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社長兼 CEOからのメッセージ 

 

Roper Technologiesでは、私たちのビジネスの驚異的な成功を誇りに思っています。こ

の成功は、私たちのパフォーマンスと業績によって評価されるだけでなく、責任ある倫

理的な会社としての営業活動によっても評価されます。当社のビジネス倫理規範および

行動規範は、Roper Technologiesのために働く各個人から期待される行動を概説するこ

とにより、最高の倫理基準と誠実さへの取り組みを促進するように作られています。 
 

倫理的行動は、一人ひとりの責任です。   
 

時間をかけて当社の行動規範を注意深く読み、理解し、皆様の日々の活動に、積極的に

適用してください。従業員を保護し、当社の優れた評判を維持し、適用される法令を遵

守することは重要です。     
 

私たちは、全員、このような素晴らしい会社に勤めていること、そして、Roperファミ

リーを構成する優秀な人材と協力し合っていることに誇りを持つべきです。皆様が、最

高レベルの倫理と行動基準を推進する、オープンで誠実な環境で継続的に働いてくださ

っていることに感謝いたします。  
 

敬具 

ニール・ハン 
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我々の行動規範および遵守についての方針 

行動規範の概要 

ローパーで働く我々は、安全かつ高品質なソリューションおよび製品に限定してその開

発、製造、販売を専門に行っている。我々は、事業上の高潔さについての模範的基準に

従って世界各国において事業を遂行するよう取り組んでいる    

これを達成するために、ローパーの従業員および取締役のすべては、誠実性および高潔

さについての高い基準に従ってローパーの事業を遂行することが期待されている。では、

あなたにとってこれは、どのような意味を持つであろうか。 

• 本行動規範を隅々まで熟読すること。 

• ローパーが提出した報告書において完全かつ誠実に開示を行うこと。 

• 当社の事業のすべての側面において法律の精神および文言に従うこと。 

• 本行動規範の違反があった場合には、ただちに報告すること。 

• 社内および社外の調査のすべてについて完全に協力すること。  

本行動規範は、これらの基準に従ってローパーのために行動し決定する上で我々従業員

および取締役のすべてに対して役立つことを意図した指針として機能するものである。

もちろん、すべての事柄を含む指針などありえないので、正しく行動する責任は、あな

た自身にある。  

違反または懸念についての報告 

我々には、本行動規範、法律、またはその他のローパーの方針に反する、不適切な、倫

理に反する、もしくは、違法な行為または行動のすべてを報告する義務がある。あなた

が違反に気づいた場合、または、違反を疑う場合には、 あなたの上司またはコンプラ

イアンス担当役員に報告すべきである。本社執行役員および取締役についても、コンプ

ラアンス担当役員に報告するべきである。   

個人の高潔さと良い判断に代わるものはない。  

難しい決定に直面した場合には、自分の決定が公に知られることになったとしても、そ

れでも問題ないと思えるかどうかを考慮すること。法的または倫理的観点から自分の決

定が適正でないとみられることもあると思う場合、最善の対応策を取ったか疑問がある

場合、もしくは、その他の点で本行動規範を適用した場合に疑問が残ると考える場合に

は、あなたの上司またはコンプライアンス担当役員に申し出るようにすること。 
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理由を問わず上司に報告することに気後れがする場合は、ローパーテクノロジーズの倫

理および法令遵守ホットラインにいつでも匿名で連絡することができる。   

会計、内部会計統制および監査事項に関する懸念についても、あなたの上司またはコン

プライアンス担当役員に報告することができる。こうした懸念については、ローパーの

取締役会の監査委員会に報告され、同委員会が策定した手続に従って取り扱われる。  

報復行為の禁止 

違反の可能性がある場合には、誰もが気兼ねなく報告することができるべきである。し

たがって、ローパーでは、法律、規制またはローパーの方針もしくは手続（本行動規範

を含む）についての違反の疑いについて誠実に報告する場合には、その報告者に対して

報復行為を行うことはなく、また、それに対するハラスメントもしくは報復行為がなさ

れることを許すことはない。  

これは、違法な、倫理に反する、または、本行動規範に違反していると疑われる行為に

ついて注意を喚起すること、もしくは、これらについての調査に関して情報を提供する

ことを理由として、報告者・提供者に対してローパーが解雇、降格、希望しない任務へ

の異動、または、その他の形で差別をすることはないということである。  

ただし、ローパーは、以下の者に対しては、懲戒処分を行う権利を留保する。 (1) そ

れと知って虚偽の主張を行なった者; (2) ローパーに対して虚偽の情報を提供した者; 

(3) 本行動規範、適用となる法律もしくはその他のローパーの方針もしくは手続に違反

した者; または (4) その他の点で不適切な行為を行なった者  

報復行為とは、誠実に報告を行なった者、または、今後報告を行おうとしている者に対

して、そうした報告等を理由として行われる雇用上の不利益な扱いをいう。 

誠実に報告を行うことは、報告者が倫理的でないことが起きていることに確信を持って

いなければならないということではなく、良くないことが起こりうると考える誠実な理

由があるということである。   
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懲戒処分 

ローパーは、その行為が本行動規範または当社の方針もしくは手続に違反したと認めら

れた従業員または取締役に対して適切な懲戒処分を行う。法律で認められているところ

では、懲戒処分には、即時解雇も含まれうる。このルールは、職位にかかわらず、す

べての従業員に適用される。 

 

法律上および規制上の要求事項に対する違反がなされた場合には、その違反者個人につ

いても、民事上および刑事上の罰則（罰金および懲役を含む）が課される可能性がある

ことに留意することは重要である。ローパーに損害が生じた場合には、ローパーは、責

任を有している者に対して救済措置を追及することがある。ローパーは、法律違反がな

された場合には、常に、関係当局に対して完全に協力する。   

秘密保持 

本行動規範に対象としている、懸念に関する報告については、実務上可能な限り、また

は、法律上許される限り、その秘密を保持する。  

ただし、解決に至るために秘密情報の開示が必要となる状況が一定限度であることを認

識しておくべきである。詳細については、「秘密情報」のセクションを参照されたい。 

どのような行為が懲戒処分の対象となるのか？  

• 本行動規範またはその他のローパーの方針に対する違反 

• 他の者に対して、本行動規範またはその他のローパーの方針を違反

することを求める行為 

• 違反を承知しながらその違反についてまたは違反の恐れについて、

ただちに報告しないこと、もしくは、仮装または隠蔽のための措置

を行うこと 

• 違反または違反の可能性について虚偽の情報をそれと知って提供す

ること  

• 違反の疑いについて報告することについて、別の従業員または取締

役に対して報復行為を行うこと  

• 適用となる法律に対する違反、または、その他の形であなたまたは

ローパーが刑事罰（罰金もしくは懲役）または民事上の制裁（損害

賠償命令もしくは科料）の対象となる行為 
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コンプライアンス担当役員 

コンプライアンス担当役員は、本行動規範の実施および施行を管理する責任を負ってい

る。この責任範囲には、以下の事項が含まれる。  

• 本行動規範および関連の方針、実務ならびに手続の実施を監督すること;  

• 本行動規範の管理およびその遵守を監督すること（この管理等には、執行、およ

び、必要に応じて適切な懲戒措置を一貫して適用することの確保が含まれる）;  

