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Ⅰ． はじめに 

 

2021 年 6 月 2 日、金融庁金融審議会（以下「金融審議会」といいます。）は「市場制

度ワーキング・グループ 最良執行のあり方等に関するタスクフォース報告書」（以下

「本報告書」といいます。）を公表しました。 

金融審議会は、2020 年 12 月 18 日、「市場制度ワーキング・グループ」の下で、「最良

執行のあり方等に関するタスクフォース」（以下「本タスクフォース」といいます。）を

設置し、複数の取引施設から最良価格を提示している取引施設を検索し注文を執行する

Smart Order Routing（以下「SOR」といいます。）というシステムの普及に伴い、注文

執行における投資家保護と透明性確保の重要性が高まっていること等を踏まえ、金融商

品取引業者等の最良執行方針等に関する規制の点検・検討を行ってきましたが、今般、

本報告書として、その結果が取りまとめられました。 

本報告書において示された方向性は以下のとおりです。 

 

１．より価格を重視した最良執行方針等 

対機関投資家 ✓ 機関投資家に対する最良執行方針等について、制度導入当時の考え

方を見直す必要性は、現状、必ずしも高くない 

対個人投資家 ✓ 最良執行方針等の法定記載事項に、顧客が個人である場合について

は「主として価格面以外の顧客の利益を考慮する場合には、その旨

及びその理由」を追加 

※「理由」の記載にあたっては、顧客にとってのメリット・デメリットを

踏まえたうえで、顧客のニーズや金融商品取引業者等のビジネスモデ

ルに応じて、各金融商品取引業者等において顧客本位の観点から十分

に検討することが期待される 

✓ 個人投資家に対する最良執行方針等についてより価格を重視する

方向に見直すにあたっても、引き続き執行方法に関して顧客による

選択の余地を認めることが適当 

✓ 最良執行方針等の法定記載事項に、顧客が個人である場合について
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は「ダークプールを使用する場合には、その旨及びその理由」を追

加 

気配情報の統合配信

制度及び注文の回送

制度 

✓ このようなシステムをただちに構築すべき必要性は高くない 

２．市場構造の変化を踏まえた最良執行のあり方とその顧客説明 

SOR の透明化 ✓ 最良執行方針等の法定記載事項に、「SOR を使用する場合は、その

旨及び SOR による注文執行ルール」を追加 

✓ 最良執行説明書の法定記載事項に、「SOR を使用した場合は、価格

改善状況」を追加する 

※価格改善状況としては、①約定日時に加え、②執行等がされた取引所・

PTS・ダークプール、③約定価格、④SOR の使用に際して比較した取引

所・PTS における価格が考えられる 

SOR に付随する利益

相反構造 

✓ SOR に付随する利益相反構造については、前述の最良執行方針等

及び最良執行説明書の記載を通じて SOR を透明化することにより

対応することが適当 

レイテンシー・アービ

トラージへの対応 

✓ 最良執行方針等の法定記載事項に「レイテンシー・アービトラージ

への対応方針・対応策の概要」を追加 

注文回送リベート ✓ 現時点において PFOF の取扱いについて一定の結論を出すことは

時期尚早 

 

以下では、最良執行方針に関する現行制度を確認したうえで、本報告書の内容を見て

いきたいと思います。 

 

Ⅱ． 最良執行方針等に関する現行制度 

 

1．有価証券の流通市場 

 

（1）取引所、PTS、ダークプール 

 

現在、投資者が、株式などの有価証券を取引する方法としては、東京証券取引所な

どの金融商品取引所や金融商品取引業者が運営する私設取引所（PTS）を通じた取引

の方法があります。取引所の運営は最も厳格な要件である免許制のもとで認められて

おり（金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）80 条）、PTS も次いで厳格な

要件である認可制のもとで認められています（同法 30 条 1 項）。現在、日本におい

て、取引所は 5 つ、PTS を営む金融商品取引業者は 2 社あります。 

PTS は、1998 年に導入されて以来、規制が緩和されてきており、取引の割合も増

えてきています。PTS と取引所とは、取引量という量的基準により区別されており、
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一定以上の取引量となる場合に取引所の免許取得が義務付けられます。 

