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会長兼最高経営責任者か
らのメッセージ

従業員のみなさん

Leidosの歴史は、インテグリティに根ざしたイノベーションのひとつです。多様で才能ある当社の従
業員たちは、同僚や顧客、外部パートナー、および株主との信頼と透明性に焦点を合わせながら、当
社の成功を可能にする文化を作り上げてきました。

Leidos行動規範（当社の規範）は、この強力な倫理文化を維持するための指針であり、Leidosの従業
員として日々の職務にあたる私たちのための、基本的なリソースでもあります。私たち全員が当社の
規範をよく読み、同規範が自分たちの行動をどのように導くべきかを熟考し、理解できないことは質
問することが不可欠です。

私たちは、Leidosにおいて模範を示して指導します。そして、当社の規範に規定されている基準を守
る責任が、私たち全員に課されています。私たちは、ビジネス目標を追求する上で、倫理、品質、ま
たは安全性に手を抜くことはしませんし、不正行為も容認しません。私たち全員が説明責任を負っ
ています。これは、質問や懸念がある際に、私たち全員が声を上げなければならないことを意味しま
す。当社の規範は、いくつかの報告オプションについて説明しています。利用できるリソースをみな
さんがよく認識し、答えを求めたり不正行為を報告したりする必要がある場合に、躊躇なくそれらの
リソースを使用できるようにします。Leidosは、懸念を報告した人に対する報復を容認しません。報
復を受けた人は、その事実を報告するべきです。そして、報復に関与した人は、懲戒処分の対象とな
ります。

当社の規範を読み、Leidosの倫理文化を維持してくれることに感謝します。みなさんの努力のおかげ
で私たちが優れた会社になれるのです。

ロジャー・クローン（Roger Krone） 
会長兼最高経営責任者
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当社の価値観

インテグリティ
インテグリティとは、厳しい倫理的決定
を下す勇気を持ち、私たちの仕事に誇り
を持ち、チームに対して透明性を保ち、
すべての人を尊重することです。

インクルージョン 
インクルージョンとは、帰属意識を育
み、あらゆる視点と貢献を歓迎し、機会
とリソースへの平等なアクセスをすべて

の人に提供することです。

イノベーション 
イノベーションは、当社のエンジニアや
科学者に限定さるものではありません。
それは、促進の働きをすることです。卓
越した存在になり、学習組織の一員とな
れるように、粘り強い好奇心を持ってい

ることです。

アジリティ
アジリティとは、柔軟で、創造的で、回
復力があることです。当社のバランスシ
ートのサイズと強みを生かしながら、小
さく始めることは、当社の才能です。

コミットメント 
コミットメントとは、説明責任を果た
し、当事者意識を持ち、サーバント・
リーダーシップの模範となり、顧客と
チームに対して緊迫感を持って行動す

ることです。

コラボレーション
コラボレーションとは、チームを重視
し、共通の目的を達成するために積極
的に関与することです。それは関係を
築き、お互いにつながりを維持するこ

とです。

当社の行動規範 5



当社の	
規範への	
コミットメント
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Leidosの行動規範（当社の規範）は、私たちの決定と行動が、当社の価値観や方針、そして法律と確実に一致しているよう
にするために、私たち全員が使用しなければならない基本的なリソースです。当社の規範は、Leidosでの業務で遭遇する可
能性のあるリスクに関する情報を提供し、質問や懸念が生じたときに使用できる適切なリソースを提案します。当社の規範
は全従業員に適用されます。また、当社の規範が対象としている項目に、私たち全員が精通していなければなりません。

私たちは当社の規範と役割を認識します

「はい」と答えられない場合、なぜ回答が「いいえ」なのか、またはなぜ回答が分からないのかを調べる必要があります。
指針を示すために利用できるリソースがあることを忘れないでください、そして一連の行動方針について確信が持てないと
きは、いつでも上司に尋ねたり、本規範を参考にしたり、当社の方針を参照したり、倫理およびコンプライアンスオフィス
に連絡したり、Leidosホットライン（855-753-4367）に電話することができます。

当社の規範は、私たちが直面し得るあらゆる状況を予測することはできません。ですが、当社のコアバリュー、および規範
で定められている方針と行動に対する期待の両方を深く理解することで、コンプライアンスの課題にうまく対処することが
できます。私たちはインテグリティに焦点を当てて課題に取り組み、いくつかの重要な質問を自問する必要があります：

これは合法か？
これは当社の価
値観と一致して
いるか？

これは当社の規
範と方針を遵守
しているか？

これを公表した
いと思うか？

当社の行動規範 7
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私たちは、当社の規範や方針、そして価値観だけに縛られるわけではあり
ません。私たちの職務と責任に関連する、あらゆる適用法や規制も認識
し、これらを遵守する必要があります。当社の規範、方針、または法律に
違反した場合は、解雇を含む懲戒処分の対象となることがあります。自分
の職務や責任に適用される法規制について質問がある場合や、法規制が自
分に適用されるかどうか確信が持てない場合は、倫理およびコンプライア
ンスオフィスに連絡してください。
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Leidos、顧客、第三者、およびお互いに対して誠実に	
行動する

安全かつ健全で、お互いを尊重し合う職場環境を育む

声を上げ質問する 

不正行為を報告する

Leidosでの職務において決定を下し、行動を
起こす際、私たちは常に以下を行わなければ
なりません：

以下の点に留意してください
当社の規範は、当社が有する唯一のコンプライアンスリソースではあ
りません。そのため、Leidosにおける自分たちの職務と責任を管理す
る方針とプロセスについても、全従業員がよく知っておく必要があり
ます。該当する方針の完全なリストは、PrismのCommand Mediaペ
ージにあります。

https://prism.leidos.com/command_media
https://prism.leidos.com/command_media


私たちは質問し、懸念を報
告します 
当社の規範、方針、または法律に対する違反や違反の疑い関して、質問や懸
念がある場合は、躊躇せず声を上げ、他者にも同じことをするように勧めて
ください。名乗り出ることに不安がある場合は、匿名で懸念を報告できるオ
プションがあります。

あなたの職務が、連邦機関との仕事に関わっている場合、あなたには特別
な報告責任があります。連邦調達規則（FAR）、米国防総省調達規則補遺
（DFARS）、またはその他の規制に対する違反に気付いた場合や、違反の
疑いがある場合は、直ちに報告する必要があります。Leidosは、声を上げた
人を支援し、報復を容認しません。FARおよびDFARSの内部告発者規定に
従って、関連機関の監察総監室に直接苦情を申し立てたい人は、いつでも行
動を起こすことができます。国防省（DoD）のホットライン	
（800-424-9098）に電話することで、違反や違反の疑いをDoDに直接報告す
ることもできます。報復を恐れることなく、そのような報告をすることが可
能です。内部告発および関連規則の詳細は、倫理およびコンプライアンスオ
フィスに問い合わせてください。

上司または管理職の誰か

グループ倫理ディレクター、調査ディレクター、または最高倫理
およびコンプライアンス責任者

現地の人事担当者、労働力ソリューションディレクター、または
最高人事責任者  

従業員倫理評議会のメンバー

Leidosホットライン 
	
855-7-LEIDOS（855-753-4367） 	
	
または、独立したサードパーティプロバイダーに接続でき
るhttps://leidos.com/hotlineからオンラインで送信すること
もできます。

Prismの倫理およびコンプライアンスページで入手できる国際ホッ
トライン番号

当社の通常理事会または最高セキュリティ責任者  

当社の会長兼CEO

Leidos取締役会の主任取締役経由で取締役会、コーポレートガバナ
ンスおよび倫理委員会議長、または監査および財務委員会議長 

 