• 本行動規範の違反が報告された場合における調査の実施またはその監督;  

• 不正行為に対する適切な対応策の調整、および、不正行為の再発防止策の実施;  

• 本行動規範が対象とする項目についての必要な研修プログラムの調整; および  

• 本行動規範についての質問への回答、および、本行動規範に関する従業員および

取締役に対するガイダンスの提供。  

コンプライアンス担当役員への連絡は、直接の面談、電話（(941) 556-2602）、電子メ

ール（jbir@ropertech.com またはethics@ropertech.com）にて行うことができる。 

本行動規範についての権利放棄 

本社執行役員または取締役のための本行動規範の権利放棄については、取締役会によっ

てのみ行うことができ、証券取引委員会（「SEC」）、証券取引所、またはその他の適

用となる規則もしくは規制によって要求される場合にそれに従ってただちに開示される。

コンプライアンス担当役員が、書面によりその他の従業員のために本行動規範の権利放

棄を行わなければならない。かかる権利放棄を申請する場合には、書面によりコンプラ

イアンス担当役員宛に申請するべきである。 

本行動規範の管理におけるあなたの責任および約束 

すべてのローパーの従業員および取締役は、本行動規範の文言および精神を遵守するこ

とが求められる。これは、あなたが世界中のどこにいたとしても、適用となる法的要求

事項を遵守するということである。さらに、我々は、従業員および取締役に対して、常

重要な電話番号 

ローパーテクノロジーズの倫理および法令遵守ホットライン:   +1 (888) 227-3565 

コンプライアンス担当役員:      +1 (941) 556-2602 
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に倫理的行動を行い、かつ、最善の行動方針について疑いがある場合にはいつでも、適

切な当社の人員に対して疑問または懸念について話し合うように奨励する。  

従業員は、ローパーへの入社時に本行動規範を一部受領し、書面により受領を確認し、

毎年、本行動規範に対する継続的な約束を確認する。  

取締役は、取締役への選任時に本行動規範を一部受領し、書面により受領を確認し、

毎年、本行動規範に対する継続的な約束を確認する。  

修正または変更を反映するために、必要に応じて、本行動規範の改定版が従業員および

取締役に配布される。  
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秘密情報 

ローパーは、その事業に関する秘密を保持する利益と、かかる情報についてタイムリー、

完全かつ正確に公表する責任とを考量しなければならない。これは、ローパーが、秘密

情報を取り扱っているまたはそれを知ることになった従業員および取締役に対して、以

下の指針および手続を遵守するように求めるということである。  

保護対象情報  

秘密情報とは何か？以下の事項に該当する会社の情報（または他の者がローパーに対し

て委託している情報）のすべてである。 

• 公知ではないもの;  

• 開示された場合に競合会社に利用される可能性があるもの; または 

• 開示された場合にローパー（またはローパーの顧客もしくは事業パートナー）に

損害が及ぶもの 

我々に委託された情報に対する責任 

開示が認められているかまたは法的に要求されている場合を除き、我々は、ローパー、

「指定会社」、またはそれらの顧客によって委託された秘密情報のすべてについて守秘

義務を守る責任を負っている。   

「指定会社」とは、ローパーが以下に挙げる取引を有している相手先の会社をいう。  

• 現在時点での契約上の取決め（すなわち、顧客、商品およびサービスの供給業者、

ライセンシーおよびライセンサー）  

• 契約上の取決めを行う可能性（合弁会社、共同入札などの交渉、または、証券も

しくは資産の購入/売却を含む）  

「重要な」情報 

我々は、「重要な」非公開の情報に対する守秘義務を守るために、とりわけ注意しなけ

ればならない。 一般に、合理的な投資家が以下のような行為をするであろう場合に、

情報が「重要な」 ものとされる: 

• ローパーの証券を購入するか売却するかの決定に当たって重要と考えるであろ

う場合、または、  

• ローパーの証券についての入手可能な情報をすべて集めたものに対しても、そ

の情報が著しく変更を加えたものとみなすであろう場合。 
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「重要な」情報は、事業計画またはその他の書類、会話という形式で、もしくは間近に

迫ったプレスリリースについての知識を通じてすらもたらされることがある。書類およ

び書面の資料に秘密情報が含まれることを表記するためにラベルまたはスタンプが用い

られることが多いが、ラベルまたはスタンプの存否についてのみに依拠してはならない。

それでもなお、あなたは、その資料を確認し、自ら判断しなければならない。  

アクセス制限 

重要な非公開の情報に対するアクセスは、ローパーの人員に対しても「知る必要がある」

場合のみに制限されている。このことは、当該情報について知ることになるローパーの

人員数、および、当該情報を含む書面の資料の複製ならびに配布の双方を制限するため

に、あらゆる合理的な取り組みを行わなければならないということを意味している。  

「重要な」ものであると推定すべき情報の例 

 

• ローパーの財務状況または事業の結果（利益など）についての財務情報

（従前に開示済みの財務情報に対する変化を含む）  

• 財務予測。特に利益の見積  

• 株式分割または配当もしくは配当の増減についての発表の計画 

• 合併、買収、公開買い付けまたは会社分割、または重要な資産の購入も

しくは売却  

• 事業の重要な変更もしくは重要な新製品の投入  

• 新株発行予定または特例的な借り入れもしくは債務の支払い  

• 訴訟の重大な進展  

• 政府による調査、刑事事件、または告発、付随的結果（政府契約への参

加資格停止の可能性を含む）、およびその他の重要な政府の行為 

 

何らかの情報が「重要な」ものであるか否かについて少しでも疑念を持っ

た場合には、判断を行う前に疑念のすべてについて解決しなければならな

い。営業秘密および機密情報に関する詳しい説明については、会社資産の

保護についてのセクションを参照されたい。  
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一般に、非公開情報についてそれに対するアクセスを制限し、その他の方法によりその

秘密性を保護するためにどのような手順を取るべきかについて最善の判断を行うべきで

ある。疑念がある場合には、速やかにあなたの上司またはローパーの法律顧問に相談す

ること。 

非公開情報の開示  

一般に、非公開情報の公表は経営陣の責任であるが、公表がなされた否か、または、公

表がなされたとあなたが考えているか否かにかかわらず、非公開情報の秘密を保持する

ことは重要である。   

ローパーの社外の者から連絡を受けて秘密情報について話をしないかと持ちかけられた

場合には、いかなる秘密情報も開示してはならず、適切なローパーの経営陣の担当者

に通知されたい。「知る必要がある」場合を除き、ローパーの法律顧問またはその他の

適切な経営陣から事前に承諾を受けることなく開示してはならない。   

 

