
行動規範
基準を設定すること-責任を持って行動すること
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行動規範は、IAVのコンプライアンス管理シス
テムの基礎となる最も重要なルールです。こ
れは、世界中の全従業員1が、統一された基準
に従って意思決定し、行動するための枠組み
を提供します。それは方向性を与えることを
目的とし、行動の不確実性を回避する助けと
なります。私達の行動は常に同じ拘束力のあ

る原則に基づいています。

私達は、経営総務審議会として、以下の行動原
則に全力で取り組んでいます。ルールを遵守
し、倫理的に非難できない行動を取ることは、
私達全員の課題です。

1 この行動規範の「従業員」は、性別を問わず、男性と女性の両方の従業員を意味します。
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はじめに
未来のテクノロジーのエンジニアリングパート
ナーとして、私達の誠実さ、公正さ、そして独立
性は最も重要です。こうした理由に基づき、私
たちは従業員、顧客、サプライヤー、ビジネス
パートナーに対して責任を持って行動し、自然
や資源にも配慮しています。

「行動規範」は、以下の分野における行動指
針をまとめたものです。

•  従業員、IAV、およびビジネスパートナーに
対する責任

• 企業としての責任
• 社会的責任
• マクロ経済的責任

行動規範を補うのは、社内のコンプライアンス
ポリシー、プロセス、規則、および適用される
雇用契約です。
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従業員、IAVおよびビジネスパー 
トナーに対する責任
私達は、同僚、IAV、およびそのビジネスパートナーに対して責任を負
っています。社内、社外の両方で、私たち全員がIAVを代表していま
す。私達は、IAVの良い評判を維持することに全力で取り組んでいま
す。私達の外見、行為、行動がIAVの世界的なイメージを定義するも
のとなります。私たちが義務を履行する上で、IAVが、公共の目と顧客
の目から確実尊敬されるよう、誰もが努力しなければなりません。 
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経営文化
IAVでは、人々が熱意を持って働く環境を作り
ます。そのために、経営幹部は自らの職務につ
いて共通の理解を持ち、 当社の倫理、ルール、
価値観に沿って必要な行動の枠組みを定義す
ることが必要なのです。これは、従業員が主体
的に働くことができるようにするためです。ロ
ールモデルとして、経営幹部は特別な責任を
負い、私たちの全体的な利益に注意を払いま
す。彼らは適切な監視を行って違反行為を防
止します。

データ保護
IAVは、あらゆる個人データを保護する権利を
尊重します。当社は、個人データを処理する際
に、データ保護法の規定と要件を遵守すること
により、従業員とパートナーの個人データを保
護します。IAVは、データ保護の基本原則に取り
組んでいます。

基本原則とは、合法性、誠実な処理、透明性、
目的の制限、データの最小化、正確性、ストレ
ージの制限、完全性、機密性、およびデータ処
理担当者の説明責任を意味します。当社は、関
係する個人の権利を保護します。この点につ
いての質問は、データ保護チームとIAVのデー
タ保護担当者が回答します。
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機密情報の取り扱い
お客様と協力することによって、機密性の高い
専門知識、アイデア、概念、計画を把握できる
だけでなく、プロトタイプやテスト・コンポーネ
ントにもアクセスできます。IAVで働く私たちに
とって、この要求に対する信頼は、ビジネスを
行う上で不可欠なものです。開発への新しい
アプローチ、ビジネスのアイデア、ビジネス文
書など、IAVの内部情報にも同じことが当ては
まります。

事業活動の過程で知り得た情報は、秘密裡に
取り扱い、許容範囲内でのみ利用しなければ
なりません。情報を提供した当事者の同意を
得ない限り、かかる情報を第三者に提供して
はなりません。社内において機密情報は、職務
によってその情報を知る必要のある者だけに
提供されるべきです。この点に関する質問に
は、あなたの上司、および企業セキュリティ管
理システム管理者が回答します。
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ITセキュリティ
電子データ処理システムは不可欠なもので
す。これらのシステムの改ざんやシステム障
害は、データの損失、個人データの盗難、著作
権や知的財産権の侵害など、深刻な結果を招
く可能性があります。このため、IAVは電子的
に保存された情報の機密性、完全性、可用性
を確保するために適切な措置を講じてきまし
た。この点に関する質問には、あなたの上司、
および企業セキュリティ管理システム管理者
が回答します。

