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○川口  それでは、定刻になりましたので、金

融商品取引法研究会を始めたいと思います。 

 新年度になりましたけれども、引き続きよろし

くお願いいたします。 

本日は、金融庁の太田原市場課長より「金融・

資本市場における金融庁の取組み（2020年７月以

降）」と題してご報告をお願いします。 

よろしくお願いいたします。 

 

○太田原  ご紹介にあずかりました、金融庁企

画市場局市場課で市場課長を務めております太田

原と申します。よろしくお願いします。 

今回、金融・資本市場における金融庁の取組み

として、表題としては 2020 年７月以降としてお

りますが、準備していた期間なども含めて、私が

2019年７月に市場課長に着任して以降の２年弱で

関わったことについてご紹介させていただきつつ、

ただ、内容面については現在進行形で検討してい

るものもありますので、本日いろいろなご意見を

賜りつつ、今後の参考として活かしていければと

考えておりますので、ご指導のほどをよろしくお

願いします。 

内容の構成としては、まず、資本市場ですので

取引所に関連するものを最初にご紹介し、その後、

非上場株式も重要ではないかということは最近い

ろいろご指摘を受け、かつ話題になっているトピ

ックスもありますので、それらについて紹介した

後、また個別の話になりますけれども、私の方で

今担当している事項について紹介したいと考えて

おります。 

 

１．取引所を巡る動き 
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（１）総合取引所 

 もうご存じかとは思いますが、総合取引所の実

現を目指すという話はもともと 2007 年頃から政

府の中では出されていましたけれども、そこから

長い年月をかけてようやく近年、商品を扱ってい

る東京商品取引所と日本取引所グループとが経営

統合の基本合意をしました（３頁）。そこから進

んで、日本取引所グループが東京商品取引所に

TOB をかけて同じグループとなり、昨年７月に大

阪取引所から東京商品取引所へ商品を移管したと

いう状態になっています。 

子会社化したということではありますけれども、

まだ東京商品取引所という存在がなくなったわけ

ではありません。証拠金を合わせたり、あるいは

清算機関を統合したりして、両方を扱いたいとい

う方にとってはなるべく便利にしようということ

で、いろいろな手続と、あと監督上の目線という

ことも合わせてきた状態です。今、東京商品取引

所の方にドバイ原油などがありますが、それ以外

の原油関連の指数なども大阪取引所で扱えるよう

にしていこうという動きもしているところです。 

 

（２）東証の市場区分の見直し 

 金融審議会市場ワーキング・グループ 市場構

造専門グループ報告書の概要（2019年 12月 27日） 

－令和時代における企業と投資家のための新たな

市場に向けて－と表題にありますように、2019年

12月に金融庁の審議会の下で方向感は出したとい

うところですけれども、具体的な細目、上場規則

のレベルにおいては、東京証券取引所の方で細部

を詰めていって、パブリックコメントに付して、

内容について精査しているところと聞いています。

そういう意味で、制度の概要はご存じの方もいら

っしゃるかもしれませんが、一応我々の意図もあ

ったので、それも紹介しながら、どういう制度に

なるのかということを申し上げたいと思います。 

５頁左側の図の中ほどが現状を示していて、市

場第一部があり、二部があり、JASDAQも厳密に分

けるとスタンダードとグロースがあり、そしてマ

ザーズがありとなっています。今の東証は旧東京

と旧大阪の市場が統合したものですが、それぞれ

の JASDAQ、マザーズといった下位市場については

存続したままで、したがって現状では５つあって、

コンセプトが曖昧であるというような課題が指摘

されております。 

次の課題は、いわゆる「上場ゴール」というも

のでして、上場してそこで一息ついてしまって、

その後の企業価値向上に向けた動機付けが乏しい

のではないかという指摘があります。 

３番目の課題として、指数の問題で、TOPIX が

現在市場一部とイコールになっていて、パッシブ

運用しているとなると、流動性に乏しいものも含

めて資金が流入してきて何でもかんでも買われる

ということになる、それがフェアバリューの形成

につながっているのかどうかという指摘がされて

いました。 

それらの課題を勘案して変えようというのが、

左側の図の下になります。市場区分は５つあるも

のを３つに再編しようということで、基本的な発

想としては、今の一部に近しいものがプライム市

場になり、マザーズ、JASDAQグロースに近しいも

のがグロース市場、そして真ん中としてスタンダ

ード市場です。 

それぞれどういうコンセプトかといいますと、

プライム市場については、高い時価総額・流動性、

より高いガバナンスを備える。スタンダードにつ

いては、一定の時価総額・流動性、基本的なガバ

ナンス、そしてグロース市場は高い成長可能性を

有するというようなものに再編してはどうかと。

そこで、１つ目の課題であったコンセプトについ

て性格付けをしていこうと考えています。 

あとは、高い時価総額ということですけれども、

現状ではというか、正確にはこの検討をしたとき

には、一部に上がるときの時価総額基準が 250 億

円、ただしマザーズから移行するときには 40 億

円でも可ということで二重の基準になってしまっ

ていたというところから、相対的に小さい企業も

一部に入っていくということになっていました。
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そこは基準を統一化しよう、そしてできるところ

は早目にやろうということで、基準の統一化は３

つに再編する前からやっているものですが、いず

れにせよ、プライム市場の上場基準というのは

250 億円という目線、流動性も加味して大体 35％

ぐらいが流通株式の比率というのを勘案して、

250 億円を４掛けした 100 億円というのを流通株

式時価総額として一つの目線にしたということで

す。 

次に、上場ゴールに対する問題に対応して、プ

ライム市場については、一段高いコーポレートガ

バナンス・コード、こちらについて現在別途検討

中ですけれども、これにコミットしていただくと

いうことを考えています。 

スタンダード市場については、先ほど紹介した

ような性格ですけれども、ここでもガバナンスと

いうことで、コーポレートガバナンス・コードの

全原則を適用するということにコミットしていた

だくことを意図しています。 

グロース市場については、両様議論があって、

上場しやすい市場であることを売りにすることと、

片や、早期に上場してしまうとユニコーンが生ま

れにくいのではないか、むしろ上場基準を引き上

げるべきではないかというような議論もあったと

ころではありますが、この時点では、上場しやす

い市場であるべきであろうということで、基本的

には今のマザーズと同じような基準という目線で

考えています。 

プライムについて、時価総額について引き上げ

ることが基本的なコンセプトではありますが、そ

うしますと、では現状の一部上場企業からどれだ

けそこに残らない企業があるのだろうかというこ

とで、かなり議論になりました。議論した結果と

して、一部上場企業ということで信用を得て取引

をしているとか、採用活動をしているとかという

ように実体経済の中で根付いているものがある現

状を踏まえると、事後的なルールの改定によって

そこへ悪影響を及ぼすことは適当ではないという

ように考え、したがって経過措置として、幾つか

条件がありますけれども、基本的には、例えばコ

ーポレートガバナンス・コードにコミットしてい

ただくとか、あるいは時価総額基準に至っていな

いときには、ではどういう成長戦略を描くのかと

いうことを出してもらうとか、そういうことにコ

ミットしていただいたうえで、結果的に残れるよ

うにはしようと考えたものです。 

そういう意味では、かなりドラスティックな変

更、ふるいにかけるということを考えておられた

方からすると物足りなさが残ったという声も伺う

ところです。もちろんそういう面はあろうかと思

いますが、やはり実体経済への悪影響を考えたと

いうことと、そうは言っても、これから上場して

いく企業に対しては適用されていくということで、

ドラスティックではないものの、徐々に新しい基

準の割合が高まっていくであろうと考えています。 

課題の３番目の TOPIX は、そういう意味ではこ

こが一番変わっていくところであろうかと思いま

す。現在の市場第一部イコール TOPIX という関係

は切り離していくということでありまして、

TOPIX については流通時価総額 100 億円という基

準は遵守して、ただ、ここもいきなりある日突然

というわけではなくて、何年かかけて、具体的に

は 2025 年までに移行を完了できるように徐々に

シェアを変えていく形で、TOPIX の見直しを図っ

ていきたいと考えています。 

６頁からは、東証の方でより具体的な事項につ

いてこれまで何回かパブリックコメントに付して

いるものでありまして、細かい部分なので割愛し

ますが、代表的なところで申し上げると、６頁左

側市場一部のところの改正内容としては、例えば、

赤字上場の緩和（売上高 100 億円以上かつ時価総

額 1,000 億円以上の赤字企業を含め、短期的な業

績動向によらず、実質的な収益基盤や開示状況を

確認）ということで、足元は赤字であったとして

も、将来の見通しがあるという投資家の見方を踏

まえて時価総額が成り立っているのであろうから、

そういうところは上場基準として考慮に入れても

よいのではないかというような議論です。また、
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６頁右側の上場廃止基準のところで、債務超過基

準の見直しということで、規模の大きいところ、

あるいは確実な債務超過の解消見込みがあるとい

うところについて言えば、すぐに上場廃止に至る

ようなことにはしないということも、今回の市場

区分の見直しの中で意識して盛り込んだところで

す。 

幾つかテクニカルな部分は割愛しますけれども、

何かありましたら、また後ほどご意見、ご質問と

して述べていただければと思います。 

 

