パートナー行動規範
2016 年6月1日から発効
Ⅰ．はじめに
エイチピー・インクおよびその関係会社（以下併せて「HP」という）は、HP パート
ナーとの協業において、顧客と製品に対する情熱とともに、個人を尊重し、妥協なき誠実
さの下にビジネスを行います。本パートナー行動規範において HP 製品とは、HP のハー
ドウェアおよびソフトウェア、サプライ品、その他の製品ならびにサービスを含みます。
上記の目的を達成するため、HP は、HP パートナーに最高水準の企業倫理を継続的に
実践することを求めます。また、HP は、HP パートナーが、米国の海外腐敗行為防止法
(Foreign Corrupt Practices Act、FCPA) (注 1)、英国の贈収賄防止法 (Bribery Act)、および
HP パートナーがビジネスを行う国の不正行為防止に関する法令、またはその他の理由で
HP パートナーに適用される類似の不正行為防止に関する法令など、HP の活動に影響す
るあらゆる国の法令を含め、HP パートナーに関連するすべての法令に精通し、遵守する
とともに、HP パートナーに関連する法令の変更にも適時対応することを求めます。
さらに、HP パートナーには次の事項が求められます。
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

違法行為を発見・防止する効果的な業務管理を行う。
米国の海外腐敗行為防止法を含む、適用されるすべての不正行為防止に関する
法令と HP パートナーや HP パートナーのビジネスに関連するその他の法令す
べてを遵守する契約条件に合意する。
HP パートナーが HP パートナーに関連するこれらの法令を遵守していること
を確認するための監査権限を HP に付与する。
HP パートナーの従業員または代理人が、本パートナー行動規範または適用さ
れる法令に違反しあるいはその可能性がある場合、および HP の従業員または
代理人が、HP の業務上の行動指針（Standard Business of Conduct、SBC）や
本パートナー行動規範、適用される法令に違反しあるいはその可能性がある場
合、HP に事前に報告する。
HP の要求に応じて、HP パートナーに関連する法令への遵守を示す証明書を
HP に提出し、関連するすべての HP のトレーニングおよびデューデリジェン
スを完了する。

国や地域によって、法的・文化的な環境に違いはありますが、HP パートナーは本パ
ートナー行動規範に記載の法的・倫理的原則に従わなければなりません。本パートナー行
動規範は、HP パートナー、並びにその従業員、派遣社員、エージェント、業務委託先お
よび再委託先に適用されます。「HP パートナー」とは、販売特約店、OEM パートナー、
販売店、エージェント、その他 HP 製品の再販契約を HP と締結している法人、ならびに
直接間接を問わず、HP の顧客とのビジネスをサポートするサービスを提供する法人を指
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します。本パートナー行動規範に違反した場合、HP との契約違反とみなされ、HP との
取引が終了することがあります。

Ⅱ．法令遵守
１．独占禁止法
HP パートナーは、HP パートナーとしてのビジネスに関連する公正な取引および競争
に関する法令を遵守しなければなりません。この法令遵守に加え、HP パートナーは(a)価
格、(b)価格に影響を及ぼす事項、(c)生産量、(d)在庫量、(e)入札、(f)販売区域・製品・顧
客・サプライヤーの割り当てに関して、競合他社と意見交換したり、形式を問わず契約を
締結することはできません。
こうした行為が違法である国や地域では、HP パートナーは、他の再販業者が製品の
再販売価格を自由に設定する権利を妨げたり、再販業者が製品を販売する権利を制限した
り、契約上で他の製品の抱き合わせ販売を条件付けたりすることはできません。
HP パートナーは、HP 製品と競合する製品の製造者または販売者に関する情報を、合
法的な手段によって入手しなければなりません。

