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記者レク要旨

日 時：2018 年 2 月 21 日（水） 16：15～17：00
場 所：東証 ARROWS プレゼンテーション・ステージ

説明者：日本取引所自主規制法人 理事長 佐藤 隆文

佐 藤 先ほど清田 CEO からも紹介があったところですけれども、こ

のたび、自主規制法人におきまして、「上場会社における不祥事

予防のプリンシプル」を策定いたしましたので、ご説明させて

いただきます。

資料は３部構成で、第１部が趣旨、第２部としてプリンシプ

ルの本体６項目、そして第３部が各原則の解説と、こういう構

成になっております。

まず、趣旨から説明をさせていただきます。

近年、上場会社において多くの不祥事が表面化しております。

それによって、不祥事を起こした当該企業は社会的評価を下げ、

業績の悪化も生じ、株価も下落して企業価値が毀損する、こう

いう経験をするわけです。それに加えまして、こういった不祥

事を起こすような企業がたくさんいるような、そういう資本市

場というのは、市場の信頼性自体が傷つくということになりま

す。コーポレートガバナンスが機能していない市場ではないか

というふうに見なされるわけです。この点が第１段落で書いて

あります。

第２段落ですけれども、私ども自主規制法人は、２年前に、

不祥事に実際直面した上場企業が速やかな信頼回復と企業価値

の再生のためにどういうふうに取り組むかという指針を作りま

した。これが不祥事対応のプリンシプルということですが、昨

今、不祥事がまれな事象でなくなってきた現状において、不祥

事の発生そのものを予防する取組みが上場企業の間で実効性を

持って進められる必要があるのではないか、という問題意識に

基づいて、事後対応としての不祥事対応のプリンシプルに加え

まして、事前対応としての不祥事予防のプリンシプルを策定し

た次第です。
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第３段落では、このプリンシプルがどのように使われるかと

いうことについて、我々の期待を示しております。

４点ありまして、第１点目は、このプリンシプルは、各上場

会社において、自社の実態に即して創意工夫を凝らし、より効

果的な取組みを進めていただけるようにするためのプリンシプ

ル・ベースの指針であるということです。したがいまして、各

上場会社が自己規律を発揮していただく際の目安として使って

いただきたい。これが第１点目です。

第２点目は、第３段落の２行目に書いてありますけれども、

仮にこのプリンシプルの充足度が低い場合であっても、上場規

則等の根拠なしに当法人が上場会社に対する不利益処分等を行

うものではありません、ということをお断りしております。

また第３点目ですけれども、上場企業だけではなくて、上場

会社に対して様々なアドバイス等を行う法律専門家、あるいは

会計専門家の方々にもこれをぜひ使っていただきたいというこ

とであり、さらには、より広く上場会社の株主、投資者の皆様

にも共有されて、企業外のステークホルダーからの規律付けと

いうものが高まることを期待しております。これらのことが、

この第３段落で書いてあります。

さらに第４点目として、今日、お集まりいただいたメディア

の皆様にもぜひ、このプリンシプルを企業不祥事の取材や報道

をなさる際の視点の１つとしてご活用いただけたらありがたい、

ということも付け加えさせていただきます。

それから、最後、点線の四角で囲っているところは、自主規

制法人の立ち位置について簡単に説明しているものです。

自主規制法人は、上場会社に関しては、有価証券報告書の虚

偽記載とか不適正開示、あるいは企業行動規範の違反など、資

本市場の基本インフラに直接に害を及ぼすような事案について、

上場規則に基づいて問題を起こした上場会社に対する処分を判

断する権限を有しています。他方で、企業がその業務遂行の過

程そのもので犯した不正や不適切行為であって、今申し上げた

ような上場規則違反に該当しないものにつきましては、直接の

権限を行使する立場にありません。

しかしながら、私どもは、日本の資本市場の透明性・公正性

の確保、そして我が国資本市場の全体としての信頼性を高める

という大きなミッションを担っておりますので、そういう立場
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から、上場管理業務を行ってきた中で蓄積している知見をプリ