（３）東証のシステム障害 

 個別の話なので、今回紹介するのには不適当か

もしれませんが、その次の話題とも関係しますの

で、若干触れさせていただきたいと思います。 

皆様のご記憶にもあろうかと思いますが、昨年

10月１日に東証でシステム障害があって、現在の

「arrowhead」にしてからでは初めて終日売買が

停止したという事態がありました。 

 原因としては、図（11頁）にありますが、共有

のディスク装置１に故障が発生しました。機器の

故障というのは致し方ないのかなと思いますが、

その際、ディスク装置２へ本来切り替えられるべ

きところが切り替わらなかったということにまず

問題がありました。その後、売買監視のサーバー

も共有のディスク装置に依存していたということ

もあってうまく作動しなかったことから、システ

ム全体を停止することもできずに午前８時以降に

注文も受けてしまって、その受けてしまった注文

のクリアを図るルールがなかったと、このように

いろいろ積み重なって終日停止になってしまった

というところでありました。 

 それでは、そもそも切替え不作動はなぜ生じた

のかということについても、これも報道などで出

た部分もありますが、もともと「arrowhead」を

入れたときの切替えの条件を定めるパラメーター

で、オフに設定していても自動で切り替わるとい

うのが最初のときの仕組みだったのですけれども、

部品が更新されていく中で変わっていって、本来

オンに変更しておかなければいけなかった。とこ

ろが、そのベンダーは別の会社に OEM で作っても

らっていたということで、そこの仕組みが変わっ

たということがベンダーにも東証にも伝わってい

ませんでした。そんなこんなで一日止まってしま

ったという状況です。 

 東証の方で、再発防止策ということで例えば注

文を取り消すルールを整備したり、あるいはシス

テムを再起動したときの売買再開時のルールを定

めたりといったことを、10月以降業界関係者と議

論をしていただき、それぞれについて適宜対応し

てもらっているという状況であります。 

 

（４）取引所と PTS（私設取引システム） 

 今回、別会社ではあるものの、札幌、名古屋、

福岡の地方取引所も東証と同じシステムを使って

いたということで、10月１日は売買ができません

でした。そうした中、PTS があって（14 頁）、２

社ありますけれども、PTS が本来代替市場として

活用されるべきではないかという意見もかなり強

く出たところであります。 

 ただ、ご存じの方もおられると思いますが、む

しろ現状では、主市場である東証との比較でもっ

て PTS で取引をするというような機関投資家が多

い中、主市場が動かないと PTS でも取引をしよう

としなかった機関投資家が多かったというのが、

昨年の実際に起きた出来事だったのだろうと見て

います。 

 ここで制度的なおさらいになりますが（15頁）、

取引所は、免許業種であり、最低資本金も PTS よ

りは多めで、議決権の保有制限があったり、兼業

規制があったりしますし、自主規制業務として売

買の監視、相場操縦などの売買審査、上場審査と

いったことをやることになっています。 

それに比べて、PTS は認可制という一段軽い形

になっていて、最低資本金も相対的に少なくなる、

議決権の保有制限であったり兼業規制も緩いとい

うような状況で、その分、自主規制業務がなかっ

たりするということであります。そうした中、取
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引量基準があって、規制の緩いものについてはシ

ェアとしては低めであるべきであろうという考え

の下、オークション形式の場合は個別銘柄で 10％

以上、それ以外の方式であれば個別銘柄 20％以上

といったシェア基準になっています。 

 現状の PTSのシェアですけれども（16頁）、か

つて大体５、６％ぐらいだったものが、近年では

信用取引が解禁されたこともあって少し高くなっ

て、８％、９％といったシェアになってきていま

す。ここでは載せていませんが、東証のシェアが

80％以上あるというような状況です。 

 金融庁の中でも、あるいは政治の世界でも、東

証のシステム障害を契機に、もっと PTS を代替市

場として生かすべきではないかというような意見

が出てきています。結論はまだ我々も出せていま

せんけれども、考えるべき論点ということでまと

めたものとして、資料 17 頁に記載のようなもの

があります。 

まず、市場間競争を促進するということ、ある

いは市場全体としてのシステム障害へのレジリエ

ンスを高めるといった観点から、PTS の役割につ

いてどう考えるか。あるいは、世界に開かれた国

際金融センターとしての日本の地位を確立する観

点から、PTS の役割はどうあるべきか。アメリカ

や欧州は主市場がそれほど大きい割合ではないと

いうこともあって、代替市場たる PTS、アメリカ

では ATS であったり、欧州では MTS であったりと

名称は若干違いますけれども、いずれにせよ、い

わゆる取引所でないところのシェアが大きいとい

うのが国際金融センターなのではないかというよ

うな議論も聞かれるところです。これらは導入に

前向きな立場の方がおっしゃることが多いという

ことです。 

その次は、公正な取引の確保や投資家保護の観

点から、取引所と PTS との間における自主規制機

能の分担についてどう考えるか。要は、PTS にど

れだけ自主規制機能を担ってもらうべきかという

ような論点があろうかと思います。 

また、仮に PTS が現状のルールの下、取引所に

なっていくとすると、ほかのところで上場してい

るものについての銘柄を扱えるのかどうか。アメ

リカでは非上場取引特権があったりしますけれど

も、仮にそうした場合、地方取引所への影響につ

いてどう考えるか。 

あと、市場というのはまとまってこそ効能が発

揮される面があろうかと思いますが、仮に代替市

場が育つということは、裏腹の関係になりますけ

れども、「市場の分断」という見方もできるわけ

であって、その場合、HFT（高速取引行為者）に

よる裁定取引が増加する可能性があるのではない

かという指摘もあります。それについてどう考え

るか。 

こういった論点があるのではないかということ

を話しつつ、まだ少し方向感は出ていませんけれ

ども、ただ、何らかやれるべきことはやるのだろ

うなというような話をしているところです。 

 

（５）金融審議会「最良執行のあり方に関するタ

スクフォース」 

最良執行のあり方についてということも、いろ

いろな方から、証券業界の方からも、あるいは与

党の方からも指摘があって、昨年末以来検討して

いるところです(18頁)。 

 問題意識としては、金商業者は最良執行方針を

定めなさいということが現状の金商法では規定さ

れているのですが、何が最良かということは特に

なくて、価格だけでなく、コスト、スピード、執

行可能性なども総合勘案して決定してくださいと

いうことになっています。現在日本証券業協会で

は、東証、主市場に取り次げばそれが最良ですと

いうようなひな形もあって、本来何が最良かを考

えていただくということの取っかかりになってい

ないのではないか、そういう問題意識を持ってい

るという状況です。 

 タスクフォースで、今回黒沼先生にも多大なご

貢献をいただいているのですが、現在検討してい

るところで、ある程度の方向感は出てきたかなと

思います（19頁）。まず機関投資家と個人とでは
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分けて考えるべきであろうと。個人については、

執行可能性の話などが恐らく機関投資家とは全然

レベルが違いますので、こちらは最良価格による

執行を重視すべきではないか。また、証券会社の

ビジネスモデル、ネット系であったり、地場証券

であったり、いろいろ違いがあるであろうという

ことは考えていて、アドバイス重視のところなの

か、多少の価格差でも少しでも安い方を提供する

というのがよいのかどうか。あとは SOR（スマー

ト・オーダー・ルーティング）のシステム導入を

促して、かえってそれが経費の増大につながって、

それが手数料に転嫁されていくと、顧客のためと

いう目的には結局反する結果にならないかといっ

た議論もあります。 

 最良執行方針と SOR との関係では、SOR の注文

執行のルールを開示する必要があるのではないか

というような議論があります。あとは、PTS につ

いて、特に与党の方から HFT との関係はどうなの

かというような指摘もあるので、株主の中、ある

いは取引のメインプレーヤーとして登場してくる

ということについて、その状態をどう見せていく

かというような問題もあろうかと思います。 

 

２．非上場株式（スタートアップ支援） 

（１）非上場企業への資本性資金の流れ 

 この図（21頁）は、審議会で議論するときに、

部分部分の議論をすることもあるのですが、絶え

ず全体像は念頭に置いた方がよいのではないかと

いうことで作ったものです。上の方がいわゆる機

関投資家からのお金の流れで、下半分が個人投資

家からのお金の流れ。個人の中でも、通常一般の

投資家もあれば、いわゆるプロ投資家というカテ

ゴリーもあるというふうになっています。 

一般投資家、個人投資家からの流れの中では、

株式投資型クラウドファンディングであったり、

株主コミュニティ制度があったりと、そのような

形で非上場企業に資金が供給されていくルートが

あります。 

 

（２）株式投資型クラウドファンディング 

 株式投資型クラウドファンディングについては、

過去１年間で１億円未満の調達額という上限があ

る中、実態はどうなのかというと、大体 3,000 万

円前後が平均調達額になっているようです（22

頁）。 

上限の１億円に対して 3,000 万円なので、それ

ほど逼迫してはいないかと思えるのですが、子細

に見ていくと、23頁右側の論点①になりますが、

実は何件か、数件というよりはもう少し多く 10

件ぐらいは見ましたけれども、ほかの例えばベン

チャーキャピタルなどと合わせて今はカウントす

ることになっていて、大分１億円に張り付いてい

ますので、そこが使いづらそうな例があるという

状態のものがあります。もともとの制度趣旨とし

ては、そういうものを合算しようという明確な意

図があったわけではなく、恐らく法令を作ったと

きには、ベンチャーキャピタルから調達すること

とクラウドファンディングで調達することは別系

統であって混ざるということがあまり想定されて

いなかったのではないかと思いますが、いずれに

せよ、規定上は今、合算することになっています。

そこをクラウドファンディングだけでカウントし

てよいのではないかというような議論があります。 

 また、23頁左側の論点②になりますが、投資家

の投資上限額 50 万円という制約について、こち

らもクラウドファンディングの件数もまだそれほ

ど多いわけではなくて、まだまだ成熟していない

かなということで、実績はまだ様子を見ないとい

けないと考えています。ですので、投資家全体に

ついて 50 万円以下というバーを引き上げること

は時期尚早ではないかと考えていますが、プロ投

資家である特定投資家については上限を見直して、

例えば無制限にするとか、そういうことをしても

よいのではないかという議論をしています。 

 

