
これは 
当社の行動規範です。 

可能性を信じ、人々、家族、
ビジネスの繁栄を支える。 
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これは 
当社の行動規範です。 

正しいことをすると、顧客が当社を信頼し、

価値を見出します。そして、そのことは、当

社が関係先の企業に誇りを持つことにつなが

ります。 

目的主導型のビジネスは、人々や地球のニーズを中

心に行動しようと努めます。これには、同僚、顧客、

サプライヤ、社会、および株主が含まれています。

このために、1つのチームとして行動し、すべての

関係者の繁栄を実現する、安全、シンプル、スマー

トな銀行を構築します。 
 
このため、行動規範の誠実さはNatWestグループの

全員に委ねられており、お互いに対して同じ責任を

共有して、指針となる目的、価値、行動を保証して

います。正社員、請負業者、代理店、契約社員とい

った立場に関係なく、それは同じです。また、それ

が倫理的な事業活動、人権、環境的持続可能性、多

様性と包摂の観点から当社の目標と期待を明記した

新たなサプライヤー憲章に当社が移行している理由

でもあります。当社がサプライヤーに期待すること

を詳述しているだけではなく、さらに重要なことと

して、これらの主な領域における当社の義務と、共

に仕事を進めることで獲得する結果の概要を明確に

説明しています。 
 
行動規範は全員にとって重要です。行動規範には、当

社がお互いに期待すること、当社が関係する顧客、サ

プライヤ、株主、社会が当社に期待することが規定

されています。現在と将来の世代を見据えた内容に

なっています。 

 

これが当社の行動規範です。一人一人が正しい行

動を取れるように指針を示しています。行動規範

を使用してください。 

他者に対する行動により、
人々が当社とのビジネスを
望むかどうか、当社に協力
してくれるかどうか、当社
が社会の一員として受け入
れられるかどうかが決まり
ます。 
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当社が 
信じること。 
目的 

可能性を信じ、人々、家族、 

ビジネスの繁栄を支える。 

意識 

企業：ビジネスを始めるときにほとんどが直面

する障壁。 

顧客の財務能力と確信を学び、改善する。 

従業員にとってダイナミックな学習文化を確立

する。 

気候：低炭素経済への移行を加速するために担

うことができる役割。 

価値 

顧客にサービスを提供する 

当社は顧客にサービスを提供するために存在し

ています。 

顧客のニーズに集中し、優れたサービスを提供

することで、顧客の信頼を獲得します。 

協力する 

当社はお互いのことを考え、1つのチームとして

最善を尽くします。最善を尽くして活動し、お互

いを支えながら、可能性を実現します。 

正しいことをする 

当社は正しいことをします。 

真剣にリスクを負い、それを慎重に管理します。

公正と社会的一体性に誇りを持ち、思慮と誠実さ

に従って判断を行います。 

長期的な思考 

当社は、当社の成功が顧客と社会の上に成り立

っていることを理解しています。 

当社は、開かれた、直接的で、持続可能な方法で

事業を展開します。 

 

このすべての点が行動規範に関係しています。 

私たちは全員が違って
いますが、同じ目的主
導型の意識と価値を共
有し、真に可能性を信
じています。 
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職務の遂行。 

行動規範 

 職務の遂行  

当社の目的と価値のほか、お互いに求められる

行動が規定されています。 

4つの主要なツールが協
業の指針を示します。 

YESチェック 

 決定の方法  

この指針は、意思決定と行動に際して、どのよう

に考え、判断するのかを示します。 

行動規則と重要な人々の能力 

 行動  

行動規則と重要な人々の能力（CPC）の行動では、

「どのように」職務を遂行するのかが説明されて

います。毎日の行動の仕方が示されています。 

ポリシー 

 物事への取り組み  

物事への取り組み方が示されています。銀行、顧

客、規制当局からの期待のほか、従うべきプロセ

スと手順が概説されています。 
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決定の方法。 

YESチェック 

顧客、同僚、事業を展開してい

る社会は、私たちそれぞれが思

慮深く、すべての行動において

プロフェッショナルであると信

頼しています。 

私たちそれぞれが正しい判断を行

い、正しい行動を取ることが求め

られています。 

私たちは目的と価値に基づいて、

決定を導きます。 疑いがある場合

は、YESチェックを使用して、適切

な疑問を持ち、日々最善の決定を

行えるようにします。 

決定はいつでも簡単にできるわ

けではありません。 YESチェック

により、可能性に挑戦し、確認

し、本当の意味で信じることが

できます 

質問... 

