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経営責任者から皆様へ
カスケードは75年以上にわたり、常に最善を尽く
して参りました。1943年以降、小規模な機械加工
店から、業界を牽引するマテハンメーカとしての
今日までの事業活動において、高品質の製品、サ
ービスの提供、さらに高レベルの企業倫理規範を
もとに、全世界にわたり確固たるパートナーシップ

を築き上げてまいりました。 

私達は、弊社従業員の安全かつ健全で、公正な職場環境を確保するため
に重要なガイドラインを理解いただくよう、本倫理規定および行動規範
を作成いたしました。本書に記載されている情報およびリソースは、日常
活動における倫理およびコンプライアンスの責任を負うため、および私
たちが相互に、またお客さまや私たちが暮らし、就労する地域との誓約を
全うするために役立ちます。   

本行動規範を確認、参照いただき、違反を目撃したり、またはその疑いが
ある場合は、ご連絡下さい。直面する各々のケースについて詳述されてお
りませんが、倫理的ガイドラインが不確かである場合に正しい行動を行
うための情報、問合せ先や方針が記載されています。  本規範には、雇用
理念および労働慣行の概要が記載されており、すなわち個人サポート、配
慮、相互の尊重が基礎であり、これらは私達が重んじる弊社固有の文化で
もあります。  

過去、現在そして未来の成功は、皆様一人ひとりが日々カスケードおよび
顧客にもたらす技能、献身、熱意の現れです。カスケードに成長をもたら
していただきましたこと、すべての皆様に感謝いたします。 

Davide Roncari
社長兼CEO
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我々の使命 – 成功を未来へ繋ぐ
カスケードコーポレーションは、マテハン機器の設計、製造、マーケティングおよ
びこれに関連した技術の分野において世界をリードする企業です。継続的な成
長および成功への基盤を確保するため、私達は以下の主な目標を掲げています:

▶  継続的な品質、製品およびサービスの価値向上により、お客様の満足度向上
を追求します。

▶  従業員の能力の活用と、協力し、共に成功を収めるため、すべての従業員にや
りがいと価値のある機会を与えます。

▶  長期的な財務健全性および事業実現性を確保するための資本収益率を得ま
す。

これらの目標で成功を収めるための必要条件は、すべての従業員があらゆる領
域における事業活動で最善を尽くすことにあります。

継続的な向上が必要不可欠 – 弊社の製品、サービス、対人関係、競争力および収
益力。

顧客ニーズに対応するための成長
「If we are not moving ahead, we are falling behind」(前進しなければ、後方へ

倒れるしかない）。これは、３つの主な目標からなるカスケードコーポレーション
の成長戦略の前提条件です:

▶  提供製品の拡大。

▶  ターゲットとする市場で生産能力確保。

▶   弊社のグローバルサービスとマーケットシェアの向上。.
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弊社の 
行動規範 

目的と概要
私たちは誠実性を重視しています。 
誠実性は弊社の基礎であり、継続的な成長と成功を確実にするため
の基本です。全ての地域で役職に関わらず、カスケードコーポレーショ
ン (以降「カスケード」)に従事するすべての人々が倫理的な業務の遂
行、および弊社の名声に責任を負っています。
正しい行動をとることは、卓越した製品やサービスを提供するだけで
なく、お客様やビジネスパートナーとの信頼のあるパートナーシップ
の構築にも繋がります。 
弊社の倫理規定および行動規範 (「規範」)は、私たちを手助けするよう
作成されました: 
▶  適用される法律、規則および企業方針の順守。 
▶   事業活動において不正取引の印象を与えるような行為も避けるこ

と。 
▶  誠実さと高レベルの倫理的行動を推進します。

本行動規範の適用対象者
カスケードおよびその拠点、執行役員および取締役会のメンバーを含
むすべての従業員は、本規範に記載されている内容を読み、理解し、こ
れに従う必要があります。
コンサルタント、代理店、仕入先業者、委託業者、その他第三者機関
など、一定の事業パートナーもカスケードの延長として見なされま
す。<p>これらの方々も弊社の代理で業務を行う場合、適用される契
約上の規定と同様に、弊社の規範精神を遵守することが求められま
す。 
弊社のビジネスパートナーや契約社員を監督する立場にある者は、彼
らに弊社の基準について伝え、これを理解させる責任を負います。外
部のビジネスパートナーが私たちの倫理的コンプライアンス基準を
満たさず、または契約上の義務を果たさなかった場合、契約を解除す
ることがあります。  

弊社の行動規範 



7

法令の遵守
カスケードは、弊社の事業活動において適用されるすべての法
令、規制、規定を遵守するように努めています。皆様の質問全て
について、または直面するあらゆる状況を想定することは不可
能なため、弊社は本規範の他、手助けとなるその他の資料を提
供いたします。追加資料は、本規範に記載されています。私たち
は常に皆様が正当な決断をされると信頼しており、必要な場合
にはいつでも助言いたします。 
弊社は様々な国で事業を展開しているため、異なる法規制また
は習慣が適用される場合があることに留意することが重要で
す。弊社は全世界のクライアント、ビジネスパートナー、協働者
の規範を尊重するとともに、全ての従業員は少なくとも本規範
の基準および要件を順守しなければなりません。弊社の規範が
現地の法令または要件と矛盾する場合、以下よりガイダンスを
要求ください:
▶  現地のジェネラルマネージャー
▶  その他のマネージャー
▶  現地の人事部門
▶  カスケード役員
▶  カスケードの企業法律顧問
お問い合わせ先については、 ページ 38の「資料」を参照してく
ださい。

 Q&A
私は管理職の立場にあり、誰かが私に告発した場合、私は
どのような責任を負うのかわかりません。また最高幹部が
これに関わっていた場合はどうなりますか?

その申し立てに誰が関わっていても、あなたは報告しな
ければなりません。カスケードは、報告を行うためにさま
ざまな手段を提供しています。いかなる理由でも、特定の
個人への報告がためらわれる場合は、本規範に表記され
ているその他のリソース、またはその他の管理職者に連
絡することができます (「質問および報告について」の使
用可能なリソースを参照)。

従業員の責任
困難な選択を迫られる場合があ
ったとしても、私たち一人ひとりが
誠実に行動する責任を負います。
カスケードが求める行動:
•  当社の規範および方針を理解し
順守する.あなたの特定の業務に
おける責任に適用される事項に
特に注意してください。 

•  要求されるすべての従業員トレ
ーニングに適時に参加し、現行
の基準および要件を理解する。

•  当社を代表して行動する場合は、
常にプロフェッショナル、公正、
倫理的に行動する。

• �違法行為、当社の規範、方針へ
違反が生じる疑いがある場合は
管理職者、役員または本規範に
記載されているリソースに報告
する。

•  調査や監査に応じる場合は真実
を伝えて協力し、調査が行われる
際、または行われる前に記録の
改ざんまたは破棄を行わない。

重要:
業績目標を達成するためであった
としても、違法行為または当社の
規範や方針に反する行為を行っ
てはなりません。

カスケードコーポレーション 倫理規定および行動規範 7
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管理職者の追加責任
カスケードの管理職者は以下の追加責任を負うことが求められています:
▶   模範を示すこと。管理職者として、倫理的な業務遂行における高い基準を

