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文化、理念および行動

この参考和訳は、Culture, Values and Conduct: Morgan Stanley Code of Conductの理解に資するための参考として、同文書を日本語に翻訳したものです。
すべての点において英語版原文が正式のものであり、当参考和訳に解釈上の疑義がある場合や、両者の間に相違がある場合には英語版が優先し、英語版に
依拠するものとします。
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文化、理念および行動 

ジェームス・ゴーマンのメッセージ 

モルガン・スタンレーを同業他社と差別化するものは、その文化とレピュテーションです。当社の今後の成功

は、当社がなしうる最高のサービスを提供するために正しいことをするプロフェッショナル達の顧客本位の文

化に依存しています。グローバルな金融機関があらゆる面で厳しい監督を受けているこんにち、私たちは「レ

ピュテーションこそが当社の最も貴重な財産である」ということを毎日のように思い出させられています。レピ

ュテーションがひとたび傷つき、あるいは失われると、それを回復するのは非常に困難です。常に最高水準

の倫理的行動を取る、という揺るぎないコミットメントは、当社の長年にわたる繁栄の礎となってきただけでな

く、今後の成功にとっても最も重要なものです。 

 

行為規範――文化、理念および行動――は、すべての事業活動を当社の基本理念に従って行い、「正しい

ことをする」が「一流のビジネスを、一流の方法で、かつ法令および社内規則の文言と精神に従って行う」こと

を意味する文化を醸成することに対する、当社の継続的な取組みを反映するものです。私たちの理念――

「顧客第一」「優れた考えで導く」「正しいことをする」「還元する」――は、私たちの行動のすべてに通ずるも

のです。 

 

本行為規範の目的は、当社の成功の礎である重要なビジネス・プリンシパルを実践するための指針を示すこ

とにあります。本行為規範を熟読し、その内容について考えを巡らせてください。もしも本行為規範に違反し

当社をリスクにさらす行為に気がついたら、必ず報告してください。当社は誠実に不正行為やその疑いのあ

る行為を報告した人に対し報復をすることを固く禁じています。 

 

皆さんと同様、私も、この類まれな歴史と輝ける将来をもつ当社の一員であることを誇りに思っています。

1935年、当社を設立したパートナー達は、顧客からの信頼の維持が成功に不可欠であるということを理解し、

この原則を忠実に守りました。当社の偉大な伝統を守り続けるために、皆さんがそれぞれの役割を果たして

くれていることに感謝します。 

 
 

ジェームス P. ゴーマン 

会長兼最高経営責任者（CEO） 
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本行為規範の趣旨 

本行為規範は、モルガン・スタンレーの活動のすべての側面において、私たちが誠実にかつ高度の倫理水

準に従って行動することにコミットしていることを宣言するものです。当社の行為規範は、各従業員が業務を

行うに際して適切な判断を行うために守るべき行動水準を定めるものです。 

社内規則、手続およびその他本行為規範の補遺 

職場で発生しうる法律ないし倫理上の問題を完全に網羅することは不可能ですが、本行為規範で説明して

いる原則の多くについては、他の社内規則・手続で具体的な内容等が定められています。また、特定の地域

や国にのみ適用される事項については、その詳細を本行為規範の各国別の補遺に定めています。所属部

署または所属する会社が独自の内部規則または手続を定めている場合には、それらにも従う必要がありま

す。例えば、投資運用業に従事する従業員は、当該事業に関する倫理規範を遵守する必要があります。本

行為規範は、そのような各従業員に適用される特定の規則や手続とあわせて読む必要があります。臨時社

員には、その国・地域を対象とする行為基準が適用されます。 

問： モルガン・スタンレーの社内規則および手続はどこで確認することができますか？ 

答： 社内規則および手続は、法務・コンプライアンス本部（「LCD」）のポータル（ブラウザに「lcd」と入力してく

ださい）またはFirmwide Policy Portal（ブラウザに「policyportal」と入力してください）で確認することが

できます。 

各国別の補遺および関連する倫理規範への簡単なアクセスは、LCDポータルのCode of Conduct 

Infopage から可能です。 

問： 行為規範に定めのない懸念事項がある場合には、どうしたらよいでしょうか？ 

答： 本行為規範は、従業員が懸念を抱く可能性のあるすべての事項を網羅するものではありません。しかし、

本行為規範に定める基準、理念や指針は、正しい判断を行う手助けになります。法令またはモルガン・

スタンレーのポリシーが明示的には言及していない事項に関しても、倫理的で健全かつ道理にかなった

判断に基づく行動が求められることに変わりはありません。不明な点がある場合には、上司、LCDの担

当者または人事（HR）担当者に相談してください。 

本行為規範の違反がもたらす結果 

本行為規範は、当社での雇用条件の一部を構成し、従業員の当社における活動や、退職後に負う継続的な

義務について規定しています。行為規範を読み、その内容を理解した上で、これを遵守し、従うことに同意す

ることを承認してください。本行為規範の承認がない場合であっても、行為規範およびその規定は、有効に

適用されます。 

行為規範は、従業員の雇用を保証したり、特別な権利または利益を享受する権利を付与したりする内容の

契約ではありません。本行為規範またはその他の社内規則や手続に違反した場合には、それまでに付与さ

れた繰延報酬の取消しや当社による解雇を含む様々な懲戒処分の対象となります。 

従業員は、業務上の不適切または違法な行為について、個人的責任を問われることがあります。また、他人

の不適切な行為（または不作為）につき、それを知っていたりまたは知るべきであった場合に責任を問われる

こともあります。また、当社は、監督当局に従業員の行動を報告する場合もあり、その結果、監督当局による

検査や刑事捜査の対象となることがあります。監督当局による制裁や刑事処分には、罰金や資格の剥奪、

金融サービス業界からの永久追放が含まれ、懲役刑に処せられる場合もあります。  



(参考和訳) 

Page 6 of 29  

倫理にかなった行動をする文化 

当社の基本理念 

当社では、四つの基本理念 ――「顧客第一」「優れた考えで導く」「正しいことをする」「還元する」――に即し

た文化を育み維持することに取り組んでいます。これらの基本理念の意味するところは、とりわけ、法令およ

び当社の社内規則の文言のみならずその精神に従って自分たちおよび当社のビジネスを律するということ、

および誠実に一流のビジネスを一流の方法で行うということです。当社の従業員として、私たちはみな顧客、

地域社会そして私たち相互に対して高度に倫理的な振る舞いをするという共通の責任を負っています。 

顧客第一 

 常に顧客の利益を最優先する 

 すべての顧客に最高のサービスを提供するために仲間と力を合わせる 

 顧客の声やニーズに耳を傾ける 

 

優れた考えで導く 

 新境地を開拓して成功する 

 事実や異なる見解によって自らの視野を広げる 

 向上する努力を怠らない 

 

正しいことをする 

 誠実に行動する 

 長期的な株主価値を生み出すために会社のオーナーのように考える 

 誠実さ、同僚との関係および性格を尊重しこれに報いる 

 

還元する 

 自分の専門知識、時間、お金を惜しまない 

 地域社会や当社の将来に投資する 

 次の世代を指導する 

正しい決断をする 

「正しいことをする」という当社の基本理念は、自らの行動について個人的責任を負うことや、正しい決断を行

い、それに対して責任を負うことを意味します。どのような行動をとるべきか明確でない状況に直面する場合

もありますが、以下のような質問を自らに問いかけることが、どのような行動を取るべきか判断することに役

立ちます。 

 自分の行動は法令、諸規則および当社の方針に反していないか？ 

 自分の行動は本行為規範および「正しいことをする」「顧客第一」というモルガン・スタンレーの基本理

念と合致しているか？ 

 自分の行動から利益を得たり、あるいはそれにより損害を被るのは誰か？ 

 自分の行動は他人から不適切または倫理に反する行動とみなされる可能性があるか？ 

 自分の行動は自分自身またはモルガン・スタンレーの評判を損ねる、または自分やモルガン・スタン

レーに悪影響を与えるか？ 

 自分の行動が報道されたら、どのように思われるか？ 

疑問があれば、立ち止まって考えましょう。自分の最善の判断に従って、正しい決断をしてください。特定の

行動に対してどの法令や社内規則が適用されるのか明確でない場合、または特定の行動が違法ではない

か、誠実性に欠けていないかなど疑問をもった場合は、行動する前に、上司またはLCDの担当者に連絡し、

助言を得てください。 
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法的または倫理的な懸念事項の表明および不正行為の報告 

声をあげること 

問題がありそうな行動を目撃した際には黙認する方が簡単に思えるかもしれませんが、法律ないし倫理上の

問題を無視してはいけません。自分自身または他の人（同僚、上司、顧客、臨時社員、サプライヤーまたは

その他の第三者など）が行為規範と矛盾する行動を強いられたり、法令または社内規則の条文やそれらの

精神に違反したかもしれないと判断した場合には、下記のいずれかに直ちに報告して下さい。 

 直属の上司 

 特定のポリシーや手続に基づいて指名された担当者 

 LCDの担当者 

 人事担当者 

また、インテグリティ・ホットラインに連絡することも可能です。 

問： なぜ、自分には直接影響しない他の人の不適切な行為について報告するべきなのでしょうか？ 

答： 当社の評判および成功は、全従業員が正しい行いをするかどうかに左右されます。従業員、上司、顧客、

臨時社員、サプライヤーまたはその他の第三者による非倫理的な行為は、顧客、株主および一般社会

の信頼を著しく失い、規制上または刑事上の処分の原因となる可能性があります。当社の理念を無視

し、または他の人がこれを無視することを容認しつつ、自分自身の成功を望むことはできません。問題

を直ちに報告することによって当社の評判を守ることができるかどうかは従業員一人ひとり次第です。 

スーパーバイザーとしての責任 

従業員および臨時社員を監督する者は、彼らの行動が法令や社内規則を遵守していることを監督し、問題

が生じた場合に適切な対応を取る責任があります。 

スーパーバイザーは、LCDの担当者や人事担当者と相談の上、不正行為を特定してやめさせ、その再発を

防止する責任を負っています。スーパーバイザーが適切な対応を怠った場合には、自らおよびモルガン・スタ

ンレーが法的責任を負う可能性があります。スーパーバイザーは、一部の監督機能を一定の資格を有する

者に委譲することができますが、その場合であっても、最終的な責任はスーパーバイザーにあります。スー

パーバイザーは、委譲された任務のうち規制上の義務に関するものが果たされているか、定期的に確認しな

ければなりません。 

問: もし、私が間違っていると思うことを行うよう上司に要請された場合には、どうすればいいでしょうか？ 

答: あなたが間違っていると思うことは行わないでください。上司に直接、あなたの懸念を話すべきです。そ

れができない場合は、他のマネージャーに相談するか、LCDの担当者または人事担当者に連絡して下

さい。または、インテグリティ・ホットラインに電話することで、匿名で問題提起することができます。 

当社の経営陣の行為に関する懸念の報告 

モルガン・スタンレーの最高経営責任者（CEO）、その他のシニア・エグゼクティブ・オフィサー、または取締

役会のメンバーの行動に関して疑念がある場合には、最高法務責任者（Chief Legal Officer）またはグロ

ーバル監査部門のディレクター（Global Audit Director）に報告することができます。報告を受けた者は、必

要に応じ、疑念について取締役会に通知します。最高法務責任者またはグローバル監査部門のディレクタ

ーに関する疑念は、主任独立取締役（Board’s Independent Lead Director）  または監査委員長

(Chairman of the Audit Committee) に報告しなければいけません。取締役会への連絡方法の詳細につ

いては、モルガン・スタンレーのウェブサイトの Policy Regarding Communication by Shareholders and 

Other Interested Parties with the Board of Directors を参照してください。   
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インテグリティ・ホットライン 