インサイダー取引および情報漏洩の防止  

禁止事項 

重要な非公開情報を知りながら行う証券の売買（いわゆる「インサイダー取引」）、ま

たは、そのような情報に基づき取引を行う他の者に対する情報開示（いわゆる「情報漏

洩」）は、連邦証券取引法により禁じられている。  

禁止の理由 

従業員または取締役によるこれらの法律の違反があった場合には、ローパーおよびかか

る活動に従事した個人は、厳しい民事上および刑事上の責任（三倍賠償、5百万ドルま

での罰金、および、20年間までの懲役を含む）の対象となりうる。  

禁じられている行為 

あなたが重要な非公開情報を保有している間は、対象の証券がローパー社のものか、他

の上場会社のものかにかかわらず、証券*の取引を行なってはならない。 

重要な非公開情報について、その情報を用いて証券の売買を行う可能性のある者との間

でやり取りしてはならない。あなたが開示した情報に対してあなたが何らかの便益を受

ける可能性があったかどうかは問題にならない。 
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インサイダー取引および情報漏洩に対する禁止は、あなたがローパーを退職した場合で

あっても適用される。 

情報が非公開である時期 

情報は、投資家一般に対して入手可能になるまでは「非公開」の状態である。これが意

味するところは、そのように入手可能となるものとしては、SECに提出された報告書に

含まれた場合、ローパーがプレスリリースを発表した場合、または、一般に流通してい

る出版物（たとえば、ウォール・ストリート・ジ

ャーナル、ニューヨーク・タイムズ）で記事にな

った場合があったということである。   

   

重要な非公開情報の取り扱い方 

ローパーに対するサービスの結果としてあなたが

情報を入手した場合には、以下を順守しなければ

ならない。 

• 重要な非公開情報またはその他の秘密情報

については、ローパーの社内社外を問わず

誰に対しても（家族を含む）開示しないこ

と。ただし、知る必要がある場合の基準を

厳格に適用し、当該情報が受領者によって

濫用または不適切開示がなされないと合理

的に考えることができる状況の場合は、別

とする。  

• 証券 （ローパーのものまたは他の会社も

のかを問わず）について重要な非公開情報を保有している間は、そのような証券

の取引を行うように他の者に対して提言もしく提案をすることは差し控えること  

• ローパーまたは他の会社かを問わず、その経営または事業について重要な非公開

情報を保有している間は、それらの証券の取引を行わないこと  

 

 

覚えておくべきこと! 

何が「重要な」情報とみなさ

れるかを判断するのは難しい

ことがある。情報が「重要な

」ものか否かについて少しで

も疑念がある場合には、その

情報を取引またはやり取りし

てはならない。  

 

何が「重要な」ものかについ

ての詳細は、秘密情報のセク

ションを参照されたい。   

投資決定を行うこと、または、情報を他のものと共有することについて、差し控え

るべきか否かにつき疑念がある場合には、慎重過ぎるぐらい慎重になって、差し控

えること。 
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*本行動規範の目的においては、「証券」には、通常の証券についてのオプション権ま

たは派生商品、および、通常の証券と即時に変換もしくは交換が可能な他の証券が含ま

れる。 

 

顧客、供給業者および競合会社との関係 

我々の成功は、顧客および供給業者との良好な関係を構築することにかかっている。信

頼感を醸成し、我々のソリューションおよび製品をその価値をベースとして販売するこ

とが、この目標のために不可欠である。  

公正な取引  

我々は、ローパーの顧客、供給業者および競合会社と、公正な取引を行うよう取り組ん

でいくべきである。この目的のためには、我々

は、操作、隠蔽、不開示特権対象の情報の濫用

、重要な事実についての不実表示、または、そ

の他の不公正な取引を通じて、他の者に対して

不公正な優位性を利用してはならない。  

不正競争ローパーの顧  

我々は、米国の反トラスト法およびローパーも

しくはその関連会社が事業を行う各国の競争法

を完全に遵守しなければならない。一般に、競

争に関する米国法が現地法と異なっていて、ど

の法律が適用になるか明らかでない場合には、

より厳格な基準が適用される。  

反トラスト法は、価格、販売条件、利益配分、

または顧客、市場もしくは領域の割当て、信用

取決め、流通方法、もしくは、その他の競争を

制限する活動について競合会社間における共通

の理解または取り決めを禁じている。  

我々の顧客またはその他の情報源から入手した

、競合会社の戦略および市場状況についての情

報は、正当かつ望ましいものである。しかし、

我々の競合会社とやり取りをするための媒介と

なることを顧客に要請するべきではない。   

別の会社の営業秘密について、それの取得、受

領、開示または利用をすること、あるいは、不

適切または不審な状況においてあなたまたはローパーがそれの保有を示唆することは、

すべきではない。営業秘密には、その内容が公知でないもしくは一般に確認できないも

行動基準 

• 反トラスト法の文言および

精神の双方に反する、また

は、それらに反すると思わ

れる可能性がある、行為は

避けること。 

• 価格について競合会社と合

意を締結したり、または共

通理解を形成したりしない

こと。 

• （価格または販売条件など

の）競争を不適切に制限ま

たは制約する取り組みであ

ると解釈される可能性があ

るような、禁止対象の活動

について、競合会社または

他の事業パートナーと行わ

ないこと、または、それら

と協議しないこと。 
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ので、所有者によって公に開示されておらず、所有者によって保護されている可能性が

高い情報、書類または資料が含まれる。   

また、ローパー製品の再販価格について顧客自らが設定する自由を直接的にも間接的に

も制限しようとすべきではない。 

さらに、ローパーの競合会社との不必要な接触は避けるべきである。原則として、競合

会社との接触およびやり取りは、偶然かつ不可避のもの（展示会や一部の外部セミナー

といったもの）に限定すべきであって、それを超える接触またはやり取りを行う前に適

切な許可を求めるべきである。  

 営業:競合会社に対する非難  

ローパーの広告および営業は、不公正なかつ詐

欺的取引行為を禁ずる、適用となる政府の法律

、規則および規制のすべてを遵守しなければな

らない。これには、広告および販売促進方針が

含まれる。   

ローパーの製品またはサービスの品質を強調す

ることはローパーの方針ではあるが、競合会社

またはその製品もしくはサービスに対して根拠

なく貶めるようなコメントをしてはならない。

競合会社またはその製品もしくはサービスに関

して（口頭または書面で）なされる陳述は、公

平で、事実に基づき、かつ、完全なものでなけ

ればならない。  

競合会社またはその製品もしくはサービスにつ

いてやり取りをする場合には、 

• 競合会社の性格または事業慣行について

コメントすること（たとえば、競合会社

の営業担当者がモラルに欠けているもし

くは信頼できないと顧客に伝えること）を避けること。  

• 主に強調するべきは、ローパーの能力、ノウハウおよび顧客に対するその製品な

らびにサービスの有する便益であって、競合会社の欠点を強調すべきでない。  

• 競合会社の、製品にもサービスにも関係しない問題または弱み（たとえば、財務

上の問題、継続中の訴訟、政府による調査）についての言及は避けること。  

• 競合会社の製品またはサービスの仕様、品質、有用性または価値についてのコメ

ントはするべきでない。ただし、競合会社の現行製品について、競合会社が現に

公表している情報、または、その他の事実に基づくデータによって裏付けられて

いる場合は、別とする。  

あなたはローパーの広告また

は営業に責任を負っているか

? 