満たすことが求められます。
▶  尊厳と尊重の促進。個人の価値を尊重し、オープンなコミュニケーション

が行える職場環境の構築をサポートする。 
▶  他の人のリソースとしての役割を果たす。弊社の規範と方針がどのように

日常の業務に適用されるかについて、従業員およびその他のビジネスパ
ートナーとのコミュニケーションを図る。

▶  率先的に行動する。他者との困難な状況に対し、倫理的に対応し、議論す
る機会を見つける。

▶  迅速かつ効果的に反応する。懸念される事案が発生した場合、すべての関
係者を尊重し、真摯に対応すること。  

▶  あなた自身の権限が制限されていることを認識すること。自身の権限以上
の行動を起こさないこと。何が適切(または適切でない)かが不明な場合
は、管理職者と話し合うこと。 

▶   責任の追求。違法行為または反倫理的行動を行った疑いのある個人を絶
対に特定しないでください。

 Q&A
私は、私の監督下にない分野で反規範的行為を目撃しました。問題を
報告する必要がありますか？
あなたは主に、あなたが監督する従業員およびその他の第三者に対す
る責任を負いますが、すべてのカスケード従業員は違法行為を報告す
る義務を負います。監督者の立場にあるあなたは、率先して行動するこ
とが求められます。最善の方策は、まず問題が生じているそのエリアを
担当する管理職者に相談し、実行できない、または効果的でない場合
は、本規範に記載されている他のリソースを用いる必要があります。
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正しい意思決定 – 倫理的意思決定に関する弊社のガイ
ドライン
正しい意思決定を行うことは、いつも容易であるとは限りません。プレッシャ
ーがあったり、何をすべきかわからない場合もあります。厳しい決断を下す場
合でも、あなたは決して一人ではないことを覚えておいてください。あなたを
サポートするリソースがあります。 

困難な決断を下す場面に直面したら? 
自分自身に問いかけてみるといいかもしれません。
▶  これは合法ですか?
▶  弊社の規範および使命と一致していますか?
▶   私の監督者やカスケード社内の他の人々がこれを知った場合に、

私は安心していられるでしょうか?
▶  私の決断または行動が公表された場合に、安心していられますか?
これらの質問にすべて「はい」で答えられる場合は、その決断を行うこ
とは正しいでしょう。もし、いずれかの質問への答えが「いいえ」や「わ
からない」となる場合は、指導を仰いでください。

さらに覚えておいてください …
あなたのフィードバックは重要です。弊社の規範、方針の強化、特定の
課題解消のリソースについてご提案をお持ちの場合は、是非お申し出
ください。私たち全員が、倫理的なカスケードを促進する責任を負っ
ています。

質問および報告について – EthicsPointホットライン
法律、弊社の規範または方針に反する行為を見たり、疑いを持った場合、ま
たどのように行動すべきか質問がある場合は、貴方の監督者に相談して下さ
い。   
もしも自身の上長に話すことを躊躇する場合は、あなたをサポートするその
他のリソースがあります。  ページ 38.のリソースを参照してください。
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ホットラインを使用した場合
EthicsPointホットラインウェブポータルおよび電話は、週7日、24時間体制で
対応しています。コーポレートコンプライアンスサービスの独立した第三者機
関の訓練を受けたスペシャリストが電話で対応し、あなたからの報告内容を
記録し、詳細な調査を行うためにカスケードに書面のレポートを提出します。��
ホットラインに連絡した際に、現地の法律で許可されている地域では匿名で
報告することができます。匿名で報告した場合でも、レポートは同様に取り扱
われます。
報告後、あなたの懸念事項を追跡できる識別番号が付与されます。匿名によ
る報告の場合、効果的な調査のために追加情報が必要となる場合が有り、フ
ォローアップが非常に重要となります。この識別番号で本件に関する解決策
を追跡することも可能ですが、プライバシー保護の観点から、カスケードは個
人の懲戒処分については情報を提供できません。�
報告内容は、審議に関与するすべての人によって機密情報として取り扱われ、
必要に応じて調査が行われます。�

カスケードは、懸念事項が適切に取り扱われるよう相応しい対応を講じます。
誰かが報告しなければ、問題の解決につながらないことを覚えておいてください。

 Q&A
私は、全てのカスケードのコンピューターが、私のパソコンが接続したウ
ェブサイトを示すサーバーログを生成することと理解しています。.私の
職場のパソコンからEthicsPointホットラインに報告書を送信した場合、
このログによって私がレポート発信者であることが特定されますか?

その通りです。カスケードのコンピューターは、あなたのパソコンが接
続したすべてのウェブサイトを示すサーバーログを保管しています。厳
格な方針に従い、私たちはこれらのログを使用して、報告書の発信者を
特定することは一切ございません。それでも懸念する場合は、カスカー
ド以外のコンピューターに報告書を送信することも可能です。業務時
間中に作成されるレポートは、１２％以下であることにご留意下さい。
ほとんどの方は、レポートを勤務時間外および週末に自宅や、図書館な
どの公共のパソコンから送信しています。

 Q&A
自宅から報告書を送信した場合、どのように匿名で報告されたことが保
証されますか?

EthicsPointホットラインは、IPアドレスを伴う内部接続ログを生成した
り保存したりしません。このため、ご使用になるパソコンとホットライン
を繋ぐ情報は存在しません。自宅、他者のパソコン、またはあらゆるイ
ンターネットポータルからの報告において、匿名性は保護されていま
す。インターネットポータルは、訪問者をスクリーン名で特定することが
なく、またEthicsPointホットラインシステムはIPアドレスを除外します。
サービスは、報告書の発信元を特定しません。弊社がEthicsPointをサ
ービスプロバイダーとして選択したのは、セキュリティレベルが重要で
あったためです。
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 Q&A
何者かがEthicsPointホットラインを悪用し、匿名で電話を掛け、偽りの
告発を行った場合はどうなりますか?

これまでの経験上、ホットラインが悪用目的で使用されることは稀で
あることが確認されていますが、私たちは電話の内容をフォローアップ
し、ホットラインを悪用して虚偽を拡散したり、他者に脅威を与えたり、
または不当に個人の評判に深刻な損害を与える行為を行った者を懲
戒処分の対象とします。 

報復禁止方針 
弊社は、誠実に法律や弊社の規範や方針に反する行為についての質問およ
び報告を行った従業員、または不正行為の疑いに関する調査に協力した個
人に対するいかなる報復も許しません。  

「良心に基づいて」報告するということは、後にこれらの情報が実証されない
または誤りであると結論付けられたとしても、その報告者が自分が知る限り
の正直、 正確かつ完全な説明を提供したことを意味します。 

 Q&A
私は業務において、管理職者も絡んだ倫理に反する行為があるのでは
ないかと疑っています。この疑念を報告すべきであることは理解してお
り、EthicsPointホットラインを使用しようと考えておりますが、報復され
るのではないかと心配しています。

不法行為を報告することが奨励されており、この状況においてホット
ラインを使用することは良い選択肢です。弊社はこの疑惑について調
査を行い、追加情報を得るために連絡を取る必要があるかもしれませ
ん。報告を行った後に、報復されると思われた場合は、それについても
報告して下さい。弊社は、報復行為に関する報告について極めて真摯
に対応します。報復行為に関する報告は、徹底的に調査し、事実であっ
た場合は懲戒処分の対象とします。

説明責任と規律
法律、当社の規範や方針に違反する行為、または他者にこれらの行為を奨励
することは、当社が法的制裁を受け、会社の評判に深刻な損害を与える恐れ
があります。倫理やコンプライアンスに関する懸念が生じた場合は、効果的な
解決策を講じる必要があるため、それを報告してください。法律や規定に反す
る行為は、訴訟等の法的手続き、また民事賠償および懲役刑を含む刑事罰を
招く場合があることをご理解下さい。 

