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【報

告】

2021 年改正「顧客本位の業務運営に関する原則」（１）－実務の取組み－

「お客様第一の業務運営に関する取組みと大和版 NPS の導入」
大和証券株式会社 常務執行役員

佐

目

野

径

次

１．お客様第一の業務運営に関する当社方

（２）情報提供機会の充実

針

（３）商品の開発と提供の取組み

２．お客様第一の業務運営に関する具体的

３．共通 KPI

な取組み

討論

（１）お客様への良質なサービスの提供
○川口

それでは、定刻になりましたので、金

業務をご理解いただくうえで触れさせていただく

融商品取引法研究会を始めたいと思います。

こともございますので、何卒ご理解を賜れればと

今回から２回に分けまして「顧客本位の業務運

思っております。

営に関する原則」を検討したいと思います。今日
はその第１回目ということで、実務の取組みにつ

１．お客様第一の業務運営に関する当社の方針

きまして、大和証券株式会社常務執行役員の佐野

金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」

様よりお話を伺います。

の公表を受けまして、当社も「お客様第一の業務

どうぞよろしくお願いいたします。

運営に関する方針」を公表していますが、これは、
もともと企業理念や「大和スピリット」というも

○佐野

ただいまご紹介をいただきました大和

のを通して従前から社内で浸透を図ってきた考え

証券の佐野でございます。本日は、当社における

方、取組みを改めて分かりやすく公表したもので

顧客本位の業務運営に関する具体的な取組みとい

あって、このタイミングで新しい取り組みを始め

うことでお話をさせていただきます。

たわけではないという位置付けとなっております。

全体の構成といたしましては、まず、どのよう
な考えに基づいて取り組んでいるかという理念の

・当社の企業理念（２頁）

部分をお話ししたうえで、基本的な枠組み、サー

この理念を作りました当時、証券会社では、

ビス・商品、そして従業員教育をご説明させてい

1991 年の損失補填問題や 1997 年の総会屋事件な

ただこうと考えております。

どの不祥事等もあり、お客様の信頼回復、それか

金融庁主導での取組みなどに関わる部分が途中

ら強い大和証券を創り上げることが使命であると

ございまして、先生方は十分ご理解のところも随

いう決意の下、1998 年に、２頁にお示ししている

分と出てくるであろうかとは思いますが、当社の

企業理念を発表しております。
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１番目に「信頼の構築」を掲げております。お

利益相反の適切な管理、④手数料等の明確化、⑤

客様からの信頼こそが自らの持続的成長の源泉で

重要な情報のわかりやすい提供、⑥お客様に適し

あるということでございます。ほかにも、「人材

た商品・サービスの提供、⑦企業文化の構築、と

の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」

いう７つの方針から構成されております。

を掲げ、基本的な考え方や心構え、社員が目指す

次頁以降で、具体的な当社の取組み事例につい

人材像を企業理念として共有しているということ

てご説明申し上げたいと思います。

でございます。
２．お客様第一の業務運営に関する具体的な取組
・大和スピリット（３頁）

み

歴史的背景の中で企業理念が作られたという話

（１）お客様への良質なサービスの提供

をいたしましたが、ビジネス環境がより複雑さを

・大和版 NPS をドライバーとした営業改革（６頁）

増して一人一人が難しい判断を迫られる機会がど

お客様第一の業務運営に向けた取組みの一環と

んどん増えていく中で、グループが一致団結して

いたしまして、これは 2017 年度からとなります

前進していくためによりどころとなる価値観を共

が、お客様に最も近い営業店が主体となるボトム

有する必要があるという思いから、企業理念に基

アップによる営業推進体制を導入しております。

づきまして、2008 年に「大和スピリット」という

とかく証券会社の営業はトップダウンのプロダク

ものを作成しております。

トアウトという時代が非常に長くございましたが、

内容は、黙示的に脈々と受け継がれてきました

それをお客様に近いところで判断できる体制に変

考え方や心構え、企業文化の根幹となる「企業理

えようというのがこの取組みでございます。

念」が根本にございまして、それをよりかみ砕い

2018 年度には、お客様第一の流れをさらに加速

た言葉で「大和スピリット」として明文化してお

させ、徹底的なお客様目線での営業へ進化して

ります。今日も、この大和スピリットを行動規範

「クオリティ№１」を実現すべく、お客様満足度

として日々業務を行っているということになりま

を計測する指標としていわゆる NPS を導入し、経

す。

営の最重要指標の一つとして位置付けて、営業体
制の大々的な改革に着手しました。

・顧客本位の業務運営に関する７つの原則（４頁）

さらに、「お客様本位」という意識を深化させ

こちらは先生方もご存じのとおり、2017 年３月

るために、翌年 2019 年度には、評価体系にお客

に金融庁から「顧客本位の業務運営に関する原則」

様の運用パフォーマンスに関する項目を組み入れ

が公表されまして、金融事業者に対してより顧客

るなど、「お客様の利益を第一に考える」仕組み

目線の商品・サービスの提供を競い合うように促

の整備を行ってまいりました。

されたという内容でございます。

そして、「お客様から最も選ばれる証券会社」
となるために、2020 年度よりお客様へ高い付加価

・お客様第一の業務運営に関する当社の方針（５

値を提供することで営業品質・サービスの向上を

頁）

図り、新しい企業文化の定着及び NPS の継続的な

これを受けまして、当社グループの「お客様第

向上に取り組んでおります。

一の業務運営に関する基本方針」を先ほどの企業
理念「大和スピリット」にのっとったうえで策定

・分かりやすい情報提供と手数料等の説明（７頁）

をいたしまして、同年６月に公表しております。

恥ずかしながらこれ以前は各部署、各商品によ

①方針の策定・公表、②お客様第一の追求、③

って意匠が異なっていたのですが、お客様にお配
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りするパンフレット等につきまして、「見やす

