
 

 

 

 

Red Hat Procurement Supplier 
Code of Conduct 

Red Hat 調達部サプライヤ

ー行動規範 

1. INTRODUCTION 1. 前書き 

This Supplier Code of Conduct explains Red Hat’s 
(including its subsidiaries) general expectations for 
all third parties supplying goods or services to or on 
behalf of Red Hat, including staffing agencies and 
independent contractors. In this Supplier Code of 
Conduct, we refer to these third parties, including 
their employees, personnel, agents, and 
subcontractors, as “Suppliers.” 

このサプライヤー行動規範は、人材派遣会

社や独立請負業者を含む、Red Hatに対し

て、またはRed Hatに代わって商品やサービ

スを提供するすべての第三者に対するRed 

Hat（その子会社を含む）の一般的な期待事

項を説明しています。この「サプライヤー

行動規範」では、これらの第三者（その従

業員、人員、代理人、下請け業者を含む）

を「サプライヤー」と呼びます。 

Red Hat values integrity, respect and ethical 
conduct, as well as the commitment and courage it 
takes to hold each other accountable when we fail to 
adhere to those values. We expect that our Suppliers 
will uphold these values and monitor their own 
compliance with this Supplier Code of Conduct. 

Red Hat は、誠実さや尊敬および倫理的行動

と同様に、これらの価値観に従わなかったと

きにお互いに責任を負わせるために必要なコ

ミットメントと勇気も大切にしています。サ

プライヤーには、これらの価値観を支持し、

本サプライヤー行動規範への自らの遵守状況

を監視することが期待されています。 

2. COMPLIANCE WITH LAW 2. 法の遵守 

Suppliers must conduct their business activities in 
full compliance with this Supplier Code of Conduct 
and all applicable laws and regulations while 
conducting business with and/or on behalf of Red 
Hat, including, without limitation, laws regulating: 

サプライヤーは、Red Hatと、および/または

Red Hatに代わってビジネスを行う場合、こ

のサプライヤー行動規範および適用される

すべての法規制（以下を規制する法律を含

むがこれらに限定されません）に完全に準

拠して事業活動を行なわなければなりませ

ん。 

A. Trade, exports and competition 
B. Labor 
C. Insider trading 
D. Anti-corruption 
E. The environment (including conflict minerals) 
F. Record keeping 
G. Health and safety 
H. Data privacy and protection 

A. 貿易、輸出、競争 

B. 労働 

C. インサイダー取引 

D. 汚職防止 

E. 環境（紛争鉱物を含む） 

F. 記録の保存 

G. 安全衛生 

H. データプライバシーおよびデータ保護 



 

 

  

3. GIFTS AND GRATUITIES 3. 贈答品および心づけ 

Supplier representatives and employees must not 
offer to any Red Hat employee or representative any 
bribe, kickback, favor, gratuity, entertainment or 
anything of value, either directly or indirectly, in 
order to obtain or retain business or otherwise gain 
favorable treatment or an improper advantage from 
Red Hat. As long as a gift is not intended to obtain an 
unfair or improper advantage for the supplier and 
does not create the appearance of a bribe, kickback, 
payoff, or irregular type of payment, Red Hat 
employees are allowed to accept the gift if (a) it is of 
nominal value, (b) public disclosure would not 
embarrass or reflect negatively on Red Hat, (c) 
acceptance is consistent with applicable country law 
and local customs, (d) providing the gift is consistent 
with the Supplier’s business practices and policies, as 
may be revised from time to time, and (e) 
acceptance is consistent with Red Hat’s business 
practices and policies, as may be revised from time 
to time. 

サプライヤーの代表者と従業員は、Red Hat 

のいかなる従業員や代表者に対しても、商

談の獲得や維持、または有利な待遇や不適

切な優位性をRed Hatから得る事を目的とし

て、賄賂、リベート、特別な待遇、心づ

け、接待、および有価物を、直接か間接か

を問わず申し出てはなりません。贈答品

が、不公正または不適切な優位性をサプラ

イヤーの為に得る事を意図したものでな

く、賄賂、リベート、献金、および通常見

られない種類の支払いのように受け止めら

れる事が無く、かつ、以下の(a)から(e)まで

を全て満たす場合、Red Hat の従業員は、か

かる贈答品を受け取ることができます。(a) 

