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序章

日本版ビックバン以降、「貯蓄から投資へ」の流れを目指す日本において、
証券会社の存在は以前よりも更に重要性が増している。
5

少子高齢化やインターネットの進展により顧客ニーズが多様化してきてい
る中で、リテール業務においては「顧客本位」が重視されるようになってきて
いる。また、手数料が自由化した 2000 年代に入り、ネット専業証券会社が急
速に勢力を伸ばしてきた。他方、バブル崩壊以降の日本では低金利環境や株価
の低迷が続き、企業の株式・社債の発行は減少傾向にあることから、伝統的な

10

ホールセール業務における企業からのニーズが移行しつつある。しかし現状、
証券会社はこれらのニーズに完全に対応しているとは言えず、家計貯蓄のうち
の現預金保有率の高さは改善されないままである。
更には金融危機以降、世界で金融規制の強化への動きが強まり、証券会社の
経営は逆境に立たされている。この状況を打破するために、規制に対応した健

15

全な経営を進めていくだけではなく、国民に投資を促し、証券市場を発展させ
ていかなければならない。
本論文において、こういった証券会社の目まぐるしく変化、多様化する課題
に対して考察していく。第Ⅰ章では日本の証券市場、また経済において証券会
社が担う役割と機能をその歴史や各証券会社の特徴と共に明確にする。また、

20

第Ⅱ章では証券会社の環境における現状と課題を確認し、第Ⅲ章においては日
本の証券会社がどのようにその課題に向けて対応してきたか述べることによ
り、現在において残されている課題を明らかにする。第Ⅳ章においては諸外国
との比較を用いながら、顧客本位を確立し、貯蓄から投資へと促すために第Ⅴ
章では証券会社経営に対し、第Ⅵ章では証券会社業務に対し、それぞれ提言を

25

行っていく。

30
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第Ⅰ章

証券会社の存在意義

本章では、第 1 節において証券会社やその外部環境の歴史を述べた上で、第
2 節で日本経済や金融市場における証券会社が担う役割を確認する。第 3 節で
は証券会社が伝統的に行ってきた業務と近年重要性が増してきている非伝統
5

的業務の相違、第 4 節においては独立系、銀行系、ネット専業証券会社のそれ
ぞれの特徴を明確にする。

第1節

証券業務の歴史

戦後、今日まで発展してきた日本の金融構造の最大の特徴は「間接金融の優
10

位」である。昭和期には、間接金融が資金仲介の 9 割程度を占めていた。しか
し、この日本の間接金融に依存した証券市場において、銀行の融資審査は少し
ずつ積極的になった。バブル期特有の過剰融資等も行われたため、バブルの崩
壊により多額の不良債権を抱えることになり、経営全体を揺るがす事態を招い
ている。

15

(1)

金融ビッグバン

1997 年橋本元総理は、日本の金融市場をニューヨーク、ロンドン並みの国
際金融センターへの転換を目指して、金融システム改革いわゆる金融ビッグバ
ンを実施し、証券会社を取り巻く環境を大きく変化させた 1 。金融ビッグバンと
20

は、市場原理が働く自由な市場、透明で信頼できる市場、国際的で時代を先取
りする市場の 3 原則に則り、抜本的な金融市場の改革を進めていくことである
2

。
とりわけ、証券業の免許制から登録制への移行や株式売買委託手数料の完全

自由化は、証券業への自由な参入と、同時期に進行した IT 革命、いわゆるイ
25

ンターネット証券取引の急速な普及によって、瞬く間に急激な価格破壊をもた
らすことになる 3 。顧客にとっては、ネットで気軽に、安価で、投資を行うこと
が可能となり、利便性の向上が図られた。更には幅広いニーズに応える商品が
登場し、銀行・証券等の取り扱い業務が拡大することによって、貯蓄をより様々
な方法にて運用できるようになる。しかしこのように価格競争が激化した中で、

4

多くの既存の証券会社は店舗の閉鎖や人員の削減というリストラを余儀なく
され、大手証券会社のビジネスモデルの転換が求められる。
金融ビッグバンの一環として、金融持株会社の解禁もなされることになり、
銀行と証券会社をはじめとする金融コングロマリット化が進行するようにな
5

った。金融コングロマリットとは、銀行や証券会社、保険会社、資産運用会社
等の様々な金融業者が形成しているグループのことを指す。2000 年のみずほ
ホールディングスを皮切りに、金融持株会社が設立され、現在大手を中心にほ
とんどの金融機関においてグループ化が進んでいる4 。これまで、金融機関へ持
株会社を規制していた理由として、複数の立場を有することによる利益相反の

10

発生、顧客に対して不当な抱き合わせ販売や銀行へのシステミックリスク拡大
が挙げられるが、現在においてもこれらの課題が解決したとは言い難い5 。しか
し、バブル崩壊以降、不良債権問題によって困窮していた金融機関は金融コン
グロマリット化を進めることによって、収益を改善させることに成功したのだ
った。

15

この金融ビッグバンによって証券会社のビジネスモデルの大きな転換期を
迎え、現在の証券会社の礎が築かれたと言える。

(2)

金融危機

欧米諸国を中心に銀行と証券の業際規制緩和が進む中、欧米大手銀行におい
20

ては、個人向けのリテール業務から大企業や機関投資家など金融機関向けの投
資銀行まで広範な業務を手掛け、且つ地理的には大西洋を挟んだ欧米を中心に
グローバルに業務展開するユニバーサルバンク化が進展した。しかし、このよ
うな中、2007 年米国の住宅バブル崩壊に伴うサブプライム危機、翌年のリー
マンショックを経て、2009 年には欧州債務危機が発生するに至った6 。これは、

25

これまで規制緩和に伴い業務を拡大させてきた金融機関に対して規制強化の
必要性が唱えられるきっかけとなり、現在まで規制強化の動きが継続している。
更には、この米国で勃発した金融危機は、日本経済にも深刻なダメージを与
えることとなった。バブル崩壊以降の長年の不況からようやく抜け出そうとし
ていた矢先の経済危機であり、株価も大幅に下落する原因となる。更には、東

30

日本大震災や欧州債務危機等の影響を受け、日本の株価は低迷を続けた。この

5

日本経済の先行き不安は、株式の発行額や新規株式公開の件数は減少させ、証
券会社のビジネスチャンスを大きく縮小させたのである。

第2節
5

証券会社が担う役割と機能について

金融市場には、間接金融と直接金融がある。間接金融とは、貸し手と借り手
の間に第三者が存在する資金調達を行う取引のことであり、銀行が第三者とし
て、融資を通じて企業と預金者の間を仲介することで間接的に企業は預金者か
ら資金を借りる仕組みである7 。一方、直接金融とは株式や債券などを発行して
投資家から直接資金を調達する取引のことであり、証券会社はこの直接金融に

10

おいて投資家と企業の仲介により投資を促進させることが主な役割である。
証券会社は、最終的な貸し手と最終的な借り手の間に立って本源的証券の売
買を媒介する直接金融における中核的な役割を担っている。現代の証券市場に
おいて、証券会社は直接金融の仲介者として金融市場の活性化に繋がるように
働きかけている。例えば、一般企業をはじめとし、今後の成長が期待されるベ

15

ンチャー企業の資金調達方法は、企業がより有利な条件で資金調達を行える点
から直接金融の方が適した手段であるとされている。しかし、中小企業の直接
金融での資金調達が困難である要因として、資金提供者となる不特定多数の投
資家は、配当や利子、値上がり益を期待して投資するため、投資家の利益に繋
がると今後の業績に期待されて選ばれた企業でなければならないことがある。

20

つまり、直接金融での取引を成立させるために必要となる企業財務情報開示に
おいて、そのための資料作成や専門的な知識を有する人材が求められるが、中
小企業ではそのような余裕がなく、直接金融で資金を調達できるのはごく一部
の企業に限られているのが実情である 8 。
このように、金融取引において銀行等を媒介する間接金融に依存している現

25

状がある。しかし、1990 年代のバブル発生期を例にして銀行が資金仲介者と
してのリスクの判断が的確に果たせないこと、その結果によって生じる不良債
権の後始末のために多大な時間や資金を要することやそのために前向きな資
金供給にさえも何らかの制約が生じる恐れが強いこと等を踏まえると、引き続
き今後このような間接金融中心の金融システムを維持し、それに依存するのは

30

難儀である。これを背景に、銀行等の仲介業者が資金供給に伴うリスクを負担

6

する間接金融に依存した金融構造を変革し、直接金融や市場型間接金融の比重
を高める国内経済・金融全体のモデルチェンジが必要になっている 9 。
また、我が国経済の継続的な発展のためには、いかに直接金融の中心である
証券会社がベンチャー企業による資金調達を容易にしていくのかが今後の日
5

本経済の発展の下支えとなる1 0 。ベンチャー企業の資金調達を機関投資家やベ
ンチャーキャピタル等に促し、ベンチャー企業の成長を支えることが経済活性
化に繋がる。ここで、日本におけるベンチャーキャピタルとは主に銀行、証券
会社や保険会社などの金融機関の関連会社のことである。ベンチャーキャピタ
ルは、今後において新規・成長企業に対するリスクマネーの供給の「仲介者」

10

であり続けると考えられるが、日本のベンチャーキャピタルの機能は、米国と
比較すると企業の成長に対して十分なサポートができていない状況下にある。
その要因としては、ベンチャーキャピタルの評価基準が定まってないことや、
これまでの成功事例が少ないことなどから、十分な資金がベンチャーキャピタ
ルに集まらないということがあげられる 1 1 。

15

【図表 1】VC 投資額の日米比較
(億ドル)
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出所）
『ベンチャー白書 2016』
・ベンチャーエンタープライズセンター・2016・
25

p.Ⅰ-73、『ベンチャー白書 2015』・ベンチャーエンタープライズセンター・
2015・pⅠ-2 より作成

また、証券会社の存在は市場全体の信頼性に不可欠であり、市場仲介者とし
て、効率的且つ安定的な市場仲介機能の発揮と投資家及び発行体の不公正取引
30

等に対するチェック機能が求められる。また、市場プレイヤーとしての証券会

7

社には、利益相反を防止する等の観点から厳格な自己規律の下での健全且つ適
切な業務運営が求められている1 2 。
時代が進むにつれて、証券会社に求められるニーズは日々変化または多様化
している。このような多様化する顧客ニーズに対応すべく証券会社はニーズに
5

適応した商品の提案や顧客に寄り添ったアドバイザリー業務やコンサルティ
ング業務も積極的に展開している。また、企業向けでの証券会社の機能の観点
からは、情報提供力や商品開発の強化に取り組むトータルソリューションサー
ビスを行っている。このように、証券会社の伝統的な業務がいかに重要な役割
と機能を果たしているかが分かる。

10

第3節

伝統的業務と非伝統的業務の相違

日本の証券会社が行う業務は従来、四つの伝統的な業務から成り立っていた。
一つ目はブローカー業務である。投資家から株式や債券の売買の注文を流通市
場に取り次ぐ業務で、投資家から委託手数料を受け取る。二つ目はディーリン
15

グ業務で、証券会社が有価証券を自己勘定で売買する業務で、トレーディング
損益を生み出す。三つ目はアンダーライティング業務である。株式会社や国が
株式や債券を新たに発行するとき、または既に発行されている証券を売り出す
目的で、その全部または一部を買い取る業務で、その対価として引受手数料を
得る。四つ目はセリング業務で、新たに発行される証券やすでに発行された証

