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証券会社に所属するクレジットアナリストに求められる役割 

発行体 IR の代理人なのか、引受ビジネスに貢献する存在なのか、それとも… 

証券化商品と社債などのクレジット商品は別個の分野として捉えられることもあるが、住宅ロー

ンの証券化商品など一般的な証券化商品は、クレジット商品に含まれると筆者は考えている。額

面なり元本額があり、投資家に対して支払う利金や配当金の利率が予定または合意されていて、

デフォルトしない限り、満期日までに額面なり元本の金額を償還し、消滅するものである。発行体

などの債務者が元利払いをしなければならないタイミングで資金を用意できないなどの理由でデ

フォルト（ここでは、金銭的な債務の不履行）を発生させることが稀にある。デフォルトするクレジッ

ト商品は、満額償還されないかもしれない。こうした商品への投資を検討するには、信用リスクの

評価は重要な要素のひとつになる。この点で、企業が発行する社債も、特定された貸付債権など

を裏付けに合意されたルールに基づき投資家に元利払いが行われる証券化商品も全く共通であ

る。信用リスクが内包されているから、信用リスクの評価を事業としている格付会社による格付け

の対象になるという点も共通である。 
ただ、「不動産の証券化」ということばは、しばしば、投資法人が不動産を取得し、投資法人が

投資口や投資法人債のような有価証券の発行により資金調達することを意味する言葉として使

われることもある。筆者は REIT（不動産投資信託）を専門とはしていないが、このようなコンテクス

トで REIT の投資口を証券化商品と呼ぶのなら、それはクレジット商品とは別物だ。満期日は定め

られていない。投資家に対する配当（分配金）は、期間収益に連動するものであって、予め合意さ

れるものではない。投資法人の投資口は株式会社の株式のようなものである。クレジット商品（一

般的な証券化商品を含む）は、アップサイドは限られているが潜在的なダウンサイドが大きいとい

う特徴がある。発行体の業容がどんなに好調でも、社債は約定通りの利払いと元本の償還を終え

たら消滅してしまう。証券化商品の裏付資産のパフォーマンスが予想外に良くても、やはり、社債

と同様、投資家に約定通りの元利払いをすればおしまいになる。ところが、デフォルトすると、投資

家は元本の一部または全部の償還が受けられず、大きな損失を被る場合がある。これに比べて、

REIT の投資口や上場企業の株式は、いつまで経っても償還されるということはない。業容が好調

であれば流通市場で取引される（上場銘柄であれば取引所で成立する）価格が上昇するであろう

し、投資家は適宜のタイミングで売却することによりキャピタルゲインを享受することができるだろ

う。株式や REIT の投資口は、潜在的なアップサイドが大きいとも言える。 
社債や証券化商品のようにアップサイドが限定されており、潜在的なダウンサイドが大きいもの

を投資対象にするには、デフォルトするようなものを取得することをできるだけ避けることは重要な
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要素になろう。株式のように潜在的なアップサイドが大きいものであれば、将来値上がりが期待で

きる銘柄選択という観点が重要であろう。社債（クレジット商品の代表格）と株式とでは、同じ企業

が発行しているものだとしても、投資判断の要素や投資に臨む姿勢がかなり異なるように思える。 
 

証券会社に勤務するクレジットアナリストの行動に対する制約 
 
証券会社（第１種金融商品取引業者）に勤務し、投資家向けのレポートを執筆するようなクレジ

ットアナリスト・証券化アナリストは、日本では 1990 年代半ば以降に出現した。日経リサーチの

「アナリスト・エコノミスト名鑑＜2019 年版＞」の掲載人数 1156 名中、「クレジットアナリスト」は

45 名、「証券化アナリスト」は 17 名である。それ以外の分野に分類されているアナリストの過半

が上場株式を対象に仕事をしている 1ように思える。 
日本では、第１種金融商品取引業者の自主規制機関である日本証券業協会が 2002 年にア

ナリストに関係する自主規制規則 2を定めた。その前年（2001 年）に日本証券業協会に設置され

た「証券会社における調査部門の在り方等に関する諸問題検討ワーキング」の検討結果を踏まえ

たものとなっている。数次の改正を経て来ているが、大枠は 2002 年の制定当初から変わってい

ない。アナリストを「協会員の役職員であってアナリスト・レポートを執筆する者をいう」（第2条）3と

定義し、協会員や所属するアナリストの行動について様々な禁止事項等を定めている。なかでも、

「アナリストが、引受部門又は投資銀行部門の業務に関して行う企業等への提案活動に関与する

こと」（第 11 条）は明確に禁止されている。 
以下に、日本証券業協会「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則」の第 11 条の一部と

