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行動規範：
責任ある成長を推進す
るために：
Bank of America社員各位：

私たちは毎日、責任ある成長を推進するために懸命に取
り組んでいます。これは、市場で成長して勝利を収め、
私たちが行うすべての業務においてお客様に焦点を合わ
せ、リスクを適切に管理し、持続可能な成長を確かなも
のとすることを意味します。

当社の行動規範は、私たちが当社の価値観を実践し、お
客様の生活を経済的により豊かにする手助けをするとい
う当社の目的を実現するために、どのように業務を行う
かを導き出します。

これらすべてを最優先事項とするために、全社員は、本
行動規範を毎年見直し、内容を理解し、これに同意する
義務があります。皆さんが、この義務を果たし、お客
様、チームメイト、そして地域社会のために行っている
日々の活動において、当社の倫理基準を堅持し、当社の
価値観の実現に尽力してくれていることに感謝します。

Brian Moynihan
Bank of America　最高経営責任者 



自身の力をどのように利用したいですか®

当社では日々、当社がサービスを提供するすべてのお客様に対して、こう尋ねています。これが、当社の価値観
を実現し、目的を達成し、責任ある成長を達成する上での中核になります。

当社の価値観 

• 共に成果をもたらす
• 責任を持って行動する
• 社員の能力を発揮する
• チームを信頼する

当社の目的 

あらゆるつながりから得
られる力を通して、人々
の暮らしを経済的により
豊かにするための手助け
をしています。

責任ある成長 

• 市場で成長し、勝利を収
める必要があります - 例
外は認められません

• 顧客重視の戦略を通して
成長する必要があります

• 当社のリスク・フレーム
ワークの範囲内で成長す
る必要があります

• 持続可能な方法で成長す
る必要があります

8つの事業部門 

8つの事業部門を通して、
お客様、企業、機関投資
家の中核となる金融ニー
ズにお応えしています。

当社の価値観
共に成果をもたらす
当社は、それぞれのお客様やチームメイトを一個人と
して扱い、一瞬一瞬を大切な一時として捉えることが
重要であると考えます。当社は、規律と情熱を携え、
成果をもたらすために最後までやり遂げるよう努めま
す。当社は、共感と思いやりを持って一人一人とつな
がりを持つことを信条とします。お客様やチームメイ
ト、地域社会のために当社が行うすべての活動は、株
主に利益をもたらす強固なビジネス基盤の上に成り立
っていると信じています。

責任を持って行動する
当社は、誠実さと規律あるリスク管理が当社ビジネス
の礎であると信じています。当社は、当社の決断や行
動が人々の生活に日々影響を与えていることを認識し
ています。当社は、成功を共有し、責任ある社会の一
員として活動し、地域社会を構築するという原則に基
づき、明瞭かつ公正な意思決定を行うことを信条とし
ます。

社員の能力を発揮する
当社は、すべての社員が潜在能力を最大限に発揮でき
るように支援します。当社は、多様な経歴や経験が当
社をより強固にするものと信じています。当社は、各
個人、そして個人の考えやスタイル、文化、民族、経
験の違いを尊重します。

チームを信頼する
当社は、全社員が一丸となることで最大の成果が得ら
れると信じています。また、優れたチームは信頼関
係、当事者意識の共有、そして説明責任の上に成り立
っていると信じています。当社は一つの会社として行
動し、一丸となって働くことで、お客様のニーズに最
大限に応えることができると信じています。
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当社の目的 
当社は、あらゆるつながりが持つ力を通して、お客様
の生活を経済的により豊かにするための手助けをする
という当社の目的を指針としています。当社は、責任
ある成長に重点を置き、当社の目的を実現します。リ
スクを適切に管理し、当社の顧客と事業にリターンを
もたらしつつ、当社の社員の成功に投資し、雇用創出
と地域社会の発展、経済的流動性の推進、社会の大き
な課題への対処に貢献することで、当社はその成長を
推進し、長期的な成功を確かなものとします。

当社の企業文化
当社の企業文化は、責任を持って行動し、リスクを適
切に管理することで、日々どのように会社を運営する
かという点に由来しています。これには、公正、倫理
的で誠実な行動や、適用される法令諸規則、規制、ポ
リシーの遵守へのコミットメントが含まれます。当社
では、強固な企業文化を醸成することは継続的な取り
組みが必要であり、公式および非公式な方法の両方で
日々培うものであると認識しています。一体となった
企業文化の構築には、思いやりのある目的を持った行
動が必要です。当社は、様々な事業部門にわたり、ま
た当社が事業を展開しているあらゆる国や地域で勤務
する全社員が、各つながりがもたらす力を通じて、お
客様の生活を経済的により豊かにするという当社の目
的に沿って行動することで、この目標を実現します。
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責任ある成長の
推進
当社は、責任ある成長に重点を置き、当社の目的を実
現します。リスクを適切に管理し、当社の顧客と事業
にリターンをもたらしつつ、当社の社員の成功に投資
し、雇用創出と地域社会の発展、経済的流動性の推
進、社会の大きな課題への対処に貢献することで、当
社はその成長を推進し、長期的な成功を確かなものと
します。

人権
Bank of Americaは、全社規模で当社が事業を行う
すべての地域において、人権を尊重し、責任ある
職場慣行を率先して実行しています。私たちは当
社の方針と慣行を国際基準に合わせるように努め
ています。社員や顧客、ベンダーおよび地域社会
との関わりにおける、当社の公平かつ倫理的で責
任ある業務慣行へのコミットメントは、当社の価
値観や行動規範の中で具現化されています。詳細
については、当社の人権についての声明をお読み
ください。
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責任ある成長への注力
環境的・社会的責任およびガバナ
ンス
Bank of Americaで、私たちはESGに率先して重点的に取
り組むことで、責任ある成長を推進しています。それ
により、私たちは顧客にサービスを提供し、持続的な
結果を通じて株主に長期的な価値をもたらし、社会の
最大の課題のいくつかに対処することができます。ま
たESGに取り組むことで、私たちは、当社全体で機会
を促進してリスクを管理し、資本とリソースを動員す
る方法を定め、当社のビジネス慣行を周知し、当社の
価値観をサポートするためにいつどのように声を上げ
るべきかを判断できます。ESG原則に対するコミット
メントを通して、当社は働きたい企業、投資したい企
業、事業パートナーにしたい企業としての信用と信頼
を構築するよう取り組んでいます。

ESGは、当社の8つの事業部門全体で統合されており、
当社の価値観に重点を置くとともに、責任を持った行
動を取り、多大な商機を提示して、顧客や地域社会と
成功を共有することを可能にしています。

当社は、社員がボランティア活動や寄付を行い、良き
環境の担い手となることで、地域社会において積極的
に活動することを奨励します。ボランティア活動のた
めの休暇（適格社員の場合）、ボランティアとしての
奉仕時間の記録方法、家庭や職場で持続可能性を達成
するためのヒント、およびMy Environment®チャプター
に関与する方法など、機会やガイドラインの詳細につ
いては、HR ConnectおよびFlagscapeの環境的・社会的
責任およびガバナンスに関するページを確認してくだ
さい。

詳細：
• 環境的・社会的リスク方針のフレームワーク
• Investor Relations — Making an impact
• Investor Relations — 年次報告書および株主総会招集
通知書

• Flagscapeの環境的・社会的責任およびガバナンス
に関するサイト
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行動規範
Bank of Americaは、倫理上および職務上において最
高水準の行いをすることに努めています。本行動規
範（「行動規範」または「規範」）には、Bank of 

Americaの社員が守らなければならない業務慣行およ
び個人的・職業的な行動基準にかかる基本方針が示
されています。本行動規範では、当社の価値観に沿
った次の主要テーマについて説明しています。

規範の尊重�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

リスクの適切な管理�����������������������������������������������������������������������������������������������������������16

倫理的な行動���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

公正かつ誠実なコミュニケーション������������������������������������������������������������������������������������24

情報の保護�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

情報を不正に使用しない�����������������������������������������������������������������������������������������������������28

Bank of Americaの資産の保護���������������������������������������������������������������������������������������������30

法令の遵守�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

責任ある金融取引の実行�����������������������������������������������������������������������������������������������������34

チームメイトの尊重�����������������������������������������������������������������������������������������������������������35

参考資料����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
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社員への通知
本規範内には、社員またはその弁護士が、法律違反の
疑いに係る報告、捜査、または法手続に関して米国証
券取引委員会 (SEC)、司法省、金融取引業規制当局、
その他の自主規制機関、またはその他の政府機関、法
執行機関、または規制機関と直接連絡を取ること、こ
れらの機関からの問い合わせに回答すること、情報を
自発的に提供すること、または証言を行うことを禁止
または制限する条項はなく、社員はこれらを行う前に
当社に相談したり、許可を求める必要はありません。
但し、上記で認められている行動について、社員は機
密情報を特定し、当該情報を機密扱いするよう政府機
関に依頼する必要があります。前述に関わらず、社員
は、当社の雇用期間中に知り得た情報で、守秘義務の
対象（弁護士・依頼者間の秘匿特権や、弁護士の職務
活動の成果法理、その他法律上の特権の対象となるも
のを含むが、これらに限定されない。）とされている
情報を、政府又は法執行機関、規制当局を含む第三者

に開示することは禁止されています。当社は、弁護
士・依頼者間の守秘義務の対象である情報や、弁護士
が収集した情報、およびその他の機密情報を保護し、
守秘義務を果たすよう努めます。さらに社員は、情報
開示が適用法令により限定または禁止される場合があ
ること、当社は法律に反する情報開示を認めていない
ことを認識するものとします。適用法令には、疑わし
い取引の届出の有無や届出の意図を明らかにするよ
うな情報を含む、銀行秘密法（合衆国法典第31編第
5311-5330項）の対象となる情報開示や機密監督情報
の開示を制限する法令が含まれますが、これらに限定
されません。

