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欧 米 調 査 報 告 

－ 今後のわが国金融・証券市場のあり方の検討に際して － 

 

 

平成 19 年 3 月 5 日    

日 本 証 券 業 協 会    

 

Ⅰ 調査の目的等（２頁） 

  

Ⅱ 調査報告（概要） 

 １．イギリス－ロンドン（４頁） 

 

２．フランス－パリ（７頁） 

 

３．アメリカ－ニューヨーク（10 頁） 

 

４．日本の市場に対する見方・要望（13 頁） 
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Ⅰ．調査の目的等 
 

１．調査の目的 

わが国の証券市場は、フリー・フェア・グローバルを標榜し、株式委託手数

料の自由化、取引所集中原則の撤廃、免許制から登録制への移行などを主な柱

とする日本版ビッグバンが提唱（1996 年）されてから、10 年を経過したところ

である。 

現在、日本では、官民を挙げて、「貯蓄から投資へ」を重要な政策課題と位置

づけ、証券税制、新たな法制の枠組み（金融商品取引法の成立）をはじめとす

る、さまざまな施策に取り組んでいる。 

こうした中、日本証券業協会では、平成 19 年１月 16 日の証券戦略会議にお

いて、投資家から信頼される市場の構築、国際競争力の強化等の観点から、今

後の金融・資本市場のあり方を考え、さらに取組むべき重要課題を検討するた

め、「今後の金融・資本市場のあり方を考える懇談会」を設置したところである。 

今回、上記検討の参考に資するため、欧米主要国の業界団体、規制当局、証

券会社、有識者を訪問し、以下のとおり、その取組みや見解を聴取し、取りま

とめた。 

 

２．期 間 

 平成 19 年１月 28 日～２月９日 

 

３．調査メンバー 

  日本証券業協会   副会長    増井喜一郎 

            企画部次長  島村 昌征 

            国際部課長  松本 昌男 

  野村資本市場研究所 副主任研究員 小立  敬 

 主任研究員  関  雄太（ニューヨーク事務所） 

    副主任研究員 神山 哲也（ロンドン事務所） 
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４．訪問先（３か国 24 社・機関） 

① ロンドン（イギリス） 

・ シュローダ投資顧問会社 

・ 野村インターナショナル 

・ グラハム・ビショップ氏（アドバイザー） 

・ ＬＩＢＡ（ロンドン投資銀行協会：London Investment Banking      

Association） 

・ ＩＣＭＡ（国際資本市場協会： International Capital Market 

Association） 

・ ＦＳＡ（金融サービス機構：Financial Services Authority） 

・ ＨＳＢＣ 

・ バークレイズ・キャピタル 

 

② パリ（フランス） 

・ 野村パリ 

・ ＡＭＦ（市場監督庁：Autorite des Marches Financiers） 

・ ＡＦＥＩ（フランス投資会社協会：Association Francaise des           

Entreprises d’Investissement） 

・ Ｅｕｒｏｐｌａｃｅ 

・ Ｅｕｒｏｎｅｘｔ 

・ ＢＮＰパリバ 

 

③ ニューヨーク（アメリカ） 

・ Ｔｉｇｅｒ Ａｓｉａ（ヘッジファンド） 

・ ハル・スコット教授（ハーバード大学ロースクール） 

・ Ｐｏｒｔｅｒ Ｏｒｌｉｎ（ヘッジファンド） 

・ Ａｓｉａｎ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｑｕｅｓｔ（ヘッジファンド） 

・ ロイ・スミス教授、エドワード・リンカーン教授（ニューヨーク大学） 

・ 野村ニューヨーク 

・ 東証 ニューヨーク事務所 

・ ゴールドマンサックス 

・ メリルリンチ 

・ ＳＩＦＭＡ（証券業者金融市場協会：Securities Industry and 

Financial Markets Association） 
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Ⅱ．調査報告（概要） 
 

１．イギリス－ロンドン 

 

