠実さと責任を果たす。
n     当社および第三者の知的財産権を保護する。
n     自分に権限がある場合にのみ、RELX を代表して発言する。 
n     機密情報またはその他の保護された情報を保護し、共有しない。 
n     それ以外の場合は、RELX ソーシャルメディアに関する方針に準処します。

これらの予防措置は、会社規定または会社が支援するソーシャルメディア活動
に適用されます。また、自分が以下のいずれかを行う場合には、ソーシャルメデ
ィアの個人的な使用にもこれらの予防措置が適用されます。
n     RELX 事業の従業員として自分自身を表現する。
n     自分の業務、当社の事業、製品、サービス、競合他社に関する投稿を行う。
n     他の従業員または当社の著者、編集者、顧客、代理店、サプライヤー、または

その他を含む関連当事者と議論したり連絡を取り合ったりする。
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当社のビジネスパートナ
ー、顧客、サプライヤー、
競合他社との関係

セクションの概要
競争法および独占禁止法

贈収賄

贈答品または接待の授受

貿易制裁

資金洗浄

その他の関係者との契約
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競争法および独占禁止法

当社は積極的に競争しますが、一方で公正かつ誠実に、反ト
ラスト法および競争法を遵守して競争します。これらの法律
は、世界中で自由かつ公正な競争を促進し、その結果、顧客
がそのサプライヤー間の自由な競争の利益を享受し、 販売
側も同様に購入者間の競争の利益を受けることができます。 

独占禁止法および競争法は、競合他社、顧客、サプライヤー、
または市場で支配的な地位を占める単一の会社が関与する
特定の種類の契約または行為を含む、取引の違法な制限を
禁止しています。 

当社は強固な競争者ですが、同時に公正な競争者で
あります。  当社は、競合他社、顧客、サプライヤー、およ
びその他の利害関係者との違法な合意を含む、反競争
的または不公正な取引慣行を禁止します。

潜在的な違法行為の例には、次のようなものがあります。

n     競合他社は、以下に関して合意に達したり、共同で行動したりすることを固く禁じられています。 

n     価格、条件、または入札。 
n     製品または地域の割り当てまたは分割。 
n     顧客またはサプライヤーの選択。 
n     生産、在庫、または研究開発の制限。

n     サプライヤーとその顧客またはライセンスは、通常、商品またはサービスの再販売価格について合意
することはできません。

n     「独占」または「支配的」な力を持つ個々の企業は、市場を支配しようとする努力と思われる行動を取
ることはできません。 それらの行動には一般的に以下のようなものが含まれます。
n     別々の製品を結ぶ、または必要な同梱。 
n     販売業者、配給業者、またはサプライヤーの不当な解雇。 
n     価格差別。 
n     略奪的な価格設定 (原価以下での販売)。
n     過度に限定的な独占的取引の取り決め。 

n     不公平または欺的な取引慣行または競争方法。以下はその例です。
n     誤解を招く広告。
n     競合他社の製品を中傷する。
n     競合他社への嫌がらせを行う。 
n     企業秘密またはその他の機密業務情報を盗む。
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以下は、これらの活動を通じて違法的な共謀に従事しないことを
前提とした、競合他社とやり取りを行う正当な理由および機会で
す。  このような活動には、業界団体の関与、ベンチマーキング、 
合弁事業、RELX 手順に従って合法的に競争力のある情報を収 
集すること、ロビー活動や法執行などの特定の共同活動が含ま 
れます。

競争法および独占禁止法の詳細については、RELX 競争法コンプ
ライアンス規定 および関連するビジネス方針、ガイドライン、およ
び手順を参照してください。 

テッサは、貿易会議中に競合他社のグループとチャットしていたと
き、競合他社の事業開発担当ディレクターが彼女を側に引き寄せま
した。  相手は、テッサの会社がニューヨークではなく、ロンドンでの
販売に集中する場合、競合他社はニューヨークに販売活動を集中
させることを提案しました。  テッサは、このような内容について競合
他社と話し合ってはならないことを知っていたので、すぐに立ち去り
ました。このような状況に対する対応として正しいですか？
答え： 部分的に正解です。競合他社間の何気ない会話でも独占禁止
法違反につながる可能性があるため、テッサが会話を終わらせたの
は正解でした。しかし、立ち去るだけでは不十分です。彼女は、会話
に参加したくないことをはっきりと強調すべきでした。その後、彼女
は会社の弁護士に連絡して状況について話し合い、彼女または会社
が不適切な行為に関与しているように見えることを避けるために、さ
らなる措置が必要かどうかを判断することにより、それをフォローア
ップする必要があります。     
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贈収賄
有利な待遇と引き換えに、または受領者の事業上の決定
に影響を与えることを目的として、価値のあるもの、また
は金銭的またはその他の利点を他の当事者から提供、譲
渡、または受領しないでください。