機密監督情報には、銀行監督当局による検査、監督に
係る情報や資料や、これらの検査または監督に関連し
て非公開情報について回答または言及した会社資料、
銀行監督当局とのやりとりが含まれます。

「Bank of America」、「当行」、「当社」、および「会社」という用語は、Bank of America Corporationおよびその直接および間接の子会社を
指します。Bank of Americaグループ各社で本書を使用するため、便宜上これらの用語を使用します。本書またはその他の出版物においてこ
れらの用語が使用されていても、必ずしもあなたがBank of America Corporationの社員であるという意味ではありません。これらの用語の使用
や、本書の発行により、退職および解雇自由の原則に基づくあなたの現在の立場が変わることはありません。社員は、退職および解雇自由の
原則に基づき雇用されており、当該雇用関係は、権限のある会社の代表者が書面で行う場合のみ変更できます。同様に、これらの用語を使
用したり、本規範を読み、これを遵守する要件を満たしたことで、第三者、委託業者の社員や契約社員の雇用形態が変わるわけではありま
せん。「アソシエイト」、「社員」、「チームメイト」、「あなた」という用語は、Bank of Americaの役職員を指します。2023年度行動規範
は、書面か口頭かによらず、過去に発出された、要件の緩い、内容の異なるあらゆる通知、方針、規則、慣行、基準またはガイドラインに優
先し、代替します。米国の社員ハンドブックや米国以外の国の社員ハンドブックとの間に矛盾がある場合、本規範の文言が、米国およびその
他各国の社員ハンドブックに優先します。本規範の条項とあなたの勤務地域の法令との間に相違がある場合、当該地域の法令要件が適用され
ます。
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行動規範
本規範は、Bank of Americaの全社員に適用されます。
本規範は、社員に加え、コンサルタントや第三者、請
負業者等、当社のために活動する全員に求められる事
項を定義しています。当社のために活動する全員が、
本文書の精神を受け入れ、最高水準の誠実さをもって
行動することが求められます。

上司またはコンプライアンス＆オペレーショナルリス
ク担当者が、特定の業務に関連するマニュアルやポリ
シー、手続、研修を提供します。社員に求められる行
為（コンダクト）に関する詳細は、米国および各国の
社員ハンドブックを参照してください。当社は、必要
または適切と思われる場合には、追加のポリシーを策
定する場合があります。あなたは、本規範や本規範で
参照するその他のポリシー、特定の業務に適用される
追加のポリシー、すべての適用法令の主旨と条文を遵
守することが求められます。本行動規範またはその他
のポリシー、手続、法令諸規則の違反については、速
やかに対処します。これらの違反は、解雇や法的措置
を含む懲罰の対象となる場合があります。

9 | 2023年行動規範 | 行動規範



規範の尊重
適切で責任ある決定 
私たちが企業および社員として下すすべての決定は、
会社や私たちの同僚のみならず、顧客や株主、地域社
会にも影響を与える可能性があります。当社は、適切
で責任ある決定を下し、正しい行動を取ることに努め
ていますが、決定を下すことは必ずしも容易なことで
はありません。次の点を念頭に置き、十分な情報に基
づきよく考えたうえで決定を下してください。

• 必要な事実が揃っていることを確認する。
• 関連する法令諸規則やポリシー、規制を考慮す
る。

• 利益相反の有無を考える。
• 潜在的な選択肢とその重要性を特定する。
• Bank of Americaの価値観を守る。

行動規範の遵守および年次研修
Bank of Americaの社員または請負業者は、本行動規範
を遵守し、年に一度、誓約書の提出を含む本行動規範
に係る研修を受講する必要があります。

詳細：
• 行動規範に関するFlagscapeサイト
• コンプライアンス研修ポリシー
• 社員ハンドブック

倫理的な意思決定の流れ

わからない

わからない

わからない

法務部に連絡して 
指示を仰ぐ。

はい

グローバルポリシーソースを
確認するか、勤務先のコンプ
ライアンス＆オペレーショナ
ルリスク担当者に連絡する。

行動規範に記載された Bank 
of America の基本的価値観を
確認して指針とする。

上司またはコンプライアン
ス＆オペレーショナルリス
ク担当者の指示を仰ぐ。

上司またはコンプライアン
ス＆オペレーショナルリス
ク担当者の指示を仰ぐ。

わからない

はい

はい

いいえ

顧客または株主に悪影響を
与える可能性がありますか？

わからない いいえ

Bank of America の基本的
価値観を反映していますか？

この決定がニュースやソーシャルメディアで
取り上げられると、問題となる可能性が

ありますか？ 

合法的ですか？

Bank of America のポリシーに従っていますか？

次の段階に進めるという
決定は適切と思われます。
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公正な取り引きと社員の責任
当社では、社員、顧客、ベンダー、競合他社およびそ
の他の第三者に対し、公正に対応することが求められ
ます。

• 専有情報または機密情報の操作、隠蔽、悪用や、
故意に虚偽の事実を伝達すること、その他不正な
取引慣行により、社員、顧客、ベンダー、競合他
社、またはその他の第三者を不当に利用してはな
りません。

• 賄賂やキックバックを授受すること、不正な約束
をすること、有利な条件で信用供与を行うことは
禁止されています。

• 客観的なビジネス基準に基づいた注文や契約、義
務を承認もしくは実行し、便宜を図ったり便宜と
見なされる行為をしてはなりません。

• 競合他社といかなる方法でも共謀もしくは結託し
てはなりません。

• 適切な業務上の目的がある場合を除き、顧客の口
座にアクセスしてはなりません。

詳細については、本行動規範の各セクション、ならび
に38ページ以降のリソースに統合されたポリシーおよ
びリソースの参照資料をご覧ください。
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管理職者の重要な責任
管理職者には、行為（コンダクト）に係る問題を積極
的に話し合う職場環境を醸成するという重要な責任が
あります。こうした責務には、次のようなものがあり
ます。

• 模範を示して指導する：「経営陣が模範を示し」、
倫理的な行動を積極的に実践して、当社のリス
ク・フレームワークとコンダクト・リスク管理プ
ログラムに基づきリスクを管理するとともに、当
社の規範や価値観の基準に従って行動する。

• 他者にも、当社の価値観や規範、リスク・フレー
ムワーク、コンダクト・リスク管理プログラムに
従って行動する責任を課す。

• 部下が、当社の規範や関連するポリシー、手続に
ついて認識していることを確実にする。

• 倫理に係る問題について、報復を恐れることなく
率直に議論できる職場環境を維持する。

• 職権または影響力の乱用だと考えられうる行為を
しない。（例：個人的な利益のためにチームメイ
トに不適切なプレッシャーをかける）

• すべての報告や倫理に関する申立を内密に扱い、
これらを取扱う際には、当社のポリシーおよび
手続に常に従う。

• 不適切な行為の懸念がある場合には、倫理・コン
プライアンス・ホットラインまたは人事担当部署
に、報告および／または上申する。

詳細：
• 行動規範に関するFlagscapeサイト

質問：�上司として、倫理的な行動をどのように推進で
きますか。

回答： 第一に、模範を示して指導することです。チー
ムのミーティングで、職場の倫理について話し
合いましょう。チームメンバーが、懸念がある
時に躊躇することなく質問できるようにしまし
ょう。誠実に本規範に従って報告した場合、報
復を受けることはないことを社員に認識させま
しょう。
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行為（コンダクト）の管理 
Bank of Americaは、業務を行う法域の法律や規制上の
要件を遵守することの重要性、ならびに不適切かつ非
倫理的な行動に係るリスクを認識しています。コンダ
クト・リスク管理プログラムには、コンダクト・リス
ク管理に対する当社のアプローチの概要が記載されて
います。

倫理監督委員会には、Bank of America行動規範を監督
する責任があります。これには、違反や特定の例外
措置の防止のための戦略を含む、問題解決に係る確
認・補佐や、倫理・コンプライアンス・ホットライン
からの情報の確認が含まれます。同委員会のメンバー
には、当社の最高監査責任者、グローバル法律顧問、
最高リスク管理責任者、グローバル・コンプライアン
ス＆オペレーショナルリスク責任者、最高人事責任者
が含まれます。

詳細：
• 行動規範に関するFlagscapeサイト
• Bank of Americaのプログラム、ポリシーおよび
手続

• 社員ハンドブック

行為（コンダクト）に係る苦情およ
び違反の可能性の報告
適用法ならびに本規範の「社員への通知」に従い、当
社の社員が以下のような行為（コンダクト）をしてい
るという合理的な懸念がある場合、あなたはその事実
や情報を速やかに報告する必要があります。

• 犯罪または違法行為。
• 法令諸規制、本規範を含むポリシーに違反する
行為。

• Bank of Americaの資金または金品の悪用、当社の
資産または負債の不適切な記録を含む、不誠実ま
たは非倫理的な行為。

また、本行動規範に抵触する可能性のあるその他の状
況または行為についても報告する必要があります。本
行動規範に関する質問や懸念がある場合：

• 上司またはコンプライアンス＆オペレーショナル
リスク担当者に相談してください。

• 詳細な情報および連絡先については、Flagscapeの
リスク管理に関するページを参照してください。

• Employee Relationsへ連絡してください。

倫理的な問題、その他の不適切行為に関する苦情や違
反の可能性を報告するには、以下に示す倫理・コンプ
ライアンス・ホットラインに速やかに電話をかける
か、bankofamerica.ethicspoint.comにオンラインで報告
してください。

