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序　　文

ネスレは、創業以来、誠実さと正直さと公正な取引、そして全面的な
法律の遵守に基づいてビジネスを行ってきました。そして連綿として、
世界中のネスレの社員は、日々の職責を果たす上で、このコミット
メントを守り、実践してきて、現在ではネスレの名声は会社の最も
重要な財産のひとつとなっています。
　「ネスレの経営に関する諸原則」では、世界のネスレが重視してき
た価値と原則について規定しています。この「ネスレ考働規範」は、
主要な分野における妥協の許されない最低限の考働基準を確立
することにより、経営に関する諸原則を明確にしつつ持続的な実現
に役立つようになっています。
　この規範は起こりうるすべての事象を網羅するものではありません。
あらゆる活動を判断する上で、参考とすべき考え方を提供することを
目的としています。ある状況で何が正しい行動か迷いが生じたときは、
社員は正しい行動をとるための指示を求めるべきです。「正しい行動
をとる」ことは社員一人ひとりの基本的な責任であって、決して他の
人に任せられるものではありません。
　社員は、常に以下の基本原則を遵守しなければなりません。
   – ネスレ自身やネスレの名声に対して損害を及ぼしたり、あるいは

危険にさらしたりする行為を避けること
   – 法律に基づいて正直に行動すること
   – 個人一人ひとりの利益やその他の利益より、先ず会社の利益を

考慮すること
この考働規範の目的上、ここで言う「社員」とは、ネスレ Ｓ．Ａ．とその
子会社の正社員、臨時社員、執行役員と取締役を含んでいます。
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第1条	 法律、規則、規約の遵守

私たちは、どんな時も法律を遵守します。

ネスレとその社員は法律によって拘束されています。あらゆる法律と
規則を遵守することに決して妥協はしません。さらに、社員は、適用
される社内規則と規約にも忠実でなければなりません。そうした
社内規則は会社固有のもので、法律の要求する以上のものであっても
差し支えありません。

第2条	 利害関係の対立

私たちは、どんな時もネスレの利益が最大になるように行動します。

利害関係の対立は、社員個人または第三者の利害が、ネスレの利害と
競合する場合に発生します。そのような場合、社員が、ネスレの利益が
最大になるために満足できる行動をとることが難しくなります。
　社員は可能な限り利害関係の対立を避けるべきです。
　利害関係の対立が発生した時、あるいは利害関係の対立を引き
起こしかねない状況に直面したときには、社員はそれをラインマネ
ジャーまたは人事総務本部、もしくは法務部あるいはコンプライア
ンス担当部門に開示して、公正かつ透明性のある方法で解決しなけ
ればなりません。

第3条	 社外における要職への就任と
										その他の社外活動

私たちは、ネスレ外部のビジネスや活動においても、ネスレの名声に誇
りを持ち、ネスレの利益が最大になるように配慮しなければなりません。

社員は社外において、ネスレ社員としての責務を妨げたり、ネスレの
名声に危険を及ぼしたり、その他ネスレと利害関係の対立を引き起こ
したりする活動を行うべきではありません。
　もしある活動が許容範囲内か否か疑わしい場合、社員は人事
総務本部、もしくは法務部あるいはコンプライアンス担当部門に
問い合わせをしなければなりません。
　社外における下記の役職とその活動は、執行役員会（ネスレ Ｓ．Ａ．）の
メンバーの事前承認がある場合に限り、容認されると考えられます。
   – 取締役
   – 執行役員
   – 社員
   – 共同経営者
   – コンサルタント
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　これらの役職とその活動が、ネスレの利害あるいは社員として
の責務と対立する恐れのある場合は、承認は保留されます。
　上場企業の役員に就任する場合はＣＥＯ（ネスレ Ｓ．Ａ．）の承認が、
また執行役員への就任の場合は会長（同）の承認が事前に必要です。
　会社から特定の役職や活動に携わるように要請される場合を
除き、社員は自らのリスクと費用により勤務時間外に社外活動を
行わなければなりません。