1. 
他の人から敬意と誠実さを持って行動していると言わ
れますか。 

次のことを考えてください。家族、友達、同僚、社会は

どのように考えているでしょうか。 

2. 
自分が行っていることは、当社、顧客、社会の安全と安
心を維持することにつながっているでしょうか。 

次のことを考えてください。預金者や株主に対してこ

の決定を提示した場合、しかるべき配慮を行っていると
見なされるでしょうか。 

3. 
自分は公正かつ社会的一体性のある方法で行動してい
るでしょうか。 

次のことを考えてください。あなたは何を達成しよう

としていますか。十分なサービスを受けられない人や除
外されている人を含め、この決定の影響を受ける人全員
について考慮しましたか。 

4. 
異なる視点を求め、意見に耳を傾け、考慮しましたか。 

次のことを考えてください。どのような想定を行いま

したか。興味を持って、自分の考えを別の考え方の人で
試し、異なるデータを探しましたか。 

5. 
このことは可能性を信じ、人々、家族、ビジネスの繁
栄を支えるという当社の目的を推進しますか。 

次のことを考えてください。どのようにしてそうする

ことができますか。プレスリリースを書いてみてくださ
い。顧客や社会にとって適切なものになっていますか。
将来の世代にとってどのような影響がありますか。 
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YESチェック 

顧客、同僚、事業を展開している社会は、

私たちそれぞれが思慮深く、すべての行動

においてプロフェッショナルであると信頼

しています。 

私たちそれぞれが正しい判断を行い、正し

い行動を取ることが求められています。 

私たちは目的と価値に基づいて、決定を導

きます。疑いがある場合は、YESチェック

を使用して、適切な疑問を持ち、日々最善

の決定を行えるようにします。 

決定はいつでも簡単にできるわけではあり

ません。YESチェックにより、可能性に挑

戦し、確認し、本当の意味で信じることが

できます。 

 



行動。 
行動規則によって、当社の価値が高まります。

行動規則に従うことで、自分たちの行為や行動

に説明責任を負うことができます。当社での役

割や勤務地域に関係なく、行動規則は全員に適

用されます。 

次の目的を達成する際には、このような個人行動

規則と、当社の目的、価値、YESチェック、ポリ

シーに従い、個人の説明責任を負っていることを

確認します。 

すべての関係者にとって公正な結果を提供する必

要があります。 

同僚、顧客、サプライヤ、社会、株主にとっての

信頼を当社内で構築する。 

規制上の義務を遂行する。 

個別の行動規則 

1. 誠実さを持って行動する必要があります。 

2. 適切な技術、配慮、注意を持って行動する必要

があります。 

3. オープンな態度で、金融行動監視機構（FCA）、

健全性規制機構（PRA）、およびその他規制当

局と協力する必要があります。 

4. 顧客の利益に対して適切な配慮を行い、公正に

取り扱う必要があります。 

5. 市場行動の適切な基準を遵守する必要がありま

す。 

金融行動監視機構（FCA）

は、規制行動規則を明確に

定義することで、個人の行

動に対する期待事項を規定

しています。 

また、FCAは、当社のほとんどの上級役員に対する明

確な期待事項も規定しています。さらに、上級役員に

は別の規制行動規則も適用されます。これらの事項に

該当する場合は、情報を受け取り、個別にサポートを

受けることになります。 
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CPCの行動は、私たち全員に常に求めら

れている行動について、明確な期待事項

を規定しています。 このような期待事項

は、NatWestの目的、目標、リスク文化

に適合し、現在と将来のいずれにおいて

もキャリアで成功を収めるための能力を

構築するうえで役立ちます。 

今、どのように行動
し、どのように将来に
向けて備えるのかにつ
いて指針となります。 

3. 
批判的な思考 

5. 
信頼できるアドバ

 

