
成功への指針
PMI職務倫理規定



CEOからの手紙

社員の皆さまへ、

PMI において、私たちは業界を変えるビジネス変革を達成するという共通の目標の下、一致団結し

ています。私は、PMI が掲げるスモークフリーのビジョンを達成するこの時期に、会社を率いる栄誉

を与えられたことを誇りに思っています。

皆さんもご存知のように、当社が掲げるビジョンを達成する取り組みには困難が伴います。変革

にはリスクを取り、不確実性に立ち向かい、時には失敗を受け入れることが必要です。幸いなこと

に、PMI に所属する私たちは、PMI の行動規範である「成功への指針」にも示されているコンプラ

イアンス、倫理、インテグリティへのコミットメントによって団結しています。

PMI が直面する変革やその先を見据えた取り組みを行う上で、困難に直面した際は、誠実さ、他者

への尊重、公平という基本的なコアバリューを拠り所とすることが極めて重要なのです。コアバリュ

ーを損なうことの損失は計り知れません。コアバリューを損なうことは、互いに、顧客、株主や地域

社会との間で築き上げてきた信頼を失うリスクをもたらす可能性があります。卓越した業績は、当社

に適用される法規制、当社の社内方針であるポリシー、コアバリューに込められた精神に則り行動す

ることによってのみ達成されると信じています。

この行動規範は、当社の原則を示すものであり、PMI において私たち全員が従う必要のある規則と

ガイドラインをまとめたものです。この行動規範についてご質問またはご懸念がある場合は、貴方の

上司、P&C のビジネスパートナー、または倫理·コンプライアンス部にお問い合わせください。

PMI に所属する皆さんのコンプライアンス、倫理、インテグリティへの継続的な取り組みに感謝いた

します。

Jacek Olczak
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核となる理念

私たちは、行動を起こす前に立ち止まります。私たちの決定は、時が経過しても耐えられる不動のもので
なければなりません。最終的な行動をとる前に、私たちは、計画内容が業務遂行上の「PMIのやり方」に適
合しているか、すなわち、以下のことに沿っているかを自問します。

倫理にかなった良識ある判断

本指針

法律

私たちはこれらの基本的原理において妥協しません。法律が理にかなっていない場合もありえます。私たち
は、法律が公平であるかについて、声を上げる必要があるかもしれませんが、遵守するのは当然のことで
す。競合他社が基準を下げようとしても、私たちは、当社の方針を今後も尊重します。同様に重要なこと
は、ルールは完全なものではないということを理解することです。ルールは、倫理にかなった良識ある判断
の必要性に取って変わるものではありません。

私たちが行うこと



核となる理念

私たちのやり方

倫理にかなった良識ある判断をするには、正直さ、敬意、公正さが必要です。これらの共有される倫理
観は、業務を遂行するにあたっての「PMIのやり方」の一部です。この倫理観は、私たちをPMI社員として結
集させ導くとともに、この指針の信念でもあります。

正直さーつまるところ、信頼があるかどうかなのです。社内外の人々は私たちを信じられますか？
そして、信じるべきですか？また、私たちは約束を実行しますか？言うまでもありませんが、事実
をねじまげて伝える人や、人々を欺こうとする人と共に働いたり、こういう人からアドバイスを受
けたり、製品を購入したいと思う人はいません。私たちは、何も隠し立てすることなく行動すると
ころから信頼が生まれることを理解しています。

敬意ーすべての人が尊敬に値し、アイデアもまた尊敬に値します。敬意とは、尊厳、受容、共感、
思いやりに関わることです。活発な不同意、困難、衝突でさえ、敬意を払うと前進する力になりま
すが、敬意を欠くとそれらは破壊的な力になってしまいます。

公正さーある人にとって公正に見えることでも、他の人は公正に感じない場合があります。公正で
あるには、意思決定に関わる、あるいは意思決定によって影響を受けるすべての人々のことを考慮
する必要があります。公正であるには、人々が取り組む周囲のすべての事情を考慮する必要があり
ます。ある状況において、公正であるには、多くのことを考慮し、多大な努力が必要となります。
そして、そこには不確実性が伴うでしょう。性別、民族的背景、宗教、性的嗜好、またはその他の
要因によって、人々やアイデアを除外するように、ルールを不公平に適用すると不公正になりま
す。

倫理にかなった良識ある判断には、見解を変えることも必要になります。他の人々が考えることが重要
になります。顧客や社員、社会は、会社が行うことに関心を持っています。会社の発言や行動は、それぞれ
から信頼されなければなりません。私たちは、行動を起こす前に、その行動が彼らの価値と矛盾するかどう
かを自問します。私たちは、すべての人が私たちの行うことに同意するわけではないことを受け止めていま
すが、私たちの行動は、正直で、敬意を払い、公正であるということを常に確信できなければなりません。
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核となる理念

私たちが覚えておかなけれ
ばならないこと

日常の生活では、分かりきっていることを見落とす場合があります。プレッシャー、疲労、習慣はすべて、
意思決定を鈍らせるものです。私たちはみな、注意力散漫になり、楽観的なものの見方をする時があります。
行動を起こす前に、少し時間をとり、「PMIのやり方」で事を進めているかどうか－この指針、法律に従い、
倫理にかなった良識ある判断をしているかどうかをよく考えることが必要です。最終的な行動をとる前に、必
ず考える時間があります。

ルールは、良識ある判断の代わりにはなりません。ルールは、本来の目的に反して機能することがありま
す。良識ある判断はこうした失敗を防ぎます。法律や会社のルールが合理的でない場合は、私たちが変更を模
索できるよう、スピークアップしてください。法の原則を真摯に尊重するため、同意しない場合でも、変更が
実施されるまで法規則を遵守することをご理解ください。

すべての答えを持ち合わせている人はいません。最善の答えを見つけるよう働きかける場合には、それで構
いません。私たちは同じ船に乗っているのです。困難な選択肢について他の人と話し合いましょう。良識ある
判断とは、他の人々と関わり、他の視点を検討することで改善するスキルです。これは個人としての私たちだ
けの問題ではありません。あなたが手を伸ばせば、全員が学習できるかもしれないのです。

