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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

当社の行動規範 4



当社の価値

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

者に限定され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。
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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？
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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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当社の規範当社の規範はは、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ののCommand Mediaページにあります。

以下の点に留意してください

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：

mailto:leidos-ethics-and-compliance%40leidos.com?subject=
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に関して、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）、国防連邦調達規則補足文書（DFARS）、

米国プライバシー法、連邦取引委員会法（FTC法）、医療保険の相互運用性と説

明責任に関する法律（HIPAA）、公正信用報告法（FCRA）、該当するプライバシ

ー保護法や規制、あるいはその他の規則への違反やその疑いがある場合は、直

ちに報告しなければなりません。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・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

オンラインの独立した第三者プロバイダーにつながるLeidosホットライ

ン。ホットラインへは、電話またはオンラインから報告できます。匿名で

の報告も可能です

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

当社の顧問弁護士、最高セキュリティ責任者、または最高プライバシー

責任者（Leidosのデータプライバシー方針などの個人情報保護に関する方

針や通知、あるいは適用されるデータのプライバシー保護に関する法律

や規制への違反があった場合）

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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トリーナは、ステファンや他の数人を監督するマネージトリーナは、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？

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。

質問Q

回答A



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。 

マネージャーも、懸念がある場合は声を上げるべきです。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。データプライバシー方針な

どの個人情報保護に関連するLeidosの方針や通知、あるいは適用されるデータ

のプライバシー保護に関する法律や規制に対する違反行為やその疑いがある場

合は、できるだけ早くグローバルプライバシー事務局に報告する必要があります。

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。
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ジェマはジェマは、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？

自分が目撃したこと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。
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質問Q 回答A



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

を含む懲戒処分の対象となります。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。 

誠意ある誠意ある報告とは、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。 

留意点
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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。 

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倫理およびコンプライアンス事

務局務局に相談し、当社の企業倫理および行動基準方針、さらに商業調達リソースを

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。こうした関係においては透明性を確

保する必要があります。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。

利益相反利益相反はは、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。 

留意点
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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、たと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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LEIDOSのプロジェクトマネージャーであるフランシスのプロジェクトマネージャーであるフランシスはは、 

「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？

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。

質問Q

回答A
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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、自分が所有または管理している記録（コンピュータのハードド

ライブや、共有ネットワークリソースに保存されている電子記録を含む）を定期的

に見直す必要があります。法令、規制、契約、方針、または業務上の要件を満た

すために保持する必要がなくなった記録は、安全に削除または廃棄しなければな

りません。

従業員は、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。 

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

ビジネス上の経費も業務記録です。そのため、Leidosのすべての事業情報をまと

めるとき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、監査の問題、またはサイバーセ

キュリティの慣行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

と、該当する契約要求事項を遵守し、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。政府との契約または提案に関連するサイ

バーセキュリティ要件の遵守に関する誤説が行われたと思われる場合や、適用さ

れる法律、規制、または契約条項に従ってサイバーセキュリティ事象やデータプラ

イバシー事象が監視または報告されていないと思われる場合、あるいは、Leidos
がサイバーセキュリティに欠陥がある製品またはサービスを政府に提供している

と考えられる場合、それらの懸念を直ちに法務部または倫理・コンプライアンス部

最高責任者に報告するものとします。

すべての報告と記録管理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。

以下の点に留意してください

当社の行動規範 | 当社へのコミットメント18

https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_lg_9_records_retentionpdf
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/security_wiki_articles/leidos_security_standard_practice_and_procedure_spp
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/security_wiki_articles/leidos_security_standard_practice_and_procedure_spp
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_fn_1_timechargingpdf
https://prism.leidos.com/command_media/command_media_folders/policy_lp_fn_2_employee_business_expense_reimbursementpdf


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）データプライバ

シーおよびデータ保護法、規則、規制（ii）内部および一般向けのプライバシーに

関する声明、通知、方針、および手順。また、適用されるプライバシーおよびデー

タ保護関連の契約上の義務も遵守します。 

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、顧客、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、個人情報個人情報を転送または共有することができます。かかる