（３）特定投資家（プロ投資家）制度 

 特定投資家（プロ投資家）には、現状では法人

もなっていますけれども、個人で言えば、純資
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産・投資性金融資産が両方とも３億円以上、取引

経験が１年以上というのが要件になっています

（24頁）。 

特定投資家になると、書面交付義務や適合性原

則が適用除外になったり、あとはプロ向け市場

（TOKYO PRO Market・TOKYO PRO-BOND Market）の

取引が可能になったりといったことがあります。

あとは、先ほど紹介したような株式投資型クラウ

ドファンディングでも上限額を変えようかという

ような話も同時並行的に考えています。 

この３億円あるいは１年以上という要件につい

てもう少し弾力化できないかといった議論があっ

て、そこでいろいろと実証事業をしました（25

頁）。やり方としては、証券会社の協力を得て、

投資家の属性、どんな職業かであったり、保有資

産であったり、あとは外務員試験に使うような問

題なども参考にして、金融に関する問題も何問か

設定しました。そこでの回答率を見て現状の要件

たり得る３億円以上ですとか１年以上の取引経験、

そういった方々と同等程度以上の金融リテラシー

があるかどうかということを見て、あるのではな

いかと言えるようなものが、例えば年収１億円以

上であるとか、特定の職業経験と財産的要件を掛

け合わせたようなものとか、そういう例を特定投

資家の要件の選択肢に入れてもよいのではないか

というような議論をしています。 

若干制度は違いますが、アメリカのアクレディ

テッド・インベスター（Accredited Investor）、

あるいは欧州のいわゆるプロ投資家についても、

年収要件や職業経験、そういったものもあって、

その中で１つとか２つとかを満たせばよいという

ようになっていますので、流れとしては、そうい

うものに近い見直しになるのではないかと考えて

います。 

 

（４）株主コミュニティ制度 

 株主コミュニティ制度についても、日本証券業

協会でも検討されていますが、何らか使い勝手が

よくできないかというようなことを議論していま

す。こちら（28頁）が日本証券業協会の方で昨年

12月に見直された事項です。 

 

（５）東証「ベンチャーファンド市場」 

 これも制度としてはかつてからあって、過去に

上場していたものが２銘柄ありましたが、現在は

もう償還されてしまっています（29頁）。ただ、

また最近になって証券会社の方が新しいファンド

の組成を検討しているという報道もありますし、

またほかにも、ベンチャーファンド市場でも使い

勝手などが悪いと言われていて直せる余地がある

ものについては、検討していったらいいのではな

いかということを我々も考えていますし、東証に

もそういう話をしたりしています。 

 

（６）SPAC（特別買収目的会社） 

 もう報道でも大分出て、今週の日経新聞の社説

でも出ていましたけれども、SPACというスキーム

について紹介したいと思います。 

 絵（30頁）の方を見ていただくとわかりやすい

かと思います。最初は箱を想像していただくとよ

いかと思いますが、いわゆる投資のビークルとし

ての箱が先に上場すると。この時点では何か事業

があるというわけではない。その箱が、上場して

いない実体のある事業を営んでいる未上場企業を

吸収合併する。そうすると、その事業を営んでい

たのは上場していない企業だったはずですけれど

も、曲がりなりにも上場企業と合併したというこ

とで、その事業部分が上場企業になると、そうい

う仕組みです。 

 利点としては、迅速な資金供給ができる。株式

公開自体も通常のプロセスよりは早いですし、あ

とは、取引所の審査だけに頼るのではなくて、在

野の目利き力のある人の活用が図られるというよ

うなことが指摘されています。 

 ただ、その裏腹な面はありまして、課題としま

しては、審査が通常よりも甘くなるのではないか

とか、SPAC組成者、最初のスポンサーの報酬、取

り分が大きいとかが挙げられます。大体 20％ぐら
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いの株式の保有になる例が多いようですけれども、

そうしますと、後で紹介しますが、玉石混淆の石

の部分であっても上場させてしまおうというイン

センティブが働いてしまって、他の投資家がその

分、割を食うのですが、そういう利益相反がある

のではないかというような指摘がされています。 

 現状（31頁）について紹介します。アメリカで

は、制度は以前からあるのですけれども、SPACが

使われたのは、コロナ禍の過剰流動性も大いに寄

与しているのであろうと思いますが、昨年の IPO

の半分以上が SPAC によるものであって、今年は

もう３か月程度で昨年を陵駕するような SPAC の

活用が図られているという状況です。 

 イギリスについても、制度は以前からあります

けれども、アメリカに比べると使われていなかっ

たところですが、ブレグジット後に国際金融セン

ターとしての地位が危うくなっているのではない

かという議論もあって、上院議員による提言書な

どが出て、SPAC促進の機運が出ているようです。 

そしてアジアでも、香港やシンガポールが SPAC

導入を検討しているという状況です。 

 アメリカでの例で、うまくいっている例とそう

でない例を対比させて載せています（32頁）。左

側がファンタジースポーツのオンラインゲーム会

社 DraftKings の買収をした SPAC であって、株価

はおおむね上昇しているということで、こちらは

うまくいっている例ではないかと思います。 

一方で右側は、電気自動車メーカーでトラック

を造っているようですが、Nikolaという会社が、

当初は非常に高い期待感を持たれていたのですけ

れども、虚偽説明疑惑があって SEC の調査を受け

たということで株価が下がっていくと。これなど

は審査が甘いことと関係があるのではないかなど

と指摘されています。 

ほかにも、SPACに関する集団訴訟が増えている

というような状況です。 

アメリカの学会でも、昨年の暮れぐらいからい

ろいろな意見が出てきて、33頁の上半分ですが、

先ほど出てきた組成者、スポンサーが通常株式を

20％程度のプロモートを持てるがために、投資家

にとって不利益な案件であっても買収を完了させ

てしまおうというインセンティブが働くのではな

いかというような指摘がされています。 

  先月、SECが SPACについて引受証券会社に対し

てインクワイアリー（inquiry）を出していろい

ろ情報提供を求めているということであります

（34頁）。ほかにも、報道されていなくても、各

証券会社に対しては割と詳しめな情報提供を求め

ているというようなことも聞かれていますので、

アメリカがどうなっていくのかなというのが一つ

の注目点です。 

  また、SEC からは、投資家に対して著名人がや

っているからといって安易に投資すべきではない

というような警告も出されている状況です。 

  箱である SPAC の株価を合わせた指数が情報ベ

ンダーから出ていまして（35頁）、これを見ると、

2020年、昨年は非常に増加していました。ただ、

今年の２月をもってピークアウトしているように

も見えるというところに注意が必要かなというふ

うに考えています。 

 

３．資本市場の魅力向上 

 まだ多少時間がありますので、個別の論点につ

いて紹介できればと思います。 

 

（１）ファイアーウォール規制（金融商品取引業

者と銀行との顧客情報の共有のあり方） 

 まずは、ファイアーウォールという銀行と証券

の間の情報授受についての規制です（37頁）。も

ともとは 1993 年に銀・証の相互参入が認められ

たときに情報授受規制が入ったものです。趣旨と

しては、公正な競争の確保であったり、利益相反

取引の防止であったり、あとは顧客情報の適切な

保護、こういったことが言われています。 

  ファイアーウォール規制自体は累次にわたって

徐々に緩和されてきたという歴史があります（38

頁）。規制の緩和とともに、例えば利益相反管理

体制などはしっかり整備してくださいねというよ
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うなことなども併せて入ってきているような歴史

です。 

  諸外国についても我々の方でもちょっと調べて

みたのですが（39頁）、規則レベルでは、欧米で

は、銀行・証券といったエンティティに関係なく、

証券業務を営む場合には証券規制が課されるとか、

行為規制として重要未公開情報（MNPI: material 

non-public information）を不正に利用した取引

は禁止するとか、利益相反については開示義務が

あるとか、あとは体制整備義務が課されていると

いったようなことが見られます。 

 外資系金融機関の実務についても 11 社に聞い

てみたところ、差異はもちろんありますけれども、

共通項も大分見えてきました（40頁）。それを紹

介すると、まず、エンティティベースではなくて、

ビジネスライン──投資銀行であったり、商業銀

行部門であったり、リテールであったり、アセッ

トマネジメントであったり、そういったラインベ

ースで管理しており、それをグローバルで組織的

かつ一元的なシステムで管理しているという状況

です。 

  情報の共有・利用に関しては、重要未公開情報

だけでなくて、幅広い顧客情報について“Need 

to Know”という原則、プリンシプルで管理して

いるというふうになっています。 

  少しここは割愛しますが（41、42頁）、要は、

ファイアーウォールという入り口のところの規制

がないとしても、中でもチャイニーズウォールと

いう部門間の情報の流れのコントロールであった

り、あるいは“Need to Know”原則で同じ部門内

であっても、知る必要がある人にしか共有しなか

ったりというような管理がなされ、かつ、それは

情報だけでなくて、利益相反の関係についてもシ

ステムで、かつ幹部まできちんとエスカレーショ

ンして管理していくというような管理体制が見て

とれたところです。 

  次に、我々が昨年から今年にかけてやったこと

としては、金融サービスの受け手であります事業

法人の声も拾い上げてみました（43～45頁）。単

純なアンケートだけだと、通り一遍な回答であっ

たり、あるいは聞き方によって回答が変わってし

まったりというようなこともあったので、結構時

間をかけていろいろ突っ込んだやりとりをしたと

考えています。 

ただ、サンプル調査なので、これが日本全部の

縮図だと言うつもりはありません。あくまで参考

情報ですけれども、聞いた中では、半分ぐらいの

企業が既に包括同意書を提出し、銀・証の情報共

有はいいですよというふうにしていましたが、残

りの半分ぐらいは、個別的にステージで必要に応

じて情報共有の同意をしているということであり

ました。 

なぜそういうふうに個別的にやっていきたいか

ということについて言えば、例えば「総合的なソ

リューションを銀行は提供できるようになります」

という意見に対しては、「いや、自分のところで

そういうのは判断します」とか、あるいは、セン

シティブな情報というのはやはり共有されたくな

いという思いがあるといった意見が聞かれたとこ

ろです。他方で、包括同意で銀証連携してメリッ

トが享受できたという意見もありました。 

ほかには、法令でなく、契約で情報をコントロ

ールすることについてどうですかというような話

もしたところ、「それは理解できるが、実務面が

大変になるので、大企業じゃないと負担が増える

のではないか」というような意見もあったりした

ところです。 

  あとは、利益相反については、やはり銀行系証

券だと最適解が必ずしも提案されないのではない

かとか、業績が悪化したときに本来銀行の債権放

棄が望ましい場面でもそういう提案ができないの

ではないかといった話もありました。 

優越的地位の濫用については、なかなか興味深

いところではありますけれども、大企業は、もう

対等な関係である、したがって銀行が優位で自分

たちが劣後しているというようなことは考えてい

ない一方で、そうは言っても、例えば借り入れ比

率が大きいところなどは、社債発行の引受けの段
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階でグループ証券会社を利用してくれという直接

