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６．金融商品取引法施行時における自主規制機関のあり方 

 

これまでの議論を踏まえれば、以下の原則に整理される。 

 

まず金融商品取引業協会全体の姿に関しては、 

原則１ 自主規制機関は「業界の利益のための視点」ではなく、「利用者の視点」に立

って考えなければならない 

原則２ Variety and Uniformity （多様性と一律さ）の考え方の下、「自由競争が馴染

まない分野」があることに留意すべき 

 

次に、「自主規制の隙間」に関しては、 

原則３ 同じ業を行う業者に対しては可能な限り門戸を広げ、結果的に業界全体のレピ

ュテーションを向上させることが、本来の自主規制機関の役割であり、非加入業者

はできるだけ存在しない状態とするのが望ましい 

原則４ 法令において、法的規制と自主規制の二重構造が望ましい規制体系として想定

されており、この一つの層が抜け落ちていることを意味する「自主規制の隙間」は

可能な限り埋めていくべきである 

 

最後に、「自主規制の隙間」をどのようにカバーするかという問題については、 

原則５ 利用者にとっての分かりやすさや国際的に見たときの透明性の見地から、「同

じ金融商品・サービスについては同じルール」という仕組みにすべき 

 

 

こうした原則に基づくとともに、４．における現状の「自主規制の隙間」にある業者

の実態を踏まえれば、当面、「横割型」の体制の下で５つの協会がそれぞれ法令に基づ

く自主規制を発揮することが考えられる。各協会においては、以下のような方向で、今

後、協会員間又は協会間で議論を重ね、それぞれの自主規制範囲を整備していくことと

する。 

 

（１）日本証券業協会 

日本証券業協会においては「金融商品取引法施行後の本協会のあり方に関する基本方

針」について、検討が行われており、その中で、「有価証券関連業を行う第一種金融商

品取引業者及び登録金融機関を協会員とし、有価証券関連業を本協会の自主規制の対象

とする。」という、現在の自主規制範囲を基本的に維持する案に配慮しつつ、「有価証

券関連業を行う第一種金融商品取引業者及び登録金融機関を協会員とし、金融商品取引
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業全体を本協会の自主規制の対象とする。」という案を基本とすることが適当であるが、

「この取組を進めるに当たっては、包括的・横断的に投資者保護を図るという金商法の

趣旨に十分配意し行う必要がある。」としている。 

本基本方針における「基本とする」とされる案は、有価証券関連業を行う第一種金融

商品取引業者及び登録金融機関のみに対して縦割型で自主規制をかけるものである。こ

れは、同じ金融商品・サービスを提供していながら加入団体により適用される自主ルー

ルが異なることになり、利用者の混乱を招くおそれがあるという縦割型の大きなデメリ

ットを有しているとの指摘があった。 

こうしたデメリットや、１．から５．までの議論を踏まえれば、日本証券業協会にお

いても「同じ業を行う者には可能な限り門戸を広げ、業界全体のレピュテーションを向

上させる」という原則３及び「同じ商品・サービスについては同じルール」という原則

５に基づき、横断的な利用者保護ルールの整備を図る必要がある。よって、自主規制の

対象とする業を行う者が協会員となることを排除せず、「自主規制の隙間」を埋める観

点から、金融商品取引法施行時の自主規制の対象について、以下のような検討を行うこ

ととする。 

 

① 第一種金融商品取引業 

有価証券関連業※は引き続き当協会の自主規制の対象とする。 

有価証券関連でない店頭デリバティブの取扱い業に関しては、高度なリスク管理や説

明態勢の構築が必要な分野であることから、専門性、自律性といった自主規制の意義を

十分に踏まえる必要がある。すなわち、①金融先物取引業については既に金融先物取引

業協会に自主規制の知見・経験の蓄積があること、②それ以外の店頭デリバティブ（天

候デリバティブ、クレジット・デリバティブ等）についてはマーケットメーク機能を主

に証券会社が担っており、取扱い業者には登録金融機関が多いことや、有価証券関連店

頭デリバティブとの類似性等を踏まえ、当協会は、有価証券関連でなく、金融先物にも

当たらない店頭デリバティブ※の取扱い業を自主規制の対象とすることが適当である。 

 