共有は、（i）データプライバシー方針を含むLeidosのプライバシー方針および

通知、（ii）適用される法律と規制、業界の基準、（iii）適用される契約上の義務

に従うものとします。従業員は、個人情報を収集、転送、共有する前に、当社

のデータプライバシー方針、Leidosの一般向けプライバシーステートメント、お

よび該当するすべての契約上の義務を読み、理解する必要があります。

 f 保護された健康情報（PHI）などの機密性の高い個人情報へのアクセス、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、個人情報や機密性の高い個人情報を保

護するために、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。

 f Leidosの同僚、元従業員、求職者、顧客、見込顧客、サプライヤー、元請業

者、下請業者、ウェブサイト訪問者に関連する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 データセキュリティまたはデータ損失に関する事象が実際に発生した、または

発生した疑いを報告する必要がある場合、あるいは報告する必要があるかど

うか不明な場合は、上司、Leidos ITサービスデスク、またはビジネス情報セキ

ュリティ担当者（BISO）に連絡してください。個人情報の侵害や損失の可能性

に関しては、BISOおよびグローバルプライバシー事務局に直接問い合わせて

ください。

Leidosにおける個人情報個人情報とは、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、AU（オーストラリア）における個人情報、CA（カリフォルニ

ア）における個人情報、EUにおける個人データ、英国における個人データ、

および個人識別情報（PII）を含む「包括的」用語として使用しています。密性

の高い個人情報（SPI）は、個人情報のサブセットで、PHIやその他の特に機

密性が高いと考えられる情報を含んでいます。法域によっては、SPIを収集、

取り扱いまたは共有する前に、当社は追加の要件（例：通知を行い、同意を

取得するなど）を満たす必要があります。

詳細については、プライバシーおよびデータ保護に関するGPO用語

集、Leidosのデータプライバシー方針、グローバル従業員のプライバシーに

関する通知、プライバシーステートメントをご覧ください。

留意点
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グレタは最近グレタは最近、LEIDOSを辞めを辞め、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。

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。

質問Q 回答A
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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Leidos 情報システムセキュリティ方針を遵

守します。Leidos情報システムの適正使用方針の規定に基づき、Leidosの情報

システム、Leidosおよび/またはその子会社が管理するシステム（政府支給の機

器や顧客支給の機器など）にスポンサーとしてアクセスするLeidosの全従業員、

その完全子会社、関連会社の従業員（以下「ユーザー」）は、情報セキュリティ事

象からLeidosを保護するためにこの方針に従う責任を負います。IT資産の紛失・

盗難、システムへの不正アクセス、データの不適切な改変・破壊などの事象は、

財務上の損失、法的責任、法令遵守の欠如などの結果を招く可能性があります。

ユーザーがこの規定に違反すると、雇用解雇を含めて、懲戒処分を受ける結果

になる場合もあります。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、BISOが誰であるかを知っておく必要があります。連絡先が分からない場合

は、Prismのリソースリストを参照するか、情報セキュリティ最高責任者（CISO）

や、サイバーセキュリティリスク管理担当副社長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。すべてのLeidosシステムは、Leidos情

報システムの適正使用方針に従って運用されなければなりません。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。Leidosのメディア保護方針

は、Leidosが所有・管理するすべてのメディアを、Leidosが所有・管理する（また

はしない）システムで使用するための技術的セキュリティ要件、手順管理、および

関連する責任の基本事項を定めています。

保護が必要なデータ（PRD）（気密性の高い個人情報、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

むがこれに限定されない）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、本規範の私たちは国際的な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、実際のサイバーセキュリティ事象やその疑い、またはデータ

漏洩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。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。

報告の際に匿名を希望する場合は、Leidosホットライン（855-753-4367）に連絡

してください。

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？

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。

質問Q

回答A
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私たちは内部情報を保護し
ます
Leidosの従業員は、当社や、当社の顧客、ベンダー、サプライヤー、その他当社