賄賂は、会社、政府当局、役人、または従業員による有利な扱いと引き換えに、価値のあるもの、
または金銭的またはその他の利点を提供、約束、勧誘、提供、または受け入れる場合、または他
の人に同様に行うことを許可する場合に発生します。賄賂には、現金の支払い、贈答品、特典、ま
たは価値のある商品やサービス、または金銭上の利益が含まれます。 

多くの国々、および多くの地方自治体が、贈収賄と腐敗行為を禁止する法律を執行しています。こ
れらの法律の多くは、自国の国境外で発生した腐敗行為および/または他国の市民が犯した腐
敗行為に対して適用されます。域外にも適用される例としては、英国贈収賄防止法および米国
連邦海外腐敗行為防止法などがあります。

贈収賄禁止法を遵守するためには、商取引当事者、顧客、顧客の代表者、または政府の職員もし
くは役人との間の不適切な支払いの授受を直接的に行うことを回避しなければなりません。こ
れには、地方公務員への円滑化または「贈賄」の支払いが含まれますが、それらは慣例と見なさ
れる場合があります。また、当社に代わりサービスを履行するコンサルタント、代理人、またはそ
の他の当事者を通して、間接的な支払いも一切行ってはならず、かつ、帳簿や記録を正確につけ
ることで、すべての支払いが偽りなく記載され、違法な目的で使用されないようにしなければな
りません。

会社を代表して行動する第三者と契約する前に、また契約中に必要に応じて、適切なデューデリ
ジェンスを実施して、第三者の契約が許容されるかどうかを評価する必要があります。会社に代
わって行動する第三者の種類など、デュー デリジェンスの実施に関する詳細については、RELX 
デュー・デリジェンスに関するガイダンスを参照してください。 

贈収賄禁止法はまた、特に政府職員や役人に対して贈答品、接待、謝礼を供与することを制限し
ています。これについては、次のセクションの「贈答品または接待の授受」で説明します。 

当社の 誠実さへの
取り組み

当社の政府との取引 同僚とコミュニティに 
敬意を払う

リソース懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護 4当社のビジネスパート

ナー、顧客、...



贈答品または接待の授受

客観的な業務上の決定を行う能力に影響を及ぼすまたはそのように見える可能
性のある贈答品または接待を要求、受領、申し出、または供与してはなりません。

名目金額以上の贈答品、頻繁な贈答品または接待、もしくは日常的な社会的娯楽を超
える接待は、自分または相手側に影響を及ぼす試みと見られる場合があります。当社の
方針は、贈収賄を防止することを目的としており、現在または将来の顧客、ベンダー、コ
ンサルタント、サプライヤー、およびその他の事業利害関係者に対する贈収賄と思われ
る状況も防止することを目的としています。社員は、本方針に加え、各自の事業部門で
規定されているより厳しい基準に従わなければなりません。 

フィリップは、新しい国に進出し、会社の事務所を開設しています。彼は地元のコンサルタン
トを雇い、翻訳を依頼し、事業を開くために必要な許可とライセンスを取得しました。コンサ
ルタントは、不特定の費用に備えて、3000 ポンドの現金資金を用意する必要があると述べ
ています。  フィリップは資金を用意する必要がありますか？ 

