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Ⅰ．はじめに 

 

2017 年 3 月 3 日、銀行法等の一部を改正する法律案（以下「銀行法等改正案」とい

う。）及び金融商品取引法の一部を改正する法律案（以下「金商法改正案」）が国会に提

出され、金商法改正案は同年 5 月 17 日、銀行法等改正案は同月 26 日に成立した（以下、

改正後の銀行法を「改正銀行法」、改正後の金融商品取引法を「改正金商法」という。）。 

銀行法等改正案には、電子決済等代行業に係る制度整備、外国銀行支店の事業年度に

関する特則、銀行代理業者が行う変更届出義務の緩和等が含まれ、金商法改正案の内容

は、株式等の高速取引に関する法制の整備、フェア・ディスクロージャー・ルール、金

融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化等多岐に渡る。 

本レターでは、このうち FinTech に関連する電子決済等代行業に係る制度整備及び株

式等の高速取引に関する法制の整備に係る法改正を取り上げる。なお、制度の詳細をす

べて記載しているわけではないことにご留意いただきたい。 

 

Ⅱ．電子決済等代行業に関する改正 
 

1．改正案提出の経緯 
 

2015 年以降の FinTech への注目により、金融分野に 新の IT 技術を活用して革新

的なサービスを提供しようという試みは活発となり、我が国においても、決済、送金、

融資、資産運用等多くの金融分野においてスタートアップが参入している状況にある。 
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決済指図伝達サービス 

プラットフォーム 
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送金先 
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銀行 

送金の指図 

 顧客の送金 
指図を伝達 

顧客の口座 

特に、近年、金融機関と顧客との間に立ち、顧客からの委託を受けて、IT を活用し

た決済指図の伝達1や金融機関における口座情報の取得・顧客への提供2等を業として

行うプラットフォーム事業者が登場・拡大していることが注目されている。 

 
（出所）AI，IoT 時代におけるデータ活用ワーキンググループ第 8 回金融庁提出資料を参考に作成 

 

これらのプラットフォーム事業者は、法的な位置づけが明確でなく、金融機関と連

携してサービスを提供することもあるが、金融機関との協業を行わない場合には、自

らは金融機関と契約を締結することなく、顧客から口座の ID やパスワードの提供を受

け金融機関のシステムにアクセスをすることによってサービスを提供することになる

（かかる方法を「スクレイピング」と呼ぶことがある。）。 

もっとも、かかる方法には口座に係る ID やパスワードといった認証情報を業者に保

有させることに起因した不正利用や情報セキュリティ上のリスクがあり、利用者保護

上の懸念があることが指摘されている。 

そして、口座情報等を提供する顧客のセキュリティを確保しつつ、プラットフォー

ム事業者が金融機関の有するシステムにアクセスして IT を活用した多様なサービス

を提供するための方法として、API3の活用が期待されている。 

                                                        
1 具体的な例としては、直接顧客の委託を受けて金融機関に対して決済指図を伝達して仕入や経費等の振

込処理を可能としたり、決済・送金分野のスタートアップがアプリ等で顧客からの依頼を受け、金融機関

の口座にある顧客の資金をもとに、金融機関に対して決済指図を伝達して決済・送金を可能とするサービ

スが挙げられ、このようなサービスを「決済指図伝達サービス」などという。 
2 具体的な例としては、個人向けの家計簿サービス、中小企業向けの会計サービスが挙げられ、これらの

サービスを「口座情報取得サービス」などという。 
3 「API」は、Application Programming Interface の略称であり、金融機関以外の者が金融機関のシステム

に接続し、その機能を利用することができるようにするための仕様を指し、金融機関が FinTech 企業等に

API を提供し、顧客の同意に基づいて、金融機関のシステムへのアクセスを許諾することを「オープン

API」という。 

口座情報取得サービス 

顧客 

銀行 

顧客の口座 

口座情報の
照会 プラットフォーム 

事業者 
口座情報や入出金 
情報の加工・提供 

 顧客の口座 
情報を取得 



 
 