的な表現ではないようですけれども、言及があっ

たというような例も幾つか見られたというところ

です。 

  そこで、現時点でまだ結論が出ているわけでは

ありませんが、考え方をまとめたものを論点とし

て審議会に提示しています（46、47頁）。その中

で、かいつまんで申し上げると、前回大幅な見直

しをしたのが 2008 年ですが、そこから時間も経

ち環境も変化したということで、我々も銀行対証

券という業際問題ではなくて、資本市場の魅力向

上とか、あるいはより高度な金融サービスの提供

とか、そういう観点で考えていくべきではないか

ということを基本的な観点としています。 

  欧米ではファイアーウォールがない中できちん

と管理しているので、同じようなことができるの

ではないかという考え方もあり得る一方で、今ま

ではファイアーウォールを前提にした情報管理を

してきているので、欧米と同じようなことが現実

的に金融機関でできるのか、あるいは金融機関と

事業法人の間でできるのかといったような問題が

あろうかと思います。 

また、事業法人の声も紹介しましたけれども、

やはり情報を自分たちである程度コントロールし

たい、したがって、オプトアウトについても、法

令上「ノー」と言える権利を維持してほしいとい

う求めなどがあった状況で、どのように考えるか

といったことが差し当たり基本的な方向性を議論

するうえでの必要な材料ではないかと考えていま

す。 

また、仮にファイアーウォール規制を大きく見

直す場合であっても、情報の適切な管理であった

り、利益相反管理、あるいは優越的地位の濫用の

防止、当局のモニタリングの強化、これらについ

て実効的な方策を考えるべきではないかというよ

うなことも指摘されています。 

 

（２）海外の投資運用業者等の受入れ等 

  ちょうど今日の午前中、衆議院で関連法案の質

疑があって、衆議院では可決されたものの関連の

資料です（49頁）。法案事項は、海外の投資運用

業者の受け入れ、通常であれば登録制で日本に進

出してもらうのですけれども、海外で実績がある

とか、あるいは主として海外の投資家を相手にし

ているとか、そういうことを考えると、国内の一

般投資家も相手にするようなスキームよりは軽い

規制でよいのではないかということで、届出制を

創設するというような提案をしているという状況

です。 

  それから、ファイアーウォールに関連して、外

国法人顧客部分はあまり優越的地位の濫用の懸念

というのもないであろうからということで、これ

は先行して規制緩和したというものです。 

 

４．顧客本位の業務運営の原則 

 これは２年前の秋から議論して昨年の８月に報

告書が出たものです（金融審議会市場ワーキン

グ・グループ報告書（2020 年８月５日））（51

頁）。 

少し時間が経ってしまっているものですが、何

をやったかというと、顧客本位の業務運営の原則

というものが 2017 年３月にできました。大体３

年前後経過してきたので、そろそろ見直しを図っ

てはどうかということと、あともう一つが、高齢

社会に対応して金融機関として何ができるのかと

いうような議論をしてきました。 

 原則の見直しについて言えば、原則自体はあま

り細かく書くべきものではないということもあっ

て、そこのバランスを配慮しながら、ただ、最低

限こういう目線は入れた方がいいのではないかと

いうことを厳選して審議会でも提言をしていただ

いたものです（52頁）。 

 一つが、例えばその時点でリスクをとりたいか、

とりたくないかといったようなその瞬間、瞬間で

販売商品を考えるというのではなくて、「顧客の

ライフプラン」を踏まえるべきではないかとか、

似たような効能を有するものは投資信託であった

り保険であったり、比較可能なものがあるのでは
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ないかとか、あとは「フォローアップ」というこ

とも大事じゃないかとか、そういったことを提言

しています。また、金融商品について、従前のも

のでは顧客を特定した方がいいのではないかとい

うところまであったのですが、あまりそれが進ん

でいないということもあって、「想定顧客の公表」

ということも書いたというものです。 

それから、これがこの報告書の一番の肝であろ

うと思いますけれども、商品の特性であったりリ

スクであったり、あるいは比較しやすい要素を抽

出したものとして「重要情報シート」というもの

を活用してはどうかということを提言しています。

くしくもアメリカでも「Form CRS」という２枚程

度の紙で端的に説明をするとか、欧州の「MiFID

２」で３枚ぐらいのものがあって、似たような時

期に似たような発想でやっていたかなと思いまし

たが、アメリカのエッセンスを参考にして、例え

ば説明をするというだけですと、やはり聞くだけ

ではなかなか人間の頭の中にとどまらないことも

あるのではないかということも考えて、顧客の側

から金融機関に質問をする、会話をしてもらうと

いうようなことにつながる質問例ということもこ

のシートの中に入れたというところです。 

高齢社会への対応ということで、私もいろいろ

な方々、金融機関を問わず、認知症の方の支援団

体とか、そういう方々からもお話を聞いていると、

判断能力が落ちてくると預金が凍結されていてな

かなか大変だというような話が多かったかなと考

えています。その中で例えば「金融ジェロントロ

ジー」ということも言われていますけれども、金

融機関だけではなかなか専門的な判断ができない

ということで、ほかの福祉関係機関との連携強化

も大事ではないかというような指摘もあります。

したがって、そういうところで業界として何かル

ールを作るということは難しいですけれども、ベ

ストプラクティスを目指していくということで何

か参考になるもの、知恵を集積できないかという

ようなことを提言したところです。 

今年に入って、その代理人のところは、全銀協

からまとめたものを出していただいて、審議会の

ときにも議論が出ていましたけれども、例えば判

断能力が落ちた方であっても、その方の医療費で

すとか、あるいは施設に入っている場合にその施

設に払い込むものなど、間に入る人の横領の危険

がない・低い、あるいは無権代理のリスクの低い

ようなものについては、もうちょっと柔軟に扱っ

てもよいのではないか、そういった提言がされた

というふうに承知しています。 

「重要情報シート」のサンプルを付けておりま

すので（54～56頁）、またご確認いただければと

思います。 

 

５．ソーシャルボンド 

 ソーシャルボンドについては、名前のとおりソ

ーシャルなプロジェクトの資金調達のために発行

される債券です。既に国内でも幾つか発行されて

いまして、バリアフリー対応であったり、医療機

器の製造工場向けの資金調達であったり、あとは

奨学金の財源として調達するといったような事例

があります（58頁）。ただし、いろいろ関係者か

ら聞いてみると、グリーンボンドの世界は環境省

がガイドラインを 2017 年に作って、2020 年に改

定してということでガイドラインがあるけれども、

ソーシャルのものにはないという話があって、ガ

イドラインを作ってくれないかというような要望

も寄せられたところです。 

そこで、金融庁の方で昨年 12 月にサステナブ

ルファイナンス有識者会議を設置したのですが、

その下に「ソーシャルボンドに関する検討会議

(仮称)」というものも設置して、そのガイドライ

ン作りについて現在も検討をしているところです。

この下に置いたソーシャルボンド検討会議自体は、

今年の３月から議論をして、今月、４月 13 日に

２回目の議論をしたという状況です（59頁）。 

これ（61頁）はグリーンボンドとソーシャルボ

ンドとの関連性を簡単に図示したものです。当然、

排他的なものではないので、重なり合う部分はサ

ステナビリティボンドというふうに言われたりし
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ています。 