少額であること。(b) 受取りを公開しても 

Red Hat として恥じるようなものでなく、悪

い影響をもたらさないこと。(c) 受け取るこ

とが、適用される国の法律やその地域の慣

習に合致していること。(d) その贈答品の提

供が、随時改訂されるサプライヤーの取引

慣行と規程にその都度合致していること。 

(e) 受け取ることが、随時改訂される Red Hat 

の取引慣行と規程にその都度合致している

こと。 

4. CONFLICTS OF INTEREST 4. 利益相反 

Suppliers shall not enter into any financial or other 
relationship with a Red Hat employee or any other 
party that creates or appears to create a conflict of 
interest for Red Hat. Supplier representatives and 
employees shall not deal directly with any Red Hat 
employee whose spouse, domestic partner, other 
family member or relative holds a significant 
financial interest in the Supplier. All such conflicts 
must be disclosed to and approved by Red Hat 
management. 

サプライヤーは、Red Hat にとっての利益相

反を生じさせ、または生じさせると受け止

められるような金銭的またはその他の関係

を、Red Hat の従業員、またはその他いかな

る者とも結んではなりません。サプライヤ

ーの代表者および従業員は、Red Hat の従業

員のうち、その配偶者、同居パートナー、

その他の家族、または親戚がサプライヤー

の財務的持分を相当数保有する者と、直接

に取引をしてはなりません。このような利

益相反は、Red Hat 経営陣に開示され、承認

されなければなりません。 



 

 

5. REPORTING CONCERNS 5. 懸念事項の報告 

You should report to Red Hat any conduct, including 
conduct of any Red Hat employee or representative, 
that you believe in good faith to be a possible 
violation of this Supplier Code of Conduct, another 
Red Hat policy, or regulation or law. We refer to 
these possible violations as “Supplier Concerns.” 

Red Hat の従業員または代表者による行動も

含めて、本サプライヤー行動規範、別のRed 

Hatポリシー、または法規制に違反している

可能性があるとサプライヤーが誠実に信じ

る行為は、Red Hat に報告しなければなりま

せん。これらの違反の可能性を「サプライ

ヤーの懸念事項」と呼びます。 

If appropriate, you may work with your primary Red 
Hat contact to address a Supplier Concern. 
If that is not possible or appropriate, please contact 
Red Hat about any Supplier Concern 
through either of the following methods: 

必要に応じて、Red Hatの主要連絡先と協力

して、サプライヤーの懸念事項に対処する

ことができる。それが不可能または適切で

ない場合は、次のいずれかの方法でサプラ

イヤーの懸念をRedHatに連絡する。 

Mail: Mail a letter to the General Counsel at Red 
Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, NC 
27601. 

郵便：Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, 

Raleigh, NC 27601のGeneral Council（社内

弁護士）宛に郵送する。 

Email: Send an email to 
supplierconcerns@redhat.com. 

電子メール：

supplierconcerns@redhat.com に電子メー

ルを送信する。 

Red Hat values confidentiality and will take 
reasonable measures to preserve confidentiality in 
light of the circumstances of any particular report. 
Red Hat will review and respond as appropriate to 
reports regarding Supplier Concerns. 

Red Hatは機密性を重視し、特定のレポート

の状況に照らして機密性を維持するための

合理的な措置を講じます。Red Hatは、サプ

ライヤーの懸念事項に関するレポートを検

討し、必要に応じて対応します。 

Red Hat expects that its Suppliers will not retaliate 
against anyone who makes a good faith report of a 
Supplier Concern, whether that report is made 
internally at the Supplier or to Red Hat. 

Red Hatは、その報告がサプライヤーの内部

で行われたか、Red Hatに対して行われたか

にかかわらず、サプライヤーの懸念につい

て誠実な報告を行った者に対して、サプラ

イヤーが報復しないことを期待していま

す。 

6. DATA PRIVACY/SECURITY 6. データプライバシー/セキュリ

ティ 

Suppliers are expected to safeguard and protect all 
confidential information from misuse or 
unauthorized disclosure. If Supplier receives 
personal data or other confidential information from 

サプライヤーは、すべての秘密情報を不正

使用や不正な開示から保護することが期待

されています。サプライヤーが、Red Hat か

ら、または Red Hat の代理として個人データ

mailto:supplierconcerns@redhat.com
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or on behalf of Red Hat, such data or information 
should be processed and stored securely and shared 
only internally with those Supplier representatives 
and employees who require access to it in order to 
perform their assigned roles and responsibilities. 
Confidential information and personal data must not 
be transferred, published, used, or disclosed other 
than as necessary to provide services to Red Hat or 
as expressly directed or authorized by Red Hat. 

