イルミナ行動規範

CEO のご挨拶
イルミナでは、私たちは光栄なことに、多くの人々の人生に大きな影響をもたらすこと
ができる幸運に恵まれています。患者の皆さまはご自身の医療上や健康上の決断をす
るにあたって私たちを信頼してくださり、顧客の皆さまはご自身の研究や評価につなが
る私たちのサポートを信頼してくださり、
また従業員、取引先の皆さまは会社を信頼し
て生活を委ねてくださっています。このような信頼は、長年の絶え間ない努力によって
築き上げられたものです。私たちは、
この信頼関係を保ち続けるために、
日々一生懸命
に仕事をしています。そしてそのために、
これからも私たちはあらゆることについて最
高水準の行動をすることを決意します。
イルミナは、あらゆる適用法令を遵守し、最高水準の倫理規範に則り事業活動を行うこ
とに全力で取り組みます。この決意表明に基づき、当社の取締役会は、勤務地、勤続年
数、事業部門、職務または地域を問わず、当社の全ての従業員、
コンサルタント、契約社
員、役員および取締役に適用されるイルミナ行動規範を採択しました。
イルミナ行動規範は、誠実かつ倫理的な行動および適用法令の遵守を促し、会社の資
産や情報を含む当社の企業利益を確実に保護することを目的としています。イルミナ
行動規範では、
全ての適用法令を要約したり、
倫理的な決定がなされるべき全ての問題
や事例を網羅することはできません。むしろイルミナ行動規範では、
イルミナで仕事を
するあらゆる人、
またはイルミナとともに仕事をするあらゆる人が従うべき求められ事
業活動における重要な指針となる原則を定めています。
イルミナ行動規範の各規定の内容を十分にご理解ください。社員の皆さまには、
イルミ
ナ行動規範を熟知し、それがご自身の日々の活動にどのように影響するのかを理解す
る責任があります。また、何か疑問があれば、それを明確にするための行動にでる義務
があります。
イルミナ行動規範、
イルミナの方針または適用法に違反していることにお気づきの際
は、それを解決できるように社内で報告し、対応やフォローアップを要求してください。
イルミナ行動規範の遵守は、私たち全員が共有する責任です。すなわち、その責任は
私自身をはじめ社員の一人ひとりにまで及びます。私たちは、共に、
イルミナ、
イルミナ
の人々、行動、
イルミナの存在意義について、ベストな状態であり続けることを決意しま
す。

フランシス A. デソーザ
社長兼最高経営責任者
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私たちは、共に、私
たち全員が
最善を尽くす
ことのできる
会社で
あり続けることを
決意します。
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イルミナ行動規範の英語原文については、
こちらのウェブサイトをご覧ください。

イルミナ行動規範

3

はじめに
イルミナ行動規範の適用範囲
イルミナ行動規範は、勤務地、勤続年数、事業部門、職務または地域を問わず、当社の全
ての従業員、
コンサルタント、契約社員、役員および取締役（以下、別段の指定がない限
り、総称して「社員」
といいます）
に適用されます。
ベンダーおよびビジネスパートナーは、当社の延長線上の役割を果たしています。当社
のために仕事を行う場合は、適用される契約上の規定のみならず、
イルミナ行動規範の
精神に従うことが求められます。

従うべき一般原則
当社が最高水準の倫理規範を確保できるよう、常に以下の原則に従います。
• あらゆる適用法令を完全に遵守します。行為が適法かどうか疑問を抱いた場合は、
事前

に助言を求めます。
• イルミナ行動規範に含まれる情報について十分に理解します。
イルミナ行動規範なら

びに自分自身の職責に適用される全ての方針および手続きを遵守することが求められ
ます。
• アサインされた全てのトレーニング活動を速やかに完了します。
• 法令、
当社の方針またはイルミナ行動規範に違反している可能性がある場合は、いか

なる懸念事項についても、直ちに上司、人事部または法務部
（ compliance@illumina.com）
に報告します。懸念事項については、
インターネット
を利用して Insider Corporate Compliance Homepage 上の匿名ホットラインリ
ンクからコンプライアンス&不正防止ホットラインに匿名で報告することもできます。こ
のウェブサイトでは、懸念事項を報告することができるグローバル・フリーダイヤルの電
話番号も提供されています。
• 常に調査や監査に協力し、
それに回答する場合は真実を話します。調査に対応する場合

または調査が予期される場合であっても、決して記録の改ざんや廃棄を行いません。

イルミナ行動規範の監視体制
私たちは、
イルミナ行動規範の管理を含む当社のコンプライアンス活動を指示および監
視するコンプライアンス委員会を設立しました。コンプライアンス委員会は上級役員によ
り構成され、そのうち 1 名は最高コンプライアンス責任者です。
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マネジャーおよびスーパーバイザーの責任
人を管理する立場にある場合は、
さらに次のような責任を負います。
• 模範となり部下をリードします。管理職は、
最高水準の倫理的な業務遂行の手本となる

ことが要求されます。
• 倫理的な行動の重要さを理解し、
お互いの尊重およびオープンなコミュニケーションを

高く評価する人間関係に基づいた職場環境づくりを促します。
• 自分自身がリソースとなり、
イルミナ行動規範ならびに当社の方針および手続きが日々

の業務にどのように適用され、何が求められるのかについて、
チームに周知します。
• 主体的に取り組みます。人と意見を交わす機会を作り、
問題点や困難な状況に適切に対

処します。
• 誰もが気兼ねなく質問することができ、
法令、
イルミナ行動規範、
または当社の方針お

よび手続きに違反している可能性がある場合に、報告することができる環境を作りま
す。善意で問題または懸念事項を提起した人に対して、決して報復を行いません。
• 自分自身が禁止されていることを行うよう誰かに依頼したり圧力をかけたりしません。
• 自らの権限の範囲を理解し、
その範囲を超える行動を取りません。権限の委任は、それ

が許容される場合のみに限定し、違法または非倫理的な行為に携わっている疑いがあ
る人には、決して権限を委任しません。
イルミナにおいて管理職とは、人を監督する立場にある全ての社員を意味し、
コンプライ
アンス上の問題が現実に発生した場合、
またはそれが発生するおそれがある場合に、
イル
ミナの社員が報告を行うための重要な相談窓口となります。また管理職は自らの管理下
にある社員を監督する責任も負っています。管理職として、法令、当社の方針もしくは手
続き、
またはイルミナ行動規範に違反している可能性がある行為を発見した場合は、
コン
プライアンス上の懸念事項について、最高コンプライアンス責任者またはその他コンプ
ライアンス部の上級メンバーに、48時間以内に報告する責任があります。
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当社の事業活動の方針
私たちが事業活動を行うにあたって、最高水準を保ちながら、私たちのコアバリューを守
れるかどうかは、私たち一人ひとりが日々実践するあらゆることにかかっています。

