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CEOからのメッセージ

私が当社に関して最も誇りに思うこと。それは、常に「革新」こそがKLAブランドのトレー
ドマークであったということです。しかし、革新だけが当社のテクノロジーのセールスポ
イントであり、優れた点なのではありません。

企業として、そして団結したチームとしての当社の存在を定義するのは、より高い価値を
目指す集団としての取り組みです。この価値とは、当社の優位性を際立たせ、顧客やパー
トナー、株主、同僚の信頼を構築するものです。

才気にあふれた多彩な人材とともに、目標に向かって進むことができるのは、KLAにとって
非常に幸運なことです。彼らは、根気強さを示し、より良い結果を目指して邁進し、誠実
かつ率直で、一貫した（HFC）、優秀なチームを構築し、顧客にとって不可欠な存在になる
ことで、当社のコアバリューを日々実践し、証明しています。

毎日が私たちの価値観を実現するチャンスの連続です。顧客の課題を解決し、厳しいエン
ジニアリングの納期を守ることから、増員が必要なチームメンバーに状況を確認するま
で、すべての行動が当社のあり方を示します。

KLAの行動規範の高い基準が当社の「企業活動における価値観」を作り出しています。これ
は、組織としての私たちを定義し、ビジネスと顧客関係に対してアプローチするための
ロードマップとなるものです。KLAの企業活動における価値観、ポリシー、または法律の違
反が疑われる場合は、その問題を報告してください。KLAでは、人事部門、法務・コンプラ
イアンス部門、マネージャー、またはKLAのEthicsPointポータルなど、さまざまな報告手段

を用意しています。私たちは、善意で問題を報告した人への報復を
絶対に許しません。

私たちの「企業活動における価値観」を受け入れ、KLAブランドの
強みを強化してくださることに感謝いたします。皆さんの真摯な取
り組みと責任感があれば、これからも世界各国で会社の評価を高
め、どんな場面においても、倫理的慣行を守ることができるはず
です。

Rick Wallace

代表取締役社長兼CEO

非機密情報  l  公開情報

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
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はじめに

正直かつ誠実： 
KLAの企業活動における価値観

企業として、私たちはあらゆる基準、法律、規制を順守しながら、事業活動に取り組んでい
ます。

法律や習慣は国によって異なり、倫理の基準もビジネス環境によって異なりますが、私たちは
ビジネスを行うあらゆる場所でこのビジネス行動基準を守り続けています。KLAの企業活動にお
ける価値観の礎石となるのは、正直かつ誠実という基本的原則です。自ら、そしてお互いによ
り高い価値を目指す上で、私たちは当社の価値観を行動に移さなければなりません。そのために
は、質問を投げかけ、指針を求め、違反の疑いのある行為は報告し、正しくないと思われるも
のを見つけたときに懸念を表明することが重要です。

当社は、すべての適用法および規制を順守し、世界
各地のビジネス環境において、正直かつ誠実である
ことを維持します。

非機密情報  l  公開情報
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当社の行動規範

1.  当社の職場環境
KLAコミュニティの全メンバーに公正な雇用が適用される、多様性のあ
る環境を作ります。

2.  当社の関係性
あらゆるKLAにおける活動と関係において、誠実かつ率直で、一貫した
（HFC）姿勢を貫きます。

3.  当社の管理責任
当社の知的財産や機密情報を守ることで、KLAの競争優位性を保護し
ます。

4.  当社の取り組み
自らの活動に関連性のある法律、規制、KLAの社内ポリシーを理解し、
順守するとともに、違反の疑いのある問題を報告します。

5.  当社の意見
誠実かつ倫理的な行為を全員が体現する社風を作り、維持します。

私たちの行動、関係性、製造する製品、
提供するサービス、取り組みのすべて
は、当社の企業活動における価値観を
反映しています。

非機密情報  l  公開情報
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KLAの企業行動規範(SoBC; Standards of Business Conduct)は、世界中のKLA Corporationおよ
びその子会社（「KLA」または「当社」）のすべての従業員、役員、取締役に適用されます。一
人ひとりがSoBCに含まれるポリシーに従う必要があるということを認識し理解するよう求めら
れます。これは、疑問、懸念、あるいは法律やポリシーの違反の可能性がある場合は、KLAの
EthicsPointポータル、または下記セクション17に記載されているKLA報告チャネルを介して、マ
ネージャー、人事部に問題提起することを意味します。最後に、法律違反またはKLAのポリシー
違反の社内および社外の調査に招集された場合は、これに応じること、あるいは必要に応じて、
コンプライアンスプログラムを強化・改善するという当社の継続的な取り組みを支援することを
意味します。

企業として、そして団結したチームとしての当社の
存在を定義するのは、より高い価値を目指す集団と
しての取り組みです。この価値とは、当社の優位性
を際立たせ、顧客やパートナー、株主、同僚の信頼
を構築するものです。

当社の取り組み

非機密情報  l  公開情報
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当社のリーダーは、倫理と法令順守（コンプライアンス）の文化と
誠実さに関する問題があれば気軽に提起できる環境を作ることを求
められます。KLAは、いかなる形でも、誠意をもって不正行為を報
告した、あるいは調査に協力した従業員に対する報復を禁止します。
リーダーは、KLAの企業行動規範の価値観とポリシー要件を理解し、
先頭に立って模範を示し、当社の価値と評判が損なわれないように
することが期待されています。

KLAで才気にあふれた多彩な人材とと
もに、目標に向かって進むことがで
きるのは、私たちにとって非常に幸
運なことです。彼らは、当社のコア
バリューを日々実践し、証明してい
ます。

リーダーの特別な責任

非機密情報  l  公開情報
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KLAの価値観を実践するには、KLAでの活動に適用される法律、規制、ポリシーを理解のすべて
する必要があります。続く「企業活動における価値観」ポリシーは、政府の法律および規制順守
を推進するために作られています。当社の規則を理解し、対応に確信が持てない場合は質問を
投げかける必要があります。

KLAでは、SoBCのほかにも、皆さんの活動に適用されるポリシーを定めています。ポリ
シーは、PolicyTechでご確認ください。また、内容は変更される可能性がありますので、随
時、PolicyTechをご覧ください。

これらのポリシーは、想定されるすべての状況を網羅するものではありません。ポリシーで想定
されていない状況に遭遇した場合、次の3つの質問を自分に問いかけてください：

1. 自分の行動は、KLAの価値観と一致しているか？

2. 自分の行動は、法に反しておらず、倫理的か？

3. KLAの社内、そして社外において、自分の行動はどのように見られるのか？

最初の2つの質問のいずれかに対する答えが「いいえ」または「可能性がある」の場合、あるい
は3番目の質問に関して不安がある場合、行動する前に、適切な人物（マネージャー、人事担当
者、または法務・コンプライアンス部門）に指示を求めてください。

KLAのポリシーと現地の法律、またはKLAのポリシーとKLAのビジネスパートナーや顧客の要求
との間に矛盾が生じた場合、より厳しい基準に従うか、または手続きを進める前に適切な人物
（マネージャー、人事担当者、または法務・コンプライアンス部門）に指示を求めてください。

当社の行動規範の高い基準が当社の「企業活動に
おける価値観」を作り出しています。これは、組
織としての私たちを定義し、ビジネスと顧客関係
に対してアプローチするためのロードマップとな
るものです。

「企業活動における価値観」
ポリシー

非機密情報  l  公開情報
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KLAの「企業活動における価値観」行動規範やKLAの各ポリシー、適用法令に違反した従業員や
リーダー、適切な処分の対象となりますが、その処分は最悪の場合は解雇を含みます。

従業員は、SoBC、またはKLAのポリシーで禁止されている活動に従事する前に、KLAの取締役会、
法務・コンプライアンス部門、または該当するKLAポリシーの規定に従って、書面による例外的
許可を取得しなければなりません。例外的許可を要請するには、corporate.compliance@kla.com 