20

券について、多くの投資家に向けて購入を勧誘する業務で、募集手数料を得る
13

。
しかし、日本の証券会社の収益構造は、1990 年代後半から大きく変化した。

金融ビッグバンと家庭へのインターネットの普及を契機に、ネット専業証券会
社の参入が増加し、大幅な手数料の引き下げによって取引シェアを急速に伸ば
25

したためである。更に 2000 年以降は IT バブルの崩壊とデフレの長期化を背景
に株式市場の低迷が続いている1 4 。
こうした環境下で、大手証券会社は、委託手数料は市場動向に左右され易い
ことに加え、証券会社間の手数料競争激化により利益の大幅な拡大は見込みづ
らいと考え、このようなフロー中心の収益構造から脱却し、顧客の保有資産に

30

関連して様々な収益機会を捉えることを模索している。対面営業の現場では、

8

株式や投資信託、SMA(Separately Managed Account:セパレートリー・マネージ
ド・アカウント)、ラップ商品などに加えて、保険、不動産仲介、相続・事業継
承コンサルティングなど、商品やサービスを多様化させている 1 5 。

5

【図表 2】国内証券会社の収益構造の変化
(兆円)
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出所）「会員の決算概要」・日本証券業協会 HP・2016 年より作成
（http://www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/kessan/index.html）

非伝統的業務から成るその他受入手数料の動向を確認してみると、金融危機
前の 2007 年までは、投資信託関連収益等の増加を背景に増加傾向にあったが、
20

2008 年には、金融危機の影響を受けて大きく減少した。その後も 2012 年度ま
で減少していたが、2013 年以降は増加を続けている。大手証券会社は、ここ数
年では、運用から管理まですべてを包括的に行う資産運用サービスであるラッ
プ口座サービス1 6 を通じて、その他受入手数料の増加に表れてきたものと考え
られる1 7 。

25

しかし、非伝統的業務収益の増加は見られるものの、旧態依然としたビジネ
スモデルへの依存からは脱却できておらず、多様なニーズに十分応えていると
は言い難い。今後、更なるビジネスの拡大が、多様化する顧客ニーズに対応す
る鍵となってくる。

30

9

第4節

各証券会社の特徴

証券会社は主に、独立系証券会社、銀行系証券会社、ネット専業証券会社の
3 つに分類される。
独立証券会社には、野村證券と大和証券の 2 社が主として挙げられる。野村
5

證券は 1925 年、大和証券は 1902 年に設立され、その歴史の長さから日本の資
産形成に大きく携わってきた。そして資本提携がないため経営陣に力があり、
経営戦略の意思決定が容易である。また豊富な資産運用方法を提案できること
も強みである。現在では、「顧客本位」が重要視されている中で、全国に支店
数を 多 く構える独立系証券会社は、強い経営力を武器に、その地域の顧客に根

10

付いた対面チャネルとしての経営を行っている。加えて、先陣を切って日本の
資産形成を支えていく役割として、その時々の日本経済に特化した経営や研究
を取り入れている。例えば野村證券では、深刻な高齢化に対して、米国で取り
入れられているような「ジェトロンシー(老年学)」の研究が進められている。
次に銀行系証券会社は銀行と資本提携しているため、資本基盤が非常に強固

15

であり、また銀行・フィナンシャルグループとの連携により、同一の顧客デー
タベースを用いることができるため、顧客基盤の拡大が容易である。一方で、
証券会社の経営陣の力が弱く、銀行やグループの意向に反映され易いとされて
いる。更に、銀行から出向してきた社員や、兼職している社員も多くいるので、
個人の専門性という観点では独立系に劣るとも言われる。大手の総合証券会社

20

が全国主要都市に店舗を構え、多くの営業職員を配置しているのとは対照的で
あり、場合によっては、証券会社から銀行や信託銀行へ出向することも有り得
るかもしれない。そのため、知識や技術の「幅の広さ」という観点では、独立
系に勝る1 8 。三井住友銀行と SMBC 日興証券の一体営業は事前に同意を得た個
人顧客を対象に、相互の商品やサービスを紹介する。ETF(Exchanged Traded

25

Funds:上場投資信託)や専門性の高い投信を購入したい銀行の顧客には、証券の
担当者が口座開設や商品の説明をする。一方、遺産相続や安全な運用を望む証
券の顧客には、銀行の担当者が遺言信託や銀行口座開設の案内をしている。
ネット専業証券会社とは、顧客との取引を全てインターネットを通じて行う
証券会社であり、1999 年の株式売買委託手数料の自由化を契機に、顧客との取

30

引をインターネットに特化することでコストを抑えつつ手数料を低く設定して

10

いる。この結果、デイトレーダーなどの取引回数の多い個人投資家を中心に口
座を獲得することに成功し、今では個人委託手数料シェアの 90％以上を占め
る。ネット専業証券は、少額からの投資が可能なことや簡単に取引が行えるこ
とから、金融リテラシーがあまりない日本国民に投資の関心を持たせることが
5

でき、近年における個人投資家の増加に寄与した。また、ネット専業証券は人
件費などの経費を大きく削減できることから、その分の手数料を低くすること
が可能である。近年においては、株式仲介だけではなく、業務を多様化させて
いる。例えば楽天証券では、IFA(Independent Financial Advisor:独立系ファイ
ナンシャル・アドバイザー)を取り入れた一部窓口販売を開始したり、マネック

10

ス証券では IPO(Initial Public Offering:新規株式公開)の受け入れ数を増やして
いる。

第Ⅱ章

証券会社の現状と課題

近年、少子高齢化、インターネットの普及や長引く不況により、証券会社の
15

顧客ニーズは多様化してきていると言われている。証券業の激しい競争の中で、
証券会社は顧客ニーズに対応していかなければならない。ここで、この多様化
しているニーズや証券会社の取り巻く環境を明確にすることで、証券会社が取
り組まなければならない課題を考察する。本章では第 1 節で証券会社経営、第
2 節でリテール業務、第 3 節ではホールセール業務のそれぞれの現状と課題を

20

明確にしていく。

第1節
(1)

証券会社経営の現状と課題

顧客本位の必要性

詳しくは後述していくが少子高齢化とネットの進展とともに、顧客のニーズ
25

は多様化している。そのため、国民の安定的な資産形成を行うためには、証券
会社は顧客一人一人のニーズを把握し、その顧客に相応しい金融商品の販売や
サービスを行わなければならない1 9 。2017 年 3 月 30 日には金融庁が「顧客本
位の業務運営に関する原則」を公表し、各証券会社へこのような取り組みを行
うよう促している2 0 。

11

しかし、証券会社はこのような顧客ニーズの多様化に対応しきれているとは
言えず、米国や英国と比較して、金融資産のうち株式・投資信託等の割合は低
いままである2 1 。

5

【図表 3】諸外国の個人金融資産構成の比較
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米国
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(％)

その他

出所)「英国における個人向け証券ビジネスの動向〜特徴と変化〜 『月刊資本
市場』」・大木剛・2015 年・p.15 より作成
15

家計による証券投資が増加しない要因として、国民に投資の成功体験が広く
共有されていないことが挙げられる。その背景には証券会社が、目先の手数料
を優先し、顧客と共に中長期的に成長していくという経営姿勢が根付いていな
いことがある2 2 。例えば、日本の投資信託において回転売買を行い、証券会社
20

が手数料収入を享受することや日本において比較的規模の大きいテーマ型投
資信託を利用して高い手数料収入を得ている状況が見受けられる2 3 。これらを
踏まえて、既存の証券会社が真に顧客本位の実現を見据えているか疑問が残る。
ここで、重要なのは証券会社が、若年層の顧客においても時間をかけて資産を
形成し、将来的に収益性の高い顧客になる流れを作り、短期的な利益ではなく、

25

中長期的な視点で顧客の定着を考えることである。
そこで顧客を第一に考え真に顧客の利益になる金融商品・サービスの提供に
努めるために、売買ごとに手数料を徴収するコミッションから預かり資産残高
に比例したフィーへと残高重視の営業方針が求められる。その有力な商品とし
てはラップ口座が注目されている。ラップ口座とは証券会社が投資家から資金

30

を預かり、運用から管理まですべてを包括的に行う資産運用サービスのことを
12

言う2 4 。近年の日本の証券業においてこういったラップ口座を中心に残高中心
の営業が重要視されつつある。このように投資信託において売買による手数料
から口座残高に合わせた手数料へと移行していくことで、回転売買により過度
な手数料をとるなどといった顧客と販売会社における利益相反が解消されて
5

いくものと考えられる。近年の証券会社は顧客本位の確立に向けて、このよう
な取り組みを行っていくことが求められる。

(2)

健全な経営の構築

リーマンショック以降、米国の投資銀行は金融危機発生の原因とされ、世界
10

的に金融機関への規制が強化されつつある。各金融機関はこの流れに対応して
いかなければならない。規制対応により、金融機関の収益が逼迫される可能性
がある。そのため日本の証券会社経営においても、コストの削減を実行し、健
全な経営を目指していかなければならない。
しかし、多くの対面型証券会社は、これまでのコミッション型の手数料中心

15

の収益構造から脱却できておらず、その引き下げに十分に対応できていない。
そのため未だに、購入時手数料がかからないノーロード投信など現役世代向け
の低価格商品の販売が進んでいない状況にある2 5 。
【図表 4】証券会社における投信取扱い本数の比較
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※2016 年 6 月現在
出所）
「資産形成層を開拓し、投信販売の主役の座を目指す『金融財政事情』」
・
佐山雅致・2016 年・p.12 より作成
13

しかし中長期的な経営を進める上で、現役世代が時間をかけて資産を形成し、
将来的に収益性の高い顧客になることを想定し、現在潤沢な資産を保有してい
る高齢層に加えて、現役世代の顧客を獲得することも重要となっている。その
ような状況下にて業務の合理化を図り、コスト削減を進めることで「顧客本位」
5

に耐えることのできる経営の構築が求められている 2 6 。

第2節
(1)

リテール業務の現状と課題

「貯蓄から投資へ」

日本には 1700 兆円を超える家計金融資産が蓄積されているが、その 52％が
10

現預金である。確かに預金は、元本保証があり安全性が高いため、不況が続く
日本でリスク資産に不安を抱える国民にとって、需要が高い。更には、必要に
応じて引き出せるといった流動性の高さと決済にも利用可能なため利便性の
高さが、預金に資産が集中している要因の一つと言える。しかし、量的緩和政
策やマイナス金利政策が行われていることで低金利環境が続く中、リスクのな

15

い預金によって得られるリターンはごくわずかにすぎない。第Ⅰ章で述べたよ
うに日本は企業の資金調達は間接金融主導から直接金融への移行が求められ
ている。そのため、「貯蓄から投資へ」と金融資産を流すことが重要である。
【図表 5】金融商品に対する重視点

20

いつでも出し入れができる

49.6％

元金が安全

42％

利回りが良い

28％

出所）「平成 27 年度 証券投資に関する全国調査（個人調査）」・日本証券業協
25

会・2015 年 p.28 より作成
（ http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27houkokusyo2.pdf ）

