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はじめに 

 

平素より大変お世話になっております。 

Miyake Newsletter No.9においては、ファイアーウォール規制の新たな規制緩和につい

てご紹介いたします。 
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＊本ニュースレターに関するご質問・ご相談がありましたら、下記にご連絡

ください。 

弁護士法人 三宅法律事務所 渡邉 雅之 

TEL 03-5288-1021 FAX 03-5288-1025 

Email: m-watanabe@miyake.gr.jp 

k-date@miyake.gr.jp 
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速報：ファイアーウォール規制の緩和 

 

弁護士法人三宅法律事務所 

弁護士 渡邉 雅之 

 

平成 25年 11月 15日、金融庁は、『「金融商品取引業等に関する内閣府令」および「金融

商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について』1（以下「改

正案」という。）を公表した（パブリックコメントの募集期限は平成 25年 12月 16日（月）

12時 00分（必着））。 

以下では、ファイアーウォール規制の概要について説明する（下記１）と共に、改正案

の概要（下記２）について説明する。 

 

１ ファイアーウォール規制の概要 

 ここにいうファイアーウォール規制とは、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業

者（以下「証券会社」という。）または登録金融機関2の親法人等3・子法人等4との間の情報

共有規制である。ファイアーウォール規制は、平成 21年６月１日に施行された改正法によ

り、以下の内容のとおり、緩和がなされた。 

(1) 証券会社の情報共有規制 

  証券会社は、原則として、親法人等・子法人等との間で、顧客または発行者5（以下、

併せて「発行者等」という。）の非公開情報6を提供または受領することが禁止されている

（金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「業府令」という。）153条１項７号）。 

証券会社が親法人等・子法人等との間で非公開情報を提供・受領することができるの

は、①発行者等の事前の書面による同意がある場合（同号イ）、②内部管理に関する業務  
7に必要な非公開情報を親法人等・子法人等から受領する場合または特定関係者8に提供す

                                                   
1 http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131115-2.html 
2 「登録金融機関」とは、金融商品取引法 33 条の２の登録を受けた銀行、協同組織金融機

関その他の金融機関をいう（同法２条 11 項）。 
3 「親法人等」とは、当該法人の親会社（間接親会社を含む）および当該親会社の子会社等

または関連会社等をいう（金融商品取引法 31条の４第３項、同法施行令 15条の 16第１項、

業府令１条３項 14 号）。 
4 「子法人等」とは、当該法人の子会社等または関連会社等をいう（金融商品取引法 31 条

の４第４項、同法施行令 15 条の 16 第２項、業府令１条３項 16 号）。 
5 「顧客」は既存顧客のほか、見込顧客も含まれると考えられる。「発行者」は必ずしも顧

客に限られない。 
6 「非公開情報」とは、①発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されて

いない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの、または、②

自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員（役員が法人であるときは、その職務

を行うべき社員を含む。）若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の

取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう（業府令１条４項 12 号）。 
7 「内部管理に関する業務」とは、①法令遵守管理に関する業務、②損失の危険の管理に関

する業務、③内部監査および内部検査に関する業務、④財務に関する業務、⑤経理に関す

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131115-2.html
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る場合（特定関係者から内部管理に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしな

