
スイス・リー行動規範
私たちの会社、私たちの規範



 

私たちのコミットメント
スイス・リーは1863年の創業以来、再保険および保険業界のリーダーであり続けています。 

正当な手段を用いて正当な目的を追求する、信
頼に値するパートナーであると当社のステーク
ホルダーから認められてはじめて、持続的な成
功達成を実現することができると私たちは信じ
ています。

スイス・リーの行動規範（以下「規範」）は、私た
ちが責任ある意思決定をし、最高の倫理基準を
用いて成果を挙げるための主要な原則を明記し
ています。本規範はスイス・リーの5つの企業価
値（以下「価値」）に基づいて構築されていま
す。この5つの価値とは、誠実さ、チーム・スピリ
ット、実行する情熱、迅速性、そしてお客様中心
主義です。これらの価値は、当社のあらゆる活
動の中心にあります。「スイス・リー従業員およ
び管理職の行動指針」は、これらの価値を行動
に移すためのものです。これらは当社の事業目
標を強固なものとし前進させるための行動のあ
り方を表しています。また、私たちのパフォーマ
ンスを評価するためのしっかりとした基本とな
り、一人ひとりが成し遂げた仕事、またそこに至
るまでの過程も評価し、それに報います。

規範の遵守は、誰か他の人に任せることはでき
ません。私たち一人ひとりが、規範の精神に基
づいた行動を取り、世界のトップクラスの企業と
いうスイス・リーの評判を守る責任を負っていま
す。リーダーやマネージャー達は、彼らの指導

力、期待感、そして自ら手本を示すことで、倫理
に基づいた行動を奨励することが必要です。ま
た、従業員が不利益な取扱いを恐れることなく
安心して懸念を表明できる文化を育てる必要が
あります。

現地で適用されている法律が優先されますが、
その法律が当社の規範の基準を下げるものと解
釈されることはありません。本規範の各事項に
ついての詳細なガイダンスは、当社イントラネッ
ト上の関連文書を参照してください。

当社の「価値」と「規範」を日常的に実践するこ
とで、私たちは社会の中の良き企業市民として、
信頼できるビジネス・パートナーとして、そして私
たちが誇りとする企業の一員として、あり続ける
ことが出来るのです。

当社の規範に対する、社員皆さんの継続的なサ
ポートとコミットメントに感謝いたします。私た
ち全員が努力することで、お客様のニーズを満た
し、持続可能な業績を挙げ、当社のブランドを
強化することができます。

スイス・リー取締役会およびグループ・エグゼク
ティブ・コミッティー
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本規範は従業員が不利益
な取扱いを受ける恐れな
く安心して懸念を表明する
文化を育てます。

判断が難しい場合の行動の仕方
本規範は私たちが遭遇する全ての状況を網羅している訳ではあり
ません。ジレンマに直面した時、または判断が難しいと感じた時

は、当社の規範と価値の精神に沿って、常識に従った適切な 
判断をするべきです。

 

黄金律を思い出してください： 常に声を上げ、コンプライアンス・オフィサー、リーガル・カウンセルま
たは人事担当者に助言を求めることです。

目的
何を達成しようとして

いるのか？

動機
なぜ、それをやろうとして

いるか？
自分は公正で正直に対応

しているか？

どう受けとられるか？
自分がこれから計画してい  

ることが新聞の一面で報道
されたら？

同僚、友人や家族が私を
誇りに思うだろうか？

影響
私の行動は合法か？

より持続可能な世界に貢
献できているか？

誰かが私を同じように扱っ
た場合、良い感じを

受けるだろうか？
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私たちの行動規範は：

私たちが合法的に、倫理的に、責任を持ってビジネスを行う方
法を示してくれます。

潜在的なリスクに直面した時、主要な原則と実用的な例を提
示してくれます。 

その懸念を速やかに表明するための詳しい手順を示してくれ
ます。

行動規範に従う必要があるのは誰？
本規範は、世界中のスイス・リー・グループ内お
よび全てのスイス・リー関連会社で働く、フルタ
イム、パートタイムの全従業員（「従業員」）に
適用されます。また、スイス・リー・グループ内
の企業のために仕事をする、請負業者や、フリ