 

 
FINANCIAL REGULATION BULLETIN 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 
 

 
もっとも、現状は、オープン API を実施している金融機関が少数に留まっているこ

とから、利用者の利便性向上の観点からは金融機関による API の積極的な開放が望ま

れているとともに、これらのサービスの提供にあたって一定の制度整備を求める声も

あがっていた。 

2016 年 12 月 27 日に金融庁金融制度ワーキング・グループが公表した「金融審議

会金融制度ワーキング・グループ報告―オープン・イノベーションに向けた制度整備

について―」（以下「金融制度 WG 報告」という。）では、欧州（EU）において決済

サービス指令が改正され（PSD2：Revised Payment Services Directive）、決済指図伝

達サービス及び口座情報取得サービスを提供する業者に対する免許制・登録制が導入

されることも踏まえて、我が国において、利用者保護を図りながら、オープン・イノ

ベーションを関係者において健全かつ適切に進めていくことができるようにするため

の、前記の口座情報取得サービスや決済指図伝達サービスを営もうとするプラットフ

ォーム事業者（以下「電子決済等代行業者」という。）に係る制度的な枠組みとして、

登録制を導入して電子決済等代行業者に対して規制を課す一方で、金融機関側に対し

てもオープン API への積極的な取組みを求める旨の提言がされている。 

かかる金融制度 WG 報告の提言を受け、電子決済等代行業に係る制度整備を含む銀

行法等改正案が国会に提出されることとなった。 

 

2．改正法の内容 
 

銀行法等改正案には、電子決済等代行業の制度整備に係る改正案が盛り込まれてお

り、「電子決済等代行業」について登録制を設けるとともに、業務に関する規定を整備

し、また、銀行側にもオープン API の体制整備の努力義務を課すものとなっている。 

 

 

APIの基本的な仕組み（OAuth2.0） 

 

プラットフォーム事業者 

顧客が 
利用する 

アプリなどの 
サーバー 

API 

API連携認証 
システム 

 

①認証（ID・PW 等） 

③ログイン 
（認証方法は区々） 

④アプリ等操作 
（照会・送金） 

②トークン発行 
（アクセス権限付与） 

⑤トークン認証 
⑥送金指図等 

（出所）第3回金融審議会・金融制度WG資料 全国銀行協会説明資料を参考に作成 

顧客 顧客 
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（1）「電子決済等代行業」の定義及び登録制の導入 

改正銀行法は、「電子決済等代行業」を、次に掲げる行為4のいずれかを行う営業を

いうものと定義し（改正銀行法 2 条 17 項各号）、電子決済等代行業は内閣総理大臣

の登録を受けた者でなければ行ってはいけないとして、登録制を導入している（改正

銀行法 52 条の 61 の 2）5 6。 

①決済指図伝達サービス（1 号） 

銀行に預金の口座を開設している預金者の委託（二以上の段階にわたる委託

を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係

る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図（当該指図

の内容のみを含む。）の伝達（当該指図の内容のみの伝達にあっては、内閣府

令で定める方法によるものに限る。）を受け、これを当該銀行に対して伝達す

ること。 

②口座情報取得サービス（2 号） 

銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託（二以上の

段階にわたる委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供

すること（他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した

情報を提供することを含む。）。 

改正銀行法では、決済指図伝達サービス（1 号）及び口座情報取得サービス（2 号）

ともに、登録制が採用されているが、その業務内容・銀行システムへの影響の度合い

に差異があることを踏まえると、内閣府令やガイドライン等において両者の差異に応

じて具体的な行為規制が定められることが期待される。 

電子決済等代行業者の登録拒否事由としては、以下の事由のいずれかに該当すると

き、又は登録申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が

あり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときが定められている（改正銀行法 5

2 条の 61 の 5）。 

①電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府

令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 

②電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者 

③電子決済等代行業等の登録取消し等の処分を受け、その処分の日から 5 年を

経過しない者 

                                                        
4 1 号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他

の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。 
5 登録を受けて電子決済等代行業を営む者を「電子決済等代行業者」という（改正銀行法 2 条 18 項） 
6 登録申請書には①商号、名称又は氏名、②法人であるときは、その役員（外国法人にあっては、外国の