宛にメールを送信するか、該当するKLAポリシーで指定されているプロセスに従ってください。
例外的許可は、例外的な状況において、慎重に検討を経て、認められます。

KLAの取締役または幹部が、SoBCまたはKLAポリシーにより禁止され得る行為に携わる前に、彼
または彼女はKLAの取締役会の利害関係のない取締役からポリシー逸脱への書面による例外的許
可を入手しなければならない。かかるポリシー逸脱への例外的許可は許可を付与した理由とと
もに、その後KLAの株主に開示される。

皆さんの真摯な取り組みと責任感があれば、これか
らも世界各国でKLAの評価を高め、どんな場面におい
ても、倫理的慣行を守ることができるはずです。

違反に対する罰則；例外的許可

非機密情報  l  公開情報

mailto:corporate.compliance%40kla.com?subject=
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従業員の一人ひとりがお互いを尊重し、安全
な職場環境を奨励すること。
従業員はKLAのコアバリューを反映した職場環境を作り、維持することが求められ
ます：

 

差別とハラスメント（嫌がらせ）
全員が責任を持って、職場、あるいは雇用に関連する意思決定における違法な差別や
嫌がらせ行為を防ぐものとします。違法な差別行為は、雇用のあらゆる側面において
厳しく禁止します。

差別や嫌がらせ行為に関する質問、あるいはKLAに関連する差別や嫌がらせ行為に関与
している人物に気付いた場合は、マネージャー、人事部門の責任者、または法務およ
びコンプライアンス組織に連絡してください。

職場の安全性
KLAでは、従業員全員が効率性と生産性の高い方法で事業を遂行できるよう、安全かつ
清潔な職場環境の提供に取り組んでいます。従業員の安全は最優先項目です。KLAの安
全部門では、効果的なトレーニングや防災対策を実施することで、従業員の健康と安
全確保に懸命に取り組んでいます。安全ポリシーを推進し、支援することは、KLAの従
業員一人ひとりの義務です。

また、KLAは、安全かつ効率的な業務遂行を妨げる違法薬物の使用やアルコールの乱用
のない職場を目指しています。薬物やアルコールを摂取した状態で勤務した場合、KLA
と同僚の従業員にリスクをもたらします。したがって、KLAは、いかなる個人も当社敷
地内にいる間、あるいは会社の業務に従事している間、アルコール、違法薬物、その
他の中毒性物質、規制薬物を使用、所有、販売、製造、購入、あるいは摂取すること
を許可しません。この禁止事項は、会社が主催するイベントで提供する適度な量のア
ルコールを責任を持って摂取する際には適用されません。

安全性に欠ける状況を見たり、聞いたりした場合は、現地のマネージャーや安全チー
ムのメンバーに報告するか、安全インシデント報告システム（SIRS）でレポートを作
成してください。レポートは、KLA EthicsPoint Portalでも申請できます。

1. 優れた職場環境

 � Perseverance（粘り強さ）
 � Drive to Be Better（向上心）
 � Indispensable for Customers（顧客
にとって不可欠な存在）

 � High Performance Teams（優秀な
チーム）

 � Honest, Forthright and Consistent 
（誠実かつ率直でぶれない姿勢）
（HFC）

KLAでは、法律よりも厳しい倫理
基準を課しています。

例

質問：  
同僚の一人がチームにジョークを
送ってきます。性的な内容の場合も
多く、私を含めたメンバーは不快感
を感じています。この場合、どう対
処したら良いでしょうか？

回答：  
あなたに抵抗がなければ、相手にメー
ルの送信をやめるよう忠告してくだ
さい。この件を従業員の代表者/代理
人、人事部、または法務・コンプラ
イアンス部門に報告してください。
人種差別、性的、不愉快な内容の
ジョークを送り付けるのは、嫌がら
せ（ハラスメント）の一種であり、
許容できるものではありません。

非機密情報  l  公開情報
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職場内暴力
安全な作業環境を維持するために、KLAは、明示的か黙示的かを問わず、脅迫行為、ス
トーカー行為、暴力行為など、いかなる種類の脅威も許容しません。当社は、脅迫的
な行動や暴力に関するすべての報告を真摯に受け止め、適切な措置をとります。緊急
の場合は、グローバルセキュリティ部門に連絡してください。

人材戦略：多様性に富むKLAスタッフをひきつ
け、育て、意欲と才能を引き出す。
当社の人材雇用戦略は、グローバルな人材をひきつけ、育て、意欲や才能を引き出す
ことに力を入れています。世界クラスの即戦力の人材だけでなく、優秀な新卒生を集
め、トップクラスの優れた人材を採用しています。幅広いグローバルな人材の才能と
経験を最大限に活かすべく、さまざまな経歴、特性、視点を持つ人を探しています。
また、社内における垂直または水平のいずれのキャリアチャンスにも挑戦できるな
ど、多面的かつ広範囲なプログラムを通じて、従業員のキャリアアップのチャンスを
用意しています。このプログラムは、新たな役割や学習体験を定期的に提供すること
で、従業員の意識を高めるだけでなく、ビジネスの複数の分野における経験を持つ人
材によって、KLAの企業としての力を向上するものです。また、従業員の知識や仕事に
対する満足感を高める一方で、社内の各部署が相互に協働できる職場づくりにつなが
ると考えています。

プライバシーと個人情報の機密保持
KLAでは、顧客、サプライヤー、従業員を含むすべての関係者の合理的なプライバシー
利益の保護に取り組んでいます。KLAは、収集した個人データについては、適用される
データプライバシー法、あるいは個人データプライバシーポリシーなどの社内のポリ
シーに従って使用、維持、転送を行います。従業員が他者のデータを使用するのは、
適用されるデータプライバシー法および企業ポリシーに従って、職務上の責任を果た
すために必要な場合のみに限定されます。従業員には個人データを不正なアクセスや
使用から保護することが求められます。個人情報の社外への移転、個人情報を収集し
た国以外への移転など、個人情報の転送の正当性、特定の国におけるデータプライバ
シー法に関して疑問がある場合は、法務・コンプライアンス部門（privacy@kla.com）
までお問い合わせください。

明確でプロフェッショナルな意思伝達
当社は、すべてのビジネス上のやり取りにおいて、明確、正確、相手に敬意を払い、
プロフェッショナルなコミュニケーションを重視します。形式を問わず、相手に対す
る敬意を欠く、あるいは社会人として非常識と受け取られる可能性のある、プロら
しくないコミュニケーション（電子メール、ショートメール、インスタントメッセー
ジ、プレゼンテーション、ソーシャルメディアアプリケーション、ボイスメールな
ど）は、KLAとその評判を損なう可能性があります。他者とのコミュニケーションにお
いては、注意してください。

個人データにアクセスする従業
員は、機密情報保持を順守する
必要があります。

例

質問：
現地チームでは、勤怠管理を目的と
した指紋認証技術の導入を検討して
います。指紋のような生体情報を収
集することで、プライバシーの問題
はないのでしょうか？

回答：
対応できる国もありますが、ほとん
どの場合、従業員が指紋認証を拒否
した場合、KLAから代替手段を提供
する必要があります。当該国の最新
の規制を確認させていただきますの
で、privacy@kla.comまでメールでお
問い合わせください。

非機密情報  l  公開情報

https://klatencor.sharepoint.com/teams/Security
https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=321
mailto:privacy%40kla.com?subject=


当社の関係性は、透明性と信頼に
基づいて構築されます。

当社の関係性
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2. 利害の対立

常に、利害の対立は避けること。
当社は誠実、率直、一貫した（HFC; honest, forthright and consistent）姿勢を保つ
という価値を掲げ、明確な倫理的前例を設定するとともに、KLAの利益と矛盾する、
または矛盾すると思われる状況を回避します。利害の対立は、個人的または私的な
利益が、KLAに対する義務と責任を妨げる、または妨げると思われる場合に発生しま
す。KLAを代表する当社の事業上の決定は、個人的または私的な利益の影響を受けず
に、健全で客観的な判断によって統制されなければなりません。当社の一人ひとり
が、利害の対立の状況を開示し、解決する義務を負います。