•  米国、プエルトリコ、および米領バージン諸島の
社員は、フリーダイヤル番号888.411.1744まで電
話で報告してください。

• それ以外の国の社員については、地域によってフ
リーダイヤル番号が異なります。詳細について
は、International Ethics and Compliance Hotlineにお
ける指示を参照してください。

苦情や違反の可能性は、匿名で報告でき、その内容は
完全に機密に取り扱われます。
金融犯罪の疑いを報告する場合は、The Referral 
Management Systemを介して報告する必要がありま
す。このシステムを介した報告は、倫理・コンプライ
アンス・ホットラインに報告する代わりとして、また
は倫理・コンプライアンス・ホットラインへの報告に
加えて行うことができます。
米国外で勤務する個人の場合は、このリンクをクリッ
クすると懸念の報告についてさらなる詳細が得られま
す。
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報復の禁止
当社は、明瞭かつオープンなコミュニケーションを重
んじ、全社員の貢献を尊重します。
不正行為、非倫理的行為、あるいは法令諸規則や本行
動規範に対する違反の疑いがあると判断し、誠実に本
規範に従って報告した者が、報復を受けることはあり
ません。
報復行為には、このような報告に関連した合法的行為
を理由とした解雇、降格、停職、脅迫、ハラスメン
ト、および雇用条件に係るその他の差別が含まれま
す。
当社は、不正行為の可能性を報告した者に対する報復
の申立を真摯に受け止めます。当社は、報復の申立て
について調査し、倫理・コンプライアンス・ホットラ
インまたはその他の方法で不正行為の可能性を報告し
た個人に対する報復行為を行った個人は、解雇を含む
懲戒処分や法的措置の対象となります。 
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逮捕の報告義務
現地の適用法とガイドラインに従い、すべてのBank of 
Americaへの求職者は、雇用条件として、身元調査をク
リアする必要があります。身元調査は、求職者が条件
付き雇用契約の提示を受けた後に行われます。連邦規
制が適用される金融機関として、Bank of Americaは、
過去の犯罪歴により適用法令や金融業界の基準を満た
さない者を雇用することを禁止されています。また、
会社の安全性・健全性の維持に重点を置いた犯罪歴に
ついての個別審査も行います。こうした法律および基
準を継続的に遵守するため、Bank of Americaは社員の
雇用期間中に、追加の犯罪歴調査を行う場合がありま
す。事業部門別のガイドラインまたは業界要件の遵守
に加え、社員は、法令で禁止されている場合を除き、
雇用中に発生した逮捕または犯罪（スピード違反、信
号無視、通行妨害および交通規制装置に対するの違反
などの軽微な交通違反を除く）に係る刑事捜査につい
て、codeofconduct@bofa.com宛に電子メールで知らせ
る必要があります。逮捕および容疑は、適用法令で求
められるまたは許可されている場合にのみ考慮され、
逮捕保留または容疑、それによる有罪判決の開示によ
り、必ずしも雇用資格を失うわけではありません。当
該要件の遵守に関して質問がある場合には、社員関連
担当までご連絡ください。

詳細：
• 身元調査に関するグローバルポリシー
• コンダクト・リスク管理プログラム
• 社員ハンドブック
• HR ConnectのEmployee Relations
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

• 所属する地域および事業部門のガイドライン

協力義務
社内外の調査もしくは監査、規制当局による検査また
は法的保護の対象となる情報提供の要請には、全面的
かつ誠実に協力する必要があります。規制当局との接
触に関しては、各事業部門におけるポリシーや手続を
認識して遵守する必要があり、場合によっては、その
ような接触について上司、コンプライアンス＆オペレ
ーショナルリスク担当者、グローバル規制関係担当に
報告する必要があります。また、自身が社外の調査の
対象となっている場合には、法規制または調査当局に
より禁止されている場合を除き、直ちに上司報告しな
ければなりません。

詳細：
• 行動規範に関するFlagscapeサイト
• 社員ハンドブック
• HR ConnectのEmployee Relations
• リスク管理に関するFlagscapeサイト
• グローバル規制関係担当に関するFlagscapeサイト
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リスクの適切な管理
リスク管理は、当社のすべての活動の中核を成すもの
です。そのため、組織のどこで勤務していても、適切
にリスクを管理することが、当社の目的や価値観なら
びに責任ある成長の実現の礎となります。

当社のリスク・フレームワークには、リスク管理に対
する当社のアプローチに係る理解のみならず、各社員
のリスク管理に係る責務が記載されています。リスク
を適切に管理する文化：

• すべてのアクティビティに含まれるリスクに焦点
を当てる必要がある。

• 効果的なリスク管理を可能にするのに必要な考え
と行動を推進する。

• 当社のリスク選好度の範囲内で堅実にリスクを取
るよう促す。

リスクを適切に管理する文化を実践す
る：

当事者意識を持つ

  当社の価値観の実現と責任ある行動、問題
の積極的な発見と解決には、自身そして社
員同士が責任を持つ。自身の評判が問われ
ているものとして決定を行う。

意見を述べる

  率直に発言するとともに、他者が安心して
懸念を話せるような環境を作る。潜在的リ
スクに注意を向けることを奨励し、そのよ
うな社員を評価する。

知的な好奇心を持つ

  同僚とリスクについてオープンに定期的に
話し合う。互いに疑問を投げかけ、客観的
に考え、協力して賢明な決定を行う。

私たち全員がリスク管理について責任を持つことは、
当社の強化と持続性に貢献し、当社の顧客、地域社
会、株主、社員のための取り組みの支えとなります。

詳細については、リスク・フレームワークを参照して
ください。

リスク・フレームワークの要素
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倫理的な行動
会社全体でリスクを適切に管理するという企業文化を
維持することは、当社の成功ならびに責任ある成長を
実現するための取り組みに不可欠です。責任ある成長
は、責任を持った行動への当社のコミットメントを裏
付けとしています。つまり、顧客の暮らしを経済的に
より豊かにする手助けをする際、常に公平かつ正直、
誠実に行動しなければなりません。

利益相反
Bank of Americaの社員は、日々の業務において、実際
の利益相反、または潜在的な利益相反、もしくは利益
相反の疑いに直面します。利益相反は、個人的な利益
または当社のために行う活動が、当社、株主、または
顧客の利益の妨げになる、または妨げになると思われ
る場合に発生する可能性があります。利益相反は、会
社の業務を客観的に行うことを困難にするような行動
を取る場合、またはそのような利害関係が存在する場
合に発生する可能性があります。当社は、利益相反が
生じる可能性のある業務活動を特定し、当該業務を制
限するか、利益相反を軽減または開示する等妥当な措
置を講じなければなりません。認識しなければならな
い利益相反が発生する可能性のある活動には、以下の
ものが含まれます。

• 社員間の個人的関係
• 社員間における贈答
• 当社の商機
• 慈善寄付と勧誘
• 社外ビジネス活動
• 職務外の活動
• 贈収賄および汚職
• 贈答・接待
• 米国における政治献金および活動
• （連邦、州、および地方自治体）政府職員との関
わり 

• 第三者との関わり

利益相反の可能性を特定する際の考慮事項
社員には、適用法規制の要件および本規範を含む当社
のポリシーに従い、実際のまたは潜在的な利益相反、
もしくは利益相反の疑いを特定・管理し、（上司また
はコンプライアンス＆オペレーショナルリスク担当者
に）報告する責任があります。利益相反の可能性を特
定する際の一般的な考慮事項は、次の通りです。

• 認識：活動や取引は、利益相反の恐れがあると他
者に思われる可能性があるか。

• 意図：その提案または要求は、受領者またはあな
たの判断に影響を与える意図のものか。

• 影響：あなたがその活動を行うことで、当社また
は当社の社員、株主あるいは顧客が不利益を被っ
たり、悪影響を受けたりするか。

• 客観性：あなたがその活動を行うことで、顧客ま
たはあなたの判断、あるいはあなたが客観的に業
務上の決定を行うことに影響するか。

• 時間の考慮：社外のビジネス活動または関心事に
要する時間が、当社、当社の株主または
顧客に対する業務上の責任を効率的に果たす能力
の妨げにならないか。

詳細については、Investor Relations — Making an Impact
を参照してください。
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社員間の個人的関係
あなたがBank of Americaで働く他の社員と個人的関係
を有する場合、その関係が採用の決定や上下関係、そ
の他の雇用条件（休暇の承認またはスケジュールの調
整、その他業務の割当て等）において、利益相反また
は利益相反と疑われるような状況が生じないようにす
ることが重要です。

利益相反または利益相反と疑われるような状況は、社
員が、個人的関係を有する他の社員の雇用や報酬、承
認権限、過程の管理または労働条件に関して、直接も
しくは間接的な影響力を有する場合に発生する可能性
があります。個人的関係の例としては、家族1、親し
い友人、深い関係にあるパートナー、同居人、ベビー
シッター、貸借人、家主などが含まれます。また、利
益相反を生む可能性のある関係を職場で持つことも避
けなければなりません。例えば、上司は、部下もしく
は自身の管理下にいる者と付き合ったり、性的関係を
持つことは禁止されています。こうした利益相反を生
む可能性のある個人的関係を有する場合、または特定
の個人的関係によって利益相反が生じるかどうか分か
らない場合は、上司または社員関連担当に報告してく
ださい。

注：Merrill Lynch Wealth Managementは、親族の雇用に
関し、事業部門別に設けられたガイドラインに従うこ
ととしています。詳細については、上司、社員関連担
当、またはアドバイザリー・オンラインに問合せてく
ださい。

