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Dear Colleagues,

Our reputation is our most valuable asset. We earn it each day with the choices we 
make. And each of us has a duty to preserve it, by making the right choices and doing 
the right things — for our clients, our communities, the Firm and ourselves — within 
the law and our professional responsibilities.

Making the right choice is not always straightforward or simple. Laws are not always 
clear and sometimes conflict. Legal standards differ. Rules apply beyond the borders 
of the enforcing nations, creating extraterritorial rules at odds with local practices. 
Business pressures tempt some to cut corners. 

We developed the Baker & McKenzie Code of Business Conduct to ensure that every 
partner, lawyer and employee in the Firm knows the principles that are to guide us 
in the choices we make and in the way we behave. The Code spells out our legal and 
ethical obligations and responsibilities in a number of areas. It provides guidance 
on how to act when specific, clear policies are not available. And it also reflects 
our commitment as a signatory to the UN Global Compact to align our policies and 
operations with the Compact’s principles in the areas of human rights, fair labor, the 
environment and anti-corruption.

We expect you to read this Code and abide by our principles, 
policies and standards. 

We expect you to seek guidance when you have questions about the Code or its 
application. 

And, to the extent permissible under local privacy and employment laws, we 
expect you to report any violations you learn about or suspect. 

All of us share in the benefits of Baker & McKenzie’s good name. 
We also share a responsibility to preserve and protect it. 
Thank you for doing your part.

Eduardo Leite
Chairman of the Executive Committee



ビジネス行動規範

各位

「社会的評価」を得ることは私たちにとって最も価値ある資産です。私たちは自らの 

選択によって社会的評価を日々積み重ねていくのです。そして私たち1人1人には、 

法的責任および職業上の責任の範囲において、クライアント、コミュニティー、 

当事務所、そして自分自身のために正しい選択と正しい行動をし、社会的評価を 

維持する務めがあります。

正しい選択をすることは、必ずしも単純なことでも容易なことでもありません。 

法律は常に明確とは限らず、ときには矛盾もあります。法的な基準もそれぞれに 

異なります。規則がその施行される国を越えて適用され、外国の規則が現地の慣行 

と矛盾する場合もあります。ビジネスの圧力により、一部では法律を無視する誘惑 

にかられる人もいるかもしれません。

Baker & McKenzieビジネス行動規範は、当事務所のすべてのパートナー、

弁護士、その他の専門家、そして従業員が、選択、行動するうえで指針と 

すべき原則の理解を徹底するために策定されました。本規範では、いくつ 

かの領域における当事務所の法的、倫理的な義務と責任について明確に 

説明しています。また、具体的で明確な方針が必ずしも明らかではない 

場合にどう行動すべきかの指針を定めています。さらに、当事務所の方針 

や業務を、人権、公正な労働、環境、および腐敗防止の領域における

「国連グローバル・コンパクト」の原則に一致させるという、 

国連グローバル・コンパクト署名者としてのコミットメントも 

反映されています。

皆さんは本規範を読み、当事務所の原則、方針、そして基準を理解し、遵守

してください。本規範またはその適用について疑問を感じた場合には、 指

示を求めてください。そして、プライバシー保護法や雇用法が許容する 範

囲内で、あなたが把握した、または疑いをもったいかなる違反についても 

報告するようにしてください。

私たちはみな、Baker & McKenzieへの高い社会的評価がもたらす 利益を共

有しています。同時に、それを保護し、維持する 責任も負っているので

す。皆さんがそれぞれ自己の役割を果たしてくださることに感謝いたしま

す。

Paul Rawlinson
Chairman of the Executive Committee
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ベーカー&マッケンジービジネス行動規範は、
パートナーも従業員も同様に、当事務所に 
属するすべての人が、適用されるあらゆる 
法律、規則、規制、さらには当事務所の方針 
および基準を遵守できるようにするために 
策定されました。あらゆる状況に網羅的に 
対応する規範は存在しないため、当事務所 
における判断や行動の基準としてこれらの 
指針を定めています。

基本理念
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私たちは法を守り、
法に従います。

 
私たちは法律事務所です。個人とし
ても職業としても法律を理解し、適
用し、守る義務があります。常にク
ライアントにもその旨を助言しなけ
ればなりません。

私たちは1つの組織に 

属しています。 
私たちの中の誰かの行動は、私たち全員の行
動とされます。毎日、どこにいても、どのよ
うな取引においても、私たちは誠実かつ正直
に行動しなければなりません。なぜなら私た
ちの行動は Baker & McKenzieを映し出す鏡だ
からです。

私たちは自分の行動に責任を 

もたなければなりません。
自分が何をするか、何をしないかについて、
私たちはお互いに対して責任があります。質
の高い助言やサービス、誠実な判断や行動の
ためです。

私たちは職務倫理を重視 

します。
法律事務所として、裁判所、そして業務を行
う弁護士／法曹組織における倫理基準を理解
し、それに従うことは私たちの務めです。

私たちはすべての人に公正に、

威厳をもって接します。
私たちは設立当初から、多様性、包摂性、機
会均等の理想を尊重してきました。友好を重
んじる私たちの文化は、先入観、差別、偏
見、虐待を許容することはありません。

私たちには競争力がありますが、

公正に競います。 
クライアント、サプライヤー、競合事業者、
そしてお互いに対して、誠実に対応します。
贈収賄には関与せず、他者が代わりにそうす
ることも許容しません。家族や友人、または
個人的な利害関係のある企業とは取引をしま
せん。

私たちは預けられた情報を 

保護します。
私たちは極秘の機密情報にアクセスすること
があります。かかる機密情報をテクノロジー
を駆使して慎重に守らなければなりません。
決してインサイダー情報に基づいて行動した
り、インサイダー情報を共有したりしません。

