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社長兼最高経営責任者、デイ
ブ・ギトリンからのメッセージ

Carrierでは、当社従業員のすべておよび取引先 
のすべての人達に対し高い実績と高い誠実性を要求 
します。

当社の事業目的を達成するための価値観や誠実性
を損なうようなことは決して承認できません。

当社は常に正しいことを行うことに全力を尽くす
会社です。

一つの例外もありません。

Dave

最高経営責任者兼会長
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力強い展開は価値観から実現
する
多様性に富んだ当社では、
共通の目的と価値観をもっ
て社員が団結しています。

当社は安全で快適な移動手
段を開発・改善し、人々の
暮らしに貢献しています。

当社では、インクルージョン
により力強さを育成する、
優秀性をお届けする、革新
を通じて発展する、敬意を
もって相手に接する、すべ
てにおいて誠実さをもって
行動するということを価値
観として掲げています。

成功に導くのは、社員の献身的な姿勢です。私たちはお互いを個人とし
て尊重します。また、団結してこそ各々の能力が発揮され最高の業績が
達成できることを認識しています。休みなく世界各地で展開する当社の
社員にとって条件や課題こそ異なりますが、基本理念は共通していま
す。当社の価値観で強調されていることは、透明性のある行動を取り、
嘘や偽り、盗みなどいんちきな行為には一切頼らないという姿勢です。

社員を結束し導き、力づけるのは当社の価値観です。価値観が土台とな
って、当社のあり方とその意義、事業活動のあり方が決まります。ビジ
ネス環境は複雑で動的に変化しています。大きな圧力がかかり独特の課
題に迫られることもよくあるその中で、明瞭な思考と一貫性、社員の結
束をもたらすのはこの価値観です。当社顧客が期待している最高水準の
品質と安全性、実績は、共通した価値観があってこそ達成できるので
す。業務を行う上で社員を団結させるのはこの価値観です。

近代的な生活を実現する 
当社は展開している世界の先々で、ビル システム産業の進歩を支えてい
ます。

当社の価値観、あなたの価値観
当社の行動規範は何千人の社員の意見をもとに生まれました。これは、
当社の企業文化と価値観 (事業活動のあり方の指針となる) に対する理解
を深めようという会社全体の取り組みの上に成り立っています。

当社では、正しいやり方で目標を達成することが重要であることを頭で
理解するだけでなく、日々の業務におけるその実践も約束しています。
その約束を反映し強化しているのがグローバルな行動規範です。

敬意 
自分が求めるのと同じ態度で相手
に接します。

誠実さ 
最も重要なことは誠実性と説明責
任、倫理観の実践です。

インクルージョン 
当社は、いろいろな違いはあって
もに社員全員が一体化していると
感じられる環境を作り出すことに
全力を尽くします。

革新 
開発と改善、持続可能な発展をた
ゆまず追求します。

優秀性
製品とサービスの提供は真価にも
とづき迅速かつ完璧に行います。
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当 社 の 行 動 規 範 は 、 当
社 事 業 を 保 護 し そ の 推
進 力 と な る と 同 時 に 、
個 人 の 業 績 を 向 上 さ せ
る 上 で の 実 用 的 な 資 料 
です。

価値観の実践

当社の行動規範は社員全員を対象とした資料で、世界各地で適用される
グローバルな行動規範です。その適用対象者は、当社取締役ならびに役
員、社員をはじめ Carrier の代理人や子会社、関連会社のすべてです。ツ
ール・指針として活用し正しいやり方で目標を達成してください。以下
はこの規範の詳細です。

•  当社の基本理念を全社的に浸透させ、日々の意思決定は「敬意」、
「誠実さ」、「インクルージョン」、「イノベーション」および 
「優秀性績」という価値観を用いて行うということを社員に自覚させる

• 守るべき方針や要件、責任事項が記載されている

•  懸念があるときや難しい判断を迫られたときはどこにどのような手段で
支援を求めればよいか説明されている

•  誠実な行動を取り、いかなる言い逃れやいんちきもしてはならないと定
めている

•  当社の倫理・コンプライアンス プログラムの根幹である

当社価値観の定義 
「敬意」、「誠実さ」、「インクルージョン」、「イノベーション」お
よび「業績」。以下の実現に向け、意思決定と行動のたびにこれら価値
観を実践します。

•  協調性ならびに持続可能な成長を促進し重大な間違いを防止するという
文化を醸成する

•  成功を目指しながらも決して価値観を損なうことなく、常に最高を追求
する

•  努力の末に勝ち取った評判を守るため、事業を展開している先々で倫理
的、法的ともに責任のあるやり方で業務を行う

•  製品・サービスの真価にもとづいて、取引先や利害関係者との関係を強
化する

•  当社が掲げる高い基準に共感し事業は正しいやり方で行うからこそ成功
するということを認識している人を社員として引き付け維持する
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社員の責任

成功は、世界各地に配属されている当社取締役、役員、社員、代理人の
各々の行動にかかっています。そのため社員一人ひとりが次の責任を負
っています。

•  当社の基本理念を維持し、当社の行動規範を理解するととともこれを遵
守する。

• 適用されるすべての法規制の文言と精神に完全に則り行動する

• 利害関係者に対する約束を履行し、自ら率先してその模範を示す

• 規範または価値観に反する (ような) 行動は報告する

誠実に報告した人に対する報復行為は禁じられています。また、それだ
けでなく懲戒処分にも処せられます。

管理職と監督者の責任
社員を管理または監督する立場や取引先を管理する立場にある人は、自ら率先して模範を示すとともに以下を
実践する必要があります。

•  当社の基本理念を反映した合法的かつ倫理的な行動のみを認める前向きな職場環境とビジネス関係を育む

• 当社の基準を損なうような行動を社員、取引先に取らせない

•  Carrier の規範、方針、手順に従うことと価値観を維持することの重要性を定期的に伝える。その際、「終わり
よければすべてよし」ではなく手段、結果ともに重視することを強調する

•  自らの行動と社員の行動に責任を持ち、コンプライアンスに関する率先的行動とトレーニングの実施を自らの
役割として実践する 

•  トレーニングを提供して社員に各自の責任を理解させる、社員のリーダーシップ スキルを開発する、倫理に適
った方法で昇進させる

•  アイデアや懸念があれば申し出るよう社員や取引先に積極的に呼びかけサポートする

•  懸念が提起されたら早急かつ丁重に対応し、現状に対処するとともに今後そのようなことが起こらないよう対
策を立てる、または適切な支援を求める

•  いかなる場合も、適用される法律または本行動規範に反するような行動には一切参加しない、またこうした行
動を一切容赦しない

• 報復行為は絶対に行わない、また容認もしない

•  特に結果が良すぎるもので本当とは思えない場合など、その時々に失敗だけではなく成功ですら疑います。

•  特にそれを行うのに勇気がいったと思われる時は、その正しいことを行った人物を公的に表彰します。

•  困難な環境やプレッシャーの下で運営しているときは特に、リスクについてチームとオープンかつ前向きに話
し、軽減するツールを彼らに提供し、必要に応じて助けを求めるニーズを補強します

社員の誰もが、本規範と会
社方針に従い、懸念がある
と き は 指 示 を 仰 ぎ 、 違 反  
(の疑い) がある場合は報告
するという責任を負ってい
ます。
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倫理的な意思決定

倫理的な意思決定を行うには、その前に次の 2 つの点を確認し「はい」
と言えるようでなければなりません。

1:   「してよいか」
行おうとしている行動は、法律と会社方針の文言と精神に則っ
たものであるか。

2:   「するべきか」
 行おうとしている行動は、Carrier の基本理念と評判に一致した
ものであるか。

以上の点を確認する際、関連事実をすべて把握し、影響下にある利害関
係者に対する責任と代替案を検討することが重要です。また、倫理・コ
ンプライアンス オフィサーや人事部のマネージャ、その件に関する専門
家 (技術、エンジニアリング、品質、事業運営、法務など各部の専門家) 
など適切な人に相談することも忘れてはなりません。

当社の規約が広範囲の決定を行う際に役立つとしても、社員ができるこ
ととすべきことについての詳細はCarrierのポリシーを確認します。

https://corporate.carrier.com/policymanual
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誠実に違反を報告し倫理上
の疑問については指示を仰
ぐという責任が全うできる
よう、数々のリソースが用
意されています。誠実に報
告した人に対する報復行為
は一切容認されません。

報告と相談

法律や本規範、価値観の違反を目にした場合や、それを疑う場合は、早
急に報告する必要があります。報告は、上司 (レベルを問わない) または
法務部、倫理およびコンプライアンス オフィサー、人事部宛てに行いま
す。内密で報告する必要がある場合は、匿名レポートプログラムも利用
できます。ただし、(現地法で認められている場合など) たとえ匿名で報
告できる場合でも、できればご自身の名を明らかにしていただければ調
査やフォローアップの際の参考となります。