社員間における贈答
利益相反は、社員間で贈答品の授受が行われる場合に
も発生する可能性があり、特に同じレポート・ライン
に属する、または影響力のある立場にある社員との間
で贈答品が交換される場合に発生します。社員は適切
な判断を行い、贈答が状況にふさわしく妥当なもので
あり、利益相反が生じると見なされるような高額また
は頻繁なものでなく、業績の報酬または見返りと受け
取られることのないものでないことを確認しなければ
なりません。

贈答を行う理由がBank of Americaでの雇用関係ではな
く、人生における出来事（結婚式、誕生日、出産な
ど）であることが明らかな場合には、贈答品を贈るこ
とができます。

詳細：
• Conflicts of Interest — Enterprise Policy
• Anti-Bribery Anti-Corruption — Enterprise Policy
• ABAC Gifts and Entertainment — Enterprise Policy
• Gifts and Entertainment FAQ
• ABAC U.S. Political Activities — Enterprise Policy
• U.S. Political Activities FAQ
• Outside Business Activities — Enterprise Policy
• 社員ハンドブック
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

• 所属事業部門のガイドライン

1 本規範において、「家族」とは、社員の配偶者、子供（養子を含
む）、父母、祖父母、孫、従兄弟、伯母・叔母、伯父・叔父、甥、
姪、兄弟・姉妹、義父母、義兄弟、義姉妹、パートナー、同居人を
指します。
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当社の商機
皆さんには、商機がある場合、当社の正当な利益を推
進するという当社に対する責務もあります。したがっ
て、次のような行動により当社の商機を奪ってはなり
ません。

• 当社と競合する、あるいは当社の資産や情報、ま
たは自身の地位を個人的な利益のために使用す
る。

• 会社の財産を使用して見いだした商機または当社
に帰属する商機を、個人的利益のために利用す
る、あるいは他者が自らの利益のために当社の商
機を転用することが可能な場合に、他者が当該商
機を利用できるようにする。

慈善寄付と勧誘
ビジネスの維持または獲得の手段として、顧客または
ベンダーの要請に基づき寄付を行う場合、もしくは社
員が顧客またはベンダーに対して、値引きや有利な条
件、商品またはサービスと引き替えに慈善団体への寄
付を要請する場合に、利益相反が生じる場合がありま
す。また、社員が自身の直接の顧客である慈善団体や
慈善団体の理事会メンバー、または政府職員に関連す
る慈善団体に寄付を行う場合、利益相反の疑いが生じ
る可能性があります。

詳細：
• 利益相反に関するFlagscapeページ
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

• 所属事業部門のガイドライン
• ABAC Enterprise Policy

質問：�過去5年間、お気に入りの地域慈善団体に毎年
寄付を行ってきましたが、顧客の1人が、当該
慈善団体の理事にならないかと要請されている
ことを最近知りました。この慈善団体に寄付を
続けることはできますか。

回答： はい。あなたには、顧客が理事になる前に当該
慈善団体に寄付を行っていた実績があるため、
寄付を続けても問題ありませんが、今後寄付を
著しく増額することを決定する際には、上司ま
たはコンプライアンス＆オペレーショナルリス
ク担当者と審査する必要があります。

質問：�私の娘は現在、大学で金融学を専攻していま
す。私は、当社チームのインターンシップの募
集に対し採用担当者に娘の履歴書を送ることは
できますか。

回答： いいえ、当行ではご自身とご家族の個人的な利
益のために自分の影響力と立場を利用すること
はできません。ただし、通常の標準的な採用手
続きを経て当社のインターンになることは認め
られます。自身の実績に基づいて選任された場
合でも、ご家族を同じチームに置くことは認め
られません。
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社外ビジネス活動
利益相反またはその他のリスクは、Bank of Americaで
の職責以外で行った活動、雇用またはその他の関係か
ら生じる場合があります。Bank of Americaでの職責以
外のビジネス取引においては、当社のための行為と見
なされたり、当社を代表するかのように見える活動
をしてはなりません。承認を必要とする活動について
は、Associate Investment Monitoring (AIM) システム内で
活動を開示することで、社外ビジネス活動に関与する
前に必要な承認をすべて得る必要があります。

そうした社外でのビジネス活動や関係においては、
Bank of Americaのリソース（物理的スペース、備品、
通信手段または時間を含むが、それらに限定されな
い。）を限定的にのみ使用することが認められます。
ただし、社外でのビジネス、民間または慈善活動が当
社での職務遂行の妨げになってはならず、社外での
ビジネス活動に関する発明を開発するためにBank of 
Americaのリソースを利用してはならず、社外ビジネス
活動に関する重要な非公開情報 (MNPI) またはその他の
秘密データを銀行資産に保存してはなりません。いく
つかの例外を除き、当社は一般的に、当社の社員が、
個人的な立場で営利組織、特に上場企業の取締役に就
任することを推奨しておらず、そのような場合は追加
の承認を必要としています。

詳細：
• Outside Business Activities — Enterprise Policy
• 主要雇用先以外でのビジネス上の利益
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク担
当者

• 所属事業部門のガイドライン

職務外の活動
社員は、社会的な信用と信頼に値する、高い基準に沿
って行動することが求められます。

職務外の活動が、Bank of Americaの評判やブランド、
顧客関係、同僚との関係、自身の職責に影響を及ぼす
可能性があることを認識しなければなりません。職務
外の活動が、意図しなくともBank of Americaと関連が
ある場合、利益相反または利益相反の疑い、行為（コ
ンダクト）の問題が発生する可能性があります。特に
その活動が、当社の価値観または本行動規範に反する
場合に、利益相反が発生することがあります。

利益相反または利益相反の疑いを生む職務外の活動を
行った場合、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合が
あります。ただし、雇用条件等に定められているスピ
ーチについては対象外です。

質問：�地元の非営利組織の理事会のメンバーになって
ほしいと頼まれたのですが、承認が必要です
か。

回答： はい、営利／非営利の別を問わず、組織の理事
会メンバーに就任する場合には、事前承認を取
得する必要があります。詳細な指針について
は、Flagscapeの社外ビジネス活動に関するペー
ジをご覧ください。

質問：�職務外の活動についてどのように開示すればよ
いですか。

回答： 承認の必要なすべての活動は、AIMシステム内
で開示する必要があります。この開示により、
上司からの承認や、その活動に必要とされる可
能性のある追加の承認が得やすくなります。そ
の他の指針については、Flagscapeの「主要雇用
先以外でのビジネス上の利益」にアクセスして
ください。

質問：�以前に社外でのビジネス活動が承認されている
場合、それ以外の手続きを行う必要があります
か。

回答： はい、以前に開示された社外でのビジネス活動
に変更があった場合、AIMシステム内で内容を
更新する必要があります。Bank of Americaは、
随時、承認を拒否したり、取り消したりする場
合があります。また、会社によって決定された
合意済みの期間で活動を終了する必要がありま
す。その他の指針については、Flagscapeの「主
要雇用先以外でのビジネス上の利益」にアクセ
スしてください。
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贈収賄および汚職
顧客、政府職員またはその他の者に対して、その決
断に不適切な影響を与える、優位性を確保する、また
は取引を獲得もしくは維持することを目的に、金銭ま
たは金品を贈与したり、贈与することを約束・提案し
たりしてはなりません。そうした行為は、あなた自身
および当社を法規制、民事・刑事責任、および大きな
風評被害の可能性にさらすこととなり、当社の顧客や
株主、地域社会の信頼を損なう原因となります。

詳細：
• 贈収賄防止、腐敗防止に関するFlagspaceサイト
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

贈答・接待
販促品を含む贈答品および接待の提供は、金融サービ
ス業界で多くの場合、慣習となっていますが、多くの
国ではこうした行為を規制しています。こうした規制
に従い、Bank of Americaが民事または刑事責任を問わ
れる、もしくはBank of Americaに対する一般社会の信
用が損なわれる恐れのある不正や、そのような不正が
あるように見える状況を回避しなければなりません。

利益相反は、顧客、見込み顧客、または第三者との間
で贈答や接待の授受を行う際に発生する可能性があり
ます。贈答・接待の授受を行う場合には、当該贈答・
接待（個人的なものを除く）は妥当なものであり、正
当な業務上の目的のためであって、当社のグローバル
ポリシーおよび現地の規則に遵守したものでなければ
なりません。

不適切と見なされる可能性のある、高額、頻繁または
過剰な贈答や接待の授受は禁止されています。贈答や
接待の授受については、特定の金額（ドル換算または
現地通貨での相当額）制限や、事前承認が必要となる
閾値が設けられていることがあります。

詳細：
• Conflicts of Interest — Enterprise Policy
• 社員間の個人的関係(社員ハンドブック)
• ABAC Gifts and Entertainment — Enterprise Policy
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者
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米国における政治献金および活動
原則として、適用法令の範囲内で、候補者、政党、委
員会に対して、個人的な政治献金を行うことができま
す。業界規制、連邦、州またはその他地方の法令によ
り、特定の業務に従事する社員または特定の業務に関
して責任のある社員は、一定の政治献金や政治活動に
携わることを禁止される場合があります。

いかなる場合も、他の社員に政治献金を行うよう強要
したり、圧力をかけたりしてはなりません。社員で
は、当社の資産または従業員を利用して、当社の敷地
内で政治資金集めをしたり勧誘を行ったりすることは
禁じられています。

詳細：
• 贈収賄防止および腐敗防止に関するFlagspace
サイト

• ABAC 米国での政治活動 — 企業方針
• 米国での政治活動に関するFAQ
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

政府職員との関わり
金銭または金品の提供、またはそのような提案・約束
が、利益相反と見なされる、または特定の行為への見
返りと見なされる可能性がある場合は、政府機関、国
有または国営企業の職員、政党または公職候補者に対
してそのような行為を行ってはなりません。政府機関
やその職員との関わりが、当社と当社の社員に、公
的、法的、コンプライアンス等、様々なリスクをもた
らす可能性があります。政府職員に贈答または接待を
提供する場合は、上司およびコンプライアンス＆オペ
レーショナルリスク担当者から事前承認を取得しなけ
ればなりません。

