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Ⅰ．はじめに 

現在日本では非上場企業への成長資金の供給が課題となっている。直近 1 年間に世界

で新規上場した企業の時価総額の 1 位は中国ショート動画大手の快手科技（クアイショ

ウ）で約 12.2 兆円であるのに対して、日本の新規上場企業の時価総額は最大でも 2,000

億円規模となっている。その要因については様々な意見があるが、リスクマネーの供給

が不十分であるため、未上場の段階で十分に成長することができないことを指摘する声

もある1。 

このような状況の下、政府は、2020 年 7 月の規制改革実施計画2や成長戦略フォロー

アップ3において、非上場企業に対する成長資金の供給を促進するための制度を見直す

旨の提言を行い、2020 年 10 月に設置された金融審議会「市場制度ワーキング・グルー

プ」では、成長資金の円滑な供給に向けた非上場株式の発行・流通市場の見直し等につ

いて検討が行われていた4。 

この度、「市場制度ワーキング・グループ」より、検討結果をまとめた「金融審議会 

市場制度ワーキング・グループ第二次報告―コロナ後を見据えた魅力ある資本市場の構

築に向けて―」（第二次報告）が公表された5。また、時を同じくして、日本証券業協会

（日証協）からも、「『非上場株式の発行・流通市場の活性化に関する検討懇談会』報告

書～新規・成長企業へのリスクマネー供給の拡大に向けて～」（日証協報告）が公表さ

れている67。 

本ニュースレターでは、これらの報告書の内容をベースに、非上場株式の発行・流通

市場の活性化に関する最新動向を解説する。 

1 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM165LT0W1A610C2000000 
2 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf 
3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2020.pdf 
4 成長資金の供給のための施策としては、金融審議会での議論の他に SPAC の解禁も検討されている。

SPAC については当事務所の CAPITAL MERKETS BULLETIN 2021 年 3 月号（Vol.51）をご参照。 
5 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20210618/houkoku.pdf 
6 https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/files/hijojokon_houkokusho.pdf 
7 日証協では先行して、証券会社によるプレ IPO ファイナンス・スタートアップ企業へのリスクマネー

共有への関与のための日証協規則の改正を行っている。当事務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN 2020

年 10 月号（Vol.48）ご参照。 
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Ⅱ．報告書における提言の概要 

 

2021 年 6 月 15 日に公表された日証協報告と 2021 年 6 月 18 日に公表された第二次

報告では、非上場株式の発行・流通市場の活性化として、主に以下の各項目が提案され

ている。 

①特定投資家制度の整備 

②非上場株式のセカンダリー取引の環境整備 

③株式投資型クラウドファンディングの要件の見直し 

④少人数私募の人数通算期間の見直し 

⑤東証ベンチャーファンド市場の活性化8 

また、プロ投資家向けの商品の選択肢を拡大するという観点から、私募の投資信託等

の金融商品についても、特定投資家私募制度の対象として検討することが適当とされて

いる（日証協報告）。 

その他、日証協報告では、制度改善案としてではないものの、委員等からの意見とい

う形で、非上場株式の取扱いの活性化のための案が紹介されている9。 

 

 
（2021 年 6 月 18 日公表「金融審議会 市場制度ワーキング・グループ第二次報告－コロナ後を見据えた 

魅力ある資本市場の構築に向けて－概要（成長資金供給の円滑化）」より） 

 

本ニュースレターでは、このうち①と②を中心に、現行制度の問題点及び提案されて

いる見直しの方向性を解説する。 

 
8 ベンチャーファンド市場の見直しについては別途検討が行われており、金融審議会「市場制度ワーキン

グ・グループ」第 6 回において東証より提出された資料（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-

system/siryou/20210218/03.pdf）が参考になる。 
9 意見の一つとして、STO などの新しい技術の活用も視野に入れた検討が紹介されている。今回の提言

に基づく改正については、その具体的な内容次第では、STO の促進のためにも活用が可能であると考え

られる。 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20210218/03.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20210218/03.pdf
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なお、③株式投資型クラウドファンディングの要件の見直し及びこれに関連して提案

されている④少人数私募の人数通算期間の見直しについては別号のニュースレターに

おいて詳細に解説する予定であり、本ニュースレターでは割愛する。 

 

Ⅲ．特定投資家制度の整備 

 

1．現行制度の問題点 

 