２．不正行為防止法
贈収賄の絶対的禁止
HP は、HP パートナーがすべてのビジネスの場において誠実さに関する最高水準の基
準を維持することを期待します。HP は、いかなる方法であれ、贈賄、汚職、恐喝、賄賂
および横領を禁止し、容認しない方針を採っています。すべての HP パートナーは、ビジ
ネスを獲得又は維持するため、誰かにビジネスを割り当てるため、または不適切なビジネ
ス上の利益を得るために、直接的に又は第三者を介して間接的に、価値あるものを供与す
ることを約束し、申し込み、容認、授受することは絶対的に禁じられています。
この方針において、価値あるものには、これらの価値の認識がなくとも贈り物、便
宜、エンターテイメント、食事を含み、またこれらに限定されません。HP パートナー
は、米国の海外腐敗行為防止法や英国贈収賄防止法 (総称して「汚職防止法」という。)
を含み、これに限定されない、適用されるすべての汚職防止法を遵守しなければなりませ
ん。汚職防止法に加え、政府職員および/又は営利団体に対する贈賄や接待に関して適用
される地域の法律又は規則が存在する場合があります。例えば、米国およびその他のいく
つかの国では、連邦、州、または地方公務員への贈賄、接待はその意図にかかわらず固く
禁止されています。HP パートナーとして、貴社は、政府職員との関係を統制する適用さ
れる全ての法律を遵守しなければなりません。疑惑を回避するため、HP パートナーは、
たとえ FCPA や地域の法律で認められていても、政府の日常業務を促進するためのいわゆ
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る「ファシリテーションペイメント」およびそれに類する支払いに関して、約束、申し込
み、承認、提供、容認を行ってはなりません。また HP は、便宜を図ってもらうなどの不
適切な目的のために、HP パートナー、その代理人や従業員が、HP の従業員に対して金
銭や金銭以外の贈答品、リベート、接待を申し込みまたは提供することを禁止していま
す。同様に、HP の従業員もそのような事項を要求することを禁じています。これらの禁
止事項は、同時に HP パートナーの従業員や代理人、および HP 従業員の家族にも適用さ
れます。
会計帳簿
HP パートナーは、HP 製品の販売に関する記録、HP 関連業務に関するすべての取引
と他の支出について、完全かつ正確な記録を維持することを要求されます。HP パートナ
ーは、不正または虚偽の会計処理を行うことを明確に禁じられています。これには、「不
正資金」や同様の不適切な会計処理が含まれますが、これに限定されません。 このよう
な慣行は、汚職防止法を含めて、適用される法律に違反する可能性があります。HP の従
業員および HP パートナーは、誤解を招く又は不正確な文書の作成又は HP 関連事業に関
連する如何なる議事録の改ざんにも従事してはなりません。HP パートナーは、HP の従
業員による資金用途の虚偽など、誤解を招き、不正確又は虚偽の文書の作成を求める如何
なる要求をも拒否しなければなりません。非倫理的行為に従事する HP の従業員によるい
かなる要求もこの行動規範の末尾において指定された方法のいずれかによって HP に報告
されることが望まれます。
HP パートナーに関与する第三者
HP 関連業務に関して、贈収賄、リベート、不正な金銭の授受、その他汚職防止法に
抵触する可能性のある行為を行う第三者またはそういった行為の疑いがある第三者を HP
パートナーは雇用しまたは契約してはなりません。 HP パートナーは、HP 関連業務で関
与するあらゆる第三者が確実に汚職防止法を遵守するように、リスクに基づいたこれら第
三者への適切な対応に努めることにより、この必要条件を満たすことができます。全ての
従業員、および現在又は将来的に HP 関連業務において HP パートナーと関与する全ての
代理業者、代理人、再委託先、その他の業者は本行動規範に記載されている内容と同等に
厳格な倫理およびコンプライアンス基準を遵守することに合意しなければなりません。

