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1. Experian の事業運営について 
 
CEO の声明 
 
「Experian は世界を代表する情報サービス企業へと成長し、90 カ国以上で日々の意志決定を支援する洞

察を提供しています。 
 
当社の事業自体も重要ですが、それと同様に事業をどのように遂行するかということも重要になります。当社の

事業が今後も成長・発展し続けるには、当社の顧客や社員、投資家、ビジネスパートナーおよび当社が所属

する地域社会の信頼を維持していかなければなりません。 
 
このグローバル行動規範は、当社の全世界での商取引の基本となる原則を定めるものです。本規範には、当

社のどの事業分野であれ、当社に勤務するすべての人材に求められる行動基準が記載されています。 
 
当社は国によって異なる法令を完全に遵守しておりますが、当社の行動規範は世界共通なものになります。こ

の規範は、当社が社内外のあらゆる関係を築く上での基本となります。私たち一人一人は、これらの原則に従

い、自らの言動と行動を一致させる責務があります。 
 
この文書をよく読み、皆さんの業務の指針として使用してください。本文書で不明な点がある場合は、ご自身の

マネージャまでお問い合わせください。 
 
本規範の違反に気づいた場合は、ご自身のマネージャに報告するか、Experian の秘密厳守ヘルプラインに連

絡してください。CEO として個人的に、誰もが声を上げることのできる環境を Experian に築くことに尽力してい

ます。みなさんがこれを行う方法については、本規範に記載されております。 
 
すばらしい会社は、誠実性とそれに基づく信頼の上に築かれています。Experian が企業市民として最高の基

準を設けており、社員全員が一丸となって常に正しいことを行っていることを全世界に示しましょう。」 
 
 
Don Robert 
最高経営責任者 
 

 
2. 利害関係者の尊重  
 
顧客および消費者 
 
誠実性は、当社におけるすべての関係の基礎であり、その中核をなすのが信頼性です。 
 
当社の顧客との関係は、当社は顧客の期待を常に上回るべきだという考えに基づくものです。当社は顧客に

対する責任を重視しており、提供可能なことのみ約束し、顧客に誤解を与えないようにすることに努めます。当

社はソリューションを通じイノベーションを提供し、品質とスピード、パフォーマンスの確保に努めます。 
 
Experian は、顧客および消費者と公正な取引を行うように努めています。当社はごまかしや不当表示、不適

切な脅迫、不正、機密情報の悪用、もしくはそれに関連する行動により、顧客や消費者の弱みに付け込むべ

きではありません。 
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社員   
 
社員は、当社にとって最も重要な資産です。Experianは、実力のみに基づき採用と昇進を行い、社員が自ら

の可能性を認識するよう奨励しています。当社は社員個人の業績を認識して報酬を与え、チームワークの文

化のもと、イニシアティブとイノベーションを推奨しています。 
 
Experianの採用プロセスは、各国の関連法やその他の規制要件に従い行われております。当社には、各応募

者が特定の地域内で合法的に労働する資格を有することの確認に役立つ堅固なプロセスがあります。 
 
Experian はまた、ある文化や国で社会的および職業的に認められた行動が、他の文化や国ではそう受け取

られない場合があることも認識しています。よって、職場内の文化の違いの尊重を奨励し、業務慣行において

文化的多様性に対応するよう努めています。とりわけ、社員の個人としての人権を尊重しています。 
 
株主 
 
当社は Experian の所有者、すなわち株主のために事業を行っています。株主に誠実かつ正確な情報を提供

し、Experian の現状および展望について明確に説明します。すべての事業活動における当社の評判を保護し、

向上させ、責任ある企業行動と確立されたコーポレート・ガバナンスの原則に従うことにより当社の資産を保護

するよう努めております。 
 
サプライヤー  
 
サプライヤーは当社のパートナーであり、当社の業務に欠かせません。Experian はサプライヤーの選定を公平

に行います。当社はサプライヤーにサービスと価値を求めます。当社はサプライヤーに敬意を持って接し、サプライ

ヤーと誠実な取引を行います。 
 
地域社会  
 
Experianは社会的に責任を持って行動し、各地域および全世界の多様な地域社会における生活の質の改

善に貢献することに尽力しています。Experianは責任ある雇用者として、こうした地域社会に関わる必要性を

認識し、最終的に全ての地域社会に利益をもたらすために何が必要とされているかを理解します。 
  
当社は、社員によるボランティア活動や地域スポンサー、慈善寄付といったプログラムを通じ、これらの地域を目

に見える形で改善することに努めています。 
 
当社は事業活動を営むにあたり、社会環境に影響を与えることを認識し、責任ある行動を取ることを奨励して

おります。 
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3. 安全で倫理的な職場の提供  
 
