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企業の構築に取り組む従業員の皆さん
 
当社が「人々に愛されるブランドを創造する（Build Brands People Love）」というミッションを実
践しながら、継続的に成長し、革新を推進するのに伴い、責任を持って最高の倫理基準に従っ
て行動することがますます重要となっています。業界は絶えず進化していますが、忠実性、誠実
性、尊重といった価値観が、従来から当社の取引の基盤となってきました。当社の「易しいこと
ではなく、正しいことを行う」という価値観に焦点を絞りなから、当社の業務行動規範（SBC） を
見直して、Oathがどのように運営されているか、そしてこうした基準を各自の日常業務にどのよ
うに組み込むべきかを理解してください。 

SBCは当社の企業文化における重要な要素であり、当社の企業価値を支え、顧客や同業者と
の関係を強化する上で不可欠な役割を果たします。不明点がある場合は、倫理＆コンプライア
ンス部にお問い合わせください。要望に応じて、匿名で連絡することができます。

電子メール：ECO@oath.com
電話：833-ASK-OATH、833-275-6284
オンライン：ウェブフォーム（すべての言語で使用可）
 
よろしくお願いいたします。

-TA（ティム・アームストロング）

CEO（最高経営責任者）のご挨拶
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当社の業務行動規範
当社は倫理観と誠実性をもって事業を運営しています。人と財産を尊
重します。そして、利益相反を避け、公正に競争します。正しく行動する
のです。

Oathの全従業員と全取締役は、このコミットメントを共有し、業務行動
規範（以下、「SBC」と言います）に従って業務を実施します。SBCに準
拠しない事態が発生した場合は、係る問題を提起してください（9ペー
ジの「報告について」参照）。 

SBC（業務行動規範）に関して、以下の事柄を念頭に置いてください。

• SBCは全従業員に適用される。
• SBCは各自の責任である。
• SBCは当社の運営方法を示すものである。

SBCに違反すると思われる何らかの事態が発生した場合に備えて、 
以下の事柄に留意してください。

• 常に懸念事項は必ず報告する。
• 匿名で報告することができる。
• 報復は禁止されている。

詳細については、9ページを参照してください。

Oath Inc.、その子会社、およびその関連会社（以下総称して、「Oath」と
言います）は、最高水準の倫理観と誠実性に従って行動することに専
念します。親会社であるベライゾンも同様です。

本規範は一般的なガイダンスを提供するものです。これは、Oathまた
は各従業員に適用されるすべての法律または方針を網羅しているわ
けではありません。本規範の補足となる特定の方針および手順につい
ては、所属する事業部門にお問い合わせください。 

SBCでは、従業員が雇用諸条件について意見を交わし、法律で保護さ
れた共同行為に従事することを禁じていません。

倫理＆コンプライアンス部がSBCの適用を監督し、発生した特定の事
実および状況に照らしてSBCを解釈します。ベライゾン取締役会の監
査委員会が、倫理＆コンプライアンス部に対する最終的な監督責任を
担います。

当社は随時SBCを変更する可能性があります。ポリシーポータルま
たは倫理＆コンプライアンス部のウェブサイトで最新版を確認してく
ださい。
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SBCは当社が行うすべての事柄の基礎となるものです。これは人の良
好な判断に代わるものではなく、すべての状況に適用できるわけでも
ありません。何らかの事態について確信が持てない場合は、以下の質
問を自問自答してください。

• これに関連する法律または規制はあるか？
• これに関する説明や規定がSBCまたは当社の方針に含まれて

いるか？
• 助言または承認を求めるべきか？
• これは正しいことだと思えるか？
• 自身が最も尊敬する人はこれについてどのような見解を持つか？
• マスメディアや当社の株主はこれをどう見るだろうか？

現地法がSBCと矛盾する場合、または事業部門の方針・慣行がより厳
格な場合は、現地法または事業部門の方針・慣行に従います。  

不正行為は上層部の者からの指示であると主張しても正当化されま
せん。職位または地位に関わらず、いかなる者にも不法行為または
SBCに違反する行為を指示する権限はありません。

Oathの各従業員および取締役は、各自の任務の一環として、SBCおよ
び当社が支持する方針に従う必要があります。SBCは方針とガイダン
スを提供するものです。本規約は従業員との契約締結または長期間
の雇用保証を構成するものではありません。
 

管理者の責任
自らが良好な手本となることで指揮を執ります。SBCに対する自身の
コミットメントを示します。そして、部下がSBCに基づく自身の義務を
認識していることを確認してください。

従業員が安心して質問できる環境および問題を容易に報告できる環
境を構築します。たとえ報告内容が不正確であると判明した場合でも、
認識された問題または実際の問題を良心に基づき報告した個人が、 
その手段を問わず、報復を受けないことを保証する必要があります。

SBCに対する実際の違反または潜在的な違反は、自身の管理者、人
事部、SBCアドバイザー、または倫理＆コンプライアンス部に報告し
てください。

第三者の管理
SBCの規定の中でそれぞれの取引または関係に適用される条件を、
共同事業パートナー、代理人、または当社の代理として働くその他の
個人が理解していることを確認する必要があります。

SBCの使用
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潜在的な違反（違反の可能性）に気付いた場合は、速やかに報告して
ください。調査への協力を依頼された場合は、それに応じます。当社
は、良心に基づき報告した個人または調査に協力した個人への報復
はいかなるものでも容認しません。 

SBCは、（機密性に関連する言語を含め）良心に基づき問題を提起す
ること、SBCヘルプラインまたは他の報告チャネルを通じて不正行為
の可能性を報告すること、あるいは社内の調査または政府の調査に協
力することを抑制するものではありません。

SBCの違反は、自身の上司、人事部、SBCアドバイザー、または倫理＆
コンプライアンス部に報告することができます。報告の詳細情報につ
いては、国固有の現地の付属文書を参照してください。

連絡先
電子メール：ECO@oath.com
電話：833-ASK-OATH、833-275-6284 
オンライン：ウェブフォームリンク
郵送先：Oath Ethics & Compliance, 22000 AOL Way,  
Dulles, VA 20166

報告の調査
倫理＆コンプライアンス部と法務部が、報告された懸念事項の調査を
監督します。調査結果次第では、Oathは解雇を含む懲戒処分を取る可
能性があります。 

ただし、法律で許可されているように、匿名で報告することも可能で
す。匿名での報告を含め、米国外の従業員からの報告は、現地のプライ
バシー規制および他の適用される法律に従って処理されます。状況に 
よっては、報告者の身元が分かっているほうが、調査やフィードバック
の取得が容易となることに注意してください。