どのような手段で報告されどのような結果になったかを問わず、報告に
対する報復行為は禁じられています。当社では、誠実に報告した人や調
査に協力した人に対する報復行為は一切容認しません。だからといっ
て、事実関係をすべて把握していなければならない、違反が起こったと
いう確信がなければならないということではありません。「誠実に」と
は、違反が起こったのではないかと思う合理的な根拠があり、誠実な態
度で正直に報告することを意味します。報復行為はいかなるものも懲戒
処分の対象となり、最悪の場合は解雇に処せられます。

結局のところ、何らかの行為を目撃し何か言ったとしても、報復行為を
受けることはないということです。それが真実でなく、報告した内容が
実際に起こったのではなくても、そのことで処罰されることはないので
す。それを信じるのは難しい時機もあるでしょうが本当なのです。当社
は社員が自分の手を上げ、たとえ難しい疑問でもそれを問いかけること
を推奨します。



9

CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

当社では、法令遵守と継続
的な改善に向けて事業運営
の監査を定期的に行ってい
ます。違反が報告された場
合 は す べ て 徹 底 的 か つ 公
正、公平に調査されます。
その目的は行為の特定と継
続的な改善です。

規範の維持とその手段

各事業部門に対する監査は本規範と会社方針遵守の徹底を目的に、社内
外の専門家チームに依頼して定期的に行われます。取引先に対しても行
うことがあります。監査の結果は発表する、しないにかかわらず報告書
という形で出ます。報告書は利害関係者に提出され今後の継続的な改善
に役立てられます。

実際に法律違反または規範違反、会社方針違反があったこと (あるいはそ
の疑い) が報告された場合や発覚した場合は、倫理・コンプライアンス部
門が法律に則り速やかに徹底的な調査に乗り出します。調査は、極力関
係者全員から話を聞くようにするとともに、可能な限り内密に、また、
顧問弁護士の指示に従い弁護士・依頼者間の秘匿特権を保護しながら進
められます。

監査や調査は当事者全員を尊重した上で行われます。機密保護のためや
別件に対応するために、調査中の問題について当事者に詳細を明かさな
いこともあります。社員、取引先とも、監査や調査には誠実かつ全面的
に協力しなければならないという義務があり (適用される法律で協力の義
務が制限されている場合はこの対象外)、事情聴取への協力や書類提出な
どを求められることがあります。

これに反するような行為や、偽りの発言、非協力的な態度などについて
は、カウンセリングや警告、停職処分、解雇、損害に対する賠償責任、
刑事訴追などといった懲戒処分が取られます。懲戒処分には倫理・コン
プライアンス部門と人事部門が関与し、必然的な過程を踏んで社員全員
が一貫した処遇を受けるよう取り計らいます。



10

CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

適用除外

本行動規範またはその実践を目的とした各方針の適用除外 (全体または一
部) は、特別な事情がありコンプライアンス部バイス プレジデントの承
認を得た場合のみ認められます。取締役または経営責任者が適用除外を
受ける場合は、コンプライアンス部バイス プレジデントと取締役会 (委員
会) の両方から承認を得る必要があり、法規制と 当社の方針で定められて
いるとおり即座に開示されます。
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「革新」と「誠実さ」の伝統

例えば、人々の暮らしはウィリス・キャリア氏が世界初のエアコンを発
明した 1902 年まで屋内でも暑さと湿気に翻弄されていました。この発明
のおかげで、今日、極端な暑さや寒さでも何百万もの人々が快適かつ安
全に暮らせ、食料や医薬品なども傷まないように保存できるようになり
ました。キャリア社は今も環境保全と人々の暮らしを守るため燃料効率
のよい次世代型テクノロジーの開発を進め、業界をリードしています。

ウォルター・キッデ氏が世界初の煙警報付き炭酸ガス消火装置を発明
した 1918 年まで、船上での火事はたちまち広がり大惨事となっていま
した。彼はその 5 年後、炭酸ガス消火器も発明しました。今日、最新
の火災検知技術と消火技術を用いた Kidde 社の家庭用安全製品のおかげ
で火災が発生しても大惨事に至る前に食い止められます。また Kidde 社
は、思いやりを大切にする創設者の取り組みを受け継ぎ、地域社会の各
種イニシアティブや非営利団体とのパートナーシップなどを実行、毎年 
100,000 個もの一酸化炭素・煙検知器を無料で提供しています。

ジェレミア＆チャールズ・チャブ兄弟が改良版レバータンブラー錠を発
明した 1818 年まで鍵をこじ開けることは比較的簡単でした。この鍵は非
常に効果的であったことから、兄弟の名は誰もが知る家の安全の代名詞と
なりました。その後、二人の事業は成長し、鍵や金庫だけでなく火災安全
システムやセキュリティ システムにまで発展し、現在、Chubb 社は「ミ
レニアム アワード フォー デザイン アンド テクノロジー」や「インター
ナショナル ファイヤ エキスポ アワード フォー イノベーション」、「メト
ロポリタン ポリス アワード フォー イントルーダ アラーム パフォーマン
ス」など数々の受賞歴を誇る業界リーダーとして信頼されています。

当社には、人々の暮らしの
改 善 に 貢 献 す る た め 安 全
性、性能、利便性、快適性
を 追 求 す る 画 期 的 な 製 品
を発明・開発してきたとい
う長い歴史がありますが、
その礎を築いたのは当社創
設者の方々です。創設者の
一人ひとりが高い水準の品
質と倫理観にこだわった結
果、私たちが今日誇りをも
って受け継いでいる伝統が
生まれました。
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団結すればこれまで以上
の力が発揮できる
Carrier の社員は互いに対する信頼をもって
団結しています。そして、会社の成功はチ
ームの団結があって実現するのだという理
解にもとづき、職場における相互尊重と受
容性を期待しています。だれもが保護とサ
ポートを受け、能力を発揮して最高の業績
を達成できるよう、各種方針ならびに保護
策の遵守に努めてください。

互いに敬意をもって接する職場作り 13

互いに敬意をもって接する職場作り 15

互いに敬意をもって接する職場作り 17

機会均等の促進 18

個人情報の保護 19

ソーシャル メディアは責任をもっ 
て利用する 20
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互いに敬意をもって接する職
場作り
職場では、危険や威圧を感
じる人がいない状態を確保
するための対策を講じるこ
とによってインクルージョ
ンと敬意へのコミットメン
トを心がけます。

それが重要である理由
敬意をもって相手に接し、いじめやハラスメントなどを認めないという
姿勢に徹してはじめて、だれもが自分の考えやアイデアを出せる、質問
できる、建設的な提案ができる、最大の能力を発揮できるといった前向
きな職場環境が生まれ、革新、独創性、除け者にされている、軽蔑され
ている、威圧されているなどとだれかが感じるような状況があれば、各
自それを認識し責任をもって対処します。そうすることが価値観の実践
であり法律遵守につながります。

実現に向けての具体策 
当社では、ハラスメント、いじめ、脅迫、暴力などのない職場の提供に努
めています。以下の実践を通じて、各自それに貢献することができます。

•  人を侮辱する、非難する、威圧するなどといった行為をやめさせるよう
積極的に働きかける

•  発言する、アイデアや意見を出す、質問する、人の提案やアイデア に積
極的に耳を傾けると言った姿勢を奨励する

•  ハラスメント行為は、自分がその直接の対象かそうでないかにかかわら
ず必ず報告する

• 社員の安全を促進し、暴力行為やその脅迫は報告する

• 相手の気持ちを理解し、尊厳をもって接する

• ハラスメントを禁止するすべての法規制を遵守する

ハラスメントを目撃した場合やその疑いがある場合は、速やかに上司ま
たは人事部、あるいはコンプライアンス・オフィサーに連絡を取るか、
会社の匿名レポートプログラムを使用してください。暴力行為またはそ
の脅迫を目撃した場合、その疑いがある場合、あるいは暴力行為が今に
も起こると思う場合は、狙われている人に注意を喚起し、自分も危害が
及ばないようにその場を逃れ、速やかに警備員に連絡するとともにでき
るだけ早急に監督者または人事部、あるいはコンプライアンス・オフィ
サーに連絡を取るか、会社の匿名レポートプログラムを使用してくださ
い。

続く >
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CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

互いに敬意をもって接する職場作り (続く)

質問:   同僚が嫌がらせを受けていると思うのですが、その人が苦情
を言っているのを聞いたことがない場合、どうすればよいで
すか。

答え:   その人と話せるような状態であれば、この件について話してみ
てください。その人が報告を渋っていても、あなた自身ハラス
メントが起こっていると思うのであれば、上司か人事部に連絡
します。あるいは内密にその件について相談しオプションを知
りたい場合は、会社の匿名レポートプログラムを使用してくだ
さい。内密に調査が行われます。そうすれば、実際にハラスメ
ントだとわかった場合、同僚の保護になるのはもちろん他の人
への被害を防ぐことにもなるのです。

