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野村證券では、コンダクト・リスク管理に関

は、経営会議に報告されるとともに、定期的に

する責任者として、
日本証券業協会規則に基づ
く内部管理統括責任者を設けるとともに、営業
単位ごとに営業責任者および内部管理責任者

ムに基づく取り組みが適切に行われるよう、執

を配置しています。
また、社員に対し、遵法精神

行側と監督側の両面から管理しています。

を啓発し、法令諸規則を遵守した業務運営を
推進する責務を担う業務管理者を各部店に配

者としてコンプライアンス統括責任者を選任し

置しています。
そして、
コンダクト・リスク管理機

ています。
また、各社および海外各地域にコンプ

能を担うコンプライアンス本部を設置し、社内

ライアンス責任者を設けています。コンプライ

ルールの策定やその周知徹底を行うとともに、

アンス統括責任者は、統括部署であるグルー

各部店および営業店におけるルールの遵守状

プ・コンプライアンス部への指示等を通じて、各

況等をモニタリングし、問題点が発見されれば、

社および海外地域のコンプライアンス責任者と

ルールの再徹底や修正などの改善策を講じるこ

連携し、グローバルなビジネス展開に対応した

とにより、法令諸規則の遵守、内部管理体制の

内部管理体制の強化、および海外拠点を含む

強化・充実を図っています。

グループ各社におけるコンプライアンス体制の
整備・維持を図っています。

コンダクト・リスク管理の考え方

し、法令遵守を超えた高いレベルでのコンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理を遂行しています。
そして、一人ひとりの役職員が、金融サービスグループの一員として求められる行動の指針である
「野村グループ行動規範」に
沿った正しい行動ができるよう
「コンダクト・プログラム」
に基づくさまざまな取り組みを行っています。

コンプライアンス・リスクは、法令諸規則の違反、金融市場の公正性・公平性の阻害、顧
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野村グループでは、
コンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理を経営上の最重要課題の一つと位置づけています。
コンプライアンスの推進およびコンダクトの適正化のための体制や取り組みについてまとめた
「コンダクト・プログラム」
を制定