潜在的な利害の対立とは？
KLAの利害の対立ポリシーでは、さまざまなタイプの利害の対立について説明していま
す。例：

どのような対策をとるべきか 
KLAの利害対立判定ツールで問題を開示して、企業が活動によって実際の、潜在的な、または認識された利害の対立が生じるかを判
断します。贈答品、食事、娯楽、旅行（GMET）を授受する場合は、KLAのサードパーティ向けGMETポリシーに従ってください。

KLAの利益が干渉を受けるような
状況を避けるのは、従業員の義
務です。

例

質問： 
私はサービスエンジニアですが、競
合他社でKLAツールのサポートを行
うパートタイムの仕事を週末に受け
たいと考えています。KLAでの業務
に支障をきたすことはありません。 
問題ないでしょうか？

回答： 
いいえ、直接的または間接的に、KLA
と競合することはできません。

多額の投資
競合他社、サプライヤー、顧客、販売店、またはKLAと取引を行う他社に多額の投
資（直接または間接に関わらず）を行い、または支配権を行使すること。

他社との雇用関係/サービス提供
KLAと競合する、あるいはその可能性のある他社または機関と雇用契約を結ぶ、サー
ビスを提供する、または代表者となること。

贈答品/接待/高価な物品
特に、高価な物品を贈る目的がビジネスの意思決定または取引関係に不適切な影響
を及ぼす、もしくは、（またはその印象を与える）状況で、競合他社、サプライ
ヤー、顧客、販売店や他の同様のビジネスを行う企業から、有価物を受け取ること
（直接的または間接的）。

KLAの事業機会を阻害する
KLAの資産を購入または売却、KLAが関心を持つ、あるいは関心を持つ可能性の高
いビジネスチャンスをKLAから奪うなどの方法で、KLAと競合すること。

個人的な関係
本人、親族、または個人的に関係のある人物（KLA社内・社外の人物を含む）に利
益をもたらす、または利益をもたらすように見える決定に、直接的または間接的に
関与すること。

KLA資産の使用
他の企業または個人的な目的のために、KLAの資金、設備、ノウハウ、人材を使用
すること。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=116
https://kla.gan-compliance.com/login
https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=530
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3. 社外取締役

社外取締役を請け負う前に承認を得ること。
KLAの才気あふれる人材は、他の組織からも取締役として求められる可能性が高いはず
です。基本的に、KLAの役職や職務と対立しなければ、他の組織の社外取締役就任は許
可されます。

KLAのポリシーでは、以下のようなほとんどの企業や組織の取締役を請け負う前に、書
面で承認を得ることを義務付けています。

 � 営利目的の企業

 � 業界団体

 � KLAポートフォリオ投資会社

KLAポリシーでは、時間的な制約により従業員のKLAでの職務遂行能力が低下せず、そ
の他の利益相反状況がない限り、慈善/非営利団体の役員職の受諾について、事前の書
面による承認は必要ありません。

どのような対策をとるべきか
KLAの社外取締役に就任する際のKLAポリシーを確認し、従うとともに、必要な承認要
請フォームを所定の人物に送ります。

執行役員に対する特別な要件
役員が公開企業の取締役会の取締役に就任するには、KLAの取締役会の個々のメン
バーから承認を得る必要があります。社外取締役に関して不明な点がある場合は、人
事部、または法務・コンプライアンス部門にお問い合わせください。

社外の取締役職を請け負う前に、
必ず承認を受けてください。

例

質問： 
ある営利目的の企業の取締役会に加
入してほしいと依頼されました。取
締役を請け負う前にどんな措置が必
要ですか？

回答： 
取締役を請け負う前に、社外取締役
就任へのKLAポリシーを確認して理解
し、必要な書面による許可を取得し
てください。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=308
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4. 事業機会

事業機会や利益はKLAに属するものである。
率直、誠実、一貫性がある姿勢を保つというKLAの集団的取り組みに沿って、私たちは
全員、倫理的な境界線を維持する必要があります。これは、KLAの事業機会、収益、企
業の利益に関する情報活用（個人の利益のために利用される可能性もある）に関連し
ているからです。

たとえば、KLAが求める、または当社に潜在的な利益をもたらすテクノロジー、製品、
または知的財産の利益の獲得がこれに該当します。

どのような対策をとるべきか
KLAが特定の事業機会に関心を持ちそうかどうか確信できない場合は、KLAの利害の対
立判定ツール内で問題を開示し、マネージャー、法務・コンプライアンス部門および
人事部門と協力して問題を解決してください。

KLAの役員と取締役の追加義務
KLAの役員と取締役には追加義務があり、KLAが関心を持つ可能性のある事業機会また
は収益機会を取得してはなりません。KLAとの関係とは別個に当該事業機会または収益
機会に関する情報を取得したとしても、この規則は適用されます。

KLAの事業機会または収益機会を
個人の利益のために利用するこ
とはできません。

例

質問： 
財務担当の同僚が、KLAでの職務の一
環として、ある企業がKLAに利益を
もたらすような技術を売ろうとして
いることを知りました。この技術を
自分で購入し、独立して会社を立ち
上げるために利用しようと考えてい
ます。

回答： 
KLAに所有権がある事業機会を奪うこ
とはできません。
実行に移す前に、法務・コンプライ
アンス部門に相談してください。

非機密情報  l  公開情報

https://klatencor.sharepoint.com/teams/LegalCompliance/SitePages/Home.aspx
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5. 贈答品および接待（GMET; Gifts, Meals, 
Entertainment and Travel）ポリシー
GMETは適切に利用しなくてはなりません
KLAの製品やサービスを宣伝し、競争の激しい市場でビジネス関係を構築すること
は、KLAの成功の基礎を成すものです。この取り組みには、KLAの従業員と外部関係者
との間のGMETの授受が含まれる場合があります。利害の対立を実際に、あるいはそう
認識される形で引き起こす、あるいは法律に違反したりすることでKLAの誠実さと評
判を損なうことのないように、当社はGMETの授受には注意を払うものとします。当社
が、意思決定や結果に不適切な影響を与えようとしたり、不適切な影響を与えようと
していると思われる意図を持ってGMETを授受することは決してありません。いくつか
の一般的なガイドラインを以下に示します。特定の要件と承認の基準については、KLA
がサードパーティ向けに定める「贈答品、食事、娯楽、旅行（GMET）の授受に関する
ポリシー」を参照してください。

GMETの受領
可 顧客、サプライヤー、下請け業者、当社が取引を行う企業や個人からの安価な食
事、または金銭以外の贈答品などの一般的な社交儀礼は許容範囲内です。

不可 KLAと外部関係者間の贈り主の間のビジネス関係に影響を及ぼす、または影響を
及ぼすと考えられる有価物を要求または受領することは許容されません。

GMETの授与 
（政府職員のGMETに関する規則についてはセクション6を参照してください）

厳密に禁止されているGMETには、違法なGMET、KLAに悪影響を及ぼす可能性のあ
るGMET、性的な内容を含むGMET、人または人のグループの性別、性的指向、民族
的アイデンティティ、人種、宗教、政治的または文化的所属を悪用または対象とする
GMET、他者を尊重し尊厳をもって扱うという当社のコミットメント、またはインク
ルージョンとダイバーシティの取り組みに違反するGMETが含まれます。

どのような対策をとるべきか 
 � KLAのGMETポリシーに定める各種方針と事前承認基準を詳しく調べてください。企業が出資したGMETおよびその他の出費
は、KLAの会計簿に正しく、漏れなく記録するものとします。

 � 事前承認が必要な状況では、あらゆるGMETを授受する前に承認を得てください。

 � 不明な点がある場合、上司、地域のコントローラー/経理部長、または法務・コンプライアンス部門（corporate.compliance@
kla.com）までお問い合わせください。

贈答品
現地の習慣や法律では一般的な礼儀にあたる適度な贈答品は、企業の取引関係の発展に伴うものであれば、許可されます。事前
承認が必要になる特定の基準を調べるには、GMETポリシーを参照してください。贈答品は、現金または現金同等物（ギフトカー
ドなど）の形だけではありません。現金同等物の授与には、GMETポリシーに基づく事前承認が必要です。

