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（金商業等府令及び監督指針の改正） 

 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．情報授受規制等の規制のあり方 

Ⅲ．弊害防止の実効性の確保に向けた方策 

Ⅳ．おわりに 

 

 

 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

金融庁・金融審議会市場制度ワーキング・グループ（以下「市場制度 WG」という。）

が 2021 年 6 月 18 日に公表した、「金融審議会 市場制度ワーキング・グループ 第二

次報告書―コロナ後を見据えた魅力ある資本市場の構築に向けて―」（以下「第二次報告

書」という。）における提言を受けて、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商

業等府令」という。）及び各業態の監督指針1が、パブリックコメント手続を経て 2022 年

4 月 22 日に改正・公布され、同年 6 月 22 日付で施行された（以下これらの改正を「本

改正」という。）。 

本改正は、銀証ファイアーウォール規制と呼ばれる、金融商品取引業者と銀行等のグ

ループ会社間における顧客情報の共有等に関する制限に関する規制を緩和するためのも

のであるが、本ニュースレターでは、金商業等府令及び各業態の監督指針の改正内容に

ついて概説する。 

 

Ⅱ．情報授受規制等の規制のあり方 

 

1．情報授受規制の見直し 

 

（1）オプトイン手続の簡素化 

銀行グループに属する証券会社が、親会社である銀行との間で顧客の非公開情報等

 
1 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（以下「金商業等監督指針」という。）、主要行等向けの総

合的な監督指針（以下「主要行等監督指針」という。）、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針（以

下「中小・地域金融機関監督指針」という。）等の改正が行われた。以下、本ニュースレターでは、金商

業等監督指針、主要行等監督指針及び中小・地域金融機関監督指針を総称して「監督指針」という。 
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を共有しようとする場合、原則として、書面による事前の同意取得（オプトイン手続）

が必要となる。こうしたオプトイン手続について、デジタル手続等を利用した同意取

得の方法を簡素化することを目的として、概要、表 1 の改正が行われた。 

 

表 1 オプトイン手続に関する改正概要 

改正前の制度の課題 改正内容 

➢ 一部の手続で電磁的方法による対応が未

整備であった。 

➢ 電磁的方法によるオプトイン手続を情報授

受規制全般に整備 

➢ 電磁的方法で同意取得するにことについ

て、事前承諾が必要であった。 

➢ 電磁的方法の利用について事前承諾を廃

止 

➢ メール等での同意取得が認められていな

かった。 

➢ メール等での同意取得が可能になった。 

 

（a）電磁的記録による同意取得の網羅的整備 

改正前の制度でも、顧客からの同意の取得方法として、電磁的方法による手続が存

在していたが、一部の情報授受規制については未整備の状況にあり、電磁的方法によ

る同意の取得が認められていなかった。例えば、銀行内の金融商品仲介業務部門と融

資業務部門との間で非公開融資等情報を共有する場合、事前に顧客の書面による同意

が必要であって電磁的方法での同意取得は認められていなかった2。 

本改正では、非公開情報等の情報授受規制全般について、同意取得は、「書面又は

電磁的記録」によることとされ、デジタル手続による同意取得が可能となった。なお、

電話等による口頭での同意取得は引き続き認められていない点には留意が必要であ

る。 

 

（b）電子メール等での同意取得 

改正前の制度では、電磁的方法による同意取得の方法が法令上限定されており、例

えば、顧客から電子メール本文で同意の意思表示を受けるといった方法は認められて

いなかった3。本改正では、こうした同意取得の方法に関する限定は廃止され、「電磁

的記録」による同意取得が広く認められることとなった。 

 

（c）電磁的方法による事前承諾の撤廃 

改正前の制度では、電磁的方法により顧客から同意を得ようとする場合、同意の取

得に先行して、電磁的方法の種類等を示した上で、顧客の承諾を受ける必要があっ

た 4。 

本改正では、こうした事前承諾の手続が廃止され、電磁的記録により顧客の同意を

 
2 金商法 44 条の 2 第 2 項 3 号、旧金商業等府令 150 条 1 項 5 号 
3 旧金商業等府令 155 条 2 項、56 条 1 項各号 
4 旧金商業等府令 155 条 2 項 
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得ればよいとされた。 

 