第4条	 親族と近親者

社員の採用と人材育成は公正かつ客観的に決定されます。

会社が社員の近親者または配偶者を、社員あるいはコンサルタントと
して採用する場合は、その選考が資格、能力、スキル、経験のみに基づ
くものであり、その社員と近親者の社内関係が、直属であるかどうか
を問わず、上司と部下の関係でない場合に限ります。
　この公正な雇用の原則は、入社した後で親戚関係が発生した場合
も含めて、報酬、昇進、配置転換などあらゆる雇用の分野において適
用されます。
　他の志願者と能力が同等であれば、インターンシップ、研修の期間、
休暇期間中のアルバイト、短期の雇用契約などで、社員の子を優遇す
る場合もあります。

第5条	 ビジネスチャンス

私たちは、ネスレのビジネスの発展のために全力を尽くします。

社員は会社と競合してはなりません。また、会社がそのビジネスチャ
ンスの追求を放棄することを表明した場合を除いて、雇用期間中に
生じたビジネスチャンスを個人的に利用してもいけません。
　社員が会社の利益につながる可能性のあるビジネスチャンスを
追求しようとする場合、ラインマネジャーに通知するとともに、ライン
マネジャーは会社がそのビジネスチャンスを追求するか否かマネジメ
ントの判断を仰がなければなりません。会社がそのビジネスチャンス
を追求しないことを決定した場合でも、社員がそれを自分のために
利用することが許されるのは、会社の事業活動に直接、間接を問わず
明らかに競合しない場合に限られます。
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第6条	 インサイダー取引

私たちは、ネスレの有価証券を売買する時に、インサイダー取引の
ルールを尊重してそれを遵守します。

ネスレは、株価に関連する未公開の情報を基にして、ネスレの株や
有価証券を売買することを禁じます。これを遵守しない場合、懲戒
の対象となるだけでなく、刑事責任を問われる場合もあります。
　ネスレのインサイダー取引に関するルールの解釈や適用について
疑問がある場合、社員は法務部もしくはコンプライアンス担当部門
に問い合わせをしなければなりません。

第7条	 独占禁止と公正な取引

私たちは、自由な競争を重視します。

ネスレは今日のビジネス環境における成功を目指して競争していますが、
同時にすべての独占禁止、競争、公正な取引に関する法律を遵守します。
従って、社員はどんな時も下記のルールを遵守しなければなりません。
   – 営業方針ならびに価格は自主的に決定され、直接、間接を問わず、

競合他社もしくは、その他の第三者団体と、公式であれ非公式で
あれ協定を行いません。

   – 顧客や、営業範囲あるいは製品市場の割り当ては、いかなる時も
公正な競争による結果であって、ネスレと競合他社との間で協定
することは決してありません。

   – 顧客やサプライヤーと公正に取引します。
　すべての社員、とりわけマーケティングや販売と購入に携わる者、
あるいは競合他社と定期的にコンタクトする者は、競争に関する法律
に精通する責任を負っています。もし疑問のある場合は、法務部に
問い合わせて、自由競争に関する法律についてのアドバイスや研修を
受けなければなりません。

第8条	 機密情報

私たちは機密情報を重視して保護するとともに、他の者の機密情報を
尊重します。

機密情報とは、公開されることのない情報、あるいは、まだ公開されて
いないすべての情報を指します。それには、取引上の機密、ビジネス、
マーケティングやサービス計画、コンシューマーインサイト、エンジニア
リングや製造上のアイデア、製造方法、デザイン、データベース、記録、
給与情報、あらゆる非公開の財務情報やその他種々のデータがあります。
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　ネスレの持続的な成功は、機密情報を活用しながら、それを第三者
に漏洩しないことによって成立します。法律の要請がある場合やマネ
ジメントが承認した場合を除いて、社員は機密情報を漏洩してはいけ
ませんし、漏洩を見逃してはいけません。この社員としての義務は
雇用が終了した後も継続します。さらに、機密情報を保存する時と
送信する時は特に注意を払って、無意識のうちに漏洩することがない
よう、最大限の努力をしなければなりません。
　ネスレは、同様に、第三者が機密情報の保護に関心を持つことを
尊重します。もし、共同事業のパートナー、サプライヤーあるいは顧客
など第三者がネスレと機密情報を共有する場合、それらの第三者の
機密情報は、ネスレの機密情報と同様に注意を払って取り扱われる
必要があります。同じ精神で、社員は以前雇用されていた職場で
入手した機密情報も保護しなければなりません。

