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第13回 証券市場のプレーヤーの機能及び役割 

13.1証券会社の定義 

 証券会社とは、主に証券の取引を行う発行市場と流通市場を円滑に運営することを目的

として業務を遂行する企業である。言い換えれば、証券を利用して資金を必要とする主体

と投資家を結び付けたり、投資家間の証券売買を容易にする業務を営んでいるのである。

なお、円滑に運営されることによってメリットを受ける資金調達者や資金運用者からの見

返りが証券会社の収益となる。 

 証券会社とは証券取引法に基づき証券業を営む会社として定義されていた。しかしなが

ら、2007年に行われた証券取引法から金融商品取引法への改正に伴い、このような概念は

存在しなくなった。なお、旧証券取引法に基づく従来の証券会社の業務範囲とは、金融商

品取引法の定める第一種金融商品取引業のそれにほぼ含まれる。また、名称については、

金融商品取引法の下でも証券を引き続き使用できるという従来の業務を引き続き行う上で

の経過措置が設けられている。 

 なお、第一種金融商品取引業者とは、①有価証券の売買や市場デリバティブ取引等およ

びそれらの取次ぎ1・媒介2・代理3など（みなし有価証券4を除く）、②店頭デリバティブ取引

およびその取次ぎ・媒介・代理、③有価証券の引受、④私設取引システム等運営業務、⑤

保護預かりや口座振替などの有価証券等管理業務のいずれかを遂行するものとされる。ま

た、同法によって第一種金融商品取引業者を営むためには、内閣総理大臣による登録を受

ける必要がある。 

 また、多くの証券会社が業務範囲の拡大に伴って第一種金融商品取引業者以外の業務種

別についても登録を行なっている。つまり、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助

言・代理業を兼営するようになったのである。このように、証券会社はより幅広い業務を

営むようになっている。 

 

図表 13-1 金融商品取引業者の業務種別 

名称 業務の内容 

第一種金融商品取引業 流動性の高い有価証券の販売・勧誘や顧客資産の管理の業務等。 

第二種金融商品取引業 流動性の低い有価証券の販売・勧誘の業務等。 

投資運用業 投資運用に関する業務。 

投資助言・代理業 投資助言に関する業務等。 

出所：金融庁の資料に基づき筆者作成 

                                                   
1 自己（金融商品取引業者）の名をもって委託者の計算で有価証券を買入れまたは売却する
こと等を引き受けること。 
2 有価証券の売買の媒介とは、他人間の取引に尽力する第三者の行為。 
3 有価証券の売買の代理とは、委託者の名をもって委託者の計算で有価証券を買入れまたは
売却すること等を引き受けること。 
4 金融商品取引法 2条 2項に定められるもの。具体的には貸付信託や匿名組合など。 
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13.2証券会社の本来業務の内容および経済的意味 