利益相反
利益相反は、社員が当社の利益に反するような行為もしくは関係に携わる場合、
または自
らの職務を遂行する際にその履行や独立した判断の妨げになるような行為もしくは関係
に携わる場合に生じます。社員およびその近親者は、当社の利益相反開示・評価プロセス
（
以下、
「利益相反プロセス」
といいます）
に従ってコンプライアンス部による事前の審査と
承認を得なければ、
利益相反を生じるような行為を行ったり、利益相反を生じるような関
係を築いたりすることはできません。実際の利益相反については、最高コンプライアンス
責任者による適用免除が必要です。
考え得る全ての相反事例を網羅することはできませんが、以下に一般的な事例をいくつ
か示します。

不適切な個人的利得
利益相反は、
社員もしくは社員の家族または社員と個人的な関係をもつ誰かが、
当社にお
けるその社員の地位を利用して不適切な個人的利得を得る場合に生じ得ます。そのような
利益相反を未然に防ぐために、
当社と取引のある
（または取引を望んでいる）
個人または法
人から、
いかなる贈答品、
支払、
報酬、
融資、
個人債務の保証またはその他の大きな利益を
受けることも差し控えなければなりません。そのような取引先には、
例えばサプライヤー、
コンサルタント、
ビジネスパートナー、
販売代理店および顧客などが含まれます。いかなる
状況であれ、
不適切な個人的利益を得るために、
当社の財産、
情報、
または当社における自
らの地位による影響力を利用してはなりません。

個人的な関係
競合他社の従業員または当社の取引先の従業員との間の一定の個人的な関係（近親関
係または親密な関係等）
は、利益相反またはそのようにみなされる状況を生じることがあ
ります。自分自身が実際に利益相反またはそのようにみなされる可能性がある立場にい
る場合には、速やかに上司および人事部に報告し、当社の利益相反プロセスに従ってコン
プライアンス部の審査と承認を得なければなりません。

他社との経済的利害関係または雇用上の利害関係
当社に対する忠誠心や客観性が損なわれる
（または損なわれるように見受けられる）場合
は、他社との雇用関係、
コンサルティングまたはその他金銭的関係をもつことはできませ
ん。例えば、当社の競合他社に雇用されたり、競合他社にコンサルタントとして従事したり
することはできません。また、当社の取引先について、取引の継続の決定に関与する場合
は、当該取引先に雇用されたり、
コンサルティングを行ったり、
または権益を保有すること
はできません。さらに、現在又は過去に Illumina Accelerator Program に参加したこ
とがある株式公開前の会社と経済的利害関係を構築したり、維持したりすることはできま
せん。
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潜在的な利益相反の報告
自分自身が潜在的な利益相反に抵触していないかどうか、
または第三者から見たときに
利益相反があるように受け取られていないかどうかについて、分別をもって判断しなけ
ればなりません。そのような状況になった場合は、直ちにこれを上司および人事部に開示
し、当社の利益相反プロセスに従ってコンプライアンス部の審査と承認を得なければな
りません。

利益相反行為の免責
全ての利益相反行為には、最高コンプライアンス責任者の免責が必要です。当社の任命
された執行役員および取締役に対するイルミナ行動規範の利益相反規定の免責につい
ては、当社取締役会の「指名およびコーポレートガバナンス委員会」のみが行うことがで
きます。

私たちの責任
• 常に当社の最善の利益を考えてビジネス上の意思決定を行います。
• たとえ当社での職務上、
ビジネスまたは投資の機会に関する情報を得たとしても、その

ような機会を自己の個人的な利益のためには決して利用しません。
• サプライヤーやその他のビジネスパートナーが自分の家族の構成員により所有または

経営されている場合は、
ビジネスに従事したり、運営したりする前に、必ず当社の調達
方針と手続きに従って、
コンプライアンス部の審査と承認を得なければなりません。家
族の構成員には、配偶者、子、両親、姻戚、兄弟姉妹および世帯に同居している者が含ま
れます。
• 当社の雇用期間中に外部の雇用を受諾する場合は、
事前に上司および人事部の承諾

を得なければなりません。兼業により利益相反が生じるおそれがある場合には、
コンプ
ライアンス部の審査と承認を得なければなりません。
• 当社のサプライヤーやその他のビジネスパートナーに出資する場合は、
これをコンプ

ライアンス部に開示しなければなりません。ただし、株式公開会社の株式の取得による
場合は、
この限りではありません。

イルミナ行動規範
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• 個人的な依頼、
贈答品、接待またはサービスの要求をしません。
• サプライヤー、
顧客またはその他のビジネスパートナーから、
現金またはギフトカードな

どの現金同等物の贈答品を受け取ることは決して認められません。
• 社外の委員会、
取締役会または評議会等に出席する場合は、事前に上司、人事部および

コンプライアンス部の承認を得なければなりません。社外の取締役への就任について
は、当社のコーポレート・ガバナンス・ガイドラインに基づき、CEO による承認について
も得る必要があります。
• 自分自身が利益相反の状況にある、
または第三者から利益相反とみなされる状況にあ

る場合は、直ちに上司と人事部に報告し、利益相反プロセスに従ってコンプライアンス
部の審査と承認を得なければなりません。

法令遵守
社員は、高い倫理基準に従い、あらゆる適用法令の精神と条文のいずれも遵守しなけれ
ばなりません。特に、政府との取引に関連してしばしば求められる特別な要件に対処する

Conflicts of Interest Insider

場合、
または国家公務員、議員、
もしくは当社がビジネスを営むマーケットを規制する政府

ページをご覧ください。

機関に対応する場合は、
これらの基準を遵守しなければなりません。法令が不明確である

Providing and Receiving

場合、
または別の法律もしくはイルミナ行動規範、その他の当社の方針もしくは手続きと
矛盾するように見受けられる場合は、必ず上司に説明を求めなければなりません。上司が
判断できない場合には、法務部に説明を求めなければなりません。

Business Courtesies, Gifts and
Honoraria Policy をご参照くださ
い。

贈収賄および腐敗行為

コーポレート・ガバナンス・ガイドライン

当社では、世界中どこであっても、直接か、間接かを問わず、賄賂の供与、申込み、受領、
ま

ださい。

たは約束など、あらゆる形態の贈収賄および腐敗行為を禁止しています。当社は、当社が
事業活動を行っているあらゆる国の腐敗行為防止法を遵守します。これには、政府関係者
や公務員のほか、営利団体の従業員に対する賄賂を禁止する法律が含まれます。
当社は、政府関係者や医療関係者のほか誰に対しても賄賂の供与を行いません。当社の
社員、販売店、代理店、
またはその他世界各地における代表者は、受領者に不適切な影響
力を行使し、受領者に職務違反を行うよう仕向けたり、当社のために不適切な利益を確保
したり、受領者に過去の行動に対する不適切な報酬を供与するために、他のいかなる人ま
たは機関に対しても、直接か間接かを問わず、金銭、その他の利益、有価物を供与したり、
要求したり、支払ったり、授受または授受を約束してはなりません。
当社のあらゆるビジネスパートナー（販売店、代理店、
コンサルタント等）
が、当社を代理し
て行動する場合には、同じ基準を遵守することを求めます。当社は、
自ら行うことが禁止さ
れていることを第三者を通じて行うことは決してありません。
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は、www.illumina.com をご参照く
ご質問は、  
compliance@illumina.com にお問