を使ったセミナーを自粛することにはなりました

く・読みやすく・わかりやすい」をコンセプトに、

が、お客様よりウェビナーの積極的な開催を望む

2017 年１月に、ご覧いただいておりますガイドラ

ご意見を頂戴していたため、全店一斉の大規模な

インを作成いたしました。高齢のお客様や投資初

ウェビナーを、様々なテーマで開催しております。

心者のお客様にも理解しやすいよう、ユニバーサ
ルデザインの観点から文字サイズ、配色等を工夫

・定期的な情報発信（９頁）

しております。

2003 年から、商品やサービスなどお客様が選択

また、これは他社さんも取り組んでいることで

された情報を電子メールでお届けするサービスを

はございますが、今年４月より当社ホームページ

開始しております。「ダイワのメールサービス」

内に、資料でお示ししております「リスク・手数

という名称で行っています。

料等説明ページ」も新設してございます。

今年２月のリニューアルによりまして、商品・
サービス関連の配信コンテンツを大幅に拡充・細

・高い専門性を持つ社員の育成／お客様相談セン

分化するとともに、保有商品に関する情報も拡充

ターの取組み（８頁）

させていただいております。先ほどウェビナーの

お客様第一のサービスを提供するために、高度

要請をお客様から頂いたという話がございました

な専門性とプロフェッショナリズムを有する社員

が、お客様に直にお会いできる機会が減る中、世

の育成に取り組むということで、お客様のライフ

に言う DX の流れで、メール等のツールを使った

ステージに応じたコンサルティングを適切に提供

個別の情報発信というものを細分化し実施してい

できるよう、営業員に AFP・CFP の資格の取得を

る例となっております。

推奨しております。
「CFP 取得者 1,020 名（業界№１）」と書いて

・投資教育への取組み（10 頁）

ございますが、大分早期から取り組んでおったこ

投資初心者のお客様が将来の資産形成に役立て

とも功を奏しまして、お客様の期待に応えられる

ていただくことを目的として、金融や経済、投資

人数になっているかなと感じております。

についてホームページ上で分かりやすく説明する

それから 2015 年度より、CFP の資格保有者の中

コーナーを展開しております。子育て世代向け情

から、社内研修等を通じましてさらに高度な知識

報サイトの「SODATTE」や社会人対象に積み立て

を身につけた社員を「相続コンサルタント」とい

投資に特化した「わたしの未来へつみたて投

う特別な役職に任命いたしまして、こちらを全店

資。」、そして投資初心者向けのユーチューブチ

配置しております。また、お客様相談センターに

ャンネルの「MONEY SCHOOL」──これが一番直近

おきましては、お客様の意見や苦情を電話にて直

に手掛けたものですが、お客様の各層に合いまし

接お伺いし、速やかに対象の営業店、本部部署に

たサイトを運営させていただいております。

伝えて問題点の把握や改善に活用しております。
（３）商品の開発と提供の取組み
（２）情報提供機会の充実・多様なセミナーの実

ここからは商品の開発と提供の取組みについて

施

ご説明させていただきます。
資料には掲載しておりませんが、セミナーを通

じた情報発信にも積極的に取り組んでおります。

・資産管理型ビジネスモデル確立に向けた取組み

昨年度は、先生方もご存じのとおり、新型コロナ

（11 頁）

ウイルスの感染拡大を受けまして店舗や会場など

ここでは、資産管理型ビジネスモデル確立に向
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けた取組みを時系列でお示ししてございます。

りに、ご購入された投資信託の評価額の合計及び

「ゴールベース・アプローチツール」の設計・

保有期間に応じて残高フィーをお支払いいただく

開発、残高ベース商品の開発や関連システムの開

という、新しく手数料の払い方の選択肢を広げた

発、そして人材育成などの取組みを行い、長期戦

サービスです。投資信託の購入に際しまして、お

略に基づいて資産管理型ビジネスへの転換を目指

客様の投資目的や想定投資期間などに合わせまし

しております。

て、手数料の支払い方法をお客様が自由に選択す

今後は、お客様からの信頼・満足度をベースに

ることが可能となっております。

お預けいただいている資産からフィーを頂く。す

投資フレックスプランでは、購入時手数料をお

なわち、売買の都度の手数料ということではなく

支払いいただく必要がありませんので、投資目的

て、残高からフィーを頂くというような新しいサ

や運用方針の変更、それからマーケット環境の変

ービスを、2022 年にも導入する予定で開発を推進

化やアイデアの変更に応じた銘柄の見直し・入替

しております。

え等も、追加の手数料負担なく柔軟に行うことが
可能となっております。

・資産管理ビジネス実現への取組み（12 頁）
資産管理ビジネス実現への取組みとして、主な

・お客様のニーズに合った商品の提供（13 頁）

ものを２つ紹介させていただきます。

当社がお客様へ販売する投資信託の採用に当た

１つ目は、「資産運用プランニングツール」と

りましては、社内でガイドラインを作成いたしま

なります。お客様の金融資産の分析から投資意思

して、透明性の高いプロセスをもって商品選定を

決定のサポート、それから運用状況のモニタリン

実施しております。2017 年度以降、新規募集・取

グ、資産運用のあらゆるシーンで最適なソリュー

扱投信につきましては、当社グループ外の運用比

ションを提供すべく、2020 年度に導入をいたしま

率が結果として上昇しております。

した。

また、お客様に提供・推奨する商品・サービス

資産運用プランニングツール自体は、海外のト

を協議する定期的な会議におきまして、お客様の

ップ・プライベートバンクで利用されております

ニーズやお客様へのリスク説明の観点から意見交

「Wealthbench」という MSCI 社の分析ツールを日

換を行いまして、お客様に適した商品提供をでき

本向けにカスタマイズをして導入しているもので

るよう取り組んでおります。

ございます。個人投資家向けに提供するのは当社
が国内では初めてとなっております。

・ラップ口座サービスの充実（14 頁）

資産運用プランニングツールを通じまして、ポ

お客様の投資目的や投資方針を確認し、お客様

ートフォリオ分析、それからリスク・リターン分

に合った国際分散投資による運用スタイルを作り

析機能など世界の先進的な機関投資家が利用して

上げていく資産運用サービスであるラップ口座サ

いるサービスを個人のお客様にも提供することで、

ービスにおきまして、運用資産の規模、相続ニー

お客様一人一人のゴールの実現に向けた資産運用

ズ等に対応できるよう商品ラインナップを拡充し

をサポートする、そのサポートの形を具現化した

ております。

ツールというふうになっております。

まず、2007 年より、ラップ口座サービスの一つ

２つ目は「投信フレックスプラン」で、投資信

として、「ダイワファンドラップ」を開始いたし

託の新たな手数料プランとして昨年 10 月より導

ました。そして 2016 年には、お客様のゴールに

入しております。投資信託の購入時にお支払いい

応じた資産運用が行えるように複数の運用口が保

ただいております購入時手数料を無料化する代わ

有できる機能、そして相続発生時の受取人の指定
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サービスなど、業界初のサービスを搭載いたしま