ガイダンスを求めたり、懸念事項を報告した
りする必要がある場合は、次のような多くの
オプションを利用することができます：
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Q 質問

トリーナは、ステファンや他の数人を監督するマ
ネージャーです。ある日の午後、ステファンは、同
僚数人から嫌がらせを受けているように感じている
ことをトリーナに伝えます。その出来事の詳細や、
誰が何をしたかについて、ステファンは曖昧である
ため、トリーナはその問題を報告する前に、詳細を
知るために自分で状況を調べることにしました。ト
リーナの行動は正しいでしょうか？

A 回答

いいえ。トリーナは、直ちに倫理およびコンプライ
アンスオフィスか、本規範のいずれかの報告オプシ
ョンにその情報を報告し、調査プロセスが開始され
たことをステファンに通知して、フォローアップす
る必要があります。



私たちは当社の調査プロセ
スに従います
すべての従業員は、調査、監査、是正措置、またはその他の正式な要求に
全面的に協力する必要があります。これは、Leidosの内部で行われる調査で
も、権限のある政府代表者（例：調査員、代理人、または弁護士など）に
よって実施される政府の監査および調査でも同様です。

政府代表者が会社の所有する情報や文書を要求した場合、対応する前に、
法務部門とそれらの要求を調整する必要があります。

当社が調査を行う際は以下を実施します：

 f 各申し立てを調査して、実際に違反が行われたかどうかを判断します。
 f 可能な限り、秘密厳守で調査を行います。
 f 独立した、客観的な調査を行います。
 f ケースが立証された場合、独立した品質保証チームが是正措置と懲戒処
分の提案を検討し、これを承認します。

 f 適用法規制への違反が発見された場合、会社は適切な外部の関係者に書
面で適時これを開示します。

私たちはマネージャーに特
別な役割があることを認識
します
マネージャーは、Leidosの倫理およびコンプライアンスプログラムで特別な
役割を果たします。従業員が質問や懸念を抱えている場合、マネージャーは
最初の接点になることが頻繁にあります。そのためマネージャーは、コミュ
ニケーションを促進し、当社のコンプライアンスに関するリソースとプロセ
スをよく勉強し、必要に応じて懸念を上位の処理事項とする準備をする必要
があります。またマネージャーは、倫理的行動の模範となり、当社の価値観
を体現する必要があります。

マネージャーは、当社の規範、方針、または法律に対する違反や、違反の疑い
を、できるだけ早く倫理およびコンプライアンス事務局に報告する必要があ
ります。他のすべての人と同様に、マネージャーも、懸念がある場合は声を上
げるべきです。

組織のリーダー、グループプレジデント、最高財務責任者、管理者、およ
び特定の職務分野のリーダーは、倫理およびコンプライアンス事務局に、
当社の規範または方針に関連する未報告の違反や違反の疑いを認識してい
ないことを、四半期ごとに証明する必要があります。

当社の行動規範  |  当社の規範へのコミットメント 11

https://prism.leidos.com/legal
mailto:Leidos-Ethics-and-Compliance%40leidos.com?subject=


当社の行動規範  |  当社の規範へのコミットメント12

Q 質問

ジェマは、政府機関と、同機関のサイトで新しいプロジェクトに取
り組んでいます。顧客とのプロジェクト契約は、Leidosの従業員が
休憩を取る際に、同機関のシステムからきちんとログアウトするこ
とを求めています。昨日、ジェマはチームメンバーのひとりが、ロ
グアウトせずにその場を去ったことに気づきました。その同僚に悪
気がないなら、彼女は彼をトラブルに巻き込みたくありません。実
際、彼はすぐに戻って来たので、当社の規則違反に当たるかどうか
確信が持てません。彼女はどうするべきでしょうか？

A 回答

自分が目撃した事が違反であると確信できなくても、ジェマは
懸念をすぐに報告しなければなりません。誠意を持って報告す
ることで、ジェマは安全な職場の構築を支援していることにな
ります。当社のいずれかの職場で問題が起こっていることを知
っていると思う場合は、できるだけ早く声を上げてください。
誠意を持って報告をしたせいで、ジェマが報復を受けた場合、
関係者は懲戒処分の対象となります。



私たちは報復を容認	
しません
Leidosは、いかなる形態の報復も一切容認しません。報復に関与した者は、
解雇を含む懲戒処分に直面します。誠意を持って質問をしたり、懸念を報
告したりした者は、いかなる人でも保護されます。

報復を懸念する場合や、自分や他者が報復の対象になっていると思う場合
は、最高倫理およびコンプライアンス責任者、法務顧問、または最高人事
責任者に直ちに連絡する必要があります。
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留意点

誠意ある報告とは、報告された懸念に関する情報が真実であるとい
う、報告者の誠実な信念に基づいています。

報復には、降格、懲戒、解雇、減給、プロジェクトや会議からの除
外、仕事やシフトの再割り当てなど、仕事に関連する否定的な行動
が含まれます。また、声を上げたり、調査に協力したりしたこと
で、誰かを罰することを目的とした他の行動も含まれる場合があり
ます。
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当社への	
コミットメント



私たちは利益相反を	
回避します	
透明性を維持し、私たちのチームや会社を尊重するということは、利益相
反を回避するためにできる限りのことを行い、問題が明らかになった場合
は、すぐにそれを開示することを意味します。また、私たちは利益相反で
あるとの誤解を回避し、利益相反の可能性に関する問題すべてに対処する
必要があります。Leidosでの職務において行う決定は公平でなければなら
ず、個人的な利益よりも、会社のニーズを最優先する必要があります。	

留意点

利益相反は、個人的な利益が、Leidosの利益に干渉したり、干渉した
りしているように見えてしまう場合に発生する可能性があります。

ビジネス上の利益相の回避
私たちは、個人的な活動や事柄が、会社に対する私たちの責任と利益相反
している、またはそのように見えてしまうことを認めるわけにはいきませ
ん。私たちは、Leidosのために最善の努力を払う義務があります。そして、
外部の事業活動やその他の個人的な活動における義務が、会社に対する私
たちの責任に影響を与えることを認めるわけにはいきません。

会社に対する私たちの義務は、調達プロセスにまで及びます。サプライヤ
ー候補が従業員の親戚であったり、従業員と密接な個人的関係を持ったり
しているなど、利益相反の可能性がある場合、インテグリティを確保する
観点から、従業員は調達に関与できません。

詳細なガイダンスについては、マネージャーまたは倫理およびコンプライ
アンス事務局に相談し、当社の企業倫理および行動基準方針、さらに商業
調達および標準慣行を参照する必要があります。

家族に関する利益相反の回避
当社のチームは多様であり、協力して当社の使命を実現するために選ばれ
た才能のある人々で構成されています。これらの人々は、彼ら自身の実力
によって選ばれたのであり、Leidosの従業員との血縁関係や影響のおかげで
選ばれたわけではありません。利益相反の可能性を防ぐため、当社の人材
配属方針にも定義されているように、従業員は密接な関係がある個人を雇
用したり、このような人物と直接的・間接的な上下関係になったりするこ
とは許可されません。

外部活動に関する利益相反の回避 

時折、外部組織との活動に関与することを検討する機会があるかもしれま
せん。これらの活動には、政府機関などの顧客や、当社のサプライヤーや
競合他社が関与することもあるかもしれません。これらの活動は、利益相
反を引き起こす、または外部にそう見えてしまう恐れがあります。このよ
うな関係について透明性を保つ必要があります。また、連邦政府諮問委員
会の一員として働いたり、公職に立候補したりするなど、外部での活動の
機会が発生した場合は、その活動に従事する前に、マネージャーと倫理お
よびコンプライアンス事務局から承認を得る必要があります。また、当社
の方針も参照してください。