もしそうであれば、以下のこ

とを行うことが重要である: 

• 広告が真実のものであり、

人を欺くものではなく、適

用となる法律、規則、規制

および方針のすべてを必ず

遵守したものとすること。 

• 性能、品質などについての

請求のすべてを確認するこ

と。 



2018年 11月 

 

15 

• ローパーがある製品またはサービスもしくはその機能・特性の一つを生み出した

ということに根拠が伴わないのであれば、それを主張すべきでない。  

製品の安全性  

安全に作動させ取り扱うことができる製品のみを製造し営業展開することがローパーの

主な事業目的である。この目的に向かって、ローパー製品は、品質および安全の基準を

満たしていることを確認するために試験を行なっていく。加えて、我々の製品には、そ

れら製品が人、財産または環境に対して与える可能性のある合理的に予見可能な危険性

について明確かつ関連性のある安全性の情報および適切な警告ならびに取扱説明が付さ

れるようにする。 

瑕疵がある、安全でない、または、意図された用途に適さない製品の出荷は認めない

ようにすることが重要である。  

顧客に対する贈答品、接待および/または旅行の提供  

個人的な贈答品、接待の提供、旅行、値引きまたは特別な計らいをもとに、顧客の購買

決定に不適切に影響を与えようとする試みは、不適切であり、許されないことで、場合

によっては違法であり、禁止とする。このため、ローパーの事業利益に対する顧客らの

関係に対して不適切な影響を与える試みとみなされる、もしくはみなされる可能性があ

る、金銭、贈答品またはその他の有価物について顧客または見込み顧客に提供してはな

らない。  

現地の伝統または事業慣行によって一定の機会に贈答品を贈ることが求められる場合も

ありうる。そのような場合には、名目的価値しかないささやかな贈答品を提供すること

ができるが、その贈答品の費用については完全に書面化しておくことを条件とする。ま

た、贈答品は、ローパーのさらに詳細な法令遵守プログラムおよび方針に必ず準拠した

ものとすることも重要である。一定の限られた状況においては、旅行または接待を含む

、名目的価値を超える贈答品について、あなたの上司またはコンプライアンス担当役員

から事前に書面による承諾を受けることを条件として認められることもある。    贈答

品については、法律により禁じられる場合、または、不適切な影響を与えることが意図

されているもしくはそのように見られる場合には、決して許可されない。加えて、現金

もしくは現金同等物（ギフトカードなど）を贈与することは、決して認められない。 
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物品販売業者および供給業者からの贈答品の受領  

あなたに対して提供されるかなりの価値のある事業上の贈答品は、物品販売会社または

供給業者の選定に対して不適切な影響力を行使することが意図されていることがある。

したがって、物品販売会社または供給業者もしくはその代理人からの贈答品の受領に対

するローパーの基準は、我々から顧客

および見込み顧客への贈答品の提供に

関するものと表裏一体である。 

物品販売会社または供給業者から贈答

品または接待を受けるか否かの判断に

ついては、現地の慣例、裁量および分

別によって決定されるべきである。原

則として、事業上の贈答品は、名目的

価値のもので、金銭もしくは金融証券

が含まれないことを条件として、受領

することができる。食事、接待、宿泊

または旅行の提供の場合に、それを受

ける意思決定は、互恵主義、すなわち

、そのような提供を受ける個人が、 

同様の価値の贈答品および経費につい

てローパーの通常の経費会計手続にも

とづく経費精算の対象とする立場にあ

るか否かを考慮して、分別により導かれるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贈答品を受領する前に、以下のよ

うに自問すること: 

• 贈答品または招待の種類が事

業関係において適切なものか

? 

• 接待の提供を受ける頻度が過

多ではないか? 

• 事前に上司または最高コンプ

ライアンス責任者から承認を

取得しているか? 
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あなたが、特定の贈答品が本方針に基づき認められるか否かにつき懸念がある場合、も
しくは、本方針に記載のない贈答品または接待について承認を得たい場合には、あなた
の上司またはコンプライアンス担当役員に連絡すること。 

 

 

  

贈答品および接待の話になった場合の留意事項: 

過剰なもの、不適切なもの、または、不適切であるように見られるものを贈答品とし

て贈与してはならない。 

供給業者、顧客または競合会社に対して、贈答品、接待、またはいかなる種類であれ

有利な計らいを求めてはならない。 

あなたの上司またはコンプライアンス担当役員から承諾を得ない限り、名目的価値を

超える贈答品を受領してはならない。 

贈答品は、当社の財務帳簿および記録に適切に反映されなければならない。 

あなたの上司および/または最高コンプライアンス役員から承諾を得るために、それらに対して

事前に贈答品について開示することによって、多くの場合、起こりうる問題または起こりうる

誤解を未然に防ぐことができる。  

贈答品について政府または公共の公務員が関与する場合には、外国腐敗行為防止法に

関するセクションに定められている情報を遵守することが非常に重要である。   
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当社人員に対する責任 

ローパーと、あらゆるレベルにおけるその人員との関係は、相互の尊重、互恵的な信頼

および目的の共有に基づいたものである。以下に詳しく述べるが、お互いに尊重し合う

ことは、良い事業行動の基礎となるものである。  

 衛生および安全  

ローパーは、適用となる政府の法律および規制をすべて遵守しながら安全かつ衛生的な

職場を提供するように継続的に取り組んでい

る。そうした取り組みを支援するために、あな

たには、適用となる職場の衛生および安全規則

をすべて遵守することが期待されている。あな

たの職位が職場の衛生および安全の要求事項に

対する遵守を求められるものである場合には、

適切な研修を受けることとなる。   

脅迫または暴力行為については許されないもの

であるので、すみやかに報告しなければならな

い。脅迫を行う、または、暴力行為を起こす従

業員は、懲戒処分（解雇までを含む）、民事訴

訟、および/または、刑事訴追の対象となる。    

差別禁止:ハラスメント  

全ての法律を遵守して、ローパーは、採用、昇

格またはその他の雇用実務において、人種、肌

の色、年齢、出身国、性別、性的傾向、宗教、

障害、退役軍人の地位、または、その他の法律

により保護される特徴に基づく差別を行わない

。実際に、ローパーは、人種的マイノリティの

グループ、女性、退役軍人および障害者から、資格を有する個人を求人し採用し昇格さ

せることに強い決意で取り組んでいる。  

ローパーは、すべての形態のハラスメントがない職場環境を維持することを決定してい

る。なお、このハラスメントには、口頭または身体的虐待もしくは脅迫、または、人種

、肌の色、宗教、性的傾向、出身国、年齢または障害を理由として人に対して敵意また

安全な職場を促進するには、

どうしたらよいか? 