懸念を抱いた事項について適切に処理がなされなかったと感じた場合、または他の報告経路を利用したい

場合には、インテグリティ・ホットラインに電話をしてその内容を報告することができます。懸念事項は、希望

する場合には匿名で報告することができ、その場合は秘密として取り扱われます。モルガン・スタンレーとの

雇用関係を巡る事項を報告する際には、インテグリティ・ホットラインを使わないようにして下さい。これらの

事項は、上司や人事担当者に連絡するか、人事規則に基づいて設けられている他の報告手段を通じて報

告してください。 

インテグリティ・ホットライン 

24時間 365日通話可、通話料無料 

 866-448-8434 （ヨーロッパを除く世界各国） 

 866-940-6738 （EU、スイスおよびロシア） 

 0800-91-4863 （フランス） 

 0808-234-7205 （英国） 

米国以外からかける場合は、ご自分の国の AT&T アクセスコードをダイヤルし、信号音を待ってから

フリーダイヤルの番号をダイヤルしてください。 

より詳細な情報、および各国ごとのアクセスコードのリストについては、Integrity Hotline - Reporting 

Misconduct InfoPage を参照してください。 

報復の禁止 

従業員が、報復を恐れることなく、問題点や懸念事項についてオープンなコミュニケーションを行える環境を

提供することは、当社の持続的な成功にとって極めて重要です。モルガン・スタンレーは、他人の不適切な行

為について誠実に報告や苦情の申立てをした者に対して、報復行為をとることを禁止しています。 

問： 同僚の不適切な行為について報告した場合、差別的な扱いを受けるでしょうか？ 

答： 上司はそのような報告を行った者に対して報復的な行為をすることを禁じられており、また他の人による

報復的な行為から報告者を保護する役目を担っています。報復的な行為を受けていることが疑われる

場合には、人事担当者またはLCDの担当者に相談してください。 

他者に敬意を払い、尊重すること 

公正な対応 

当社の基本理念である「顧客第一」とは、顧客のみならず、監督当局、一般社会、競合他社、サプライヤーお

よびお互いに対して、公正に、透明性をもって対応する責任があることを示しています。情報操作、情報の秘

匿、秘密情報の不正利用、重要な事実に関する虚偽表示、その他の不公正な取引や行動などにより、有利

な立場に立とうとしてはいけません。多くの国において、「公正な貸付」や「公正なアクセス」に関する法律な

ど、現在の顧客や潜在的な顧客および申請者に対する差別を禁止する法律が制定されています。例として、

Global Policy on U.S. Consumer Compliance を参照してください。 

多様性および一体性 

当社は、全ての個人に対して平等な機会が保障され、敬意が払われ、尊重される職場環境の整備に取り組

んでいます。当社のポリシー上、人種、皮膚の色、宗教、年齢、性別、性同一性または性別表現、性的指向、

出身国、国籍、障害、既婚・未婚の別、妊娠（法律上認められている妊娠、出産休暇を取得したことを理由と

する違法な差別も含む）、保護されている軍歴または兵役に関する情報、遺伝情報など、法律によって保護
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されている特性を理由とする差別またはハラスメントは禁止されています。HR Policies ウェブページ上のご

自分の地域に適用される Non-Discrimination/Anti-Harassment Policyまたは Dignity at Work Policy を

参照してください。 

当社は、グローバル・リーダーとしての役割を果たす上で重要と思われるオープンで一体性のある社風を実

現するために、多様性を推進する制度を設けております。様々な背景、能力、考え方、文化的アイデンティテ

ィ、経験等を有する従業員をまとめ、サポートしていくことにより、革新的で非常に優れたアイデアを提供する

ダイナミックなビジネス環境を育成することが可能となります。詳細は、モルガン・スタンレーのウェブサイトの

Diversity & Inclusion ページを参照してください。 

社会に対する貢献 

持続可能性 

当社は、持続可能性について広い視野に立って取り組んでいます。これには、当社の活動の長期的な経済

的、環境的および社会的な影響が含まれます。当社は、顧客対応業務および当社独自の経営の双方を通じ

た統合的なアプローチを取ることにより、当社独自のスキルおよびグローバル市場の観点を活用し、環境的

および社会的な観点から検討を行い、当社が下す決定に反映させています。世界各国において持続可能な

発展と成長に責任をもつことは、当社の基本理念を直に反映するものであり、顧客、従業員、地域社会に対

してより優れたサービスを提供することにもつながります。当社は、責任あるビジネス慣行の世界基準、社内

業務の積極的な管理、投資機会の厳密な分析、および全ての取引の入念なデュー・デリジェンスを通じて持

続可能性に取り組んでいます。詳細は、モルガン・スタンレーのウェブサイトの Institute for Sustainable 

Investing ポータルを参照してください。 

環境 

当社は、当社の行うビジネス活動において、すなわち、会社、取引およびリスクの評価をどのように行うか、

顧客、ビジネス・パートナーや従業員との協力関係をどのように構築し、どのような支援・指導を行うか、当社

の業務をどのように行うか、市場開拓をどのように行うか、などについて検討するにあたって、環境への影響

を考慮しています。当社は、エネルギーや資源の利用について改善を図り、温暖化ガスの排出量を軽減し、

社内および世界各国において持続可能な社会の構築に向けた投資を行っています。詳細は、モルガン・スタ

ンレーのウェブサイトの Corporate Governance ページにある Environmental Policy Statement を参照し

てください。 

従業員は、当社の Global Environmental and Social Risk Policy に従い、全ての業務活動に伴う環境リス

クを特定、評価、管理しなければなりません。当社は、従業員が環境リスクを客観的に評価し、所定のマネジ

メントに報告するための社内手続を定めています。モルガン・スタンレーにマイナス影響を及ぼしかねない環

境および社会的リスクについて認識し、何か問題があれば、当社のポリシーおよび手続に従い連絡するよう

にして下さい。  

地域社会の発展 

資本市場は社会のあらゆるレベルに寄与しなければならないという認識のもと、当社は、地域社会にとって、

強く信頼できるパートナーとなることにコミットしています。当社は、資本市場において資金を調達し、援助が

必要な個人や地域社会のために手頃な価格の住宅を提供したり、これらの個人や地域社会の経済発展を

促進する活動を行っています。当社の米国における地域開発プログラムでは、地域社会のニーズに十分に

応じているだけではなく、地域社会への投資に継続的に資金が提供されるように設計された、収益性に優れ、

持続可能なビジネスモデルを反映した活動に取り組んでいます。国際的には、当社の社会的な経済支援の

取り組みは、マイクロファイナンス機関などの、経済的利益および社会的利益を生み出す顧客を援助してい

ます。当社は、これらの取り組みを、地域社会に持続的に影響を与える仕組みだと考えています。詳細は、

モルガン・スタンレーのウェブサイトの Institute for Sustainable Investing ポータルを参照してください。 
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人権 

当社は、人権の保護および促進に関する活動を支持し、尊重しており、社会の一員としての責任を果たして

いくことを、その使命としています。モルガン・スタンレーは、ビジネスを行っている各国において、その法令諸

規則を遵守するとともに、当社の方針、規則、基準および慣行により人権尊重の促進に努めています。 

当社は、国連総会において採択された世界人権宣言や国際労働機関の中核的労働基準に定める従業員、

サプライヤーおよびサービス提供者、顧客ならびに地域社会の人権を含むあらゆる人権の擁護、保護およ

び促進を図る方法でその業務を行うよう努めています。サプライヤーおよびサービス提供者を利用する際に

は、彼らが当社の厳格な基準およびポリシーを確実に遵守するよう求めています。顧客を対象としたビジネ

スにおいては、当社のフランチャイズ・コミッティーが、当社の取引、取引習慣、取引相手または顧客に関す

る潜在的に重大なフランチャイズ・リスク（人権問題を含む）の管理について支援を行っています。詳細は、モ

ルガン・スタンレーのウェブサイトのCorporate Governance ページにある Statement on Human Rights を

参照してください。 

地域社会への還元 

当社および当社の慈善基金の活動の中でも、特に主要な優先事項とされているのは、子供たちの健康や、

モルガン・スタンレー従業員による地域社会への参加を奨励、支援することです。当社の「還元する」という基

本理念を通じて、当社は、当社の従業員が生活し働いている地域社会との交流を深め、支援する活動を行

っています。当社は、毎年行われるグローバル・ボランティア月間や、年間を通じて行われるボランティア活

動を通してこれらの活動に取り組んでいます。当社はまた、時間、財源および専門知識をチャリティーに提供

している従業員を評価し支援しており、参加の機会を増やすために、多くのプログラムを提供しています。詳

細は、モルガン・スタンレーのウェブサイトのGiving Backページを参照してください。 

当社のビジネスの進め方 

私たちの文化および理念によって導かれる行動 

当社は最高水準の倫理的な行動を達成することを目指しています。このことは、モルガン・スタンレーの文化

の特徴であり、私たちの基本理念の表明にも現れています。私たちの行動を規律する法令や社会的な要請

に関して私たちが妥協するということはありません。私たちが倫理的な行動に取り組むということは、私たち

に適用される法令および諸規則の文言のみならずその趣旨・精神に沿った行動をするということを意味しま

す。 

上級経営陣で構成されるモルガン・スタンレーの Culture, Values and Conduct Committee （文化・理念お

よび行動委員会）は、この取組みの実現に向けた全社的な活動を監督しています。この委員会の活動には、

全社的に適用される行動規範を策定し行動計画（例として、トレーニングならびに業績および評価プロセスの

強化に関する行動計画）を監督すること、およびこれらの実施結果を検証し当社のリスク委員会および取締

役会に報告する枠組みを整備することが含まれます。 

フランチャイズ・リスクの管理 

誠実性および卓越性に関するモルガン・スタンレーの評判は当社の成功に不可欠なものです。当社は、顧客

の長期的視野に基づく最大の利益のために行動し、モルガン・スタンレーのフランチャイズを保護しながら顧

客から信頼を得ます。 

Global Franchise Risk Policy は、モルガン・スタンレーのフランチャイズにかかわる潜在的リスクの管理に

関する当社の枠組みを定めています。また、報告すべき取引、ビジネス慣行、顧客または取引相手に関する

潜在的に重大なフランチャイズ・リスクを示す「危険信号」についても、例を挙げて具体的に説明しています。 

私たちは、取引を承認または執行する前に、自らの行動が当社の評判にどのような影響を及ぼしうるのかに

ついて考え、適切な判断を行うことが重要です。詳細は、 Franchise Risk InfoPage を参照してください。 
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利益相反への対応 