当規範の適用除外および変更
ごく稀に、当規範の一部適用除外を行う必要があります。取締役または役員
に対する当規範の適用除外は、取締役会で承認されなければなりません。当
規範の最新版は、カスケードのイントラネットに掲載されています。 



安全かつ健全な 
就労環境の促進

多様性 、機会均等、差別禁止 
カスケードでは、さまざまな経歴、スキル、文化をもつ従業員から成る優れた
チームが、当社の業績に貢献しています。 
当社は、人種、肌の色、性別、国籍、年齢、宗教、障害、社会的または経済的地
位、性的指向に基づいた差別を禁止する規則を順守し、同僚、就職希望者、事
業パートナーを資格、技能、功績に基づいて評価しています。 

誓約:
敬意と尊厳を払い、他者と接します。 
 求人・雇用において多様性を推進します。
法律および当社の方針で保護される個人の特性に基づく差別を行い
ません。

 注意喚起:
他者を侮辱するようなEメール、ソーシャルメディアコンテンツを含む、
コメント、ジョークまたはマテリアル。
他人を判断する際の不適切な先入観。人を監督する場合は、その人の
行動で判断してください。決断を下す際には、無関係の思考を取り入れ
ないでください。客観的で定量的な基準を用いてください。

 Q&A
私の同僚が特定の国籍に対する冗談や侮辱的�なコメントを含むEメー
ルを送信しています。不愉快な気持ちになりますが、誰も彼らに注意した
ことがありません。私はどうすべきでしょうか?

担当の管理職者または人事部門に報告してください。この種のジョーク
を送信することは、当社の価値を損なうとともに、Eメール使用により当
社の方針を侵害し、多様性の尊重、 差別禁止、ハラスメント禁止という
当社の基準に反します。なにも行動を起こさないことは、差別を容認し
たことにもなり、これまで全員で築き上げてきたチームワーク環境に深
刻な影響をもたらします。

安全かつ健全な就
労環境の促進 
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ハラスメントのない職場環境 
私たち全員に、脅しやハラスメント、嫌がらせのない職場環境で働く権利があ
ります。 
相手を不快にさせる言動、行為、他者の業務を妨げる行為、威圧的、攻撃的、
乱暴または敵対的な職場での行為は禁止されています。  

尊重の促進
カスケードは以下の行為を禁止しています:
• 威嚇的発言、卑猥な通話、ストーキング、その他の嫌がらせ行為.
• �他者の物を故意に破壊する、または怪我のおそれを招く攻撃的な行為。
• �社内外における、いつ、いかなる目的での脅迫的、威嚇的または他者へ強要
する行為

• �職場での武器の所持。当社の建物のみならず、駐車場、当社が管理するその
他の作業現場も含みます。

誓約:
他者を不快にする行為を同僚が行っている場合は注意して下さい。 
 性的な誘いかけ、その他のあらゆる性的な要素を帯びた不快な発言や
言動を含む、セクシャルハラスメントを一切容認しないで下さい。 
 プロフェッショナリズムの遂行。不適切なインターネットサイトや性的
に露骨または不快な画像を閲覧しないでください。
安全、倫理的、プロフェッショナルなカスケードを構築する方針に対し、
前向きに取り組んでください。  
共に働く能力や生産性を損なう脅迫やハラスメントに関わるいかなる
行為も報告して下さい。

 注意喚起:
相手を不快にさせる発言、振る舞い、身体的接触。
性的に露骨または不快な画像やその他のマテリアル。
性的に露骨、または不快な冗談およびコメント(明示的、または皮肉で
の)、視姦。
言葉の暴力、威嚇、罵倒。
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セクシャルハラスメント
ハラスメントの中でも最も高い頻度で行われるのがセクシャルハラスメントで
あり、一般的に以下の場合に発生します:
• �雇用条件として、または雇用決定を行う基準としての誘いの要求、性的な誘
いかけや接待の要求、�その他あらゆる性的な要素を含む言動。

• �威圧的、不快ないし好ましくない職場環境は、不快で性的な誘い、侮辱的な
冗談、その他あらゆる性的な性質を帯びた言動から生まれます。

Q&A
出張先で同僚が私をしつこく食事に誘い、私の外見に関して不快な発言
をしました。この同僚に注意をしましたが、止めませんでした。この時、私
たちはオフィスにおらず、通常の勤務時間外でした。どのように行動すべ
きですか？これはハラスメントですか？

その通りです。.このような行為は容認されるべきではありません。勤務
時間外であろうと、出張先であろうと、業務に関連したあらゆる状況下
で適用されます。同僚にこのような言動をやめるように注意し、それで
もやめなかった場合は、問題を報告してください。 

 Q&A
私の親友の一人がセクシャルハラスメントの申し立てを受け、調査が行
われていることを知りました。これは何かの誤りであると信じており、この
友人に事前に警告、または本件について知らせ、この状況から守れるよ
うにしたいと思っています。友達として私にはこのことを彼に知らせる責
任はありませんか？

どのような状況であっても絶対に知らせないでください。あなたの友
人には、この申し立てを拒否する機会が与えられており、公正で厳正な
調査が行われるよう取り組まれています。セクシャルハラスメントの申
し立ては、個人のみならず当社も巻き込む非常に深刻な問題です。友
人に知らせることで調査が難航し、当社を更なる危険に晒し、追加費用
が発生する場合があります。 
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健康および安全性 
安全性の確保は、当社にとって不可欠な要素です。私たち一人ひとりが自分自
身および他者を保護する行動をとる責任を負っています。 
私たち全員が積極的に取り組み支え合うことで、職場環境における安全と健
康を確保する目標が達成できます。健康や環境に害を及ぼす可能性が生じた
場合は、直ちに報告しなければなりません。すべての報告は、報復を恐れるこ
となく行うことができます。 
安全は雇用の必須条件であり、取締役、執行役員、従業員の各自がカスケード
を事故のない職場にすることに尽力する必要があります。

誓約:
健康、安全、セキュリティに関する諸法規を遵守し、職場に適用される
規制に従ってください。 
安全性に問題のある設備や、健康、安全、環境を脅かす状況が生じた
場合には直ちに監督者に報告して下さい。従業員は、自身の安全が危
険に晒されると感じた場合は、直ちに作業を中止する権限を有し、その
責任を負っています。 
 ワークステーション、通路、その他の作業スペースから障害物、配線、そ
の他の危険物を排除し、清潔で安全な作業環境を維持してください。

 注意喚起:
 危険な行動または作業条件。
施設への立入手順やパスワードプロトコルなど、セキュリティ対策施行
における不注意。

アルコールおよび薬物
職場にいる間、および業務中は:
•�いつでも業務が遂行できる状態でなければなりません–�不健康であってはな
りません。�
• �安全で効果的な作業環境を脅かしたり、当社の評価を損なうような不法な
薬物の使用、所有、また影響を受けていてはなりません。

職場での暴力
カスケードではいかなる暴力行為も禁止されています。当社は以下の行為を
一切容認しません:
• 威嚇的、脅迫的、敵対的行動。
• 他者を負傷させる行為。
• 破壊、放火、妨害、その他の犯罪行為。
• �許可されている場合を除いた、社内への武器の持ち込み。
•��カスケード敷地内での火器、爆発物、その他危険な武器の所有、または武器
としての物の使用。
• �過失や命を脅かす傷害、他人の生命、健康、安全、家族、所有物に損害を与え
る行為。
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 Q&A
私の担当部署で危険な行為が行われていることに気が付きました。誰に
連絡すべきですか?�まだ働き始めたばかりで、トラブルメーカー呼ばわり
されたくありません。�

懸念している内容を担当の管理職者または人事部に相談してくださ
い。それらの行いへの都合の良い理由になるかもしれませんが、安全
に関する懸念を相談する者はトラブルメーカーではなく、むしろ他者へ
の安全について懸念する責任感の強い従業員であると捉えて下さい。   

 Q&A
下請け業者が当社の基準に反する行為を行いました。下請け業者も当
社の従業員と同様に健康、安全、セキュリティに関する方針および手順
を順守する必要がありますか?