私たちは悪評のある人物・ 

組織とは取引を行いません。 
私たちには、クライアントについて知り、違
法あるいは不正な活動、または資金源が疑わ
しい活動に関与している人物・組織との取引
を拒否する、法的義務および職業上の義務が
あります。クライアントの業務を開始する前
には、デュー・ディリジェンスを実施しなけ
ればなりません。代理人となることを断る場
合は、その旨を書面で残さなければなりませ
ん。

私たちは正直であるとともに、

透明性をもちます。
言葉は絆です。私たちはクライアントに対応
するうえで、またお互いに、そして接するす
べての人に正直です。業務や時間について正
確かつ適時に記録します。適用される基準お
よび契約に従って料金を請求します。

私たちはコミュニティーに 
感謝し、貢献します。
私たちは責任ある企業市民としての義務を重
視し、リソースを有効に活用し、私たちを支
えてくれるコミュニティーに還元します。
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本ビジネス行動規範は、Baker & McKenzieおよび関連
事業者に勤務するすべての人に等しく適用されます。
私たちは、サプライヤーやベンダーをはじめとする取
引先にもこれらの原則を尊重するよう求めます。

求められることとは？
すべてのパートナーおよび従業員は、以下のものを読み、理解するよう求められます：

•	 ベーカー＆マッケンジービジネス行動規範

•	 本規範の適用に関する指針を得るべき場所と時期

•	 本規範の違反または違反の疑いを報告する義務 1 
•	 違反または違反の疑いについて、調査に協力する義務

•	 問題に適切な対応がなされるまで、問題を上司に報告する義務 

•	 監督対象者の違反を見つけるために十分な監視を行う、監督者の職務

•	 誠意をもって違反を報告した人への報復をせず、違反に公正に、客観的に、迅速に対
処する、報告を受理した人の責務

当事務所は、パートナーや管理職には特に高度の期待をしています。彼らは模範を示し
て主導し、倫理にかなった行動の文化を創り、自己が監督する人々が本規範を熟知し、
指針を求め、規範違反の疑いを報告しやすい環境を醸成するよう求められます。

1 本規範の明らかな違反、または違反の疑いを報告する義務、およびそのための手順は、日本法上のプライバ
シー保護関連法令、労働関連法令上、許容される範囲内で、かつそれらを遵守する限りにおいて適用され
る。

?

本ビジネス
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判断の根拠は？
本規範の以下の項目では、具体的ないくつかの分野におけるコンプライアンス
の義務や当事務所の基準について説明しています。これらの基準の多くは要点
にすぎず、必ずしも各国の個々の法規制や職業上の基準に完全には対応してい
ませんが、それらについても同じように考慮し、遵守する必要があります。

当事務所が方針または基準を定めていない状況に遭遇することがあるかもしれ
ません。あるいは、ある方針が目の前で起きている事実に適用できるかどうか
確信がもてない場合もあるかもしれません。そのようなときは、正しい選択を
し、正しい行動をとるために、以下の事項を自らに問いかけてください：

•	 法律または職業倫理に違反しているか？

•	 本規範の規定や精神と矛盾するか？

•	 友人や家族に自分の行いを知られたら、恥ずかしいか？

•	 当事務所に害をもたらす、またはその社会的評価を傷つけるおそれがある
か？

•	 誰かに身体的、精神的、またはその他の危害を加えるおそれがあるか？

•	 ブログに書かれたり、ニュースとして報道されたら、恥ずかしいと感じる
か？

すべての質問に対して“いいえ”と答えられるのであれば、安全でしょう。い
ずれかの質問の答えが“はい”または“はっきりしない”であるならば、指示
を求めるべきです。

誰に指示を仰げばよいか？
ほとんどの場合、本規範についての理解やその適用をサポートしなければなら
ないのは、あなたの上司または経営委員会メンバーです。彼らの指示に納得で
きないのであれば、懸念が適切に対処されたと思えるまで、他者に指示を求め
てください。

本規範、職業上の責任、または法律の違反に気がついた、あるいは疑いを抱い
た場合は、直ちに上司または経営委員会メンバーに通知しなければなりませ
ん。上司またはマネジメントへの報告を望まない場合、あるいは彼らが懸念に
対して納得できる対処を行わなかった場合には、かかる懸念を 
Baker & McKenzieのGeneral CounselまたはDirector of Professional 
Responsibilityに報告しなければなりません2 。

場合によっては、あなたの上司または経営委員会メンバーはあなたの懸念を
General Counselおよび/またはDirector of Professional Responsibilityに報告す
るよう義務づけられる可能性があります。 

2 データ・プライバシーに関する法令が、特定の問題について外国から報告することを制限して
いる場合がある。 
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問題を匿名で報告できるか？
報告者が誰であるかを把握できれば、問題の徹底的な調査を行ううえで役立つ
ため、明らかな違反または違反の疑いを報告する際は、身元を明らかにするこ
とを勧めます。ただし、身元を明らかにしたくない場合、匿名で報告すること
ができます。どのような報告手段が用いられたかに関わらず、当事務所はあな
たの報告について調査し、適切な措置を講じます。

調査が行われる場合、何をすべきか？
実際の不正行為または不正行為の疑いはすべて、深刻に受け止めて直ちに対処
しなければなりません。調査の一環として情報の提供を求められた場合には、
全面的に協力し、聞かれた質問には正直に答え、調査担当者の指示に従って、
電子書類、画像、およびEメールを含め関係するすべての書類や情報を保存する
必要があります。

本規範の違反に対する罰は何か？
本規範、方針、または法律の違反があった場合、解雇（パートナーの場合は除
名、強制脱退）を含む懲戒処分を受ける可能性があります。さらに違反者は、
民事または刑事の制裁を受ける可能性があります。留意すべきなのは、あなた
は自らの行いだけでなく、あなたが目にした、または気がついた他者の行いに
対しても責任があるということです。違反の報告を怠れば、たとえあなたが不
正に直接の責任がない場合でも、懲戒処分を受ける可能性があります。これは
特に監督者の立場にある人に該当します。  