共通 KPI は、長期的にリスクや手数料等に見合

した「ダイワファンドラッププレミアム」を開始

ったリターンがどの程度生じているかを「見える

しております。

化」することを目的とした指標で、①運用損益別

そして 2017 年、ロボ・アドバイザーによる３

顧客比率、②投資信託預り残高上位 20 銘柄のコ

つの診断からお客様のニーズに合った運用スタイ

スト・リターン、③投資信託預り残高上位 20 銘

ルを提案する機能の搭載に加えて、毎月１万円か

柄のリスク・リターン、この３つが掲げられてお

ら積立投資が可能となる定期積立サービスを導入

ります。

するなどして、資産形成に向け幅広いお客様に利

各社が開示しております数値は表に示している

用いただけるサービスとして、「ダイワファンド

とおりでございますが、この KPI につきましては、

ラップオンライン」を追加しております。

一部問題が指摘されております。2018 年 10 月５

また、2018 年、投資環境の変化に応じてポート

日の日経新聞に掲載されておりましたが、各社が

フォリオを機動的に変更し、より高いパフォーマ

出している数値の算出開始時期、いつからのデー

ンスを追求する「コア運用」に加えて、お客様の

タなのかといったところが各社まちまちでござい

好みに合う、時々の相場テーマに合致した「サテ

まして、当社は 2004 年なのに対しまして、例え

ライト運用」を追加できるタイプの「ダイワアド

ば野村証券は 2013 年をスタート時点としており

バンスラップ」を開始しております。

ます。また、例えば債券系のファンドを多く販売

資産残高の推移と件数の推移は、画面でご覧の

している金融機関と株式系のファンドを多く販売

とおりとなっております。

している金融機関では取り扱っているラインナッ
プも違うため、この数字だけで投資家の皆さんの

・資産形成層に向けた取組み（CONNECT）（15 頁）
2020 年７月よりサービスを開始いたしました

判断の基準になるかというような問題点をはらん
でいるようには感じられます。

「CONNECT」につきましては、当社グループが生

これ以外にも、共通 KPI の運用損益算出式には

み出す新しい証券会社の形として、１株単位の取

いくつか課題があると考えられます。１つ具体的

引を主体に、主にデジタルネイティブ世代に向け

に挙げますと、収益を実現益として出してしまっ

た金融サービスをスマートフォンで展開するサー

て残高が残っていない銘柄やお客様については、

ビス形態となっております。

算出対象から除外されてしまうという建付けにな

業界最低水準の手数料やポイント運用など資産

っているために、算出対象がいわゆる塩漬けにな

形成層に訴求できるサービスを提供しております。

って残っている投信に偏りがちとなります。信用
評価損益率がマイナスになりやすいのと同様、率

３．共通 KPI

が低くなるバイアスがかかる可能性が非常に高い

・共通 KPI について（16 頁）

というふうに考えられます。

ここからは、金融庁主導のもと開示しておりま

もっとも金融庁のほうも、計算式の問題点の認

す共通 KPI についてご説明いたします。

識は当然十分していて、共通 KPI をこれはこれで

多くの金融機関は、顧客本位の業務運営に関す

出すとして、各金融事業者がそれに加えてより優

る原則、それから独自の KPI の公表を進めておら

れた KPI を自主的に開示することを妨げるもので

れますが、金融庁は、顧客が KPI を用いて金融事

はないというスタンスです。

業者を選ぶことが必ずしも容易ではないといたし
まして、2018 年６月の共通の KPI の設定・公表、

・①運用損益別顧客比率（17 頁）

そしてさらなる「見える化」を推進しております。
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当社の KPI を実際に御覧いただきたいと思いま

す。まずは投資信託、ファンドラップの運用損益

ます。よろしくお願いします。

別顧客比率でございます。基準日時点の保有投資
信託に係る購入以降の累積の運用益を算出し、運

【「顧客満足度」と「顧客本位」】

用損益別に顧客比率を示した指標となっておりま

○小出

す。

社というと、なかなか厳しい営業環境の下、必ず

2020 年３月には、投信につきましては 34.8％、

ありがとうございました。昔、証券会

しも顧客の利益だけではないところでビジネスを

ファンドラップについては 18.9％のお客様のプラ

されているのではないかといった印象を持たれて

スになっております。なお、2020 年３月末は相場

いたこともあったかと思うのですけれども、その

が下落したところのタイミングでありまして、こ

改善に向けて大変努力をされておられるというの

の３か月後の６月末には、投資信託は 58.7％、フ

は感銘を受けました。

ァンドラップは 57.3％まで回復しています。

今回のご報告の中で、まず「顧客本位の業務運
営」というところからスタートされていて、その

・②投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リ

上で、顧客満足度の向上を図り、資料６頁にあり

ターン／③投資信託預り残高上位 20 銘柄のリ

ますとおりそれを計測する指標として NPS を導入

スク・リターン（18 頁）

するという取組みについてご説明いただきました。

設定後５年以上経過した投資信託預り残高上位

もちろん顧客満足度及びその指標である NPS を上

20 銘柄について、銘柄ごと、預り残高加重平均の

げること自体は、証券会社として今後収益を上げ

コスト・リターンとリスク・リターンの関係を示

ていくために非常に重要なことであり、それは経

した指標となっております。中長期的に金融事業

営施策として大事なことだと思います。しかし、

者がどのようなリターン実績を持つ商品をお客様

「顧客満足度」と「顧客本位」は果たして本当に

に多く提供したかを見ることができるとされてお

イコールなのか。もちろん関係しなくはないと思

りますが、先ほどお話ししたような問題点がござ

うのですが、顧客満足度が上がれば顧客本位だと

います。

いうふうに言えるかというと、少し何か違うよう
な気もするのです。

私からのご説明は以上となります。大和版 NPS

顧客本位というのは、少しアメリカ的な考え方

の導入につきましては、なにぶん現場でやってお

をするならば、顧客の利益よりも販売している金

ります具体的な込み入った話でございまして、現

融機関の利益を優先して考えてはいけないという、

状、鋭意定着に向けて取り組み中というふうにご

一般的にフィデューシャリー・デューティーと呼

理解賜れればと思います。ありがとうございまし

ばれるものから導き出された考えだと思うのです

た。

ね。そうだとすると、要するに顧客の利益になる
かどうかというところが多分本来のポイントであ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ると思います。しかし、顧客の満足というものは、
必ずしも顧客の利益だけから出てくるものではな

【討
○川口

論】

いような気がしていて、たとえば何となく会社の

ありがとうございました。大和証券が

営業マンが気持ちいいよねとか、そういうところ

真摯に取り組まれているということがよく分かり

でも満足することはあると思います。

ました。

顧客満足度を上げること自体はもちろん大事だ

それでは、今日の実務の取組みなどについてご

と思うのですが、「顧客本位」というものと「顧

質問、ご意見があればお寄せいただきたいと思い

客満足度」や NPS というものは本当に連携するの
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だろうかということを少し疑問に思ったのですけ