ーランサー、臨時社員・派遣社員、研修生など
の第三者（「外部者」）、そして取締役会のメン
バーなどにも適用されます。当社従業員および
外部者は、本規約では集合的に「私たち」と称
されています。

当社の企業価値
当社の「価値」は、私たちが考え行動する基準です。それらは当社
の文化を形作り、私たちがどう行動し、いかに自ら取り組むかを
示します。それらのもとに私たちは団結し、奮起し、より高みを目
指します。当社の「価値」は、スイス・リー・ウエイでビジネスを行
うための基本です。

誠実さ (Integrity)
スイス・リーにおいて、誠実さは絶対に譲れな
い価値です。私たちは、全てにおいて誠実で、
透明性を持ち、公正で、個人として責任を持っ
て行動する必要があります。 

チーム・スピリット (Team Spirit)
スイス・リー・ファミリーは、多様な人材、見解、
経歴で構成されています。私たちはお互いに気
を配り、お互いの違いを尊重します。

実行する情熱 (Passion to Perform)
一生懸命にそしてスマートに働くことはもちろ
んのことですが、私たちは、持続可能かつ公正
な方法で活躍する情熱と決意を持っています。

迅速性 (Agility)
容易にそしてスピーディーに変化を予測し適応
することが肝心です。私たちはオープンで旺盛
な好奇心を持って、変化からイノベーションを
創り出します。そしてこのイノベーションを積極
的に保護します。

お客様中心主義 (Client Centricity)
お客様の成功が何よりも重要です。お客様のビ
ジネス・ニーズの核心を理解し、信頼されるアド
バイザーとして行動し、お客様の目標達成に的
を絞って私たちの持つ専門知識を役立てるよ
う務めます。
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私たちの、 
お互いに対する、  
そしてスイス・リー
に対する責任

私たちは共に、新鮮な視点、知識、そして資本を活用して、リスクを予
測し管理します。そして責任ある倫理的な方法でこれを行います 私た
ちの「 ワン・スイス・リー 」アプローチとは、私たちは他の スイス・リ
ー  事業体のための業務を実施することが多いため、その事業体の要
件や指示を、スイス・リー の最適な支援として考慮していることを意味
します。

私たちは、完全かつ偽りのないビジネス情報を保持し、その機密性を
保護し、そして当社の情報技術を安全に使用しています。
当社は、誠実で透明性がありかつ思慮深い方法でコミュニケーション
をとります。
私たちは、スイス・リーにとって最善の、そしてお客様の結果に常に気
を配り私たちの倫理的責任（デジタル倫理とデータ倫理を含む）に基
づいた決定を下します。
私たちは差別やハラスメントのない、誰もが敬意を持って迎えられ
る、多様性を受容する環境作りを推進しています。
私たちは、正直かつ透明性を持った行動を取り、私たちに委ねられた
資産を合法的な事業目的のために使います。
私たちは、お互いに気を配ることで、健康、安全性そしてセキュリティ
を害するような職場における危険な要因を排除します。
私たちの知識は成功の鍵です。私たちは知識の創造と保護の両方に
情熱を注いでいます。
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ビジネス情報、技術とサイバーセキュリティ

私たちは、完全かつ真実
のビジネス情報を保持し、
その機密性を保護し、そし
て当社の技術を安全に使
用します。
お客様からの信頼を集め続けるためには、私たちが安全
かつ高い機密性を保持しつつビジネスを行えるかどうか
にかかっています。情報セキュリティの脅威とサイバーリ
スクが急速に拡大し、ますます高度化していることを考
えると、これは非常に重要なことです。ビジネス情報の
慎重な取扱い、そしてデジタルサービスと技術の責任あ
る利用は、私たちがこの問題をいかに重要視しているか
を示すものです。

ビジネス情報とは、財務諸表、取引データ、契約、戦略、
コミュニケーション、そして当社が発信した情報および
当社がビジネス・パートナーから受け取った情報を含み
ます。