全従業員が十分かつ率直に調査に協力する必要があります。これは、
当社、当社の代理としての役割を果たす第三者、または政府機関によ
り実施される調査を妨害してはならないということです。良心に基づ
き懸念を報告した従業員、または調査に協力した従業員に対する報
復は容認されていないことを従業員は理解する必要があります。係る
報復を行う個人、または調査を妨害する個人は、解雇を含む懲戒処分
の対象となる可能性があります。  

不明点がある場合 
倫理＆コンプライアンスのサイトをチェックしてください。または、 
上司、人事部、SBCアドバイザー、倫理＆コンプライアンス部に相 
談してください。

報告について
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当社にとって最も貴重な資産は、有能かつ献身的な従業員です。敬意
をもってお互いを公平に扱う必要があります。当社では、各従業員に
は平等に成功の機会が与えられます。  

その形態を問わず、差別やハラスメントが発生した場合は、以下の手
順を実行してください。  

• 係る行動が不愉快であることを本人に伝え、直ちに止めるように
要求します。

• 係る事態を直ちに上司、人事部、SBCアドバイザー、または倫理＆
コンプライアンス部に報告します。 

報告を受けた上司は、直ちに人事部、SBCアドバイザー、または倫
理＆コンプライアンス部にその旨を報告します。

当社はセクシャルハラスメントを含むハラスメントに関する報告を迅
速かつ徹底的に調査して、合理的な結論を導き出します。報告は可能
な限り機密情報として扱われます。

ダイバーシティ＆インクルージョン
当社は雇用機会均等を実践しています。そして、職場における従業員
の多様性を推進、管理、および高く評価しています。 

人種、肌の色、出生国、先祖、市民権ステータス、宗教、性別、障がい、性
的指向、性差、性同一性および表現、年齢、医学的病状、遺伝子情報、
兵役、または適用される法律により定められている保護カテゴリなど、
法律で保護されている特性に基づき雇用関連の決定を下すことは禁
止されています。

ハラスメントについて
当社はハラスメントのない職場環境の構築に取り組んでいます。これ
は、職場において、従業員、マネージャー、請負業者、ベンダー、または
第三者が他者に対して違法なハラスメント行為を行うことは、いかな
る人物であろうと、その形態を問わずOathは容認しないということで
す。ハラスメントには、意図的か否かに関わらず、脅迫的、攻撃的、また
は敵対的な職場環境をもたらすすべての行為が含まれます。ハラスメ
ントには多様な形態があり、身体的行為、書面や口頭での発言、ビデ
オや写真、およびほのめかしなどが含まれます。直接的に特定の個人
に対して不適切な行為や発言を行っていない場合でも、ハラスメント
と認識される可能性があります。セクシュアルハラスメントには、嫌が
る相手への性的な誘いかけ、性的行為の要求、または他の性的性質
のある視覚的、口頭的、身体的行為が含まれます。 

人種、肌の色、出生国、先祖、市民権ステータス、宗教、性別、障がい、性
的指向、性差、性同一性および表現、年齢、医学的病状、遺伝子情報、
兵役または退役軍人ステータス、あるいは適用される法律により保護
されている属性などに基づくハラスメントを当社は厳格に禁止してお
り、係るハラスメントは容認しません。

良心に基づきハラスメントまたは差別を報告した個人、あるいはハラ
スメントまたは差別の調査に協力した個人に対する報復を当社は厳
格に禁止しています。その種類を問わず、本方針に反してハラスメント
または報復に関与した個人はすべて、解雇を含む懲戒処分の対象と
なる可能性があります。

プロフェッショナルな職場環境
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安全かつ健全な職場環境
安全かつ健全な職場環境の構築を推進する必要があります。当社の
施設およびシステムを保護するための予防措置を講じてください。 
職場を保護するため、以下の点に留意してください。  
 
• 脅迫しない、いじめない、暴力に関与しない、そして敵意を抱かな

いでください。
• 機密の領域または情報への不正アクセスが発生しないように注

意し、あらゆる不審な行為を警備担当に通知します。
• 当社の財産は誠実に責任を持って、かつ適用される方針に従って

扱います。 
• Oathは麻薬を禁止しており、現地法により認められる場合でも、職

場における違法薬物または規制物質（薬物）を許可していません。 
• 任務に当たる、または職務に従事する際には、アルコールまたは

処方薬を乱用しないでください。
• 危険な状況・活動、または職場における事件または負傷はすべ

て、上司または警備担当に速やかに報告します。 

Oathは従業員間のいじめ、暴力行為、または脅威を容認しません。 
係る類の行為に関与する個人、または脅迫に使う器具・物体を職場に
持ち込んだ個人はすべて、解雇を含む懲戒処分の対象となる可能性
があります。 

Oathの施設内に所在する間、または業務に従事する間は、いかなる
者も違法薬物や規制物質（薬物）を所有、使用、販売、配布、調剤、また
は製造することはできません。さらに、業務に従事する間、施設内に所
在する間、または当社主催のイベントに参加する間は、アルコールを
乱用すること、または処方薬を乱用、販売、配布、調剤、製造することは
禁止されています。係る行為を行う個人は、解雇を含む懲戒処分の対
象となる可能性があります。 

すべての従業員には、環境、職場、健康、安全に関連するすべての法
律、および安全性・緊急時に関するすべての対応手順を遵守すること
が義務付けられています。自分自身の職務権限に関する現地の労働
安全基準すべてに精通しましょう。
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安全かつ健全な世界
当社の事業活動および意思決定が及ぼす社会的影響および経済的影
響に配慮する必要があります。自身の行動が以下の条件を満たしてい
ることを確認してください。

• 人と環境を守る。
• 人権を尊重する。
• 当社が事業を運営する地域社会および文化を尊重しサポートする。 
• 表現の自由を尊重する。
• 従業員と消費者の権利を尊重する。

強制労働、人身売買、奴隷制度、または紛争鉱物など、当社は人権尊重
に反する活動には関与しません。

当社は従業員がOathの安全な労働条件の下で働けるように尽力して
います。環境・職業上の安全および健康に関連する法律の遵守、およ
び地球規模で環境に配慮した活動を行うことに当社は全力で取り組
んでいます。  