1 日経リサーチの「アナリスト・エコノミスト名鑑」に掲載されている人たちには、証券会社以外の

業態―運用会社、シンクタンク、銀行など―に勤務する人たちも相当数含まれているので、全員

がセルサイドという訳ではない。また、筆者がざっと拝見する限り、エコノミスト、為替アナリスト、

債券アナリストなど、株式以外の分野を専門にする人たちは 300 名を下らないように思えるが、

株式アナリストに比べれば人数が少ないことは否定できないだろう。この名鑑では、筆者はクレジ

ットアナリストと証券化アナリストに分類されている。 
2 日本証券業協会 「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則」、「『アナリスト・レポートの取

扱い等に関する規則』に関する考え方」、「協会員のアナリストによる発行体への取材等及び情報

伝達行為に関するガイドライン」等を参照。 

http://www.jsda.or.jp/about/jishukisei/web-handbook/103_koukoku/ 
3 日本証券業協会「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則」の条文を指す。以下、断りのな

い限り、条文は同規則を参照する。なお、「アナリスト・レポート」は「多数の投資者に対する情報

提供を目的とした資料で、個別企業の分析、評価等が記載された資料をいう」（第 2 条）と定義さ

れており、「企業」についての定義規定は規則には見当たらないが、「『アナリスト・レポートの取扱

い等に関する規則』に関する考え方」に「財投機関債及び政府保証債の発行体」は「企業等」に該

当する旨の記述が見られる。 
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それに関する「『アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則』に関する考え方」を一部分引用し

ておく。証券会社に所属するアナリストが「やってはいけない」ことが端的に読み取れる箇所であ

る。 
 

図表１ 日本証券業協会「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則」の第 11 条の一部等 
自主規制規則 自主規制規則の考え方 

（引受部門及び投資銀行部門の業務へ

の関与の禁止） 
第 11 条 協会員は、引受部門及び投

資銀行部門からのアナリストの独立性

の確保に十分に留意するものとし、当

該協会員の役職員が次の各号に掲げる

行為及びこれに類する行為を行うこと

のないようにしなければならない。 

１ アナリストが、引受部門又は投資銀

行部門の業務に関して行う企業等への

提案活動に関与すること。 

２ 引受部門又は投資銀行部門の業務

に従事する役職員が、当該部門の業務

に関して行う企業等への提案活動にア

ナリスト又は外部アナリストを関与さ

せようとすること又は関与させるこ

と。 

【以下省略】 

 
 

・「これに類する行為を行う」とは、調査部門の役

職員であってアナリスト・レポートの執筆に影響

を与えうる者が、アナリストが行ってはならない

行為を行うことが含まれる。 

 

・「企業等」の考え方は次のとおりである。 

イ 国又は地方公共団体（外国政府又は外国の地

方公共団体を含む。）及び国際機関については、原

則として、企業等には該当しないが、国又は地方

公共団体が株式の売出しにつき売出人となってい

る場合には企業等に該当する。 

ロ 財投機関債及び政府保証債の発行体（上記イ

に該当する場合を除く。）については、企業等に該

当する。 

・「提案活動」とは、引受部門又は投資銀行部門の

業務又は取引を獲得するための活動をいう。 

 

・アナリストの提案活動への関与として考えられ

る行為は、次のとおりである。 

イ アナリストが、引受部門又は投資銀行部門の

業務に関する会議等に次に掲げる二者と同時に出

席すること 

ⅰ 引受部門又は投資銀行部門の業務に従事

する役職員 

ⅱ 引受部門又は投資銀行部門の顧客（見込み

顧客を含む。） 
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ロ アナリストが、引受部門又は投資銀行部門の