ハラスメント
ハラスメントとは、威圧的、敵対的、不快な職場環境を生み出す言動の
ことです。直接的なものもあればオンラインで間接的に行われるものもあ
り、又、意図したものもあれば、意図していない場合でも受け手がそう感
じ取るものもあります。次のような言動がハラスメントに当たります

•  発言内容や書いた内容 (人種や民族、性別に関する冗談、中傷、固定観
念、脅迫的な口調や、大声、悪態など)

•  行為 (身体に触れる、性的な誘いかけを行う、道を通らせない、無視す
る、意図的に侮辱するなど) 

•  表示内容 (みだらな写真や軽蔑的なスローガンをワークステーションに
掲示したり電子的に共有するなど)
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安全で健全な職場を維持する

職場に足を踏み入れる人た
ちのために、安全で健全な
職場を維持することは当社
の最大の優先事項です。

それが重要である理由
当社は、快適かつ安全で生産的な暮らしに貢献する製品・サービスを開
発・提供し何百万もの人々に利用いただいています。だからこそ当社に
は安全第一で業務に臨む会社だという信頼が寄せられています。そこで
最初に実践すべきことは、同僚や取引先、訪問者、そして自らの健康と
安全を守るという責任を一人ひとりが取るということです。職場が安全
であれば、革新技術の開発のみに集中し、人々に近代的な生活を営むた
めのソリューションを提供することができます。安全第一という概念が
根底にあって、誠実さの実践に取り組むことができるのです。

実現に向けての具体策 
安全な職場を維持し 会社の敷地内や現場で負傷者や脅威が発生すること
がないようにすることが目標です。そのためには、以下を実践します。

• 安全に関するすべてのガイドラインと方針、法律に従う

• お互いのことを考え、他の社員が安全に働けるようにする

• 職場での薬物、アルコール類、武器、暴力の使用を禁止する

•  施設への入館や社員バッジの使用など物理的なセキュリティ手順を遵守
する

•  負傷事故や危険な状況、脅威、危機一髪の状況などがあれば速やかに報
告する (調査・対応がなされ、今後の防止につながる)

質問:   薬物を断固として容認しないという方針は処方薬を服用する場
合どのように影響しますか。

答え:   業務に影響するような処方薬を服用している場合は、上司また
は人事部にそのことを伝えてください。場合によって、処方薬
により判断力や認識力が損なわれ、安全性に欠けた作業環境へ
とつながることがあります。上司または人事部に相談すれば適
切な評価が行われ監督下においてもらえます。こうすることで
皆の安全を守ることができます。

続く >
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CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

安全で健全な職場を維持する (続く)

薬物・アルコール類
会社の事業体はすべてアルコール類、薬物、規制物質の所有および使用
について、それぞれ現地で適用される法規制に従い運営しています。規
制医薬品を会社の敷地内で使用、販売、購入、譲渡、所有、持ち込む行
為は禁止されています。アルコール類を会社の敷地内ですすめてよいか
どうかについては、現地の経営層に決定権があります。会社の敷地内や 
会社のイベント会場で薬物の影響を受けたり酒気を帯びることは認めら
れません。

タバコ喫煙のない職場
タバコや他の喫煙材料の使用および受動喫煙への露出は健康上の危険と
認識されています。したがって、すべてのCarrierの地所はタバコ喫煙
禁止です。タバコ製品には紙巻きタバコ、葉巻、パイプ、電子タバコ
および無煙タバコ(噛みタバコやにおいタバコ)が含まれます。タバコ製品
はCarrierの建物、車両またはCarrier地所内で使用することが禁じられて
います。

最低限の基準を上回る取り組み
社員全員に毎日無事帰宅いただくことが 会社の第一の目標です。当社が
考える安全とは、事故を避けるだけでなく、環境の改善や施設内の空気
の改善、健康的なライフスタイルの奨励なども含まれます。利用できる
技術は利用して、規制で定められている安全基準を上回るような取り組
みを行っています。施設内で発生する生産時の騒音を聴覚保護具着用の
必要がないレベルにまで下げるといった取り組みもその一例です。
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多様性とインクルージョン 
の実践
当社の最大の資産は社員の
才能と多様性そして独創性
とアイデアです。アイデア
や質問、観点はどのような
ものでも奨励しサポートし
ます。

それが重要である理由
インクルージョンは社員を導く価値判断の一つです。技術分野のグロー
バル リーダーである当社の成功は、社員独自の才能と観点、経験にかか
っています。顧客と世のために革新を進め持続可能な高度なソリューシ
ョンを生み出すのはそれぞれの社員が持ち合わせる多様なスキルです。
社員のだれもが Carrier の成功に関わり貢献できるようになるには、受
容性の実践が重要です。他者を受け入れ信頼をもって多様性を実践すれ
ば、事業を展開している先々で、同僚や顧客、取引先、地域社会と強く
関わり協力できるようになります。

実現に向けての具体策 

会社では職場や暮らしのいたるところで多様性と受容性の実践を積極的
に促進しています。そのためには、以下を実践します。

• お互いに敬意をもって接し、だれの意見にも耳を傾ける

• お互いの発言を促し新しいアイデアを出し合う

• 職場の多様性を醸成する率先的な取組をサポートする

•  障害をもつ社員 (就職希望者も含む) のために適切な優遇措置を取り 
計らう

• 適用されるすべての労働・雇用に関する法律を遵守する

質問:   ロジスティクス担当のポジションを募集しているのですが、そ
の応募者が優れた管理スキルを持ち合わせています。しかし、
その人には障害があるので顧客サポートができないのではない
かと心配です。どうすればよいでしょうか。

答え:   何らかの技術を利用して、顧客サポートの問題が軽減できない
か検討します。やらせてみれば、思ったより簡単に新しい状況
に適応したということもあるかもしれません。職務要件やこの
人を採用した場合の優遇措置などについて、人事部をはじめ事
業部の経営層に相談してみるのもよいアイデアです。
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機会均等の促進

差別を受けることなく、実
力やスキルに基づいて成功
する機会がだれにも平等に
与えられています。

それが重要である理由
採用・昇進の基準が誠実かつ透明であってはじめて、社員同士の信頼が強
まり、誠実さをもって業務を行う会社だという当社の評判を高めることが
できます。職務に適した素晴らしい人材を引き付け維持し卓越性の追求に
適した態勢を作るには機会均等の促進が重要です。こうすることで社員の
満足度も生産性も高まり、製品の革新が進み信頼性も高まります。

実現に向けての具体策
当社での採用・昇進は、スキルと職歴、業績を公正かつ公平に評価して
のみ決定されます。法律で禁止されている次のような項目に基づいての
差別は禁じます。

• 人種

• 肌の色

• 宗教

• 国籍

• 性別

• 年齢

• 障害

• 軍事経験

• 婚姻状況

• 市民権の有無

• 信条

• 性的指向

•  その他、適用法で保護される項目

当社では、障害をもつ社員だけでなく宗教上の特殊な決まり事がある社
員に対しても、必要に応じ合理的な優遇措置を提供します。
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個人情報の保護

当社では個人情報のプライ
バシーを守り、業務上正当
な理由がある場合と法律で
受け取る権利がある場合を
除き開示しないという決ま
りになっています。

それが重要である理由
当社は十分な配慮と適切な保護策をもって個人情報を取り扱います。適
切な保護策をもって取り扱うことで、法的義務を守るだけでなく、お互
いそして会社の評判を守ることができます。

実現に向けての具体策
社員ならびに第三者の個人情報は以下に従って保護します。

• 個人情報に関するすべての方針と手順に従う

•  必要な手続きが済んでいない場合や業務上明確な必要性がない場合、他
者の個人情報は社内外のだれとも共有しない

•  個人情報の収集と保存はそれが必要で法律で許容されている場合に、そ
の範囲内においてのみ行う

• 適用されるすべての情報保護法に従う

個人情報
個人情報とは自然人を特定した情報/特定できる情報のことで、匿名で集
計された情報はこれに当たりません。

質問:   上司から、私が担当しているプロジェクトのメンバーをリスト
アップしサービス業者に依頼してチーム名簿を作成するように
言われました。各社員の名前と電話番号 (仕事用と自宅の両方)
、電子メール アドレス、そして顔写真があれば、コミュニケー
ションやチームワークの促進となる上、非常時に備えて連絡先
を共有することにもなるというのです。そのようなリストを作
成してサービス業者に渡してもよいでしょうか。