食事、娯楽、旅行の授与
同様に、KLAの製品やサービスの宣伝、デモンストレーション、または説明、もしくは契約の履行または履行に関連する支出が外
部当事者の合理的な食事、娯楽、または旅行の支払いである場合は許容されます。事前承認が必要になる特定の基準を調べるに
は、KLAのGMETポリシーを参照してください。

第三者とのGMETの授受は、関係
を構築すると同時に、リスクを
生むことにもなります。ビジネ
ス上の取引では、このことを忘
れないでください。

例

質問： 
あるKLAのサプライヤーから、チー
ムにスポーツイベントの招待を受け
ました。チケット代は一人150USド
ル以上で、食事や飲み物も出るそう
です。イベントにかかる費用は、合
計で10,000USドル以上になるはずで
す。KLAはGMETを受け取れますか？

回答： 
顧客やサプライヤーとの交流イベン
トは、チームワークを強化するため
の貴重なチャンスですが、このよう
な申し出や接待を受けることで、ビ
ジネスの判断が左右されるような状
況を作るのは避けるべきです。GMET
の規模を考えると、上司とよく相談
し、必要な承認を受けない限り、こ
のような招待は受けるべきではない
でしょう。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=530
https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=530
mailto:corporate.compliance%40kla.com?subject=
mailto:corporate.compliance%40kla.com?subject=
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6. 贈賄禁止法および汚職防止法

KLAは、あらゆる形式の贈収賄またはその他
の違法な支払いを厳しく禁止します。
KLAのポリシーは、KLAが事業を展開している国の贈収賄防止法および汚職防止法をす
べて遵守し、帳簿および記録にすべての取引を正確かつ公正に反映することを目的と
しています。賄賂、リベート、その他の違法な支払いを申し出たり、支払いを約束し
たり、認可、あるいは承認したり、要求したり、受け取ってはならず、いかなる種類
の汚職行為にも参加したり、助長してはなりません。直接賄賂に関与せず、また、代
理店、コンサルタント、ベンダー、販売代理店、流通業者などの第三者を介して汚職
行為に関与しません。

また、私たちはファシリテーション・ペイメントも行いません。ファシリテー
ション・ペイメントとは、政府の裁量によらない日常業務（迅速な通関処理や事務処
理など）を促進するために、政府職員に少額かつ非公式な支払いを行うことです。

政府職員への対応
政府または政府職員と対応する際、特殊な規則または制限が適用されるか不明な場合
は、法務およびコンプライアンス組織に相談してください。まとめ：

 � 当社は、不正に、または不適切に、政府関係者に金銭を払ったり、その他の価値
のあるもの（GMETを含む）を提供、約束、認可、承認、または提供したりしま
せん。

 � 直接的または間接的（例：第三者を通じて）のいずれの場合も同様です。

	- 事業の獲得または維持、不正な優位性を確保することを目的とする場合（た
とえば、規制上の優遇措置、政府の検査で合格、国営媒体でのネガティブな
報道を回避など）。

	- 世界中あらゆる場所で適用されます

正当な事業目的のために政府職員に対する合理的なGMETは許容される可能性がありま
すが、KLAのGMETポリシーおよび国際的な贈収賄防止法および汚職防止法ポリシーに
沿ったものであることが条件です。

KLAによる「政府職員」の定義
	� 政府、または政府機関の職員、またはその代理を務める者
	� 政府が所有または管理する企業または国家コンソーシアムの職員またはその代理
を務める者
	� 政党の役人、選挙で当選した政治的官職、または政治的官職の候補者
	� 国際公共機関の職員、またはその代理を務める者

いかなる形であれ、賄賂を提
案、授与、承認または受領せ
ず、また、汚職に関与すること
は一切禁止します。

例

質問： 
税関の職員から、KLA製品をすみやか
に税関通過させたいなら、職員の上
司に好きなワインを買うように言わ
れました。KLAの利益のために、言わ
れた通りにするべきでしょうか？

回答： 
いいえ、日常業務円滑に進めるため
に政府職員に支払う便宜供与である
ファシリテーション・ペイメントに
当たるため、贈答品を渡すべきでは
ありません。これについては直ちに
上司または法務・コンプライアンス
部門に報告する必要があります。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=530
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サードパーティに対する要求
 � 状況によっては、当社は第三者による不正行為に対して責任を負う可能性があり
ます。そのため、適切なデューデリジェンスを実施し、KLA の事業に関連して賄
賂を提供したり、汚職行為を行う可能性があると当社が判断したサードパーティ
に関与してはなりません。

 � サードパーティに対する汚職防止に期待される取り組みは、国際贈収賄コンプラ
イアンスポリシーおよびサードパーティの事業パートナー向けガイドラインに記
載されています。

どのような対策をとるべきか
特定の状況に関して疑問や懸念がある場合は、すみやかに法務・コンプライアンス
部門（corporate.compliance@kla.com）に問い合わせてリスクを判断するか、KLAの
EthicsPointポータルにアクセスしてください。

非機密情報  l  公開情報

https://www.kla.com/documents/AntiBribery_Compliance_Policy_for_Third_Parties_English_2019-01-KLA.pdf
https://www.kla.com/documents/AntiBribery_Compliance_Policy_for_Third_Parties_English_2019-01-KLA.pdf
mailto:corporate.compliance%40kla.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
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7. 財務記録、会計慣行、適用法

KLAの記録の精度と完全性は極めて重要です。
すべての取引は、当社の会計基準に従って正確かつ公正記録し、GAAP（米国会計基
準/一般に認められた会計原則）や適用法令を順守することが義務づけられます。

すべての社内記録は、従業員によって作成されたものか、第三者によって作成された
ものかにかかわらず、正確かつ信頼性があり、事実のみが記載されている必要があり
ます。取引の内容や結果を意図的に誤解、曲解、誤解釈させ、省略または偽装するよ
うな情報を会社の帳簿や記録に入力しないようにしてください。

契約書に記載する取引条件とは、当社と取引先との間の権利、義務、負債、および特
定の取引に関する会計処理を定めたものです。「裏取引」または「補足文書」など、
正式な契約手続き以外の事業の取り決め、あるいは不正な非公式文書は厳重に禁止さ
れています。同様に、すべての利害関係者の必要な審査と承認プロセスを受けずに、
新しい契約を作成したり、既存の契約を変更するような口頭または書面による約束を
してはなりません。

取引を開始し、記録する際は、必ず当社の内部統制手順を厳守しなければなり
ません。経営陣は、完全性と客観性を保つため、内部会計管理システムを備えていま
す。この管理システムは、KLAの資産が厳重に保護されていること、取引が経営陣の承
諾を受けて実行および報告されていること、また、KLAの帳簿や記録がすべての取引を
正確に反映していることを保証するために作られています。内部統制システムは、明
文化されたポリシーと手順によるプログラム、管理の見直し、適任者のトレーニング
によって強化されます。

どのような対策をとるべきか
独立した監査人及び内部監査人への完全な協力が期待され、当社に属する一人ひとり
が社外秘のKLAのEthicsPointポータルまたはさまざまな報告チャネルの1つを介して、
違反の疑いや懸念を迅速にマネージャーに報告し、懸念を提起する必要があります。
さらに、KLAの適用されるべき契約審査および承認プロセスをうけていない裏取引、補
足文書、非公式かつ承認されていない契約不正な契約に気付いた場合は、上司、およ
び法務・コンプライアンス部門に速やかに報告してください。

絶対に、取引の内容や結果を意
図的に誤解、曲解、省略または
偽装しないこと。

例

質問： 
経費請求のプロセスを円滑にするた
め、別のカテゴリーに費用を書き出
すつもりです。承認の手続きが簡素
化され、支払いが速くなると思うか
らです。問題ないでしょうか？金額
の合計は変わりません。