一方で、取引所や PTS の他に、証券会社が提供するダークプールという取引方法

があります。これは、証券会社のシステムで顧客の注文を付け合せるものですが、通

常、当該証券会社が ToSTNeT にクロス取引として注文を出すため、PTS 及び取引所

には該当しないものと整理されています1。 

なお、ダークプールを運営する証券会社には、ダークプールにおける気配の公表義

務はないため、取引所や PTS と異なり、ダークプールにおける気配は外部に公表さ

れていません。また、システム保守の場合等を除き、ダークプールを運営する証券会

社内の人間もダークプールにおける気配を見ることはできないと言われています2。 

 

（出典：2019 年 2 月 19 日市場ワーキング・グループ「第 19 回事務局説明資料（ダークプールの現状と

課題）」1 頁） 

 

（2）SOR 

 

Smart Order Routing（SOR）とは複数の市場から最良の条件を提示している市場

を検索し、注文を執行するシステムであり、代表的には、次の 2 パターンがあります

が、各証券会社によってその方法は様々です。 

 

 
1 総合的監督指針 IV-4-2-1①注「たとえば、2 の顧客の同数量の売り注文及び買い注文を、売買立会によ

らない取引を行う取引所金融商品市場に同時に取り次ぐシステムは、基本的に、私設取引システム及び

取引所金融商品市場等に該当しない。」 
2 本報告書 5－6 頁 



 
 

 

 

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。

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4 
 
 

 
 

 

（出典：2020 年 12 月 18 日最良執行のあり方等に関するタスクフォース「第 1 回事務局説明資料（金

融商品取引業者等の最良執行方針等について）」24 頁） 

 

①は、最良気配を提示している取引施設から順に IOC 注文（Immediate or Cancel）

する方法であり、②は、複数の取引施設に分割して、IOC 注文をする方法です。 

ただし、ダークプールのシステムによっては、SOR のシステム上でも自社のダー

クプールと他の市場における気配を価格で比較できない（ダークプールには気配がな

い。）ものもあり、この場合、取引所の立会市場及び PTS における最良気配と同値又

は有利な価格でダークプールに発注するという方法があります。 

 

2．最良執行方針等に関する制度 

 

2005 年に、取引所取引の原則が見直されたのと同時に、投資者保護の観点から、金

融商品取引業者等において、有価証券等取引に関する顧客の注文について、最良の取

引の条件で執行するための方針及び方法である最良執行方針等を定め、これに従い注

文を執行しなければならない等の義務が導入されました。最良の取引条件については、

当時の市場インフラ等を踏まえ、価格のみならず、コスト、スピード、執行可能性等

さまざまな要素を総合的に勘案して決定されることとされ、執行可能性を重視し流動

性の最も高い市場で執行することも「最良の取引の条件」で執行する方法の 1 つに該

当し得るものとされました。そのため、原則として金融商品取引所市場に注文を取り

次ぐものとする例が多く、取引所取引の原則を撤廃した目的である市場間競争の促進

が阻害されているとの指摘がありました。 

 

最良執行方針に関するルールは、大別すると、①最良執行方針等の策定・公表、②

顧客への最良執行方針等の書面の事前交付、③最良執行方針等に従った注文の執行、

④顧客への最良執行説明書の事後交付があります。 
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具体的には、①金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文につい

て、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法（最良執行方針等）を定めなけ

ればならず（金商法 40 条の 2 第 1 項）、最良執行方針等を公表することが求められて

います（同条 2 項）。最良執行方針等の記載事項は以下のとおりです。 

【最良執行方針等の記載事項】（金融商品取引法施行令 16 条の 6 第 2 項） 

・取引銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法 

・当該方法を選択する理由 

 