SBCの規定に関する不明点がある場合は、上司に相談してください。
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財務記録および情報開示
当社は財務記録を維持することで、事業を管理し、株主、従業員、およ
び他の利害関係者に対する責任を果たしています。経費明細書、財務
諸表、契約書、および情報開示書類など、当社が生成するすべての社
内記録について、全員が明確で正確かつ公正な情報を記録する責任
を負っています。

会計または監査に関する懸念がある場合は、Oathの経理部長または
倫理＆コンプライアンス部に報告してください。問題が経理部長また
は倫理＆コンプライアンス部に関わるものである場合は、顧問弁護士
に報告書を提出してください。

報告の提出を要する問題の例：

• 財務諸表記録の作成または監査における実際の不正または不正
の可能性

• 当社の内部会計統制の不備またはそれに対する違反
• 当社の財務記録、監査記録、または報告書の内容に関する不実表

示または虚偽の記載
• 当社の財務状況の完全かつ公正な報告における他の逸脱

当社の財務記録の完全性は、当社の会計、税務、公開、および他の関
連要件をOathが遵守する上で重要な要素となります。

Oathは完全かつ正確な財務記録を維持し、ベライゾンが米国証券取
引委員会（以下、「SEC」と言います）に提出する報告書および文書に
おいて、完全かつ公正かつ正確に、理解可能な形態で、情報を適切か
つ適時に開示すること、あるいは公開することに全力で取り組んでい
ます。財務担当役員およびCEOは、社内倫理規定に基づく特別な責任
を担います。係る倫理規定は、このコミットメントを促進するものです。

情報、プライバシー、資源、資産
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機密情報
当社事業はOathおよびベライゾンの専有情報、非公開情報または機
密情報、および事業の一環として他者/他社が当社に委託した情報を
保護することにかかっています。係る情報を保護し、不適切または不正
な開示を防止する責任は各従業員にあります。
 
機密情報の例：
• 事業計画
• 企業秘密
• 業績
• 消費者のクレジットカードデータ
• 部外秘情報または制限情報（社内報告書、方針、手続、または他の

社内業務関連機密情報）
• 知的財産
 
機密情報は頻繁に、普段または社交の会話、あるいはソーシャルメディ
ア（例：Linkedinの職務記述書で機密活動について記載する、あるいは
非公開プロジェクトの写真を投稿するなど）で不用意に開示されます。
係る方法で機密情報が開示されることがないように十分に注意を払っ
てください。

Oathまたはベライゾン、あるいはそのクライアント、顧客、または他の
提携先に関する専有情報または機密情報を開示する前に、適切な承
認を得てください。

専有情報および機密情報は、業務の一環として係る情報を正当に知る
必要があるOathまたはベライゾンの従業員、取締役、あるいは相談役
以外の人物（家族および友人を含む）に話すべきではありません。

機密情報を維持する義務は、各自が調査に協力すること、雇用条件に
ついて話し合うこと、または法律で保護されている共同行為に従事す
ることを禁止するものではありません。

マスコミ、経済誌、投資アナリスト、または他の経済界関係者などの社
外からOathまたはベライゾンに関する問い合わせが入る可能性があ
ります。任命されている従業員以外が、係る類の情報伝達を行うことは
禁止されています。係る問い合わせを受けた場合は、コメントを控え、
以下に転送してください。

• アナリストからの問い合わせの場合：IR部
• 報道機関からの問い合わせの場合：広報部
• 政府関係者からの問い合わせの場合：法務部
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インサイダー取引/証券取引
内部情報は常に保護してください。内部情報を保持している場合、また
は取引の制限について通知された場合は、当社の証券は一切取引しな
いでください。ベライゾン証券または他社証券の特定の取引の可否に
ついて不明点がある場合は、取引する前に法務部に相談してください。
 

「内部情報」とは、保護する必要のある機密情報の一種である「重要
な非公開情報」です。内部情報には、公開されていない情報、合理的な
投資家が証券を購入、売却、保有するかどうかを決定する際に重要と
考えられる情報が含まれます。  

従業員は「内部情報」を保持している間は証券の売買をすることはで
きません。従業員はOathまたはベライゾン、あるいはOathの取引先
企業の「内部情報」を偶然知る可能性があります。内部情報の保持期
間中に証券を売買する行為、または証券を売買する他者に同情報を
伝達する行為は、違法なインサイダー取引に当たります。

インサイダー取引は、Oath、ベライゾン、および個人に厳しい刑事罰お
よび民事罰が科される重大な犯罪です。本項は、係る行為および不適
切と認識され得る行為を回避することを目的としています。

個人ローン
会社から役員への個人ローンは（証券取引法で定義されている通り）、
不法であり、固く禁じられています。会社から従業員への個人ローンは、
事前に法務部により書面で承認を受けなければなりません。
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当社の資源
当社の資源は、十分な注意を払い、プロ意識を持って有効に使用す
る必要があります。個人的利益のために当社の資源を使用しないで
ください。

Oath技術資源の限定的な個人的使用は許可される可能性がありま
す。ただし、過度または違法に使用すること、あるいはOathと無関係の
商業活動または政治活動を目的として使用することは禁止されていま
す。従業員は電子的に保存されたデータに関してはプライバシーを期
待することはできません。ただし、法律で別途定められている場合はこ
の限りではありません。   

Oathの技術資源を使用して作成、保存、または送信される文書また
は情報は、業務関連とみなされます。したがって、たとえ「個人用」と記
載されていても、係る情報のプライバシーを期待することはできませ
ん。Oathは、法的に許される範囲で、従業員が会社の資産を使用する
のを監視し、政府調査への対応または法的手続きの必要性などの合
法的な事業目的で、係る情報技術システムに作成または保存された
情報を保存、収集、使用、および開示する権利を留保します。この例と
して、政府の捜査に応じること、必要に応じて法的手続に対応すること
が挙げられます。

Oathの業務を遂行する目的で従業員が個人的デバイスまたは自宅
用の電子メールアカウントを使用する場合、政府の調査への応答また
は訴訟手続における必要性などの合法的な事業目的があれば、Oath
は係る資産またはアカウントで作成または格納された情報を保存、収
集、使用、および開示する権利を留保します。 

米国以外の地域を拠点とする従業員は、技術資源の使用および適用
されるプライバシー規定に関する現地の情報技術関連方針を参照す
る必要があります。
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通信
電子メール、インスタントメッセージ、ボイスメールなどの電子通信は
迅速かつ広範囲に広がります。電子メールを作成する際、および他の
電子またはデジタル通信を送信する際は、正確かつ慎重に、プロ意識
を持って係る作業を行ってください。伝達する必要のある内容以外は
含めないでください。 
 