日本における非上場企業へのリスクマネーの供給については、現在は適格機関投資

家が主要な役割を果たしている。適格機関投資家以外のプロ投資家（エンジェル投資

家等）による供給も行われているが、少人数私募が中心であり、人数制限等の限界が

ある。そこで、成長資金の円滑な供給のためには少人数私募以外の方法により、適格

機関投資家以外のプロ投資家から投資を受けることのできる制度の整備が求められ

る。 

現行の日本の法制度上、非上場企業が発行開示規制を受けることなく適格機関投資

家以外に対して株式を発行する制度としては、少人数私募以外では、特定投資家私募

制度（金商法 2 条 3 項 2 号ロ）がある。特定投資家私募制度では、発行会社が一定の

情報（特定証券情報等）を提供又は公表し、特定投資家（金商法 2 条 31 項、定義府

令 23 条）のみを相手方とすることで、有価証券届出書を提出することなく、有価証

券の取得勧誘を行うことができる。 

しかし、特定投資家私募制度については、日証協規則において証券会社が非上場株

式の投資勧誘を行うことが原則として禁止されていることや、プロ向け市場10を除き

特定証券情報が整備されていないことにより、プロ向け市場を除いて利用することが

できない状況にある。 

また、エンジェル投資家等の個人投資家が特定投資家に移行するためには、証券会

社に対して申込みを行い、証券会社が承諾をすることが必要であるところ、特定投資

家に移行可能な個人の要件が画一的かつ厳格であり、また、移行手続きが煩雑である

ことなどにより、特定投資家に移行する個人投資家は限定的となっている。 

これに対して、例えば米国では、一定の資産や資格要件を満たしたプロ投資家であ

る自衛力認定投資家（Accredited Investor）に対して勧誘を行うことができるレギュ

レーション D が活発に利用されている。 

以上を踏まえ、米国におけるレギュレーション D のように広く利用される制度を

目指し、幅広い非上場株式を想定した特定投資家私募制度（日本版レギュレーション

D）の整備を行うことが求められる（日証協報告）。 

 

 
10 本書日現在、東京証券取引所が開設する TOKYO PRO Market が日本における唯一のプロ向け市場で

ある。TOKYO PRO Market では特定証券情報について外部監査が必須とされており（特定上場有価証券

に関する有価証券上場規程の特例（東京証券取引所）110 条 5 項）、企業の開示負担が重いことが指摘さ

れている。 
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2．見直しの方向性 

 

特定投資家制度の見直しの方向性として、主に、①個人投資家の特定投資家への移

行制度の弾力化、及び②プロ向け市場以外でも特定投資家私募制度を利用することが

可能となるための関連規定の整備が提案されている。 

 

（1） 個人の特定投資家の要件の弾力化 

個人投資家が特定投資家へ移行する際の要件について、現在は、純資産額、投資

性金融資産額及び取引経験が掲げられている（金商業等府令 62 条）ところ、これら

の要素のみでは限定的すぎるとの指摘があることから、第二次報告においては、実

証事業の結果も踏まえ、以下の提言がなされている。 

 

第二次報告 

特定投資家に移行可能な個人の要件として、年収・職業経験・保有資格・取引頻

度といった要素についても勘案できるようにする11。 

 

これにより、特定投資家に移行することができる個人投資家の範囲が拡大するこ

とが期待されるが、具体的にどのような要素を追加するかを検討するにあたっては

下記（3）の整備内容とのバランスを考慮する必要があり、また、利用可能な取引に

応じて証券会社に適合性原則を課すなど特定投資家制度を柔構造化する可能性も示

唆されている。 

 

（2） 特定投資家への移行手続等の弾力化 

第二次報告において、個人投資家の特定投資家への移行（プロ成り）手続に関し

ても、要件の合理的な確認等が可能な形でその手続を弾力化することで移行の円滑

化を図ることが考えられるとして、以下の事項が提言されている。 

 