副業に関する利益相反の回避
Leidosにおけるあなたの職務に相反する可能性がある副業には、事前の承認
が必要です。状況を完全に開示し、マネージャーと倫理およびコンプライ
アンス事務局からガイダンスと承認を受けるまで、自分の職務に関して利益
相反するように見えてしまう職業に付くことを避けなければなりません。顧
客、競合他社、またはサプライヤーからの仕事のオファーなど、副業や仕事
の機会について質問がある場合は、マネージャーと、倫理およびコンプライ
アンス事務局に相談してください。個人的な利益相反に関する審査と承認要
求プロセスも参照してください。
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贈答品に関する利益相反の回避
贈答品の授受は、利益相反であるという認識を生み出し、私たちの意思決定
やパートナーの意思決定を損なう恐れがあります。政府である当社の顧客
や、多くの場合、当社のサプライヤーも、贈答品の受領を厳しく禁止してい
ます。そのため、当社の方針で許可されている場合を除き、相反であるとの
誤解すら避ける観点から、当社は顧客に贈答品を贈ったり、サプライヤーか
ら贈答品を受領したりすることはありません。

組織に関する利益相反の回避
また、組織に関する実際の利益相反（OCI）や、利益相反の可能性を回避す
るように努めるべきです。OCIは、Leidosが政府に対し公平な支援やアドバ
イスを提供できない、またはその可能性がある場合、政府との契約を履行す
る際の客観性が損なわれている、またはその可能性がある場合、または競合
他社に関する供給元業者選択情報または関連する非公開情報にアクセスで
きる場合に発生する可能性があります。契約担当官が、Leidosに実際のOCI
やOCIの可能性があると判断した場合、様々な影響がありますが、とりわ
け、Leidosが特定の契約の入札から除外されたり、特定の契約を獲得する資
格を失ったりする可能性があります。

以下の場合は注意してください：

 f Leidosがシステムエンジニアリングや技術的な方向性を提供したり、仕
様や作業指示書を準備したり、第三者の非公開の専有情報や供給元選択
情報にアクセスするタスクが業務に含まれている。

 f Leidosが入札に関心を持つ可能性のある将来の機会のために、要件や条
件を設定したり、影響を与えたりする。

 f 自社の製品やサービス、または競合他社の製品やサービスを評価または
推奨する。

これらのいずれかの状況が存在する場合や、OCIの可能性について質問があ
る場合は、実際のOCIやOCIの可能性を評価してこれに対処できるよう、契
約チームおよび法務担当者と協力してください。

採用に関する利益相反の回避
雇用に関する話し合いや、現職の米国政府職員または元米国政府職員の採用
に関与する場合は、適用されるすべての法規制を遵守する必要があります。
軍人を含む現在の米国政府職員と、Leidosでの雇用の可能性について話し合
うことは、例え非公式な話し合いであってもありません。ただし、これらの
政府職員が、Leidosの契約や問題に関与する資格を自ら辞退するか、所属す
る機関から明示的な権利放棄を受けた場合はこの限りではありません。

採用におけるインテグリティを確保するという私たちのコミットメントは、
会社を辞めた後も継続します。Leidosに雇用されている間、およびその後1
年間、Leidosの従業員は、Leidosを辞めるように他の従業員を勧誘したり、
それを試みたりすることがあってはなりません。不明な点がある場合は、当
社の人材配属方針または専有情報、発明、および勧誘禁止契約（PIIN）を参
照してください。
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以下の点に留意してください

利益相反の発見と交渉は難しい場合があります。利益相反の可能性に
直面したときは、必ず声を上げて質問してください。

https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/lp_lg_12_gifts_gratuities_and_entertainment_r10pdf
https://prism.leidos.com/legal/contracts_and_subcontracts
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https://prism.leidos.com/legal
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_hr_5_staffingpdf
https://prism.leidos.com/legal/ip_legal/ip_legal_folders/employee_proprietary_information_inventions_and_non_solicitation_agr


Q 質問

LEIDOSのプロジェクトマネージャーであるフランシ
スは、「INSCOPE」として知られる、次回の調達の
作業指示書の草案作成で連邦機関を支援しました。契
約が完了して間もなく、同機関は、INSCOPEプログ
ラムの要請書を発行しましたが、それには、フランシ
スを含むLeidosの担当者が作成した作業明細書が含ま
れていました。同プロジェクトはそれほど大きいもの
ではなく、フランシスは、自社の過去の業績が、この
主要顧客との関係を強化する可能性が高いと考えてい
ます。Leidosは、要請書に応じてオファーを提出する
予定です。これは実際のOCIか、OCIの可能性に当た
りますか？

A 回答

はい。その契約がLeidosと主要顧客との関係を強化し
たとしても、契約担当官には、政府の作業指示書の草
案を作成した結果として、Leidosが不当な競争上の優
位性を得たと判断する合理的な根拠があります。OCI
の可能性に気付いたフランシスは、契約部門および法
務部門に連絡し、利益相反の可能性を回避、軽減、ま
たは無効にする方法を模索する必要があります。
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私たちは正確な記録を維持
します
当事者意識と透明性は、当社の事業活動を導きます。これには、Leidosが情
報を記録および管理する方法も含まれます。私たちは、Leidosの方針におけ
る規定と手順、適用される法律、規制、および契約上の要件を、常に遵守す
る必要があります。全従業員は、自分が作成したり、アクセスしたりする文
書や記録、または自分の職務で責任を持つ文書や記録に関連する規則を理解
し、これを遵守するべきです。従業員は詳細なガイダンスについてマネージ
ャーに相談し、Leidosの記録保持方針およびLeidosセキュリティ基準慣行お
よび手順（SPP）を参照するべきです。いかなる理由があっても、記録を隠
ぺい、変更、改ざんしてはいけません。

私たちは正確に報告します
財務情報と開示、または政府の開示や公示、または規制見直しのためのレポ
ートを適切に提出する責任を負う者は、会社のすべての規則と手順に従うよ
うに注意する必要があります。私たちは、正確でタイムリーかつ完全な情報
を財務および管理機能に提供し、内部統制のあらゆるシステムを遵守し、す
べての情報セキュリティ方針および慣行に従います。

以下の点に留意してください

すべての報告と記録管理は、当社の事業活動を正確に反映し、常に当
社の会計および記録管理プロセスと法律に準拠したものでなければな
りません。

私たちは勤務時間の正確な記録を保持します
また、毎日の業務に費やした時間の記録を、全員が完全かつ正確に保持する
必要があります。人件費が正確に記録されていることは重要です。不正確で
ある場合は、Leidosと従業員の両方に重大な罰則が科せられる可能性があり
ます。タイムシートを確認する者は、矛盾を発見した場合、質問する必要が
あります。不明な点がある場合は、時間料金方針をご覧ください。

私たちは経費を正確に記録・報告します
経費も事業記録です。そのため、Leidosのすべての事業情報をまとめる時と
同様の注意を払って、経費報告を行う必要があります。常に正確かつ完全に
経費を記録し、払い戻しのために、それらが適切に分類され、正しいコード
に割り当てられていることを確認する必要があります（例：控除可、控除不
可など）。不明な点がある場合は、出張および経費方針をご覧ください。