当社を代表して公式な通信を発信する場合は、広報部またはIR部から
事前承認を得る必要があります。

Oathでは、製品およびサービスの販売方法に特定の要件が定められ
ています。評価および推奨は正直に行い、製品に関する自身の実際の
経験のみに基づいて発表してください。自身がOathの従業員であるこ
と、および製品の評価と製造者の間にある他の重要なつながり（評価
の重要性または信頼性に影響を与える可能性があるもの）を明確に
開示する必要があります。

邪悪、性的に露骨、脅迫的、威圧的な情報・画像、または同僚、顧客、サ
プライヤの価値を下げる情報・画像、あるいはハラスメントまたはいじ
めにつながり得る情報・画像の送信、投稿、伝達を目的としてOathの
技術資産を使用することは禁止されています。係る行為の例として、特
定の人物の評判を意図的に傷付けることを目的とする攻撃的なメッ
セージ・投稿、または先祖、市民権ステータス、宗教、人種、性別、障が
い、宗教、性的指向、性差、性同一性および表現、年齢、医学的病状、遺
伝子情報、兵役または退役軍人ステータス、あるいは法律または当社
の方針により保護されている他のステータスに基づく不快な職場環
境をもたらす要因となるメッセージが挙げられます。
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技術資産、プライバシー、情報
技術資産
ネットワーク、コンピュータ、携帯電話（当社ネットワークの個人電話を
含む）、他の電子機器、および電子メール、インスタントメッセージ、ボ
イスメール、インターネットアクセス、コラボレーションスイートなどの
電子サービスといった技術資産は、日常業務を行う上で重要なツール
となります。係る資産を保護するために、Oathの情報セキュリティに
関する方針が適用されます。
 
プライバシー
当社は顧客情報（クレジットカード情報など）、従業員情報（自宅の住所
など）、および提携先の情報（機密の事業戦略など）など、当社が収集し
た個人情報の安全性およびプライバシーを保護する義務があります。
これには、プライバシー法、データ保護法および方針、並びにOathとそ
の顧客および提携先の間におけるすべての契約が含まれます。

システム保護
すべてのコンピュータおよび電子通信ネットワークなどの当社の電子
情報施設は、日常業務にとって絶対不可欠なものです。各従業員がそ
れぞれのセキュリティにおける責任を担っています。例として、不明な
情報源からのファイルのダウンロードには注意を払うこと、当社システ
ムへのアクセスの制御および保護における当社の取り組みに協力す
ること、および当社のセキュリティ対策を試すような行為（これが自身
のIT職務の1つである場合を除く）または不正アクセスを行わないこと
が挙げられます。

業務記録
Oathには企業規模の記録管理プログラムがあります。これにより、従
業員はすべての適用される法律に従って、保管、破壊、または「リーガ
ルホールド（証拠保全）」する記録を正確に特定する責任を全うするこ
とができます。適切な期間にわたって、完全かつ正確な記録を維持す
る必要があります。これは、係るデータまたは文書が電子版か紙面版
に関わらず、当社の業務を遂行する上で作成または受領したすべての
記録情報に適用されます。 

記録情報管理プログラムが規定するガイダンスに照らして、従業員は
記録を評価および検証する必要があります。従業員が退職または社内
異動する場合は、上司が係る従業員の電子版および紙面版記録の移
行を監視し、保証する責任を担います。請負業者や相談役を監督する
従業員は、代理で作成または保持された記録にOathがアクセスでき
ることを確認する責任を担います。法務部から「リーガルホールド」の
指示を受けた従業員はすべて、迅速に指示通り書類を保存または「保
持」しなければなりません。
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企業秘密、特許、商標、著作物など、知的財産はOathおよび他の企業
の多大な投資により創出されたものです。オンラインメディアおよび
情報業界のリーダーとして、Oathは自社の知的財産を保護すると共
に、他社の知的財産権を尊重することに全力を注いでいます。

他社の企業秘密、所有権、非公開情報、または機密情報を、窃盗、不法
侵入、非合法または漏洩の勧誘、あるいは機密保持合意への違反など
の不適切な手段で取得してはなりません。

権利者の許可なしに、あるいはライセンスまたは法律で許可された範
囲を超えて、他社の知的財産の複製または配布のために当社の企業
財産を使用してはいけません。

娯楽メディアおよび他の著作物の違法複製は、メディア界全体に損 
害を与える深刻な問題です。著作権者の許可なくピアツーピアネット
ワークからの著作物のダウンロードまたはアップロードを会社の資産
を使って行うことは著作権侵害に当たり、容認できません。

知的財産
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概要
従業員はOathおよびベライゾンに対して最高の誠実性をもって行動
し、実際の利益相反または潜在的な利益相反を引き起こす状況を回
避する必要があります。実際の利益相反は、健全で客観的な経営判断
を行う能力に、会社の代わりに個人的または家族の利益が介入する
際に発生します。なんら悪い意図がない場合でも、利益相反のように
見えるだけで会社にとって損害となりかねないのです。

実際の利益相反または潜在的な利益相反を引き起こす可能性のある
すべて状況に対処することは不可能ですが、本項では、贈答品および
接待、他社における金銭的利害、家族との職場の共有、他社での勤務、
およびOathまたはベライゾンとの競合など、最も発生しがちな状況の
いくつかについて説明します。

確認するべき諸条件：

直系家族または世帯構成員
下記の規則の一部は、従業員の「直系家族」または「世帯構成員」に適
用されます。「直系家族」とは、親、兄弟、配偶者、ドメスティックパート
ナー、義父母、義兄弟、義姉妹、または子を指します。「世帯」の構成員
はご自身の家を共有する者すべて（家事使用人を除く）を意味します。

提携先および競合他社
下記の規則の一部は、「提携先」および「競合他社」に適用されます。
一般的に、「提携先」とは、Oathまたはベライゾンと取引を行う個人ま
たは企業、あるいはOathまたはベライゾンと取引することを希望して
いる個人または企業、もしくはOathまたはベライゾンが取引を行うこ
とを希望している個人または企業を指します。例えば、提携先は顧客
やクライアント、またはOathにサービスを提供するベンダーや企業で
ある可能性があります。「競合他社」とは、Oathまたはベライゾンが提
供している（あるいは、Oathまたはベライゾンが提供しようと考えてい
る）製品またはサービスを提供する企業を指します。競合他社には、当
社の製品、サービス、または価値提案を傷付ける可能性のある企業も
含まれます。特定の企業が提携先または競合他社に当たるかどうかが
不明の場合は、倫理＆コンプライアンス部に連絡してください。