答え： いいえ。フィリップは、それらが正当な費用であることの証拠とそれらを適切に管理す
る手段がない限り、資金を利用可能にするべきではありません。 それ以外の場合、これは地
方自治体の役人に影響を与えるための円滑化または贈賄の支払いを行う手段であるように
見えますが、これは RELX によって禁止されており、英国贈収賄法および米国海外腐敗行為
防止法に違反する可能性があります。   
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贈答品
政府職員以外の人物との取引の場合、商品、個人的なサー
ビス、または記念品を含めた贈答品の申し出または受領
は、その限度額を 1 名につき 100 ポンド未満または現地通
貨でその相当額未満に限定してください。政府職員および
公務員に対して、RELX 贈収賄および腐敗防止に関するコ
ンプライアンス規定に規定されているように、より厳しい贈
答制限を課しています。
これらの金銭的限度額は最高金額を示すもので、名目金
額以上の贈答品については、状況に応じて十分に注意し
なければならない場合があります。金額にかかわらず、贈
答品を要求してはなりません。また、次のいずれかに該当
する贈答品は供与または受領してはなりません。
n     RELX 贈収賄および腐敗防止に関する方針に準拠して

いないもの。
n     現金または現金同等物 (小切手、あらゆる種類のギフト

カード、証券など)。
n     見返りを期待した申し出 (「返礼品」)。
n     自分と関連業者が契約交渉中または関連するベンダー

の選択過程中に供与されるもの。
n     名目金額であったとしても、頻繁な贈答品の供与に見え

るものの一部。
n     猥褻または性的指向のもの。
n     違法または当規範または当社の方針に違反するもの。 
n     当社の評判に悪影響を及ぼし得るもの。 

n     受領者の職務の遂行において、不当に影響を及ぼす、あ
るいは受領者に不当な活動をさせる、あるいは不適切
な行動を合理的に引き起こすもの、または合理的にそ
れらの可能性が高くなるものであってはならない。 

これらの記述のうちいずれかに適合する贈答品または謝
礼は、違法な贈賄行為として疑われ、またそのように考え
られる場合があります。 

100 ポンドもしくはその相当額を超える贈答品、またはこれ
らの要件に抵触するように見えかねないものを受領した
場合、または供与したい場合は、贈答品の授受もしくは供
与を行う前に、所属する事業領域のコンプライアンス委員
会に相談してください。  受け取った贈答品に関しては、違
反のリスクを回避するために返却するか、会社が社内で使
用する目的で保管するか、慈善団体に寄付するように求め
られる場合があります。 

価値の低い贈り物でさえ、受取人に不適切な影響を与える
ことを意図している (またはそう見える可能性がある) 場合
は、不適切であることに注意してください。価値の低い贈り
物も、繰り返されると不適切な場合があります。

アロンは、感謝を示す贈り物として、著者から 25 ド
ルの Amazon ギフトカードを受け取りました。アロ
ンはギフトカーを受け取ることができますか？
答え： いいえ。第三者からの現金または現金同等物 
(例えば、小切手、為替、有価証券、あらゆる種類のギ
フトカード、商品券) の形での贈答品またはお礼品
は、金額に関係なく受け取ることはできません。

マリーと彼女のチームは、会社に代わって取得する
クラウドストレージソリューションを評価していま
す。見込みのあるベンダーの 1 社は、チームがベン
ダーのサービスをより適切に評価できるように、新
しいノートパソコンと個人用クラウドストレージア
カウントをチームに贈ることを提案しました。マリー
のチームはノートパソコンとアカウントを受け取る
ことができますか？
答え： マリーはその申し出を断らなければなりませ
ん。贈り物を受け取ることは、特に潜在的な購入決
定を行うときに、チームに不適切な影響を与えたり、
そのように見える可能性があります。  
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エンターテイメント 
会食、劇場、スポーツイベントなどの通常の事業接待は、それが妥当であり、頻繁ではな
く、ビジネス事項を話し合う目的、またはより良い事業関係を育む目的の善意の事業会
合またはイベントの一環である場合には、受領または供与することができます。 

目安として、「通常の」および「妥当な」事業 接待とは、一般的に、贈答品において定め
られた 1 人あたりの金額と同程度の金額の接待であると考えてください。  通常の接待
は、費用や価値に関係なく、上記の贈答品と同じ制限を受けます。宿泊を伴う旅行が含
まれる特別なイベントまたは接待は一般的に適切ではありません。豪華なエンターテイ
メント (ワールドカップ、マスターズゴルフトーナメントなど) は、会社の厳格なガイドライ
ンを満たし、事業領域のコンプライアンス委員会の明示的な承認を得ている場合にの
み許可されます。  さらに、政府職員や役人を接待することを検討するときは、RELX 政
府職員に対する贈答品および謝礼の上限に関する方針に定められた厳しい金銭的制
限を遵守してください。
過度に思える何らかの接待を授受する前に、所属する事業領域のコンプライアンス委員
会に相談してください。価値に関わらず、接待を要求してはなりません。受領者に不適切
な影響を及ぼすことを意図する (またはそのように見える可能性がある) 接待である場
合は、たとえ価値が低いものであっても不適切です。 