答え:   Privacy Impact Assessment (プライバシー保護評価) を終える
までは渡さないでください。求められている情報はすべて個人
情報に当たります。個人情報とは人を特定した情報または人を
特定できる情報と定義されています (企業方針マニュアルの定
義)。個人情報を収集・共有する場合は、前もって 通常の手順
に関する方針でそれが妥当であることを確認してからにしてく
ださい。疑問がある場合は、個人情報保護の担当者に問い合わ
せてください。
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ソーシャル メディアは責任を
もって利用する
ソーシャル メディアは (個人
的なオンライン活動によっ
て 当社 が被害を受けること
がないように) 責任をもって
業務目的で利用します。

それが重要である理由
ソーシャル メディアには、同僚と連絡を取り合う、情報を共有する、感
化させるなど、便利な特徴がいろいろとあります。しかし、オンライン
ではあっという間に情報が広まるため、利用の際はくれぐれも責任をも
つようお願いします。言論・表現の自由はだれにもある権利です。これ
を尊重することは大切ですが、同時に、会社の評判と利益を守るという
社員の義務も認識しておく必要があります。オンライン活動では、会社
の名前を使用しない、自分の役職を不適切に使用しない、細心の注意を
払って機密情報を保護するなどの配慮をもって、Carrier と同僚に被害が
及ばないよう気をつけてください。

実現に向けての具体策
ソーシャル メディアの利用は慎重に行い、被害が及ぶような内容の投稿
は一切慎んでください。そのためには、以下を実践します。

•  自分の身分と同社の社員であることを正直に明かし、投稿は自分個人の
意見であって同社の見解ではないことを明確にする

•  当社の機密情報は一切投稿しない (機密情報を投稿できるのは会社の代
表として発言を許されている人のみです)

•  会社、顧客、サプライヤー、取引先などの非公開情報は適切な権限と承
認がない限り決して開示しない

• 人を不当に非難しない。不快またはわいせつな内容の投稿をしない

•  投稿が会社、同僚、取引先、顧客に与える影響を前もってじっくりと考
える。同僚の個人情報や写真、動画は決して共有しない

•  ソーシャル メディアに夢中になって自分たちの仕事をおろそかにしない

質問:   うちの部門でつい先ほど画期的な技術に関するビデオを公開し
たのですが、そのリンクを私がツイートしてもよいでしょう
か。それともこれはソーシャル メディア チームに任せること
でしょうか。

答え:   興味深い内容ですので、そのビデオが一般公開を認められ、あ
りのままをツイートしプロフィールで自分が当社の社員である
ことを明かす場合に限り、ご自分のソーシャル ネットワークで
共有してください。
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私たちは高い目標を掲げ約束を実行しま
す。顧客には選択権があるということを理
解し、継続的なイノベーションと約束通り
の配送を通じて顧客から信頼を得つづける
必要があります。社員、製品・サービスと
も、常に期待を上回るように努めます。

当社の製品とサービスの真価をお客様
にお届けする

安全で質の高い製品・サービス 
を提供する 22

公正かつ誠実に取引をする 23

政府との取引 24

精力的かつ合法的に競争する 26

コンペティティブ  
インテリジェンスの収集 28

グローバルな事業活動 29

賄賂と汚職の防止 30
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安全で質の高い製品・サービ
スを提供する
製品・サービスの安全性と
質で妥協することはありま
せん。

それが重要である理由
チャブ兄弟が改良版レバータンブラー錠の特許を取得した 1818 年以来、
当社では革新的で高性能、画期的、そして人々の暮らしや命を守る製品
の開発に取り組んできました。クライメイト コントロール システムやセ
キュリティ システムは車や船の快適性と安全性に貢献しています。そし
て何百万もの人々がこうした製品・サービスの恩恵を受けています。と
すると、顧客のみならず末端消費者に対する当社の責任は重大です。日
々、誠心誠意をもってこの責任を守るため、当社では、製品・サービス
の一つひとつにおいて高い業績基準を追求しています。

実現に向けての具体策
顧客の信頼は、安全性、品質ともに最高の製品・サービスを提供するこ
とで獲得します。そのためには、以下を実践します。

•  設計、製造、納品、設置、保守、修理のすべてにおいて安全第一を強調
する

•  政府の規定ならびに業界水準を満たす、あるいはそれを上回る製品・サ
ービスを設計する

•  必要な点検と試験は期限内に正確に終了する。その際記録事項が最新か
つ正確、完全であることを確認する

•  安全性または品質について懸念を抱いたら、生産や納品を中止すること
になったとしても、問題を提起する権限と責任を社員全員に与える

•  企業文化とツール ACE (アチービング コンペティティブ エクセレンス) 
を通じて常に改善する姿勢を育む

ACE 
ACE (アチービング コンペティティブ エクセレンス) という業績システム
は競争に勝てるように各事業部で卓越性を追求いただくことを目的とし
ています。業績を改善するには、日々の業務の中で企業文化とツール、
能力が相互に作用しなければなりません。その目標は、安全な環境で最
高品質の製品を期限どおりに製造するという姿勢の社員を育成するとい
うことです。
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公正かつ誠実に取引をする

市場での取引には公正で誠
実な態度と透明性をもって
臨むことが重要です。

それが重要である理由
当社創設者は誠実な会社であるという評判をもとに顧客や取引先の信頼
を獲得しました。私たちもその伝統を受け継ぎ事業を展開しています。
当社が競合他社から尊敬されているのは、競争力を持つからです。この
伝統を高く評価し言動ともに受け継ぎ、場所や相手にかかわらずあらゆ
る取引に適用します。顧客には、何をいつ提供されるのか正確に知る権
利があります。また製品の機能と欠点に関し偏見のない評価を入手する
権利もあります。要件を満たさないものは顧客の不満を呼びます。ま
た、重要コンポーネントが機能しないと人の命が危険にさらされること
になるのです。

実現に向けての具体策 
以下の実践を通じて、顧客、取引先、競合他社と公正に取引します。

• 製品の販売・マーケティングは真価にもとづき誠実に行う

• 適用されるすべての法規制の文言と精神を遵守する

• 競合他社に関し不正確な陳述や非難するような陳述は行わない

• 以上要件の遵守を主な代理人にも義務付ける



24

CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

政府との取引

行政機関は当社の大切な顧
客です。行政機関にはそれ
ぞれ独特の規則や規定があ
り、当社はそれに準拠する
必要があります。

それが重要である理由
当社は世界中のさまざまな行政機関と取引を行っています。行政機関に
はそれぞれ、契約獲得やそのための競争手段、価格に含まれる費用項
目、提供物 (製品の試験や点検を含む) などについて独特の規則や規定が
あり、当社はそれに準拠する必要があります。製品・サービスの真価に
もとづき公正に競争して契約を獲得し、適用される規則、規定、契約要
件、法律に準拠して、本当によいサプライヤを選定したと思ってもらえ
るようにしなければなりません。

実現に向けての具体策 
行政機関との取引では、以下の実践を通じて、法律、規則、規制の準拠
に努めます。

• 公正な入札、価格設定、品質基準を守る

• 正確な会計処理を行い、正当なコストのみを請求する

•  提案書や見積もり、請求書、試験、認定、コミュニケーションなど記録
の必要があるすべての書類で、内容が最新かつ正確、完全であることを
確認する

•  競合他社や競争入札に関する情報を不正に求めたり取り扱ったりしない

•  米国内外で連邦調達法および政府顧客の規制を遵守します

•  政府職員とその親類に対する贈答品、雇用の申し出に関する制限事項に
従う

• 政府の資産は適切な保存、追跡、セキュリティ対策を講じて保護する

続く >
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政府との取引 (続く)

質問:   私の仕事は生産ラインを通過する製品を 100 パーセント洩れな
く点検することです。部品がはねられることは滅多にありませ
ん。点検するのが 10 パーセントでよいとしたら、生産も納品
もはやく終わります。自分の判断で、点検する部品数を減らし
てもよいでしょうか。

答え:   品質管理の要件は絶対に従う必要があります。私たちは業務を 
(特に品質に関しては) 正確かつ最後まで行うという顧客の期待
を背負っています。職務要件には今後も準拠し、生産時間の短
縮や点検手段の改善に何かよいソリューションがある場合は、
上司かプロセス改善の担当者に相談してください。しかし、職
務要件が変更されるまでは、必要なすべての点検を実行する必
要があります。



26

CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

事業を展開している先々で
適用されるすべての競争法
を遵守します

精力的かつ合法的に競争する

それが重要である理由
競争は製品・サービスの改善を促進し、業務の効率化と革新的な製品開
発に拍車をかけます。これは当社にとっても顧客 (得る価値が高くなる) 
にとってもよいことです。その一方、談合や価格協定などの共謀や反競
争的行為も行われ、市場での競争を妨げています。こうした行為は超過
価格設定や基準以下の製品・サービスを生み出す原因となります。この
ような行為が政府との契約で行われれば、納税者を騙し行政機関を害す
ることになります。現在、100 を優に超える国々で反競争的行為を違法
とする法律が施行されています。事業をどこで展開していようと、反競
争的行為は当社の基本理念に背く行為です。また反競争的行為に従事す
れば、会社、個人とも重大な民事罰または刑事罰に処せられる可能性が
あります。当社は精力的かつ合法的に競争します。その理由は、当社事
業と評判のため、そしてそれが正しい行いであるためです。