なお、日本証券業協会（以下「日証協」といいます。）の最良執行方針（参考モデル）

3においても、「お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品

取引所市場に取り次ぐこととし、PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行い

ません。」とされています。 

日本証券業協会【最良執行方針（参考モデル）】（抜粋） 

２．最良の取引の条件で執行するための方法 

・・・ 

（１）上場株券等 

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品

取引所市場に取り次ぐこととし、PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いませ

ん。 

・・・ 

３．当該方法を選択する理由 

（１）上場株券等 

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、

流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行すること

がお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 

・・・ 

４．その他 

（１）次に掲げる取引については、２．に掲げる方法によらずに、それぞれ次に掲げる方

法により執行いたします。 

① お客様から執行方法に関するご指示（当社が自己で直接の相手方となる売買のご希

望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等）があった

取引当該ご指示いただいた執行方法 

・・・ 

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな

要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後

的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりま

せん。 

 
3 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20050330_d1sir/02_03.pdf 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20050330_d1sir/02_03.pdf
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また、②金融商品取引業者等は、上場株券等の売買に関する顧客の注文を受けよう

とするときは、あらかじめ、顧客（特定投資家を除く。）に対し、当該取引に係る最良

執行方針等を記載した書面を交付することが求められています（同条 4 項本文・同法

施行令 16 条の 6 第 3 項、同法 45 条 2 号）。 

 

さらに、③金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関す

る注文を執行することとされています（同条 3 項）。 

 

加えて、④金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した

後、3 月以内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従って

執行された旨を説明した書面（最良執行説明書）を、原則、顧客から求められた日か

ら 20 日4以内に、当該顧客に交付する必要があります（同法 40 条の 2 第 5 項・金融

商品取引業等に関する内閣府令（以下「業府令」といいます。）124 条 4 項及び 6 項）。 

 

最良執行説明書の記載事項は以下のとおりです。 

【最良執行説明書の記載事項】（業府令 124 条 5 項） 

・注文に係る有価証券等取引の銘柄、数量及び売付け又は買付けの別 

・受注日時 

・約定日時及び執行した金融商品市場その他執行の方法 

 

Ⅲ．本報告書の内容 

 

1．より価格を重視した最良執行方針等 

 

（1）個人投資家に対する最良執行方針 

 

上記のとおり、これまでは、最良執行方針については、価格のみならず、コスト、

スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して決定されることとされて

おりましたが、本報告書では、個人投資家に対する最良執行方針等については、より

価格を重視する方向に見直すことが提言されました。 

すなわち、個人投資家の場合、機関投資家と比較すると小口注文が多く、基本的に

は価格が最も重要な要素であると考えられること、また、近年、複数の取引施設にお

ける価格を比較した注文執行が一定程度可能になっていることから、価格を重視する

最良執行方針等へ変更することを促す仕組みとして、最良執行方針等の法定記載事項

に、顧客が個人である場合には以下の事項を追加することが、提言されています。 

 

 

 
4 特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間（20 日以上の期間に限る）。 
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✓ 最良執行方針等の法定記載事項に、顧客が個人である場合については「主として

価格面以外の顧客の利益を考慮する場合には、その旨及びその理由」を追加 

※「理由」の記載にあたっては、顧客にとってのメリット・デメリットを踏まえたうえで、顧客の

ニーズや金融商品取引業者等のビジネスモデルに応じて、各金融商品取引業者等において顧客

本位の観点から十分に検討することが期待される 

※「理由」を最良執行方針等に記載すれば顧客の利益を考慮しないことが許されるものではない

ことに留意する必要がある。また、投資ニーズの如何に関わらず、ほとんどの個人投資家にとっ

て有利な価格で約定できるに越したことはない点も踏まえる必要があると考えられる。 

これは、いわゆるコンプライ・オア・エクスプレインを採用したもので、主として

価格面を考慮する場合には特に記載が不要である一方で、主として価格面以外を考慮

する場合には、その旨及びその理由の記載を求めるものです。「主として」とあるこ

とから、価格面以外の要素を考慮した場合に直ちに、エクスプレインが求められるわ

けではなく、主たる考慮要素が価格以外の場合に、記載が求められるものと考えられ

ます。 

なお、上記Ⅱ．2 の日証協モデルにもあり、また、多くの金融商品取引業者等の最

良執行方針等で記載されている、「約定可能性等を重視して、原則として主たる取引

所に注文を取り次ぐ」方法は、「主として価格面以外の顧客の利益を考慮する場合」

に該当するとされる点、他方で、SOR により取引所と PTS 1 社以上又は取引所とダ

ークプールを比較して最良価格を提示している取引施設に注文を取り次ぐ場合は、基

本的に「主として価格面以外の顧客の利益を考慮する場合」には該当しないとされて

います。 

取引所にのみ取り次ぐこととしている金融商品取引業者等においても、「主として

価格面以外の顧客の利益を考慮する場合」に該当する可能性もあり、今後、改正案等

の内容については注視する必要があります。 

 