贈答品・接待登録
贈答品および接待 (例えば、食事、接待、またはその他の謝礼) が、事業によって確立さ
れた基準を満たす、または受け取ったものはすべて、適切な贈答品および接待登録ツー
ルに記録する必要があります。
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貿易制裁
国際貿易制裁に関する法律は、特定の個人、事業者、および潜在的に国全体との取引を行う当社の能力に制
限を課すものです。 

当社は、適用されるすべての貿易制裁法の遵守を確約しています。これを怠ると、当社の評判に影響を与える
可能性があり、当社および当社の従業員に厳しい刑事および民事罰が科せられる可能性があります。 

当社の制裁遵守への取り組みには、主に、法律およびコンプライアンスの代表者からの指導を受けて取引を評
価する各事業の指名者が含まれます。ただし、すべての従業員は、RELX 貿易制裁コンプライアンス方針 およ
び関連手順を認識し、発生した質問や懸念を提起する必要があります。

資金洗浄
世界の刑法は、犯罪行為から生じる金銭的収益を合法的に見せるスキームを禁止しています。  RELX は、サプ
ライヤー、顧客、または当社と取引関係がある可能性のあるその他の第三者による資金洗浄を促進する可能
性のある活動を禁止しています。

その他の関係者との契約 
書面での契約を正式なものにする必要があります。社員は、上司から伝えられている権限のレベルに一致する
場合のみ、契約を締結することができます。権限が与えられていない場合は、上司の承認なしに、当社を代表し
ていずれの契約にも署名しないでください。 

また、契約満了日までに契約を終了するには、上司と会社の弁護士から承認を得る必要があります。これは、例
えば、比較的少額の契約であっても、重要な契約上の義務やその他の条件が含まれている可能性があり、早期
の終了は競争法の問題を引き起こす可能性があるためです。 
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政府関係者との取引
政府機関およびその役人と職員との当社の交渉、契約 
条件、および事業関係には、厳しい規則が適用されます。

当社は、顧客、著者、編集者、またはその他の立場で、政府機関、役人、および従業員と協力す
ることがよくあります。当社の事業関係、契約交渉、政府機関やその職員との契約条件には厳
格な規則があります。  これには、政府が所有および運営する企業の従業員が含まれます。こ
れらの規則は、法人または個人の顧客を扱う場合に適用される規則とは異なる場合があり
ます。

政府当局、機関、役人、または従業員と取引を行う場合は、RELX 贈収賄および腐敗防止に関
するコンプライアンス規定 – 関連文書に記載されているとおり、これらの規則を理解し、それ
に従う必要があります。これらの規則に違反すれば、結果として厳しい罰則、政府契約入札参
加の一時停止、もしくは失格、または刑事訴追につながる可能性もあります。これらの規則を
確実に順守するために、政府との契約に関連する法律違反の疑いがある場合は報告してくだ
さい。 

当社の RELX 米国の政府機関および公務員との取引に関する方針 では、米国の政府機関ま
たは公務員と協力する際に満たす必要のある要件について詳しく説明しています。 

ペンは政府機関との契約を交渉しています。彼と共に働く役人は、公認の慈善団体に関わってい
ます。ペンは、役人に代わって慈善団体に個人的な寄付をすることで、会社が契約を勝ち取る可
能性を高めることができると考えています。  このような行為は認められていますか？
答え： いいえ。当社が事業を行いたい国で慈善寄付を行うことは合法ですが、事業を獲得また 
は維持するために、または次のような状況下で、政府関係者に影響を与える目的で寄付を行う 
ことは決してできません。それが特定の意図に基づく寄付のように見えるかもしれません。個人的
な寄付であっても、不適切な目的で行われた場合は禁止される場合があります。
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政府職員の雇用