利益相反の回避
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贈答品および接待 
従業員あるいは従業員の直系家族または世帯構成員が、Oathまたは
ベライゾンのクライアント、顧客、または他の提携先、あるいは競合他
社から贈答品または接待を受ける可能性があります。係る贈答品また
は接待の中には、友情、感謝、または謝意を示すため、あるいは親善を
深めるため、もしくは取引関係を強化するためなど、誠実な事業目的
に基づくものがあります。しかし、贈答品または接待が過度になると、
違法行為である贈収賄となる可能性があります。Oathは厳格に贈収
賄を禁止しています。  

贈収賄は違法であり、Oathと提携先および顧客との関係を損なう要因
となります。 
 
• したがって、自身または受領者の業務上の判断に不適切な影響を

与え得る、あるいは不適切な影響を与えると認識され得る贈答品
または娯楽の申し出を受諾しないでください。 

• 自身が要求する支払または贈答品、あるいは自身に提供される支
払または贈答品が、賄賂、賄賂の勧誘、または他の不適切な行為
に該当すると思われる場合は、法務部に相談してください。

 
贈答品および接待に関するOathの方針に従うことで、その一線を越
えるのを回避することができます。Oathの倫理＆コンプライアンの
ウェブサイトで、Oathの贈答品および接待に関する手引、および政府
倫理、反汚職、政府献金、およびロビー活動についての関連方針をご
覧ください。

商業賄賂は、取引の獲得など、Oathまたは提携先の業務上の判断に
不適切な影響を及ぼすことを了承した上で有価物（贈答品または接
待）を提供する状況で発生します。 
 
贈答品と接待の区別
接待とは、提供側と受領側の両者が参加する食事、会議、スポーツま
たは文化イベントなどを指します。両者が参加しない場合は、贈答品
とみなされます。 

贈答品および接待に関しては、従う必要のある基本的な規則があり 
ます。豪華な贈答品および接待は、外見上の利益相反または実際の
利益相反を引き起こす可能性がより高いため、禁止されている場合
があります。また、状況によっては、係る贈答品または接待を受諾する
前に事前承認が必要となります。

贈答品または接待がOathの帳簿および記録に正しく反映されている
ことを常に確認してください。
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Oathの贈答品および接待に関する規則の適用
係る規則は、自身、自身の直系家族、世帯構成員、および自身がその代
理として贈答品または接待を提供または受諾するように指定したすべ
ての個人に適用されます。

贈答品または接待の費用の支出元がOathか従業員の個人資金かに
関わらず、係る規則を適用する必要があります。個人資金の使用にお
ける制限は、以下の場合に限り適用されません。

• 贈答品または接待を提供または受諾する個人と既存の個人的関
係がある。 

• Oathとの提携でなく、自身の個人的関係に基づき贈答品または
接待を提供または受諾する。 

• 贈答品または接待が、業務上の判断に対して実際に、または外見
上、何ら不適切な影響を及ぼさない。

• 贈答品または接待が法律または規制に違反しない。

贈答品および接待に関する規則は、取引の獲得または維持という見返
りなしに、明確に確立された善意の慈善団体に寄付する場合には適
用されません。

Oathの諸部局には、より厳しい要件が定められている可能性があり 
ます。したがって、自身の職務に関連する、あるいは所属する事業部門
または現地の事務所により課せられる追加の要件を遵守する必要が
あります。

係る規則において上司および倫理＆コンプライアンス部の承認を取
得する必要性が定められている場合、CEOは倫理＆コンプライアンス
部から承認を得る必要があります。
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提携先または競合他社との贈答品の交換
• 贈答品が合理的かつ慣習的なもので、状況に応じた誠実な業務

上の目的がある場合は、特定の現金以外の贈答品を提携先また
は競合他社と授受することができます（自ら係る贈答品を要求し
たのではない場合に限る）。贈答行為は他社からどう見られるか
について、常に自分自身の判断力を使ってください。

• 直接的か間接的かを問わず、提携先または競合他社に贈答品を
要求しないでください。

• 現金の贈答または同等物（ギフトカードなど）を提携先または競
合他社と授受することは禁止されています（自身が贈答を要求し
ていない場合も含む）。

• 上司およびOathの倫理＆コンプライアンス部からの承認を得ず
に、1回当たり250ドル以上の価値を有する現金以外の贈答品を
提携先または競合他社と授受することは禁止されています。提供
者または受領者のいずれかが米国外に所在する場合、外国の法
令上の額面価格以上の価値を有する贈答品に関しては、上司およ
びOathの倫理＆コンプライアンス部の承認が必要となります。

• 上司およびOathの倫理＆コンプライアンス部からの承認を得ず
に、1暦年に500ドル以上の価値を有する現金以外の贈答品を提
携先または競合他社と授受することは禁止されています。提供者
または受領者のいずれかが米国外に所在する場合で、単一の提
供元からの贈答品が外国の法令上の額面価格以上の価値を有す
る場合は、上司およびOathの倫理＆コンプライアンス部の承認
が必要となります。

提携先または競合他社との接待の授受
• 接待が適用される法律に準拠している場合、自身と提携先または

競合他社がイベントに参加する場合、イベントの価値が合理的か
つ慣習的であり、状況に応じている場合、誠実な業務上の目的が
ある場合、過度に豪華でない場合、または過度に頻繁に提供され
ない場合は（業務上の目的でないことを示す）、提携先または競合
他社と接待を授受することができます。

• 上司および倫理＆コンプライアンス部から旅費および宿泊費用
に関する事前承認を得ている場合を除き、提携先または競合他
社から250ドル以上（または、1社の提携先または競合他社からの
1暦年の総計が500ドル以上）の旅行および滞在費用の支払を受
領することは禁止されています。提供者または受領者のいずれか
が米国外に所在する場合は、外国の法令上の額面価格以上の旅
行または宿泊費については、上司および倫理＆コンプライアンス
部からの承認が必要となります。

• 接待は本規約の他の規定に違反しない方法で行う必要があり
ます。

• 接待は、規範の他の規定に違反せず、あるいは会社の評判を損な
わない形で行わなければなりません（例：風俗店でのイベントは
適切ではありません）。
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政府関係者との贈答品および接待の授受 
「政府関係者」という用語は幅広く定義されています。これには、政府