② 第二種金融商品取引業 

第二種金融商品取引業のうち、集団投資スキームの自己募集業に関しては、中には法

令や自主規制の遵守意識がないような業者すら想定されうることや、事業の実態が多様

であり、統一的なルール整備も一部には困難であることに留意が必要である。信託受益

権販売業については、実態として金融庁に登録された担い手のほとんどが不動産業者で

あること、取引実態から一般投資者向けの金融仲介業とは一線を画すものがあることを

踏まえる必要がある。 

これらの業者が協会に非加入の場合でも、金融商品取引法上、協会のルールを参照し

た社内規則等の整備等を命ずるなどの直接の監督権限が規定されていない。この点で法
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令上は第一種金融商品取引業を行う者や投資運用業を行う者と異なる取扱いとなって

いる。 

しかしながら、こうした分野においても、原則４を踏まえれば、法的規制と自主規制

の二重構造が構築されることが望ましいことに変わりはなく、今後、当協会内において

検討機関を設け、これら「自主規制の隙間」の業種についての望ましいカバーの方法に

ついて、慎重な検討を進めていくことが適当である。 

 

（２）金融先物取引業協会 

金融先物協会からは、日本証券業協会の「金融商品取引法施行後の本協会のあり方に

関する基本方針」の案に対する懸念が表明された。すなわち、法施行後、自主規制が縦

割型になるような場合には、当協会の会員の約６割について、規制の重複ないし会員の

移動が生ずる可能性があり、「同じ商品・サービスには同じ規制」という原則５に示し

た考え方が崩れ、協会業務の継続性・効率性や金融先物取引業の規制の統一性確保等の

観点から、望ましくない結果が生ずるおそれがあるということである。 

また、可能な限り「自主規制の隙間」を埋めるという原則４の観点から、金融商品取

引法施行時の自主規制の対象について、以下のような検討が行われる必要がある。 

 

① 第一種金融商品取引業 

当協会の第一種金融商品取引業の自主規制の範囲については、有価証券でない店頭デ

リバティブ取扱い業について、今後更に協会員の間での議論が深められることが重要で

あるが、店頭金融先物取引業※は引き続き当協会の自主規制の対象とすることが適当で

ある。 

 

② 第二種金融商品取引業 

市場金融先物取引業は引き続き当協会の自主規制の対象とする。また、有価証券関連 

でなく(有価証券関連市場デリバティブの取扱い業は日本証券業協会)、金融先物にも当 

たらない市場デリバティブの取扱い業※については、今後金融先物取引所へのこれら商 

品の上場も考えられることに鑑み、当協会の自主規制の対象とすることが適当である。 

その際、外国市場において上場されているこれらデリバティブ取引を国内において勧誘 

等する業者についても、当協会の自主規制の対象に含まれることとなる。 

 

※これらの業に関して証拠金等の形で顧客から金銭又は有価証券等の預託を受ける行為等（有価証券等

管理業務）についても、それぞれの協会の自主規制の対象に含まれる。 
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（３）日本商品投資販売業協会 

当協会は公益法人ではあるが、他の協会と異なり、業法（商品投資に係る事業の規制

に関する法律）に根拠規定がある協会ではない。自主規制機能としては、規則制定は行

っているが、会員調査や制裁は行っていない。昨年は指導・勧告の実績は０件、苦情解

決・あっせんは１件、研修は４回であった。今後、金融商品取引法の施行時あるいは施

行後速やかに、同法に基づく協会となるための必要な態勢整備に努め、商品投資販売業

を対象として、自主規制規則の制定や会員調査などの自主規制機能の適切な発揮を目指

すことが重要である。 

 

 

（４）日本証券投資顧問業協会 

投資運用業における集団投資スキームの自己運用業の登録は、新たな仕組みであるた

め、その実態を把握する必要があり、当局においても、体制整備を含め的確な対応を行

うことが望まれる。また、既存の協会会員とは全く別の性格を持った新たな会員の受入

れについては、既存会員の理解を求めつつ、慎重に対応していく必要があることに留意

すべきである。そうした前提を踏まえつつ、可能な限り「自主規制の隙間」を埋めると

いう原則４の観点から、金融商品取引法施行時の自主規制の対象について、以下のよう

な方向で検討が行われる必要がある。 

 

