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不祥事というものが経済の論文のテーマにな りうると,かつて私は考えていなかった.証券

取引にかかわる不祥事 というと,金儲けのための浅ましい行為,拝金主義の権化などのイメー

ジが強く,人間の汚さを措 く文学の題材としても余 りはめられたものではなかった.こういう

ものに深い心理描写も苦悩もないからである.

今回初めてまともに取上げて見ようと思ったきっかけは,1991年の証券不祥事に対する社会

的評価がどうも納得できなかったためである.証券市場というものの本来の性格をしっか り把

撞しないままに仲介証券業者をスケープゴー トに仕立て上げる論調に対してほ,証券市場論研

究者の立場から異論がある.

証券市場の歴史は ｢不祥事の歴史｣だとはいえないが,他の市場あるいは経済の分野に比し

て社会的に大問題になった不祥事が多いだろうことは明らかである.代表的な不祥事が市場取

引としてはどのような性格のものだったのかを確認し,それに対 して証券行政がどのように対

応したかを見ることによって,証券市場の持つ一つの性格を浮び上らせたいと思 う.

Ⅰ 第2次世界大戦前

戦前期については筆者の力不足で充分な資料を渉猟した上でまとめることができなかった.

手元にある以下の三種の資料から戦前期不祥事を概略特徴付けるにとどめる.

1 東京及び大阪株式取引所史

東京及び大阪両取引所創業初期は不換紙幣時代である.公債や金銀貨幣取引が盛んであった

後に,ようやく株式取引が中心になった.その当初,1880年代の取引萎縮時代に ｢不正取引の
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増加を来し,仲買人 ･委託者間の紛議絶ゆることない｣l)状況であった.これに対しては早速

に1882年12月株式取引所条例に初めて ｢取引所の賠債責任制｣を定めた.

なお続いた金銀貨取引の場では1883年3月株式 ･米取引両所にまたが り約1000人の条例違反

の被疑者を出す騒ぎがあった2). 当初農商務省で黙許した行為 (正規ならざる券符を以て売買

取引をなす)をその後司法官憲が反則と解釈したもののようである.

1893年に戦前証券法親の基本である取引所法が公布されたが,その翌年の日清戦争後,投機

熱が流行し,東京 ･大阪 ･名古屋で現物市場設立企画が続出したため,1896年政府は農商務省

令でこれを禁止 した8). 戦前期の取引所取引は定期取引中心で手数料が高く,現物取引は場外

中心であったが,これが明確に組織的市場化することは認めなかったのである.以後この種の

禁止 (とりわけ現物取引の形を装う差金決済取引の禁止)と取引所集中は長 く日本市場の伝統

となった.

投機熱があれば株の買占めも登場する.

株式市場を通ずる買占めの最初の例は1896年6月,大阪株式取引所における参宮鉄道株であ

った一). 盛んな鉄道熱の時代で,資本金が小さく,浮動株も少なかった参宮鉄道が目を付けら

れ,激しい仕手戦となり解合いに結果した.この例では買い方の金主の銀行が担保に取った株

券を右から左へ売っていたので,取引に決着がつかなかったのである.買占めの例は この･後

1898年北海道炭碗鉱道 (東棟),99年豊川鉄道株 (東棟),1900年伊予鉄道株 (大株),1906年

鐘紡 (東棟),1910年堂島米穀取引所 (大株),1922年天津株式取引所 (大株),1912年日本郵

船 (東棟),1919年横浜倉庫 (東京,横浜),1921年鐘紡 (大株),1924年土佐セメント(大株)

など高値引取 りを要求し利ザヤ稼ぎを狙う多くの例と,1913年束京板紙 (東棟)や1911年内国

通運 (東棟)のように経営権取得を狙 う少数の乗取 り例があった.

1911年東京株式取引所新株の買い占めは,日露戦後奨励された直取引 (五 日目決済)が実際

上転売買戻しによる差金決済化していたことを如実に示した.このため株式に関する同取引は

禁止された5). 実物取引をたちまち差金決済化する市場の ｢創意｣を後追い禁止する戦前免許

行政の典型例であるといえよう.

戦前期の株式取引所は株式会社組織であるが,東西両取引所がいずれも1度は大きな資産整

理を迫られたことは注目される.大阪株式取引所は (1922年実施 の短期清算取引の前身であ

る)延取引の清算機関 (株栄会)の欠損がらみで,1924年に資産整理をした6).東京株式取引

所は,昭和恐慌期以来の取引不振の過程で生じたマラソン金融や取引員の負債等の整理命令を

1) 『東京株式取引所五十年史』東京株式取引所,1928年,4頁.

