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CEOからのメッセージ

1972年に設立されて以来、TOMRAの企業文化は、より良い

ビジネスとより持続可能な世界のためのソリューションを創

造することを主な目的とし、正直さと誠実さの原則に根ざし

ています。私たちは、資源革命を推進するグローバルリー

ダーとして高いレベルの成功と確固たる評価を得たことを、

幸運に思っています。この評判を維持することは、当社にと

って将来の成功の基礎となるものであり、そのために、どこ

でビジネスをしていても、常に当社の価値を守り尊重するこ

とに、常に注意を払うことが求められます。 

当社の活動は世界中で展開されているため、私たちは会社

の価値観だけでなく、広範な法令を順守する責任がありま

す。また、グローバルに事業を展開するということは、様々

な背景や文化を持つサプライヤー、お客様、パートナーと一

緒に仕事をすることを意味しています。この多様性を理解

し、受け入れると同時に、会社の価値に忠実であること、お

よび行動規範を守ることが非常に重要です。 

また、お客様のために優れたソリューションを開発するとい

う基本的な任務を遂行する一方で、社会への影響や、より

良い世界を実現するための開発を奨励・支援する機会に留

意することも必要です。私たちは、安全で健康的な職場を

促進し、環境へ配慮し、人権教育を推進し、持続可能な経

済発展に貢献し、地域社会でのロールモデルとなる努力を

しなければなりません。 

当社行動規範では、すべての人々に対して誠実さと敬意

を持って事業活動を行うために、我々全員が共有する責

任を定めています。従業員、マネージャー、契約社員、外

部パートナーのいずれかに関わらず、当社の行動規範を

理解し、遵守することが求められます。この規範に従うこと

は、TOMRAが情熱とイノベーションと責任をもって資源革命

をリードし、高い評価を得られる企業であり続けるための、

あなたの役割を果たすことにつながります。 
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TOMRA 行動規範

TOMRAの行動規範の主な目的は、すべての従業員、およ
びTOMRAに代わって行動する人が、倫理的な方法で活動
を行うことを保証することです。

TOMRA社に勤務する契約スタッフも、規範に従う必要が
あります。TOMRA社の代理人、またはその代理として、
またはその名前で働く請負業者およびコンサルタント
（サービス、プロセス、またはビジネス活動のアウトソーシ
ングを通じて）は、当社に代わって行動する際に規範に従
う必要があります。規則は、法律や規制の遵守を確保す
るのに役立ちます。TOMRAは、すべてのビジネスパート
ナーが自社の業務においても同様の原則に従うことを期
待しています。

この行動規範は、 TOMRAが責任ある行動とみなすこ
とへの枠組みを提供するものであり、すべてを網羅し
ているわけではありません。

TOMRAの従業員として、みなさんは常に会社に対する
サービスにおいて適切な判断、注意、配慮を行使するよ
う努力する必要があります。
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行動規範の影響を受けるのは誰か？
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当社のビジョンは、リバースベンディング、材料回収、食

料、リサイクル、採掘のビジネスストリーム内で資源革

命をリードし、世界の天然資源のより良い利用を可能に

することです。

当社の使命は、リソースの生産性を最適化するセン

サーベースのソリューションを作成し、関連性と意味

を高めて持続可能性を収益化することです。

TOMRAの文化は、すべての人々に対する誠実さと尊

敬の原則に根ざしています。成功するビジネスは、信

頼と評判に大きく依存しています。TOMRAの運営陣に

は、高度な注意、誠実さ、完全性が必要です。

TOMRAのコアバリューは、当社の企業文化の最も重

要な側面の1つと見なされており、どのように行動し、

日常業務に取り組むかについての期待を反映してい

ます。

当社の価値観は、下す決定の基礎となり、仕事を明確に

し、顧客や他の利害関係者とどのように相互関係を持つ

べきかを明確にします。

当社は、より良いビジネスとより良い環境のための信頼

できる技術とパートナーシップを信じています。

ビジョン、ミッション、文化、価値

イノベーショ
ン

恐れずに行う

– 現状に挑戦

– リスクの責任を取る

– 失敗を受け入れ、そこから学ぶ

– 粘り強くなる

探検する

– 好奇心と向学心を持つ

– 創造性を持つ
– 自身で自己開発をする

– 知識を共有する

前進する

– 継続的に改善する
– 新しいアイデアや解決策

を受け入れる

– プロセスのレビューと評価

情熱

エンゲージする

– 熱意を示す

– 積極的に前進する

– 協力する

刺激を与える

– 動機付ける

– 奨励する

– 前向きな姿勢を持つ

– 語り手として鼓舞する

楽しむ

– 成功を祝福する

– 楽しむこと
– 強いチーム精神に貢献する

責任

コミットする

– 正直であること

– 目標を達成する

– 率直かつ透明にコミュニケーションする

発表する

– 品質を意識する
– 決定、行動、結果について説明責任

を負う

– 会社の目標を理解し、貢献する

– 顧客重視

世話をする

– あなたが扱われたいと思うように他

の人を扱う

– 人々に関与し支援する

– 感謝を示し他者を尊重する

– 環境への配慮

1.3
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TOMRA 行動規範

あなたの責任
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行動規範はあなたのためのものです。それは、すべての