金融ビッグバン以降、日本では「貯蓄から投資へ」の下、安定的な資産形成
の拡大のため、様々な取り組みがなされている。初めに、確定拠出年金制度が
30

挙げられる。確定拠出年金制度は、毎月掛金を積み立て、運用しながら老後の

14

資金を蓄える制度で、資産運用に対して「自助努力」を促進するために、税金
優遇制度が導入されている2 7 。勤務する会社が掛け金を負担する企業型と個人
が掛け金を負担する個人型が存在する。企業型は、運用難により企業に重い負
担を強いている従来の企業年金に代わり企業型確定拠出年金の存在感は増し
5

ている一方、個人型においても 2017 年 1 月より公務員や専業主婦等も加入可
能になるなど、制度の拡大が図られている。
しかし、未だ加入者は少ない現状にある。その原因として、国民の金融への
知識不足や多様すぎる商品などの点が挙げられ、現在証券会社はこれらの課題
に取り組んでいる。これから国民一人一人が自ら資産の運用を行う確定拠出年

10

金制度の拡充が、日本国民に投資への意識を芽生えさせる鍵となるだろう。
次に NISA(Nippon Individual Savings Account:少額投資非課税制度)が近年成
果を挙げている。通常、株式や投資信託へ投資を行ったとき、これらの売却・
配当利益に対して約 20％の税金がかかる。NISA とは、NISA 口座内で、毎年一
定金額の範囲内で購入したこれらの利益が非課税になる制度である 2 8 。少額か

15

ら投資が可能な非課税制度なため、NISA が投資を始めるきっかけになるとさ
れている。実際に 2014 年から始まった制度だが、年々口座数を増加させ 2016
年 12 月末において、既に約 1000 万の口座が開設されている。更に 2018 年に
は積立 NISA 制度が開始される。積立 NISA は幅広い年代の長期的で安定的な
資産形成を補助する制度で、年間 40 万円を上限とする積立投資について配当・

20

譲渡所得が 20 年間非課税となる。証券会社はできるだけ多くの国民が投資の
成功体験を得られるよう、長期・積立・分散投資に適した投資信託が適切に組
成・販売されることが望ましいとされている 2 9 。
安定的な資産形成を行うためには投資信託などでのリスクを可能な限り軽
減しつつ、長期の分散投資を行うことが有効である3 0 。証券会社は、国が進め

25

る確定拠出年金制度や少額投資非課税制度を通して、国民の投資を促進するこ
とが望まれるが、そのためには多様化する顧客ニーズに対応していかなければ
ならない。

30

15

(2)

高齢者のニーズ

近年、人口の高齢化により、家計金融資産が高齢世帯に偏在しており、約半
分に当たる 900 兆円超を 65 歳以上の高齢者が保有している。米国はこの 20 年
間の家計金融資産の伸びが 4.3 倍になっている一方で、人口の減少や高齢化の
5

進展に直面し、この先資産を積み立てる現役世代が減少するとされる日本は
1.7 倍にとどまっている現状にある 3 1 。金融資産の蓄積に限界が近づいている
日本経済にとって、国民の富を安定的に増加させることは今後の課題となる。
日本における金融資産の半分を保有する高齢者層は資金を預金に回す傾向
にある。しかし近年、医療の高度化が進展していき、退職して老後が 30 年以

10

上ある時代に到達しようとしている3 2 。ここで、高齢者の顧客自身にとっても
今後長期・分散投資を行い、自らの資産を形成していくことが重要になってき
ている。預金保有率の高い高齢者にとって安定的な運用のニーズが強いが、近
年の低金利環境下では今後金利上昇局面が考えられ、シンプルな債券投資は困
難なものとなっている。そのため、分散投資が必要となってくるが、そういっ

15

た手数料や投資信託の仕組みは高齢者が容易に理解できるものにはなってい
ない。このような状況にある中、高齢者一人一人に親身にアドバイザリーサー
ビスを行っていき、顧客の理解を深め、高齢者が保有する潤沢な資金を投資へ
と促進していかなければならない。
超高齢者社会とも言える日本は、年間で約 130 万人が亡くなる多死社会を迎

20

えている3 3 。相続によって近い将来、現役世代へおよそ 1000 兆円が相続され
るため、個人の金融資産がどのように移動していくか注視していかなければな
らない。
そのような中、高齢者による相続に関するニーズが高まっている。そのため高
齢者に対して資産の運用や投資に関するアドバイザリーサービスだけでなく、

25

相続対策など顧客に合わせたコンサルティング営業のニーズが高まっている。

(3)

若者のニーズ

現在の高齢化社会において、現役世代が将来受け取る年金に対して大きな不
安が残る。今後、、およそ 1000 兆円もの資産が高齢世代から現役世代へと相続
30

される。高齢者が保有する金融資産は、現預金へと傾く傾向にあるが、相続さ

16

れた貯預金をそのままの資産に残している人が大半を占める中で、10％の人達
は金融資産を売却し、貯預金として銀行に預けているという調査が公表されて
い既存の社会保障に頼ることができない中で、国民自らが資産形成に意識を傾
け、自助努力を進めていかなければならない。一方で、前述したように今後る
5

34

。これらの資産を目減りさせることなく運用していくことが、日本経済にお

いて求められている。
前述したように 2000 年代に入ってインターネットが普及し、金融ビッグバ
ンと共に、ネット専業証券会社が台頭してきた。ネット専業証券会社の台頭は
手数料競争を激化させ、国民にとって投資コストを大幅に引き下げた。これに
10

より富裕層だけでなく、若者に向けても投資が身近なものになり、個人投資家
を増加させたのである。現在、株式委託売買のうち約 9 割をネット専業証券会
社が占めているが、特にネットリテラシーや金融リテラシーが相対的に高い現
役世代はこういったネット取引を好む傾向がある。
日本の潤沢な金融資産のおよそ半分を高齢世代が占めていることから分か

15

る通り、富裕層というものは高齢者に傾いている。金融庁は、資産運用に関す
る個人向けのアンケートを実施したが、投資を行わない理由として「まとまっ
た投資がないから」という回答する人が 73％に達した3 5 。多くの人が証券投資
には多くの資金が必要だという固定概念が残っていることがここから読み取
れる。しかし、実際手数料のかからないノーロード投信や数百円から始めるこ

20

とのできるネット投信の存在がすでに広まっている中で、いかに若者にもその
ような投資を推進していく必要がある。更には前述した積立 NISA 等の制度の
認知度もいまだに低い水準にとどまっている。積立投資は少額から始めること
ができ、途中で増額や減額も自由に設定できる。積立の設定をしてしまえば、
自動的に投資を続けられる上に一度に必要とする資金が小さいので、一度に投

25

資するより投資に対する負担が小さく感じられる。更には買い時を分散してい
るため、リスクの分散にも繋がるといったメリットを享受することができる。
比較的投資資金の少ない若者にとって、ネット証券取引等のコストのかから
ない投資形態に傾いている。しかし今後長期的な資産形成を進めていく上で、
ネット証券取引の利用が多い若者にとっても重要な判断を行う場合には、専門

30

家のアドバイスを必要としている。そこで、真に長期的な顧客の獲得を目指す

17

ためには若者の顧客に対しても、投資へのアドバイザリーサービスを展開させ
ていく必要がある。

第3節
5

ホールセール業務の現状と課題

近年、世界的な金融危機や日本における異次元金融緩和政策などを受けて株
式や債券市場、ローン市場等のセカンダリー市場の流動性が低下し、顧客フロ
ーも減少している状況にある。また発行市場においても世界的な景気の不透明
感の高まりを受けて株式や債券の発行量が減少傾向にある。そのため、株式や
債券などの引き受けやそれらの売買仲介などの証券会社の伝統的な業務にお

10

けるビジネスチャンスは縮小している 3 6 。一方で、2015 年 6 月にコーポレート
ガバナンス・コードが公表され、日本企業の ROE(Return On Equity:自己資本
利益率)向上が更に求められている。こういった潮流に合わせて、業界再編や企
業買収を通じて成長を求める企業が増加し、M&A 市場が活発になっている。
そのため企業への M&A アドバイザリー等、投資銀行業務による収益が増加し

15

ており、各企業の個別ニーズに対応したソリューションサービスのニーズが高
まるなど証券会社における非伝統的業務の存在感が増してきている。このよう
に、ホールセール業務におけるニーズは、引受業務等の伝統的業務からアドバ
イザリー等の非伝統的業務へと移行しつつある。
更にリーマンショック後、日本経済は大きく落ち込み、長年デフレに陥って

20

いる状態から日本企業にとって先行き不安は募るばかりである。企業の財務戦
略が保守的になり、収益の多くを内部に蓄える傾向が強まった。その結果、企
業が保有する現預金が増加し、日本経済システムへの資金流入が滞っているた
め、これが日本経済の低迷につながったとされている3 7 。このように日本企業
が内部留保をため込んでいる現状があり、この資金を有効に活用していくこと

25

が日本経済にとって重要である。

第Ⅲ章

従来の大手証券会社のビジネスモデル

前章で挙げられた証券会社の取り巻く現状や課題に対して、独立系、銀行系、
ネット系の各証券会社が構築してきたビジネスモデルを確認することで、現状
30

対応しきることができていない課題を考察していく。
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第1節

独立系証券会社

独立系証券会社は、
「フィデューシャリー・デューティー」の概念に基づき、
対面チャネルとしての経営を行っている。他グループに属しておらず証券会社
の経営陣に力があるため、経営戦略の意思決定が容易であり柔軟に経営を行う
5

ことが可能である。銀行系証券会社と違い、長期的に証券会社に勤めてきたと
いう人が多いため、個人の専門性は銀行系証券会社に比べて高いと言われてい
る。一方で銀行と提携していない分、顧客基盤は銀行系と比較すると弱く、そ
の基盤を自身の会社だけで開拓する必要がある。本節では、独立系証券会社が
どのように市場に働きかけているのかを明確にする。

10

独立系証券会社の強みとして、資本系列に縛られることなく、コンサルティ
ング能力が高く、顧客に見合った営業をし易いことが挙げられる。また、顧客
のニーズに応える方策を提案するだけでなく、外部運用会社に対する情報やフ
ァンドラップの運用プラットフォーム、資産運用に関するコンサルティングサ
ービス等も提供している 3 8 。国内の個人金融資産に対して「貯蓄から投資へ」

15

のスローガンに沿って、資産運用ビジネスに注力し、証券会社が個人投資家と
契約して、資金の運用から管理、投資のアドバイスまでを包括的に行う投資一
任サービスであるラップ口座がある。
【図表 6】国内投信の預かり残高（2014.3）

20

順位

証券会社

国内投信残高（百万口）

１

野村證券

16,203,619

２

大和証券

8,302,399

３

SMBC 日興証券

5,744,258

４

みずほ証券

5,220,368

５

三菱 MS 証券

3,923,553

１０

SBI 証券

1,907,794

１２

楽天証券

1,293,746

出所）
『資本市場の変貌と証券ビジネス』
・証券経営研究会・2015 年・p.507 よ
り作成
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このように、顧客によって異なる最適なポートフォリオの提案と相続・税務
など資産運用に係る幅広いアドバイスの提供により顧客との信頼関係を築い
ていくことが重要である。
また、コンサルティングサービスの一環として、相続対策の面でも資産運用
5

の提案を行なっている。顧客の家庭事情を踏まえながら余裕を持った早め早め
の相続対策を行うことで、商品の選択肢の幅も増え、大切な資産を大切な人へ
引き継げる円満な相続を実現できる。具体的に野村證券では、遺産分割対策、
納税資金対策、相続税の軽減対策に関するコンサルティングを行っている 3 9 。
少子高齢化が急速に進む日本において、証券会社による相続対策でのコンサル