報復行為からは守られるか？
当事務所は、確認されたあるいは疑いのある、倫理に反するあるいは違法な行
為について誠意をもって報告するいかなる人に対する報復行為も禁じていま
す。さらに、関連する調査を実行する人に対する報復も禁じています。報復行
為の対象になっていると感じた場合は、Baker & McKenzieのGeneral Counselま
たはDirector of Professional Responsibilityに速やかに知らせてください。

!
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社会的評価を得ること
は私たちにとって最も
価値ある資産です。 
私たちは自らの選択に
よって、社会的評価を
日々積み重ねていくの
です。



ベーカー&マッケンジー法律事務所 ビジネス行動規範

正しい選択
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人材について
当事務所で働く人々の多様性 (diversity) および包摂性
(inclusion)、彼らの才能の支援および開発、ならびに職場の
品位と安全の維持のために、私たちは尽力しています。加
えてBaker & McKenzieは、国連グローバル・コンパクトに
署名しています。「国連グローバル・コンパクト」とは、
各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮す
ることによって、社会の良き一員として行動し、持続可能
な成長を実現するための世界的な枠組み作りに参加するグ
ローバルな自発的取り組みです。私たちは当事務所の方針
や業務を、このグローバル・コンパクトが謳う、人権、公
正な労働、環境、および腐敗防止の分野の10の原則に一致
させるよう努めてきました。

多様性と包摂性

Baker & McKenzieは「多様性」という考えを基盤として設立されました。設
立当初から私たちは、多様な個人が、当事務所や私たちがサービスを提供す
るクライアントの成功に十分な貢献を果たす力となるために、個人としても
職業人としても成長できるように促す、互いを尊重する包摂的な環境を育て
るべく懸命に努力してきました。私たちは職場における差別をいっさい許容
しません。

すなわち：

•	 あらゆる人事上の決定は、a) 従業員や潜在的従業員の個々人の違いを尊
重し、b) 従業員に求められる、または求められうる職務遂行能力に関連
する要因に基づくとともに、c) 適用されるすべての法規制に従って行わ
れなければなりません。

•	 これには、求人、雇用、配置、報酬、研修・育成、昇進、および解雇、な
らびにその他の雇用条件に関連する決定が含まれます。

•	 私たちが守る適用法令はさまざまですが、人事上の決定において考慮する
よう努めている各人の違いには、人種、肌の色、信条、宗教、市民権、国
籍、民族、および/または文化的背景、年齢、性別、性別認識/表現、性的
志向、配偶者の有無、妊娠しているかどうか、および障害などがありま
す。

ハラスメント

職場におけるハラスメントは許されません。この規定は、ハラスメントを受
けているあるいはハラスメントを行っているのが、従業員の場合もそうでな
い場合も、関係なく適用されます。

「ハラスメント」とは、人が求めても頼んでもいない行為で、ハラスメント
を受けた人が望ましくないまたは不快だと合理的にみなす、虐待行為や自尊
心を傷つける行為を指します。（例えば暴言、性表現が露骨または軽蔑的な
発言や画像、ものまね、不本意な身体的接触、わいせつまたは攻撃的なジェ
スチャーまたは冗談など）また、個人もしくはグループが同僚を脅す、おと
しめる、侮辱する、または傷つけるといったいじめの形をとる場合もありま
す。かかるハラスメントは職場の内外、あるいはソーシャル・メディアを通
じて発生する可能性があります。

ハラスメントは、それが被害者の保護されるべき特質のいずれかに関わる場
合には、多くの国々において法律違反となります。ただし、当事務所の方針
は形式を問わずすべてのハラスメントに適用されます。被害者への法的な保
護が具体的に定められていないハラスメントについては、適切とみなされる
場合、その責任を有する者に対し、措置を講じることができます。

正しい選択
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私たちの中の誰かの 
行動は、私たち全員 
の行動です。 
毎日どこにいても、 
どのような取引に 
おいても、私たちは 
誠実かつ正直に行動 
しなければなりません。
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サポートおよび 
プロフェッショナル・ディベロップメント

私たちは人材の才能とスキルの育成に尽力しています。私たちは弁護士お
よびその他の専門家向けのProfessional Development Frameworkを構築
した最初の法律事務所のひとつであり、それを業務サービスチーム向けの
Professional Development Frameworkにも適応させてきました。つまり：

•	 弁護士、その他の専門家、および（適切な場合において）業務サービ
ス担当者は、それぞれの職務および個人的資質のためのProfessional 
Development Framework、ならびに職務レベルごとに期待される成果を
熟知するよう求められます。

•	 他者を監督する立場にある人は、自らが期待する成果を具体的に明らか
にし、監督対象者に研修および能力開発の機会、ならびに定期的なフィ
ードバックを提供するよう求められます。

•	 監督者は、監督されるすべての人が少なくとも1年に1回は正式な勤務評
価を受けられるよう、徹底することが求められます。

•	 また、すべての弁護士、その他の専門家および業務サービス担当者は、
社内外を問わず職務および責任にふさわしいトレーニングを行うよう求
められます。

健全で安全な職場環境

私たちはすべてのオフィスで健全かつ安全な職場環境を維持するよう努めて
います。危険行為、虐待行為、暴力行為、またはかかる行為の恐れがある事
態は禁じられており、絶対に許容されません。つまり：

•	 安全性に関するあらゆる適用法令に従って、私たちは安全な行動をとら
なければなりません。

•	 各オフィスは災害対策計画を作成し、パートナーや従業員が災害対策要
件を熟知するよう徹底することが求められます。

•	 職場における違法薬物の販売、配布、使用、または処方薬の悪用は固く
禁じられています。薬物、アルコール、または安全かつ効率よく仕事が
できる能力を損なうその他の物質の影響の下で業務に従事することは違
反行為です。

