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私たちの価値観と行動

壮大な結果をもたらし、 
高い業績の文化を援護す
るために、勇敢で断固たる
行動を取ります。

ピアソン内外における即時 
の仕事の先を予見し、新しい
見方、考え方、業務方法を適
用します。

違いに耳を傾け、奨励し、
尊重します。全ての人に対
し、誠意と透明性を持って
公平に接します。

適切な人物が関与し、 
約束を果たすことで、 
好結果につなげます。

勇敢 創造性 適正 責任

•	 障害や挫折をものとも
せず、決意と勇気を表し
ます。

•	 批判や専門的リスクを恐
れず、アイデアや意見を
提供します。

•	 自分自身や他人に対す
る高いパフォーマンス	
基準を設定します。

•	 複雑な問題をあらゆる角
度から評価し、明確な解決
策や結果がない問題に対
処します。

•	 創造的なアイデアおよび
革新的なソリューションに
より、問題を解決し、機会
を取り込みます。

•	 機会とソリューションを特
定するために、幅広い視
点で考えます。

•	 他の人と作業を行う	
場合、正直、透明、率直	
に接します。

•	 ピアソン内外の幅広い
人 と々信頼関係を築き
ます。

•	 他の人の多様な視点	
や才能を探し、取り入	
れます。

•	 自らの仕事に責任を	
持ち、無事完了させ締
めくくります。

•	 個人およびグループ	
の成果を達成するた	
めに、他の人を識別し
参加させます。

•	 最後までコミットメ	
ントを追求します。

表紙写真 撮影 
シャロン バティリ
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社員の皆さん、ピアソンの至るところで、私たちは学習を通じて人々の
生活水準を向上させる手助けをする、という使命に全力で取り組んで
います。また、勇敢、創造力豊か、適正、説明責任があるという私たちの
価値について非常に配慮しています。

私たちの使命と価値は、学習者、顧客、パートナー、お互いの関わり方
に役立ちます。私たちの使命および倫理的かつ責任ある価値観への取
り組み方を概説した行動規範を理解していることを、読み、証明してく
ださい。

懸念を抱く者は誰でも、報復や結果の恐れなしにそうすべきで	
あり、またそうすることができます。法律、規制、規範、または当社の	
ポリシーへの違反の疑いがある場合は、率直に話す必要があります。	
以下のいくつかの方法で報告を行うことができます:	上司、現地の人事	
担当者、法務・コンプライアンス部門に連絡する、または匿名で	
www.pearsonethics.comにお問い合わせください。

行動規範に遵守することによって、私たちは信頼できるパートナーで	
あることへのコミットメントを実証し、最終的には戦略の実現に役立	
ちます。

	

	

最高責任者

ジョン	ファロン

ジョン ファロンか
らのメッセージ
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I. 私たちの取り組み

A. 私たちの価値観 
私たちが行う全てのことにおいて、明確
で簡潔な価値を設定し、勇敢で、創造	
性で、適切で説明責任があるといった
価値観に沿って生きることを熱望してい	
ます。このような価値感は、私たち全員
にとって重要なものを述べており、私た
ちを取り巻く世界に貢献するために、正
しい行動を取るためのガイドとなってい	
ます。これにより、人生の中で学習を通	
して、ある程度の進歩を促進するといっ
た共有するミッションを達成することを
手助けします。 

B. 行動規範の使い方
行動規範（「規範」）は、世界中で一貫し
た行動基準への価値観の適用を促進	
するためのものです。業務目標の達成や
ピアソンを働き甲斐のある場所にする
ために、私たち一人ひとりに期待される
ことに関するガイダンスを提供します。 

起こり得るすべての状況を取り扱う行	
動規範は存在しません。そのため、
互いが適切な判断力を持ち、質問
や懸念事項がある場合は発言する
ことが必要となります。ピアソングロ
ーバル方針ページで該当するグロ
ーバルおよび地方方針のリストが
掲載されています。これらは、N e o、	
グローバル方針ページで確認すること
ができます。

Q質問 本規範はピアソンの	
全員に適用されますか？

回答 はい。ピアソンのすべ
ての従業員は（またはピアソ
ンが過半数を所有する会社）
、地位や役職にかかわらず、	
本規範を遵守しなければなり
ません。同社のリーダーは、	
私たちの価値観における役割
モデルとなる特別な義務と	
責任を負い、最高水準の行	
動規範に従います。

必要に応じて、その他の方針が適用可
能となる箇所を本行動規範で特定し
ています。	 地方の法律や習慣、または
ピアソン方針が、私たちの規範と一致
しない時があります。このような場合	
には、より厳しい標準適用されます。	
その基準を断定するために援助
を必要とされる場合は、人事担当
者、地域のコンプライアンスオフ
ィサー、またはコンプライアンス	
c o m p l i a n c e @ p e a r s o n . c o m 
までお問い合わせください。 

規範の対象者
私たちの規範は、すべてのピアソン従業
員と役員のメンバーに適用されます。 

ジョイント・ベンチャー・パートナー、ベ
ンダー、フランチャイジー、供給業者、サ
プライヤー、請負業者（サービス提供者
および派遣社員などの第三者の従業員
を含む）などのビジネス・パートナーは、
その行動を通じて当社の評判に直接的	
な影響を及ぼす可能性があります。	
このため、ビジネス・パートナーはピア
ソン社または当社を代理して業務を
行う際に、私たちと同じ高い基準を満	
たし、当社のビジネスパートナ行動規	
範に定められた原則に従うことが求	
められます。 

画像イメージ： Christof Van Der Walt
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C. 全従業員に求
められること 
最高水準の誠実さ、完全性、道義的行	
為を満たさなければなりません。私たち
には以下のことが求められます。

• プロフェッショナル、誠実、倫理的	
な態度で行動すること。

• 本規範および会社方針に記載され
ている情報をよく理解していること。
職責に関連した方針には特別な注
意を払わなければなりません。 

• 法律、規則、本規範、およびその他
のピアソン方針に違反の疑いに関
する懸念事項を、本規範に記載さ  
れているマネージャーまたはチー
ムに即座に報告すること。 

• 調査や監査に応答するときには	
協力して真実を伝えること。 調査が
予定されるときや、進行中のときは
記録を変更したり破棄しないこと。

• 定期的に規範を見直し、準拠して	
いるできているかを確認し実施す	
ること。 

留意：法律、規則、規約または企業ポリ 
シーの違反を行うことに、事業目的を 
達成したいという願望を含む理由や 
言い訳は一切認められません。 

マネージャーの付加的な責任
マネージャーである場合、以下に従わ	
なければなりません。

• 模範を示して指導を行う。他者の
ためのリソースになる。チーム、	
仕事仲間、ビジネス・パートナーと
一緒に規範やピアソンの方針をどう
日々の業務に適用するか話し合い、
彼らの懸念点や質問に耳を傾けな
ければなりません。

• 誰もが、規範やピアソンの方針への
違反の可能性がある行為に関する質
問や報告を行いやすい環境を作る。 

• 同僚から違反の疑いがある報告の
話を持ちかけられた場合は、その問
題やそれが起こった状況を理解し、
問題が適切に上位レベルの処理事
項とされ、対処されることを確認す
る責任を負う。 

• たとえビジネス目標の達成が目的
であったとしても、法律、規則、規範、
およびピアソンの方針に違反するよ
うなことを決して誘発してはなりま
せん。また、

非倫理的で自分では行わないような不
適切な行動を他人に依頼することを決
して行ってはなりません。 

• 請負業者やビジネス・パートナーを
監視する際には、彼らが ビジネス・
パートナーの行動規範を遵守してい
ることを確認する。

• 独自のやり方で、違反の疑いがあ
る行為を対処したり調査したりして
はなりません。その方法について
は、人事担当者、地域のコンプライ
アンスオフィサーまたはコンプライ
アンスcompliance@pearson.com 
または、詐欺に関する事項につい	
ては、fraud@pearson.comまでお
問い合わせください。以下に述べ
られるようにPearsonEthics.com  
で質問や記録を行うことが出	
来ます。

