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MSDは、あらゆる企業活動において、持続可能性の確保に全力
で取り組んでおり、倫理／社会／環境面における最高レベル
の標準を適用し、遵守することを目指しています。MSDは、当社
のビジネスパートナーが、当社の成功において重要な役割を
担っていることを認識しています。

従って、MSDは、高レベルの倫理的標準に対する当社の尽力を
共有し、社会・環境に対して責任あるやり方で事業を行う個人・
組織と連携して、事業を実施することに力を注いでいます。

当社が遵守する標準を強化するために、MSDは、医薬品サプ…
ライチェーン・イニシアチブ（PSCI）の製薬業界原則、国際連合
のグローバルコンパクト10原則、ならびに、「当社の価値観と標
準」に基づいて、このビジネスパートナー行動規範を策定しま…
した。
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MSDは、法に従って倫理的にビジネスを行うために高い基準
を設定しています。当社はビジネスパートナーにもそれと同じ
レベルのコミットメントを求めます。このビジネスパートナー
行動規範は、ビジネスパートナーがMSD社と業務を行う上で
の基本原則を示します。当社は、ビジネスパートナーの選択に
おいてこれらの原則を考慮するとともに、これらの原則へのコ
ンプライアンスを監視します。

ビジネスパートナーには以下のことが期待
されます。

• 労働、環境、健康と安全、管理システム
に関して、倫理原則とビジネス慣行を厳
守すること。

• これらの原則を統合、伝達、適用する…
こと。

• すべての適用法、規則、および規制を厳
守して営業すること。

• 時間をかけてパフォーマンスを向上させ
る継続的な改善アプローチにこれらの
原則を組み入れること。

キーポイント：

ビジネスパートナーには、サービス、原材料、医薬品原料、成
分、完成品、または他の製品をMSD社、その事業子会社、関連
会社、および部門に提供する個人または組織が含まれます。

これらの原則は、適用される法律上または規制上の要件、あ
るいはMSD社、その事業子会社、関連会社、および部門との
契約上の義務に代わるものでも、優先するものでも、抵触する
ものでもありません。

このビジネスパートナー行動規範に記載されている原則およ
び標準へのコンプライアンスを満たす方法およびその実証方
法の決定は、各ビジネスパートナーに任されています。契約で
指定されている場合、MSDはコンプライアンスを確認するた
めの監査および検査の権利を留保します。

新しいビジネスパートナーの選択における初期スクリーニン
グの一環として、MSDはパートナーに自己評価アンケートへ
の回答を要求することにより、このビジネスパートナー行動規
範へのコンプライアンスの保証を求めます。MSDは、オンサイ
トの訪問を要求することにより、追加の保証を求める場合が
あります。

これらの期待事項を満たすためのガイダンスは、次のリンク先
から入手できます。…
http://pscinitiative.org …
https://www.unglobalcompact.org

期待
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MSDでは、その価値観と規範が常に成功の基盤となってきまし
た。当社は、責任あるビジネス行動と慣行によって最も効果的
に社会および企業にサービスが提供されると信じています。こ
の確信の基盤には、事業は少なくとも適用法、規則、規制のす
べてを厳守して運営しなければならないという理解があります。
当社は、文化の違いや、これらの原則をグローバルに解釈およ
び適用することに伴う課題を常に認識していますが、期待事項
は普遍的であると確信しています。

当社は、ビジネス
パートナーと信頼と敬
意に基づく互恵的な
関係を築くことに信念
を持っています。

当社は誠実にビジ
ネスを遂行し、事業展
開先の国々における
すべての適用法、規
則、規制を厳守してい

ます。

社員の生活、家
族、および事業展開
先の地域にプラスの
影響をもたらすことを
求めています。

当社のビジネス
パートナーネットワー
クの企業も同様に行
動することを期待し

ます。
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雇用の自由選択

ビジネスパートナーは、以下を行ってはなりません。（i）奴隷労
働、囚人労働、契約労働を含むあらゆる形態の強制労働また
は非自主的労働の使用、または（ii）あらゆる形態の奴隷制度
または人身売買への関与またはその支援。すべての労働は自
主的でなければならず、従業員はいつでも自由に退職できる
ものとします。従業員の移動には、不当な制限を課さないもの
とします。