•	 法令または慣習を鑑みて適切な場合は、当事務所が協賛するまたは許可
を受けたアルコールが提供されるイベントにおいて、責任をもって適度
にアルコールを摂取することが求められます。

•	 当事務所の施設内で武器および銃器の携行は許可されません。

私たちの中の誰かの 
行動は、私たち全員 
の行動です。 
毎日どこにいても、 
どのような取引に 
おいても、私たちは 
誠実かつ正直に行動 
しなければなりません。
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法律と私たちの倫理 
的な義務に従って、 
クライアントを第一に
考え、職務を果たし、 
行動します。
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クライアントについて
法律と私たちの倫理的な義務に従って、クライアントを第一に
考え、職務を果たし、行動します。クライアントサービスの原
則では特に、“妥協のない品質”、“ビジネスの問題について
深い理解を示す”、“常にシンプルに、簡単に見えるようにす
る”ことが求められます。クライアントサービスの原則は、ク
ライアントを代理する私たちの行動指針となります。

妥協のない品質

私たちの社会的評価は、人材、助言、そしてサービスの品質に基づいています。
すなわち、それぞれの案件に適切な人材を配置し、責務を果たすにあたって正し
く行動ができるよう明確な指示を十分に与え、正しい方法で物事を確実に実行で
きるよう適切に監督しなければなりません。

知識の共有

私たちが共有している法律に関する知識、実務知識、および市場関連の知識は、
個人としての私たちがもつ知識よりもはるかに強力なものです。クライアント
は、このグローバルなノウハウを私たちのすべての行動に生かすことを期待して
います。その結果、私たちが目指す一流の法律事務所として、必ず認められるは
ずです。

当事務所の業務を通じて得られたノウハウは、私たちの資産です。すべての弁護
士は助言または助力の要請に応じて直接的に、または当事務所のノレッジ・マネ
ージメント・システムおよびプロセスの活用によって間接的に、そのノウハウを
共有するよう求められます。弁護士はまた、問題が自己の経験や知識を越えてい
る、もしくは法域外のものである場合、他者の知識を求め、共有のノウハウを責
任をもって活用することが期待されます。

クライアント/案件の引き受け

法律事務所も人と同じように、どのような人・組織と関わりがあるかで判断され
ます。つまり私たちは：

•	 クライアントを知り、法に違反する活動を行う人、または資金の出所が疑わし
い人との取引を拒否する法的義務および職業上の義務を有します。

•	 業務を開始する前にクライアントのデュー・ディリジェンスを実施し、代理人
になることを断る場合には、書面によりその旨を確認するよう求められます。

•	 新規のクライアントには当事務所が承認した受任通知書（letter of 
engagement）を作成し、既存のクライアントには新規の案件にとりかかる前
に案件確認書（assignment letter）を作成する必要があります。

•	 受任通知書（letter of engagement）および案件確認書（assignment letter）
には、当事務所の標準的な契約条件を明記、またはこれに言及しなければなり
ません。ただし、Executive Committeeによって事前に適用除外が承認されて
いる場合を除きます。

また、私たちには、クライアントの代理をすることによる利益相反を避け、利益
相反が生じた場合は速やかにクライアントに通知する職業上の倫理義務がありま
す。

15



ベーカー&マッケンジー法律事務所 ビジネス行動規範

時間の記録と請求

私たちには、行った業務、および必要な場合は案件に費やした時間について、クラ
イアントに適時に、正確かつ完全な報告をする、職業上の義務と契約上の義務があ
ります。当事務所の請求方針に矛盾する実務は認められません。

ビジネス上の接待および儀礼

Baker & McKenzieのClient Service Principlesでは、クライアントと個人的な付き合
いをし、“その関係を友情に変える”よう勧められています。しかし、クライアン
トとの付き合いはビジネス上の関係であり、一定のラインを越えてはならないこと
を、常に頭に入れておかなければなりません。

私たちは、案件を獲得もしくは確保し、またはクライアントの決定、業務、もしく
は私たち自身の行動に不適切に影響を及ぼすことを意図して、贈答品、接待、また
はその他類似の利益を提供、授与、要求、または受領しないよう、特に注意しなけ
ればなりません。

適切なビジネス上の儀礼は、賄賂とはみなされません。ビジネス上の儀礼における
やりとりが賄賂とみなされる危険性を無くすには、以下のすべての条件を満たさな
ければなりません：

•	 相応の価格で、適用法令を遵守している。

•	 供与する側と受領する側の双方が所属する組織の規程に違反していない。

•	 案件を獲得もしくは確保し、またはクライアントの決定、業務もしくは私たち自
身の行動に不適切に影響を及ぼすことを意図して提供または受領されていない。

•	 法令規程に従って適正に承認、報告されている。

いずれの場合においても、提供されたものがかかる原則と矛盾するとみなされる可
能性があるかどうかを見極めるには、分別のある判断をしなければなりません。疑
問が生じた場合は、指示を求めてください。

クライアント企業への投資

パートナーおよび従業員は、クライアントの事業、子会社、または関連会社への投
資を禁じられています（特定の条件下での上場企業の株や証券類による投資を除
く）。ただし、Executive Committeeに通知し、かつ事前の承認を得ている場合はこ
の限りではありません。

クライアントにおける取締役の職、およびその他の受託者
としての役割

私たちは立場に関わらず、当事務所に勤務している場合、書面による事前の許可を
受けずに、いかなる企業（クライアントまたはその他）においても、個人的な責任
が生じる、または当事務所に代位責任が生じる取締役（またはその他の善管注意義
務を負担する受託者としての役職）への就任を受諾できない場合があります。
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サーベンス・オクスリー法の遵守

米国では、証券発行者の代理人として米国証券取引委員会において実務を行う弁護士に
ついて、職業上の行為に関する規則および基準が規定されています。サーベンス・オク
スリー法は、“発行者”の代理人としてSECで実務を行う米国内外の弁護士に適用され
ます。“実務”の用語は幅広く定義されています。