D. 質問を行う
PearsonEthics.com  
を使用
法律、規則、規範や会社の方針に違反し
ていると思われることに関して質問や意
見がある場合は、以下のいくつかの方法
で行うことができます。

• マネージャーに問い合わせる。質問
や懸念事を理解できるようにできる
だけ詳しく言及してください。

• 人事担当者に問い合わせる。 

• 地域のコンプライアンスオフィ
サーに問い合わせる。地域の	
コンプライアンス・オフィサー (LCO）
は、ABCポリシーの要求に従い、	
コンプライアンスを監視し許可を
与えるために、各地域または事業
単位に任命されています。現在の
ローカル・コンプライアンス・オフ
ィサーをお探しの場合は、Neoの  
[コンプライアンス＆リスクアシュア
ランス]ページのローカル・コンプラ
イアンス・オフィサーのリストをご覧
ください。

• コンプライアンスへのお問い合わ
せ先compliance@pearson.com 

• 法律上のお問い合わせ。

• PearsonEthics.comにアクセスし、質
問や記録の提出を行ってください。
オンラインまたは電話で、既に知ら
れている、または疑わしい違反の質
問や報告を行うことが出来ます。

Q質問 私はマネージャー
ですが、誰かが潜在的な
規範の違約の報告をして
きた場合、何をすべきが分
かりません。もしそれが上
層部の者が関係していた
らどうすれば良いですか？

回答 申し立てに誰が関
与しているか関係なく、	
状況を解決するには適切
な人物に報告することが
重要となります。質問や懸
念事項の報告を行う場合
は、本規範に記載されてい
るいずれかの手段を使用
してください。特定の人物
に報告をすることに躊躇
する場合、PearsonEthics.
comを使用して報告を行
ってください。  

質問私の責任範囲外で
違法行為が監視された	
場合は、どうすればよい	
ですか？

回答すべてのピアソン
の従業員は、会社の不正
行為に対処する責任を負
います。多くの場合、最も
良い方法は、問題が発生
した場所を監督するマネ
ージャーに始めに報告す
ることです。ただし、これが
うまくいかない場合、実現
不可能な場合、または最
善のアプローチについて
疑いがある場合は、人事担
当者、コンプライアンス・
オフィサー、またはコンプ
ライアンスcompliance@
pearson.comに話す
必要があります。または
PearsonEthics.comを使
用して違法行為を報告す
る必要があります。
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PearsonEthics.comに連絡をする。 
PearsonEthics.com は、質問と不
明点の回答を得て、疑わしい違反
を内密に報告する方法です。独立
会社によって1日24時間・年中無
休で運営しており、多言語に対応
しています。 

PearsonEthics.com、電話で質問
や報告を行う方法もあります。オペ
レーターが懸念事や質問を聞き	
取り、必要に応じて明快な質問を
行い、記録の要約を記入します。要
約書は、必要に応じて判断やさら
なる行動を取るためにピアソンに
提供されます。

報告書の作成後、報告者にフォ
ローアップのための識別番号が
受け渡されます。これは、報告が
匿名で提出される場合、特に重
要となります。この方法は、当社
が運営するほとんどの国でご利
用いただけますが、すべての国
ではありません。報告者は、この
識別番号で追加情報を報告し、
ケースの解決まで追跡をするこ
とができます。ただし、プライバ
シーを尊重し、ピアソンは個人
の懲戒処分に関する情報は、報
告者に伝えることはできません。  

すべての報告は、開示が必要とさ
れる場合を除き、実際に役立つ	
範囲で機密情報 として取り扱われ
ます。 

数カ国（欧州連合の多くを含む）	
にはPearsonEthics.comの使用	
に関する特定の規則があります。
状況によっては、認められる報告
の種類を制限しています。

報復禁止方針
どんな形であれ、違反を報告した事に対
する報復は絶対に許されないことであり、	
PearsonEthics.com目的が損なわれます。	
また、違法行為にあたる場合もあり、	
ピアソンを責任にさらす可能性もあり	
ます。
ご自身または知っている誰かが、規範の違
反の報告や調査に参加したことが原因で
報復を受けたと思われる場合は、本規範
のこの章に記載されているいずれかのチ	
ームに連絡してください。 

E. コンプライアンス
関連法、規則、規範、または会社の方針を
違反すること、または他人にそうすること
を奨励することは、個人の危険をさらすこ
とになりますケースによっては犯罪の暴露
を含みます）。また、それはピアソンを潜在
的責任や評判を危険にさらすことにもな
ります。違反した場合、最高で解雇を含む
懲戒処分を受けることがあります。特定の	
活動で、訴訟手続きを起こすこともありま
す。規範や調査事項に関する特定の地域方	
針は、人事部代表に確認してください。 

従業員は、ピアソンの評判を損なうオンラ
イン上の活動や、学習者の福利への懸念と
矛盾する活動を含め、職場外の行為に対	
する懲役処分の対象となることもあります。 

正しい選択を行う —倫理的な
決断を行うためのガイドライン
自分が何をするべきか分からない時もあります。そんなとき
は、自分自身に問いかけてみてください。:

• それは、ピアソンの価値観である、勇敢、創造的、適切、責
任と一致していますか?

• 新聞でその記事を快適に読めますか?

• それは、ピアソンやあなたの評価を害するものですか?

• それはあなたにとって、またはあなたが意見を尊重してい	
る人たちにとって倫理的だと思われますか? 

• その決断は学習者にとって何らかの形で不適切ではあり	
ませんか? 

• それは合法であり、私たちの方針や行動規範と一致してい	
ますか?

不確かな場合は、決定を下さず、付加的な援助やガイドライン	
を受け取ってから行動を起こしてください。

詳細に関しては、
人事担当者、地域のコンプライアンスオフィサー　(Local Compliance 
Officer)または、コンプライアンスcompliance@pearson.comにお問
い合わせください。ピアソングローバル方針 ページで該当するグロー
バルおよび地方方針のリストが確認できます。 

画像イメージ：Alexis Anderson
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II.職場における尊重と誠実さ

A. 多様性と包含性 
私たちの基準
私たちは、革新を育成し、世界の学習者
にとって最も効果的なソリューションを作
成するために、すべての従業員の独自の
スキル、見通し、背景を活用することが最	
善であると考えています。だからこそ私
たちは、多様性と包含性が私たちが行う	
ことすべてに確実に組み込まれるよう尽
力しています。私たちは、顧客と学習者を
反映し、従業員が自分自身であることが
できる、包括的で多様な職場環境を育成
します。特定のピアソン雇用方針や適用
法によって保護される、性別、人種、国籍、	
宗教、年齢、障害、性同一性または性別	
適合、同性愛者やまたは、他のいかなる特
徴またはカテゴリーを基に差別を行いま
せん。（一部の限定された特定の例外は、	
現地の法律でピアソンの方針からの相違
が要求される場合に適用されることがあり
ます。詳細については、地域のコンプライ
アンスオフィサーにご相談いただくか、ま
たはグローバル・ダイバーシティ・インクル
ージョン（多様性の受容）チームにお問い
合わせください)

Q質問	私の同僚の1人が、
特定の国籍に関する冗談や
軽蔑的なコメントを含んだ
メールを送っています。それ
を見て、不快な気持ちにな
ります。しかし他の誰もそれ
に関して何も言いません。こ
の場合は、どうすれば良いで
すか？

回答	もしあなたが、ためら
うことなく 、安全にできるの
であれば、同僚にそのような
振る舞いをやめるよう伝え
るべきです。マネージャー、
人事部代表、事業部門の雇
用方針に記載されている者
へ報告を行ってください。	
またはPearsonEthics.com
にて報告を行ってください。 
そのような冗談を送ること
は、私たちの方針と同様に、
本質的価値の違反を行って
いることになります。何もし
ないことは、チーム環境を深
刻に損なう差別、敵対的な
労働環境、信条を許してい	
ることになります。 

責任 
• 敬意を持って皆さんと接します。

• 積極的に発言する者を奨励し、
耳を傾け、また彼らが評価および
理解されているといった実感を
もてる社風を育みます。

• 猥褻または差別的なメッセージ、
発言、または不適切な冗談を行
ったり送信したりしません。 

• 嫌がらせやいじめは決して受け
入れられません。 

• 従業員の管理、または人材募集
や採用に携わっている場合は、 
業績、資格、能力、可能性を基に
して判断を行います。決断に関
係のない判断基準を使用するこ
とは回避してください。可能な限
り客観的で計測可能な審査基準
を使用します。