い措置が的確に講じられている場合に限る。）（同号リ）などである。 

また、法人である発行者等の非公開情報については、証券会社または当該証券会社の

親法人等・子法人等が、法人である発行者等に対して、当該法人である発行者等の非公

開情報の当該親法人等・子法人等または証券会社等への提供の停止を求める機会を適切

に提供している場合は、当該法人である発行者等が停止を求めるまでは、当該非公開情

報の提供について当該法人である発行者等が書面による同意をしているものとみなされ

る（業府令 153条２項、いわゆるオプトアウト制度）。 

証券会社は、発行者等の事前の書面の同意を得ずに、親法人等・子法人等から取得し

た顧客に関する非公開情報を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘することはできな

い（業府令 153条１項８号）。 

また、証券会社は、内部管理に関する業務に必要な非公開情報を親法人等・子法人等

から取得した場合は、当該非公開情報を内部管理に関する業務を行うため以外の目的で

利用することができない（業府令 153条１項９号）。 

(2) 登録金融機関の情報共有規制 

登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員または使用人9は、原則として、①発

行者等に関する非公開情報（顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向そ

の他の特別な情報に限る。）を、当該登録金融機関の親法人等・子法人等に提供し、また

は②有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報10をその親法人等若・子法人等から

受領すること、が禁止される（業府令 154条１項４号）。 

登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員または使用人が、親法人等・子法人

等との間で非公開情報を提供・受領できるのは、①発行者等の事前の書面の同意がある

場合（同号イ）、②内部管理に関する業務に必要な非公開情報を親法人等・子法人等から

受領する場合または特定関係者に提供する場合（特定関係者から内部管理に関する業務

を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。）

（同号リ）などである。 

                                                                                                                                                     

る業務、⑥税務に関する業務のことである（業府令 153 条３項）。 
8「特定関係者」とは、①当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社、②持株会社に該

当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理およ

びこれに附帯する業務を行う会社、③当該金融商品取引業者の親銀行等または子銀行等、

④当該金融商品取引業者の親銀行等または子銀行等を子会社とする持株会社、⑤当該金融

商品取引業者の親法人等または子法人等のうち、金融商品取引業者、信託会社または貸金

業者に該当する者等に該当するもの（業府令 153 条４項）。 
9 規制主体は、「登録金融機関」ではなく、「登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役

員または使用人」である。金融商品仲介業務に従事しない役員・使用人には適用がない。 
10 「非公開融資等情報」とは、融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員・使用

人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報

であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に係る顧客の投資判断に影響を及ぼす

と認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員・使用人

が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特

別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要

な影響を及ぼすと認められるものをいう（業府令１条４項 13 号）。 



  4  

登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員または使用人は、発行者等の事前の

書面の同意を得ずに、親法人等・子法人等から取得した顧客に関する非公開情報を利用

して金融商品取引契約の締結を勧誘することはできない（業府令 154条１項５号）。 

 