法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。）の氏名、③電子決済等代行業

を営む営業所又は事務所の名称及び所在地、④その他内閣府令で定める事項を記載し（改正銀行法 52 条

の 61 の 3 第 1 項）、登録申請書には、①所定の登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約する書

面、②法人であるときは、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）、③電子決済等代行業

の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類、④その他内閣府令で定める書類を添

付することとされている（改正銀行法 52 条の 61 の 3 第 2 項）。 
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④個別法（農業協同組合法、水産業協同組合法等）に基づく電子決済等代行業等

の廃止命令を受け、命令の日から 5 年を経過しない者 

⑤銀行法等の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが

なくなった日から 5 年を経過しない者 

⑥（法人の場合）外国法人であって日本における代表者を定めていない者、役員

のうちに成年被後見人・被保佐人・破産者等のある者など 

⑦（個人の場合）外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めて

いない者、成年被後見人・被保佐人・破産者等 

 

（2）電子決済等代行業者に対する規制 

登録をした電子決済等代行業者については、以下の行為規制が課せられている。 

①電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に該当する行為を行うときは、内閣

府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用

者に対し、一定の事項7を明らかにしなければならない（改正銀行法 52 条の 61

の 8 第 1 項）。 

②電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところに

より、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利

用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正

な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合にお

ける当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措

置を講じなければならない（改正銀行法 52 条の 61 の 8 第 2 項）。 

③電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならな

い（改正銀行法 52 条の 61 の 9）。 

④電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に該当する行為を行う前に、それぞ

れ銀行との間で、以下に掲げる事項を含む電子決済等代行業に係る契約を締結

し、これに従って当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない

（改正銀行法 52 条の 61 の 10 第 1 項、第 2 項）8。 

ア 電子決済等代行業の業務（当該銀行に係るものに限る。イにおいて同じ。）

に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行

と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 

イ 当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用

者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該

                                                        
7 利用者に対して明らかにする事項とは、①電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所、②電子

決済等代行業者の権限に関する事項、③電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項、④電子決済等代行

業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先、⑤その他内閣府令で定める事

項である（改正銀行法 52 条の 61 の 8 第 1 項各号）。 
8 銀行及び電子決済等代行業者は、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち改正銀行法

52 条の 61 の 10 第 2 項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用そ

の他の方法により公表しなければならないものとされている（改正銀行法 52 条の 61 の 10 第 3 項）。 
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電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことがで

きる措置に関する事項 

ウ その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして

内閣府令で定める事項 

 

（3）銀行に対する規制 

銀行は、電子決済等代行業者との契約を締結するに当たって電子決済等代行業者に

求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用

その他の方法により公表しなければならない（改正銀行法 52 条の 61 の 11 第 1 項）。

かかる「電子決済等代行業者に求める事項」には、契約の相手方となる電子決済等代

行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取

扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれる

（同条 2 項）。 

また、銀行は、契約を締結するに当たって、当該基準を満たす電子決済等代行業者

に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならないものとされている（同条 3 項）。 

さらに、改正銀行法では、その附則 11 条 1 項において、「電子決済等代行業者等

との間で…契約を締結しようとする銀行等」は、「当該電子決済等代行業者等が、そ

の営む電子決済等代行業等の利用者から当該利用者に係る識別符号等9を取得するこ

となく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に

努めなければならない。」と規定し、銀行のオープン API に係る体制整備の努力義務

を定めている。 

 