• どんな理由であっても、えこひい
こを行いません。 

• 職場外の従業員のプライバシ
ー、尊厳、人生を尊重します。

• 多様性、包括性、職場での行為
に関する地域のピアソン方針に	
順守します。

画像イメージ： Lu Yi
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B. いやがらせ
のない職場 
私たちの基準
私たちは、脅迫、 いじめ、いやがらせ
を決して許しません。 

嫌がらせの例
• 好ましくない性的な誘いかけや
性的接待の要求。

• 不快な発言、身振りまたは身体
接触。

• 性的に露骨、または不快な写真
やその他の資料を見せる。

• 性的または攻撃的な冗談やコメ
ント（明示的またはほのめかし）。

• 従業員の外見、性的指向、信念、
またはピアソンの方針あるいは
適用法の下で保護されているそ
の他の特性に基づく暴言、脅迫
または罵倒。

• 誰かの性的指向、性同一性、また
は彼らの知覚される性的指向ま
たは性同一性に対する冗談や悪
質な言及。

責任
• プロフェッショナルでいやがらせ
のない職場環境を維持します。

• その者の行動や言葉に動揺した
場合、可能であれば、また安全
にできるのであれば、直接話し、
なぜそういった事を行うのか理
由を説明してもらい、直ぐに止め
るように要請します。また、マネ
ージャー、人事部代表、事業部門
の雇用方針に記載されている者
へ、。またはPearsonEthics.com
にて報告を行ってください。  

• 書面、記録、または電子的に伝達
されたメッセージ(例えば電子メー
ル、インスタントメッセージまたは
インターネットのコンテンツ)など
の猥褻で差別的な物を送ったり、
見せたりしません。

• いやがらせや職場行為に関する
現地のピアソン方針に従います。

C. 健康と安全 
私たちの基準
安全で衛生的なビジネス環境は、当社
の長期的かつ持続的な成長にとって
重要です。ピアソンは、学習者、顧客、
他の共同事業者を含めて、弊社の全従
業員と世界に広がる弊社の事業と出会
う他の誰でもの健康、安全、福祉を保
護することに専念しています。 

すべての従業員とビジネス・パートナ
ーは、私たちの健康と安全方針と対処
方法の全てを理解し、それに従うこと
が求められます。私たちは、職場を安
全に保つために協力しなければなり
ません。ピアソンのグローバル安全衛
生方針および最低基準は Global H&S 
Neo Spaceで閲覧することができま
す。また、全従業員は毎年それを見直
す必要があります。	 世界中の健康と安
全のコーディネータ、チーム・メンバ
ー、弊社の健康・安全のアニメーション
のような追加の情報は、弊社のネオス
ペースでもご利用できます。

職場の暴力防止
ピアソンでは、どんな形にせよ暴力を
ふるう事は許されません。私たちは、	
同僚、学習者、顧客、訪問者、または世
界中の私たちの事業と接触する他の
誰に対しても、身体的な暴力行為また
は脅威を容認しません。

会社の敷地内、駐車場、ピアソンが維
持する代替職場、または企業が主催	
するイベントへの、銃、他の武器、爆発
物および危険物の持込みは、法律でそ
のような方針の適用が禁止されない
限り許可されません。 

Q質問 出張中、私の同僚が何
度も飲みに誘ってきて、私の外
見に対して不快なコメントを放
ちました。彼に止めるように頼
みましたが、止めてくれません
でした。会社のオフィス外で、
勤務時間外でした。もし同じこ
とが起こった場合は、どうすれ
ば良いですか？

回答 この種の行為は、ピアソ
ンのオフィスで行われたかどう
かに関わらず、許されません。
確固たる態度をとって、同僚	
にそのような行動は不適切で
あり、直ちに止めるように言	
ってください。また、マネージ	
ャー、人事担当者、事業部門雇
用方針に記載されている者に、	
またはPearsonEthics.com. 
にて報告してください。 

質問	私の最近のパフォーマ 
ンス・レビューの間、私のマネ 
ージャは私のパフォーマンスに
対して非常に批判的でした。	
コメントの口調に、脅迫やいじ 
めを受けているように感じま	
し た。これは、いやがらせに反
する規範や我々の方針違反に
当たりますか？

回答 いじめと脅迫に対する
私たちの方針は、マネージャの
明白なパフォーマンス・ガイダ
ンスの提供を禁止することを目
的としていません。例えば、パフ
ォーマンスの改善を行わなけ
れば、雇用契約を終了するとい
った記述はいじめや脅迫とみ
なされません。しかし、マネー
ジャーが一線を越えるような場
合もあります。質問や懸念事項
がある場合は、マネージャー、
人事担当者、事業部門雇用方
針に記載されている者に、	
または PearsonEthics.com 
にて報告を行ってください。
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責任
• すべてのリスクに注意し、直ちにマ
ネージャーおよび安全衛生コーディ
ネーターに報告しなければなりませ
ん。仕事や出張の際の運転中に起
こったものを含め、ささいなまたは
ニアミス(傷害は起こらなかったが、	
危うく起こりそうだった場合)を含む
すべての事故や傷害を、マネージャ
ーまたはH&Sコーディネーターに
報告してください。

• 仕事場、通路、およびその他の作業
スペースに障害物、ワイヤーおよび
他の潜在的な危険がないようにし
て、きれいで安全な仕事環境を維持
します。 

• どんなに観察された安全の違反
や脅威、または暴力の行為であ
っても、管理者、HR代表者、健康・
安全コーディネータ、世界中の
健康・安全チームに通報するか、	
PearsonEthics.com	 にご連絡くだ
さい。

• 健康と安全に関して、現地のピアソ
ン方針と現地の法令または規則に
従います。

• 自分自身と他の人の健康と安全を
危険な状態に陥れるような行為を
回避します。

• ピアソンの指導要領による健康と
安全の訓練または指導に出席する
か、完遂します。

• 実施される指導か、訓練か、方針に
密着して、自分自身と他の人に対す
る健康と安全の基準を維持します。

• 管理者には、通報者が安全な状態
を保ち、訓練を受けられ、健康と安
全規則に従うことを確実にするため
の追加の責任があります。

アルコール飲料と薬物の乱用
安全で生産的な職場環境を提供するこ
とに従事し、職場が、違法薬物、アルコー
ル飲料、その他規制薬物の使用とは無
縁であるようにしたいと私たちは考えて
います。 

職場にいるときや、ピアソンの業務を行
っている時は注意深く、健康を害するこ
となく、常に業務の遂行の準備ができる
状態でいなければなりません。薬物乱用
による問題を抱えている場合は、個人的
にも専門的にも悪影響を受ける前に、	
専門家の助けを求めてください。 

詳細に関しては、
人事担当者、地域のコンプライアンスオ
フィサー　(Local Compliance Officer)
または、コンプライアンスcompliance@
pearson.comにお問い合わせくだ	
さい。ピアソングローバル方針 ページで
該当するグローバルおよび地方方針の
リストが確認できます。

Q質問  会社の敷地内で
働く請負業者は、従業員と
同じ安全衛生方針と手続
きに従わなければなりま
せんか？

回答 もちろんです。マネ
ージャーは、会社の敷地内
で働く第三者が、ピアソン
の付加的な要件、全ての
適用法、特定の施設に関す
る規則を理解し順守する
ことを保証する責任があり
ます。 第三者との取り組み
の詳細については、ピアソ
ン・ビジネス・パートナー
の行動規範を参照してく
ださい。

画像イメージ： Kyle Panis



11質問や懸念事項については、PearsonEthics.com からご相談ください。

III. 学習者、顧客、ビジネス・パートナーへの取り組み

A. 学習者の安全と
健康を確保する 
私たちの基準
私たちは、子ども、若者、脆弱な大人を含
めて、あらゆる年齢の学習者にサービス
を提供します。教室またはオンラインで
あるかを問わず、常に、安全、包括的、支
援的、および年齢に適した学習環境を提
供することで、学習者の最善の利益に対
して絶えず力を注ぐ必要があります。	

責任
保護
•	 学習者を保護する自分の責任を理
解し、実行します。悪用の申し立てや
疑いがあった場合は、会社、その従
業員、代理店は、関連する機関に報
告するといた法的義務があります。 

• 子ども、若者、脆弱な大人の安全
や幸福に関する懸念を常に報告し	
ます。必要に応じて、適切なマネー
ジャーや保護機関に報告しなけれ
ばなりません。あなたの懸念点や行	
動を文章化しなければなりません。