職員および官僚だけでなく、政府が全部または一部所有する企業の
従業員、あるいは大学や病院などの政府補助金を受ける団体の職員、
政党や政党職員、行政官候補、および公的国際団体などが含まれま
す。当社が運営している国では、米国では民間である企業が、政府に
所有または管理されている場合もあり（例：電気通信会社、マスメディ
ア）、法律が意味する範囲内で、係る機関の従業員が政府職員に該当
する可能性があります。
 
• 法務部から事前に書面による承認を得ることなく、政府関係者を

食事を招待すること、贈答品を提供すること、有価物（額面価格の
ものも含む）を提供すること、または政府関係者からの贈答品ま
たは有価物（額面価格のものも含む）を受諾することは禁止され
ています。

• 政府機関または政府関係者が主催する仕事関係の食事会または
会議に出席する場合は、事前に倫理＆コンプライアンス部または
法務部から承認を得てください。
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Oathまたはベライゾンの提携先または競合他社に金銭的利害がある
場合に（投資など）、利益相反が発生する可能性があります。他社への
投資または他社との関係により、自身の個人的利益とOathまたはベラ
イゾンの利益との間に実際の利益相反または外見上の利益相反が発
生しないことを確認する必要があります。下記にいくつかの手引を記
載します。
 
• 提携先または競合他社に所有権を有する投資信託への投資は許

可されます。
• 個人的に投資判断を下さない、または投資判断に影響を与えな

い限り、提携先または競合他社に所有権を有する繰延報酬勘定な
どのポートフォリオへの投資は許可されます。

• Oathで副社長以上の役職（以下、「役員」と言います）に就いてい
る場合で、提携先または競合他社に10万ドル（これが自身の純資
産総額の5％以上または他社の価値の1％以上に当たる場合）以
上の投資を行う場合は、事前に倫理＆コンプライアンス部から書
面による承認を得る必要があります。

• 現在役員を務める個人がOath入社前または役員就任前に投資を
行っている場合、あるいはOathにおける雇用期間中に投資の価
値が経時的に上がって10万ドルを上回った場合は、係る投資は実
際の利益相反または外見上の利益相反に該当する可能性がある
ため、倫理＆コンプライアンス部による審査の対象となります。

• 提携先または競合他社の有価証券の募集に「友人および家族とし
て」参加すること、または提携先または競合他社のシンジケート株
を購入することは禁止されています。

• 地位・役職に関わらず、Oathで雇用されているが故に他社の重要
な非公開情報にアクセスできる場合は、係る企業に投資すること
はできません。

• 自身（または配偶者などの近しい人物）が投資した、または金銭的
利害を有する（例えば、配偶者が係る企業に勤務する場合など）提
携先または競合他社との交渉または顧客関係管理に自身が関与
する場合に、利益相反が発生する可能性が高くなります。 

• 係る企業との取引に関して、Oathまたはベライゾンの判断に影響
を与える可能性がある場合は、提携先または競合他社に投資を行
う前、または金銭的利害が発生する前に、倫理＆コンプライアン
ス部から書面による承認を得る必要があります。

• 自身、直系家族、または世帯構成員が金銭的利害を有する企業に
関する業務上の決定には関与しないでください。

投資/金銭的利害
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他社での勤務および副業
自由時間に家族の新規事業を手伝う、あるいは取締役または相談役
に就任するなど、従業員が他社に協力することを希望する場合があり
ます。係る場合は、当社以外での勤務または副業がOathおよびベラ
イゾンにおける自身の義務と抵触しないことを確認する必要がありま
す。通常、副業における自身への報酬が利益相反の要因とならない限
り、報酬を受け取ることができます。副業の種類によっては、事前の承
認が必要となる可能性があります。
 
• 副業がOathにおける自身の職務を遂行する能力を妨げないこと、

また他社との契約に違反しないことを確認する必要があります。
• 事前に上司および倫理＆コンプライアンス部からの書面による承

認を得ない限り、（有償、無償を問わず）Oathまたはベライゾンの
提携先または競合他社に勤務することは禁止されています。

• 営利企業の取締役または相談役に就くことを希望する場合は、事
前に上司および倫理＆コンプライアンス部から書面による承認を
得る必要があります。

• 通常、副業における自身への報酬が利益相反の要因とならない限
り、報酬を受け取ることができます。事前に倫理＆コンプライアン
ス部から承認を得ていない限り、副業がOathにおける自身の業
務に関連している場合は（例えば、提携先の相談役に就いている
場合など）、ストックオプションまたは他の株式報酬を含め、係る
副業に関する報酬を受け取ることはできません。

• 非営利団体における無報酬の活動の場合は、係る活動がOathお
よびベライゾンにおける自身の義務と抵触しない、または係る義
務を妨げない限り、係る活動における許可を得る必要ありません。

• 営利企業の外部取締役を務める場合は、特定の規則および制限
が課せられます。

• 係る副業先の企業とOathまたはベライゾンとの間の関係または
取引に参加すること、または影響を及ぼすことは禁止されていま
す。いかなる時でも、副業先の企業がOathまたはベライゾンの
提携先または競合他社となる場合、あるいは副業先での任務が
Oathにおける職務を妨げる場合は、取締役または相談役を辞任
するように要請される可能性があります。Oath入社以前から営利
企業の取締役または相談役を務めている場合は、同任務を継続
するに当たり承認を得る必要があります。

Oathとベライゾンとの競合
従業員はOathまたはベライゾンと競合すること、および当社の財産、
資源、専有情報、機密情報、部外秘情報、または当社における地位を、
私利のために、あるいはOathまたはベライゾンと競合するために利
用することは禁止されています。Oathまたはベライゾンの会社資源を
利用することで発掘された事業機会については、当社が係る機会の提
供を受け、すでに辞退している場合を除き、自身が係る機会を利用す
ること（または他者に利用させること）はできません。

家族関係および個人的関係
従業員がOathに勤務する他の個人と親戚関係にある、または親密な
個人的関係にある可能性があります。これは、必ずしも利益相反をも
たらすものではありません。しかし、係る状況が厄介な問題につなが
る可能性もあります。例えば、親戚、世帯構成員、または恋愛関係にあ
る個人を雇用する、あるいは雇用するように他の従業員に不適切な影
響を及ぼすことは適切ではありません。また、親戚、世帯構成員、また
は恋愛関係にある個人と上限関係にある、あるいは同じ場所で働いて
いる場合は、利益相反が発生する可能性があります。家族または個人
的関係が関与する潜在的な利益相反は、倫理＆コンプライアンス部に
報告する必要があります。そうすれば、同部署が状況を審査し、利益相
反を解決するための適切な措置が講じられます。