過ちとは、私たちがスピークアップする対象であり、それから学び、受け入れるものです。誰でも過ちを
犯します。適切な人が何が起こったかを知っていて、その経験に基づき調整される場合には、過ちが有益にも
なります。ただし、業務のやり方に関する過ちと法律、本指針、または共有されている価値観を無視すること
には、違いがあることを理解してください。無視することによって、私たちはみな危険な状態に陥ります。当
社にはふさわしくありません。



 
スピークアップ
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スピークアップ

スピークアップ

詳
し
く
見
る

さまざまな方法でスピークアップすることができます。相談・報告の窓口：
 	 - 上司または部門長 

	 - 人事
	 - 法務部 

	 - 倫理・コンプライアンス部：
	 	 + PMI.EthicsandCompliance@pmi.com

	 	 + 地域の倫理・コンプライアンス部の責任者
	 	 + 倫理・コンプライアンス クラスターヘッド 

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
改善できることがある場合や間
違いがある場合は、対策を講じ
ます。

間違った方向に進んでいること
に気づいた場合、スピークアッ
プする必要があります。会社
は、皆さんからのスピークアッ
プを真摯に受け止め、行動を起
こします。同様に重要なこと
は、物事を改善させるためにス
ピークアップすることです。誠
実にスピークアップされた場
合、PMIは全面的に支援します。

 改善方法に関するアイデアや経験を共有す
べきです。要件やプロセスが、効果的な業
務を進めることを困難にしている場合、また
は目的を達成するには複雑すぎると思う場合
は、発言してください。規則やプロセスは、
道理にかなったものであり、私たちの仕事に
役立たなければなりません。ビジネス、法
律、または規制の潜在的なリスクから会社を
保護するための措置が講じられていないこと
に気づいた場合にも、発言してください。

分からないことがあれば質問してくださ
い。PMIでは、質問に答え、問題を解決し、
助言できる社員がおり、組織のあらゆるレベ
ルで誰もがそのような社員にコンタクトでき
ます。どうしてよいか分からない場合は、質
問してください。お手伝いします。

間違った方向に進まないようにしてくださ
い。間違いは起きます。間違いが起きたら、
それを修正することも重要な仕事です。正し
い行動とは思えない場合や本指針、「原則お
よび実務指針」、あるいは、法律に反する可
能性がある場合、それらを会社にスピークア
ップする義務があります。倫理・コンプライ
アンス上の問題の可能性を放置すると、比較
的小さな問題でも大きな問題となり、同僚や
会社に実害を引き起こすことがあります。

不正が疑われる行為に関する報告を調査します。倫理・コンプライアンス
部には、会社の調査トレーニングを受けた社員がおり、報告された懸念を調査
します。PMI調査基準は、すべての倫理・コンプライアンス調査に適用されま
す。会社は、調査後、品質向上プログラムを実行し、調査のプロセスが公正か
つ公平に敬意を持って行われていることを保証します。

分からないことがある場合は質問してください。スピークアップしたらどう
なるのか心配な時には、倫理・コンプライアンス部やマネジメントに相談でき
ます。あなたの懸念に対処し、プロセスに関するどのような質問にも答えてく
れます。

私たちが行うこと

PMI 16-C： 
スピークアップ

PMI調査基準

スピークアップの方法

第三者機関が運営するコンプライアンス ヘルプラインは、1日24時間、 
週7日対応で、PMIで使用されているすべての言語で利用できます。
オンラインのヘルプラインまたは電話でコンタクトしてください。勤務地
でのダイヤルイン番号はイントラネットに掲載されています。コレクトコ
ールを使用できます。

現地の法律で、匿名での利用が制限されている国から電話する場合を除
き、ヘルプラインは匿名で利用することができます。勤務地での匿名性の
制限についてよく分からない場合は、ヘルプラインまたは法務部に問い合
わせてください。



職場での 
インテグリティ
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職場でのインテグリティ

詳
し
く
見
る

PMI 2-C：職場でのイン
テグリティ
  
PMI 8-C：環境・健康・
安全・セキュリティ

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
私たちは、敬意が払われ、安全で
誰もが働けるような職場環境を維
持します。

業務の評価基準に基づき、貢献し成
功する機会を均等に与えられる必要
があります。機会均等は、全員が恩
恵を受けます。差別、ハラスメン
ト、危険な職場環境は公正を欠いて
おり、PMIのビジネスのやり方とは
相対するものです。

PMIでは実績に基づき、すべての雇用
に関する決定を行います。年齢、育児責
任、障害、民族性、性別、性自認、性的指
向、宗教、妊娠、またはその他の保護され
た個人的特性に基づいて貢献または昇進の
機会を制限してはいけません。

ハラスメント行為は一切許されません。
他者に敬意を持って接します。攻撃的、屈
辱的、または虐待的な行為は禁止されてい
ます。暴言、いじめ、望まない性的な誘い
かけ、脅迫、攻撃的な言動は不適切な行為
の例です。暴力や暴力の脅威ももちろん許
容されません。

安全を最優先します。会社および国の定
める健康、セキュリティ、安全に関わるル
ールすべてに従い、皆さん自身および皆さ
んの周りの人を守ります。すべての傷害な
らびにリスクをマネジメントに報告しま
す。アルコール、処方薬、薬物を含む、合
法あるいは違法な物質により正常な機能が
損なわれたり、あるいは、服用している時
の就業は危険であり許可・容認されませ
ん。会社の方針に基づき、個別の許可を得
た場合を除き、職場に武器を持ち込んだ
り、職務遂行時にそれらを携行したりして
はいけません。