TOMRAスタッフが例外なく毎日行わなくてはならない境界

を設定します。それを読むこと。それを理解すること。それ

に従うこと。また、適用されるすべての法律および規制（国

際または地域）を遵守することはお客様の責任です。

あなたの責任

• あなたの役割のリスクとその管理方法を理解してくだ

さい。

• 仕事に関連するポリシーと手順について学び、日常業務

に適用する方法を理解してください。

• TOMRAの法規制の順守または市場での評判に影響を

与える可能性のある、お住まいの地域または業界の動

向に常に注意してください。

• 不明な点がある場合はアドバイスを求めてください。

活動が法的または倫理的に容認できるかどうか不

明な場合は、お問い合わせください。

• サードパーティの請負業者、代理店、またはコンサルタン

トが、当社の規範に拘束されていること、およびそれに

従って行動する必要があることを確認してください。

• コンプライアンスのトレーニングとアクティビティに参加

し、積極的に参加してください。

• 黙っていないで遠慮なく言うこと。規範の違反が

疑われる場合は報告する義務があります。

• 覚えておいてください：TOMRAでの役割が何であれ、当

社では、みなさんが毎日行う仕事において規範に従うこ

とを約束することを期待しています。
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TOMRA 行動規範

リーダーの責任
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フラットな組織とオープンな対話を信じています。つまり、

リーダーシップはタイトルではなく、行動に関するものです。

当社のリーダーたち、当社の倫理基準を促進し、チームのロールモ

デルとして行動することにコミットしています。当社は、管理者が、規

範を順守し、正しいことをするのが当然のことであり、社員が遠慮す

ることなく物言うことできる社風文化を維持する上で、リーダーシッ

プを発揮することを期待します。

リーダーとしてあなたがしなければならないこと：

• 常に例を挙げてリードしてください。

• ビジネスや機能に適用される規範に対する違反のリスクと、それら

を軽減する手順を理解してください。

• 規範に違反しないように、従うべき手順をスタッフが理解しているこ

とを確認してください。

• チームに慣れていない人が、行動規範、アドバイスやサポートを

求めることができる場について、すぐに説明を受られるようにし

てください。

• チームメンバーが必要なコンプライアンストレーニングとアクティビ

ティに参加していることを確認してください。

• 報復の危険を冒すことなく、人々が快適に話したり質問したりできる

環境を作りましょう。

• 規範の違反の可能性があると言われた場合、報告する義務があ

ります。グループコンプライアンスオフィサーに問い合わせることが

できます。

• また、報告された懸念事項はすべて秘密にしておく必要があります。

• 当社の基準を実施し、職場での行動に対して人々に説明責任を

持たせる場合は、一貫性を保ってください。

• TOMRAリーダーシップ原則に従ってください。

2.2
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規範に違反するとどうなりますか？
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当社は、規範または法律の違反を容認しません。規範お

よび関連するポリシーへの違反は、解雇を含む懲戒処分

の対象となります。

場合によっては、TOMRAは関連する当局に違反を報告

する場合があり、法的措置、罰金、または投獄につなが

る可能性があります。すべての懲戒処分は合理的で、平

等であり、適用される方針と法律に従っています。

2.3
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質問と懸念事項の報告
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TOMRAは、すべての活動におけるオープン性と透明性を

促進し、すべての従業員とビジネスパートナーは、

TOMRAの行動規範またはその他のポリシーの違反を報

告することが推奨されます。

本規範に関連する事項についてアドバイスを希望する場合、

または懸念事項を報告したい場合は、ラインマネージャー、

グループコンプライアンスオフィサー、またはピープルアンド

オーガニゼーションの担当者にご相談ください。または、

ethics @ tomra.comにメールを送信してください。そのような

懸念や苦情は、希望する言語で、そして必要に応じて匿名

で、内密に報告されます。

誰かが規範に違反していることを知っている、または疑っ

ている場合、それを報告する義務があります。何もしない

と、TOMRAの評判に悪影響を与え、TOMRAの収益に影

響することから、罰則を課されます。懸念事項の報告で、

TOMRAは、本規範の潜在的または実際の違反を早期に

発見する機会を得ます。

TOMRAは、規範の違反の可能性について、誠意を持って

懸念提起した人に対する報復行為を一切容認しません。実

際、TOMRAスタッフに対する報復行為または脅迫は、本規

範の重大な違反として扱われます。

2.4
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健康、安全、セキュリティ、環境
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当社は、世界のリソースの取得、使用、再利用の方法を変