と取引を行う企業に関する重要な非公開情報（「内部情報」）にアクセスしたり、入

手したりすることがあります。内部情報とは、まだ一般に広く開示されておらず、開

示された場合には、会社（当社や、公開金融商品を発行する非公開会社を含む当

社以外の会社）が発行する証券の市場価格に影響を与える可能性の高い、また

は合理的な投資家がその証券の売買を決定する際に重要とみなす情報のことで

す。

従業員として： 

 f Leidosに関する内部情報にアクセスできる場合、または内部情報を保有する

ことになった場合、Leidosの証券の売買を行ってはなりません。 

 f Leidosの顧客、ベンダー、サプライヤー、その他のビジネスパートナーな

ど、Leidosとの関係の過程で入手したこれら他社に関する内部情報を持ってい

る場合、これら他社の証券を取引してはなりません。

 f Leidosとの関わりを通じて知った内部情報を、家族、友人、ビジネスまたはプラ

イベート上の知人など、他の人物に伝達（一般に「情報漏洩」と呼ばれる）して

はなりません。また、そのような情報に基づいて、Leidosの証券や他のビジネ

スパートナーの証券の取引について、いかなる推奨や意見の表明も行っては

なりません。この禁止は、他者によるその情報の利用から利益を受けるか否か

にかかわらず適用されます。

あなた自身が内部情報を所有している間に証券を取引することや、他者にそのこ

とを伝えてLeidosの証券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。

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。

内部情報内部情報とはどのようなものですか？内部情報とは、公表またはその他の

方法（プレスリリースなど）で広められたものではない情報であり、会社（当社

や、公開金融商品を発行する非公開会社を含む当社以外の会社）が発行す

る証券の市場価格に影響を与える、または合理的な投資家がその証券の売

買を決定する際に重要とみなす情報を指します。「重要な未公開情報」と呼

ばれることもあります。

留意点

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？

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、ディエゴにとって深刻な結果をもたらす恐れがあります。 

質問Q

回答A
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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。

しかし、会社の評判を守るためには、世間に発信する前によく考えなければなりま

せん。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、戦略コミ

ュニケーション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。

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。

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。 

以下の点に留意してください

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通りです：
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LEIDOSで数年間働いているベラで数年間働いているベラはは、会社について多くのことを知っていま

す。最近、彼女のFacebookの友人が当社に関する記事をネットに投稿した

のですが、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。 

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。仮にベラのコメントが事実だとしても関係あり

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。

質問 回答AQ
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同僚への 
コミットメント



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。 

Leidosは、職場におけるセクシャルハラスメントを含むハラスメント行為を一切認

めません。また、嫌がらせ行為を拒否または報告したことに対する威圧的、敵対

的、不快な雰囲気を助長する行為や、報復行為を一切容認しません。 

何が尊重し合う職場環境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。 

留意点

ハラスメントハラスメントには、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、身体的なもの、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。

留意点
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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 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 結婚歴

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。
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シモーネは、現地施設での採用を担当する人事マネージシモーネは、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？ 

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。 

質問

回答A

Q
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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。

当社の事業活動には、世界中で多くの環境・健康・安全（EH&S）に関する法律や

規制が適用されます。当社は、従業員、顧客、ビジネスパートナー、地域社会、

近隣住民、そして環境の健康と安全を守る方法で事業を行うことに尽力していま

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EH&S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

や、EH&S部門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。セキュリティに関する懸念は、上司または

セキュリティオペレーションセンター（855-663-5343）に報告してください。Leidos
ホットライン（855-753-4367）に電話をかけることもできます。

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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当社の顧客へのコ

ミットメント
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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

社は顧客または適用される契約上のあらゆる要件を遵守し、自社の資産や専有

データの取り扱い時に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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サリーは、新しい顧客と働いていますサリーは、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？

いいえ。すぐにマネージャーに通知するべきです。当社は、現在または過去

のお客様が、当社の専有情報を競合他社と共有することを望んでいません。

また、当社のIP方針では、他者の専有情報と知的財産権を尊重することが

求められます。 

質問 回答AQ
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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 不正行為

 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。

当社の行動規範 | 当社の顧客へのコミットメント 35

https://prism.leidos.com/legal/contracts_and_subcontracts/contracts__subcontracts_wiki_articles/contracts_pocs
https://prism.leidos.com/legal
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/cice_and_insider_threat
https://prism.leidos.com/hr_bp/security/cice_and_insider_threat


当社の地域社会
へのコミットメント

当社の行動規範 36



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。当社は、米国海外腐敗行為防止法、

英国贈収賄防止法、OECD贈賄防止条約を遵守しています。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。 

また、国際的な仲介者である第三者との間で、書面によらない合意、原契約へのまた、国際的な仲介者である第三者との間で、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。私たちは、修正、付随的合意を行うことは固く禁じられています。私たちは、LeidosLeidosの方針、の方針、