立ち止まり、じっくり話を聴きます。そうなるよう意図していなくとも、配
慮に欠けた排他的な言動をしてしまうことがあります。単に、話を聞く時間を
とらない、あるいは、他者の感じ方や反応を理解しないことが、無意識のうち
に他者の感情を傷つけたり、会社に迷惑をかけてしまうことがあります。例え
ば、自分はチームで一番優秀で、他の人は良いアイデアをもっていないとあな
たが考えているとしたら－そして、そのように行動しているとしたら－あなた
は周りの人への敬意と理解を欠いている人と見なされる可能性があります。周
りの人たちの感情を傷つけ、本質的なアイデアを完全に見逃してしまうかもし
れません。

時に人は、恐れや服従の念から何も言えないが、気分は害したままである
場合があります。ある態度や誘いを我慢し苦痛を感じているのか、それらを実
際に歓迎しているのかを見分けることを学びましょう。他の人の態度へのあな
たの反応がその人にどのように受け取られるのかを心に留め、公平な対応を取
りましょう。あなたが何かを好ましくないと感じたら、または誰かがあなたを
誤解していると思った場合は発言しましょう。あなたの感じ方や真意を他人が
推し量ることを期待しないでください。

仕事では皆が自由に意見を述べられるようになることが必要です。ビジネス
にはさまざまな手法や意見が役立ちます。社員一人ひとりが安心できるよう、
多様性を受け入れ、包括的な環境を育んでいます。私たちにはそれぞれ異なる
ニーズや生活様式があり、これらの違いに順応した公平な設備を整える必要が
あります。

当社の基準はオフィス以外の環境にも適用されます。オフィス外の業務遂
行、社外の会議、出張そして、会社のチームイベントは、全て業務下の環境に
あります。例えば、ハラスメントに対する規則は、オフィス外での歓送迎会で
発生する行為にも適用されます。常に、自分の振る舞いが同僚や会社の評判に
どのような影響を与えるかを考慮しなければなりません。

社員の表明。会社は、会社は、職種別労働組合や代表者組織に加入する社員の
権利、または加入しない権利を尊重します。

私たちが行うこと



マーケティングと販売
促進活動／販売活動
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マーケティングと販売促進活動／販売活動

詳
し
く
見
る

PMI 4-C：燃焼を伴うたば
こ製品のマーケティング
と販売 

PMI 7-C：PMI製品の規
制、開発および製造

IQOSに関する”グッドコン
バージョンプラクティス”

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
私たちは、責任を持って、成人喫
煙者のみを対象に製品のマーケテ
ィングおよび販売活動／販売促進
活動を行います。 

私たちのブランドは、世界で最も価
値のあるブランドの1つです。ブラ
ンド価値の開発と維持に創造力と革
新力を発揮します。同時に、たばこ
製品が消費者の健康上のリスクにな
ることも理解しています。

従って、責任ある販売、販売促進お
よびマーケティング活動のみを行い
ます。

私たちは、喫煙する、または煙の出ない製品を使
用する成人にマーケティング活動を行い販売しま
す。成人は十分な情報を得た上で喫煙したり、煙の
出ない製品を使用したりすることを選択できます。
当社の製品、マーケティングおよび販売活動／販売
促進活動は、喫煙する、または煙の出ない製品を使
用する成人を対象としています。私たちは有数のた
ばこ企業として未成年者が当社製品を使用すること
を防止する責任があります。

製品の健康への影響について成人喫煙者に情報を
発信します。法律で義務付けられていない場合で
も、成人喫煙者向けのすべての広告と商品パッケー
ジには健康警告を表示する必要があります。

マーケティング活動は正直かつ正確でなければな
りません。マーケティングおよび販売活動／販売促
進活動の資料にある製品情報または宣伝文句は、事
実に基づく必要があります。健康に関する製品クレ
ームは、公に利用できるようにした科学的証拠で裏
付けされている必要があります。

私たちは、法律を尊重します。マーケティングおよ
び販売活動／販売促進活動に関する規制は、しばし
ば複雑で解釈にはガイダンスが必要です。社員は、
法律または会社方針と相いれない可能性のある活動
に気づいた場合、会社にスピークアップする必要が
あります。

すべてのマーケティング活動は話し合いのプロセスを経なけ
ればなりません。会社は非常に高い基準を満たす必要があるた
め、個々の判断や創造力に対する信頼性は、当社のプロセスの
中で適切にレビューされ、敬意が払われます。提案されたマー
ケティング活動をレビューする場合、さまざまな経験を持つ、
異なる職責の社員が関わります。

従来の製品と煙の出ない製品は根本的に異なる製品です。
「私たちのやり方」で表現される基本原則はすべての製品に適
用されますが、従来製品と煙の出ない製品に向けた特定のルー
ルとプロセスを使用してこれらの原則が実行されます。たとえ
ば、PMI 4-Cは従来製品に適用されますが、”グッドコンバージョ
ンプラクティス”は電子加熱式製品を対象としています。

私たちは、第三者の活動によって評価されます。マーケティ
ングおよび販売／販売促進活動には、しばしばエージェンシー
や主催者、コーチなどの第三者が関わります。これらの第三者
の行動は社員の行動と同様に会社の評判に影響を与えます。マ
ーケティングおよび販売活動／販売促進活動で第三者と協働す
る場合、会社の原則を説明し、会社の価値を傷つけたり、規則
を曲げたりすることがないように注意してください。

私たちが行うこと



競争
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競争

詳
し
く
見
る

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
わたしたちは、競合する市場
で公正にビジネスを推進して
います。

製品の品質、消費者洞察、革新
性、価格、およびその他、競争
法が認める手法によって、積極
的に競争していきます。競争性
のある市場は、ビジネスや消費
者にとって好ましいことです。

私たちは、競合他社とは別に、自主的に行動
します。価格や競争上の機密情報について、競
合他社と話し合おうとしたり、合意しようなど
と考えないでください。仕事上で、競合他社と
接触をする場合は、適切な方法について法務部
から助言を受けてください。価格設定、ブラン
ドの導入、取引計画、その他、競争上の機密情
報に関わる話し合いはしないでください。