（4）施行までのスケジュール 

改正銀行法は、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとされている（附則 1 条）。 

もっとも、改正銀行法の施行の際現に電子決済等代行業等を行っている者は、改正

銀行法の施行の日（以下、本Ⅱ．において「施行日」という。）から起算して 6 ヶ月

間は、登録を受けずに電子決済等代行業等を行うことができるものとされており、ま

た、施行日から起算して 2 年を超えない範囲内において政令で定める日までは、口座

情報取得サービスのみを行っている電子決済等代行業者は、銀行等との契約締結義務

等を猶予することとされている（附則 2 条）。 

他方で、銀行等は公布の日から起算して 9 ヶ月を経過する日までに電子決済等代行

業者等との連携及び協働に係る方針を決定し、公表しなければならないこととされて

おり（附則 10 条）、上記の通り、施行日から起算して 2 年を超えない範囲内におい

て政令で定める日までに、オープン API に係る体制を整備に努めなければならない

こととされている（附則 11 条）。 

                                                        
9 「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供

を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう（附則 11 条 2 項）。 
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以上のように、改正銀行法により金融機関側でオープン API の体制が整えば、外

部のアプリケーションから API を経由して金融機関の機能の一部と連携することが

可能となり、利用者は金融機関のサービスを、支店や ATM やインターネットバンキ

ングという従来のチャネルに加え、API 連携をした事業者の提供するサービスという

第四のチャネルを通じて利用できることになり、一層の FinTech の促進が期待される。 

 

Ⅲ．取引の高速化に関する改正 
 

1．改正の経緯 
 

証券分野においても、ロボアドバイザーやブロックチェーンの活用が期待されてい

るところであるが、コンピューターシステムの高度化の進展などを通じて、取引の機

械化・自動化・高速化が進んでおり、限られた時間において自動で取引を行う HFT

（High Frequency Trading）と呼ばれる投資手法やコンピュータプログラム（アルゴ

リズム）を用いて取引を自動化した取引（アルゴリズム高速取引）も注目を集めてい

る。 

各国の取引所では、取引速度の高速化の動きを視野に入れた取組みが行われており、

我が国でも、東証アローヘッドの導入やコロケーション・サービスの提供を通じて取

引に係る通信遅延が大幅に短縮され、アルゴリズム高速取引が増加している。 

かかるアルゴリズム高速取引は相場を乱高下させ、市場の安定性を損なう可能性、

相場操縦等の不公正取引に使用される可能性があると指摘されるとともに、アルゴリ

ズム高速取引を行う投資家に対する証券会社の関与が薄まり、当局や取引所も、かか

る取引の全体像やその取引戦略等を十分に把握できているとはいえない状況となって

おり、かかる取引に対する一定の規制の必要性が議論されていた。 

2016 年 12 月 22 日に金融庁市場ワーキング・グループが公表した「金融審議会市

場ワーキング・グループ報告―国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引

所を巡る制度整備について―」（以下「市場 WG 報告」という。）では、アルゴリズム

を用いた高速取引に関しては、欧州においてアルゴリズム高速取引を行う投資家を登

録制とし、体制整備や情報提供等に関する規制が 2018 年 1 月より課されることとな

っていることも参考にして、アルゴリズム高速取引を行う投資家に対する登録制を導

入し、必要な体制整備・リスク管理義務を課した上で、当局がその取引実態・戦略等

を確認することを可能とする枠組みを整備することが提言されている。 

かかる市場 WG 報告の提言を受け、アルゴリズム高速取引に関する制度整備を含む

金商法改正案が国会に提出されることとなった。 

 

2．改正法の内容 
 

金商法改正案には、株式等の高速取引に関する法制の整備に係る金融商品取引法の
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改正案が盛り込まれており、アルゴリズム高速取引を行う投資家に対する登録制を設

けるとともに、必要な体制整備の構築などの業務に関する規制を整備するものとなっ

ている。 

 

