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ビジネス パートナー行動規範

ジュニパー ネットワークスのアイデンティティおよび成功は、誠実かつ正直で倫理的な行動とい
う基盤の上に築かれています。この基盤は、これらの価値観に関して、倫理的な事業慣行の確約
を共有するビジネス パートナーの皆様と当社とが一致して協力することにかかっています。

このビジネス パートナー行動規範 (以下、「規範」と言う ) は、ジュニパーおよび当社のビジネ
ス パートナーの皆様とで共有されたビジョン、そして一連の期待される項目を明確にするもので
す。本規範により、ジュニパーは電子産業市民連合 (EICC) が確立した行動規範と国連グローバ
ル コンパクトの 10 原則への支持を表明します。

適用範囲
本規範は、ジュニパーのすべてのビジネス パートナーに
適用されます。それには、流通業者、再販業者、サービ
ス プロバイダー、その他のベンダー、サービス、アライ
アンス、教育パートナーが含まれますがこれに限りませ
ん。本規範は、世界中のジュニパーの取引関係に関連し
たすべての活動における、パートナー自身およびパート
ナーの従業員に適用されます。本規範の英語版が適用さ
れるものとします。

両当事者の関係
ジュニパーおよびそのビジネス パートナーは、独立し
た契約者であり、いずれの当事者もどのような目的のた
めでも他方の代理人としてみなされないものとします。
本ビジネス パートナー行動規範のいかなる部分も、両当
事者間のパートナーシップまたはジョイント ベンチャー
の設立を成すものではありません。

承認
必要な場合に、本ビジネス パートナー行動規範に記載さ
れた各ビジネス パートナーは、本規範を読み理解したこ
とを認め、ジュニパーのビジネス パートナーとその従業
員がこの基準の原則を遵守することを代表して公式に認
めるものとします。
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堅実性と法律への準拠
贈収賄防止コンプライアンス
ジュニパーは、強要、賄賂、またすべての違法、非倫理的、
不正な活動の一切ない業務の遂行に尽力しています。

•	 ジュニパーのビジネス パートナーは、直接的また
は間接的にかかわらず、いかなる顧客、政府職員、
公務員、ジュニパーの従業員、その他の人物に対し
ても、何らかの行動または意思決定に不正に影響を
与えるために、いかなる金銭、ギフト、賄賂、キッ
クバック、何らかの価値あるものの支払いを行った
り、申し出たり、許可してはなりません。

•	 ジュニパーのビジネス パートナーは、公認または
意図された特定の目的のためのみに、ジュニパーの
アセットまたはビジネス パートナーに支払われたあ
るいは委託された資金 (標準外の割引、リベート、
MDF など ) を使用するものとします。

•	 ジュニパーのビジネス パートナーは、地域および世
界の適用されるすべての贈収賄防止法を遵守しなけ
ればなりません。

財務の完全性および会計
ジュニパーのビジネス パートナーはジュニパー製品の販
売およびありとあらゆる取引あるいはジュニパー関連取
引に関するその他の支出について完全かつ正確な帳簿お
よび記録を保持します。ジュニパーのビジネスパートナー
は、"不正資金 " の作成やその他の不正な金融慣行を含む
がこれに限らず、不正および / または誤解を招く会計慣
行に関与してはなりません。

正直かつ正確な取引
ジュニパーのビジネス パートナーは、口頭での虚偽提示
をはじめ、偽の顧客発注書や不正なまたは偽の契約書あ
るいはその他の偽のあるいは不正確な記録などの不正文
書の促進または活用を含むがこれに限らず、いかなるジュ
ニパーの取引に関しても誤った表示をしてはなりません。

公正な競争
ジュニパーのビジネス パートナーは以下を行ってはなり
ません :

•	 他のパートナーまたは企業と価格を調整または固定
することへの同意、

•	 他の企業と、サプライヤーまたはカスタマーをボイ
コットすることへの同意、

•	 他の企業と、市場または顧客を分割または割り当て
ることへの同意、あるいは

•	 ジュニパー製品の再販価格を制限することの提案ま
たはその同意書の締結または申し合わせ。

利益相反
ジュニパーのビジネス パートナーは、ジュニパーとの契
約においてジュニパーに対する義務に不適切に矛盾する
あるいは矛盾するように見えるいかなる活動にも関与し
てはなりません。ジュニパーのビジネス パートナーは、
いかなるジュニパーの従業員やその家族に対しても、
贅沢なギフト、もてなし、エンターテイメントを申し出
たり提供してはなりません。ジュニパーのビジネス パー
トナーは、ジュニパーの従業員およびその家族が、ジュ
ニパーと取引を行ういかなる法主体においても、いかな
る経済的関心も抱くことはできず、ジュニパーの従業員
とのかかる関係を避けなければならないことを認識する
ものとします。

