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　FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd. ／本
部：米国コロラド州デンバー）は、CFP®資格を世界の生
活者にとって一層信頼されるグローバル・ライセンスにす
るために2004年に発足した非営利組織で、米国のCFPボ
ード（Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.）
や当協会のほか、本会議に参加した中国、韓国、台湾の各
組織など、世界のCFP®認定組織がメンバーとして加盟し
ています。FPSBは、世界のCFP®商標権を所有・管理し、
CFP®資格がファイナンシャル・プランニングの卓越した
専門資格であるとの国際的な評価を高めるための様々な活
動を行っています。

　FPSB China（中国）、FPSB Korea（韓国）、FPAT：
Financial Planning Association of Taiwan（台湾）、当協会

（日本）の4組織が参加する会議で、2010年から定期的に開
催しています。当協会と各組織は、従来からFPフェアな
どでの人材交流やFPSBカウンシル会議を通じて良好な関
係を構築してきました。地理的にも近く、FPを取り巻く
環境の似た4組織の代表者が集い、各組織の活動やFP実
務に関する最新情報を共有することで、FPの一層の普及
と認知向上、並びに相互の関係を強化することを主な目的
としています。近年、日本では、フィンテックの進化や顧
客本位の業務運営などFPを取り巻く環境は急速に変化し
てきており、こうした日本の現況を本会議で他のアジア各
組織とも共有することは国際的にも有意義であるという認
識のもとに、本会議を開催しました。

　本会議は、2010年以来、7年ぶりに東京で開催されました。
2016年末時点におけるアジア4組織のCFP®認定者数（総数）
は42,501名で、2010年末時点と比べると12,491名増加して
おり、FPSBメンバー組織が認定するCFP®認定者数（総数）
のうち、約25%（4分の1）をアジア4組織で占めています。
また、2016年末時点におけるアジア各組織のCFP®認定者
数は、世界24カ国・地域中、日本が米国に次ぐ2位、中国
が3位、韓国が8位、台湾が16位となっています。
　会議当日は、当協会・白根壽晴理事長の挨拶の後に、各
組織による「CFP®認定者の現状」、「各国・地域のFP専門
家に求められるフィデューシャリー・デューティー」、「フ
ィンテックがFPの実務にもたらす影響」などについて、プ

去る7月14日（金）、「FPSBアジア4組織会議」が、日本FP協会（以下、「当協会」）の本部事務所で開
催されました。本会議には、当協会のほか、FPSB China（中国）、FPSB Korea（韓国）、FPAT：
Financial Planning Association of Taiwan（台湾）の代表者が集まり、「FP実務を取り巻く各国・
地域の最新事情」をテーマに、各組織からのプレゼンテーションと活発な意見交換が行われました。

▲会議の様子

FPSBアジア4組織会議リポート
2010年以来7年ぶりに東京で開催

■FPSBとは

■FPSB アジア4組織会議とは
■FPSBアジア4組織のCFP®認定者数の推移
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■7年ぶりに東京でFPSBアジア4組織会議を開催
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レゼンテーションと活発な意見交換が行われました。各組
織によるプレゼンテーションの主な内容は次のとおりです。

◦発表者：Chairman　Mr. Hong Xue
　　　　　　　　　　 （ホン・シュエ氏）
　CFP®認定者数は、2014年まで順調に増加していました
が、それ以降は伸び悩んでおり、対策を講じる必要があり
ます。年齢の構成は、30歳代の会員数が最も多く、全体の
50%以上を占めています。比較的若い会員が多いため、彼
らよりも経験値の高いシニア富裕層の顧客満足度を高める
ことが難しいという課題もあります。
　中国におけるFP専門家に求められるフィデューシャリ
ー・デューティーについては、その意味を順法性・誠実性・
客観性・専門家意識・勤勉性の5つに大きく分けて捉えて
います。金融機関に所属するFPが多く、自社商品を販売
する中で、顧客第一の概念をより一層意識していくことが
重要であると認識しています。