（1）「高速取引行為」の定義及び登録制の導入 

改正金商法は、「高速取引行為」を、以下の通り定義し（改正金商法 2 条 41 項）、

金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者10以外の者が高速取引行為を行おうと

するときは内閣総理大臣の登録を受けなければならないとして、登録制を導入してい

る（改正金商法 66 条の 50）11 12。また、金融商品取引業者等が高速取引行為を行う

場合においては変更登録又は変更届出を行うものとしている（改正金商法 31 条 1 項、

4 項、29 条の 2 第 1 項 7 号）。 

「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であって、当該行為を行うことについて

の判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該

有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品

取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する

方法であって、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令

で定める方法を用いて行われるもの（その内容等を勘案し、投資者の保護のため

支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。）を

いう。 

①有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 

②①に掲げる行為の委託 

③②に掲げるもののほか、①に掲げる行為に係る行為であって、①及び②に掲

げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの 

金融商品取引業が「業として」行うものであるのに対して（金商法 2 条 8 項）、高

速取引行為は「業として」行うことを要件としていない点に特徴がある。 

高速取引行為者の登録拒否事由としては、以下の事由のいずれかに該当するとき、

又は登録申請書もしくはこれに添付すべき書類もしくは電磁的記録のうちに虚偽の

記載もしくは記録があり、もしくは重要な事実の記載もしくは記録が欠けているとき

が定められている（改正金商法 66 条の 53）。 

 

 

                                                        
10 金融商品取引業もしくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行お

うとする者に限る。 
11 当該登録を受けた者を「高速取引行為者」という（改正金商法 2 条 42 項）。 
12 登録申請書には①商号、名称又は氏名、②法人であるときは、資本金の額又は出資の総額、③法人で

あるときは、役員の氏名又は名称、④主たる営業所又は事務所の名称及び所在地、⑤高速取引行為に係る

業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地、⑥他に事業を行っているときは、その事業の種類、⑦そ

の他内閣府令で定める事項を記載し（改正金商法 66 条の 51 第 1 項）、登録申請書には、①所定の登録拒

否事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面、②高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内

閣府令で定めるものを記載した書類、③法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書（こ

れらに準ずるものを含む。）、④その他内閣府令で定める書類を添付することとされている（改正金商法

66 条の 51 第 2 項）。 
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①金融商品取引業等の登録取消し等の処分を受け、その処分の日から 5 年を経

過しない者 

②登録等の取消し等の処分に係る行政手続法 15 条の規定による通知があった日

から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に金融商

品取引業等の廃止等に係る届出を行った場合において、届出の日から 5 年を

経過しない者 

③金商法等の規定に違反し、罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含

む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが

なくなった日から 5 年を経過しない者 

④他に行う事業が公益に反すると認められる者 

⑤高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者 

⑥高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されてい

ると認められない者 

⑦（法人の場合）次のいずれかに該当する者 

ア役員のうちに欠格事由に該当する者のある者 

イ資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも

のとして政令で定める金額に満たない者 

ウ外国法人であって国内における代表者又は国内における代理人を定めてい

ない者 

エ外国法人であってその主たる営業所もしくは事務所又は高速取引行為に係

る業務を行う営業所もしくは事務所の所在するいずれかの外国の外国金融

商品取引規制当局の我が国の当局による行政上の調査に関する協力の要請

に応ずる旨の保証がない者 

⑧（個人の場合）次のいずれかに該当する者 

ア欠格事由のいずれかに該当する者 

イ外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者 

ウ外国に住所を有する個人であってその主たる営業所もしくは事務所又は高

速取引行為に係る業務を行う営業所もしくは事務所の所在するいずれかの

外国の外国金融商品取引規制当局の我が国の当局による行政上の調査に関

する協力の要請に応ずる旨の保証がない者 

⑨純財産額（内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金

額を控除して算出した額をいう。）が、公益又は投資者保護のため必要かつ適

当なものとして政令で定める金額に満たない者 
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（2）高速取引行為者及び金融商品取引業者等に対する規制 