31

概要
Oathは顧客、提携先、競合他社、政府関係者、政府関係機関、および同
僚に公正かつ倫理的に対応することに取り組んでいます。当社は不法
または非倫理的な商慣行を通して不適切な利益を求めることはしま
せん。業務を遂行する上で常に誠実に行動します。 
 
当社は常に誠実、正直、高潔に行動し、公正な取引を行う文化の構築
に取り組んでいます。不正行為または詐欺行為が1件発生するだけ
でも、当社の評判を大きく損なう可能性があります。その形態を問わ
ず、Oathでは不誠実および不正な行為は容認されません。

業務を遂行する上で、常に誠実かつ正直に発言します。Oathが自社の
業務を示す情報を報告し、書類を作成する際は（タイムカード、経費明
細書、財務諸表など）、正直かつ誠実に、注意を払って係る作業を行い
ます。Oathでは、意図的に虚偽の主張を行うことは容認されません。 
さらに、政府に対して虚偽の陳述をすることは、SBCに反するだけで
なく、違法となり、深刻な結果を招く恐れがあります。 

各従業員は顧客、提携先、競合他社、政府関係者、政府関係機関、およ
び同僚に公正かつ倫理的に対応する必要があります。 
 
当社が容認しない不公正かつ非倫理的な対応の例として以下が挙げ
られます。

• 契約を締結するように、または特定の行為を行うように第三者を
仕向けることを目的として虚偽または欺瞞の主張を行う。

• 競合他社の企業秘密を取得するために産業スパイ行為を行う
こと。

• 事業を獲得または授与するために賄賂・リベートを要求または供
与すること。

• 競合他社の商品またはサービスに対して、虚偽、誤解を招く、ある
いは不誠実な批評を行うこと。

• Oathまたはその製品に関して、事実無根の発言または誤解を招く
主張を行うこと。

 
管理者には、自らの責任の範囲に不正または違法な可能性のある行
為に警戒を怠らず、不正行為を発見し、抑止する処置を整備する付加
的な責任があります。

公正な取引の維持
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反贈収賄・汚職
状況を問わず、Oathは賄賂の提供、申し出、承認、要求、または受領を厳
格に禁止しています。これには、民間企業の従業員および政府関係者へ
の賄賂が含まれます。係る行為は非倫理的であるだけでなく、多くの場
合、違法となります。「政府関係者」という用語は幅広く定義されていま
す。「政府関係者との贈答品および接待の授受」を参照してください。 

Oathが事業を運営するほとんどの国は、取引上の優位性を獲得する
ことを目的として、政府関係者に、場合によっては民間企業の従業員
に賄賂を渡すことを禁ずる贈賄防止法を制定しています。就労または
居住している場所を問わず、係る法律のいくつかがOathの全従業員
に適用されます。以下はいくつかの重要な例です。
 
• 米国海外腐敗行為防止法（FCPA）として知られる米国の法律は、所

在地または市民権の有無に関わらず、Oathの全従業員に適用され
ます。係る法律は、政府関係者への賄賂を厳格に禁止しています。  

• 英国2010年贈収賄法として知られる英国の法律は、商業賄賂、国
内外の政府関係者への賄賂の申し出、賄賂の受領、およびOathな
どの企業体が賄賂の防止を怠ることを禁じており、同法は場合に
よっては英国外で発生した行為にも適用されます。 

 
従業員または当社が違反した場合は、刑法により重大な結果がもたら
されます。当社は自社の行為だけでなく、当社の代理として行為を行
う提携先（代理人、相談役、共同事業パートナーなど）に対しても責任
を負う必要があります。Oathは贈答品または接待に関する厳格な規
則を制定しています。（贈答品または接待の項参照）。従業員は係る規
則に準拠する必要があります。倫理＆コンプライアンス部のウェブサイ
トで、Oathの贈答品および接待に関する手引、および政府倫理、反汚
職、政府献金、およびロビー活動についての関連方針をご覧ください。
政府関係者の接待は一定の限られた状況下で許可される可能性があ
りますが、こうした例外に関する法律または規則は複雑です。多くの政
府関係者は、食事を含め、いかなる接待への招待も受けることできま
せん。政府関係者が特定の状況で接待の招待を受領することが可能
な場合でも、Oathが政府関係者に便宜を図ってもらうことを意図して
賄賂を渡すことは許されません。

そのため、事前に法務部または倫理＆コンプライアンス部に相談せ
ずに、いかなる接待の招待または贈答品も政府関係者と授受しない
でください。とりわけ従業員は、以下のいずれかの行為を行う場合、事
前に法務部に相談し、書面での承認を受けなければなりません。

• 外国の政府関係者を含む、政府関係者に（直接または仲介者を通
して）、有価物（金銭、贈答品、旅行など）を約束または贈与する。

• 政府関係者と取引を行う（例えば、雇用、共同事業、提携、投資）。
• Oathの業務を遂行するために、代理人、代表者、相談役、または

他の第三者を雇う、あるいは共同事業、提携、または投資を行う 
（これには、政府関係者に報酬を支払う、または政府関係者と取

引をすることが含まれる）。 
 
政府関係者への支払または有価物の提供は、帳簿および記録に正確
に反映されていることが非常に重要となります。そうしなければ、自身
および当社による違反となり、罰則が課される可能性があります。

法務または財務に従事する従業員は、当社の「門番」としての重要な
役割を担っていることから、Oathの贈答品および接待に関する手引、
および政府倫理、反汚職、政府献金、およびロビー活動についての関
連方針には、係る業務に従事する従業員を対象とする特記事項が記
載されています。

マネーロンダリング
マネーロンダリングとは、一連の合法的な取引を通じて、犯罪行為に
よる利益を隠蔽または偽装する試みを指します。製品およびサービス
は発表する前に審査して、係る機能がマネーロンダリングに利用され
やすいかどうかを判断してください。マネーロンダリングを促進する
取引または違法な資金流用をもたらす取引に故意に関与することを
Oathは禁止しています。
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第三者との関係
当社は請負業者およびベンダーと肯定的かつ長期的な関係を育成
し、高水準の倫理観および誠実性を維持できる環境を構築することに
取り組んでいます。第三者と接触する際は、SBCに準拠し、ベンダーお
よび請負業者が本規範に適合するように基調を定めてください。 