回答： 
これは許可できません。KLAの会計
は、経費の内容を正確に反映しなけれ
ばなりません。費用カテゴリは、会計
および財務システムにおいて不可欠な
要素であり、たとえ少額でも決してこ
れを乱すべきではありません。

非機密情報  l  公開情報

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
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8. KLA機密情報の保護

情報は当社の競争優位性である。
機密情報
当社の一人ひとりが、知的所有財産および機密情報に関する当社との契約に同意
し、KLA機密情報（KLAの専有情報、秘密情報、極秘情報を含む）の保護におけるKLA
ポリシーおよび手順を順守しなければなりません。

KLA機密情報とは
KLA機密情報（KLAの専有情報、秘密情報、極秘情報を含む）とは、KLAでの雇用の過
程で受け取った、または発見した、一般市民とは共有されないKLAの情報を意味しま
す。これには、企業が開発、創造、または発見し、もしくは企業が把握した、あるい
は他者から企業に伝えられた情報が含まれ、当社または他社の事業にとって価値があ
る情報を指します。情報の機密性のレベルに応じて、社内および社外の関係者と情報
を共有する際に一定の制限が適用されます。詳細については、KLAデータ分類ガイドラ
インを参照してください。

機密情報の種類を一部掲載したリストを以下に示します。

企業秘密は知的財産の広範囲なカテゴリーの一つであり、一般に知られていないこと
で価値がある情報を含み、相応の努力を払い、その機密性を維持しています。関係者
全員が、企業の重要資産である「機密情報」を守る努力を継続することが重要です。

発明および特許
当社には才気あふれる人材がそろっています。創意工夫や発明が生まれるのは当然で
あり、KLAの誇りです。情報は当社の競争優位性の核であり、会社の情報資産を守るの
は従業員全員の義務です。

従業員の発明については、法
務・コンプライアンス部門に報
告することで、企業の情報資産
を確実に保護してください。

例

質問：
昨日、同僚の会話を耳にしたのです
が、チームメンバーの一人がある発
明に関して法務・コンプライアンス
部門への報告を控えています。理由
は分かりませんが、正しいとは思え
ません。この場合、どう対処したら
良いでしょうか？

回答：
すべての発明は、法務およびコンプ
ライアンス組織内の知的財産チーム
に迅速に報告する必要があります。
チームは、発明がKLAの所有物である
かどうかを判断します。チームメン
バーが知的財産の報告を拒否した場
合、マネージャーと問題について話
し合うか、KLAのEthicsPointポータル
経由で問題を報告するか、必要に
応倫理ホットラインに電話してくだ
さい。

機密情報の例

	� 企業秘密
	� ビジネスのプロセス
	� 事業計画
	� 製品またはプロセスの
文書
	� 専有プログラムまたは
手法の出力
	� ソースコードおよびオ
ブジェクトコード
	� アイデア

	� 技法
	� ノウハウ
	� 発明（特許取得可能か
否かを問わない）
	� デザイン
	� 工具類
	� 図表類
	� アルゴリズム
	� フローチャート
	� プロセス

	� 調査研究
	� サービスまたはダイア
グ手順
	� 製品のインスタレー
ション方法
	� マーケティング計画
	� 価格
	� 顧客リスト
	� コストまたは財務データ
	� 従業員に関する情報

非機密情報  l  公開情報

https://klatencor.sharepoint.com/teams/CorporateCommunications/SitePages/Confidentiality%20Flags.aspx
https://klatencor.sharepoint.com/teams/CorporateCommunications/SitePages/Confidentiality%20Flags.aspx
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どのような対策をとるべきか
従業員の発明（特許取得可能か否かに関わらず）は、法律で規定される最大限の範囲
で、KLAの所有財産です。発明はすべて、発明開示フォームに必要事項を記入し、法
務・コンプライアンス部門に報告してください。当該発明が当社の事業、実際、ある
いは想定される研究開発から外れる可能性があるとあなたが確信している場合、また
は当社のリソースを使わずに開発された場合であっても同様です。発明の所有権に疑
義が生じた場合、当社の法務・コンプライアンス部門が状況を評価します。当社の事
業や研究開発活動の範囲は、想像以上に広いので注意してください。

KLAの特許審査委員会は、定期的に会議を開き、発明に十分なメリットがあるかどうか
を審査します。メリットがあると判断した場合は、法務・コンプライアンス部門が特
許申請プロセスを開始します。その代わりに、委員会がこれがより適切であると信じ
る場合、発明はKLAによって営業秘密として維持することが許可されます。

非機密情報  l  公開情報

https://klatencor.sharepoint.com/teams/Legal-Site/legal/legal_forms/Invention%20Disclosure%20Form%20rev%202020.doc?web=1


企業活動における価値観 企業行動規範  
Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 、2022 KLA Corporation.All Rights Reserved.

24

9. サードパーティの機密情報の
保護
当社はビジネスパートナーの機密情報を必ず
保護します。
KLAは、顧客やサプライヤーにとって、信頼できる提携パートナーであり、イノベー	
ターであることに誇りを持っています。相互の信頼を伴うコラボレーションは、
顧客一人ひとりだけでなく、市場全体の利益を実現し、革新する上で不可欠な要素で
す。提携パートナーとして、私たちは他社に委託された機密情報を保護しなければな
りません。他社の情報を取得し、取り扱う場合は、以下に注意します：

 � 適切な目的を設定する

 � 適切な手段を使う

 � 適切な保護を施す

適切な目的
私たちは、KLAの正当な事業を目的として、他の当事者から情報を取得します。この事
業目的は、当該当事者に利益をもたらし、市場におけるイノベーションを実現する可
能性があります。

適切な手段
この情報は、偽装、あるいは確立された協約や契約、あるいは法律に違反することな
く、他の当事者から正当に提供された、あるいは通常の職務を通じて確認されたもの
です。

適切な保護
私たちは、機密保持契約（NDA）の条項を守り、「知る権利」を基本に情報を共有す
るとともに、適用法やKLAのポリシーを含め、運用上、および物理的なセキュリティの
ベストプラクティスを適用することで、他社の情報を保護します。他の当事者からの
情報を取り扱う時、当該情報を適切に保護する方法が分からない場合は、法務・コン
プライアンス部門に相談してください。

どのような対策をとるべきか
私たちは、自社の情報を保護する場合と同じ方法で、第三者からの専有情報を保護
するものとします。一般的に普及した情報ではなく、機密情報として取り扱ってく
ださい。

サードパーティの情報保護
は、KLAの情報保護と同じぐらい
重要です。

例

質問： 
機密保持契約（NDA）を締結し、
サプライヤーから機密情報を受け
取りました。相見積りを取るため
に、NDAを交わして、この情報を他
のサプライヤーと共有しても良いで
しょうか？ 

回答： 
そのサプライヤーとのNDAで開示が
禁止されている場合は、情報は共有
できません。NDAでの会社の義務に
ついてわからない場合は、法務・
コンプライアンス部門に助言を求め
てください。

非機密情報  l  公開情報

https://klatencor.sharepoint.com/teams/LegalCompliance/SitePages/Home.aspx
https://klatencor.sharepoint.com/teams/LegalCompliance/SitePages/Home.aspx
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10. 機密情報保護の一般原則

機密情報を保護するため、全員でしなければ
ならないこと。
留意すべき点：
 � KLAと専有情報または機密情報を受ける当事者の間で、機密保持契約（NDA）を
交わしていることを確認し、当該情報を共有する前に必要な承認を得ること。

 � 機密資料はすべて、鍵をかけられる区域に保管すること。電子版は然るべきアク
セス制限を設けて保管すること。作成時に、適切なデータ分類で書類やファイル
にラベルを貼ること。詳細については、データ分類ガイドラインを参照してくだ
さい。