当社の Global Conflicts of Interest Policy は、利益相反の発生、またはそのおそれがある業務やビジネス

慣行について定めています。このポリシーは、利益相反、および注意を払うべき種類の利益相反を識別し対

処するための枠組みを定めています。 

ビジネス上の利益相反の可能性 

潜在的な利益相反は、以下の場合を含め、様々な場面において生じることがあります。 

 顧客と他の顧客との間の利益相反（例えば、複数の顧客が同じ資産を買収したいと考えている場合） 

 顧客と当社との間の利益相反（例えば、当社が特定の顧客または取引に関して複数の役割を担って

いる場合や、当社が他の商品に比べて高い手数料や報酬を得ているために顧客にその商品を推薦ま

たは提案している場合など） 

従業員は、以下の責任を負っています。 

 現実のまたは潜在的な利益相反の存在を認識した場合には、監督当局による規制や当社の社内規

則に従って適切に行動すること 

 利益相反が発生するおそれがある場合には、適宜上司や、所属部署または所属地域の Conflicts 

Management Officer（CMO）、当社の Global Conflicts Office（GCO）または LCDの担当者にその

旨を報告すること 

また、Firm Notification, Conflict Clearance and Seat at the Table Operating Procedures には、各部門・

部署が当社のConflict Fileを通じて報告し、または承認を申請することが必要とされる活動等が定められて

います。これは、モルガン・スタンレー・グループ全体のビジネスにおいて、現在発生している利益相反および

将来発生する可能性のある利益相反取引活動を識別し、モニタリングするための重要なプロセスです。当社

の現行の規則では利益相反を解決できない場合や、特定の部門・部署、複数の部門・部署または当社全体

にとって重要となる場合には、所属部署の上司、CMO、GCOまたはLCDの担当者に速やかに報告してくだ

さい。 

個人の利益相反の可能性 

個人の利益相反は以下のような様々な状況で起こる可能性があります。 

 顧客に対して特定の証券や取引を推奨するか否かによって、自分の報酬に影響を及ぼす可能性のあ

る報酬体系やインセンティブ 

 モルガン・スタンレーが関与する会社または取引に対して個人的にまたは家族が利害を有し、利益を

得る可能性がある場合 

 モルガン・スタンレーまたはその顧客との間に利益相反を発生させる可能性がある、個人的取引、社

外活動（例えば、他社の取締役に就任すること。）または出資を行う場合 

 モルガン・スタンレーで働きながら、当社の顧客またはサプライヤーのために働くことまたは競合他社

に個人的な投資を行う場合 

当社や当社の顧客、株主のために下す判断に影響を及ぼしたり、職務上の責任の妨げになるような、またそ

のような外観を呈するような社外における投資、活動または関係は避けて下さい。当社における地位、また

は当社の財産や情報を利用して得られたビジネスの機会は、当社に帰属します。 

利益相反になる、あるいは利益相反の外観を呈する可能性がある投資、活動や関係（家族が関係するもの

も含む）については、直ちに上司、CMO、GCOまたは LCDの担当者まで連絡して下さい。社外活動を行おう

とするときは、事前に Outside Business Interests (OBI) System を通じて承認を得なければいけません。

詳細は、23ページの「社外活動」の項目を参照してください。 

詳細は、Conflicts of Interest InfoPage 上の Global Conflicts of Interest Policy を参照してください。 
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モルガン・スタンレーの他の従業員との間で個人的な金融取引をするなど、従業員同士の一定の関係も、利

益相反になる可能性があるということにも留意しなければなりません。さらに、当社ポリシーに従って、他の

従業員との特定の個人的関係についても、上司および人事担当者に開示しなければなりません。詳細は、

HR Policies ウェブページ上の Personal Relationships Between Employees を参照してください。 

問： 私の所属するチームでは、当社に運送サービスを提供する外部業者の選定プロセスを進めています。

契約先の候補となる一社が、近々行われるワールドカップのチケットをチームの数名に提供したいと申

し出てきました。この外部業者は、価格およびサービスの質に照らしても当社の契約先となる見込みが

最も高い業者です。したがって、チケットを受領することは外部業者の選定プロセスの結果に影響はあ

りませんが、私のチームがこの贈答品を受領することに何か問題はありますか？ 

答： 上記チケットを受領することは、特に当該外部業者が当社との契約の相手方となった場合、利益相反の

外観を呈することになりえます。そのため、チケットを受け取るべきではありません。贈答および接待は、

友好的な取引関係の構築に有益となりえますが、利益相反またはその外観を生じさせる場合などには

不適切なものとなります。 

贈答および接待 

贈答および接待は、友好的な取引関係の構築に役立つこともありますが、取引関係の正当性を損ない、また

は損なうように見える場合や、利益相反またはその外観を生じさせる場合などには問題となります。 

従って、以下に該当する贈答や接待は禁じられています。 

 頻度が多すぎる、またはその種類や価値が過分であるために、不適切にみえる、あるいは不適切な

義務や期待を生じさせる贈答や接待 

 従業員、顧客または顧客の代理人をして当社または顧客の利益に反する行為を行わせることを目的

としているような外観を呈する贈答や接待 

 商品やサービスの利点、または専門家の質の高さ以外の要素に基づいて取引を行っているような外

観を呈する贈答や接待 

従業員は、当社が現在ビジネス上の関係を有し、または将来ビジネス上の関係を有する可能性のあるいか

なる個人や団体（例えば、顧客やベンダー）との間でも、贈答品の授受をしてはいけません。ただし、贈答品

が各所属地域において定められている上限金額を超えない場合については認められます。接待は、顧客との

交流を深めるための機会を提供し、当社が顧客との関係を強化するために行われるものでなければいけません。

そのため、ビジネス接待を主催する場合には、当社の従業員が必ず同席していなければならず、顧客から接待を

受ける場合には主催者である顧客が同席していなければなりません。そうでない場合には、「贈答」とみなされ、贈

答の金額に関する規則が適用されます。さらに、旅費を含む贈答品および接待に関しては、所属地域または所属

部署に適用される経費に関するポリシーを遵守しなくてはなりません。 

また、政府や国際機関の職員に対する贈答や接待も、禁止または制約される、あるいは開示が必要とされる

場合があります。詳細は、本行為規範 14ページの「汚職防止」の項目を参照してください。 

顧客に代わって、またはその依頼に応じてする寄付については、事前に承認を得る必要があり、当社または

その顧客が具体的な利益を得ることを見返りに寄付をすることはできません。 

詳細は、Gifts and Entertainment InfoPage の Global Gifts, Entertainment and Charitable Giving Policy 

を参照してください。 

問： 顧客の誕生日に夕食に招待したいと考えています。その顧客を個人的な友人と考えているので、夕食代

を全額自己負担とし、モルガン・スタンレーに費用の請求を行わないつもりですが、その場合でも事前承

認を得る必要がありますか？ 

答： はい。所属地域で設定されている上限金額を超える接待費（関連する贈答品を含む。）は、事前承認を

受けなければなりません。当社のポリシーは、あなたがモルガン・スタンレーに費用を請求するか否か

にかかわらず適用されます。 

問： 顧客と一緒に行く予定でスポーツ・イベントのチケットを２枚購入したところ、顧客から配偶者を同行して
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もよいかと聞かれました。チケットは完売となっているので、顧客の配偶者が私の代わりに参加できるよ

う、チケットを２枚とも贈呈してもよいでしょうか？ 

答： 状況によります。あなたが顧客に同行しない場合は、チケットは接待ではなく贈答品とみなされ、（チケッ

トの額面金額に関わらず）「２枚」のチケットにかかった実費が、あなたの所属地域で規定されている上

限金額を超えない場合にのみ許されます。もし、顧客が政府職員等である場合には、追加の制限が適

用されることがあります。 

金融犯罪の防止 

マネー・ロンダリングの防止 

当社では、従業員がマネー・ロンダリングに参加すること、またはこれを幇助することを禁じています。また、

従業員はかかる行為を行う者から当社を守るため、以下のような義務を担っています。 

 Global Money Laundering Prevention Policy およびご自分の国・地域に関する Training 

Supplementを熟知し、マネー・ロンダリング防止(AML)措置に関する従業員の義務を知ること 

 顧客をよく知り、法令や当社の規則に基づき、顧客確認のためのあらゆる情報を集めること 

 マネー・ロンダリングまたはテロリズムへの資金供与になりうる異常または不審な行為や、非合法的な

活動に由来する資金に関与する行為（顧客、その取引や資金源に関する行為を含みます）を警戒し、

速やかに上司または AMLグループの担当者に報告すること。不審な行為を報告するために、AMLイ

ンフォメーション・ライン、またはインテグリティ・ホットラインに電話することもできます。 

たとえ意図的でなかったとしても、マネー・ロンダリングへの関与は、モルガン・スタンレーと当該従業員に対

する民事上・刑事上の処罰につながることがあります。 

詳細は、Anti-Money Laundering InfoPage を参照するか、所属地域の AML グループ担当者または AML

インフォメーション・ラインまでご連絡ください。 

問： ある行動が行われた後に疑わしい行為であることが判明した場合、その懸念を報告する義務があります

か？  

答： はい。当社のビジネスは迅速さを伴うため、一定の行為については、当該行動をとった後、またはその

後の活動との関連で、それが疑わしい行為であったことが判明する場合があります。疑わしい行為を認

識した場合は、速やかに上司またはAMLグループの担当者に報告しなければなりません。 

経済および貿易にかかる制裁措置 

当社は、指定された政府や個人（例：テロリストや麻薬密輸人）、団体、ならびに一定の国に在住する個人、

団体、さらにその国の国民やその国のために行動する個人、団体との取引やその他の経済活動を制限され

ています。 

従業員は、制裁措置の対象となる政府や個人、団体のために口座を開設すること、取引関係を構築または

維持すること、あるいは、直接または間接的な取引等を行うことを禁止されています。米国財務省の外国資

産管理局 (Office of Financial Assets Control) などが行っている経済および貿易制裁措置に関するより詳

細な情報およびモルガン・スタンレーの Global Office of Foreign Assets Control / Economic Sanctions 

Policy は、Economic Sanctions - OFAC InfoPageで確認することができます。 

問： モルガン・スタンレーは、経済および貿易制裁措置によってどのような制約を受けるでしょうか？ 

答： 一般に、経済および貿易制裁措置では以下のような行為が禁止されます。 

 制裁対象国もしくはその政府や機関が、または制裁対象国の政府が所有もしくは支配する会社が、相

手方となり、または関係する、貿易や金融取引 

http://law.sso.corpms.com/portal/cr/AML_Group_Regional_Contact_Information.pdf
http://law.sso.corpms.com/portal/cr/AML_Group_Regional_Contact_Information.pdf
http://law.sso.corpms.com/portal/cr/AML_Group_Regional_Contact_Information.pdf
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 制裁対象国に居住する個人、または制裁対象国で設立された団体・組織に口座を開設し、またはこれ