見かけによらない
添付ファイルのある電子メールを受け
取りましたが、それは私のお客様から
のように見えました。しかし、そのメー
ルを開くやいなや、それが詐欺である
ことを悟りました。その電子メールは、
当社の契約に関する機密情報の詳細
を確認することを求めてきました。私
のお客様は、私が常に情報をお知らせ
するということに関して信頼を寄せて
くださっていますので、すぐに詐欺の
電子メールについて伝え、フィッシン
グ詐欺として報告し、またContactOne
にも私が知らないうちにスイス・リー
をウィルスに感染させたかもしれない
ことを報告しました。その時点ですぐ
に報告しなければ、状況はさらに悪化
していたに違いないとわかっていまし
た。 
ContactOneは当社にはお客様との通
信を保護するセキュリティ・コントロー
ルがあることを教えてくれました。 
私が迅速に通知したことと、当社のセ
キュリティ・コントロールのおかげで、
お客様およびスイス・リーに害が及ぶ
ことはありませんでした。
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コミュニケーション　

当社は、誠実で透明性が
ありかつ思慮深い方法で
コミュニケーションをとり
ます。
どのようにコミュニケーションをとるかは、私たちがどの
ように見られるかに影響を及ぼします。タイムリーで正確
かつ明確なコミュニケーションが、当社のブランドと私た
ちがどうあるべきかを示す手助けをし、また、スイス・リ
ーの評判を維持する手助けをします。私たちがコミュニ
ケーションの内容と方法について常に注意を払うのはそ
のためです。それが、私たち同士であっても、お客様また
は株主、規制当局など、その他のどのステークホルダーと
であっても同じです。

コミュニケーションの例としては、記事の発表、公のラウ
ンドテーブル会議への参加、会議での発表の実施、デジ
タルまたはソーシャル・メディアのチャネルの情報共有な
ど様々です。

慎重にコミュニケーション
をとる
私は業界の主要プレーヤーが最新の
動向を議論する年次会議に出席しま
す。その会議には常にジャーナリスト
が出席しています。昨年、私はあるジ
ャーナリストからインタビューを求め
られましたが、引き受ける前に、メディ
アとソーシャルメディアに関する当社
のグローバル・ポリシーに従い、メデ
ィア広報の担当者に忘れずに相談しま
した。参加者は、ソーシャル・メディア
のライブ・動画でも会議の状況を追う
ことができます。私は今年のソーシャ
ル・メディア上の議論に参加し専門知
識を共有することを楽しみにしていま
すが、私の見解がセンシティブ情報に
触れる懸念があるため、事前にグルー
プ・コミュニケーションに連絡し助言
を得ようと考えてい 
ます。

利益相反　

私たちは、スイス・リーに
とって最善と思われる決定
を下します。
利益相反は、当社の判断、客観性や忠誠心に対して、不
適切に影響を与える可能性があります。これらはまた当
社を風評リスクや財務リスクに晒す可能性があります。

利益相反は、私たちの個人的な利害がスイス・リーの利
害と対立する場合に生じます。対立が生じた場合、生じる
可能性がある場合、または生じるように見えた場合、私
たちは透明性を保つためそれらを開示すべきであり、意
思決定プロセスに関与すべきではありません。この行動
は、オープンでフェアな環境を作ります。

利益相反は社外での関わり（社外における雇用や取締役
会の役職を含む）、経済的利害関係と職場の人間関係か
らも生じる可能性があります。私たちは、個人的な利害や
関係に影響されることなく、スイス・リーが確実に最大の
利益を得られるよう事業の遂行に努めます。

どう受け取られるかは 
重要
私のチームは、大規模なプロジェクト
の仕事をするコンサルティング会社
を、いくつかの会社の中から選ぶ担当
になっています。私は選択肢の中に含
まれている会社の1つの株式を所有し
ており、ほんの少数の株式をもつ小株
主にすぎませんが、それでもこの関係
によって、スイス・リーの利害と衝突す
ること、またはそのように見えてしまう
ことも望みません。私は公正を保つた
めに、この利害の対立の可能性を上司
に報告したうえで、この業務から外し
てもらうつもりです。
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多様性の受容、そして公正かつ平等な待遇