実現に向けての具体策 
以下の実践を通じて、適用されるすべての競争法 (「反トラスト法」、 
「独占禁止法」) の遵守に努めます。

•  以下の実践を通じて、適用されるすべての競争法 (「反トラスト法」、「
独占禁止法」) の遵守に努めます。

 ‐ 市場
 ‐ 販売地域
 ‐ 価格
 ‐ 契約
 ‐ 入札、見積もり
 ‐ 生産
 ‐ 顧客
 ‐ コスト
 ‐ 在庫
 ‐ 生産能力
 ‐ ボイコット
 ‐ 利益
 ‐ 利益幅
 ‐ マーケティング戦略

•  入札や見積もりに関する詳細は、業務上特殊な理由があり知る必要があ
る場合でそれが合法的な場合 (チーム編成や下請契約など) を除き、顧客
以外のだれとも共有しない

•  競合他社との合意事項が不適切な場合 (そう思える場合も含む) は合意
しない

•  競争を阻害するような商慣行 (抱き合わせ協定、価格差別、略奪的価格
設定、独占取引契約、競合他社に対する供給拒否など。ただしこれらに
限定しない) については関与する前に法務部に相談する

続く >
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精力的かつ合法的に競争する (続く)

質問:   最近、建築システムの業界イベントに参加しました。そのとき
の親睦会の最中で、話していた競合他社の担当者が YouTube で
展開している新しいマーケティング キャンペーンの話題を持ち
出しました。ビデオのいくつかはすでに投稿されており公開済
みだということでしたが、適切な話題ではないような気がして
私は会話を抜けました。それでよかったのでしょうか。

答え:   カンファレンスや展示会は業界の最新情報を入手する上で重要
ですが、こうした場では競争法の違反となるような状況が生ま
れることもあります (多くの場合は意図せずに起こります)。広
告の話自体は違反には当たりませんが、この会話がそのまま続
けばキャンペーンや今後の計画など長期的なマーケティング戦
略の内容に発展した可能性があります。その場を離れたという
あなたの行動は、それでよかったのです。競争法関連で懸念を
覚えるような状況に直面した場合は、会話の内容が適切でない
と思うことを伝え、その場を離れ、できるだけ早急に法務部に
連絡してください。

競合他社との交流
大部分のCarrier従業員は競合他社と交流すべきではなく、する必要の
ある人達は権限のある目的で交流します(例えば、業界連合の規約や安
全性委員会に出席するなど)。権限のある目的のため競合他社と交流す
るまたは偶然彼らと遭遇した時(例えば、展示会や顧客の入札前会合の
席で)、次のような内容は絶対に話し合ってはなりません。

• 価格、割引、値上げ、掛け売り条件など、販売に関する条件

• 会社のコスト、 生産能力、生産、在庫、流通

• 手続きや計画など入札に関する話題 (直接的、間接的のいずれも含む)

• 販売地域の制限や市場分割などに関する話題 (顧客割り当てなど)

• 非公開の事業計画、戦略計画、マーケティング計画

• 顧客特有の情報

• 第三者 (顧客、競合他社、サプライヤーなど) との取引拒否の話題



28

CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

市場と競合他社に関する情報
は合法的かつ倫理的な手段の
みを用いて収集します。

コンペティティブ インテリジ
ェンスの収集

それが重要である理由
当社は動的で挑戦的な国際市場で展開しています。この中で競合他社に
関し得られる限りの情報を得るという仕事があり、こうした情報をもと
に製品に磨きをかけ、業界トレンドを認識し、次々と変わる顧客のニー
ズを予測することができるのですが、それが重要な一方、不適切に機密
情報や専有情報などの非公開情報を求めたり取得することで当社の誠実
さを損なうことがあってはなりません。そうではなく、公正かつ誠実
に、相手に望むのと同様に競合他社に接するようにします。

実現に向けての具体策
競合他社の情報は以下の実践を通じて、合法的かつ倫理的に収集します。

•  マスコミや市場調査、財務報告書、公の情報や公開されているインター
ネット サイトなどといった正規ルートで情報を探す

• どうすれば競争上優位に立てるか顧客から情報を提供してもらう

• 人をそそのかし守秘義務に背かせるようなことはしない

• 競合他社の情報を騙して得るようなことはしない

•  採用前に他の組織で入手した非公開専有情報は明かしたり使用したりす
ることがないように社員・就職希望者に教育する

•  第三者が当社の情報を収集する場合は、当社の法的基準と倫理的基準に
従わせる

質問:   同社への入社前は競合他社の一社に勤めていました。冷凍・冷
蔵コンテナで私が持ち合わせる知識はほとんどそこで得たも
のです。その知識のどの程度までここでの仕事で共有してよい
か、どう判断すればよいでしょうか。

答え:   前の職場のどの情報が機密情報/専有情報と見なされるかを考
え、機密情報/専有情報はここでの仕事に使用しない、当社に
開示しないということが基本的なルールです。たとえば、公開
すべきでないプロセスや設計、方式について詳細を知っている
場合は、決して共有しないでください。疑問がある場合は、倫
理・コンプライアンス オフィサーまたは法務部に問い合わせて
ください。
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事業を展開している先々で適
用される、国際貿易に関する
あらゆる法規制を責任をもっ
て理解し遵守します。

グローバルな事業活動

それが重要である理由
当社は社員役60,000人、世界 10 数か国で展開しており、ハイテク製品・
サービスを世界中の顧客に提供しています。これはつまり、輸出規制や
経済制裁、通商禁止、米国の反ボイコット法、輸入規制など多様で複雑
な国際貿易の法規制の適用対象であることを意味します。国際貿易の法
規制は、世界中の行政機関や多国籍組織が商品やサービス、技術の輸出
入の規制に用い、国家の安全、大量破壊兵器の拡散防止、対外政策の支
持、市民の健康と安全、資源の保護に努めています。

国際貿易の遵守義務を満たさない場合、厳しい罰則の対象となるだけで
なく評判の低下にもつながります。また、それが原因で製品や技術が不
正に流出することもあります。最新の商用システムを製造および供給
している当社には、こうした事故の発生を防ぐという重大な責任があり
ます。

実現に向けての具体策
Carrier は事業を展開している先々で、適用される国際貿易法を遵守して
業務を行うことを約束しています。法令遵守の責任は社員全員が負って
います。また、マネージャは組織自体にも法令遵守を徹底させる必要が
あります。そのためには、以下を実践します。

•  当社製品、技術、サービスはすべてどの規制分類に入るかを特定した上
で分類する 

•  規制対象に入る商品ならびに技術は有形、無形とも何らかの保護策を講
じ、不正に譲渡・発売されることがないようにする

•  サプライヤーや顧客、取引先、その他第三者に提供された品目について
それらの譲渡を許可する政府当局が存在することを確認する。何らかの
制裁や規制対象者リストに該当する取引かどうかを確認する。最終用
途、最終使用者、仕向地が許可されたものであるかを確認する。取引の
最初から最後まで全体を通して許可手続きを監督する 

•  正確な記録を維持する。転送、追跡、報告が効率的にできる体制を維
持する

•  輸入品の分類と評価を正しく行い、入力が正確かつ迅速に行われ、輸入
税の支払いが正確にでき、原産国の表示が適切にできるようにする

•  米国の反ボイコット法に反するようなボイコット関連の活動には同
意、参加せず、そのような活動を求められた場合は必要に応じ報告
する
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ビジネス目標は賄賂や汚職
行為ではなく真価のみにも
とづいて追求します。

賄賂と汚職の防止

それが重要である理由
当社の価値観のうち、イノベーションと業績は当社の事業内容が優れて
いることを証明するもので、敬意、誠実さおよびインクルージョンは事
業活動のあり方を証明するものです。取引の獲得ならびに取引先の選定
においては、価値観を用いて自らの取るべき行動を決定します。不適切
な影響を受けるような状況では、相手、価額、場所にかかわらず商機放
棄という選択を取るようにしてください。

当社は快適で安全な移動手段の提供に役立つ製品・サービスを提供する
国際企業です。そうであるからには、前向きな改革を推進する機会があ
るとともにその責任も背負っています。汚職行為の防止に向け率先して
模範的な行動を取ってはじめて、それが地域社会にもたらす影響を食い
止め、公開市場の促進と保護に貢献することができるのです。当社は事
業を展開している先々で公正かつ透明な市場活動を支持しています。当
社製品・サービスが品質、価値ともに優れていると認識されるのはその
ためです。