らと取引関係を持つこと 

 制裁対象国に居住または所在する個人または会社との取引、また、限られた場合ではあるものの、管

轄区域にかかわらず制裁対象国の国籍保有者との取引 

 商品の所有者、出荷先、購入地にかかわらず制裁対象国を原産地とする商品が関係する取引 

 OFACの特定国籍業者リストに掲載されている個人または会社が関係する取引 

 制裁対象国の個人または団体・組織が登録または所有する船舶が関係する取引 

ボイコット禁止法 

私たちは、米国政府が許可する場合を除き、ボイコットへの参加（他の者に参加を求める行為を含みます。）

を禁止する旨が定められている米国のボイコット禁止法を遵守しなければなりません。また、米国の法令で

は、米国以外の国でのボイコットに関する要請の報告義務を定めています。米国以外の国で発動したボイコ

ットに従ってビジネスを行ったり情報を提供したり、その他かかるボイコットに参加することは許されません。

米国以外の国でのボイコットの為に情報提供や、ある行動をとるように求められた場合は、直ちに LCDの担

当者へ報告してください。ボイコット禁止法に違反すると、刑事罰、民事罰および監督当局による制裁を受け

る可能性があります。 

詳細は、Antiboycott InfoPage 上の Global Antiboycott Policy を参照してください。 

汚職防止 

当社では、あらゆる形態の贈収賄および汚職行為を禁止しています。特に当社では、ビジネスを得るまたは

維持する等の不正または不適切に業務上の便宜をはかってもらう目的で、いかなる者に対しても、直接また

は間接的に、何らかの価値のあるものを申し出、約束、供与、あるいは他者にそれらの供与を承認すること

を禁止しています。また、当社はモルガン・スタンレーの従業員としての職務を不適切に履行するという結果

になるか、またはかかる結果になる可能性のある何らかの価値のあるものを受領すること、または受領する

ことに同意することを禁止しています。「何らかの価値のあるもの」には、食事、接待、贈答品、旅行および宿

泊費用の支払い、慈善活動または政治活動に対する寄付、謝礼金または講演料および教育または雇用の

機会の提供が含まれます。 

政府職員等と接触する際にはより高いリスクを伴います。「政府職員等」の定義は広く、これには、(1) 政府

役員、政府職員およびその政府代表者、(2) 以下のような政府機関を代理して公的な地位に基づいて行動し

ているその他の個人が含まれます。 

 政府、政府当局、政府機関および国際機関 

 政府もしくは政府機関に、全部あるいは一部、所有もしくは支配されている会社または組織（上場の有

無は問わない） 

 政党および政治家候補者 

一般的に、政府職員等または民間の顧客に対して金品の提供、接待、その他価値のあるものの提供を行う

場合には、Events and Conference System を使用して、事前に上司や所属地域の Anti-Corruption 

Group（汚職防止グループ）より事前承認を得る必要があります。特定の事前承認に関する限度額について

は、Global Anti-Corruption Policy および Global Gifts, Entertainment and Charitable Giving Policy とあ

わせ、各部署または地域に適用される経費管理に関するポリシーをご参照ください。 

モルガン・スタンレーが「ビジネス・パートナー」（以下の目的のために当社を支援する第三者）を利用するとき

は、一定の条件を満たさなければなりません。 

 新たな顧客またはビジネスの獲得 

 既存の顧客またはビジネスの維持 

 第三者が政府職員等もしくは政府機関である場合または政府職員等もしくは政府機関と関わる場合、

モルガン・スタンレーの事業目的の達成の促進 
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あっせん人（finder）、代理人、コンサルタント、ジョイント・ベンチャー・パートナーまたはその他の仲介者等の

ビジネス・パートナーを利用する場合には、事前に当社のコーポレート・セキュリティを通じて適切なデュー・

デリジェンスを実施し、Business Partner System を使用して所属地域の Anti-Corruption Groupの担当者

から承認を得なければいけません。 

同様に、潜在的な法律上、規制上およびフランチャイズに関するリスクにかかる懸念に対処するため、すべ

ての取引につき、適切な贈収賄防止のデュー・デリジェンスを行わなくてはなりません。この贈収賄防止のデ

ュー・デリジェンスで考慮すべき事項には、取引の性質、および関連する個人または機関の評判、業界およ

び地理的な所在地が含まれます。 

汚職防止法に基づき、全ての取引に関する正確な記録をモルガン・スタンレーの帳簿および取引記録に記

載しなければなりません。 

詳細は、Anti-Corruption InfoPage を参照してください。または、所属地域の Anti-Corruption Groupまでご

連絡ください。 

問： 私の顧客が、娘のモルガン・スタンレーでのインターンシップ採用を持ちかけてきました。どう対応したら

いいでしょうか？ 

答： 雇用の機会の提供は、当社に適用される贈収賄防止法において「何らかの価値のあるもの」とみなされ

る可能性があります。既存顧客、見込み顧客、政府職員等またはモルガン・スタンレーがビジネスを行

っている、または行う可能性のあるその他の第三者の口利きによる、またはそのような第三者の関係者

もしくは親密な関係のある候補者の雇用を検討する場合には、人事担当者に相談すべきです。採用の

判断は候補者の能力に基づいてなされるべきであり、全ての候補者は、通常の採用プロセスを経る必

要があります。明示的であるか黙示的であるかを問わず、ビジネスの獲得または維持の見返りとして、

または既存顧客、見込み顧客、政府職員等またはその他の第三者に不適切に影響を与える目的で候

補者を採用することは禁じられます。このような場合には、候補者の採用プロセスに不当な影響を与え

るいかなる手段をとることも禁じられます。より詳細な案内は、Global Anti-Corruption Policy を参照し

てください。 

問： Business Partner Systemを使用して事前承認を必要とする第三者の例としてはどのようなものが挙げ

られるでしょうか？ 

答： 事前承認が必要な第三者の例としては、次のような場合が挙げられます。（但し、これらに限定されるわ

けではありません。） 

 紹介を行うことまたはビジネス機会の提案を行うことにより、モルガン・スタンレーのビジネスの獲得ま

たは維持を手助けするコンサルタント 

 所属地域の許可、認可、ライセンスまたはその他の政府または監督当局による承認を得るためにモ

ルガン・スタンレーのために働くエージェント 

 政府系ファンドの役員を務めるコンサルタント 

 政府職員等から当社に推薦された地域の仲介業者 

政治献金および政治活動 

モルガン・スタンレーは、たとえ法令上認められていても、米国において企業献金は行いません。LCDおよび

Government Relations の事前の承認がない限り、政治イベントや政治献金のために、当社の人的・物的資

源を利用してはいけません。 

個人的な政治献金および政治活動 

一定の正当な政治活動や個人の資格においてなされる政治献金は、法規制上および社内規則で認められ

る範囲内においては、行うことができます。ただし、以下のような特定の制限があります。 
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 政党構成員または政治的運動に対する政治献金は、モルガン・スタンレーが新たにビジネスを請け負

うこと、またはそのような業務を引き続き請け負うことに影響を与えることを目的とする場合には、禁止

されます。 

 従業員は個人的な政治活動が法律上の制限・禁止規定を遵守したものであることを確認する責任が

あります。 

政治献金については、以下のとおり事前承認が必要です。 

事前承認の必要性 

米国の連邦、州その他の地方自治体に対する献金には重要な法律上の制限規定および禁止規定（pay-to-

play 法を含みます）が適用され、もし従業員が対象となる政党構成員、候補者または政治委員会に政治献

金を行った場合、モルガン・スタンレーは一定のビジネスを禁止される場合があります。従って、米国の連邦、

州その他の地方自治体の政治家候補者、政党構成員または政党の委員会、組織もしくは選挙管理委員会

に関連する政治献金または勧誘活動を行おうとする場合には、いかなる場合も事前に  Political 

Contribution Tracking System を通じて承認を得なければいけません。モルガン・スタンレーの Political 

Action Committee への献金については、事前承認は必要ありません。 

米国以外の国で政府機関の職員やその候補者に対する政治献金は、各国の規制を受ける可能性があり、

国や地域によっては、外資系企業による政治献金が禁止されている場合もあります。米国以外の国で政治

献金を行う場合は事前に、当該規制に遵守しているかを確認して下さい。何か質問がある場合は、LCD の

担当者またはご自分の所属地域の Anti-Corruption Groupの担当者に相談して下さい。 

詳細は、Political Contribution InfoPage を参照してください。 

問： 当社は、地元の市長候補者の政治資金獲得のためのゴルフ大会を主催をすることができますか？  

答： モルガン·スタンレーは、政治献金を行いません。また政治イベントの主催やプロモーションに関して、ま

たは候補者を支援するために、モルガン·スタンレーの名称を使ってはなりません。主催や資金提供が

政治献金とみなされるか否か疑問がある場合には、LCD にご相談ください。当社の人的・物的資源を

政治目的で利用する場合には、LCDおよび Government Relationsの事前承認を必要とします。 

問： 米国の政治的候補者の資金集めのための夕食会に出席する場合には、事前承認を得なければいけな

いのでしょうか？ 

答： はい。米国の連邦、州、その他の地方自治体の政治家候補者、政党構成員、政党の委員会、組織また

は選挙管理委員会などのために政治献金または勧誘活動を行う場合は、その都度、Political 

Contribution Tracking System を通じて事前承認を得なければいけません。夕食会への出席のように、

支払いの対価として何らかを得る場合でも、政治献金として扱われます。 

公正で自由な市場 

モルガン・スタンレーは、自由で競争的な市場の発展に寄与することを誓っています。したがって、当社の従

業員その他の関係者による相場操縦、市場もしくは証券価格に対する不正な干渉、または公正な競争に対

する阻害行為を意図した行為を、当社は固く禁じています。 

市場での不正行為 

ほぼ全ての国または地域において、市場不正行為や相場操縦（フィナンシャルベンチマークに関するものを

含む。）を禁止する法令や規則が定められています。これらの法令諸規則は、インサイダー取引、相場操縦、

虚偽または誤解を招く情報の流布、有価証券の価格または流動性を歪曲するために他の市場参加者と共

謀すること、不当に他の者を不利な立場に陥れること、未だ完了していない証券取引に関する情報を利用し

て当社の自己勘定、顧客勘定または従業員の個人勘定において有利な取引を行うことなどを禁止していま
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す。各所属部署や所属地域では、当社が事業を行う国や地域における市場不正行為や相場操縦に関する