私たちは、競合他社を排除したり競争を阻害
するために、ビジネスパートナーと行動を共
にするようなことはありません。顧客やベンダ
ーが、競合他社を排除したり、競争のため競合
他社に大きな犠牲を強いるような場合、あるい
は、流通業者、小売店、またはベンダー間の競
争を阻害するような場合に、顧客やベンダーと
の取り決めが問題となる場合があります。会社
が高い市場シェアを有している場合、顧客やサ
プライチェーンと関わる際には、特に注意が必
要です。

助言を求め、やり方を正しく理解してください。競争のル
ールは複雑で、直感で分かるものではありません。法務部およ
びマネジメントは、市場において何が適切であるかを理解して
おり、助言することもできます。行動をする前に、自分の意思
決定が、競合他社との談合だと思われるようなことはないか、
競争相手を排除するようなことにならないか、あるいは、競合
他社に大きな負担を強いることにならないかを自問してくださ
い。もし、そのように思う場合は、マネジメントや法務部に相
談してください。

競合他社とのいかなる接触においても、法的問題を引き起こ
す可能性があります。最良の方法は、特に仕事上やその状況
が、価格設定、取引条件およびプログラム、あるいは、他の競
合する問題を話し合うという印象を与える恐れがある場合は、
競合他社との不必要な接触を避けることです。もし、誰かがこ
のような話題について話し始めた場合、その会話を中止してく
ださい。そして、反競争的な合意に関与する意志がないことを
周囲に明確に示してください。その後、直ちに法務部に連絡し
てください。

どのように競争するかは、競争の結果と同様に重要です。売
上と利益を増やす方法の中には、会社が認めていない方法もあ
ります。同様に、競合他社の活動に関する情報を収集すること
は、必ずしも正しい行動とは限りません。情報の種類とその収
集方法には、しばしば法的な制限が適用されます。法務部（弁
護士）と話し合い、適用される法律を理解し、それに従ってく
ださい。

私たちが行うこと

PMI 5-C：競争



贈収賄および
汚職防止
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贈収賄および汚職防止

詳
し
く
見
る

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
私たちは、誰に対しても、ど
こでも、どのような理由があ
っても贈賄しません。

贈賄は、法の支配を損ない、健
全な社会を衰弱させるのです。
贈賄への関わりを拒否すると一
部の市場でビジネスが困難にな
ると認識していますが、PMIで
は断じて贈賄を容認しません。

私たちは、一貫して、確固たる
この姿勢を貫きます。このよう
な許されない行動をとらなくて
も、最終的に事業目標を達成で
きることは、これまでに何度も
証明してきました。

賄賂を申し出たり、贈ったりしてはいけません。
あるいは他者が会社の代わりに賄賂を贈ること
を許可しないでください。ある人の業務上のアク
ションや決定に不適切に影響を与えると見られる可
能性のある金銭、贈答品、好意、接待など、価値の
あるものを提供する際には、細心の注意を払う必要
があります。それらを正しく見極め、不確かな場合
は、法務部と話し合い、できることとできないこと
を理解してください。
    

各国の法律で認められている場合も、またはその
ような行為が社会で「一般的」なことである場
合でも、心付けは行わないでください。心付けと
は、定められた処理やサービスを短時間で行っても
らう見返りとして、公務員および政府系職員に名目
上の支払いやささやかな贈り物をすることです。こ
のような支払が必要だと思っても、あるいは、支払
うよう圧力を感じた場合でも、心付けを払ってはい
けません。その代わりに、最善の対処法について法
務部に相談してください。

公務員および政府系職員に提供した価値のあるも
のは、すべて文書化されなければなりません。
公務員および政府系職員への贈答品や接待に関する
記録は必ず保持する必要があります。そうすること
で、正確な経理・会計記録の法的要件を満たし、誤
解を招かないようにすることができます。

公務員および政府系職員に価値のあるものの提供を申し出たり、
贈ったりする前に、PMIが求める行動や現地のルールを正しく把握
してください。ある市場で適切と思われる行為でも、別の市場では違
法である、あるいは、受け入れられない場合があります。例えば、公
務員への食事の提供が違法になる国もありますが、合法的な慣習とな
っている国もあります。

贈賄または心付けしか選択肢がないように思う場合は、どうした
らよいでしょうか。贈賄が必要である、または贈賄を支払うよう圧
力をかけられていると感じる場合は、報告する必要があります。会社
が、先方の担当者に対し、善処するよう働きかけます。高い職位の公
務員および政府関係者あるいは、業界団体に連絡を取ることにより、
問題を解決できることがしばしばあります。差し迫った問題を解決で
きない場合は、ビジネスチャンスを見送るか、目標を見直します。

公務員および政府系職員の定義を理解するのは容易ではないかも
しれません。公務員および政府系職員に対応する際には、特に注意し
なければなりません。法律には、公務員および政府系職員とのやりと
りに関連する詳細な要件があるからです。公務員および政府系職員に
は、国家公務員、地方公務員および、政治家候補が含まれます。また
この定義には、国営の新聞社で働く記者あるいは、国有の給油所のマ
ネジャー等、国有事業で働く従業員も含まれる場合があります。

第三者は、私たちの規則に従う必要があります。会社の代理とし
て、公務員および政府系職員とやりとりをする第三者は、私たちの規
則に従い、贈賄の支払いを控えなければなりません（直接でも仲介者
を介する場合でも）。

私たちが行うこと

PMI 14-C：公務員およ
び政府系職員ならびにビ
ジネスパートナーとの接
触、政治活動 政治活動



 
情報の保護
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情報の保護

収集し、使用するデータの対象である人々に敬意を払い
ます。プライバシーを保護する基本ルールに従う場合にの
み、PMIの関連会社が人々の情報を集め、通常の業務目的 
（例：人事、マーケティングなど）にこれを使用しても構いま
せん。主要なルール：