もちろんです。管理職者は、下請け業者およびベンダーがカスケードで
作業するに当たり、各施設で適用されるすべての法規制、および当社
の追加要件を理解し、順守させる責任を負っています。  
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財務の健全性 
金融情報の開示および業績の正確性と完全性は、情報を活用した意思
決定、および投資家、規制当局、その他関係者を支援するために必要
不可欠です。当社の帳簿及び財務諸表は、当社の方針に沿って、取引及
び資産を合理的かつ詳細に、また正確かつ公正に反映されていなけ
ればなりません。 
一部の従業員はこの分野において特別な責任を負いますが、私たち全
員が事業収益の記録やその記録の管理に貢献する必要があります。記
録した情報が正確、適時かつ完全であることを保証し、内部管理、開示
管理、法的義務と整合性のある形で維持する必要があります。 

誓約:
 実際の取引を正確かつ公正に反映した事業収益記録の作成。透
明性と真実性の原則の順守。
事業に関わる通信内容は慎重に作成する。作成した記録が後に
公開される場合があることを念頭に入れ作成する。

 注意喚起:
不明確で完全でない、または実際の内容を隠ぺいする記録の作
成。 
開示または記録されていない資本、資産、負債。
 書類の不適切な廃棄。

 Q&A
前決算期の最後に、仕入先業者から請求書を受け取っておらず、
作業がまだ開始されていないにもかかわらず、マネージャーが追
加の費用を記録するよう私に依頼しました。次の四半期にその業
務の完了が確実であったため、これを行うことに同意しました。今
思うと、正しい行動であったかわかりません。

いいえ、誤った行為です。費用は、発生した期間に記録されなけ
ればなりません。作業はまだ開始されておらず、費用はあなたが
記録した日付に発生していません。これは虚偽表示に該当し、状
況によっては詐欺行為とみなされます。  

情報と 
資産の保全

情報と資産の保全
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会社記録の保管 
文書はカスケードの方針に従って廃棄し、破棄したり隠したりしてはなりませ
ん。不正行為を隠ぺいしたり、他者が行うことを容認してはなりません。調査ま
たは監査を受けて、または見越して文書を破棄してはなりません。
会社記録の保存または破棄に関してご質問がある場合は、管理職者または人
事部門にお問い合わせ下さい。�

物的および電子的財産
私たち全員が物的および電子的財産を管理しており、注意してこれらを使用
する責任を個人的に負い、不正使用、悪用、乱用から保護しなければなりませ
ん。当社の財産には、設備、装置、情報システムが含まれています。   
これらの財産の個人的使用は認められていませんが、許可された場合は、職
場環境や生産性に悪影響を与えない最小限の範囲での使用とします。

誓約:
カスケード施設、材料、設備は職責の下に使用し、不正または違法行為
には絶対に使用しないこと。
 特に設備の電源投入／停止に従事する従業員は、物理的に安全性を
確保した行動をとってください。
 また適切なサイバーセキュリティ対策を講じ、電子的リソースおよびシ
ステムの向上に貢献してください:

▶    他者を不快にさせる内容をカスケードの設備や情報システムを使
用して、作成、保存、送信しないでください。

▶  パスワードを共用したり、友人や家族を含む他者にカスケードのリ
ソースを使用させないでください。

▶  適切なライセンスを付与されたソフトウェアのみを使用してくださ
い。ライセンスのない不正なソフトウェアを会社のコンピューターで
コピーまたは使用する、またはその他の機器で業務を遂行すること
は固く禁止されています。特定の使用において、ソフトウェアにライ
センスが付与されているかについて質問がある場合は、当社のIT部
門にお問い合わせください。 

 注意喚起:
 承認なしでカスケードの設備を借用または使用を要求する。
不明な個人が正当な資格なしに当社の施設に立ち入る。
 私用目的でカスケードのリソースを過剰に使用する。
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 Q&A
カスケードのインターネットシステムを個人的なEメールやインターネッ
トアクセス用に使用することはできますか?

限られた範囲で使用することができます。カスケードのEメールシステ
ムおよびインターネットは、非常に重要なビジネスツールであり、カス
ケードの事業目的で使用されるものです。しかしながら、日常において
電話による通話と同じように、個人的なEメールの通信やインターネッ
トの使用が必要となることを私たちは理解しています。カスケードシス
テムを個人目的で使用する際に乱用しないこと、また業務の妨げにな
らないようにすることについては、あなた自身が責任を負います。一部
の使用、たとえば乱暴、卑猥、攻撃的、冒涜的内容のEメール、事業にお
いて反職業的、煽情的、不適切なコンテンツの閲覧やダウンロードを行
うためのインターネントの使用は固く禁じられています。ある人が差し
さわりのない内容であると思った場合でも、他の従業員にとっては不
快な内容である場合があります。インターネットおよびEメールの内容
の妥当性については、カスケードのみが判断する権限を有します。性的
な内容、露骨な内容、またはインターネットセッションやEメール通信に
ふさわしくない内容を個人的または業務目的で使用することは一切で
きません。当社はこれに関してゼロ・トレランス方針を採用しています。
相互に交わす通信を含む、社内の従業員間の不適切なEメールのやり
取りが法的に定義される職場でのセクシャルハラスメントに該当する
場合があります。両者が了解したうえで行われた通信であっても、セク
シャルハラスメントと解釈される内容を含むEメール通信は、一切認め
られていません。この方針に違反した場合は、解雇処分を含む重大な
懲戒措置を招く場合があります。

 Q&A
会社が私のEメールやインターネット使用履歴にアクセスすることができ
ますか?

はい。カスケードシステムをベースとしたEメールの送受信やインター
ネット接続は、会社の記録とみなされます。当社は定期的にEメールの
監視を行うことはありませんが、カスケードは過去および現在のEメー
ル通信内容をいつでも検査する権利を有しており、この方針に対する
深刻な違反行為の疑いがあった場合は、調査を行うことを承知おき下
さい。本方針は一部の国では制限されていますが、事前に従業員に通
知することが支持されています。
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機密情報 
私たち一人一人が警戒し、知的財産、個人情報、およびカスケードまたはそ
の顧客のビジネスを扱う非公開情報を含むカスケードの機密情報を保護す
る必要があります。これはすなわち、これらの機密情報へは業務を遂行する
ため、また許可された目的でのみ、安全で制限されたアクセスで行うことが
できることを意味しています。
これはまた、カスケードでの雇用が終了してからもこれらの情報の機密性を
維持する必要があることを意味しています。
お客様、取引先パートナー、その他各地で私たちは信頼されています – 当社
は彼らの機密情報も保護する必要があります。  

誓約:
機密情報には、取扱い、配布、破棄方法を記載した適切なラベルを付
けます。
機密情報の使用および開示は、正当な業務目的でのみ行います。
当社の機密情報は、許可された関係者にのみ共有し、保護します。
カスケード情報システムを使用してのみ会社情報の保存、通信を行っ
てください。
 当社に提供されたお客様や取引先の機密情報の保護、使用、開示に
関する要件を理解します。
機密情報の喪失または盗難が生じた場合は、直ちに管理職者に報告
します。