規則によれば、弁護士は、米国証券法の重大な違反または信認義務の違反もしくは同様
の違反の証拠を、発行者の主任弁護士または最高経営責任者（もしくはそれらと同等の
地位にある者）に報告するよう義務づけられています。発行者の主任弁護士または最
高経営責任者が適切な対応をしない場合、弁護士はかかる証拠を発行者の監査委員会、
その他の独立取締役委員会、または正式な取締役会に提出するよう義務づけられていま
す。　

そうした義務に従うことが当事務所の方針です。私たちは、サーベンス・オクスリー法
弁護士報告遵守委員会（Sarbanes-Oxley Attorney Reporting Compliance Committee）
を設置し、当事務所の弁護士がこれらの要件を遵守する際の助言や支援を行っていま
す。また、当事務所の弁護士は、違反について本委員会に報告する必要があります。

マネーロンダリング防止

私たちは当事務所の方針により、合法的な資金源から得られた資金を使って合法的な事
業活動を行う信頼できるクライアントでなければ、取引を行いません。私たちは、すべ
てのマネーロンダリング防止法およびテロリスト対策法を遵守するべく尽力していま
す。マネーロンダリング活動には加担せず、また、クライアントによるかかる活動への
加担に力を貸しません。

それはすなわち、私たち自らが資金の出所や用途の開示、あるいは税金の支払いを逃れ
るために資金源を秘密にしてはならず、また他者によるかかる行為を支援してもならな
いということです。私たちは、テロ、麻薬、脱税、詐欺などの犯罪行為によるものであ
ると分かっている、またはその疑いのある資金が関与する取引に関係せず、かかる取引
を促すこともしません。また、他者がテロリストの活動に資金を提供することにも協力
しません。

重要なのは、事態を深く認識していなかったとしても、マネーロンダリングの疑いがか
けられる、あるいはそう判断される根拠となりうることを、十分に理解しておくことで
す。あなたが何らかの調査の必要性を認識しながら、真実を知りたくないばかりに調査
を実施しなかったと検察官が判断すれば、違反とみなされる可能性があります。

したがって、クライアント、サプライヤー、または他の誰かがマネーロンダリング活動
に関与したかもしれないと思う場合は、その疑いを直ちに上司または経営委員会メンバ
ーに報告してください。上司または経営委員会メンバーはこれを受け、かかる報告を
Director of Professional Responsibilityに速やかに通知しなければなりません。
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すべてのパートナー、 
弁護士その他の専門家 
および従業員は、選択 
する際の指針とすべき 
原則を理解しなければ 
なりません。
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その他の対応について

利益相反の回避

私たちが独自で下した最良の判断や、当事務所の最善の利益のために責任を果た
すという義務の行使の妨げになる、または妨げるおそれがあるいっさいの投資、
利益、または提携は避けなければなりません。

つまり、サプライヤーに関して私たちは：

•	 当事務所の利益との実際の相反、または外観上相反と思われるものを回避し
ます。

•	 個人としての経済的理由や関係性を考慮して有利な扱いをすることなく、当
事務所と取引をするすべてのサプライヤーを公平かつ客観的に扱います。

•	 いかなるサプライヤーからも贈答品または接待を受けません（ただし“ビジ
ネス上の接待および儀礼”に記載された事例を除く）。また、サプライヤー
との関係を個人の利益のために利用しません。

•	 家族または近親者の誰かと当事務所を代表して取引を行うことはなく、当事
務所と取引を行う企業に経済的利害を有することもありません。ただし、取
引がDirector of Professional Responsibilityに報告され、対等な条件であると
判断された場合はこの限りではありません。

腐敗防止法の遵守

国際的な企業として、私たちはさまざまな腐敗防止法を遵守しなければなりませ
ん。これらの法律は政府および政府職員との交流にも適用されます。さらに、ク
ライアントやサプライヤーとの取引、ならびに私たちを代理して行動する第三者
の取引も対象です。

当事務所、弁護士、その他の専門家、従業員、およびクライアントには、米国海
外腐敗行為防止法（FCPA）を含む、さまざまな汚職防止法および腐敗防止法に基
づく重要な義務があります。FCPAは特に、外国の政府職員に対する贈賄を取り扱
うものです。英国賄賂防止法および他の法域における類似の法律も同様に私たち
に適用され、私たちのクライアントに適用される可能性があります。これらの法
律を遵守しなければならず、該当する場合は、常にクライアントにこれらを遵守
するよう助言しなければなりません。

この方針の遵守に役立てるため、当事務所は次の通り簡略的な指針を策定しまし
た：

1. 私たちは贈賄に関与しないことを誰に対しても求め、義務づけます。賄賂と
は、それを受け取る人に何らかの不適切な行為をさせようという意図をもっ
て何かを提供、供与、要求、または受領することです。誰かに何らかの不正
をさせるために、あるいは公務員の場合は、私たち（または私たちのクライ
アント）のビジネスに有利になるように彼らに影響を与えることを目的とし
て供与される、あらゆるものを指します。

2. 私たちの業務を遂行する上で、この贈収賄禁止、または適用されるその他の
腐敗防止法に違反してはならず、また第三者がそれに違反することを知りな
がら許可してはなりません。

すべてのパートナー、 
弁護士その他の専門家 
および従業員は、選択 
する際の指針とすべき 
原則を理解しなければ 
なりません。

19



ベーカー&マッケンジー法律事務所 ビジネス行動規範

3. 取引または管理プロセスを迅速に行う、または生じさせるために公務員に
個人的に支払うファシリテーション・ペイメント（多くの場合少額）は賄
賂です。取引に関連してファシリテーション・ペイメントを行ってはなり
ません。ただし、かかる支払いが身体的危害または違法な自由の喪失から
守るために真に必要な場合を除きます。かかる支払いはすべて、General 
CounselまたはDirector of Professional Responsibilityに直ちに報告しなけ
ればなりません。