私たちの責任
• 賄賂、
キックバックまたはその他いかなる種類の不適切な支払いの供与も行わず、
また

受け取りません。これには、例えば現金、贈答品またはその他あらゆる有価物が含まれ
ます。
• 政府関係者、
医療関係者に何らかの有価物を提供する際には、細心の注意を払い、あら

ゆる当社の方針および現地の適用法令を遵守します。
• ビジネスパートナーを選定する際は当社の贈収賄禁止方針および手続きを考慮し、
そ

うしたパートナーの行動を監督します。

医療関係者および医療機関との関係
当社がビジネスを行っている多くの国々には、医療関係者（医師、臨床検査技師等）
や医
療機関（病院、臨床検査機関等）
に対する一定の支払い、献金および関係の構築を禁止
または規制する法令があります。  当社の方針は、あらゆる法令を遵守することを求めて
います。医療関係者（「HCP」）
または医療機関（「HCO」）
とコミュニケーションを行う全
ての社員には、当社の方針のほか、関連法令を熟知し、
これを遵守することが義務づけら
れています。

私たちの責任
• 医療関係者や医療機関とのコミュニケーションについて規定する関連法令ならびに当

社の方針および手続きを熟知し、その遵守を徹底すること。
• 当社の方針に違反する活動を行うよう第三者に依頼してはなりません。
• あらゆる記録保持要件および金融規制に従います。
• 当社の社員やビジネスパートナーによる違反の疑いがある場合、
速やかに上司または

法務部に報告します。

医療従事者と患者の関係
当社は、患者の皆さまと医療従事者の間の協力関係や信頼関係を大切にしています。医
療従事者には、尊厳を重んじた誠実な対応をすること、
また個人的、職業的または組織的
な利益よりも患者の皆さまの幸せに重きをおくことを求めています。医療従事者は、患者
の皆さまの医療上のニーズを最優先してイルミナのサービスや商品を使用しなければな
りません。医療従事者と患者の皆さまの信頼関係を損なうような形で、当社が医療従事
者とかかわることはありません。

追加リソース
Illumina Insider の
Compliance  Program
Insider Homepage をご覧く
ださい。
Interactions with
Healthcare Professionals
and Organizations Policy を
ご参照ください。

イルミナ行動規範
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臨床研究
当社の臨床研究は、
全ての適用法令および基準に従って計画され、
実施されます。当社は、
人またはデータがかかわる治験の計画、
実施、
記録および報告に関する、
倫理的、
科学的
な質を確保するための国際的な基準「医薬品の臨床試験の実施に関する基準
（ICH E6
GCP）
」
に定める原則を厳守します。

患者アドボカシー
当社では、臨床現場においてエビデンスを確立し、
ゲノミクスを活用するプラスの効果に
ついての理解を促進するため、患者の皆さまおよび患者を代表するグループ
（「患者アドボカシーグループ」
といいます）
との有意義な関係構築を図っています。これ
を実現するため、次の4つの柱を中心に取り組んでいます。
• 目的の共有：患者アドボカシーは、
当社のテクノロジーと患者の皆さまをつなぐ接点で

す。当社は、社内チーム、外部ステークホルダーおよび患者エクスペリエンスの相互の
理解を深める環境づくりを目指します。患者エクスペリエンスを理解することで、共通
の倫理的基盤を形成し、
ゲノミクスへのアクセスの拡大を図ります。
• 患者および患者アドボカシーグループの自律性：当社は、
医療について自律的な判断を

下す患者の皆さまの権利を尊重し、
また独立した機関による患者の皆さまの権利擁護
をサポートします。
• 透明性：当社は、
患者の皆さまおよび患者アドボカシーグループとのコミュニケーション

を、
オープンかつ誠実に行います。
• 継続性および持続可能性：当社は患者の皆さまおよび患者アドボカシーグループとの

長期的な連携を重視します。個人的、組織的なレジリアンスを構築するためのプロジェ
クトの開発に協力して取り組みます。患者エクスペリエンスに基づき行動と信頼の関係
構築に積極的に取り組みます。

ビジネスレポーティング

追加リソース

イルミナが正しい経営判断を行い、社外的には顧客、投資家または政府が当社を正確に

Illumina Insider の

評価できるようにするためには、正確な情報が非常に重要です。そのためには、当社の帳
簿や記録が全て公正、正確、適時、完全かつ理解可能であることが必要です。
これには、当社が会計および内部統制システムの整合性を維持すること、全ての取引が有
効、正確、完全かつ裏付け可能であること、
ならびに当社の帳簿に速やかに記録されるこ
とが必要です。証券取引委員会に提出する当社の報告書、文書、
および当社のその他の
広報には、完全、公正、正確、適時かつ理解可能な開示情報が含まれる必要があります。全
ての社員には、当社がかかる要件を確実に満たすことができるよう最善を尽くす責任があ
ります。
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Compliance  Program
Homepage をご覧ください。
Anti-Bribery and AntiCorruption Policy をご参照く
ださい。

私たちの責任
• 当社の記録や報告書は、
常に誠実に作成します。そのためには全ての陳述が誠実かつ

完全であり、決して誤解や不適切な憶測を招かないものであることが必要です。
• 当社の全ての記録および報告書は、
その背景にある取引や事象を正確に反映しなけれ

ばなりません。虚偽の売上や出荷の記録、既知の負債や資産の過少表示または過大表
示、費用処理すべき品目の記録の繰り延べを行ってはなりません。
• 全ての財務記録は、
一般に認められる会計原則および当社の内部統制システムの双方

に適合していなければなりません。
• 適切な職務分掌、
ビジネスプロセスの異常値や異常行動の監視、当社のリソースへの

アクセスの制限および管理等の適切な内部統制を実施します。
• 不正、
不法または非倫理的行為もしくはその疑いのある行為を発見した場合には、
報告

します。これには、例えば資金の不正使用や窃盗、金融取引の報告に関する不適切な行
為、文書の偽造や変造、当社の秘密情報の悪用等が含まれます。
• 自分自身が署名権限を有し、
かつ内容が正確であると確信した文書（契約書を含む）
に

のみ署名します。
• 文書保存や記録破棄が適切かどうかについて疑問がある場合は、
法務部に連絡しま

す。

公正競争
当社は、公正かつ誠実な市場において、競争し成功するために日々努力しており、競合他

追加リソース

社との間で非倫理的、不公正または違法なコミュニケーションは行いません。当社は、常

Illumina Insider の Legal

に公正に、顧客、
サプライヤー、競合他社および従業員に対応します。改ざん、隠蔽、秘密

Department Homepage をご

情報の悪用、虚偽表示その他の不正な取引慣行によって、第三者を不当に出し抜いたり

覧ください。

はしません。価格設定、顧客、
サプライヤーまたは市場の分割などの反競争的行為を行う
ために競合他社と、公式、非公式を問わず、合意を締結しません。
当社は、競争、独占禁止および競合情報の収集に関連するあらゆる法令を遵守します。
公正かつ誠実な競争を推進するために、競合他社との接触は最小限とし、当社および他