RELX で働くことについて現在または新参の政府職員と話す前
に、その個人との関わり (募集またはあらゆる能力で他の仕事を
行う目的) が法律違反にならないことを確認してください。

多くの法律では、政府と取引を行う企業が、秘書、事務、またはその他の
同等の役職以外の現役または元公務員を従業員として雇用したり、コ
ンサルタント、アドバイザー、編集者、またはその他の請負業者として雇
用したりすることを制限しています。これらの制限には、特定の状況下で
の見込みのある雇用に対する非公式な業務手配も含まれます。したがっ
て、現職の政府職員、または雇用または採用の提案から過去 2 年以内
に政府機関を退任した元政府職員と、雇用または採用の提案について
話し合いを行う前に、会社の弁護士に相談してください。

会社の政治的関与 

米国で事前に承認された特定の寄付を除き、会社の名義
で、または会社を代表して政治献金を行うことは禁止され
ています。

ほとんどの国では、企業資金、資産、サービス、または施設を政党または
候補者のために利用することを禁止しています。但し、いくつかの米国の
州では、厳しい報告および開示規制に準拠する場合、このような献金や
活動が認められています。したがって、米国を除き、政治献金に企業資金
を使用することは許可されていません。また、RELX 政治献金に関する方
針 に記載されているように、そのような寄付を行うための厳格なガイド
ラインを遵守する場合にのみ許可されます。

個人的に政治プロセスに参加したり、立法または政治問題について意
見を表明したり、政治活動に参加したり、個人的な政治献金を行ったり
する場合は、自分自身の時間と費用でそのような活動を行う必要があり
ます。RELX の政府業務および会社の弁護士から事前の承認を得ていな
い限り、RELX、または当社の事業部門または子会社との提携に関して、
適用される政府機関への法的に要求される開示以外の方法で言及する
ことは避け、会社のためにではなく個人的に行動していることを明確に
する必要があります。
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公正な雇用慣行

当社は、インクルージョンとダイバーシティに関する方針 に説明さ
れているように、チームワーク、多様性、インクルージョン、信頼を促
進する職場環境の育成に取り組んでいます。当社の雇用方針およ
び雇用慣行は、公正かつ非差別的な労働慣行に関する国連グロー
バル・コンパクト (United Nations Global Compact) の原則に批准
し、それを遵守することを目的としています。 

当社はインクルージョンとダイバーシティを支持し、ハラスメン
トと差別を禁止し、従業員の安全で公正な扱いに努めます。

ジェラルドの仕事仲間の 1 人は、週に数回、挑発的なチャットメッセ
ージと仕事以外で会う約束の内容を送信しており、チームの Zoom 
ミーティング中にはプライベートチャットも送信しています。ジェラ
ルドは同僚に、メッセージは好意的に受け取られないため、止める
べきだと伝えました。数日間止めていましたが、現在は再開していま
す。ジェラルドはどのように対応するべきでしょうか？
答え： ジェラルドの同僚は、当社の規範および会社の方針に違反す
る不適切な行為を行っています。ジェラルドは、この行為を上司、人事
部、または RELX Integrity Lineに報告する必要があります。
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差別行為

当社は機会均等雇用者です。当社は、全従業員および求職者に敬意と尊厳をもって
接することに努めており、差別を禁止しています。当社は、人種、肌の色、信条、宗教、
国籍、性別、性同一性または表現、性的指向、結婚状況、年齢、障害など、保護された
特性、または法律で保護されているその他のカテゴリに関係なく、採用、雇用、開発、
促進、訓練、雇用条件を提供します。 

ハラスメント
当社は、セクシャルハラスメントや上記の保護された特性に基づくあらゆる種類のハ
ラスメントを含む、いかなる形態のハラスメントも容認しません。ハラスメントとは、
攻撃的、敵対的、または威嚇的な環境を生み出す口頭や身体的、視覚的、またはそ
の他の行動を含みます。また、次も禁止しています。いじめや脅迫。保護された特性
に関連する冗談または侮辱。不快な写真、ビデオ、または漫画を配布または表示す
ること。ボイスメール、インスタントメッセージ、メール、またはその他の電子デバイス
を使用して、軽蔑的または差別的な情報を伝達すること。 