規制の対象となる政府機関やその職員の範囲を含
む詳細については、ABAC Gifts and Entertainment — 
Enterprise Policyを参照してください。政府職員との
やりとりについては、特に注意することが求めら
れ、Bank of Americaとの取引関係に不適切な影響を及
ぼす意図があると見なされる可能性のある行為を行っ
てはなりません。

本セクションのいかなる内容も、社員によるSEC、
金融取引業規制機構、全国労働関係委員会、労働安全
衛生局および類似の規制当局への苦情の届け出を禁じ
ることを意図するものではありません。

詳細：
• ABAC Gifts and Entertainment — Enterprise Policy
• ABAC U.S. Political Activities — Enterprise Policy
• U.S. Political Activities FAQ
• 社員への通知
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第三者との関わり 
Bank of Americaは、様々なプロセス、業務および製品
を通じて第三者を使用する一方で、こうした外部委託
活動が安全かつ健全な方法で、また適用されるポリシ
ー、法令を遵守して実施されることを確実にします。
当社サプライチェーン全体で第三者と連携すること
で、当社が世界中で取り組んでいる環境的・社会的責
任およびガバナンス（ESG）をサポートすることを目
的としています。当社は、当社が事業を展開する地域
社会を改善するため、サプライチェーン全体で多様な
第三者の採用を増やし、環境や社会の影響の大きな変
化を促進するよう取り組んでいます。第三者に求めら
れるESG事項についての詳細は、当社のサプライヤー
行動規範でご確認ください。

当社の8つの事業部門のそれぞれと統制機能をその能
力の限り目標を達成するうえで、第三者は非常に重要
です。利益相反は、第三者やその他のサービス提供者
との関係から生じる場合があります。第三者との物品
やサービスに係る注文や契約、関与の承認、実行の権
限を付与されている場合、ひいきまたはひいきと疑わ
れることのないよう、客観的な商慣習に基づき判断を
する必要があります。当社の社員が、当社の顧客であ
る可能性のある第三者とやり取りをする場合には、適
用される当社のすべてのポリシーや当事者間取引禁止
の原則に従って行う必要があります。

グローバル調達は、第三者のリスク管理に関するフレ
ームワークを定めるBank of Americaの組織です。ビジ
ネス活動とリスク管理活動の要件を含めることで、プ
ログラムは、第三者の雇用とライフサイクルを管理す
るための持続可能で効果的な一貫したリスクベースの
プロセスを維持するという会社の目標をサポートしま
す。グローバル調達は、すべての第三者とのやりとり
で関与する必要があります。

詳細：
• Third Party — Enterprise Policy
• 第三者管理に関するFlagscapeサイト
• サプライヤー行動規範
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公正かつ誠実なコミュニケーション
メディアからの問い合わせへの対応
当社は、大規模なマーケティング、コミュニケー
ション、社会政策または広報活動の一環として、
メディアを通じてBank of Americaブランドの宣伝・
保護に努めています。記者やメディアからの連絡
または接触があり、当社を代表して話すことを求
められた場合、Bank of America NewsroomのJournalist 
Resources セクションを確認するよう指示してくださ
い。Bank of Americaメディア担当が指定する社員のみ
が、会社を代表する広報担当者としてメディアに対応
する権限を与えられています。

当社のためにソーシャルメディアを含むメディアと会
話またはやり取りすることが想定される場合には、メ
ディア担当チームのメンバーから承認を得るととも
に、所属事業部門に適用される該当ポリシーおよび手
続を遵守しなければなりません。メディアとの会話や
やり取りには、会社の事業、計画または戦略、組織ま
たは経営に係る事項、営業成績または会社の業績に関
して、当社を代表して情報またはコメントを依頼され
た場合が含まれます。また、「公式」、「非公式」ま
たは「背景説明」であるかを問わず、当社を代表して
コメントまたは情報を求められた場合も含まれます。
当社のために業務を行う社員は、メディア担当と法務
部の事前確認・承認なしに、社内の電話会議、ウェブ
キャスト、社内メール、またはその他の書類やプレゼ
ンテーション資料など、当社の機密・専有情報へのア
クセスをメディアに提供することも禁じられます。

これらのポリシーは、適用される雇用、有価証券、ま
たはその他に関連する法令諸規則および規制で保護さ
れている社員の権利を侵害することを目的とするもの
ではありません。ただし、当社のポリシーに別段の定
めがある場合、または本規範の社員への通知に記載が
ある場合を除き、社員は、当社での雇用期間中に知っ
た当社のMNPI、専有情報または私的な情報、あるいは
顧客の機密情報を開示してはなりません。当社とは関
係のない問題についてメディアから連絡があり、その
状況が雇用主としての当社のイメージを悪くする可能
性がある、またはメディアから大きな注目を集める可
能性がある場合は、上司またはメディア担当室にご連
絡ください。これらの状況は当社と直接関係していな
いものの、メディアが皆さんと当社の関係を強調し、
皆さんとメディア担当室に質問を投げかけ、当社に評
判上のリスクが及ぶ可能性があります。

詳細：
• Bank of America Newsroom
• Media Relations
• 社員への通知
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電子コミュニケーションとソーシャ
ルメディア
電子コミュニケーションは、業務全般の効率性を高め、
Bank of Americaがビジネスを行う上で重要なものの一つ
です。適用されるすべての電子コミュニケーションに
関するポリシーに従うことで、顧客の信頼が保たれ、
当社のブランドが保護され、リスクが軽減されます。

社員は、重要、未公開、専有、機密または私的な情報
を含む会社情報を共有する際は、当社が承認した通信
機器、承認済みのアプリケーション、および承認済み
の接続サービスを使用する責任を負います。

社内外のシステム、機器、ツール、およびアプリケ
ーションを利用したすべての電子コミュニケーショ
ンは、法令で許容される最大限の範囲で、Bank of 
Americanまたは当社の委託先によるモニタリングおよ
び保持の対象となります。2 コミュニケーション活動
には、電子メール、SMSテキスト、インスタントメッ
セージ、チャット、ボイス、ビデオ、コラボレーショ
ンツール、ウェブストリーミング、ならびにソーシャ
ルメディアのチャット機能やコラボレーション機能を
含む会議などが含まれますが、これらに限定されませ
ん。

書面によるコミュニケーション原則では、事業に関連
のある書面による電子コミュニケーションのために、
当社が承認していないアプリケーションまたは機器を
使用することは許されていません。通常、当社が承
認していないアプリケーション（個人用コミュニケ
ーションの機能を含む）は、個人用ラップトップ、
タブレット、個人用電話など、個人用機器に含まれ

ています。これらの個人用コミュニケーション機能
には、多くの場合個人用の電子メール、デジタルお
よびSMSテキスト、インスタントメッセージ、チャッ
ト、iMessage、および音声/ビデオのコラボレーション
ツールが含まれますが、これらに限定されません。当
社は、承認されていないアプリケーションまたは社員
個人の端末から送信されたビジネス関連のコミュニケ
ーションの監視やセキュリティの確保、生成または保
持することはできません。

当社が管理する機器およびアプリケーション、インタ
ーネット、電子メールを個人的な理由のために使用す
ることは、限定的な場合にのみ認められます。当社の
財産の使用状況については、生産性に悪影響がないよ
う、モニタリングや点検を行うことがあります。そう
することによって、マルウェアの導入や不適切なデー
タ送受信に係るモニタリングを行うなど、システムの
完全性を保つ必要があります。当社に賠償責任やリス
クが生じうる行為（違法なハラスメントまたは行為の
申立てなど）はしないでください。

あらゆる電子コミュニケーションおよびソーシャルメ
ディアの社内外での使用に際しては、本規範および米
国またはその他各国の社員ハンドブックに定められる
基準を守る必要があります。当社に係るすべてのコミ
ュニケーションと同様に、ソーシャルメディアは倫理
的に使用してください。ソーシャルメディア上での皆
さんの行動は、個人や専門家として自身に影響を及ぼ
すだけでなく、当社のブランドにも影響を及ぼす可能
性があります。社員が、差別的な発言やハラスメン
ト、脅迫、その他不適切または違法な内容を含むコン
テンツをソーシャルメディア上に投稿することは認め
られず、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があり
ます。さらに、事業部門別に設けられたソーシャルメ
ディアに関するポリシーや、当局の規制により制限が
ある場合には、自身に適用される制限を確認してくだ
さい。

詳細：
• Electronic Communications Retention — Enterprise Policy
• 電子コミュニケーションガイド
• 社員ハンドブック
• Bank of AmericaのFlagstateサイトにおけるソーシャ
ルメディア

• 事業部門別に設けられたソーシャルメディアに関
するポリシーおよびその他の制限

2  米国およびその他各国において認められる場合には、現地の適用法令に基づき、当社が管理するものかどうかにかかわらず一般用のソーシャルメディアを
含む一般に利用できるシステム、プラットフォーム、ハードウェアまたはソフトウェアに伝達または保存された電子コミュニケーションに関して、社員は
プライバシーを期待することはできません。現地の法規制に関する質問がある場合には、現地のコンプライアンス＆オペレーショナルリスク担当者または
法務部までお問い合わせください。
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情報の保護
顧客情報
当社では、責任のある合法的な情報収集、処理、およ
び使用の慣行を通して、顧客の個人情報および財政的
情報を保護し安全に保つことでそのプライバシーの権
利を尊重するよう努めています。適切な業務上の目的
がある場合を除き、顧客情報にアクセスしたり、顧客
情報を利用したりしてはならず、当該顧客情報の機密
性とセキュリティを確保しなければなりません。当社
のプライバシーおよび情報セキュリティに関するグロ
ーバルポリシーや基準には、顧客情報の保護およびセ
キュリティの確保、および個人のプライバシー権を尊
重する個人データの責任ある処理に対するコミットメ
ントに加えて、その適切な使用に係る社員の義務の詳
細が記載されています。当社の法人顧客に関連する
MNPIを含むすべての機密情報については、「知る必
要」の原則も知っておく必要があります。