　フィンテックの分野では、金融機関以外の企業が提供す
るロボ・アドバイザーによる資産配分等の金融アドバイス
やコンサルティングサービスが台頭してきています。
　最近のFPSB Chinaの主な取り組みのひとつに教育事業
のオンライン化があり、認定教育機関と連携して、より質
の高いオンラインコースの提供を図っています。今後は、
CFP®認定者の資格維持率向上のために、より一層充実し
た継続教育研修の提供を目指していきます。

◦発表者：Chairman　Mr. Kim Ilsup
　　　　　　　　　　 （キム・イルサップ氏）
　　　　　Executive Director　Mr. Choi  Seung Woo
　　　　　　　　　　　　　　（チェ・スンウ氏）
　CFP®認定者数は、2016年末においては3,957名であり、
2006年末の1,343名と比べると約3倍に増えています。CFP®

認定者の86%が銀行、証券会社、生命保険会社等の金融機
関に所属しています。独立した立場のCFP®認定者数は現在
では少数ですが、今後増えていくことが期待されます。
　また、韓国では、2009年に施行された「金融投資サービ
ス及び資本市場に関する法律（FSCMA）」において、フィ
デューシャリー・デューティーとして、投資アドバイス事
業者や投資一任運用業者に対し受託者としての注意義務、
投資家の利益を守るために誠実にビジネスを行わなければ
ならないという義務を規定しています。
　フィンテックですが、韓国では急速に成長しています。
デジタルなファイナンシャル・アドバイスを提供する革新
的な新興企業が増加するにつれ、市場は盛り上がりをみせ
ています。2015年時点では360のフィンテック企業が存在
し、従事者は25,000名を超え、特にモバイル決済市場が広
がっています。
　近年の取り組みとして、CFP®試験合格者の氏名を大手
新聞に掲載するなど広報活動にも力を入れています。また、
FSS（金融監督院）が実施する、低所得者やシニア向けの
FPによる無料相談「FPクリニックサービス」をはじめとす
る行政と連携したサービスの提供も積極的に行っています。

▶キム・イルサップ氏（右 /
FPSB Korea のチェアマン）
とチェ・スンウ氏（左 /FPSB 
Koreaのエグゼクティブ・ディ
レクター）

◀ホン・シュエ氏
（FPSB Chinaのチェアマン）

韓国　FPSB Korea

中国　FPSB China

■各組織によるプレゼンテーション
　※プレゼンテーション順に掲載

■世界のCFP®認定者数（2016年末時点）
　◎総数：170,101人

国・地域 CFP®
認定者数 割合

米国 76,760 45.1％
日本 20,683 12.2％
中国 16,878 9.9％

カナダ 16,582 9.7％
オーストラリア 5,601 3.3％
南アフリカ 4,660 2.7％

香港 4,620 2.7％
韓国 3,957 2.3％

オランダ 3,649 2.1％
ブラジル 2,919 1.7％

マレーシア 2,598 1.5％
インド 2,005 1.2％

フランス 1,670 1.0％

国・地域 CFP®
認定者数 割合

ドイツ 1,474 0.9％
インドネシア 1,405 0.8％

台湾 983 0.6％
英国 962 0.6％

シンガポール 888 0.5％
アイルランド 474 0.3％
オーストリア 320 0.2％
ニュージーランド 304 0.2％

スイス 294 0.2％
イスラエル※ 224 0.1％

タイ 181 0.1％
コロンビア 10 0.0％
トルコ※ 0 0.0％

※アソシエート・メンバー
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◦発表者：Chairman　Mr. Chang-Ken Lee
　　　　　　　　　　 （チャンケン・リー氏）
　　　　　Secretary General　Mr. Chung-Che Huang
　　　　　　　　　　　　　   （チョンチャ・ファン氏）
　CFP®認定者の属性ですが、2016年においては銀行が
40%、保険会社が35%と大部分を占めています。台湾では
中国・香港とともに3組織間におけるCFP®クロスボーダ
ー（複数組織間）認定制度を設けており、FPATのCFP®