ンシプルといった形で広く共有することは有益であろうといっ

た趣旨が書いてあります。

２ページ目に移っていただきますと、プリンシプルの本体と

して６つの原則が書いてあります。この６つの原則の構成とし

ては、原則１から原則４まではどの会社にも共通するものとし

て、不祥事予防のために実践あるいは実現すべき重要な基本事

項を示しています。他方、原則５と原則６は、全ての上場会社

に当てはまるというわけでは必ずしもないですけれども、近時

の上場会社では多数の子会社を擁してグループ経営を行ってい

る実態、あるいは製造プロセス等が複雑化して多数の当事者が

かかわっている産業構造の実態に着目して、重要な観点を示し

たものです。

それから、この本体の一番上に短い前文を付けています。こ

こで強調しておりますのは、この不祥事予防の取組みには経営

陣、とりわけ経営トップによるリーダーシップが重要であると

いうことであります。

それでは、各論に入らせていただきます。まず原則１は、ま

ずもって己を知ることが重要ということで、とにかく自社の実

態をきちんと把握するということが第一歩であるという位置付

けです。

ここには重要なメッセージを５つ織り込んでいます。

第１点目は、その本文にもありますように、制度面と運用状

況などの実態面の両方にわたって状況を正確に把握する必要が

あるということ。

第２点目は、コンプライアンスの範囲というのを狭く捉えな

いでくださいということです。この本文にありますように、明

文の法令・ルールの遵守にとどまらず、取引先、顧客、従業員

などステークホルダーへの誠実な対応、あるいはより広く社会

規範を踏まえた業務運営のあり方にも着眼するというふうに書

いています。

それから第３点目は、思い込みを捨てるということです。そ

の後に「その際」とありますけれども、「社内慣習や業界慣行を

無反省に所与のものとせず、また規範に対する社会的意識の変
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化にも鋭敏な感覚を持つ」ということが書いてあります。

それから第４点目は、内部通報等にかかわるものです。この

内部通報等については、原則１の本文には明示的には書いてい

ませんけれども、原則１の解説のところで１－３というのがあ

りまして、ここで我々の考え方をお示ししているということで

す。本来であれば、通常の業務上のレポーティングラインを通

じて正確な情報が現場から経営に確実に連携されるメカニズム

が重要である、と確認した上で、他方、本来機能すべきレポー

ティングラインが目詰まりした場合に備えるために、内部通報

あるいは外部からのクレーム、さらには株主、投資者の声等を

適切に分析・処理し、経営陣に正確な情報が届けられるという

仕組みが重要ですよ、ということを申し上げております。

それから第５点目のメッセージは、こういった実態把握の仕

組みがしっかりと社内に定着して、これがサイクルとして回っ

ていく、つまり、１－３の最後の段落で書いてありますけれど

も、持続的・自律的に機能していくことが理想形であります。

１－４は、先進的な企業のベストプラクティスの姿をちょっと

お示ししたということです。

続きまして、原則２と原則３ですけれども、これはご案内の

とおり、東芝の不正会計の事案で、我々が特注の審査をしてき

た中で問題を３層構造で整理したことを思い出していただけれ

ばと思います。それはすなわち、１つ目に経営トップの資質の

問題。２つ目に、取締役会、監査委員会、内部監査などの監査・

監督機関の機能不全の問題。そして３つ目に、役職員の職責意

識あるいは使命感の希薄化といった問題。こういった３層構造

でした。このうち、経営トップや取締役、監査役、監査委員会

等の組織・機関の話を原則２にまとめ、全体の役職員の意識の

共有等の話を原則３でまとめているということです。

原則２ですけれども、ここでは特にコンプライアンスに関す

るトップのコミットメントが重要であるということと、それを

浸透させるために継続的なメッセージの発信が重要であるとい

うことを言っておりますし、また、経営が設定する経営目標、

利益目標、あるいは納期、品質の目標等について、実態から乖

離したような非現実的な目標を押し付けるといったことがない

ようにということを具体的に書いております。

また、監査機関、監督機関は自らが担う牽制機能の重要性と
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いうのをしっかり意識していただいて、十分な情報収集と、そ