児童就労と若年労働者

ビジネスパートナーは、児童の労働力を使用しないものとしま
す。18才未満の若年労働者の雇用は、以下の場合にのみ許容
されます。（i）危険のない作業、および（ii）その個人が当該国
の雇用可能な法定年齢以上または義務教育修了年齢以上で
ある場合。

雇用慣行

ビジネスパートナーは、現地の労働法に準拠した人材スカウ
ト業者（斡旋所）のみを使用するものとします。パートナー、お
よびパートナーの代理を務める人材スカウト業者は、以下を
行わないものとします。（i）パスポート、就労許可、運転免許証
などの個人情報または入国書類を従業員に対して開示しな
い、またはそれらの情報へのアクセスを拒むこと、または（ii）従
業員に斡旋手数料を請求すること、または従業員に貯蓄プロ
グラムへの預金または参加を要求すること（法的に必要な場
合を除く）。MSDによって要求される場合、勤務地となる国の
国民ではない従業員をパートナーが擁している場合、パート
ナーはその従業員の雇用終了時に帰国のための交通手段を
提供する（または帰国運賃を支払う）ものとします。

社員の開示

ビジネスパートナーは、誤解を招く、または不正な採用慣行を
使用しないものとし、給与と諸手当、勤務場所、生活環境、住
居費および関連費用（住居が提供または手配される場合）、
および請求される大きな経費（該当する場合）など、雇用に関
する主な諸条件を従業員に開示するものとします。法律で規
定されている場合、またはMSDによって要求された場合、…
パートナーは従業員に対してその母国語の書面による契約書
を提示する必要があります。この契約書には、法で規定された
最低限の情報すべてを含める必要があります。

公平な扱い

ビジネスパートナーは、従業員に対する性的嫌がらせ、性的
虐待、体罰、精神的または身体的強制、言葉による虐待など
の苛酷な扱いまたは非人道的な扱いのない職場を提供する
ものとします。さらに、パートナーは、嫌がらせおよび差別の
ない職場を提供するものとします。人種、肌の色、性別、年齢、
国籍、家系、民族、障害、性的指向、性同一性、性表現、遺伝情
報、市民権の有無、結婚歴、軍事活動／兵役経験、または法
律によって保護されているその他の特性に基づいた差別。
 

労働と人権
ビジネスパートナーは、従業員の
人権を守り、尊厳と尊敬の念を…
持って従業員と接するものとします。
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プライバシーおよびデータの保護

ビジネスパートナーは、プライバシーおよびデータの保護の
権利に合致する方法で、個人を尊重するものとします。個人情
報は、必要な業務上の目的に応じて常に適切に使用し、差別、
汚名、その他、評判および個人の尊厳の損失、物理的統合性
への影響、不正行為、財務上の損失、なりすまし犯罪など、個
人への危害を防ぐために、悪用から保護するものとします。

商業的性行為

MSDのため、またはMSDに代わってビジネスを遂行する従
業員、またはMSDプロジェクトまたはMSD製品に関連した業
務を行う従業員について、ビジネスパートナーは、社内の同
僚、顧客、その他外部のビジネスパートナーとのミーティング
を含め、パートナー／会社の業務中に従業員が商業的性行為
（売春の勧誘など）を関与することを禁止するものとします。

賃金、福利厚生、および勤務時間

ビジネスパートナーは、最低賃金、残業時間、法的に義務付け
られている手当など、賃金に関する適用法令に従って、従業員
に支払うものとします。パートナーは、以下のことを明確かつ
迅速に従業員に通知するものとします。（i）従業員の報酬の基
準、および（ii）残業が必要かどうかと、その場合の賃金。

結社の自由

職場および報酬に関する問題を解決するために、従業員（お
よび該当する場合は指定の組合役員）とのオープンなコミュ
ニケーションと直接的な関与が奨励されます。パートナーは、
現地の法律の規定に従い、従業員の自由な結社、労働組合へ
の参加／不参加、抗議行動、労働者評議会への参加の権利
を尊重するものとします。従業員は、職場環境に関して、制裁、
脅迫、嫌がらせを恐れることなく、管理者とオープンなコミュニ
ケーションを行うことができるものとします。