規制当局から受領した監督関連情報
規制当局から受け取った監督関連情報3は、機密扱い
としなければなりません。監督機関によっては、そ
のような資料を政府の所有物とみなし、書面による明
白な同意がない限り、当社が共有または配布する権
限を与えられない場合があります。規制当局から受
け取った情報はセキュアに保管し、適切な承認なく
Bank of Americaの外部に配布してはなりません。かか
る情報は、社内で業務上その情報を「知る必要のあ
る」社員とのみ、共有することが認められます。詳細
については、グローバル規制関係担当にご相談くださ
い。

Bank of Americaの情報
社員は、競合他社に利用されうる、または開示され
ると当社や顧客に悪影響が生じうる業務計画や市
況、第三者情報などのBank of Americaに関する機密・
専有情報のセキュリティを確保し、これを開示して
はなりません。かかる情報は、社内で業務上その情
報を「知る必要のある」社員とのみ共有してくださ
い。Bank of Americaに係る情報について、「知る必要

性」に基づき共有することに関して質問がある場合
は、上司に相談してください。

社員情報
適切な業務上の目的がある場合を除き、他の社員に関
する情報にアクセスしたり、その情報を使用したりし
てはならず、そのような情報の機密性とセキュリテ
ィを確保しなければなりません。米国内の社員、マ
ネージャーおよび第三者は、Commitment to Protecting 
Employee Information - Enterprise Policyの要件に従い米
国内の社員の情報を取り扱わなければなりません。米
国以外では、各国ごとにデータ保護通知が策定されて
おり、現地の人事担当者またはコンプライアンス＆オ
ペレーショナルリスク担当者より入手することができ
ます。

第三者の情報
Bank of Americaの商品・サービスの購入に関する情
報、または第三者からBank of Americaが受領したそ
の他の情報についても、機密性およびセキュリティ
を確保しなければなりません。そうした情報の共有
は、Bank of Americaおよび第三者の競争力に害を及
ぼし、Bank of Americaまたは第三者の競合他社に不
適切な優位性がもたらされる可能性があり、Bank of 
Americaの第三者との契約に反することとなります。場
合によっては、MNPIに係る「知る必要性」の原則に反
する可能性もあります。
詳細：

•  Privacy and Cross Border Data Movement —  
Enterprise Policy

• Information Security — Enterprise Policy 
• Information Wall — Enterprise Policy
• セキュリティおよびプライバシーに関する

Flagscapeサイト
• Enterprise Data Management — Enterprise Policy
• Third Party — Enterprise Policy
• 第三者管理に関するFlagscapeサイト

3  監督関連情報には、当社を管轄する銀行監督当局による検査、監督に係る情報や資料、銀行監督当局の検査または監督に関連して当社が非
公開情報に回答または言及した資料、および当該銀行監督当局とのやりとりが含まれます。
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Bank of Americaの知的財産
専有権利・情報契約に従い、Bank of Americaのために
作成された、またはBank of Americaのリソースを使用
して作成されたものは、社員が当社を退職した後であ
ってもすべて当社の資産です。

当社は、他者の知的財産権を尊重します。社員は、守
秘義務または知的財産に関する法令に違反して、他者
の知的財産を取得、使用、販売または配布してはなり
ません。

詳細：
• 知的資本および財産に関するFlagscapeサイト 
• 専有権および情報に関する合意

質問： Bank of Americaで以前の勤め先の資料を利用し
てもよいですか？

回答： Bank of Americaでは、以前の勤め先の資料を使
用、参照または配布してはなりません。これに
は、プレイブック、マニュアル、ソフトウェア
コード、分析モデル、およびその他の非公開情
報が含まれますが、これらに限定されません。
また、Bank of Americaの資料を将来の勤め先で
利用してはなりません。詳細な情報や指針につ
いては、専有権利・情報契約をご覧ください。
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情報の不正利用の禁止
有価証券・金融商品の取引に関する
制限
Bank of Americaを含む、ある会社のMNPIを保有してい
る場合、自身でまたは他人を通して間接的に、その会
社の有価証券または金融商品の売買、推奨、または取
引を行うことは禁止されます。かかる行為は、証券取
引法上、非公開情報を利用することで個人または会社
が不法に利益を得ることを可能とする、金融商品市場
における詐欺行為にあたるため、インサイダー取引と
見なされる場合があります。

また、家族を含む、当該の情報を不正使用する可能性
のある他の者に、当該の情報を知らせたり開示しては
なりません。1そうした行為は信頼もしくは信用にお
ける義務に違反するのみならず、米国連邦法および州
法、ならびに多くの国の法律にも違反する場合があり
ます。

社員は、Information Wall — Enterprise Policy、その他自
身の責任範囲に係るすべてのポリシーおよび手続を習
熟、理解、遵守し、MNPI を受領した場合を含む有価
証券の売買、その他の活動に係る制限について留意し
なければなりません。

社員には、Bank of Americaの有価証券の売買につい
て、以下を含む追加の制限が課されます。

• Bank of Americaの取締役または役員、あるいは当
社によりインサイダー（指定インサイダー）に指
定されている場合は、Bank of Americaの有価証券
を売買する前に承認を取得する必要があります。

• Bank of Americaの取締役、役員および指定インサ
イダーは、Bank of Americaの有価証券に関して、
ヘッジ、投機的な取引またはデリバティブ証券の
取引に関与してはなりません。Bank of Americaの
有価証券に関しては、空売りとプット、コール、
前払変動先渡契約、エクイティ・スワップ、カラ
ー、エクスチェンジ・ファンド、およびその他の
オプションまたはデリバティブ取引が禁止されて
います。

• 当社の他の社員は、Bank of Americaの有価証券の
投機的な取引を行ってはなりません。その有価証
券に関しては、空売り、プット、コール、その他
のオプションまたはデリバティブ取引が禁止され
ています。ただし、それがBank of Americaの有価
証券の既存のロングポジションに対する正当なヘ
ッジ（カバードコールの売りまたはカバードプッ
トの買いなど）である場合を除きます。

投機的な性質を持つ可能性のある取引に関して質問が
ある場合は、上司またはコンプライアンス＆オペレー
ショナルリスク担当者または法務部に相談してくださ
い。

詳細：
• Bank of Americaの有価証券取引に関する追加指針
• Information Wall — Enterprise Policy
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

28 | 2023年行動規範 | 情報の不正利用の禁止



重要な非公開情報（MNPI）とは
MNPI の定義は広範です。一般の投資家が、投資決断
を行う際にその情報を重要と考える場合、その情報は
重要であると考える必要があります。例えば、公開さ
れた場合に当該有価証券または金融商品の市場価格に
影響を与える可能性が高い情報が該当します。重要性
の評価について、明確な基準は存在しません。その代
わりに、重要性はすべての事実と状況の評価に基づい
て行われます。具体例としては、合併・買収に関する
情報、経営陣や取締役会の変更、重大なサイバーセキ
ュリティの欠陥、収益に関する情報やその他重大な財
務情報があります。当該情報が広く配布されておら
ず、一般の投資家が入手できない情報であれば、それ
は非公開情報であると考える必要があります。

MNPI は、米国外では一般的に「インサイダー情報」
または「価格感応情報」と呼ばれます。MNPI と「イ
ンサイダー情報」または「価格感応情報」は類似しま
すが、必ずしも同一ではありません。所属事業部門ま
たは所属管轄区域に適用されるポリシーおよび手続を
習熟し、質問があれば、コンプライアンス＆オペレー
ショナルリスク担当者に相談してください。

詳細：
• Information Security — Enterprise Policy
• Information Wall — Enterprise Policy
• 各国ごとのポリシーおよび手続
• 所属事業部門のガイドライン
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

質問：�個人機器での音声通信に関して何か制限はあり
ますか。

回答： 個人所有の機器での音声通信は、当該社員が音
声録音に係る要件または義務の対象でない場合
にのみ認められます。音声録音に係る要件の対
象となっている社員は、会社が管理する機器を
使用しなければなりません。所属事業部門にお
ける要件を確認してください。ただし、社員は
個人用の機器で職務関連の書面によるコミュニ
ケーションを送受信することは許可されていな
いことに留意してください。
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Bank of Americaの資産の保護
当社は、Bank of Americaの財産や資産を大事に取扱
い、盗難や紛失、浪費、サイバーセキュリティの脅威
から保護しなければなりません。当社の財産や資産
は、効率的に正当な業務上の目的にのみ使用してくだ
さい。

次の行為を行うことは、禁止されています。
• Bank of Americaから、金銭または金品を盗み、横
領し、またはこれらを悪用すること。これらの
行為は、法令およびBank of Americaのポリシーに
従い、告訴および/または懲戒処分の対象となり
ます。

• Bank of America の資産を私利私欲のために使用す
ること。これには、雇用期間中に知った機密情報
や専有情報を個人的な目的のために使用すること
が含まれます。

• Bank of America の資産を、権限または上司の許可
なしに社外へ持ち出すこと。

• Bank of Americaの公式事務用品、企業ブランド、
文書、名称、商標またはロゴを商業的な利益のた
めに利用すること。

• インターネットや電話、電子メールを不正に使用
すること。詳細については、本規範の電子コミュ
ニケーションおよびソーシャルメディアのセクシ
ョンをご覧ください。