革するソリューションを開発しながら、施設、職場、コミュニ

ティの人々に害を与えず、環境を保護するという目標に取

り組んでいます。これは、人、環境、資産に関連するすべて

の事故と事故の防止を意味します。

リスクは場所によって異なり、従業員、環境、インフラスト

ラクチャ、情報、資産、会社の評判を保護するために、す

べての従業員は現地のリスクを理解し、それらを予防お

よび軽減する必要があります。

TOMRAは、社会的および環境的パフォーマンスの高い基

準を維持しています。当社は、厳格な国内規制が存在す

るかどうかに関係なく、一貫してこれらの高い基準に従い

ます。当社は、社会的に責任があり、持続可能な方法で、

ビジネスが環境に与える影響を最小限に抑えることに取

り組んでいます。

TOMRAの運営管理下にあるすべてのTOMRA企業、請負業

者、および合弁会社は、法、基準、手順の順守を確保し、継

続的なパフォーマンスの改善を達成するために設計された、

健康、安全、セキュリティ、および環境（HSSE）の管理に対

する体系的なアプローチを持つ必要があります 。

あなたの責任

• HSSEは全員の責任であり、健康で安全で安全な職

場環境に貢献するように行動する必要があります。

• 国際法および現地法を含む、お客様に適用されるすべ

てのHSSE方針を理解し、遵守してください。

• TOMRA管理ツールとプロセスを実装して、サイトでHSSE
の懸念を見つけて軽減してください。

• 不安定な運営または不適切な運営に対しては疑問を持

ち、必要に応じて介入して対処します。

• 潜在的なHSSEインシデントに気づいたらすぐに報告し、

正しく行動する必要があります。

3.1
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さまざまな意見がが当社を強くしていると確信してい意見

がTOMRAは、包括的な職場文化に取り組んでおり、各々

がユニークで価値があり、個々の能力を尊重すべきであ

ることを、認め、認識しています。

TOMRAは、人種、肌の色、宗教、性別（妊娠を含む）、性的

指向、性同一性、婚status状況、国籍、組合員数、年齢、

精神的または肉体的障害、恩赦、退役軍人など、それに限

らず、すべてに基づく差別を一切受け入れません。

TOMRAは平等な雇用機会を提供し、すべての従業員を公

平に扱います。たとえば、募集、トレーニング、報酬、昇進に

関して、TOMRAの従業員は、雇用に関連する決定の根拠と

して、メリット、資格、およびその他の専門的な基準のみを

使用するものとします。

当社は、従業員から顧客やパートナーに至るまで誰もが

尊敬され、尊敬されていると感じる多様で包括的な文化を

維持することを目指しています。
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あなたの責任

• 雇用、評価、昇進、トレーニング、開発、規律、報酬、解

雇などの雇用決定を行うときはいつでも、メリット、資格、

業績、ビジネス上の考慮事項などの客観的要因のみに

基づいて決定する必要があります。

• 多様性の価値を理解し、決して差別してはなりません。

機会均等

3.2
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TOMRAにとって、人権を尊重する方法で活動を行うことは

ビジネス上の必須事項です。当社の方針と基準は、公正

な労働慣行と前向きな職場環境の確立に役立ちます。

当社は、適用される法律、規制、および国際的に認めら

れた人権を自社の事業全体を通じて遵守し、サプライ

ヤー、請負業者、その他のビジネスパートナーと定期的

に関わり、事業を行うコミュニティの一般的な幸福に直接

的および間接的に貢献します。

あなたの責任

• 当社の事業および当社の外部パートナーの人権リスクに

関連する高い意識を維持してください。

• すべての業務がTOMRAの人権へのコミットメントに準拠し

ていることを確認する必要があります。

• 当社の業務またはバリューチェーンにおけるあらゆる形態

の人身売買、強制労働、および児童労働の違法な形態に

反対します。

• 当社の事業に関連する人権侵害の可能性を知っている、

または疑われる場合は、マネージャー、人事および組織、

またはグループコンプライアンスオフィサーに報告する義

務があります。
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人権

3.3
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TOMRAは、いかなる形態の嫌がらせも容認しません。当