意味がなくて、何によってこの数値が動いたのか

れども、その辺は実務ではどのように捉えられて

というところまで見に行って、フィードバックし

いるのでしょうか。

て、それを具体的な行動に移すと、こちらが変わ

○佐野

顧客満足度は、運用成果が仮に上がっ

るというだけではなく、こちらのアクションが変

ていなくても、感じが良いとか、すぐ来てくれる

わることでお客様の体験が変わるというところま

とかいうだけで、お客様からは「よくやってくれ

でアクションを変えるところに意味があると解釈

ている」と思っていただけてしまいがちであり、

しております。

そういったものは「顧客本位」の観点からは本質

分かりにくい概念的な説明になってしまったか

的ではないというのは、先生のご指摘のとおりと

と思いますが、模索をしながらやっておりますの

思います。

で、今たどり着いている境地がこの辺りでござい

私がこちらの担当になりましてから３年間、な

ます。

ぜ NPS を使うのかということを含めずっと考えて

○小出

いるのですが、ひとつ気がつくことは、この NPS

にご検討をされているとお聞きしました。

の特徴として、お客様に質問をし続けていると、

ありがとうございます。さすがに十分

先ほど申しましたように、もちろん顧客満足度、

先ほど例としてありました営業員の感じが良い悪

NPS を上げることというのは大変重要なことだと

いから、実際の運用の巧拙、資料の良し悪しまで、

思いますので、それはそれとして、しかし、その

あらゆるものにヒットして数値が下がっていく仕

中で顧客本位との関係で言うならば、顧客の利益

掛けになっています。社内であれこれと手間のか

を第一にやっているかどうかという要素をそこか

かる会議をして分析をすると、数字が動いたのは

ら抽出するために、まずその気づきとして用いて

なぜか、どのように考えるべきかという内容が見

おられるのだという話を伺って、意義がよく理解

える仕掛けにもなっています。分析の結果は、

できました。

NPS を上げるために最も大事なのは運用成果とな
っています。ただ、お客様が証券会社との付き合

【利益相反関係について】

いの中で感じられる、いわゆる顧客接点の愛想も

○小出

含めた感じの良さ、マナーの良さなども含めたも

はり顧客本位の基本的な考え方としては、証券会

のを含めバランス良く向上を図るところにたどり

社と顧客、投資家との利益相反というものがどこ

着かないと、NPS の指標は上がってこない。「顧

にあるのかというのをきちんと特定したうえで、

客満足度」は「顧客本位」すなわち顧客の利益、

それを場合によっては除去したり緩和したりする

つまるところ運用成果と大いに連動するが、それ

仕組みを構築していくことが大事なのだろうと思

だけによるものではないという点、小出先生がご

います。この点で、顧客満足度とは少し違う観点

推察のとおりでございます。

で質問させていただきたいと思います。

顧客本位の話に関連してもう一点、や

それではなぜ NPS の向上に取り組むのかについ

これは米国も日本も共通だと思うのですけれど

て、私がたどり着いた一つの答えは、これだけを

も、証券会社の場合、一番問題になってくるのは

向上させていても決してお客様のためにも当社の

営業マンの方のインセンティブ、すなわちその報

ためにもならなさそうな数字を、それでも向上さ

酬体系あるいは目標の設定のところだと思います。

せるために、会議をして作戦を立て、お客様と一

米国ですと、営業成績のコンテストとかノルマみ

緒に考え、PDCA を回すという行動を起こし、繰り

たいなものを除去しろということを法的に義務付

返すこと自体に意味があるのではないかというこ

けるようなことも始まっておりまして、そこには

とです。ただ数値を測っているだけでは多分全く

かなり厳しく立ち入っているように感じられます。
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日本の、少なくともこれまでの証券会社、ある