法令と規則の遵守を確保するために、規則と手続を定めています。 

独占禁止法および競争法 

独占禁止法や競争法は、公正な競争を確保することをその目的としています。引受シンジケート団等のいく

つかの共同行為は法律上許されていますが、法律上許されない共同行為もあります。個別のガイドラインに

ついては Antitrust Policy を参照してください。自分の業務に独占禁止法または競争法が適用されるかにつ

いて質問があれば、所属部署のリスクオフィサーまたは LCDの担当者に相談してください。 

許容される活動 

Global Permissible Investments and Activities Policy は、モルガン･スタンレーが行う一定の投資や活動

に適用される米国連邦法上の規制を記載しています。このポリシーは、米国の銀行の有価証券についてポ

ジションを取ること、自己勘定投資を行うこと、モルガン・スタンレーの私募投資ファンドを通じて投資を行うこ

と、一定の商品または不動産関連取引に従事することなどの、一定の投資を行ったり、一定の取引行為に従

事する前に、LCDの担当者に連絡しなくてはならない場合の基準を定めています。 

消費者保護の義務 

モルガン・スタンレーは、適用ある米国の消費者保護に関する法律上および規制上の義務、さらにその他の

法域における同様の要件（公正な貸付に関する法令諸規則の遵守、不公正、虚偽的若しくは虐待的な行為

または慣行の禁止ならびに顧客の個人情報および秘密情報の保護を含みます）を遵守することに全力で取

り組んでいます。詳細は、Global Policy on U.S. Consumer Compliance を参照してください。 

抱き合わせ取引 

多くの国では、顧客に商品やサービスを提供する際に、 追加の商品やサービスを購入すること、若しくはこ

れらを提供すること、または競合他社から商品やサービスの提供を受けないことを条件とする、いわゆる「抱

き合わせ」取引を禁じています。抱き合わせ取引に該当するとみなされる可能性がある取引については、

LCDの担当者にご相談ください。詳細は、Anti-Tying Policy を参照して下さい。 

法令上および監督規制上の責任 

当局による監督および規制 

モルガン・スタンレーは、金融持株会社として連邦準備銀行の包括的な監督、規制に服します。モルガン・ス

タンレー・グループの米国内の銀行は通貨監督局（Office of the Comptroller of the Currency）の規制下に

あります。モルガン・スタンレーは、モルガン・スタンレーの活動およびその米国内の銀行の活動の安全性お

よび健全性に関連する規制上の要件を満たすポリシーおよび手続を採用しています。詳細は、Financial 

Holding Company InfoPage を参照してください。 

モルガン・スタンレーは、業務を行う国や地域の法令諸規則の適用を受けます。また、当社は取引所や自主

規制団体の会員となっています。米国の証券取引委員会、英国の健全性規制機構および金融行為監督機

構、香港の証券先物委員会、日本の金融庁を含む規制当局は、取引や販売方法、証拠金および資本金、決

済要件を管理するための規則を定めています。 

したがって、各従業員は、自分または自分の業務に適用される全ての法令諸規則を理解し、遵守しなければ

いけません。法令・諸規則の文言を遵守することのみならず、あなたの行動が法の趣旨に沿ったものである

かを考え、最高水準の倫理行動規範に従って行動することが求められています。 
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自分および自分の担当業務に適用される法令について質問がある場合には、LCD の担当者に相談してくだ

さい。 

クロスボーダー・ビジネス 

自分の業務が、自国または所属地域以外の顧客と関係する場合、自国の法令だけでなく、顧客の居住する

国または地域の法令も従業員およびモルガン・スタンレーに適用されることがあります。場合によっては、た

とえ国外に居住していても、自分が市民権や国籍を有する国の法令が適用されることもあります。自国また

は所属地域以外の顧客に対して商品の提案、訪問その他の勧誘活動を行う場合には、当該顧客の所在す

る国や地域において業務を行うために必要な許認可等を自分およびモルガン・スタンレーが保有しているか、

また、そこで行う活動に適用される法令等を十分理解しているかについて、あらかじめ確認するようにして下

さい。クロスボーダー･ビジネスに関する質問がある場合は、業務を行う前に LCD の担当者に問い合わせて

ください。 

従業員の登録および研修 

多くの国または地域では、金融サービス業のうち、一定の業務に従事する者は、資格を取得し、研修などを

受ける必要があります。従業員には、自分や部下がその担当業務を行うに際して必要な資格を取得し、資格

要件を満たしていることを確認する責任があります。登録および研修要件について質問がある場合は、所属

地域の LCD の Registration Group へお問い合わせ下さい。詳細は、Registration and Licensing 

InfoPage を参照してください。 

正確な帳簿および記録の保持 

当社は、その業務活動に関して、法律に従い、ビジネス上のニーズと整合性のとれた正確な帳簿および取引

記録を保持し、当社の帳簿および取引記録が全ての重要な点において正確かつ完全であるよう万全を尽く

す義務があります。当社は、当社に適用される記録保持義務を遵守し、法令上の義務や当局からの要求に

応じて、速やかに必要な文書を準備できるようにするためのポリシーおよび手続を定めています。自分の業

務および役職に適用される記録保持に関する手続をよく理解してください。自分が管理に責任を負う記録に

ついては、速やかにアクセスすることができるように整理しておき、所定の期間はその記録を保管しなければ

なりません。法律上、またはビジネス上不要となった記録は、当社のポリシーおよび手続に従って、消去・破

棄しなければいけません。詳細は、Global Records and Information Management Policy または

Information Lifecycle Management InfoPage を参照してください。 

協力 

当社は、監督当局と率直、生産的かつ積極的な関係を築いています。その一環として、重要な経営計画や

活動について、適宜、関係当局に情報を提供することも行っています。 

当社に関係する訴訟、社内調査または政府機関、監督当局、行政機関による調査、検証または検査が行わ

れている間、従業員は、情報（文書、証言、供述などを含む）を提供し、または LCDの担当者、社外弁護士、

監査役、またはその他の当局関係者と面会するよう当社から求められることがあります。かかる要請を受け

た場合には、全面的に協力し、偽りのない正確かつ完全な情報を提供しなければなりません。当社は、これ

らの機関に対して、または召喚状や開示請求に応じて、従業員に関する情報を提供することがあります。 

政府機関、監督当局、行政機関および関係者とのコミュニケーション 

司法当局、監督当局および政府機関との間の当社のやりとりについては、以下のとおり対応してください。

LCD、Global Regulatory Relations Groupまたは Government Relationsと連携することなく、当社を代表

してこれらの当局と接触（規制の改正案その他の事項に関する監督当局へのコメントの提供を含む）しては
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いけません。当社からの反応を求める事項について直接外部から接触を受けた場合には、速やかに、状況

に応じ LCD、Global Regulatory Relations Groupまたは Government Relationsに連絡して下さい。 

LCD は、一般的に、司法当局および監督当局あるいは裁判の当事者となっている私人・私的団体の弁護士

との間の、訴訟、召喚状、調査、照会や要請に関する当社のやりとりについて対応しています。 

 従業員は、召喚状、監督当局および政府機関からの監督規制上の照会、訴訟関連文書およびその他

の法的文書はすべて LCDに転送しなければならず、またこれらの監督当局および政府機関または外

部弁護士からの照会についてはすべて LCDに連絡しなければなりません。 

Global Regulatory Relations Groupは、当社の監督当局の活動に特化した対応および監督をしています。 

 従業員は、監督規制上の検証・照会・検査に関する通知および継続的審査の要請など、規制機関の

監督上の活動に関する当社と監督当局との間の実質的なやりとりまたは連絡を、Global Regulatory 

Relations Groupに速やかに連絡しなければなりません。 

Government Relations は、政府および立法機関との対話を含む、世界中の金融監督規制に関する政策分

野での活動に関与しています。 

 従業員は、当社を代表して、あるいは当社業務に関する事項、または当社に影響を与える法令に関し

て、政府または議員（例えば、行政機関の職員、米国連邦議会、英国国会、EU 議会の議員やこれら

に相当する州その他の地方自治体の役人、およびその関係者や委員会メンバー）に接触する場合に

は、Government Relationsの事前承認を得て下さい。 

上記にかかわらず、以下の場合には、それがモルガン・スタンレーを代表して行われる場合を除き、政府機

関、監督当局または政府機関職員と直接連絡をとることができます – (1) 公正な雇用に関する法律等の違

反の場合、(2) 法令違反、規則違反その他の不正行為のおそれについて報告する権利が定められている法

律に従う場合。 

問： 監督当局または外部の弁護士が、モルガン・スタンレーまたは私の職務（モルガン・スタンレーでのもの

かどうかを問わない）に関する潜在的な紛争事案または監督規制上の事項について連絡をしてきた場

合、私はどのように対応すべきですか？ 

答： 現実に生じたもしくは潜在的な紛争、召喚状、監督規制上の調査または質問・要請に関するすべてのや

りとりについては、速やかに LCD に連絡する必要があります。詳細は、Receipt of Legal Documents 

InfoPageを参照するか、LCDの担当者に照会してください。 

従業員は、監督規制上の検証・照会・検査の通知および継続的審査の要請など当社の規制機関の監

督上の活動に関するやりとりはすべて、速やかに Global Regulatory Relations Group に連絡する必

要があります。詳細は、Global Regulatory Relations InfoPage を参照し、質問がある場合には LCD

の担当者に照会してください。 

訴訟等に関連する情報の保存 (Legal Holds) 