２ 改正案の概要 

(1) 改正の背景 

  情報共有に関するファイアーウォール規制は、平成 21年６月１日に施行された改正に

より、それ以前のものよりも緩和された。 

具体的には、①従前は弊害防止措置の承認（金融商品取引法 44条の３第１項本文、２

項本文）が必要であったが、内部管理に関する業務に関する非公開情報の提供・受領、

利用が認められることになったこと（業府令 153条１項７号リ、９号、154条１項４号リ、

５号）11が認められることになったこと、②証券会社について法人である発行者等の同意

についてオプトアウトによる同意が認められることになった（業府令 153 条２項）。（上

記１参照） 

しかしながら、前回の改正後４年以上経過して、情報共有に関するファイアーウォー

ル規制に関して、依然として使い勝手が悪い点が多々あり、子証券会社を有する銀行グ

ループや外資系金融機関から金融庁に対して、さらなる規制緩和の要望が寄せられてい

た12。 

改正案は、このような要望の一部について金融庁がその期待に応えたものである。 

(2) 外国法人の「書面の同意」要件の緩和 

  上記１(1)のとおり、証券会社は、発行者等の事前の「書面による同意」がある場合に

は、親法人等・子法人等との間で非公開情報の提供・受領をすることができる（業府令

153条１項７号イ）。 

改正案では、この規定を改正し、下記の一定の要件を満たす場合は、「書面による同意」

は不要となる。 

すなわち、発行者等が外国法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

のを含む。）であって、かつ、当該発行者等が所在する国の法令上、証券会社がその親法

人等・子法人等と非公開情報の提供・受領をすることを禁止していない場合において、

当該発行者等が電磁的記録により同意の意思表示をしたとき又は非公開情報の提供に関

し当該発行者等が締結している契約の内容及び当該国の商慣習に照らして当該発行者等

の同意があると合理的に認められるときは、当該発行者等の書面の同意を得たものとみ

なすこととされている（業府令案 153条１項７号イ）。この「みなし同意」を得た場合に

は、証券会社は、親法人等・子法人等から取得した顧客に関する非公開情報を利用して

金融商品取引契約の締結を勧誘することができる（業府令案 153条１項８号）。 

登録金融機関についても同様の規制緩和がなされることになる（業府令案 154 条１項４  

                                                   
11 平成 21 年６月の改正以前は、弊害防止措置の承認（金融商品取引法 44 条の３第１項本

文、２項本文）が必要であった。 
12 「〈座談会〉金融・資本市場の展開と法的論点――連載「霞ヶ関から眺める証券市場の風

景」からの示唆」（金融法務事情 1933 号（平成 23 年 11 月 10 日）36 頁以下）には、情報

共有に関するファイアーウォール規制の問題点について具体例を掲げて指摘されている。 
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号イ、５号）。 

  これは、発行者・顧客の非公開情報の情報授受については、事前に発行者・顧客の書

面同意がある場合には例外として認められているが、同種規制のない外国法人から書面

同意を取得することは実務上困難であり、グループとしてクロスボーダーＭ＆Ａ関連業

務（ファイナンシャルアドバイザー業務等）を提供する上で妨げとなっている等との指

摘がある。これを踏まえ、当該書面同意要件を緩和したものである13。実際、ユニバーサ

ルバンキングで銀行が証券業を営むことができる英国等の欧州諸国だけでなく、我が国

と同様にファイアーウォール規制のある米国においても、法人顧客の非公開情報を同じ

グループの銀行と証券会社で共有することは禁止されておらず、外国法人から「書面の

同意」を取得するという実務はないので、顧客からかかる書面を取得するのは困難であ

る。 

  具体的には、外国法人について、当該発行者等が所在する国の法令上親子法人間での

非公開情報の共有を制限する規定がない場合には、書面の同意までは必要なく、①当該

発行者等が電磁的記録（Eメール等）により同意の意思表示をしたとき、または、②非公

開情報の提供に関し当該発行者等が締結している契約の内容及び当該国の商慣習に照ら

して当該発行者等の同意があると合理的に認められるとき（例えば、ファイナンシャル

アドバイザー契約の守秘義務条項においてグループ会社への秘密情報の提供が認められ

ている場合がこれに該当すると考えられる。）は、当該発行者等の書面による同意を得た

ものとみなされる。 

(3) 経営管理業務・オペレーション業務に関する非公開情報の共有の許容 

  上記１(1)のとおり、証券会社は、内部管理に関する業務に必要な非公開情報を親法人

等・子法人等から受領する場合または特定関係者に提供する場合（特定関係者から内部

管理に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられてい

る場合に限る。）は、非公開情報の提供・受領をすることができる（業府令 153条１項７

号リ）。 

  改正案では、「内部管理に関する業務」が「内部管理及び運営に関する業務」にその範

囲が拡大されている（業府令案 153条１項７号リ）。 

  「内部管理及び運営に関する業務」に拡大するにあたり、現行の「内部管理に関する

業務」とされている、①法令遵守管理に関する業務、②損失の危険の管理に関する業務、

③内部監査および内部検査に関する業務、④財務に関する業務、⑤経理に関する業務、

⑥税務に関する業務のことである（業府令 153 条３項１号から６号まで）に加えて、新

たに、⑦子法人等の経営管理に関する業務（上記①から⑥までに掲げるものを除く）、⑧

有価証券の売買、デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務が

追加される（業府令案 153条３項７号、８号）。 

  この改正は、「内部管理に関する業務」の範囲が限定的であることから、業務展開を行

う上で支障が生じている等との指摘を受けたことを踏まえ、「内部管理に関する業務」と

同様の措置を講じることにより、非公開情報の共有が認められる範囲について、見直し  

                                                   
13 「規制の事前評価書」（http://www.fsa.go.jp/seisaku/25ria/20.pdf）参照 

http://www.fsa.go.jp/seisaku/25ria/20.pdf
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を行うものである14。 