第二次報告 

・取引経験要件の柔軟化 

移行の要件の一つである「1 年以上の取引経験」について、特定の金商業者等

における実績に限定せず、他社での取引経験も勘案できるようにする。 

 
11 第二次報告おいて、実証事業の結果として以下の内容が示されており、各要素において勘案されるべ

き具体的な内容として参考になると考えられる。 

純資産及び投資性金融資産ともに 3 億円以上かつ取引経験 1 年以上である投資家と同等以上の金融リ

テラシー（平均正答率）があると推定される投資家は、以下のいずれかの属性を満たす。 

・年収 1 億円以上、又は投資性金融資産 5 億円以上、又は純資産 5 億円以上 

・投資性金融資産又は純資産 3 億円以上、かつ、年平均取引頻度 4 回/月以上 

・特定の職業経験（金融機関業務/会社経営のコンサルティング・アドバイス/経済・経営に関する教職・

研究職）又は特定の保有資格（証券アナリスト/証券外務員（1 種、2 種）/1 級・2 級 FP 技能士・CFP・

AFP/中小企業診断士）を有し、かつ、年収 1,000 万円以上 

・特定の職業経験（同上）又は特定の保有資格（同上）を有し、かつ、投資性金融資産又は純資産 1 億円

以上 
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・財産要件の確認方法の多様化 

金商業者等が、財産要件（純資産 3 億円以上、投資性金融資産 3 億円以上）の

確認にあたり、当該金商業者等以外における保有資産を含めて総合的に評価で

きることを明確化すること。また、他社でプロ成りしている事実を踏まえるこ

とも合理的な判断に資するものと考えられる。 

・特定投資家としての更新手続きの弾力化 

プロ成りの効力の 1 年ごとの更新手続において、引き続き要件を満たしている

旨の投資家の自己申告も、金商業者等が要件を満たしていることを確認するに

あたっての合理的な判断に資することを明確化すること。 

 

（3） 特定投資家私募制度（日本版レギュレーション D）の整備等 

特定投資家私募制度については、プロ向け市場を除いて利用することができない

現状の制度に関する改正が提言されている。 

まず、日証協報告では、証券会社等による特定投資家私募において投資勧誘等に

関与することを可能とするため、以下の内容の日証協規則の改正が提案されている。

第二次報告においても以下のとおり同様の方向性が示されている。 

 

日証協報告 第二次報告 

・証券会社等による非上場株式の投資

勧誘禁止の例外として、特定投資家

向け取得勧誘、特定投資家向け売付

け勧誘等及び既存株主による売付け

に係る勧誘12を可能とする。 

・但し、特定投資家向け取得勧誘及び特

定投資家向け売付け勧誘等を行うこ

とができる証券会社等を、証券会社

の内部管理体制等をもとに日証協が

指定した「取扱会員」に限定する。 

日証協規則において、非上場株式の金

商業社等による特定投資家向け投資勧

誘を認める。 

 

また、特定証券情報13の整備にあたっては、日証協報告及び第二次報告のそれぞれ

において、以下のとおり提言がなされている。なお、第二次報告においては、発行者

による適切な情報の提供が確保されるよう、金商業者等が適切に関与する仕組み（日

証協規則による整備）も必要とされている。 

 

 

 
12 既存株主が株式を売却する場合、当該株式については特定投資家に売り付けることを想定している。 
13 特定証券情報の内容は、プロ向け市場で取引される特定上場有価証券等については特定取引所規則に

おいて定め、それ以外の有価証券については金融庁長官が指定するものとされている（証券情報等の提

供又は公表に関する内閣府令 2 条）。 
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日証協報告 第二次報告 

・勧誘対象となる特定投資家の属性や

本協会の自主規制規則における証券

会社等の行為規制等も考慮したうえ

で、特定投資家が適切に投資判断を

行えるものであるか及び発行者に係

る情報の提供・公表の負担に考慮し

たものであるかを十分に注意して、

今後、詳細について検討することが

必要。 

・特定証券情報の記載事項等について

検討するにあたっては、非上場株式

と私募投資信託等は別個に議論する

ことが必要。 

・各取引において勧誘対象となる者の

特性を踏まえ、特定投資家が適切に

投資判断を行えるものであるか、発

行者の開示負担へ配慮したものであ

るかを十分に考慮する。 

 

 

また、別の方向性として、現在、「インターネットで募集に係る広告をすること」

は、「有価証券の募集」（金商法 2 条 3 項）に該当するとされているところ、第二次

報告において以下の提言がなされている。 

 

第二次報告 

適格機関投資家や特定投資家のみが閲覧可能な場合（例えば、証券会社のインタ

ーネット上の専用サイトで勧誘や広告を行う場合）、その適切な運用が確保される

ことを前提に、そもそも「有価証券の募集」に該当しない旨を企業内容等開示ガ

イドラインで明確化することが考えられる。 

 

3．実務への影響 

 