社は、屈辱的、脅迫的、攻撃的、または敵対的な行動、

行為、または行動を一切容認しません。

ハラスメントは、ジェスチャー、または言葉、身体的、視覚

的、書面または性的な性質のものです。単一の行為でも、

繰り返しの行為でもかまいません。

あなたの責任

• 適切な作業環境を作り維持するための手順を実

行します。

• 他者を常に敬意を持って扱い、不適切と思われる状

況を避けなければなりません。

• フィードバック、批判、挑戦は常に適切で敬意を

持って行われなければなりません。

• 身体的または言葉による脅迫や屈辱、不適切な冗談や

コメントを行ったり、無礼なことをしないでください。

• 文化的な感受性に注意してください–ある文化で受け

入れられるものは、別の文化では受け入れられないか

もしれません。これらの違いを理解することが重要です。

• 常にラインマネージャー、People＆Organization、ま
たはグループコンプライアンスオフィサーに連絡してく

ださい。
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ハラスメント
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TOMRAの資産には、物理的、電子的、財務的、無形のさま

ざまな形態があります。TOMRAラップトップ、携帯電話、ソ

フトウェア、当社の技術やブランド、さらには施設や建物で

あっても、すべての従業員が資産を大切にすることを期待

しています。

当社の施設から会社の財産を許可なく取得する、または

労働時間の記録または払い戻しに関する意図的な虚偽

表示は、盗難または詐欺と見なされます。

14

あなたの責任

• 各々は、TOMRA資産を適切に保護および使用する責

任を個人的に負います。無駄、損失、損傷、乱用、詐

欺、盗難、不正流用、侵害、その他の悪用から保護

する必要があります。盗難の危険に注意してください。

• 文書を違法に隠したり、改変したり、破壊したりし

てはなりません。

• 払い戻しは、合理的かつ承認された事業費について

のみ申請する必要があります。

• 会社の資金と財産を取得申請するために使用する

書類が正確かつ完全であることを確認してください。

これには

タイムシート、請求書、給付金請求、旅費および経費の

払い戻しレポート、および基礎となる書類が含まれます。

不正確または根拠のない記録類は詐欺として扱われる

場合があります。

• 他人の資産を尊重する必要があります。

資産の保護

3.5



TOMRA 行動規範

TOMRAは、安全で行動規範に準拠した方法で作業を行える

ように、ITおよび電子通信を従業員に提供します。これには、

ハードウェア、ソフトウェア、およびこれらを使用して処理され

るすべてのデータが含まれます。

ITシステムの使用は、ビジネスニーズに基づいている必要があり

ます。ITシステムで生成および保存される情報はTOMRAの所有物

ですが、適用法に従ってアクセスできることがあります。
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あなたの責任