• 本行動規範および適用とな

る法律ならびに方針を遵守

すること。 

• 不安全な物または不安全に

行動している者を見かけた

場合には、すぐに介入する

こと。 

• あなたの決定および行為が

他の者の衛生および安全に

対してどのように影響する

かを認識すること。 
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は嫌悪を示す行動が含まれる。したがって、このようなハラスメント、非難のコメント

もしくは批判は、許されない。  

 

  

法律上で保護された地位を理由として差別またはハラスメントの被害を受けたと考

える従業員は、自らの上司もしくはコンプライアンス担当役員に対して、または、

ローパーテクノロジーズの倫理およびコンプラアンスホットライン 

（+1 (888) 227-3565）を通じて、問題を報告するべきである。 
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 プライバシー 

ローパーは、従業員のプライバシーを尊重するとともに、当社のファイルに収集されて

いるデータの多くには個人の経歴、家族構成、収入、寄付および健康といった、性質上

秘密情報にあたる情報に関連していることを認識している。この種類の情報に対するア

クセス権を有する従業員は、かかる記録の秘密保持ならびにかかる情報の開示について

の基準を課しているすべての適用となる法律、規則および規制を遵守しなければならな

い。したがって、法律により要求されることがある開示を除き、これらの記録に対する

アクセス権を有する場合には、知ることが必要であることが証明される場合を除き、従

業員の個人的な事項についてのデータをローパーの社外の者に対して開示することは認

められない。  

薬物等の濫用  

ローパーは、薬物等の濫用がない職場を提供することを約束している。したがって、従

業員は、違法または不正な薬物もしくはアルコールの影響を受けない職務遂行状態での

勤務を行うべきである。また、違法または不正な薬物もしくはアルコールについて、勤

務時間中または当社構内にて、その利用、保有または配布を行うことを禁止する。  

労働者の代表  

ローパーは、個人ごとにその人員と取引することを希望するが、それとともに、組合ま

たは工場協議会が関与する事項については、支部毎に、法律の枠組みの中で解決してい

かなければならないことを認識している。したがって、団体代表者が存在する場合には、

ローパーは、誠実かつ相互尊重という原則に基づき、それらの代表組織との関係を構築

するように取り組む。ローパーは、雇用、移民、および労働関係（労働時間および公正

な賃金を含む）を規制するすべての適用となる法律、規則および規制を遵守することを

約束している。  

行うべきこ

と: 

• 同僚のそれぞれ異な

る特徴を尊重するこ

と。 

• 尊重を通じてチーム内に

信頼を構築すること。 

• 誰かがハラスメント受け

ているまたはいじめられ

ていると思う場合には、

はっきりと意見を述べる

。 

行ってはならない

こと: 

• 行為または言葉を用いて

敵対的または脅迫的な環

境を作ること。   

• 不適切なコメントまたは

冗談を言うこと。 

• 誰かに対して、軽蔑的も

しくは虐待的な行動を行

うこと。 
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利益相反および会社の機会 

利益相反  

我々は、ローパーの最善の利益に相反する、または、相反するとみられる、行為を注意

深く避けなければならない。「利益相反」は、個々人の私的もしくは個人的な利益がロ

ーパーの利益を何らかの点で抵触す

る、または、抵触するとみられると

きに生じる。 これには、以下の事

項が含まれることもある。 

• 当該個人が所有する利益が含まれ

る取引についてローパーを代理する

こと。  

• ローパーが取引を行う相手方に対

して個人的な有利な計らいを求める

こと。 

• ローパーの競合会社、供給業者ま

たは顧客のために働く、もしくは、

それらに対して助言もしくはコンサ

ルティングサービスを提供すること

、ローパーと競合する事業を運営す

ること、または、ローパーに対して

抵触する任務にあたる職位につくこ

と。 

• ローパーの取引会社における取締

役もしくは役員になる、または、そ

れら会社における経済的な持分を有

すること。および  

• 当該者がローパーに対する忠誠心が分裂するその他の状況  

こうした状況、または、これらに類したその他の状況については、コンプライアンス担

当役員から承認を得た場合を除き、もしくは、本社執行役員および取締役については取

締役会から承認を得た場合を除き、これを避けなければならない。  

ローパーの従業員は、忠誠心が分裂する、もしくは、忠誠心が分裂するように見られる

、当社の顧客、供給業者、販売店、販売会社または競合会社における経済的持分を有し

てはならない。  

ローパーから取締役および本社執行役員に対する貸付は認められない。ローパーからそ

の他の従業員に対する貸付は、取締役会、または、その指定する委員会、もしくは、最

高経営責任者（CEO）から事前に承認を受けなければならない。  

従業員または取締役が以下に該当する

際に、利益相反の状況が生じることが

ある。 

• 客観的かつ効率的に職務を遂行

することが難しくなる可能性が

ある行為を行うまたは利益を有

する場合。 

• ローパーにおけるその職位の結

果として、直接か間接的かを問

わず、不適切な個人的便益を受

ける場合（なお、間接的な便益

としては、家族に提供される便

益であることもある）。 

取引の適正さについて疑念がある場合

には、あなたの上司またはコンプライ

アンス担当役員に相談すること。 
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コンプラアンス担当役員から事前に承諾を受けずに、従業員は、他の者のために社外で

の仕事を行なってはならず、また、当社の構内もしくは勤務時間中（個人的事項を取り

扱うにあたっても有給となっている時間を含む）にその事業について勧誘を行なっては

ならない。社外での仕事を行うために、当社の機器、電話、素材、資料または財産性を

有する情報を用いることは認められない。  

 

各従業員は、自らの利益相反（現実のものまたは可能性があるもの）について、その上

司またはコンプライアンス担当役員に対して、ただちに開示しなければならない。本社

執行役員および取締役は、自らの利益相反（現実のものまたは可能性があるもの）につ

いて、ローパー取締役会のコーポレートガバナンス・指名委員会の委員長に対して開示

しなければならない。同委員会は、それに対して適切な対応方法を決定するものとする

。  

会社の機会  

従業員および取締役は、ローパーの正当な利益を促進する機会があれば、それを促進す

る責任をローパーに対して負っている。従業員または取締役は、以下の行為を行なって

はならない。  

• 当社の財産、情報または職位を用いることによって見出された事業機会につい

て、自らの利益のために個人的に利用すること、または、他の者の利益のために

他の者が利用することを手助けすること。 

• （ローパーからの報酬を除き）個人的な利益、利得または優位性のためにローパ

ーの名称、財産、情報もしくは職位を用いること。または  

• ローパーと競合すること。  

各従業員および取締役は、会社の機会を不適切に用いる可能性があることに特に注意を

払わなければならず、明らかでない場合には、従業員は、自らの上司またはコンプライ

アンス担当役員に対してただちに相談するべきである。本社執行役員および取締役につ

いては、コーポレートガバナンス・指名委員会の委員長に対してただちに相談するべき

である。同委員会は、それに対して適切な対応方法を決定するものとする。  
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会社資産の保護  