一般的に証券会社の起源は、投資家から受注した売買注文を仲介する仲買人（ブローカ

ー）であるとされており、証券流通市場での取引が始まるとともに存在したと考えられる。

その後、様々な投資家に関する多くの情報を所持している等の理由から、ある主体が証券

を発行して資金調達を行うような場合の支援を行う業務にも携わるようになったと推定さ

れよう。 
さて、以上のような証券会社において古くから存在する本来業務として挙げられるのが、

自己売買業務、委託売買業務、引受業務、売捌業務である。いずれも証券市場を維持する

上で不可欠な業務とされている。また、これらの業務は第一種金融商品取引業者の営むも

のとして、金融商品取引法に定められている。 
自己売買業務や委託売買業務は、流通市場における業務である。前者の目的は証券会社

自身が自己の資金で株式や債券などの証券の売買を行い、流通市場に流動性を供給するこ

とである。つまり、取引しやすい流通市場を形成して流動性に関わるリスクを低下させる

のが役割である。後者は投資家から委託を受けた証券の売買相手を探すものである。株式

は証券取引所、債券は証券会社を通じて業務が遂行されるのが一般的である。これら業務

の経済学的意味は投資家が反対売買に応じる相手を探すために必要となる探索コストを削

減させることである。具体的には、証券取引所への株式注文の集中や証券会社自身が知り

得る債券の保有情報などを通じて売買を円滑にさせているのである。また、安全な取引相

手であることを担保する側面もある。 
 

図表 13-2 証券会社の本来業務 

出所：各種資料より筆者作成 

業務の名称 業務内容  経済的意味 

自己売買業務 

（ディーラー業務） 

証券会社自身が自己の資金で自己の

ために証券を売買する業務。   

市場に対する流動性の供給お

よび公正な価格形成。 

委託売買業務 

（ブローカー業務） 

顧客から委託を受けて、有価証券の売

買を行う業務。 

顧客にとって、反対売買に応じ

る投資家を探すための探索コ

スト削減。 

引受業務 

（アンダーライター業

務） 

新規に発行された有価証券を証券会

社が買い取り、販売する業務。 

発行会社にとって、応募する購

入者の探索コストの削減および

資金調達に関わるリスク回避。 

売捌業務 

（セリング業務） 

募集および売り出しを行う業務。この

業務では、証券会社は発行体からの

委託を受けて販売するのみである。な

お、募集とは新規発行の、売出しとは

既発行の有価証券の販売のこと。 

委託する顧客にとって、応募す

る購入者の探索コストの削減。 
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引受業務、売捌業務は、発行市場における業務である。前者は新規に発行された証券を

証券会社が買い取った上で顧客に販売する業務である。後者は資金調達者の委託を受けて

新規に発行された証券の販売を行うのみである。両者とも、資金調達者にとって購入者を

探索するコストを削減する効果を持つと考えられる。さらに前者については、証券が売れ

残ることによって生じる資金調達額の不確実性を発行会社が回避できるメリットがある。

また、証券会社が最初に購入することが、その証券の信頼性に関するシグナルとなってい

るとも考えられる。 
 

13.3証券会社の付随業務と兼業業務の内容および経済的意味 

その後、証券市場は拡大して様々な分野での資金調達や資金運用に関わるようになった。

そのため、証券の種類の多様化や資金調達手段の増加などによって、証券会社が営む業務

も増大した。その結果として、本来業務の範疇に含まれない付随業務、兼業業務が拡大し

ている。 

主な付随業務および兼業業務は以下の通りである（図表13-3）。特に、M&Aに関するもの

など有価証券に関連する助言・情報提供業務や証券化などの小口債券販売業務に代表され

る投資銀行ビジネスは、証券会社にとって重要な収益源に育ちつつある。ただ、いずれの

業務も本来業務と密接に関連しており、相互にシナジー効果を持っているといえるだろう。

例えば、小口債券販売業務は証券化商品の販売に関わるものであるが、それを購入する投

資家は本来業務での取引先がほとんどである。また、付随業務、兼業業務のノウハウの多

くは、本来業務によって培われたものであり、証券会社の優位性が存在していると判断さ

れよう。 

以上の付随業務、兼業業務においては、資金運用や企業経営の効率性の向上などの効果

が期待されている。 

 

図表 13-3 証券会社の付随業務、兼業業務 

出所：各種資料より筆者作成 

業務の名称 業務内容 経済的意味 

金銭の貸付業務 

 

信用取引や保護預かり有価証券を担

保とした金銭の貸付。 

資金の効率的な活用。 

有価証券に関連する

助言・情報提供業務 

企業の資本政策、M&A に関連するコ

ンサルタント・サービス。 

効率的な企業経営の実現。 

小口債券販売業務 

 

金融債権の流動化、証券化に関する

ものなど。 

オリジネーターのリスク回避、

新たなリスク・リターン特性を持

つ証券の組成など。 

投資顧問業、投資一

任勘定にかかる業務 

ラップ口座での運用。 資金の効率的な活用。 
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13.4証券業界の動向 
バブル経済崩壊以降、わが国の証券業界は大きな変革の波にさらされてきた。これは、