社員は、会社が支給したハードウェアやソフトウェ
ア、機器を盗難や紛失、不正使用から保護することが
求められます。社員は、自身のログイン情報を保護
し、電子メールの添付ファイルを開いたりリンクをク
リックする際は、マルウェアが会社に持ち込まれる大
きなリスクがあるため、注意しなければなりません。
疑わしい事案または実際に発生した事案であるかにか
かわらず、次の事案については、直ちにInfosafeに報告
してください。

• データ漏洩、電子メールの誤送信、文書の紛失 

• 当社のネットワークや施設への不正アクセスの
試み

• 業務遂行のため使用が許可されたスマートフォン
等の個人機器を含む電子機器またはバッジの紛失
または盗難 

• 顧客や社員へのなりすまし等のソーシャルエンジ
ニアリング

• 機密または専有データへの不正アクセスまたはア
ップロード

• データベースまたはシステムログの異常

詳細：
• Employee Handbook
• Enterprise Fraud Risk Management Standard
• Information Security — Enterprise Policy 
• Information Wall — Enterprise Policy
• 専有権および情報に関する合意
• 所属事業部門のガイドライン

Bank of Americaの資産には次のものが含まれますが、これらに限定され
ません。
• コンピュータのハード
ウェアおよびソフトウ
ェアのイノベーション

• 顧客リストまたは顧客
情報

• 知的財産
• データ処理システム
• 現金および資金

• データベース
• 記録
• 機器
• 参考資料
• 家具
• 報告書
• ファイル

• 消耗品
• アイデア
• 技術
• Bank of Americaの事業
に関する情報（企業取
引または顧客取引を含
む）

• 社員の電子メールおよ
びインターネットアク
セスを含む、当社の情
報システムおよびプラ
イベートコンピュータ
システム
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法令の遵守
社員は、個人またはBank of Americaのために、法令諸
規則、規制または当社のポリシーや手続に反する行為
を行ってはなりません。

The Referral Management System (TRMS) 
が、潜在的に疑わしい活動または不正な行為の
報告に使用されます。金融犯罪の詳細や、TRMS
通じて疑わしい活動を報告する方法について
は、Flagscapeのリスク管理の金融犯罪サイトを
ご覧ください。

マネーロンダリング対策および経済
制裁
マネーロンダリングとは、犯罪者が（違法な活動から
得た）「汚れた」資金を、金融機関を通じて移動さ
せ、あたかも（合法的に入手した）「クリーン」な資
金かのように見せるプロセスです。

経済制裁とは、金融サービスの提供や取引の実行を含
む様々な活動に厳格な制限を課す外交政策の一環で
す。経済制裁は、政府または国際機関によって、指定
された個人、事業体、または法域を特定の目的で孤立
させ、その行動を妨げるために課されます。

こうした規則は、当社や地域社会に危害を及ぼす活動
（人身売買、汚職、薬物密輸、詐欺、野生動物の密
輸、金融テロ等）を行う犯罪者や、国家安全の脅威と
なる者を対象としています。

各社員は、犯罪者および制裁対象者がBank of America
の商品やサービスを利用するのを阻止するための役割
を担っています。これには、顧客について知り、疑わ
しい活動を特定・報告し、制裁対象の国や人物、企業
との取引を報告する義務が含まれます。自身の役割に
ついては、Flagscapeリスク＆コンプライアンスの金融
犯罪に関するページをご覧ください。

当社は、捜査機関が資金を追跡し、犯罪者と制裁対象
者が資金にアクセスできないようにする上で重要な役
割を担っているため、マネーロンダリング防止規則お
よび経済制裁を遵守しなければなりません。

世界各地の規制当局は、こうした規則上の義務を果た
さなかった金融機関に対して、何十億ドルの罰金を科
しています。

詳細：
• Financial Crimes Enterprise Policy
• Financial Crimes Global Standard
• 金融犯罪に関するFlagscapeサイト
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脱税幇助
当社がサービスを提供する者（社員、代理人、サービ
ス提供者、ベンダー等）が当社のために業務を行う
中で脱税を幇助することは、Bank of Americaに風評被
害、民事・刑事責任4をもたらす可能性があります。

脱税は不正行為であり、税規則に反するものです。例
としては、所得やキャピタルゲインを意図的にまたは
不注意で申告しないことや、税金の未払いがありま
す。これは、不正行為でも違法行為でもない「節税対
策」とは区別する必要があります。

脱税幇助は、顧客（法人または個人）が正しい額の税
金の支払いを不正に逃れようとしていることを認識し
た場合、あなた自身の行為（助言など）を通じ、また
はあなたが意図的に不正行為を見過ごすことで、脱税
を意図的に支援する場合に生じえます。こうした状況
は、いくつもの場合に生じる可能性があります。例え
ば、取引の組成や口座開設の業務を行う中で、他者の
脱税の手助けすること、または必要な納税義務を逃れ
るために普通でない送金方法を求められることがあり
ます。

社員は、この問題について認識・注意し、意図的に脱
税の手助けをしないようにすることが求められます。
脱税について知った情報や疑いがある場合には、グロ
ーバル金融犯罪担当に報告する必要があります。

詳細：
• Financial Crimes Enterprise Policy
• 金融犯罪に関するFlagscapeサイト
• The Referral Management System（TRMS）
• グローバル金融犯罪担当者
• コンプライアンス＆オペレーショナルリスク
担当者

4 例えば、英国では、当社やその子会社のために活動する者が（納税
義務のある世界の国地域で）脱税幇助を行った場合、当社やその子
会社などの事業体が刑事責任を問われます。
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帳簿および記録
正確な記録の保管と報告は、当社の株主の利益を高め
る要因である当社の評判や誠実性・信頼性を反映する
ものです。顧客取引の記録システムや銀行の財務記録
等の帳簿や記録は、正確でなければならず、法律上、
規制上および業務上の要件に従い保持しなければなり
ません。

当社の財務報告書の作成を担当するすべての社員、
および当該プロセスの一環として情報を提供する者
は、社内の会計・業務に係る管理体制や手続に従
い、Bank of America内および第三者との取引がすべて
適切に文書化・記録・報告されるようにしなければな
りません。

また、すべての社員は、Bank of Americaが規制当局に
提出する報告書や文書、またはその他の一般向けのコ
ミュニケーションについて、これらが完全かつ公正、
正確、適時、理解可能であることを推進する責任を負
います。

詳細：
• Global Records Management — Enterprise Policy
• Global Records Management Standards
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責任ある金融取引の実行
個人的な財務活動は節度を持って行い、業務経費は適
切に管理してください。社員は、次の分野の財務活動
について責任を負います。

個人の借入および貸付
潜在的な利益相反の発生を避けるため、融資が通常融
資業務を営む機関との取引であり、優遇のない条件で
行われる場合を除き、顧客またはベンダーから個人的
な借入を行う、もしくはそれらに貸付を行うことはで
きません。

また、他の社員からの金銭の借入、または他の社員へ
の金銭の貸付も認められません（家族である場合を除
く）。少額で頻繁でない貸付（直ちに返済される昼食
や夕食、社交行事などの費用）については、金利を課
さない場合には認められます。

詳細：
• Conflicts of Interest — Enterprise Policy 
• 社員ハンドブック

業務経費 
金融リスクおよび規制リスクを最小限に抑えるため、
業務経費は正確かつ適時に、企業方針の要件に整合し
た方法で報告する必要があります。また、適切な業務
経費の支払い以外の目的で、法人クレジットカードを
使用してはなりません。

当社は、第三者から取得する製品やサービスについ
て、効率的かつ規則に準拠した購買や契約締結、支払
の要件を設けているため、当社に代わり第三者から直
接業務上の購買を行ったり、第三者と購買契約を締結
してはなりません（特別に承認されている場合を除
く）。財務、規制、評判上のリスクにつながる可能性
が生じる可能性のある支払い遅延を避けるため、ベン
ダーからの請求書を提出して承認し、迅速に支払える
ようにする必要があります。

詳細：
• Employee Initiated Expense — Enterprise Policy
• Enterprise Expense Standard
• Third Party — Enterprise Policy

個人口座および手数料 
社員ハンドブックにも記載のとおり、Bank of America
の個人口座および銀行サービス（当行を通じて発行さ
れた個人用のデビットまたはクレジットカード等）
の悪用は、禁止されています。また、既存のポリシー
で認められている場合を除き、取引の処理（手数料の
返済等）を行ってはなりません。さらに、特に許可さ
れた場合を除き、Bank of Americaに代わり個人的に手
数料やコミッションを受け取ることは禁止されてい
ます。

詳細：
• Conflicts of Interest — Enterprise Policy 
• ABAC Gifts and Entertainment — Enterprise Policy
• 社員ハンドブック
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チームメイトの尊重
多様性および一体性
当社の多様性および一体性へのコミットメントは、当
社を働きやすい職場にする上で役立っています。考え
やスタイル、年齢、性的指向、性別、性別認識、性別
表現、出身国、人種、民族、文化、障害、宗教、退役
軍人の地位および経験における当社社員の多様性は、
当社をより強くしており、お客様にサービスを提供
し、当社が目的を達成して責任ある成長を遂げる上で
不可欠です。

さらに当社の多様性は、新しいアイデアや視点をもた
らし、それを受け入れ一体化することにより、社員が
全力で仕事に取組み、キャリアを築き、当社ビジネス
の責任ある成長に貢献できる革新的環境を創出してい
ます。