我々は、ローパーの資産について、盗難、紛失または不正利用が生じないように保護す

る責任を有している。資産には、以下のものが含まれうる。 

• 無形資産（たとえば、顧客リスト、製造プロセス、エンジアリング図面および

仕様書、ソフトウェアのコード、知的財産、および書面の、もしくは電子的に

保存された形式の、様々な情報）  

• 有形資産（たとえば、金銭、機器、供給物、施設、在庫、および材料） 

ローパーの営業秘密、事業データおよび財産性を有するノウハウについては、産業スパ

イから保護するために継続的に警戒することが期待される。  

同様に、ローパーの資産に対する責任ある管理として、ローパーの重要な資産および人

員の時間について利用状況についての正確な説明が求められる。ローパーの資産は、不

正な利用のために転用されてはならない。   

会社資産の適正な利用  

会社の金銭または財産に対するアクセス権を有している各従業員は、最高レベルの高潔

さを持ってそれを管理し、かつ、それら資産の不正利用を防止するための絶対的な責任

を有している。ローパーの人員による

会社資金に対する詐欺、窃取、横領ま

たはその他の不正な手段による取得は

、倫理に反し、違法であり、完全に受

け入れ不能である。明示的に認められ

ない限り、会社の財産については、不

正利用、またはローパーの施設からの

持ち出しは行なってはならない。（な

お、ここでいう会社の財産としては、

たとえば、備品、機器、供給物、およ

び、ローパーの独占的な利用のために

ローパーによって作成、取得または複

製された財産（ファイル、参照資料お

よび報告書、コンピューターソフトウ

ェア、データプロセスシステム、なら

びにデータベースなど）がある。） 

ローパーのコンピュータープログラム

およびデータについての統合性は、危

険にさらされてはならない。意図的な

または意図的でない腐敗行為から、こ

れらの資産を保護する上で細心の注意

を払うこと。   

適正利用とされる場合 

• その意図された事業目的の

ために用いられるとき 

• ローパーがあなたに貸し出

している電話またはコンピ

ューターについて、合理的

かつ限定的に使用するとき 

不適正利用とされる場合 

• 社外の仕事、または個人的

な政治活動のために用いる

とき 

• 非合法または倫理に反する

素材をダウンロード、閲覧

または送付するために用い

るとき 
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ローパーの製品およびサービスは、ローパーの財産であり、従業員がローパーにより雇

用されている間にそれらを開発し実施するために行った貢献部分は会社の財産であり、

それら従業員が解雇された場合であっても、なおも会社の財産のままである。  

我々が会社財産について、通常の予防によりその損失を限定的なものにするために継続

的に注意を払うとともに、賢明に会社資産を取り扱うことによって、それらに対する窃

取または不正利用を防止することは重要である。  

会社資産の保護方法 

• 機器、供給物および材料について、それらを保管するために周りに誰もいない

時に施錠する。  

• ユーザーIDおよびパスワードを保護する。 

• 怪しい者または行動があれば、警備担当者に報告する。  

• 不正なアプリケーションまたはソフトウェアをダウンロードしない。および、  

• 権限を有さない者の面前において繊細なまたは秘密の会社情報について話をす

ることを避けること。  

記録管理 

適用となる法律、規則および規制のすべてを遵守するように、かつ、訴訟、監査もしく

は調査の場合に利用できるように記録を維持することは重要である 。   

すべての従業員および取締役は、適切に権限を与えられた社内または社外の調査（本行

動規範に対する違反および継続中の訴訟を含む）に完全に協力することが求められる。

調査または訴訟時文書保管命令に従って書類を保全することを求められた場合には、そ

れに完全に従わなければならず、関連の情報について、その留保、改竄、抹消または伝

達の拒否を行なってはならない。   

知的財産  

ローパーは、その知的財産に対して大規模な投資を行なっている。この知的財産には、

以下のものが含まれる。 

• 特許 

• 商号 

• ソフトウェアコード 

• 商標 

• ブランド名 

• 財産性を有する情報（たとえば、プロセス、データ、ノウハウ、営業秘密、方

式、改良、製造技術、コンピュータープログラム、および物品販売会社ならび

に顧客の連絡先情報および一覧表）  
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従業員は、権限を有さない個人（ローパーの社内または社外を問わず）に対して、財産

性を有する技術または事業上の営業秘密を損なうことになりうる情報を開示してはなら

ない。また、かかる情報が誤って開示されることを防止するために合理的な予防策を取

るべきである。会社情報についての、この秘密保持義務は、個人がローパーを退職した

後も適用される。  

加えて、ローパーが、自らの知的財産および財産性を有する情報の権利についてその保

護を期待することと同様に、ローパーは、他の者の財産性を有する権利を尊重する。し

たがって、特許または著作権の保有者から許可を受けた場合を除き、従業員が以下の事

項を行うことは、ローパーの方針に反する： コンピューターソフトウェア、音声また

は画像の記録物、出版物、またはその他の保護対象の知的財産といった素材に対して、

電子的またはその他の手段を用いて、傍受、複製、または、着服すること。社外の情報

源から秘密情報の提供申し出があった場合には、適切な法律上の保護策がとられない限

り、拒否するべきである。  

会社の記録および報告の正確性 

我々従業員のすべては、その定常的な職務の一部として記録を生成しており、すべての

ローパーの従業員が真実で正確な陳述および表明のみを行うことが非常に重要である。

これは、ローパーの記録に対して適用されるだけでなく、政府機関、供給業者、顧客、

報道機関および一般大衆に対して適用される。ローパーの財務および事業上の記録（タ

イムシート、販売記録および経費精算書を含む）について、その作成、送信または情報

の入力に関与する各従業員は、責任を負って、完全に正直にかつ正確にそれらを行うよ

うに注意を払わなければならない。  

正確性を確保する方法 

本方針の遵守を確保するために、以下のように取り組むことが重要である。  

• 事業取引について適正に認められていること、一般に公正妥当と認められた会計

基準（GAAP）およびローパーの内部統制方針ならびに手続に従って当該取引につ

いての明確、完全かつ正確な記帳がローパーの帳簿および記録に対して作成され

記録されていることを確保すること。  

• 証拠書類において各取引または支払いについての正しい性質が詳細に記載されて

いること。  

• 開示されていないまたは記録されていない資金もしくはその他の資産の存在につ

いて報告すること。  

• 規制機関に対するすべての報告（SEC にファイルまたは提出される報告書を含む）

が完全、公正、正確、タイムリーでかつ理解可能であることを確保すること。  

• ローパーの財務記録に対する調査または監査に協力すること。 

• 会社の報告および記録において見積額または発生額が必要な限度で、それらが

(i) 適切な書類によって証拠づけられ、かつ、ローパーの会計方針および手続に
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従っての誠実な判断に基づいているとともに、(ii)重要なものである程度で、経