雇用における機会均等 
 
Experian は、人種や皮膚の色、年齢、性別、出自、宗教、出身国、国籍、性的指向、結婚歴、病気の有

無、妊娠、障害、軍歴の有無など、国や地方、連邦、州、市町村の法令で禁じられている差別なく、実力の

みに基づき社員の採用や昇進、報酬、解雇を行います。 
 
嫌がらせのない職場環境 
 
Experian はいかなる形態のハラスメントも容認しません。これには、人種や皮膚の色、年齢、性別、出自、宗

教、出身国、国籍、性的指向、結婚歴、病気の有無、妊娠、障害、軍歴の有無など、国または地方、連邦、

州、市町村の法律で禁止されたその他の理由に基づく嫌がらせが含まれます。この原則は、社員による嫌がら

せあるいは社員に対する嫌がらせ、または顧客やベンダー、コンサルタント、請負業者による嫌がらせ、もしくは

彼らに対する嫌がらせであるかに関わらず、職場でのあらゆる形態の嫌がらせに適用されます。 
 
安全な環境 

 
Experian は、すべての社員に安全で健康的、生産的な職場環境を提供するよう努めています。すべての社

員の健康・安全のため、各社員には安全に業務を行うことや Experian で確立された安全慣行や手順に従う

ことが求められます。業務上の負傷や疾病は、マネージャまたは人事部門に報告してください。 
 
薬物のない職場 
 
Experian は職場に薬物を持ち込むことを禁じます。Experian は、違法薬物や規制薬物の影響のない職場

環境の維持に尽力しています。そのため、会社の施設または会社が後援するイベントで、勤務時間内にそのよ

うな違法薬物を所持、販売、使用することや、摂取した状態であることは禁止されており、容認されません。 
 
職場における暴力  
 
Experian は、社員による、または社員に対する職場における暴力行為を容認しません。暴力行為には、特に

意図的に資産に損害を与えることや、武器の所持、誇示や使用、他人に怪我をさせるおそれが合理的にある

行動への関与、他人に怪我の脅しをかけること、または怪我をさせることが含まれます。 
 
 
4. 利益相反の回避 
 
Experian 社外での活動および関係 
 
利益相反は、個人的な利益が生じる可能性が社員の判断に影響を及ぼす可能性がある場合、または影響

を及ぼすようにみられる場合に生じます。当社の社員は常に、利益相反の可能性を認識し、利益相反を避け

るようにしなければなりません。すべての社員は、利益相反を生じる、あるいは生じる恐れのある状況、または利

益相反があるようにみえる状況について、マネージャに通知する責任があります。マネージャは、その問題につい

て、該当する コンプライアンス部門に通知することが求められます。 
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投資などの金銭的取引 
 
すべての社員は、個人的な金融商品取引が社員としての責任に抵触しないことを確認する責任があります。

金銭的な利益相反は皆さんの判断を損なわせたり、皆さんの判断が損なわれているのではないかとの印象を

与える可能性があります。 
 
社外雇用 
 
社外での雇用は、その性質上、皆さんの業務で求められる公平性や判断力、効率性、生産性を低下させる

場合があります。よって、すべての社員は、社外の雇用による利益相反の可能性を上司に報告し、そうした活

動に関与する前に Experian の経営陣から書面による承認を得る必要があります。 
 
贈答品および接待  
 
ビジネスにおける贈答品の提供は、取引関係を強化する方法として慣習となっており、一部制限はありますが

合法的な商慣行となります。Experian の規程では、法人顧客およびその他の政府以外の関係者との業務に

関連して、適切かつ合法的なビジネス上の贈答品の授受を行うことを社員に許可しております。ただし、そうし

た一切の贈答品が高額なものでなく、受領者のビジネスの意志決定に影響を与えることを目的としていないこ

と、またはそれを見込んで授受されるものでないことが条件となります。当社の社員は、顧客やベンダー、その他

第三者より、取引に影響を与えることを意図した支払を受け取ってはなりません。贈答品や接待を申し出たり、

これを授受する前に、Experian の「贈答・接待に関するグローバル規程」の条項を慎重に検討し、必要に応じ

適切な承認を受け、当該贈答品や接待の詳細を Experian の社内記録に適宜記録するようにしてください。 

インサイダー取引 
 
すべての社員は、(i) Experian またはその関連会社、その他の株式公開企業の証券の購入および/または売

却をインサイダー情報に基づき行うこと、または (ii) 証券の売買に利用する目的でインサイダー情報を第三者に

提供することは固く禁じられています。インサイダー情報には、皆さんが当社の社員として業務上入手した、重

大な未公開情報が含まれます。当社によってインサイダーとなる可能性があると特定された特定の取締役、役

員、経営陣および一般社員は、株式の売買について追加制限の対象となります。そうした制限は Experian 
plc の総務部長より直接通知がなされます。インサイダー情報に基づく証券の取引は、法律が定める民事また