1) データの対象である人々のプライバシーを侵害しないように
使用するため、明確で合理的な妥当な業務目的を特定する。

2) これらの人々に目的を通知する。

3) 情報を適正に使用し、目的を達成する上で必要以上に情報を
使用せず、目的が達成された時点でこれを削除する（または匿
名化する）。

4) 不正アクセスを防止するための適切な予防対策を導入する。

5) 情報を正確に保持し、要求された場合は情報の対象である人
々による情報へのアクセスを許可する。

6) 第三者は、当社と同様に情報の保護を徹底する。

懸命な努力によって作られる競争上の優位性を守
ります。情報が競争上の優位性を生み出す場合あ
るいは、競合他社がそれを望む場合には、その情報
は、保護を必要とする商業的な機密情報の可能性が
高いでしょう。会社の機密情報のいくつかの例とし
て、新製品の仕様や技術、マーケティングやコーポ
レートアフェアーズの戦略、研究データ、予算およ
び、その他の財務情報があげられます。
 

知的所有権を保全します。優れたアイデアは、保
護しないとその価値を様々な方法で失います。PMI

のパートナー、PMI外の人々を含む誰かと知的財産
を共有する前に、必ず適切な保護を行ってくださ
い。法務部と話し合い、著作権、特許、商標およ
び、その他の種類の知的所有権によって、私たちの
アイデアの価値や成果物がどのように保護されるか
を理解してください。

私たちのやり方

私たちは、競合、倫理、法律
上の理由から情報を保護しま
す。

ほとんどの場合、情報共有は
良いことですが、時にはこれ
は誤ったものになります。利
用する情報や情報の収集、処
理、保管および、配布におけ
る責任について学びましょう。

私たちが行うこと



インサイダー取引を行ったり、それを促すことはしません。
あなたは、公開されてはいないものの、分別ある投資家が、有価
証券の売買を判断する上で、重要であるとみなす情報を持ってい
るかもしれません。良識ある判断と法律は、有価証券の売買のた
めにこの情報を使用することまたは、この情報を他人（配偶者、
同僚、友人、ブローカーなど）に「漏洩」することを禁じていま
す。法務部のコーポレートセクレタリーのグループは、インサイ
ダー取引と関連トピックについてあなたが理解できるようお手伝
いし、また、あなたが抱える質問に答える準備があります。

第三者の機密情報および、知的所有権を尊重します。第三者の
機密、財産、知的所有物あるいは、その他のものを盗むような行
為をしないでください。これは、他社の秘密工程のような重大事
項やインターネット上で見つけられる著作権のある画像などの身
近なものまでを対象とします。

一方的に持ち込まれるアイデアには注意してください。社外か
ら一方的にアイデアが持ち込まれた場合は、そのアイデアを使用
または共有する前に直ちに法務部に連絡してください。そうする
ことで、会社が既に所有するアイデアに対して第三者が自分のも
のだと主張することやアイデアを盗んだという申し立てのリスク
を軽減できます。

情報の保護
私たちのやり方（続き）
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詳
し
く
見
る

PMI 1-C：企業情報の管理

PMI 3-C：個人情報の保護

PMI 6-C：知的所有権

PMI 17-C：インサイダ	
ー取引

PMI 18-C：コンピュータ	
ーテクノロジーの使用

PMI 18-CG2：ソーシャル
メディアに関するガイドラ
イン 

機密であろうとなかろうと、私たちの取り組みは、倫理にかなった
良識ある判断、法律および、この指針に沿うものでなければなりま
せん。機密情報を失うのは恥ずべきことですが、情報自体は恥ずべきも
のであってはなりません。私たちは商業、法律および、倫理的な理由か
ら情報を保護します。私たちは、物事を隠すことはしませんが、人々に
知る権利があることは明らかです。
 

思慮のなさが情報漏えいの主な原因です。時には、盗まれた暗号化さ
れていないラップトップやUSBドライブあるいは、電車の中での機密事
項に関する会話のように、単純な場合があります。他には、適切な情報
保護のための安全対策が講じられる前に、外部パートナーとの協力を強
く望んだ結果であることもあります。

情報を盗むために用いられる手法は常に変化しています。当社のテク
ノロジーは情報を保護するのに役立ちますが、実際に防止するのはあな
たです。慎重になりましょう。あなたが対処している人を知ること、そ
して、PMIの社員を装うことは、会社の情報を盗もうとする犯罪者の最
も得意な策略であることを覚えておいてください。

私たちが覚えておかなければならないこと

情報の保護



会社の帳簿と記録
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会社の帳簿と記録
会社の帳簿と記録

詳
し
く
見
る

PMI 1-C：企業情報の管理

PMI 18-CG2：ソーシャルメ
ディアに関するガイドライン

PMI 31-C：対外的なコミュ
ニケーション活動および公式
発表（パブリックステートメ
ント）

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
私たちは、正直に、公正に、
敬意をもってコミュニケーシ
ョンします。

PMIに対する社会からの信頼
は、長期に渡りビジネスを持続
させるために重要なものです。
この信頼を維持するために、公
式、非公式のいずれの立場であ
ろうと、私たちの対外的なコミ
ュニケーションのすべてが正直
で、適切であり、誤解を招くも
のであってはなりません。会社
は、社内のコミュニケーション
や記録に対しても同様に取り組
んでいます。

私たちの財務諸表は、正確で、分かりやすいものです。
私たちが公表する情報に基づき、投資家が決断を下します。
規制当局と共有し、また、公表する会社の財務諸表やその他
の財務情報は、私たちのビジネスの全体像を分かりやすく、
完全に伝える必要があります。投資家に、非公開の財務情報
あるいは、ビジネス情報を提供する前に、インベスターリレ
ーションズオフィスに相談してください。