私たちは誰もが敬意を持 
って迎えられる、多様性を 
受容できる環境作りを推
進しています。
私たちの異なる才能、視点、そして経歴は、私たちのお客
様や市場についての理解を深めると同時に、革新的でリ
スクを再考する機会となるソリューションの開発を可能
にしています。多様性を受容する環境で一緒に働くこと
は、チーム・スピリットを高め、生産性を向上させます。

私たちは、差別やハラスメントのない、公正で平等な待
遇への取り組みを行っています。すべての個人が専門性
を向上させることができる機会の均等を提供します。そ
れは、年齢、人種、民族、国籍、性同一性および性の表現
を含む性別、宗教、性的嗜好、障害の有無、その他法律
で保護される分野に関わりなく提供されます。

傍観者に徹することはでき
ません。
2人の子どもがいるシングルファーザ
ーのフィルが去年、私のチームに加わ
りました。フィルが家族に対する責任
のことを話すと、私のチームのメンバ
ーの１人があきれた顔をします。私は
同僚が、フィルはまともな仕事をこな
すのに十分な人間ではないから新しい
エキサイティングなプロジェクトへの
参加をフィルには頼まないと言ってい
るのを耳にしました。なぜかと聞く
と、重大なプロジェクトなので子ども
がいる人には達成できないだろうと彼
は言いました。私は、私たち全員には
他の責任があることと、違いを尊重す
る必要があり、能力開発の機会を奪っ
てはいけないと説明しました。もし同
僚が差別的な決断をし続けているの
を見たら、私は上司に話すつもりで
す。
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詐欺　

私たちは、正直かつ透明
性を持った行動を取り、私
たちに委ねられた資産を
合法的な事業目的のため
に用います。
虚偽的または意図的に誤解を招くような行動をすること
は詐欺にあたります。スイス・リーは最高水準の誠実さを
表明し、いかなる詐欺行為も一切容認しません。誠実に
行動することは信頼を育み確固たるブランドと評判を構
築し、忠誠心と敬意を向上させます。

詐欺の例としては、スイス・リーの所有物の盗難、記録や
請求の改ざん、不正な経費請求の提出、当社のビジネス・
パートナーへの脱税行為の支援などが含まれます。

結果は手段を正当化しない
私は出張から戻り、80米ドルの領収書
を紛失したことに気が付きました。こ
れほどの少額でしたら、私が他の領収
書にこの額をチップとして加えても、
おそらく誰も気づかないでしょう。こう
すれば、私が請求する額は、私が実際
に使った額と同じになります。ですが、
透明性を重視するべきことを私は知っ
ています。虚偽の情報で経費報告書
を作ることは正しい行為ではありませ
ん。このためこうした事実と異なる申
告を行うことはせず、販売者から領収
書のコピーの入手を試みます。

健康、安全性とセキュリティ

私たちは、お互いに気を配
ることで、私たちの職場
を、健康、安全およびセキ
ュリティを害するような危
険な要因から遠ざけま
す。
健康、安心、安全な労働環境は、私たちの心身の健康と
チーム・スピリットを維持するために不可欠です。職場は
私たちのコミュニティですから、お互いの健康と安全に
気を配ります。コミュニティを弱体化させ、損害を与える
行為は許されません。

私たちは積極的に危険を感知し、評価し、そして危険を
回避します。私たちは、安全手順に従い、事故、怪我や危
険な機器、業務そして状況について報告します。私たち
は、仕事を安全かつ効果的に行うことが出来るような活
動にのみ従事し、またこれに沿って事業継続のための計
画を立案します。

転ばぬ先の杖
私は職場の建物の安全性が心配で
す。集配担当者はその方が便利だから
と言って、建物の出入り口を開けっ放
しにしています。誰でもチェックなし
で、事務所に立ち入ることができる状
態です。私たちみんなのために安全な
職場を維持したいので、私はこの懸念
をローカル・セ－フティー＆セキュリテ
ィ・オフィサーへ報告するつもりで
す。
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知的財産

私たちの知識は成功の鍵
です。私たちは知識の創造
と保護の両方に情熱を注
いでいます。
スイス・リーは、知識集約型の企業です。当社独自の知識
と専門能力をビジネス・パートナーに提供することが、私
たちの成功への鍵です。だからそれらを保護する必要が
あるのです。私たちは、他者の知的財産に対しての私たち
の義務を重要視します。そうしないと金銭的また風評的
損害を引き起こす可能性があるからです。

