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我が国の経済を支える証券市場の活性化は急務であり、
そのためには個人金融資産など民間の活力を生かすこと
が重要です。我が国には優れた技術を持つ企業、産業が
多く存在するなど、資産運用の場としての証券市場は引
き続き魅力的であると考えています。
当懇談会は、日本市場や日本企業の重要性や魅力を再認
識し、資産運用の大切さや株式投資の魅力について投資
家に情報発信を行う目的で設置しました。
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日本証券業協会・小柳常務執行役　本懇談会が設置された昨年
9月当時は、株式市場は活況と呼ぶには程遠い状況にありました。
その背景として、欧州の債務危機、円高の長期化、超少子高齢化
社会の進展による労働力人口の減少、巨額の財政赤字といったさ
まざまな問題が指摘されてきました。経済の再生、発展に必要な
IPO件数は減少に転じ、家計部門でも株式などのリスク資産の割
合は伸び悩んでいます。
　しかしながら、東日本大震災からの復興に向けた着実な歩み、ア
ジアという地理的な利点を活かした事業規模の拡大を進める企
業、優れた技術を評価される企業も数多くあります。このように客
観的に見れば日本経済、日本企業には評価すべき点も多く、証券市
場は引き続き魅力的であるといえますが、一方で、日本経済が国際
競争力を失ってしまったようなマインドが広がり、「今日より明日はよ
くなる」という自信を失いかけているようにも思われます。
　こうした問題意識のもと、日本証券業協会は、市場仲介者として
証券界が、投資家の意識と実態のギャップを埋める作業が必要と
考えました。日本市場や日本企業の魅力を再認識し、国内外でのプ
レゼンスを高めるための積極的な情報発信に向けた課題について
検討いただくために、日本証券業協会会長の諮問機関として本懇
談会を設置させていただきました。
　本懇談会においては、以下の課題を掲げ、議論を重ねてきました。
①日本の市場や企業の持つ重要性や魅力の客観的な分析と再認識
②日本市場や日本企業の魅力と投資の必要性を積極的に発信して
いくための施策
③その検討の過程で副次的に洗い出されるファンダメンタル的な
問題点

2012年12月に発足した本懇談会では、数多くの問題提起や日本市
場の活性化、情報発信強化に向けた施策やアイデアが参加者によっ
て提言されました。最終回となる第6回懇談会では、これまでの議論を
取りまとめ、さらに深く掘り下げた活発な意見交換がなされました。

　本懇談会はすべて公開しています。議事の概要については日本
証券業協会のホームページやfacebookに掲載し、積極的に情報
発信してきました。

翁座長　これまでの議論やアイデアに関して、もう少しこうした工
夫をしたらいいのではないかなど、どんな意見でも結構ですのでぜ
ひご発言いただきたいと思います。

フェルドマン委員　これは基本的には社外取締役の役目です。コ
ストも上がりますし、本来機能すべきところをどうするかを優先する
べきだと思います。

松岡委員　おっしゃるとおり、取締役会が機能していればこのよう
な提言は全く必要ないと思います。ですが、特に中堅企業、地方企
業では取締役会が機能していない場合があります。本来であれば、
取締役が中心になって株主のエージェントとしての役割を担うのが
理想ですが、社外取締役の導入もなかなか進んでいないのが実情
です。最終的には取締役会の機能強化を目指すべきですが、ひと
つのオプションとしてエージェント制度を検討しても良いのではな
いでしょうか。

フェルドマン委員　取締役会が機能しない会社でのファーストス
テップということですね。社外取締役の発言力の強化という意味で
は、コンサルティング会社から取締役を派遣することも考えて良い
かもしれません。そうすれば、解任を恐れて自由な提言ができなく
なる懸念は少なくなります。

佐藤委員 フェルドマン委員 松岡委員

懇談会発足の背景

意見交換
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株主の代理人となるエージェント制度を創設し、資格を持った
代理人が、それぞれの株主が何を望んでいるのかを集約して
経営者に伝える、「情報の問屋機能」を設ける必要があるので
はないか。



佐藤委員　個人投資家の立場から、いい企業がどこにあるのか探
すことは難しいと思います。これから成長していくような企業を発掘
するきっかけとして、証券会社の外務員や支店の人が働きかけるの
は良いと思います。ただ証券会社の支店で開催されるIR説明会など
が、一方的な宣伝にとどまっている場合は残念に思います。そうでは
なくて、個人投資家もしっかり企業を見て、発言する存在であるとい
うことを意識し、コミュニケーションや議論がIRの本質だという前提
で、その場を設定することが重要ではないかと思います。