• TOMRA ITセキュリティ要件とポリシーを遵守する必要があり

ます。

• TOMRA ITログイン情報を他の人と共有しないでください。

• 電子的コミュニケーションおよび情報システムを使用する

場合は、十分な判断を下す必要があります。

• ソーシャルメディアの使用を含むTOMRA ITおよび電子的コミュニ

ケーションの個人的な使用は、時折および簡潔に保ち、個人の

電子メールでTOMRAの名前またはブランドを使用しないでくださ

い。

• ラインマネージャーから許可されていない限り、仕事用の通信に

個人のメールアカウントを使用しないでください。

• TOMRAの電子システムに保存されている機密情報を保護す

るために作業する必要があります。

• 不快な素材のダウンロードや送信など、違法または非倫理的な

活動を行うためにITシステムを使用しないでください。

• コンピューターソフトウェアの著作権を尊重し、ソフトウェアラ

イセンスの契約条件を遵守してください。

ITおよび電子的コミュニケーション

4.1



TOMRAは、すべての個人のプライバシーの基本的な重要

性を認識し、当社とのすべてのやり取りがすべての法的要

件を満たすか、それを超える方法で保護および処理される

ように努めています。

当社は、スタッフ、顧客、サプライヤー、ビジネスパート

ナーのプライバシー権を尊重し、専門的、合法的かつ

倫理的な方法で個人データを管理することに取り組ん

でいます。

個人データは、名前や連絡先の詳細、業績評価、給与情

報など、特定または特定可能な個人に関する情報として広

く定義されています。より個人的な情報、たとえば

人種や民族、健康データ、性的指向、犯罪行為、労働組合

への加入などは、機密性の高い個人データであり、より厳

しい要件が適用されます。

当社では、正当な目的のためにのみ個人データを処理す

ることができ、データは収集された目的に正確で関連性が

あり、不適切なアクセスや誤用から適切に保護されている

必要があります。第三者に転送する場合は、適切に保護

する必要があります。

これらの要件を順守しない場合、個人に損害を与えたり、

処理を停止するよう命じられたりする可能性があり、罰金

や訴訟に直面する可能性があります。また、TOMRAの評

判を危険にさらします。
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あなたの責任

• 新しいITシステム、プロジェクト、マーケティングイニシア

チブなどで個人データを収集、使用、保持、または開示

する前に、プライバシーリスクを特定する必要がありま

す。

• 許可なしに個人データを収集、処理、または使用しては

なりません（機密性）。これについては、雇用終了後も引

き続き有効です。

• 特定の定義された正当な目的のためにのみ個人

データを処理する必要があります。

• 所有している個人データを最新の状態に保ち、不要に

なった場合は破棄するようにする必要があります。

• 常に個人データを保護し、偶発的な開示を防止する

必要があります。

• 同意が必要かどうか、または個人データを保護する方

法がわからない場合は、常にGroup IT Compliance
Managerからアドバイスを求めてください。

• TOMRA Group Binding Corporate Rules（BCR）に記

載されている個人データの処理および転送に関する

データプライバシーポリシーおよび要件に従う必要が

あります。

データプライバシー

4.2 TOMRA 行動規範



TOMRA 行動規範

特許、企業秘密、商標、著作権、意匠などの知的財産権（IPR）
は、貴重なTOMRA資産です。これらの無形資産は適切に管理

および保護する必要があります。通常、TOMRAは、TOMRAの従

業員が作成したすべての新しい知的財産を所有しています。

TOMRAの一般性と透明性に関するポリシーは、TOMRAのビジネ

ス上の利益につながる可能性のある情報の適切な保護を妨げ

ないものとします。

仕事の遂行に関連して知られるようになる一般的なビジネス知

識と仕事経験以外の情報は、機密とみなされ、そのように扱わ

れます。これに関連するのは、個人または他人の個人的な利益

のために機密情報を利用することに対する規則です。同様に、

他者の知的財産権（IP）を尊重し、侵害を避けることも重要です。

そうしないと、当社のビジネスと評判に損害を与え、当社の営業

能力またはライセンスに影響を与える可能性があります。すべ

ての従業員はTOMRAグループIPRポリシーに従う必要がありま

す。

あなたの責任

• ブランド基準に従って、TOMRAのブランドと商標を適切に使用

する必要があります。

• TOMRAの機密情報を、許可または適切な書面による同意な

しにTOMRAの外部に開示してはなりません。また、契約に基

づいて提供された情報の記録をする必要があります。

• TOMRA分類ガイドラインに従って、すべてのTOMRAデータ、

情報、文書を分類、ラベル付けし、保存し、共有し、情報へ

のアクセスを確かにしてください、また
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文書は正当なニーズを持つ個人にのみ付与してください。