私たちは、会社が行う支援を公表します。会社が関心を寄
せる政策決定に影響を及ぼすような製品の開発における会社
の役割について透明性を確保します。また、政策決定を知ら
せるため、会社が資金援助する、会社の製品の健康への影響
に関する研究の結果と同様に、会社が資金提供する第三者が
データや見解を会社に代わって提示する場合にも会社の支援
は公表されます。私たちの財政的支援、プロジェクトへの関
与あるいは、誰かとの関係性を知ることが、会社に関連する
トピックに関する決断を左右する重要な要因になるのであれ
ば、私たちはおそらくそれを開示すべきです。

私たちは、正確な帳簿と記録を保持します。正確な帳簿と
記録を保持することは、財務諸表だけに限ったことではあり
ません。社員および会社は、あらゆる企業情報を正確かつ完
全でタイムリーに報告しなければなりません。

法律および会社が定める記録を保持します。PMIのすべて
の関連会社には、記録保持が必要な書類および、それらの保
存期間が定められている保管スケジュールがあります。これ
らのスケジュールによって、ビジネスの運営に必要な情報が
保有されていること、また、会社が規制要件を満たしている
ことを確認できます。「訴訟ホールド通知」を受け取った
ら、その指示に従い、指定されたすべての書類を保管しなけ
ればなりません。

私たち全員がPMIを定義します。私たちのうち限られた人
だけが、マスコミ、投資家、政府省庁、または学術団体に声
明を発表するための訓練を受け許可されていますが、私たち
はみな、公衆と情報をやり取りします。私たちは、誠実にコ
ミュニケーションを行い、家族や友人にさえ、科学的な証拠
がないまま、製品に関し健康を強調するようなことはしない
ことを覚えておいてください。

社内のコミュニケーションでも同じ原則が適用されま
す。日々のコミュニケーションでは、”正直に”、”正確に”お
よび、”完全に”を念頭に置いてください。相手に理解しても
らうために、時間をかけてください。事実と意見を混同して
はいけません。あるトピックについて、仮定をする必要があ
る場合は、仮定として話していることを明確に説明してくだ
さい。自分の仕事でない限り、書面によって法律上の評価を
したり、法律上の意見を示すことはしないでください。

ソーシャルメディアの個人的な使用が、常に個人的な使
用であるとは限りません。当社の従来のブランドや煙の出
ない製品を広告したり宣伝したりする目的で、個人的なソー
シャルメディアを使用しないでください。ソーシャルメディ
アの使用については会社のガイドラインに従ってください。
ソーシャルメディアによる発言は、公共の場でのコミュニケ
ーションであり、あなた個人の見解であるというより、会社
の声明であると誤解される場合があったり、また、不注意に
会社の機密情報を公開してしまうというような場合があるこ
とを理解してください。私たちは、社会に誤解を与えたり、
投資に関する法律や秘密保持に関する法律に抵触してはなり
ません。

私たちが行うこと



科学的 
インテグリティ
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科学的インテグリティ
私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと

私たちは人々が価値を置き、信
頼する科学を行っています。

当社のリサーチは、自社製品をよ
く理解する目的で行います。これ
は、当社が、当社のために実施し
た、すべての科学的研究をあらゆ
る側面から見た上での、真実なの
です。このセクションの焦点は、
煙の出ない製品についてですが、
科学的研究はすべて厳格で、透明
性が高く、客観的でなくてはなり
ません。

当社の科学に信頼性がなければ、
当社の製品が受け入れられること
はありません。ベストプラクティ
スを着実に実行しなかったり、科
学的インテグリティの価値を無視
したりすれば、失敗することは明
らかです。

当社は、客観的で複数の分野にまたがる科学的手法を用
い、煙の出ない製品を開発します。また、適用される基
準、試験デザインにおける医薬品安全性試験実施基準と医
薬品の臨床試験の実施基準の原則、データの解釈、および
規制評価に従います。まだ何も存在しない場合に、新しい
方法の開発の先頭に立ちます。当社は、規制当局の厳しい
要件を満たすか、それを超えるために、さまざまな分野に
またがる科学者の知見を活用します。

品質管理とその他のプロセスにおいて、データが正確で
信頼性があることを確認します。当社は、開発、分析、
市販後調査の間における、スモークフリーに関するリサー
チ実施のための強固で質の高いフレームワークを有してい
ます。科学的作業において、近道はしません。リサーチ・
研究の結果は、追跡可能であり、検索可能であることを確
実にします。

リサーチ・研究結果については、社外の検証を奨励して
います。当社のスモークフリーの研究は、ピアレビューの
ある専門誌で発表され、科学的データを一般公開すること
で科学的な結論が裏付けられます。当社は、積極的に社外
の研究者と協力し、研究結果に基づいて行動します。

当社のリサーチは、特定の結果になることを強いられない状
態で実施されます。当社の仕事のやり方においては、独立し
て行動し、科学的事柄について率直に述べるよう科学者全員を
奨励しています。科学プロジェクトで働く人はそれぞれ、起こ
りうる科学的な不正行為についてスピークアップする責任があ
ります。

当社が提供する科学情報に基づき、人々は重要な意思決定を
行います。科学的結果について話し合う、会社の声明を発表す
る、あるいは消費者向けのメッセージを作成する前に、確立さ
れた社内レビュープロセスに従います。科学的事柄に関してコ
ミュニケーションする前に、科学の基本を理解しましょう。

私たちが行うこと

詳
し
く
見
る

PMI 7-C：PMI製品の規制、 
開発および製造

PMIScience.com
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会計と取引
会計と取引

詳
し
く
見
る

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
会社は、違法な製品販売および企
業リソースの乱用の防止に努めて
います。

私たちのブランドは世界中の多くの
喫煙者に好まれています。これは、
会社にとってとても喜ばしいことで
すが、一方で関税法または税法に違
反して会社の製品を禁制品として取
引しようとしたり、マネーロンダリ
ングに会社を利用したりする犯罪
の増加につながっています。PMIの
基準は明確です。私たちは、禁制品
やマネーロンダリングを容認する、
見過ごす、促進する、あるいは支援
することをしません。政府と協力し
て、会社の製品の不正取引を阻止し
ます。この分野における会社の信用
は、会社基準から外れる活動や慣行
に対する注意を怠らない会社の姿勢
に基づいています。