雇用条件
当社は、雇用および雇用条件に関連するすべての適用法を遵守します。当社は、労
働組合、労使協議会、またはその他のメカニズムを通じて代表を求める従業員の法
的権利を尊重します。 

労働基準
当社は労働基準および労働条件の異なった多数の国で事業を行っています。事業を
行う場所に関わらず、適用されるすべての労働法を遵守し、世界中の従業員に適切
な労働条件と賃金を提供し、そうすることを約束するサプライヤーを選択します。

昨年、シャアは、同僚の 1 人が彼女に性的嫌がらせをしているという懸念を報告し
ました。それ以来、彼女の上司は、彼女とのやり取りを避けるために極端な手段を
講じ、業績評価などの人事問題をリモートで処理するようにさえ主張しています。こ
れ正当な対応ですか？
答え： ハラスメントに対する当社の方針は、不正行為の申し立てを回避するために、
個人が事業または仕事関連の社交活動または議論に参加することを排除または分
離するための基準として使用するべきではなく、また使用することもできません。ハ
ラスメント、差別、報復の禁止は、インクルーシブな職場への会社の取り組みを補完
し、促進することを目的としており、その例外の基礎を形成することを意図していま
せん。
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職場
RELX は世界中に約 235 の施設を所有しています。物理的セキュリティ 方針 は、これら
の不動産の物理的セキュリティ要件を定義し、RELX の事業指導者に人員、資産、財産、
および訪問者を保護するためのガイダンスを提供します。すべてのスタッフ、請負業者、
および訪問者は、これを遵守しなければなりません。

当社は、安全な職場を提供し、安全上の被害および健康被害を回避するための法的要
件を遵守することに努めています。  健康的かつ安全で、生産性の高い職場環境に貢献
できる方法で振る舞ってください。  当社は、職場や仕事関連のイベントでの武器の使
用を許可していません。また、職場での暴力をいかなる形でも容認しません。

安全衛生
当社は、当社の施設がすべての適用される安全衛生に関する法規制を遵守するよう管
理しています。  コンプライアンスを維持するために、当社の施設の誰もが、RELX グロ
ーバル安全衛生方針 に概説されているものを含む、安全に関する指示と手順のすべて
に従う必要があります。  当社のいずれかの施設において、安全上および衛生上の危険
の可能性について質問や懸念がある場合は、直ちに上司および人事部に知らせてくだ
さい。

職場での薬物およびアルコールの禁止
薬物およびアルコールの使用は、安全への脅威となる可能性があり、当社の職場環境
では容認されません。 

アルコール飲料は、施設内または会社主催のイベントにおいて、特定の状況下におい
て、現場の指導者の事前の承認を得た場合にのみ提供することができます。アルコール
が提供される催し物に出席する従業員は、適切かつプロ意識をもった態度で行動する
ことが期待されています。 

それ以外の場合、当社は、当社の敷地内における勤務中のアルコール摂取 (合法的に
輸送中に保管されている場合を除く) または薬物 (医療専門家によって発行された最
新の有効な処方箋に従っている場合を除く) の使用、所持、販売、製造、調剤、配布、また
は購入を禁止します。  また、障害のある従業員が RELX に代わって仕事に従事するこ
とも禁止しています。  

当規範の遵守に加え、所属する事業所が発行する、薬物およびアルコールに関する適
用方針にも従う必要があります。
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人権
当社は、国連グローバル•コンパクトの加盟会社として、人権の保護に努めています。当
社は、国際人権を支持し、尊重します。 また、人権の濫用に加担しないことの徹底に努め
ます。

環境

当社の事業は、主にエネルギーと紙の利用、印刷技術と生産技術の利用、および廃棄物
の再利用を通じて環境に影響を与えています。当社は、実現可能な範囲で、この影響の
低減に努め、また国連グローバル・コンパクトに規定されている環境関連の 3 原則を遵
守することに尽力しています。それらの 3 原則は次のとおりです。 
n     環境変化に対する予防的アプローチを支持する。 
n     より大きな環境責任を促進するためのイニシアチブをとる。 
n     環境に優しい技術の開発と普及を奨励する。 