価値創造を支える力 041

価値創造を支える力 041

野村グループのコンプライアンス体制の責任

価値創造のための戦略 005

価値創造のための戦略 005

取締役会にも報告され、取締役が必要に応じ
て意見を述べるなどの過程を通じて、プログラ

野村について 001

野村について 001

COMPLIANCE

コンダクト委員会で審議された事項について

客の保護を損なう不適切な行動により、制裁金等の財務的損失もしくは評判の悪化を
被るリスクを言います。

コンプライアンス・リスクには、野村グループの役職員のコンダクトが金融機関に求め

コンプライアンスおよびコンダクト・リスク管理体制

られる社会規範・倫理を逸脱し、顧客保護や市場の健全性に悪影響を及ぼすリスク

野村グループは、グループ各社・全部署にお

野村グループでは、
コンダクト・プログラムに

いて法令遵守を徹底し、法令違反の疑いがある

もとづき、執 行 側の役員による会 議 体として

行為が発生しないよう、十分な管理体制を整備

「コンダクト委員会」
を設置し、
コンプライアンス

（コンダクト・リスク）が含まれます。

野村グループでは、非財務リスク管理の枠組

ト・リスク管理の実効性の検証を行います。第

のうえ、業務運営を行っています。
また、万一、

およびコンダクト・リスク管理（以下、
コンダクト・

みのもと、
「リスク・アペタイト・ステートメント」
お

三線である内部監査部門は、独立した立場から

問題が発生した場合には、経営レベルにまで迅

リスク管理）
に関する体制整備や重要事項の審

よび「コンダクト・プログラム」
において、
コンダク

第一線、第二線のコンダクト・リスク管理体制

速に伝達され、適切に対処する組織体制を構

議、各種施策の推進、
モニタリングを通じたプロ

ト・リスク管理に関する方針や体制について定

の状況把握および検証を行い、改善のための

築・整備しています。

グラムの有効性の検証などを行っています。

めています。

助言を行います。

野村ホールディングス
監督

取締役会
監査委員会

グループ・
コンプライアンス部

経営会議

野村グループ各社
野村グループ・
コンダクト委員会

コンプライアンス
統括責任者

三線管理の考え方のもと、第一線である各部

コンダクト・リスク管理では、業務に内在する

門の部門長が担当部門の業務におけるコンダク

リスクとそのコントロールを自己評価するRCSA

ト・リスク管理についての責任を負います。各部

（Risk and Control Self-Assessment）の 実

門には部門長によるコンダクト・リスク管理の取

施やKRI（Key Risk Indicator：リスクを検知す

り組みを補佐するとともに、牽制する役割を担う

るための指標）
を活用したモニタリングを通じて、

シニア・コンダクト・オフィサーを設置しています。 PDCAサイクルの考え方を実践していきます。
報告

指示

コンプライアンス
責任者

報告

各部署
指示

第二線であるコンプライアンスおよびコンダクト
関連部署は、第一線が実施したコンダクト・リス
ク管理に対する助言・指導と牽制を行うととも
に、モニタリングを行い、第一線によるコンダク
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非財務リスク：P65を参照

三線管理：P63を参照
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コンプライアンス・ホットラインの設置
野村グループでは、
グループ各社における法令

査を行い、問題があると認められた場合には、適

に応えることであるという考えのもと、法令遵守を超えた高いレベルでのコンプライアンスおよびコン

遵守体制の維持および実効性の確保のため、
グ

切な是正措置を講じるとともに、情報提供を行っ

ダクトリスク管理の実現に向け、
その内部管理体制のさらなる深化・充実に取り組んでいます。

ループ各社で業務に従事するすべての人（嘱託

たことによる不利益については厳格に対処してい

社員、派遣社員等を含む）
が法令違反の疑いの

くこととしています。野村グループでは、社内文書

ある行為や、
「 野村グループ行動規範」
に反する

の発信やイントラネットでの情報発信等を通じ

行為、会計または会計監査に関する疑わしい行

て、
コンプライアンス・ホットラインの周知・利用

為などに気づいた場合に、
その情報を野村グルー

促進を図り、
おかしいと感じたら誰もが
「声をあげ

プが定めた社外弁護士を含む通報受領者に直

る」
ことができる機運の醸成に努めています。
なお、

接提供する手段（専門の外部業者が提供する通

2020年3月期の「野村グループ・コンプライアン

報窓口経由や匿名も可）
として、平日夜間・土日

ス・ホットライン」
への通報件数は101件でした。

や、英語にも対応可能な
「野村グループ・コンプ

すべての案件について状況確認のうえ、
対応済み

ライアンス・ホットライン」
を設置しています。寄せ

です。
また、2019年11月に消費者庁所管の
「内

られた情報については、通報者に関する秘密を

※
部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）」
の

厳守しつつ、通報受領者の指揮のもと、必要な調

登録事業者として登録されています。

2019年

現在

法務、
コンプライアンス、オペレーショナル・リスク管理
の機能を統合し、
リーガル・コンプライアンス・コント
ロール（LCC）として新設

三線管理、PDCA、RCSAの考え方に
基づく非財務リスク管理の推進

非財務リスク管理の枠組みの導入（P65参照）

全社的に野村グループ行動規範の
浸透の取り組みを実施

価値創造を支える力 041

野村グループ行動規範の公表（P55-56参照）

2017年

お客様本位の
業務運営を実現するため
の方針の制定・公表

2012年
企業情報／データ 079

通報
（匿名も可）

2004年

2020年

野村グループ倫理
規程策定※3

コンダクト・
プログラムの制定
（P56参照）

2018年

管理本部を

金融犯罪対策部の設置
（P61参照）

「業務管理本部」に

改組し関連各部を統合

2015年

野村「創業理念と
企業倫理」の日制定
（P56参照）

2007年

コンプライアンス
統括責任者の設置

野村グループ・
コンダクト委員会
の新設（P56参照）

継続的に実施

新入社員、基礎年次（1年次から3年次）、
業務管理者、部店長に対するコンプライアンス研修
全社員への定期的なコンプライアンス研修
経営トップ、部門長、グループ各社のトップからの
メッセージ発信
（Tone from the top、Tone from the middle）
ルールベースに加え、プリンシプルベースの
コンプライアンスの浸透・定着