ソーシャルボンドを含む SDGs 債という括りで

日本証券業協会が出していますけれども、国際的

にもソーシャルボンドの比率が増えています（62

頁）。内訳としては、コロナ対応というものが多

分に入っていると理解しています。国内において

もソーシャルボンドの発行が増えていて、昨年は

グリーンボンドを上回ったという状況です（63

頁）。 

グリーンボンドと違うのが、グリーンボンドは

民主導で発行されていますが、ソーシャルボンド

は半分以上が財投機関債であります。また、社債

という形であっても、その大部分が高速道路会社、

昔の道路公団なので、ソーシャルという性質から

そうなるのかもしれませんが、かなり公的主体あ

るいはそれに近いところが関与している例が多い

のです（64頁）。しかし、ガイドラインではあく

まで、もちろんこういう独立行政法人も排除はし

ませんけれども、民間の発行者にとってより活用

しやすいというようなことを意識しながら議論を

しています。 

内訳としてどういうものがあるかというと、少

し説明が前後してしまいますけれども、グリーン

ボンドにしても、ソーシャルボンドにしても、

ICMAという民間の国際団体があって、そこで簡単

なプリンシプルが出ています。それをもう少し深

掘りして、日本の発行体にとっても使い勝手がよ

いようにということを考えています。 

その構成としては、調達資金の使途であったり、

プロジェクトの評価・選定のプロセス、調達資金

の管理、レポーティング、外部評価、こういった

要素というのが国際的に示されていますので、そ

れぞれの点について深掘りできればというふうに

考えています（65頁）。 

ICMA の原則では、例えば事業区分は、左（66

頁）にあるような６つの区分があったり、あるい

は対象となる人々は 10 の例示があります。それ

ぞれが例示であって、これ以外は排除するもので

はないというふうになっていますけれども、何か

日本の発行体にとってこういう事例があると分か

りやすいとか、あるいはあまり独自路線を行くと

国際標準と離れてしまわないかとか、ソーシャル

でないものをソーシャルのようにお化粧すること

にならないかとか、そういう懸念も示されていま

すので、うまくバランスをとっていきたいという

ふうに考えています。 

私の方からはとりあえず以上とさせていただき

まして、また皆様方からの何かご意見等がありま

したら、よろしくお願いいたします。 

どうもご清聴ありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○川口  ご報告をありがとうございました。昨

今の金融資本市場を巡る様々な課題について幅広

くご報告いただきました。 

それでは、質疑に移りたいと思いますが、まず、

「取引所を巡る動き」、次に「非上場株式につい

て」、そして３つ目はそれ以外という形で議論を

できればと思います。 

それではまず、取引所を巡る動きについてご意

見、ご質問があれば、よろしくお願いします。 

 

【総合取引所構想が動き出した背景】 

○川口  それでは、私の方から質問ですけれど

も、総合取引所の構想は、今日ご報告がありまし

たように、かなり昔から議論をされてきました。

2009 年と 2012 年に法律の改正までなされている

のですけれども、なかなかそれが進みませんでし

た。これについては、金融庁と経済産業省や農林

水産省などとの省益争いだとか、いろいろ言われ

ているのですが、ここ最近になってこれが動き出

した背景にはどのようなことが考えられるでしょ

うか。 

また、今日お話しになった石油についてはまだ

統合が実現していないのですけれども、この辺は

どのように考えればよろしいでしょうか。 
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○太田原  恐らく十分なお答えができないので

すけれども、もちろん金融の論理で考える人もい

れば、エネルギー政策として考える方もおられる

ので、そういう思いの中でのいろいろな主張をぶ

つけながら、その時々でよかれと思うものを示し

ているということで、私も自分が担当する少し前

のことなので、情報量としては皆様方とあまり変

わらないと思いますけれども、特に規制改革会議

で総合取引所の問題をかなり突っ込んでやろうと

したことが、近年の後押しにつながっていたかと

思います。 

  そういう意味で、よりハイレベルな判断という

のが働いて、総合取引所の利便性というものが意

識されてきたということではないかなというふう

に考えております。 

○川口  ありがとうございます。東京商品取引

所はすでに日本取引所グループの傘下に入ってい

るのですね。このことも大きいのでしょうか。 

○太田原  因果関係としては、総合取引所を造

ろうという方向性が出たので、じゃあ、その方法

論として何があるかということで、TOB をかけて

子会社化をすると。TOB も別に敵対的にやったわ

けではなくて、そうすることが望ましいという関

係者の合意の下なので、大方針があって、それを

実現する手段として子会社化したというのが現実

に起こったことではないかというふうに思います。 

 

【PTS における非上場取引特権と新しい市場区分

におけるコーポレートガバナンス】 

○梅本  今日はとても興味深い内容が盛りだく

さんのご報告で、どこで質問させて頂こうか考え

ていたのですが、差し当たり取引所のところにつ

いて質問させていただきます。 

 ご報告の資料の 13 頁から 14 頁に至るところで、

取引所のシステム障害の話から PTS の話に移られ

ました。当時は確かにメディア等でも、東証のシ

ステム障害の際のサポートとして PTS をもう少し

充実させるべきではないかという見解が紹介され

たり、与党政治家も同種の話をしていたという報

道を目にした記憶がございます。しかし、東証の

システムがダウンして、ご説明にあったように取

引上限を１％に抑えられているような PTS にそれ

が代替できるかというと、私は、事件当時から、

そんなものできっこないじゃないかと疑問に思っ

ておりました。 

むしろ 17 頁にありますように、代替機能とい

うのなら PTS よりも、非上場取引特権を認められ

た他の取引所に期待すべきではないでしょうか。

アメリカでもかつての大手の ATS は、取引所とし

ての資格を得たうえで、かなりな量の取引をニュ

ーヨーク証券取引所や NASDAQ から奪っていると

いう側面があると思われます。日本において PTS

に市場間競争をさせるというのは恐らく考えにく

いことだと思うのです。 

そうであれば、PTS に取引所の免許を与えるの

か、あるいは地方取引所と PTS の合併みたいなの

を特別に認めるような方向に行くのか、よく分か

らないですけれども、非上場取引特権を認めると

いった形で、取引所間で競争させないことには、

東証にシステム障害があった場合に、他の取引の

場に代替機能を期待することは無理なのではない

かという気がします。 

  PTS の議論をこれまで見てきますと、PTS をど

うにか拡大させなきゃいけない、取引所に取引が

集中している、という話がもう何年も続いていた

と思うのです。個人的には、もしかして規制当局

も政治家も、東京一極集中の方が規制しやすいと

考えておられるのではないか。失礼な話で恐縮で

すけれども、幾つも取引の場があるよりも、東証

一本で取引さる方が監督・規制は効率的なわけで

すよね。 

他方で、流通市場の市場間競争が本当にいいの

かというのも、こちらはこちらでよく分からない。

アメリカを見ていて、平常時、ペイメント・フォ

ー・オーダーフロー（payment for order flow）

が支払われたりしているのを見ていると、いやあ、

どうなんだろうなという気もしないではないと。 

  今回は流通市場の競争を本格的にやろうとして
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おられる様子ですけれども、１つお尋ねしたい質

問は、非上場取引特権についての金融庁のスタン

スはどういうものなのかというのをお聞かせいた

だければ幸いです。 

○太田原  まず、幾つか要素はあったかと思い

ますが、現状で例えば上限が 10％で代替市場には

なり得ないというようなご示唆もあったと思いま

す。したがって、PTS をもっと促進しろというメ

ディアは、全部はフォローできていないですけれ

ども、政治家からもよくご指摘を受けますが、そ

ういう場合は、上限も取っ払えと。特にオークシ

ョンのところが全体で１％というのが恐らく小さ

過ぎるということだろうと思いますので、PTS の

促進を言う人は、ここの上限をもっと引き上げろ

ということも主張としては出ております。 

そうした中、ご質問とも関連しますけれども、

非上場取引特権についてどうかと。今の思考回路

としては、全体としてどういう制度がいいかなと

いうことを考えていて、２つやる必要はないとは

思っています。２つというのは、PTS のシェアを

拡大するというのと、非上場取引特権（UTP）を

認めるということ。 

取引所になれば、非上場取引特権の方は取引所

になることが前提ですから、その場合、PTS のシ

ェアの拡大というのはそんなにやらなくてもいい

かなと思いますし、逆に PTS のまま扱えるものが

広がるのだったら、UTP の方は別にそんなにやら

ないでも、一応は関係者の量を拡大したいという

思いは満たせるのかなということで、メディア等

の方がどこまで頭の整理がされているか分かりま

せんけれども、私個人としては、今言ったように

どっちかかなと考えております。 

これはまだ決め切れないところではありますけ

れども、シェアもあまり拡大し過ぎると、規制が

緩い状態のまま、例えば売買審査などが甘いまま

シェアが広がるのがいいのかというと、そこはか

なり慎重な考慮を責任者としては要するところで

す。ただ、現状、オークションのところは価格形

成機能が強いという理由のようですけれども、ほ

かの売買注文も対当させるとか、マーケットメイ

ク方式に比べると厳しめの数字になっていて、じ

ゃあ、ここでいうオークション方式の個別銘柄

10％以上又は全体１％以上と、この数字が合理的

かというのは、そこはよく分からなくて、もしか

したら引き上げてもいいと。それは現状の世界を

大きく変えずにある程度引き上げるということも

あるのかもしれないなと。そのときには、やり方

としては比較的やりやすいかなという思いがあり

ます。 

梅本先生がおっしゃるような非上場取引特権の

方がもうちょっと難易度が高いかなと思っていま

して、上場審査しない人たちはフリーライダーに

ならないのかとか、じゃあ、コストを払えばいい

のか、そこのコストはどうやって算定するのかと

か、それこそ先ほども紹介しましたが、地方取引

所との関係をどうするかとか、もっと詰めるべき

点が増えるかなと思っていまして、大変だからや

りませんということを申し上げるつもりはないの

ですけれども、まだそこは決めかねているところ

であります。 

途中でご指摘があった、もしかしたら東証一本

の方が楽なのかどうかということについては、結

論としては、別にそういうことは考えていなくて、

シェアもありましたけれども、じゃあ東証が何％

だったらいいのか、PTS が何％だったらいいのか

という具体的な水準感を持っているものではあり

ません。そこは自由競争で、その割合に増減があ

っても、特に口出しはしません。 

 ただ、これも突き詰めるともしかしたら矛盾を

はらむのかもしれませんが、強いマーケット、取

引所があることが国際競争の中でよいのか、ある

いは市場間競争をしているのが国際金融センター

を目指すうえでよいのか、そこは私自身もよく分

かりませんし、なかなか解を見つけるのが難しい

のではないかと思います。 

考えても仕方がないので考えていないという、

少し思考停止に陥っている部分もなくはないです

けれども、いずれにせよ、だから何もやらないと
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いうよりは、考えてみて変えられる部分は前向き