（2）オプトアウト手続の簡素化 

法人顧客については、オプトイン手続に代えて、非公開情報の共有の停止を求める

機会を「適切に提供」している場合、顧客から共有の停止を求めるまでは、当該非公

開情報の授受が可能とする手続（オプトアウト手続）が認められており、金商業等監

督指針では、当該機会の適切な提供方法を詳細に規定されている。具体的には、法人

顧客に対し、あらかじめ共有する非公開情報等の範囲や共有を実施する親子法人の範

囲等を「通知」することとされており、負担や利便性の観点からオプトイン手続と大

差がないとの指摘がされていた。 

本改正では、こうした手続の負担の解消等を目的として、改正前のオプトアウト手

続は維持しつつ、顧客が上場会社やその子会社等である場合を対象に、オプトアウト

の機会の「周知」で足りるとする手続が新設された。顧客の属性に応じて改正前後の

オプトアウト手続を比較すると表 2 のとおりである。 

 

表 2 オプトアウト手続の改正内容 

  改正前 改正内容 

国内法人顧客 

（上場企業等） 
オプトアウトによる同意取得は可能だ

が、オプトアウトの機会の「適切な提

供」が必要。 

オプトアウトの機会等を「容易に知り得

る状態」に置くことで足りる。 

国内法人顧客 

（中小事業者） 
規制維持（機会の「提供」が必要） 

個人 オプトアウトによる同意取得は不可 規制維持（オプトアウト不可） 

※なお、外国法人顧客については、2021年の金商業等府令の改正により情報授受規制から

除外されている。 

 

（a）対象顧客（上場企業等の範囲） 

新たなオプトアウト手続は、顧客が「上場企業等」である場合に利用可能である。

具体的には、顧客が表 3 に掲げる者である場合、新たなオプトアウト手続が利用でき

る5。 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 金商業等府令 153 条 1 項 7 号ヌ 
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表 3 「上場企業等」の範囲 

① 上場会社等6及びその子会社等 

② 金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社及びその子会社等

（上場に関するアドバイザリー契約又は監査証明等に準じた監査法人等の監査を受け

る契約を締結しているものに限る。） 

③ 有価証券報告書を提出している者7及びその子会社等 

④ 適格機関投資家8及びその子会社等 

 

表 3 に掲げる者のうち、上場会社等の「子会社等」や「株式を上場しようとする株

式会社」に顧客が該当するかは、必ずしも公表情報等から明らかではない場合がある

ところ、2022 年 4 月 22 日公表のパブリックコメントの回答（以下「パブコメ回答」

という。）では、顧客との日常的なコミュニケーションや定期的な確認によって該当

性を判断する方法等が示されている9。また、非上場化等によって、「上場企業等」に

該当しなくなることも想定されるが、こうした顧客属性の変更を認知した場合には、

可能な限り速やかに、従前どおりオプトアウトの機会等を適切に提供するか、オプト

イン手続を講じる必要がある10。 

 

（b）オプトアウト手続の内容 

「上場企業等が容易に知り得る状態」の例としては、「店舗での常時掲示及びホー

ムページへの常時掲載を行っている場合」が挙げられており、表 4 の事項が掲示・掲

載すべき内容とされている。また、上場企業等の利便性を考慮して、書面での通知の

ほか、電子メールの送付やタブレット端末等を用いたウェブサイト上のフォームへの

入力などのオプトアウト手続を設けておくことが求められる。また、新たなオプトア

ウト手続を利用する場合、ウェブサイト等での周知の開始後又は顧客が「上場企業等」

に該当してから、グループ間での情報共有を開始するまでには、上場企業等がオプト

アウトするか否かを判断するための期間を確保することが求められる11。当該期間と

しては 1 か月程度という目安が例示されている12。 

 

 

 

 

 

 
6 金商法 163 条 1 項 
7 金商法 24 条 1 項（同条第 5 項（法 27 条において準用する場合を含む。）及び法第 27 条において準用

する場合を含む。） 
8 金融商品取引法二条に規定する定義に関する内閣府令 10 条 1 項 23 号（イに係る部分に限る。）及び 24

号に掲げる者を除く。 
9 パブコメ回答 1 ページ 1～4 番 
10 金商業等監督指針 IV-3-1-4（2）（注）、パブコメ回答 2 ページ 5 番 
11 金商業等監督指針 IV-3-1-4（2）③ 
12 パブコメ回答 3 ページ 8 番 
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表 4 ウェブサイト等で周知が必要な事項 

① 親子法人等との間で授受を行う非公開情報の範囲 

② 非公開情報の授受を行う親子法人等の範囲 

③ 非公開情報の授受の方法 

④ 提供先における非公開情報の管理の方法 

⑤ 提供先における非公開情報の利用目的 

⑥ オプトアウトする場合に必要な手続及び連絡先 

⑦ 親子法人等との間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情

報の管理方法 

 

2．ホームベースルールの撤廃等 

 