提言されている特定投資家への移行の弾力化と特定投資家私募制度の整備がなさ

れれば、非上場会社・投資者の双方の観点において、リスクマネー供給が促進される

といえる。また、証券会社等に対する制限が解禁されることにより、一層のリスクマ

ネー供給が促進されるとともに、例えばプレ IPO やその前段階において、IPO を見据

えたより柔軟な資本政策の実現が可能になると考えられる。一方で、制度改正にあた

っては、投資者保護とのバランスを図ることもうたわれていることから、実務的にど

の程度有効な制度となるかは注視が必要である。 

また、「インターネットで募集に係る広告をすること」について、有価証券の募集

に該当しない場面を明確にすることは、投資情報へのアクセスにインターネットが果

たしている役割に鑑みると、投資者への情報提供の観点から特に大きな影響があると

考えられる。一方で、「適切な運用」として、例えばサイトの閲覧開始時に閲覧者の自
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己申告を求めるなどのオプトアウトのみで足りるとすると、実際上、IPO を見据えた

段階で投資情報が拡散され、ガンジャンピング規制の骨抜きになる可能性もある14こ

となどから、具体的にいかなる要件が課されるかは注視が必要である。 

 

Ⅳ．非上場株式のセカンダリー取引の環境整備 

 

1．現行制度の問題点 

 

現状、非上場株式の発行後の取引（セカンダリー取引）の機会は投資家間の相対取

引や株主コミュニティ制度等に限られており、投資者の投資回収（イグジット）の機

会は限定的となっている。Ⅲ.のように制度上リスクマネーの供給主体を拡大しても、

イグジットの機会が確保されていなければ、利用は進まない。特に個人投資家につい

ては、証券会社による非上場株式の投資勧誘が日証協規則によって原則禁止されてい

ることから、自ら取引の相手方15を見つけてくる必要があるが、限界がある。 

そこで、プライマリー投資を促進するためには、セカンダリー取引におけるイグジ

ットの機会を充実させることが必要となる。 

また、自ら有望な非上場企業を発掘することに限界があり、プライマリー投資に参

加することが難しい投資家にとっては、非上場株式を売買できるような取引プラット

フォームが必要と考えられる。 

 

2．見直しの方向性 

 

第二次報告及び日証協報告では、非上場株式のセカンダリー取引の環境整備の見直

しの方向性として、主に①セカンダリー取引における特定投資家向け投資勧誘規則の

整備と②株主コミュニティ制度の見直しが提案されている。 

 

（1） セカンダリー取引における特定投資家向け投資勧誘規則の整備 

上記Ⅲ.2.（3）のとおり、日証協規則を改正し、証券会社による非上場株式の特定

投資家私募（私売出し）の取扱い等を可能とする整備を行うことが提案されており、

当該整備の中で、セカンダリー取引についても、特定投資家向けの投資勧誘の具体

的なルールを整備することが適当であると提言されている。 

 

（2） 株主コミュニティ制度の見直し 

株主コミュニティ制度は、証券会社が非上場株式の銘柄毎に株主コミュニティを

組成し、これに参加する投資家に対してのみ投資勧誘を認める仕組みであり、現在

 
14 IPO を見据えた状況における投資家とのコミュニケーションに関する留意点については、当事務所の

CAPITAL MARKETS BULLETIN 2020 年 10 月号（Vol.48）ご参照。 
15 特定投資家私募によって取得した株式については売却の相手方も特定投資家であることが想定されて

いる。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043351/20201021-011456.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00043351/20201021-011456.pdf
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は、株主コミュニティへの参加を勧誘できる対象が発行者の役職員等に限られてい

る。 

株主コミュニティの参加者を増やし、株式の発行・流通を活性化するため、以下

の提言がなされている。 

 

日証協報告 第二次報告 

①リスク許容度が高いと考えられる特

定投資家に対して投資勧誘を認める

こと。 

②株主コミュニティ銘柄の会社関係者

等については、株主コミュニティへ

の参加を取引の条件とした投資勧誘

を可能とすること。 

③既存株主が株主コミュニティ銘柄を

運営会員を通じて売却する場合につ

いては、株主コミュニティに参加せ

ずとも投資勧誘を認めること。 

④株主コミュニティ銘柄の発行会社が

有価証券報告書等を提出している場

合には、流通性が制限されていると

いう制度趣旨を損なわない範囲で株

主コミュニティへの参加勧誘対象者

を拡大すること。 

リスク管理能力及びリスク許容度の高

い特定投資家を新たに参加勧誘対象に

加えることが適当。 

 

また、関連して、日証協報告では、店頭取扱有価証券にかかる譲渡禁止期間の見

直しが提案されている。すなわち、日証協の店頭有価証券に関する規則 6 条では、

「有価証券報告書等提出会社が発行する非上場株式等の募集等の取扱い等」につい

て、取得後 2 年間の譲渡禁止が定められているが、同規定によって株式を発行した

企業が株主コミュニティを組成しやすくすることで同規定の利用を促すため、譲渡

禁止期間を撤廃することが提案されている。 

 