工業所有権
IAVでは、パートナーおよび競合他社の工業所
有権を認めています。使用するソフトウェアの
ライセンスの諸条件を遵守しなければなりま
せん。IAVが所有する知識を保護しなければな
りません。発明は、遅滞なく特許部に通知しな
ければなりません。この点に関する質問には、
特許部と法務部が回答します。

企業財産の保護
IAVの財産は特定の目的のために使用されま
す。私的使用が明示的に許可されていない限
り、会社の財産をビジネス目的にのみ使用さ
れなければなりません。適切かつ慎重に扱わ
れ、損失から保護されなければなりません。



10

企業イメージに対する責任
IAVブランドは、ブランドコアとなる価値を持っ
ており、当社の専門性、高い基準、姿勢を明確
に伝えるための指針となります。強力なIAVブ
ランドは、方向性を提供し、信頼を生み出し、
パートナーとの長期的な関係への道を開くも
のです。
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企業としての責任
経営幹部と従業員は、日々全力で取り組む姿勢とパフォーマンスを
もって新しい資産を創造しています。当社は客観的な基準に基づ
き、プロフェッショナルな方法で意思決定を下します。ビジネスパー
トナーに対して信頼性が高く、拘束力があり、顧客重視のアプロー
チを採用することで、当社の長期的な成功を保証します。
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利益相反と株式保有
ビジネス上の意思決定を行う際には、仕事に
関連する義務と、個人的な利益との相反関係
を回避する必要があります。「複数の目の原
則」に従うことが必要です。実際の利益相反だ
けでなく、利益相反に見えるだけであったとし
ても、特定のビジネス上の決定を下す場合に
は、上長およびおよびその他の関係者に開示
しなければなりません。その意思決定は、利益
相反を有する当事者が存在しない状態で下さ
なければなりません。

IAVは、IAVと継続的なビジネス関係を開拓す
る企業や、IAVと競合する企業が有する主要な
利害関係についての情報の提供を受ける必要
があります。これは、株主に代わって第三者が
保有する主要な利益にも適用されます。

この点に関する質問には、あなたの上司また
はコンプライアンス部が回答します。



14

汚職の防止
ビジネス上の繋がりは、個人または第三者の
利益のために利用されてはならず、IAVの不利
益のために利用されることがあってはなりま
せん。特に、これは個人的な利益を受諾する、
要求する、申し出る、または提供する場合に当
てはまります。 利益を受諾または提供すること
は、支払いのための直接的な手渡し行為だけ
を意味するのではなく、 他の特権、例えば招待
や贈答品などが慣習的な水準や適切性を超え
るなら、それらも含めて利益の受諾または提
供とみなされます。この点に関する質問には、
あなたのマネージャーまたはコンプライアン
ス部が回答します。

寄付、協賛活動、慈善活動
IAVは寄付を行い、選ばれた慈善団体や運動
を支援しています。寄付や協賛活動は、承認手
続を経て初めて行われます。これにより、透明
性が確保され、利益相反が排除されます。IAV
は、IAVの評判を損なう可能性のある寄付や協
賛活動を行いません。

顧客から契約を取得するなど、IAVの利益を目
的とした寄付および協賛活動や、政治的、宗教
的、またはイデオロギー的な目的のための寄
付および協賛活動は禁止されています。ご質
問があれば、マーケティング部門にお問い合
わせください。
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二次的雇用
業務遂行に支障を来す可能性のある二次的
雇用活動は認められません。特に、従業員は、
明示的に許可されている場合を除き、他の会
社の取締役会、経営陣、または監査役会や諮
問委員会に参加してはなりません。IAVのビジ
ネス・パートナーや競合他社での二次的な雇
用活動は一般的に禁止されています。

インサイダー情報の取り扱い
インサイダー情報は、IAVの顧客など、上場企
業の株価に大きな影響を与える可能性がある
機密情報です。従業員は、これらの情報を自己
の利益のために使用することも、また第三者
に伝えることも禁じられています。インサイダ
ー情報を保有している従業員は、インサイダー
情報を使用して個人的な証券取引を行うこと
を控えなければなりません。この点に関する質
問には、コンプライアンス部が回答します。
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社会的責任
IAVは、社会において尊敬される一員になりたいと考えています。私
達にとって責任とは、天然資源の保護と環境の保護を意味します。
言うまでもなく、この目的は、法律とIAVの行動原則を尊重し遵守す
ることも意味します。経営幹部や従業員は、意思決定や行動が社会
や環境に与える影響を慎重に考慮する必要があります。
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持続可能性と環境保護
IAVは、環境と社会に対する責任を自覚してい
ます。持続可能性は、私たちの研究開発と行動
の目的であり、基盤です。IAVは、企業の持続可
能性報告書を毎年発行しています。