ビジネス パートナー行動規範
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インサイダー取引および不正な商業上の利益
ジュニパーのビジネス パートナーは、ジュニパーとの
取引関係においてジュニパーからジュニパーのビジネス 

パートナーに委託された非公開の情報を当該パートナー、
パートナーの従業員あるいはその他の人物の個人的な利
益のために使用しないことを約束するものとします。

機密情報の保護
ジュニパーのビジネス パートナーは、ジュニパーまたは
連名客との取引関係において取得した機密情報およびい
かなるその他の専有情報も保護しなければなりません。
ジュニパーのビジネス パートナーは、この情報を個人の
目的のために悪用したり、あるいはかかる情報を未承認
の第三者に開示してはなりません。またジュニパーのビ
ジネス パートナーは、ジュニパーまたは連名客の情報を
取り扱う際には、適用可能なデータのプライバシー要件
および情報セキュリティの要件を遵守するものとします。

知的財産
ジュニパーのビジネス パートナーは、ジュニパーの商標
およびその他の知的財産権を侵害してはなりません。ジュ
ニパーのビジネス パートナーは、いかなる方法でも、ジュ
二パーと連名客あるいは第三者の関係に関連した、連名
客あるいは第三者の知的財産権を侵害してはなりません。

政府機関への販売
上記に概説された贈収賄防止コンプライアンスに加え、
政府機関への販売に直接または間接的に関与するジュニ
パーのビジネス パートナーには特定の追加的制限が適用
されます。ジュニパーのビジネス パートナーは、政府機
関への販売に関連したすべての法規制および契約条項を
遵守しなければなりません。

輸出のコンプライアンス
ジュニパーのビジネス パートナーは、輸出規制された原
料または製品を処理または流通する際に、米国法および
その他の適用されるすべての輸出入法への遵守を確約す
るために作られた、文書化された輸出管理プログラムを
有し、それに従うことが期待されます。ジュニパーの製
品およびサービスには、厳格に規制され、公認のエンド
ユーザーにのみ流通することができ、常にあらゆる輸出
禁止令および制裁を遵守しなければならない機密技術が
含まれることがよくあります。輸出コンプライアンスに
関するご質問は、compliance_helpdesk@juniper.net 

までお問い合わせください。

責任あるビジネス パートナーの行動
ジュニパーのビジネス パートナーの担当者は、市場でジュ
ニパーの製品およびサービスを代表する間、プロとして
のマナーを持って行動しなければなりません。これはつま
り、ジュニパーの製品およびサービスをマーケティング、
販売、サポートする間、事務的な方法で、すべての人を
尊重し、尊敬の念をもって取引を行うということです。

鉱物の責任ある調達
ジュニパーのビジネス パートナーは、製造する製品に含
まれる可能性のあるタンタル、錫、タングステン、金が、
コンゴ民主共和国やその付近の国など、紛争に影響を受
けた地域およびハイリスク地域で深刻な人権侵害を加え
ている武装集団に、直接または間接的にも、資金を提供
していないあるいは武装集団の利益とならないことを合
理的に確約するために、法律により課せられたいかなる
積極的な義務にも遵守することが期待されます。ジュニ
パーのビジネス パートナーは、倫理的な提供源および生
産物流管理に関するデューデリジェンスを実施し、リク
エストに応じてジュニパーに自社のデュー デリジェンス
方法を利用できるようにすることが期待されます。

ビジネス パートナー行動規範
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労働基準
ジュニパーのビジネス パートナーは、従業員を公平に取
り扱い、以下の原則を遂行するために労働・雇用に関す
る適用法規制を遵守することが期待されます。

強制的な労働の禁止
ジュニパーのビジネス パートナーの雇用は、強制的な労
働の禁止および、あるいは強制、拘束された不本意の労働、
または奴隷制度もしくは人身取引が一切ないことを表明
しなければなりません。ジュニパーのビジネス パート
ナーは、合理的な通知に基づき、従業員に雇用の非継続
を認めなければなりません。また、ジュニパーのビジネ
ス パートナーは、政府が発行した身分証明書、パスポート、
労働査証などの従業員の個人情報または入国管理文書へ
の従業員のアクセスを、かかる行動が法律によって要求
されない限り、抑制しない、さもなければ破壊、隠す、
没収、拒否してはなりません。