認定者全体のうち約2割がクロスボーダー認定者です。
　台湾でのフィデューシャリー・デューティーについては、
2011年に規制当局が「金融消費者保護法」を制定・施行し、
すべての金融機関に適合性の原則の順守や重要事項の説明
責任を課しています。金融機関に所属するCFP®認定者も
同法の順守が同様に求められます。
　台湾で現在、FPを必要としている顧客は40歳以上が多
く、この年齢層には「人とのコミュニケーションを好む」、

「質の高い金融サービスを求める」といった特徴がありま
す。今後はフィンテックの台頭により、インターネット志
向の強い20歳代・30歳代の若年層がFPの新たな顧客対象
層となることが期待できます。また、今年はCFP®認定者
とフィンテックの関係についてメディアがリポートを発表
するなど、フィンテックへの注目度も高まってきています。
　今後は、CFP®認定者になることを志願するFP層の拡
充に向けて、大学や金融機関へのアプローチのほか、学生
向けFPコンテストや一般向け無料セミナーの開催などに
も積極的に取り組んでいきたいと考えています。

◦発表者：白根壽晴理事長

　CFP®認定者の資格維持率は97%であり、世界の平均値
と比較すると高い数値となっています。
　今年度で最終年度を迎える中長期事業戦略の取り組みに
ついてですが、「CFP®・AFPブランド向上による他のFP
資格等との差別化徹底」では、テレビコマーシャルやミニ
番組、新聞広告、デジタルサイネージなど駅や交通機関で

の広告を通じたメディア戦略を積極的に展開しています。
「実務能力向上のための専門性の高い研修体系の整備及び
ビジネスインフラの拡充」では、プロフェッショナルFP研
修の充実と開催地拡大を図るとともに、定年退職を控えた
会員や退職後間もない会員を対象にしたシニア会員向けキ
ャリアセミナーの充実と開催地拡大にも力を入れていきま
す。CFP®資格を活かして、リタイア後に自分のビジネス
をスタートさせるノウハウや地域社会に貢献できる具体的
な活動事例を紹介することで、シニア会員の資格維持（退
会防止）にもつなげていきます。「国と地方の広範な行政機
関や金融経済教育団体、日本FP学会との組織的な連携強
化」では、今年度から文部科学省・日本学生支援機構と連
携し、新たに「スカラシップ・アドバイザー」養成プログ
ラムへの取り組みを開始しました。このプログラムを受け
奨学金アドバイザーとして認証されたCFP®・AFP認定者
を、全国の高等学校等へ派遣します。
　日本でのフィデューシャリー・デューティーについて
は、金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表し、
金融機関が本原則に基づく取り組みを進めることが期待さ
れています。当協会では1992年のCFP®資格制度導入以来、
顧客第一の原則を「会員倫理規程」や「CFP®認定者諸規程」
に明記してきました。今後も協会として会員の倫理意識の
一層の向上を図るとともに、「CFP®認定者＝高い倫理観を
兼ね備えたFP」というブランドを確立させていきます。

　各組織の取り組みの共有の中では、近年の行政連携事業
など当協会の事業の拡大にも注目が集まりました。また、
本会議を通じた活発な意見交換により、アジア4組織間の
信頼関係をより一層強めることができました。
　東京開催の今回は、当協会が本会議の運営全般の役割を
担いましたが、本会議運営のリーダーシップを当協会が積
極的に果たしていることに参加者より謝意が示され、閉会
となりました。

▶白根壽晴理事長
（当協会）

◀ チ ャ ン ケ ン・リ ー 氏（ 左 /
FPAT のチェアマン）とチョンチ
ャ・ファン氏（右 /FPAT のセク
レタリー・ジェネラル）

FPSBアジア4組織会議リポート

■おわりに

日本 FP 協会

台湾　Financial Planning Association of Taiwan（FPAT）