Global Contracts Policy をご
参照ください。
Signature Authority Policy
をご参照ください。

社との競争に関連するような慎重に取り扱うべき話題については、常に避けるよう注意し
なければなりません。

私たちの責任
• 競合他社との間で、
公式、非公式を問わず、
価格の決定、入札の持ち回りや分配、入札

の比較、
サプライヤーや顧客のボイコット、生産、販売地域、製品、顧客またはサプライ
ヤーの配分について、一切の契約または合意を締結しません。

イルミナ行動規範
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• 販売店や販売代理店の間で販売地域、
製品または顧客の分配を行う場合には、事前に

法務部に相談します。
• 競合他社との間で、
当該競合他社の市場における行動に変化をもたらし得るような、慎

重に取り扱うべき情報について、情報交換をしません。
• 公正な競争を阻害すると受け取られる可能性のある競合他社との不適切な会話には

参加しません。そのような話題が始まった場合は、直ちに会合を離れ、当該事情を適切
な上司または経営陣のメンバーに報告します。
• 再販価格の設定、
顧客の販売権の制限、当社の他の製品の購入に合意することを販売

条件とするような不当な取引を求める顧客、販売店、販売代理店ならびにサプライヤー
との契約は、法務部に審査を依頼します。
• 競合する顧客に対して、
同一製品を異なる価格で請求することを提案するような場合に

は、法務部に審査を依頼します。

ビジネスインテリジェンス
競合他社についての情報は貴重な資産ですが、当社ではそのような情報を取得するため
に、詐欺行為、虚偽表示または欺瞞的行為を行うことを厳しく禁止しています。第三者から
かかる情報を受け取る場合には、十分な注意を払わなければなりません。信頼できる情報
源であること、
またかかる情報が営業秘密法や秘密保持契約により保護されていないこ
とを確実に確認しなければなりません。

私たちの責任
• 競合情報は、
合法かつ倫理的な方法によってのみ取得します。競合他社についての情

報を取得するために詐欺的行為や虚偽表示を行いません。
• ビジネスインテリジェンスを適切に取得したとの第三者の主張については、
独自にこれ

を検証します。
• 従前競合他社の従業員であった現従業員の従前の雇用主に対する守秘義務など、
他者

が負う義務を尊重します。

マーケティングおよび販売の表示
当社の製品についての表示は、真実かつ正確でなければなりません。医療サービスの提
供に従事する者を含め、当社の顧客に提供する当社の製品に関する情報は、全て該当す
る製品ラベルに記載し、
また現地の法令および規制上の要件に適合しなければなりませ
ん。

私たちの責任
• 当社の製品やサービスについて、
公正、誠実かつ正確に表明します。承認された使用方

法の範囲のみにおいて、当社の製品やサービスを宣伝します。
• 宣伝、
マーケティングもしくは販売資料またはプレゼンテーションにおいては、誤解を招

くような表現や省略は一切行いません。
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追加リソース
Illumina Insider の Legal
Department Homepage をご
覧ください。

• 当社の製品の効能を誇張したり、
当社の製品に関連するリスクを軽視または過少評価

したりしません。また、競合他社の製品やサービスについて、虚偽もしくは違法な主張
または比較を行いません。
• あらゆる宣伝および販促資料は、
当社の宣伝および販促資料の指針ならびに方針に従

わなければなりません。
• 当社の方針および手続きに従って、
適切に審査および承認がなされていないメッセー

ジまたはマーケティング資料は、
これを使用してはなりません。

イルミナの人権への取り組み
イルミナは、人権尊重に全力で取り組んでおり、全てのステークホルダーに尊厳と敬意を
もって接します。
イルミナは、国際人権規約（国際連合の「世界人権宣言」、
「市民的および政治的権利に
関する国際規約」、
「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」）、
「労働におけ
る基本的原則および権利に関する ILO 宣言」ならびに「ビジネスと人権に関する指導原
則」に定める基本原則を認識し、尊重します。イルミナは、国連グローバル・コンパクトのメ
ンバーとして、
これらの原則を当社の戦略、文化および経営に統合することに力を注いで
います。
イルミナの人権方針には、倫理的な事業活動、
プライバシーの保護、
サプライヤー向け行
動規範、安全な職場、結社の自由の権利、児童労働、強制労働および人身売買の排除、機
会均等および差別禁止、公正な賃金および労働時間が含まれます。

イルミナ行動規範
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児童労働、強制労働および人身売買の排除
• イルミナは、
あらゆる形態の児童の搾取を容認しません。
• イルミナは、
児童労働を行わず、搾取的な児童労働の排除を支持します。
• イルミナは、
あらゆる形態の強制労働、奴隷労働、年季奉公労働、非自主的囚人労働、
お

よび人身売買の排除を支持します。
• イルミナは、
サプライヤー、請負業者、販売店、
ビジネスパートナー等が児童労働、強制

労働、
または奴隷労働を行っていることを知りながらそれらを使用することはありませ
んし、そのような行為を一切容認しません。

機会均等および差別禁止
• イルミナは、
雇用に関する差別的慣行の排除を支持します。
• 私たちは、
全ての従業員を公平かつ敬意をもって処遇することに力を注いでいます。
• 私たちは、
職場はもとより、
当社の事業活動全体における機会均等と多様性の実現に取

り組み、
これを推進します。
• 私たちは、
功績、資格および能力に基づき雇用と昇進の機会を提供し、差別的な行為を

容認しません。
• 当社の方針は、
人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、配偶者の有無、性自認と性表現、

民族性、宗教、心身の障害、疾病、遺伝情報、軍歴、国籍、差別禁止対象（Protected
Class）
に該当することに基づく差別を禁止しています。
• 当社のダイバーシティ、
インクルージョンおよび公正性への取り組みは、私たちの企業

風土の真髄であり、
イルミナサプライヤーダイバーシティプログラムや寄付ガイドライ
ンを通じて職場を超えてサプライチェーン、慈善活動およびコミュニティにも広がって
います。

安全な職場
• イルミナは、
健康、安全かつ生産的な職場環境を維持し、事業活動全般において思い

やりの企業文化の醸成に努めます。
• 当社の傷病防止プログラムと環境・衛生・安全
（EHS）管理体制方針では、
リスクを積極

的に管理し、従業員を雇用しています。
• 私たちは、
他者を脅迫、威嚇、強要するようなあらゆる種類の暴力とハラスメントのな

い職場環境の創出に全力で取り組みます。
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サプライヤーとの協力
当社は、法律上および倫理上のあらゆる義務を果たす決意を共有することができるサプ
ライヤー、ベンダーおよびその他の第三者との間で関係を構築します。当社は、適用され

追加リソース
Global Contracts Policy をご
参照ください。

る法律により許されているどうかにかかわらず、未成年者の雇用、強制労働、従業員への
体罰を行うサプライヤーとは、取引を行いません。当社は、継続的な従業員教育や向上に
ついて積極的に取り組み、公正な雇用機会を提供する競争力の高いサプライヤーを優先
して協力します。当社のサプライヤーは、
サプライヤー向け行動規範「サプライヤー、請
負業者およびコンサルタント向けイルミナインテグリティガイドライン」に定める行動基
準を遵守することが求められます。

私たちの責任
• サプライヤーとの関係については、
全て適切な書面による契約により文書化します。
• イルミナ行動規範および法的、
倫理的な行為に関しサプライヤー対して要求する事項