（1）ホームベースルールの撤廃 

2008 年の銀証間の兼職規制の撤廃に際して、金商業等監督指針では、証券会社又

は非公開情報の授受を行う親子法人等の営業部門その他の非公開情報を用いて業務

を行う部門を兼職している役職員は、(i)いずれか一つの法人の管理する非共有情報

（顧客の同意を取得していない非公開情報）にしかアクセスできず、(ii)非共有情報に

アクセスできない方の法人の顧客に、非共有情報を用いて取引勧誘を行ってはならな

いこととされていた。かかる制限はホームベースルールと呼ばれている。 

本改正では、第二次報告書において、ホームベースルールが、事前予防的措置であ

る情報授受規制の更なる事前規制であるとの指摘があったことから、監督指針の該当

の記載は削除され、兼職者がいずれの兼職先をホームベース（非共有情報にアクセス

可能な兼職先）とするかを特定する必要はなくなり、兼職先のいずれの非共有情報に

もアクセスすることが可能になった。但し、ホームベースルールに代わる情報授受規

制を遵守するための情報管理態勢は必要である13。そこで、改正後の監督指針におい

ても、兼職者に関する非公開情報の管理について、以下のような留意事項が示されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 パブコメ回答 16 ページ 44～45 番 
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表 5 役職員の兼職に関して留意すべき事項 

① 非共有情報を用いた取引勧誘を行わないことを確保するための措置を講じるこ

と 

② 非共有情報を他の兼職先における業務に関して顧客や役職員等に伝えないこと 

③ Need to Know 原則（下記Ⅲ.1(2)(a)参照）を踏まえ、職務上必要のない情報への

アクセス・利用が行われないことを確保すること 

④ 兼職者が取得した非公開情報について、いずれの兼職先において取得した情報と

取り扱うか、適切に判定すること 

⑤ 兼職者への研修等を実施し周知徹底を図ること 

⑥ 非公開情報の漏えい等が疑われる事象について適切な検証を実施するための態

勢を整備すること 

 

（2）内部管理業務等を行うために必要な非公開情報の授受に係る留意事項 

非公開情報授受規制の例外として、内部管理業務等を行うために必要な非公開情報

については、非公開情報が営業部門等において漏えいしない措置が的確に講じられて

いることを条件に、顧客の同意なくグループ内での非公開情報の共有が可能とされて

いる（金商業等府令 153 条 1 項 7 号リ）。監督指針では、「漏えいしない措置」の例

として、「内部管理部門等と、営業部門その他の非公開情報を利用して業務を行う部

門の職員との間で、兼務を認めないこと」が挙げられており、営業部門において業務

を行う者は、内部管理業務等を行うためであっても、非共有情報を利用することが事

実上、困難な状況にあった。 

改正後の金商業等監督指針では、営業部門において内部管理目的での非公開情報等

の利用が想定されるマネー・ローンダリング等の対策を例に、当該記載の趣旨が明確

化されている。具体的には、営業部門に配置されている担当者がマネー・ローンダリ

ング等の対策上、第一線としての業務のため非公開情報を取り扱う限りは、当該担当

者も内部管理部門等に該当するものとして扱い、兼務を禁じるものではないとの注記

が追加された14。但し、こうした営業部門の担当者が内部管理業務を兼務する場合に

おける非公開情報の管理については、親子法人等の兼職と同様に表 5 記載の点に留

意することとされている。 

 

Ⅲ．弊害防止の実効性の確保に向けた方策 

 

上記Ⅱ.のとおり、情報授受に関する規制等については一定の規制緩和が図られたが、

かかる規制緩和に伴い、不適切な情報利用や不公正取引の利用の防止を図ることが重要

となる。そこで、本改正では、①顧客等に関する情報15管理態勢、②利益相反管理、③優

越的地位の濫用防止について見直しが図られた。 

 
14 金商業等監督指針 IV-3-1-4（5） 
15 顧客に関する情報及び法人関係情報をいう。 
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1．顧客等に関する情報管理態勢 

 

（1）登録金融機関への規制 

顧客等に関する情報管理自体ではないものの、本改正では、銀行やその役職員によ

る法人関係情報に基づく自己勘定取引の禁止が定められた（金商業等府令 117 条 1

項 16 号）。 

すなわち、改正前の制度では、証券会社及びその役職員については、法人関係情報

に基づく有価証券の自己売買等の禁止が定められていたが16、銀行及びその役職員に

はそのような規制はなかった。第二次報告書は、「情報授受に関する規制等を緩和し、

銀行が投資銀行業務と大企業向け商業銀行業務を行う場合には（中略）登録金融機関

としての銀行に対しても証券会社と同様の規制を課すことが適当である」とし、これ

を受けた改正後の金商業等府令は、登録金融機関である銀行又はその役職員による、

法人関係情報に基づく自己勘定取引の禁止を定めた。 

インサイダー取引規制上、何人も未公表の重要事実を知って有価証券の売買等を行

うことは禁止されるが（金商法 166 条）、本改正により、証券会社及びその役職員の

みならず登録金融機関である銀行及びその役職員も、業規制上の法人関係情報に基づ

く自己勘定取引の禁止に服することとなった。 

なお、登録金融機関であっても銀行以外には本規定の適用はない。一方で、登録金

融機関である銀行であれば、銀行の登録金融機関業務に限られず適用される17。 

 