また、本報告書では、個人投資家に対する最良執行方針等について、より価格を重

視する方向に見直すにあたっても、引き続き執行方法に関して顧客による選択の余地

を認めることが適当とされており、顧客から執行方法に関する指示があった場合には

当該執行方法により執行する旨を最良執行方針等に記載している限り、当該執行方法

により執行することは妨げられないと考えられます5。 

✓ 個人投資家に対する最良執行方針等についてより価格を重視する方向に見直すにあた

っても、引き続き執行方法に関して顧客による選択の余地を認めることが適当 

 

また、本報告書においては、個人投資家向けにダークプールの提供が進んでいるこ

とから、個人投資家に対する最良執行方針等についてより価格を重視する方向に見直

 
5 ただし、特に個人投資家に関しては、顧客である個人投資家から十分な理解を得ないまま、顧客から

執行方法に関する指示があったものとして、最良執行方針等に記載された執行方法と異なる方法により

執行する等、潜脱的な運用が行われることがないように留意する必要がある旨、注記されています。 
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すにあたっては、ダークプールを利用した執行も含めて見直しを行うことが望ましい

とされました。 

ダークプールについては、2019 年に開催された金融審議会市場ワーキング・グル

ープにおいて、約定時における取引所の立会市場の最良価格より有利な価格でなけれ

ば約定自体を成立させないことを義務付けること（いわゆるトレードアットルール）

の導入が見送られており、他方で、ダークプールの透明性等を確保するため、価格改

善の実効性の確保に向けた情報の記録・保管や価格改善効果の顧客説明を義務付ける

こととされている6ことを踏まえ、最良執行方針等に関する規制の中でダークプール

を適切に位置付けることが適当であるとされています。具体的には最良執行方針等に

以下の事項を記載することが提言されています。 

✓ 最良執行方針等の法定記載事項に、顧客が個人である場合については「ダークプ

ールを使用する場合には、その旨及びその理由」を追加 

 

（2）気配情報の統合配信制度及び注文の回送制度 

 

米国においては、NMS（National Market System）が構築され、各市場における気

配情報及び約定情報が統合配信される制度が整備されており、また、ITS（Intermarket 

Trading System）が構築され、NMS による統合気配情報（SIP feed）に基づき、最良

気配（NBBO：National Best Bid and Offer）のある市場に注文を回送する制度が整備

されております。 

日本におけるこうしたシステムの導入については、システムの構築・維持には多大

なコストがかかることに加え、高速取引行為者等の高度な技術を有する一部の投資家

が、各取引施設から直接提供された気配情報（Direct feed）を自ら統合することによ

り、SIP feed に依拠するよりも速く注文することが可能となる等の課題が残ること、

米国と比較して日本においては取引施設の数が少ないことなどから、直ちに構築すべ

き必要性は高くないと結論付けられました。 

 

2．市場構造の変化を踏まえた最良執行のあり方とその顧客説明 

 

（1）SOR の透明化 

 

本タスクフォースにおいては、SOR の透明化についても議論されました。投資家

にとって、SOR による注文執行ルールの内容は、金融商品取引業者等を選択するに

当たり重要な判断要素となると考えられる一方で、SOR のサービスを提供している

金融商品取引業者等には、最良執行方針等に SOR に関する記載をしているものと、

SOR に関する記載をしていないものがあり、また、最良執行方針等に SOR に関する

記載をしている金融商品取引業者等においても、記載の詳細さは様々であり、また

 
6 2021 年 9 月 1 日から適用。 
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SOR による当該注文執行ルールを選択している理由について具体的に記載している