10

ティング業務は今後ますます重要となってくる。一方で、そのような人口問題
が深刻化する中で、将来の資産運用に不安を感じる現役世代こそが、自助努力
による自発的な資産運用を行なわなければならないために対面取引の延長と
して、気軽に口座を開設できて、利用方法もシンプルであるネット証券取引へ
の関心が高まっている。

15

野村證券では、野村の口座を所持している顧客のみが本店や支店での取引の
延長として利用できるオンライン取引サイトである「野村ホームトレード」 4 0
をはじめとし、ネット証券ビジネスとして、インターネットと電話をツールと
して取引が可能なシンプルで利用し易い取引サイトである「野村ネット＆コー
ル」を開設している 4 1 。他社のネット専業証券会社と比較すると取引手数料は

20

高めに設定されているが、「野村證券」というブランド力、実績や歴史による
顧客からの信頼によって多くの支持を集めている。大和証券でも、「オンライ
ントレード」という商品の売買等の取引がオンライン上でできるサービスがあ
る4 2 。オンライン取引の先駆として約 300 万人の利用実績を誇っており、長年
の運用ノウハウと高速取引システムの導入によって安定的な取引環境を顧客

25

に提供している。また、割安な手数料で顧客の安心サポート体制を備えている
ことから顧客からの注目を集めている。
このように、現在の証券市場を捉えると、高齢者層は自分の資産をどのよう
に守り、次世代に相続として受け継いでいくか、また、中堅企業オーナーは、
事業継承や企業の存続をかけた戦略を、地域の金融機関はこのような緩和政策

30

下で運用戦略をいかに工夫して考えていくのかという視点において、顧客ニー

20

ズに合った資産運用の提案から金融商品の提供、資産管理までを行うコンサル
ティング業務での存在感を増している。高齢者や富裕層向けのコンサルティン
グ業務も重要であるが、一方で現役世代の顧客獲得を狙い、ロボアドバイザー
の導入等、非対面サービスの強化にも積極的に取り組んでいる。独立系証券会
5

社は、銀行系証券会社やネット専業証券会社との差別化という意味でも IPO や
ベンチャー企業への支援、オープン・イノベーションを推進するほか、革新的
なビジネスを進めて行かなければならない。今後も独立系の強みを活かしつつ
日本の金融市場の活性化に貢献していくべきである4 3 。

10

第2節

銀行系証券会社

日本では従来、米国を模倣し銀行業務と証券業務を分離する政策がとられて
いたが、1993 年に銀行と証券会社が、それぞれ子会社を設立し相互に業務の
参入が認められることとなった4 4 。更に 1998 年にて投信の窓口販売・持株会
社方式での証券会社保有が可能になり、銀行と証券会社の相互参入が活発化し
15

ていき、金融機関の形態は大きく変化していった。銀行系証券会社は、証券会
社が提携する銀行の特徴が、業務に強く反映される。証券会社はその特徴を強
みにして経営を行う。そこで、銀行系証券会社がその強みを活かしてどのよう
な経営を展開させてきたか確認していく。
まず、銀証連携を行う利点として、情報力の強化がある。銀行、証券会社、

20

共に培ってきた情報収集能力を持ち寄ることで、更なる顧客ニーズへの対応が
可能となる。この点において例を挙げるならば三菱 UFJ モルガン・スタンレー
証券である。三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は世界 43 ヵ国以上にネット
ワークが存在することで有する高い情報力を駆使し、投資銀行業務において強
みを持っている。具体的に、地政学的な事象や世界景気の先行きなど、投資判

25

断に必要な情報を届けることができる。また、この情報の投資以外の利用先と
して、海外企業を買収するクロスボーダーM&A でのアドバイザリー業務や、
日本企業と海外投資家を結び付けた資金調達のサポートなどがある 4 5 。
また、銀行と提携していることで、証券会社は個人顧客の資産運用に関する
幅広いニーズに対応することができる。法人顧客相手には、資金調達・運用ニ

30

ーズ共に対応することができ、更に M&A や新規株式公開等に係るコンサルテ

21

ィング、アドバイザリー業務の提供がし易くなる。この点で強みを見せるのが、
みずほ証券である。みずほ証券の特徴として、
「One MIZUHO」のスローガンの
下、銀行・証券・信託のグループ一体運営を推進している。みずほ銀行との共
同店舗化を進め、総合的な金融サービスを 1 店舗で提供し、幅広い顧客ニーズ
5

に対応しようとしている4 6 。例えば、銀行員でありながら、証券会社にも籍を
置く社員を増加させている。こうして事前の同意がある企業に対しては、貸し
出しだけに留まらず、エクイティファイナンス、M&A まで一人の担当者が窓
口になる。銀行と証券が別々にアプローチを行うよりも、企業ニーズに対応し
た提案を行いやすくなる。結果として、みずほ証券は 2016 年度の M&A 公表案

10

件において、37.7％のシェア(金額ベース)を獲得し業界第一位となっている 4 7 。
銀行と提携することでの他の強みとして、スウィープサービスが挙げられる。
スウィープサービスとは、銀証連携を行う事で可能となるサービスの 1 つであ
る。リテール部門において、グループとして共通の情報を管理すること 4 8 で、
預金口座と証券口座の統一管理のような、コスト削減や顧客にニーズへの対応

15

が可能となる特有のサービスを展開することができる。このサービスは顧客層
の拡大や、金融商品販売の増加に繋がると考えられるが、この業務において証
券会社ごとの差異は見受けられない。
更に、金融商品の仲介も可能となる。証券会社が銀行の委託金融商品取引業
者として、豊富な金融商品や証券取引業務に関する各種インフラを銀行に供給

20

することができる。銀行を通じて、法人および個人の顧客向けに、資金運用ニ
ーズに適した商品・サービスを提供していくことが可能となる。
ここまで銀証連携を行うことによるビジネスモデルについて述べてきたが、
銀証連携を行う上で一方の利益のために他方を犠牲にする利益相反が問題視
されており、以下のような点が指摘されている。

25

金融グループ内で投資銀行業務が行われた際に、関与した親銀行に一方的に
優位な取引等が行われる可能性や、与信取引において優位に立つことがある銀
行が、その地位を利用して証券取引が行われる懸念などがある。
このことから、情報を銀行グループ間で共有するためには、利益相反管理体
制を公表することが求められており、その中で利益相反の類型を上げる必要が

22

ある。そのため該当する各証券会社は、利益相反管理方針の概要をホームペー
ジ上で公開している。
このように、銀証連携を行う事で、業務の拡大とそれに伴う顧客ニーズへの
対応が可能となるが、利益相反の懸念は避けられない4 9 。長期的な経営を行う
5

上では、利益相反を犯さず、顧客本位の確立も重要になってくるであろう。

第3節

ネット専業証券会社

1990 年代後半のインターネットの急速な普及に加え、1999 年の株式売買委
託手数料の自由化により、ネット専業証券が市場でのシェアを伸ばし始めた。
10

それまでの対面営業と異なり、基本的に営業拠点や営業員を必要としないため、
人件費などの抑制により、低コストでの運営が可能になった。このためネット
専業証券は委託手数料を大幅に引き下げ、価格競争力をつけることにより市場
において顧客獲得をしていった5 0 。

15

20

【図表 7】ネット専業証券会社利用顧客層割合

現役世代
80.3%
出所）
「インターネット取引に関する調査結果(平成 29 年 3 月末)について」
・日
本証券業協会・2017 年・p.2 より作成

25

（http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/files/netcyousa2017.3.pdf）

利用者は個人投資家が 8 割を超えており、とくに手数料の安さから投資初心
者や若者が多い5 1 。手数料が安く参加し易いネット専業証券会社は対面チャネ
30

ルのように顧客と密に関わらないために、短期的な投資で終わってしまい、結

23

局、顧客の喪失に繋がってしまうのである。そこで、ネット専業証券は長期的
投資の顧客獲得のために様々な取り組みを行っている5 2 。
主な具体例とともにネット専業証券会社の取り組みを確認する。まずは、長
期的投資の促進の一環として個人が資産運用を証券会社に一任する「ラップ口
5

座」が今後更に普及する兆しを見せている。大手証券会社や信託銀行が提供し
ていたが、例えば第Ⅰ章でも触れたように楽天証券では、系列に属さない独立
系の FP(Financial Planner:ファイナンシャル・プランナー)会社とネット専業証
券が提携し、顧客に分かり易いアドバイザリー業務を行うことで顧客の長期定
着化を図っている。

10

その傍ら、ネット専業証券会社はリテール部門の事業だけに注力しているわ
けではない。例えばマネックス証券では IPO に力を入れている。ネット専業証
券が IPO を行う特徴としては、申し込みの当選確率が過去の取引実績や預か
り資産額に関係なく平等な抽選を採用しているところが多い。中でもマネック
ス証券をはじめとした一部ネット専業証券会社では、100％平等な当選確率を

15

採用していることから、最近ではネット専業証券会社の IPO の人気が急増し
ている5 3 。
また、ネット専業証券会社は口座開設料や口座維持費が無料なことはもちろ
んのこと、松井証券では株式委託手数料も投資額 10 万円までは無料であるな
ど、少額投資を推進することで新規顧客獲得と長期運用の促進を図っている 5 4 。

20

これらのようにネット専業証券会社は、大手対面型証券会社が執り行ってい
た部門も担うようになり、その垣根を越えつつある。その中で、ネット専業証
券会社は今後、従来から強みとしてきた低コストや取引の手軽さを活かして、
大手証券会社に対抗できるよう、独自の「顧客本位」体制を確立することが必
要となってくる。

25

第Ⅳ章

日本と諸外国の証券ビジネスの比較

本章では、証券業務や投資銀行業務に関して日本と諸外国を比較する中で、
各国における金融業界の現在に至るまでの経緯を述べる。そして、諸外国にお
ける環境の変化に対して、証券業・投資銀行業において各国がどのように対応
30

してきたのかを考察し、日本との比較を用いながら述べていく。
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第1節

米国の証券ビジネス

日本の証券業務は、世界の証券市場をけん引する米国を参考にして発展して
きた部分も多く認められる。今後の日本の証券会社のあり方を考える上で、米
国の証券ビジネスがどのように進化しているのかを日本との比較を混じえな
5

がら明確にしていく。

(1)

米国証券市場の歴史と発展

米国の証券業界は 1975 年 5 月に株式売買の委託手数料が自由化されて以来、
大幅な規制緩和、機関投資家の台頭、国際化等をはじめ、競争の激化にさらさ
10

れてきた5 5 。競争が激化する中で、販売手数料に頼ることから脱却し、20 年以
上前から、顧客志向の預かり資産に応じた手数料体系を採用するラップ口座や、
SMA を利用した資産管理型営業の取り組みが始まった。これらは米国におい
てフィー型マネジメントアカウントと言われるが、2014 年度には個人投資家
の口座に占める割合が約 3 割に達した5 6 。

15

本節では、米国証券会社における銀行と証券会社の連携ビジネスについても
述べていく。2008 年の米国発の金融危機は、当時の投資銀行業務のあり方に
問題があったとされている。リーマンショックの影響に加えて、内部管理体制
や規制強化への対応等に関する負担感から特に小規模証券会社の廃業が進行
した。当時の米国金融機関は、リスクの高い低所得者向けに急増した住宅ロー