• 懸念を報告した後、適切な措置
が講じられていないと思われる
場合は、あなたのマネージャー、
グローバルセーフガードオフィ
サーに上位レベルの処理事項と
して懸念を報告するか、または	
PearsonEthics.comを通じて報告し
てください。

製品とサービス
• すべての学習者が他の人と同じ時
間に同じまたは同等のコンテンツ
にアクセスできる目標に向けて取り
組みます。

• 私たちの製品が安全で使いやすく、
障害を持つ学習者にアクセスしや
すく、内容が包括的かつ年齢に適し	
ていることを保証する責任を理解	
します。

• 製品ライフサイクルのすべての段	
階で、特に学習のための新たなアイ
デア、または革新的なアイデアに対
するこれらの責任を考慮します。

• 効果と研究の原則を適用し、学習者
の成果に対する影響力を高めるこ
とに力を注ぎます。

• 他人の取り組みを自分たちのもの
だとしてごまかしません。私たちは、
原作者または発行者に、使用する
可能性がある資料の承認を求め、	
謝辞を述べます。

• 当社の製品およびサービスで知的
財産を使用するための適切な同意
を得て、他者の著作権および知的財
産権を尊重し、認識します。

これらのトピックの詳細については、
ピアソンアクセシビリティ基準および
Global Product Efficacy & Research 
Neo（グローバル製品有効性＆リサー
チ ネオ） ページを参照してください。 

B. 公平な取引
私たちの基準
正直で尊厳を持って学習者、	
顧客、ビジネス・パートナーや他
人に接します。常に私たちの価	
値観や規範に忠実であり続け
ながら、彼らのニーズを理解し、	
それを満たすために取り組	
みます。

サービスや能力に関して真実を
述べ、守れない約束は交わさな
いことが重要だと思っています。
操作、隠蔽、特権または機密情	
報の乱用、虚偽の表現、不正行為
またはその他の不公平な行為に
よって不当な利益を得ることはあ
りません。要するに、自分がそう
扱われたいように人に接します。

責任
• 正直に、敬意を持って他人	
に接します。

• お客様、学習者、ビジネスパ
ートナーからの妥当な要請
にすべて対応しますが、法
律、規則、行動規範または
会社の方針に違反したり、	
それに反していると思われ
る行為を行うことは絶対にし	
ません。

画像イメージ： Chamin Fernando
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• 他人の機密情報や知的財産権を	
尊重します。

• 守れる約束だけ交わし、約束した	
ことは必ず守ります。

ビジネス・インテリジェンスの収集
ビジネス・インテリジェンスを収集する
とき、従業員やその代理人は最も高い
論理基準を順守し、潜在的な法的懸念
を認識しなければなりません。情報を	
得るため、詐欺や不当表示または策	
略に関与したり、他人をスパイするた	
め侵略的な技術を使用してはなりま	
せん。競争上の情報を第三者と交換す
る場合は、反トラスト法の下で重大な結	
果を招く可能性があり、ピアソンの法務
部門からの指導が必要な場合がある	
ことを認識してください。第三者から情
報を受け取るときは常に注意を払って、
リソースを知り、信用し、彼らが提供する
知識は、企業秘密保護法や機密情報保
持契約で保護されているか必ず確認し
なければなりません。 

当社は競合他社の元従業員を雇用する
可能性がありますが、従業員が以前の	
雇用主の機密情報または商業上機密	
情報を使用または開示しないという	
義務を常に認識し、尊重しています。

C. 公正競争と
独占禁止
私たちの基準
競争抑止的である、または、違法や不正
な手段によって競争を制限するいかな
る行為に決して従事しません。公正競
争規約または独占禁止法では、直接的
または第三者による競合他社との一切
の形式での共謀が禁じられています。	
また、ディストリビューターやビジネス
パートナーに課される特定の種類の拘
束も禁止されています。

責任
常に公平な取引慣行とすべての競争と独
占禁止法に基づき、事業を行わなければ
なりません。サプライヤーや顧客に対して
不適切な圧力をかけてはならず、常に私た
ち自身で商業上の決定を下す必要があり
ます。 

以下は、従業員がしてはいけないことの	
具体的な例です：

• 競合他社との競争機密情報の	
交換（例、随時ベースでも価格、
費用、その他の機密情報、過去ま
たは今後の情報、場合によって	
は機密情報）。これには第三者、	
サプライヤー、顧客を通して間接
的な交換を行うことも含まれます。	
（従業員は特に市場情報に注意を払
わなければなりません。） 

• 競合他社と直接的または間接的に調
整を行い、価格や生産/供給レベル、	
取引条件、取引手続、市場の共有また
は分割に影響を与える。

• 民間または公的入札での他の入札
者との調整（「入札談合」）、または結	
果に影響を与えようと試みる。

• 顧客がピアソン製品の再販売価格	
の管理または設定を試みる。

• 事前に法務部に相談することなく、	
顧客に追加製品の購入を要求する目
的で、製品をバンドリングする。

会議に出席中、または競技者と接触して	
いて、商業機密情報が交換されている、	
または他の反競争的慣行が心配になった
場合は、会議または会話を直ちに離れ、 
可能であれば、お近くのコンプライアン
スオフィサーおよび現地法律顧問にご連	
絡ください。独占禁止法は会社や個人に対
して厳しい結果や刑事罰をもたらすため、
こういった状況を急速に対応する必要が
あります。 

これは法律の複雑な領域であるため、	
不確かな場合は、地域のコンプライアンス
オフィサーにご連絡ください。 

Q質問競合他社の一社か
ら、	機密価格設定情報を	
受け取りました。この場合
は、どうすれば良いですか？

回答 さらなる行動がとら
れる前に、直ちにマネージ
ャーおおよび現地のコンプ
ライアンスオフィサーに連
絡する必要があります。	
そのような情報を受け取っ
た瞬間から、独占禁止法を
尊重し、他人にも同じ事を
行うように要請することが
重要となります。これは、	
状況によって決定される適
切な行動を必要とします。	

質問 展示会に出席する
予定です。潜在的な独占	
禁止問題を回避するため
に特別な予防措置はあり
ますか？

回答 事業者団体の会議
やその他業界の集会で合
理的で価値のある目的を完
全に果たします。ただし、	
これらの会議には、相互の
関心事項を話し合う可能	
性のある競争者が集まる	
ため、競争法および独占禁
止法の下で潜在的な落と	
し穴があります。競争的事
項に関する情報の議論	
または交換を行わないよう
に特に気をつけなければな
りません。競合他社がこれ
らの事項について話し合っ
ている場合は、すぐにあな
たの地域コンプライアンス
オフィサーに状況を報告す
る必要があります。
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D. 政府や政治
家との取引
私たちの基準
直接または第三者、代理店、パートナー
を通して、政府や国有機関と取引を行
います。私たちの方針は政府や取引に
該当する全ての適用法、規則に順守し
ています。特に政府関係者という用語が	
教授、教師と他の学校のスタッフや管	
理人を含むことに留意しなければなり	
ません。

責任
政府や政府関係者との取引は、付加	
的な責任を伴うため注意を払わなけれ
ばなりません。特別な認識とコンプライ
アンスが必要となる領域は以下の通り
です。

政府関係者への贈答や接待
政府関係者に提供される食事やそ
の他の娯楽の形態を含む贈答や
接待は、事前に地域コンプライアン
スオフィサーによって承認されて
いる必要があります。政府関係者
に提供された贈答や接待は、ビジ
ネス上の決定に影響を与えたり、	
不適切な利点を得ることが考えられ	
る場合、承認されません。	

契約と入札
ピアソンとその従業員は、政府の契	
約が公平に与えられることを保証す	
るために指定された特定の法律と	
手続きに従わなければなりません。	
これらの規制の順守を保証するた	
め以下を行わなければなりません。: 

• 入札およびその他の契約上の規	
則と要件に従う。

• 提案依頼書（RFP）、入札、その他の
利益相反と倫理に関するアンケート
についての内部調査に迅速に対応
する。

• 入札に関連する機密情報の共有ま
たはアクセスに関する関連する規
則および手順に従う。

• 競争相手やビジネスパートナーと
競合して、競争以外の入札を提出	
することは決してしない。 

• 必要な「クーリングオフ」の制限を
遵守し、調達プロセスに従事する政
府関係者と雇用機会について以外	
のことを話し合わない。 

• 事前の承認なしに、現在または以
前の政府関係者を使用、雇用また
は補償しない。人事部および雇用管	
理者は、現または元政府関係者を
雇用および保持する前に、地域の
コンプライアンスオフィサー（LCO）	
および総務部と相談する必要があ	
ります。 