行動。 
重要な人々の能力。 

1. 
改善と革新 

2. 
変化への対応 

4. 
つながり 
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3. 
批判的な思考 

今、どのように行動し、どの
ように将来に向けて備えるの
かについて指針となります。 

CPCの行動は、私たち全員に常に求められている行

動について、明確な期待事項を規定しています。こ

のような期待事項は、当社の目的、目標、リスク文

化に適合し、現在と将来のいずれにおいてもキャリ

アで成功を収めるための能力を構築するうえで役立

ちます。 

5. 
信頼できるアドバイザー 

 



CPCの行動では、次のように説明されてい

ます。 
私たちは新しい考えを生み出し、革新的な方法で考え、

業務を遂行します。 

私たちは経験から学び、経験に基づいて改善を行います。 

私たちはデジタル・テクノロジーマインドセットを持ち、

デジタルツールを効果的に使用します。 

私たちは継続的に顧客のために改善と簡素化を進めます。 

改善と革新 

CPCの行動では、次のように説明されてい

ます。 

私たちは自分たちの幸福と回復をサポートします。 

私たちは学習マインドセットを採用します。興味を持っ

て、熱心に新しいことを学びます。 

私たちは変化や不明確さに対して前向きに取り組みます。

自己認識を持って、適応能力とアジリティを示します。 

一定のペースで働きながら、質の高い結果を提供します。 

変化への
対応 

CPCの行動では、次のように説明されてい

ます。 

私たちは研究や洞察を通して情報やデータを集めます。 

私たちは、同僚や顧客のことを考慮しながら、問題を解

決し、健全な決定を行います。 

私たちは建設的に他者の決定に疑問を持ち、異議に対し

てオープンな態度を取ります。 

私たちは詳細に注意を払い、複雑なところを簡素化し、

正確かつ高品質の結果を生み出します。 

私たちは戦略的に思考し、当社の目的、目標、リスク選

好につなげます。 

批判的な
思考 

行動。 
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変化への対応 

批判的な思考 

 



CPCの行動では、次のように説明され

ています。 

私たちはコラボレーションに対して前向きに取り組

み、境界を越えて目的を持って共同作業を行います。 

私たちは非常に効果的なチームワークを行う1つの銀

行であると考えます。 

私たちは他者における社会的一体性と違いを尊重し

て、その価値を認め、公正さを推進します。 

私たちは他者の意見を傾聴し、他者を指導し、フィ

ードバックを行います。私たちは情報を共有し、他

者に影響を与えます。 

私たちは社会をサポートし、社会に貢献します。 

つながり 

CPCの行動では、次のように説明されて

います。 
私たちは、暖かさ、共感、感情的な知性に支えられ

た関係と信頼を構築します。 

私たちは高い倫理基準を実証し、顧客にとって正し

い結果を提供するよう努めます。 

私たちは専門知識を構築し、信頼性を実証します。 

私たちは顧客を考慮しながら外部環境を見通します。 

信頼でき
るアドバ

 

CPCの行動に関する詳細については、HR > HR 
Information > Learning > Help me Develop 
myself > Critical People Capabilitiesをご覧くだ

さい。 

行動。 
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つながり 

信頼できるア
ドバイザー 

 



当社のポリシーに従うことで、リスク管理へのアプ

ローチが一貫し、当社および顧客の安全とセキュリ

ティを保つことができます。また、当社には、各国

の法規制に適合した国ごとのポリシーがあります。 

私たちは、個人的な責任を持って、自分たちの役割

に関連する当社のポリシーを十分に理解しているこ

とを保証します。 

主要なポリシーとガイダンスの一部は次のと
おりです。 

• 贈収賄および腐敗防止 

• マネーロンダリング防止 

• 競争政策 

• 脆弱な状況にある顧客 

• 環境、安全、衛生 

• 利益相反、内部情報、個人口座取引の管理 

• 記録の管理 

• 市場濫用および内部情報 

• 業績管理 

• プライバシーおよびクライアントの機密保持 

• 制裁 

• セキュリティ 

• 声を上げる 

• 旅費および交際費 

• 苦情管理およびエラー管理 

物事への取り組み。 
当社のポリシーでは、全員が従うように求

められている規則について詳細に説明され

ています。 

このポリシーにより、厳
しい規制が適用される業
界において非常に重要な
法規制要件を遵守するこ
とが保証されます。 

情報分類：社外 | 10 

  

 