第9条	 詐欺、会社の資産保護、経理処理

私たちは公正さを求め、会社の資産と財産を尊重します。

社員は、ネスレもしくは第三者の財産、資産あるいは財務報告や経理
処理に関連して、詐欺やその他の不正な行為を、決して行なっては
いけません。そうした行為は、懲戒の対象となるだけでなく、刑事責任
を問われる場合もあります。
　ネスレの財務記録は会社経営の基礎でありさまざまなステーク
ホルダーへの義務を満たすものです。それ故に、あらゆる財務記録は
正確で、ネスレの会計基準に従っていなければなりません。
　社員はネスレの資産を大切に取り扱い、適切かつ有効に利用しな
ければなりません。すべての社員は、ネスレの資産を損失、損害、誤使
用、盗難、詐欺、横領、破壊から守るように努めなければなりません。
こうした義務は、有形の資産だけでなく、商標、ノウハウ、機密情報、
情報システムなどの無形の資産にも及びます。
　法律の許す範囲内で、Ｅメールやネットワークに保存されている
データやファイルの査察など、会社は、社員がどのように資産を使用
しているかについて調査、検査する権限を有します。

第10条　賄賂と汚職

私たちはあらゆる賄賂と汚職を非難します。
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社員は、公共、民間を問わず、第三者からビジネス上の優位やその他
の利益を得る目的で、個人的にあるいは不適切な形で、直接、間接に
金銭やその他の便宜を、申し出たり約束したりしてはなりません。
また、恩恵的な取り扱いの見返りとして、第三者からいかなる金銭や
その他の便宜も受け取ってはなりません。さらに、社員は、その自らの
ふるまいによって、そうした疑いを抱かせる可能性のあるすべての
活動や行ないを慎まなければなりません。
　社員は、不適切な便宜を提供、供与することによって、それを受け取る
者の判断に影響を与えることは、その相手がたとえ公務員でなくても、
懲戒の対象となるだけでなく、刑事責任を問われる場合もあることを
承知しておくべきです。不適切な便宜とは、密接な関連がある団体へ
の就職やコンサルタント契約など、受け取る者にとって何らかの価値
あるすべてのものを指します。
　社員は、一般的にさまざまな地域で、企業が政党や候補者に政治献
金をすることは公職選挙法で禁じられていることを承知すべきです。
ネスレは、ネスレ Ｓ．Ａ．を除き、そのような献金を行わないポリシーを
導入しています。そうしたあらゆる献金やポリシーを逸脱する活動は、
ＣＥＯ（ネスレ Ｓ．Ａ．）と会長（同）による承認を得なければなりません。

第11条　贈答品、食事、接待

私たちは、品質とコンピテンシーのみに基づいて競争します。

社員は便宜供与によって影響を受けても、他の者に不適切な影響を
及ぼしてもいけません。常識的な範囲の食事や形式的な贈答品は
適切な状況に限り社員は授受してもかまいませんが、ビジネス関係に
不適切な印象を与えかねない贈答品や食事や接待は、受けても
行なってもいけません。
　上記を踏まえ、状況を判断する際に、社員はそのマーケットで適用
されているポリシーを参照しなければなりません。そうしたポリシー
のない場合は、現地の最も厳格な慣習を適用して、不正な取引がある
かのような印象を避けるようにしなければなりません。もし疑わ
しい場合は、ラインマネジャー、法務部またはコンプライアンス担当
部門に指示を仰いでください。
　社員は、どのような団体であっても、またどのような額であっても、
下記に該当する贈りものを申し出たり、受け取ったりしてはいけません。
– 金銭
– 融資
– リベート
– 同種の金銭的便宜
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第12条　差別とハラスメント

