
 

 

倫理・業務規定 
 

                                               

                                            

                                                        



 

ページ | 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aart de Geus および Chi-Foon Chanからのメッセージ
同僚の皆様、  

誠実性は、長年にわたって当社の成功の証となってきました。誠実性

が、当社のあらゆる行動を特徴付けています。実際、私たちのコアバ

リューについて語る際には、まず誠実性から始めます。誠実性とは、

私たちのプロフェッショナルおよびビジネス上の関係において、率

直、正直そして透明であることです。これは、言ったことを実行し、

実行していることを説明することです。  

シノプシスを代表してその責任を実行するために、私たちは、日々、

広範囲にわたるビジネス上および倫理上の決定を行っています。シノ

プシスは、それらの決定が法の文言および精神を順守し、倫理的にも

申し分がないことことを確実にするために取り組んでいます。  

 

本倫理・業務規定は、あなたの同僚や当社の株主、お客様、パート 

ナー、そして私たちが生活し働くコミュニティに影響を与える状況

で、可能な限り最高の決定を行うための指針です。いわば、本規定

は、 

業務の実施にあたって私たち全員が従うべき唯一の方法―つまり正し

い方法―に関する指針を含んでいます。 

Aart de Geus 

会長兼共同最高経営責任者 
Chi-Foon Chan 

社長兼共同最高経営責任者 

Aart de Geus 

会長兼共同 CEO 

Synopsys 

 

Chi-Foon Chan 

社長兼共同CEO 

Synopsys 
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シノプシスのコアバリュー
 

シノプシスで、私たちは常に進化しています。当社の合弁事業が拡大するにつれ、世界中で事業を展開するにつれ、私たちの課題は難しくなって

きています。しかし、当社の価値は変わることなく、未来に向けての道の整備を続けています。30年以上の間、当社のコアバリューは、私たちを

団結させ、その行動を導いてきました：誠実性、卓越した業務遂行を通じたお客様の成功、リーダーシップおよび情熱は、当社の組織という布に

織り込まれ、私たちの特徴となってきました。

 

誠実性 
これが、私たちのあらゆる行動の基本となっています。なぜなら、

「言ったことを実行し、実行していることを説明すること」で、 

当社はお客様、パートナー、株主、社員および私たちが生活し、 

働くコミュニティとの信頼関係を築き、尊敬を得てきました。  

 

卓越した業務遂行を通じたお客様の成功 
これは、複雑なお客様の課題を解決し、市場投入までの時間目標を 

達成し、優れたサポートを提供するためにイノベーションを加速す

る、差別化された製品を提供することで実現しました。シノプシス

は、 

製品のみならず、私たち個人と組織のため、継続的な進歩および改善

に尽力しています。  
 

リーダーシップ 
リーダーシップこそがイノベーションの最前線にあり、当社のあらゆ

る行動の模範となっています。リーダーがビジョンと勇気を持って 

先導しています。  

 

情熱 
シノプシスでは、情熱 こそが 違いを生んでいます。当社の価値を示

す行動とエネルギーは、イノベーションを推進し、お客様の成功を確

実にし、誠実性と倫理を持ってリードする私たちの情熱によって増幅

されています。 
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第 1部 - はじめに
1.1 当社の倫理・業務規定の目的 

当社の倫理・業務規程（「規定」）は、正しい方法で業務を遂行するための

ロードマップです。つまり、倫理的かつ私たちのコアバリューである誠実

性、当社の規定およびすべての適用法と一貫性を持って行動する時、私たち

は正しい方法で業務を遂行しています。あなたのシノプシスでの全キャリア

の中で直面する可能性があるすべての決定について対応する文書は存在しま

せんが、本規定があなたを導くことをお手伝いします。本規定は、シノプシ

ス、社員間、そして、お客様、サプライヤーおよび政府に対する私たちの責

任に対応しています。 

1.2 本規定は全社員を対象とする 

当社の規定は、シノプシスおよびその関連企業(本規定を通して「シノプシ

ス」または「会社」と称します)およびシノプシスの労働力の全構成員、つ

まり、社員、役員、ディレクター、インターンおよび派遣社員(派遣社員お

よび契約社員を含む)を含む、シノプシスで働く、またはシノプシスにサー

ビスを提供するすべての人に適用されます。参照しやすいように、本規定全

体にわたって、このグループのことを「人員」または単に「私たち」あるい

は「あなた」と呼びます。私たちは、当社のサプライヤーおよびベンダーが

倫理的、合法的に本規定および当社の方針と一貫して業務を遂行するよう期

待しています。さらに、シノプシスでは別途、当社の代理としてサービスを

実施する、代理店、再販売業者および業者が順守しなければならないビジネ

スパートナー業務規定を策定しています。  

1.3  本規定はグローバルに適用される 

シノプシスは米国に本拠を置く会社で、全世界に社員およびお客様がいま

す。シノプシスは、業務を行う国々の法令と、国際的に適用されるすべての

米国法令を順守します。私たちは多様性を受容し、文化的差異を尊重する一

方で、地域の習慣またはビジネス慣行が本規定と抵触する場合、私たちは規

定に従う必要があります。規定および法律または習慣の間に対立がある場合

は、 

いつでも、速やかにシノプシスの法務部に指示を仰いでください。 

1.4  全社員は説明責任を有する 

本規定を読み、理解し、文言とその精神を順守することに合意することを認

めることで、私たち全員が誠実性ある行動への当社の約束を示す必要があり

ます。社員は採用時に上記を実施し、そして定期的にこの約束を更新するよ

う求められます。特定の役割と責任を担う社員は、追加的な認証、開示およ

び研修を求められることがあります。  

1.5  規定からの逸脱の結果 

ある社員が規定に違反した場合、その社員は自らの責任外で行動しており、

カウンセリング、警告、給与給付あり/なしでの試用、降格または解雇を含

む懲罰対象となり得ますが、これらに限定されものではありません。非正規

社員の場合は、シノプシスとの契約または関係を終了することがあります。

シノプシスのあらゆる人員が法律に違反した場合、シノプシスは適切な法執

行機関に通報する可能性があります。 

1.6  承認、修正および免責 

改訂された規定はシノプシスの取締役会の承認を受け、2019年 4月 30日よ

り実施されます。どんなものであれ規定の実質的修正には取締役会の承認が

必要です。執行役員または取締役が規定からのなんらかの免責の依頼は、最

高倫理&コンプライアンス責任者に提出し、取締役会からの書面での承認を

得る必要があります。承認された場合、シノプシスは免責およびその承認理

由について公に開示します。 
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第 2部 - 全社員に期待されるもの 
2.1  本規定およびシノプシスの方針および手続きの参照  
 

シノプシスの労働力の一部として、私たちは規定、当社の方針および法律を

順守することが期待されています。規定を読み、しばしば参照してくださ

い。規定は、私たちが成功する方法についてのガイドブックです。規定を補

足するのは、特定の方針および手続きです。これらの追加的な方針および手

続きには、腐敗防止に関するコンプライアンスマニュアル、社内財務管理、

社内開示管理および手続き(下記のセクション 4.1および4.8にて説明)、就

業規則およびオンラインの方針ライブラリに保管されている他の方針を含み

ます。 
 

常に、良い判断を行いましょう。不適切な行為と見られること、そして非倫理

的、または違法、非倫理的または恥ずべき行動につながる行為は避けましょ

う。  

 

2.2  指導を求める  
 

分別を働かせ、疑問がある場合、または正しい行動かどうか確信がない場合

は、常に助けを求めましょう。それでもなお正しい行為かどうかが不明であ

れば、助言を求めてください。以下のいずれからもサポートを得ることがで

きます：  

 

• 直属のマネージャーまたは、他の経営陣 

• 人事部または法務部 

• 所属する事業部門の財務部の上級社員  

• 倫理&コンプライアンスチーム integrity@synopsys.comまたは 

• シノプシスの最高倫理&コンプライアンス責任者 

ethics.officer@synopsys.com. 