例は見当たらないことから、SOR による注文執行ルールを透明化するため、最良執

行方針等の法定記載事項に以下の事項を追加することが提言されました。 

✓ 最良執行方針等の法定記載事項に、「SOR を使用する場合は、その旨及び SOR によ

る注文執行ルール」を追加 

【注文執行ルール】 

① SOR によりいずれの取引施設の価格を検索するか 

② 基本となる注文執行ルール 

③ 複数の取引施設の最良気配が同値であった場合にいずれの取引施設で執行す

るか 

④ ①～③のルールを採用する理由 

この記載事項は、個人顧客の場合に限られないものと考えられます。 

①については、取引所、PTS、ダークプール（自社・他社）のいずれの価格を検索

するのか、②については、注文を複数の取引施設に順次回送するのか同時に回送する

のか、③については、最も流動性がある取引施設で執行するのか、手数料が安い取引

施設で執行するのか、事前に指定された順番で複数の取引施設を回送するのか、等を

記載することが想定されているようです。特に個人投資家に対しては分かりやすい記

載となるように留意する必要があるとされる一方で、過度に詳細な SOR による注文

執行ルールを公表すれば、かかる注文執行ルールを高速取引行為者が分析し、後述す

るレイテンシー・アービトラージが容易になる可能性があることに留意する必要があ

るとされ、記載の深度・粒度については一定の幅が認められるものと考えられます。 

 

また、SOR の透明化にあたっては、顧客に対する事前の情報提供のみならず、事

後のモニタリングも重要であるとして、最良執行説明書に以下の事項を追加すること

が提言されました。 

✓ 最良執行説明書の法定記載事項に、「SOR を使用した場合は、価格改善状況」を追加

する 

※価格改善状況としては、約定日時に加え、①執行等がされた取引所・PTS・ダークプ

ール、②約定価格、③SOR の使用に際して比較した取引所・PTS における価格が考

えられる 

上記の記載事項のうち、①については、従前の最良執行説明書と比べるとダークプ

ールを一つの取引施設として明示している点が異なります。また、③については、注

文ごとに、比較対象の取引施設の価格を記載することになるものと思われますが、注

文数が多い場合には記載事項が膨大化する可能性があるように思われます。 

この点については、本報告書では、金融商品取引業者等において一定のシステム変

更等の対応が必要になると考えられることから、最良執行説明書の法定記載事項を追

加するにあたっては、金融商品取引業者等にとって過度な負担とならないように留意

する必要があるとされ、また、経過措置を設けることも検討するとされています。 
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（2）SOR に付随する利益相反構造 

 

本タスクフォースでは、SOR に付随する、金融商品取引業者等又はその系列・友

好関係にある特定の取引施設と、顧客との間の利益相反構造についても議論がなされ

ました。たとえば、以下のとおり、顧客の注文を自らと系列・友好関係にある特定の

取引施設に優先して回送するルールとなっている場合（いわゆるプレファレンシン

グ）、顧客にとってより有利な価格で約定できる可能性が低下し、金融商品取引業者

等又はその系列・友好関係にある特定の取引施設と顧客との間に利益相反が生じるこ

とがあります。 

 

（出典：2021 年 2 月 16 日最良執行のあり方等に関するタスクフォース「第 2 回事務局説明資料（最

良執行方針等と SOR との関係等）」14 頁） 

 

一方で、そうした利益相反構造がある場合でも、①東証の立会市場における最良気

配と比較して価格改善効果が生じる場合があり、又は価格改善効果が生じないとして

も約定可能性が高い等、顧客に別途の利益を生じる場合があること、②SOR による

特定の注文執行ルール（利益相反が生じる可能性のある注文執行ルール）を一律に禁

止又は制限することは、SOR の技術進歩を妨げることにもなりかねないこと、③金

融商品取引業者等に対して、全ての取引施設の取引参加者となることを義務付けるこ

とは、システムコスト等の観点から現実的ではないことから、本報告書は、SOR に

よる特定の注文執行ルール（利益相反が生じる可能性のある注文執行ルール）を一律

に禁止又は制限したり、金融商品取引業者等に対して全ての取引施設の取引参加者と

なることを義務付けたりすることは適当ではないとし、SOR に付随する利益相反構

造については、最良執行方針等及び最良執行説明書の記載を通じて SOR を透明化す

ることにより対応することが適当とされました。具体的な内容や項目は示されていな

いものの、利益相反構造がある場合には、最良執行方針等の注文執行ルールを採用す
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る理由において、顧客にとってのメリット・デメリットを踏まえ、一定程度詳細な記