公正な競争
独占禁止法および競争法は、競争における不合理な規制を禁止する
ことにより、消費者を保護し、自由かつ公正な競争を促進すること目
的とするものです。当社は常に、競合他社に対する活発かつ公正な競
争、そして当社の提携先および顧客への合理的な対応を促進すること
に取り組む必要があります。競争法は複雑で、国により異なります。競
争法の違反は、当社だけでなく、個々の従業員にとっても非常に厳し
い結果につながる可能性があります（民事罰および刑事罰を含む）。
以下に、競争上の問題を提起する、違法の可能性がある事例のいくつ
かを記載します。

価格設定
値下げ、支払い条件、販売促進割引、あるいは合意に関する諸条件な
ど、請求価格に関する競合他社との合意は禁じられています。また、事
前に法務部に確認せずに、価格、その他の企業秘密、独占所有物また
は機密情報（例：事業計画および経営戦略）について、競合他社と情報
交換することは禁じられています。

市場および顧客の割当
当社が競合他社との競争関係になるであろう状況で、市場または顧客
を分配または割当を行うことは禁じられています。たとえば、商品「ｘ」
をある地域で販売し、競合他社が商品「ｙ」を別の地域で販売すると伝
えること、あるいは当社が契約「ｘ」を獲得するために入札し、競合他
社が契約「ｙ」を獲得するために入札すると伝えることなどがこれに該
当します。
 
不買同盟（ボイコット）
特定の他社を事業活動または業界団体・グループから排除すること
を、競合他社と合意することは禁止されています。いかなる提携先ま
たは顧客であれ、それに対するボイコットまたは取引拒否をするよう
競合他社と合意することも禁じられています。 

再販価格の拘束
事前に法務部に相談せずに、当社商品またはサービスの再販価格の
最低・最高価格について、顧客と合意することは禁じられています。

「抱き合わせ」商品
妨害行為につながる、あるいは競争相手が競争するのを困難にする
など、その行為を行うことで競争を損なう場合、顧客が望む商品を買う
目的で、顧客が望まない商品を購入するよう要請することは禁じられ
ています。

入札談合
入札談合に相当する行為に関与することに、競合他社と合意すること
は禁止されています。係る行為には、入札価格に合意する、入札するか
否かに合意する、入札の成功、失敗、遅延、または入札にもたらされる
他の影響に関して取り決めを行う、あるいは入札の重要な要素につい
て合意することなどが含まれます。

合意を締結する際、または競争を制限する可能性のある情報を競合
他社または顧客と共有する際は、常に事前に法務部に相談してくださ
い。合併、買収、売却、共同事業、または競争に関する問題を引き起こ
す可能性のある他の業務提携に関わる場合は、法務部をその案件に
関与させる必要があります。
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輸出入および制裁
製品、技術、およびソフトウェアの輸送などの国際取引は、輸出入関連
法、制裁関連法、およびボイコット関連法など、米国および他の国々の
さまざまな法律および規制の対象となります。米国の輸出関連法は、
インターネット、電子メール、またはダウンロードを通じて電子的に実
施される輸出および物理的な製品の輸出に適用されます。国境を越え
る技術情報の開示、または他国の市民権を持つ個人への開示も規制
されています。係る規則により特定の行為が禁止または要求される可
能性があること、および違反した場合には民事罰または刑事罰、ある
いはその両方につながる可能性があることを、従業員は認識する必要
があります。

制裁
米国およびオーストラリアなどの一部の国では、特定の国、事業体、
および他の禁止対象人物との取引に対して制裁を課しています。 
私たちには、当社がこれら禁止対象諸国、個人または団体と事業を行
うことないよう徹底する責務があります。例えば、米国は数ヵ国に対し
て包括的な禁輸措置を実施しており、その対象は同国政府および国
民にも及んでいます。加えて、さまざまな国家、組織、および個人に対
する限定的な制裁計画も存在します。国境を超す取引を計画している
場合は、事前に法務部または倫理＆コンプライアンス部から承認を得
る必要があります。

反ボイコット法
米国内企業の国際的ボイコットへの参加は許可されていません。その
種類を問わず、国際的なボイコットへの参加を要請された場合は、そ
の要請の種類に関わらず法務部または倫理＆コンプライアンス部に
報告する必要があります。

輸出入法
米国およびEUを含む多くの国では、軍需品および軍民両用品の輸出
入が制限されています。当社が取り扱う製品の例として、暗号技術、暗
号技術関連商品、特定のハイエンドコンピュータ、および特定の電子
通信機器（衛星電話など）が挙げられます。より一般的には、米国の法
律に基づき、米国の制裁法の対象となる特定の国々または特定の「禁
止団体」に対しては、当社はいかなる商品の輸出も禁じられています。

適用されるすべての法律を確実に遵守するために、係る法律に関連
する可能性のある国際取引または輸送手続を進める前に、法務部ま
たは倫理＆コンプライアンス部に相談する必要があります。特に、シリ
ア、スーダン、イラン、キューバ、北朝鮮、またはウクライナのクリミア地
域への商品の輸出または再輸出、サービスの提供、あるいは他の取引
に関連する何らかの活動に気付いた場合は、速やかに法務部に報告
する必要があります。
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特別保護
ユーザーの年齢を問わず、Oathはすべてのユーザーが安全にオンラ
インを利用できる環境を推進することに取り組んでいます。当社は当
社サービスを悪用して児童に損害を与えるような活動を防止すること
に注力しています。 

政治活動
従業員は、適用される法律に従い、自由に個人的なボランティアとして
政治活動に参加すること、および個人の資源を使用して候補者や政党
に献金を行うことができます。しかし、当社の資源（金銭、備品、機器な
ど）を個人的な政治活動のために使用することはできません。前述の
贈答品および反贈収賄に関する項で定められているように、従業員は
Oathと取引している政府関係者あるいは私人に影響を与えるという不
適切な意図を持って、政治献金または慈善寄付を行うことはできませ
ん。これには、見込み客から寄付を要請された場合などが含まれます。 

米国の法律に基づき、Oathは他すべての企業同様、米連邦政府の候
補者および連邦政治委員会への政治献金を行うことが禁じられてい
ます。献金行為が現地法に準拠している限り、当社は特定の州の候補
者および政治委員会には献金を行うことができます。合法的な寄付を
含め、当社の政治活動のために当社の資源を使用する場合は、Oath
の倫理＆コンプライアンス部からの事前承認が必要となります。
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