 
2.3  マネージャーに追加される責任 
 

シノプシスのマネージャーは、誠実性を持って導くという、特別な責任を担

っています。当社では、以下についてリーダーおよびマネージャーを頼りに

しています： 

 

• 事業のすべてのレベルでの定期的な当社の規定の原則および価値の

強化  

• 倫理とコンプライアンスの文化を促進し、思慮深く、時宜にかなった

方法でチームメンバーがすべての必要な倫理とコンプライアンス研修

コースを完了することを確実にする  

• マネージャーが違反行為の可能性について報告を受けた、または認識

した場合に、倫理&コンプライアンスチームに速やかに通知すること 

• 善意の報告者に対する報復を決してしない、または報復を許容しない

こと。 

 

2.4  声を上げる  

 

シノプシスの人員またはシノプシスのいかなるサプライヤー、業者、再販業者

または代理店が規定に違反している、または違法あるいは非倫理的な行為を 

行っている疑いがある場合は、声を上げてください。倫理とコンプライアンス

に関する懸念を速やかに訴え、非倫理的、違法または不審な行為が疑われるこ

とを緊急に報告してください。シノプシスの評判を傷つける可能性のあるあら

ゆる活動についても、報告が行われることを期待しています。 

 

疑問を呈する、または懸念を表明するには多くの方法があります。あなたが好

ましいと思う方法を採用してください：直属のマネージャーまたは他の経営陣

と話す、人事部/法務部/内部監査部門または倫理&コンプライアンスチームと

話す、またはオンラインでシノプシス内部告発ホットラインにアクセスしてあ

なたの懸念を訴えてください。  
 

自分の行動について考えましょう!  
 

• 合法あるいは倫理的ですか？  
• 当社の誠実性のコアバリューとの一貫性がありま

すか？   
• 規定との一貫性がありますか？  
• あなたとシノプシスの評判を高めるものでしょう

か？  
これらの質問の答えに一つでも「いいえ」があるなら、別の行動を選択しましょう。 

  

https://synopsys.policytech.com/
mailto:integrity@synopsys.com
mailto:ethics.officer@synopsys.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html


 

ページ | 8  

2.4.1  シノプシス内部告発ホットラインとウェブポータ

ル  
 

シノプシス内部告発ホットラインウェブポータルは、シノプシスの全人員お

よび第三者が年中無休で利用可能です。ホットラインは、倫理とコンプライ

アンスに関する懸念、または法律または規定の違反の疑いについて報告する

ための専用のリソースです。 

 

ホットラインへのすべての電話へは、多国語でのサービスを提供する、独立

した第三者の業者が応答します。匿名保持を希望する発信者を特定しようと

することはありません。通話終了後、評価および適切なフォローアップのた

め、倫理&コンプライアンスチームへ報告書が送付されます。  

 

通報者は、匿名のままでいても、ホットラインを通じてシノプシスとのコミ

ュニケーションを継続することができます。  
 

電話でホットラインにアクセスするには： 
米国内は、1-888-399-0402 

各地の電話番号は、ホットライン・ウェブ・ポータルに 

あります 
 

ホットライン・ウェブ・ポータルにアクセスする

には： 
SynopsysWorldで、「Quicklinks」の下にあります  

または ここをクリックしてください  

 

2.4.2  匿名性  
 

もし内部告発ホットラインで通報するのであれば、あなたの居住国の法律が

匿名でヘルプラインへの通報を禁止していない限り、匿名でいることを選択

できます。ただし、時に、シノプシスが匿名の報告を完全に調査すること

は、より困難または不可能でさえある可能性があることにも留意してくださ

い。そのため、当社では、身元を明かしての通報を奨励しています。  
 

2.4.3  機密保持 
 

私たちは、あなたの身元を伏せるために妥当な注意を払い(開示された場合)、

問題への対応に必要な場合を除き、調査は非公開で実施されます。しかしなが

ら、国によっては一定の開示要件があります。例えば、告発された社員に対し

て通報者の身元を明かすよう、当社に求められる可能性があります。機密保持

への努力のため、調査結果をあなたにお伝えできない可能性もあります。  

 

2.4.4  調査  
 

私たちは報告を真剣に受け止めます。私たちは、報告を調査し、規定、シノ

プシスの方針または法律への抵触の有無を決定し、適切な行動をとります。

規定または方針に関する調査であなたの参加が必要な場合、私たちは、あな

たが協力し、すべての質問に対して完全かつ正直に回答することを期待して

います。  

 

2.4.5 報復の禁止  
 

問題を正直に提起したいかなる人に対するいかなる報復も、規定に違反しま

す。懸念を正直に提起することまたは調査に参加することは、解雇、左遷、

脅迫、嫌がらせ、または差別を含むいかなる不利な雇用行為の根拠になり得

ません。また、これらに限定されません。もし、懸念を表明し、調査に参加

した誰かとあなたが働く場合にも、その人物に敬意を持って対応し続けるべ

きです。誰かがあなたに報復行為を行っていると思ったなら、すぐに通報し

てください。 

 

2.4.6 虚偽の告発または情報 
 

私たちは正直に懸念を表明するすべてのシノプシスの人員を守りますが、知

りながら虚偽の告発をすること、調査官に嘘をつくこと、またはシノプシス

の調査を妨害または協力を拒否する場合は、規定への違反となります。正直

な通報が必ずしも通報者が正しいとは限りませんが、通報者は自分の持つ情

報が正しいと信じている必要があります。 

 

2.4.7  現地の法規 
 

内部告発ホットラインに関する地域による差異の詳細は、内部告発ホットラ

イン をご参照ください。 

 

2.5 プライバシーおよび個人情報 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
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シノプシスはプライバシーおよび個人を特定できる情報（「個人データ」と

も呼ばれる）の保護 に取り組んでいます。シノプシスの人員または当社が

共に業務を遂行する個人を特定可能な情報へのアクセス権を持つ場合、また

はこの情報を維持するシステムへのアクセス権を持つ場合、あなたは個人情

報の収集、使用、開示および移転に適用される方針および法律を順守しなけ

ればなりません。一般的に、正当なビジネス上の必要性がある個人情報のみ

依頼し、適切に保護する段階を経た上で、妥当なビジネス上の必要性が承認

された場合にのみ当該情報のアクセスまたは使用が認められ、妥当なビジネ

ス上の必要性がなくなった場合には保持せずに、安全な方法で処分してくだ

さい。個人データにアクセスまたは使用する際は、業務を行う国のデータプ

ライバシー法およびシノプシスの方針を順守しなければなりません。追加の

情報および指針はこのデータプライバシーとデータ保護に関する声明をご参

照ください、または privacy@synopsys.com までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:privacy@synopsys.com
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第3部 - 当社の社員に対する誠実性                  