価は撤廃しております。

いは銀行もそうかもしれませんけれども、営業の

その代わりに、同じ相場に対して同じ期間働い

ノルマ体系というものは、要は売ってきて収益を

て、たくさん商いをした人を良としようと。お客

上げた者が高い評価を得られるというふうにどう

様に受け入れられていないと商いがたくさんはで

してもなっていて、また、例えば個別の商品につ

きないだろうという前提で、それが完全なものと

いて、この商品を今期は売ったら評価が上がるみ

いうふうには思っていませんが、手数料の高い安

たいな要素もあると思います。そのあたりは、少

いにかかわらず、買付け全体の大きさで評価し、

しずつ緩和されようとはしているけれども、やは

お客様に望まれてたくさん販売して、たくさん預

り完全になくすことはなかなか難しいのではない

かり資産を入れてもらった営業員を評価するとい

かとも思います。

う軸に転換をしております。

それに対して、既に御社ではそのあたりの改善
を図っておられるという御説明を受けて、非常に

【系列投信の販売状況について（１）】

難しい中でやられているのだろうと理解したので

○小出

すけれども、そのあたりのご感触を実務的な観点

観点なのですけれども、いただいた資料の中で 13

からぜひ率直に教えていただければと思います。

ページなどが関係すると思うのですけれども、例

○佐野

まず、商品に対する目標は２つありま

えば投資信託の販売のときに、グループ内の投信

した。１つは商品の販売自体と、もう１つはそこ

会社のものとそうではないものを区別すべきでは

から得られる手数料を集計して、手数料を追いか

なく、広くいろいろな商品を扱うべきであるのだ

けなさいということでやってまいりました。ただ、

が、どうしてもグループ内の投信会社を売ろうと

それを転換して、ボトムアップによる営業推進に

してしまうという利益相反問題が指摘されていま

した時点で、商品別の販売目標を撤廃しておりま

す。

す。したがいまして、目標別の評価も撤廃してお

もう一つ、利益相反についてまた違う

13 頁にあるように、大和証券に関して申し上げ

ります。

ると、グループ会社の投信の取扱いが徐々に減っ

手数料収益の目標につきましても撤廃をしてお

てきているということで、これも非常に努力され

ります。最初の説明の冒頭部で申しましたとおり、

ているということがよく分かりましたけれども、

お客様本位の営業というのは、何も新しいことで

この「サブアドバイザリー方式」というものは、

はなく、当たり前のことでもあります。それを非

大和アセットマネジメントが設定はしているので、

常に健全にやってきて、お客様の信頼を得て、だ

これを売れば大和アセットマネジメントがもうか

からこそたくさんの手数料を稼いできたのに、そ

るという構造はある意味ここでは維持されており、

れに対する評価をやめるとは何事だという声が、

ただ、運用の基準について独立のものが運用して

とりわけ優秀な営業マンから数多く上がりました。

いると。そういうことだとするならば、サブアド

しかしながら、手数料に基づく評価体系があると

バイザリー方式に関して言えば、ここにはまだ若

どうしても手数料の上がりやすいもの、手数料率

干の利益相反的な状況というのが否定はできない

の高いものから順番にお客様にお勧めすることを

ものかというのが質問です。

促すことになりますので、これはまさに全廃せね

あともう一つ。18 頁の表のところに御社の預り

ばならない。手数料の高い安いに対してはニュー

資産上位 20 銘柄というのがあって、やはり「ダ

トラルに、お客様にとって必要なものは何なのか

イワ」という名前が付いているものが非常に多く

を第一にプランニングは構築されるべきであると。

なっています。決してそれがおかしいと言ってい

このような理由で、商品別、それから収益別の評

るわけではないのですけれども、これはやはり過
-9-

去の経緯ゆえにどうしてもこうなってしまってい

ストを公表するに当たって頭を抱えている部分で

るのか。今でも、何だかんだ言っても「ダイワ」

す。

という名前が付くものの方が売られる傾向がある

資料に掲載しておりますのは、公表の基準に準

のか、それとも、その傾向は変わっているのかと

じて残高のあるもの 20 ですが、私の手元のデー

いうことについても少し教えていただければと思

タで、実際に今売れているもののベストテンを見

います。

ますと、当社グループのものは４つ入っておりま

○佐野

「サブアドバイザリー方式」に関しま

す。ただ、例えば具体的に、４つの中で足元一番

しては、おっしゃる通りで、この方式だけでは利

売れているものがダイワ Society 5.0 というファ

益相反がゼロではないでしょうと言われるのは、

ンドなのですが、これはよそにない種類のものな

そのとおりだと思います。ただし、現状について

ので、リスク・リターンで言えば、リスクが 16％

少し申し上げますと、グループ会社の投信を採用

に対してリターンが 41％出ているということで、

することのほうがむしろ相当の勇気が要るという、

18 ページのリスク・リターン散布図に照らすとわ

行政バイアスのようなものが掛かっているのが現

かりますが、パフォーマンスで選好されていると

状でございます。機能だけでは完全ではないです

いうことが大きいものです。

が、運用として何とか利益相反を除去するように

もっとも、これより売れている投信がありまし

しているということになります。

て、それはグループ外のものです。先ほど申しま

それから、先ほどの説明の最後で共通 KPI の課

したように、この銘柄を売りましょうという指示

題として指摘いたしましたが、残高の上位 20 位

をしていないものですから、売れ筋が金額的にも

を開示しなさいということで、資料に掲載したよ

ばらけているというのが現状です。

うになるのですが、過去に大きく販売して、お客

残高上位 20 の話に戻りますと、先ほどの申し

様が売却できずに残っているもの、業界的には

上げました課題などもありまして、これは共通

「塩漬け」ということになりますが、それを中心

KPI としてお出ししてはいるのですが、多分お客

に発表しているということに結果なってしまって

様は、実際にこれを見て買われてはいないだろう

います。特に、当社のようにそこそこ大きくて少

と思います。実際に今売れている商品を見ますと、

し古い証券会社ですと、いわゆる過去のものの影

リスクが５～10％でリターンが 20～40％あるとい

響が非常に大きく出てしまうというのが現状でご

った商品で、今ではそういうことが調べると簡単

ざいます。

にいろいろ分かりますので、リスク対リターンの

さらに、過去の反省として申し上げれば、特定
のものを、今日はこれを、もしくは今期はこれを

良好なものの中から選ばれているということにな
っているのかなという手応えでございます。

販売した者が一番偉いですよというような、プロ
ダクトアウトの営業推進をしてまいりました。そ

【系列投資信託の販売状況について（２）】

れが今は反対側に大きく舵を切って、お客様のニ

○黒沼

せっかくの機会ですので、２点質問さ

ーズが起点でありゴールであるという営業をして

せていただきたいと思います。

いるので、売れ筋となっているものが各グルー

一点は、今の小出先生のご質問とも関係するの

プ・各店・各人ばらばらになっています。そうす

ですけれども、金融審議会で「顧客本位の業務運

ると結果として、過去に販売したものを抜いて新

営に関する原則」について審議していたときに、

たに残高上位 20 に食い込んでくるような大型の

証券会社が系列の資産運用会社が組成する商品を

商品が、今は全くなくなってしまったところです。

勧めがちではないかというようなことが典型的に

悲しいかなと言ってはいけないのですが、このリ

問題になっていたわけです。今回の資料の中で、
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13 頁で「投資信託の採用にあたっては、ガイドラ