政府機関や官庁からの要請
取引の過程で、規制当局や政府関係	
者からの問い合わせを受ける可能性が
あります。全ての場合において、正直で
適時な方法で情報の要求に対応しなけ
ればなりません。情報の要求に応答す
る前に、、特に要請が普通でない、また
は所定の運営上の性質でない場合は、	
法務部に連絡する必要があります。

詳細に関しては、
人事担当者、地域のコンプライアンスオ
フィサー　(Local Compliance Officer)
または、コンプライアンスcompliance@
pearson.comにお問い合わせくだ	
さい。ピアソングローバル方針 ページ
で該当するグローバルおよび地方方針	
のリストが確認できます。 

画像イメージ：Leah Juarez
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IV.利益相反の回避および腐敗防止

A. 利益相反 
私たちの基準
私たちの利益や活動がピアソンの意思
決定を行う能力に影響した場合に利益
相反が発生します。利益相反には主に
以下の3つのタイプがあります。実際の利
益相反（現実と既存の葛藤）、潜在的な利
益相反	（紛争の原因となる可能性のある	
状況）、知覚される利益相反（これが当ては
まらない場合でも、紛争のように見える
状況）。	

私たちの価値観を満たすためには、	
ピアソン、お互い、公衆、第三者との取
引が正直で透明かつ中立的な方法で行
われていることを確認する必要があり	
ます。このことにより、ピアソンの最善
の利益を考慮し、私たちの個人的利害	
関係または利益との紛争の発生を回避
します。  

あらゆる潜在的利益相反を見つけるこ
とは不可能であるため、質問をするこ
とがとても重要になります。不確かな場	
合は、マネージャーおよび人事担当者に
状況を話してください。  

責任
以下は、考えられる利害対立の一般的	
な例です。他のものは地域のピアソンの
方針で取り上げられている可能性があり
ます。

ビジネスチャンス
ピアソンにとって役に立つ可能性のあ
るビジネスチャンスを知った場合は、
まずマネージャーまたは適切な事業部
門のマネージャーとチャンスを話し合
う必要があります。ピアソン外のビジネ
ス機会を追求することが決定された場	
合は、地域のコンプライアンスオフィサー
（LCO）に要請し、承認を受ける必要が
あります。

上場企業の少額株式（発行済株式の	
1％未満）で構成されている場合を除き、
ピアソンと直接または間接に競合する
企業における、皆さんおよび皆さんと	
重要な関係を共有している人の個人投
資は禁じられています。		

上場企業の発行済株式数の1％を超
えるビジネスパートナー、または私有	
企業、または皆さんが重要な関係を共
有しているいずれかの人により所有ま
たは指揮されている企業の場合には、
皆さん、または皆さんと重要な関係を共
有している人が所有または監督するす
べての投資を開示する必要があります。	

調達
直接的または間接的に、皆さん、友人、
または皆さんが重要な関係を共有して
いる人に利益をもたらす調達決定に参
加してはなりません。

 友人と親族
皆さんまたは皆さんと重要な関係
を共有しているいずれかの人が財
政的利益を受ける可能性のある人、
会社、または組織と取引を行っては
なりません。

 個人的な関係
ピアソンは従業員のプライバシー
を尊重しますが、場合によっては個
人的な関係が職場を乱す可能性
があることを認識しています。いず
れの地位の従業員も、従業員の給	
与やキャリアの道に影響を及ぼし
ている、またはマネージメントチェ
ーンを通じて報告行っている、他の
従業員との重要な関係（結婚、家庭	
内パートナー、デートの関係、親
密な家族または家族の関係）を
持ってはなりません。このような
個人的な関係が存在または発
展する場合は、人事担当者およ
びマネージャーに速やかに開	
示し、紛争に対処するためのさら
なる処置（報告やマネジメントチ
ェーンの変更など）が必要な場	
合には、決定が下される必要があり
ます。

画像イメージ： Ben Wight
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社外雇用およびその他のサービス
ピアソンでは、特定の種類の社外雇用（アルバイトなど）が許可さ	
れていますが、潜在的な紛争に対処するために、常にマネージャー
および人事担当者に社外雇用を開示し話し合ってく	ださい。	

新しいビジネス関係
新しいビジネス市場に参入する前に、利益相反が発生する可能性が
あることを慎重に検討してください。必要に応じて、マネージャー、人
事担当者、地域コンプライアンス・オフィサーまたはグローバル・コン
プライアンス・オフィスに相談してください。	

状況が変わり、時間の経過とともに新たな紛争が発生する可能性がありま
す。そのため、自分の状況を定期的に再評価し、潜在的な利害相反について、 
マネージャーや人事担当者と話し合うことが重要です。

B.贈収賄および汚職防止 
私たちの基準
ピアソンは賄賂、汚職に対しゼロ・トレランス政策を行っています。	
賄賂や汚職は、いずれの形式にせよ、我々の価値、規範または会	
社の方針に反しています。	

贈賄防止および汚職反対法に従い、世界中で賄賂や汚職を廃絶	
する支援を行います。ビジネス・パートナーが私たちの義務を共有
し、彼らの行動が会社にとってマイナスの結果をもたらす可能性が
あることを理解よう取り組みます。	

ピアソンの贈収賄および汚職防止方針
ピアソンの贈収賄および汚職防止方針 (ABC 方針)は、ピアソンの全
従業員に適用されます。Neo のグローバルポリシーページで閲覧す
ることができ、詳細と指針について見直す必要があります。 

地域のコンプライアンスオフィサー（LCO）は、ABC方針の遵守状況
を監視し、ABC方針の要求に応じて許可を与えるために、各地域、	
場合によっては小規模事業部門に任命されます。 

ピアソンが運営する国で贈収賄は犯罪であり、罰則は厳しいものに
なります。質問やご不明な点がある場合は、地域のコンプライアンス
オフィサー（LCO）に相談するか、またはABC方針をご確認ください。

責任
•	 賄賂、または奨励金を含むその他の一切の不適切な支払いを提
供したり受け入れたりしません。奨励金の詳細については、ABC
方針を参照してください。

• 支払いが正当に説明され、会社の資金が不法な目的で使用され
ないように、正確な帳簿と記録を保管します。

• 取引先の人物を確認し、適切なデューデリジェンスが実施され	
ていることを地元のコンプライアンスオフィサー（LCO）に確認	
します。 

• 自分で行って許されないことを、第三者を通して決して行い	
ません。

Q質問 時々出張に行くときに、不適切だと
思う行為を発見します。 しかしそれは訪問
先の国の一般的な習慣だそうです。地元
の人は社交辞令であると思っていますが、
私にとっては賄賂だとみなされるものを
提供するよう依頼された場合、どうすれば
いいですか？

回答 会社の方針がそのような支払い	
を禁止している旨をその者に報告し、断ら
なければなりません。留意: どこにいるか
関係なく、私たちの方針が適用されます。
不適当な事業の優位性を得るため、支払
いや高価な物を提供してはなりません。 

質問  出国の許可を得る前に前に役	
人に現金を支払うよう脅された場合、	
または強制された場合はどうすれば良	
いですか。 

回答  役員に支払いを行わないことで、
あなたやあなたが家族に切迫した身体的
侵害の脅威を受ける場合は、要求された
支払いを行ってください。できるだけ早く
現地のコンプライアンスオフィサーに状況
を報告してください。例外なく、そのような
支払いは会社の帳簿と記録に正確に反映
しなければなりません。

質問  地方自治体に私たちを手伝ってく
れる「第三者の使用」について質問があり
ます。私たちがトラブルに巻き込まれない
ことを保証するには何をすればよいでし
ょうか。

回答 あなたが疑問を持つのは当然	
です。ピアソンの変わりに取引を行う代理
店や第三者の管理はとても重要です。彼ら
の評価、背景、能力が適切であることや道
徳的基準を満たすことを保証しなければ
なりません。代理人および第三者は、ビジ
ネスパートナ行動規範に定められた要件
に従って行動することが求められます。	
一般原則として、私たちで行って許されな
いことを第三者を通して行ってはなりま	
せん。 
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C. 贈答品と接待 
私たちの基準
ピアソンが取引する多くの国では、贈
答品や娯楽の交換に関して、一般に認
められた習慣を持っています。正確に
対処された場合、適切および合理的な
贈物や娯楽はビジネス関係の強化に
つながります。しかし悪用した場合、会
社の評価を傷つけ、ビジネスを害し、
違法行為に当たる場合もあります。 