私たちが業務の過程で作り上げた知的財産への権利はス
イス・リーが全て所有しています。私たちが会社を辞めた
後も、それはスイス・リーの資産として維持されます。知
的財産にはリスク・モデル、覚書、データ、画像、財務・マ
ーケティング・プランやビジネス・ツールなどが含まれま
す。

会社のもの？あなたの 
もの？
私はサイバー・リスクに関するプレゼ
ン資料を作成し、それを多くの業界内
およびクライアントとの会議で使用し
ました。複数のクライアントが、このプ
レゼンでスイス・リーが、いかに革新
的であるかを示せたと考え、スイス・リ
ーに対する信頼性が増したと言ってく
れました。私は近くスイス・リーを退社
しますが、このプレゼン資料のコピー
も持って行きたいと思いました。結局
のところ、これは私が作った資料です
から。しかし、確認のため私の上司に
聞いたところ、彼女は、私がスイス・リ
ーで業務の一環として作成した知的財
産は会社に帰属し、私が退社するとき
に持って出ることはできないことを思
い出させてくれました。
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当社は、お客様のために、よりスマートなソリューションを提供しま
す。そうすることで世界を再構築し、新しくし、前進させる手助けを
します。私たちは、持続的かつ倫理的な方法でこれを行います。

私たちは、公正にビジネスを行います。意思決定に不適切な影響を
与えることを目的とした利得を提供したり受け取ったりすることは
ありません。
私たちは、個人情報の取扱いには細心の注意を払い、合法で特定
された事業目的のためのみにそれを使用します。
私たちは金融市場の誠実性と透明性を保護し、不適切な個人的利
益のために内部情報を不正使用することはありません。
私たちは、公正な競争を制限するような業務に関わりません。
私たちは、変化し続ける貿易や、その他の経済活動に関する規制を
常に遵守します。
私たちは、全世界で、ライセンスおよび認可に関する規則に準拠し
て事業を行います。
私たちは、お客様の理解に務め、そして当社の誠実性を損なうビジ
ネスに関わりません。
私たちは、長期的な価値を創造する商品とサービスを提供し 
ます。

当社のビジネス・  
パートナーや社会
への責任
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賄賂の授受と汚職

私たちは、公正にビジネス
を行います。意思決定に
不適切な影響を与えるこ
とを目的として利益を提供
したり、受領したりするこ
とはありません。
私たちは賄賂の授受や汚職に関与しません。それは違法
であるだけでなく当社の評判と誠実さを損ない、公正な
市場機会を阻害します。さらに、刑罰や罰金の対象となる
可能性があります。当社は長期的な関係を大切にし、誠
実かつ倫理的に、ビジネス・パートナー、規制当局及び公
的機関に対応します。

贈り物の授受、接待、慈善活動、スポンサーシップについ
ては、当社やビジネス・パートナーの意思決定に不適切
な影響を与えること、またはそのように見えることがあっ
てはなりません。公的機関が関与している場合、さらに十
分な注意が必要です。第三者を介した間接的な賄賂も禁
止されています。

データ保護

私たちは、個人情報の取
扱いには細心の注意を払
い、合法で特定された事
業目的のためのみに個人
情報を使用します。
当社のお客様やステークホルダーは、私たちが彼らの個
人情報を適切に取扱い、保護することを求めています。デ
ータ保護は当社へ寄せられている信頼を強化し、私たち 
は効果的かつ安全に業務を行うことができます。個人情
報とは、氏名、住所、生年月日、そしてより細心の注意が 
必要なセンシティブ情報である医療関連情報や健康状
態など、人の識別に使用される可能性のある情報のことで
す。