（2）情報管理体制のあり方 

（a）Need to Know 原則を踏まえた顧客等に関する情報管理態勢の整備 

改正後の監督指針18では、顧客等に関する情報管理態勢の整備に当たっては、Need 

to Know 原則を踏まえたものとすることが規定された。 

Need to Know 原則とは、顧客等に関する情報へのアクセス及びその利用は業務遂

行上の必要性のある役職員に限定されるべきという原則である。これは非公開情報に

限らず、また社外との共有に限らず、顧客等に関する情報の管理一般に妥当するプリ

ンシプルと位置付けられている19。「業務遂行上の必要性」は、顧客の利益・目的・意

思（同意の有無を含む。）、業務内容等に鑑み、正当な必要性が認められるか否かを踏

まえ、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断される20。 

改正後の監督指針では、Need to Know 原則を踏まえ、(i)業務の内容・規模等に応

じた内部管理態勢の整備（組織体制の確立、社内規程の策定、金融グループ内の他の

金融機関との連携等）、(ii)具体的な取扱い基準の策定、(iii)顧客等に関する情報へのア

 
16 金商業等府令 117 条 1 項 16 号 
17 パブコメ回答 22 ページ 60 番 
18 主要行等監督指針Ⅲ-3-3-3-2（1）、中小・地域金融機関監督指針Ⅱ-3-2-3-2（1）、金商業等監督指針Ⅲ

-2-4（1） 
19 森岡和宏・冨永喜太郎・九本博延「特集 銀証連携 次のステージへ ファイアウオール規制の見直

しに係る内閣府令等の改正案の概説」（金融財政事情・2022 年 3 月）16 ページ 
20 パブコメ回答 22 ページ 63 番 
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クセス管理の徹底、(iv)（顧客等に関する情報管理に係る業務を金融グループ全体で

統一的に行っている場合）グループ内の他の金融機関の内部監査部門等との連携を図

るべきこと等が、監督上の留意点として定められた。 

銀行等や金融商品取引業者においては、これらの体制整備等について、Need to 

Know 原則を踏まえたものとなっているか、改めて見直しを図る必要がある。 

 

（b）法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正取引の防止に係る留意事

項 

① 法人関係情報管理におけるチャイニーズウォール構築及びその具体的な方法 

改正後の監督指針では、プライベート部門とパブリック部門との間にチャイニーズ

ウォールを設ける等、法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引を

防止するための適切な措置をとることが求められる21。 

 

表 6 チャイニーズウォール 

チャイニーズウォール 組織上、物理上、システム上の障壁 

組織上の障壁 例えば、部門やレポーティングラインの分離、役職員の兼

職の制限等の措置を講じること 

物理上の障壁 例えば、法人関係情報を管理する部署への入出制限や文書

管理等の措置を講じること 

システム上の障壁 例えば、法人関係情報へのアクセス権限の管理等の措置を

講じること 

 

チャイニーズウォールの構築は、法人関係情報の伝播を遮断する方法として、証券

会社においてはこれまで実務上広く行われてきていたところであるが、本改正により、

金商業等監督指針で明示的に定められることとなった。また、主要行等監督指針及び

中小・地域金融機関監督指針でもチャイニーズウォールの構築について同様の定めが

設けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 主要行等監督指針Ⅲ-3-3-3-2（3）①、中小・地域金融機関監督指針Ⅱ-3-2-3-2（3）①、金商業等監督

指針Ⅲ-2-4（3）① 
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表 7 プライベート部門とパブリック部門 

営業部門 主として収益を上げるための業務を行う全ての部門22。対顧客営

業に限定されない23。 

プライベート部門 営業部門のうち、恒常的に法人関係情報を取得することが想定

される部門 

パブリック部門 営業部門のうち、プライベート部門以外の部門をいい、例え

ば、有価証券の売買その他の取引等の勧誘やその取引の媒介・

取次ぎ・代理を行う部門や、自己取引又は委託取引の執行を行

う部門などが考えられる。 

 