3.1  平等な機会、尊敬および健全な職場環境  

 
シノプシスは、すべての人員、お客様および業者が品位、公平性および敬意

を持って対応される職場を維持しています。私たちはこの方針を全世界で 

就業規則で維持しており、これらの原則の推進のために全社員へ適用されま

す。私たちは、人種、肌の色、宗教、性別、性同一性、性的指向、結婚歴、

従軍経験の有無、年齢、出身国、市民権、先祖、身体的または精神的障害、

妊娠の有無、健康状態およびその他の法によって保護される特性に基づく差

別および嫌がらせのない健全で生産的な労働環境を提供していることに誇り

を持っています。障害を持つ応募者および社員に対しては、当社では適用さ

れる法規制に合致する妥当な配慮を実施しています。当社は、全員にとって

健全で生産的な労働環境を創造するために、互いにその役割を果たすことを

期待しています。これには、一定の状況により良い労働環境から逸脱してい

るとあなたが思う場合には、経営陣に対して問題を提起することを含んでい

ます。当社の就業規則は、直属ではないシノプシスのマネージャーに対して

懸念を表明することも認めています。社員間で懸念を解消できない場合は、

社内問題解決プロセスに関する方針を通じて解決を図ることも可能です。ま

た、権限のある立場のすべてのマネージャーおよび社員には、健全で生産的

な労働環境を維持および支援する特別な義務があります。  

 

3.2  嫌がらせのない職場 

 
シノプシスの全社員には、人種、肌の色、宗教、性別、性的志向、配偶者関

係、従軍経験の有無、年齢、出身国、市民権、先祖、身体的または精神的障

害、妊娠の有無、病状およびその他の法によって保護される特性に基づく差

別および嫌がらせのない環境で働く権利があります。嫌がらせには、威圧

的、攻撃的または敵対的な労働環境を生み出す、不愉快な言語的、視覚的、

身体的およびその他の行動を含みます。これらの嫌がらせは厳格に禁止され

ています。私たちは、決して嫌がらせるやり方で行動すべきではなく、さも

なければ、労働環境の中で同僚は不快に感じます。嫌がらせは、性的なもの

であろうとなかろうと、あなた自身の意図とは関係なく、あなたの行動、そ

してそれが他者にどのような影響を与えるかどうかによって決定されること

を覚えておくことが重要です。  

 

性的嫌がらせとは？  

性的嫌がらせとは、威圧的または攻撃的な労働環境を生み出す、不愉

快な言語的、視覚的、身体的およびその他の性的な性質を持つ行動を

指します。社会的環境では容認される行為が、職場では適切ではない

ことがあります。当社の 就業規則をご覧ください。  

 

3.3  暴力のない職場  

 
シノプシスは職場の暴力を絶対に許しません。私たち全員―そして来訪者、

ビジネスパートナー、業者およびシノプシスの敷地内にいる全員―が脅威に

さらされた、または安全ではないと誰かが感じる可能性のある行為を禁じら

れています。これには言葉による攻撃や脅迫、およびあらゆる敵意、威嚇、

および侵害が含まれます。当社の職場の暴力の完全禁止方針は、世界中で当

社の敷地外でシノプシスの業務を遂行する際にも適用されます。当社では、

法律によって認められる最大限、シノプシスの駐車場および施設を含む職場

への武器の携行を禁止しています。しかし、この禁止事項は法執行機関、シ

ノプシスの警備班、政府機関およびシノプシスの敷地内への武器の携行が特

別に認められた者には適用されません。詳細は職場の暴力に関する方針をご

覧になってください。 

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=172
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=110
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3.4 グローバルな健康と安全 

 
シノプシスの全人員は、健康および安全に関する法律、規制、方針および勤

務場所の手続きを順守の上、業務を遂行することを期待されています。シノ

プシスのオフィスから離れて、または在宅で勤務する場合にも、常に注意を

払い、安全な業務慣行を適用してください。お客様の施設内で業務を行う場

合は、お客様の健康および安全要件にも従う必要があります。怪我または病

気を引き起こす可能性のある状況を含め、職場での怪我、病気または危険な

状態はすぐに報告してください。安全は私たち全員の責任です。追加の方針

および指針はグローバル健康と安全をご覧ください。  

 

3.5  ドラッグフリーおよびアルコールフリーの職場  

 
妥当な接待時における合法、適度で節度のあるアルコールの摂取は、社交の

ための適切な方法と言えます。しかし、アルコール、違法薬物および規制薬

物は、安全、生産性、態度、信頼性および判断に悪影響を及ぼすことがあり

ます。妥当な接待を除き、アルコールの摂取する、またはアルコールの影響

下にあるべきではありません。シノプシスで勤務中、またはシノプシスの業

務に携わっている間に違法薬物および規制薬物を所持、配布またはその影響

下にあってなりません。「違法薬物」および「規制薬物」には、処方薬の違

法な使用、および処方目的と異なる使用を含みます。  

 

薬物またはアルコールに関わる問題を抱えている場合は、支援を受けるよう

に奨励されます。人事 に連絡をとり、社員支援プログラムに関する情報を

得てください。また、当社の 就業規則方針をご参照ください。

3.6  人権 

 

シノプシスは、国際的に認められている人権および労働者の権利を尊重して

います。当社はそのすべての従業員、取引先および調達先が倫理的にビジネ

スを遂行することを求め、その業務において人身売買、強制労働または児童

労働がないことを求めます。 

  

http://teamhr/Facilities/Safety_Security/Pages/Safety_Security.aspx
https://teamhr/Pages/ContactUs.aspx
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
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第 4部 - 当社の株主に対する誠実性 
4.1  財務諸表、業務記録および規制当局への提出物に対する

誠実性  
 

私たちは、当社のあらゆる業務および財務に関する記録が正確であることを

確実にする必要があります。これらには、財務諸表、勤務時間記録、経費報

告書、福利厚生請求様式および履歴書を含みます。当社の会社としての、お

よびビジネス上の記録は、完全、正確で、タイムリーそして理解可能なもの

でなければなりません。  

 

当社の記録および一般開示における誠実性を確実にするため、私たちは以下

を実施しなければなりません： 

• ビジネス上の取引、見積および見越し額を、時宜に適った方法で、

適切なアカウントおよび部署において、適切な裏付け書類と共に記

録すること 

• 最善のビジネス判断による見積と見越し額の基礎 

• 当社の財務部、内部監査および法務部との協力を含め、内部統制を

順守し、記帳は責任を持って行うこと 

• あらゆる政府機関への報告を、完全、公平、正確、タイムリーそし

て理解可能な方法で行うこと 

• あらゆる簿外の手続きを適切かつ明確に報告すること 

• 予算目標を達成する目的で収益または費用の記帳を遅延または早め

ない  

• 現金またはその他の資産を適切に記録し、維持する(つまり、いかな

る目的でも「記録のない」または「簿外」の資金を認めない)  

• 当社の文書保持方針を順守して記録を管理してください。  

 

当社の財務業績または事業業績の虚偽表示または、シノプシスの財務諸表の

完全性を故意に妥協してはなりません。シノプシスの財務諸表または記録に

財務的または非財務的な取引、結果、または残高の事実を意図的に隠匿し、

誤解を招く、または偽った情報を入力しないでください。  

 

当社の一般開示内容が完全、公平、正確、タイムリーまたは理解可能ではな

い、または開示が必要かもしれない取引または展開があることを認識した、

またはその疑いを持った場合、速やかに問題を上司、マネージャー、内部監

査員または法務部へ、またはシノプシス内部告発ホットラインを通じて報告

してください。 

 