に変えていければなというのが正直なところであ

ります。 

○梅本  どうもありがとうございます。 

○行澤  本日は大変興味深いご報告をいただい

て、誠にありがとうございました。 

 質問としては２点あるのですけれども、一点は、

今の論点との関係で、PTS を取引所化して非上場

取引特権を与えるという方向は、既存の地方証券

取引所に加えてまた新たな証券取引所を認めると

いうことにつながると思うのですが、もしそれで

市場間競争が高まるのであれば、もうとっくに地

方証券取引所の存在感が高まっているはずだと思

うのです。しかし、東京一極集中という現状は今

まで変わってこなかったわけですね。ですから、

取引所を新しく認めて非上場取引特権を認めると

いうやり方が本当に合理的なのかなという気がし

ます。 

 もちろん、システム障害に備えて、日本取引所

グループのシステムを代替させるという点では、

あるいは意味があるのかもしれませんけれども、

ちょっと私は疑問に思いまして、やはり何らかの

形で市場間競争を促進するというのであれば、微

温的かもしれませんけれども、やはり現状の PTS

のシェアをもう少し広げる方がいいのではないか

なと思っているのですが、その点お聞きしたいと

いうことであります。 

 もう一点が、資料の５頁、市場をプライム、ス

タンダード、グロースに分けて考えるということ

で、資産規模といいますか、それが中心になると

いうのはそうなのだけれども、それ以外に、ガバ

ナンスの基準を適用してプライム市場とかスタン

ダード市場に区分けするとしています。必ずしも

大きいからプライムにする、流動性が高いからプ

ライムにするというわけでもないのだというお話

ですけれども、そこで気になったのが、「一段高

いコーポレートガバナンス・コードを適用」する

とか、「コーポレートガバナンス・コードの全原

則を適用」するとなっているところです。 

現状、コーポレートガバナンス・コードという

のはコンプライ・オア・エクスプレインのやり方

になっていまして、遵守しなさい、さもなければ

不遵守の説明をしなさいとなっているのですが、

この一段高いコーポレートガバナンス・コードと

いうのは結局どういうことなのか。 

要するに、コンプライ・オア・エクスプレイン

ではなくて、プライム市場に行きたければこうい

うガバナンスを備えなさいという、そういう命令

的といいますかルールベースなものになっていく

のか。それとも、現状のガバナンスコードを用い

ながらクラス分けするとか、プライム市場に行く

場合は特にこういうガバナンスコードを守ってく

ださいというふうに、二段階と言ったらいいので

しょうか、そういう規制の在り方にしていくのか。

その辺のことを教えていただきたいと思います。 

○太田原  １点目の、PTS のシェアを拡大する

方なのか、取引所にして非上場取引特権を認める

のかは、先ほども申し上げたように、特に決め切

れているわけではなくて、様々検討している中で

す。ただ、PTS を取引所と認めてというだけでは

なくて、第三のといいますか、別の発想としては、

そもそも PTS じゃないところから新たな取引所が

できるということもあって、それは現に報道など

を見ていますと、SBI グループがそういうことを

やろうとしているということでもあります。 

 先ほどの梅本先生とのやりとりの中でも申し上

げましたが、別に我々、東証だけがそうあってほ

しいわけではなくて、そこは自由競争の世界です

から、取引所を造りたいという人がいれば、基準

を満たせば、それはどうぞやってくださいという

ことになります。現にそういう動きもあるので、

何らか取引所間の競争が活性化するということ自

体は、ぜひやっていただきたいというふうに考え

ています。 

 それで、先ほどあまり関連を付けて申し上げら

れなかったかもしれませんけれども、最良執行方

針の見直しの議論をしているときには、現に価格

帯の幅、ティックサイズと言ったりしますが、テ
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ィックサイズが今 PTS と東証とでずれがあって、

PTS の方が細かいので、そこで彼らの価格競争力

がありますと。したがって、個人向けを念頭に置

いていますけれども、最良執行を今よりももうち

ょっと価格重視にすれば、現状でも多少なりとも

PTS の側に流れるものが増えるのではないかとい

うふうにも考えているところであります。 

 あとは、危機のときだけにそこに頼るというの

は、多分現実的でないと思うので、ふだんからあ

る程度の取引をこなしていないといけない。次に

何年後に発生するのか、そういうことを予期して

は本当はいけないのでしょうけれども、経験則的

にはそういうことは起こり得るので、次いつ来る

か分からない。来たときに、じゃあ、ふだん使っ

ていないところをみんなが使おうと思うかという

ところは、それに期待するのはさらに確率が低く

なるので、やはりふだんから使われ得る市場とい

うことでないといけないなあというふうには思い

ます。 

次が、プライム市場とガバナンス基準との関係

ですが、少し時点のずれがあって、この絵（５頁）

を作ったとき、あるいは審議会で市場区分の議論

をしたときというのは 2019 年 12 月です。当時か

らすると、恐らくコーポレートガバナンス・コー

ドというのは、2015 年にできて、18 年に改定し

て、大体３年周期で変わるのではないかという予

測をしていて、スチュワードシップ・コードも大

体３年周期でやっているので、したがって、また

コーポレートガバナンス・コードが変わるであろ

う、ただどう変わるかは分からないと、そういう

時点で書いたものです。 

それで、「一段高い」というそこでの意味は、

当時の考えとしては、コーポレートガバナンス・

コードの中にも、先ほど行澤先生がおっしゃった

後者の方になると思いますが、プライム市場に上

場する企業ならば、さらにもう一段こういうこと

をやってもらった方がいいのではないかという、

そういう書き分けを念頭に置いていたことがこう

いう表現につながっております。 

したがって、何かルールにしようとかというこ

とではなくて、あくまでコード、プリンシプルベ

ースというそこの性格付けを変えようとしていた

わけではないですし、それは今でも、コンプラ

イ・オア・エクスプレインの世界であるという整

理をしております。 

○行澤  ありがとうございました。 

 

【新しい市場区分と会計基準】 

○片木  本日はご報告ありがとうございました。 

 直接には言及のなかったことについての質問に

はなるのですけれども、ご存じのように、現在上

場会社が財務報告をするために採用することので

きる会計基準につきましては、国内会計基準、国

際会計基準（IFRS）、そして少なくはなってきま

したけれども米国会計基準と。制度的には修正国

際基準もありますけれども、これは今は使ってい

ないと思いますので、実質３種類があって、それ

が、特に国際会計基準と国内会計基準については、

適用可能な企業については選択的になっていて混

在しているという状況かと思います。 

 国内の会社に対しまして異なる会計基準を選択

適用することを認めているのは、国際会計基準委

員会のホームページで確認する限りでは、主要国

ではあとスイスぐらいしかないのではないかと思

われます。 

今回のプライム市場におきましては、恐らく、

現在国際会計基準を採用している会社のほとんど

は、まずプライム市場に移るのだろうと思うので

すね。現在の連結財務諸表規則が定めているよう

な国際会計基準が使える会社というのは、恐らく

プライム市場の会社であれば、ほぼほぼこれに対

応できる会社ではないかと思います。あるいは、

既得権益でプライム市場に残る会社にはちょっと

負担が強いのかもしれません。プライム市場の国

際的な意味での財政収益状況の比較可能性あるい

は透明性を高めるために、プライム市場に限定し

ては、もうこれは IFRS に統一するというふうな

議論というのはあるのでしょうかということが質
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問です。 

このときには、国内会計基準の設定主体は、プ

ライム以外のスタンダード、グロース市場の会社

における会計基準とか個別会計基準というのを議

論することにはなるのですけれども、これ自体は、

現在 EU 加盟諸国の会計基準の設定主体がこうい

う立場になっているかと思うのですが、このよう

な議論というのは現在ある程度なされているのか

どうなのかというところが質問でございます。 

 以上です。 

○太田原  最初に、私の市場課ではあまり会計

の話をやっていなくて、となりの企業開示課とい

うところが主にやっているので、あまり会計その

ものの話はできないということはお断りさせてい

ただきたいと思います。 

 そのうえでですけれども、プライムはどういう

市場であるべきかという議論をしたときは、おっ

しゃるような要素を入れるべきではないか、すな

わち IFRS の採用とか、あと、グローバルに活躍

する企業のための市場ということで英文開示を義

務付けるべきではないかとか、そういった幾つか

の要素はありました。しかし、市場区分について

の、どういうガバナンスであるべきかというよう

なところの議論を詰めていくというところで、そ

こまで細かいといいますか、具体的な例示、条件

を追加するということに対しては、少なくとも金

融庁で議論をしたときには、多数意見にはならな

かったところでございます。 

やるならば、コーポレートガバナンス・コード

であったり、あるいは東証の、今回パブリックコ

メントを何段階かに分けてやっていますけれども、

上場基準の方で求めるべきものとしてそういうも

のが入ることはあり得るのだろうなとは考えてい

ました。我々の方からは、これはプライムの経過

規定を入れたことともセットですが、必ずしもグ

ローバル性というのが不可欠な要件になっている

わけではないものですから、そこはプライムイコ

ール IFRS ということは１対１対応にはならなか

ったという、そこが私のフォローできている範囲

での議論ですね。 

○片木  ありがとうございました。 

 