この確約を果たすために、当社は以下の利用を目指しています。
n     廃棄物を最小限に抑えた、持続可能でリサイクル可能な資源と材料。 
n     可能な場合、環境への影響を最小限に抑える技術、材料、およびプロセス。 
n     同じ目的を持つサプライヤーと請負業者。 

RELX 地球環境方針 に概説されているように、当社は環境パフォーマンスの指標と目標
を設定します。

当社は、環境改善イニシアチブを支援し、当社の環境への悪影響の低減に
努めます。
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よくある質問 (FAQ)
当規範の目的は何ですか？
当規範は、RELX 事業、従業員、および事業の取締役会
のメンバーに適用される主要な一般原則をまとめたも
のです。

当規範の目的は、当社が会社全体にわたり、合法的、正
直、かつ倫理的な企業環境を維持することです。

当規範は誰に適用されますか？
これは、世界中の RELX 企業グループのすべての従業
員に適用されます。規範が「会社」または RELX に言及
する場合、RELX のすべての事業体、子会社、部門、関連
会社、および事業を意味します。

規範のすべての方針の基礎は何ですか？
一般に、当規範に記載されている方針は、倫理的かつ
適切な事業および職場での行動を含む、誠実さの文化
を促進することを目的としています。規範の方針の多く
は、法律、政府の規則および規制に基づいており、RELX 
および当社の従業員が世界中のどこで事業を行ってい
るかに適用されます。  当規範のその他の方針は、特定
の法律や規制に根ざしているかどうかにかかわらず、差
別、嫌がらせ、またはその他の不適切な行為のない、事
業に貢献し、敬意を表して倫理的な職場を維持するとい
う当社の決意を反映しています。

RELX はグローバル企業であるため、事業を展開する各
国には、それらの国での事業に適用される現地の法律
もあります。皆さんは、当規範に特定の記載がない場合
でも、適用されるすべての法、規則、規制を遵守すること
が期待されています。

規範に加えて、RELX だけでなく、自分が関連する各企
業、国、またはグループによって維持される個別の方針
があります。また、これらの方針を熟知し、遵守すること
が求められます。

適用されるその他の方針はありますか？   
どの方針が優先されますか？
規範の方針に加えて、RELX とその事業は、当社の事業
のすべてまたは一部に関連する方針を実施します。場合
によっては、RELX またはその事業は、行動規範に含ま
れる主題についてより詳細な方針があります。その場合
は、当規範と一致している範囲で、より詳細な方針も適
用されます。

規範と補足方針との間に矛盾がある場合は、上司、人事
担当者、コンプライアンス委員会のメンバー、または会
社の弁護士に相談してください。

規範または関連する行動規範で明記されて 
いない場合でも、違反になる可能性はありま
すか？
当社は、決定や行動についてジレンマや疑問に直面した
とき、すべての従業員が規範の精神に従って行動し、常
に最高の倫理基準を実行することを期待しています。こ
のようなジレンマや質問に直面したときは、次の質問を
考慮してください。 

n     問題となっている決定や行為は、自分の倫理的評判
や会社の評判を傷つけますか？  

n     その決定または行動は、同僚や顧客に危害を加えた
り、恥をかかせたり、または屈辱をもたらしたり、競合
他社に不当に不利な立場を与えたりする可能性があ
りますか？  

n     その決定または行為が、非倫理的または非合法であ
るようにさえ見える可能性がありますか？  

n     イブニングニュースやソーシャルメディアで報道され
た場合、自分の行動や決定が他の人にとって好ましく
ないように見えますか？  

n     その決定または行動は、道徳的および倫理的に不適
切だと感じますか？  

n     自分の決定や行動を正当化するために、嘘をついた
り、真実を曲げたりする必要がありますか？

上記の質問のいずれかに対する答えが「はい」の場合、
アプローチを再考し、必要に応じて行動する前にガイダ
ンスを求める必要があります。
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当規範について質問がある場合はどうすれば
いいですか？
規範を読み、規範や個々の規範の方針に関するトレー
ニングを受けても、まだ疑問が残る場合があります。結
局のところ、方針の多くは複雑な法規制に基づいていま
す。意図しない違反であっても、関係する個人や RELX 
に深刻な結果をもたらす可能性があるため、各方針を
遵守することが重要です。したがって、当規範についての
疑問は、上司、人事部の担当者、会社の弁護士、または
コンプライアンス委員会のメンバーに提起してください。
または、RELX Integrity Lineの質問機能もいつでも使
用できます。