※1
※2
※3
※4

1997年

内部通報制度導入
（P60参照）
業務管理者制度導入※1
内部管理委員会新設※2

部店長とともに、各部店における
「法令遵守の旗振り役」
として全部店に配置
この機能はコンダクト委員会コンダクト・リスク管理分科会が承継
2020年3月時の名称。現在、
2020年3月時の名称。
増資インサイダー事件の改善策の実施状況のモニタリングをする組織として新設。
その後法令違反の根本原因の精査分析を議論する業務改善推進委
員会に改組。現在、
この機能はコンダクト委員会コンダクト・リスク管理分科会が承継
「良い行い」
を称揚する営業
※5 お客様本位の業務運営を実践するために高いコンプライアンス意識をもって業務を行っている社員を表彰することで、
部門の取り組み。同様の取り組みは他の部門においても導入を検討。

コンプライアンスおよびコンダクトに係る研修等の実施

通報者
野村グループ各社で
業務に従事する
すべての人

通報
（匿名も可）

外部通報窓口
回答
（調査実施の有無・調査結果）

野村グループ・コンプライアンス・ホットライン
通報受領者
野村ホールディングスの役員
社外弁護士

調査指示
（必要な場合）
結果報告

※通報内容の調査・検討に際しては
秘密厳守・解雇等の不利益防止を徹底

通報内容ごとの
適切な対応部署
守秘義務

是正・再発防止措置

関係者

分別管理および情報セキュリティ
野村グループでは、金融商品取引法および

基本原則として
「野村グループ情報セキュリティ

個人情報保護法などの法令諸規則に従い、顧客

基本方針」を定め、情報資産の適切な保護を

資産および情報資産を適切に保護しています。

図っています。
この基本方針に則り、
グループ各社

顧客資産の適正な分別管理

はそれぞれ情報セキュリティ関連規程を整備して

野村證券では、適切な分別管理体制を構築し

います。
さらに、各社の事業活動の特性などに

ており、
お客様の資産と野村證券自身が保有す

応じて、
お客様にご提供する情報などについても

る資産について、分別管理を適正に行っています。 管理策の充実に努めています。
特に、
お客様の個人
野村證券ではEY新日本有限責任監査法人に、

情報については、個人情報保護法など関連法令

日本公認会計士協会が定める業種別委員会実

の遵守に加え、
「 野村グループ個人情報保護方

務指針第54号に準拠した
「顧客資産の分別管

針」等に則り、厳格な取り扱いを徹底しています。

理の法令遵守に関する保証業務」
を依頼してい

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

ます。当該監査法人より、2020年3月31日現在

また 、
在宅勤務やWeb会議等
「新しい働き方」

において、野村證券は法令を遵守して分別管理

を進めていくなかで求められる各種ITツールに関

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策、 役職員の法令諸規則に関する知識水準の向上と、

を行っている旨の保証報告書を受領しています。

しては、適正な情報管理の観点も踏まえ、
その導

利益相反管理、インサイダー取引防止、
ファイ

コンプライアンス意識の高揚を図り、適正なビ

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

入・利活用についての検討を行っています。

アーウォール規制の遵守、顧客情報管理の徹

ジネス・コンダクトを追求する企業風土を醸成

情報資産・個人情報の適切な保護

底などのテーマで、
コンプライアンスおよびコン

するよう努めています。

野村グループでは、役職員に対し、
コンダクト、 ダクトに関わるトレーニングを計画的に実施し、
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回答
（調査実施の有無・調査結果）
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コンプライアンス・ホットラインのフロー図