労働と人権
ビジネスパートナーは、従業員の
人権を守り、尊厳と尊敬の念を…
持って従業員と接するものとします。
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ビジネスパートナーは、安全かつ
健全な職場環境を提供するものと
します。

ビジネスパートナーは、環境への
悪影響を最小限に抑えるために、
環境に対して責任を持ち、効率的
な方法で操業するものとします。…
パートナーは、天然資源を節約し
ながら使用し、可能であれば危険
物の使用を避け、再利用およびリ
サイクルを行う活動に参加するこ
とが奨励されています。

従業員の保護

ビジネスパートナーは、職場、および会社が提供する住居に
おける、化学的、生物的、および物理的な危険性、および身体
的負担の大きい作業への過剰暴露から従業員を保護するも
のとします。

プロセスの安全性

ビジネスパートナーは、操作やプロセスに関係する大惨事の
発生を防止または軽減するためのプログラムを用意しておく
必要があります。プログラムは、施設のリスクに相応するもの
とします。

緊急事態への準備と対応

ビジネスパートナーは、職場、および会社が提供する住居に
おける緊急事態を特定および評価し、その発生の防止や緊急
時計画および対応手順の実施によってその影響を最小限に
抑えるものとします。

危険性情報

医薬化合物や医薬中間化合物を含む危険な材料に関する安
全性情報が、従業員に教育と研修を施し、従業員を危険から
保護するために用意されているものとします。

住宅水準

従業員に住宅または居住施設を提供するビジネスパートナー
は、現地（国内）の住宅および安全性に関する基準を満たして
いることを確認します。

環境維持

ビジネスパートナーは、天然資源を節約しながら使用し、水の
使用量、エネルギーの消費量、および温室効果ガスの排出量
を削減することを目的とした活動に参加することが期待され
ます。パートナーは、事業で使用される水、消費されるエネル
ギー、および排出される温室効果ガスを数量化するためのシ
ステムを設置するものとします。

環境認可

ビジネスパートナーは、該当するすべての環境規制を遵守す
るものとします。環境に関する必要な許可、免許、情報登録、お
よび制限事項をすべて入手し、その運用と報告に関する要件
に従うものとします。

廃棄物と排ガス

ビジネスパートナーは、廃棄物、排ガス、および排水の放出時
の安全な処理、移動、保管、リサイクル、再利用、または管理を
確実に行うためのシステムを設置するものとします。人間また
は環境の健全性に悪影響を及ぼす可能性のある廃棄物、排
水、または排ガスは、適切に管理、制御、および処理した後、環
境に放出するものとします。

流出と放出

ビジネスパートナーは、事故による環境への流出と放出を防
止および軽減するためのシステムを設置するものとします。

健康、安全、環境
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トレーニングとコンピテンシー 

ビジネスパートナーは、本文書に記載されている期待事項に
取り組むために必要な知識と技能を経営陣と労働者に提供す
るトレーニングプログラムを保有するものとします。また、パー
トナーは、経営陣と労働者がこれらの期待事項を満たすため
に必要な資格、リソース、および権限を確実に保有できるよう
にします。

事業の継続性 

ビジネスパートナーは、MSDの事業を支える業務に対する適
切な事業継続計画の策定と導入に責任を持つものとします。

継続的な改善

ビジネスパートナーは、業績目標を設定し、導入計画を実行
し、内部または外部による評価、調査、およびマネジメントレ…
ビューで明らかになった欠陥に関して必要な是正措置を講じ
ることで、継続的に改善することが期待されます。

コミットメントと説明責任 

ビジネスパートナーは、適切なリソースを割り当てることによっ
て、本文書で説明されている概念へのコミットメントを示すも
のとします。

法的な要件と顧客の要件 

ビジネスパートナーは、該当する法令、規制、および基準と、関
連する顧客要件を確認し、それを順守して、確認されたギャッ
プに責任を持って迅速に対応するものとします。