• TOMRAを退職した後、許可なくTOMRAの専有情報またはその

他のIPを取得、アクセス、アクセスの提供、または使用しないで

ください。

• 許可があり、事前の書面による同意の下で受け取ること

に同意しない限り、第三者から機密情報を受け取っては

なりません。

• 第三者の機密情報を悪用してはなりません。

• 市場に新しいブランドを導入したり、独自の技術を導入したり

する責任がある場合は、まずTOMRAが他者の知的財産権を

侵害するリスクを軽減するために相談する必要があります。

• TOMRAによる第三者の知的財産権の侵害の可能性に気付

いた場合は、マネージャーまたはTOMRA IPR担当者に通知

する必要があります。そのような通知は事実のみを特定し、

潜在的な知的財産権侵害問題の有効性に関する意見を含ま

ないものとします。

• 第三者がTOMRA IPの権利を侵害または悪用していることに気

づいた場合（たとえば、機密を含む文書を渡すなど）、あなたは

率直に話す義務があります。

• 技術開発に携わっている場合は、TOMRA発明開示書を使

用して作成した新しい技術ソリューションについて上司に通

知する必要があります。

• 外部のサードパーティとのコラボレーションを行う前に、適切

な契約上の合意が確立されていることを確認する必要があり

ます。このような契約は、TOMRAグループIPRポリシーおよび

それぞれのTOMRA IPR戦略に沿ったものでなければなりませ

ん。

知的財産

4.3



TOMRA 行動規範

TOMRAは、業界のリーダーであり公開企業であるため、

すべての企業取引において、利害関係者、政府規制当局、

および一般の人々とタイムリーに、完全かつ正確に通信

する責任があります。すべての記録は、適用される法律、

規制、および関連する会計基準に従って作成されます。

TOMRAの従業員は、会社のビジネスおよびビジネス関

係の必要な記録を維持する責任があります。TOMRAの
帳簿および記録には、虚偽の、誤解を招く、また人為的

な入力を行うことはできません。すべての取引は、

TOMRAの会計記録に完全かつ完全に文書化および記

録する必要があります。

従業員、特に上級管理職および財務責任者は、こうした資

料の準備において最高水準の注意を払うことが期待されて

います。内部監査人または独立監査人から情報を隠すこと

はできません。

あなたの責任

• 会社の情報を扱うときは、情報管理およびセキュリ

ティ分類システムに精通し、準拠していることを確認

してください。

• 当社の書籍、記録、および広報で提出するデータと情

報は、正確、完全かつ信頼できるものでなければなり

ません。これには、環境データや運用レポートなどの

財務情報と非財務情報の両方が含まれます。
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記録の保持

4.4



TOMRA 行動規範

TOMRAグループの従業員として、会社に関連する内部

情報を受け取ることがあります。

内部情報はグループ内で保持されている知識であり

それは正確であり、一般に入手可能ではなく、入手可能

になった場合、TOMRAまたはその他の上場会社の株式

またはその他の証券の市場価格に重大な影響を及ぼす

可能性があります。

リり内部情報として分類できる情報の例としては、未公開

の財務諸表、合併または買収に関する情報、大規模な売

却、新株発行に関する情報、配当方針の変更、会社に対

する主要な訴訟が提起される、またはそのような訴訟の

通知、または経営陣の変更があります。

このような内部情報を受け取った場合、以下を含む、ノル

ウェー証券取引法に基づく特定の規則が適用されます。

– 内部情報の悪用の禁止

– アドバイスの禁止

– 守秘義務

– 内部情報を扱う際に十分な注意を払う義務

内部情報に基づく取引には、証券の直接取引と、その内

部情報を使用して株式や他の証券の取引を行う他の人に

内部情報を引き渡すことが含まれます。インサイダー取引

は違法であり不公平です。
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あなたの責任

• 内部情報を持っている場合、または他の人に取引を勧め

る場合、金融商品を取引したり、TOMRAが発行した金融

商品に関連してはなりません。

• 内部情報を持っている場合、TOMRAが発行した金融

商品の購入、販売、交換、または購読について他者に

助言してはなりません。

• 主要なインサイダーとみなされている場合、最初にク

リアランスを取得せずに取引を行うことはできません。

• 業務中に他の公開企業に関する何らかの内部情報に

出くわした場合、内部情報が公開されるまでその企業

の株式や証券を取り扱わないでください。

• また、許可されていない限り、内部情報を誰とも共有しな

いでください。

• インサイダー取引のポリシーと要件に精通

してください。

• 保有する情報が内部情報として適格であるかどうかにつ

いて質問がある場合は、投資家向け広報担当者に相談

してください。

インサイダー取引

4.5



TOMRA 行動規範

汚職は合法的なビジネスを損ない、競争をゆがめ、企

業や個人を危険にさらします。

TOMRAでは、信頼に基づいて関係を構築し、評判を維持

および強化することを決意しています。根拠のない贈収賄

や汚職の主張でさえ、トムラの評判を損なう可能性があり

ます。

贈収賄、詐欺、円滑化のための支払い、影響力のある取

引など、いかなる形態の汚職に対しても当社はゼロトレラ

ンスを有しています。利益相反、贈答品、ホスピタリティ、

および費用は、状況に応じて汚職の原因となる場合があり

ますので、慎重に対処する必要があります。

TOMRAの本部はノルウェーにあるため、TOMRAを代表して

行動するすべての従業員とビジネスパートナーは、ノル

ウェーの汚職防止法および現地法および国際法を遵守す

る必要があります。ノルウェーの汚職防止法は、民間部門

と公共部門の両方を対象としています。

政府関係者との取引は、贈収賄リスクを高める可能

性があるため、必須要件に従う必要があります。
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あなたの責任