IAVは専門知識と革新的な能力を活用して、お
客様が人間の健康、天然資源、環境、特に気候
保護の目的を達成できるよう支援します。当社
が環境関連法や国際基準を遵守していること
は自明です。当社はまた、作業プロセスで環境
を保護することに注意を払い、常に改善を図
っています。

人権
人権は、責任ある形で共に生きるための基盤
を形成します。IAVは人権尊重を推進していま
す。特に、IAVは児童労働または強制労働を容
認しません。IAVはビジネスパートナーにも同
じことを要求します。
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機会均等と尊敬の念
IAVは、相互に尊敬し、感謝する姿勢、および
異なる国や文の人々に対する寛容さを育みま
す。国籍、市民権、妊娠、または親であること、
婚姻の有無、性的指向、皮膚の色、性別、障害
の有無、退役軍人の身分、宗教または信念、年
齢、人種、社会的・民族的出自、政治的意見（後
者が民主主義の原則と寛容に基づいている限
り）、およびその他の法的に保護された理由に
よる差別を排除しなければなりません。いかな
る種類の差別も禁止されます。すべての人は、
公正に、かつ敬意を持って扱われなければな
りません。IAVは、男女に平等な機会を与えるこ
とを目指しています。

仕事場における安全衛生
IAVは、安全で健康的な労働環境に対する全
ての従業員の権利を尊重し、適用される労働
安全衛生の基準および要求事項を遵守しま
す。労働災害、職業病、労働衛生上のリスクを
未然に防止するために、当社は安全衛生・衛
生教育を実施しています。この点に関する質
問には、安全衛生部および従業員代表が回答
します。
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従業員代表
IAVは全従業員に対して、従業員代表を通して
利益を保護する権利を認めています。会社の
経営陣と幹部は、オープンで信頼できる形で
彼らと協力し、建設的な対話を図ります。従業
員代表の参加権は尊重されます。従業員の参
加を条件とする意志決定には、従業員代表を
含めるものとします。

製品の適合性と安全性
エンジニアリングプロバイダーの大手企業と
して、IAVには、最高水準の成果を生み出すこ
とが期待されています。当社の製品とソリュー
ションにおける安全性と適合性、およびお客様
の基準と規格に対する適合性の実現が当社の
最優先事項です。IAVは、価値創造の各段階に
おいて、製品の安全性と適合性に関する法規
制と技術基準を考慮します。

この点に関する質問には、あなたの上司、IAV
が任命したコーディネーターや専門家、品質
管理部、製品管理部、およびコンプライアンス
部が回答します
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品質保証
エンジニアリングおよび製造活動では、品質
に関する最高の原則に従って作業し、適用さ
れる法的要件、技術規則、規制に従い、製品の
設計、テスト、使用、廃棄（処分）に関する承認
プロセスを常に遵守します。製品とサービスの
評価において、当社は独立した技術専門家の
基準に従って行動します。これは特に当社の実
験室および試験施設に適用されます。私達は、
社内外のあらゆる試験・認証手続や、品質保証
活動を徹底しています。

研究開発
私達は、エンジニアリングパートナーとして、
イノベーション、開発、および将来のテクノロ
ジーが環境に与える長期的な影響を分析しま
す。明日のテクノジーやソリューションに関す
る法規制はまだ存在していない可能性があり
ます。そのため、意思決定と行動の倫理原則を
遵守することがより重要になります。

政治的ロビー活動
IAVは、社会的な意見形成プロセスの一部とし
て、会社の利益を擁護します。これは、法律の
諸条項を遵守して、オープンかつ透明に行わ
なければなりません。
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マクロ経済的責任
IAVは、社会市場経済の原則に真剣に取り組んでいます。当社は、卓
越した最先端のエンジニアリングツールの使用、法規制の遵守、お
よび社会の倫理規範を遵守することで疑いの余地なく行動します。 



23

公正な競争
私達は、公正でオープンな競争に取り組んで
います。競争法および独占禁止法を遵守しな
ければなりません。競争を制限または防止す
る可能性のある競合他社との契約は禁止され
ています。これは特に、価格、価格設定ポリシ
ー、入札、収容能力、取引条件、市場シェア、ま
たは技術について競合他社と契約を結ぶ場合
に適用されます。競争法および独占禁止法に
関する質問には、法務部とコンプライアンス部
が回答します。