リスク評価とリスク管理 

ビジネスパートナーは、本文書で言及されているすべての分
野において、リスクを評価および管理するための仕組みを保
有するものとします。

文書 

ビジネスパートナーは、これらの期待事項に対する適合性と
該当する規制の順守を示すために必要な文書を保持するも
のとします。

サプライヤの選択および監視 

ビジネスパートナーは、独自のパートナーおよびサプライヤを
選択するにあたり、本文書で概説されている原則を適用する
ものとします。ビジネスパートナーは、サプライヤと請負業者の
コンプライアンスを監視するためのシステムを保有または設
置するものとします。

管理システム
ビジネスパートナーは、管理システ
ムを使用して、これらの原則につい
て継続的な改善を図り、期待どお
りに行動するものとします。
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ビジネスの誠実性

ビジネスパートナーは、MSDの事業または政府の活動に関す
る決定や行動に不正な影響を及ぼすことを目的として、価値
のあるものを提供したり、支払ったり、要求したり、受け取った
りしてはならず、そのような素振りも見せてはならないものと
します。パートナーは、不正な活動を防止し発見するためのプ
ロセスと手順を維持するものとします。

公正な競争

ビジネスパートナーは、公正で活気のある競争を堅持し、適用
される独占禁止法を順守して、事業を営むものとします。ビジ
ネスパートナーは、正確で事実に即した広告など、公平な事
業慣行を採用するものとします。

業務記録への正確な記載

財務帳簿と記録はすべて、一般に受け入れられている会計原
則に準拠しなければなりません。記録は、資料のあらゆる点で
完全かつ正確でなければなりません。記録は、読みやすく明
快であり、実際の取引と支払いが反映されたものでなければ
なりません。パートナーは、いかなる「帳簿外」または類似の資
金も使用してはなりません。

情報の保護

ビジネスパートナーは、MSDのためにまたはMSDから収集、
保管、または処理された個人情報を含む、MSDの知的財産と
機密情報を保護し、その紛失、誤用、盗難、不適切なアクセス、
開示、または改変を防止するために行動するものとします。こ
れには、MSDからまたはMSDの代わりに取得した情報が無
許可で伝達されたり公開されたりしないように保護すること
も含まれます。MSDから明示的に許可されない限り、パート
ナーはMSDの事業に関して保有または取得したMSDの知
的財産、機密情報、その他の情報を共有してはならないもの
とします。

臨床試験

MSDの代理として臨床試験に参加するビジネスパートナー
は、臨床試験が実施される国およびMSDの製品が販売、登
録、流通される国で適用されるすべての規制要件に確実に準
拠する必要があります。パートナーは、国および地域の規制当
局が発行した「医薬品の臨床試験の実施基準」（GCP）に基づ
く適切なガイダンスと、「医薬品規制調和国際会議 - 医薬品
の臨床試験の実施基準」（ICH-GCP）に基づく適切なガイダン
スを尊重し順守しなければなりません。そして、ヘルシンキ宣
言に端を発する倫理的原則に従わなければなりません。臨床
試験のビジネスパートナーは、臨床試験に関して請け負った
いずれの活動についても、MSDが完全に把握できるようにし
なければなりません。

動物福祉

動物は、痛みとストレスを最小限に抑えて、敬意を持って扱う
ものとします。動物実験は、苦痛を最小限に抑えるために、動
物の差し替え、使用頭数の低減、または手順の見直しを検討
したうえで行う必要があります。科学的に有効であり、規制当
局にとって許容可能である場合は必ず、代替手段を採用する
必要があります。

製品の品質

MSDの代理として資料または製品の供給、製造、梱包、テス
ト、保管、および流通に関与するビジネスパートナーは、製品
が登録され流通する市場で適用される品質規制と、適正製造
基準（GMP）および安全試験実施基準（GLP）の各要件に確
実に準拠する必要があります。実施される活動に関係する文
書またはデータは、制限なくどのGMP文書も含めて、オリジナ
ルでなければならず、正確で読みやすく、管理が行き届いてお
り、検索可能で、意図的かどうかにかかわらず改竄や紛失から
保護されている必要があります。パートナーは、地元の規制当
局が設定した記録保管要件と、MSDとの品質契約で指定さ
れた要件をすべて順守する必要があります。