規範の違反に気付いた場合はどうすればよい
ですか？
方針または法律の違反に気付いた場合は、それを報
告する責任があります。違反は、上司、人事担当者、会
社の弁護士、コンプライアンス委員会、または RELX 
Integrity Line を通じて報告できます。

あらゆる規則または方針の違反を報告するこ
とは、私の職を危険にさらすことになりま 
すか？
RELX の方針では、規範への違反の疑いがあると報告
した人に対する報復を禁止しています。規範または会社
の方針に基づいて誠実な懸念を提起する個人に対して
報復を試みる者は、RELX 方針に違反するだけでなく、
法律にも違反する可能性があり、それに応じて対処さ
れます。

RELX Integrity Lineに報告するにはどうすれ
ばよいですか？
RELX Integrity Lineは、既知または疑わしい違反を上
司、人事担当者、会社の弁護士、またはコンプライアン
ス委員会のメンバーに報告することに抵抗がある場合
に報告するために利用できる方法です。これは、24 時間 
365 日、週 7 日、年中無休で利用可能な独立した第三者
機関によって提供されるサービスです。https://secure.
ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/27947/
index.html でオンラインまたは電話でレポートを作成
できます。  各国および各言語用の電話のアクセス情報
は、当社ウェブサイトおよび当社のイントラネットに掲載
されています。

身元を明かさずに報告してもいいですか？
報告の際にはご自身の身元を明かしていただきたいと
考えておりますが、状況によっては匿名を希望される場
合もあります。  現地の法律により、特定の主題に関連す
る報告のみが許可されている場合や、Integrity Lineへ
の匿名の報告が禁止されている場合があります。それら
の制限は、 RELX Integrity Lineプライバシー通知に明
記されています。匿名で報告する場合は、問題をより適
切に調査できるように、可能な限り詳細を提供してくだ
さい。匿名の記者には報告番号が割り当てられ、報告後
に報告記録を確認するよう求められます。これにより、徹
底的な調査を完了するためにさらに情報が必要な場合
は、フォローアップの質問をすることができます。

コンプライアンス委員会とは何ですか？
コンプライアンス委員会は、代表する事業とその従業員
によるコンプライアンスの確保を支援するために指名さ
れた上級指導者のグループです。RELX のすべての事業
を代表する上級指導者で構成される委員会があります。
また、少なくとも主要な事業分野ごとに委員会があり
ます。コンプライアンス委員会のメンバーの連絡先情報
は、当社のイントラネットに掲載されています。 

当規範の違反となると思われることをするよう
求められた場合はどうすればいいですか？
その懸念を上司に相談してください。そうすることに
抵抗がある場合は、人事担当者、会社の弁護士、コン
プライアンス委員会のメンバーに連絡するか、RELX 
Integrity Lineを使用して懸念事項を報告してください。

当社の 誠実さへの
取り組み

懸念の報告と調査 当社の利益および資産
の保護

当社のビジネスパート
ナー、顧客、...

当社の政府との取引 同僚とコミュニティに 
敬意を払う
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参考文書

個人所有のデバイスの持ち込み方針

競争法コンプライアンス規定

誠実さの文化：正しい行動を取る

コンプライアンス委員会

家宅捜査対応方針

情報開示方針

電子機器利用職場に関する方針

倫理リーダー ツールキット

金融詐欺リスクを軽減するためのフレームワーク

グローバル環境に関する方針

グローバル 安全衛生方針

インクルージョンとダイバーシティに関する方針

情報セキュリティ方針

情報価値分類表指示書

政府職員に対する贈答品および謝礼の上限

経営とガバナンスの原則

米国の政府機関および公務員との取引に関する方針

政治献金に関する方針

贈収賄および腐敗防止に関するコンプライアンス規定

プライバシー原則

記録管理方針

記録保存年限表

懸念事項の報告に関する方針

証券取引コード

ソーシャルメディアに関する方針

貿易制裁コンプライアンス方針

企業秘密に関するガイドライン

当規範で特定される以下の文書およびリソースは、RELX Home およ
び事業領域のイントラネットで入手できます。
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