実現に向けての具体策 
当社では汚職行為に立ち向かい、正しいやり方で取引を獲得します。その
ためには、以下を実践します。

• 取引は製品、サービス、条件など真価をもとに獲得する

•  不適切な影響を与えることを目的に価値のあるものを提供するという行
為は一切行わない (相手が政府職員か民間部門の人かを問わない)

• 取引は完全かつ正確、誠実に記録する 

• 事業を展開する先々で、適用される汚職防止法の文言と精神に従う

• 取引先の選定は慎重に行い、当社の高い倫理基準に従っていただく 

続く >
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賄賂と汚職の防止 (続く)

汚職の危険信号
ビジネス パートナーとなる取引先の選定では、次のようなことに注意し
てください。

• 過去に不適切な支払いで疑われた事実

• 取引が終わる前の手数料要求

• サービスに見合わない手数料の要求

• 「特別な付き合い」があることを理由に特定の相手との取引の提案

• 顧客または職員に不適切な影響を与えるような利益相反

• 決定日間近になっての別の第三者の関与

• 経費を不正または偽って記録してほしいという要求

質問:   市役所の役人が、手数料を別途現金で払わなければ 同社に対す
る支払いはしないと言っています。この手数料は「処理の迅速
化」のためだそうで、自費で払える程度のわずかな金額です。
同社の帳簿に記録するほどのものでもありません。どうすれば
よいでしょうか。

答え:   支払いをどう説明しようと、これは賄賂に当たります。賄賂ま
たは賄賂と見なされるような支払いは、たとえ事業展開先の
国の慣習であっても 同社の方針と基本理念で禁止されていま
す。また 同社の帳簿と記録には取引が正確に反映されていな
ければなりません。取引を不正に記録することは法律違反で方
針に背く行為です。会社の代わりに支払うということは誤った
考えであるだけでなく、同社に適用される法律で違法に当たり
ます。賄賂の支払いを求められていると思う場合は、現地の倫
理・コンプライアンス オフィサーか法務部に早急に連絡してく
ださい。

質問:   支払い処理を担当している経理マネージャです。最近、ある部
門のマネージャの経費払い戻しの申請を受け取りましたが、こ
の人が経費だと言っている会議は実際には開催されなかったこ
とを知りました。どうすればよいでしょうか。

答え:   単純なミスか意図的なものか、いずれの可能性も考えられま
す。これが意図的な不正申告である場合、当社は汚職防止法で
処罰の対象となります。また、当社の収益に悪影響が出て、結
果的に社員全員に被害が及びます。この経費は処理せずに、マ
ネージャまたは倫理・コンプライアンス部で確認してもらうと
ともに、指示を仰いでください。
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当社は株主の方々を尊重し彼らが寄せる信
頼を大切にしています。意思決定は公平に
行い、その際、長期的に持続可能な成長
と、約束をひとつも怠らず履行するという
ことを強調します。正確で透明な記録を維
持する、資産を大切に保護する、誠実さで
実施するという姿勢に徹し、日々の業務に
臨みます。

投資家の期待に応え責任をもって業務
を行う

インサイダー取引と材料の誤用を 
防止する非公開情報  33

利益相反の回避 34

記録・会計情報は正確に作成し、 
維持、開示する 36

知的財産の保護 38

他者の知的財産の尊重 40

当社資産の保護 41
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当社は証券の売買目的に
Carrierまたは他の会社につ
いての重要な非公開所を使用
または共有することは絶対に
ありません。

インサイダー取引および重要な
非公開情報の誤用の防止

それが重要である理由
仕事の過程で当社は一般には知られていない情報へアクセスする場合があ
ります。個人的な投資の意思決定を知らせる目的ではなく必要な場合に限
り、それを使用してかかる情報を保護しなければなりません。

重要な非公開(内部) 情報はまだ公的に利用できるようになっていない、かつ
合理的な投資家が証券の取引を決める際に重要と見なすような会社につい
ての情報です。それには次が含まれます。

• 財務上の結果と受取配当金

• 新規契約の受賞

• 訴訟、示談または告訴の保留

• 新製品またはマーケティング主導権

• 上級管理職の変更

• 予想される合併または買収

インサイダー取引は個人が個人的利益のため、または株式市場での損失を
避けるため、 内部情報を利用するとき、あるいは他者も同じようにできるた
めにそれを共有するときに生じます。インサイダー取引は深刻な犯罪であり、
多額の罰金と懲役によって処罰されるものです。

それを可能にする方法とは 

インサイダー取引および市場の乱用を防止する対策: 

• 内部情報を所有している時はCarrierまたは他の公的に取引された会社 
の株式

• を売買するまたは別の形で処理することをしないこと。

• 家族、親戚、友人を含めCarrier外部の誰かに内部情報を開示しないこと。

• 同僚の従業員と内部情報を共有するのは、必要な場合に限ること

•  かかる情報を知りながら取引する可能性のある人物へ会社についての重
要な

•  情報を直接間接を問わず提供することを意味する内報行為に関わら 
ないこと。

内部情報の誤用は監督者、倫理・コンプライアンス担当者または法務部へ報告
するか、あるいは会社の匿名レポートプログラムを使用してください。
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個人的な利益が会社に対する
義務や会社の目標、ニーズと
対立することのないように注
意することが重要です。

利益相反の回避

それが重要である理由
個人的な利益と関係を優先させた結果、同社の利益を優先させて決定す
るという義務が損なわれてはなりません。このことは当社の誠実さの価
値観で要求されるものです。正しい判断を下し事業の利益を優先させる
ような選択をすることで、業績基準を満たし、協調性を実現し、革新を
推し進めることができます。同社に対する忠誠の義務を守ることにもな
ります。

外見上の利益相反でも問題となることがあります。それは、不適切な行
動を取っていると思われることがあるためです。利益相反は速やかに開
示し適切に取り扱えば回避し対処することができます。

実現に向けての具体策 
以下の実践を通じて、利益相反 (外見上のものも含む) を回避し、回避不
可能な場合は適切に取り扱われるよう努めます。

•  当社の利益と自らの利益が対立するような状況には注意し、利益相反は 
(疑いの場合も含む) マネージャまたは現地の倫理・コンプライアンス オ
フィサーに開示する

•  利益相反の状況に直面したら (疑いの場合も含む)、意思決定プロセスか
ら身を引く

•  家族や親しい友人への忠誠心が自らの判断に不適切な影響を及ぼすよう
な状況に身を置かない 

•  個人的な経済状況や、競合他社、サプライヤー、顧客との個人的な付き
合いのせいで 利益を最優先して行動することができない状況を認識する 

•  会社の立場やリソースを使用して得た機会は自らの利益のために保持し
ないという姿勢を貫き、当社に対する忠誠心を示す

•  当社での業務では毎日最善の努力を払い、社外の仕事や活動のせいで貢
献度が落ちるようなことがないようにする

• 贈答品と接待の授受は以下の場合のみ認められます。

 ‐ 彼らは高く評価する

 ‐ 業務上正当な目的がある

 ‐ 判断力を鈍らせるものではない

利益相反は (外見上のものも含む) 開示し判断を仰ぐ必要があります。 
利益相反について懸念がある場合は、 倫理・コンプライアンス オフィサー
に指示を仰いでください。

続く >
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利益相反の回避 (続く)

利益相反に関するクイック・テスト
この行為を取れば、

• 相手に借りや貸しができるのではないか。

• 価値観が汚されるのではないか。

• 判断力が鈍るのではないか。

•  不適切に思われる行為になるのではないか、忠誠心との狭間に立たされ
るのではないか。

•  自分や家族、親しい友人が、価値が異常で頻度が過ぎるような利益やメ
リットを個人的に得ることになるのではないか。

「はい」という回答がひとつでもあれば、利益相反の状況に直面してい
る可能性がありますので、相談してください。

質問:   最近、大学の工学科を卒業したばかりの姪がいます。うちで採
用しても私の直属の部下にはならないので、応募するように勧
めてもよいでしょうか。

答え:   優秀な人材は社員の紹介で採用されることもあります。不適切
に思われるような状況を避けるには、彼女との続柄を人事担当
マネージャに開示する必要があります。その際、姪御さんが実
力のみにもとづいて評価されるように、あなた自身は採用プロ
セスに関わらないでください。
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当社の評判と事業の有効性の
決め手は、透明で正確な記録
をつけるとともに会計原則と
厳しい方針に従い保存、開示
するという慣行です。