野尻委員　NISAの普及、啓発、拡充は特に投資未経験者層に有
効な手段であるという発言を1月の懇談会でさせていただきました。
そのあと4月の第1週にアンケート調査をしました。サラリーマンの
方11507名にご回答いただき、「NISAを知っている」と1691名の
方からご回答をいただきました。その中で「投資をしていない」とい
う方が377名。人数が少ないのはまだNISAが投資家の間でしか大
きく知られていない時期であったためですが、実はその377名の
17.2％から「投資をしてみようと思う」という回答をいただき、非常
に割合が高かったんですね。
　NISAが投資未経験者や若い層に投資教育が進むきっかけにな
るのではないかという提言をさせていただきましたが、数字としても
このことが明らかになりましたので、より強く進めていくべきと思った
次第です。

フェルドマン委員　実際にNISA口座開設の開始で、大きなお金
が集まっているという報道もありました。投資未経験者や若年層に
投資教育が広がっていくことは日本経済の活性化にもつながると思
います。

翁座長　今の株式市場に足りないところは、投資が企業を育ててい
くという認識だと思っています。企業に長期的な資金を提供すること
の社会的意義を投資未経験者の方に理解していただく。これから成
長することが見込まれる企業を選別し、応援するために資金を出す
という方向に長期投資を促していくことが必要ではないでしょうか。

野尻委員　いろいろなところで投資家の裾野の拡大と言われてい
ますが、実はあまり手が付けられていません。投資をしていない人た
ちにどう情報提供するかという視点がこれまで欠けていました。そこ
にどのようにアプローチをするかという議論であれば、IRの担当者
であろうが、証券会社の外務員であろうが、証券業協会であろうが、
取引所であろうが、それは誰かに任せるものではなくて、それぞれが
その一翼を担うべきであろうと思います。
　投資家向けではなく、投資家でない方にどうメッセージを出せる
かというところがこの会の情報発信を考えるという趣旨に最も合うと
ころではないでしょうか。投資家向けだけではないというところが今
回、われわれのあるべき拠って立つところではないかと思います。

フェルドマン委員　証券会社の外務員がIRに近い活動をする場合
には、利益相反にならないように注意する必要があります。特定の
企業の代表ではなく、証券を買う投資家の利益を考えて行動しなけ
ればなりません。

木野内オブザーバー　証券会社の内部では、証券発行企業と接す
る（IB）部門と投資家と接する（ブロッカレージ）部門の間の利益相
反は厳しく管理されていますし、個々のお客様のニーズや適性に合
致する営業活動が求められていますので、投資家と接する部門は投
資家の利益を考えて行動することは十分堅持されていると思いま
す。むしろ、証券会社の取扱商品が多様化し、ネット取引などお客様
との接点が希薄化する中で、投資家と接する部門では日本株の情報
を提供する機会が減ってしまっている懸念があります。マザーマーケ
ットである日本株に関しては、証券外務員がお客様にとってより良い
企業情報を積極的に提供するように心掛ける必要があるように思い
ます。
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投資家の裾野、証券投資の拡大には、個人投資家にとってわか
りやすい情報提供が必要。投資未経験者の投資行動を促す努
力、宣伝活動が欠けているのではないか。

野尻委員

翁座長
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岡野副座長　第4回懇談会を福岡で開催し、地元の上場企業のビ
ジネスモデルについてお話を聞くことができました。株式市場につ
いての情報はどうしても中央に偏ってしまうので、こうした機会を設
けることは非常に大事だと思います。懇談会では、企業が地元の株
主を増やすことも重要だという議論がありました。そうした視点も盛
り込んではいかがでしょうか。

松岡委員　地域金融機関の方々に集まっていただいて、地方の企
業をどう再生するかというテーマでセミナーを開催しました。取引
先である地方企業が大手に集約されていくことを参加者は恐れて
いましたが、地域の中でコングロマリットを作っていく選択肢もある
という話をさせていただきました。やはり地域の会社も成長しなくて
はなりませんので、どんどん世界に出ていく会社もあると思います
し、一方で、その地域での消費者の財布のシェアを奪うためにコン
グロマリット化していく方法もあると思います。
　株主の構成も同じで、グローバルで集めたい人もいれば地元で
集めたい人もいらっしゃると思いますので、どちらかに偏るのではな
くバランスが重要ではないでしょうか。

フェルドマン委員　地方の企業も世界で活躍できます。地域の顧
客にサービスし、地域の雇用を増やすという視点だけでなく、世界の
顧客を相手にビジネスを展開しようという視点を加えるべきです。

フェルドマン委員　海外の投資家に向けて、英語の資料を出す
のは良いことだと思います。しかし、海外投資家が問題視してい
るのは、企業の情報がどこよりも早く新聞に載ってしまうことで
す。特に収益予想です。新聞に収益予想が載るということは、情
報が漏れているということです。何かルールを決めて、情報が漏
れないようにしなければ海外投資家から信用されません。情報の
信頼性を確保し、インサイダー取引がなされているのではないか
という疑念を生まないために、違反したら罰則があるようなルー
ルを決めるべきです。