会社には、犯罪の発生を防ぐよう策定されたビジネス手法
があります。マネーロンダリングは、個人または事業体が不
正な金銭を隠そうとするプロセス、または不正な金銭の出所
を合法的に見せるプロセスです。PMIは、現金または現金同
等の犯罪収益金の受け取りを回避するための手続きに従い、
反マネーロンダリングに関する法律を遵守します。禁制品を
防止するために、会社は、顧客への販売数量を監視し、製品
の不正流用が疑われる場合には対策を講じます。

私たちは、新たな顧客、ベンダーおよび、第三者メーカ
ーをスクリーニングします。会社のコンプライアンスとイ
ンテグリティの基準を共有できる企業や個人とのみ取引を行
います。インターナル・コントロール部には、ビジネスパー
トナーとの間に将来生じる可能性のある問題を特定するプロ
セスがあります。会社が遵守すべき貿易制裁が適用される国
家、政権、組織あるいは、個人と取引しないように入念に確
認します。このスクリーニングは新しいビジネス関係を結ぶ
前に行う必要があります。

アンチボイコット法による制限を守ります。米国法に基づ
き、PMIは、米国政府の方針に反する海外製品ボイコットに
かかわるいかなる要請も米国政府に報告すること、また、そ
れらの要請に協力しないよう求められています。社員は、不
法な海外製品ボイコットと見なされるようないかなる行為、
情報提供、宣言をしないようにしてください。禁止されてい
る海外製品ボイコットに関する最新の情報は、法務部で入手
できます。

顧客ならびに、会計基準や取引基準を把握することで、迅
速な仕事を可能にし、社員が問題に巻き込まれないように
することができます。顧客および、その他の第三者に対す
る会社の調査方法は、煩雑で時間がかかるように思われます
が、ビジネスを効率よく合法的に運営する上で役立ちます。
米国およびその他の国々は、多数の国や個人との取引に制限
を課しており、そのリストは随時変更されています。会社の
システムでは、違反を回避し、政府の要請に応えるために必
要な情報を収集できます。

私たちが行うこと

PMI 9-C：ベンダーの把握
 
PMI 10-C：顧客の把握と反迂
回販売（Anti-Diversion）
 
PMI 11-C：認められる支払形
態
 
PMI 15-C：税務
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利益相反、 
贈答品および接待

利益相反、贈答品および接待

詳
し
く
見
る

私たちのやり方
私 た ち は 、 公 正 か つ 客 観 的 に 決 定 し 
ます。

利益相反は、社員の個人的、社会的、財
務的あるいは、政治的な活動が、社員の
職務上の責任と重なる時に発生します。
利益相反の多くは、PMIとの取引を希望
している企業に、近親者が勤務している
というような個人的な関係がかかわって
きます。会社の業務に関する決定は、個
人の都合ではなく、常にPMIにとって最
良になるよう決定されなければなりませ
ん。相反があることが、必ずしも問題と
なるわけではありません。会社の利益相
反に関する要件では、私たちの業務上の
客観性に影響を与える可能性のある相反
を開示、審査、軽減するよう義務付ける
ことで、公正な意思決定を促進します。
同様に、贈答品および接待に関する会社
の規則では、業務上の判断に影響を与え
るようなものを受け取ったり提供したり
することを禁止しています。これは、私
たちが正しい決定をするため、互いに信
頼し、公正にビジネスを遂行し、会社の
評判を築くことを意味します。

可能性のある利益相反を開示します。社員の私的生活は
個人的なものです。会社は、社員の個人的生活を尊重しま
すが、私的な利益が業務上の責任と重なる状況がないかど
うかを知る必要があります。利益相反の可能性は、支援を
受けずに自分で管理できると思う場合でも、倫理・コンプ
ライアンス部に開示・報告する必要があります。ほとんど
の人は、矛盾する個人的な利益に直面した時に客観的な決
定をすることができると過大評価してしまいます。客観性
を評価する最良の方法は、このような相反を軽減する方法
を知っている人に関与してもらうことです。

他者の業務上の判断を損なうような贈答品や接待を提供
してはいけません。贈答品や接待の提供は、ビジネス上の
関係を築き、敬意を表す正当な方法です。しかし、贈答品
や接待によって、ビジネス相手の客観的判断に影響を与え
てはいけません。詳細は贈答品に関する規則に記載されて
います。常に正しく判断し、豪華なもの、慣例的でないも
の、同僚や会社を困惑させるものは避けてください。道徳
的に許容されないあるいは、性的な意味合いのある接待に
は参加しないでください。通常、年間合計で250米ドルを
超える贈答品の提供には承認が必要です。関連会社によっ
ては、許容額を低く設定していることがあります。

業務上の責任に影響を与える可能性がある贈答品や接待
を受けてはいけません。会社の贈答品に関する規則に反
したり、同僚や会社が困惑するようなものを受け取っては
いけません。一暦年内に特定の値を上回る贈答品や接待を
受ける場合、承認が必要な場合があります。そのため、関
連するPMIの慣行または各国・地域の閾値をチェックする
ようにしましょう。

私たちが行うこと 私たちが覚えておかなければならないこと
利益相反の開示プロセスは、簡潔で、秘密が保持され公正
に行われます。会社は、社員が利益相反を開示するための簡
潔なツールを提供します。実際には、多くの潜在的な利益相
反は、関係者に対して適切な条件を付けることで、解消され
ます。知る必要がある人のみ、社員が開示する利益相反を確
認します。

近親者とはどのような人ですか？「近親者」には、生涯の
伴侶、両親・義理の両親、子ども・義理の子ども、兄弟・姉
妹、義理の兄弟・姉妹、甥と姪、伯（叔）父・伯（叔）母、
祖父母、孫、および姻戚が含まれます。「近親者」のルール
は、親密な個人的関係にある人にも適用されます。「近親
者」であるかどうか分からない場合は、倫理・コンプライア
ンス部に問い合わせてください。