記 録 ・ 会 計 情 報 は 正 確 に 作 
成し、維持、開示する

それが重要である理由
年次報告書の作成にしろ、タイムシートの提出にしろ、正確な記録を維
持するという 当社の約束は私たち全員が守るべき約束です。これが重大
な責任であることを理解するとともに、当社が業務上健全な決定を下すに
は、正確で完全、偽りのない記録に頼っているということも理解すること
が重要です。同様に、株主の方々も投資判断のため正確で透明な記録に頼
っています。適切に記録を維持し会計原則に従うことで、法的義務を満た
すとともに評判の低下や罰金、民事罰、刑事罰などを回避することができ
ます。また、業務の効率化と生産性の向上も期待できますし、利害関係者
から寄せられている信頼が正しいことの証明にもなります。

実現に向けての具体策 
記録の作成、維持、処分は適切、健全に行います。そのためには、以下
を実践します。

•  資産、負債、経費、取引はすべて正確かつ早急に、各種規定や一般会計
原則、当社のポリシーに従い記録する

•  予算案や経済性評価には関連情報がすべて正しく含まれていることを確
認する

• 帳簿や記録には意図的に不正確な入力/偽りの入力を行わない

• 内緒または帳簿外の現金やその他の資産を保持しない

•  誤りについては顧客またはサプライヤーに通知の上、信用状または返
金、その他認められた方法によって迅速に修正する

•  記録の維持と処分は 当社のポリシーと法的要件に従い実行する

• 訴訟に関連すると考えられる記録は保護する

記録維持に関する違反の疑いは必ず報告してください (連絡先: 上司または
倫理・コンプライアンス オフィサー、法務部。

続く >
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記録・会計情報は正確に作成し、維持、 
開示する (続く)

質問:   記録管理に関する方針によると一部の記録は所定の期間が過ぎ
れば処分してよいとされていますが、自分の持っている記録、
特に電子メールなどの電子的な記録のほとんどは念のために期
限を定めず保存しています。これは構わないでしょうか。

答え:   同社の記録管理に関する方針では、記録を処分して「よい」の
ではなく、所定の期間が過ぎれば (記録の種類によって) 処分す
るよう義務付けています。所定の期限に処分しなければ、会社
方針に反することになります。また、保存システムに負担をか
け効率性を損ない、訴訟を受けやすい状況を作り出すことにも
なります。ただし、書類によっては (訴訟に関係するものや正
式な訴訟ホールドの対象であるものなど) 保存しなければなら
ないものもあります。取り扱う記録の一つひとつについて保存
期間を把握しそれに従い処分するという責任を社員の一人ひと
りが負っています。
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当社は 自社の知的財産を悪
用や不正流用、破壊、損失
から保護します。

知的財産の保護

それが重要である理由
当社の基本的価値観であるイノベーションにより、当社は世界で最も大
規模な知的財産ポートフォリオを構築してきました。これらの資産は私
たち一人ひとりが日々の業務において蓄積してきた努力の賜物であり、
イノベーションと成長の基盤となるものです。知的財産の保護は競争優
位性の実現という目標を達成し、当社ビジネスの未来を拓く上で極めて
重要です。

実現に向けての具体策
以下の実践を通じて、会社の知的財産を保護します。 

•  会社の知的財産 (企業秘密、発明、技術データ、設計、ノウハウ、ソフ
トウェア、戦略、契約情報、財務情報など) のへアクセス、使用、開示
は業務を遂行する上で必要な場合のみとし、必ず該当の Carrier 方針お
よび手順に従う

•  会社に雇用中の発明品については、特許取得の審査を受けられるよう当
社に直ちに開示する

•  他者への専有情報の開示は、たとえ社内であっても情報を知る必要があ
る場合のみとし、第三者に開示する場合は適切な機密保持契約またはそ
の他の取り決めを締結する

•  専有情報の電子送信およびソーシャル メディアの使用については、該当
の Carrier 方針および手順に従う

•  当社の専有情報を入手する第三者が当該情報の保護に責任を負えるよ
う、契約上または規制上の要件を理解し、これを遵守する

•  第三者と協働する場合は、事前に知的財産の所有権および使用権に関す
る契約を実施する

続く >
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知的財産の保護 (続く)

知的財産
知的財産の例: 

• アイデア、発明

• 商標、商品名、ロゴ

• 著作物 (図、文書、製図、ドキュメント、ソフトウェア等)

• 専有情報 (以下のような、技術的および業務的性質を伴うもの):

 ‐ 技術データ、設計、ノウハウ

 ‐ 事業/マーケティング/販売/調達/価格に関する計画

 ‐ ビジネス戦略

 ‐ 合併買収に関する情報

 ‐ 契約情報

 ‐ 財務情報

当社では、契約、特許、企業秘密、登録/未登録商標、著作権、意匠権等
のさまざまな法的手段を通じて各国の知的財産を保護しています。
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当社は、他者の知的財産の
悪用、不正流用、破壊、損
害、損失を防ぐために措置
を講じます。

他者の知的財産の尊重

それが重要である理由
自社の知的財産権を重要な資産と捉え、他者にもこの権利の尊重を求め
ている 当社では、他者の正当な知的所有権も同様に重視し、尊重してい
ます。これには、顧客、ビジネス パートナー、サプライヤーに委任され
ているものや、当社の競合他社やその他の第三者が保有しているものな
ど、あらゆる形態の知的財産が含まれます。これらの権利を大切に保護
することは、法的義務の履行だけでなく、当社に対する他者の信頼と尊
敬を強めることにもつながります。

実現に向けての具体策
実現に向けての具体策

• 専有情報やその他の知的財産の保護に関する方針や手順を遵守する

•  顧客やビジネス パートナー、競合他社といった第三者の専有情報を許可
なく要請、受領、使用、開示しない

•  画像、出版物、ビデオ、インターネットに掲載されたその他のコンテン
ツ等を含む他者の著作物を許可なく複製しない

•  研究開発プロセス中は他者の特許権や企業秘密、専有情報を大切に扱
う

•  他者の専有情報の使用または開示に関する知的財産使用許諾契約やその
他の契約条項に従う

•  当社のマーケティングやその他の出版物に第三者の著作権、ロゴ、商
標、商品名、デザインが使用されていることを認識する

• 偽造品およびその他の知的財産犯罪があった場合は報告する
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当社は 自社のあらゆる資産
を損害、損失、悪用から保
護します。

当社資産の保護

それが重要である理由
当社の資産は私たち一人ひとりが日々の業務において蓄積してきた努力の
賜物です。これらは当社のイノベーションと成長の源泉であると同時にこ
れらを反映するものであり、毎日の勝利の精神にとって不可欠なもので
す。当社では、自分の財産と同様にこれらの資産を尊重し、不正な使用や
流用から保護しています。当社および当社の株主の期待に応えるべく、私
たち全員が資産を悪用から守る個人的な責任を担っているのです。

実現に向けての具体策 
私たちは責任ある管理担当者として当社資産を保護します。そのために
は、以下を実践します。

• Carrier 方針に従い、当社の有形資産を常に正しい方法で扱う

•  当社資産の損失、浪費、破壊、窃盗、悪用を防ぐ

•  当社資産はビジネス上の目的のみに使用し、個人的利益のためには決し
て利用しない

•  当社の通信機器およびシステムの個人使用を控える

•  当社資産がリスクにさらされている状況が疑われる場合は、すぐに報告
する

•  すべてのビジネス取引が経営管理者の許可を得ており、内部審査/承認
プロセスを受けていることを確認する

•  正確な財務報告書を作成し、監査、調査、法律、規制への遵守を確実に
するために内部統制を策定し、これに従う

•  警告サインに警戒し、内部規制を遵守することで、金融資産がマネーロ
ンダリングやテロリストの資金調達に利用されるのを阻止する

有形資産
有形資産とは、施設、車両、コンピュータ、その他の電子機器、機械、
ツール、現金、事務用品、ID カード等、Carrier が業務遂行を目的に従業
員に提供する物理的形状を持つあらゆる資産を指します。

金融資産
金融資産とは、Carrier の保有する現金や金融商品、または現金に変換で
きるあらゆるものを指します。

続く >
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当社資産の保護 (続く)

マネーロンダリングの兆候
マネーロンダリングの兆候

• 複数の口座から決済を行う顧客

• 正当化や説明なしに第三者により顧客の代理で行われた支払い

• 通常の法人口座ではなく、個人口座やオフショア口座への支払い請求

• 通常では考えられないような時間帯、または異常な額の支払い請求

• 複数回にわたる 10,000 ドル以下の支払い請求

当社資産の悪用については、上司または倫理・コンプライアンス オフィサ
ー、法務部報告してください。
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当社では、業績の向上に向けて共に不撓不屈
に取り組み、顧客のニーズを上回る製品提供
を目指すビジネス パートナーを求めていま
す。パートナーの権利を保護すると同時に、
世界トップクラスのサプライチェーンの一員
として高い倫理基準を固守していただくこと
で、敬意と誠実さでパートナーと協力し、イ
ンクルージョンの環境を育成します。