3．実務への影響 

 

投資者にとってイグジットの機会が確保されていることは投資判断において重要

な点であり、上記のとおり証券会社等の関与を拡大することは、投資活動の促進につ

ながると考えられる。 

もっとも、非上場会社の株式については株主管理の要請や証券保管振替制度のよう

な決済制度がないこと等もあり、さほど転々流通することが想定されていないことが
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一般的である。今後周辺制度（譲渡制限に関する設計なども含む）がどの程度整備さ

れるかも踏まえつつ、流通促進というコンセプトとどのように整合させるかについて

慎重な検討が必要となるものと思われる。 

 

Ⅴ．今後の見通し 

 

非上場株式の発行・流通市場の活性化のための制度整備の方向性はおおむね固まりつ

つあるものの、具体的にどのような形で整備が行われるのかについてはこれらの報告書

を踏まえた今後の議論次第であり、引き続きその動向を注視する必要がある。 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『米国 SPAC の実務と日本での SPAC の活用』 

開催日時  2021 年 8 月 5 日（木）9:30～11:30 

講師    熊谷 真和、二村 佑 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4619 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「上場会社による

エクイティ・ファイナンスの基礎と実務ポイント～コロナ禍・ア

クティビスト活動等の最新動向を踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 8 月 2 日（月）13:30～15:30 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点』 

配信期間  2021 年 7 月 27 日（火）10:00～8 月 27 日（金）17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『＜対話形式で分かりやすく解説＞STO（Security Token Offering）

の法律・実務ショートセミナー（30 分×全 3 回シリーズ）～第 3

回 社債・株式の STO～』 

配信期間  2021 年 6 月 17 日（木）～7 月 7 日（水） 

講師    石橋 誠之、寺井 勝哉 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

 

 

https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202106/?a=5JRLTRNG
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202106/?a=5JRLTRNG
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202106/?a=5JRLTRNG
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➢ セミナー  『＜対話形式で分かりやすく解説＞STO（Security Token Offering）

の法律・実務ショートセミナー（30 分×全 3 回シリーズ）～第 2

回 匿名組合出資持分・信託受益権の STO～』 

配信期間  2021 年 5 月 20 日（木）～7 月 7 日（水） 

講師    石橋 誠之、内津 冬樹 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

➢ セミナー  『＜対話形式で分かりやすく解説＞STO（Security Token Offering）

の法律・実務ショートセミナー（30 分×全 3 回シリーズ）～第 1

回 金商法総論～』 

配信期間  2021 年 4 月 28 日（水）～7 月 7 日（水） 

講師    石橋 誠之、山本 義人 

主催    森・濱田松本法律事務所 

 

文献情報 

➢ 論文    「Awaiting the arrival of SPACs in Japan」 

掲載誌   IFLR 

著者    鈴木 克昌、熊谷 真和、二村 佑（共著） 

 

➢ 論文    「不動産・インフラ投資と ESG」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.61 

著者    佐伯 優仁、山本 義人、村田 陽祐 

 

➢ 論文    「社債・株式をトークンとして扱う第三者対抗要件に留意が必要 

STO の実現に向けた第 1 歩の踏み出し方（上）」 

掲載誌   日経 FinTech 2021 年 5 月号 

著者    石橋 誠之、寺井 勝哉 

 

➢ 論文    「米国 SPAC による日本企業買収の留意点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2262 

著者    鈴木 克昌、酒井 真、五島 隆文、緒方 航（共著） 

 

➢ 論文    「米国 SPAC の実務と日本版 SPAC に向けた課題」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2261 

著者    鈴木 克昌、熊谷 真和、二村 佑、五島 隆文 

  

https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202105/?a=5jAmnEtA
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202105/?a=5jAmnEtA
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202105/?a=5jAmnEtA
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202104/?a=FFdGBEAe
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202104/?a=FFdGBEAe
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/sto_202104/?a=FFdGBEAe
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NEWS 

➢ 箱田 英子 弁護士が IFLR1000 Women Leaders 2021 - Asia-Pacific において日

本を代表する女性弁護士に選ばれました 

IFLR1000 Women Leaders 2021 - Asia-Pacific において、当事務所の箱田 英子 

弁護士が日本を代表する女性弁護士に選ばれました。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