手順、および適用されるすべての法律と規制を遵守し、透明性のある方法で契約手順、および適用されるすべての法律と規制を遵守し、透明性のある方法で契約

し、事業を行います。し、事業を行います。

当社は、顧客、ベンダー、下請業者など、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。

当社は厳格な財務・会計管理体制を確保します。虚偽の請求書や異常な請求書

は受け付けません。現金での支払いは、Leidosの方針と手続きに厳密に準拠して

いない限り、禁止されています。

パートナーが倫理的で誠実、かつ経験豊富な専門家であり、Leidosの代理として

業務を遂行する資格があることを確認するため、すべての海外仲介業者に対して

デューデリジェンスを実施します。

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）。

当社は不適切な接待を行いません。すべての接待は、健全かつ倫理的な職業上

の正当性に裏付けられる必要があり、接待と引き換えに有利な扱いを求めたり、

受けたり、与えたりするような認識さえもあってはなりません。

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。

ジョセフィーヌは、倉庫サービスの請求書を受け取りました。その請求書

は、その地域の倉庫業の相場の何倍もするものでした。このサービスプ

ロバイダーは当社に支払いを要求しており、支払われない場合は顧客へ

のサービスおよび配送を差し止めると脅しています。差し止められた場合

は、当社の契約上の義務に悪影響を及ぼす可能性があります。ジョセフィ

ーヌは顧客との約束を果たすために、言われた通りに請求書を支払うべ

きでしょうか？ 

いいえ。その請求書は明らかに不正行為を示唆するものであり、会社の方

針に反する不合理で極めて異常なものであるため、ジョセフィーヌは支払っ

てはいけません。ジョセフィーヌはこの件を報告するべきです。

質問

回答A

Q

価値のあるもの価値のあるものの種類は多岐にわたり、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

の政府職員、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。

留意点
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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

競争を阻害することを意図した略奪的または排除的な行為は禁止されています。

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。独占禁止法に関

する質問は、法務部に問い合わせてください。

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。当社では、業務において公務員と密接に連携すること

があり、ロビー活動のために国会議事堂を訪れる従業員には、特定の報告義務

が適用されます。これらの関係や活動に従事している場合は、調達ロビー活動に

関する法律や適切な時間請求の慣行を含め、贈答品やロビー活動に関する適用

法や方針の要件をよく理解しておく必要があります。適切な情報開示のため、政

府問題事務局と調整します。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

また、特定の調達案件に関する競争上重要な非公開情報にアクセスできる元政

府職員については、その調達案件に関するすべての提案開発活動から隔離する

ことで、その者の利用から生じる不当な競争優位性を回避することに努めます。

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。あなたが勤務する米国内・国外の世界のあらゆる場所で、外国人に製品、サ

ービス、情報、または税関業務を提供する際は、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。

私たちは、適用される制裁に関する法令で制限されている規制対象者との取引

は行いません。見込み顧客やビジネスパートナーについては、政府の規制対象者

リストや取引禁止対象者リストに照らして選別します。また、パートナーにも同じよ

うに選別することを要求します。

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

環境保護

地域社会の支援

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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ソンドラは、外国政府の顧客から依頼を受けましたソンドラは、外国政府の顧客から依頼を受けました。顧客が業務を行ってい

る外国のサービスプロバイダーに機器を返却するという依頼です。機器を適

時に返却できない場合、顧客の契約上の義務に悪影響が及ぶ可能性があ

ります。ソンドラは、その機器に輸出許可が必要なことも、その顧客を対象と

する輸出許可が存在することも知っています。ソンドラは機器を返却すべき

でしょうか？ 

もちろんだめです。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。ソンドラは、国際

貿易マネージャーと協力して、国とサービスプロバイダーがライセンス範囲内

で認可されていることを確認する必要があります。すべてのライセンス範囲

は、ライセンスで特定された当事者、国、および最終用途に限定されます。詳

しくは貿易コンプライアンスリソースに訊ねてください。

質問 回答AQ
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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。
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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・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

オンラインの独立した第三者プロバイダーにつながるLeidosホットライ

ン。ホットラインへは、電話またはオンラインから報告できます。匿名で

の報告も可能です 

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

当社の顧問弁護士、最高セキュリティ責任者、または最高プライバシー責任者

（Leidosプライバシー方針または適用されるデータプライバシー法または規制

への違反のため） 

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。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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