私たちは、訴訟、調査および監督当局による手続や行政手続に関連して、物理的な媒体、電子的な媒体か

を問わず、情報、文書またはその他の資料を保存するよう求められる場合があります。 

モルガン・スタンレーがこのような情報保存義務を負う場合、LCD は、直ちに関連する従業員に通知します。

訴訟、調査または監査当局による手続や行政手続に関して、情報、文書または資料の保存が必要である旨

の通知を LCD から受けた場合は、それに従うべく、あらゆる措置を講じなければなりません。従業員は、訴

訟、調査または監督当局による手続や行政手続が提起、開始されるおそれがあることを知った場合には、直

ちに LCDの担当者に報告して下さい。 
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秘密情報の保護 

秘密情報の定義 

「秘密情報」とは、従業員がモルガン・スタンレーで勤務する過程において創作し、作成し、受領し、利用し、

または知る情報をいいます。秘密情報には、当社、従業員もしくは顧客、または当社が関係を有するその他

の第三者についての情報であって、秘密として保持されることが求められている公でない情報が含まれます。

秘密情報は、紛失または許可なく開示もしくはアクセスした場合に、モルガン・スタンレーまたはその顧客に

対して法的もしくはビジネス上の損害を与えまたは評判を傷つけることとなる機密性の高い情報です。当社

の保有する情報の大部分は秘密情報であることに注意してください。具体的な例として、顧客の身元、取引

情報、有価証券の保有、合併、買収、事業分割や公開買付けの計画、顧客や従業員の個人情報（ソーシャ

ル・セキュリティー・ナンバーなど）が挙げられます。 

秘密情報の保護義務 

従業員は、全ての秘密情報をその形態にかかわらず、作成時または受領時から適正に破棄されるまでの間、

保護しなければいけません。従って、例えば以下のような点に留意してください。 

 業務を遂行するために必要で、かつ閲覧を許可された秘密情報にのみアクセスする 

 第三者に聞こえるおそれのある公共の場や、第三者がいる場所で秘密情報を見せたり、読んだり、秘
密情報について話したりしてはならない 

 秘密情報および社外秘の情報を社外（自分の個人メールアドレスを含む）に送ってはならない 

 承認されていないファイル保管サービスまたは外部記録機器上に秘密情報を保存したり、またはこれ
によって社内から秘密情報を持ち去ったりしてはならない 

 秘密情報に関するコミュニケーションは、業務上その秘密情報を知る正当な理由がある従業員、およ
び指定された代理業者（弁護士や外部監査人など）のみに行う 

従業員は、秘密情報の受領、適正な利用および取扱いに関する当社のポリシーに加え、顧客やその他の関

係者または当社との間で締結した秘密情報に関する書面によるあらゆる契約を遵守しなければいけません。 

詳細は、 Global Confidential and Material Non-Public Information Policy を参照してください。 

問： 私は来週休暇予定です。電話会議に参加しなければならない場合に備え、自分の私用メールアカウント

に取引に関する文書を数件送信したいのですが、可能でしょうか？ 

答： 送信することはできません。私用のメールアカウントに秘密文書を送信することは禁止されています。オ

フィスにいない間に情報にアクセスする必要がある場合は、リモート・アクセスを通じてファイルにアクセ

スする、または必要な情報を確認するようにして下さい。  

従業員は、退職後も引き続き当社の秘密情報を保護する義務を負い、退職する際には、自ら占有している

全ての秘密情報を当社に返還しなければいけません。当社から要請があった場合には、秘密情報にかかる

義務を引き続き遵守する旨の誓約書に署名しなければなりません。 

また、従業員は、モルガン・スタンレーおよび以前勤めていた雇用主の合意がない限り、以前勤めていた会

社や雇用主に関する秘密情報を当社に持ち込んではいけません。 

問： 先日モルガン・スタンレーに入社したばかりです。前職で入手または作成した秘密情報をモルガン・スタ

ンレーに持ち込んでもよいでしょうか。 

答： いいえ、いけません。そのような行為は、秘密情報に関する当社の社内規則および手続、本行為規範な

らびに以前の勤務先に対する義務に違反し、また法令違反となる可能性もあります。当社の従業員が

モルガン・スタンレーの秘密情報を保護する義務があるのと同じように、あなたは以前の勤務先の秘密

情報を保護する義務があります。同じように、あなたとモルガン・スタンレーとの雇用関係が終了した場

合も、当社の秘密情報を持ち出したり、利用または漏えいしたりしてはいけません。 
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情報セキュリティーに関する事故の報告 

当社のIncident Response Team（「iRespond」）は、当社の従業員または顧客に関する情報の紛失、盗難、

第三者による不正入手（例えば、従業員による権限外の情報へのアクセス、携帯端末の紛失、電子メール、

ファックス、コミュニケーション文書の誤送信）につながる可能性のある事例について管理しています。当該情

報に関する事態が発生した疑いがある場合や発生したことが確認された場合には、ブラウザに iRespond と

入力し、直ちにiRespondチームに報告して下さい。 

詳細は、Global Information Security Program Policy を参照してください。 

問： 誤って、ファイルを顧客にEメールで送信してしまったのですが、その後そのファイルには別の顧客に関

する情報が含まれていることに気づきました。そのメールの受信者はそのEメールと添付のスプレッドシ

ートを削除したと確認していますが、私は何かするべきでしょうか？ 

答: はい。当社には開示をする義務や、顧客を守るためにその他の措置を取る場合もあるため、iRespondと

ブラウザに入力し、iRespondチームに事故について直ちに報告しなければなりません。 

問： SharePoint上のあるフォルダにアクセス権を付与されたところ、当該フォルダには私の業務範囲外の顧

客に関する秘密情報が含まれていました。私はどのように対応すべきですか？ 

答: 直ちに関連するSharePointのサイトの管理者にあなたの上記フォルダへのアクセス権を削除するよう連

絡してください。また、iRespondとブラウザに入力し、iRespondチームに事故について報告しなければ

なりません。 

プライバシーおよびデータ保護 

当社における秘密情報の取扱いに沿って、当社は個人情報（PII）の尊重および保護に取り組んでいます。当

社のInformation Sensitivity Classification にて定義されているとおり、PIIとは、個人（例えば、顧客や従業

員）を特定するまたは個人に関連するあらゆる情報をいいます。 

当社の従業員は、当社の顧客、ビジネス・パートナーおよび従業員から得られるまたはこれらの者に関する

個人情報を尊重し保護することにつき積極的な役割を果たす必要があります。すべてのPIIは、当社の

Privacy and Data Protection Policies （LCD Portalで参照可能です）に沿ってのみ取り扱われなければなり

ません。 

重要な非公開情報 

重要な非公開情報に基づく取引の禁止 

ある金融商品についての重要な非公開情報（MNPI）を保有している間に、関連する有価証券およびその他

の金融商品の取引を行うこと、ならびに他の者にそのような取引や商品を推奨することは、どのような場合で

あっても、絶対に行ってはいけません。 

MNPI は、内部情報と呼ばれる場合もありますが、これは秘密情報の一種であり、有価証券もしくはその他

金融商品の価格に重大な影響を及ぼす可能性のある全ての非公開情報、または合理的な投資家が投資判

断を行う上で重要と考えるであろう全ての非公開情報が含まれます。非公開情報が MNPIであるかどうかの

判断は難しい場合があります。ある情報が MNPI であるかどうか明確でない場合には、LCD の担当者に相

談して下さい。 

詳細は、Information Barriers – Control Group InfoPage 上の Global Confidential and Material Non-

Public Information Policyを参照してください。 
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情報隔壁 

MNPIの不正使用を防ぎ、実際の利益相反および利益相反と受け止められるような状況を避けるため、当社

では情報隔壁と呼ばれる規則や手続を定めています。情報隔壁は、日常業務の過程で MNPI を受領するプ

ライベート・サイドの従業員を、公募証券市場に関する業務を日常的に行っているパブリック・サイドの従業

員から隔離するものです。 

 プライベート・サイドの従業員には、 Investment Banking、Merchant Banking、Real Estate 

Investingおよび Global Capital Marketsが含まれます。 

 パブリック・サイドの従業員には、リサーチ、セールス、トレーディング、ウェルス・マネジメントおよびト

ラディショナル・アセット・マネージメントの従業員が含まれます。 

当社の Control Group が管理する情報隔壁により、当社のプライベート・サイドの従業員が、関連する発行

体や有価証券に関する MNPIを保有している場合であっても、パブリック・サイドの従業員が引き続き取引す

ることが可能となります。 

プライベート・サイドの従業員は、コンプライアンス本部のコントロール・グループの Wall Crossing Page、 

Global Information Barrier and Wall Crossing Reference Guide、Global Confidential and Material 

Non-Public Information Policy および所属部署または所属地域のポリシーに基づき行う場合を除き、MNPI

をパブリック・サイドの従業員に伝えてはいけません。これらの規則には、プライベート・サイドの従業員がパ

ブリック・サイドの従業員に当該情報を連絡する事を認められる（「ウォール・クロッシング」という）限定的な状

況および条件を定めています。 

また、これらの規則には、調査統括本部の従業員と投資銀行本部または資本市場統括本部の従業員との

間のコミュニケーションに関するシャペロン（chaperoning）または、ゲート・キーピング（gatekeeping）手続に

ついて定めています。Above the Wallの従業員とは、Firm Operating Committeeのメンバー、LCD、さらに

はウォール・クロッシングの手続をせずにプライベート・サイドの情報にアクセスできるその他の特定の従業

員を意味します。とはいえ、プライベート・サイドの従業員が Above the Wallの従業員またはその他のプライ

ベート・サイドの従業員に MNPIを伝えることができるのは、｢知る必要がある｣場合に限られます。 

情報隔壁について、またはプライベート・サイド、パブリック・サイド、Above the Wall の従業員としての自分

の立場について質問がある場合には、コントロール・グループの Information Barrier ページを参照するか、

LCDの担当者に相談して下さい。 

制限銘柄リスト (Restricted List) 

当社では制限銘柄リストを保有しています。これは、情報隔壁の実効性を監視し、法令の遵守を確保するた

めのものです。発行体は、様々な理由で制限銘柄リストに掲載されますが、当社が、公表されている合併案

におけるファイナンシャル・アドバイザーである場合、もしくは当該発行体の有価証券の引受けまたは私募の

取扱いをすることが公表されている場合もこれに含まれます。また、所属部署によっては、特別な目的のた

めの制限銘柄リストが設けられています。制限銘柄リストは、社外の者に開示してはいけません。 

制限銘柄リストに掲載されている発行体の有価証券の自己勘定取引、従業員取引、顧客への取引の勧誘

は、一般的に制限または禁止されています。さらに、発行体が制限銘柄リストに掲載されると、通常、当該発

行体の有価証券に関するモルガン・スタンレーのリサーチを配布・再発行したり、顧客に伝えたりすることは

できなくなります。禁止の種類や程度は、取引や当社の関与の性質によって異なるため、質問がある場合に

は、コントロール・グループに相談して下さい。 
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コントロール・グループへの報告 