またはその他の秘密情報を受領した場合、

かかるデータや情報はセキュリティを確保

した上で処理・保管されるものとし、サプ

ライヤーの代表者および従業員のうち、役

割と職務の必要性からアクセスする必要の

ある者のみと、内部で共有するものとしま

す。Red Hat へのサービスの提供に必要な場

合、または Red Hat から明確に指示もしくは

許可された場合を除き、秘密情報と個人デ

ータを移転、公開、使用、および開示して

はなりません。 

7. USE OF RED HAT TRADEMARK 7. Red Hat 商標の使用 

Unless expressly authorized by Red Hat, Suppliers 
may not use the Red Hat trademark, images or name 
or other materials in which Red Hat owns the 
copyright. If authorized, such authorization must be 
in writing and subject to compliance with Red Hat’s 
trademark guidelines set forth at 
https://www.redhat.com/en/about/trademark-
guidelines-and-policies (including any successor site). 

Red Hat が明確に許可した場合を除き、サプ

ライヤーは Red Hat の商標、画像、名称、お

よび Red Hat が著作権を保有するその他の素

材を使用してはなりません。承認されてい

る場合でも、承認は書面によるものでなけ

ればならず、
https://www.redhat.com/en/about/trademark-

guidelines-and-policies （後継サイトを含む）

に記載されているRedHatの商標ガイドライ

ンに準拠していなければなりません。 

8. HUMAN RIGHTS AND LABOR 
PRACTICES 

8. 人権と労働慣行 

Red Hat strongly opposes illegal human trafficking 
and forced labor (and all other forms of modern 
slavery) in any form. Suppliers shall comply with 
slavery, human trafficking and child (and minimum 
age) labor laws of the country or countries in which 
they conduct business, shall ensure that slavery, 
servitude, forced or compulsory labor (including 
prison labor) and human trafficking are not taking 
place in their supply chains, and shall deal honestly, 
ethically, and fairly in these relationships. 

Red Hat は、あらゆる形態の違法な人身売買

および強制労働（その他あらゆる形態の現

代版奴隷制）に強く反対しています。サプ

ライヤーは、自らが事業を営む国の、奴隷

制、人身売買および児童（および最低年

齢）労働法を遵守し、奴隷制、隷属、強制

労働（刑務所労働を含む）、および人身売

買が自社のサプライチェーンで行われない

ようにすると共に、サプライチェーンでの

取引関係に誠実、倫理的、かつ公正に臨む

ものとします。 

Red Hat expects that its Suppliers will promote a 
workplace free of harassment, abuse and unlawful 
discrimination. Although we recognize that what 
constitutes “unlawful” discrimination may vary by 

Red Hatは、サプライヤーが嫌がらせや虐待

など、違法な差別のない職場を促進するこ

とを期待します。「違法な」差別を構成す

るものは管轄によって異なる可能性がある

https://www.redhat.com/en/about/trademark-guidelines-and-policies
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jurisdiction, we expect that Suppliers will treat 
people fairly in hiring, compensation, access to 
training, promotion, termination and retirement, 
and will not discriminate based on any protected 
characteristics (for instance, race, color, religion, sex, 
sexual orientation, gender identity, national origin, 
disability, or age). 

ことをRed Hatは認識していますが、サプラ

イヤーには、雇用、報酬、トレーニングへ

のアクセス、昇進、解雇、退職において人

々を公正に扱い、保護された特性（人種、

肌の色、宗教、性別、性的指向、性自認、

出身国、障害、または年齢など）に基づい

て差別しないことを期待しています。 

Suppliers must also afford their workers humane 
working conditions and wages and working hours 
that comply with applicable laws, while also 
respecting the legal rights of workers to freely 
associate and bargain collectively, including by 
joining or refraining from joining trade unions. 

サプライヤーはまた、適用法を遵守する人

道的な労働条件、賃金および労働時間を労

働者に提供するとともに、労働組合への加

入または加入を控えることを含め、労働者

が自由に結社し、集団で交渉する法的権利

を尊重しなければなりません。 

 