私たちは、多様性を受け入れて社員の個人的尊厳を尊重します。

ネスレはすべての社員の個人的尊厳、プライバシー、人権を尊重して、
職場から差別やハラスメントを一掃するように努めます。それ故、
社員は、出身、国籍、宗教、人種、性別、年齢、性的指向に基づく差別を
してはいけませんし、これらを含むいかなる理由に基づこうとも、
言葉や肉体的なハラスメントを行なってもなりません。
　自分の職場が上記方針に適合しないと感じる社員は、懸案事項を
人事総務本部にご相談ください。

第13条　遵守の不履行

私たちは、この規範を参照し、その条項を遵守して、必要に応じて
指示を求めます。

この規範のあらゆる条項を遵守して、必要に応じてラインマネジャー、
人事本部、法務部、コンプライアンス担当部門からの指示を求める
ことは、社員一人ひとりの責任です。

「正しい行動をとる」ことと、最高水準の誠実さを保証することは、
社員一人ひとりの責任であって、決して他の人に任せられるものでは
ありません。
　疑問がある場合は、この規範の序文で述べられている基本原則
をご参照ください。
　この規範のあらゆる遵守不履行は、懲戒解雇を含む懲戒や、正当な根
拠がある場合は法的措置や刑事告発などの制裁措置の対象となります。

第14条　不法行為と遵守不履行の通報

私たちは、どんな状況においても誠実に行動する責任を負っています。

社員は、この規範に不適合あるいは不法と思われる慣行や行為を、
ラインマネジャーもしくは人事総務本部、法務部またはコンプライア
ンス担当部門の担当者に通報しなければなりません。通報内容が妥
当であれば、直接、事業部の担当役員やコンプライアンス担当役員
など、より上位の者に通報することも可能です。
　それが適切であれば、通報は極秘扱いとして、あるいはホットライン
を通して行うことも可能です。
　すべての通報は適切に調査されます。ネスレは善意をもって通報し
たすべての社員に対する報復を禁じるとともに、訴えられた者の権利
も保護します。
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附則　賄賂と汚職に対する
　　　ネスレのコミットメントについての手引

「ネスレは、あらゆる態様の賄賂と汚職を排除します。ネスレは自ら
の製品の販売を、その価値、品質、価格、競争力及び持続可能性に
基づいて促進するのであって、決して不適切な利益供与に依拠する
ことはありません。」

この附則は、賄賂と汚職に対するネスレのコミットメントの土台と
なるネスレ考働規範の2つの条項、すなわち第10条「賄賂と汚職」と
第11条「贈答品、食事、接待」について、追加的かつ補足的なガイ
ダンスを提供するためのものです。この附則は、たとえその国の
法令のほうがより寛大であろうとも、すべてのマーケットにおいて
適用されます。その国の法令や手続がより厳格であれば厳格なほ
うが常に優先され、各マーケットまたはビジネスのルールに、細部を
明確にしたその国特有の制限や手続を導入することができます。

汚職との戦い
賄賂や汚職は、長期にわたる貧困をもたらし、経済の発展を阻害し、
そして競争を歪めます。ネスレは、賄賂と汚職に対する国際的な
戦いに深く関わり、この問題に関する社会のあらゆる関係者を結束
させる国連グローバル・コンパクトにも参加しています。
　ネスレは、強固な職業倫理を持ち、社員のみならず、サービス
プロバイダーや代理店に対しても、贈収賄や汚職に関わることや、
そのような不法な行為をしているように見えたり疑われたりしかね
ないあらゆる行動を厳しく禁じます。賄賂（贈収賄）とは、何らかの
便宜を引き出すために、ある者に対して贈答品、融資、謝礼、報酬そ
の他の便宜を供与したり、逆にこれらの供与を受けたりすることを
いいます。そのような行為は、不誠実であり、違法であり、あるいは
企業の事業活動の信用を損ねるものです。