4. 前出の適切なビジネス上の儀礼は賄賂とはみなされません。

購買方針とサプライヤー

人権、労働の権利（強制労働を含む）、ならびに適用される雇用、環境、腐
敗防止、公正な競争、および知的財産に関する法律を含むがこれらに限定さ
れない、あらゆる適用法を遵守するサプライヤーのみを採用することは、当
事務所の評判および法的責任にとって重要です。サプライヤーについて何ら
かの疑念または懸念がある場合は、グローバル購買チームに連絡して支援を
求めるか、別のサプライヤーを選んでください。
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制裁措置への対処について
グローバルな法律事務所として、私たちはしばしば、制裁措
置を課された国、地域、または人との取引について規定する
法規制を遵守し、またクライアントに対してそれらを遵守す
るよう力を貸すことが義務づけられます。かかる制裁措置の
多くは、私たちが業務を行う法域の至るところで適用され、
国際的（国連など）、地域的、または国のコミットメントに
基づいて、さらにはそれ以外の現地の問題に関して課される
ものです。

制限される活動には、業務の提供または受理（ほぼ全ての法律業務を含む）、
支払い、制裁を課された国、地域、および人と他者との事業の促進、ならびに
製品、ソフトウェア、技術の輸出、再輸出、輸入が含まれます。制限は極めて
幅広く、厳しく施行され、頻繁に変更されます。

国、地域、または国際的な制裁の対象である、個人、企業、国との間で製品、
サービス、技術を互いに提供または受理する取引を許可し、承認し、認識の上
で契約してはならず、クライアントがかかる取引を契約するのに協力してはい
けません。特定のクライアント自身が取引の締結を制限されていなくても、私
たちの業務そのものが問題になるおそれがあることに変わりはありません。

クライアントまたはクライアントの代理として行動する者の活動が、制裁法の
違反を招くことが疑われる、またはそう考える理由がある場合は、上司および/
または経営委員会メンバーに直ちに相談してください。上司および/または経営
委員会メンバーはこれを受け、かかる懸念を速やかにDirector of Professional 
Responsibilityに報告するよう義務づけられています。

競合事業者への対応について
私たちは、人材、助言、および業務の質のみに基づいて、決
して不当な実務には基づかず、公正かつ誠意をもって競争す
るよう努めています。つまり私たちは：

•	 競合事業者について誤解を招く、もしくは中傷する発言をしません。

•	 公式非公式を問わず、取引が制限される活動に係る契約について話し合った
り、締結したりすることを総じて禁じる独占禁止法を、厳密に遵守しなけれ
ばなりません。例えば、次のようなものが含まれます：談合、価格操作、も
しくは特定の市場領域を競合事業者との間で分割もしくは割り当てること。
競合する法律事務所に所属する誰かと話をする場合、報酬額や割引額につい
て話すことさえ問題になる場合があります。 

競合事業者との話し合いの際にかかる話題のいずれかが出たときは、直ちに会
話をやめて上司および/または経営委員会メンバーにその旨を報告しなければな
りません。上司および/または経営委員会メンバーはこれを受け、その事案を
General Counsel、またはDirector of Professional Responsibilityに速やかに報告す
るよう義務づけられます。
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財務情報および 
その他の情報について

財務情報およびその他の情報の正確さ 

日常業務の一環として付ける記録は、当事務所の財務情報に
大きな影響を与えます。当事務所の事業記録に情報を入力す
る場合は、信頼できる、正確な、完全な、合法的な、適時の
方法で行う責任があります。かかる情報には、時間の記録、
経費、領収証、クライアントの記録、規制またはその他の財
務報告が含まれる場合があります。

記録されない“裏金”または“裏勘定”を作ること、または当事務所の帳簿お
よび記録を改ざんすることは、当事務所の方針に違反します。財務記録の改ざ
んがもたらす結果は、関与した個人の刑事告発の可能性などを含め、深刻なも
のです。

機密情報の保護

私たちは、専門家として極秘の機密情報に通じています。クライアントが私た
ちを信頼する理由の大部分は、私たちが彼らと共有する機密情報を保護するこ
とができ、今後も保護するとクライアントが確信しているからです。同時に、
職務の遂行のため、私たちの多くは当事務所の機密情報や専有情報にアクセス
する必要があります。

かかるクライアントや当事務所の情報（さらに場合によっては提携先やサプラ
イヤーから提供された情報）の機密性を守り、保護することは私たちの責任で
す。ただし、情報の開示が当事務所によって明確に許可される場合、該当する
職業上の責任の規則に基づいて認められる場合、または法律によって義務づけ
られる場合を除きます。つまり：

•	 クライアントが助言を求めた、または仕事のピッチを求めたという事実は、
助言そのものと同様に機密情報です。現在のクライアント、過去に取引のあ
ったクライアント、今後取引を行う可能性のあるクライアントの身元は、当
該クライアントの同意がない限り、たとえ不注意からであっても開示しては
いけません。

•	 私たちは、当事務所のネットワーク、システム、アプリケーション、ならび
にコンピューター、ラップトップ、モバイル機器、インターネット、Wi-Fi
ホットスポット、フラッシュ・ドライブやUSBなどの記憶デバイス、および
リモートアクセスを含む設備の使用に関するセキュリティ対策および内部統
制手順を熟知し、これらに従うよう求められます。この要件には、当事務所
のアプリケーションを搭載している、またはアプリケーションにアクセスす
る個人所有のデバイスも含まれます。

•	 紛失または盗難のおそれのある場所では、それらの装置を慎重に保護し、パ
スワードやアクセス・コードを共有せず、他者にアカウントやデバイスの使
用を許可しないよう求められます。

•	 エレベーター、空港、レストラン、電車、バス、飛行機などの公共の場、も
しくは休憩室や洗面所など当事務所内のオープン・エリアにおいて、携帯電
話で話す、または同僚と機密情報について話す際には、注意を払うよう求め
られます。