の客観的な分析と評価、これらに基づいて積極的に行動してい

ただきたいということが書いてあります。２－２というところ

に書いていますけれども、能動的な調査と的確な分析を、使命

感を持ってやっていただき、必要な場合にはトップの解任等を

含めた積極的なアクションをとっていただく必要があるという

ことです。

次の原則３ですけれども、会計不正でも、あるいは品質等に

係る不正でも、現場と経営陣との間のコミュニケーションが欠

落していたというケースが極めて多いと思います。したがって、

この原則３で独立したメッセージとして、この重要度を訴えた

ということです。ここでもまず経営陣の姿勢が重要であるとい

うことを改めて強調しております。

その次に重要なメッセージとして、中間管理層の役割にも光

を当てております。本文に書いてありますけれども、現場の声

を束ねて経営陣に伝える、あるいは経営陣の方針を現場に伝え

るという役割も含まれますけれども、そういった役割を担う中

間管理層の意識と行動が極めて重要であると書いております。

こういった双方向のきちんとしたコミュニケーションが回っ

ていれば、現場の実態を無視した経営目標の設定、利益目標の

設定、納期の設定、品質の設定といったことは起こりにくくな

ると思います。

続きまして、原則４ですけれども、これはいわばこのプリン

シプルの目的でして、早期に不正の芽を摘み取っていただきた

いということです。その際に、不正の芽というのは、どんな企

業であっても常に存在しているということを前提にするべきで

あるということを書いてあります。そういう中で、この原則１

から原則３を実行し、不正の芽を早期に発見し、摘み取るとい

う、このサイクルを企業文化として定着させ、回していただき

たい、自律的・継続的に機能するように回してください、とい

うことです。そして、不正の芽を認識したときには横展開をす

る。つまり、他の部署、他の部門、他のグループ会社への展開

を行って、共通の原因を解明し、それに即した業務改善を行う

ということも重要であるという点を強調しております。

それから、原則４に４－３という項目がありますけれども、

これは本文には直接書いていませんけれども、重要なメッセー
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ジです。つまり、形式主義に陥らない、現場のコンプラ疲れを

招かないように気を付けるべきであるという警告です。趣旨・

目的を明確にしないコンプライアンス活動や形式のみに偏った

ルールの押し付けは、活動の形骸化、あるいは現場のコンプラ

疲れを招くおそれがあるということです。事案の程度、内容に

即してメリハリを付け、要所を押さえた対応を継続していって

いただく必要があるというメッセージです。

次の原則５は、多くの子会社を抱えてグループ経営をしてい

る会社に対して、プリンシプルを踏まえた実効性のある経営管

理をグループ全体に行き渡らせましょうという要請です。指揮

命令系統あるいはレポーティングライン等を含めて、一貫した

コンプライアンスの方針のもと、そういった情報収集の仕組み、

あるいは指揮命令の仕組みがきちんと子会社・孫会社等にも浸

透するように経営をしてくださいということです。

グループ会社の中には、子会社等に一定の独立性を持たせる

場合もありますけれども、コンプライアンスの方針については

一貫したものである必要があるということを述べております。

特に、海外子会社、あるいは買収したすぐ後の子会社の経営管

理に当たっては、具体的に留意点を例示しています。海外子会

社、海外拠点については、様々な事情から経営管理の希薄化が

起こりやすいということでしょうし、M&A による買収によって

子会社化した子会社については、事前に十分な管理体制を検討

しておくべきである、あるいは買収後は有効な管理体制を速や

かに構築し、それをしっかりと運用するということが重要であ

るということを述べております。

最後、原則６ですけれども、今日の産業界では製品サービス

の提供過程において、委託・受託、あるいは元請・下請・孫請、

あるいはアウトソーシング、こういった取引が一般化しており

ます。こうした現実を踏まえて、最終顧客までのサプライチェ

ーン全体において、自社が担っている役割を十分に認識してお

くことが重要であるということを強調しております。

これは、ひとたび自社が属するサプライチェーンの中で不祥

事が起きれば、社会的信用の毀損や責任追及が自社に及ぶこと

もあり得るということです。例えば、問題が起きてもすぐに我

が事として対応せず、他社と責任を押し付けあったりしている

間に、海外の当局から巨額の制裁を受けたり、あるいは集団訴
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訟を受け、結果として企業自身の存続の問題に発展したといっ