先ほど人気商品の中にはというのはご説明いた

インを策定し、透明性の高いプロセスをもって商

だいたのですけれども、トータルの販売高でいっ

品選定を実施」すると書かれていて、新規募集・

たらどういうふうなのでしょうか。系列以外が組

取扱投信の採用構成比を書かれているのですが、

成した投資信託の販売高が増加しているという傾

先ほどのご説明だと、これは 12 ページの「投信

向はあるのでしょうか。

フレックスプラン」の中に入れる投資信託の本数

○佐野

の話なのでしょうか。

ところです。当社のものだけが減っているという

○佐野

いえ、違います。

よりは、パフォーマンスがよければ、先ほど申し

○黒沼

販売対象としている新規の投資信託と

上げましたように当社のものが売れることもあり

足元ではパフォーマンスによるという

いうことですか。

ますし、そうでないこともあるということです。

○佐野

はい。

○黒沼

○黒沼

すると、グループの投資信託で新規に

でしょう。

販売額で見た比率はどうなっているの

取扱いを始めたものは１年に１本とか、その程度

○佐野

それも月によって異なりますので一概

しかないということでしょうか。

には言えませんが、毎月グループのものを設定し

○佐野

そうです。投信フレックスプランにつ

て販売していたような 10 年以上前頃に比べれば

いて、先ほどの説明が少し伝わりにくかったかも

激減しているということになりますが、毎月売れ

しれませんが、当社で品ぞろえしている投資信託

るもの──新しく採用しているものは先ほど申し

をお客様はイニシャルに手数料をお支払いいただ

上げたとおりですが、過去に出したものがパフォ

いても買えますし、フレックスを選択すると、イ

ーマンスがよくなって売れ出すという事も起きて

ニシャルに払わず期間の手数料でも買えるという、

おります。ご質問については、相場つきによって

どちらでもお客様が選べる仕組みになっておりま

変わるとしか、現状ではお答えできません。

す。フレックスでしか買えないとか、イニシャル

○黒沼

分かりました。ありがとうございます。

でしか買えないとかいう商品があるということで
はございません。当社が採用している商品をどち

【販売対象顧客について】

らかの手数料プランを選んでお買い付けいただけ

○黒沼

るということになっております。

に、金融商品の組成に関わる金融事業者は販売対

○黒沼

象として想定する顧客属性を特定・公表して、そ

その１本というのは、新規に取扱いを

２つ目の質問ですが、原則６の（注３）

始めた商品は１本しかないという意味でしょうか。

れに沿った販売がなされるように留意すべきであ

○佐野

そうです。

るという項目が挙がっています。しかし私は、こ

○黒沼

しかし、重要なのは本数ではなくて、

れをすることはなかなか難しいのではないかと思

販売高ですよね。
○佐野

はい。

○黒沼

同じ資料がホームページの取組みの事

っています。
原則６の（注３）は、組成業者を主語に書かれ
ているのですけれども、資産運用業者の声を聞く

例として挙がっているのですけれども、販売高に

と、この商品はこういう人には売るなと言ったら、

ついてはどう変わってきたのかということがよく

そもそもそのような商品は証券会社に取り扱って

分からないので、この取組みを始めてから系列外

もらえないという声も聞いたことがあります。ど

の商品の販売高は増えているとか、あるいは変わ

ういう顧客に対してその投資信託なり商品を売る

っていないとか、そのあたりがお分かりになった

べきかということを証券会社の側から組成業者の

らお教えいただければと思います。

方に聞きに行くということはあるのでしょうか。
- 11 -

また、聞いた場合に、それに沿って販売をするよ

ます。

うに取り組んでいらっしゃるのかどうか、お教え

○黒沼

いただければと思います。

た。

○佐野

分かりました。ありがとうございまし

当社が取扱商品を決めるプロセスをま

ずご説明いたしますと、まずはお客様のニーズ─

【毎月分配型投資信託について】

─例えば新しいテーマが出てきたであるとか、世

○梅本

間での売れ筋が変わったときに当社の品揃えにな

せんが、私の考えを申し上げて、そのお答えをい

いといったニーズがあれば、新しく導入する候補

ただければと思います。

銘柄を挙げて、会議を通して決定することになり

少し質問にまとまりがないかもしれま

まず、毎月分配型投資信託というものをどのよ

ます。

うに位置付けるか、考えるかということが、「顧

ご指摘の組成会社の意向については、その会議

客本位の業務運営」というのを考えるに当たって、

における組成会社からの提案に含まれることにな

よく分からないところがあります。

りますが、そこで要するに一部の法人向け、もし

例えば、資料の 18 頁の預り資産トップのダイ

くは個人のお客様の中でもかなりリスク許容度が

ワ米国リートファンドも恐らく毎月分配型投資信

高くて狭い範囲にしか販売ができない商品と説明

託だったと思いますけれども、基本的に、こうい

された場合に関しては、採用が見送られることも

った金融商品というのは長期的な資産運用にはあ

当然のことながらあります。特に当社は、他社と

まり向いていないと思うのです。ただ、批判され

の比較の中でも、各営業のフロントをお客様のセ

ているように顧客のニーズに合わないかというと、

グメントごとに分けていない営業体制で今臨んで

合う人もいるのではないかと。とりわけ高齢者の

おりますので、広くあまねくお客様に勧められる

それなりに資産を持っているような方々にとって

ものを中心に品揃えしているというのが現状にな

みると、毎月小遣いないし生活費が入ってくる、

っております。

また中長期の運用と言いましても、中長期では亡

なので、かなり狭い顧客層を対象に狙ったもの

くなっているかもしれないということで、あまり

は採用されないケースが多いというのは、その組

その辺りも考えなくていいと。とりわけ日本の富

成業者がおっしゃられている通りだろうと思いま

裕層というかお金を持っている高齢者層のニーズ

す。

に合った商品という意味だと、毎月分配型投資信

○黒沼

そうすると、顧客属性による推奨のや

託というものは、もしかしたら顧客満足度を上げ

り方を組成業者から受け継いで、それを実行する

るうえで良いのかなという気もするのです。

というよりも、選別の段階でそれをはじいてしま

ただ、それが先ほどのお話ではないですけれど

って、採用されている商品については、特に顧客

も、顧客本位なのかどうかというと、もし投資リ

属性についての組成業者の意向というのを販売に

テラシーがすごく高い高齢者であれば、いや、そ

反映させることはないと考えてよろしいでしょう

ういうのは私にとっては利益にならないと言って

か。

投資しない人も出てくるのではないのかなという

○佐野

いいえ。リスクや投資対象によって販

気がしないではない。

売が憂慮される場合もあるけれど、それを十分検

またもう一つ、「顧客本位の業務運営」という

討したうえで取扱商品として採用することが、当

のは、もともと貯蓄か投資かとか、あるいは国民

然あります。その際には、組成会社の意向につい

の資産形成のためにそういった方針を業者さんに

て販売現場に研修教育を行うとか、販売するプロ

もとっていただくということだったのではないか

セスの中で留意するとか、という段取りがとられ

と思うのですけれども、その結果として出てきた
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預かり資産の第１位が高齢者中心の毎月分配型投