20

ンの証券化商品を積極的に取引していた。つまり、投資銀行が急速なレバレッ
ジの増加と過剰なリスクの追求をしていたことが直接的に多くの金融機関の
破綻につながったのである5 7 。このような金融機関を経て、米国をはじめとし
て投資銀行に対する規制強化が世界的に進められたのと同時に、健全な証券会
社経営が求められるようになった。

25

米国のリテール証券業界において、対面とインターネットのバランスを組み
合わせる手法には各社に個性が見られ、そのバリエーションは日本の証券会社
よりも豊富である。ビジネスモデルとしては、対面では投資助言業務による残
高ベースの報酬が重視される一方、インターネットでは様々な顧客層からのフ
ローの取引手数料が重視されている5 8 。

25

現在、日本のリテール証券業界は転換期を迎えており、個人に対する金融商
品販売の総合コンサルティングを基軸としながらも、新たなビジネスモデルを
模索する必要性がある 5 9 。こうした中、米国のリテール証券会社の特徴を見て
いくと、個人に対する金融商品販売の総合コンサルティングを基軸としている
5

ことには共通性があるものの、いくつかの点で違いが見られる。顧客との接点
について見ると、対面チャネルでは日本のリテール証券会社は支店を中核とし、
証券会社に雇用された社員等が担い手となっている一方、米国のリテール証券
会社はアドバイザーを中核とし、証券会社に雇用されたアドバイザーと共に、
証券会社とは直接の雇用関係を持たない独立アドバイザーを通じた顧客接点

10

がもう一つの主要なチャネルを構成しているという特徴が見られる。また、イ
ンターネットチャネルでは、個人顧客を主要ターゲットとしていることは共通
であるものの、米国のリテール証券会社では顧客層別の複数の取引プラットフ
ォームを提供し、中小機関投資家や独立アドバイザー向けのビジネスをもう一
つの主力ビジネスとしていることが特色である6 0 。

15

(2)

顧客ニーズに対応する RIA(Registered Investment Adviser:個人向け投資

顧問業者)と Fintech
リーマンショックを経て、米国における金融機関が取引を慎重化させていた
こともあり、個人顧客や小規模な法人顧客の中には、安心且つ安全な金融サー
20

ビスを求める動きが強まっていた6 1 。金融危機後も米国リテール証券業界にお
ける収益が対面チャネルを中心に比較的安定している背景には、RIA の活躍が
ある6 2 。顧客ニーズの変容に沿って RIA や Fintech サービスがいかに証券業界
に革新をもたらすのかを述べていく。
米国には、証券会社等の金融機関に所属せず、独立して個人投資家に資産運

25

用のアドバイスを行う RIA が多数存在する。RIA は投資家の年齢、資産保有状
況、リスク許容度等に応じてその個人のニーズに適応したモデルポートフォリ
オの提案やアドバイスを行う。この RIA サービスの競合として、非対面で資産
運用に関するプランを提供するロボアドバイザーと呼ばれる Fintech サービス
が登場した。人間の手を介さずに低コストで顧客本位の体制で適切なポートフ

30

ォリオを提供するためにコストに敏感な若者世代からの高い支持を得ている。

26

ロボアドバイザーに関して、米国では 2016 年段階で約 30 兆円もの資金がロボ
アドバイザー経由で運用されており、今後の増加も見込まれている。
Fintech とはファイナンスとテクノロジーを掛け合わせた造語であり、スマ
ートフォンなどを使う決済や資産運用、ビッグデータ、AI(Artificial Intelligence:
5

人口知能)などの最新技術を駆使した金融サービス全般を指す 6 3 。Fintech は単
なる金融サービスの IT 化ではなく、ブロックチェーン技術の活用等による金
融取引の仕組みの変革や影響力のある新たなイノベーションを通じて証券会
社の業務に影響を与える6 4 。米国では 2008 年のサブプライムローン危機の影
響を受け、多くの金融機関が経営難に陥ったことで中小企業や低所得層を中心

10

に銀行への不信感が高まり、新しい金融サービスを求める動きが加速したこと
をきっかけに世界的にも先行した 6 5 。

【図表 8】世界の Fintech への投資額の推移
(10憶ドル)
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出所）
「堅調に推移する 2015 年における日本でのフィンテック投資」
・Accenture
HP・2015 年・p.1 より作成
（https://www.accenture.com/t20170411T171131Z__w__/jp-ja/_acnmedia/Accenture/jpja/Documents/DotCom/Accenture-Fintech-Innovation-Lab-Asia-Pacific-JP.pdf）
25

Fintech の導入が進むと、オープン・イノベーションとして金融機関が情報
連携の仕組み等を適切に公開することによって便利な金融サービスを顧客に
提供することができる。また、Fintech の発展自体が IT ベンチャーの活性化に
繋がるため、日本の証券会社においても米国のように積極的に導入していくべ
30

きである。

27

規制の多い金融ビジネスの業界は、これまで新規参入が困難であったが、近
年、金融機関の業務を少しずつ AI が代替し始めており、投資への助言や資産
運用を AI に置き換えるロボアドバイザーサービスの開発が進んでいる。2018
年にはミレニアル世代における投資可能資産も７兆ドルになることが予想さ
5

れるほどのロボアドバイザー市場の拡大が進んでいる6 6 。その背景には現役世
代もしくはその親世代が、サブプライム問題やリーマンショック等の金融危機
を目の当たりにしたために、金融機関に対する信頼が薄くなっていることがあ
る。よって、ミレニアル世代の半数以上が親と同じ従来の一般的な対面型での
サービスではなく、ロボアドバイザーのような非対面の新たなサービスの需要

10

が高まっている。実際に、ミレニアル世代から支持を受けているロボアドバイ
ザーは、過去 5 年間において大手金融機関やベンチャーキャピタルから総額約
2.7 億ドルの資金調達に成功している 6 7 。
Fintech は、決済・送金、個人資産管理、資産運用支援、クラウドファンディ
ング、資金調達、保険の分野で消費者向けの金融サービスを提供する面から、

15

金融と IT を結びつける手段として消費者にとって最も身近なサービスの 1 つ
であるとされる 6 8 。よって、顧客の取引の手間を軽減させる効果をもたらす決
済分野や家計・資産管理分野での活用が期待される6 9 。米国では、このような
ロボアドバイザーをはじめとする Fintech サービスの対象が個人やミレニアル
世代向けであるのに対し、日本は、団塊世代を中心とした高齢者向けのものが

20

多く、将来世代にまで未だ十分に行き届いていない。したがって、米国の証券
ビジネスを目指しつつ、中長期的な国民の資産運用を考慮すると、日本の証券
ビジネスは高齢者層だけでなく、今後の未来を生きる現役世代に対していかに
アプローチしていくかが重要となる。

25

(3)

米国における銀証分離政策への動き
米国では、第一次世界大戦後、銀行による証券業務が拡大していた。その

中で 1929 年に発生した大恐慌より、銀行による証券業務の存在が証券投機や
不正取引の温床となっていることが明らかとなり、そのことが証券価格の暴
落と暴騰を招いた。その影響が国民全体に及ぶ要因になったとの反省から、
30

1933 年の銀証分離政策であるグラス・スティーガル法が制定された。グラス・

28

スティーガル法の分離規制には、銀行・証券会社全体に対する業務の規制と、
職員等の兼職規制や銀行と証券会社の間の系列関係の規制が含まれた 7 0 。
しかし、1970 年代後半の規制金利商品からの預金流出、累積債務を中心とし
た銀行の不良債権の増大などを受けて、規制緩和が進展し金融自由化への動き
5

が強くなった7 1 。
1987 年にグラス・スティーガル法の運用が部分的に緩和され、株式・社債等
の引受・ディーリング業務による収入割合が銀行持株会社の総収入の一定以下
である証券会社であれば、銀行持株会社の参加に入ることが認められるように
なった。ただし、その際、銀証分離政策を緩和することによって懸念される利

10

益相反や銀行の優越的地位の濫用等の発生を防止するため、ファイアーウォー
ル規制が導入されることになった。1993 年に施行された銀行・証券間のファ
イアーウォール規制では銀行と証券業の兼営が禁止された7 2 。
しかし 1997 年、顧客の非公開情報に係る共有制限が撤廃される等、ファイ
アーウォール規制の大幅な見直しが行われた。更に、1999 年に制定されたグ

15

ラム・リサーチ・ブライリー法の成立によって、銀行業、証券業、保険業の相
互参入が可能となり、グラス・スティーガル法の銀行持株会社による他の金融
機関の所有を禁止する条項は廃止された 7 3 。
2017 年 5 月、米国のトランプ大統領は銀証分離政策の復活を検討している
という旨の発言をした 7 4 。現在、グラス・スティーガル法の復活の動きに関し

20

ては、非伝統的銀行業務をグループ内の中間持株会社の下にまとめる案と、規
制緩和以前のグラス・スティーガル法の復活を目指す案の 2 つがある。前者の
案の場合、投資銀行業務などの非伝統的銀行業務は、グループから分離するこ
とまでは求められない。後者の案の場合、証券会社をグループ内に有する銀行
グループは証券会社を分離する必要がある 7 5 。

25

(4)

米国における ETF(Exchanged Traded Funds:上場投資信託)市場の拡大

ETF は世界の市場では拡大しているが、日本での普及は進んでいない。しか
し、ETF は通常の投資信託と比べ信託報酬が安く、更にバスケット型の商品で
あるためにリスク分散も可能となる。そのために長期投資に適した金融商品で

29

ある。ここでは世界の 7 割超の市場規模を誇る米国を参考にし、今後の日本の
ETF ついて考える。
米国で ETF が誕生したのは 1993 年のことである。この背景には、1987 年に
起きたブラックマンデーがある。株価の大暴落を受け、市場バスケット自体を
5

購入できれば、という考えが生まれ、ETF が開発された7 6 。
米国金融市場において、ETF がまだ普及していなかった時は、営業担当者に
とって手数料の低い ETF を顧客に勧めるインセンティブは小さく、マーケテ
ィングに積極的ではなかった。しかしその後、さまざまな投資教育や商品改良、
銘柄の拡充などを経て、更に、2003 年の秋に米国で話題となった投資信託の

10

不正取引問題から、通常の投資信託と比べると、不正取引の余地の少ない ETF
の透明性や低コスト構造が前向きに評価されるようになった 7 7 。

【図表 9】世界の ETF 運用残高
(10億ドル)
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出所）‘ETF Annual Review & Outlook’・Deutsche Bank HP・2017 年より作
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成
（ http://www.n3d.eu/_medias/n3d/files/etude_deutsche_am_etf.pdf#search=%2
7ETF+Annual+Review+%26+Outlook%27）
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ETF の残高は 2008 年こそ前年と比べて減少したものの、その後増加傾向に
転じ、直近の 2017 年の 5 月末では、米国の取引所に上場している ETF の残高
は、全世界の 72％の 2 兆 9110 億ドルである7 8 。
米国の ETF は 2000 年代に入り、商品のバラエティが充実した。セクター別
5

指数、外国またはグローバル株式指数、債券指数、金などの商品指数などが次々
と開発された。更に 2008 年から、ETF の特徴であったこれまでのパッシブ運用に適
したものではない、運用者の判断により銘柄入れ替え等を行って指数を上回る
パフォーマンスを目指すアクティブ運用型の ETF も出現している。しかし、現
在の米国では 99％がパッシブ運用となっている。2017 年 4 月の米労働省フィデュ