たケースもありました。

また、サプライチェーンの中では、契約によって取引相手方

との間の責任範囲が決められていることが多いと思いますけれ

ども、それだけにとらわれずに、平時から、自社の製品がどの

ような部品でどのように作られているのか、最終的に誰に渡っ

てどういう製品に組み込まれているのかといった、サプライチ

ェーンの全体像をしっかりと認識しておくということ。サプラ

イチェーンの中で自社の位置付けや役割を把握しておくという

ことを日ごろからやっておきますと、有事になった際、つまり

サプライチェーンのどこかで深刻な問題が起きたときに、その

責任の位置付け、程度等を速やかに分析することが可能になり

ますので、自社としての事情説明を迅速、的確に行える。ある

いは問題が深刻になるのを防ぐことができるということであり

ます。

この関連で若干留意点を書いているのが６－２という項目で

して、業務の委託者が受託者に対して監督責任を負うというこ

とを改めて認識してください、ということでありまして、必要

に応じて受託者の業務状況を適切にモニタリングするというこ

とも大切と申し上げております。

ここは繰り返しになりますけれども、契約上の責任範囲だけ

ではなくて、平時からサプライチェーンの全体像と自社の位置、

役割を意識しておけば、有事における顧客をはじめとするステ

ークホルダーへの的確な説明責任を履行するという際に、迅速

かつ適切な対応を可能としてくれるということが書いてありま

す。

以上が、不祥事予防のプリンシプルの全体像でして、JPX のホ

ームページにアップしましたけれども、本日からパブリック・コ

メントを開始し、３週間後をめどに締め切りまして、いただいた

ご意見を踏まえて成案にしていくということです。

このプリンシプルが各社の取組みを見直す契機として活用さ

れ、市場の質の向上に役立てていただけると大変ありがたいと思

っております。またメディアの皆様におかれてもぜひ活用してい

ただければありがたいと思っております。なお、海外のメディア

の方のために、Ⅰの趣旨とⅡのプリンシプル本文の２ページにつ
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きましては、仮訳ですけれども、英訳をお配りしているところで

す。

私からの説明は以上です。

記 者 ご説明にあったとおり、２年前に不祥事対応のほうのプリン

シプルを作られて、すぐに２年後にこのようにしたというのは、

かなり危機感を持たれての対応という印象を受けたのですが、

それを踏まえて２つ質問がありまして、１つ目が、いつ頃から

この準備を始められたのか、どのような経緯でこれを作られる

ということになったのかということ。

そして２つ目は、改めて理事長として、相次いでいる不祥事

をどうとらえて、どのような所感を持っているかということを

伺わせていただきますか。

佐 藤 いつ頃から検討を始めたかというのは、なかなかお答えしに

くいのですけれども、１つの経緯は、東芝の特設注意市場銘柄

についての判断を下す際に、相当時間をかけて丁寧な分析をし

てきた中で、東芝の場合、きっかけは会計不正ということでし

たけれども、内部管理体制そのものに重要な問題があるという

ことがはっきりとしてきまして、相当広い範囲にわたって、そ

の内部管理体制の改善のためという問題意識を持って東芝と対

話をしてきたということです。

そういう中で、言ってみれば、重要な原因とそれに対してど

ういう策を講じればいいか、こういったことについて長く考え

てきましたので、そういう意味では、これは不祥事が実際に起

きた事後対応に活用するだけではなくて、事前の予防のために

も活用できるのではないかと、こういう意識を持つようになっ

てきたということです。

こういう意識を抱く中で、実際に我が国において極めて優良

な企業、名門企業であると思われていたような企業が次々と

様々な、必ずしも会計不正ではないですけれども、いわば本業

での不祥事が認識され、公表され、謝罪会見が行われるという

ことが相次いだわけです。したがって、ここは我が国の上場企

業において、もはやこういう不祥事というのは例外的な事象で

はなくて、かなり共通の要素が潜んでいるのではないか、とい

う問題意識を持つに至ったということでして、そこに光を当て
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て、改善策を講じていただく際の目安のようなものを提供でき