取扱い注意
私は、保険金請求を処理するために、
お客様から医療記録を受け取ってい
ます。あるIT部門の同僚が、調査会社
と共同で分析プロジェクトに取り組ん
でおり、その医療記録を使わせてほし
いと依頼してきました。データは病状
をよりよく理解するために使用される
とのことでした。私はそうした価値あ
るプロジェクトを手助けしたいとは思
います。ですが、もしこれらが私の個人
の記録であれば、この調査会社がどの
ようにデータを使うつもりか正確に知
りたいと思うことでしょう。私はお客
様に信頼されるアドバイザーとして、ま
ず私が彼女の許可を取ること、そして
その記録を共有する前に、匿名化する
ことを求めるであろうと思いました。
いずれにせよ、私はコンプライアン
ス・オフィサーに、そのようなデータを
使用し、保護する方法について尋ねま
す。

絶対に許されないこと
私はお客様と公共部門取引の契約締
結に取り組んでいますが、政府からの
許可が必要です。お客様はその国では
賄賂が当たり前で、手続きを迅速に進
めるためには、役人に業務推進費を支
払っても汚職とはみなされないと言い
ます。取引は成立させたいのですが、
誠実かつ公正な方法を取るつもりなの
で、私は丁重にこの提案を拒否しまし
た。スイス・リーでは、そのような支払
いを行うことを禁止しています。
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内部情報

私たちは金融市場の誠実
性と透明性を保護し、不
適切な個人的利益のため
に内部情報を不正使用し
ません。
公正な個人取引と透明性ある金融市場には、情報への平
等なアクセスが不可欠であり、金融市場の規制を遵守す
るためには、さまざまな方法があります。 

内部情報とは非公開の情報であり、それが公開された場 
合、その会社の株式や債券などの有価証券の価格に影響 
を与える可能性がある情報です。例としては、未公開の財 
務情報、保留または協議中の合併案件や買収の情報、重
要なデータやサイバーセキュリティの侵害、訴訟または
重要な保険金請求などを含みます。

内部情報の不正使用とは、企業の有価証券の取引や勧
誘、またはそのような情報の開示を含みます。

自社株売買禁止期間
私は株式を売却して資金とし、不動産 
を購入するつもりです、しかし、先日ス 
イス・リーは「クローズド期間」を発表 
しました。自分が所有する株式なのだ 
から、いつでも自分が好きなように出 
来るはずだと思う気持ちもなくはあり 
ません。しかし、私が実際に内部情報
を知り得る立場にはなくとも、スイス・
リーの財務成績がまだ一般に公開さ
れていない期間に私が株式を売却す
れば、不当な優位性の行使と見られる
ことを私は知っています。次回は、「ク
ローズド期間」以外の時期に株式を売
買できるように、前もって計画を立て
るつもりです。
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国際貿易統制と経済制裁

私たちは、絶えず変更され
る貿易やその他の経済活
動に関する規制を遵守し
ます。
私たちは、スイス・リーの 事業体およびその従業員に適
用される国際的な貿易および経済制裁を遵守するととも
に、市場の制限、罰則、評判の失墜から私たちを保護す
るための社内要件（より厳格な場合もあります）を遵守し
ます。

このような規制に基づく制裁では、特定の個人、事業体、
船舶、航空機または国との取引が禁止されることがあり
ます。また、業界、セクター、投資、投資や、特定の商品、
技術や、金融サービスも含むサービスが対象となる場合
もあります。

制裁は、複雑で絶えず変化しています。私たちは、制裁を
十分に考慮した上で、ビジネス関係の開始以前、そしてビ
ジネス関係期間全体を通して助言を受け、当社の事業に
影響を与える可能性があるものを見つけた場合には迅速
に対応します。

状況の変化
私は複数の国を対象にした契約に署
名しようとしています。その複数国の1
つが、最近、経済制裁の対象となった
ようです。契約全体に占める制裁国の
エクスポージャーの割合はわずかであ
り、こんな小さな問題のために、取引
を逃すのは本当に惜しいと思う一方、
貿易統制と経済制裁は絶えず変化し
ていることを知っていましたので、コ
ンプライアンス・オフィサーに問い合
わせてみました。その回答は、どんな
に小さなエクスポージャーであって
も、それぞれの事例を個別に検討する
必要があるということでした。