上表のとおり、プライベート部門もパブリック部門も営業部門であることが前提と

されている。これは、主として収益をあげるための業務を行う部門である営業部門以

外の部門においては、法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引が

発生するリスクが相対的に低いと考えられること等を踏まえ、「営業部門のうち」と

の定義されているものである24。したがって、例えば、監査部門等については、内部

管理部門に属する営業部門でない部門であって、有価証券の売買等も行っていないこ

とから、プライベートとパブリックの区分は、金融機関の判断で任意に行うことは妨

げられないとしても、少なくとも監督指針では求められていない25。 

なお、ここでいう「部門」とは、必ずしも各行規程上の「部門」である必要はなく、

それよりも小さな単位（部署、課・グループ等）ごとにプライベートとパブリックを

区分することは許容される26。 

 

具体的な部門等の単位をプライベート部門、パブリック部門のいずれに区分するか

については、①監督指針における両部門の定義、②当該単位における業務の実態、③

取引停止措置といった併せて講じられる他の措置の実効性の程度等に照らし、法人関

係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止という趣旨を踏まえて

適切に判断されるべきとされた27。 

インサイダー取引は、未公表の重要事実を知って有価証券の売買を行うことで成立

する。チャイニーズウォール構築は、未公表の重要事実（業規制上はより広く法人関

係情報）の取得・保有を行う部署と、取引を行う部署を分離することに主眼があり、

プライベート部門、パブリック部門の分類自体は行うことを前提としつつも、その分

類に過度に拘泥するよりもその実効性を高めるということが重要と思われる。 

 

 
22 金商業監督指針Ⅲ-2-1（1）③ 
23 パブコメ回答 30 ページ 90 番 
24 パブコメ回答 30 ページ 88 番 
25 パブコメ回答 29 ページ 86 番 
26 パブコメ回答 26 ページ 78 番 
27 パブコメ回答 26～28 ページ 79～83 番、30 ページ 88～90 番 



 
 

 

 

FINANCIALREGULATIONBULLETIN 
 
 

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。

©2022MoriHamada&Matsumoto.Allrightsreserved. 

10 
 
 

 
 

なお、法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止という趣

旨に照らして実効性が認められる限りは、ウォールを構成する具体的な手続き等の内

容については、各社の業務の内容・規模等に応じて適切に判断することが認められ

る 28。 

 

② ウォールクロス（部門間での情報共有）を行う際の体制整備のあり方 

ウォールクロスとは、チャイニーズウォールを跨いだ情報共有をいう29。 

改正後の監督指針では、ウォールクロスを行う場合、情報共有を行った各部門の役

職員の氏名、日付、関連銘柄等を記録し、コンプライアンス部門の事前承認を要する

等の、法人関係情報の不正利用を実効的に防止する観点から必要となる手続を具体的

に定めることが求められる。 

これも、証券会社においては従来から一般的に行われてきた実務である。本改正に

より、金商業等監督指針で明文化されるとともに、銀行等の金融機関についても対応

が求められることとなった。 

 

③ 役員等経営上の必要性から法人関係情報にアクセスを認めている場合の取扱い 

経営管理上の必要性から役員等に法人関係情報へのアクセスを認めている場合30、

当該役員等による法人関係情報の漏えいや不正利用を実効的に防止する観点から必

要となる措置を講じることが求められる。 

当該措置としては、例えば、法人関係情報の漏えいや不正利用に対するコンプライ

アンス部門のけん制機能を維持するための措置等が考えられるが、具体的な措置につ

いては各金融機関における業務内容や法人関係情報の漏えいや不正利用のリスクの

観点から個別に検討されるべきとされる31。 

こうした者は、証券会社では、従来よりチャイニーズウォールの上に立つ者（Above 

the wall）として、各社により方法に違いはあれど、特別な取扱いがなされてきたと

思われる。改正後の監督指針のもとでは、銀行等の金融機関についてもこうした対応

が求められることとなる。 

 

④ グローバル金融機関 

銀行等や金融商品取引業者が海外営業拠点を有している場合や国際的に活動する

金融グループに属している場合、法人関係情報の管理について、例えば国内だけでな

く、グローバルのグループベースで組織的・一元的な方針、手続き、システム等によ

 
28 パブコメ回答 31 ページ 91～93 番等 
29 主要行等監督指針Ⅲ-3-3-3-2（3）①、中小・地域金融機関監督指針Ⅱ-3-2-3-2（3）①、金商業等監督

