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当社について

創設以来、MSDの歴史は正しく行動するという信念に導かれてきました。George Merckは1950年に「医薬品
は人々のためにあることを決して忘れてはならない」と述べ、この断固たる原則を明確に示しました。投資に
対する持続可能なプラスのリターンを生み出すべく、実験室における革新というゆるぎない伝統を積み重ね
てゆくなかで、変わらないことがひとつあります。それは確固とした倫理感とインテグリティへのコミットメン
トです。

私たちは様々な言語を使い多様な文化を表していますが、公平さとインテグリティをもって医薬品の飛躍的
進歩を達成するために団結しています。私たちの価値観と規範が私たちをMSDたらしめています。それは私
たちの成功の基盤です。

「医薬品は利益のために
あるのではなく、人々のた
めにあることを 決して忘
れてはなりません。これを
忘れないならば、利益は自
然に後からついてくるもの
です」

— George W. Merck、1950年



行動規範  | 「我々の価値観と規範」         3

私たちの仕事は重要です

私たちの目的
私たちは最先端の科学の力を利用して、世界中の人々の生命を救い、生活を向上します。

— Rob Davis
CEO and President

世界中の人々の生命を救い、
生活を向上するという私たち
の目的に沿って、当社の価値
観と規範は、私たちの成功の
基盤となります。当社の行動
規範と文化は、当社の本質、
意思決定の方法、そして会社
およびコミュニティとしての
存在意義を決定付けます。」

「



行動規範  | 「我々の価値観と規範」         4

私たちの株主
株主の大切な資金が私たちに託されています。その見返り
として、株主は優れた企業統治や誠実さ、正確さ、タイムリ
ーな業績情報、そしてあらゆる公的報告書やコミュニケーシ
ョンにおける明確な情報開示を期待しています。 

私たちのサプライヤーと流通業者
信頼がなければ、いつまで経ってもビジネス上の関係は強
くなりません。私たちはサプライヤーを尊重し、誠実で公正
に、敬意をもって対応することに努めています。そして、サプ
ライヤーが私たちの価値観と規範を共有することを求めま
す。 

私たちの地域社会
私たちのコミュニティは私たちの隣人であり、私たちが優良
な企業市民であることに信頼を置いています。私たちは、社
会、健康、そして環境の持続可能性に関する様々なプログラ
ムを、誇りを持って支援しています。私たちは、当社の事業に
適用されるすべての法律、規則、規制を順守します。

私たちの患者と顧客
私たちの製品は、人々の生活に日々関わりを持っています。
私たちはそれを当社に与えられた特権として認識し、顧客や
患者の最も重要なニーズを特定するためにたゆまぬ努力を
続けています。このようなニーズを満たし、人々の信頼を獲
得するために、私たちは日 リ々ソースを投入しています。  

私たちの社員
社員の知識、想像力、そしてスキルは、当社のイノベーショ
ンを推進します。私たちは雇用主として、信頼、インクルージ
ョン、敬意を鼓舞する職場環境の創造に努めています。それ
らを尊重することにより思考や創意の飛躍的進歩を引き出
すことが可能になります。

私たちは、当社のステークホルダーであ
る、私たちの行動がその生活に影響を及
ぼす様々な人々やコミュニティの最善の
利益のために熱心に取り組んでいます。

そのやり方も重要です
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「我々の価値観と規範」は私たちをひとつにします

患者第一
私たち全員が、高品質な製品とサービスを届ける
責任を負っています。私たちは、世界中のあらゆる
人々や動物の衛生と健康を向上し、当社の薬剤お
よびワクチンの入手可能性を拡大できるよう目指
しています。私たちは、自らのすべての行動を、当
社の製品を使用または必要としている人々や動物
に対して私たちが担う責任に基づいて評価
されなければなりません。

イノベーションと 
科学的卓越

私たちは最高レベルの科学的卓越とイ
ノベーションを目指します。当社は健康と

生活の質を向上させるための研究に努力して
います。私たちは消費者および顧客の最も重要な

ニーズを把握し、継続的なイノベーションを通じ
てこれらのニーズを満たすよう努力しています。

倫理と誠実さ 
我々は高い倫理規範と誠実さに従って行動しま

す。顧客、競合他社、販売業者とサプライヤ、株主、
そしてサービスの提供先となる世界中のコミュニ

ティに対して責任を負っています。責任を果たす上
で、プロフェッショナルとしても、倫理的にも、近道
を行くということは当社にとって考えられません。

私たちは、これらの高い規範を反映した透明
度の高い交流を社会との間で培っていく

必要があります。

人々を尊重する
私たちの成功は当社社員の誠実性、
知識、想像力、技能、多様性、並びにチ
ームワークにかかっています。そのため、
私たちはお互いに尊重し合い、一体となり、
説明責任を果たせる環境作りに取り組んでいま
す。社員およびその家族の要望にも応えられるよ
うに社員の頑張りや業績に褒賞を与えています。

規範
私たちを導くポリシー

信頼に足る企業であるために、 
原則に従い私たちを導きます

それは、当社の企業としての性質の核心を示しています。 
信頼される企業となるための基盤となります。 

それは、当社の意志決定や行動を導くものです。

私たちの価値観と規範は成功への礎です。
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私たちの企業ポリシーは、利害関係者と関わる際の行
動の規範となります。私たちはこれらのポリシーに基づ
き、日々の意思決定を行います。

01 患者の安全 
私たちは、製品の安全性と効能への顧客や患者からの信頼
を確保するための努力を行っています。

02 製品の品質
私たちの製品は、人々が必要とする時に、人々が信頼できる
品質において提供されます。

03 研究
私たちの研究は、人間および動物の健康を維持し、生活の質
を向上させるという取り組みに基づいて行われます。

04 顧客対応、マーケティング、ビジネス慣行
私たちは、当社の製品について正確かつバランスの取れた情
報を提供し、顧客に不適切な利益や影響を与える活動には関
与しません。