公正な競争 

私たちは、公正な競争を
制限するような業務に関
わりません。 
不正競争行為は、市場の健全な機能を歪め、公正な競争
を妨げ、消費者に害を及ぼします。これが、競合他社、ブ
ローカー、顧客やその他のビジネス・パートナーとの談合
行為に当社が参加しない理由です。このような行為は不
法に競争を制限するからです。

不正競争行為の例としては、直接的・間接的に価格、手
数料、保険料や契約条件などを、不当に設定すること、商
品 や市場を不当に制限または制御すること、顧客の割り
当 て、市場の共有、入札談合、そしてスイス・リーの元受
保険 あり、金融市場の規制を遵守するためには、さまざ
まな方法があります。と、再保険事業との間で、価格情報
を共有することなどが挙げられます。これらの行為は、正
式な文書による契 約書である場合もあれば、口頭での
同意の場合もあり、暗黙の了解や、商業上慎重な扱いを
要する情報を、例えばミーティングやオンラインプラット
フォームを通して共有することなどの形で発生すること
があります。

平等な競争条件
私と付き合いのあるブローカーが、あ
る取引で当社の最大のライバルの入
札価格を教えてくれると言いました。
当社の入札価格はそれと比べるとかな
り低いということでした。私はこの取
引のお客様と大変良好な関係を維持
しており、入札価格を上げることで、そ
の関係を壊したくないと思っていま
す。私はこの取引の成功に全力を挙げ
るつもりですが、あくまでも正当な方
法を取ります。私はブローカーに、この
ような情報を共有することには反対で
ある旨を伝え、当初の入札価格を維持
し 
ます。
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LPE

私たちは、全世界で、ライ
センスおよび認可に関す
る規則に従って事業を行
います。
該当規制の境界とその責任について理解し、お客様に通
知することで、透明性と収益性の高いビジネス関係を促
進し、当社が世界的に事業を行う能力が維持されます。

当社は複数のライセンスと認可を保持しており、これがど
のような事業をどこで遂行できるかを決定します。ライセ
ンスや認可が必要な事業の例としては、引受査定、保険
金支払処理、マーケティング、ポートフォリオ管理、そして
支店や駐在員事務所などの恒久的施設の設立と運営が
含まれます。

国境を越えたチームや出張の結果、ビジネスを受注して
いる法人が所在する場所から離れた国においてリスクの
受け入れ（交渉、意思決定、契約の締結など）が生じる可
能性がある場合には、グループ・タックスに相談します。

自分のビジネスを知る
私はある国でビジネスをする提案を受 
けました。しかし、その国で事業をす
る ライセンスがあるかどうか定かでは
あ りません。当社の競合他社のいくつ
か は、すでにその国で業務を行ってお
り、 私も成長著しいこの市場に参入し
たい と思っていました。お客様は私の
判断 を信頼しており、スイス・リーが
そこで 出来ることと出来ないことを、
私が知 っているはずだと思っていま
す。私はLPEポータルに相談し、さら
に助言が必要な場合には、当社のリー
ガル・カウンセルに再確認します。税
務への影響がわからない場合には、グ
ループ・タックスの同僚にも相談しま
す。

マネー・ロンダリング

私たちはお客様の理解に
務め、当社の誠実性を損
なうビジネスに関わりま 
せん。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達は、国の経済、
安全保障や政府に対して徐々に悪化させるような影響を
与える可能性があります。希薄な関わりであってもそのよ
うな行為は、スイス・リーの評判を大きく傷つけ、罰則や
法的措置を受ける可能性があります。

マネー・ロンダリングは、違法な活動を通じて得た資金
源を隠ぺいする行為であるため、一見正当な行為に見え
るのです。マネー・ロンダリングの兆候は、異例の支払い
パターン、大きな現金取引、または非開示者への支払い
を含みます。テロ資金調達は、テロリスト、テロ行為、テ
ロ組織への資金調達が含まれ、非合法または合法的な
資金源が含まれる場合もあります。

自分のお客様を知る
あるお客様が私に情報を提供するこ
とを躊躇しているように思われます。
新しいお客様なので、私は彼らのビジ
ネスの性質を知りたいのです。彼らが
今後も情報提供に消極的である、また
は不十分、虚偽または不審な情報を
提供し続ける場合、私は取引を始める
前に、コンプライアンス・オフィサーに
相談してさらに詳しく調査するつもりで
す。
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持続可能性と人権 