３．官公庁との取引
上述したように、汚職防止法、およびあらゆる形態の贈収賄と不正な金銭の授受の禁
止に加えて、政府関連の販売、職員、団体、手段について特定の制限が加わります。HP
パートナーは、政府機関への販売に関するすべての法律と規則に精通し従わなければなら
ない。
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４．国際取引法
HP パートナーは、米国政府が課している、または承認している経済制裁および禁輸
措置について精通し、HP パートナーとしてビジネスをする際にはそれらに従わなければ
なりません。
さらに、HP パートナーは、米国マネーロンダリング防止法、輸出入に関する法令、
関税および租税に関する法令など、米国および適用されるその他の国や地域のすべての関
連する法令に精通し、遵守しなければなりません。

５．知的財産法
HP パートナーは、HP の商標およびその他の知的財産権を侵害してはなりません。ま
た、HP パートナーは、HP パートナーとしてのビジネスに関連して、第三者の知的財産
権を侵害することを禁止されています。具体的には、HP パートナーは、偽造された HP
製品または HP の知的財産権 (HP の商標を含む) を侵害している第三者の製品の製造、流
通、保管、または販売に携わってはなりません。 HP による自己調査、HP の代理人また
は公的捜査機関等によって収集した情報に基づき HP が本項の侵害であると判断した場合
は、重大な契約違反にあたるものとし、HP とのパートナー契約にある通り、HP は、HP
パートナーに対し、HP のチャネルプログラムから外すこと、当該プログラムに基づき与
えられた特典をなくすこと、および割引率を変えることができるものとします。

６．環境法
HP パートナーは、環境に対する責任を持ったビジネスを行い、HP パートナーとして
ビジネスを行うにあたり、関連するすべての環境関連の法令および基準を遵守しなければ
なりません。

７．人権、労働法、公正な労働慣行
HP パートナーは、HP パートナーに関連する安全衛生に関する法令、障害者の権利を
守る法令、労働法、および公正な労働慣行を遵守しなければなりません。特に、現地の最
低賃金と最長労働時間の基準を遵守すること、および強制労働、囚人労働、拘束労働、年
季契約労働の利用を行わないことを求めます。
強制労働または囚人労働とは、裁判所の判決によって労働者が無償で労働することを
指します。年季契約労働とは、雇用者が労働者の自由で自主的な退職を禁止することを指
します。拘束労働とは、労働者の負債（労働者自身の負債でない場合があります）の返済
の引き換えとして労働者の労働が提供されることを指します。その他の強制労働には、労
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働契約により労働者の退職について合理的でない、法的または事実上の制限が加えられる
ことなども含まれます。
児童労働は禁止されています。「児童」とは、年齢１５歳（またはその国の法律で許
容される場合は１４歳）未満、義務教育修了年齢未満、またはその国の最低就業年齢未満
のいずれか最も高い年齢未満の者を指します。すべての法令を遵守した合法的な職場実習
プログラムである場合はこの限りではありません。１８歳未満の労働者は、危険を伴う作
業に従事できません。また、教育上の必要性を配慮して夜間作業は禁止される場合があり
ます。
最後に、HP パートナーは、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性および
表現、民族、宗教、障害、組合加入、配偶者の有無、政治的所属による差別をしてはなり
ません。
プライバシーとデータ保護法律
HPのパートナーはすべてのプライバシーとデータ保護法律に従わなければならない。これらの法律は国家、連
邦、州の法律および地元の産業部門の特定の法律または規則を含むがこれに限らない。また、HPのパートナーは業務を行
うとき、HPパートナーのプライバシーとデータ保護の付録に記載された特定の要件に従わなければならない。
8.