贈答
顧客、卸店、仕入先、サービスプロバイダー、公務員、医者その他の
専門家等の第三者に対して提供される贈答は、その状況の下での
合理的かつ適度な（額、規模）ものでなければならず、決して不適切
な影響を与え、または違法な便宜を企図するようなものであっては
なりません。贈答は通常、商慣習として、また文化的な機会にのみ
提供されるべきであり、決して金銭やこれに類するものを含んでは
なりません。
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　上記の一般的な基準を満たすことに加え、ネスレ製品以外のもの
を公務員へ提供するには、事前にマーケットヘッドまたは指名され
た責任者の承認を受けなければなりません。ネスレに影響を及ぼ
す関係機関または政府による決定が留保されもしくは差し迫ってい
る状況においては、いかなる贈答も提供してはなりません。

飲食、接待、供応
ネスレは、自ら主催し、共催し又は協賛するビジネスの会合、会議や
行事に出席する第三者に、合理的で適切な食事や宿泊の提供を申し
出ることができます。食事や宿泊を提供することによってその会議
などの合法的なそもそもの目的を助けること、またその目的に見
合ったものであることが条件となります。
　合理的で適切な接待、観光、文化的な又はスポーツの行事への
招待は、ネスレが主催し、共催し又は協賛するビジネスの会合、会議
や行事に付随するものに限って行うことができます。決して単独で
提供してはなりません。

ファシリテーション・ペイメント
ネスレ社員は、通関や査証申請、許認可又はライセンス等の事務
処理を急がせたり確約させたりするために、直接であれ、第三者を
介してであれ、決して公務員等に対して非公式な心付けを支払って
はなりません。

奨学金、助成金、慈善寄付、非営利目的の協賛金
ネスレは、科学、栄養、健康管理の分野における知識の向上その他
社会的利益のある目的を支援するため、奨学金、助成金、慈善寄付
又は非営利目的の協賛金を提供することができます。それらは決し
て、不適切な便宜をネスレにもたらすものであってはなりませんし、
ネスレ製品を推奨・奨励することについて個人や組織の合意を条件
とするものであってもいけません。
　マーケット又はビジネスがこの種の経済的援助を提供するときは、
適切な審査と承認の手続をとらなければなりません。すなわち、
予定される金銭受領者の評判の評価、経過の記録、企図している
目的への妥当性、そして栄養、科学、医薬及び公共の福祉の点から
の社会的責任を伴う利益の評価を含みます。
　コーポレートアフェアーズ部門は、これらの審査と選定の過程に
関与しなければなりません。あらゆる重要な奨学金、助成金、慈善
寄付及び非営利目的の協賛金は、マーケットヘッドまたは指名され
た責任者の承認を受け、文書にて記録を残さなければなりません。
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政治献金
ネスレは、基本方針として、ネスレの関係会社や関係者に政党や
その候補者に献金することを禁じています。この方針に反して献金
を行うには、準拠法及びよき企業統治の原則に従って、グループの
CEO及び会長の承認を受けなければなりません。
　なお、この一般原則は、ネスレの関係会社や関係者がネスレ社員
が全く適法に基金を出した政治活動委員会を組織し運用すること
を妨げるものではありません。

第三者のコンプライアンスとネスレによる審査
ネスレは第三者との取引に常に注意を払い、第三者を賄賂を支払った
り不正な慣行をすることに利用したり関わらせたりするようなことを
決してしません。ネスレは、サプライヤー、サービスプロバイダー、
卸店及びネスレを代理して活動する第三者に対し、正直に、反贈収賄
に関する法令を遵守して行動するよう求めます。
　あるサプライヤーからの購買、あるサービスプロバイダーとの
取引開始、ある代理店や卸店の指名の決定は、ネスレの諸原則と一致
する適切な審査プロセスを経て行わなければなりません。もし、
ある第三者との関係性において、その第三者が不適切な、あるいは
違法な取引に関わっていることが明らかになり、又はそのような
様子が見られたときは、直ちに法務部又はコンプライアンス委員会に
指示を仰がなければなりません。

記録と文書化
ネスレは、汚職に対する内部牽制の一環として、すべての取引と資金
の動きが適切に記録され、分類され、そして文書化されることを求め
ます。会社による贈答、供応、接待、奨学金、助成金、慈善寄付の提供に
関する取引や資金の動きもその対象です。
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