改善実施委員会新設※4

1991年

本制度に基づく登録マーク
（WCMSマーク）

価値創造を支える力 041

グローバル統一ポリシーの導入

グッド・コンプライアンス賞の導入※5

※事業者が自社の内部通報制度
を評価し、消費者庁の定める内
部通報制度認証基準に適合し
ている場合、当該事業者からの
申請にもとづき指定登録機関が
その内容を確認した結果を登録
し、所定のWCMSマークの使用
を許諾する制度です。

価値創造のための戦略 005

価値創造のための戦略 005

野村グループでは、
コンプライアンスを単なる法令遵守にとどまらず、社会常識や社会からの期待

野村について 001

野村について 001

コンダクト・リスク管理体制の強化

野村グループでは、情報セキュリティに関する

野村の分別管理 https://www.nomura.co.jp/guide/system/bunbetsu/
野村グループ個人情報保護方針 https://www.nomuraholdings.com/jp/policy/privacy.html
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公正な金融取引の徹底
マネー・ローンダリング等の防止に向けた
具体的な対策

野村グループ行動規範において、
マネー・ローンダリング
およびテロ資金供与対策
（AML/CFT）
に関しても、犯罪

野村グループではリスクベースアプローチにもとづき、

反社会的勢力との取引の排除

利益相反防止に向けた対策

野村グループでは、反社会的勢力との取引を排除す

野村グループでは、グループ各社を通じてグローバ

るため、全 役 職員が遵 守すべき指 針である
「 野 村グ

ルに提供する金融サービス取引において利益相反が

収益の金融資本市場への流入やテロリストへの資金供

マネー・ローンダリング等の防止に向けたさまざまな対

ループ行動規範」のなかで、反社会的勢力または団体

発生することがないよう、
「 野村グループ利益相反管理

与を防ぐために高いレベルの管理体制をもってこれを防

策を講じています。

との取引の遮断について定めており、反社会的勢力と

方針」
にもとづき、
グループ全体として利益相反管理体

ぐことを基本方針としています。
さらに、AML/CFTに係る

野村證券の対策例

の関係を一切遮断することを基本方針としています。

制を整えています。グループ各社において利益相反を

グローバルな方針として
「野村グループ・マネー・ローン

適切に管理する体制を整備するとともに、野村ホール

顧客管理（カスタマー・デュー・デリジェンス）
口座開設時のデュー・デリジェンスや継続的な顧客
情報の更新など

域・グループ会社で策定すべき共通ルールを規定してい
ます。
また、顧客管理、経済制裁対応といった特に重要

取引モニタリング

な分野については、
グループ全体に共通して適用される

異常な取引をモニタリングするシステムの導入

具体的な基準を設けています。野村グループでは、各国
の法令諸規則を遵守し、金融活動作業部会（FATF）が

方針・手続き・計画等の策定・実施・検証・見直し

定める勧告など国際的な規制動向にも注視しながら、
グ
ループ全 体で一 貫したAML/CFT管 理 態 勢の強 化を

勢等の再検討・改善

図っています。

3つの防衛線

野 村グループのAML/CFTの 最 高 責 任 者であり、

ディングスのグループ・コンプライアンス部が利益相反
管理統括部署として、野村グループ内の利益相反のお

野村グループは「野村グループ行動規範」において、

それの有無について審査し、利益相反のおそれがある

全役職員に対して適用されるすべての法令諸規則と、

場合には防止対策を行うことにより適切に管理してい

その趣旨を正しく理解し遵守すべきことを規定してい

ます。

ますが、これには贈賄や脱税を規制する法令も含ま
れています。贈賄を含む法令違反の疑いのある行為
や
「野村グループ行動規範」
に反する行為等は、
「 野村

相場操縦等不公正取引の審査
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