指針Ⅲ-2-4（3）① 
30「法人関係情報へのアクセスを認めている場合」とは、役員等の立場を踏まえた特別の権限として法人

関係情報へのアクセスを認めている場合が想定されており、例えば、顧客に重大な影響を及ぼす可能性

があるなど、経営上重要な事案について、対応方針の意思決定に経営陣が適切に関与するためにアクセ

スを認めている場合がこれに含まれる（パブコメ回答 31 ページ 94 番） 
31 パブコメ回答 32 ページ 95 番 
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る管理を行うなど、各国法規制を遵守しつつ、グローバルに提供される業務の内容・

規模等にふさわしい水準の適切な管理態勢を確立することが求められる32。 

 

2．利益相反管理 

 

（1）利益相反取引を特定するための体制整備 

監督指針では、上記Ⅱ.の非公開情報の共有制限の緩和等を受けて、証券会社等及

びその親金融機関等又は子金融機関等においては、顧客の利益が不当に害されること

のないよう、利益相反管理を適切かつ厳格に行う必要があるとされた。そして、「利

益相反のおそれがある取引」として①M＆A 関係で 3 取引類型、②引受関係で 2 取引

類型、③その他として 2 取引類型が例示された33。 

2008 年に導入された利益相反管理体制を抜本的に変更することまでを求めるもの

ではなく、上記 7 取引類型においても 2008 年当時「利益相反のおそれがある取引」

として金融庁が公表していた事例34やこれまで議論されてきた取引類型を概ね踏襲

するものとなっている。 

 

（2）利益相反管理方法 

2008 年に整備された利益相反管理体制をより高度化する内容として、「利益相反の

恐れのある取引の特定並びに利益相反管理の方法の選択及び実施が適切に行われて

いることについて、事後的な検証が可能になるように、適切に記録を作成・保存して

いるか」という着眼点が加筆された35。利益相反管理体制は、プリンシプルベースの

規制であり、実施しなくても直ちに法令違反にならないため金融機関によってその管

理態勢のレベルに差異が生じがちであるが、管理態勢の適切性が検証できるように、

実施した利益相反管理の記録の作成・保存が求められることとなった。 

 

（3）人的構成及び業務運営体制36 

監督指針では、利益相反管理における人的構成や業務運営態勢についても高度化が

求められることとなったが、利益相反管理についてより経営陣の関与を求めるような

記載がなされていることが注目に値する。すなわち、顧客に重大な影響を及ぼすよう

な経営上重要なものについては、利益相反管理の方法の選択といった対応方法の意思

決定に経営陣が適切に関与しているか、という点が着眼点とされた。 

また、利益相反管理においてコンプライアンス部署の関与もより強く求められるこ

 
32 主要行等監督指針Ⅲ-3-3-3-2（3）⑤、中小・地域金融機関監督指針Ⅱ-3-2-3-2（3）⑤、金商業等監督

指針Ⅲ-2-4（3）⑤ 
33 金商業等監督指針Ⅳ-1-3（2）① 
34 https://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081114-4/01.pdf 
35 主要行等監督指針Ⅴ-5-2（2）③、中小・地域金融機関監督指針Ⅲ-4-12-2（2）③、金商業等監督指針

Ⅳ-1-3（3）③ 
36 主要行等監督指針Ⅴ-5-2（3）、中小・地域金融機関監督指針Ⅲ-4-12-2（3）、金商業等監督指針Ⅳ-1-3

（5） 

https://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081114-4/01.pdf
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ととなっており、「営業部門が利益相反管理業務に関与する場合であっても、利益相

反のおそれのある取引への該当性の判断や利益相反管理の方法の決定にあたっては、

基本的にはコンプライアンス部署が想定される利益相反管理統括者等が「主体的に意

思決定を行うことができる体制」とすることを求めている。 

また、証券会社等が海外営業拠点を有していたり、国際的に活動をしている金融グ

ループに属している場合には、「グローバルに提供される業務の内容・規模等にふさ

わしい水準」で利益相反管理態勢を行うべきとの記載が追加された。 

 

3．優越的地位の濫用防止 

 

（1）経営陣の関与 

改正後の監督指針では、上記 2 の利益相反管理と同様に、優越的地位の濫用防止の

管理体制を強化する観点から、優越的地位の濫用防止の管理態勢についての経営陣の

関与を従前より強く求めるような記載がある。具体的には、経営陣が親子銀行等の優

越的地位の不当利用防止の重要性を認識すること、優越的地位の不当な利用が疑われ

る事案のうち経営上重要なものについては、経営陣に適時適切に報告がなされる態勢

とすることなどが着眼点として記載された37。 

 