載が必要であるとされています。 

 

（3）レイテンシー・アービトラージへの対応 

 

レイテンシー・アービトラージとは市場参加者などの認知・決定・行動の時間差か

ら生じる価格差や需給量変化を狙った取引とされます。たとえば、以下の図のとおり、

α投資家がまず A 取引施設に発注し、A 取引施設において約定しなかった場合には、

当該注文を取り消したうえで B 取引施設に不利な価格で注文を回送するとすると、A

取引施設の板を見ていたβ投資家に、α投資家に先立つ取引機会があれば、β投資家

にレイテンシー・アービトラージの機会が生じる場合があります。 

 

（出典：2021 年 4 月 7 日最良執行のあり方等に関するタスクフォース「第 3 回事務局説明資料」12 頁） 

 

レイテンシー・アービトラージは、他の投資家が SOR によって得られたはずの価

格改善効果を小さくする可能性がある等、他の投資家の注文執行に影響を及ぼしてい

る可能性があり、実務上、金融商品取引業者等において一定の対応策が講じられてい

るようです。一方で、現時点では、レイテンシー・アービトラージの実態把握の手法

や標準的な対応策が確立されているとは言い難く、各金融商品取引業者等が、よりよ

い注文執行を顧客に提供する取組みの中で、検討を進めているところ、金融商品取引

業者等のレイテンシー・アービトラージへの対応方針・対応策は、投資家が金融商品

取引業者等を選択するに当たり重要な判断要素となることから、最良執行方針等にお

いては、以下の事項を追加することが提言されました。 

✓ 最良執行方針等の法定記載事項に「レイテンシー・アービトラージへの対応方針・対

応策の概要」を追加 

たとえば、IOC 注文を行い、板に乗らない注文方法をとることや、複数の取引施設

への同時注文の方法をとることなどがこれに当たると考えられます。 
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なお、最良執行方針等にレイテンシー・アービトラージへの対応策を詳細に記載す

ると、個人投資家にとって分かりにくいうえ、レイテンシー・アービトラージを行う

高速取引行為者がこれを分析することにより、かえってレイテンシー・アービトラー

ジが容易になる可能性があることも指摘されており、記載にあたっては、個人投資家

にとって分かりやすい範囲で、一定程度概括的に記載することが許容されるものと思

われます。 

 

（4）注文回送リベート（PFOF） 

 

PFOF（Payment for order flow）とはマーケットメーカーに対して注文を回送する

対価として、ブローカーがマーケットメーカーからリベートを受領するものであり、

以下の図のとおり、典型的には、マーケットメーカーは、ブローカーから回送された

注文を相対取引により自己勘定で対当するか、取引所等に回送します。 

（出典：2021 年 4 月 7 日最良執行のあり方等に関するタスクフォース「第 3 回事務局説明資料」17 頁） 

 

PFOF は、手数料の値下げ又は無料化に繋がる、取引所における最良気配と比較し

て価格改善効果がある場合がある、約定可能性が高い場合があるなど、顧客の利益に

なる場合があり得るとされますが、他方で、証券会社が自己の利益のために（＝リベ

ートの提供を受けるために）顧客の利益に反してマーケットメーカーに対して注文を

回送し得るという利益相反構造がある他、証券会社が顧客の利益よりもマーケットメ

ーカーの利益を優先した行動をとるおそれがあることが指摘されています。 

本報告書では、現時点において PFOF の例が確認されていない日本において PFOF

の是非を検討するにあたっては、最良執行に関する規制や市場構造の違いにも留意し

つつ、諸外国における金融規制の動向も踏まえて検討することが適当であり、現時点

において PFOF の取扱いについて一定の結論を出すことは時期尚早とされました。 

 

Ⅳ．おわりに 

 

本報告書は、今後、市場制度ワーキング・グループで報告されることが予定されてお

ります。 

上記の提言の内容からすると、金商法の改正ではなく、政省令や監督指針の改正にと
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どまるように思われますので、今後、早期に改正、施行されることも想定されます。ま