様へのお勧め、当社がターゲットとしているお客

資信託というのは、何か政策目標と出てきた結果

様層にはベストな態勢かなというふうには考えて

がえらく違うなという、かなりの違和感を抱いて

おります。

しまうのです。別に批判とか皮肉とかということ

○梅本

どうもありがとうございます。

ではなくて、この毎月分配型投資信託をどう考え
ればいいのかなという点、実務の見地からお考え

【ネット証券と対面証券の手数料について】

をお聞かせいただければと思います。よろしくお

○片木

願いします。

用損益別顧客比率、これを非常に興味深く拝見さ

○佐野

せていただきました。

毎月分配型ファンドにつきましては、

資料ですと 16 頁以下でしょうか、運

売れ筋ということで、とにかく毎月分配型ファン

先ほどからお話しいただいております大和証券

ドを販売しようという計画でやっていたのも、20

の顧客本位の業務運営というものについて確認い

年ほど前がピークだったでしょうか、過去の事実

たしますと、おそらくネット証券などにおきまし

でございます。その後、世間様でもいろいろ批判

ては、基本的にコンサルティングサービスが全く

の対象になった時期に、極端に販売を控えていた

ない、純粋に仲介に徹すると。それによって仲介

時期もございます。

手数料を非常に低く抑える、あるいは場合によっ

ただ、その時期、こちらからのお勧めを控えて

ては一部ゼロにしているようなところもあるとい

いた時期でも、梅本先生がおっしゃるように、原

うことですね。これに対して、大和証券が実施し

資からこれぐらい、こういう形で払われています、

ている顧客に対するサービスというのが、まさに

それが今月はお手取りのうち幾らですというご説

このコンサルティング機能といいましょうか、お

明を申し上げても、それでもいいと言われる方が

客様の生涯設計とかリスク志向に対応したような

いなくならない、まさにニーズは存在するという

ポートフォリオというのを選んであげる、それに

事実は、我々としても感じざるを得なかったとこ

よってお客様の満足度を高めるということだろう

ろでございます。リテラシーを高く持って、理解

と思います。

したうえで毎月もらいたいという機能としてのニ

ネット証券と比べると、どうしても手数料は高

ーズを優先される方には、まさにぴったりなわけ

くなるわけですが、そういうサービスが値打ちを

ですので、そういうお客様が存在する以上、販売

持つからこそ、まさにそういうサービスに対価を

商品のラインナップから無くすということはして

渡す根拠があるというふうに理解をしました。そ

来なかったというのが現状でございます。

ういたしますと、先ほどの「主観的な顧客満足度

先ほど来申し上げていますが、18 頁のベスト

なのですか、客観的なお客様の利益なのですか」

20 は、過去のものもあっての残高ということで、

という話にも関連してくるところだと思うのです

今売れ筋のトップではないわけですが、毎月分配

が、こういうコンサルティングというものの持つ

型のファンドは幾つか入っているというのは、先

客観的な成果として、例えば顧客別の運用損益と

ほど申し上げたような歴史的な背景を含めござい

いいましょうか、特に運用成果がプラスである人

ますので、業者としては、その分配金がどのよう

の比率がネット証券と比べるとどれだけ高く出る

に毎月払われているのか、どう変化しているのか

かと。ネット証券というのは、基本的にお客さん

というのをつぶさにお知らせしながら、リスクを

が自分の判断で投資をしますから、いわばこれは

ご認識いただくことに努めること。あとは、それ

個人顧客が自分の判断で投資をしたことによる損

以外の商品でご満足いただけないのかという代替

益比率というふうに大きくは見ていいのだろうと

手段を提案していくということが、ベストなお客

思うのですけれども、それに対して対面型でコン
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サルティングをしているようなところがお客さん