  具体的には、次の場合について、漏えい防止措置を的確に講じるのであれば、顧客保

護・公正競争維持を妨げるものではないため、例外として認められる。 

(a) 子法人等の経営管理に関する業務のため子法人等から非公開情報を受領する場合ま

たは特定関係者である親法人等の経営管理に関する業務のため当該親法人等に対し

て非公開情報を提供する場合（業府令案 153条１項７号リ参照）（上記⑦） 

(b) 有価証券の売買、デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務

のため親子法人間で非公開情報を共有する場合（上記⑧） 

  上記(a)の経営管理業務について非公開情報の共有については、内部管理業務の非公開

情報と同様に緩和することについて、従前より要望が強かったものである15。 

  上記(b)は、外資系金融機関ではオペレーション業務（ミドルオフィス業務）と呼ばれ

ているものである。現行法では、営業部門の業務（フロント業務）と同様、非公開情報

の提供・受領が禁止されているが、内部管理業務に非常に近いため、外資系金融機関を

中心に規制緩和が求められていたものである。 

  登録金融機関においても同様の規制緩和がなされる（業府令案 154条１項４号リ）。 

 この改正により、これまでは事前の書面の同意が必要であった経営管理部門やオペレ

ーション部門での非公開情報の提供・受領が進むことになると考えられる。 

(4) オプトアウト制度の運用の緩和 

  現行のオプトアウト制度については、長期の契約を締結している場合など、例えば概

ね１年以上にわたり法人顧客に対してオプトアウトの機会の通知を行っていない場合は、

当該法人顧客との取引の状況に関わらず、改めて当該通知を行うことが求められている

（金融商品取引業者等向けの監督指針Ⅳ－３－１－４（１）③）。 

  この約１年ごとの通知が煩雑であり、オプトアウト制度の利用が進んでいないという

実態がある（特に大手金融機関）。 

                                                   
14 上記脚注 13「規制の事前評価書」参照 
15 平成 21 年６月の改正時に、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」において、

「役員等（中略）が、経営管理又は内部管理に関する業務を行うために、その従事する一

の法人等が管理する非共有情報以外の非共有情報の提供を受けることは、非共有情報の漏

えいには該当しないと考えられるが、その場合には、例えば以下のような措置が講じられ

ているか。イ．当該役員等から当該非共有情報が漏えいしないこと。 ロ．当該役員等が、

当該非共有情報を、経営管理又は内部管理に関する業務を行う以外の目的（例えば営業目

的）で利用しないこと。」（同監督指針Ⅳ－３－１－４（３）④）が置かれたため、一見、

経営管理目的での非公開情報の共有が認められように読める。しかしながら、業府令 153

条１項７号リでは「内部管理に関する業務」のみ掲げられ「経営管理に関する業務」が掲

げられていなかったため、業府令と監督指針の間に矛盾があるようにも読める。金融庁は、

上記の監督指針について、兼職の役員等が経営会議等の場で非共有情報（オプトインして

いない顧客又はオプトアウトした顧客の非公開情報）を「受領」した場合を前提としてお

り、経営管理目的の非公開情報の共有を認めたものではないとの見解を採り、両者の間に

は矛盾はないとしているようである。なお、今回の改正により、銀行・証券会社間で兼職

をしていない役員等であっても、経営管理目的で非共有情報の「受領」だけでなく、「提供」

も認められることになるのではないかと思われる（この点についてはパブリックコメント

で確認予定。）。 
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  改正案では、このオプトアウト制度についての約１年ごとの通知が不要となる。これ

により、オプトアウト制度の利用が進むことになると考えられる。 