贈答品に関するルールは、あなたが贈答品を贈らない状況
に対しては適用しないでください。贈答品とは何かについて
理解してください。煙の出ない製品への取り組みの中で、政
策立案者やその他の担当者との関わりにおいて、当社は、個
人的な使用を目的としたものではなく、製品の認知やテスト
を目的として、デバイスや限られた量の消耗品を置いてくる
場合があります。これらのデバイスや消耗品に関するルール
を確実に理解してください。

PMI 13-C：利益相反 

PMI 14-C：公務員および政府
系職員ならびにビジネスパー
トナーとの接触、政治活動政
治活動

利益相反を開示する
オンラインフォーム を使用するか、または倫理・コ
ンプライアンス部に直接お問い合わせください。個
人的な問題として秘匿する必要がある場合を除き、
上司に報告してください。

http://conflictofinterest.pconnect.biz/
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サプライチェーン 
の責任

サプライチェーンの責任

詳
し
く
見
る

私たちのやり方 私たちが覚えておかなければならないこと
会社は、長期的な成長に取り組
んでいます。

長期的な成長を実現するには、社
内外サプライチェーンの持続性に
かかっています。私たちの活動に
よる環境への影響を低減し、会社
が依存する自然資源の持続性を促
進しています。

児童労働と強制労働に関する懸念
に関心を寄せ、取り組みを進めて
います。このような会社の取り組
みは、業績の向上をもたらし、私
たちが活動する地域社会の人々の
生活の改善につながります。

私たちは、今後も継続して、二酸化炭素排出量の
減少に取り組みます。サプライチェーンにおける二
酸化炭素排出量を削減するため、年次目標、5ヶ年目
標、20年目標を定めています。会社の取り組みは、森
林伐採、エネルギーと水の消費、再生利用および、二
酸化炭素排出を含む、農業生産の持続可能性を対象に
しています。会社は進捗状況を毎年公表しています。

会社のサプライチェーンにおける児童労働、強制労
働、その他の労働者虐待の根絶に努めています。
会社では児童労働や強制労働を認めず、子どもや強制
労働を雇用しません。農業従事者と連携して適正に農
作業に取り組み、持続可能な作物の収穫に努力してい
ます。農業従事者たちが、私たちの「農業労働倫理規
範」を実践してくれることを前提としています。会社
の慈善寄付プログラムでは、農村部で農業を営める機
会を提供します。

当社は、サプライヤーが入念で透明性の高い方式
で責任ある調達原則を実施することを期待しま
す。PMIは、国際的に高く評価された、人権、環境管
理、ビジネスインテグリティ、および汚職行為防止に
関する原則に沿って、積極的にビジネスに取り組んで
います。当社は、より持続可能なサプライチェーンを
確立するためにサプライヤーと共同で取り組むこと
で、ビジネス上の関係が強化され、各会社の価値を作
る豊富な機会が提供されるものと考えます。

私たちは、会社の倫理・コンプライアンスとインテグリティ
への取り組みを共有するサプライヤーと仕事をします。サプ
ライチェーンにおいて共に仕事をするために会社が選んだパー
トナーやサプライヤーの業務のやり方は、会社の評判とビジネ
スに影響を与えます。新しいサプライヤーを選定する、または
現在のサプライヤーを再評価する場合は、サプライヤーが会社
の原則を理解していることを確認し、会社の基準から逸脱しな
いよう常に注意してください。

私たちが行うこと

PMIの農業労働倫理規範
 
PMI 8-C：環境・健康	
・安全・セキュリティ

PMI 12-C：慈善寄付

PMI責任ある調達原則
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上司の責任

上司の責任
会社の文化は、社員の行動に影響を与えます。

さまざまな要素が企業文化を作り上げます。例えば、チームで協力し合う方法、当社の誠実さの評判、組織の公平性、消費者や互いに
示す敬意、企業方針の認知度、競争圧力、そして、うわさまでもが、良い方向にも悪い方向にも企業文化形成の要素となります。会社か
ら他社員の管理・監督を委任される上司には、会社の企業文化とチームの職場環境を形成させるという特別な責任があります。

すべての上司は、
チームが右記を実
践していることを
確実にする必要が
あります。

本指針および「原則および実務指針（P&P）」に記載されている、個々の仕事に関連する項目を知り、	
理解している。

本指針および「原則および実務指針（P&P）」が公正かつ一貫して適用されることを理解している。

倫理・コンプライアンス上の問題の可能性について自由にスピークアップすることができ、それらの懸念に
会社が耳を傾けることを理解している。

私たちが正直さ、公正さ、敬意を実践しながら、インテグリティを持って業務を行うことを理解している。

正しい文化を持続させることは、ただルールに従うよう指示するよりもはるかに難しいことです。何よりもまず、真のリーダーシップが必要で
す。インテグリティをもって行動するとはどういうことかを示します。本指針のトピックについて話をし、チームからの信頼を得られるよう努力して
ください。そして、質問し、チームメンバーの話に耳を傾けて行動してください。

他人を監督するには勇気が必要です。一貫性と信頼性は密接に関連しています。リーダーになるということは、大多数を気分よくさせることでもな
く、とくに困難に直面するチームメンバーをなだめることでもありません。リーダーになるということは、他者に従ってもらうよう後押しし、共同体
の感覚を作り、建設的に挑戦することであると覚えてください。

不正行為の疑いに関して報告する社員がいれば、社員としての義務を果たしていることを念頭に、敬意を持って対応する必要があります。自分
で調査をしないでください。会社が客観的に懸念に対応できるよう、直ちに倫理・コンプライアンス部に連絡してください。

信頼には、互いの関係性が重要です。倫理・コンプライアンスの文化を強固にするために、あなたの上司が取り組みを強化する必要があると考える
場合は、その上司あるいは、他社員に伝えてください。



適用範囲と免除
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