不正確な、または虚偽の記録や報告を知った場合、	
私たちは声を上げます
疑わしい会計、財務報告、時間管理、経費報告、または監査の問題に関して
懸念がある場合は、申し出てください。当社には、法律を遵守し、正確な帳
簿と記録を維持することが求められています。あなたの上司を含む誰かが、
不正確な記録を保持したり、不正確な報告を行うようあなたに指示したりし
た場合は、すぐに声を上げて、最高財務責任者、会計監査役、法務部門、ま
たは当社の規範に記載されているいずれかの報告オプションに懸念を伝える
べきです。
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私たちは当社の資産を保護
します
当社がダイナミックな組織であり、ビジネスの課題に敏捷に対応できる要
素の一部は、リソースを慎重に使用することです。私たち全員が当社の資
産を保護し、顧客や他者の資産を慎重に管理する必要があります。

当社の製品、サービス、テクノロジーの開発に費やした私たちの努力も保
護される必要があります。会社の機密情報や専有情報を、権限がない人に
開示しないように、誰もが注意しなければなりません。Leidosの機密情報お
よび専有情報は、機密保持契約やその他の類似の契約、および/または適切
な経営陣の承認を得た場合にのみ、適用される機密保持義務の下で、第三
者に開示することができます。

この情報を安全に保つという私たちのコミットメントは、Leidosでの雇用
が終わった後も継続します。特許、著作権、商標、企業秘密、専有情報な
ど、雇用の過程で私たちが作成する知的財産（IP）は、Leidosの所有物であ
ることに留意してください。

Leidosの仕事以外で作成された個人のIPや、以前から存在するIPを所有する
ことはできますが、そのような外部のIPや、以前から存在するIPをLeidosに
持ち込むこと、Leidosの担当者またはLeidosの顧客に開示すること、または
法務部門による事前の書面での承認なしに、Leidosの作業成果物に組み込む
などしてはなりません。
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私たちはプライバシー	
と機密を保護します
私たちが行うすべてのことの核心は、インテグリティへの揺るぎないコミッ
トメントです。私たちは個人のプライバシー権を尊重し、次を遵守します。
（i）プライバシーおよびデータ保護法、規則、規制、およびベストプラク
ティス（ii）内部および外部のプライバシーに関する声明、方針、および手
順。また、顧客との契約におけるプライバシー関連の要件と義務も遵守し	
ます。

日常において、これはどういう意味なのでしょうか？以下の通りです：

 f 正当な業務目的で必要な場合にのみ、個人情報にアクセスし、最低限必
要なものだけを使用し、職務を遂行するために必要とする者のみに、そ
の情報を開示します。

 f サプライヤー、元請業者、下請業者など、Leidosと契約関係にある承認
済の第三者にのみ、個人情報を転送または共有することができます。こ
のような共有は、以下の対象となります。（i）当社のプライバシー方針
（ii）関連する契約上の義務。個人情報を転送または共有する前に、その
ような契約義務をよく読み、理解していることを確認するべきです。

 f 機密性の高い個人情報や、保護された健康情報へのアクセス、これらの
表示、送信、またその他の方法での取り扱いの際には特に注意を払い、
必要に応じてグローバルプライバシー事務局にガイダンスを求めます。
個人情報と同様に、機密性の高い個人情報および保護された健康情報の
使用、アクセス、送信、および開示は制限されなければなりません。ま
た、これらの種類のデータを保護するために、適切なセキュリティ対策
を利用する必要があります。

 f 同僚の個人情報のプライバシーとセキュリティを保護します。Leidosグ
ローバル従業員のプライバシーに関する通知は、当社と従業員の雇用関
係が継続している間や、雇用関係が終了した後に、Leidosが一般的に収
集する雇用関連情報とその使用方法を説明しています。

 f 特定の状況について確信が持てない場合や、実際のデータセキュリティ
インシデントやデータの損失、またはその疑いを報告する必要がある場
合は、質問をするべきです。そのような懸念は、次のいずれかに報告で
きます：直属の上司、Leidos ITサービスデスク、またはビジネス情報セ
キュリティ責任者（BISO）。また、個人情報の侵害や損失の可能性に関
して、グローバルプライバシー事務局に問い合わせることもできます。
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留意点

Leidosにおける個人情報とは、個人を識別するために、それ単体、ま
たは他の情報と組み合わせて使用できる情報またはデータを意味しま
す。Leidosでは、この用語を「総称用語」として使用します。これに
は、AU（オーストラリア）の個人情報、EU / UKの個人データ、個人を
特定できる情報（PII）、保護された健康情報（PHI）、および機密性の
高い個人情報が含まれます。詳細については、GPOのプライバシーおよ
びデータ保護用語集を参照してください。
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Q 質問

グレタは最近、LEIDOSを辞め、別の組織で働き始めました。自宅で自
分のファイルを調べていた彼女は、メモや連絡ノート、その他のプロジ
ェクト資料を含むいくつかのプロジェクトファイルを見つけました。彼
女は、自分がこの情報を持っているべきではないことを知っています。
そのため、アパートの裏にあるごみ収集箱に捨ててしまいます。これは
問題ないでしょうか。

A 回答

いいえ。会社を辞めた後も、グレタには、Leidosとその顧客の機密情報
や専有情報であると考えられる情報を安全に保つ義務があります。これ
らの資料を、これ以上所持しないようにしたことは適切ですが、それら
を単にゴミ箱に捨てるだけでは、情報を保護するという継続的な彼女の
義務を果たしたことにはなりません。彼女はLeidosに連絡し、資料を迅
速に返却するよう手配するべきです。
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私たちはデータを安全に保
護します
当社がデータを安全に保つことは、顧客やお互いへのコミットメントを示
す上での重要な要素です。私たちは、すべての情報システムのセキュリテ
ィ方針と指令を遵守します。また、必要なときにデータセキュリティに関
するガイダンスを求め、懸念事項やデータセキュリティの問題が発生した
場合に報告できるように、ビジネス情報セキュリティ責任者（BISO）が誰
であるかを知っておく必要があります。誰に連絡すればよいのか分からな
い場合は、Prismのリソースのこのリストを参照するか、グローバルプライ
バシー事務局に連絡してください。

Leidosの情報システムは、機密扱いでない正式なビジネスでの使用のみが許
可されていることを、忘れないでください。マネージャーの承認を受けた
場合にのみ、偶発的かつ重要でないことに、会社の情報システムを使用す
ることができます。私たち全員が、管理下にあるすべてのデータと資産を
保護し、すべての情報が安全に保存、処理、および通信されるようにする
必要があります。

保護が必要なデータ（個人情報、EU個人データ、個人を特定できる情報/
PII、保護された健康情報/PHI、国際武器取引規則（ITAR）/輸出規制情
報、DoDの管理対象防衛情報、管理対象非機密情報を含む）を送信する場
合には、これを暗号化する必要があります。ITAR /輸出規制情報には、米国
人のみがアクセスできます（詳細については、本規範の私たちは貿易およ
び制裁規則に従いますを参照してください）。

方針違反、盗難、実際のデータ侵害やその疑い、またはデータ侵害の可能性
がある場合は、直ちに声を上げ、ITサービスデスク、BISO、および上司に報
告する必要があります。上司に報告することに抵抗がある場合は、Leidosホ
ットライン（855-753-4367）に連絡してください。実名もしくは、匿名で報
告するか選択できます。