ないか、このようなアイデアに至ったということです。

趣旨書きのところにも第１段落の２行目で書いてあったかと

思いますけれども、これらの中には、最近になって発生した事

象もあれば、これまで潜在していたものが顕在化した、こうい

った事象も見られるということで、実は後者が相当大きなウエ

ートを占めているのではないかということであります。それで、

原則１のところで書いてありますけれども、思い込みを捨てて

くださいということを強調しておりますのも、これまで長いこ

と、これで何とかうまく回っていたので問題がないのだ、とい

った思い込みはぜひ捨ててくださいと。こういう強い問題意識

を持つように至ったということです。

それから、２つ目のご質問については、私どもは我が国資本

市場の透明性・公正性を確かなものにするという大きなミッシ

ョンを担っておりますので、そういった観点から、プリンシプ

ル・ベースではありますけれども、上場企業において取り組ん

でいただく際の目安というか、ある意味で枠組みになり得るよ

うな、そういったものを提供していくということに意義がある

と強く思ったということです。

昨今、不祥事が相次いでいることをどう思うかということにつ

いて申し上げれば、ここのところは、先ほどの原則１の補足説明

のところにも書いてありますけれども、「社会規範」という言葉

を使っております。

社会規範というものは、その根っこは時代の推移とともに変化

すべきものではないと思いますけれども、例えばワーク・ライ

フ・バランス、労働時間、あるいはハラスメント、セクハラ、パ

ワハラなどなどについて、これは根っこのあるべき規範というの

はそんなに変わっていないと思いますけれども、他方で、それに

対する社会の許容度と申しましょうか、社会の意識というのはか

なり厳しいものになっている、あるいは、場合によっては法令に

よって明示的な基準が作られる。こういった世界になってきてお

りますので、こういった時代の大きな流れにキャッチアップして

いない企業が相当あるのではないかという問題意識も抱いたと

いうことを補足させていただきます。

記 者 今のお話を伺うと、昨秋ぐらいの多発した時期をとらまえて
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と思いますが、秋ごろから検討していたというような理解でよ

ろしいでしょうか。

佐 藤 そういう捉え方も間違ってはいないと思います。

記 者 ２つ質問があります。

１つが、どれももっともな内容だなというふうに思ったので

すけれども、一方で、自主性に任せるというようなところで、

当然、限界もあるかと思うのですけれども、自主規制法人だけ

でなく、日本取引所グループとして今回指針を作ったというこ

とで、今後、フォローアップの勉強会を開くなど、企業あるい

は社会に向けて、これをよりよく浸透するために何か広がりを

促すような活動をされるかどうかというのが１つ。

あともう１点が、例えば海外の事例等も含めて、今回の指針

づくりで参考にしたものがあるかどうか。もしあれば、それが

具体的に実効性を伴って、こういう働きをしたものがあって、

それは参考にしたとか、もし事例があれば教えてください。以

上です。

佐 藤 まず、プリンシプル自体は直接的な法的拘束力を持っており

ませんので、そういう意味での限界があるのは明らかであると

思います。

ただ、他方で、先ほども申しましたけれども、趣旨の第３段

落の関連でご説明いたしましたように、このプリンシプルの使

われ方ということとして、我々が期待しているのは、まずは個々

の上場企業が自らを律する自己規律を発揮していただく際の目

安にしていただきたいということでありますけれども、それに

とどまらず、弁護士の先生方、会計士の先生方、日常からプロ

フェッショナルなアドバイスを上場企業に対してなさっていま

すので、そういうアドバイスをなさる際にこのプリンシプルを

踏まえていただく、こういうルートがあろうかと思います。

さらには、コーポレートガバナンス・コードあるいはスチュ

ワードシップ・コードが存在している中で、株主、投資家と上

場企業との間の対話ということも深まってきている状況かと思

いますので、まさにそういう中で、株主からの要請あるいはプ

レッシャーという形で、市場規律が働く際の目安にもなってく
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れるのではないかというふうに思っております。

そういう意味で、プリンシプルの働き方というのは様々なチ

ャネルからターゲットとなる主体に対して働いていくというの

が特徴だと思いますので、そういった形で使われるということ

を期待しております。

そのために、フォローアップというお話がありましたけれど

も、３月の末ごろにパブリック・コメントでいただいた意見を

反映した上で最終版を作りますが、その最終版を発表いたしま

した後には、例えば講演会であるとか、あるいは、一番ありが

たいのは皆様が記事にしていただくことですけれども、それに

加えて雑誌への寄稿とか、そういった形で PR をしていきたいと

いうことです。そういった広がりがさらに強くなっていくと、

先ほども申し上げました幾つかのルートからの働きかけという

ものも実効性を持ったものになっていくのではないかと期待を

しているところです。

それから、参考事例があったのかどうか、というお尋ねです

けれども、こういったテーマについてまとめているプリンシプ

ルというものが海外等に存在しているという認識は今のところ

なくて、そういう意味では、かなりこれは、日本取引所自主規

制法人のオリジナリティーが強い作品なのではないかと思いま

す。ひょっとすると海外にもあるかもしれませんけれども、今

のところ、直接的に参考になるようなものはなかったと理解し

ております。

もちろん、プリンシプル準拠の規制の仕方というのは、もと

もとはイギリスで発達した仕組みですので、このプリンシプ

ル・ベースのアプローチというものについては、一般論として、

イギリスから学んだ部分は大きいということは言えようかと思

います。

記 者 改めて重なってしまうことになるのですけれども、今回、自

主規制法人としてこのプリンシプルを出された、メッセージを

出されたということを上場企業の皆さんにはどういうふうに受

けとめていただきたいか、そして、どういうふうに役立てても

らいたいかということを改めて一言いただけますでしょうか。

佐 藤 これは、先ほど本文の中にも書いてありますので、ぜひ、自
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社において不祥事が起きることの問題の重要性を、まず経営ト