 注意喚起:
他者が聞き取ることができる場所でのカスケードの機密情報につい
ての議論 – 例えば飛行機やエレベーター内、携帯電話を使用したり、
安全でないネットワークを使用する場合など。
無人のファックスやプリンターへの機密情報の送信。
重大な情報を含む用紙の不十分な細断または不適切な廃棄。 
取引先からの当社の顧客またはその他の取引先について、関連する
業務要件や権限がないかという機密情報の要求。 
無料または個人が購入したインターネットホストホスティング、コラボ
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レーションまたはクラウドサービスの使用。 

知的財産
カスケードは、技術開発およびイノベーションのために多大なリソースを提供
するよう努めます。当社の知的財産の創造および保護は、当社の事業に必要
不可欠です。当社の知的財産の例:
• �企業秘密および発見
• �方法、ノウハウ、技術
• �革新性およびデザイン
•��システム、ソフトウェア、テクノロジー
• �特許、登録商標、著作権
あなたがカスケードで雇用されている間に行った開発やその他の知的財産
は、すみやかに当社の管理職者に公表してください。
カスケードの従業員、納入業者、契約業者は、カスケードの機密情報および
知的財産の使用についての同意書に署名することが求められる場合がありま
す。カスケードを退職する際、機密情報を含む文書、その他資料のコピーや所
持を行うことは禁止されています。既に退職した従業員もカスケードで雇用さ
れていた期間に得た機密情報を保持する義務を負います。�

データプライバシー
当社は、他者の個人情報を保護し、尊重します。業務を行う上で、重要な情報
を収集、アクセス、使用、保存、共有、削除する必要がある場合は、当社の方針
および適用されるすべての法令に従ってください。これらの情報は、正当な業
務目的にのみカスケード外部の他者と共有してください。これらの情報は、個
人情報に該当することを念頭においてください。これらの情報には、個人を直
接または間接的に特定することができる以下の内容が含まれています:
• �氏名
•��Eメールアドレス
• �電話番号
•��クレジットカード番号

 Q&A
カスケードで雇用されている期間に、当社の事業とは全く関係のない発
明を行った場合、会社がこの開発の権利を有しますか?

いいえ。ただし、製品および製品の改良やアイデア、または当社で雇用
されている期間に、当社がデザイン、生産、販売した製品、もしくは当社
が製造または販売した製品とみなされるものに関しての改良は、当社
の資産となります。
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競合他社の情報
競合他社の情報は、今日の市場競争において、重要な資産です。ビジネスイン
テリジェンスを収集する場合は、カスケードの従業員および当社の代理で業
務を行うその他関係者も、最も高い倫理基準をもって活動する必要がありま
す。
情報を得るために不正行為 、虚偽の陳述、欺瞞は絶対に行わず、他社へ侵入
するためにスパイウェア技術は使用しないでください。第三者から情報を受
ける場合、私たちも注意する必要があります。第三者が提供する情報ソースは
把握および信頼できる必要があり、提供される情報は企業秘密保護法、秘密
保持、または守秘義務契約書で保護されていないことを確認してください。 
競合他社で雇用されていたカスケードの従業員は、競合他社の機密情報の
使用および開示が禁止されている状況にあることを当社は理解し、尊重しま
す。

誓約:
競合他社の情報収集は、合法で倫理的な方法で行い、決して不正行為
は行いません。 
他者が競合他社の情報を保護する責任があることを尊重します。  

 注意喚起:
法規制や契約に反して、前従業員の資料やコンピューター記録を保管
する。
正当な許可なく、他者の機密情報を使用する。
採用面接を利用して、競合他社の機密情報を収集する。
発想元が不明であるにもかかわらず、第三者からの新製品や製品特
性、またサービスなどの提案を受ける。
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カスケードを代表した発言
当社は、内部および公共において公正、プロフェッショナル、合法的なコミュ
ニケーションを行うために尽力しています。 
私たちは、公共で情報を公開したり提供する際に一貫した見解を持たなけれ
ばなりません。このため、権限のある人のみがカスケードを代表して発言しな
ければなりません。メディアとのコミュニケーションは、経営幹部または当社
のコーポレートマーケティング部門が行います。

完全、公正、適時開示
当社では、当社の業績や決算内容を記載した報告書および文書、ならびにそ
の他の公開文書が完全、公正、適時開示となるよう努めています。�

 注意喚起:
 経営幹部または当社のコーポレートマーケティング部門からの正当な
承認のない、当社に関する公共での発言、専門紙およびその他の公共
広告向けの記事の作成。
個人確認のためにのみ使用できることを理解しているにもかかわら
ず、カスケードの業務以外で自身の役職、所属を使用する。
 カスケードまたは当社の顧客や取引先に関する質問をするジャーナリ
ストやアナリストとの「オフレコ」でのインタビューの誘い。

ソーシャルメディア
オンラインで公開されるコミュニケーションには注意してください。インター
ネットのディスカッショングループ、チャットルーム、掲示板、ブログ、ソーシャ
ルメディアサイト、またはその他の電子コミュニケーションに参加する場合
は、偽名を使用している場合でも、カスケードを代表して発言しているような
印象は絶対に与えないでください。
当社に関する誤った方法が掲示されたと思われた場合も、状況を修正する目
的であっても、公式でない情報を掲示したり、共有しないでください。これらを
掲示することで誤解を招き、風評被害を招いたり、不正確で誤った情報が広
がる場合があります。この場合、コーポレートマーケティングマネージャーへ
連絡してください。
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捜査当局との協力 
全従業員は、当社で実施される内外部の調査および監査に協力することが求
められています。また、業務において政府関係者から質問や取り調べを受ける
ことがあります。 
全面的に協力することが求められ、提供する情報が正当、正確、完全であるこ
とを確認してください。政府関係者による検査または取り調べが行われる可能
性があることを知った場合、何か行動または確約する前に担当のマネージャ
ーへ連絡してください。さらに最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者(COO) 
、またはグローバルVP人事部に連絡することもできます。 

 注意喚起:
改ざんされた情報。文書の提出を要求された場合に、これらの文書を廃
棄、改ざん、隠蔽しないでください。
違法な影響。他者に影響を与えるために、不完全、虚偽や誤解を招く情
報を当社や政府調査関係者に提供したり、しようとしないでください。

反汚職・贈収賄方針
当社は、各地域の習慣に関わらず、いかなる形式での贈収賄、その他の汚職行
為は、不当な業務執行であると認識しています。カスケードは、適用されるすべ
ての贈収賄防止法を遵守することに専心しています。 
当社は、いかなる理由であっても、あらゆる類のリベート、賄賂、あるいは斡旋
料の支払を一切行いません。これは、カスケードを代表するすべての人および
企業にも適用されます。 

重要な定義 
贈収賄�は、ビジネス、金銭的、または商業的有利性を得るために、価値のある
物を提供または受領(またはこれを勧誘)する行為のことです。�
汚職とは、委任された権力を個人の利益のために乱用することです。
斡旋料支払�は、通常は少額が低級国家公務員に支払われ、公共事業を受注
できるよう促すことです。�

法律の精神ならびに
条文の順守

法律の精神ならびに 
条文の順守
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私たちがデューデリジェンスを実行し、当社の代表となる第三者の行動を監視
することが非常に重要です。当社は、特に汚職が頻繁に起こる国において、当社
を代理する納入業者、コンサルタント、ベンダーなどすべての第三者を厳選し、
さらに「レッドフラッグ取引」の疑いのある状況が生じた場合は第三者に委託す
る前に再度厳選を行います。第三者は、当社の厳密な基準を順守し、すべての
商取引を正確に記録する必要があることを理解していなければなりません。 