Q 質問

レニーは、プロジェクトの仕様と契約義務に関する大量の専有デー
タと機密データを管理しています。仕事の性質上、彼女は頻繁に出
張する必要がありますが、出張中に業務を行うことで生産性を維持
しています。スケジュールが厳しくなる中、レニーは、空港や電車
内で、顧客やプロジェクトに関する機密情報を扱うようになります。
レニーは、機密情報の取り扱いに関する方針を遵守していますか？

A 回答

いいえ。移動中に仕事をしたくなることはあるかもしれませんが、
空港、電車、その他のオープンエリアは、プライベートな場ではな
いことを理解することが重要です。つまり、あらゆる場所で仕事を
するべきではなく、仕事をする場所を選ぶときは、慎重に判断する
必要があります。私たちのノートパソコンや他の電子機器から、他
者が重要な機密情報や個人データを見てしまうかもしれません。こ
の場合、レニーは、この方法でアクセスする情報を制限するための
措置を講じる必要があります。プライベートな場所に移動して、企
業VPNまたは別のネットワークアクセスオプションを介してLeidos
ネットワークに安全に接続できるまで、彼女は機密文書の取り扱い
を待つ必要があります。これらの措置を講じることにより、機密デ
ータを保護し、顧客の信頼を維持できます。
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私たちは内部情報を保護し
ます
Leidosに関する内部情報を知っている従業員とその家族は、Leidosの株式	
を売買してはいけません。

あなた自身が内部情報を所有している間にLeidos株式を取引することや、	
他者にそのことを伝えてLeidosの株式の取引を可能にすることは法律違反	
となり、重大な罰金や罰則が科せられる恐れがあります。また、Leidosで
の職務で学んだ内部情報を所有している間は、Leidosの顧客、ベンダー、	
サプライヤー、またはその他のビジネスパートナーの株式の取引を控える
べきです。	

不明な点がある場合は、当社のインサイダー取引方針を参照するか、法務部
門に問い合わせてください。

留意点

内部情報とはどのようなものでしょうか？内部情報とは、投資家が株
式の売買を判断する際に重要だと考える、（プレスリリースなどを通
じて）まだ公開されていない情報のことです。「重要な未公開情報」
と呼ばれることもあります。

Q 質問

ディエゴは、元請業者である顧客と着手している新しいプロジェク
トを非常に楽しみにしています。上場企業でもあるその顧客は、同
社の製品とサービスに革命をもたらす新しい方式を開発しました。
顧客はまだ、その新しい情報を一般に公開していません。義理の兄
弟がその業界に関心を持っていることを知っているディエゴは、そ
の新しい方式について彼に話します。これはLeidosに関する情報で
はありませんし、ディエゴはその顧客の株式を取引していないので
構いませんか？

A 回答

いいえ。ディエゴ自身が株式を取引していなくても、他者に知らせ
たり、内部情報を漏洩したりすることは当社の方針に違反し、法律
にも違反している可能性があります。これは、ディエゴにとって深
刻な結果につながる可能性があります。
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私たちは責任を持ってコミ
ュニケーションを取ります
Leidosの従業員は、強力なブランドアンバサダーです。私たちは、自分たちの
仕事に情熱を注いでいます。そのため、必然的にそれを他者と共有したくな
ります。ですが、当社の評判を守るために、一般の人々とコミュニケーショ
ンを取る前に慎重に考える必要があります。自分が伝えようとしていること
が、Leidosのビジョンや価値観を反映しているかどうかを自問しましょう。

最善を尽くして、優れた判断と常識を働かせるようにしてください。外部
発表の承認をまだ受けていないLeidosやその顧客に関する情報は開示しない
でください。一般的に使われるよい方法は、当社のWebサイトやソーシャ
ルメディアアカウントなどの公式コミュニケーションチャネルを通じて、
その情報がすでに公開されているかどうかを自問することです。確信が持
てない場合は、その情報を投稿しないでください。

記者、ブロガー、または影響力を持つその他の人からアプローチされること
があるかもしれませんが、会社を代表して公式に発言できるのは、権限のあ
る従業員のみです。メディアから問い合わせを受けた従業員は、すぐにその
情報を、メディアリレーションズチームに伝える必要があります。許可を受
けていない限り、たとえ「ノーコメント」というような反応を示すだけであ
っても、記者と関わるようなことがあってはなりません。

効果的なブランドアンバサダーになる方法の詳細については、当社のコミ
ュニケーション手順およびソーシャルメディアの使用に関する規則を確認
するか、Leidosコミュニケーションチームに問い合わせてください。

以下の点に留意してください
ソーシャルメディアを使用する際は、投稿する前によく考えて、責任
を持って使用してください。

私たちは職場外での不正行
為を回避します
会社の評判とブランドは、最も価値のある資産のひとつです。会社のイメ
ージとアイデンティティを前向きに反映する形で行動することが、Leidosの
従業員に期待されています。職務遂行能力を損なったり、会社の評判や事
業利益を傷付けたり、会社を悪評にさらすような、職務外の犯罪行為やそ
の他の違法行為に関与するLeidosの従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象と
なる場合があります。

おそらくは恒久的に公開された状態になる可能性がある
ため、自分が書くものの内容に注意してください。

当社の代表としてではなく、あなた自身の意見であるこ
とをきちんと明確にしてください。

オンラインで嫌がらせに関わったり、機密情報や個人情
報、または専有情報を開示したりしないでください。これ
を行うと、当社の規範と方針に違反することになります。

過剰な共有は避けてください。オンラインで連絡先を追
加するとき、または個人的に知らない人と直接会話をす
るときは注意してください。

ソーシャルメディアへの投稿や寄稿の際に参
照するべきガイドラインは次のとおりです：
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Q 質問

LEIDOSで数年間働いているベラは、会社について多くのことを知って
います。最近、彼女のFacebook上の友人が、当社に関する記事をオンラ
インで投稿しました。ベラはすばやく自分の意見を返信し、当社に関す
る彼女の経験と知識を引き合いに出して、記事のいくつかの点に反論し
ました。Leidosを代表して話すことは、彼女の職責ではありません。こ
れは問題ないでしょうか。

A 回答

いいえ。ベラは、Leidosに代わって意見を述べたり、機密情報や機密
情報かもしれない情報をオンラインで漏らしたりするべきではありま
せん。自分がLeidosの従業員であることをオンラインで明らかにした場
合、彼女は、自分が投稿した意見やアイデアは、すべて自分自身に属す
るものであり、当社とは関係がないことも明確にする必要があります。
ベラのコメントが肯定的なものであるかどうかは関係ありません。当社
のコミュニケーション方針の下、当社に関する問題についての自分の立
場の表明や、当社の事業についてのコメントは許可されていません。
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私たちは尊重し合う職場を
維持します 
コラボレーションとイノベーションは、私たちがチームとして協力してこそ
実現します。チームを成功させる鍵は、敬意と包括性のある職場環境です。
私たちは全員が、差別やハラスメントのない、安全で健全な環境を作り、こ
れを維持するためにできることをしなければなりません。いかなる従業員や
マネージャー、監督者、関係者、および非従業員による、歓迎されない行為
や不適切な行為も防止することが私たちの目標です。

留意点

何が尊重し合う職場環境を作るのでしょうか？それは、私たち自身で
す。私たちが共有する作業空間は、お互いを尊重し合い、配慮し合う
場所でなければなりません。そして、職場での自分の行動が、前向	
きで敬意ある雰囲気に貢献しているかどうかを自問する必要があり	
ます。

従業員を、セクハラを含む職場でのハラスメントの対象にする者を、Leidosは
一切容認しません。また、脅迫的、敵対的を表す、または不快な雰囲気を作
り出すなどの行為や、ハラスメントの拒否や報告を理由とした報復を一切容
認しません。