Ⅲ．誠実で公正なマーケティングおよび販売活動の徹底と契約の遵守
１．マーケティングおよび販売活動
HP パートナーのマーケティングと販売活動は、既存顧客と見込み顧客との誠実で公
正な取引に対する確約が反映されたものでなければなりません。HP パートナーは、誤解
を招くあるいは不当な活動を行ってはなりません。
２．広告基準
HP パートナーが、HP の書面による事前承諾もしくは契約等の締結をもって、HP、
その名称、ロゴ、またはサービスを引用しまたは含む広告、マーケティング、または販売
促進活動に従事する場合、広告、マーケティング、販売促進活動で使用する資料はすべて
の法令に従い、事実に基づきかつ正確でなければなりません。広告、マーケティング、ま
たは販売促進活動で使用する資料は虚偽、誤解を与える、または誤解を与えやすいもので
あってはなりません。また、広告、マーケティング、販売促進活動で使用する資料内のす
べての記載は、根拠となる適切な文書による裏付けが必要です。HP パートナーのすべて
の広告は、広告内容に関する条件および制限を明確に開示しなければなりません。
HP パートナーは、製品やサービス、価格を不正確に伝えたり、競合他社の製品やサ
ービス、価格に対し、公正を欠いたり、誤解を与えたり、不正確であったり、虚偽の主張
や比較を行ったりしてはなりません。
３．利益相反
HP パートナーは、顧客の購入する製品またはサービスに関して中立的な助言を当該
顧客に提供しなければならないという自己の義務と HP パートナーとしての利益との間に
利益相反をもたらすような事業活動を行ってはなりません。利益相反が現実に発生してい
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るか、将来その可能性が生じるか、あるいはそのような印象を与えるに留まるかにかかわ
らず、利益相反を回避するため、HP パートナーは、顧客が購入する製品またはサービス
に関して中立的な助言を顧客に提供しなければならないという自己の義務がある場合、エ
ージェントとして活動を行ったり、HP からエージェントとしての手数料や費用またはそ
の他の報酬を受け取ったりしてはなりません。HP パートナーは、利益相反が発生してい
る、またはその可能性が存在すると確信する場合、その内容を HP に報告する必要があり
ます。

HP の従業員は、HP の業務上の行動指針（Standard Business of Conduct、SBC）を
遵守することを求められます。HP パートナーの選定は、そのサービスの質やビジネスに
対する誠実さに基づき行なわれます。HP は、HP の従業員に対しても、高水準の倫理基
準を実践することを求めており、不適切な利益または利益相反という印象を与えるに留ま
るものでさえも、そのような要素を含む事業活動に携わることを避けるよう HP の従業員
に求めています。

Ⅳ．コンプライアンスとリスク管理
１．業務管理
HP パートナーは、その従業員と取引先による違法行為を防止・発見できる効果的な
業務管理を行い又は必要に応じて確立しなければなりません。参考までに、効果的な業務
管理プログラムには、少なくとも次の要素が必要です。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

現在のリスク環境を考慮した業務管理の調整を行うための定期的なリスク評価
倫理、汚職、環境、労働安全衛生、商行為、労働を含む法律及び倫理に関する
コンプライアンスプログラムに対する高水準な取り組み
明確化された行動規範と上記に対処する上でのコンプライアンス手順の採用
(行動規範のモデとして電子機器業界行動規範 (EICC) (注 2) を推奨)
法令及び倫理に関するコンプライアンスプログラムの導入と監督について責任
を負う担当者の指名と適切なリソース
法律および倫理に関するコンプライアンスプログラムと HP パートナーの指針
および手順に対するトレーニングと継続的アドバイス
法律および倫理に関するコンプライアンスについての奨励策と懲戒処分の適用
リスクに基づいた第三者への適切な対応手順
もし法律で禁止されていないなら、極秘で取り扱うことも含めて、従業員が報
復の心配なく違法行為を報告できたり、指導を求めることができたりするため
の、明示的に周知された仕組み
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２．HP パートナーにおけるコンプライアンスの調査
HP パートナーは、適用される法令および契約上の義務に反しない限り、HP による本
パートナー行動規範の違反に関する調査、または HP の従業員による HP の業務上の行動
指針（Standard Business of Conduct、SBC）の違反に関する調査（HP パートナーのビ
ジネスや HP パートナーに関連する法令に関する場合に限る）に合理的な範囲で協力する
ものとします。また、HP パートナーは、HP パートナーによる本パートナー行動規範お
よび HP 製品の販売および流通に適用される法令の遵守に関連するすべての文書の閲覧を
合理的な範囲で HP に許可するものとします