MNPIを受領したと思った時は、直ちにコントロール・グループに報告して下さい。さらに、プライベート・サイド

の従業員には、取引の各段階における様々な事項、例えば、モルガン・スタンレーの正式な選任、公開買付

の発表、クローズ日などについて、逐次コントロール・グループに報告する責任があります。 

問：顧客と会話をした際に、MNPIを入手してしまった可能性があります。どうすればいいでしょうか？ 

答：MNPI と解釈されうる情報を受領したと考えた場合は、当該会社または関連する会社の証券またはその

他の金融商品の取引を行ってはならず、第三者に取引を行うよう助言してもいけません。また、そのよう

な事態が発生した場合には、直ちにコントロール・グループに報告し、同グループが当該情報に関して

どのような対応をとるべきか判断します。いかなる場合であっても、コントロール・グループ以外の者に

当該情報を伝えてはいけません。 

従業員の活動 

社外活動 

従業員が、モルガン・スタンレーのビジネス上の利益と矛盾する社外活動に従事した場合または投資を行っ

た場合には、利益相反が生じることがあります。従業員としての業務遂行に支障が出たり、モルガン・スタン

レーの業務が制限される可能性のある事態は避けるようにして下さい。社外活動（以下の「社外事業活動」、

「非公開会社・持分への投資」または「他社の役員への就任」が含まれます）を行おうとするときは、事前に 

Outside Business Interests (OBI) System を通じて承認を得なければいけません。モルガン·スタンレーが

当社のビジネス上の利益と相反する可能性があると判断する社外活動は、承認されません。詳細は、

Outside Activities InfoPage 上の Global Outside Activities Policy を参照してください。 

社外事業活動 – 報酬の有無を問わずモルガン・スタンレー以外のビジネスに従事することであり、以下のも

のを含む。 

 他の個人または団体に雇用される、またはコンサルタントに就くこと。 

 事業活動の対価として他の個人または団体から報酬を受け取ること（家業の場合を含む。）  

 記事やスピーチなど社外の活動の対価を受取ること。 

 選挙または指名により政治的な役職または官職に就くこと。 

非公開会社・持分への投資 – 従業員またはその配偶者やドメスティック・パートナーによる積極的あるいは

受動的な投資。例えば、ヘッジファンド、不動産、リミテッド・パートナーシップまたは非公開会社への投資。 

他社の取締役への就任 – 公開会社またはその関連会社の取締役への就任（原則禁止）、および非公開会

社、非営利団体、慈善団体またはパートナーシップの役員への就任。 

問： 顧客がレストランを開店しようとしており、資金を必要としています。顧客はリミテッド・パートナーシップを

設立し、私にパッシブな投資家になるよう依頼してきました。私は顧客を助けたいと思っていますが投資

を行うことができますか？ 

答： いいえ。従業員はその顧客が経営権を有する法人に対して投資を行うことは認められていません。ヘッ

ジファンド、リミテッド・パートナーシップ、私募証券または非公開会社に対する出資などの個人的な投資

は、潜在的な利益相反がない場合には、事前のレビューならびに上司およびLCD双方による承認を受

けることにより行うことが許可されます。 

問： 以前、私は大学の理事会のメンバーであることを会社に対して開示しましたが、この度、投資委員会に

加わるよう依頼されました。すでに理事会のメンバーとなることが承認されていますし、追加される職務

について報酬は受け取らない予定ですが、依頼に応じる前に何かすべきことはありますか？ 

答： 現在のOBIの内容に重要な変更がある場合は、OBI System を通じて開示し、承認を受ける必要があり
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ます。投資に関連する活動は、それが無報酬または慈善に関連するものであっても、事前承認が必要

であり、かつ米国でライセンス登録されている者は、Form U4により当該活動を開示する必要のある場

合があります。 

モルガン・スタンレーは、当社の依頼により行う社外活動についても開示するよう求めています。これに

は、取締役会のメンバーであること、決済機関・取引所および預託機関との関係、取引機関および取引

協会の委員会の委員であることまたはその他類似する役割が含まれます。 

従業員取引および投資 

個人的な取引および投資の制限 

従業員の個人的な取引および投資により、法律上、ビジネス上または、倫理上の利益相反を生じさせたり、

不正であるかのような外観を呈する状況をもたらしてはいけません。取引や投資を行うにあたり、事前に当

該取引によってモルガン・スタンレーまたは当社の顧客との間に利益相反が生じる、または利益相反が生じ

ているかのような外観を呈していないかどうか考慮して下さい。 

従業員は、執行前の取引に関する情報を、その情報が公開される前に、従業員個人または第三者の勘定に

おいて有利な取引を行うために利用することを禁じられています。また、顧客またはビジネス・ユニットが実行

したまたは実行しようとする取引と同じ取引になるような個人取引（例えば、顧客の取引に便乗して取引する

（piggybacking）こと）を行ってはいけません。 

詳細は、Employee Trading and Investing InfoPage を参照してください。 

問： 私の配偶者は他の金融機関に勤務しており、私の証券取引口座もその勤務先である他の金融機関で

保有しなければならないことになっています。どうしたらよいでしょうか？ 

答： OBI Systemにその社外証券取引口座を開示してください。担当マネージャーおよび LCDは、配偶者の

勤務先において証券取引口座を開設することを例外的に認めるかどうかを判断します。認められた場

合には、当該証券取引口座の計算書や明細書を LCD および担当マネージャーに提出し、その審査を

受けなければいけません。 

従業員証券取引口座 

従業員証券取引口座とは以下のものをいいます。 

 証券取引の執行が可能な口座 (証券取引の口座として利用されているか否かにかかわらず) 

 従業員が経済的利害関係を有するものまたは直接的、間接的に投資判断を行う、もしくは投資判断に

影響を与えることができるもの 

従業員の証券取引口座には、その配偶者、ドメスティック・パートナー、扶養家族のほか、従業員・その配偶

者・ドメスティック・パートナーが多額の経済的支援を行っているその他の人物が保有する口座も含まれます。 

従業員は、（各国の法律に従って）一般的に全ての従業員証券取引口座をモルガン・スタンレーに開設し、所

属する地域において維持しなければいけません。本規則に関する例外は、従業員取引を監督する者として

所属部署・部門において担当マネージャーおよび LCD が、事前に書面によって承認をした場合にのみ認め

られます。新たな社外証券口座を開く、または既存の社外の証券口座を維持するための例外的な取扱いに

ついて承認が必要な場合には、OBI System を通じて承認申請をして下さい。従業員は、社外の証券口座を

開示し、定期的に要請のある度に、その開示内容が正確かつ完全であることを確認しなければいけません。 

モルガン・スタンレー発行の有価証券の取引 

モルガン・スタンレー発行の有価証券の取引は制限されます。モルガン・スタンレーに関する重要な非公開

情報（MNPI）を保有している間は、モルガン・スタンレー発行の有価証券を取引してはいけません。モルガ

ン・スタンレー発行の有価証券は当社のイントラネット Morgan Stanley Today に掲載されている一定の期
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間（Window Period）および上司の許可を得た場合のみ、取引することができます。モルガン・スタンレー発

行の有価証券に関する保有期間が適用されることがあります。モルガン・スタンレー発行の有価証券には、

モルガン･スタンレーにより発行された、普通株、優先株および債券等の全ての有価証券を含みます。ただし、

株式連動型またはクレジット連動型の証券は含まれません。また、モルガン・スタンレー発行の有価証券に

関する空売りを行うこともできません。執行役員以外の従業員は、譲渡可能な（制限されていない）モルガン・

スタンレー発行の有価証券について、Window Period の間、保有するポジションをヘッジするため、カバー

ド・コールを売り、プロテクティブ・プットを購入することができます。 

特別な制限 

従業員は、Global Employee Trading and Investing Policy および所属部署または所属地域の従業員取引

に関するポリシーを遵守しなければいけません。これらの規則には、以下の事項が定められています。 

 一定の種類の投資について必要とされる事前承認 

 購入した証券の保有期間 

 一定の種類の口座の保有に関する制限、または一定の種類の取引または投資に関する制限 

詳細は、Employee Trading and Investing InfoPage を確認してください。 

従業員個人に対する貸付および個人による借入れ 

従業員は、モルガン・スタンレーの従業員としての立場を利用して、割引、有利な貸付条件、債務の保証、出

資の機会やその他類似の取扱いまたは便益を受けたり、それらを要求してはいけません。ただし、個人では

なく、一定のグループに対して、営業活動の一環として同じ条件が提示される場合（例えば、一定の勤務地

で働くモルガン・スタンレーの全従業員に対して、または、モルガン・スタンレーが事務所を構えているビル内

の全テナントに対して、銀行業務の割引サービスの提供の申し出があった場合など）を除きます。モルガン・

スタンレーとの取引において有利な取り計らいを受けることを目的としている場合や、そのように見える場合

には、上記のような便益を受けてはいけません。 

モルガン・スタンレーがその取締役、執行役員または重要な株主に対して行う融資は、ある一定の限定され

た場合を除き、認められません。特に、Morgan Stanley Bank, N.A. および Morgan Stanley Private Bank, 

National Association のための Insider Lending Policies は、モルガン・スタンレーの米国銀行子会社が、

当該銀行および関連会社の「内部者」ならびにそのような内部者の利害関係人へ融資を行うことを制限して

います。詳細については LCDの Bank Compliance Groupに問い合わせてください。 

報告 

報告を要する可能性のある事項に関与した場合またはそれらに気付いた場合には、直属の上司および

LCDの担当者に速やかに報告して下さい。これには、例えば、次のようなものが含まれます。 

 刑事事件で逮捕、告訴、起訴され、またはその他の刑事事件の対象者とされたとき（罪状認否を行う

場合、有罪宣告を受ける場合、または事件に関し和解することとなる場合を含む）（軽微な交通違反を

除く） 

 監督当局、自主規制機関または専門家団体による照会、調査または手続に関与することとなるとき

（これらの機関による事実認定、制裁金、罰則、行政措置または有罪判決の対象となった場合を含む） 

 モルガン・スタンレーまたは（モルガン・スタンレーもしくはその他における従業員としての）従業員自身

に関して、民事訴訟または民事上の仲裁に関与することとなるとき 

 従業員が業務活動に関連してその従業員による不正行為や業務過誤に関する調査の対象となったと

き  

 裁判、負債命令、破産手続の対象となるときまたは債務の支払いに関して債権者と和解するとき 
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 政府機関、監督当局、自主規制機関、行政機関、苦情申立人、原告、外部の弁護士などから召喚状、