留意点

ハラスメントには、いじめだけでなく、一方的で歓迎されない、脅迫
的、または不快なやり取りや行為（触ること、見つめること、性的関
心を寄せること）が含まれますが、これらに限定されません。口頭に
よるものや、身体的なもの、または書面によるものもハラスメントに
なります。

セクシャルハラスメントには、歓迎されない誘い、性行為の要求、
または雇用やその決定への明示的または暗黙的な関連付け、仕事の
パフォーマンスの不当な妨害、威圧的、敵対的、または不快な環境
の創出、性的な性質を帯びたあからさまな行為や言動を含みます
が、こられに限定されません。
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あなた自身やハラスメントの対象となっている、または他者がハラスメン
トの対象になっていると考えられる場合は、マネージャーまたは当社の規
範に記載されているいずれかのリソースに、その問題を直ちに報告する必
要があります。詳細については、ハラスメントのない職場に関する手順を
参照してください。

多様性も、私たちのコラボレーションの取り組みの重要な要素です。私た
ちは、従業員が尊重され、目標を達成できるような、様々な視点と才能が
存在する包括的な環境を提供することで、自分たちがより強くなることを
知っています。

Leidosは、雇用機会均等に真摯に取り組んでいます。不明な点がある場合
は、雇用機会均等および差別禁止に関する手順をご覧ください。ハラスメ
ントや差別の問題は深刻です。そのような問題の可能性に直面した際は、
率直に声を上げ、質問する必要があります。

性別 人種 肌の色 年齢 出身国 市民権

身体的または精	
神的障害 病状 遺伝情報

妊娠していること	
（出産、または授乳を含むがこ
れに限定されない関連する医療

的状況を含む）
家族構成 婚姻歴

性的指向 性同一性または性
表現

退役軍人また	
は軍人として	
の地位

民族 宗教 法律で保護されてい	
るその他の理由

すべての雇用慣行は、個人の能力と資格に基づいている必要があります。 
以下は問いません：
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Q 質問

シモーネは、現地施設での採用を担当する人事マネージ
ャーです。彼女は新しい仕事のために、何人かの優秀な
候補者と面接を行いました。彼女は、最終選考に残った
男性と女性の二人のうち、どちらかを選択することにし
ます。女性候補者は妊娠中です。シモーネは、この女性
候補者が休暇を求めたり、仕事にしっかりと取り組めな
かったりするのではないかと懸念しています。最終選考
に残った二人は、両者とも同様の資格を持っています。
女性候補者が休暇を求めたり、仕事にしっかりと取り組
めなかったりのではという懸念に基づき、シモーネが妊
娠していない方の候補者に仕事を提供することにした場
合、何か問題はありますか？

A 回答

はい。性別、病状、妊娠など、法的に保護された特性	
に基づいて雇用決定を行うことは、当社の方針に違反	
します。
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私たちは安全で健全な職場
を促進します 
安全でない状態や行動、薬物乱用、またはその他の容認できない行為によっ
て私たちの努力が脅かされたり、侵害されたりする場合、私たちは敏捷なチ
ームとして働き、コミットメントを果たすことはできません。私たちは、誰
にとっても安全な職場環境を構築し、これを維持することによってのみ、繁
栄し成功することができます。

多くの環境・衛生・安全（EH&S）に関する法律および規制が、世界中の当
社の事業活動に適用されます。当社はまた、従業員や顧客、ビジネスパート
ナー、地域社会、近隣住民の健康と安全、および環境を保護する形で事業を
行うことに真摯に取り組んでいます。Leidosは、最先端のEH&S慣行を製品
とサービスに組み込むことに努めており、保護 、汚染防止、廃棄物削減、
リサイクルを通じて、持続可能性の向上に取り組んでいます。

安全な職場とは、脅威や暴力のない職場のことで
す。Leidosは、当社のすべての施設および職場で
以下を禁止しています：

銃器

その他の武器

爆発物または点火装置（花火）

発火装置

身体的危害を加えるために使用される他の物品
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職場での安全性とは、危険に目を配り、リスクを最小限に抑え、規定され
たEH&S手順とトレーニングに従って活動を行うことを意味します。企業の
EH&Sプログラムマニュアル、各ロケーションまたは契約に固有の安全プロ
グラム、または当社のEH&S方針で特定されているこれらの安全要件を理解
し、当該要件を満たす責任を、私たち全員が果たさなければなりません。	
職場の環境、衛生、安全について質問や懸念がある場合は、上司または
EH&S部門のメンバーに連絡してください。

Leidosは、アルコールの乱用だけでなく、違法薬物の使用、販売、所持、
交換が厳しく禁止されている、薬物のない職場を維持しています。この禁
止事項には、所有者に合法的に処方されたもの以外の処方薬が含まれま
す。Leidosの従業員および関係者は、薬物スクリーニングおよび/または定
期検査（職務適性検査を含む）の対象となります。不明な点がある場合は、
薬物のない職場に関する手順をご覧ください。

また、デリケートな当社の仕事の性質、および当社の情報と顧客の情報を安
全に保つという私たちのコミットメントに従い、最高セキュリティ責任者の
事前の承認なしに、次の物品を職場に持ち込むことは許可されません：

	f カメラ

	f 無線送信装置

	f 録音装置

	f 監視機材

携帯電話や、カメラや録音機能を備えたその他の電子機器の使用は許可され
ていますが、施設のセキュリティ責任者または上級経営者の承認なしに、こ
れらの機器のカメラや録音機能を使用することは禁止されています。

従業員の安全とセキュリティに関する懸念は、非常に深刻に受け止められてお
り、マネージャー、EH&S部門、または企業セキュリティに直ちに報告される
必要があります。安全上の懸念に直面した場合、私たち全員が声を上げるべき
です。Leidosホットライン（855-753-4367）またはセキュリティオペレーシ
ョンセンター（855-663-5343）に電話することもできます。差し迫った暴力
の脅威は、直ちに法執行機関に報告されるべきです。これらのテーマについて
質問がある場合は、当社の職場環境に関する方針を参照してください。
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私たちは当社の顧客への義
務を履行します 
請負業者、特に政府の請負業者として、当社は義務を完全に履行します。契
約で指定されたものの代わりとして、不適切な代替品、サービス、またはス
タッフを使用することはありません。また、必要なテストや検証要件を回避
したり、改ざんしたりすることもありません。当社の進捗レポートと契約成
果物は、要求通りに、正確かつ完全なものです。

私たちは公正で正確な請求
書を提出します
当社は、各顧客のために取り組んでいる各プロジェクトの時間とリソースに
ついて、正確な勘定を記録します。また、すべての請求書が、当社が行った
作業や同意した契約条件を正確に反映しているようにします。当社は、時間
やリソースを誤って記録したり、不正確な記録を作成したりしないように注
意します。顧客への請求書の情報を記録する方法が分からない場合や、顧客
への請求書に関して質問がある場合は、マネージャーまたは財務部門に連絡
し、当社の財務および会計方針を参照してください。

私たちは顧客のリソースと
データを保護します
私たちは、当社が保護、保管、または管理するすべての顧客リソースと専有
データの注意深い番人として機能します。顧客の資産と専有データを取り扱
う場合、当社は顧客のあらゆる要件を遵守し、自社の資産や専有データの取
り扱い適用されるのと同じ基準と手順に従います。私たちは当社の資産を保
護します、私たちはデータを安全に保護します、および私たちはプライバシ
ーと機密を保護しますを参照してください。