誓約:
 現地の法規制に反して価値のある物を絶対に公務員に渡さないでくだ
さい。現地の法規制を理解していない場合は、絶対に価値のある物を渡
さないことが賢明です。
カスケードでのあなたの役職に適用される贈収賄防止法の内容を理解
してください。
第三者へのすべての支払いは、正確かつ完全に記録してください。

 注意喚起:
当社の取引先パートナーによる贈収賄防止法の明白な違反行為。
カスケードが明確に書面に記載した契約条件を受け入れない代理店。

 Q&A
私は他国での販売に関連して、海外の代理店と一緒に働いています。私た
ちが支払った金額の一部が支払いや、国家公務員への賄賂使われている
のではないかと疑っています。私はどうすべきでしょうか?�

この件は、 ページ 38に記載されている調査を行うため適切なリソース
に報告する必要があります。これが贈賄であった場合、また私たちが適切
な措置を怠った場合、あなたおよび当社が責任を負うことになります。一
部の国では、これらの件を調査している間、文化的に困難な状況に陥る
場合がありますが、当社と事業活動を共にする販売店はこれらの措置の
必要性を理解していなければなりません。この方針について、販売店に
認識させておくことが重要かつ適切です。 
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反トラスト、公正競争
当社は、自由で開かれた競争を行い、これを制限する不正行為を一切行いま
せん。私たちは、決して非倫理的で違法な事業活動による競争優位性を得る
ことはしません。

法律の遵守 
反トラスト法、競争法は複雑で、状況によって規制遵守要件が異なる場合があ
りますが、一般的に以下の事業活動は危険信号であるためこれらを回避し、こ
れらの活動が確認された場合は、ページ�38に記載されている適切なリソース
に報告してください。.
•��当社の競合に関する機密情報を競合他社と共有する。
•��取引先パートナーまたはその他第三者の機密情報について彼らの競合他社
と共有する。

•��新規雇用者や採用応募者から競合他社の非公開情報を入手しようとする行
為。�

誓約:
価格設定、顧客、納入業者、市場の共有を含む、競合他社および他者と
の反競争的行為に同意しないでください。
競合他社と競合機密情報に関する会話を行わないでください。

  注意喚起: 
共謀 – 企業同士が隠れて競合する内容を話し合ったり同意したりする
行為。これには、価格設定、条件、給料、市場の配分に関する同意、また
は情報交換が含まれます。 
入札談合 – 公正な競争が妨げられるような競合他社やサービスプロ
バイダーの入札の操作。これには、入札の比較、入札取下げへの同意、
意図的な非競合的な応札が含まれます。
抱き合わせ商法 – 市場に影響力を持つ企業が顧客が希望しないまた
は必要としないサービスや製品の購入に顧客を同意させること。
 略奪的価格設定 – 優位にある企業が劣位の企業を市場から追い出す
目的をもって製造コストを下回る極端に低い価格を設定する行為。
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 Q&A
私はある競合他社から価格設定の機密情報を受け取りました。私はどう
すべきでしょうか?

行動を起こす前に、直ちにページ 38 に表記されている適切なリソース
に報告してください。このような情報を入手した時点で、反トラスト法を
順守する姿勢を示すことが非常に重要で、他者が同様に行動すること
を望むよう表明する必要があります。状況に応じて決断し、適切な行動
を行う必要があり、これには競合他社に書面で連絡することも含まれ
ます。 

反マネーロンダリング
マネーロンダリングは、計り知れない深刻な影響をもたらす世界的な問題で
す。これは、違法収益金を正当な収益に変換する行為で、現金による取引だけ
に限りません。これらの活動に関与した場合、当社の誠実性を失い、会社の評
判に深刻な損害を与え、当社および関与した人は厳しい制裁を受ける場合が
あります。疑いのある金融取引および活動はページ 38に記載されている適切
なリソースに報告し、必要に応じて政府機関に報告します。 

輸入、輸出、国際取引
カスケードは、成長し続けるワールドワイドな顧客基盤をサポートするグロー
バルオペレーションを擁しています。当社の国際的立場を維持および成長さ
せるため、全従業員、 幹部社員、 取締役は、当社の製品の輸入または輸出、再
輸出を管理する米国法令のみならず、当社の製品を製造、修理、使用するそ
の他の国で適用される法規制も順守する必要があります。これらの法規制の
違反は、法の不知で行った場合でも当社の事業活動にダメージを与え、長期
にわたり悪影響を及ぼします。 
製品の輸出または輸入製品の受取りがあなたの責任範囲に含まれる場合
は、当社が適用される輸出および輸入要件を満たすため、顧客、サプライヤ
ー、取引を厳選する責任も負います。 

反ボイコット法
米国反ボイコット法により、当社は米国の友好国に対するボイコットへ参加す
ることを禁止しています。米国と交友関係にある国のボイコットへの参加、支
持、情報提供の要請についてはすみやかに報告いたします。�



28

誓約:
製品、サービス、技術の輸出または再輸出を行う前に、必要となるすべ
てのライセンスを取得します。
製造国および総費用を含む、輸入したすべての製品の完全、正確、詳細
な情報を報告します。
当社の製品、部品、技術の輸入および輸出に関する質問がある場合は、
ページ 38に表記されているリソースにお問い合わせください。. 

 注意喚起:
技術データおよび技術を他国の人にEメール、会話、会議、またはデー
タベースアクセスを通じて送信する。この制限は、同僚および非従業員
との情報共有にも適用されます。
特定の技術が含まれる会社の資産を他国へ輸送すること(出張に従業
員が所持するコンピューターなど)。

 Q&A
私は仕事で定期的に税関職員と関わります。仕事の一環として、私は税
関から当社の輸入および輸出に関する情報を提供するよう定期的に要
求されます。政府当局に情報を提供する前に、 ページ 38に表記されて
いるリソースに連絡する必要はありますか?�

この場合の正しい対応は、関税からあなたの担当部署にどのような要
求が定期的に行われているかをあなたのマネージャーと話し合うこと
です。これらの定期的な要請は一度理解されることで、法的な検証なし
に取り扱われることがあります。特別な要求に対しては、正確かつ完全
に、法規制に準じてあなたが対応しているか適切なリソースが検証す
る必要があります。  

政治活動
あなたは、個人的な政治献金も含み、自主的に政治活動に参加する権利を有
しています。ただし、あなたの個人的な見解や活動はカスケードとは関係が
なく、正当な許可なく、当社の資金を政治的目的で使用することがあってはな
りません。  

誓約:
 あなたの個人的な見解や活動は当社とは関係のないことを明確にして
ください。  
個人的な政治活動に当社の資産や施設を使用しないでください。
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 注意喚起:
ロビー活動ロビー活動とみなされる可能性がある国家公務員や規制当
局とのやり取りは、事前に話し合い、ページ 38に記載されている適切な
リソースと打合せする必要があります。 
圧力他の従業員に政治家候補、政党に貢献する、賛成または反対するよ
う直接的または間接的に圧力を与えないでください。
不適切な影響力他者から利益を得るため、または不適切な影響を及ぼ
すような政治活動や慈善活動と思われるような行動は控えて下さい。
利害の対立政党の支持活動または選挙運動は、カスケードでのあなた
の業務義務の利益に対立する、または対立するように思われてはなりま
せん。 

 Q&A
私は、地方行政官候補の資金調達活動に参加しています。会社の資金や
リソースさえ利用しなければ、私のカスケードでの役職を知らせても良い
ですか?