【SPACについて】 

○川口  せっかくの機会ですから、いろいろと

幅広く議論したいと思いますので、２の方に移ら

せていただきます。時間があれば、また１に戻っ

ていただいても結構です。 

 それでは、２の非上場株式についてのご質問、

ご意見があれば、よろしくお願いいたします。 

○前田  ご報告の中で、特に資料 31 頁以下の

SPACについてのお話を興味深くお伺いいたしまし

た。 

この SPAC に投資をする者は、投資の時点では、

SPACがこれからどのような企業を買収するかにつ

いて何も分からないままに、SPAC組成者の目利き

力だけを見込んで投資をすることになるのでしょ

うか、それとも、SPACが買収を予定する会社を知

らされたうえで投資をすることになるのでしょう

か。 

○太田原  私もこの何か月かで勉強しているも

のではありますけれども、今のご質問に対しては、

その真ん中ぐらいのようでありまして、全く組成

者だけをメルクマールに金を出してくれというこ

とではなくて、例えばバイオ系の企業を考えてい

るとか、リアルテック系であるとか、ある程度ジ

ャンルは示していることが多いようです。だから、

白紙委任状ではないですけれども、ではこの会社

というふうに決まっているかというと、そうでは

ないと。したがって、ご質問の中間ぐらいが多い

というふうに承知しております。 

○前田  この SPAC の組成・上場のときから買

収先の公表のときまで、一般的にはおおよそどれ

ぐらいの期間が想定されているものなのでしょう

か。 

○太田原  アメリカの例では、厳密には３年間

ということになっているようですが、運用上は２

年間で合併の成否が決まっていくようです。２年

たっても買収先を見つけられない場合には、預か
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っていたものは信託で一応保全しているというこ

とではありますけれども、それはその資金の出し

手に返すことになっているようです。したがって、

実態面としては２年というふうにお考えいただけ

ればよいかなと思います。 

○前田  分かりました。どうもありがとうござ

いました。 

○川口  また、機会を見つけて、研究会でこの

問題を研究してもよいかなと思いますね。つづけ

て、ご質問をお願いします。 

 

【株式投資型クラウドファンディングについて】 

○洲崎  株式投資型クラウドファンディングに

ついて質問させていただきたいと思います。 

株式投資型クラウドファンディングで新株発行

する場合でも、会社法の規律は普通に適用される

と思うのですが、ベンチャー企業ということだと、

もともとは非公開会社、すなわち株式の全部に譲

渡制限を付けている会社も多いと思います。その

ような会社がクラウドファンディングをするとき

には、公開会社になってからクラウドファンディ

ングを行うのか、非公開会社のままクラウドファ

ンディングを行うこともあるのか、もしそのあた

りのデータをお持ちであれば、それをお教えいた

だければと思います。これが第１です。 

第２は、資料の 23 頁でご説明いただいたとこ

ろかと思うのですけれども、現在はベンチャーキ

ャピタルと個人投資家の区別がないので、同時に

新株発行をすると、ベンチャーキャピタルも 50

万円の制限がかかってしまうということであった

かと思います。通算期間が６か月なので、６か月

待ってからベンチャーキャピタルから大量の資金

を得るというのであれば、現状でもできるという

ふうに理解していいのか。ただ、６か月待っても

らうのは大変なので、３か月に短縮したい、ある

いは論点①、②のように、ベンチャーキャピタル

は別扱いにしてもらいたいという議論になってい

るのかというのが第２の質問です。 

第３は、株式投資型クラウドファンディングで

個人投資家から資金を得た場合、その個人投資家

は株主になるので、その会社がその後に追加的に

資金調達をするのに、株主割当てで新株発行をす

るという場合には、会社法の世界だけで資金調達

ができるということになって、クラウドファンデ

ィングを扱う業者を通さなくてもよくなるのか。

つまり、いきなり会社が株主割当てで株式を発行

しますから払い込んでくださいよということがで

きるようになるのか。 

そこで気になるのは、株主割当てで資金調達を

する場合、株式価値を下回る価格を払込金額とし

て定めると、払い込まないと自分の持株の価値が

下がってしまうという水割り効果が生じるので、

事実上払込みを強制する効果が出てきてしまうと

いう点です。 

以前、ライツ・オファリングを見直そうという

ことで上場会社でも一時期ライツ・オファリング

が何度か行われたことがありましたが、そのとき

にも公募では資金を集められないような会社がラ

イツ・オファリングで株主から無理に資金を集め

るという事態が生じて、その後ライツ・オファリ

ングがほとんど行われなくなってしまったという

ことがあったと思うのですが、非上場のベンチャ

ー企業であっても、同じように株主割当てで新株

発行をすることは会社法上可能だと思います。そ

の場合には会社と株主の間だけで新株発行が完了

してしまい、クラウドファンディング業者がかか

わらないし、クラウドファンディングに関する金

商法上の規制もかかってこないと考えてよいか。

これが第３の質問です。 

○太田原  全体的に実態を確認しないとよく分

からないというのが現時点で、特に会社法との関

係で言えば、それはちょっとよく分からないです

ね。 

 １点目、我々は上場しているかどうかという目

線で切ってしまうことが多いので、会社法上、譲

渡制限がありやなしやという、そういう意味での

公開会社かどうかということについて言えば、譲

渡制限を外しているのかどうかとか、それは少し
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確認しないと分からないです。 

 それで、ご指摘いただいた６か月待つ云々とい

うことについて、そういう面もありますが、業界

団体、あるいはクラウドファンディング業者であ

ったり経済団体から言われているのは、一番大き

いのは①発行可能額（１億円未満）の算定方法の

見直し（23頁）ですね。そこが合わせて１億円に

なってしまうというのがもう何件も出てきている

ので、そこはクラウドファンディング分だけでカ

ウントしてくださいよという、そういう要望があ

って、それは我々もいいのではないのかなという

ふうに思っています。 

６か月から３か月のところは、アメリカでも 90

日、約３か月ですね。アメリカでもこの少人数私

募の算定方法を見直すというような動きもあるの

で、日本でも平仄をとって直そうかという、そう

いう発想です。 

 50 万円のところも、プロは別に 50 万円でなく

ても当然よいとは思いますし、幾つか見直す点は

あるのですけれども、一番実態面でも制約が出て

いるのが①かなというふうに思います。 

  最後が、株主割当てで強制効果があるのか、な

いのかとか、それが現状どういう問題を生じさせ

ているのかというのは、少し我々が聞いた中では

そういう論点は伺えていなかったので、また機会

を捉まえて、どういう問題があるのか、本日のご

指摘を踏まえてこちらも勉強させていただきたい

と思います。 

○洲崎  このデータは、クラウドファンディン

グ業者を通じて得られたものかなと思いますので、

もし業者を通さずに会社と株主の間で株主割当て

で新株発行しているということがあったとしても、

データとしては出てこないかなという気はするの

ですね。 

 会社に資金を提供してくれる小規模投資家の存

在が分かったので、会社がそれを悪用するという

ようなことがあるのかどうかは全く分かりません。

ただ、クラウドファンディングというものがなか

ったならば、会社が全国に散らばっている株主か

ら資金を得るということもなかったわけで、その

ような投資家の存在を知ったがゆえに、悪用され

るおそれも出てくるかもしれないという懸念をち

ょっと持ったという次第です。 

 クラウドファンディングの法整備がなされたと

きには、実際にはほとんど利用されないのではな

いかとも思っていたのですが、22ページのデータ

を見ますと多少増えてきているようではあります

ので、先ほど私が第３の点として申し上げたよう

な問題も将来出てくるかもしれないということで、

質問をさせていただきました。 

どうもありがとうございました。 

○太田原  おっしゃるように将来に向けては、

そういう追い銭といいますか、出さないとあなた

の持分価値が下がりますよと言って出させるよう

なものが仮に横行すると、動きとしては目立つの

でしょう。恐らく現状、そこまで盛り上がるほど

使われておらず、トータルで 231件なので、50万

円払った人に対して追加で出してくださいという

例が何件あるのかちょっと把握できていないので

すけれども、ただ、そういう投資家は、通常の会

社法で想定しているような株主とは少し違うよう

な気がするので、追加で出してくださいと言われ

て、おいそれと出す人があまりいるようには思え

ないかなとは思います。 

それが現状ですけれども、ただ、制度として先

生がおっしゃるような使われ方をしたらどうする

のだという、そういう頭の体操はしなければなら

ないなと、今日は少し気づきを与えていただきま

した。 

○川口  ありがとうございます。 

 片木先生からチャットが入っていまして、譲渡

制限が付されているものがあるというコメントが

入っております。 

 ほかはいかがでしょうか。 

それでは、３以降のものでご質問、ご議論をい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

 

【ソーシャルボンドについて】 
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○齊藤  最後にご紹介いただきましたソーシャ