Leidosの従業員は、他者の機密、プライバシー、または知的財産権を故意に
侵害してはいけません。もし誰かが、第三者の専有データやある個人の個人
情報をあなたに開示し、その情報が機密情報や専有情報であることをあなた
が知っている、またはそうであると疑っており、その情報を開示した人物が
開示の権限を持っていない場合、その情報の使用や開示を行ってはなりませ
ん。開示してしまった場合は、マネージャーまたは当社の規範に記載されて
いる別のリソースに報告する必要があります。

私たちは、第三者の著作物の無断使用や配布も行いません。そのような資料
の使用について質問がある場合は、当社の知的財産方針を参照するか、契約
POCまたは法務部門に連絡してください。
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Q 質問

サリーは、新しい顧客と働いています。その顧客は、自分たちが以前に
一緒に働いたことがある競合他社のビジネスファイルを彼女に提供しま
した。そのファイルには、当社にとって将来の仕事に役立つかもしれな
い、独自のプロセス情報が含まれているようです。サリーは、この情報
を自ら取得したわけではありませんし、自ら求めたわけでもないので、
彼女がその情報を見たり、使用したりしても大丈夫ですか？

A 回答

いいえ。サリーは、その情報を見たり、誰かに転送したりするべきでは
ありません。すぐにマネージャーに通知するべきです。当社は、現在の
顧客や過去の顧客に、私たちの専有情報を競合他社と共有して欲しくあ
りません。また、当社の知的財産方針は、他者の専有情報と知的財産権
を尊重することを私たちに求めています。
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私たちは機密情報と専有情
報を保護します 
私たちは、Leidosでの職務で学んだ機密情報や専有情報を、自分たちの金銭
的利益のために使用しません。Leidos、パートナー、顧客、またはその他の
第三者の専有情報の直接的または間接的使用の伴う事業の開始や、金銭的合
意の締結を行うことはできません。

外部の関係者と協働しており、機密情報や専有情報を交換する場合は、秘密
保持契約（NDA）、または類似の契約を相手方と締結する必要があること
に気を付けてください。NDAまたは類似の契約をいつ使用するかについて
質問がある場合は、契約POCまたは法務部門に連絡してください。

私たちはインサイダー脅威
に対し防衛手段を講じます
極秘扱いの政府業務を行うLeidosのような組織には、インサイダー脅威を検
出、抑止、および軽減するための監視プログラムを実施することが、法的に
義務付けられています。Leidosは、潜在的なインサイダー脅威の活動を特定
し、職場に対する以下の種類のリスクを軽減するように作成された、インサ
イダーリスク管理プログラム（IRMP）を導入しています：

 f IPの盗難と誤用

	f その他の資産の盗難

	f 妨害工作 

	f 詐欺

	f スパイ行為

	f その他の職場での混乱

審査済と未審査の従業員およびLeidosの代理として業務を行う職員は、適用
される米国の法規制、世界の法規制、および現地の法規制に従い、IRMPの対
象となります。

不適切なインサイダー活動が疑われる場合や、IRMPについて質問がある場合
は、マネージャーまたは本規範に記載されているいずれかのリソースと直ち
に話し合ってください。
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私たちは適用されるすべて
の腐敗防止法および規制を
遵守します
当社は、贈収賄や腐敗行為を行いません。Leidosや他者のためのビジネス獲
得や維持を目的として、政府職員やビジネスパートナーの行動に影響を与え
るような価値のあるもの、または政府職員やビジネスパートナーが雇用主に
対して負う義務に違反するような価値のあるものを、不当な利益を得ること
を目的として提供、約束、申し出、または承認することがあってはなりませ
ん。また、当社に代わってそのような活動に関与させるために第三者を雇っ
てはなりません。これに加えて、第三者との間で、書面によらない合意、原
契約への修正、付随的合意を行うことは固く禁じられています。

さらに当社は、顧客、ベンダー、下請け業者など、いかなる当事者からのキ
ックバックも要求したり、受け入れたりすることはありません。困難な状況
においても、私たちは責任を負い、お互いへのコミットメントを忘れず、腐
敗した活動への関与を拒否する勇気と誠実さを示します。

留意点

価値のあるものとは、非常に幅広い概念です。現金、謝礼 、手数料、
クレジット、現金同等物（ギフトカードなど）、贈答品、便宜、食
品、接待、雇用の約束、その他の機会が含まれます。

政府職員には、政府の部局、政府が管理する組織や団体、政党、国際機
関、および政府職員の従業員または政府職員の代理として行動する個
人が含まれます。政府職員の家族もまた、国際的な汚職防止法の観点か
ら、政府職員として扱われなければなりません。

自由裁量でない政府の通常の業務を迅速化させるために、政府職員に価値の
あるものを提供して便宜を図ってもらうための支払い（つまり「賄賂」の支
払い）を行ってはなりません（例：出荷許可や、ビザの処理を早急に行って
もらうために公務員に金銭を支払うこと）。

私たちは、当社の倫理方針や、当社が事業を行っているあらゆる場所の手順
に従って行動します。

詳細やガイダンスについては、国際腐敗防止方針および国際腐敗防止コンプ
ライアンス計画を参照してください。また、懸念がある場合は、企業国際規
制コンプライアンス事務局または本規範に記載されているいずれかのリソー
スに連絡することもできます。

Q 質問

ジョサイアは、政府契約のために提案書を作成しました。顧客である
政府は現在、Leidosの下請け業者として、ジョサイアが元政府職員と
契約することを要求しています。その元政府職員は、その契約の事前
交渉に従事していました。ジョサイアはどうするべきでしょうか？

A 回答

ジョサイアは、その案件を上司または本規範に記載されている他の報
告リソースのひとつに直ちに報告する必要があります。仕事の申し出
は、確実に「価値のある」ものであり、明らかに賄賂を意味します。
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私たちは公正に競争します
Leidosが成功しているのは、そのアジリティとイノベーションのおかげだけ
ではなく、インテグリティの原則を厳格に遵守しているからです。当社は、
ビジネスで勝利するために不正行為をすることはなく、公正でオープンな競
争慣行に取り組んでいます。当社はあらゆる適用法を遵守し、競合他社や競
合他社になり得る会社と共謀して、次のことを行うことはありません：

	f 価格協定または入札の調整

	f 顧客、市場、担当地域の分割

	f 製品の生産や販売の制限 

	f サプライヤーや顧客へのボイコット

詳細なガイダンスについては、当社の方針を参照してください。

私たちは責任を持って政治
プロセスに参加します
政府問題コンプライアンスハンドブックは、Leidosが政治プロセスにどのよ
うに参加するかを説明しています。連邦法の下、Leidosは、連邦選挙に関連
して、直接的な政治献金を行うことを禁じられています。「ペイ・トゥ・
プレイ（pay-to-play）」法のある法域では、個人的な献金や特定の家族から
の献金を含むすべての献金は、Leidosの方針に従って承認および開示される
必要があります。またLeidosは、従業員が政治プロセスに参加することを奨
励していますが、公職に立候補したり、官職への任命を受け入れたりする
前に、外部活動要請の承認プロセスを通じて、政府問題委員会から承認を
得る必要があります。