ップをはじめとして経営陣の皆様に深くご認識をいただきたい、

その上で具体的な点検をまずしていただきたいということです。

これは原則の１にもあったかと思いますけれども、制度と実態

の両面にわたる点検をしっかりとしていただきたいということ

です。その点検をした際に、様々な弱点あるいは欠落している

部分があれば、そういう点を早めに具体的に修正していってい

ただくということが重要かと思います。

このプリンシプル・ベースのアプローチの１つの特徴なので

すけど、これに沿って自主的に積極的に対応すると、結果的に

自分が一番得をする、自社が一番大きな利益を得る、こういう

認識をまずもって経営トップの方々にご理解をいただきたいな

というふうに思っております。

原則６で強調しておりますが、複雑なサプライチェーンの中

で、自社の役割あるいは自社の製品が担っている機能というの

が全体の中でどう位置付けられるのか、最終消費者との関係で

どこの部分の責任があるのか、こういった点についてきちんと

日頃から認識をしていれば、謝罪会見をする必要があるのかな

いのか、あるいは、するとしてどういう点に着目してメッセー

ジを出すべきなのか、こういった点について速やかな動作がで

きるようになるということではないかと思います。経営者の皆

様には、「このプリンシプルを活用していただくことはお得です

よ」と、こういうメッセージをお届けしたいと思います。

記 者 このプリンシプルなのですけど、これから上場を目指す企業

が上場審査を受ける中では、こういうところを履行しているか

どうかというのは審査対象になるのでしょうか。

佐 藤 新規上場の際の審査、上場審査においては、もともと企業経

営の健全性という項目が大きな項目としてありますし、そうい

った関連でも企業の内部管理体制というものはかなり詳しく見

ます。そういった中で、その一部を示すものとして不祥事対応

というようなこともかかわってくるかもしれませんけれども、

今回のプリンシプルの公表によって、上場審査基準に新しいも

のが付け加わったといった性格のものではありません。

したがって、上場審査の仕組みは変わりがないということで
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ありますが、こういったプリンシプルを踏まえてくれているか

どうかといった点は、当該企業の内部管理体制を確認していく

作業の中で話題に上ることはあるかもしれません。

記 者 １点、企業のガバナンスを強化する目的としては、金融庁と

東証で定めたコーポレートガバナンス・コードがありますけれ

ども、このコーポレートガバナンス・コードと今回のプリンシ

プルというのは、どういった補完関係にあるものなのか、その

辺、佐藤理事長のお考えを教えてください。

佐 藤 ガバナンスコードは非常に広い範囲の分野をカバーしている

もので、特に企業がステークホルダーとの関係をきちんと保っ

ていくと申しましょうか、幅広いステークホルダーと良好な関

係を保ちながら、持続的にいかに企業価値を高めていくかと、

そういう大きな課題設定があるのだろうと思います。

具体的な内容は、大きくは５つの分野に分かれますけど、そ

れぞれ準則まで入れると相当な数、80 項目ぐらいあるわけで、

そういった様々な項目を見ていくと、今回のプリンシプルと接

点があるというか、かかわりの深い項目も含まれているなとい

う印象は持っております。

ただ、今回、このプリンシプルをガバナンスコードと具体的

に関連付ける、具体的に関係性を持たせるということはしてお

りません。大まかな捉え方としては、このガバナンスコードを

実践していただく際に、不祥事の予防という観点から、そこの

該当する原則について内容を豊かにすると申しましょうか、内

容をより濃いものにする、こういった役割は担えるのではない

かなと思っております。

記 者 基本的なところで、このプリンシプル案を作成するのにかか

わった方、いわゆる事務局の中だけで作成されたのか、それと

も、何か識者とか専門家の方のご意見を伺ったのかどうか、そ

の辺をお伺いできますか。

佐 藤 まず、今日ご報告する、あるいは公表するに当たっても、直

前に自主規制法人の理事会を開催しておりまして、公表するこ

とについて了承をいただいております。今日だけではなくて、
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これにさかのぼること２回、３回と中身の濃い議論を理事会で

やっていただいております。したがって、外部理事の先生方、

石黒先生、川北先生、増田先生にも中身を深く見ていただいて

おりまして、率直な意見を何度もいただいて、そういったこと

も議論しながら詰めてきているということです。

                           以 上