政府関係者に対応するときは特に注
意が必要となります。地域のコンプ
ライアンスオフィサーの承認を得る
ことなく、政府関係者に贈り物を提供
したり、接待することはできません。	
詳細については、上記の項、政府およ
び政府関係者との取引を参照してくだ	
さい。 

ビジネス関係を合理的に補足するも
のである場合、またはピアソンの社内
方針に順守している場合や、全ての適
用法や受取側の会社や国のビジネス
エチケットに順守している場合におい
て、贈物や娯楽は提供されます。

ピアソンの贈答品および接待方針	
では、通常、慣習的なビジネス上の礼
儀としての、価値と頻度が合理的な贈
答品の授受が許可されています。 

質問	数ヶ月間新しい顧客を追求
してきました。顧客との良好な取
引関係を確立するために、スポー
ツや文化イベントに参加したいと
思っています。賄賂とみなされるイ
ベントに顧客を連れて行きま	
すか？

回答 いいえ。顧客を連れてい
かなければ、ピアソンとの契約が
結ばれないという合意がない限
り、そういったことは行ってはなり
ません。 

質問 休暇中、政府関係者外の顧
客にワインと高価なチョコレート
を提供します。これは許可されて
いますか？

回答 はい。ただし、それが名目
的な価額を超えている場合は、地
域のコンプライアンスオフィサー
の承認が必要です。

質問 ビジネス・パートナーにス
ポーツイベントに出席し、会社の
スイート席に座るよう招待されま
した。行くことは許されますか？

回答 贈収賄防止法および汚職
防止法を遵守しチケットの価格が
制限内である限り、ビジネス・パー
トナーとのスポーツ競技への出席
は、適切なビジネス上のもてなし
として認められます。このケースで
は、チケットには企業のスイートの
利用が含まれ、高い金銭的価値を
持つ可能性があります。この事項
をマネージャーと話し合い、事前
承認を求める必要があります。個
人的な使用目的であったり、ビジ
ネス・パートナーがイベントに一
緒に参加しない場合は、あなたが
イベント参加することにビジネス
目的はないため、チケットは容認
できない贈答品としてみなされる
ことを認識してください。 

Q個人資産を使用したり、代理店や
代表者に委ねて、会社が支払うこと
ができないビジネスの贈答品や接	
待の支払いを行うことを試みる事	
は禁止されています。  

責任
• ビジネス関係に相応しい贈答
品や接待のみを提供し、受け取
ります。

• 個人的な贈り物、もてなし、娯楽
品またはサービスを求めては
なりません。

• 現金や現金同等物の贈り物	
をしたり、受け入れたりしてはな
りません。これは決して許され
ません。  

• 贈答品、接待、娯楽品を提供	
する前に、受取側の組織の方針
を理解し、それに遵守します。

• 当社を代表する代理店または
第三者を使用する場合は特に
注意してください。

詳細に関しては、
人事担当者、地域のコンプライアン
スオフィサー　(Local Compliance 
Officer)または、コンプライアンス
compliance@pearson.comにお	
問い合わせください。ピアソングロ
ーバル方針 ページで該当するグロ
ーバルおよび地方方針のリストが
確認できます。 
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V. 私たちの情報と資産の保護 

A. プライバシー
と個人情報 
私たちの基準
ピアソンは、個人情報を委託する個	
人の権利、自由、威厳を尊重します。	
学習者、両親と保護者、我々の顧客、	
ウェブサイトとアプリ使用者、従業員	
と第三者を含みます。この情報の保	
護は、法的要求事項を超えた信頼の	
問題となります。 

デジタルで繋がる環境にある国際的な
会社として、全てのデータプライバシー
に関する適用法を尊重します。一般に	
個人情報（PI）と呼ばれる一部の種類	
の情報には、十分な配慮が必要です。 

PIとは、個人を識別するために使用され
る情報を指します。例として、氏名、電子
メールアドレス、電話番号、身分住所、
生年月日、社会保障番号、パスポート	
番号、支払いカード番号、学習者または
評価記録、ロイヤリティ記録、人事記録な
どが挙げられます。2つ以上の異なる情
報が、識別可能な個人を特定する、また
はそれと結びついている場合、そのすべ
ての情報は個人情報として扱われます。

特定の種類の PI は、その内容および開
示された場合に個人に有害な可能性が
あるため、「機密性の高い個人情報」と
して分類されます。機密性の高い個人
情報には次のものが含まれます：健康
記録; 遺伝的データ; バイオメトリックデ	
ータ、犯罪記録または犯罪に関する	
情報、人種や民族の起源、性生活や性的
指向、政治的加盟や労働組合の会員資
格に関する情報、社会保障番号、全支払	
いカー

ド番号、全金融口座番号、運転免許証番
号、パスポートまたはその他の国家身分
証明書データ。

一部の事業部門は、学校または義務教育
（「学生データ」）における子供または若
者に関するPIを収集または使用してい	
ます。この機密性の高いPIは、最大限の
注意を払って扱う必要があります。 

責任
• PIを保護する責任を負い、PI関連ポ
リシーについて常に情報を把握して
おかなくてはなりません。

• 不正使用、開示、アクセスがあった場
合やその疑惑があった場合は、マネ
ージャーまたはピアソン・セキュリテ
ィ・オペレーション・センターsoc@
pearson.comへ速やかに報告してく
ださい。 

• PIの収集と使用を合法的なビジネ
ス目的に限定し、必要な期間だけ、
会社の方針および適用法に従ってPI 
を保持します。 

• プライバシー対策や、個人の質問	
や懸念に関する連絡方法ついては
透明性が保たれていなければな	
りません。

• 合法的に知る必要があり、利用が
適切に承認されている人とのみ  
PIを共有します。 

• 当社が第三者を利用してサービスを
提供する場合、当社との契約におい
てプライバシー影響やベンダーのリ
スクアセスメントを含め、当社の方
針の要件が反映されていることを確
認します。 

• PIの他国への転送を制限する
法律がある場合、ビジネス目標
を達成し、個人の権利を保護す
る方法について、当社の技術チ
ームおよびデータプライバシー
オフィスチームと協力します。

• 適用可能な製品およびプログ
ラムのプライバシー要件を満た
します。

詳細いついては、マネージャー、
個人情報保護管理責任者、また	
は現地の法務担当者にお問い合	
わせください。

B. 資産の保護
私たちの基準
私たちは皆、会社の資産を保護し、
管理を行い、限られた状況を除い
て、個人目的のために使用されな
いことを保証する責任があります。	
疑問がある場合は、マネージャー	
と相談しなければなりません。

会社の資産には、建物、器材、コンピ
ュータ、オフィス、携帯電話、携帯用
コンピュータ、ファックス、ファイル、
書面、在庫、必需品が含まれます。	
また、知的財産や機密情報も含	
まれます。

画像イメージ：Bridge International
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情報技術の適切な使用
従業員は、ピアソンの電子システムやリ
ソースの使用で、会社をセキュリティま
たは守秘義務の違反、法的請求、破壊活
動、ウイルスまたは類似の問題のリスク
にさらさないように注意しなければなり
ません。

最低限に保たれ、生産性と職場環境に
悪影響を及ぼさない限り、限定的に個人
的な利用を許可します。 

責任
• 適切なライセンスを取得したソフト
ウェアのみを使用します。ピアソン
のパソコンでその他器材に認可さ
れていないまたは海賊版のソフトウ
ェアをコピーしたり使用したりする
ことは厳しく禁じられています。

• ピアソン財産の盗難、横領または不
正流用に関する疑いがあれば報告
します。 

当社の製品、サービス、および活動に	
おいて知的財産を使用するための適	
切な同意または許可を得ることで、	
他者の著作権および知的財産を尊	
重し、認めます。 

C. 機密情報 
私たちの基準
機密情報が不正に公開されることで、	
重大な競争上の優位性が失われ、ピア
ソンに対する評判が害され、顧客や他	
者との関係が損なわれる可能性があり
ます。私たち一人ひとり、他者から委ね	
られた機密情報も同類に、機密情報	
に対して十分な注意を払って保護し	
なければなりません。 