Leidosは、政府問題事務局を通じて、法的に許される政治行動委員会
（PAC）を維持しています。州および地方の政治家への献金、Leidosの
施設の使用、資金調達活動など、会社の資金を使用するすべての政治活動
は、政府問題委員会による事前承認が必要です。当社の仕事は、公務員と
の緊密な協力を必要とする場合があります。このような関係に携わってい
る場合は、調達ロビー活動法を含む、贈答品およびロビー活動に関する適
用法をよく理解し、適切な開示ができるよう、政府問題事務局と調整する
必要があります。何が許可されるのか、またどのように進めるかについて
質問がある場合は、政府問題コンプライアンスハンドブックを参照し、当
社の政府問題事務局に連絡する必要があります。
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私たちは公平かつ正直にビ
ジネスを行います
当社には競争力があります。課題に挑戦し、強いコミットメントと粘り強さ
を示すことが、当社の仕事のやり方です。ですが、それは決して、当社の価
値観を妥協したり、手を抜いたりすることにつながるべきではありません。

私たちは、契約どおりに、すべての仕様、要件、および条件に準拠して業務
を実行します。品質、テスト、そしてリソースにおいて手を抜くことはしま
せん。

調達プロセスにおいて、当社は調達インテグリティ法のあらゆる規定を遵守
する必要があります。同法は一般的に以下を禁止しています：

	f 法律、入札、提案書、または供給元業者選択によって規定されている場
合を除き、進行中の連邦調達に関連する情報を意図的に取得すること

	f そのような情報を、権限のない人物に開示すること 

	f 現職の政府調達担当官/契約担当官または元政府調達担当官/契約担当官と
の雇用に関する話し合い、これらの人物の雇用、またはこれらの人物へ
の報酬提供を行うこと

不明な点がある場合は、当社の方針を参照してください。

私たちは科学における真実
を忠実に守ります
当社は、科学の進歩に必要なデータの解釈や判断における、正直な違いの表
現を受け入れます。ただし、科学的な不正行為に関与しないように、会社を
代表して行う表明には注意する必要があります。不正行為には、偽造、改ざ
ん、盗用だけでなく、研究の提案や実施や研究の報告、および当社の事業を
一般的に実施する上で、科学技術コミュニティ内で通常容認される慣行から
逸脱するその他の慣行が含まれる場合があります。「科学における不正行
為」の疑いのある案件は、マネージャー、法務部門、または本規範に記載さ
れているその他のリソースのひとつに報告される必要があります。
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私たちは人権を尊重します
当社の成功は、協力関係だけでなく、私たちの共通性と多様性における強
みに基づいています。私たちは、当社の業務における様々な文化、習慣、
人種、宗教、政治制度、および当社の業務に適用されるあらゆる法律を歓
迎します。当社の使命と価値観は、人間の尊厳と基本的人権に対する揺る
ぎない敬意を反映しています。

当社は人権侵害を非難し、ビジネスと人権に関する国連（UN）の指導原則
を支持します。当社には、事業運営において人権を尊重する責任があり、
人権を保護および尊重し、人権侵害を是正するために国連の枠組みを遵守
します。また、当社が取引を行うすべての人が、人権の尊重において、同
様の基準を遵守することを期待しています。

私たちは国際貿易コンプラ
イアンス規則に従います
Leidosは世界中で事業を展開しています。そのため、当社の業務に適用され
る可能性のある、あらゆる国際貿易コンプライアンス規則を認識しておく必
要があります。これらの規則には、複雑な貿易および制裁の法律や規制が含
まれており、こうした法規制が対象とする事業活動や当事者は、急激に変
化する可能性があります。あなたの職務に、製品、サービス、または情報の
輸出、再輸出、輸入、または転送など、何らかの形で国際的な活動が含まれ
る場合は、適用される規制と、その活動を対象とするLeidosの内部方針およ
び手順に注意する必要があります。世界のあらゆる場所、または例え米国内
であっても、外国人に製品、サービス、または情報を提供する際は、あなた
が事業を行っている国からの事前許可が必要になる場合があることを知って
おくべきです。これには、米国務省または商務省も含まれます。違反した場
合、Leidosと個々の従業員の両方に、将来の政府業務からの締め出し、契約
の喪失、多額の罰金、個人の懲役など、重大な民事および刑事罰が科せられ
る可能性があります。

当社の貿易コンプライアンスプログラムには、以下のリソースが含まれてい
ます：

	f 法務顧問室の企業国際規制コンプライアンス事務局は、会社全体の貿易
コンプライアンスを監督しています。

	f グループの国際貿易マネージャーは、担当するライン組織に対し、日々
のコンプライアンスと支援を提供する責任があります。

	f 企業国際規制コンプライアンスページは、Leidosの従業員に、コンプラ
イアンスに関する特定のガイダンスと指示を提供します。

詳細やガイダンスについては、Leidosの輸出、輸入、および制裁の遵守に関
する方針または国際貿易コンプライアンス計画を参照してください。懸念
がある場合は、法務部門に相談することもできます。

従業員の健康と福祉、そして安全を支援すること

ハラスメントや差別のない包括的な職場環境を	
育むこと

人身売買と強制労働の利用と闘うこと

当社の製品において、対象国の武装グループに利益をも
たらす「紛争鉱石」の使用を防止すること

従業員、顧客、サプライヤーとの関係においてインテグ
リティと公正さを促進すること

環境を保護し、私たちの地域社会を支援すること

これらの目標を推進し、人権を強化するため
に、Leidosは以下の目的のために方針を実践
しています：
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Q 質問

ソンドラは、長い付き合いのある顧客から、あるプロジェクトのために
急ぎの注文を受けました。ソンドラは、使われているテクノロジーのせ
いで輸出ライセンスの取得が必要になるかもしれないことを懸念してい
ます。過去の経験から、ライセンスの取得に数週間以上かかることがあ
るのを知っているからです。その顧客は、何年もの間、Leidosと良い関
係を保ってきたため、彼女は、そのテクノロジーをその顧客がプロジェ
クトの一環として悪用することはないだろうと確信しています。彼女は
輸出許可を確保せずに、その注文を進めるリスクを冒すべきですか？

A 回答

絶対にいけません。輸出に関する法律や規制に違反した場合、ソンドラ
とLeidosのどちらも、重大な罰則に直面する恐れがあります。当社は毎
回正しく行動し、必要に応じて適切なライセンスを要求します。質問が
ある場合、彼女は自分のマネージャーに尋ねて、貿易コンプライアンス
のリソースを参照するべきです。
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権利放棄 
執行役員のために、当社	
の行動規範を放棄できるのは、	
取締役会またはそのコーポレートガ	
バナンスおよび倫理委員会のみです。

当社の行動規範 42



上司または管理職の誰か

グループ倫理ディレクター、調査ディレクター、または最高倫理
およびコンプライアンス責任者

現地の人事担当者、労働力ソリューションディレクター、または
最高人事責任者  

従業員倫理評議会のメンバー

Leidosホットライン 
	
855-7-LEIDOS （855-753-4367） 	
	
または、独立したサードパーティプロバイダーに接続でき
るhttps://leidos.com/hotlineからオンラインで送信すること
もできます。

Prismの倫理およびコンプライアンスページで入手できる国際ホッ
トライン番号

当社の通常理事会または最高セキュリティ責任者  

当社の会長兼CEO

Leidos取締役会の主任取締役経由で取締役会、コーポレートガバナ
ンスおよび倫理委員会議長、または監査および財務委員会議長 

 

ガイダンスを求めたり、懸念事項を報告した
りする必要がある場合は、次のような多くの
オプションを利用することができます：

各人は、本規範に記載されている報告オプションのいずれかを使用し
て、懸念を報告することができます。

Leidos倫理およびコンプライアンス事務局（hotline@leidos.com）に電
子メールを送信するか、571-526-7200から電話で懸念を報告することも
できます。自分自身を特定するか、匿名で報告するか選択できます。

以下の点に留意してください
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