•	 機密情報が記載された書類を、人のいない机やコピー機の近くなど、許可を
受けていない人が読む可能性がある場所に放置しないよう注意しなければな
りません。

•	 クライアントからその旨個別に指示がある場合を除き、いかなる目的のため
でも、Eメールまたはその他の手段を通して、クライアントまたは当事務所
の情報を公のインターネット・メールサービス（例：Gメール）に送っては
いけません。
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プライバシーと個人情報

私たちは責任をもって、すべての適用法令を遵守し、個人データを取扱うよ
う努めています。個人データには、特に氏名、生年月日、出生地、住所、Eメ
ールアドレス、社会保障や免許証その他の政府発行の身分証明書の番号、ソ
ーシャル・メディア・アカウント、およびかかる識別子にリンクしたデータ
など、個人を特定するため、または個人の居場所を特定するために用いられ
るおそれのあるあらゆるデータが含まれます。すなわち、私たちには法律事
務所として、そして職務上かかるデータの使用を伴う個人として、以下が義
務づけられます：

•	 データが収集、処理、または使用される法域における、すべての個人デー
タを適用対象としたプライバシーに関する法規制を理解し、遵守するこ
と。

•	 締結する契約のプライバシーポリシー、ならびにクライアント、サプライ
ヤー、およびそのデータを私たちが使用もしくは処理する、または私たち
がそのデータへのアクセスをもつ他者が義務づけるプライバシーポリシー
を、他者に認識させ、遵守を徹底させること。

•	 適切な事業上の目的に限って個人データを収集および使用すること。

•	 実行可能な場合は、“匿名”データ（名前が削除され、特定できないデー
タ）または“集合”データ（個人を特定できないように集約されたデー
タ）を使用すること。

•	 個人データへのアクセスを、合法的な事業目的のために必要な個人に制限
すること。

•	 個人データ処理への無許可のアクセス、または個人データの偶発的な紛失
を防ぐよう注意を払うこと。

•	 保有する個人データの不正なアクセス、取得、開示、処理、または使用
に気がついた場合は、上司、またはGeneral CounselもしくはDirector of 
Professional Responsibilityに直ちに通知すること。

インサイダー取引

インサイダー取引への関与は、当事務所の方針、倫理義務、および法律に違
反します。パートナーおよび従業員は、事務所内の他者から、またはクライ
アントとの接触を通じて、もしくはクライアント、サプライヤー、提携先と
の業務において対応する誰かとの接触を通じて得たいかなる“重要”な“非
開示”情報も、有価証券類（株式、債券、オプションなど）を売買するため
に使用することは禁じられています。

分別のある投資家が株式その他の証券の売買または保持を決めるうえで重要
だと考えれば、情報は“重要”とみなされます。“非開示”情報とは、まだ
一般に開示されていない、または受け入れられていない情報のことです。重
要な非開示情報と考えられるものには、以下が含まれます：

•	 未発表の売上高

•	 未決定の合併または吸収

•	 収益予測

•	 業務の縮小を招くおそれのある労働争議

•	 新しい製品またはサービスの導入

•	 主要な人員配置の変更

“ティッピング”も同様に禁じられています。“ティッピング”とは、重要
な非開示情報を第三者へ提供し、情報受領者がその情報を元に自己の利益の
ために取引を行うことをいいます。
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文書および記録の保持 

私たちは、すべての記録を職務にふさわしい法的要件およびビジネス要件に
従って保持するよう求められます。記録保持・報告システムの完全性を維持
するために、パートナーおよびスタッフは全員、現地で適用されるすべての
記録保持の方針および手順を理解し、遵守するよう要求されます。それら
には、データの共有、保管、および取り出しの方法、データ廃棄が適切とさ
れる条件が含まれます。以下に記載する状況における記録の変更および破棄
は、明確に禁止されています：

•	 法律、政府の規制、または当事務所の方針により禁じられている。

•	 最優先すべき政府の要件、規制要件、または契約上の要件がある。

•	 召喚状またはその他の書類提出要求、規制による調査、または裁判があ
ることがわかっている、または予想される。

私たちは違法または不正な目的のために文書を破棄したり変更したりせず、
また文書の破棄または変更を行いません。記録には特に、文書の写し、電子

ファイル、動画、音声録音が含まれます。

テクノロジーと通信について 

当事務所の情報システムの使用

当事務所の情報システムを、差別的、嫌がらせ目的、卑
猥、不快もしくは不適切なものの伝達または閲覧といっ
た、禁じられた行為に関与するために使用しては 
いけません。

さらにこの情報システムは、娯楽用ソフトウェアのダウンロード、インター
ネット・ゲーム、無許可の画像・音楽・動画のダウンロード、および個人と
しての使用が適切に許可され、これに従って使用される以外の音楽または動
画の保存のために使用することはできません。加えて、当事務所の情報シス
テムは、オンラインコンテンツの違法かつ無許可の配信を伴う、またはかか
る活動が当事務所のクライアントの権利を損なうかどうかに関わらず、知的
所有権を侵害するおそれのあるその他のあらゆる活動に関与するために使用
することはできません。

当事務所からコンピューター、携帯電話、またはその他のモバイル機器を提
供された場合は、かかる機器を適切に、当事務所の方針に従って使用するこ
とが義務づけられます。これらの方針は当事務所の機器に常に適用され、就
業時間外、または出張先であっても変わりません。

当事務所のテクノロジーを使用する際は、プライバシーを期待するべきでは
ありません。あなたが当事務所のテクノロジーを使って記述し、保存し、送
信し、記録するものはすべて、あなたの事前の許可を受けることなく当事務
所が閲覧することができます。ただし、現地の法律によってかかる閲覧が明
確に禁止されている場合を除きます。
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ソーシャル・メディアの使用