すべての特許、商標、著作権、機密情
報、企業秘密、取引を行う者の機密情報	
を尊重します。 

責任
• 正当なビジネス目的のためにのみ、
機密情報の使用および開示を行い
ます。

Q質問 コピー機で、チーム
の給与情報などの人事部	
の機密情報記録が含まれ	
ている報告書を見つけま	
した。誰もトラブルに巻き込
みたくないですが、こういっ
た情報を皆が見れる場	
所に、そのままにしておくの
は間違っていると思います。	
この場合は、どうすれば良
いですか？

回答  即座に人事部代表
に内密で報告を行い、全世
界のデータ・プライバシー
部門担当にあなたが発見し
た物とあなたの行動を報告
してください。機密情報とプ
ライバシーの保護は各従業
員の責任です。コピー機に
書類を残した人は、他人の
機密性を保護する義務につ
いて忠告を受けます。

• 機密情報に適切なラベルを付けて、
処理、配布、廃棄の方法を示します。 

• 認可された当事者とだけ共有する	
ことによって、知的財産と機密情報	
を保護します。

• 特にオープンオフィス環境では会社
の「クリーンデスク」ガイドラインを	
守り、機密事項やその他の貴重な	
会社の資料を常に職場で保護します。

• 飛行機やエレベーターの中、または
携帯電話を使用するときなど、他人
に聞 かれる可能性があるところで機	
密情報を決して話してはなりません。
また、不在時のファックスやプリンタ
に機密情報を送信しないように注意
しなければなりません。

• 機密情報の紛失や置忘れを直ちに	
報告します。

D. インサイダー取引 
私たちの基準
非公開情報や資料や投資判断の情報を
所持している場合は証券取引法に従い、
ピアソンを含み公開会社の証券を取引
しません。投資判断の情報は、投資家が
株の売買や保持をするか判断するとき	
重要となる情報を含みます。これには、会
社の財政、経営、環境パフォーマンス関す	
るニュースはもちろん、買収、決算、重要な
経営変更、主要契約の開始または終了も
含まれます。

さらに、取引が承認された場合の「公開期
間」以外はピアソンの株式で取引できない
「制限された人物」のリストを保管してい
ます。

インサイダー取引法の違反は、会社や関
わった個人に対して重大な刑罰を課す可
能性があります。取引処理プロセスの詳	
細を提供されている限られた人には、	
通知されます。

責任
• 公開されていない企業情報を、	
自分自身または他人の利益のために
絶対に使用しません。

• 他者からピアソンまたはビジネスパ
ートナーに関する機密情報を要請
されたときは注意しなければなりま	
せん。何気ない対話も内部情報の	
密告として違法行為とみなされます。

• 公表されていない情報は、	
正式な法的処置として要請が
ない限り、ピアソン外に公開し
てはなりません。

詳細については、companysecre-
tary@pearson.com にお問い合
わせください。

E.正確な帳簿
および記録
私たちの基準
透明性に徹し、要請された財	
政報告書の、またはその他規制	
当局へ提出される報告書の完	
全で、正確で、適時で、明確な開	
示を行います。当社の従業員の一
人が従業員、顧客またはビジネ	
スパートナーによる脱税または税
金詐欺の促進に関与することを	
容認したり、許可したり、認めたり
しません。 
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会社の財政開示の準備に関与する従	
業員はこの領域内において特別な責任を
持ち、私たち全員が、業績の記録や書面	
の維持のプロセスにおいて責任を有し	
ます。私たち一人ひとりが、記録した情報	
が正確で、適時で、完全であること、また、	
帳簿と記録の信頼性や完全性が損なわ	
れないように手助けする責任を有します。 

責任
• 経費報告書またはタイムシートで虚偽
の請求を決して行いません。

• いかなる情報を記録するときも、	
可能な限り明確かつ簡潔で、真実で正
確である必要があります。人々とそれ	
らの動機の誇張、不適当な言語、推測、
法的結論と軽蔑的な特徴描写を避け	
てください。

• 財務諸表が明確かつ完全であり、	
取引の本質または実施時期を隠蔽し	
てはなりません。

• 取引の見直しや承認を行う際には、	
当社の方針および手続きを遵守するた
めの適切な時間と詳細を提示します。

• 契約書を含み、署名を行う権限があり、
正確で信頼できる書類のみに署名を行
います。

• 法的に要求される最短期間、会社の文
書保管手順および法的要件に従って、
すべての会社の記録を管理します。

• 文書は、当社の文書保管方針と手順	
に従って破棄される必要があり、決して
調査または監査に応じて、またはそれ
を予期して廃棄されてはなりません。	
法務部から書類の破棄を中止するよう
に通知を受け取ったああ意や、書類が
法的保留の対象となる場合か不確か	
な場合は、破棄の前に、記録が進行中
または保留中の調査や監査に必要で
ないことを確認するため法務またはコ
ンプライアンスに確認してください。

• 会計および税務の原則を理解し、	
遵守しなければなりません。ご不明点
については、Neoのピアソンの財務	
方針 または グローバル税務情報 ペー
ジをそれぞれご覧ください。 

F. 社会とのコミ
ュニケーション
私たちの基準
市民とのコミュニケーションは明白
で、一貫性があり、正確であることが不	
可欠です。許可された人だけが、	
ピアソンに代わってメディアまたは	
投資界のメンバーとに情報伝達を行	
うものとします。 

責任
• 同僚、サプライヤー、顧客、株主	
など、当社に関心を持つ人たち
と正直かつ公然と情報交換を行	
います。

• 会議や外部でのプレゼンテー	
ションは、専門知識を他の人と共
有する優れた方法ですが、経営	
陣により審査が行われる必要が	
あります。なお、法務部または	
総務部によって事前に審査が行わ
れる必要がある場合もあります。

• メディアから会社の事業に関す
る質問を受けた場合は、自分自身	
で回答を行わず、総務部に問い	
合わせてください。

ソーシャルメディアの使用
• ソーシャルメディアを使用する	
場合、権限を与えられていない	
限り、あなたがピアソンに代わっ
て話しているという印象を与えて
はいけません。あなたが従業員で
あること、自分の意見は自分だけ
のものであることを明確に開示し
なければなりません。  

• ソーシャルメディアのすべてのユ
ーザーは、本行動規範で概説さ
れた、職場での他の行動で求めら	
るのと同じ原則に従う必要があり
ます。特に、職場で許されないい
やがらせ、いじめ、差別や報復を
行うことはオンライン上でも禁止	
されていることを認識しなければ
なりません。

注：本 行 動 規 範のいずれの内 容も、 
賃金、時間、またはその他の雇用条件
に関する従業員のコミュニケーション
の妨害、抑制、防止を目的とするもの
ではありません。ピアソンの従業員は、 
そのような活動に携わる、または携わら
ない権利を有します。 

Q質問 Pearson株式の重要
な情報に基づいて取引を行う
ことを許可される時期はいつ
ですか？

回答 会社が重要情報を公
表した後、会社の秘書室 を通
して必要な内部清算を取得し
た後にのみ取引することがで
きます。

質問 第四半期の報告期	
間の終わりに、マネージャー
に追加の費用を記録するよ	
う依頼されました。しかしサ
プライヤーから請求書を受	
領しておらず、業務はまだ始
まっていません。来期には業
務が完了することが確実で	
大した違いを生じると思わな
かったため、記録を行いまし
た。しかし、今になってこれは
正しい行いだったのか疑問を
持っています。

回答 経費は、発生する期間
に記録されなければなりま	
せん。取引を記録した日付の
時点では、業務が始まってお
らず、費用も発生しています。
したがって、これは不当表示
であり、状況によっては詐欺
に値する可能性もあります。
そのような状況では、人事担
当者、地域コンプライアンス
オフィサー、コンプライアンス
またはPearsonEthics.com
に当該事項を報告しなけれ
ばなりません。

詳細に関しては、
人事担当者、地域のコンプライアン
スオフィサー　(Local Compliance 
Officer)または、コンプライアンス
compliance@pearson.comにお問
い合わせください。ピアソングローバ
ル方針 ページで該当するグローバ
ルおよび地方方針のリストが確認で
きます。 
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VI.良き企業市民であること