株価バブルの崩壊に伴う売買代金の減少による株式委託手数料の落ち込みだけでなく、金

融ビッグバンに代表される規制緩和や証券業のグローバル化、情報技術の進歩などが大き

く影響を及ぼしていると考えられる。さらには、銀行を中心とした間接金融から証券市場

を利用する直接金融への緩やかな変化の過程で、多くの証券会社の収益構造や事業内容が

変化してきたことも挙げられよう。 
具体的な変化を挙げると以下の通りとなる。戦後長らく株式委託売買業務が証券会社の

主要な収入源であったが、金融ビッグバン等による手数料率の低下からその存在感は低下

した。また、インターネット証券の参入はそれを加速させたといえるだろう。その一方で、

証券会社が扱う業務の多様化は進展している。資産の証券化や仕組債の組成、M&A関連業務

などの付随業務や兼業業務からの収入が全体に占める割合が増えてきている。そして、銀

行系や外資系証券会社の進出、特定の分野に業務を絞った営業スタイルの証券会社の進出

も目覚しい。これを受け、証券会社数は緩やかながらも増加する傾向にある。 
 ただし、証券会社の従業員数は1990年末の約16万人から2009年末の約9万人へと大幅

に減少している。また、総人件費はほぼ横ばいとなっており、一人当たりベースでは上昇

していることがわかる。この現象は、証券会社の業務の高度化に伴ってそれに対する報酬

も増加したと解釈できよう。 

 

図表 13-3 証券会社数および経常損益の推移 

 
出所：日本証券業協会のデータを利用して筆者作成 
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13.5規制メカニズムの構造 

発行体、投資家、証券会社などの証券市場における目的は自己の長期的な利益の極大化

である。従って、それぞれの間で利益相反が惹起する可能性がある。また、発行市場にお

ける発行体と投資家の関係のように、特定の参加者が他者に対して情報の優位性を保持す

るような局面も多い。そのような場合においては、それを利用して自分が有利になるよう

行動するかもしれない。 
以上のような事態を防ぐために、証券市場では証券取引が公正かつ円滑に行われること

を目的として様々な規制が存在している。これらの規制は、金融商品取引法などの法律に

基づくもの、金融庁など公的機関が定めたもの、証券取引所や証券業協会等の自主規制機

関が定めたものに大別される。 

 また、それらを実施する主体は、それぞれの規制を定めた機関である。つまり、公的規

制については金融庁、自主規制については証券取引所や証券業協会などである。規制によ

っては罰則等も定められている。 

 以下では、公的規制を行う金融庁と証券取引等監視委員会、自主規制を行う証券取引所

と証券業協会の機能について簡単に俯瞰する。 

 

図表 13-4 主な規制および規制機関 

（規制） 

法律 金融商品取引法、商法、会社法など。 

公的規制 金融庁などの証券行政サイドが特定の政策目的の実現のために

関与・介入するもの。 

自主規制 日本証券業協会などの私的団体が一定の公的目的の実現のため

に定めたもの。 

（規制機関） 

金融庁 内閣府の外局として設置され、民間金融機関などに対する検査・

監督、国内金融制度の企画・立案、金融商品市場における取引ル

ールの設定およびそれらの遵守状況等の監視等などを行う。 

証券取引等監視委員会 金融庁に属する審議会として設置され、証券会社の取引の公正性

に関わる検査、金融商品取引法などに関わる犯則事件の調査を

行う。 

証券取引所 市場開設者として、取引の公正性を確保するための売買審査、取

引参加者の信頼性を確保するための取引参加者考査を行う。 

証券業協会 証券会社である協会員によって構成される組織。協会員の営業ル

ールや公社債市場に関わるものなどの制定および実施を行う。 

出所：各種資料より筆者作成 

14.2金融庁および証券取引等監視委員会 
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金融庁は内閣府の外局として設置されており、市場規律と自己責任原則を基軸とした透明

かつ公正な行政を基本として、金融制度の企画立案や民間金融機関等に対する厳正な検

査・監督、証券取引等の監視を主務としている。具体的には、金融制度の企画立案、民間

金融機関や金融商品取引所5などの市場関係者などに対する検査・監督、金融商品市場にお

ける取引ルールの設定、金融商品市場のルール遵守状況等の監視等などである。 

 一方、証券取引等監視委員会は金融庁に属する審議会として設置されており、証券取引

等における検査・監視体制の中心となっている。具体的な業務については、図表14-2の通

りである。まず、取引審査であるが、金融商品取引業者等からの有価証券の売買取引等に

関する報告や資料を審査することによって実施される市場監視のことである。次に、証券

検査であるが、規定されている禁止行為や財務内容の健全性など広範な内容に関して金融

商品取引業者等に対して臨店等によって行われるものである。続いて、開示検査であるが、 

 