１．ロンドン市場の特徴 

・ロンドン市場の有利な点を挙げると次のとおりである。 

①規制がプリンシプル・ベースあること 

②英語が使われていること 

③アジアと米国の両方の営業時間をロンドンの営業時間がカバーしていること、 

④外国人労働者の受入れが容易であること 

⑤ロンドンの文化が多様性があり、多国籍の労働者にとって住みやすいこと 

⑥所得税率がヨーロッパで一番低いこと 

・ロンドン市場は強みを持つ一方、副産物としてのウィンブルドン現象がある。しかし、

製造業の雇用者は減っているが金融サービス業の雇用者は増加しており、金融サービス

業の発展は、英国の経済成長にとって寄与度が大きい。 

 

２．ベターレギュレーションについて 

（１）総論 

・イギリスでは、金融行政は市場参加者に対するサービスであるとして、deregulation

から better regulation へと考え方を大きく変えている。 

・イギリスでは、コスト・ベネフィット分析を行うことや、ベター・レギュレーションに

ついても法的な規定が存在する。 

 

（２）プリンシプル・ベースについて 

・プリンシプル・ベースについては、書かれていることよりも、規制当局や業界のアプロ

ーチのほうが重要な要素である。 

・FSA が業者とより踏み込んだオープンな議論をし、個別事例でプリンシプルがどのよう

に適用されるか、業者が分かるようにしなければならない。 

 

（３）コスト・ベネフィット分析について 

・コスト・ベネフィット分析は FSA が行う。分析にあたり、業者がデータを提供する場合

もある。 
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３．FSA の目的等 

・金融サービス市場法では、FSA の目的について、①市場の信頼確保、②公衆の啓蒙（パ

ブリックアウェアネス）、③投資家保護、④金融犯罪の削減の 4 つが定められている。

また、FSA が行動を行う場合には、国際競争の観点からの検討が義務づけられており、

競争を促進する仕組みがとられている。 

・FSA は市場に対して盛んにメッセージを流すようになったが、この結果、市場参加者は

当局がどこに関心をもっているかが分かるようになった。 

・FSA のルール作りでは、規則作成前の作業としてディスカッションペーパーを公表し、

FSA の考え方を市場に示す。 

・FSA は中国やインドなどにも出向いていって自画自賛的に英国のマーケットを宣伝して

いる。 

 

４．FSA の監督体制 

・FSA の監督活動の全てはリスク・ベースであり、ホールセールとリテールに分かれた対

応が取られている。FSA は 29,000 の業者を規制対象としており、うち 5%の業者に担当

官を置いている。リスク・アセスメントは、その 5%の業者に対して集中的に行い、他

の業者に対しては水平的に扱い、テーマ別の調査などを行う。 

・担当官が置かれていない中小業者については、FSA はコンタクト・センターを設置して

いる。 

・大手ブローカーについては、様々なレベルでの対話を通じた監督が主であり、オンサイ

トの検査は殆ど行われない。 

・中小業者で色々な問題は生じているだろう。しかし、それが業界・市場に与えるインパ

クトや投資家保護の必要性を考慮に入れた上で、実際に行動をとるか否かを決定する。 

・新商品についての事前照会の有無についてだが、まず、内部で検討し、必要に応じて社

外のアドバイスを求める。FSA は、解釈を提供してはくれない。 

・問題の解決法を最もよく分かっているのは業者自身である。ホールセールの分野では特

に、業者が判断して業務を行い、そこから生じるリスクを FSA が監視する。FSA がやり

方を示すのではない。 

・ＦＳＡの監督（スーパービジョン）は理に適っている。ヨーロッパの法制の枠組みはあ

るものの、イギリスの風土、文化に適い、プリンシプル・ベースの法律も備わっている。

ただし、プリンシプル（原則）を守らないと厳しい。規制は柔軟だが、その実質は厳格
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である。 

 

５．AIM について 

・AIM（Alternative Investment Market）は、Nominated Advisor の働きに重点を置い

た制度である。最近は、緩やかな規制を敷く AIM 市場に外国企業が多く上場している。 

 

６．コンプライアンス・コストについて 

・コンプライアンス・コストの額は、例えば大手証券会社では年間 4億ドルの費用となっ

ており、大きいと言える。また、実際に費用として計上されるコストの他に、コンプラ

イアンスを遵守するための社内手続き等にかかるコストも大きい。 

・ただし、コンプライアンスを軽視し、投資家の信頼を失うようであれば、企業に与える

損失は莫大である。コンプライアンス重視の姿勢は変わらないであろう。また、ロンド

ンが金融システムの中心になっていることに鑑みれば、コンプライアンス・コストは企

業にとって致命的な問題とはなっていない。 

 