A. 企業の責任
私たちの基準
すべての企業が社会的責任を果たす
よう努めている中、私たちは、世の中の	
信用を得て維持するためには、国民と
の信頼関係を維持することが優先事項	
であることを認識しています。

責任
社会への貢献
私たちの社会への極めて重要な貢	
献は、人々が学習を通じて進歩を遂げ
ることに役立つことです。最大の世界的
な教育課題の多くは、１つの会社で解	
決することはできません。このため、
私たちは、地元団体、政府、非政府組織
（NGO）など、他の機関とパートナーシ
ップを結び、一丸となって取り組んでい
ます。提携を通して、私たちは、商業と慈
善事業の両方を通して、業務の新しい	
モデルの報告、導入、または試験を行う
ことを促進しています。

私たちの従業員が地域団体と提携する
ことを促進し、正当な理由で従業員が時
間と報酬を提供することを奨励すます。 

人権
私たちの価値は人権と人々の威厳を尊
重することを意味しています。当社は国
連グローバル・コンパクトに加盟してい
ます。平等な雇用、言論の自由と結社
の自由、文化的、経済的、社会的福祉を	
含む普遍的な人権を支援しています。 

私たちは、児童労働の雇用、強制労働、
強制労働の使用、奴隷制度や人身売
買など、違法または非人道的な労働行
為に反対しています。私たちは、当社の
サプライチェーンに関連する英国現代	
奴隷法の条項、ならびに当社が業務	
を遂行し、事業を行っている国の一切の
関連法を遵守するこに全力を尽くしてい
ます。

• 当社またはビジネスパートナーの
事業活動における一切の人権侵害
の疑いや証拠を、人事担当者、地域
コンプライアンスオフィサー、グロ
ーバルコンプライアンスオフィス、	
または総務部に報告します。 

環境への責務
私たちは、環境を適切に保護し、環境	
への影響を管理し、最小限に抑えるため
の会社としての責任を負っています。

• 少なくとも、私たちが事業を行っ	
ているそれぞれの国に適用され	
る関連する環境法および規制を	
遵守します。 

• ビジネス上の意思決定の要因と	
して環境責任を考慮します。 

• ビジネスパートナーと協力して、	
彼らが私たちの環境目標を確実に
サポートするようにします。 

B. 政治活動 
私たちの基準
私たちは個人的な政治献金	
を行ったり、政治運動の援助、
個人的な政治意見を話すこと
含む、自発的に政治的プロセ
スに参加する従業員の権利を	
尊重します。ピアソンでは、投
票を除いて、選挙運動や政治候	
補者の宣伝を支援する目的で、
会社の時間や財産を使用す	
ることが禁じられています。ピ
アソンは、選挙や再選挙を行う	
政党や候補者へ会社の政治	
献金の提供は行いません。

米国の会社の幹部は通常”	
Pay to play条項”と称される
付加的な規制に順守しなけ	
ればなりません。これはピア	
ソンが政府に関連したビジネ
ス活動を行うとき、個人的な	
政治献金を行うことを制限す	
るものです。 

画像イメージ：Micaela Plachetko
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責任
• 企業の資金を政党や候補者に決し	
て投資してはなりません。

• 個人的な政治意見や活動が会社の	
ものと見なされないようにするた	
めの措置を講じます。

• 政治的ロビー活動や政治プロセス	
に影響を及ぼすことを目的とする支	
出は、総務部にて事前に承認され	
管理されなければなりません。 

• 他の従業員に選挙立候補者や政党、 
または政治的な努力への貢献、支 援、
反対を行うように圧力を決してかけて
はなりません。

• 政治関係者の支援や選挙活動によっ
て職務との利益相反を生じさせる、	
または生じさせるように見える事を行
ってはなりません。 

• すべての法律、規則、および当社の	
基準に遵守します。 

C. 国際取引 
私たちの基準
会社が運営するまた取引を行う国の輸出
入管理局、マネーロンダリング規制、関税
法、他の関連法に順守することに従事しま
す。私たち一人ひとりは、業務 に該当する
法律を理解し、行動の合法性が疑わしい
場合は専門家のアドバ イスを求めなけれ
ばなりません。 

責任
• ピアソンの事業所ごとに、適切な	
輸入、輸出および税関記録を維持し	
ます。

• 国境を越えた情報、技術、製品または
ソフトウェアの移転が、輸出入に関す
る法律を遵守していることを確実にす
るため、法務部の指導を求めます。 

• 制裁に適用される国や個人が関
わるビジネスを行う場合は、必ず
ピアソンの適切なリソースに相談
します。

制裁対象国と制裁
対象者との取引
取引や経済制裁に関する法律、規則と
方針の順守は特に複雑ですが、不履
行を行った場合は、厳しい結果をもた
らすことがあります。	

これらの理由から、「高リスク」および
「中リスク」制裁対象国に存在する
企業および在住する個人と取引を
行う前に、制裁チェックが必要となり
ます。「高」および「中」リスク国のリス
ト、ならびにこれらのチェックの実施
方法に関するさらなるガイダンスは、 
Sanctions Neo spaceに掲載されて
います。 

制裁関連の質問や懸念がある場合は、 
sanctionscompliance@pearson.
comまで、制裁チームに通知してくだ
さい。認可された国との取引の詳細
については、ピアソン制裁方針（Sanc-
tions Neo spaceで閲覧可能）、および
ピアソン財務方針（Pearson Global 
Policies pageで閲覧可能）を参照して
ください。

詳細に関しては、
人事担当者、地域のコンプライア	
ンスオフィサー　(Local Compliance 
Off icer)または、コンプライアンス
compliance@pearson.comにお問い
合わせください。ピアソングローバル
方針 ページで該当するグローバルお
よび地方方針のリストが確認できま
す。 

Q質問	現地事務所の立候
補者の資金調達イベントに
参加する予定です。会社の
資 金や資源を使用しない
限り、 ピアソンでの私の職
位を参加者リストやプログ
ラムに記載することは可能
ですか?

回答 いくつかの管轄地	
では、資金調達のイベント
に参加する時を含み、個人
的な政治献金を行う際に	
雇用主を記載することが	
要請されます。.しかし法的
要件とは別に、個人的な政
治活動は会社の活動とはま
ったく別であることを明確
にしなければなりません。 

質問 今度の会社のイベン
トに政治家を招待し、演説
を行ってもらいたいと考え
ています。これは問題にな	
りますか？ 

回答 xx貢献を規制す	
る法律は複雑で、いくつか
の管轄地域では、招待客が
再選挙活動の最中であっ	
たり、会社のイベントが選	
挙活動の支援であったりイ
ベントでの飲食が贈答品と
みなされる可能性があり	
ます。ほとんどの場合、注意
して順守しなければならな
い制限と報告義務がありま
す。

画像イメージ： Miguel Roth
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リソースの概要

トピック お問い合わせ先

当社の行動規範に関するご質問、懸念事項、
違反行為の報告Code of Conduct 。

• ビジネスまたは地理に関してLocal Compliance Officer  
• ビジネスや地理に関する地域の弁護士 
• codeofconduct@pearson.com 
• www.pearsonethics.com

Anti-Bribery & Corruption 
贈答品、接待・旅行券、スポンサーシップの
依頼/慈善寄付の依頼を含む

• ビジネスまたは地理に関してLocal Compliance Officer 
• ビジネスや地理に関する地域の弁護士 
• compliance@pearson.com 
• www.pearsonethics.com

制裁 • sanctionscompliance@pearson.com

CISO（グローバル情報セキュリティ） • インシデントの報告のためのセキュリティオペレーションセンター（SOC）:  
soc@pearson.com

データのプライバシー • データー・プライバシー局のメンバーdataprivacy@pearson.comまたは	
ビジネスまたは地理に関する現地の弁護士

独占禁止 • ビジネスまたは地理に関してLocal Compliance Officer 
• ビジネスまたは地理に関する現地の弁護士

安全衛生 • 現地の安全衛生コーディネーター 
• www.pearsonethics.com

保護・保証 • グローバル・セーフガード・オフィサー 
• www.pearsonethics.com

メディアに関するお問い合わせ 
当社を代行し、一般に公開されるソーシャ
ルメディアを含む

• 現地の総務部

企業責任 
人権、現代奴隷法、国連グローバル・コンパ
クトを含む

• 現地の総務部

グローバルポリシー • Neoのピアソングローバル方針ページ

画像イメージ：Ana Maria 
Castaneda Cano