ために企業等に対して提案活動を行うこと 

ハ アナリストが、引受部門又は投資銀行部門が

行う提案活動の資料作成（共同資料作成を含む。

以下同じ。）を行うこと 

ニ 上記イからハと実質的に同等と考えられる

行為を行うこと 

【以下省略】 
 
 
このような自主規制規則が制定されたのは、それなりの時代背景があったことも想起しておき

たい。日本語で「IT バブル」、英語で “dotcom bubble” と呼ばれる 1999 年から 2001 年に掛

けて発生したインターネット関連企業の株価の急激な上昇と暴落である。米国の大手投資銀行に

勤める株式アナリストがこのバブルを煽ったと理解されている。米国では、証券取引委員会（SEC）
が数社の大手投資銀行および株式アナリストの行為を非難し、いくつかの投資銀行を詐欺

（fraud）の疑いで追訴しようとしたが、結局は投資銀行側が非を認めずに和解金を支払うことで

2003 年に SEC と合意した 4。また、この事件を契機に、米国では SEC 規則や NYSE の規則、更

には FINRA 規則が改正され、 “Regulation AC” （AC は、analyst certification の略）と呼ば

れる規制が2003年2月に施行されるなど、アナリストに対する規制が段階的に強化されてきた。

こうした米国で発生した事象を踏まえ、IOSCO（証券監督者国際機構）が 2003 年 9 月にセルサ

イドアナリストの利益相反問題に対処する原則を制定 5した。 
日本で日本証券業協会が「証券会社における調査部門の在り方等に関する諸問題検討ワーキ

ング」を設置（2001 年）し、自主規制規則の制定に向けて検討を開始したり、日本証券アナリスト

協会が「証券アナリスト職業行為基準」を改正（2002 年）し、同協会の規律委員会が「証券アナリ

ストが担当会社の発信情報に登場することについての考え方」をとりまとめて公表（2002 年）した

4 一連の顛末を簡潔に解説している記事の例として The New York Times, Wall Street 
Settlement: The Overview; 10 Wall St. firms Reach Settlement in Analyst Inquiry, 
April 29, 2003  
https://www.nytimes.com/2003/04/29/business/wall-street-settlement-overview
-10-wall-st-firms-reach-settlement-analyst.html 
5 IOSCO Statement of Principles for Addressing Sell-Side Securities Analyst Conflict 
of Interest, 25 September 2003 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD150.pdf 
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事象 6は、全てがほぼ同時期に起きたものである。米国で起きた「IT バブル」（dotcom bubble）
と、その背後にあった米国の大手投資銀行の株式アナリストの不祥事とも言える言動といった現

象が米国だけではなく日本など他の国でもアナリストに対する規制の導入や強化の契機になった

と総括できる。 
 

誰のため・何のためにアナリストは働くのか 
 
クレジットアナリスト（証券化商品を対象とする証券化アナリストを含む）に資格要件はない。（こ

の点、株式アナリストも同様である。）「アナリスト」の教育制度や検定試験（たとえば、日本証券ア

ナリスト協会の証券アナリスト検定試験）はあるが、これらは主に上場企業の分析・上場株式の投

資判断を対象とするアナリストの育成を念頭に置いたカリキュラムや内容となっているように思え

る。クレジットアナリスト（証券化商品を対象とする証券化アナリストを含む）が備えなければならな

い重要なスキルとセンスは信用リスク分析と信用リスク評価に関するものであり、そうしたスキル

や知識を体系的に教える仕組み 7はいまのところできあがっていないように思う。 
筆者のような証券会社に勤めるアナリストは、雇用主の証券会社から報酬を貰って生活してい

る。証券会社には、大きく分けて、発行体側の顧客（証券会社の引受部門の顧客）と投資家側の

顧客（証券会社の営業部門の顧客）がある。株式であれ、社債であれ、発行体の利害と投資家の

利害は必然的に相反する。アナリストは、投資家に意見を提供することを仕事の中心に据えてい

る以上、発行体に媚びて、投資家の期待を裏切るような存在になってはならないと筆者は思って

いる。筆者は、アナリスト検定試験を受験したこともないので、日本証券アナリスト協会について言

及する資格がないかもしれないが、同協会の「証券アナリスト職業行為基準」8には、「証券分析業

務のもつ重要な社会的役割にかんがみ、誠実に職務を励行し、互いに証券アナリストの社会的信

用および地位の向上に努めなければならない」といった文章が見られるが、「社会的役割」が具体

的に何であるかについては言及していないように思える。アナリストの役割はおそらくは自分で考

えて自分で実践するしかないのだろう。 
筆者はいまのところ、暫定的に、このように考えている。アナリストの役割は、情報の非対称性

に起因するコストを軽減し、資本市場をより効率的にすることに助力することである。より具体的に

は、投資家が騙されたり、思い違いをしないようにお手伝いする存在だと考えている。信用リスク

6 日本証券アナリスト協会 「職業倫理を考えるために―ルールと参考資料」 

https://www.saa.or.jp/ethics/pdf/s_rule.pdf 
7 格付会社が実施しているトレーニングはある程度役に立つだろう。 
8 日本証券アナリスト協会 「証券アナリスト職業行為基準」  