について、全てのサプライヤーと意見を交わします。ビジネスパートナーを選定する際
は、確実に当社の基準を満たすようデューディリジェンスを行います。
• 第三者が現地の環境法、
雇用法および安全法を含む法的、倫理的な要求に違反してい

る兆候がないか、常に注意を払います。サプライヤーは、国際的な人権・労働規範の支
持も含めて、
イルミナの人権方針に沿った行動が求められます。
• 当社のサプライヤーの秘密情報や専有情報を厳重に保護します。

イルミナ行動規範
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国際貿易コンプライアンス
国境をまたぐ取引は、その取引がマネーロンダリングのために利用されないように、
また
制裁対象の国や人物に関わらないようにするために制定された法律等、数多くの法令に
よって管理されています。また、許可されていないボイコットに協力することを禁じる法律
や輸出を規制する法律もあります。当社は、そのような全ての適用法令を遵守します。

私たちの責任
• 情報、
製品、
サービスまたはその他の品目について、国境を越えて出荷する際には、輸

出入を管理する法令を遵守できるよう必要に応じて貿易コンプライアンス部門に助言
を求め、必要な場合には輸出入の許可を取得します。
• 必要とされる輸出入および通関に関する記録を管理します。
• 当社の取引先となる顧客やその他のビジネスパートナーについて熟知し、
許可を得た

場合を除き、いかなる制裁対象当事者または禁輸対象国とも一切取引は行いません。
• マネーロンダリングやテロリストの資金調達を未然に防ぐため、
疑わしい支払いについ

ては、十分に注意を払います。これには、
（小切手が一般的な場合にもかかわらず）現金
や現金等価物による支払い、法人口座ではなく個人口座からの支払い、合理的に考え
て顧客やビジネスパートナーと関係のない金融機関や第三者からの支払い等が含まれ
ます。
• 禁止または罰則対象となり得るボイコットの要求を特定した場合には、
どのように対応

すべきかについて貿易コンプライス部門に助言を求めます。
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製品の品質および安全性
イルミナには、法律上も倫理上も、当社の製品が、その設計および製造のいずれにおい
ても、安全かつ信頼できるものであることを保証する責任があります。顧客や患者の皆

追加リソース

さまの安全および安心が私たちの最優先事項です。当社は、当社の製品が政府関連機

Quality Policy をご参照くだ

関の要件および当社の品質管理ポリシーに適合するよう社内品質管理によって設けら
れたあらゆる要件を、確実に満たすよう、最善を尽くします。

さい。
Illumina Quality

私たちの責任

Management System

• 当社のサプライチェーンおよび当社が製造する製品の品質ならびに安全性に十分に配

Manual をご参照ください。

慮します。
• 全ての製品は、
当社のコーポレート品質マニュアルに記載されているとおり、政府によ

る安全および品質の基準を満たさなければなりません。
• 当社の製品やサービスを使用したことにより生じる可能性のある有害事象など、
製品

の品質や安全性に関する苦情や懸念については、必ず直ちに
techsupport@illumina.com まで報告します。

企業の社会的責任
企業の社会的責任（CSR）
に関するイルミナのビジョンは、患者、
コミュニティ、そして私
たちの地球のために第一線に立つ企業としての役割を果たすことにより、人々の健康を
より豊かにすることに深く貢献していくことです。

追加リソース

私たちは、
ゲノミクスへのアクセスを加速化する、
コミュニティの力を高める、私たちの環

Corporate Social

境を保護する、
という3 つの優先課題を軸にして当社の CSR をまとめました。さらに、私

Responsibility Policy

たちのあらゆる行動を支える 2 つの基礎的要素を明確にしました。これには、
イルミナ
で働く人々、倫理およびガバナンスが含まれます。

環境持続可能性
私たちは、将来の世代のために環境を保護し、
また改善することができるような方法で事
業活動を行うことが私たちの責務であると考えています。私たちは、環境関連の適用法

EHS Management
System Policy
Climate Change
Position Statement
CSR ウェブページ

令を基準値以上に遵守し、当社の環境パフォーマンスを常に向上させていきます。

私たちの責任
• あらゆる環境関連の適用法令ならびに当社の方針および手続きを理解し、
これらを遵

守します。
• 天然資源の保全、
温室効果ガスの排出の削減、資源の再利用および再生利用、廃棄物

の削減により環境保護に貢献します。
• 新製品、
工程および設備の開発および設計の過程において、持続可能性を向上させま

す。

イルミナ行動規範
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政府との協働および政治活動

追加リソース

当社は、最高水準の倫理規範に従い、あらゆる適用法令を遵守して、政府、政府機関およ

Anti-Bribery and Anti-

び公務員に対応します。
当社は、当人の自由において、政治プロセスに参加する個人の権利を尊重します。ただし、

Corruption Policy をご参照く
ださい。

その見解や行動については、当社の見解や行動ではなく、
自らの個人的な見解や行動で
あることを常に明確にしなければなりません。当社のリソースを利用して、
個人的に選択し
た政党、政治信念または候補者を支援してはなりません。

私たちの責任
• 当社を代表して行ういかなるロビー活動、
政治活動または政府関係者との接触につい

ても、必ず政府関係業務部門と連携して行わなければなりません。
• 当社が、
政治家または政治団体に対し、製品、
サービス、輸送手段また設備の寄贈など

の政治的支出を行う場合は、事前に政府関係業務部門による許可を得なければなりま
せん。
• 公職への就任または立候補により、
当社における職務との間に利益相反を生じさせて

はなりません。
• 個人的な政治活動を表明したり、
政治活動に従事する場合には、当社を代表しているも

のではないことを明確にしなければなりません。
• いかなる政治家候補者、
政党または政治活動についても、同僚に対し、それらに寄付、

支援または反対するよう強要してはなりません。
• 第三者に不適切な影響を与える目的、
または当社に不正な利益をもたらす目的で、政

治献金または慈善寄付を行ってはなりません。

会社の資産および情報の取り扱い
私たちには、情報を含む当社の資産を保護し、その有効利用を確保する義務があります。
会社の資産および情報は、当社の正当な事業目的のためにのみ利用されなければなりま
せん。

会社の資産および資源
全ての社員には、分別をもって、当社の資産が損失、盗用、悪用または浪費されることのな
いよう努める責任があります。会社の資産には、
ビジネスチャンス、金融資産、物理的な施
設および設備、
メールや ERP システムなどのアプリケーション、知的財産、秘密情報、顧
客やビジネスパートナーの情報、
ファイルや文書のほか、在庫、
コンピューターネットワー
クおよび消耗品などが含まれますが、
これらに限りません。個人情報やセキュリティー保
護の観点から、
ノートパソコンやモバイル機器などの携帯用電子機器の取り扱いについて
は、特に十分に注意を払わなければなりません。
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追加リソース
Global Security Policy をご
参照ください。