当事務所は全般的にソーシャル・メディア・サイトへのアクセスを禁じていま
せん。しかしながら私たちには、ソーシャル・メディアを使用する際に守らな
ければならない相当な法的責任と倫理的責任があります。これらの責任には、
当事務所およびそのクライアントのプライバシー、機密性、および法的利益を
保護する義務、および許容できない弁護士広告に類するような形でかかる媒体
を使用しない義務が含まれます。

ソーシャル・メディアを使用する際は、あなたの発言や投稿を、当事務所の誰
か、クライアント、当事務所のサプライヤー、ある案件の相手方、裁判官、ま
たは規制当局者が見るかもしれないということを認識したうえで行うべきで
す。当事務所のマネージメントおよび影響を受けるクライアントから事前に明
示的な許可を得ていない限り、または適用される労働法もしくは雇用法の下で
その伝達が明確に許容されていない限り、当事務所の機密情報、事業情報、も
しくは専有情報、またはクライアントに関する話題に触れることは不適切で
す。

保障された言論に関連するものを除き、法律に違反する、利益相反を生じさせ
る、もしくはそれ以外に当事務所またはクライアントの事業上の利益を害する
行為は禁じられており、懲罰の対象となる場合があります。

ニュース・メディアへの対応

当事務所の能力と強みの認知度を確立するうえで、メディアとの関係は重要で
す。メディアは私たちへの評価を高め、保護する主要な手段です。ただし、ニ
ュースメディアへの対応にリスクがないわけではありません。そのため、メデ
ィア対応は慎重に行うことが重要です。

当事務所を代表してメディアの担当者と話をしたり問い合わせに答えたりで
きるのは、パートナーおよび許可を受けた専門職だけです。パートナーがコ
メントできるのは、彼らが専門とする特定の法律分野に限るべきです。ま
た、Chairmanまたはその指名を受けた者だけが、慎重を期すべき問題や 
Baker & McKenzie全体に関わる重要な問題についてメディアに発言することが
できます。

…私たちには、 
ソーシャル・メディア
を使用する際に守らな
ければならない相当な 
法的責任と倫理的責任
があります。
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世界および 
当事務所のコミュニティーについて
私たちは人材、専門知識、リソース、関係、および影響力を駆
使して、当事務所のコミュニティーに属する他者に協力し、極
めて重要な世界的問題に長期的な好影響をもたらすことができ
るよう尽力しています。

環境保護

私たちは当事務所の人材、クライアント、そして私たちが生活と労働の場とする
コミュニティーにとって、環境の持続可能性の重要性を認識しています。また、
すべてのパートナーおよび従業員に対し、事業を行うために必要なエネルギーお
よび天然資源に関するリデュース、リユース、リサイクルの取り組みに貢献し、
当事務所の事業戦略、経営モデル、および重要なプロセスに持続可能性を取り入
れるよう求めています。 

コミュニティーへの貢献

当事務所のオフィスおよびスタッフには、ボランティア精神と慈善活動を通じ
て、私たちの生活と労働の場であるコミュニティーをサポートするよう促しま
す。慈善活動やコミュニティーの活動への参加は完全に自由意思によるもので
す。当事務所の資金および/または資産の投入は、現地の方針に従わなければなり
ません。

政治活動

当事務所は政治プロセスへの参加を推奨します。ただし、パートナーおよび従業
員の政治プロセスへの参加は、現地の法律で特段義務づけられている場合を除
き、プライベートな時間だけを使った自由意思によるものでなければなりませ
ん。パートナーおよび従業員はまた、政治活動への参加によって職務遂行の能力
が損なわれることが決してないようにしなければなりません。パートナーおよび
従業員は、当事務所の名前、時間、資金、またはその他のリソースを使って政治
献金をすることはできません。

プロボノのリーガルサービス

私たちは法律の知識と情熱を生かし、支援を必要とする人のためにその権利と機
会を向上させるべく力を注いでいます。そのために、グローバル・コミュニティ
ーにおいて正義と思いやりの推進に専心するクライアントや組織と協力し、プロ
ボノのリーガルサービスを行っています。

すべてのプロボノリーガルサービスの案件は、あらゆる職業上の責任および倫理
的責任の遵守を含め、請求可能案件と同じ品質基準に従って、同じ品質の弁護士
活動がなされなければなりません。とりわけそれは以下を意味します：

•	 当事務所のクライアント受け入れ手順は、プロボノ案件に関する業務が開始さ
れる前に完了しなければなりません。これにはクライアントのデューディリジ
ェンスの実施、利益相反確認の完了、当事務所の受け入れシステムへのクライ
アントおよび案件の登録などが含まれます。

•	 職務が割り当てられる前に、プロボノ案件はパートナーによる承認を受けなけ
ればなりません。パートナーはさらに、パートナーとしてのプロボノ案件業務
における適切な監督および参加のための手配をしなければなりません。

28



ベーカー&マッケンジー法律事務所 ビジネス行動規範

承認、改訂、および権利放棄

Baker & McKenzieのPolicy Committeeは、2015年6月15日に本ビジネス行動規範を全会一致で承認し、採択しました。

本ビジネス行動規範の改訂または権利放棄は書面によらなければなりません。

また、Executive Committeeによる許可を受けなければなりません。



設立当初からBaker & McKenzieはグローバルな組織でした。

グローバルであることは私たちのDNAの一部なのです。

私たちが特異な点は、その考え、仕事、そして行動のしかたです。私たち

は、本能的にグローバルな視点と、協調関係によって実現された実践的か

つ革新的な助言を生み出す、真に多文化的なアプローチを組み合わせてい

ます。世界45か国を超える国々で弁護士4,200名およびその他の専門家

6,800名以上を擁してクライアントにサービスを提供する法律事務所とし

て、私たちは世界中のビジネス文化を深く理解し、さまざまな業務の枠と

国境をまたぐ複雑さを容易に克服して進むために必要とされる人材と経験

を提供することができます。
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