 � 当該情報を偽りなく知る必要のある従業員のみに専有情報または機密情報を開示
すること。

 � 他社の機密情報を不正に取得しないこと。

 � 必要な許可を受けていない限り、競合他社の従業員、顧客、またはサプライヤー
に機密情報を開示するよう仕向けないこと。

 � 競合他社の元従業員、顧客、またはサプライヤーを雇用、または提携する場合、
不正に機密情報の開示を求めないこと。

 � 依頼していない第三者の機密情報は拒否すること。誤って受け取った情報は「未
開封」の状態で返却するか、法務・コンプライアンス部門に提供すること。

 � 社内のディスカッショングループ、チャットルーム、掲示板、ソーシャルメディ
アフォーラム、その他の電子通信メディアに、専有情報または機密情報を掲載、
または共有しないこと。

 � 許可を得ない限り、事業計画、財務、製品などのKLAの専有情報や機密情報につ
いて、報道機関、アナリスト、競合他社、顧客、一般市民、またはソーシャルメ
ディア（LinkedIn、Facebook、Twitterなど）を介して公式コメントを出さない
こと。

 � 外部当事者によるKLAの名称、商標、ロゴの使用を許可する前に、社内広報また
は法務・コンプライアンス部門から必ず承認を得ること。

どのような対策をとるべきか
専有情報または機密情報の構成に関して不明な点がある場合は、法務・コンプライ
アンス部門または企業セキュリティ部門にお問い合わせください。

社外の関係者に専有情報または
機密情報を送信する前に、機密
保持契約（NDA）を締結してい
ることを確認してください。

例

質問：
非公開の専有情報を顧客に開示する
必要があります。KLAの知的所有財
産、またはプライバシーに関する義
務を侵害しないためには、どうした
ら良いのでしょうか

回答：
法務・コンプライアンス部門に連絡
して、この特定の開示に対応する機
密保持契約が存在することを確認し
ます。契約が存在しない場合、提
示内容に対応するには、機密保持
契約を作成する必要があります。	
NDA@kla.comにお問い合わせくださ
い。長年にわたり関係が続いている
からといって、機密保持契約が締結
されていると思い込むのはやめまし
ょう。

非機密情報  l  公開情報

https://klatencor.sharepoint.com/teams/CorporateCommunications/SitePages/Confidentiality%20Flags.aspx
mailto:NDA%40kla.com?subject=
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11. 事業活動と企業の資産の使用

事業活動の高い水準は成功に不可欠規範な要
素である。
輸入と輸出
当社は、国際的評価、プレゼンス、顧客基盤の維持のために、KLA製品の輸入に適用
されるすべての法律と規制を遵守する必要があります。製品の輸入に関わっている場
合、関連する政府機関の輸入要件を順守してください。輸入製品の識別情報、価格、
税金に関する問い合わせは、誠実かつ正確に回答する必要があります。

また、違法な不買同盟を禁止する法律や貿易・経済制裁を課す法律を含め、商品、ソ
フトウェア、および技術データの輸出に適用されるすべての法律、規制、およびライ
センス要件を遵守する必要があります。特定の例では、特定の従業員が規制されたテ
クノロジー、ソフトウェア、または情報にアクセスできるようにするため、または商
品、ソフトウェア、または技術データを特定のエンティティ、個人、または国に輸出
するために、KLAは適切な政府の輸出承認を取得することを要求される場合がありま
す。業務に輸出活動が含まれる場合は、輸出活動が適用される法律に従っていること
を確認してください。輸出入に関する法律に違反した場合、当社のグローバルな事業
に長期的な損失を与える可能性があります。

輸出入の規則に関して疑問がある場合は、GTC（グローバル貿易コンプライアンス）
部門まで、メール（DL.tradecompliance@KLA.com）でお問い合わせください。

会社の資産の使用
会社の電話、ボイスメール、コンピューター、インターネット、イントラネット、電
子メール、FAX、携帯電話は、KLAの業務を遂行するために提供されています。緊急の
必要性があり、他社のポリシーに準拠していない限り、これらの会社の資産を個人的
な目的で使用しないでください。詳しくは、従業員のコンピュータシステムおよび
データ資産の使用に関するポリシーをご覧ください。

当社の製品やサービスの評価を落とす、KLA以外の営業活動を含む個人の利益を得る、
専有情報、機密情報、非公開の情報を不正に配布する、当社のポリシーに反して、他
者を脅迫または嫌がらせする、など、不正な目的のために、KLAの資産を使用してはい
けません。

KLAの資産は、業務の遂行のみを
目的として使用すること。

例

質問： 
お客様のツールが故障し、緊急で対
応する必要があります。お客様の工
場は海外にありますが、このツー
ルを手荷物で持ち込んで、修理した
いと考えています。問題ないでし
ょうか？ 

回答： 
KLAのビジネス要件に対応する場合、
手荷物で商品を持ち込むのは望まし
いとは言えません。詳しい規定につ
いては、海外手荷物持込ポリシーを
ご覧ください。緊急の場合は、48時
間から72時間前までにGTC（グロー
バル貿易コンプライアンス）部門に
通知し、承認を受けてください。

非機密情報  l  公開情報

mailto:DL.tradecompliance%40KLA.com?subject=
https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=865
https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=865
https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=117
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12. 環境と地域社会

現在の行動は未来に利益をもたらす。
私たちは、会社の事業を行う環境や地域社会を尊重することで、企業として、そして
グローバルな市民として、未来を守っています。「グリーン（エコ）」であること
は、単なるKLAの傾向ではなく、私たちの使命です。私たちは、環境・社会・ガバナン
ス（ESG）ロードマップを実施しながら、意義ある発展を遂げています。私たちの丁
寧に考え抜かれた日々の行動は、個人と企業の健康と未来を守る管理責任とチーム
ワークの価値を実証するものです。

環境
当社の主力製品である、半導体業界向けのプロセス制御およびプロセス対応ソリュー
ションの製造では、規制化学物質と原材料を使用していますが、製造工程で廃棄物が
出る可能性があります。KLAは、こうした物質の適切な使用と廃棄に関する法律と規制
を完全に順守しています。また、個々の従業員として、廃棄物を適切に処分し、KLAの
社内環境方針に従うことに責任があります。

環境に関する法律は複雑ですが、こうした法律に違反した場合、従業員は、民事責任
と刑事責任を問われる可能性があります。このため、当社のEH&S（環境、衛生、安
全）部門では、日常業務で実施する安全な作業慣行や環境保護に関するトレーニング
を提供しています。

2030年までに100％再生可能な電力に切り替えるという宣言など、適切な行動をと
り、環境フットプリントの削減に取り組んでいます。

地域社会
KLAでは、事業を行う地域社会に積極的に貢献することを使命と考えています。当社
は、グローバルなコミュニティとお互いを尊重する関係を構築し、KLA Foundationを
通じて、さまざまな組織や活動（宗教的、共済、政治的協会ではない）に慈善プログ
ラムを支援するよう、努めています。KLA Foundationの詳細については、公式ウェブ
サイトをご覧ください。

どのような対策をとるべきか
使っていない部屋の電灯を消す、自動車に乗り合いをする、公共交通機関を利用す
る、何度も使えるマグマグカップや水筒、周囲にあるリサイクル用ゴミ箱を利用する
など、規模は小さくても、貴重な慣行を徹底することで、環境への影響を減らすこと
ができます。

職場環境の安全を保つ上での自分の役割について、不明な点がある場合いは、EH&S 
（環境、衛生、安全）チーム（safety.information@KLA.com）に問い合わせるか、KLA
イントラネットの安全ページにアクセスして、個人の義務をチェックしてください。

当社は、一貫した管理活動を遂
行すること生命と地域社会を重
視し尊重している。

例

質問： 
先日、当社の工場を訪れた際、一部
の従業員から廃棄物の処理に関して
問題があるという話を聞きました。
この場合、どう対処したら良いでし
ょうか？

回答： 
当社の従業員は全員、K L A製品の
製造で生成される廃棄物の処理に
関する法令を順守する責任があり
ます。詳細については、EH&S（環
境、衛生、安全）チーム（safety.
information@KLA.com）にお問い
合わせください。