当社が提供したリソースを利用して作成、
アクセス、送信もしくは保存された、電子メー
ル、
コンピューターファイル、電話メッセージまたは閲覧履歴上のウェブサイト等の情報に
ついては、当社の資源であり、当社の資産です。法律により認められる限りにおいて、当社
は、本人の事前の承認、通知または同意を得ずに、いつでも当社の資源、資産および財産
にアクセスし、監視し、
または調査を実施することができます。これには、会社の電子機器、
コンピューター機器、
アプリケーションおよびシステムに保存もしくは送信された情報に
ついて、監視または復元することも含まれます。

私たちの責任
• 当社の資産、
資源および財産は正当な事業目的のためにのみ利用します。
• 当社の財産の窃盗、
横領、悪用または不正流用について疑いを抱いた場合は、直ちに

報告します。
• 当社が提供する情報技術
（IT）
リソース
（所属会社から提供を受けたノートパソコンや携

帯電話）の限定的な個人使用については、仕事の生産性または職場環境に悪影響を及
ぼさない限りにおいて認められます。
• その他の当社の資産、
リソースおよび財産（カメラ、備品、設備など）
は、業務利用に限

定します。

秘密情報
当社の秘密情報および専有情報は、当社の貴重な資産です。職務の適切な遂行のために
必要な場合を除き、当社、
またはサプライヤー、顧客およびその他の取引先を含む当社の

追加リソース

ビジネスパートナーの営業秘密ならびに秘密情報を利用したり、第三者に提供したりして

Global Security Policy をご

はなりません。秘密情報には、例えば社外の人には知られていない情報、競合他社にとっ
て有益な非公開の事前情報、あるいは当社に悪影響を及ぼすような非公開の事前情報な
どが含まれます。
当社の秘密情報には、事業計画、会社の財務情報、特許や営業秘密を含む知的財産、
売上
や利益のデータ、価格設定、新製品やマーケティング計画、研究開発のアイデア、製造工

参照ください。
Illumina Insider の Legal  
Department Homepage をご
覧ください。

程、潜在的な買収に関する情報、事業の売却や投資、従業員のファイルや報酬のデータ、
および秘密保持義務を負って提供を受けた第三者の秘密情報などが含まれますが、
これ
らに限りません。
私たち一人ひとりが、当社の秘密情報を保護しなければなりません。これは、情報を厳重
に管理し、業務の遂行のために知る必要がある人にのみアクセスを限定し、公共の場所で
秘密情報について口外するのを差し控えることを意味し、当社の情報を市場調査会社と
共有しないことなども含まれます。
会社の秘密情報を保護する義務は、雇用の終了後も存続します。

イルミナ行動規範
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私たちの責任
• 正当な事業目的のためにのみ秘密情報を使用および開示します。
• 秘密情報をファックス機やプリンターに放置しません。
• 他人が耳にする可能性のある場所で、
秘密情報について口外しません。
• あらゆる秘密情報は、
当社の指定するリソースを利用して保存します。
• 秘密情報を含む文書には、
秘密である旨を明記します。
• 秘密情報は、
使用していないときは厳重に保管し、机上に放置しません。

インサイダー情報の取り扱い
未公開情報は、当社の株式や他社の株式の売買を含めて、個人的な利益のためにこれを
利用してはなりません。ある会社について重要な未公開情報を入手して、その会社の証券
を売買することは禁止されています。
重要な未公開情報について、一般投資家に公表される前に、証券の売買をする可能性が
ある第三者に提供する
「情報漏洩」についても禁止されています。
「重要」な情報とは、合理的な投資家が株式の売買や保有の意思決定に有益と判断する
可能性が高い情報をいいます。これには、会社の買収、決算結果、経営陣の異動に関する
情報、会社の業績に関する情報などが含まれます。情報は、公開されていないものについ
ては全て「未公開」の情報です。

私たちの責任
• 当社または他社に関する重要な未公開情報を保有する立場にある場合、
当該会社の株

式の売買を行いません。
• 職務を遂行するために情報を知る必要がある場合を除き、
社外であれ、社内であれ、他

の社員と重要な未公開情報のやり取りは行いません。
• 情報漏洩を行わないよう十分に注意を払います。何気ない会話であっても、
当社や当社

のビジネスパートナーに関する秘密情報を開示しないよう留意します。
• 情報の重要性や未公開であるかどうかについて不明確な場合は、
当社のインサイダー

取引方針において指定するインサイダー取引コンプライアンス担当役員に相談するま
では、当社の株式の売買は行いません。
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追加リソース
Insider Trading Policy をご参
照ください。

社外におけるコミュニケーション
当社がパブリック
（市民）
やメディアに対し発信する際、明瞭かつ一貫した情報を提供でき
るように、権限を与えられた者のみが、当社を代表して発言することができます。
当社を代表する権限を与えられていないにもかかわらず、公の場で発言する場合には、い
かなる場合であっても、当社を代表して発言しているとの印象を与えてはなりません。
当社の活動、決算結果、事業計画、
または公的な問題に関する立場について問い合わせ
を受けたものの回答する権限がない場合には、適宜、広報または投資家向け広報部門に
照会します。

投資・金融業界

追加リソース
投資家向け広報部門の連絡先：
ir@illumina.com
Investor Interaction Policy
をご参照ください。

CEO、CFO、
投資家向け広報部門または CEO から特別に授権された者のみが、機関投
資家、一般投資家、
セルサイド・アナリストを含む投資業界とのコミュニケーションを行う
ことができます。これは、当社およびその秘密情報を保護し、適用法令を遵守するためで
す。

私たちの責任
• 特に権限を授権されていない限り、
投資業界との会合には出席しません。
• 会議に出席することになった場合、
投資家とのコミュニケーションについては、製品ま

たは技術に関する質問に限定して回答するものとします。
• 明示的に授権されていない限り、
決して当社の秘密情報を公表してはなりません。
• 投資家やアナリストからの質問については、
投資家向け広報部門に照会します。

イルミナ行動規範
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メディアとの関わり
CEO、CFO または広報部門のみがメディアとのコミュニケーションを行うことができま
す。
メディアには、例えば業界誌、一般経済紙、
ラジオやテレビニュース放送局、
オンライン・
ニュースサイト、専門雑誌、
ジャーナリストのブログ等が含まれます。

私たちの責任
• 公の場でのスピーチ、
専門誌向けの記事の執筆、当社を代表しての発言などを行う場

合は、事前に広報部門の許可を取得します。
• 全てのメディアとのコミュニケーションについては、
事前に広報部門に報告します。
• レポーター、
ブロガーまたはその他のメディア関係者からの質問については、広報部門

に照会します。
• 当社について事実と異なる記述または不正確な情報が記載されている記事があった場

合には、広報部門に報告します。

ソーシャルメディア
社外でのコミュニケーションにおいては、当社の関係者と特定され得るかどうかに留意し、
業務に関するいかなる記述についても当社にどのような影響を及ぼすのかを配慮しなけ
ればなりません。これは、拡散が早く、注目を浴びやすいソーシャルメディアにおいて、特に
重要なことです。軽率なコミュニケーションは、当社の評判に重大なリスクをもたらす可能
性があります。このため、
ソーシャルメディアへの投稿については、指定された物のみに限
り、当社を代表して投稿を行うことが認められています。