児童労働の禁止および労働時間
ジュニパーのビジネス パートナーは、児童労働を利用し
てはならず、児童労働をさせていないことを示す文書を確
認し維持する手順を採用することが期待されます。また、
ジュニパーのビジネス パートナーは、すべての労働者に
対して労働時間、労働条件および賃金に関する適用可能
な地域の法規制および基準を遵守しなければなりません。
18 歳未満の労働者 (若年労働者 ) は、健康または安全を
脅かす可能性のある業務を実施してはなりません。

合法な雇用
ジュニパーのビジネス パートナーは、すべての従業員を
雇用する前に、かかる従業員がその管轄区で働く法的権
利を有しているかを確認するために、すべての関連書類
を確認し、評価しなければなりません。

差別の禁止
ジュニパーのビジネス パートナーは、人種、肌の色、年齢、
性別、性指向、性自認または表明、民族または出身国、障害、
妊娠、宗教、退役軍人のステータス、婚姻状況に基づい
た違法な差別をしてはなりません。

従業員の団結権
ジュニパーのビジネス パートナーは、従業員が労働組合
を含む労働者の組織に参加するあるいは参加を控える法
的権利を尊重しなければなりません。また、ジュニパー
のビジネス パートナーは、有益な雇用条件を確立し、
第三者が代表することを従業員が不要と見るようになる
従業員との肯定的な関係を促進する方法として、従業員
の効果的なコミュニケーション プログラムを維持する権
利を有します。

職場の安全
ジュニパーのビジネス パートナーは、従業員のために安
全で衛生的な職場環境を提供しなければならず、適切な
安全装置と訓練を提供することが期待されます。

賃金および手当
ジュニパーのビジネス パートナーは、最低賃金、残業時間、
出来高賃金、その他の報酬要素に関連する法規制を含む、
地域のすべての賃金・時間法規制で定められた通りに、
賃金、手当、残業代を提供しなければならず、法的に定
められた手当を提供しなければなりません。
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環境規準
ジュニパーのビジネス パートナーは、その事業が環境に
与える影響に関するすべての適用される法規制を遵守し
なければなりません。製品およびサービスの製造または
提供のために使用される原料の提供源およびプロセスに
影響を及ぼすあらゆる国際法および適用可能な地域の法
律を含む環境法に従います。

公害防止および資源保全
ジュニパーのビジネス パートナーは、提供源での削減ま
たは低減、あるいは原料のリサイクルや再利用、原料の
置換、プロセスの改善などの慣行により、水、エネルギー、
大気排出物を含むあらゆる種類の資源の保全および廃棄
物削減を確約するための対策を施すことが期待されます。
また、ジュニパーのビジネス パートナーは、包装素材の
過度のおよび不要な使用を避け、適切な場合はいつでも
再生素材を活用することが期待されます。

有害物質
ジュニパーのビジネス パートナーは、製品および製造に
おいて特定の物質を禁止するまたは制限することに関す
るすべての適用法規制を遵守することが期待されます。
環境に放出した場合に危険を引き起こす化学薬品および
その他の原料は安全な処理、移動、保管、使用、廃棄を
確約するために、特定し、管理しなければなりません。

エネルギー消費
ジュニパーのビジネス パートナーは、エネルギー効率を
改善し、エネルギー消費と温室効果ガスの排出を最小化
するために、費用効果の高い方法を探すことが期待され
ます。

監視とコンプライアンス
ジュニパーは本規範への遵守を確認するために監査ある
いは情報を請求する、あるいは監査を実施するために第
三者を任命する場合があります。いかなる違反もジュニ
パーのビジネス パートナーの経営陣に注意を促すべく報
告され、適切な場合は、是正措置が取られます。本規範
を遵守しない、あるいは違反を発見した、または遵守を行
うための特定の計画を約束しない、いかなるビジネスパー
トナーとの関係もジュニパーの意思により停止します。

ビジネス パートナー行動規範
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ジュニパーのビジネスパートナーおよびその他の利害関係者は、ジュニパー  インテグリティ  ホッ
トライン  1-888-475-8388 (米国無料通話 ) に電話、または  Integrity@Juniper.net 宛あるいは  
www.juniper.ethicspoint.com にてオンラインで、ジュニパー  インテグリティ  ＆  コンプライアンス  
グループに違反の疑いを報告できます  (法で認められている場合は、秘密かつ匿名で )。
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法人および営業本部
Juniper Networks, Inc.
1133 Innovation Way
Sunnyvale, CA 94089 USA
電話 : 888.JUNIPER (888.586.4737)
または +1.408.745.2000
ファックス : 1.408.745.2100
www.juniper.net

APAC および EMEA 本部
Juniper Networks International B.V.
Boeing Avenue 240
1119 PZ Schiphol-Rijk
Amsterdam, The Netherlands
電話 : +31.0.207.125.700 
ファックス : 31.0.207.125.701 
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