登録をした高速取引行為者については、以下の行為規制が課せられている。 

①高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するた

め、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならな

い（改正金商法 66 条の 55）。 

②高速取引行為者は、自己の名義をもって、他人に高速取引行為を行わせては

ならない（改正金商法 66 条の 56）。 

③高速取引行為者は、業務の運営の状況が以下の事由のいずれかに該当するこ

とのないように、その業務を行わなければならない（改正金商法 66 条の 57）。 

ア 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報

処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な

発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められ

る状況にあること。 

イ アに掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の

保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあ

ること。 

また、金融商品取引業者等は、高速取引行為者13以外の者が行う高速取引行為に係

る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ず

るものとして内閣府令で定める行為を行ってはならないものとされ（改正金商法 38

条 8 号）、無登録者が行う高速取引に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為等が

禁止されている。 

さらに、高速取引行為者は、帳簿書類の作成・保存義務を負い（改正金商法 66 条

の 58）、また、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後 3 月以内に内

閣総理大臣に提出しなければならないものとされ（改正金商法 66 条の 59）、当局が

高速取引の実態を確認できるような行為規制が課されている。 

このように、改正金商法における高速取引行為に関する法制は、当局の監督を受け

ない者が高速取引行為を行うことを防止するとともに、かかる高速取引行為が市場の

安定性等を害しないように適切に業務が行われるような義務を課す内容となってい

る。 

高速取引行為の定義、財産要件を初めとした登録要件、整備義務を負う業務管理体

制、業務運営に関する規制等の詳細については、政府令に委ねられているものの、高

速取引行為に係る制度の全体像は示されているといえる。 

 

（3）施行までのスケジュール 

改正金商法は、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとされている（附則 1 条）。 

                                                        
13 金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者（金融商品取引業もしくは登録金融機関業務又は取引所

取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。）を含む。 
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もっとも、施行の際現に高速取引行為を行っている金融商品取引業者等については、

改正金商法の施行の日（以下、本Ⅲ．において「施行日」という。）から起算して 6

月を経過する日までの間は、これらの規定による届出をしない又は変更登録を受けな

いでも、引き続き、高速取引行為を行うことができるものとされており（附則 2 条）、

また、この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者は、施行日から起算して

6 月を経過する日までの間は、登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行う

ことができるものとされている（附則 3 条）。 

これまでサービスの提供にあたって金融商品取引業者等のライセンスを取得して

いなかった業者も、改正後は、新たにアルゴリズム高速取引を用いたビジネスを展開

する場合には、今後発表される政府令の内容も踏まえて高速取引行為に係る登録の要

否を判断し、法令で求められる体制整備を進めていく必要がある。 

 

Ⅳ．その他の動き 
 

上記「Ⅱ．電子決済等代行業に関する改正」に記載した銀行法の改正の動きと併せて、

一般社団法人全国銀行協会は、2016 年 10 月 21 日に「オープン API のあり方に関する

検討会」を設置して、日本の金融サービスの高度化、利用者利便性の向上等を実現する

ためのオープン API 活用促進に向けた、官民連携のイニシアティブの取りまとめを行う

ことを検討し、2017 年 3 月 16 日公表の「オープン API のあり方に関する検討会報告書

―オープン・イノベーションの活性化に向けて―【中間的な整理（案）】」において、API

仕様の標準化の考え方に加え、オープン API の主なリスク、セキュリティ原則、利用者

保護原則などをまとめている。同報告書以後も、同検討会において検討が進められてい

るうえ、公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）において、2017 年 2 月、「API

接続先チェックリスト（仮称）ワーキンググループ」が設置され、2017 年 6 月を目途と

した API 接続先チェックリストの制定に向けた検討が開始されている。API を提供する

金融機関側においても法改正後を見据えた API の利用についての検討が進んでいる状況

にあるといえる。 
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セミナー情報 
 セミナー  『第 3313 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「外国籍投資信託・