10

ーシャリー・ルール実施に向けて、米国でフィデューシャリー・デューティー
強化が加速、低コストのパッシブ、ETF に資金が向かった。
フィデューシャリー・デューティー強化は米国だけではなく、グローバルな
トレンドであるために、日本でも早晩同様なことが起こる可能性がある7 9 ため、
今後日本でも ETF が個人向けに普及する可能性は大いにあるだろう。
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第2節

英国の証券ビジネス

英国では「顧客本位」が重視された証券会社の経営が執り行われている。そ
ういった「顧客本位」重視の経営になった背景は、英国が生命保険制度の発祥
の地であることや、個人貯蓄率の改善など様々だが、今日の日本において、国
20

民に長期の資産運用を促すためには、特にリテール業務においては、英国の成
功例を参考にする必要がある。

(1)

英国の特徴

実際に、英国における個人貯蓄は、年金・保険といった長期契約貯蓄の割合
25

が世界的に見ても高水準であり、これが英国の特徴であるといっても過言では
ない。このような資産保有割合の構図になった原因は、英国が生命保険制度の
発祥の地であるということが大きいが、それ以上にこのことを後押ししたのは、
サッチャー政権が 1988 年に導入した年金改革である。これは、国の年金負担
を軽減するために、一部を個人年金制度に変革したというような制度だが、英

30

国ではこの出来事を起点に国民の投資商品への意欲が高まった。また、1990 年

31

代の英国では、不動産市場や株式市場が好調であったことから、それらに連動
した金融商品を生命保険の資産運用に組み込んだりするなど、投資商品の多様
性も豊富になっていった8 0 。

5

(2)

顧客ニーズにより拡大する IFA(Independent Financial Advisor:独立系フ

ァイナンシャル・アドバイザー)
上記のような背景の中で、英国では長期の資産運用に国民の関心が高まって
いった。そのうえで生命保険商品などの金融商品を国民が購入するにあたって
様々なチャネルが台頭した。例えば従来的な証券会社の窓口チャネルや、スー
10

パーマーケットなど国民が購入し易いチャネルなど、その多様性はさまざまで
あった。中でも、これらのチャネルの中で最も人気があったのが IFA のチャネ
ルである8 1 。
IFA とは、特定の金融機関・会社に属さず、第三者の視点から投資のアドバ
イスをする独立的な金融仲介業者のことである。そもそも英国では、リテール

15

投資商品に対しフィナンシャルアドバイザーによる販売が 9 割以上を占めて
いる。その販売チャネルには特定の金融機関に所属しその金融機関の商品のみ
に限定してサービスを提供する限定フィナンシャルアドバイザーと、全に他の
機関とは独立的且つ中立的な金融仲介業者である IFA に大きく二分される 8 2 。
また、FCA(Financial Conduct Authority:英国金融行為規制機構)によると、アド

20

バイザーの約 8 割を IFA が占めている。そのような背景から、当時の英国で
は、投資に関する知識が乏しい国民も、生命保険を通して長期的な資産運用を
行っていくうえで、限定フィナンシャルアドバイザーよりも、IFA の方が比較
的人気が高かったのである8 3 。

25

(3)

IFA の存在感を強めた ISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)

独立的な立場でアドバイザリーを行う IFA の必要性が更に増した要因とし
て、
1999 年に導入された国民の長期資産運用の活用を目的とした ISA がある。
日本の NISA も、英国の ISA に倣って設立された制度である。
ISA は貯蓄率の引き上げや年金以外での資産形成の奨励といった国民生活の
30

向上が目的であり、株式や公社債、投資信託、保険が対象の株式型 ISA と、公

32

社債投資信託、預金が対象となる投資型 ISA の 2 種類がある8 4 。また口座から
の引き出しに制限がないため、低所得者にとって利用しやすく、退職後に備え
た資産形成に関心の低い若年層は住宅取得のための貯蓄として利用されてい
る8 5 。
5

ISA では、実際に購入する際に「ファンド・プラットフォーム」という、主
にネット上で複数の運用会社の投資信託を扱う金融仲介サービスが大きな役
割を担っている。ファンド・プラットフォーム経由の IFA は 68％にもなって
おり、最大の販売チャネルとなっている。そして、ISA の口座開設の際に IFA
を利用していることから、ISA において IFA が大きく貢献している8 6 。

10

(4)

IFA と顧客本位の確立

IFA はこのように英国で圧倒的な地位を確立してきたのだが、そうした背景
には投資商品の導入意外に、法制度の導入によって確立されてきたことを忘れ
てはならない。その制度の一つとして、ポラリゼーションルールの導入が挙げ
15

られる8 7 。ポラリゼーションルールとは、1986 年に金融サービス法が制定され
たのち、1988 年に施行された、広義の金融ビックバンの一つともされている
法律である。内容としては、IFA が一つの金融機関と提携し、その会社の商品
を専売することなどといったことを防止するルールである。この法律が導入さ
れた背景には、現在日本でも課題となっている「顧客本位」の確立がある。当

20

時、金融商品を販売するにあたって、不正価格で販売されることや、必要以上
の運用コストを強いる金融機関が台頭していたという問題点があった。この問
題点を解決すべく導入されたポラリゼーションルールが、今日の英国における
IFA 中心の「顧客本位」的な証券会社経営をより確立した。

25

(5) 今日における IFA のビジネスモデル
「顧客本位」重視の英国証券市場において、上記のように IFA は確実に普及
してきたが、時代やその時の顧客ニーズに応じて少しずつそのあり方は変貌し
てきた。そして 2000 年代において主流となっていた IFA は、完全に個人で金
融仲介業者として経営を行う独立型 IFA と、前述したようなファンドプラット

30

フォームに基づいて経営を行う IFA に二分された。

33

しかし、顧客から見ると、IFA にとって収益性の高い商品を提供し、中立的
な投資アドバイスができていない懸念はまだこの時においても払拭されてい
なかった。特に ISA などの長期運用型の投資商品が流行となった中で、目先の
利益を重視した回転売買などの問題が浮上した。「顧客本位」を確立するため
5

の IFA がこのような不当な取引を行ってしまっては、本末転倒である8 8 。
そこで 2006 年に、個人がより信頼感を持てる金融サービスを利用可能な体
制づくりの目的である RDR の導入が実施された。RDR の具体策は①IFA 等の
投資アドバイザーが必要とする資格要件の厳格化②運用会社から IFA への手
数料支払いの禁止③限定アドバイザーと独立アドバイザーの明確化の３点で

10

ある8 9 。こうした中で、個別運用会社から金融商品を受け取っていた限定アド
バイザーの IFA には限界がきてしまい、英国での IFA の数は減少した。代わり
に、幅広い金融商品の提供が受けられるファンドプラットフォームに基づいて
業務を行う IFA がその後主流となったのである。以上のような背景が要因で、
パッシブ運用中心の投資商品が英国国内で主流となることにより、
「顧客本位」

15

の投資がより確立されたのである9 0 。

第Ⅴ章

今後の証券会社経営のあり方

今まで述べてきたような証券会社の現状と課題を踏まえ、証券会社は真に顧
客本位を実現しなければならない。そのためには、証券会社における経営体制
20

をまず変革しなければならないと考える。本章において、全ての証券会社にて
共通課題である中長期的な経営を目指すための提言を行っていく。

第1節

内部管理強化のための監査等設置委員会への移行

第Ⅳ章において米国の投資銀行業務を例に健全且つ効率的な証券会社経営
25

の必要性を述べたように、証券会社は今後、厳格な内部管理体制を構築してい
かなければならない。
本節では、証券会社の内部管理体制に着目して今後のビジネスモデルを考え
る。証券会社と投資家間の利害の不一致によって発生するエージェンシー問題
やモラルハザードが懸念される中、これらを防止するために、正確な情報開示

30

を行い、フィデューシャリー・デューティーを意識した経営を行う必要がある。

34

よって、公正な証券市場に適した証券会社による顧客本位重視のビジネスモデ
ルの実現が可能になる。
例えば、野村證券の例を挙げてその内部管理体制について考えてみる。様々
な内部管理体制の工夫や展開がなされている野村證券では、内部管理体制の整
5

備および内部管理上の経営判断に関わる審議を行う内部管理委員会を設置し
ている。内部管理責任者として、日本証券業協会規則に基づき内部管理統括責
任者を設け、営業責任者および内部管理責任者、業務管理者を配置している。
大和証券グループでは、1999 年に国内上場企業として初めての持株会社とな
り、2004 年には委員会等設置会社に移行した。また、2015 年には社外取締役

10

相互における情報共有を目的に「社外取締役会議」を新たに設置させた。その
体制の下に指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置し、監督と業務執行の
機能を明確に分離している9 1 。社外取締役を設置することの目的としては社外
からの鋭く且つ異なった新たな視点から内部管理体制を評価してもらうこと
が挙げられる。

15

現在、多くの日本の企業では指名委員会等設置会社としての内部管理体制が
取られているが、実際に監査等委員会設置会社への移行する企業が年々増加し
ており、今後のさらなる増加が期待されている 9 2 。監査等委員会設置会社では、
内部管理部門に対して内部監査の結果を踏まえて追加的な監査を支持する監
査等委員会と、監査等委員会に対して内部管理の実施状況を報告する内部監査

20

部門と連携し、意見交換が行われる 9 3 。このような移行が今後の証券会社にも
適用されると、社外取締役の導入が容易になり、監査等委員会は取締役会にお
ける議決権を有することになる9 4 。それによって経営における柔軟で効率的な
意思決定が可能となる上に、モニタリング手段としての内部統制が充実するこ
とが期待される9 5 。実際に、野村證券の属する野村グループにおいて、野村不

25

動産ホールディングス株式会社が 2015 年度に監査等委員会設置会社へと移行
した9 6 。

30

35

【図表 10】指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社の違い
指名委員会等設置会社制度

監査等委員会設置会社制度

株主総会

株主総会

選任・解任
選任・解任

5

取締役

執行役
取締役会

●指名委員会
●報酬委員会 選任・解任
●代表取締役
●監査委員会
監督
(各 委 員 会 に ２
名以上の社外取
締役を配置)

選任・解任

監

●取締役
●社外取締役

監査等委員会
●取締役
●社外取締役
監査・監督

●執行役
選任

監督
(3 人以上で構成且

●代表取締役

10

つ社外取締役を過半
数)

出所）『監査等委員会設置会社の実務』・松浪信也・中央経済社・2015 年・
p.10 より作成

エージェンシー問題や利益相反などから派生するリスクを回避するために
15

も、リスク管理体制や内部管理体制を強化させ、社外取締役主導で危機管理に
ついて議論をする機会を設けることが求められている。社内人材だけでなく社
外の知見を取り入れる仕組みを整え、証券会社経営のあり方、つまりコーポレ
ートガバナンスの面から強化していくべきなのである9 7 。また、日本国内のメ
リルリンチ日本証券会社の自己資本に関する規制に従い、市場リスクの合計額

20

をもとに算定される自己資本規制比率が法廷で定められた基準を下回ること
のないよう常にモニタリングを行なっている。
このように、監査の面においては、証券モニタリングにより金融取引上の商
法格差が解消され、バーゼル規制による効果やコーポレートガバナンス・コー
ドとスチュワードシップ・コードによるガバナンス強化が必要とされている。