７．個人投資家との取引 

・リテール市場は保守的であり、複雑な商品も売られていない（ミューチュアル・ファン

ドと預金くらいしかない）。 

 

８．証券税制について 

・税制が証券投資の大きな障壁になっていないと認識している。ただし、新商品に対し税

制が上手く機能しないことがある。例えば、レポの税制については抜本的な見直しが必

要である。 

・配当の優遇課税は、実際は低所得者層にのみ適用されるものであり、証券投資の促進の

ための制度ではない。 
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２．フランス－パリ 

 

１．パリ市場の特徴 

・フランスは教育の質が高い。高等専門学校で財務・金融分野の教育が行われており、金

融業界に供給される人材のクオリティの高さは国際的にも評価が高い。（ユーロプラス） 

・特に数学の強さに定評があり、フランスの大手金融機関は、デリバティブの分野で世界

をリードしている。 

 

２．AMF について 

・AMF（市場監督庁）には諮問委員会が 5 つある。①仲介業者がメンバーの委員会、②上

場会社がメンバーの委員会、③アセット・マネジメント会社がメンバーの委員会、④イ

ンフラ機関（取引所、清算機関、決済機関）がメンバーの委員会、⑤投資家がメンバー

の委員会である。このように、投資家の意見も反映される仕組みとなっている。また、

これらの委員会とは別にアドホックの委員会が設置される場合にも、投資家の代表者が

メンバーとなる。 

・フランスの当局は、日本と同様に、官庁と民間との間での人材の交流が少ない。人材

交流を含め、当局はよりプロフェッショナルな人材の登用が求められている。 

 

３．ベターレギュレーションについて 

（１）総論 

・ベターレギュレーションの背景には、規制当局間の競争があって、ＥＵ各国の監督当局

は、ベターレギュレーションで一番になろうとしている。 

・ベターレギュレーションの実施のためには、ＡＭＦ当局が、よりプロフェッショナルに

ならなければならない。それにより、初めて、実態に即した適切な規制を市場に導入す

ることができる。 

・ベターレギュレーションのポイントは、新しい規則の策定をする際のプロセスにおいて、

市場参加者すべてから意見を聞くということと、その結果を開示することである。 
 

（２）プリンシプル・ベースについて 

・基本法としてプリンシプル・ベースに基づくことは良いことであると思う。しかし、業

者は法的安定性を求めており、プリンプルに留まってはいけない。プリンシプルだけで
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なく、具体的なガイダンスや解釈が必要である。 

・フランスでは成文法が基本である。現状では、プリンシプル型に歩み寄るという傾向に

あるが、基本スタンスはなくしていきたくない。プリンシプル形に進んでいくと、プリ

ンシプルから漏れる、余白のような部分が出てくると思うが、この部分については、自

主規制に委ねられていくということだと思う。 

 

（３）コスト・ベネフィット分析について 

・コスト・アンド・ベネフィット分析については、合理的な手法はないと考える。結果よ

りその手法が重要であり、特に、業界との対話が行われることが必要である。 

 

４．フランス証券市場の PR について 

・フランスでは、ダボス会議に合わせて、フランス投資庁長官などが、「インベストメン

ト・フランス」というフォーラムを開催した。ユーロプラスは、積極的に海外プロモー

ションを展開している（2006 年秋に東京でもフォーラムを開催）。 

・EU では英国、フランス、ドイツだけでなく、もはやどこへいっても投資を呼び込む誘

致合戦の様相を呈している。 

 

５．NYSE とユーロネクストの経営統合 

・最近、EU 規制当局と SEC との間で MOU を調印した。これにより、統合後の親会社であ

る持株会社における財政や企業政策（買収等）の問題については、EU 規制当局と SEC

が共同して監督することとなった。一方、取引所の市場管理は、その所在国の監督機関

が規制を行うことになる。 

・EU はルールが柔軟化する方向にあり、ユーロネクストとしては今後、英語を共通語化

していく方向になると思う。 

・会社としては、NYSE とユーロネクストとのいずれかへの上場という選択肢ができるた

め、多様化が図れる。また、NYSE としても、上場を誘致する際に、ユーロという選択

肢を提供できる。その他、IT を一緒にできることで、アクセスが効率化できる。 

・将来的には、NYSE とユーロネクストの規制面での統合について、プレッシャーがでて

くると思う。その場合には、NYSE の規制がユーロネクストの規制に近づくことになる

のではないか。 
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６．コンプライアンス・コストについて 

・欧州でのコンプライアンス・コストは、アメリカと比較しても、それほど変わらない。

むしろ、アメリカと同じ状況になりつつある。 

 