外国籍 ETF の法務と実務 －金融庁担当官としての経験を踏まえて

－」』 

開催日時  2017 年 6 月 1 日（木）13:30～16:30 

講師    樋口 彰 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『戦略的観点から選択されるコーポレート・ファイナンス 新実務』 

開催日時  2017 年 6 月 2 日（金）14:00～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『改正個人情報保護法の概要と実務上の留意点』 

開催日時  2017 年 6 月 9 日（金）14:00～17:00 

講師    堀 天子、北山 昇 

主催    一般社団法人日本クレジット協会 

 

 セミナー  『金融行政の動向と内部監査上の課題』 

開催日時  2017 年 6 月 12 日（月）9:20～11:00 

講師    江平 享 

主催    一般社団法人全国地方銀行協会 

 

 セミナー  『【Exclusive Seminar 09】2 年連続銀行法改正を徹底解説 ～銀行

のオープン API 提供がもたらすインパクト』 

開催日時  2017 年 6 月 14 日（水）19:00～21:00 

講師    堀 天子 

主催    日経 BP 社 

 

 セミナー  『変貌する金融モニタリングの行方～金融モニタリング有識者会議

報告書を受けて～』 

開催日時  2017 年 6 月 21 日（水）14:00～17:00 

講師    江平 享 

主催    株式会社金融財務研究会 
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 セミナー   『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点』 

開催日時  2017 年 7 月 4 日（火）14:00～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『【IPO 法務特別セミナー】「IPO に必要な準備の基本～上場体制整

備の基本」～上場準備開始から上場審査と法的規制を踏まえた上場

会社としての体制整備～』 

開催日時  2017 年 7 月 6 日 （木）14:00～17:00（名古屋会場） 

      2017 年 7 月 7 日 （金）14:00～17:00（大阪会場） 

      2017 年 7 月 13 日（木）14:00～17:00（東京会場） 

講師    根本 敏光   

主催    株式会社プロネクサス 

 

 セミナー  『金融モニタリング 前線～金融機関の課題を踏まえて～』 

開催日時  2017 年 7 月 24 日（月）13:30～16:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

文献情報 
 論文 「有能で野心的な人材の不足が日本のインシュアテックの課題」 

掲載誌   週刊ダイヤモンド 2017 年 4 月 29 日・5 月 6 日合併特大号 

著者    増島 雅和 

 

 論文 「実務相談 銀行法［第 53 回］大口信用供与等規制（4） 信用供与

等の額から控除される額、適用除外」 

掲載誌   金融法務事情 No.2064 

著者    小田 大輔 

 

 論文 「Getting the Deal Through - The Legal Landscape - Japan」 

掲載誌   Getting the Deal Through – The Legal Landscape – Japan 2017年4月 

著者    鈴木 克昌、関戸 麦、岡田 淳、大西 信治、荒井 太一、酒井 真、 

横田 真一朗、大野 志保、池村 聡、柴田 久、金丸 祐子、藤田 知 

也、栗原 宏幸、宮田 俊、西尾 賢司、梶元 孝太郎、島田 里奈、 

尾崎 健悟  
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 論文 「おつり投資「Acorns」上陸は可能か －米国で急成長、日本で展

開するに当たって満たすべき規制を考える－」 

掲載誌   日経 FinTech MONTHLY NEWSLETTER No.13 

著者    峯岸 健太郎、飯島 隆博 

 

 論文 「上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備～平成 29 年金

商法の改正案におけるフェア・ディスクロージャー・ルールの導入

～」 

掲載誌   ディスクロージャー＆IR Vol.1 

著者    峯岸 健太郎 

 

 論文 「仮想通貨の法整備と押さえておくべきポイント」 

掲載誌   月刊監査役 No.667 

著者    末廣 裕亮 

 

NEWS 
 Financial Times 紙による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25 

ranking list of Asia Headquartered Law Firms において Shortlistedに選ばれました 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