物事への取り組み。 
何かが間違っている場合や、当社、顧客、同

僚、サプライヤ、株主、一般社会に影響すると

思われる場合は、私たち全員に声を上げる責任

があります。 

これには、行動規範に反する行動、内部ポリシーや

手続きに違反する行動、違法な行動が含まれます。 

懸案事項を報告することは、「正しいことをする」

という主要な価値に従った行動です。 

報告されたアクティビティに注力しているか、また

は注力する可能性があることを証明する必要はあり

ません。 

率直な発言方法 

直属の上司や、専用の内部通報サービス「

Speak Up」を通して、同僚に関する懸案事項を報

告することができます。Speak Up は、独立した第

三者サプライヤーを利用して、当行の代理で運用さ

れている 24 時間・週 7 日利用できる機密の電話お

よびウェブベースのサービスです。当社の

Speak Upフレームワークは、声を上げられる安全

で保護された環境を提供することを目的としており

、間違った行為や不正行為について懸案事項がある

場合は、早い段階に適切な方法で報告することがで

きます。 

Speak Upで報告されたすべての懸案事項は機密に処

理されます。つまり、法的に求められないかぎり、

通報者の名前や連絡先の詳細情報はSpeak Up調査

機関の外部には共有されません。ただし、名前や連

絡先詳細情報を共有したくない場合は、匿名を維持

することもできます。 

問題がある場合は、
私たちには声を上げ
る責任があります。 
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当社は内部通報を真剣に取り扱います。すべての

懸案事項は報告されると見なされます。必要に応

じて、独立した調査担当者を割り当て、報告され

た問題を調査し、基本となる事実を確立します。

調査結果によっては、特定された問題に対処する

ために、適切かつ相応の対応が取られます。 

純粋な懸案事項を報告した結果として、ハラスメ

ント、虐待、差別といった有害な取り扱いを被っ

た場合、通報者は保護されます。懸案事項を報告

した人に対する不正な取り扱いは、懲罰の対象と

見なされます。 

報告している懸案事項の性質によっては、地域法

の下で保護が提供される場合もあります。たとえ

ば、英国においては、従業員は、英国法の下で追

加の保護が受けられる場合があります。 

また、金融行動監視機構（FCA）および健全性規

制機構（PRA）、または各国の規制当局に直接懸

案事項を報告することもできます。規制当局への

報告は、問題を最初に内部的に報告することが条

件とはなりません。規制当局への連絡中または連

絡後に、懸案事項を報告しなければならないとい

う要件はありません。 

 

詳細については、Insite > Policies > Speak Upか

らSpeak Upページをご覧ください。 

物事への取り組み。 

何か見ましたか。 何か聞きましたか。 

Speak 
Up 声を上げる。 

問い合わせ方法 

詳細は、Speak Upイントラネット

ページにアクセスしてください。

このページには、Speak Upのポリ
シーとSpeak Upから問題を提起す

るための問い合わせの詳細情報が

明記されています。 
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物事への取り組み。 

社会的一体性は、当社にお

ける私たちのすべての取り

組みの中心です。 

職場の衛生および福利は、

個人と同様、当社にとって

も重要です。 

業務、金銭、法律、衛生、家族の問題に関する助
言、情報、サポート、短期のカウンセリングにつ
いては、イントラネットのWellbeingページをご覧
ください。 

すべての従業員にとって、ヘルプラインおよびカウ
ンセリングサービスは無料であり、機密が守られま
す。このようなサービスは各地域のサプライヤによ
って提供され、社外のスペシャリストサプライヤに
よって管理されます。誰でも電話カウンセリング、
オンライン情報、リソースおよびツールキット、対
面カウンセリングを利用する資格があります。 

自分だけではなく近い家族も、24時間365日対応
のヘルプラインやオンラインサービスを利用して、
福利サプライヤに問い合わせることができます。 

社会的一体性は、当社が同僚、顧客、共存する社会
に対して行うすべての事柄の中心にあります。 

組織的価値を通してつなげ、目的および目標設定プロ
セスでリーダーに説明責任を持たせることで、当社は
社会的一体性のある従業員および顧客経験を提供し、
今日の社会を反映した多様な組織を構築することを保
証しています。 

問い合わせ方法 

ヘルプラインの問い合わせ先の詳細については、

HR > HR Information > Wellbeingに移動して、

地域を選択してください。 
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これが当社 
の行動規範です。 
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