７．個人投資家との取引 

 ・フランスでは投資信託の残高が大きく、個人投資家が投資信託を購入している。 

 

８．証券税制について 

・証券税制については、すでに手厚い措置が取られていると評価している。いろいろな制

度を導入するよりも、安定的な制度を保つことが重要である。 

・一定期間（8年間）株式を保有した場合はキャピタルゲイン課税が免除されるようにし

た。8年が有用な基準かということについては、肯定的に考えている。発行体にとって

中長期の株式保有はありがたい。ただし、これは発行体・証券会社の間の妥協の産物で

もある。 
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３．アメリカ－ニューヨーク 

 

１．証券会社の経営状況・経営戦略について 

・証券会社（大手証券会社と一部の中堅証券会社）の収益状況は、最近 10 年間、概ね拡

大している。） 

・証券業界を他の金融業界と比較すると、最近 4～5 年では証券業界が最も収益力のある

業界である。 

・最近の特徴としては、特に大手の証券会社において、自己資金を使った取引が収入の大

部分を占めるようになっている。 

・また、各社ともリスク・マネジメントが向上し、業務及び活動地域の多様化が進んでい

る。 

・証券会社の手数料の取り方が、以前の取引毎のコミッションベースから預かり資産ベー

スに移行した。預かり資産ベースの手数料は、顧客と同じ視線に立つものであり、また、

回転売買を防ぐという規制上のメリットがある。ただし、一方で、顧客に適切なアドバ

イスが与えられているかということが規制上の問題となっている。 

・個人顧客に提供するサービスの多様化が進み、銀行商品や保険商品、クレジット・カー

ド等を（グループ内で）販売している。多様化が進んだ背景には、グラススティーガル

法の緩和がある。 

 

２．プリンシプル・ベース等についての意見 

・証券会社内の弁護士は、プリンシプル・ベースよりルール・ベースを支持している。 

・クラス・アクション制度がある米国では、プリンシプルだけでは対応ができず、チェッ

クリスト・アプローチが必要となる。 

・SEC のコスト・ベネフィット分析は、SEC のスタッフが行い、業界には依存していない。 

 

３．SOX 法について 

・404 条には注目している。これは内部統制を規定した条項だが、これは大変コストがか

かる。１年目で５００万ドル（平均）という数字もある。404 条の問題は法律の問題で

はなく、法律を適用する際の問題である。監査人は、404 条に基づく監査で、重要でな

い事項についても見つけ出してしまうという、実施の問題がある。しかし、その問題自
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体も解消しつつあると思っている。 

・SOX 法については色々な批判があるが、SOX 法により米国市場の競争力が低下した

との批判は正しくないと思う。SOX 法の欠点は 404 条であるが、大企業であればい

ずれにしても内部統制が必要なので、大企業に対しては大きな影響はないと考える。 

・SOX 法については、一度システム対応をしてしまえば、それを継続するのは大変ではな

く、費用もそれほどかからない。 

・現在の米国とヨーロッパの会社法制について比較すると、アメリカの監査では、各項目

を監査人が確認する必要があり、倫理上の観点が欠けている。一方、ヨーロッパの方法

では、監査役は真実で公正であることを証明することとされており、倫理的判断が求め

られている。ただし、情報量の面からは、米国の制度もヨーロッパの制度も大きな違い

はない。大きな違いは手続きの面に見られる。 

 

４．コンプライアンスについて 

・コンプライアンスはカルチャーとも言える。メンタリティとも関連するが、当社では、

定期的、恒常的に、金と時間を割いて、コンプライアンス部門がチェックしている。 

・全ては人であり、信頼が何より大切である。職員にコンプライアンスは染み付いている。

不祥事を起こすと信頼回復に少なくとも２年はかかり、大変である。 

 