の千差万別なニーズに即しつつ、営業員が知恵を

にとってネット証券より値打ちがあるとすれば、

絞って最適な提案をするよう努めております。

やはりその運用損益別の顧客比率でプラスになっ

また、最近、私がこの業界に入りました 30 年

ている比率がネット証券よりは高くなるというふ

前と大分変わったなあと思いますのは、ある程度

うな考え方でいいのか。

のまとまった資産をお持ちであるお客様の大部分

もちろん対面型といっても、みんながみんな言

がもう 70 歳を超えているということです。そう

うことを聞くというわけではないでしょうし、実

なりますと、今のマーケットに即応していきたい

は私も正直、自分の証券会社の担当者の言うこと

というのはそのお客様も 10 年前、20 年前と変わ

をあんまり聞かないので、担当者泣かせかもしれ

らないと思いますが、一方で、積極的にリスクを

ません。そういう意味では、それぞれの証券会社

取るというよりは、実際には資産を守りたい、残

が仲介していらっしゃるラップファンドあたりの

したい、それからその次のことも考えており、そ

運用損益別顧客比率を見るのが一番正確なのかも

こに関しては提案をもらい安心感を得たいのだと

しれませんけれども、大きな目で見たときには、

いう、仮に今はそのニーズがなくても、明日には、

この運用損益別顧客比率がネット証券などと比べ

来月には、来年には、10 年後にはあるかもしれな

てどれだけ顧客にとって有利な形になっているの

いということで、そこの期待ということも最近大

かというのが、おっしゃるコンサルティング型の

きく感じておるところです。そこで当社としては、

サービスのいわば客観的な値打ちという理解でよ

資料説明中に申し上げた「相続コンサルタント」

ろしいのでしょうかという質問でございます。

が一例ですが、このあたりの取組みを大きく拡充

○佐野

基本的に、また根本的にはおっしゃる

しているところです。そのお客様のお預けいただ

通りと思います。そのお客様のお預かりしている

いているご資産自体のパフォーマンスに加えて、

資産のリターンがどうなっているかというところ

そういったところの付加価値というものと合わせ

は大変重要です。ただ、それに加えて、違うもの

た満足度というところが、最終的な当社の評価に

もやはり我々はお客様から望まれているのだろう

つながるのかなと感じている次第です。

と思います。片木先生は営業員の意見はあまり聞

運用損益別顧客比率の比較という意味では、片

かずご自身の判断でお買いになっているというこ

木先生が先ほどおっしゃった通り、ラップ的な商

とですが、それを手間だ、コストだと考えるお客

品を用いて比較というのは一番いいかなとは思い

様にとっては、ある程度営業マンを使って自分の

ます。手前味噌ですが、ばらばらにお客様のニー

頭を整理することに価値を見出されている方もい

ズに合わせて個別商品を組み合わせたものよりも、

らっしゃいます。

その相場の位置どころにもよりますが、お客様の

あるいは、実は私は 10 年ほど前にディーラー

口座の運用成績としては、相対的には、恐らく近

職をやらせてもらっていたことがありまして、デ

年、ラップ口座の方が良くなっているというふう

ィーラーですと、まさに運用成果だけが評価にな

に思います。現状の株価で言いますと、日米共に

りますので、好きな銘柄でも嫌いな銘柄でも、リ

比較的高い位置にあるということになりますが、

スクを抑えながらリターンを得ることだけが正義

どこの水準で買われた方も、マーケットが多少へ

という非常に分かりやすい世界です。ところが個

こんでいるときでも、８割から９割のお客様が結

人のお客様ですと、もうかりそうでも嫌いなもの

果としてはリターンを出せているという状況にご

は買わないとか、頭では理解していてもそれには

ざいますので、そこはお客様自身にもお伝えして

手を出さないと言われるような、やはりお客様独

おりますし、運用成績という意味でのご満足をい

自のルールがございますので、そういったお客様

ただいているところでもございます。
- 14 -

○片木

ありがとうございました。

み方針などを利用されているかという点は、顧客
満足度の変動要因の分析結果などから申し上げる

【顧客本位の業務運営に関する原則と適合性の原

と、そういったものを利用されているなという手

則との関係などについて】

応えは少し感じづらいということになります。

○川口

○川口

私の方から２点質問させていただきた

ありがとうございます。いろいろ仕組

いのですが、顧客本位の業務運営に関する原則と

みを作って頑張ってやっているのに効果がないと、

いうのは、この数年、金融庁が非常に力を入れて

少し寂しいなというところはあるかと思います。

いる政策の一つです。ただ、同原則が定められる

先ほど少しおっしゃった適合性の原則との関係

前から、金商法上、誠実義務や適合性の原則など

ですけれども、結局、顧客の属性などの把握とい

が規定されておりまして、顧客本位の業務や顧客

うのは、法律で要求されているものよりも、御社

に対する適切な勧誘をしなければならないという

の方では、より広く顧客の様々な情報を集めると

のは金商法上の義務でありました。

いうことになっていますでしょうか。

まず、御社の方で、この適合性の原則と顧客本

○佐野

はい、そのように設計をしております。

位の業務運営に関する原則との関係はどのように

○川口

具体的には何がありますか。例えば、

捉えられていますでしょうか。顧客本位の原則の

知識・経験、財産の状況、投資目的は法律の目的

遵守は適合性の原則の遵守の手段なのか、あるい

ですけれども、何か顧客のニーズとか、広い意味

はそれを超えて、顧客に適合した業務運営を目指

では広いような気もするのですけれども……。

すものと位置付けされているでしょうか。これが

○佐野

第１点です。

際には、いまおっしゃったような項目をベースと

この場で即答はしづらいのですが、実

第２点は、顧客本位の業務運営に関する原則は、

しまして、順次拡大をしておる状況です。お客様

業者に対して自社の取組み方針などを公表させて、

の情報に関しては、実際に現場からのフィードバ

これを見た顧客が業者を選別するといった、いわ

ックを受けながら、必要なものを増やしていく方

ゆる市場原理の活用を期待するという目的がある

向性にございます、システムで取り込んで処理を

と言われてきました。本日、大和証券の方では非

する関係から、システム開発も含めて進めており

常に頑張られているというのはよく分かったので

ます。

すが、これによって市場原理が働くようになった

○川口

分かりました。ありがとうございます。

というふうに考えられていますでしょうか。顧客
がこれを活用しているというような実感はおあり

【NPS 測定と顧客属性について】

でしょうか。その点について感触をお教えいただ

○前田

ければと思います。よろしくお願いします。

によって顧客の満足度を指標化して測るときに、

○佐野

適合性原則につきましては、昔はそれ

その顧客が一般の個人顧客なのか、それとも大規

さえ守っていればという感覚で、業界全体がそう

模な法人顧客なのかといった顧客の属性の違い、

いう時期もあったかと思いますし、現状としても

あるいは大口顧客か小口顧客かといった取引量の

当然、罰則・義務を盛り込まれることにもなった

大小といったものは、NPS の算出には反映される

こともありまして、最低限担保されなければいけ

のでしょうか。それとも、とにかく１人１票とい

ないものでありまして、その先の原理原則にのっ

いますか、顧客の属性や取引量などは無視して機

とった最善の利益を目指すための土台、大前提と

械的に算出するという性格のものなのでしょうか。

捉えております。

○佐野

それから、投資家の皆様が弊社の公表した取組

資料６頁でご説明くださいました NPS

当社ではこの取組みを始めてまだ２年

の入口段階ですので、今のところは一旦「大和版」
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NPS と称しまして、リスク資産額がある一定の範

ービスを提供できたか、非常に丁寧な振り返りを

囲内にある個人のお客様についてのみ測っている

各々の現場が行っているところでございます。

という現状です。

○行澤

なるほど。ということは、客観的な指

先ほど御説明をいたしましたとおり、計測をす

標でこういう属性のお客様だからこれがベストだ

るだけでは何の意味もなくて、お客様に望まれて

ということももちろんあるけれども、やはりパー

いるものへの行動に移すこと、数値の動きをビジ

ソン・ツー・パーソンの、継続的な関係性の中で、

ネスにすぐさまはね返すことが大事ですので、的

何が最善であるかを合理的に判断するということ

を絞ったうえでないとなかなか難しいと考えおり

が大切であると、こういうふうに考えておられる

ますことから、まずもっては対象を絞って始めて

ということでしょうか。

いるというのが現状でございます。

○佐野

○前田

だし、外形的にこういうお客様であれば、ある程

ありがとうございました。

はい、現状はそう考えております。た

度こうである可能性、蓋然性が高いのではないか
【適合性の原則と証券会社の実務】

というガイドラインは設けておりまして、そこで

○行澤

ある程度スクリーニングし、もし抵触したら、本

適合性の原則で、去年の金融審議会の

ワーキング・グループで出ていたのが、単に顧客

当にそれで大丈夫なのかを検証する契機とします。

属性等を把握すること、それから金融サービスの

ある意味、低いレベルのルールベースと高いレベ

内容が顧客属性、取引目的に適合することを担保

ルのプリンシプルによる自立判断という、二段構

するだけではなくて、この人にはこの商品が最善

造となっております。ガイドラインが一律のルー

だということの合理的根拠を持つことという要求

ルであると営業マン自身に誤解が生じぬよう、こ

がなされております。しかし、この合理的根拠を

こも絶えず教育を繰り返している部分でございま

持つということについては、何をもって合理的根

す。

拠有りと言えるのかにつき、個々の事情も考慮す

○行澤

ありがとうございます。

るとなると、なかなか判断が難しいように思いま

○川口

それでは、特になければ、これで本日

すが、現場の証券会社としてはどのようにお考え

の研究会を終わらせていただきたいと思います。

でしょうか。
○佐野

本日は活発なご議論をありがとうございました。

行澤先生のおっしゃるとおり、いわゆ

また、佐野様には貴重なご報告をどうもありがと

るルールで決め難い、このお客様にはこうでなけ

うございました。今日の議論をまた次回に生かし

ればだめなんだよとはいかない分野でございまし

てまいりたいと思います。

て、たとえば外形的なご年齢や資産、考え方が仮

ありがとうございました。

に同じでも、お客様それぞれの歴史や経験、ご家
族の状況やお住まいの地域などによっても当然変
わってくるものでございます。それらも勘案した
うえで、本当にお客様に必要な取引なのかという
ことを個々の営業マンが自立して判断できるよう
にするというのが、目指すべき営業スタイルの最
終形と位置付けております。そこのところを担保
することが顧客本位の営業を確立するための第一
線であるという自覚からも、詳細は省略するので
すが、お客様一人ひとりを深く理解して適切なサ
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