は刑事罰の対象となる場合があります。 
 
5. 法令の遵守 
 
不正、贈収賄、汚職 
 
Experian は、不正や贈収賄、汚職、不誠実、虚偽に関わる一切の行為を容認しません。これらには、あらゆ

る窃盗行為や当社の社員が第三者に意図的に詐欺や窃盗を促す一切の行為、詐欺や窃盗の発見や調査

を阻害するための一切の行為が含まれます。Experian には、不正や窃盗、汚職を防止、発見、報告するた

めの社内の規程や手順があり、社員はこれらの規程および手順に従わなければなりません。こうした規程および

手順には、別紙の「腐敗防止に関するグローバル規程」および「贈答・接待に関するグローバル規程」が含まれ

ます。 
 
Experian の役員、社員、エージェント、その他の代理人は、直接的にも間接的にも、または第三者を通じて、

賄賂 (公務員との間の贈収賄が含まれますがこれに限定されません) または、あらゆる目的で賄賂と解釈され

る可能性があるものを申し出たり、提供、承認、要求、受領することは禁じられております。また、賄賂を期待

して（または賄賂の結果として）自らの職務を不適切に遂行してはなりません。 
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賄賂には、受領相手に職務上の不正な行為をさせるための勧誘や報酬として金銭的な価値のある者を申し

出たり、提供、要求、受領する行為が含まれます。（ただし、公務員に対する場合には、適切な行為を促すこ

とやそれに対する報酬であっても違反となることがあります。）また、受領者がこの他関連する利益や便宜を要

求したり、受領することも不正な行為です。 
 
政治献金 
 
Experian ならびにその役員、社員、代理人は、Experian plc の取締役会（および場合によっては株主）の承

認なしに、Experian の代理または Experian と名乗って政治献金を行うことはできません。いかなる場合も、ビ

ジネスの獲得または Experian に対する便宜を得るために政治献金を行うことはできません。 
 
第三者の知的財産 
 
Experian は、当社の顧客、ベンダー、サプライヤーを含む第三者の知的財産権を尊重します。当社が、特許

や商標、著作権、企業秘密などの第三者の知的財産権に抵触している可能性に気づいた場合やその疑いが

ある場合は、法務部門に連絡してください。 
 

 
6. 資産および評判の保護  
 
会社資産 
 
当社の社員は、Experian の施設および資産を当社の業務目的のみに使用する責任があります。いかなる種

類の個人的な利益のためにこれらを使用することは認められておりません。皆さんには、自らが管理する会社資

産を保全する責任がありますので、適切な手順を踏み、資産の盗難や悪用、喪失、損害がないようにしてくだ

さい。適用法および Experian の関連規程に従い、当社のために、または当社に代わり、皆さんの雇用の範囲

内あるいは会社のリソースを使用して開発されたアイデア/発明は、当社に帰属します。 
 
Experian は、法令で認められている範囲で、社員による Experian の通信ツールの使用やその内容を監視す

る権利を留保します。適用法で特に定められている場合を除き、社員は会社のシステムまたは資産の使用に

関してプライバシーを期待しないでください。 
 
社員による電子メールやインターネット、モバイル機器などの Experian のシステムの使用は、「社内システムの

利用規程」に従ってください。（「グローバル情報セキュリティ規程」の別紙 C をご参照ください。） 
 
帳簿および記録 
 
社員は、Experian 資産の取引や処分が Experian の会計帳簿や記録、勘定に合理的に詳細なレベルで

正確に記載され、それらを公正に反映していることを保証する責任があります。社員はまた、Experian の社内

会計管理システムの保全に適宜協力しなくてはなりません。 
 
広報  
 
Experian に係わる一切の広報、記事、講演機会、報道機関や金融アナリストからの問い合わせは、コーポレ

ート・コミュニケーション部門、社内コミュニケーション部門もしくは IR 部門を照会してください。 
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7. 機密の保持 
 