（2）インセンティブの付与方法等 

金融機関においてはシナジー効果を高める観点から、グループ一体での営業活動が

実施されており、グループ一体営業へのインセンティブ付与自体が問題視されるわけ

ではないが、過度なインセンティブが付与されることによる弊害発生を懸念して「役

職員の業績評価等について、優越的地位を不当に利用する行為を誘発するインセンテ

ィブを与えるようなものになっていないか」などの着眼点が追加された38。 

 

（3）リスク評価及びリスク低減策の整備 

優越的地位の濫用に係る内部管理態勢の整備にあたっては、リスクアプローチが明

記され、「取引先及び取引先形態ごとに優越的地位の不当な利用が行われるリスクを

評価し」、リスクに応じた防止措置を講じることが着眼点とされた。その他、管理部

署が営業部門に対する十分なけん制機能を発揮しているか、グループベースの一体管

理など優越的地位の濫用の防止体制の実効性の確保が求められている39。 

 

Ⅳ．おわりに 

 

 
37 主要行等監督指針Ⅴ-3-3-6（3）②イ、中小・地域金融機関監督指針Ⅲ-4-7-6（3）②イ、金商業等監督

指針Ⅳ-3-1-4（6）① 
38 主要行等監督指針Ⅴ-3-3-6（3）②ロ、中小・地域金融機関監督指針Ⅲ-4-7-6（3）②ロ、金商業等監督

指針Ⅳ-3-1-4（6）④ 
39 主要行等監督指針Ⅴ-3-3-6（3）②ハホへ、中小・地域金融機関監督指針Ⅲ-4-7-6（3）②ハホへ、金商

業等監督指針Ⅳ-3-1-4（6）⑤⑧⑨ 
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第二次報告書で提言された銀証ファイアーウォール規制の見直しについては、本改正

の施行（2022 年 6 月 22 日）をもって実施されることとなり、今後は、金融機関では新

たなオプトアウト手続の利用やそのスケジュール等を具体的に検討していくこととなる。

また第二次報告書では継続的な検討課題とされた中堅・中小企業や個人顧客に関するフ

ァイアーウォール規制の取扱いや、外務員の二重登録禁止規制について、今後、市場制

度 WG において議論が進められていく可能性がある。 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  【オンデマンド配信セミナー】『日本による対ロシア・ベラルーシ制

裁の概要（5 月 23 日アップデート版）』（英語配信） 

視聴期間  2022 年 5 月 25 日～2022 年 6 月 24 日 

講師    梅津 英明、大川 信太郎 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  【オンデマンド配信セミナー】『企業開示に関する改正議論の最新動

向 ～開示業務に関わるご担当者/開示情報を活用するご担当者が今

知っておくべき、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グ

ループ」報告（案）の全体像を 30 分で解説～』 

視聴期間  2022 年 6 月 7 日～2022 年 7 月 6 日 

講師    石橋 誠之 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  『NFT の法的論点と実務動向』 

開催日時  2022 年 6 月 24 日 

講師    増田 雅史 

主催    一般社団法人 金融財政事情研究会 

 

➢ セミナー  『第 4908 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「投資型クラウド・フ

ァンディングに係る法規制と今後の展望」』 

開催日時  2022 年 6 月 29 日 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4909 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～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』 

開催日時  2022 年 6 月 30 日 

講師    末廣 裕亮 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18580.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18580.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18449.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18449.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18449.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/18449.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/251.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/149.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/149.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
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主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

➢ セミナー  『セキュリティ・トークン・オファリング（STO）の法律実務の最

新動向〜不動産 STO・社債 STO での活用を中心に〜』 

開催日時  2022 年 7 月 1 日 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『NFT:Non-Fungible Token における法的留意点』 

開催日時  2022 年 7 月 21 日 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社情報機構 

 

➢ セミナー  『第 4931 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「IPO に向けた準備

の全体像とポイント～IPO 前のファイナンスやアンダープライシン

グ問題、SPAC 等の近時トピックも～」』 

開催日時  2022 年 7 月 22 日 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 7 回 CLO セミナー CLO／法務担当者に求められる「サステナ

ビリティ」開示の視点』 

開催日時  2022 年 7 月 28 日 

講師    宮田 俊 

主催    一般社団法人日本 CLO 協会 

 

➢ セミナー  『NFT ビジネスの法律実務と最新動向』 

開催日時  2022 年 7 月 31 日 

講師    増田 雅史 

主催    名古屋商科大学ビジネススクール 技術経営ネットワーク 

 

➢ セミナー  『プロジェクトファイナンスの実務〜リスク分担のポイントを事業

者・金融機関双方の視点で解説〜』 

開催日時  2022 年 8 月 4 日 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/240.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/240.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/201.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/238.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/238.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/238.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/256.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/256.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/237.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/250.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/250.html
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➢ セミナー  『第 4945 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トー