主な方針およびリンク：  

開示管理方針 - ワールドワイド ▪ 収益認識方針 - ワールドワイド ▪ コー

ポレート調達 - ワールドワイド ▪ 注文書受領方針 - ワールドワイド ▪ コ

ンカ―T&E払戻金方針 - ワールドワイド ▪ 貸方票方針 - ワールドワイド ▪ 

買掛金支出方針 - ワールドワイド ▪ 現金会計方針 - ワールドワイド ▪ 調

達カード方針 - ワールドワイド ▪ 文書保持方針 - ワールドワイド ▪ ビジ

ネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)方針 - ワールドワイド 

 

知っていましたか？。。 
私たちは財務または会計に携わっていなくても、シノプシ
スの財務諸表に対して責任がありますか？経費報告書の記
録および売上請求書の作成等、毎日の行動が財務諸表に影
響を及ぼしています。財務諸表は完全かつ正確でなければ
なりません。  

 財務諸表 

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=518
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=132
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=121
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=118
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=118
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1077
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1381
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1381
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=120
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1127
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=97
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=148
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=148
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=518
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=92
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=92
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4.2  利益相反の回避  
 

利益相反に関する当社の方針は単純です：私たちは全員、シノプシスに忠実

であり、常にその利益を最大化するように行動する必要があります。利益相

反は、あなたの個人的利害(あなたの活動、投資または関係を意味します)

が、あなたがシノプシスの利益を最大化するために行動する能力を妨げる場

合に存在します。私たちは、それぞれ個人的利害とシノプシスの利害との間

の相反を回避すべきです。社員は、実際の可能性、または認知される利益相

反となりうるすべての社外活動、財務的利益、または関係を利益相反ポータ

ルを通じて開示する必要があります。詳細は、利益相反に関する指針をご参

照ください。 
  

4.2.1  開示要件 
 

社員は、実際の可能性、または認知される利益相反となりうるすべての社外

活動、財務的利益、または関係を利益相反 ポータルを通じて開示する必要

があります。このことは社員が他の事業活動に携わることの禁止を必ずしも

意味するわけではなく、シノプシスがその事業活動を点検することを意味す

るのです。多くの場合、相反は開かれた誠実な話し合いによって解決され得

るのです。重大な相反によっては、社員の秘密保持義務の確認、配置転換ま

たはあるビジネス判断への不関与が必要となることがあります。潜在的また

は実際の利益相反の存在自体は必ずしも規定違反となりませんが、報告を怠

った場合は規定違反となることを覚えておいてください。 
 

4.2.2 社外での雇用、合弁事業および会社の機会  
 

その他のあらゆる社員は、社外の投機的事業または他の活動によって、あな

たのシノプシスへの責任から逸脱しないことを確実にしてください。シノプ

シスでの勤務中に発見したビジネス機会は、最初にシノプシス知らせる必要

があります。こういった機会を個人的に追究することは、利害相反となるこ

とがあります。同様に、他の雇用関係、社外の投機的事業またはその他の活

動へ従事、あるいは、シノプシスの機密情報の利用または開示を必要とする

ことに常時してはなりません。そのような社外活動への参加を希望する社員

は、社外活動開示様式に記入の上、事前に許可を求める必要があります。 

 

社員が非営利組織、コミュニティ、慈善、政治または社会団体の役員になる

場合、利益相反がなく、シノプシスに悪影響が及ばない限り、許可は不要で

す。実際または認識される利益相反を回避するため、あなたが関係する団体

へシノプシスが財政的または他の支援をするかどうかの決定に参加するのは

回避すべきです。  
 

4.2.3  業界団体および諮問委員会  
 

シノプシスは、業界団体または貿易団体、標準化組織、お客様またはサプラ

イヤーの諮問委員会または同様の組織に当社を代表して参画するよう、あな

たに依頼することがあります。こういった状況では、あなたはシノプシスの

代表であり、当社の利益を最大化するために常に行動する必要があります。

あなたにその権限がない場合は、シノプシスを代表してなんらかの約束をす

べきではありません。 

 

あなたが社員である場合、シノプシスを代表しないことを明確にし 利益相

反ポータルを通じて承認されればシノプシスの代表としてではなく、個人的

にこれらの組織に参加が可能です。あなたの参加はシノプシスの利害に相反

せず、シノプシスに悪影響を与えることもありません。 
 

4.2.4  政治活動  
 

シノプシスは会社として政治的活動に参加する際、すべての適用法および規

制等を順守します。 

 

当社従業員の政治活動への参加または政治団体および立候補者への献金は、

これらの活動または献金が個人としてされる限り、自由です。従業員はシノ

プシスを代表して、あるいはシノプシスを代表してされているとみなされる

ようなかたちでは、政治活動への参加または立候補者への献金をすることは

できません。 

 

どの従業員も他の従業員に対して、特定の政治的な課題について政府の役人

に問い合わせるよう指示をしたり圧力をかけることはできません。 

 

詳細は政治活動に関する方針をご覧になってください。 
 

4.2.5  個人的関係  
 

あなたの家族構成員または個人的に密接に関係にある人物がシノプシスで働

いている、またはシノプシスのお客様、業者またはパートナーである場合

は、あなたの行動および決定のすべてがシノプシスの利益を最大化するもの

であり、あなたの個人的または家族関係のためではないことを確実にしてく

ださい。家族構成員または個人的に密接な関係にある人物に関して、あなた

はあらゆる雇用関係の決定―雇用、報酬、評価または昇進―に関与すべきで

はありません。利益相反である、または利益相反として認識される可能性が

ある個人的関係が存在する場合、密接な関係および家族関係に関する開示様

https://sp-fin/sites/coi/default.aspx
https://sp-fin/sites/coi/default.aspx
http://sp-fin/sites/coi/default.aspx
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&DefaultItemOpen=1
https://sp-fin/sites/coi/default.aspx
https://sp-fin/sites/coi/default.aspx
https://www.synopsys.com/company/corporate-governance-values/government-affairs.html
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&.aspx&DefaultItemOpen=1
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式に記入し開示することは社員の責任です。ディレクターおよび執行役員に

は、追加的要件があります。指針として 、以下をご参照ください関係する

人物と取引に関する方針 
 

4.2.6  ギフトの受け取り 
 

ビジネス上の決定に影響を与えることを意図した、あるいは他者にそのよう

に認識されるようなギフト、食事、接待、またはその他の利得を受けること

はできません。ギフトや接待、その他の利得が合理的な価格のものであり、

現金ではなく、適切で明確に提供され、その頻度が低い場合は、業者、再販

業者、代理店またはお客様からこれらを受けることができます。詳細は、ギ

フトおよび接待に関する指針をご参照ください。 

 

主な方針およびリンク：  

社外活動開示様式 ▪ 密接な関係および家族関係に関する開示様式 ▪ 利益相

反に関する指針 - ワールドワイド ▪ギフトおよび接待に関する指針▪ 政治

活動に関する方針 

 

4.3  インサイダー取引の回避  

 

シノプシスは、米国連邦証券取引法の下での責任を真剣に果たすと共に、私

たち全員が同じように行動することを期待しています。あなたは、重要かつ

非公開の情報（「内部情報」と呼ばれることもあります)を例え事前に知っ

ていても、公式な公開の後でのみ使用または開示が認められます。以下の場

合、情報は「重要かつ非公開の情報」です：  

 