いいえ。当社の名前をあなたの個人的な政治活動と関連付けるのは不
適切です。 

 Q&A
私は、選挙で選ばれた公職者を当社のイベントに招待したいと考えてい
ます。これは不適切ですか?�

選挙で選ばれた公職者または政府関係者が当社のイベントに参加する
前に、ページ 38 に記載されている適切なリソースの承認が必要です。招
待された人が再選挙の選挙運動中であった場合、当社のイベントが選
挙活動を支援しているとみなされます。現地の法律によっては、招待者
に提供される飲食物、交通手段は贈与と見なされます。大半の場合、制
限されており、報告する義務があります。 
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公正で誠実な事業活動
私たちは、当社の顧客および取引先パートナーに誠意をもって接します。私た
ちは、当社の倫理的基準に常に忠実でありながら、顧客および取引先パート
ナーのニーズを理解し、これに応えるように努めています。私たちは、当社の
サービスおよび能力について誠実に伝え、履行できない約束は行いません。  
すなわち私たちは、私たちが接してもらいたいと思うように、顧客および取引
先パートナーに対応します。

誓約:
すべての顧客に公正で誠実に対応します。
 顧客の要求および問い合わせに迅速に対応します。履行できる約束の
みを行い、約束したことのみを履行します。 
 非倫理的または違法行為となる顧客の要求には従わないでください。
 あなたと当社の顧客、または当社との間に利益の対立が生じそうにな
っている場合は、すみやかに管理職者へ報告してください。 
品質やカスタマーサービスでエラー、脱漏、遅延、不具合が生じている
疑いがある場合は、管理職者へ相談してください。

 注意喚起:
 同僚や管理職者からの圧力により、品質や納品基準の手抜きをする。 
顧客に真実を伝えるのではなく、顧客が聞きたいことを伝える; 状況が
明確でない場合は、公正で正確なイメージを用いて決断する基準にし
ます。

顧客および取引先パートナーとの
事業活動

顧客および取引先パー
トナーとの事業活動
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仕入先業者との関係
カスケードは、客観的で正当な基準で、資格のある仕入先業者(ベンダーを含
み)を評価し、共に従事します。仕入先業者を選択する場合は、当社の事業、技
術的ニーズと要件を満たすことができるかをもとに各仕入先業者の能力を評
価します。私たちは、長期的なコストおよび利益を基準に購入の意思決定を
行います。すべての協約には誠意を持って交渉し、双方にとって公正で合理的
でなければなりません。 

利害の対立
利害の対立は、カスケードのために客観的な決断を下すあなたの能力が妨
げられる競合する利益がある場合に生じます。私たち一人ひとりが適切な判
断を行うことが求められており、他者の信頼を失い、私たちの評判に深刻な損
害を与える対立と思われる状況を回避することが求められています。  
利害の対立は、実際にある、潜在的にある、または単に認識の違いである可
能性があります。これらの状況は常に明確ではないため、適切な評価、監視、
管理を行えるようにするため、あなたのマネージャーにすべての状況を開示
する必要があります。  

誓約:
可能な限り、利害の対立が生じる状況を回避します。 
カスケードの最大の利益となるビジネス上の意思決定を行います。
潜在的な利害の対立と受け取られるあらゆる状況について、マネージ
ャーと詳細について話し合います。  
あなたまたは家族とカスケードとの間で利害の対立が生じる可能性が
あることを事前に予測し、この状況に積極的に対応してください。 
利害対立を招く主な例である以下に記載の内容も含み、さまざまな状況
にご注意ください。

企業の商機
あなたが業務を行う上で、商機があることを認識した場合、この商機
はカスケードに属します。すなわち、 ページ 38に表記されている適
切なリソースの承認を得た場合を除き、この商機を自分自身で利用
することはできません。
友人および親族  
顧客、仕入先業者、競合他社に、親しい友人や親族が従事している状
況があなたに訪れるかもしれません。対立が生じる可能性があるす
べての状況を予測することは不可能であるため、管理職者にあなた
の状況を報告し、適切な対策を行う必要があるかを決定できるように
します。
副業 
対立が生じす、潜在的な問題が生じないことを確認するため、副業に
ついては必ず管理職者に報告し、話し合う必要があります。副業が承
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認された場合は、カスケードでの業務がこの副業によって妨げられな
いようにする必要があります。競合他社、仕入先業者、顧客での副業
は、解決を必要とする対立を招く場合があります。承認された副業ま
たは個人的事業がカスケードと競合しないことを確認してください。  
個人投資
対立は、あなたが競合他社、ベンダー、仕入先業者の資本または他の
金融資産の重要な部分を所有している場合に生じます。当社の方針
で何が許可されており、何が許可されていないかを確認し、質問があ
る場合はお問い合わせください。
市民活動
あなたは、当社のマネージャーからの特別な要請があった場合を除
き、競合他社、仕入先業者、顧客または取引先パートナーの取締役会
または諮問委員会の地位への就任を受けてはならず、特にあなたの
現在の役職が彼らと当社の関係に影響を与える場合には更に認めら
れません。  

 Q&A
私はカスケードの従業員のひとりですが、私の家族や親しい友人が当社
のベンダーや顧客になることはできますか?

はい、いくつかの厳しい条件を満たすことができれば可能です。カスケ
ードは、カスケードの従業員と関連のある人々が当社とともに事業を行
うことで、良好な影響をもたらす状況があることを認識しています。この
倫理的課題に実践的に取り組み、当社の仕入先業者および顧客となり
うるすべての人への公平な対応および評価を確保するため、当社役員
が対立が生じる可能性のある状況を審査、承認する必要があります。カ
スケードは一般的に、以下の場合、当社従業員と何らかの関係がある
人が仕入先業者および顧客として当社と取引を行うことを認めていま
す。(1) 関係について明確な開示がある。 (2) 関係性が調査されており、
カスケードの利益が保護されていることが正式に認められている。(3) 
仕入先業者または顧客がその他の仕入先業者または顧客とまったく同
様に扱われている。 (4) 従業員が事業活動や関係において影響力およ
び権限を有していない。これには2段階の検証と承認が適用されます:
•  仕入先業者または顧客と、当社の役員ではない従業員との関係が開

示されており、カスケード役員によって承認されていなければなりま
せん。 

•  仕入先業者と当社役員(最高経営責任者、最高執行責任者または副社
長)との関係が公示されており、取締役会によって承認されていなけれ
ばなりません。

当然ながらカスケードと競合したり、競合他社や、競合他社で従事して
いる他者を手助けしたり、カスケードの情報を共有することは禁止され
ています。
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贈与品および接待
ささやかな贈与品は感謝を表すもので、食事の機会は商談に適しています。
しかし注意を怠った場合、贈与品を贈ったり、接待を行うことは利益相反また
は違法行為を招く場合があります。これらは特に頻繁に行われた場合や、高
価であった場合にビジネス上の決定に不当に影響を与えると解釈されます。
これらの経費の的確な記録を作成し、保管する必要があります。
ビジネス上の決定に不当に影響を与える意図がある場合は、当社の方針に即
している場合でも、私たちは贈り物、便宜、または接待を授受しません。 

誓約:
取引関係を発展させるために贈り物や接待を行いますが、強制される
または受け取り側を強制するように解釈される贈り物や接待は行いま
せん。 
取引関係において、一般的な礼儀である贈り物や接待のみを授受しま
す。
贈り物、便宜、または接待を行う前に、受取り側の組織の方針を理解し、
これを順守します。
 現金および現金同等物は一切受け取りません。 
 個人的贈り物、便宜、または接待を求めないでください。
同僚や第三者が、顧客または政府関係者の決定に不当に影響を与える
行動を行っている疑いがある場合は報告してください。

 注意喚起:
性的性質の施設への接待を含む、あなたまたは当社を当惑させる状
況。 
 個人事業者には適切であっても、 政府関係者や行政関係者には不適
切な贈り物、便宜、または接待。

 Q&A
出張中、私は取引先パートナーから贈り物を受け取りましたが、高価な
物のようです。私はどうすべきでしょうか?