非機密情報  l  公開情報

https://klatencor.sharepoint.com/teams/KLAFoundation
https://klatencor.sharepoint.com/teams/KLAFoundation
mailto:safety.information%40kla.com?subject=
https://klatencor.sharepoint.com/teams/EHS/SitePages/Health-%2526-Safety-Programs.aspx
mailto:safety.information%40KLA.com?subject=
mailto:safety.information%40KLA.com?subject=


KLAでは、世界各国における事業を統
制する法律、規制、ポリシーを理解
し、順守するよう努めています。

当社の取り組み
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13. 独占禁止法および競争法

どんな市場においても、誠実かつ公正に競争
すること。
まず、事実を把握すること。地域における独占禁止法のリスクを把握すること、そし
て、KLA PolicyTechポータルまたは法務・コンプライアンス部門を通じて入手可能な
KLAの独占禁止法ポリシーを遵守することは、私たち一人ひとりの責任です。

KLAは、正当かつ公正に競争に臨み、打ち勝つことで、市場のリーダーとしての地位を
築いてきました。当社は、不正または非倫理的なビジネスの慣行ではなく、優れた製
品とサービスを通じて競争優位性を追求しています。

自由企業が繁栄できる競争経済を守るために、独占禁止法と競争法が存在します。私
たちは、企業として、この環境の活発な競争相手として繁栄するとともに、あらゆる
地域において、法律に準拠しながら事業に取り組んでいます。

独占禁止法侵害のリスクを認識し、疑義が生じた場合は、適切な法的助言を受けるこ
とが重要です。連邦、州、国際的な独占禁止法および競争法は複雑であり、可能性の
あるあらゆる問題または状況を想定することはできません。しかし、これらの法令に
違反した場合、KLAおよび違反に関与した従業員に対して、刑事処分を含む厳しい処罰
の対象となる可能性があります。

グローバル企業として、当社の事業活動は、米国の独占禁止法と競争法だけでなく、
世界中の公正な競争を促す法律や規制を順守しています。これらの法律は、マーケ
ティング、購買、委託請負、合併、買収に関する当社の事業運用に適用され、以下の
ような合意（口頭または書面のいずれの場合も）を禁止し、制限しています。

 � 価格を固定、調整、コントロールする

 � KLAと競合他社の入札を固定または調整する

 � 顧客、地域、市場を割り当てる、または分割する

 � 他の市場参加者との競争を控える

どのような対策をとるべきか
KLA独占禁止法ポリシーは、KLA PolicyTechポータル、または法務・コンプライアンス
部門から入手できますので、よく読み、着実に実行してください。独占禁止法のリス
クに注意し、疑問がある場合は、法務・コンプライアンス部門に相談してください。

「予防」を前提に、独占禁止法
違反のリスクに注意し、助言を
受けること。

例

質問： 
先日の事業者団体の会議で、ある競
争相手が価格傾向に関する情報を自
発的に提供してくれました。この情
報をマーケティング部門と共有する
べきですか？

回答： 
競合他社が価格戦略情報を提供する
会議に参加してしまった場合は、す
ぐにその会議を退席して、そのよう
な情報を会議で共有することに反対
することを参加者に知らせてくださ
い。あなたが価格協定の策略、ある
いは自由競争を阻む活動に参加して
いるような認識を与えてしまう恐れ
があります。この情報をKLAと共有
するべきではありません。すぐに法
務・コンプライアンス部門に連絡
し、状況を説明しましょう。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.navexone.com/content/dotNet/documents/?docid=789
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14. 証券取引法

自社株取引においては注意すること
常に、KLAの機密情報を社外秘とし、保護することは、当社の誠実さと金融市場の健全
性を守るために極めて重要です。

インサイダー取引および情報
KLAの株式に関しては、非従業員とは異なる一連のルールに従う必要があります。米国
連邦証券法のほか、多くの国の法律では、当社の従業員がKLAの株を購入および/また
は売却できる条件が制限されています。

KLAの株式
役員と取締役を含め、重要な非公開情報を所有するKLAの全従業員は、企業の任務遂行
に必要な場合を除いて、KLA社外の人物または知る必要のない人物に、当該情報の開示
は禁止します。重要な非公開情報とは、合理的な投資家が企業の証券を売買する取引
の実行において重要であると一般に知られていない情報のことです。

正式に承認されたRule 10b5-1の取引計画以外、またはKLAのインサイダー取引ポリ
シーに規定された特定の状況以外で、重要な非公開情報を所有する従業員、役員、取
締役がKLAの証券を取引するのは、違法であり、KLAのインサイダー取引ポリシーの違
反に当たります。情報が一般に普及するまでは、KLAの株を取引することを厳しく禁止
しています。

これらの規則は、KLAでの雇用過程で他の企業について取得した情報にも適用されま
す。他社の重要な非公開情報を所有している間は、他社の証券を取引することはでき
ません。当社のインサイダー取引ポリシーでは、KLA株のプットオプションまたはコー
ルオプションの購入または売却を禁止しています。

どのような対策をとるべきか
当社のインサイダー取引ポリシーに違反した従業員、役員、取締役は、解雇を含む懲
戒処分、または状況によっては訴訟の対象となる可能性があるため、インサイダー取
引の規則を知ることは非常に重要です。違反の疑いまたは懸念に気づいた場合は、す
みやかに法務・コンプライアンス部門に連絡してください。インサイダー取引または
インサイダー情報については、インサイダー取引ポリシーを参照してください。

「社外秘」の情報を絶対に開示
しないこと。

例

質問： 
KLAにとって重要な戦略プロジェクト
に取り組んでいます。KLA株を取引し
ても良いでしょうか？

回答： 
あなたが持っている情報は、重要な
非公開情報である可能性があり、そ
の場合、KLA株の取引は禁止されま
す。特定のトランザクションについ
て不明な場合、または取引に関して
疑問がある場合は、法務・コンプラ
イアンス部門に確認してください。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=149
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15. サプライヤーとの関係と対応

サプライヤーの選定。
当社では、KLAの標準、サプライヤーの選定基準、顧客の要求を満たす商品やサービス
を提供する多様なサプライヤーとのビジネス関係を積極的に推進しています。クラス
最高の品質、配送、サービス、テクノロジーを提供するパートナーを選択することを
何よりも重視しています。

責任とコンプライアンス
当社は、社内の運営、およびサプライヤーとの間で、ESG（環境、社会、ガバナンス）
プログラムの推進に取り組んでいます。この取り組みの一環として、また、RBA（責
任ある企業同盟）のメンバーの条件として、私たちはRBA行動規範を順守します。KLA
はサプライヤーに対して、適用されるすべての法律と規制、企業行動規範、および
RBA行動規範の要件を遵守することを期待します。サプライヤーには、これらの期待
を直接のサプライチェーンに伝え、期待に対する責任を負うことを当社は期待し
ます。

さらに、KLAは、結社の自由、組織化の権利、強制労働の廃止、児童労働の撤廃、平等
と差別禁止の権利、最低賃金の支払い、法的に義務付けられた給付の提供を含む人権
を尊重します。KLAのサプライチェーンおよび自社の事業活動における人身売買は厳重
に禁止します。

当社はサプライヤーとそのサプライチェーンが人権のグローバルな原則を遵守するこ
とを期待しています。詳細については、KLAのサプライチェーンの人権ポリシーを参照
してください。

当社は、サプライヤーにグロー
バルな人権保護の原則の順守を
期待します。

例

質問： 
現在のサプライヤーの半額で部品を
供給するサプライヤーを見つけまし
た。この価格は、製造工程に低賃金
の学童を使っているから実現できて
いるようです。非常に好条件な価格
なので、サプライヤーのRBA（責任あ
る企業同盟）行動規範の順守という
条件を免除しても良いでしょうか？

回答： 
いいえ、KLAは、すべてのサプライ
ヤーが社会的責任を持って業務を遂
行し、RBA行動規範を順守すること
を望んでいます。法定最低賃金を下
回る可能性のある金額で、製造に児
童労働を携わせるという慣行は、サ
プライヤーとして許容できません。

非機密情報  l  公開情報

https://www.kla-tencor.com/documents/2020/Supply-Chain-Human-Rights-Policy.pdf
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16. 政府との関係と対応