私たちは長期的な価値を
創造する商品とサービス
を提供します。
当社のビジネスにおいて持続可能性を前面に出すこと
は、私たちが市場機会を特定し、新商品を開発するため
に役立ちます。長期的な視野を持つことは、経済効率を
向上させ、環境を保護し、世界中で社会の持続的発展に
貢献します。

持続可能性へのコミットメントとして、スイス・リーは、国
連グローバル・コンパクトに署名しており、人権、労働、
環境、腐敗防止の分野での10原則を実施することを約束
しています。人権は、尊厳をもって人生を送るために必要
な基本原則です。

当社ではこれらの原則に敬意を払うことで、当社の引受
や投資への意思決定に対して、バランスのとれた環境、
社会、ガバナンス（ESG）のリスクマネジメントのアプロ
ーチができるのです。当社は、同じ価値観を共有するビ
ジネス・パートナーを選択します。

「いかなる犠牲を払って
も」ということはない
私のお客様が、熱帯雨林に損傷を与え
ると思われる大規模なプロジェクトに
対して、保険の購入を希望しています。
私が調べたところ、そのプロジェクト
は確かにその国では合法です。正直、
私もこのビジネスを獲得したいという
気持ちが強かったのです。しかし、合
法の如何を問わず、スイス・リーは重
要な自然の生息地を脅かしたり、他を
侵害する活動に関与することを望まな
いことを私は知っていました私は、持
続可能性に関するビジネスリスクプロ
セスに従ってよかったと思っていま
す。これは、プロジェクトの長期的な
環境への影響評価に役立ちました。
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声を上げること、そして行動を起こすこと 
私たちは声を上げ、行動し、不利益な取扱いを恐れることなく協
力します。
スイス・リーのオープンな社風と、社員が受ける
不利益な取扱いに対して断固たる姿勢をとる環
境は、誠実性への懸念があった場合には、社員
は速やかにその旨を表明することを奨励していま
す。そして、私たちは実際の違法行為、ないしは
疑わしい行為についての内部または外部の調
査、請求、訴訟を支援し協力する必要がありま
す。

勤続年数および役職に関わらず、不利益な取扱
いを恐れることなく誠意ある懸念の表明と共有
を推進する社風の育成は、従業員の士気を高め
る助けとなります。またこのことは、相互の信頼
を、また意思決定に対する信頼を強化し、問題
の早期解決に役立ちます。

誠意ある懸念を表明することは、提供する情報
が偽りのないものであり、懸念する行為の詳細
が 、法律、規範、またはスイス・リーの方針もし
くは基準に違反する可能性があることについて
の懸念を報告または表明することを意味します。
私たちは、コンプライアンス・ オフィサー、また
は人事担当者にその懸念を相談することができ
ます、そして彼らは提供された情報を可能な限り
極秘に扱います。

懸念事項を表明するときに名乗り出ることが 不
安な場合には、その地域の法により許される限
り、匿名性が保護される内部通報ホットラインを
使って報告することができます。

責任を受け入れる 
本規範は私たちに要求される行動として、最低
限 守るべき基準を定めたものです。私たちが故
意に 又は過失により適用法、規制、本規範、本
規範の精神、 スイス・リーの方針や基準に違反
した場 合、私たちは解雇を含む懲戒処分、刑事

罰または民事賠償の対象となり得ることを理解
します。本規範に精通していないということは、
本規範違反の言い訳にはなりません。また、各国
の適用法や規制が本規範より厳しい場合には、
それらに従う必要があります。
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追加情報 
本規範の全ての事項の詳細については、方針管
理ツールまたはスイス・リー・イントラネットを参
照してください。

 「従業員および管理職の行動指針」についての 
詳細は、当社人事イントラネットのページに掲載
されています。

追加情報 
本規範の全ての事項の詳細については、方針管
理ツールまたはスイス・リー・イントラネットを参
照してください。

 「従業員および管理職の行動指針」についての 
詳細は、当社人事イントラネットのページに掲載
されています。
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