***
本パートナー行動規範について質問がある場合は、HP にお問い合わせください。ま
た、HP パートナーの従業員および代理人や HP の従業員および代理人が、本パートナー
行動規範、HP の業務上の行動指針、HP 製品の販売に関連して適用される法令に違反し
ている、違反しているように見える、または違反している可能性がある場合、ただちに
HP Ethics and Compliance Office に報告ください。報告いただいた内容は、可能な限り機
密として取り扱われます。報告は、HP パートナーの HP 担当者、下記メールアドレスま
たは電話番号あてにご連絡下さい。HP の取締役会 (BOD@hp.com) に直接電子メールを
送信しても構いません。郵送の場合は、下記住所へお送りください。
HP Inc. Ethics and Compliance Office
1501 Page Mill Rd.
Palo Alto. California 94304. U.S.A.
メールアドレス：corporate.compliance@hp.com
電話番号：1-800-424-2965

2016 年6月1日本版策定

■ (注 1) 米国の海外腐敗行為防止法（the Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）では、非
裁量的な一般行政サービスや事務サービスの迅速化を目的に外国の公務員に対して少額の
金銭（チップ）または贈答品を提供する行為を「small facilitation payments」または
「facilitating payments」と呼んで、現地の法律に違反しない限りは合法としています。こ
の種の公務員への「心付け」は国によっては慣習化しているため、贈賄（bribery）のよう
な不正な利益の提供とは区別されていますが、HP では「円滑化のための支払い」も認め
ていません。

最終改訂：2016 年6月1日
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■ (注 2) EICC（Electronics Industry Code of Conduct）は、2004 年に Hewlett-Packard、
IBM、Dell など米国エレクトロニクスメーカーが共同で、サプライチェーンにおける適切
な労働環境の維持と地球環境への配慮を目的に制定したものです。それまで、この種の行
動規範は各社個別に作成しており、複数企業と取引をする際には異なる基準の規範を守る
必要があり、さまざまな矛盾が生じていましたが、電子産業すべてが単一の、グローバル
な行動規定に従うことで、効率性、生産性を高め、遵守することも容易になるとの考えに
よるものです。

最終改訂：2015 年 11 月 1 日
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HP Partner Privacy and Data Protection Addendum
Effective June 1, 2016
Notice: This addendum applies only to HP Partners doing business in the US and those outside of the US that
may be handling US Protected Health Information (PHI).

I.

Introduction
This addendum to the HP Partner Agreement and the HP Partner Code of Conduct provides details about the
requirements for different HP Partner groups (i.e. Distributors, Value Added Resellers, Systems Integrators, Service
Providers, Independent Software Vendors and OEMs) to comply with various privacy and data protection laws across
the globe.
One law that has implications for HP and HP Partners is the US Health Insurance Portability and
Accountability Act or HIPAA. The additional requirements, which are based on HP’s implementation of HIPAA, are
defined in sections 2 and 3.

II.

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
The specific requirements of HIPAA with which all HP Partners must comply are described in Section 3 below.