25

投資家や顧客の権利保護の面では、インセンティブ報酬としてのストックオプ
ションにより成果報酬主義が実現し、スピンオフによる企業価値の向上にも繋
がることが期待される。
したがって、証券会社は今後、委員会等設置会社から監査等委員会設置会社
への移行を積極的に進め、エージェンシー問題やモラルハザード等のリスクを

36

回避するために厳重なモニタリングの行き届く、充実した内部管理体制を工夫
して構築していくことが重要となる。

第2節
5

健全な経営の鍵を握る外部委託

1999 年の委託売買手数料の自由化や規制緩和を背景に競争が激化する証券
業界において、ロボアドバイザー等の積極的な IT システム導入により IT コス
トの割合が比較的高くなっているが、顧客本位重視の経営を実現するためには
コスト削減が重要となってくる。
そこでアウトソーシングを提言する。アウトソーシングとは、会社経営にお

10

ける複数の業務を特定の分野に特化した外部の企業に一括して委託すること
で中長期的なコスト削減をおこない事業の効率化を図ることである 9 8 。
アウトソーシングの中でも、BPO(Business Process Outsourcing:ビジネスプ
ロセスアウトソーシング)は財務管理や人材育成などの事務に関する業務の委
託であり、特定業務を一括して受託するとともに、業務全体のプロセスを見直

15

すことである9 9 。
アウトソーシングを取り入れることで、高い専門性が必要な事業を社外に委
託することで自社開発する以上の高度な技術を取り入れることができ、更に核
となる自社事業に資源を集中させることができる。これにより、企業の競争力
を高められ、効率的に事業展開ができるようになるというメリットがある。

20

実際に米国証券会社のアウトソーシングの動向として、インターネットの普
及、競争の激化が進む中、外部のソリューションを採用するケースが増えつつ
ある。米国には、国際的にも有名である投資銀行として、メリルリンチ、ゴー
ルドマンサックスやモルガン・スタンレーなどが挙げられる。米国投資銀行ゴ
ールドマンサックスは、業界全体を対象にした規制強化に加え、コスト高騰を

25

要因に、業務の一部を証券所所有・金融サービスの企業ナスダックにアウトソ
ーシングを行なった 1 0 0 。また、米国は中国やインド等のアジア地域の新興国市
場をオフシェアリング先として新たなビジネスモデルとして行っている。
しかしアウトソーシングによって複数の企業を介すために顧客の情報漏え
いのリスクが高まってしまう。情報漏えいが発生すると、委託した会社も委託

30

された会社双方とも不測の損失を招いてしまう。その事態を防ぐために情報セ

37

キュリティ管理が必要であり、アウトソーシング開始後にリスク管理が行われ
ているかのモニタリングやリスク管理施策における経営陣の基本姿勢の整備、
情報セキュリティガバナンスの強化が必要である1 0 1 。
この解決策として、第Ⅴ章 1 節で述べたような内部管理体制の更なる改善が
5

挙げられる。不測の事態に備えてリスク管理に特化した第 3 者の管理機関を設
けることで、上記のような問題点を解決できる。
リーマンショック以降、世界で金融規制の強化が進んでいる状態にあり、自
己資本比率を高めるなど健全な経営が求められている。更には、我々が述べて
きた中長期的に顧客本位を確立するためには証券会社経営においてコスト削

10

減は必要不可欠である。IT 技術を取り入れつつ効率的にコスト削減を行うた
めに、上記で述べたような情報漏えいに注視しながらも、証券会社はアウトソ
ーシングを行っていくべきである。

第3節
15

顧客ニーズに応える信証連携

証券会社と信託銀行の提携を提言する。第Ⅲ章で述べたように、現在多くの
証券会社は銀行と提携し、業務の幅を広げることで利益を拡大させている。信
託銀行では通常の信託業務に加え銀行業務も行っているため、証券会社が提携
できる業務の幅も広がり、より多くの顧客ニーズへの対応が可能となる。
広義の信託業務の中でも、有価証券の信託や金銭債権の信託など、「信託の

20

引き受け」に係る業務を狭義の信託業務という。また、それ以外の不動産関連
業務、証券代行業務や相続関連業務などを併営業務という1 0 2 。狭義の信託業務
に関しては、既に証券会社で行われていることが多いため、併営業務に目を向
けるべきであると考える。
不動産関連業務に関しては、顧客の資産運用において不動産の売買仲介には、

25

単純に売買を行う場合と証券化の手法を用いる場合がある。信託銀行は証券化
商品を作成する役割を持つ。それに対し、証券会社は、その優先受益権を売買
する1 0 3 。証券化商品は商品作成にかかわる業者が多くコストが高いために普及
が進まない要因となっている。しかし、信託銀行と証券会社が提携すれば、証
券化商品作成までに介入する業者は減るためコスト抑制に繋がり証券化を行

30

い易くなる。現在のような低金利下であれば、高利回りなものが多い証券化商

38

品は、一定の需要がある 1 0 4 。そのため、企業は資金調達の手段として、証券化
を用いることが増えれば、証券会社の新たな収入源になると考えられる。
証券代行業務の 1 つに、株式名簿の管理がある 1 0 5 。非上場会社は、株式上場
に際して、株主名簿の管理を代行する株主名簿管理人に信託銀行や専門機関を
5

選定する必要があるが、そこで信託銀行が選定され非上場会社との関わりを持
てれば、IPO の主幹事に提携している証券会社を紹介することができる。そう
なれば、証券会社にとって IPO 案件の獲得に繋がり、更にその後、新規企業と
の結び付きを強めることで上場以降も関わりを持てるというメリットも考え
られる。

10

相続関連業務に関しては、高齢化が進む日本において、今後ニーズが増して
いく業務であると考える。この業務における元々の証券会社の役割は、被相続
人がその証券会社の口座で保有していた株式等を相続人に移管することであ
る。証券会社は預かり資産の流出を防ぐために、その相続人と取引を継続する
ことに注力しなければならない。しかし現在ではそれだけに留まらず、生前の

15

相続対策から、相続発生後の手続きまでサービスを提供する証券会社もある。
信託銀行はもとより相続業務を行っているためノウハウを持ち合わせており、
提携することで証券会社は１つのパッケージ商品として相続に関わる業務を
行えるようにするべきである。その一連の流れの中にも証券会社にとってのビ
ジネスチャンスはある。例えば、遺言書の作成サポート内で、顧客の資産保有

20

状況や個人情報を獲得でき、それに基づいてより具体的なセールスを行う事が
できる。
最後に、証券会社はどのような形態をとって信託銀行と提携するかという点
であるが、子会社ないしは同グループ内の信託銀行と提携することを勧める。
外部の信託銀行に提携するよりも、証券会社と信託銀行間における従業員の入

25

れ替えが行いやすく、また、意思の疎通も図りやすくなるからである。
このように、証券会社は信託銀行と提携することで、より幅広い顧客ニーズ
に対応するビジネスを行う事ができ、収益源が増える。よって、証券会社は信
託銀行と提携すべきであると提言する。

30
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第Ⅵ章

今後の証券会社業務のあり方

本章では、第Ⅴ章で述べた顧客本位を実現するための中長期的な経営を目指
すビジネスモデルを踏まえ、証券会社が直面している課題に対応するために、
直接顧客と接する証券会社業務に対して、対面チャネルを主に業務を展開する
5

大手証券会社のリテール業務及びホールセール業務、またネットチャネルを主
とするネット専業証券会社のそれぞれに提言を行っていく。

第1節
(1)
10

大手証券会社のビジネスモデルのあり方

販売と営業の分離
我が国において、高齢者に国内の資産が偏在している問題点がある中で、

証券会社は高齢者に向けた「顧客本位」重視の経営を目指す必要がある。そし
て、その資産をやがては引き継ぐ現役世代にも、中長期運用による資産形成の
重要性を認知させ、あらゆる年代、特に世帯向けの経営を展開していく必要が
ある。そのような中、日本においても「金融事業者は、顧客の資産状況、取引
15

経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・
サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである」（「顧客本位の業務運営に
関する原則」
・金融審議会・2017 年・p.6）
（http://www.fsa.go.jp/news/28/201703301/02.pdf）1 0 6 のに対し、論文の第Ⅱ章 3 節でも述べたように、対面型チャネル
の証券会社において、手数料構造が分かりにくい商品を顧客に販売するといっ

20

たような営業対応や、回転売買の問題が指摘されている1 0 7 。一方で第Ⅳ章でも
述べた通り、欧米では顧客に中長期的な資産運用を促す上で、独立的な立場で
ニーズに応える IFA の存在が大きくなっているように、世界で顧客が信頼でき
るような手厚いアドバイザリー業務が重視されている1 0 8 。
しかし、日本では IFA がまだ一般的ではなく、一部のネット専業証券会社で

25

は IFA との提携を進める動きはあるが、大手対面型証券会社での取り入れは行
われていない1 0 9 。ここで、大手対面型証券会社において、アドバイザリー専業
の子会社を創り、販売業務と営業業務を分離させるビジネスモデルを提言する。
そしてこのようなビジネスモデルを実現するにあたり、実例として米国の
LPL が挙げられる。LPL は、1989 年に統合設立された小規模な独立系リテー

30

ル証券会社であったが、プラットフォームを提供する「証券会社」から「アド

40

バイザリー専業会社」を分離させ、外部からの営業員も含めて一万人以上の営
業員を配属させた。一方でプラットフォームを提供する証券会社は、手数料構
造が分かり易く、運用を一任できるフィー収入中心のラップ投信を多く展開し
た。それをアドバイザリー専業会社の営業員を介して顧客に親密なアドバイザ
5

リーを行い、販売することで、顧客本位第一の経営に成功した 1 1 0 。また、アド
バイザリー専業会社を創るにあたって、アドバイザリーを有料化することで、
仮に商品の販売にはつながらなくとも一定の収益性は見込めるため、コスト面
においても効率性を高めることができる。
上記のような実例をもとに、日本の大手対面型証券会社は、営業専業の子会

10

社を創設して、アドバイザリーサービスを強化し、加えて運用を一任できるラ
ップ投信の販売を促進することで、投資知識の少ない高齢者をターゲットにす
る経営を展開できる 1 1 1 。また、高齢者世代の資産をいずれは継承する現役世代
にも、相続対策や今後の資産運用についても、営業専業会社が引き続きアドバ
イザリーを行うことで、中長期的な世帯向けのビジネスモデルが実現できる。

15

冒頭でも述べたような、証券会社側の回転売買のような問題がある中で、現
在の日本では未だ「コミッションからフィー」の収益構造の改革が進んでいな
い問題がある。そこでアドバイザリーの強化によって、日本人の投資に対する
不安を払拭し、顧客に中長期的な資産運用を促すことが出来れば、大きなリタ
ーンとなる。ゆえに、大手対面型証券会社は、顧客本位を確立するためにも、

20

上記のようなビジネスモデルの展開が必須である。

(2)