宇野委員　基本的に議決権のない種類株に対して投資する人は、
その会社に対する経営の信頼があることが前提だと思います。自
分が議決権を行使しなくてもこの会社は経営をきちんとなされてい
る、ガバナンスがきちんと行われているという信頼がなければ、議
決権のない株式を保有する気にはならないと思います。

情報開示制度や取引ルールの明瞭さは、国際的な市場間競争
において劣ってはならない要素である。取引所のウェブサイト
などにおいて、見せ方を工夫した情報提供をする必要があるの
ではないか。

地方に本社を置く企業が成長することは人材確保、地域振興の
点で重要。地域に納税し、地域の雇用を確保する中で地方なら
ではの優位性を活かし、全国展開や国際展開を進めるべき。

議決権のない株式の発行は、少額で投資を行う人のニーズに
応え、投資への垣根を下げるという意味で有効である。発行す
る企業にとっても株主総会の事務コストを抑えられるメリット
があり、議決権行使を必要としない個人投資家が株式の流動
性を高めてくれることは市場にとってもプラスになる。

岡野副座長

宇野委員
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菊池委員　日経平均株価38915円という最高値を付けた当時の
日本と今の日本では、比較にもならないほど今の方が優れていると
思いますが、日経平均株価という指標ではそれを表現できていませ
ん。そのせいで、海外から見れば日本のピークは日経平均株価が
最高値を付けた25年前にあって、それ以来低迷しているように見
えてしまいます。
　ずいぶん前に、毎日新聞で日本株30という指標を作りましたが、
結局普及しませんでした。今の日本企業の力強さを表す新しい株
価指数を作り、その株価指数を浸透させることができるかどうか
が、日本の将来にとって長い目で見て重要だと思います。

松岡委員　日本も産業構造が変わって以前より強くなっている部
分はたくさんあります。アメリカのNYダウ（ダウ工業株30種平均
指数）はどんどん銘柄の入れ替えを行って、30年前とまったく違う
会社ばかりになっていますが、受け入れられていますね。

菊池委員　NYダウで、当初から残っているのはGE（ゼネラル・エ
レクトリック）だけです。しかも、GEは当時とは完全に違うビジネス
を行っています。全てが入れ替わっても文句を言われないのは芸
術の領域だと思います。

多賀谷オブザーバー　日本の産業の構造がどんどん変わっている

ところを株価指数に反映して、それが日本経済の実態だということを
アピールすることが新株価指数に課せられていると思っています。

松岡委員　取引所の上場審査は、基本的に製造業をベースにした
基準になっています。第3次産業が増えれば増えるほど、製造業と
は違った審査基準や情報発信の仕方が必要になってくるのに対し
て、制度が追いついていない部分があります。例えばサービス業だ
からPER（株価収益率）は15倍でいい、流通業だから10倍でいい
というように、枠にとらわれて判断してしまう傾向がある。しかし、
流通業でもサービス業でROE（株主資本利益率）が高く、かつ
PERが高くなってもいい企業もあると思います。そういった企業が
発掘しやすくなるような仕組みがあればいいと思います。

多賀谷オブザーバー　上場審査については、入り口の部分では
既存業種をベースにしたフォーマットかもしれませんが、実質的な
審査はもちろん会社ごとのビジネスモデルを見ていく形になりま
す。入り口にあたる提出書面等を含めて、産業の構造変化にどう合
わせていくべきかは、今後の課題のひとつだと考えています。

翁座長　ありがとうございました。本懇談会は昨年10月から6回
にわたり議論を行ってまいりました。このうち、第4回は福岡、第5
回は仙台で開催し、ここにお集まりの皆様に加えて地域でご活躍さ
れている方々にご参加、ご協力をいただきました。議論をいたしまし
た通り、日本市場や日本企業の魅力向上と情報発信にはさまざまな
課題がありますが、有意義な議論ができたのではないかと思いま
す。このたびの議論を踏まえて良い提言書ができればと思います。
　今後、日本証券業協会をはじめ、市場関係者の方々が積極的に
取り組んでいただければと思います。

日本証券業協会・前会長　日本証券業協会としてこのような会議
を主催して、マスコミにも取り上げていただくという試みはあまりや
ったことがありませんでした。日本証券業協会そのものの認知度も
いまだ低く、なかなかすぐに世間に伝播していくものではないかもし
れません。しかし、このような懇談会の主催や、地方での会議の開
催など、さまざまなことを日本証券業協会が主体として、日本の証
券市場、日本の企業を良くするために活動していくことに価値があ
ると考えます。多々至らない点もあったかと思いますが、提言書を
活用し、日本市場や日本企業が良い方向に進んでいくよう働きかけ
を行います。
　日本の証券市場に一般の投資家、国民の金融資産が入っていく
ことによって日本経済が成長していくことが究極の姿だと思いま
す。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

※前会長は2013年6月末をもって会長職を退任しました。

まとめ

新しい株価指数を開発・普及させ、日本経済の実態を世界へ
アピールすべき。

多賀谷オブザーバー

菊池委員