クン・オファリング（STO）の法律実務～不動産 STO・社債 STO の

最新動向を中心に～」』 

開催日時  2022 年 8 月 5 日 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『ブロックチェーン法律実務の基礎と最新動向～暗号資産規制から

NFT まで～』 

開催日時  2022 年 8 月 5 日 

講師    増田 雅史 

主催    近畿弁護士会連合会 

 

➢ セミナー  『NFT ビジネスの法律実務〜NFT の概要から最新動向まで丁寧に解

説〜』 

開催日時  2022 年 8 月 19 日 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『NFT とメタバースの最新動向』 

開催日時  2022 年 8 月 25 日 

講師    増田 雅史 

主催    一般社団法人 日本経済団体連合会 

 

➢ セミナー  『メタバースの法的論点』 

開催日時  2022 年 8 月 27 日 

講師    増田 雅史 

主催    日本記者クラブ 

 

文献情報 

➢ 本  『プラットフォームビジネスの法務〔第 2 版〕』 

出版社   株式会社商事法務 

著者    岡田 淳、高宮 雄介、中野 玲也、羽深 宏樹、古市 啓、 

岡野 智、宇賀神 崇、中野 進一郎、秋田 顕精、松本 亮孝、 

上田 優介、竹内 星七、速水 悠、逸見 優香、小林 花梨、 

佐野 剛史、徐 由、柴 巍 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/239.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/239.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/239.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/244.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/244.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/244.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/204.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/204.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/204.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/258.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/257.html
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➢ 論文 「Private Equity in Japan: Market and Regulatory Overview」 

掲載誌   Practical Law 

著者    棚橋 元、田中 光江、内田 修平、酒井 真 

 

➢ 論文 「Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2022 

- Japan Trends and Developments」 

掲載誌   Chambers Global Practice Guides Insurance & Reinsurance 2022 

著者    吉田 和央 

 

➢ 論文 「＜企業法務＞令和 3 年銀行法改正について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル 

著者    白根 央 

 

➢ 論文 「The Consumer Finance Law Review 6th edition - Japan Chapter」 

掲載誌   The Consumer Finance Law Review 

著者    石川 貴教、湯川 昌紀、芳野 涼 

 

➢ 本  『金融機関の法務対策 6000 講 第Ⅰ巻 金融機関の定義・コンプラ

イアンス編』 

出版社   株式会社きんざい 

著者    田中 浩之、湯川 昌紀、北山 昇、佐野 剛史 

 

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

Reinsurance 2022 - Japan Chapter」 

掲載誌   The International Comparative Legal Guide to: Insurance &  

Reinsurance 2022 

著者    吉田 和央 

 

➢ 論文  「有償で付与される譲渡予約権およびストック・オプションの法

務・税務上の留意点 ─株式報酬等に代わる新たな仕組み・令和元

年会社法改正も踏まえて─」 

掲載誌   旬刊商事法務 

著者    大石 篤史、石橋 誠之、髙橋 悠、間所 光洋 

 

➢ 本  『外為法に基づく投資管理―重要土地等調査法・FIRRMA も踏まえ

た理論と実務』 

出版社   中央経済社 

著者    大川 信太郎 
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➢ 論文  「 The Financial Technology Law Review Fifth Edition - Japan 

Chapter」 

掲載誌   The Financial Technology Law Review 

著者    岡田 淳、堀 天子、飯島 隆博 

 

NEWS 

➢ The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™ 及び Best Lawyers: Ones to 

Watch in Japan™にて高い評価を得ました 

Best Lawyers®による、The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™にて、当

事務所は、Banking and Finance Law 並びに Corporate and Mergers and 

Acquisitions Law にて"Law Firm of the Year"を受賞しました。Financial Institution 

Regulatory Law 分野では、松井 秀樹 弁護士、小田 大輔 弁護士、江平 享 弁護

士、堀 天子 弁護士、石川 貴教 弁護士が Best Lawyers、池田 和世 弁護士、全 

智穂 弁護士、芳野 涼 弁護士、溝端 悠太 弁護士が Ones to Watch に選出されま

した。 

 

➢ 箱田 英子 弁護士が IFLR1000 Women Leaders 2022 において日本を代表する

女性弁護士に選ばれました 

IFLR1000 の調査により、当事務所の箱田 英子 弁護士が日本を代表する女性弁

護士として Japan IFLR1000 Women Leaders 2022 に選出されました。 

詳細は IFLR1000 のウェブサイトに掲載されております。 

 

➢ 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。 

 

 

（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