た、本報告書では、日証協においても、最良執行方針等の参考モデルの改訂や参考モデ

ルのあり方を検討することが期待されるとされており、今後そうした見直しが進められ

ることになるものと思われます。 

証券会社等においては、今後、改正案の内容や、日証協モデル等の改訂については注

視していく必要があるものと思われます。 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『発電事業のプロジェクトファイナンス～近時の関連法改正、最新

動向を踏まえたリスク分析と契約実務の勘所～』 

開催日時  2021 年 6 月 23 日（水）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    JPI（日本計画研究所） 

 

➢ セミナー  『第 4604 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務～発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の影

響も踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 7 月 15 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

文献情報 

➢ 論文 「改正産業競争力強化法の概要と実務への影響－ベンチャー支援、

事業再生円滑化、規制のサンドボックス恒久化を中心に」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.21 No.6 

著者    増島 雅和、片桐 大、佐野 剛史、日髙 稔基、本嶋 孔太郎 

      （共著） 

 

➢ 論文  「Q&A 金融サービス仲介業の制度と実務 〈第 4 回〉 行為規制と

態勢整備 ②顧客に対する情報提供・態勢整備義務」 

掲載誌   金融法務事情 No.2161 

著者    小田 大輔、渡辺 真菜（共著） 

 

➢ 論文 「The Financial Technology Law Review Fourth Edition - Japan 

Chapter」 

掲載誌   The Financial Technology Law Review Fourth Edition 

著者    岡田 淳、堀 天子、飯島 隆博 
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➢ 論文 「特集：出でよ！日本の金融プラットフォーマー 〈インタビュ

ー〉プラットフォーム規制と金融ビジネスの今後」 

掲載誌   週刊金融財政事情 3400 号 

著者    増島 雅和 

 

➢ 論文 「Q&A 金融サービス仲介業の制度と実務  〈第 3 回〉 行為規制

と態勢整備 ①誠実公正義務・情報提供義務」 

掲載誌   金融法務事情 No.2159 

著者    小田 大輔、渡辺 真菜（共著） 

 

➢ 論文 「The International Comparative Legal Guide to: Insurance & 

Reinsurance 2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Insurance &  

      Reinsurance 2021 

著者    吉田 和央 

 

➢ 論文 「暗号資産の法的性質と実務」 

掲載誌   金融・商事判例 No.1611（2021 年 3 月増刊号） 

著者    堀 天子（編著）、増田 雅史（著） 

 

NEWS 

➢ 箱田 英子 弁護士が IFLR1000 Women Leaders 2021 - Asia-Pacific において日

本を代表する女性弁護士に選ばれました 

IFLR1000 Women Leaders 2021 - Asia-Pacific において、当事務所の箱田 英子 

弁護士が日本を代表する女性弁護士に選ばれました。 

詳細は IFLR1000 のウェブサイトに掲載されております。 

 

➢ 増田 雅史 弁護士が NFT 部会 法律顧問として策定に関与した「NFT ビジネス

に関するガイドライン」が、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）

より公表されました 

 

➢ The 12th Edition of The Best Lawyers™ in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers®（ベスト・ロイヤー）による、The 12th Edition of The Best 

Lawyers™ in Japan に当事務所の弁護士 120 名が選ばれました。 

 

下記 4 名の弁護士が「Lawyers of the Year」に選ばれました。 

柴田 勝之 - Criminal Defense 

関戸 麦 - Product Liability Litigation 

https://iflr1000.com/NewsAndAnalysis/IFLR1000-Women-Leaders-2021-Asia-Pacific/Index/12290
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横山 経通 - Media and Entertainment Law 

竹野 康造 - Investment and Investment Funds 

 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関する官公庁等の最新公開情報のリンクをまとめました。今後、随時アップデー

トしてまいります。 

日本語版はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

➢ 今泉 憲人 弁護士が入所しました 

 

➢ 鄭 鈺璇 弁護士が入所しました 

 

➢ ダニエル・アレン 弁護士がパートナーに就任しました 

 

➢ 小島 舞子 弁護士が入所しました 

 

➢ 木村 洋一 弁護士が入所しました 

 

➢ 山本 健太 弁護士が入所しました 

 

➢ 末長 祐 弁護士が入所しました 

 

（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2021/28.html
https://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/18584.html