すぐにマネージャーまたは人事部に連絡してください。当社の方針を
記載した書面と一緒に、贈り物を返送しなければならない場合があり
ます。贈り物が腐敗しやすいもの、返送しにくいものであった場合、他
の従業員と分け合うか、または書面による説明を添えて慈善団体に寄
付するなどの選択肢が挙げられます。
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 Q&A
新規納入業者となる可能性がある業者との契約交渉中に、無料でビジ
ネスセミナーに登録するよう誘われました。彼らは参加できないため、彼
らの代わりに私が参加するように勧められました。このセミナーは私の
業務を課題としているため、もともと参加するつもりでした。個人的な利
益ではなく、カスケードのためになり、参加費用を無駄にしたくはありま
せん。この誘いを受けようと思いましたが、これが正しい決断であるかわ
かりません。

この誘いは断る必要があります。あなたが契約交渉に関わっている場
合、交渉中は一切の贈り物を受け取ることはできません。交渉中に贈り
物を受け取ると、不正を行っていると解釈されるため、不適切な行為で
す。 

政府との連携
私たちは、政府関連の業務に適用されるさまざまな特殊な法令、規制、契約
上の要請事項を満たす義務を負います。これらの要請項目は、入札、会計処
理、代金請求、下請け契約、雇用形態、契約履行、 贈り物や接待およびその他
の事項に適用される場合があります。
さらにカスケードは、当社が提携している代理店または下請け業者がこれら
の要請項目を満たすように法的に義務付けられる場合があります。あなたは
政府関連機関と業務を行っていることを確認し、常に認識していなければな
りません。これははっきりとわからない場合もあります。.航空会社、石油会社、
通信事業者の場合、政府が全体もしくは一部を所有または管理している場合
があり、特殊な規制が適用されます。不明な場合は、マネージャーまたは人事
部にお問い合わせください。 
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企業市民活動
私たちは、人々の暮らしを向上させ、私たちが暮らし、働く地域社会の健
康福祉を維持するために尽力します。当社は、幅広い範囲の社会貢献活
動を促進、奨励、支援しています。当社が支援する取り組みへの積極的
な参加が奨励されています。
私たちは、あなたの個人的レベルの取組みへの参加を推奨しています
が、一般的に活動は業務時間外に、自費で行い、それらの活動が合法か
つ、当社の方針を順守していることを確認してください。事前に承認され
ている場合を除き、あなたが個人的に行っている慈善活動にカスケード
の資金、資産、カスケードの名前は使用しないでください。 

人権
私たちは、人権およびあらゆる人の尊厳を尊重して事業活動を行い、人
権の推進と擁護に関わる国際的取り組みを支援し、人身売買、奴隷的な
労働を一切容認しません。
私たち一人ひとりが、児童労働、奴隷的な労働、人身売買、または強制労
働 を撤廃する取組みを支援することができます。

誓約:
当社または仕入先業者の業務で行われた人権侵害の疑いまたは
証拠については報告してください。
日常業務、各個人の相互の関係、当社の仕入先業者および顧客と
の関係において、人間的尊厳を尊重することを認識してください。
これには多様性の推進、 障害者の受け入れ、事業を共にするす
べての人々の権利と尊厳の尊重が含まれています。 

責任のある調達および紛争鉱物
紛争鉱物からの収益は、非常に暴力的で人権侵害に加担するグループ
の資金源になっており、責任を持った調達、仕入先業者の活動の監視を
行うため、当社のサプライチェーン全体を通じた方針および手順の実施
に積極的に取り組んでおり、必要な場合は是正措置を講じます。
私たちは、原材料、部品、コンポーネントの仕入先業者と密接に連携し、
紛争鉱物問題に関連した法律も含め、適用されるすべての法令の遵守
を仕入先業者とベンダーに求めます。�

大義への 
献身

大義への献身
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環境保護
私たちは、当社の環境的および社会的責任を認識しています。私たちは、サス
テナビリティに取り組み、環境破壊を最小限に抑え、従業員、顧客、公共の健
康や安全を脅かさないようにするため、尽力しています。

誓約:
従業員と環境保護の確保が優先されるように貢献してください。安全
でない作業状況または環境を破壊する可能性があると判断した場合、
作業を停止し、報告してください。 
 環境、健康、安全に関わるトレーニングおよび当社で定期的に実施す
る製品および作業に関するコンプライアンス調査に全面的に協力しま
す。
あなたの業務、健康、安全および当社の事業活動による環境への影響
に関して、当社が提供するすべての情報を読み、理解してください。 
廃棄物の量、エネルギーと資源の使用量を最小限にするよう積極的に
取り組みます。
環境保護、健康および安全関連法令とのコンプライアンスについてご
質問がある場合は、ページ 38に記載されているリソースにお問い合わ
せください。
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確認 
フォーム
カスケードで従事する私たちは、すべての法規制を順守します。カスケードの
全従業員は、毎年この確認フォームをすべて記入して送信し、求められるすべ
ての企業倫理コンプライアンストレーニングに参加する必要があります。  
このフォームを送信することで、あなたは倫理規定および行動規範を読み、理
解したこととみなされます。
•  知る限りにおいて、規範を遵守しました。 
•  可能性のある利害の対立を報告しました。  
•  従業員または事業活動に関して懸念がある場合は、管理職者に連絡するか、

または本規範に記載されている方法で報告します。

氏名 (ローマ字): __________________________________________

署名: _________________________________________________

日付: _________________________________________________

カスケードコーポレーション 倫理規定および行動規範
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リソース 
リソース:リソース: お問い合わせ先:お問い合わせ先:

人事部門 グローバル�VP�人事部門
503.669.6300 www.cascorp.com

カスケード�EthicsPointホッ
トライン

このサイトに報告書を提出できます。 
www.ethicspoint.com
またはフリーダイヤル、 週7日24時間対
応: 
 オーストラリア 1-800-339276 
カナダ�866-293-2422 
中国�(北部) 10-800-712-1239 
中国�(南部)�10-800-120-1239 
フィンランド 0800-1-14945 
フランス 0800-902500
ドイツ 0800-1016582
香港 800-964214
�アイルランド 1-800615403
�イタリア 800-786907
�日本/JP 00531-121520 
�日本/J5 0044-22-11-2505
�韓国/K2 00308-110-480 
�韓国/KO 00798-1-1-009-8084 
�オランダ 0800-022-6174 
�ニュージーランド 0800-447737
�南アフリカ 080-09-92604
�スペイン 900-991498
�スウェーデンn 020-79-8729
�英国 080-000328483
�米国 866-293-2422 

企業法律顧問 Miller�Nash�Graham�&�Dunn
111 S.W. Fifth Avenue, Suite 3400
Portland, Oregon 97204 
電話: (503) 224-5858
Eメール:  
jack.schwartz@millernash.com
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