私たちの責任
• ソーシャルメディアを私的に利用する際は、
当社を代表して発言しているかのような印

象を与えないようにします。
• 当社の秘密情報、
ならびに顧客、
サプライヤーおよびその他のビジネスパートナーの秘

密情報について、決して投稿または拡散しません。
• 当社を代表して新たなソーシャルメディアのアカウントを開設する際は、
広報部門の許

可を取得します。
• 当社のソーシャルメディア・アカウントで投稿する権限を与えられている場合は、
当社の

ソーシャルメディア・ガイドラインに従い、
ソーシャルメディア・
トレーニングを受けなけれ
ばなりません。
• ソーシャルメディア上で当社の懸念材料となる可能性のある情報を発見した場合は、
広

報部門に報告します。
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追加リソース
広報部門の連絡先：
pr@illumina.com

イルミナで働く人々
私たちは、
ゲノミクスに変革をもたらすために、情熱的な社員の力を得て革新的な職場作
りに努めています。イルミナの企業風土を活気づけているのは、
オープンさ、協力、思い
やり、そして革新です。イルミナでは、
日々従業員が職場にもたらす幅広い経験、才能、文
化的背景を高く評価しています。バックグラウンドの多様性は、職場にとってとても重要な
ことです。イルミナのダイバーシティ、
インクルージョンおよび公正性の戦略は、全ての社
員がイルミナの使命に全力で貢献する環境を組織的かつ体系的に築くことに重点を置い
ています。社員は、同僚に対し、敬意と礼節をもって接することが求められます。
職場でのハラスメントや差別は一切禁止されています。
他人への脅し、いじめ、威嚇、攻撃などの言動は禁止されています。当社は脅迫や身体的
暴力を一切容認しません。

差別の禁止
当社は、職場における機会均等および多様性を促進し、各人による貢献を評価します。当
社は、採用にあたり、公正かつ敬意を表する取り扱い、および雇用機会の均等を約束しま
す。当社の社員および就職希望者は尊重されるべき権利を有し、その適格性、
スキルお
よび業績のみによって評価されなければなりません。

イルミナ行動規範

23

当社は、誰もが差別のない環境で働ける機会を与えられるべきものと信じています。ま
た、社内の多様性こそが創造力やイノベーションを生みだす源泉であると考えています。
当社は、性別、人種、信条、肌の色、
ジェンダーアイデンティティ、性的指向、宗教、配偶者の
有無、年齢、出身国や家系、障害、健康状態、妊娠、軍歴、国籍または適用法により保護され
るその他の性質に基づく一切の差別を厳格に禁止しています。

私たちの責任
• 自分自身がそうされたいと望むように、
他者に対しても敬意をもって接します。
• 人を管理する立場にある場合、
または募集や採用に関わっている場合は、必ず客観的な

実績およびビジネス上の検討事項にのみ基づき行動するよう自分自身の意思決定を見
直します。
• 社外の人も含めて、
自分自身が一緒に仕事をする人に対し、当社の公正さおよび機会均

等の理念に則り行動することを求めます。
• この方針に反する同僚を見かけた場合には、
はっきりと指摘します。

ハラスメントの禁止
当社は、威嚇、
ハラスメントおよび虐待のないプロフェッショナルな職場環境づくりに尽力
しています。いかなる理由や根拠があろうとも、
ハラスメントは禁止されています。当社

追加リソース

は、
ハラスメント、いじめまたは破壊的な行動を一切容認しません。当社では、威圧的、攻

質問や懸念事項がある場合には、

撃的、虐待的または敵対的な職場環境を生みだすようないかなる行為も、一切禁止しま
す。
一般的によく挙げられるハラスメントには、
セクシャルハラスメントがありますが、それに
は、以下のような状況で発生する行為が含まれます。
• 同僚が、
雇用の条件または雇用に関する意思決定の根拠として、
デートや性交の同意ま

たはこれに類することを要求すること
• 不快な性的アプローチや無礼なジョークまたはその他の不快な性的言動により、
威圧

的、攻撃的または敵体的な職場環境を生み出すこと。これには、度重なる迷惑なデート
の要求も含まれます。

私たちの責任
• 不適切な言動をしている同僚に対しては、
はっきりと、
かつ敬意を払った方法で、懸念事

項を伝えます。また、その事情を人事部に報告します。
• 口頭であれメールであれ、
職場における、性的、人種的またはその他の下品な冗談は、

適切なものではありません。自分自身の冗談やコメントが、第三者にどのように受け取
られるのか十分に留意します。
• 特定の人種、
民族、宗教、性別、
ジェンダー、
ジェンダーアイデンティティまたはその他の

保護を受けるべき性質のものを中傷するようなコミュニケーションには参加しません。
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人事部にご連絡ください。
従業員ハンドブックをご参照くだ
さい。

職場の環境、健康および安全
職場の健康、
および安全ならびに環境の保護は、
イルミナの最優先事項です。私たちは、
健康、安全および環境に関連するあらゆる適用法令を遵守し、職場でのけが、病気および
環境放出の防止に継続的に注力します。

私たちの責任
• 主体的に、
健康、安全および環境リスクを評価し管理します。
• 健康、
安全および環境関連のあらゆる適用法令ならびに当社の方針および手続きを理

解し、遵守します。第三者や訪問者についてもこれに従うことができるよう、必要に応じ
て支援します。
• 職場での傷病およびその他健康、
安全または環境に影響を与える可能性のある懸念事

追加リソース
従業員ハンドブックをご参照くだ
さい。

項（危険な職場環境、潜在的な違法状態、危険な行動等）
があれば、直ちに上司、
または
現地の環境、健康および安全（「EHS」）部門の代表者に報告します。
• 安全かつ責任ある行動を心がけます。
• 新しい製品、
工程および設備の開発ならびに設計の過程においては、健康、安全および

環境への影響について評価を行います。
• 職場でのパフォーマンスを妨げるようなアルコール、
処方薬もしくは市販薬、
またはそ

の他中毒性のあるものの使用を認めません。処方薬や市販薬の影響が心配な場合に
は、事前に上司に相談します。
• 銃またはその他の武器を職場に持ち込みません。
• 当社の構内にいる間は、
常に自分自身の ID カードをはっきりと見えるように身につけ、

当社の施設に入る際は ID カードを使用して入室します。

イルミナ行動規範
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従業員、顧客および患者のプライバシー
個人情報のプライバシーの保護は、
イルミナのビジネスの基本原則です。
「個人情報」に
は、個人を識別するのに使用することができるあらゆる情報が含まれます。個人情報の例
には、氏名、住所、電子メールアドレス、遺伝情報等が含まれます。
当社は、顧客、従業員、患者およびビジネスパートナーに関する情報など、当社が収集、作
成または管理する個人情報の秘密を保護する義務を負うことがあります。これには、医療
プライバシー法を含むプライバシーおよびデータ保護に関連する適用法令の遵守のほ
か、特定の情報の扱いに関して、当社と顧客やビジネスパートナーとの間で締結する一切
の契約の遵守についても含まれます。秘密情報と同様、個人情報についても特別な注意
が必要です。
イルミナは、事業活動全般において適用法令および次の 4 つの基本指針に従って個人
情報を取り扱います。
• 透明性
• 責任ある管理
• 倫理的な使用
• 説明責任