顧客および第三者の情報  
 
機密情報とは、一般には知られていないことで独自の経済的価値を生む情報です。機密情報には、

Experian が作成した機密情報ならびに、顧客、消費者、サプライヤー、その他第三者より Experian に提供

された機密情報が含まれます。 
 
Experian の社員は、適用される法律上および契約上の制限ならびに Experian の関連する規程に従い、す

べての機密情報を保護し、保持する責任を負います。個人の特定が可能な消費者情報を収集、使用、開

示する際には特に注意が必要であり、一般的に特定の規則や制限事項の対象となります。機密情報を適切

に保護しその安全性を確保できなければ、Experian の業績や価値、評判に影響が及び、顧客との関係や取

引関係を損なう上に、法的責任が生じる場合があります。社員は、競合他社の機密情報を不適切な手段で

入手しようと試みてはなりません。 
 
機密保持契約 
 
書面による機密保持契約が受領当事者と締結されている場合を除き、Experian 社外に機密情報を共有し

てはなりません。機密保持契約は、関連情報の機密を保持し、当該情報の使用を制限する必要性を文書

化したものです。いかなる場合も、第三者と共有する機密情報の量は、業務上正当に必要とされるものに限

定してください。 
 
規制当局の要請 
 
情報や文書に関するあらゆる政府の要請は、政府が Experian より必要とする特定の種類の情報や文書に

よって、グローバル・コンプライアンス部門または法務部門を照会してください。政府の要請や問い合わせへの回

答は、グローバル・コンプライアンス部門または法務部門の書面による承認を得ずに行わないでください。 
 
文書の保存 / 情報セキュリティ 
 
すべての社員は、所属する地域の「文書保存規程」および「グローバル情報セキュリティ規程」に従わなければ

なりません。これらは、当社のイントラネットより入手できます。 
 
事業情報の入手および使用  
 
Experian は顧客および当社が事業を展開する市場に関する情報を合法的に収集します。Experian は、違

法もしくは非倫理的な手段により、事業情報を求めることはありません。事業情報の入手を目的に、競合他

社に接触することはできません。場合によっては、不明な情報源から偶然に情報を入手したり、情報が

Experian にもたらされる場合があります。このような場合、その情報を使用することは倫理に反しますので、ご

自身のマネージャやグローバル・コンプライアンス部門、法務部門、または当社の秘密厳守ヘルプラインへ速やか

に連絡し、今後について判断を仰いでください。 
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8. 責任の遂行  
  
法令、規則、規制 
  
Experian およびその社員は、Experian が事業活動を行う全世界のすべての法域で適用される法令、規則、

規制を遵守します。（これらには当社が事業活動を行う全ての国に関連するデータプライバシー法および反トラ

スト/競争法を含みますが、これらに限定されるものではありません。） 
 
社員の責任 
 
本規範は、すべての社員、ならびに必要に応じ、独立した請負業者およびコンサルタントに適用されます。 
 
監督者の責任 
 
監督者は、本規範を遵守するだけではなく、部下に対し範を示すことも求められます。監督者には、自らが監

督する者の行動を監視し、適用される法規制および本規範の遵守を促す責任があります。監督者には、指

導を求める社員、または不祥事や懸念を報告する社員をサポートする責任があります。 
 
Experian の秘密厳守ヘルプライン 
 
社員は、あらゆる不正行為疑惑を報告しなければなりません。社員の懸念は真剣に受け止められ、機密とし

て取り扱われます。 
 
Experianは、社員が規範の実際の違反や容疑（誠実な考えに基づく容疑）を報告するために利用可能な、

通話料無料の秘密厳守ヘルプラインを24時間体制で運営しています。皆さんは、本規範についての既知の違

反を報告し、必要な場合には調査に協力する必要があります。これに従わない場合は、是正措置が取られる

場合があります。偽りであることを知りつつ悪意を持って報告を行った社員も、是正措置の対象となる場合があ

ります。 
 
皆さんが所属する地域の秘密厳守ヘルプラインの番号は、各国の人事部門や内部監査部門より入手するか、

各地域のイントラネットにてご確認ください。 
 
問題解決、解決策の連絡、報復の禁止 
 
Experian は報告を受けたすべての問題をよく検討した上で、必要に応じ、特に法律違反に係わる可能性の

ある場合については、直ちに調査を行います。当社は法執行機関や政府機関に全面的に協力します。差し

支えなければ、問題を報告した個人に回答を提供します。 
 
違反を報告した社員は、報告の結果として嫌がらせや報復、雇用での不利な扱いの対象とならないものとしま

す。違反を報告した者に対する嫌がらせや不適切な報復を行う社員は、無給の停職または解雇を含む是正

措置の対象となります。 
 
違反がもたらす結果 
 
本規範または Experian の他の規程や関連する法規制に違反したことが明らかとなった社員は、無給の停職

または解雇を含む是正措置の対象となる場合があります。社員はまた、法令に定める民事または刑事告訴の

対象となる場合もあります。 
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9. グローバル行動規範の管理 
 
グローバル・コンプライアンス部門 
 
本規則の導入および管理は、グローバル・コンプライアンス部門が担当します。グローバル・コンプライアンス部門

はまた、全社での コンプライアンス活動に対する全般的な管理も行い、ビジネス倫理の重要性や適用される法

令、規則および社内規程の遵守を推進します。グローバル・コンプライアンス部門は、当社のコンプライアンスに

関する規程や手順、体制を策定します。 
 

本規範の雇用への影響について 
 
本規範は、社員に雇用の継続に関する権利を与えるものではなく、また雇用契約を構成したり、社員の権利、

もしくは当社が適用法に従い社員を解雇する権利をいかなる方法でも損なうものではありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