HIPAA applies to two categories of individuals, organizations and agencies, defined as “Covered Entities”
(CEs) and “Business Associates” (BAs). CEs include companies that are Health Care Providers (e.g. doctors, hospitals,
medical facilities, dentists, pharmacies, etc.), Health Care Plans (e.g. Health Insurance Companies, company health
plans, and Government programs that pay for healthcare) and Healthcare Clearinghouses. If a company has access or
potential access to protected health information while providing services to a CE, the company is a BA. HIPAA requires
that where such a relationship exists, the CE and the BA must enter into a Business Associate Agreement (BAA). In
addition, where a BA uses subcontractors or partners in providing those services, the obligations of the BAA must flow
down to the subcontractors or partners.
This means that where HP or HP Partners sell services or products to either CEs or BAs, and there is access
or potential access to protected health information during delivery of the service or product, the HP Partner will need
to ensure HP’s Pass-through BAA is provided to its end-user customers as part of the overall HP terms that attach to
the affected services and products. In some cases, the HP Partner may need to agree to additional flow-down terms
between it and HP. Therefore, it is critical that HP Partners understand the legal requirements when HP and HP
Partners are providing services or products to end-users who are either CEs or BAs, as well as HP’s implementation of
HIPAA as applied to its channel partner program. The different relationships that may exist among an impacted enduser (either CE or BA), HP and HP Partners are described in Section 3.

III. HIPAA Requirements
As part of HP’s overall strategy for HIPAA compliance, HP must ensure that properly executed BAAs are in
place between the end-user (either CE or BA), HP and HP Partners for instances where it or HP Partners have access
or potential access to Protected Health Information while providing services or products. In some cases, HP and
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HP Partners must execute a sub-Business Associate Agreement (at HP, called an Agent/Subcontractor Agreement or
ASA) to flow down the HIPAA requirements. It is the HP Partner’s responsibility to ensure that any appropriate ASAs
are in place between it and its sub-contractors.
Note: The Agent/Subcontract Agreement (ASA) is a HP term for a contract template for a contract between
HP and a subcontractor that flows down the requirements included in the BAA entered into with the end-user (either
CE or BA).
This addendum defines the types of agreements that apply between HP and the different types of HP
Partners.
HP Partners can be grouped into three broad categories as defined by who has the primary relationship
with the CE and who should sign the BAA with the CE:
1.
2.
3.

Sell Only
Sell and Deliver
Value Added Reseller (VAR)

a. Sell Only – Partner Sold, HP Delivered
In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying HP-branded products
and services from the HP Partner. As part of the sales process, the HP Partner should include the Pass-through HP
Business Associate Agreement and engage with HP as appropriate. The Pass-through HP Business Associate
Agreement is non-negotiable, similar to the rest of HP’s Pass-through Terms. In the end, the Covered Entity has a
Business Associate Agreement with HP.

b. Sell and Deliver - Partner Sold, Partner Delivered
In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying HP-branded products
and services from the HP Partner. In some cases the HP Partner may be delivering services on behalf of HP and has
potential access to protected health information. As part of the sales process, the HP Partner includes the Passthrough HP Business Associate Agreement and engage with HP as appropriate. The Pass-through HP Business
Associate Agreement is non-negotiable, similar to the rest of HP’s Pass-through Terms. If the HP Partner is delivering
services on behalf of HP, the HP Partner will sign an Agent/Subcontractor Agreement with HP. In the end, the
Covered Entity has a Business Associate Agreement with HP, and HP has an Agent/Subcontractor Agreement with
the HP Partner as appropriate.
Type of Partner

Agreement

Signatories

Sell Only

Pass-through BAA

End-user (either CE or BA) and HP

Sell and Deliver

Pass-through BAA

End-user (either CE or BA) and HP

ASA

HP and HP service delivery Partner

c. Value Added Reseller - Partner Branded Services
In this category, the end-user (either Covered Entity or Business Associate) is buying products and/or
services, which contain HP-branded components, from the HP Partner. The HP Partner has the primary business
relationship with the end-user and typically leads the sales pursuit. If HP delivers products and services to the
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end-user on behalf of the HP Partner, and has access to protected health information, then HP is a Business Associate.
As part of the sales process, the HP Partner should enter into a Business Associate Agreement with the end-user. Once
the deal has been finalized, the HP Partner should enter into a Business Associate Agreement with HP, which will contain
flow-down terms to HP as appropriate.
Agreement
BAA

Signatories
End-user (CE or BA) and HP Partner

BAA
(with flow downs terms)
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