• 有利な待遇やビジネス上の利益を得る見返りとして、個

人的な支払い、贈答品、好意を提供、支払い、作成、検

索、または受け入れてはなりません。あなたの代理とし

て誰であれ他人に許可を与えないでください。

• ファシリテーション・ペイメントをしてはなりません。円滑化

のための支払いが要求された場合は、すぐにラインマ

ネージャーまたはグループコンプライアンスオフィサーに

報告する必要があります。

• 適切なデューデリジェンスを実施することにより、取引相

手を把握します。特に、TOMRAの代理として、エージェン

ト/コンサルタント/ディストリビューターに対処する場合。

• 必要な汚職防止トレーニングおよびエンゲージメント

に参加してください。仕事で直面するリスクを理解し

てください。

• 贈答品や接待、およびその他のビジネス上の礼儀に

関する企業およびビジネスのガイドラインに従ってく

ださい。政府職員に贈答品、接待、またはその他の

価値のあるものを提供することは厳しく規制されてお

り、多くの場合禁止されていることを忘れないでくださ

い。

• 不正行為を報告する必要があります。贈収賄および汚
職の疑いに目をつぶると、TOMRAおよび個人に対
する責任が生じる可能性があります。

贈収賄および汚職防止

5.1



TOMRA 行動規範

ビジネスパートナーとの関係は、合法的なネットワー

キングとソーシャルインタラクションを通じて構築およ

び強化できます。ただし、贈答品や

ホスピタリティの授受は、特定の状況では汚職と見なされ

る場合があります。

正しいことをし、それを示すことが重要です。このため、当

社では、従業員が、ビジネスパートナーからの贈り物やホ

スピタリティを受け入れたり、あるいはそういった申し出をさ

せないようにしています、

特に、そういった申し出たとか受け入れについて、上司、

同僚、家族、または一般の人々に断ることが簡単ではな

い場合に、これは役に立ちます。

特に、贈答品やホスピタリティ（提供または受け取り）がビジ

ネス上の意思決定に影響を与えたり、他の人々に影響があ

るのではないかと疑う理由を与えたりしないでください。過

度または頻繁であってはなりません。

事業の遂行において優位性を獲得または維持し、過度

の優位性を提供、約束、または付与してもらうために、

公務員（または第三者）に公的行為をしてもらったり、そ

の職務の遂行に関連して行動することを控えてもらった

りしてはなりません。
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あなたの責任

• 直接的または間接的に、提供、提供、検索、または

受け入れてはなりません。それには次があります：

– 違法または不適切なギフト＆ホスピタリティ、現金また

は現金同等物（契約上合意されていない場合の手当を

含む）、車両、パーソナルサービス、またはTOMRA事業

に関連するローン。

– ビジネスパートナーが不在の場合のギフト＆ホスピタリ
ティ。

– 重要なビジネス上の意思決定が行われ、契約が署名

される期間中。

– 規定の値の制限を超えるギフト＆ホスピタリティ（ライ

ンマネージャーおよびその他の必要な承認が得られ

ていない場合）。

• 政府職員にギフト＆ホスピタリティを提供する場合は、内

部ポリシーとガイドラインに従う必要があります： 旅行

先への追加旅行または個人訪問、家族/ゲストなど。

• 何か容認できるものか適切なものか疑問がある場合

は、ラインマネージャーまたはグループコンプライアン

スオフィサーからアドバイスを求めてください。

ギフト＆ホスピタリティ（G＆H）

5.2



TOMRA 行動規範

個人的な関係、外部活動への参加、または他のベンチャーへの関心

が、TOMRAのビジネス上の意思決定に影響を与えるか、他の人々に

影響を与える可能性がある場合、利益相反（COI）が発生する可能性

があります。実際の、潜在的な、または知覚される利益相反は、

TOMRAだけでなくあなたの評判を危険にさらす可能性があります。

TOMRAは、個人的な事柄と投資を管理する権利を尊重しますが、

TOMRAで下した決定は、あなた自身、家族、友人の関係や外的

関心などの個人的な考慮事項の影響を受けないようにしてくださ

い。

実際のCOI、潜在的なCOI、または認知されたCOIが発生しない場合を

条件として、他のビジネスに興味を持ち、コミュニティ、政府、教育機

関、およびその他の非営利組織で自分の時間に積極的に活動できま

す。ただし、そのような場合は、関連するすべての法律、規制、

TOMRAポリシーを遵守する必要があります。疑問がある場合は、新し

いアクティビティを開始する前に、ラインマネージャー、グループコンプ

ライアンスオフィサー、またはＰｅｏｐｌｅ & Organizationに懸念を提起す

る必要があります。
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あなたの責任

• TOMRAで下した決定が、自分や家族、友人の関係や外的関心な

どの個人的な考慮事項の影響を受けないようにしてください。

• 実際の、潜在的な、または認識されたCOIを生み出する意思決定

に関わらないでください。

• そのような競合が存在するかどうかわからない場合は、ラインマ

ネージャー、グループコンプライアンスオフィサー、またはPeople＆
Organisationに相談する必要があります。

利益相反（CoI）

5.3



TOMRA 行動規範

TOMRAは、自由な企業と公正な競争を保護し、適用さ

れるすべての競争法と規制を完全に順守して運営して

います。

TOMRAのスタッフは、違法行為との闘いに自らの役割を果

たすことを期待しています。これらには、価格設定、市場共

有、生産制限または入札談合、市場力の濫用、および反競

争的または独占的慣行が含まれます。優良企業には、たと

えば忠実なリベートや略奪的な価格設定など、競争をさら

に歪めない特別な責任があります。

競合他社との不適切な会話、合意、または公正な競争を

妨げないように注意してください。