ルボンドの動きについて２点質問させていただき

たいと思います。 

 ソーシャルボンドの原則を策定するという動き

は、金融庁がイニシアチブをとったというよりも、

ソーシャルボンドの原則がないので作ってほしい

というニーズに合わせての動きとご説明いただき

ました。 

グリーンボンドについては環境省がイニシアチ

ブをとっておられて、ソーシャルボンドについて

は金融庁の担当であると理解したのですが、少し

レベル感が違うといいますか、例えばグリーンボ

ンドが環境省だったら、ソーシャルボンドは様々

な分野を対象としますので、教育関連でしたら文

科省ですし、防災だったら国土交通省ですしとい

うことになりそうで、現在の役割分担は、何かこ

う、少しちぐはぐな感じを受けました。 

 ですので、金融庁が一旦このようなプロジェク

トに関与された以上は、グリーンボンドの方も金

融庁の方で引き取って、その上で各関連する分野

の省庁等と提携しながらルール作りをしていくと

いうような考え方もあるように思うのですけれど

も、そのような方向性というのは現実的でしょう

か。でないと、ちぐはぐな縦割りになってしまう

のではないかと思われた次第です。 

 ２つ目ですが、この種の資金調達というのは、

近年の企業の社会的責任の潮流の中に位置づけら

れ得るもので、昔は社会的責任といいますと株主

利益対ステークホルダー利益のような形で議論さ

れていましたが、近年は、政府では解決できない

社会的課題を民間組織を使って解決していこうと

いうような流れがあり、この種の資金調達もその

ような動きの中に位置づけられます。 

ICMA の原則をご紹介いただきまして、ICMA が

この種の資金調達の目的となりうるような事業区

分や対象となる人々について整理しているとお教

えいただきました。しかしながら、先ほどのよう

な流れで考えていきますと、解決すべき社会的課

題というのは、国際的な標準があるから、それを

そのまま受け入れればいいという問題ではなくて、

日本目線で、日本として解決しなければいけない

社会的課題があるわけなので、事業区分や対象と

なる人々につきましても、改めて我が国の視点か

ら何を解決していかなければいけないかというこ

とを見ていく必要があるのではないかと考えられ

るわけです。 

そのような社会的課題とは、グローバルな課題

とともにドメスティックやローカルな課題もあり

まして、この種のボンドというのは、グローバル

に資金調達するという側面もありますが、特定の

地域の社会問題を解決するためのものとして、う

ちのコミュニティの問題だったら、私もそのボン

ドを買うわという人も出てくるように思います。

課題のレベルもさまざまですので、こういうもの

を発行するためには、軽い手続といいますか、地

域で問題を解決するためにもこのような仕組みを

簡易に利用できるような目線も必要ではないかと

思われたのですけれども、その点につきましてい

かがでしょうか。 

○太田原  齊藤先生から非常に重要なご指摘を

いただきました。本来、本編でちゃんと説明すべ

きだったと思いますが、せっかくのご質問なので、

今の考え方を紹介したいと思います。 

 まずは、ちぐはぐな縦割りにならないかという

ご指摘で、そうなってはいけないということは

我々も強く意識しています。したがって、まずグ

リーンボンドのガイドラインとの平仄というのは

しっかり取らないといけないと思っていて、オブ

ザーバーにも環境省は入ってもらっています。

我々がガイドラインを作るときにも、グリーンボ

ンドのガイドラインもきちんと勉強したうえでや

っていこうと思っています。 

 それだけではなくて、まさにこの絵（61頁）に

ありますように重なり合う部分もありますし、重

ならないまでも、両方発行しようとする人もいる

と思われますので、グリーンボンドとソーシャル

ボンドとで整合性がとれていないと、それは全く

実効性がなくなってしまいますから、したがって、
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ICMAのプリンシプルとの整合性ということと、グ

リーンボンドのガイドラインとの整合性というこ

と、これは強く意識して、金融庁が事務局を務め

ているのですが、我々も認識していますし、検討

会議の場でもそれは結構口酸っぱく、我々が言わ

ないまでも、委員の方からもそういう指摘はいた

だいております。 

 そのうえで、齊藤先生のおっしゃることは非常

に分かるところで、テーマ別に見たら、金融庁と

いうよりは国交省や厚労省、文科省、そういうと

ころがやるべきで、もし金融庁がやるのだったら

グリーンもやれというようなお話かと思います。 

そういう自覚も持っていて、今回、グリーンよ

りもソーシャルボンドの方が難易度が高いと思っ

ていて、グリーンボンドの場合には、CO2 の削減

だとか、その尺度は割とまだ焦点を当てやすいか

なと。ただ、ソーシャルボンドになると、病院を

増やすのと学校を増やすのとをどれくらいやって、

どういうふうに効果を測っていくのか。CO2 だっ

たら排出量をどれだけ削減したかという、そうい

う目線は曲がりなりにもあると思うのですが、ソ

ーシャルは非常に難しい。 

したがって、今回やろうとしていることは、グ

リーンボンドの中にもいわゆる KPI（効果測定指

標）というものを織り込んで作っているのですけ

れども、ソーシャルボンドは、難易度が高いとこ

ろと文章編とは切り離そうというふうに考えてい

まして、したがって、金融庁が音頭をとって、ち

ゃんと汗をかいて、手を動かして、文章編のガイ

ドラインを作るところはやろうと思っています。

その後、別に逃げるわけではなくて、関与しよう

と思っているのですけれども、恐らく齊藤先生が

おっしゃるように、具体的な分野の事業を持って

いる各省庁を関与させないといけないかなという

ふうに考えています。 

 そういうことを見据えて、内閣官房も入れてい

ます。なぜ入れているかというと、第２段階以降、

各省庁のコーディネートをするための中核的存在

であるため、内閣官房も今の段階から関与させて、

第２段階からちゃんとやってねというような話を

今のうちからしているところであります。 

 次に、日本目線でというようなお話で、それが

本当に大事な論点で、ソーシャルボンドは欧州で

も発行されたりしていますけれども、結構目線が、

本当に困った人たち、あるいはアフリカでの通信

インフラの整備だとか、貧困層向けのプロジェク

トであったりとか、そういう目線で語られること

が多い。それに尽きるものではないのですけれど

も、おっしゃるように、そういう対象を念頭に置

きながら議論していることと、日本でももちろん

貧困問題はあるとは思いますけれども、多分ウエ

ートはかなり違っていて、ほかにも高齢化だとか、

地域の限界集落対応だとか、地方創生も入ると思

いますけれども、日本固有だけどやっぱり社会的

課題だよねと、世界に向けてそう発信しても問題

ないものがあるのではないかという、そういうも

のを例示するというようなプロセスがあり得るの

ではないかということを考えています。 

それで、軽い手続というご発言もありましたけ

れども、今、ガイドラインがない中でも発行はで

きるのですね。それはどうやっているかというと、

外部の格付機関とか評価機関にお願いして、コス

トを払ってそういう認証を得ているのですが、ま

さにガイドラインがあれば、一々そういう外部評

価を得なくても、これはグローバルにソーシャル

ボンドとして認定して差し支えないということを、

役所も関与したようなものに準拠して説明責任を

軽くしてあげれば、そこのコストも低減すること

に役立つのではないか。そういう問題意識を持ち

ながらやっているという状況です。 

 

【再び株式投資型クラウドファンディングについ

て】 

○川口  もう少し時間がありますので、どこか

らでも結構ですので、ご質問、ご意見はいかがで

しょうか。 

それでは、先ほど洲崎先生がおっしゃった株式

投資型クラウドファンディングのところですけれ
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ども、この研究会でも洲崎先生にご報告いただい

て検討したことがあります（「平成 26 年金融商

品取引法改正（２）－投資型クラウドファンディ

ング・新たな非上場株式の取引制度」（2015年９

月 25 日）。そのときに、先ほどもありましたよ

うに、本当にこれが使われるのだろうかという話

が出ていました。本日のご報告で利用件数が出て

いましたが、この件数、太田原課長から見て、こ

れはかなり少ないという印象でしょうか。 

利用件数が少ないというのであれば、発行者や

投資者にとってインセンティブがないのではない

かというふうにも思います。あるいは、利用件数

が少ないのは、何か制度に欠陥があり、それを直

せば使えるようになるというようなものなのでし

ょうか。 

○太田原  多いか少ないかは、多分に主観にな

ってくるので、そこのコメントは控えようと思い

ます。 

 ただ、使いたいけれど使い勝手がよろしくない

ということに対しては、改善できるものなのかど

うか、改善できそうであれば手を貸してあげると

いう、そういうことはやろうと思っています。合

算要件のところはまさにそういうところで、今、

全部合わせて１億円と言っているところをクラウ

ドファンディングだけにしても、保護法益といい

ますか、立法趣旨には反しないだろうなと思える

ものは直しましょうと。 

他方、一般投資家の上限 50 万円というのも、

未来永劫 50 万円で固定するのかどうかまでは特

に申し上げませんけれども、現状では、これが一

般の方から見てこなれた商品としてやっていける

かどうかというにはまだちょっと自信がないとい

うところで、そこは留保しつつ、そこの使い勝手

についてファインチューニングしていくことを考

えています。もちろん、全部が全部ファインチュ

ーニングだけではなくて、根本から見直すべき話

がある場面もありますけれども、株式投資型クラ

ウドファンディングについて言えば、まだそこの

土台をがらっと変えるほど事例も積み上がってい

ない。積み上がっていないからもっとやれという

発想もなくはないですけれども、もうちょっと使

い勝手の改良を図りながら様子を見るという、そ

んなフェーズかなというふうには考えております。 

○川口  洲崎先生、何かコメントはありますか。 

○洲崎  私が報告したのはたしか 2016 年で、

法整備がなされたすぐ後だったかと思いますが、

報告の時点では４件ぐらいしか例がなく、あまり

使われないのではないかとも予想していました。

そのときの状況から比較すると、使われるように

なっているのかなとは思います。ただ、全体とし

て見ると、大きなうねりになっているとまでは言

えず、まさに篤志家というのですか、富裕層で新

興企業をちょっと応援してあげたいと思うような

人向けにクラウドファンディングをやって資金を

集めているという状況なのかなとも想像はしてお

ります。 

その後の状況を教えていただいて、大変非常に

ありがたかったです。どうもありがとうございま

した。 

○川口  それでは、時間になりましたけれども、

よろしいでしょうか。 

 本日は、金融・資本市場におけるいろいろな課

題について貴重な情報を教えていただきまして、

ありがとうございました。我々はその課題を共有

することができたかと思います。 

太田原課長には、お忙しい中、ご報告いただき

まして、ありがとうございました。 

○太田原  こちらこそ、いろいろ先生方からご

指摘いただきまして、気づきを与えていただきま

してありがとうございました。またご指導をよろ

しくお願いいたします。 

○川口   次回以降は、顧客本位の業務運営の

原則について、２回にわたり検討したいと思いま

す。 