従業員は、個人情報の収集、使用、移動、保管または処分に関するあらゆる当社の方針や
手続きに従うことが義務付けられています。これにより、顧客との間に誠実で信頼できる
関係を構築することができ、当社は、適用されるデータのプライバシーおよび保護に関す
る法律を継続的に遵守することができます。

私たちの責任
• 個人情報を保護し、
安全に取り扱い、それが収集された目的および正当な事業目的に限

定して、
これを利用します。
• 第三者と個人情報を共有する必要がある場合には、
当社の方針および手続きに従って、

当社の他の従業員または第三者と個人情報を共有します。
• 当社は、
第三者のデータ処理業者との間の書面による契約において、
イルミナが提供す

る個人情報について、適切な安全管理措置を講じ、保護するよう定めます。

Corporate Private Policy、
Privacy Principles 等の リ
ソースについては、
Illumina
Privacy ウェブサイトをご覧く
ださい。
Employee Privacy Policy

• データの国際移転を制限し、
適用法令に適合する適切な移転の仕組みを整備します。

をご参照ください。

• 適用される記録保存期間に従い、
保管期限を経過した個人データ、
または業務上保管

Information (Data)

の必要がなくなった個人データは破棄します。
• 潜在的なセキュリティインシデントやデータ漏洩を発見した場合は、
速やかに報告しま

す。
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Retention Policy をご参照く
ださい。

その他の責務
潜在的な違反または懸念事項の報告
適用法令、
イルミナ行動規範ならびに当社の方針および手続きに違反がある場合には、
誰もがこれを速やかに報告する責任を負います。原則として、潜在的な違反に関する報告
の秘密保持に最善を尽くしますが、場合によっては、報告者の匿名性を保護できないこと
があります。
潜在的な違反に関する報告については、以下のいくつか方法を選択することができます。
• 管理職または人事部への相談。管理職または人事部の社員は、
法令、当社の方針もし

くは手続き、
またはイルミナ行動規範に違反している可能性のある行為に気付いた場
合、
コンプライアンス上の懸念事項について、最高コンプライアンス責任者またはその
他コンプライアンス部の上級メンバーに、48時間以内に報告する責任があります。
• 法務部の compliance@illumina.com 宛に電子メールを送信することにより、
懸念

事項を報告することができます。
• 最高コンプライアンス責任者またはその他企業コンプライアンス部の上級メンバーに

直接懸念事項を報告することもできます。
• 第三者が管理するコンプライアンス & 不正防止ホットラインを通じて、
懸念を報告す

ることができます。
– インターネットをご利用の場合には、Insider Corporate Compliance
Homepage 上の匿名ホットラインリンクからアクセスしてください。
– 電話をご利用の場合には、同ウェブサイトに記載されているグローバル・フリーダイ
ヤル番号に電話してください。
コンプライアンス & 不正防止ホットラインからの報告は、現地法により禁止されていな
い限り、匿名で行うことができます。
誰もが違反を報告する義務を負います。違反を知りながら報告しない場合には、雇用の
終了などを含む懲罰処分を行うことがあります。

報復の防止
確実に法令を遵守し、信頼関係を築くために、当社は、社員が注意喚起をする懸念事項に
率直に耳を傾け、適切に対応しなければなりません。善意で提起された問題や懸念事項
に関連して、いかなる人に対しても報復がなされることは決して許されません。
当社は、報復の申立てがあった場合、
これを深刻に受け止めます。かかる一切の申立てに
ついては、調査を行い、立証された場合には、報復者は解雇を含む懲罰を受けることにな
ります。報復を受けたと考える場合は、
かかる行為について、直ちに人事部に報告しなけ
ればなりません。

イルミナ行動規範
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イルミナ行動規範の実施
潜在的な法令違反、
イルミナ行動規範および当社方針の不遵守、利益相反ならびに非倫
理的な行為について報告があった場合は、
これを調査することが当社の責務です。当社
は、
こうした報告を必要に応じて公正に調査して、違反が認められる場合には、公平かつ一
貫した方法で是正するよう全力を尽くします。

調査への協力
イルミナでは、適用法令、
イルミナ行動規範および当社の方針に違反する行為またはそ
の疑いのある行為について報告があった場合、その全てについて確認し、必要に応じて調
査することを企業方針としています。当社が行う調査または当社のために行われる調査に
十分に協力することは、
イルミナ行動規範の適用を受ける一人ひとりの責務です。調査へ
は次のような方法で協力することが求められます。
• 調査員による質問および関連情報の提供依頼に対して、
速やかに真実に基づく説明を

行い、関連する文書を提供します。
• 調査を行う者による面談に参加します。
• 司法当局による指示がある場合を除き、
調査について秘密を保持します。この中には、

調査の存在および調査の過程において取得した情報の秘密の保持が含まれます。
• 調査に関係する全ての関連文書および情報を保管します。

社内調査に協力を怠った従業員またはその他社内調査を阻害した従業員は、解雇を含む
懲戒処分の対象となります。私たちが調査に協力することで、
イルミナは、最高水準を維
持して事業活動を継続することができます。
• 調査に関与する場合、
調査員が明示的に述べた場合を除き、調査について他の人に口

外してはなりません。
• 調査への参加に関し、
報復を受けることはありません。
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付録
NASDAQ の上場基準の目的または SEC 規則に基づく役員の行動規範については、
イ
ルミナ行動規範のうち、下記の項目のみが行動規範とみなされるものとします。
• 利益相反
• 適用法令の遵守
• 報告内容の公表
• 会社資産の取り扱い
• 会社の秘密情報の取り扱い
• インサイダー情報の取り扱い
• 潜在的な違反の報告

イルミナ行動規範
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参考資料
イルミナ行動規範において参照した方針および手続きは、SAP、
または ICE Corporate Policies and Procedures Portal
を通じて入手することができます。下記の文書番号を利用して調べることもできます。
Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
（贈収賄禁止および腐敗行為防止方針；CP500.05）
Employee Privacy Policy
（従業員プライバシーポリシー；CP500.03）
Global Contracts Review & Approval Policy
（グローバル契約審査・承認方針；CP500.09）
Global Security Policy
（グローバルセキュリティ方針；CP300.01）
Handling Personal Data Policy
（個人データ取扱方針；文書番号 1000000057378）
Illumina Corporate Privacy Policy
（イルミナコーポレートプライバシーポリシー；CP500.04）
Illumina Quality Management System Manual
（イルミナ品質管理システム・マニュアル；文書番号 11204017）
Insider Trading Policy
（インサイダー取引方針；CP500.02）
Investor Interaction Policy
（投資家とのコミュニケーションに関する方針；文書番号 1000000018465）
Interactions with Healthcare Professionals and Organizations Policy
（医療関係者および機関とのやり取りに関する方針；CP500.06）
Providing and Receiving Business Courtesies, Gifts, and Honoraria
（接待、贈答品および謝礼の授受に関する方針；CP500.13）
Quality Policy
（品質方針；文書番号 15028065）
Signature Authority Policy
（署名権限規程；CP200.02）
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