営陣からの承認を得ていることを確保すること。  

• 支払を行う相手方が、関連の商品またはサービスの提供を現に受けた者または会

社に常に限定されていることを確保すること。 

• ローパーの会計方針および手続に従って税務当局との連絡が取り扱われているこ

とを確保すること。  

すべての従業員は、正確な経費精算書を提出することが期待されている。実際に食事を

行なっていない食事代、運転をしていないマイレージ、利用していない航空券代、また

は、発生していないその他の経費について経費精算書を提出することは、不誠実な報告

であり、禁止とする。 

会計統制  

すべての取引は、一般に公正妥当と認められた会計基準（GAAP）、ローパーにおける財

務報告に関する内部統制およびその他の内部統制、ならびに、その他の適用となる会社

方針および手続に準拠して、ローパーの帳簿および記録に適切かつ正確に記録されなけ

ればならない。記録のない銀行口座、会社資金または資産を維持することはできず、会

社の帳簿または記録に対する記帳のすべては、正確であるとともに、ローパーの方針な

らびに手続を遵守したものでなければならない。さらに、すべての政府機関に対する財

務上の簿記および記録のすべてが真実かつ正確であることを確保することは、すべての

ローパー従業員について、その雇用上の職務範囲内における責任である。  

本行動規範の対象となるすべてのローパーの人員は以下の事項を行うことが禁じられて

いる： ローパーの財務諸表を監査もしくは検討する作業に関与する独立したもしくは

認証を受けた会計士に対して、財務諸表について誤解を生じさせる目的のために、脅迫、

操作、誤解を生じさせること、もしくは、詐欺的に影響を与えること。  

書面化  

会社資金その支払いを証明する書類によって記述された目的以外の目的のためにその支

払いの一部を用いるとの意図もしくは理解をもって支払ってはならない。  

実施された会社の行為についての書面化は、ローパー、および、当該事項を監督するま

たはそれに管轄権を有する該当政府機関における報告に関する方針、手続および要求事

項、ならびに、 遵守したものであるべきである。書面化は、正確に行い、かつ、制定

法、規制またはかかる政府機関の指示が定めるところに従って保持されるべきである従

業員は、政府省庁または機関の管轄内における、事項の調査または適正な管理を妨げ、

妨害し、または影響を与える意図をもって、書類または記録に対する破壊、改変または

偽造については厳格に禁じられる。  

資金洗浄の禁止 

ローパーは、資金洗浄およびテロリストへの資金提供に対する防止、探知および報告を

約束している。資金洗浄は、非合法な資金について、それが正当に見えるように変換す
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るプロセスである。当社を保護するためには、ローパーの製品またはサービスが、資金

洗浄の促進に用いられることを防止するために積極的に行動をおこさなければならない。

怪しげな行動を察知した場合には、あなたの上司またはコンプライアンス担当役員に対

してただちに報告すること。  

SECへの報告；その他の公的やり取り  

上場会社として、ローパーは、SEC、証券取引所、または、その他の適用となる規則お

よび規制に準拠して、ローパーが SECにファイルまたは提出する報告および書類、また

はその他の公的やり取りにおいて完全で公正で正確でタイムリーで理解可能な開示を約

束している。この約束を促進するために、ローパーは、他の対応策とともに、開示統制

および手続（適用となる SEC規則の意味するところのもの）を策定し実施しており、正

確かつ完全な記録、帳簿および記録への虚偽の、誤解を招く、または偽りの記帳の禁

止、ならびにローパーの会計記録における取引についての完全な書面化および記録が求

められる。雇用上の任務の範囲内にあるすべての従業員は、適用となる SECおよびその

他の規則ならびに規制に従ってローパーに関連する重大な情報がタイムリーに記録され

手続され要約されかつ報告されることを確保するために、ローパーの開示統制および手

続を遵守することが期待されている。あなたの雇用上の職務範囲に重大な情報の報告が

含まれる場合には、その統制および手続について研修を受けることになる。すべての従

業員は、ローパーについて重大である可能性があると自らが考える情報でかつ、会社の

上層部において承知されていない可能性があると考えるものについて、その上司に対し

て報告することが期待されている  

会社情報の開示のすべてに正確を期すること、および適用となる法律および規制に完全

に準拠していることを確保するために、これらの開示はすべて、特別に設定された経路

でのなされるものとする。詳細な情報については、「メディアへの連絡」を参照された

い。  

これらの要求事項に基づく義務および責任を履行することに加えて、本社執行役員の各

人は、以下の事項を確保するために、適切な注意義務を用いてローパーの報告システム

ならびに手続を策定し管理することとする。  

• SECにファイルまたは提出された報告書、およびその他の公的なやり取りに、完

全で公正で正確でタイムリーでかつ理解可能な情報、および重要事実について不

実表示または省略がなされていないものを含むこと。  

• 事業取引が適正に承認され、かつ、一般に公正妥当と認められた会計基準（GAAP

）およびローパーの策定済みの財務方針に従って、ローパーの帳簿および記録に

完全に正確に記録されていること。  

• 会社記録の保持または処分が、策定済みのローパーの方針および適用となる法律

上ならびに規制上の要求事項に従っていること。  
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一般に対する責任 

公務員との関係；外国腐敗行為防止法  

ローパーは、すべての適用となる贈賄防止および腐敗行為防止の法律（外国腐敗行為防

止法（FCPA）および英国贈賄防止法を含む

）を厳格に遵守している。ローパーは、取

引を獲得するまたは保持することを目的と

して外国政府の公務員または外国の政治職

候補者に対して、直接または間接的に、有

価物を贈与することを禁じている。  

ローパーは、贈賄防止および腐敗行為防止

の法律を遵守するための方針、手続および

内部統制を策定済みである。これには、第

三者を通じた腐敗行為に関与することにな

るリスクを低減することを目的とした、第

三者に対するデューディリジェンス手続の

実施が含まれる。 

立法機関、規制当局、政府出先期間または

その他の公務員、政党、党担当官または政

治職候補者と取引するにあたっては、ロー

パーの人員は、以下の事項を行なってはな

らない。 

• 取引の取得、保持またはそれに対す

る指示を意図した不適切な行動の実

施。  

• これらの者またはその配下の者に対

して、不適切な行為を取らせるため

に、または、取るべきことが求めら

れている行為を回避させるために、

もしくは、それらの職務における行

動においてその他の形において、不

適切な影響力を行使すること。  

原則として、金銭の支払い、贈与またはそ

の他の有価物は、いかなる理由であっても

公務員に贈与してはならない。取引の受注や事業の継続に対する働きかけを含まない定

常的な政府の行為を促進するためにローパーの人員が外国の政府代表者または準政府機

関の代表者に対して適切な支払いを行なった場合には、米国および外国法に基づく認め

我々の責任は何か? 

• 事業上の優位性を得ることを目的

として、公務員に対して有価物（

名目的価値しか有さないものも含

めて）について、その提供の申し

出、約束、または、提供を行わな

いこと。 

• 禁止されている支払いについて、

あなたに代わって第三者に対して

、これを行うように指示しないこ

と、それを行うことを認めないこ

と、もしくはそのようなことを許

さないこと。 

• 第三者に対する支払いが公務員に

対する有価物の提供を不適切に行

うために用いられる可能性が高い

ことを承知して、または、そのよ

うに考える理由を持ちながら、第

三者に対してそのような支払いを

行わないこと。 

• 行なった支払いまたは取得した領

収書について、常に、正確、完全

かつタイムリーに記録すること。 

賄賂は、金銭、贈答品、サービス、

またはその他の便益といった形態を

取りうることを覚えておくこと。 
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られることもあるが、それにもかかわらず、上記の原則は、米国および海外の双方にお