当社は、一体性を推進するための活動や戦略、漸進的
な職場慣行により、多様性と一体性におけるリーダー
として認められていることを誇りにしています。

詳細：
• Equal Employment Opportunity and Affirmative Action 

— Enterprise Policy
• Commitment To Employees With Disabilities - 

Enterprise Policy
• 社員ハンドブック
• 多様性と一体性に関するFlagscapeサイト

差別、ハラスメントおよび報復
Bank of Americaでは、差別のない、互いを尊重する職
場環境の推進に努めています。

差別やハラスメント、報復は、当社の価値観に反する
ものであり、許されません。当社は、いかなる違法な
差別やハラスメントも容認しません。これには、当社
のHarassment, Discrimination and Retaliation Prevention — 
Enterprise Policyに記載された、言葉によるまたは肉体
的、視覚的、性的な虐待行為（いじめ）が含まれます
が、これらに限定されません。

こうした期待は、当社が開催するイベント、社員が当
社のために行う業務、または通常の業務時間内外であ
るかによらず、雇用や業務に関連して行うその他の社
外活動（チームメートとの社交行事や感謝イベントな
ど）を含む場面において適用されます。接待を含むこ
うした活動は、卑猥なもてなしまたはその他の不適切
なもてなしが提供される場で行ってはなりません。

社員は、差別やハラスメントを容認してはならず、自
身がそのような経験または目撃をした場合には、上司
や人事、社員関連担当、倫理・コンプライアンス・
ホットラインに報告してください。

報告された禁止行為・報復については、調査が行われ
ます。調査は、状況に基づき可能な限り、徹底的かつ
慎重に行われます。当社が、本ポリシーに対する違
反、またはその他の性的、差別的または報復的な不適
切行為を発見した場合、当該社員は即時解雇を含む懲
戒処分の対象となる可能性があります。

詳細：
• Harassment, Discrimination and Retaliation  

Prevention — Enterprise Policy
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職場での暴力
Bank of Americaは、社員同士が礼儀をわきまえて互い
を尊重し合い、プロ精神に則り、非虐待的・非脅迫的
な方法で互いの違いを解決する、安全な職場環境を提
供することに努めています。

肉体的暴力行為またはその脅迫を含む職場での暴力は
禁止されていますが、ハラスメントやいじめといった
虐待的な行為も禁止対象に含まれる場合があります。

免許を持っているかどうかにかかわらず、職場でまた
は当社の業務に従事している間、武器を所持すること
は禁止されています。社員は、自身の行動や、職場内
外での自身の行動が他者にどのような影響を及ぼすか
を理解する責任を負います。社員は、暴力に発展する
前に職場での不適切な行動を報告する責任がありま
す。そのような行動を目にしたら、報告してくださ
い。援助が必要な場合には、人事部に連絡してくださ
い。

詳細：
• Violence-Free Workplace — Enterprise Policy
• 暴力のない職場に関するFlagscapeサイト 
• 社員ハンドブック
• 人事部
• セキュリティ・オペレーションズ分析指令セン
ター（SOACC）

家庭内暴力
Bank of Americaは、家庭内暴力による問題を抱えてい
る社員の支援に努めています。

家庭内暴力とは、一方のパートナーが他方のパートナ
ーに対する権力や支配力を得たり、維持するために行
う虐待行為です。家庭内暴力に対処し、支援が必要な
社員においては、Life Event Services Domestice Violence 
Supportチームなどの人事部またはコーポレート・セ
キュリティ部に相談することが推奨されます。また当
社では、ストーカー行為、ハラスメント、または脅迫
を含む家庭内暴力行為のために当社の資産、車両、電
話、コンピュータ、他の社員の支援を悪用すること
も禁じています。詳細については、米国の Life Event 
Services Domestic Violence チーム(lifeeventsupport@bofa.
com)に連絡してください。

詳細：
• Violence-Free Workplace — Enterprise Policy
• 暴力のない職場に関するFlagscapeサイト 
• 社員ハンドブック
• HR ConnectのLife Event Services
• Security Operations Analysis Command Center (SOACC)

職場の安全性
当社は、全世界の社員の安全・セキュリティの確保に
努めています。自身や周りの者へのリスクを回避する
ため、適用されるすべての安全・セキュリティに係る
手続や適用法令や諸規則に従わなければなりません。
危険な職場環境については、上司またはコンプライア
ンス＆オペレーショナルリスク担当者に報告してくだ
さい。

詳細：
• 安全やセキュリティに関するFlagscapeサイト
• Security Operations Analysis Command Center (SOACC)
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業務継続
当社の業務継続プログラムは、施設やテクノロジーの
喪失に備えるとともに、お客様や社員の物理的な安
全・セキュリティを最優先事項としています。その目
標は、重要な業務機能やアプリケーションを復旧する
ことで、お客様に継続的にサービスを提供することで
す。詳細については、Flagscapeの業務継続に関するペ
ージを確認してください。

安全と業務継続は、社員全員の責任です。全社員が次
の点を実行する必要があります。

• 建物の緊急対応手順について知る。
• Workdayに常に最新の個人連絡先情報を保存する。
• 業務中断が発生する前に上司と相談し、復旧時の
自分の役割を理解する。災害発生時および発生後
は、上司と連絡を取り合う。

• 自分の地域に影響を与える災害について認識し、
対応の準備を整える。災害発生時は、地元当局の
指示に従う。

• 常に主要な連絡先情報を携帯する。
• Emergency Notification and Associate Communication 

Tool（ENACT）を携帯電話に連絡先として保存
し、ENACTのメッセージに適宜対応する（Person 
Numberを求められる場合あり）。

• 年中無休のセキュリティホットライン（SOACC）
に電話し、人命の安全・セキュリティに関する事
故、強盗、建物のセキュリティに係る問題、また
は疑わしい行為を報告する。

詳細：
• Business Continuity Management — Enterprise Policy
• 事業継続に関するFlagscapeサイト 
• Security Operations Analysis Command Center (SOACC)
• Workday
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参考資料
本規範で参照されるポリシーおよびリソースの一覧については、以下をご
覧ください（アクセス注意）。
グローバル　ポリシー（社内）
Anti-Bribery Anti-Corruption (ABAC) — Enterprise Policy

ABAC Gifts and Entertainment — Enterprise Policy

ABAC U.S. Political Activities — Enterprise Policy

Business Continuity Management — Enterprise Policy

Commitment To Employees With Disabilities 
 — Enterprise Policy 

Commitment to Protecting Employee Information  
— Enterprise Policy

Compensation Governance — Enterprise Policy

Complaints — Enterprise Policy 

Compliance Training Policy

Conflicts of Interest — Enterprise Policy

各国の内部告発に関する方針 

Australia Whistleblowing Policy

France Whistleblowing Policy

India Whistleblowing Policy

Ireland Whistleblowing Policy

MLIQ Whistleblowing Policy

UK Whistleblowing Policy

Data Management — Enterprise Policy

Drug Free Workplace and Alcohol — Enterprise Policy

Electronic Communications Retention — Enterprise Policy

Employee Initiated Expense — Enterprise Policy

Enterprise Expense Standard 

Enterprise Fraud Risk Management Standard

Equal Employment Opportunity and Affirmative 
Action — Enterprise Policy

Financial Crimes Enterprise Policy

Global Background Check — Enterprise Policy

Global Compliance — Enterprise Policy

Global Records Management — Enterprise Policy

Global Records Management Standards

Harassment, Discrimination and Retaliation 
Prevention — Enterprise Policy

Information Security — Enterprise Policy

Information Wall — Enterprise Policy 

Issues, Risks, Enterprise Sub-issues and Control 
Enhancements — Enterprise Policy

Outside Business Activities — Enterprise Policy

Privacy and Cross Border Data Movement 
 — Enterprise Policy

Registration and Licensing — Enterprise Policy

Third Party — Enterprise Policy

Unfair, Deceptive, or Abusive Acts or Practices 
Prevention — Enterprise Policy 

Violence Free Workplace — Enterprise Policy
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Flagscapeサイト（社内）：
贈収賄、汚職の防止 

業務継続
主要雇用先以外でのビジネス上の利益
利益相反
多様性および一体性
環境的・社会的責任およびガバナンス
金融犯罪
グローバル記録および管理
グローバル規制関係担当
情報セキュリティ
知的資本および財産、無形資産 

ニュースルーム 

プライバシーおよび国際間データ移動 

リスク管理
安全・セキュリティ
Bank of Americaにおけるソーシャルメディア
サプライヤー行動規範
スペイン語とポルトガル語のバージョンは、当社メイ
ンび BAC.com Supplier Management ページに掲載されて
いることにご注意ください。
第三者プログラム

連絡先およびシステム：
Bank of America メディア担当連絡先 

行動規範メールボックス
Employee relations

HR Connect

InfoSafe

Life Event Services

The Referral Management System（TRMS）
Workday

社外のウェブサイト：
年次レポートおよび株主総会招集通知書 

Bank of Americaニュースルーム 

アイルランド中央銀行（CBI）
倫理・コンプライアンス ホットライン 

欧州中央銀行（ECB）
英国金融行動監視機構（FCA）
健全性規制機関（PRA）
人権に関する声明 

米国外での内部告発（EU指令による開示）
環境的・社会的責任ガバナンスに関するリスク方針の
フレームワーク 

Investor Relations — Making an Impact 

注記
規範の免責 

最高経営責任者、最高財務責任者、最高会計責
任者、執行役員および取締役に対する本行動規
範の免除については、取締役会が承認する必要
があります。当社は、当該免除について、適用
される法令諸規則、または規制の定めるところ
により、自社のウェブサイトのインベスターリ
レーションズに関するセクション、プレスリリ
ースもしくはその他の公的書類の提出を通じて
速やかに開示します。

詳細：
• Investor Relations — Code of Conduct
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