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あなたの責任

• 正当な理由がない限り、競争上重要な情報を共有し

たり受け取ったりしてはなりません。

• TOMRAの価格設定、生産、顧客、市場に関するすべ

ての決定は、TOMRAのみが行うという原則に従う必

要があります。

• お客様に独占的な供給または同様の義務を課さないでく

ださい。

• 契約を起草または交渉するときは、明確かつ簡潔

にしてください。一般的な定式化やあいまいな表現

は使用しないでください。

• 独立したディーラー、ディストリビューター、または再販

業者に最低価格または再販価格を設定しようとしては

なりません。

• 非公開の商業上の機密情報を共有したり、競合他社が

法的に同意することを許可されていない事項について競

合他社と話し合ったりしてはなりません。

• 非公式であっても、価格、または割引、追加料金、クレ

ジット条件などの価格要素を修正するため、生産、生

産能力、または生産量を削減または安定させるため、

顧客、アカウント、または市場を分割するために、競合

他社に同意してはなりません。

• 国際的に課された政府の制裁に関連する場合を除き、顧

客またはサプライヤーをボイコットするために他者と同意

してはなりません。

• 競争に敏感な問題が発生した場合は、業界の会

議やその他のイベントを終了する必要があります。

あなたの

離脱が記録されていることを確認し、直ちに、グループコ

ンプライアンスオフィサーに報告してください。

• 関連する競争法と規制、TOMRASのポリシーと要件、お

よび仕事に関連するリスクに精通することは、従業員とし

てのあなたの責任です。

• 受講する必要があるすべてのトレーニングとエン

ゲージメントを完了する必要があります。

• 潜在的に反競争的な慣行を知っている場合、または慣

行が合法かどうか不明な場合は、発言する必要があり

ます。

競争法および独占禁止法

5.4



TOMRA 行動規範

マネーロンダリングは、犯罪の収益が合法的な商取引に

隠されている場合、または合法的な資金がテロ、麻薬密売、

汚職、脱税などの犯罪活動を支援するために使用されて

いる場合に発生します。

すべての企業がこの方法で悪用される危険にさらされてい
ます
–そして、当社は評判を守り、法律を順守することを

確実にするために、警戒しなければなりません。
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あなたの責任

• TOMRAが指定するデューデリジェンスの要件に従う必要

があります。そうすれば、誰と取引をしているのかがわか

ります。

• TOMRAに代わって行うビジネストランザクションには、

金銭的収益または犯罪収益で取得した財産の取得、

使用、保持が含まれないようにする必要があります。

• 犯罪者、犯罪の疑いがある人、または犯罪の収益を故

意に処理してはなりません。

• 次のことに注意してください。

– 現金での支払い、または通常とは異なる銀行取

引を伴う試み。

– 異常、または顧客の取引またはビジネスと矛盾す

る注文、購入、または支払い。

– 取引に関係のない国々との異常な資金移動。

– 記録またはレポートの要件を回避するように構成

されている可能性のある取り引き。

• TOMRAとの取引に関連してカウンターパーティがマネー

ロンダリングに関与しているという知識または疑いがある

場合は、マネージャーまたはグループコンプライアンスオ

フィサーに速やかに報告する必要があります。

• 法的要件を満たすために、相手方に疑いを知らせない

でください。関連する文書を改ざん、隠蔽、破壊、または

廃棄してはなりません。

マネーロンダリング防止

5.5



他のグローバル企業と同様に、当社は該当するすべての

国内および国際取り引きコンプライアンス規制を遵守する

必要があります。各国は、特定の国、経済部門、事業体、

または関心のある個人との取引を対象とするさまざまな経

済制裁制限を課すことができます。

取り引きコンプライアンスには、輸入、輸出、商品の国内取

引、技術、ソフトウェアおよびサービス、国際制裁、および

制限的な取引慣行を規定する規制が含まれます。

適用される法律を順守しないと、罰金、遅延、商品の押収、

TOMRAの輸出または輸入特権の喪失、TOMRAの評判ま

たは個人への投獄といった損害につながる可能性がありま

す。自分の役割に対して、要件とその適用方法を認識す

ることが重要です。そうすることにより、あなたは会社が国

際的にビジネスを続けることを支援していることになります。
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あなたの責任

• ビジネスパートナー、サプライヤ、およびその他の

関係者を、関連する制限された関係者のリストをス

クリーニングしてください。

• 制裁と輸出規制の両方が複雑であり、頻繁に変更され

ることに注意してください。ビジネスアクティビティに適

用されるルールを常に更新してください。

• 国境を越えた輸出または輸入活動が制限された品目、

技術、またはソフトウェアを伴う場合、必要な政府のラ

イセンスを取得して遵守してください。国境を越えた輸

出または輸入活動が、制限された品目、技術、または

ソフトウェアを伴う場合、必要な政府のライセンスを取

得して遵守しなくてはなりません。

• 第三者との取引で疑わしい事実または「レッドフラッグ」

が特定された場合は、グループコンプライアンスオフィ

サーからの支援を停止して求める必要があります。ま

た、制限的な取引要求に直面した場合、停止してアド

バイスを求める必要があります。

取り引きコンプライアンス

5.6 TOMRA 行動規範
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www.tomra.com

http://www.tomra.com/
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