特別な配慮と注意をはかること。
政府や政府職員への対応は、他の民間セクターの顧客やパートナーに対する場合と異
なります。政府職員に対応する担当者は、当社の国際的な贈収賄防止および汚職防止
コンプライアンスポリシーを理解し、ロビー活動の開示要件やGMETの制限を含め、政
府職員との対応に適用されるすべての要件に精通していなければなりません。そのた
め、セクション6の「贈賄禁止法および汚職防止法」の全項目を理解することが重要
です。

政府官僚に対応する際のルールを把握しておくことで、こうした関係で考慮すべき特
殊な要件を理解することができます。

政府との契約
特定の状況においては、KLAが米国政府または他の州、地方、海外の政府、政府機関、
政府の請負業者と製品、サービス、開発に関する契約を締結する場合があります。こ
うした契約は、特殊な規制や条件の対象になる可能性があります。米国だけでなく、
他の国においても、政府機関への表示が正しいことを証明し、また政府に提供する商
品やサービスの品質を確保するための多数の法律が制定されています。政府機関は、
当社の事業が規定された価格、請負、認定要件に準拠することを求めています。ま
た、状況によっては、KLAが最低商業価格を提供し、当該価格は独自に決定したことを
証明しなければならない場合もあります。

米国政府との契約に関して見積りや提案を行う場合は、競争の制限を避けるための特
別な要件もあります。詳しいガイダンスについては、法務・コンプライアンス部門に
お問い合わせください。

ロビー活動のコンプライアンス
当社の代理としてロビー活動を行う場合、登録および/または報告が必要となり、その
他の規制の対象となることがあります。政府職員とのさまざまなコミュニケーション
やその他の活動が、関連法に基づくロビー活動に該当する可能性があります。KLAを代
理して政府職員とコミュニケーションを取る前に、政府業務、法務およびコンプライ
アンス部に問い合わせの上、会社の代理して行う権利擁護の主張に一貫性があり、関
連法律を遵守していることを確認してください。

政府と対応する場合は、可能な
行為と禁止行為を理解しておく
ことが 重要です。

例

質問： 
政府の顧客との契約を進めるように
指示されましたが、迅速な処理が必
要です。他の部署にも関わっても
らった方が良いでしょうか？

回答： 
米国だけでなく、他の国にもおいて
も、政府との契約には特殊な規制や
要件が適用されます。あなたは、こ
れらの要件を確実に満たす必要があ
ります。政府との契約について疑問
がある場合は、法務・コンプライアン
ス部門にお問い合わせください。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=156
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=156
https://klatencor.sharepoint.com/teams/LegalCompliance/SitePages/Home.aspx
https://klatencor.sharepoint.com/teams/LegalCompliance/SitePages/Home.aspx
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政治献金および活動
KLAは、許容される範囲で、当社、事業、および従業員を支援するために、政治献金を
行ったり、その他の政治的活動に従事するものとします。ただし、政府の契約、助成
金、融資、または業務提携に直接関連する政府職員や従業員に不正な影響を及ぼすこ
とを目的として、KLAの資金から政治献金や支出を行うことありません。承認を受けた
会社の代表者のみが、政治的目的のために、法務・コンプライアンス部門およびKLAの
最高財務責任者からの事前承認を得ることを条件として、KLAの資産を提供または活用
することができます。

KLAは、各従業員が自分の意見や意向に応じて政治活動や市民生活に参加する権利を尊
重します。ただし、個人的な政治活動を勤務時間中に行わないこと、当該活動にKLAの
資産を使用しないこと、スポンサー関係や推奨を示唆するような方法でKLAの名称を使
用しないことを約束するものとします。また、事前に適切な承認を得ずに選挙に立候
補したり、公職に就いたりすると、利害の対立の原因であるとみなされます。詳細に
ついては、利害の対立に関するポリシーをご覧ください。

どのような対策をとるべきか
ロビー活動に関する規制、政府との契約に関する倫理上の制限、および企業や個人の
政治活動の複雑さを理解し、これらの要件を満たす上での個人の責任を確認、あるい
は承認に必要な社内の利害関係者を特定する場合は、法務・コンプライアンス部門に
ご相談ください。

非機密情報  l  公開情報

https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=116


KLAの従業員は、当社の価値を守
るため、疑わしい行為、非倫理的
な行為、あるいは不正な行為があ
れば、報告する義務を負うものと
します。

当社の意見
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17. 責任と報告

問題や懸念を報告することで、HFCを実行し
てください。
倫理的でコンプライアンスを守る文化を確立し、妥協のない誠実さをもって行動する
ために、当社は行動における価値観に反する行動を報告する責任があります。皆さん
は、当社のSoBC（企業行動指針）の順守に関して懸念がある場合は、質問し、指導を
求め、違反の疑いを報告し、不安を表明してください。

その場合、以下のようにさまざまな方法がありますが、希望する場合は匿名でも可能
です（現地の法律で制限されている場合を除く）。

 � 上司、人事部門の責任者、または法務・コンプライアンス部門に相談してくだ
さい。

 � 社外秘のオンライン報告ツール、KLAのEthicsPointポータルでレポートを提出
する。

 � フリーダイヤルの倫理ホットラインに電話し、内密に話す。米国またはカナダ国
内では、888.278.3169に電話する。米国またはカナダ以外の場合は、EthicsPoint
ポータルで国際通話の説明を参照する。

匿名で報告する場合は、詳細な情報を提供することで、より綿密な調査が行えますの
で、予め注意してください。したがって、案件を報告する場合は、場所、日付、他
に情報を持つ人物の身元を含め、できる限り詳しい情報を提供することが望ましい
です。

厳格な報復禁止ポリシー
KLAは、誠実に申し立てを行ったり、懸念を提起したり、情報を提供したり、KLAの
SoBCやポリシー、または報復防止ポリシーに記載されている適用法、規則または規制
に違反していると思われる行為に関する調査や手続きを支援したりした従業員に対す
る報復行為を容認しません。報復行為には、上記のように誠実に問題を提起した従業
員に対する解雇、降格、一時停止、異動、脅迫、嫌がらせ、威嚇、強制、またはその
他の同様の行為が含まれます。

報告の調査
当社は、報告書からわかる範囲の情報で、報告された不正行為または非倫理的行為を
調査します。正当な調査を実施すると同時に、最大限に機密を守ります。
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https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22073/index.html
https://kla.policytech.com/dotNet/documents/?docid=105
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特定の状況では、法的要件を順守、またはKLAの法的権利を守るため、現地の法執行機
関または当局機関と情報を共有する場合があります。不適切な行為に及んだとされる
人物には、法律で義務付けられている場合、地元の執行機関に通報します。ただし、法
律で必要な場合を除いて、KLAが報告者の氏名を被疑者に開示することはありません。

収集・処理されたデータ（従業員、証人、報告者に関する個人情報を含む）は、現地
のデータ保護法に従って取り扱うものとします。

当社は、社内の記録保持ポリシーに従って、業務記録を維持し、保管し、定期的に処
分するものとします。調査や監査に関する法的拘束を受けた場合、法務・コンプライ
アンス部門の指示を受けずに、問題に関連する記録を破棄、または削除しないでくだ
さい。

すべてのマネージャーは、部下にあたる従業員のSoBCの遂行と順守の責任を負うもの
とします。

コンプライアンス違反の影響
これらの基準を順守しない場合、解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。マ
ネージャー、または役員が不正行為を是正するための適切な措置を講じなかった場
合、または誠意をもって不正行為を報告した従業員に対して報復した場合、関連する
法律に従い、部下にあたる従業員の不正な行為、または非倫理的な行為を容認した、
または適切に対処しなかったとして、マネージャーまたは役員にも懲戒処分が適用さ
れます。

また、RBA行動規範を含む当社の倫理基準を満たさない第三者に対しては、現地の法
律や契約条件と整合性をとりながら、適切な措置を講じます。

非機密情報  l  公開情報