• 公に幅広く知れ渡っていない、および  

• 中庸なな投資家が、特定の証券の売買の決定を下すに当たり重要と

みなす情報。  

 

業務を遂行するために、私たちはシノプシスおよび他社の内部情報へアクセ

スすることが可能です。私たちにはこれらの情報の機密性を保持する義務が

あり、いかなる会社の証券取引にも、これらの情報を利用してはなりませ

ん。同様に、私たちは決して、それを株式の売買に用いる可能性のある家族

を含むその他のいかなる人にも株式情報を提供したり、内部情報を共有して

はなりません。 

 

重要なことは、シノプシスまたは他社の内部情報にアクセスする場合、証券

の取引を計画する際に特別な配慮を払う必要があります。誰かがこの情報に

基づいて行動するという意図があなたになかったとしても、情報の共有によ

ってあなたのシノプシスに対する守秘義務違反となり、あなたとシノプシス

がインサイダー取引で告発される可能性があります。シノプシスまたは他社

に関する内部情報を持っている場合、以下を行ってはならないことを覚えて

おいてください： 

 

• その会社の株式の取引、 

• 自分自身または他者の個人的利益を目的とした内部情報の利用、 

• 内部情報に基づいて証券を売買する可能性がある他者への助言。 

 

インサイダー取引に関する方針は、シノプシスの社員およびディレクターに

よる、シノプシスの株式を含む、以下の「ヘッジ」取引を禁じています： 

 

• シノプシスの株式または他のシノプシスの証券の空売り、  

• シノプシスの証券のプットまたはコールまたはその他の派生商品の

売りまたは買い、またはシノプシスの証券に関する何らかのヘッジ

手続きに入ること、 

• シノプシスの証券を信用取引口座で保持すること、またはローンの

担保とすること。 

 

特定の個人に対する追加的な制限：   

 

• ある個人は、法務部より、適用される取引期間外にシノプシスの証

券を取引しないように通知されます。  

• セクション 16インサイダーは、セクション 16 役員およびディレク

ターの取引手続きで規定される全取引において事前クリアランス手

続きの対象となります。   

 

  

http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&.aspx&DefaultItemOpen=1
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1392
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1392
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Accepting%20Gifts%20and%20Entertainment%20Guidelines%20%20-%20FINAL%208.22.18.pdf
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Accepting%20Gifts%20and%20Entertainment%20Guidelines%20%20-%20FINAL%208.22.18.pdf
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&DefaultItemOpen=1
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&.aspx&DefaultItemOpen=1
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1376
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1376
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Accepting%20Gifts%20and%20Entertainment%20Guidelines%20%20-%20FINAL%208.22.18.pdf
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=51
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=51
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=169
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1330
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1330
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4.4  窃盗および詐欺の防止  
 

窃盗および詐欺は犯罪であり、許容されません。窃盗とは、あなたの所有物

でないものを許可なく持ち去ることです。これには、現金または物品等を物

理的に持ち去ること、または偽造、横領および詐欺等の手段を通じて行われ

ることも含みます。詐欺は、欺瞞による窃盗の一種です。これには、誰かを

ある一定の方法で行動させることを目的として、その人物に真実ではないこ

とを本当だと信じさせることを含みます。  

 

当社の人員が窃盗や詐欺を行えば、私たちの評判とブランドが損なわれ、私

たちを他の方法でも傷つけます。シノプシス、当社の人員、お客様、株主、

ビジネスパートナーまたはその他の利害関係者に対するあらゆる種類の詐欺

活動がないかを見守ることで、私たちは全員、シノプシスの資産と評判を守

るのに役立つ責任を担っています。いかなる疑わしい活動についても、速や

かに報告しなければなりません。 

 

4.5  責任ある出張および接待  
 

合理的かつ適切な出張および接待費に対して、シノプシスは出張が必要な社

員に払い戻しをしています。社員はコーポレート出張方針に従い、生産性、

快適さおよび安全を維持しつつ、常に費用を最小限に抑えるよう努める必要

があります。 

 

私たちは、事業支出システムまたは他の会社の記録およびシステムにおい

て、誠実に費用を記録し、報告する責任があります。この要件は、ギフト、

食事、出張およびビジネス上の接待を隠匿するための虚偽の記入または記録

を禁じ、シノプシスの取引の合理的な詳細を公正に反映した財務記録を維持

することを私たちに要求しています。出張時または接待に参加する時には、

適用される方針および本規定を注意深く順守すべきです。例えば、ビジネス

にふさわしい場所を選択すべきです。性的指向のある場所は、不適切で、か

つ禁止されています。こういった場所はシノプシスを辱め、誠実性の価値に

抵触し、シノプシスの性的嫌がらせに関する方針に違反する可能性がありま

す。  

 

4.6  シノプシスの資産および機密情報の使用および保護 
 

業務を遂行するため、当社の施設、設備、技術的リソース等のシノプシスの

数多くの資産への利用権があなたに与えられます。これらには、当社の情

報、知的財産(特許、著作権、商標およびトレードシークレット)、ブランド

および評判等の無形資産も含まれます。私たち全員が、これらの資産を損

害、損失、誤用、非承認開示および安全上の脅威から保護する責任を担って

います。  

 

シノプシスの資産は、第一にシノプシスの事業のために利用されるべきで

す。その義務に干渉しない、一部の個人的利用は認められますが、それ以外

はシノプシスの方針または当規定への違反となります。シノプシスの資産

は、個人的なストレージデバイス、電子メールまたはクラウドベースのアカ

ウントに保管され、または転送されるべきではありません。シプノシスの全

資産はシプノシスの所有物であり、法によって認められる限りにおいて、安

全、機密性およびデータ、インフラストラクチャー、システムおよび人員の

プライバシーを保護するため、そして知的財産および機密情報の悪用を防止

するために、監視システムを実装しています。 

 

「機密情報」には、一般への公開が認められていないあらゆる
情報を含み、アルゴリズム、インターフェース、製品構成、ソ
ースコード、オブジェクトコード、事業ロードマップ、財務デ
ータ、顧客リスト、価格戦略、マーケティング計画、組織図お
よび個人データ等がその例です。 

 

情報は、シノプシスの最も価値ある資産の一つであり、その取扱いは、シノ

プシスの最大の責任の一つです。私たち全員が、それを注意深く保護する義

務を有しています。シノプシスが所有している、または第三者(お客様、業

者または社員等)によってシノプシスに委託されているかどうかにかかわら

ず、一般への公開が特に承認されていないあらゆる情報は機密情報と想定す

べきです。  

 

私たちは、許可される場合にのみ、機密情報を使用することができ、またそ

れを扱うことを許可されていないいかなる者とも共有できません。機密情報

の中には、非常に重要なものがあり、その機密を知る必要があるシノプシス

の人員のみに対して共有されます。係る機密情報を保護するあなたの義務

は、あなたの雇用または契約関係が終了した後も継続します。 

 

競争のリード、お客様の信頼維持および個人情報の保護等、機密情報の保護

には数多くの理由があります。そのため、機密情報の誤用はしばしば違法と

なります。シノプシスにおける機密情報の取扱いに関する詳細は、安全な情

報プログラムをご覧ください。  

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=513
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/SIP/Pages/Default.aspx
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/SIP/Pages/Default.aspx
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/SIP/Pages/Default.aspx
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本規定または関連する方針のいずれも、違法行為の疑いを報告または調査す