https://www.saa.or.jp/learning/ethics/standard/ 
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に限定して考えれば、リスクの高いものを低いと誤認して投資すれば、思わぬ損失を被るし、逆に、

リスクの低いものを高いと誤認して敬遠すれば、機会収益を失う。クレジット商品で資金運用をす

るなら、バランス感覚のある投資判断を行いたいものだと考えている。 
そうしたことがアナリストの役割だとするのなら、やはり、アナリストは投資家に仕える身である

ということになる。このため、仮に、アナリストの行動を制限するような規制がなかったとしても、勤

務先の引受ビジネスに関与し、債券等の発行体から高い評価を得るような情報発信をすることは、

アナリストの役割を果たすうえで大きな障害になるように思える。そして、アナリストが発行体の方

向ばかりを向くようになれば、投資家に対する裏切り行為を誘発する。 
ところでニューヨークやロンドンではリサーチ部門のクレジットアナリストは約 10 年前にほぼ絶

滅した。ニューヨークやロンドンに拠点を置く大手金融機関が刊行しているクレジット関係のレポー

トには、大抵、「私はリサーチ部門に所属するアナリストではありません。トレーディングデスクに

所属するアナリストです」といった内容の断り書きが表示されている。トレーディングデスクに所属

する以上、自社勘定トレーディングが主眼であり、投資家の顧客ではなく自社のトレーダーの方向

を向いて仕事をしているという言い訳であろう。こうすることで、アナリストに対する規制の一部を

免れられるということもあるのかもしれない。 
東京やシンガポール、香港には、相応にリサーチ部門（証券会社の調査部など）に所属するク

レジットアナリストは残っている。「日経アナリスト年鑑」に載っているクレジットアナリストと証券化

アナリストの人数は、100 名を下回っているが、まだ二桁の人数なので、絶滅危惧種とまでは言

えないだろう。また、日本では、証券会社の引受部門に所属していると思われる新種の「アナリス

ト」も出現している。堂々と引受部門の仕事に関与するための仕掛けを作ったのだろうか。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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本書に含まれる情報は、新生証券株式会社（以下、弊社）が信頼できると考える情報源より取得されたものですが、弊社
はその正確さについて意見を表明し、または保証するものではありません。情報は不完全または省略されたものである
ことがあります。本書は、有価証券の購入、売却その他の取引を推奨し、または勧誘するものではありません。本書は、
特定の商品やサービスの勧誘･提供を行う目的で作成されたものではありません。本書で言及されている投資手法や取
引については、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、これらの投資手法や取引について
は、金融市場や経済環境の変化もしくは価格の変動等により、損失が生じるおそれがあります。本書に含まれる予想及
び意見は、本書作成時における弊社の判断に基づくものであり、予告なしに変更されることがあります。弊社またはその
関連会社は、本書で取り扱われている有価証券またはその派生証券を自己勘定で保有し、または自己勘定で取引する
ことがあります。弊社は、法律で許容される範囲において、本書の発表前に、そこに含まれる情報に基づいて取引を行う
ことがあります。弊社は本書の内容に依拠して読者が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。本書は
限られた読者のために提供されたものであり、弊社の書面による了解なしに複製することはできません。 
信用格付に関連する注意 本書は、金融商品取引契約の締結の勧誘を目的としたものではありません。本書で言及ま
たは参照する信用格付には、金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者による無登録格付が含まれる場
合があります。 
著作権表示 © 2019 Shinsei Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
 

名称     ：新生証券株式会社（Shinsei Securities Co., Ltd.）  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第９５号  

所在地   ：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 
            日本橋室町野村ビル  
      Tel : 03-6880-6000（代表）                   
加入協会 ：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会  

一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

資本金   ：87.5 億円  
主な事業 ：金融商品取引業  
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