いてあてはまるものである。  

贈賄を隠蔽しようとするために第三者を用いてはならない。供給業者、代理人、販売店

および事業パートナーは、ローパーのために業務にあたることに関連して、または、ロ

ーパーのために、贈賄の提供または受領を行うことはできない。リスクをもたらすと評

価される第三者に関しては、適切なデューディリジェンス手続を実施しなければならな

い。支払いおよび経費については、この規定の遵守を確保するために、厳重に監視し監

査しなければならない。   

政治活動および寄付金  

ローパーは、政治的な寄付行為に関して適用となる法律（会社が選挙に関連して政治的

寄付行為を行うことを禁じるものを含む）を遵守することを約束している。ローパーの

従業員および取締役は、勤務時間、会社の財産または機器を用いて個人的な政治活動を

行うことが禁止されている。また、ローパーの最高経営責任者（CEO）から事前に承諾

を得ずにローパーの名義またはローパーのために政治的寄付行為を行なってはならない

。これには、候補者に対する直接の寄付が含まれるだけでなく、他の活動（政治的イベ

ントのチケット購入、物品またはサービスの提供、もしくは、広告およびその他の運動

費用の支払いなど）も含まれる。  

メディアに対する接触、連絡、公式声明  

ローパーの情報（財務成績、重要な契約、およびその他投資家、規制当局および一般大

衆にとって重要な情報を含み、これらに限らない）の開示のすべてについて、正確でか

つ適用となる法律および規制（「選択的開示」を禁ずる SECのレギュレーション FDを

含む）に完全に準拠することを確保するために、ローパーでは、これらの開示のすべて

について、特別に設立した経路を通じてのみ行わなければならないこととしている。あ

なたがこれを行うことが特別に認められていない限り、従業員および取締役は、証券ア

本方針からの逸脱については、コンプライアンス担当役員に対して付託された後に限っ

て、事例毎にのみ検討の上、承認すべきである。通常の事業過程における定常的なやり

取り（たとえば、定常的な輸出管理コンプライアンスについてのやり取り）を除き、そ

れ以外に政府当局から情報または打ち合わせの要請があった場合には、ローパーの法律

顧問に付託すべきである。あなたの個人的な安全性、安全対策または移動の自由につい

て危険に晒されている場合には、支払いを行うことができるが、事後、コンプライアン

ス担当役員またはローパーの法律顧問に報告すること。また、これについては、会社の

帳簿および記録に適切に反映されなければならない。  



2018年 11月 

 

30 

ナリスト、報道機関の代表者、政府役人、年金基金、または、類似の機関投資家および

その他の外部の者との間で、会社の事項について話をすることが禁じられている。  

ローパーに関して発表された記事が正確でタイムリーで首尾一貫しておりかつ適用とな

る法律上の要求事項に準拠していることを確保するために、これらの発表については、

ローパーの CEO（最高経営責任者）、最高財務責任者および投資家対応（IR）責任者の

責任において適切な手続きに従って実施されるものとし、この手続については、これら

の者が策定し実施するものとする。原則として、一般、業界または経済の報道機関から

の問い合わせについては、これら本社執行役員に付託するべきである。  

ソーシャルメディアの利用 

我々は、ソーシャルメディアを利用することによって生じる可能性のある影響および意

図せざる結果について、十分に認識しなければならない。この目的のために、ソーシャ

ルメディアの利用については、適用となる法律、規則、規制およびローパーの方針を遵

守しなければならない。従業員および取締役は、やり取りのすべてが専門家としてのモ

デあり、当社に対して不利な影響が生じないことを確保しなければならない。我々は、

ローパーによるコメントまたは推奨と解釈される可能性がある個人的なコメントを行な

ってはならない。   

さらに重要なことは、我々は、決して、秘密情報について議論もしくは開示を行なって

はならず、また、重要な非公開情報を発表してはならないである。詳細については、「

秘密情報」のセクションを参照されたい。 

環境保護  

ローパーは、環境を保護し、持続可能性を確保し、かつ、社会的責任を支援していくこ

とを約束している。我々は、我々の製造、輸送および廃棄物処理の活動が環境保護に合

致したものであることを確保するためにすべての適切な措置を講じていくことを約束し

ている。これには、以下の事項が含まれる。これには、以下の事項が含まれる。 

• ローパーの環境統制プログラムを管理するために有資格の人員をあてる。  

• 適切な基準を策定するために政府および業界のグループと協力する。  

• 汚染物質の排出を削減または除去するための製造施設を設計する。  

• 関連の環境統制事項について従業員および共同体の居住者に対して通知する。  

• 信用度が高い廃棄物処理業者とのみ取引する。および、  

• すべての適用となる法律および規制を遵守する。  

雇用範囲内において、従業員は、環境に関連して適用となる法律、規則および規制に従

ってすべての環境的および社会的リスクを特定し管理することが期待されている。  
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現地の法律および慣行の尊重  

米国内における場合と同様に、ローパーは、 我々が事業を行う国のどこであっても、

その国の法律に従うことを期待されている。また、我々は、米国外の現地の慣行および

組織を尊重するように取り組んでいる。 多くの国では（これらの国々では、これが合

法的ですらあることが多いが）、サービスを促進するための対価として金銭の支払を提

供することが広く行われている。しかしながら、我々は、適用となる法律または会社方

針に対する違反の口実として現地の慣行を用いてはならない。我々は、現地法の遵守に

ついて、行動基準としては受け入れ可能な最低限のレベルとみなしており、ローパー自

らの基準によって、法律上の最小限度を超えて、より高い基準に従って我々の業務を実

施していくことを我々に義務付けられることがよくある。したがって、我々は、上記の

支払いを認めない。   

ローパーの方針と現地の慣行または法律との相違に直面していると感じる者は、コンプ

ライアンス担当役員に連絡するべきである。  

ボイコット禁止法 

ローパーは、米国と友好的な国に対する、無認可のボイコットを促進する効果を有する

契約を締結してはならない。米国は、米国が承認していないボイコットを促進する可能

性がある行為および契約を禁じている。この禁止対象行為・契約には、以下のものが含

まれる。 

• 他の者または会社との取引を拒絶するもの。 

• 雇用実務において差別するもの。 

• 米国人の人種、宗教、性別または出身国についての情報を提供するもの。 

• 禁止対象のボイコット条項を含む信用状を利用するもの。 

ローパーは、これらの禁止事項に違反することになる行為を行うこと、または、契約の

締結を進めることになる場合には、その要請を報告しなければならない。 

輸出入管理  

米国を含む多くの国々では、一定の国際的な取引（輸出、再輸出および外国人に対する

技術データの開示を含むもの）に対して管理および/または禁止措置を行なっている。

国際的な取引には、物品、技術、情報、データまたはソフトウェアの譲渡または受領（

その理由、手段を問わず、電子的送信を含む）が含まれる。従業員は、これらの適用と

なる法律、規則および規制のすべてを遵守しなければならない。国際的取引を進める前

に、従業員は、当該取引が適用となる法律、規則および規制のすべてに準拠しているこ

とを確保しなければならない。 
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輸出禁止措置および制裁措置 

多くの国々（米国を含む）では、世界中の多くの企業との経済取引を制限している（全

世界の各国との取引が制限されているものもある）。ローパーは、人または会社に対し

て、特定の個人、グループ、企業または国との取引について 制限している経済制裁お

よび輸出禁止措置のすべてを完全に遵守しなければならない。あなたが制裁措置または

輸出禁止措置の違反について疑いを持った場合には、ただちにコンプライアンス担当役

員に報告すること。 

 

 

 

本行動規範について支援を希望する場合の連絡先 

• あなたの上司に話をする。 

• コンプライアンス担当役員に話をする。 

• ローパーテクノロジーズの倫理およびコンプライアンスホットライン（+1 (888) 

227-3565）を用いる。 

. 覚えておくべきは、質問および懸念の表明については、いつでも、個人的な面談、

電子メール、または電話にて行うことができることである。あなたについては、秘密

または匿名での取り扱いができる。ローパーテクノロジーズの倫理およびコンプライ

アンスホットラインに対して報告するときには、本人確認情報を併せて伝える必要は

ない。  