る目的で、米国内にいる人物が機密情報(トレードシークレットを含む)を政

府職員または弁護士へ機密として開示することを禁じる意図はありません。

米国内では、裁判所または判決機関で承認された守秘方法を意味する、機密

としての開示が行われる場合、法的手続きにおけるこれらの情報の開示を禁

止していません。米国外では開示および内部告発法規が異なることに留意し

てください。例えば、司法管轄区によっては、社員が懸念を政府当局へ報告

する前に、シノプシスへ報告することを求めるところもあります。そのら地

域における要件に関する質問には、法務部がリソースの一つとなります。 

 

主な方針およびリンク：  

情報セキュリティに関する方針 - ワールドワイド ▪ シノプシスで許容され

る利用に関する方針 - ワールドワイド ▪安全な情報プログラム情報および

機密の保護に関する方針 - ワールドワイド  ▪ シノプシス商標ガイドライ

ン ▪ 著作権ガイドライン ▪ 無料およびオープン・ソース・ソフトウェアに

関する方針 ▪ 第三者の所有するソフトウェアに関する方針 

 

資産の安全性に関する方針および手続きに関する質問は？  

IT セキュリティに関する方針および手続きは、IT セキュリティをご参照く

ださい。  

施設に関する方針および手続きは、グローバルな健康と安全をご参照くだ 

さい。 

 

4.7  効果的な記録管理および書類保持 

 

私たちは、適用法、規則、シノプシスの方針、ビジネス上のニーズおよび進

行中の訴訟または政府の調査と一貫した記録の保持と廃棄を統制する適切な

手続きに従う必要があります。シノプシスの記録の保持または廃棄に関する

あなたの義務について疑問があれば、 シノプシスの文書保持ポータルをご

参照ください。 

 

4.8  シノプシスを代表して話す  
 

株式公開企業として、シノプシスは法律に準拠して、重要な情報を一般に開

示しています。私たちは、正直、正確で理解可能な情報を慎重に提供してい

ます。特定の問題に関しては、一定の個人および部署がシノプシスのために

話す権限を持っており、彼らは承認されたコミュニケーションプロセスに従

ってこれを実施しています。  

 

私たちのうち一人がシノプシスを代表して話す権限を得た場合(例えば、見本

市等で)、私たちは常にシノプシスの評判を重視し、正直に話し、機密情報以

外についてのみ議論し、シノプシスのコミュニケーション指針に従います。  

 

質問があれば、適切な部署に連絡してください：  

 

• 投資家向け広報：投資家および財務分析  

• 広報：プレス(出版、テレビ、その他メディア) 

 

コーポレートマーケティングまたはコミュニケーションに関する質問は？ 

詳細は、コーポレートマーケティング&戦略的提携をご覧ください。 

 

4.9  シノプシスを代表して約束する 
 

当社の製品とサービスを販売し、効率的な事業運営を確保するため、私たち

はお客様、再販業者、代理店および業者を含む多様なビジネスパートナーと

契約を締結しています。効率性、法的コンプライアンス、一貫性、正確な財

務諸表と記録を促進するため、私たちは一定の個人が契約に署名し、シノプ

シスを代理して約束する権限に関する方針および手続きを確立してきまし

た。例えば、承認された契約に含まれていないお客様または業者との理解を

表明するあらゆる補足書類または口頭での約束(「補足文書」または「別途

合意」と呼ばれる)は、厳格に禁止されています。  

 

主な方針およびリンク： 

支出の権限に関する方針 - ワールドワイド ▪ 契約への署名権限に関する方

針 - ワールドワイド ▪ シノプシス・インターナショナル・リミテッド契約

への署名権限に関する方針 - ワールドワイド ▪ 権限移譲に関する方針 - 

ワールドワイド 

収益認識方針 - ワールドワイド 

 

 

 

 

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1170
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1194
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1194
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=511
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=511
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=511
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/CorporateGroup/trademarks/Pages/Default.aspx
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/CorporateGroup/trademarks/Pages/Default.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Copyright/Documents/SNPS%20Copyright%20Guide%20updated%20Apr%2025%202016.pdf
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=162
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=162
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=104
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=104
https://itweb/Pages/Security.aspx
http://teamhr/Facilities/Safety_Security/Pages/WorkplaceSafetyPolicies.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/IP%20%20Litigation%20Group/docretention/Pages/Default.aspx
https://www.synopsys.com/company/investor-relations/investor-relations-contact.html
http://sp-mg/sites/marketing/Pages/PublicRelations.aspx
http://sp-mg/sites/marketing/default.aspx
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=512
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1322
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1322
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=85
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=85
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=127
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=127
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=121
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第 5部 - お客様、パートナーおよびコミュニティに対する誠実性 
 

5.1  お客様を公平に扱う 
 

市場における誠実性とは、私たち一人一人が、お客様を倫理的、公平に、適

用法を順守して扱うことを要求します。当社のお客様と取引する際は、常に

以下のことを行うべきです。  

 

• 当社の優れた製品、カスタマーサービスおよび競争力ある価格に 

よってビジネスを獲得する  

• 誠実な方法で当社のサービスと製品を提供する  

• 不公平または欺瞞的な取引慣行を避ける  

• 当社の販売プログラムについて明確に伝達する、そして  

• 期日通りに納品する。  

 

当社とお客様との契約には、常にその取引が重要であり、私たちが価値を見

出していることを反映しなければなりません。すべてのお客様の販売契約

は、書面で行われ、当社の方針を順守している必要があります。セクション

4.9のシノプシスを代表して約束することに関する議論を参照してくださ

い。   

 

5.2  他社の情報を保護する  
 

当社のお客様の多くはテクノロジー業界のリーダーであり、当社の製品と 

サービスを利用して自社製品を開発しています。そのため、彼らは自社の機

密情報を私たちとしばしば共有し、それによって当社は最高のサービスを提

供できます。同様に、私たちはグローバルなコミュニティの一員であり、当

社の事業を運営するために数多くの第三者と提携しています。当社のパート

ナーはしばしば、私たち、そして彼らが共有する情報を保護する私たちの能

力に絶大な信頼を置いています。私たちはこれらの義務を真剣に担い、パー

トナーおよびお客様の機密情報を当社の機密情報と同等の配慮を持って扱っ

ています。 

 

機密情報の取り扱い方法に関する詳細は、セクション 4.6を参照してくださ

い。  

 

5.3  公平な競争 
 

シノプシスが事業を展開するすべての地域および国で、私たちは激しく、し

かし公正、誇り、誠実性を持ち、適用法を順守して競争しています。しばし

ば反トラスト法と呼ばれる競争法は、企業および個人が違法な合意またはそ

の他の非合理的な競争への制約によって自由市場の原理を干渉することを禁

じています。これらの法令の違反は重大な事項で、シノプシスと個人を重大

な刑事罰の危険にさらします。  

 

不当で不法な競合は数多くの異なる方法で起こり得ます。シノプシスの人員

にとって最もリスクの高いシナリオの一つは、競合とのコミュニケーション

に関するものです。競合他社とのコミュニケーションは、—例えば、社交行

事、展示会、または合弁事業の締結など、よくあることで、前向きなことで

す。しかし、コミュニケーションの際には、慎重になるべきです。競争法を

順守するため、私たちは競合他社と以下について合意してはなりません： 

 

• 価格設定または市場戦略  

• 市場またはお客様の分割または割り当て 

• 別のビジネスのボイコット、または 

• 談合。 

 

私たちは、見本市やお客様のイベント等の非公式な場面でも、競合とこれら

のテーマについて話し合ってはなりません。  

 

競争法への抵触は、当社への深刻な法的制裁および関係した個人への刑事責

任をもたらすことがあります。競争法は複雑であり、国よって異なります。

指針を確認するには、反トラストおよび競争法へのコンプライアンスに関す

るガイドラインをご参照ください。違反が疑わしい場合、セクション 2.4.