倫理的ビジネス慣行
ビジネスパートナーは、事業を倫
理的な方法で行い、誠実に行動す
るものとします。



贈答品、食事、接待

ビジネスパートナーはMSD社員に対して、ビジネスパート…
ナーに関するその社員の意思決定に影響を及ぼす可能性が
あるかあると思われるどのような状況においても、贈答品、食
事、接待を提供してはならないものとします。

政府機関との協力

ビジネスパートナーは、現地法で要求されている程度まで、コ
ンプライアンスの実施を担当する政府系調査機関と協力する
必要があります（許可されている場合、施設および労働者に妥
当な範囲でアクセスできるようにすることも含む）。必要であれ
ば、パートナーは、労働者、契約業者、または請負業者が地域
法に違反しているという信頼できる情報を受け取った場合に、
関係する当局に通知します。

懸念の特定

ビジネスパートナーは、すべての労働者が、報復、脅迫、嫌がら
せの脅威にさらされることなく、懸念または違法の疑念がある
活動について報告するように奨励し、必要であれば調査して
是正措置を講じるものとします。パートナーは、懸念を内密に
報告する方法に関する情報を提供するものとします。そして、
報告を行った労働者を報復行為から保護するものとします。
法律で許可されている場合は、匿名で報告する経路を用意す
ることもできます。

鉱物の責任ある調達

製造に関与しているか、MSDの直接原料サプライチェーンに
組み込まれているビジネスパートナーは、鉱物の責任ある調
達を確実に行うためのプロセスと手順を維持するものとしま
す。パートナーは、武装グループまたは重大な人権侵害犯罪
者を直接的または間接的に資金援助したり利益をもたらした
りする鉱物（スズ、タンタラム、タングステン、金など）の購入を
回避するよう努めるものとします。パートナーは、MSDから要
求された場合、使用した鉱物の入手元と産地を示す情報を提
供するものとします。

取引上のコンプライアンス

ビジネスパートナーは、取引が行われる当該国で適用される
すべての輸出入規制、制裁規定、その他の取引上のコンプラ
イアンスに関する法令を順守する必要があります。

利益の競合

ビジネスパートナーは、MSD社員によるMSDの最善の利益
のための行動と相容れないか、または相容れないと思われる
ようなやり取りを避ける必要があります。たとえば、パートナー
は、パートナーとMSDの間で取引が行われている間、MSDと
の契約に従っている場合を除き、どのMSD社員も雇用したり
あるいはその者に対して支払いを行ったりしてはなりません。
パートナーまたはその社員が、利害の対立となる可能性があ
る関係をMSD社員と持つ場合、そのビジネスパートナーは、
その事実をMSDに開示する必要があります。

マーケティングと販売促進慣行

すべてのマーケティングと販売促進の資料および活動は、高
い倫理的、医学的、科学的基準に従って、該当するすべての法
律と規制を順守した方法で実施しなければなりません。医療
専門家、患者、または動物医療専門家とかかわるときは、すべ
てのパートナーが、欧州製薬団体連合会（EFPIA）、国際製薬
団体連合会（IFPMA）、米国研究製薬工業協会（PhRMA）な
ど、該当する業界の該当する行動規範に準拠しなければなり
ません。

倫理的ビジネス慣行
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懸念の表明

MSD社員またはMSDに代わって行動している個人が、違法な、または
不正な行為を行っていると思われる場合は、その事実を速やかにMSD
に報告してください。あるMSDビジネスパートナーまたはMSDに代わっ
て行動している者が、MSDのビジネスパートナー行動規範に違反する
活動に関与していることを知っているかそう疑っている個人または組織
は、その懸念をmsdethicsから通報してMSDに報告する必要があります。

msdethics.comのスピークアップ・ツールは 24時間利用でき、外部組…
織のスタッフが対応しているため、匿名性を維持することができます…
（現地の法律において許可される場合）。ツールから報告をすると、報
告者であるあなたにはケース番号とコールバック日が伝えられます。…
msdethics.comから送信された質問と懸念は、Office of Ethicsに送られ、
回答および／または調査が行われますが、身元がわかる情報は同意が
ない限り伝えられません。
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