05 贈収賄および腐敗の防止
私たちは、当社の事業に関する判断や行動に不適切な影響
を及ぼす目的をもって、有価値のものを約束、提供、支払い、
要請、または受領することはありません。

06 調達およびサプライヤー関係
私たちは、当社の全般的な成功におけるサプライヤーが果た
す重要な役割を認識しており、最も優れた全体的な価値をも
たらし、かつ品質、価格、搬送、サービス、多様性、評判、およ
び倫理的ビジネス慣行への当社の取り組みへの決意を共有
する企業と関係を確立します。

07 独占禁止と適正競争
私たちは、当社の製品やサービスのメリット、および誠実さや
公正な取引に関する当社への評判に基づいた自由市場と顧
客の選択を推進するために、積極的に、ただし公正に競争を
行います。

08 グローバル取引に関するポリシー
私たちは、当社の事業を管轄する地域的および国際的な取
引規制を順守し、製品およびサービスの国際的な展開におい
て責任を持って行動します。

09 財務的インテグリティ
私たちは、責任ある管理者として、当社の財産を守り、ミッシ
ョンの遂行と将来的な成功を確保し、当社のステークホルダ
ーとの信頼を醸成するためには、財務上の透明性とインテグ
リティが不可欠であると考えます。

10 利益相反
私たちは、当社の事業判断を損なうと思われる状況や、当社
の事業に不正な影響を及ぼす恐れのある状況を認識および
公表し、必要があればリスクを最小化するための統制を実施
します。

11 インサイダー取引
私たちは、MSDやMSDのビジネスパートナーに属する内部情
報の共有や、投資判断に不公正な影響を及ぼす可能性のあ
る「ヒント」の共有など、投資家の信頼を損なう行為は行い
ません。

12 MSDに関する情報の開示
私たちはオープンであることや、当社の経営方法に関して適
切な透明性の確保に尽力し、ステークホルダーの信頼と信用
を維持します。

13 情報管理と保護
私たちは、当社の機密情報および第三者から委託された情報
の適切な収集、使用、管理および保護において、高い倫理規
範を適用し、それらを保護します。

14 環境衛生および安全の尊重
私たちは、当社の従業員に安全で健康的な職場を提供し、当
社の事業による環境的な影響を最小化し、安全上および環
境的な管理責任に対する当社の取組み理解するサプライヤー
と連携していきます。

15 不正行為の報告と措置
私たちは、何らかの不正を発見したまたはその疑いが生じた
場合は率直に公表し、潜在的な不正行為に対処し当社の評判
を保護できるようにします。調査にあたっては、問題の通告
者や情報提供者に対する報復を許容しません。

16 規制薬物の管理
私たちは、医療、科学、商業上の適切な目的による規制薬物
の使用を支持します。同時に、規制薬物の受領、製造、輸送、
保管、使用、流通および廃棄に関して、適切な管理を徹底す
る流通上のクローズドシステムを維持します。

17 グローバルな人事
優れた業績を生む力を持ち、優秀で献身的かつ多様な従業
員を引きつけ育てるような、相互の敬意、尊厳およびインテ
グリティに基づいた文化を育成します。

18 動物のケアと使用
私たちは研究において、すべての動物を人道的なケアの下に
取り扱い、科学的に価値がある代替手段が存在しない場合に
のみ使用します。

19 慈善的な貢献およびボランティア精神
私たちは、慈善的な貢献と従業員のボランティア精神のサポ
ートを通して、グローバルなヘルスケアの向上、教育の促進、
重要な社会問題への取り組みにおいて積極的に変革を起こ
します。

20 プライバシーとデータ保護
私たちは、関連法規に従い、個人情報を収集し処理します。
データ収集を行う際には、私たちがどのようにデータを使
用・管理・保護するかについて十分な透明性をもって行いま
す。私たちに預けられた個人情報は、収集時の使用目的及び
適切な同意の範囲内でのみ使用されます。

私たちのポリシー
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「我々の価値観と規範」および私たちのポリシーは、多くの一般的な職場状況に対応する
ものです。しかしながら、考え得るすべての状況への対応は不可能であり、また良識的な判
断に取って代わるものではありません。

正直に話す
誠実さを貫く企業として会社がこれまで築いてきた
評判を守ること。そして、この評判がリスクにさらさ
れる恐れのある行為は、すべて報告すること。

従業員の不正行為や非倫理的または違法な活動を
目撃した場合、あるいはかかる行為や活動に関する
疑義がある場合は、上司または会社の他の担当者（
例：コンプライアンス部門、法務部門、人事部門）に
連絡すること。なお法的に認められている場合は、 
msdethics.comを通じて通報することで、報復を恐
れず内密に、疑問や懸念について相談することが可
能である。

問題にぶつかったとき、何をすべきかに
ついて、次の問いかけが役に立ちます。

価値に基づく意志決定

自分自身の行為や判断が、誰かまたは何
かを傷つける可能性があるだろうか？

自分自身の行為は顧客、患者、株主、その
他ステークホルダーの信頼を損なうもの
だろうか？

この判断や行動がメディアに取り上げら
れた場合、自分は責任を取る用意はある
だろうか？

自身が考えている行動が、適用される法
律や規制だけではなく、会社のポリシーの
文言や精神に沿っていると断言できるだ
ろうか？

自分自身に聞いてみてください…
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私たちの仕事は重要です
命を救い、生活の質を改善すること

そのやり方も重要です
揺るぎない倫理観を持ち真摯であること