で説明しているように、声を上げ、通報してください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Antitrust/SitePages/Home.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Antitrust/SitePages/Home.aspx
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5.4  政府の契約要件の順守 
 

私たちは、しばしば政府または地方政府組織にサービスを提供または製品を

販売しています。政府と契約を締結する企業として、当社は政府契約に関す

るすべての関連法規について知り、それらに従う義務があります。 
 

私たちは、常に取引においてオープンな雰囲気と透明性を促進しています。

私たちは、すべての報告書、財務諸表、認証、入札、提案および請求におい

て誠実かつ正確である必要があります。あなたが政府契約の入札に関わって

いる場合は、決まったプロセスを尊重し、機密情報を保護し、すべてのセキ

ュリティ上のクリアランス要件を満たします。政府職員または機関から問い

合わせを受けた場合は、速やかに法務部に連絡をして支援を得てください。

法務部は、政府の検査、調査および情報請求を満たすにあたって、あなたを

導いてくれます。 
 

政府機関へのあらゆる支払は、当社の方針に従い、完全、公正、正確、タイ

ムリーかつ理解可能な方法で記録されなければなりません。政府職員または

機関へのギフトの贈呈に関する規則は厳格であることを覚えておいてくださ

い。詳細は下記のセクション 5.5をご参照ください。  
 

5.5  贈収賄および汚職と戦う 
 

シノプシスは、私たちが高いレベルの誠実性をもって業務を遂行していると

信じています。当社の人員または当社を代理するあらゆる第三者が、結果に

影響するまたは優遇を受けることを目的に贈収賄を行うことは許されませ

ん。贈収賄および汚職が、ある特定の地域で事業を行う一般的な方法であっ

ても、それは当社が事業を行う方法ではありません。シノプシスは、あなた

が贈収賄および汚職に対応する当社の方針および手続きを理解していること

を期待しています。基本的なことは本規定に記載されていますが、あなたの

義務に関してご不明な点があれば反腐敗ポータルをご参照ください。  

 

シノプシスのすべての人員、ビジネスパートナーおよび当社を代理する人物

は、どこにいるかにかかわらず、米国の海外汚職行為防止法(「FCPA」)を順

守しなければなりません。FCPAは、米国外での政府職員の贈収賄および汚

職を禁止しています。FCPAは米国法ですが、世界各国にそれぞれの反汚職

法があります。また、国によっては、反汚職法が民間セクターでの贈収賄も

禁じています。どの法律が適用されるかにかかわらず、シノプシスは世界中

で 誰に対しても贈収賄を禁止しています。 

 

 

5.5.1 禁止される行為   
 

当社の方針および反贈収賄法を順守するため、何者も(当社を代理する第三

者を含む)、直接または間接に(「第三者を通して」の意味)、以下の目的で

いかなるギフト、接待または 「経済的な価値のあるものすべて」 を提供ま

たは贈呈してはならない： 

 

• 事業を取得または保持すること 

• 業務上の決定に影響を与えること 

• 政府の政策に影響を与えること 

• 認可を受けること 

• プロセスを速めること、または 

• その他の不適切な恩恵を確保すること 
 

5.5.2  「経済的な価値のあるものすべて」の例 
 

汚職は「経済的な価値のあるものすべて」の交換を伴うことがあります。

「経済的な価値のあるものすべて」は、非常に幅広く、以下を含むことがあ

ります：  
 

• 現金およびギフトカード等、現金の等価物  

• 商品  

• サービス  

• イベントチケット 

• 接待 

• 航空券、ホテル宿泊費、または旅行関連の特典  

• バケーションホームの利用 

• 特別な優遇または特権 

• 個人的サービス 

• 指定された慈善団体への寄付、および 

• インターンシップ、雇用または他の受益。 

 

当社の方針は、腐敗した支払いを誰に対しても禁じていますが、FCPA は政

府職員に焦点を当てています。そのため、政府職員に対する私たちの行動に

対しては、追加的なレビュー、監視および一定のギフトおよび接待への事前

の書面での承認等、管理が余儀なくされています。FCPA は、「政府職員」

を政府または政府が管理する機関に勤務する全レベルと、非常に幅広く定義

しています。  

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Pages/Welcome.aspx
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詳細な要件は、反腐敗コンプライアンスマニュアルをご参照くださいをご参

照ください。 

5.5.3 販促費用のガイドライン  

 

第三者との強力な関係は、私たちのビジネスにとって重要です。ギフトおよ

び接待の提供は、ビジネス上の友好関係を生み、健全な業務関係を築き、当

社の製品を販売促進またはデモンストレーションするための積極的な方法で

す。しかし、相手の判断または行動に影響を与えるために、賄賂を払い、経

済的な価値のあるものを提供することはできません。ギフトおよび接待につ

いては、反腐敗コンプライアンスマニュアルを誠実に順守する必要があり、

反腐敗コンプライアンスマニュアルは、例えばギフトまたは接待が少額のも

のであること、現金ではないこと、および提供される場所が米国内における

ものと同様、適切であることが求められます。また、特定の状況において

は、上司および倫理＆コンプライアンスチームに事前に承認を得る必要があ

ります。これらの要件は本文書にまとめられています。当社は、あなたが良

い判断をし、指針を求め、および反腐敗コンプライアンスマニュアルに記載

されるように事前の書面での承認等の要件に通じることを期待しています。   

 

5.5.4  第三者 
 

シノプシスは、代理店、再販業者および業者等、第三者(個人および組織)を

利用して、政府組織または民間組織とやりとりを行っています。反腐敗法に

よって、シノプシスを代理して業務を遂行する第三者の腐敗についても、 

シノプシスが責任を負います。  

このため、シノプシスのビジネスを獲得するために参加する、またはシノプ

シスを代理して政府とやりとりをする第三者が業務を開始する前に、シノプ

シスの人員は、倫理&コンプライアンスチームから承認を得て、相当な注意

プロセスに参加することが要求されます。これらの要件については、反腐敗

コンプライアンスマニュアルをご参照ください。 

 

5.5.5 記帳 
 

シノプシスの人員およびシノプシスの サプライヤー、業者、再販業者およ

び代理店は、 全取引の正確な記録を維持し、シノプシスの財務諸表および

記録が適切な詳細、全取引、支出および他の資産の処分を正確かつ公正に確

実に反映するよう支援しなければなりません。したがって、すべての支払

い、ギフト、寄付および他の支出は報告され、文書化される必要がありま

す。あらゆるビジネスまたは会計記録の改ざんは禁じられています。  

 

5.5.6 コンプライアンス支援および報告 
 

政府職員に対応しているのかどうか不明である、または反腐敗法について他

の質問がある場合は、法務部または倫理&コンプライアンスチームへ連絡す

べきです。潜在的または実際の腐敗した手続きまたは合意に気付いた場合

は、セクション 2.4.で説明しているように、声を上げ、通報してくださ

い。 

 

反腐敗または反贈賄に関する質問は？  

反腐敗コンプライアンスマニュアルを参照するか、または  

anti-corruption@synopsys.comまで電子メールを送信してください。  

 