購買
IAVは、認定されたサプライヤーおよびサービ
スプロバイダーと連携しています。サプライヤ
ーとサービスプロバイダーは、客観的な基準
に基づいて慎重に選定されなければなりませ
ん。サプライヤーまたはサービスプロバイダー

を承認する前に、事業を展開する市場および
代替サプライヤー金額の大きな注文は、相見
積もりを取って比較検討して初めて行うことが
できます。調達の問題に関する質問への回答
は、IAVの購買部がサポートしています。

コンサルタントの配備
外部コンサルタントの慎重な選択と配備にお
いて当社は、特に報酬が提供されるサービス
に見合っていることを確認します。私達は、購
買ガイドラインと法規制を遵守します。質問が
ある場合の連絡先は購買部および法務部で
す。に関して情報を得なければなりません。
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会計および財務報告
企業が成長し、繁栄していくためには、株主や
ビジネスパートナーからの信頼が不可欠で
す。IAVは、適切な会計および財務報告に関す
る法的規定に従います。

税関と輸出管理
世界中に事業を展開する企業として、IAVは商
品、サービス、情報、技術の輸出入に関するす
べての規制を遵守します。この問題に関する質
問には、税関マネージャーが回答します。
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この行動規範は、IAVコンプライアンス管理シ
ステムの非常に重要な部分です。この制度は、
当社の価値観を強化する施策で構成されて
います。お互いのやり取りや、ビジネスパート
ナーとの取引において、高い水準の完全性を
要求し、それを推進しています。さらに、この
制度には、法的諸条項および行政当局の要件
を満たすためのコンプライアンスが含まれま
す。技術コンプライアンスを含む、すべてのコ
ンプライアンス問題を統合しています。

私達の行動規範や原則について、不確かな部
分や疑問が生じた場合の最初の連絡先は上
司です。従業員と経営者はIAVのコンプライア
ンス組織かケースごとに対応する専門部署ま
たはIAVが指名した専門家にいつでも申し出
ることができます。

質問、報告、連絡先の詳細
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従業員の皆様には社内外の規則違反があっ
たという疑義を抱いたら注意を怠らず、よく見
越して、懸念を表明してください。重大な違反
について知った場合は、社員は報告により自
分が不利にならない限り報告義務さえ負いま
す。そうすることで、彼らは、私達が間違いを
予防するのを助け、潜在的な濫用を排除でき
るようにしてくれます。

報告は経営陣、コンプライアンス責任者に
提出したり、特に機密性を要する場合は社
外のオンブズマンやデジタル報告ポータル

「SpeakUp」システムから提出することができ
ます。社外の者でもコンプライアンス責任者
かオンブズマンさらにデジタル報告ポータル

「SpeakUp」システムを利用可能です。これに
ついて詳しい説明はコンプライアンス規程「
報告の提出」をご参照ください。

報告と質問は、IAVの各従業員の母国語およ
び使用言語で処理され、回答されます。 
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IAVは、良心に基づいて報告した報告者とその
近辺の人たち（同僚や親類等）が報告提出し
たがために受けるまたは受けるおそれがある
いかなる形態の威圧、脅し、ハラスメントその
他の不利（以下、「仕返し」と総称）から保護し
ます（コンプライアンス規程「報告提出」を参
照）。疑義のあるケースの解明に寄与するほ
かの人もIAVはどんな形の仕返しからも保護
します。両方のケースに脅迫と仕返し未遂は
付加的に包含されます。

報告者保護原則の違反自体を規則違反ない
し不正行為と見なし、懲戒処置から解雇まで
対象に含めます。報告を提出したがためにま
たは事実関係解明に協力したがために、報告
者またはその他の人が自分（たち）に対して仕
返しを受けているまたは受けたと思えば、IAV
のSpeakUp システムから報告してください（
コンプライアンス規程「報告提出」を参照）。

報告者が故意に虚偽または誤解を招く報告を
したり誤解を招く情報を提出したことが明ら
かな場合、IAVは法的手続きを講じます。IAVの
企業文化は同僚どうしの融和感と相互の信頼
に基づきます。これらの価値観は一貫する価
値があります。非難はIAVで通用しません。



29

質問および報告事項がある場合には、
以下に連絡してください。
IAV GmbH
コンプライアンス部 
Carnotstraße 1
10587 Berlin · Germany 
電話： +49 30 3997-88585
メール: compliance@iav.de

オンブズマンへの質問および報告に関して：
Dr. Oliver Pragal
Alsterufer 34
20354 Hamburg · Germany  
電話： +49 40 2866 822-0
メール: pragal@strafverteidigerhamburg.com
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