図表 13-5 証券取引監視メカニズム 

 

出所：証券取引等監視委員会 

 

                                                   
5 内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会
社のこと。東京証券取引所なども含まれる。 
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虚偽の有価証券報告書等の提出に係る検査を指す。そして、課徴金調査であるが、風説の

流布、相場操縦、内部者取引などの違反行為及び虚偽の有価証券届出書等の提出によって

生じる課徴金に関わるものである。最後に犯則事件の調査であるが、悪質な行為の真相を

解明し刑事訴追等を求めるために行われる。これについては、任意調査だけでなく臨検、

捜索および差押えといった強制調査も可能となる。 

 なお、以上の調査および検査の結果に従って、証券取引等監視委員会はいくつかの行動

を取ることが可能である。その一つが内閣総理大臣および金融庁長官に対する建議6や行政

処分等の勧告である。また、財務大臣に対しても建議を求めることができる。犯則事件に

ついては、心証を得た場合には検察官へ告発する義務が生じる。つまり、証券取引等監視

委員会の業務は専ら調査および検査であり、その結果への対応については金融庁や司法に

委ねなければならないのである。 

 

13.6証券取引所 

 証券取引所の自主規制に関わる業務は、上場関連とコンプライアンス関連の二つに大別

される。上場関連とは、企業の上場に際し財務や経営の健全性等の審査および上場廃止基

準への該当性の審査等を行うものである。コンプライアンス関連とは、該当証券取引所に

おける売買の執行および決済の担い手である取引参加者の健全性・信頼性を確保するため

の考査、並びに相場操縦やインサイダー取引等の不公正取引を監視する売買審査のことで

ある。 

 具体的な上場関連の業務としては、投資家保護の観点から上場を申請した企業が上場企

業としての適格性を有しているかどうかについて、証券取引所が設定した上場基準に基づ 

 

図表 13-6 証券取引所における自主規制の内容 

 

出所：東京証券取引所の資料を利用して筆者作成 

                                                   
6 幅広い課題について検討を求めること。 
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いて審査することが挙げられる。また、上場廃止等に関する業務や上場する有価証券の発

行者が行うに情報開示に関する審査等も含まれる。 

 具体的なコンプライアンス業務としては、取引参加者における財務の健全性の確保およ

び取引参加者の規則違反に対する審査や処分等が存在する。また、当該証券取引所におい

て相場操縦やインサイダー取引などの不公正取引が行われていないかについて継続的な審

査を行い、不適切な取引が発見された時には直ちに是正措置を講じるように証券会社等を

指導することが挙げられる。 

 

13.7証券業協会 

 証券業協会は、証券会社を協会員として設立された組織である。協会員に対する規制の

制定および実施等を行う自主規制機能と証券会社共通の利害関係に対処する業界団体機能

を保持するのが一般的である。 

 我が国の場合は、金融商品取引法の規定により内閣総理大臣の認可を受けた認可金融商

品取引業協会として日本証券業協会が設立されている。同協会の目的は、協会員の行う有

価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑にし、金融商品取引業の健全な発展を図り、

それらの活動によって投資者の保護に資することとなっている。なお、協会員は第一種金

融商品取引業者および金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関である。 

 同協会では、投資者保護並びに証券取引および市場の公正性・健全性の確保等を図るこ

とを目的として様々な自主規制業務を行っている。（図表 14-4）。また、制定される規制は

証券会社の関わる業務全般を対象としており、幅広い内容となっている。例えば、個人投

資家に対する営業の在り方から証券化商品に関するものまで多岐にわたっている。昨今の

証券業務の多様化によって公的規制の対応が困難となる中、自主規制の意義は高まる現状

にある。 

 

図表 13-7 日本証券業協会における自主規制の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：日本証券業協会の資料を利用して筆者作成 

・規則の制定、実施 

・協会員に対する監査及びモニタリング調査の実施 

・自主制裁の発動（協会員及び協会員の役職員に対する処分） 

・各種資格試験・外務員資格更新研修の実施及び外務員の登録事務 

・証券取引等の苦情・相談、あっせん 

・認定個人情報保護団体の業務の実施 

・公社債市場の整備・拡充 

・上場株券等の取引所金融商品市場外取引の制度整備 

・グリーンシート銘柄等に関する制度整備  