5.6 国際貿易コンプライアンス 
 

世界中にお客様を持つ企業会社として、当社の製品、技術、データ、技術支

援およびサービスを国境を越えて移送、送達する際に、輸出管理、経済制

裁、輸入要件、輸入制限、関税法、およびその他の規制当局による貿易・製

品の規制を確実に順守することは当社の責任です。当社のすべての所在地お

よびワールドワイドでの人員に米国の輸出規制および経済制裁が、当初の米

国からの輸出以降も、適用されます。これらは事前に米国政府の承認を得な

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Anti-Corruption%20Compliance%20Manual.pdf
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1445
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Ethics/Document%20Library/Promotional%20Expenses%20At-A-Glance.pdf
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1445
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1445
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1445
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1445
mailto:integrity@synopsys.com
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い限り、特定の国、団体、エンドユーザーおよび個人への当社の商品やテク

ノロジーの輸出、再輸出および国内移行を、制限または禁止することがあり

ます。また、シノプシスは現地のすべての該当する輸出法および関税法を確

実に遵守しなければなりません。 

製品の用途（「最終用途」を意味する）によっては、制裁を受ける可能性も

あり、よって当社の特定の販売機能に影響を及ぼすことがあります。特に最

終用途が軍事目的として設計、開発されている製品は、販売、アクセス、情

報伝達、保管、および記録保持に関する厳格な指針に従わなければなりませ

ん。また、核兵器、化学兵器、生物兵器、その他の大量破壊兵器、および／

またはミサイル技術の設計、開発、製造、サポート、および／または維持な

どの当社の製品や技術を、制限された最終用途に使用するエンドユーザーに

対して輸出することを政府規制当局が認可していることが必要です。これ

は、当社の製品・技術が本来輸出規制の対象とならない可能性がある場合で

あっても必要です。   

さらに、時折シノプシスはそのお客様より、技術支援または評価のため、テ

クノロジーを受け付けることがあります。お客様のテクノロジーもまた輸出

規制の対象となることもあり、当社はそれらを当社のものとして扱わなけれ

ばなりません。 

貿易規則は、世界のすべての輸出および輸入に適用されます。これは、収益

に関連していない場合、また以下の条件により政府の認可を得る必要が生じ

る可能性がある場合であっても適用されます。 

• 統制品または技術が制限された国の市民権を持つ個人に、その個人

が米国にいるとしても適用される。  

• 統制品または技術が、その製品が他の誰とも共有されていないのに

ある国へと旅行時に持ち込まれる。  

• 統制品または技術が、電子メール、電話、または電子的ダウンロー

ドを経由して移転される。  

• 統制品のまたは技術のエンドユーザーが、政府の制限団体のリスト

に掲載されている。 

• 輸出規制の対象であるエンドユーザーのテクノロジーに関する情報

を、他のシノプシス拠点に移行する（例えば技術支援の電話を米国

外の拠点につなげる）。 

グローバル貿易規則を順守するために、シノプシスは国際貿易コンプライア

ンスに関する指針および輸出コンプライアンス法・輸入コンプライアンス法

の包括的な輸出・輸入コンプライアンス管理プログラムを作成し実施してい

ます。   

 

輸入、輸出、その他の貿易規制に関してご質問がありますか？  

質問やサポートの依頼は、国際貿易コンプライアンスチームのメンバーに 

連絡するか、trade@synopsys.com に電子メールを送信してください。 

 

5.7 責任の伝達 
 

私たちは、当社の価値を実践し、目的を前進させ、評判とブランドを高める

方法で常に伝達を行うべきです。他者へどのように伝達しているか、注意深

くなってみましょう―特に電子メール、インスタントメッセージ、オンライ

ンチャット、ブログ等の電子およびオンラインでのコミュニケーション、お

よびソーシャル・ネットワーキング・サイト等のソーシャルメディアでの文

章でのコミュニケーションにおいてです。  

 

公共問題について、または公開の場で話をする場合、あなたは個人として 

行っているのであり、事前に具体的な承認を得ていない限りは、シノプシス

を代理して話している印象を与えるべきではありません。ソーシャルメディ

アはお客様、投資家および規制当局によってますます監視されるようになっ

ていることに留意してください。  

 

オンラインのコンテンツを作成する前に、あなたの仕事、または同僚、お客

様またはサプライヤーに悪影響を与えるあらゆる不適切な行為が許容されな

いことを思い出してください。客観的かつプロフェッショナルでいてくださ

い。攻撃的、扇動的または好戦的な言葉遣い、および違法または不適切な行

為、またはシノプシスおよびあなたの同僚を辱めまたは傷つけるあらゆる事

を避けましょう。たとえ過ちによるものであって、不適切な言動はあなたと

シノプシスを深刻なリスクにさらします。  

 

ソーシャルメディアに関するメモ： 

 

シノプシスはユーザーの個人的なソーシャルメディアアカウントのプライバ

シーを尊重します。しかし、他のシノプシスの人員とのやりとり、ソーシャ

ルメディアでのシノプシスの名前または情報は仕事に関連する可能性がある

ため、慎重に行ってください。シノプシスの事業に関連する機密、専有また

はトレードシークレットに関する情報をソーシャルメディアで開示、投稿ま

たは議論することは、本名または偽名の使用に関わらず認められません。指

針を確認するにはは、ソーシャルメディア方針 - ワールドワイド をご参照

ください。 

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Operations/Traffic%20and%20Export/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Operations/Traffic%20and%20Export/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://synopsys.policytech.com/dotNet/documents/?docid=1321
https://synopsys.policytech.com/dotNet/documents/?docid=1323
https://synopsys.policytech.com/dotNet/documents/?docid=1323
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Operations/Traffic%20and%20Export/TrafficandExportInfo/Lists/Local%20Export%20Contacts/AllItems.aspx
mailto:trade@synopsys.com
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1279
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第 6部 - グローバル倫理&コﾝプライアンスに関するリソース 
 

グローバル倫理&コンプライアンスイントラネットサイト 
 

シノプシスは、 グローバルの倫理&コンプライアンスポータルを維持し、規

定、その他の方針および指針、研修および他の倫理とコンプライアンスに関

する追加的な情報を提供しています。  

 

方針およびガイドライン 
 

倫理・業務規定は、すべての職場での行為に対応していません。シノプシス

は、規定で扱っている事項についてさらなるガイドを提供し、規定で扱って

いない行為に対応する追加的な方針および指針を維持しています。方針は、 

シノプシスの方針ライブラリでご確認いただけます。シノプシスの方針につ

いてご質問があれば、 policies@synopsys.com まで電子メールを送信して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

倫理&コンプライアンスチーム 
 

倫理&コンプライアンスチームは、規定またはシノプシスのコンプライアン

ス方針に関するあらゆるご質問に回答し、潜在的な規定違反に対するあらゆ

る懸念について話し合うことができます。倫理&コンプライアンスチームに

連絡するには：  

 

電話：倫理&コンプライアンスチーム連絡先 

電子メール：integrity@synopsys.com  

郵便：  

Synopsys 最高倫理およびコンプライアンス責任者 

(c/o Legal Department)  

690 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043 

U.S.A. 

 

あなたの懸念は、シノプシス内部告発 ホットラインからも提出できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Ethics/Pages/Default.aspx
https://synopsys.policytech.com/
mailto:policies@synopsys.com
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Ethics/Pages/Contacts.aspx
mailto:integrity@synopsys.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html