企業の内部留保活用

近年、日本企業は景気への不安から企業利益を内部留保に回し年々増加させ
ていく傾向にある。日本企業の内部留保は総額 390 兆円にのぼり、約 200 兆円
25

もの現預金を保有している状態にあり、リーマンショック以降現預金保有も増
加傾向にある。

30

41

【図表 11】企業の流動資産と内部留保
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出所）「法人企業統計」・財務省・2017 年より作成
（http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/index.htm）
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低金利環境の中、企業も資金の運用の方法に悩みを抱えている。多くの企業
が更には、運用方法として国債や定期預金を選択している状態にあるが、金融
緩和政策やマイナス金利政策により市場金利が低下し、運用益を得るどころか、
資産が目減りしていく可能性がある。日本経済にとっても、このような企業の
内部留保を有効的に活用していくことが望まれる1 1 2 。更には、近年企業が保有

20

する年金制度における運用環境は悪化し、企業の年金債務は増加している傾向
にあり、企業経営における負担となっている。そこで法人向け資産運用サービ
ス、法人向けラップ口座の促進を提言する。
企業への一任サービスを促進することによって、企業への事務負担を増やす
ことなく、リスクを管理しながら定期的に運用状況を報告することが法人の資

25

金運用ニーズを満たす。更に、企業が受け取る集団投資信託の収益の分配は法
人税の額から控除することが可能となっているため、節税しながらの企業の資
産運用を行うことができる。
内部留保を増加させていることが企業の先行き不安によるものから、投資に
よる運用などリスクを取っていくか疑問が残る。そこで分散投資を進め、更に

30

は相対的にリスクの低い社債ファンドなど、企業のニーズに対応することが可

42

能である。このような顧客ニーズを満たし、内部留保に貯められた資金を投資
に回すことにより、資本市場の活性化を図る。
また、企業年金においても確定拠出年金は未だに浸透していない中、企業は
独自の企業年金を保有している場合が多い。企業年金の運用方法としても、
5

一任投資サービスであるラップ口座を浸透させていくことで、運用難の中での
企業の運用負担を軽減させることが可能である。このようなアドバイザリーサ
ービスを通じて、資産運用の提案を行い、中長期的な企業顧客の定着を狙うこ
とができる。

10

(3)

投資型クラウドファンディング事業への参入

第Ⅰ章でも述べたように、証券会社が担う役割の 1 つに、ベンチャー企業が
容易に資金調達を行える環境づくりが挙げられる。そこで我々は、証券会社に
よる、投資型クラウドファンディングのプラットフォームの提供を提言する。
投資型クラウドファンディングとは、非上場株式の発行により、インターネ
15

ットを通じて多くの人から少額ずつ資金を集める仕組みである 1 1 3 。しかし、日
本における投資型クラウドファンディングの規模は大きなものではない。
更に、証券会社がプラットフォームを提供することでの手数料収入が、投資
型クラウドファンディングにおける収益源となると考えられるが、対象顧客が
資金力の小さなベンチャー企業であるために、手数料収入においての大きな収

20

益は見込めない。
しかし、証券会社が投資型クラウドファンディングの行われる場を提供する
ことのメリットとして、ベンチャー企業と IPO 以前から関わることができる
点にあると考える。ベンチャー企業と多く接点を持つことで、将来に向けた長
く付き合える顧客の獲得に繋がるために、中長期的な目で見れば、証券会社に

25

とって大きな利益となり得るのである。
更に、投資家や事業者にとっても、クラウドファンディングを利用するメリ
ットはある。投資家目線で見れば、投資型に限ったことではないが、エンジェ
ル税制を利用すれば、節税にも繋がる 1 1 4 。事業者目線で見れば、証券会社とい
う大きなプラットフォームを用いることができれば、投資家の目に触れる機会

30

も増え、資金も今まで以上に集まることであろう。

43

しかしここにおいて、非上場株式を取り扱う点を留意しなければならない。
非上場株式は、取引所に流通しておらず、また流通取引を前提とされておらず、
更に証券会社による非上場株式への投資促進は制限されているために、換金性
が著しく乏しいものとなっている1 1 5 。
5

この点に関して、株主コミュニティ制度が、一定の非上場株式の売買ニーズ
を満たすと考えられる。
株主コミュティ制度の仕組みとしては、まず証券会社が株主コミュニティを
作る。そこに「自発的」に加入した投資家に対してのみ、投資勧誘ができる。
もちろん「自発的」であるのが大原則であるため、株主コミュニティへの参加

10

の勧誘は行えない1 1 6 。
また、全く換金性がない非上場株式においても、上場した時に株価が値上が
りすることが考えられるため、保有しておくことの利点もある 1 1 7 。
以上のように、証券会社がベンチャー企業への投資を促進させることで、ベ
ンチャー企業の資金調達は今よりも容易となる上、そのベンチャー企業が成長

15

した後にも、証券会社は長期的にその企業と関わりを持つことができる。加え
て、日本において投資型クラウドファンディングは、今後すぐに普及が実現す
るとは言い難いが、我々が論文で述べているように、日本国民に中長期的な資
産運用を促すことができた後の、更なる投資手段として、日本経済を活性化さ
せるような役割を果たすことができるだろう。そのため、投資型クラウドファ

20

ンディングは証券会社が行うべき事業なのである。

第2節

ネット専業証券会社のビジネスモデルのあり方

高齢化が深刻な日本では高齢者に資産が偏在している中、彼らの子孫である
現役・若者世代がその資産を受け継ぐことから、証券会社は若者の顧客獲得に
25

向けたサービスを充実させる必要がある。また、現役・若者世代は将来の年金
不安を抱えているため、長期の資産運用を促すことが望ましい。そこで、イン
ターネットが普及した環境で育ってきた現役・若者世代に対し、ネット専業証
券会社こそが投資を促す鍵となる。
日本では未だ金融教育が他国と比較して進んでおらず、少額投資が可能なネ

30

ット専業証券に対しても、投資への恐怖と共に、投資の方法がわからない場合

44

が多い1 1 8 。そこで、新規の現役・若者世代の顧客に長期運用を促すにあたって、
ETF の販売を促進することを提言する。ETF は指数連動型投資信託であるため、
容易に分散投資が可能であり、ポートフォリオの透明性が高い。また、同種の
投資信託に比して ETF の方が、保有コストが低いことから、現役・若者世代向
5

けだと言える1 1 9 。
更に、ETF を運用するにあたって積立投資を可能にすることを提言する。ネ
ット専業証券会社では実際に、投資信託においては少額からの積立投資が可能
となっている。また、最近では積立 NISA の開始が公表されるなど、積立投資
はその廉価性から確実に若者の投資意欲を向上させる重要なサービスである

10

120

。

しかし ETF の問題点として、特定の指数のみに運用が偏重し、市場の構造が
変化してしまうことが挙げられる。実際に、日本の ETF 市場のうち、日経平
均、TOPIX 連動型のみでその 8 割を占める。株式市場の本来の役割は、企業へ
の投資を通じて資金を最適に分配させ成長を促すことだが、特定の指数に投資
15

が傾くことによって、倒産リスクのある上場企業に自動的に投資される危険性
などもあり、株式投資の役割として矛盾してしまう 1 2 1 。これでは投資家側にも
リスクが高くなり、本末転倒である。
このような問題を解決するのは、スマートベータ指標を使った ETF の活用
である。スマートベータ指標とは、従来の時価総額型の指標ではなく、財務指

20

標（売上高、営業キャッシュフロー、配当金など）や株価の変動率など銘柄の
特定の要素に基づいて構成された指数のことである1 2 2 。スマートベータ指標を
活用し、それに連動した投資資金を増加させることによって、運用偏重による
構造問題を解決し、健全な株価形成に寄与することができる。
上記の通り、ETF を取り入れるにあたって、積立投資やスマートベータ指数

25

など、現在の社会的問題やマーケット上の問題も考慮に入れなければならない。
しかし、個人投資家に ETF で資金を運用させるにあたって、これらをすべて取
り入れるには情報管理など、効率性に関する問題点が浮上する。ここで、ネッ
ト専業証券に対し、ロボアドバイザーの導入を推進することを提言する。これ
により、ETF で構成された個人のポートフォリオを、リスク量や投資目標別に

30

ロボアドバイザーを使って提示し、投資家はそれに積立で投資を行い、それを

45

またロボアドバイザーが管理するといったような効率性の高い好循環が作り
だせる1 2 3 。
ロボアドバイザー導入にあたって、費用面も課題の一つとなる。ここで、米
国で進んでいるベンチャー企業とのオープン・イノベーションを提言する。自
5

社で技術開発するよりも、低コストでロボアドバイザーの技術を導入すること
ができる。また、ロボアドバイザーの導入により人件費などの経費を削減でき
ることで、ETF などの投資商品を更に展開できる。
しかし ETF の導入にあたって、証券会社側からするとまだ課題はある。例え
ば、積立型の ETF においては、積立時に随時手数料が掛かってくるなど、未だ

10

顧客への十分な対応がなされていないことが現状である1 2 4 。しかし、カブドッ
トコム証券が、金額面や自社内取引のみといったような制限を設けて手数料を
無料にした「フリーETF」といったような例があるように 1 2 5 、今後の普及に伴
ってより顧客ニーズに応じた ETF に関するサービスの更なる進化が期待でき
る。手数料を下げることにより、証券会社に負担となるが、若者・現役世代が

15

顧客として定着し、将来的に収益性の高い顧客となることを考えれば、中長期
的な収益が見込める。ゆえに、今後のネット専業証券会社を筆頭に、ETF の販
売を促進し、普及させていくことが重要である。

20
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終章

日本は未だ間接金融に依存している状態にあり、証券市場の活性化を更に推
し進めていかなければならない。そのためにも本論文にて示したように証券会
5

社の顧客ニーズが多様化している中で、リテール業務とホールセール業務の両
方の観点から顧客ニーズに対応していくことが求められている。しかし現状、
日本の証券会社は収益において旧来型のビジネスモデルである委託売買手数
料に依存している等、依然顧客ニーズに対応しきれているとは言い難い。証券
会社経営においては顧客との利益相反やエージェンシー問題などといった課

10

題も残る。そこで、本論文では証券会社経営における「顧客本位」を確立し、
「貯蓄から投資へ」の促進を目指すための検証と提言を行ってきた。
第Ⅰ章では、証券会社の歩んできた背景を確認しつつ、証券市場における役
割と機能を明示した。第Ⅱ章において、証券会社の取り巻く環境を確認し、対
応していかなければならない課題や顧客ニーズを挙げ、第Ⅲ章では現在、その

15

現状や課題に対して各証券会社が進めているビジネスモデルについて述べた。
第Ⅳ章では我が国の証券業を米国及び英国と比較し参照して、第Ⅴ章では今後
の証券会社経営のあり方、第Ⅵ章では大手証券会社とネット専業証券会社のそ
れぞれに対して今後の業務のあり方を述べ、証券会社が顧客の定着を目指すた
めの望ましいビジネスモデルを提言した。

20

広義の意味で、証券会社の今後のあり方について述べてきたが、どの分野に
おいても、日本が抱える深刻な高齢化や、日本人の金融リテラシ―の低さなど
といった現状と課題が、今後の日本の資産形成を左右することになるだろう。
そしてその課題を解決するためには、証券会社が目先の利益ではなく、多様化
する個人と企業双方のニーズに応え、安定的な資産形成を促す中長期的な経営

25

を行っていかなければならない。そうすることで、将来的な日本経済の活性化
を図ることが、全ての証券会社にとって一番重要である。
本論文における提言を踏まえて、「貯蓄から投資へ」を促進させることによ
り、日本の証券市場の更なる活性化を切に願い、これを結びとする。
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