① 投資運用業 

投資一任業は引き続き当協会の自主規制の対象とする。 

また、集団投資スキームの自己運用業は、匿名組合などの形態によって一定の者に投

資運用が一任されるものであり、その実態を踏まえ、当協会の自主規制の対象とするこ

とが適当である。 

 

② 投資助言・代理業 

投資助言業は引き続き当協会の自主規制の対象とする。 

投資顧問・一任契約の代理・媒介業は、顧客に対し投資助言契約、投資一任契約の締

結の機会を提供するものであり、顧客に最終的に提供されるサービスは従来から当協会

が自主規制の対象としていた投資助言・一任契約である。また、こうした業務の適切な

運営を確保するためには、所属業者としての投資顧問業者や投資一任業者からの適切な

対応が確保される必要がある。こうしたことを踏まえ、当該業については当協会の自主

規制の対象とする。 
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（５）投資信託協会 

金融商品取引法施行後も投資信託及び投資法人に関する法律は維持され、投資信託・

投資法人の組成や追加的なガバナンスの規制の適用は、同法に基づくこととなる。こう

したことも踏まえ、投資運用業のうち、投資信託委託業及び投資法人資産運用業は引き

続き当協会の自主規制の対象とする。 

これらの業は金融商品取引法によって認可制から登録制となるため、新規参入業者の

大幅な増加が想定される。そうした中で、投資信託のブランドを維持していくためには、

当協会において会員調査機能を早急に拡充し、これら新規参入業者を含めた会員の自主

ルール遵守の徹底を図る必要がある。 

 

今後、金融商品取引法の施行に向けて、適切な体制を整えるためには、自主規制機関

同士の横の連携が不可欠であり、当懇談会のような場で、協会同士の適切な連携を図っ

て行く必要がある。 

なお、第二種金融商品取引業や投資助言・代理業を行う者については、協会に非加入

の場合における直接の監督権限が金融商品取引法上規定されていないため、そもそも自

主規制の効果が及ぶ限界があるとの指摘があった。 

また、販売・勧誘ルールや外務員資格等に係るルールなど、異なる金融商品・サービ

スであっても共通することが望ましいと考えられる自主ルールの整備及びその運営等

については、自主規制機関間において、複数の協会に加入する金融商品取引業者の負担

を考慮しながら、適宜、調整を行い整合性を図っていくことが必要である。 



金融商品取引業者等の自主規制機関等の状況 
 

○ 各協会の自主規制機能の所掌 

            自主規制機能 

金融商品取引業 

規則

制定

会員

調査

指導

勧告

会員 

制裁 

苦情解決 

あっせん 

業界団体

機能 

有価証券関連業       

金利スワップ等       
第
一
種 店頭デリバティブ 

金融先物取引 

金融先物取引 
      

市場デリバティブ 
金利スワップ等       

集団投資スキーム 自己募集業       

信託受益権販売業       

第
二
種 

みなし有証関連業 
商品投資販売業       

投資信託委託業       

集団投資スキーム 自己運用業       

投
資
運
用 

投資一任業 

投資助言業 
      

助
言 投資顧問・一任契約の代理・媒介業       

 

 

○ 苦情解決・あっせん機能の一元化 

            自主規制機能 

金融商品取引業 

規則

制定

会員

調査

指導

勧告

会員 

制裁 

苦情解決 

あっせん 

業界団体

機能 

有価証券関連業      

金利スワップ等      
第
一
種 店頭デリバティブ 

金融先物取引 

金融先物取引 
     

市場デリバティブ 
金利スワップ等      

集団投資スキーム 自己募集業      

信託受益権販売業      

第
二
種 

みなし有証関連業 
商品投資販売業      

投資信託委託業      

集団投資スキーム 自己運用業      

投
資
運
用 

投資一任業 

投資助言業 
     

助
言 投資顧問・一任契約の代理・媒介業     

 

 

 
 
   ＝日本証券業協会    ＝金融先物取引業協会    ＝投資信託協会   

   ＝日本商品投資販売業協会    ＝日本証券投資顧問業協会 

   ＝証券・金融商品あっせん相談センター 
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