照会または請求を受け取った場合で、当社が関係するか、または関係する可能性があるとき 

 当社に関する事項や当社の業務に関連して、訴えを提起し、または監督当局に対する任意の届出等

を行おうとするとき（モルガン・スタンレーとの雇用関係に関するものを除く） 

 当社の業務に関して顧客その他の第三者から苦情を受け取ったとき（口頭、書面によるかを問わない） 

また、従業員が支配する企業が上記に該当する場合も、速やかにその旨を直属の上司および LCD の担当

者に連絡しなければなりません。 

上記の事項や報告を要すると思われるその他の事項に関する行為は、直属の上司および LCDの担当者に

連絡する前に取ってはいけません。ご自分の所属する地域の規則や手続に関する追加的な事項は、

Registration and Licensing InfoPage を参照してください。一定の登録や資格を有する従業員には、追加

の報告義務がある場合があります。 

当社の利益を保護すること 

当社の資産 

モルガン・スタンレーのシステムおよび電子的コミュニケーション 

モルガン・スタンレーのシステムは、当社が所有するかまたは当社がアクセス可能なテクノロジー（口頭およ

び電子的なメッセージングおよびコミュニケーション、情報処理、通信、保存およびアクセス、ならびにリモー

ト・アクセスを容易にするシステムを含みます）であると広範に定義されています。モルガン・スタンレーのシ

ステムは、モルガン・スタンレーに関する業務、および合理的な範囲内での私的目的にのみ使用することが

認められています。従業員は、当社の業務について通信するにあたって、 firm-approved messaging 

systems（当社の承認を受けたメッセージング・システム）として列挙されているインターネット・サイトおよび第

三者のシステムのみを利用するようにして下さい。 

社外または社内の者との間で電子的方法によってコミュニケーションをとろうとする場合には、外部とのコミュ

ニケーションに関する当社の一般的な基準に従い、その文体および内容が当社のプロフェッショナルリズム

および誠実性の基準に合致するようにして下さい。すべての電子的コミュニケーションのやり取りは、正しい

受信者が宛先となっているか、また必要以上に広範囲の受信者に送信されないかについて確認するため、

慎重に見直しをしなければなりません。 

従業員が当社のシステムを通じて送受信した情報は、モルガン・スタンレーに帰属します。従業員は、モルガ

ン・スタンレーのシステムにアクセスすること、またはシステムを使用することにより、モルガン・スタンレーが、

インターネット利用履歴、電子メールなどを含むあらゆるファイルやデータにアクセスし、これらを監視するこ

とに同意することになります（当社に適用される法令の定めに従います）。モルガン・スタンレーは、電子メー

ル、インスタントメッセージ、ボイスメール、第三者のシステム、封書、小包、「受取人以外開封厳禁」と記され

たメッセージを含む、業務中および当社システムを使用中に送受信した全ての書面による通信、あるいは電

子コミュニケーションを監視し、審査することができます（当社に適用される法令の定めに従います）。私的な

コミュニケーションの内容を当社に審査されることを望まない場合には、当社のシステムを私的に利用するべ

きではありません。 

さらに、モルガン・スタンレーでは、法令上必要な場合、あるいは業務上必要な場合には、電話での会話を録

音します。詳細は、Global Voice Recording Policy を参照してください。 

モルガン・スタンレーは、電子コミュニケーション（従業員のパソコンや携帯型機器から消去されたものを含

む。）を保存するほか、電子コミュニケーションを監督当局や訴訟手続および社内調査などにおいて開示する

場合があります。 
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詳 細 は 、 Global Internet and Electronic Communication Usage Policy 、 Use of Electronic 

Communications in the Workplace Compliance Notice 、 Global Electronic Communications 

Supervision Policy、Global Monitoring Notice およびGlobal Information Security Program Policy を参

照してください。 

問： なぜ、モルガン・スタンレーはソーシャル・ネットワーキング・サイトへのアクセスを制限しているのでしょう

か？ 

答： モルガン・スタンレーは当社の規制上要件に基づき、メッセージングやコミュニケーションが監視および保

存可能なウェブサイトのみへのアクセスを提供しています。モルガン・スタンレーは当社の承認を受けた

メッセージング・システムのリストに載っているもので、適切なサポートテクノロジーが導入されている場

合を除きメッセージング機能のあるウェブサイトへのアクセスを制限しています。所属部署によっては、

追加的な制限や要件がある場合があります。 

知的財産 

モルガン・スタンレーは、原則として、従業員が当社に雇用されている間に作成、アップデートまたは保持した

知的財産に関する全ての権利を有し、従業員に Responsibilities with Respect to Intellectual Property の

ガイドラインを遵守するよう義務付けています。また、本行為規範への同意は、附属する Proprietary Rights 

Supplement への同意を意味するものです。当該附属規程の条項は、当社と各従業員との間の契約上の権

利義務を構成するものです。 

社会一般とのコミュニケーション 

情報の公開 

当社は、法律により、完全かつ正確な情報を投資家一般に対して提供することが義務づけられています。一

般（当社の監督当局を含む）に公表する資料の作成に関与した場合、情報が正確で完全なものであることを

確保しなければいけません。特に、シニア・ファイナンシャル・オフィサーやエグゼクティブ・オフィサーは、当

社が情報の公開（監督当局に対して提出する書類を含む）を行う際は、その情報の正確性、完全性、公正性

を確保し、適時にかつ分かりやすい形で行われるよう努めなければいけません。 

情報の公開に適用される内容に関する基準、および上司による承認要件については、所属部署または所属

地域の規則を参照してください。重大な間違いや誤解を招く可能性のある公表資料を見つけた場合は、直ち

に上司または LCDの担当者に報告して下さい。 

社内におけるコミュニケーション 

モルガン・スタンレーは、当社のビジネスに関連する事項について、皆さんに情報を提供することを約束しま

す。これには、組織変更や新しいポリシーに関する情報、推奨されるベスト・プラクティスについての情報など

も含まれます。これらの情報は社外秘で、本行為規範および当社の社内規則に規定する秘密情報に関する

規制が適用されます。上司または経営陣から社外に開示してもよいとの具体的な許可がない限り、社内文

書を社外に開示してはいけません。社内におけるコミュニケーションの取り扱いについて質問がある場合に

は、上司、LCDの担当者または広報部に相談して下さい。 

メディアとのコミュニケーション 

モルガン・スタンレーの評判とブランドは当社の最も貴重な財産です。当社は世界中のあらゆるタイプのメデ

ィアとの間のやりとりに積極的に関与しており、メディアまたは社会一般に対しすべての重要な点において十

分かつ正確な情報が提供されるよう効率的にコミュニケーションを行う法的義務を負っています。この目的の
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ため、メディアまたは社会一般に対するコミュニケーションはすべて真実、正確かつ完全なものでなければな

りません。 

特別に承認を得ている場合を除き、事前に広報部と協議・承認を得ることなく、メディアの質問に答えたり、ま

たは連絡してはいけません。本ポリシーは、あらゆる媒体または形式での情報発信－新聞、ブログ、テレビ、

ラジオ、インターネットおよびその他の電子的媒体、ソーシャルメディア（Twitter や Facebook など）、ニュー

ス・メディアが出席している会議、編集者へ手紙を送ること、署名入りの記事を書くことおよび当社の事業ま

たは市場の一般的な動向に関する特定の事項についてコメントすることを含みます－に適用されます。 

また、リサーチ・アナリストや特定の従業員は、上司と LCDの担当者の承認を得る必要があります。 

詳細は、当社の Global Media Policy および適用されるビジネス・ユニットのポリシーを参照してください。 

行為権限 

モルガン・スタンレーを代表する権限 

従業員は、権限がない限り、モルガン・スタンレーまたはその子会社もしくは関係会社のいずれかが拘束さ

れるような取り決めを行ってはいけません。モルガン・スタンレーを代表して書類に署名を行う前に、Notice 

Regarding Signing Authority on Behalf of Morgan Stanley and Its Subsidiaries を参照し、法的におよび

社内ポリシー上、当該権限を有しているかを確認するようにしてください。特定のモルガン・スタンレーの子会

社の署名権限については、LCDの Corporate Secretarial Departmentの担当者に相談して下さい。 

従業員はグロバール・バンク・サービス・グループにより承認を得ている場合を除き、モルガン・スタンレーま

たはその子会社を代表して、銀行口座を開設または保持することはできません。 

弁護士にサービスを依頼する権限 

LCDのプロフェッショナルおよび税務部と各部署・部門の特定のプロフェッショナルに限り、LCDのプロフェッ

ショナルと相談の上、外部の弁護士にサービスを直接依頼することができます。当社を代理して外部の弁護

士にサービスを依頼する場合には、Outside Counsel Policy に従って下さい。詳細は、Outside Counsel 

Relationships InfoPage をご参照ください。 

本行為規範の承認 

従業員は、本行為規範を読み、理解し、遵守していること、また、当社による雇用の条件として、本行為規範

および関連するポリシー（改正された場合も含みます）、従業員に適用される追加ポリシーおよび手続を遵守

することに同意することを承認しなければなりません。さらに、従業員は、各従業員の職務に関連する法令お

よび規制を理解していることを承認しなければなりません。これには、重要な非公開情報の不正使用に関連

する法令や規制も含まれます。 

 

 

 

 

 

 



(参考和訳) 

Page 29 of 29  

主な参照先 

LCD Portal – すべての LCDポリシーおよび手続へのアクセスが可能です（主なトピックに関する情

報やポリシーが掲載されている下記 InfoPages を含む）： 

 Conflicts of Interest InfoPage 

 Employee Trading and Investing InfoPage 

 Franchise Risk InfoPage 

 Gifts and Entertainment InfoPage 

 Global Financial Crimes InfoPage 

 Anti-Corruption InfoPage 

 Anti-Money Laundering InfoPage 

 Antiboycott  InfoPage 

 Economic Sanctions – OFAC InfoPage 

 Political Contributions InfoPage 

 Global Regulatory Relations InfoPage 

 Information Barriers – Control Group InfoPage 

 Information Lifecycle Management InfoPage 

 Outside Activities InfoPage 

 Registration and Licensing InfoPage 

Country Supplements to the Code （本行為規範への各国の補遺） – Code of Conduct InfoPage 

に掲載 

Firmwide PolicyPortal – 全社共通のポリシーおよび手続へのアクセス 

Technology and Information Risk ポータル – 当社の情報およびシステムを保護するポリシーや資

料へのアクセス 

HR Policies ウェブページ – 人事ポリシーへのアクセス 

Institute for Sustainable Investing ポータル –環境の持続可能性と社会的責任を推進するモルガ

ン・スタンレーの取り組みに関する情報 
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