持続的なパートナーシップの構築

正しいパートナーの選択 44

正しいパートナーの選択 45
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当社では、実績および共通の
価値観に基づいてビジネス 
パートナーを選定し、公平な
姿勢をもって接します。

正しいパートナーの選択

それが重要である理由
当社では、信頼の置ける良質な商品を遅延なく納品するという当社のビ
ジネス目標の達成をサポートする専門知識やリソース、能率性、イノベ
ーションを提供し、高い倫理基準をもって、より住みやすい世界の実現
に向けて当社と共に躍進するビジネス パートナーを求めています。

実現に向けての具体策 
ビジネス パートナーは競合的かつ公正なプロセスによって選定します。
そのためには、以下を実践します。

•  安全性、健全性、性能に対する当社の基準を満たし、かつ納期に遅延す
ることなく予算内で製品を提供するパートナーを模索する

•  潜在的な主要ビジネス パートナーが適格かつ信頼に値するかを判断する
ために適正評価を事前に実施し、選定後も業績を監視する

•  明確かつ具体的な業績要件を設定し、測定可能な成果を判断する

•  取引内容を正確に記載して透明性を確保し、安全、倫理、コンプライア
ンスに関する当社の要件に従って業務を行えるよう、パートナー関係を
書面で形式化する

•  中小企業、不利な立場にある企業、少数民族経営企業、女性経営企業、
退役軍人所有企業、歴史的低開発地域にある企業とのビジネス機会を模
索する
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当社は善良な企業市民とし
て社会に貢献し、すべての
人にとって働きやすい職場
環境の確保を目指します。

人権の尊重と保護

それが重要である理由
グローバル規模で事業を展開する当社では、より安全な職場環境と平等
機会の実現に向けた取り組みを世界各国で進めています。当社施設の作
業員を守るために堅固な対策を周知徹底するとともに、ビジネス パート
ナーやコミュニティに人権の尊重を助長することでも建設的な変化を促
しています。安全で快適、生産性の高い職場環境を構築するという基本
的価値観を共有し、大切に守り続けています。

実現に向けての具体策
以下の実践を通じて、人権を尊重し、保護します。 

•  厳格な指針 (米国基準、地域基準、方針等) に基づいて、安全かつ健全な
職場環境を社員に確保する

•  児童労働や強制労働は決して利用せず、人身売買の撤廃と人権支援に向
けた当社の取り組みをサポートするビジネス パートナーを模索する

•  適用法により規定される人種、肌の色、宗教、国籍、性別、年齢、障
害、退役軍人歴、結婚暦、市民権、信条、性的嗜好および他の保護され
るカテゴリーを含め違法な根拠に基づく差別を禁止すること

•  賃金、労働時間および法的に強制された利益に関する適用される規制を
遵守しながら、当社の事業用に強力な人材を惹きつけ、保持するための
補償およびメリットを提供すること

•  当社が営業する国々での適用法に従って存在する通りに、提携の自由の
原則および団体交渉の権利を承認すること

•  責任あるソーシング活動を促進し、Carrier のサプライヤー行動規範を
通じて主要なサプライヤーに期待される内容を明確にする (サプライヤ
ーは安全かつ健全な職場環境を全社員に確保する、差別を回避する、児
童労働を利用しない、人身売買を撤廃する等) 

不正行為の申し立ての強固なレポートを保証するため、Carrierは指導を求
め、質問をし、コメントを付与し、また疑われる不正を報告するために従
業員および第三者用に安全で秘密性の高い経路を提供します。同社の匿名
レポート・プログラムにより従業員その他は質問をしたり懸念を表明する
ことができます。
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CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

当社の製品は、近代的な生活の実現をサポー
トします。当社の製品は物事の改善にも貢献
し、これこそが私たち一人ひとりがコミュニ
ティに対して果たすミッションでもありま
す。私たちが共有する環境を保護し、地球に
優しい方法を模索することで価値が創出され
ます。活発なコミュニティこそが強固な企業
を構築することを理解している当社では、ボ
ランティア活動や人道支援活動、慈善運動も
積極的に支援しています。

コミュニティとの関わり合い

環境保護 47

コミュニティへの貢献 48

政治プロセスへの参加 49
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CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

環境関連のあらゆる適用法
規制を遵守し、環境保全と
持続可能性に対する目標を
追求します。

環境保護

それが重要である理由
当社製品の多くは人口増加や都市化の進む大都市で利用されており、こ
れらが環境に及ぼす影響は増加の一途を辿っています。しかし当社で
は、これを影響力ある実例を示すための好機と捉え、法的義務の履行は
もちろんのこと、最高基準の環境保全を達成しています。当社では、イ
ノベーションによって著しい進展を遂げると同時に、環境への影響削減
が地球保護だけでなくビジネスにも有益であることを示すことで、建設
的な変化を促進したいと考えています。

実現に向けての具体策 
当社は環境への責任と環境持続可能性を強化します。そのためには、以
下を実践します。

•  環境関連のあらゆる適用法を遵守する、最新の許認可状況を把握する、
事故・事件が発生した場合は報告する、有害廃棄物は安全な方法で処理
する

• エネルギー、水、原料を保護する機会を模索する

•  環境保護に向けた当社のコミットメントを強化する製品の設計・製造に
取り組む

•  排出削減と持続可能性の促進に貢献するシステムを開発する

• 主要サプライヤーに持続可能な慣行をさらに導入してもらう

•  当社および当社の主要サプライヤーが、環境保全と持続可能性の継続的
な改善に向けて取り組む上でのモチベーションとなるような目標を設定
する

• 環境保全に個人として貢献するための新たな方法を見つける

環境問題に関する懸念については、上司または環境・労働安全衛生 (EH&S) 
担当者、倫理・コンプライアンス オフィサー
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CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

当社はコミュニティの一員と
して時間やリソース、人材を
積極的に提供し、コミュニテ
ィの成長を支援します。

コミュニティへの貢献

それが重要である理由
当社の事業規模はグローバル化していますが、仕事や生活の場である地
元コミュニティは力やインスピレーションの源と言えます。コミュニテ
ィと積極的に関わり合うことで、互いへの尊重と信頼の関係を構築し、
当社の評判を高め、優れた人材を確保することができ、ひいては、安定
した成長と活力がもたらされます。

実現に向けての具体策
当社は自らが事業を行うコミュニティの責任ある企業市民となるため
に、以下を実践します。

•  ボランティアや指導者、慈善活動家として社員がコミュニティに積極的
に参加することを奨励、称賛する

•  適法であることを事前審査した上で、価値ある市民慈善活動に参加する

• 慈善寄付に対する返礼を要求しない

質問:   今 週 末 、 慈 善 団 体 の 募 金 係 の ボ ラ ン テ ィ ア を す る 予 定 で
す。Carrier はこの慈善団体を長年支援しているので、自分が 
当社 の社員だと言っても差し支えないでしょうか。

答え:   当社がこの慈善団体を支援しているのは確かですが、このような
活動に 当社の正式な代表者だと言って参加する場合は、必ず経営
層に事前に連絡して承諾を得てください。場合によっては、当社
がイベントの正式な支援団体となる可能性もあります。
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CARRIER GLOBAL CORPORATION 当社の行動規範

当社は、国、州、地域が制
定する企業の政治参加に関
する法律を遵守しており、
社員が一般市民として政治
プロセスに関与することを
奨励しています。

政治プロセスへの参加

それが重要である理由
当社は一企業として各国の政府と密接に連携し、政治的成果に関心を寄
せています。企業としての政治プロセスへの参加はあくまで節度をもっ
て行い、企業には法的な限界が設けられていることを理解、尊重し、関
連法規とその精神を遵守します。また同時に当社では、社員が政治活動
に各人の時間や財政支援を提供し、市民としての義務を果たすことを全
面的に支援しています。

実現に向けての具体策 
当社は、企業および個人として合法的かつ倫理的に政治に関与します。
そのためには、以下を実践します。

•  政党や政治委員会、個人候補者への企業献金に設けられている法的制限
に従う

•  一般市民として政治に参加する場合は、各自の言動はあくまで個人のも
のであり、当社を代表するものではないことを明確にする

•  公職選挙に個人として立候補する場合は、潜在的な利害対立を回避する
ために倫理・コンプライアンス オフィサーに連絡する

•  ロビー活動の規則を認識し、公人に連絡する際には必ず明白な承認を受
け、開示や報告に関する要件を理解しておく

•  法律で許可され、法務部の事前承諾を得ていない限り、Carrier の代表
者として政治献金を行ったり、当社の資金を利用しない

免責条項 
本倫理規範は、明示的または暗示的に当社での雇用継続を保証するとい
う契約上の権利を付与するものではなく、雇用条件の確定を保証するも
のでもありません。