５．個人投資家との取引 

・米国には、個人投資家がリスクを取って証券投資を行なうという文化がある。また、米

国の個人投資家は長期保有の利点を理解している。さらに、年金制度が不十分なことか

ら、401K を通じて投資信託を購入している。個人投資家のオンライン取引は活発であ

るが、IT バブル崩壊後、証券会社からのアドバイスが再認識されている。 

・個人顧客向けの戦略としては、①客にふさわしい販売チャネル及び商品の提供を行う、

②客のリスク、期待利益率、体力などに合致した多様な商品の提供（会社の業績とし

ても、商品が多様な方がよい）、③年金制度など、会社に定期的に収入が入ってくるフ

ィービジネス、④優秀なファイナンシャルアドバイザーの確保である。 

・個人顧客への商品（投資信託等）の提供については、オープン・アーキテクチャーの姿

勢で臨んでいる。つまり、他社の商品についても、自社の商品と分け隔てなく販売して

いる。 

・当社では、顧客本位の営業姿勢を徹底している。その背景としては、個人投資家の取引



 

 12

は、①オンライン取引、②投資顧問業者、③ミューチュアル・ファンドの直販、④ヘッ

ジ・ファンド等との競争が激しく、当社のような対面取引がこのような競争を勝ち抜い

ていくには、顧客本位の営業姿勢を貫く必要があった。その一環として、顧客にとって

フレンドリーでアクセスしやすい環境を提供している。 

 

６．証券税制について 

・証券税制への取組みは、昨年のプライオリティの一つであったが、キャピタルゲイン課

税の軽減措置の延長という実績を残せたと考えている。長期保有の期間を 1年としたの

は政治的な判断である。 

・個人投資家に対する税制の優遇措置は、市場の発展に寄与している。これが恒久的措置

であれば、更にその寄与度が大きくなる。 

・キャピタルゲイン軽減税率の恒久化がテーマだが、民主党主導の議会では難しい。 

 

 



 

 13

 

４．日本の市場に対する見方・要望 

 

１．総論 

・経済規模に比べて、日本の市場は小さい。 

・日本は円市場のみだが、ロンドンや香港ではドル市場が活発に機能している。ヘッジの

手段がないといけない。日本でもあることはあるが、香港のようにオフショアマーケッ

トがもっと充実すればよいと思う。 

・日本の資本市場には排他的な印象を持っている。規制当局が保護主義なのもその理由で

はないか。 

・日本の規制当局は、規制の趣旨や規制する理由について説明できない場合が多い。また、

そのようなことを聞くのが困難な状況である。このため、規制の変更についてロビー活

動を行うことが困難である。 

・日本の規制当局が海外投資家の意見を聞くような場を設けて欲しい。 

 

２．株式市場について 

・日本市場は流動性が低い。また、執行とリサーチのコミッションを分けるアンバンドリ

ングを進めてもらいたい。 

・日本では、空売りがしにくい（ただし、他の市場と比較して規制が厳しいとは言えない）。 

・機関投資家向けの私募市場を日本にも作り、台頭する中国企業などを取引させればよい。 

 

３．発行会社について 

・日本企業は、株主に対する利益還元の意識がまだ十分ではない。 

・議決権行使をするに当たり、翻訳業者を使って議案を翻訳させ委任状を送るプロセスに

時間がかかるため、検討に十分な時間を確保できない。 

・独立取締役を過半数、役員として登用し、チェックアンドバランスを働かせ、経営の透

明性をもっと高めるべきである。（海外の株主を含め）株主を大切にするべきである。

経営者へのストック・オプションを上げるべきである。 

 

４．投資信託について 

・個人投資家の証券投資を活発にするためには、投資信託の取引を促進することである。
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個別株式のリスク分析を行うことは難しいが、投資信託であれば分散投資ができる。 

・投資信託などの商品について、資産運用のランキングなどを行い、客観的な情報を投資

家に提供する必要があるのではないか。 

 

５．機関投資家について 

・日本の機関投資家は、インデックスにつられて投資をしている人が多い。プロの投資家

を育てなければならない。 

 

６．東京の労働市場について 

・東京には、香港、シンガポールと同様に、すでに外国人労働者のマーケットがあり、外

国人労働者を雇用することに困難はない。 

 

 

以  上 

 

 