2) 『大株五十年史』大阪株式取引所,1928年,18-25貢.

3) 『東京株式取引所五十年史』8京.

4) 『大株五十年史』46-49頁,高橋弘 『買占め』ダイヤモンド社,1961年,6-11頁.

5) 『東京株式取引所五十年史』11京,高橋弘,同書,33-39貢.

6) 『大株五十年史』94-98京.
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商工省から受けて,1933年金融会社設立による変態増資を行った7).

取引所市場内における定期取引の決済不能解決策である解合いの実施を一種の不祥事と見る

とすれば,その例は戦前期の東京市場だけで7例ある8). また証券業者も取引所もほとん ど関

係していない怪事件 として,清算取引上場予定大企業株式を用いた贈収賄で知られる1934年帝

人疑獄事件がある9).

2 取引所及び株式に関する判例集

大阪株式取引所は戦前に2種の判例集を刊行している. 『取引所に関する判例集』(1930年)

と 『株式二関スル判例集』 (1933年)である.判例は不祥事とは無論一致しないが,証券取引

開始以来50余年でかくも膨大な判例が収集されていることは,証券取引に絡んで素人が簡単に

黒白をつけ難い論点の多きを物語って余 りある.

『取引所に関する判例集』は1892-1930年の株式 ･商品両取引所に関する民事刑事の判決例

と商務局長通牒等を網羅したもので, 7章構成である (1.取引所,2.取引所に於ける売買取引,

3.取引所に於ける売買取引当事者間の法律関係,4.取引員,5.取引員と委託者問の委託契約,

6.取引所法違反,7.取引所税法違反).判例が最も多いのは ｢取引員と委託者間の委託契約｣

で,定期取引をめぐる自己売買兼業の取引員とセミプロ顧客との間の争いが中心であったこと

がわかる.

次に多いのは ｢取引所に於ける売買取引｣で,直取引の転売買戻し禁止,バイカイ,呑行為,

解合,売買証拠金などの論点が含まれる. ｢取引員｣についても営業名義の貸借 (名板貸し),

身許保証金,帳簿の証拠力,代理人 ･店員 ･外交員の取引の効力,呑行為な どが争われ た.

｢取引所法違反｣は取引所類似施設による定期取引 ･差金取引の禁止,取引員の支店出張所等

売買取引取扱場所の禁止,取引所取引の委託の取次営業等の禁止,取引所外に於ける差金取引

の禁止,取引所の相場に拠る賭博罪などが含まれた.その他の項は争いが少い.

『取引所に関する判例集』はいわば定期取引に特化した株式流通市場 (取引所市場)にのみ

かかわるものである.これを補 う意味で株式会社と株式 ･株券関係をまとめたのが 『株式二関

スル判例集』上下であった.対象は商法施行 (1899年)～1932年中の商法会社編株式会社中の

株式関係で,量的には取引所関係判例の3倍に及び,13章構成である (1.総説,2.株式ノ引受,

3.株式の金額,4.株主,5.株主ノ権利,6.株主,義務,7.株式ノ移転,8.株式ノ質入,9.株式

ノ消滅,10.株式ノ併合,ll.株券,12.株主名簿,13.罰則).項 目は ｢株式ノ引受｣と ｢株主,

7) 『東京株式取引所史』第 3巻.

8)小林和子 ｢恐慌史からみた証券史｣資料 1『証券経済学会年報』証券経済学会,1994年, 第 29号,

203頁.

9)小林和子 ｢幻の大疑獄,帝人事件｣(証券市場百余年の盛衰㊥)『金融財政』第8667号 (1994年 2月17

日号).
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その権利 ･義務｣,｢株式ノ流動化｣｢消却 ･併合｣｢株券｣に大別される.

｢株式ノ引受｣には会社設立から増資までが含まれる.商法は施行されたが,法と現実を付

合させ,解決して考えを固めて行く過程の判例であるから,あ りとあらゆる論点が網羅されて

いる観がある.株式の払込は額面の四分の-から始 り,満額払い込み後初めて増資できる仕組

みであったため,設立時の第 1回株式引受が最大の問題で,増資がらみの争いは僅かである.

発行された株式について持ち手である株主の側から見た他の株主との関係及び会社との関係

が全体の半分を占める. ｢株主の義務｣は ｢出資｣であるが,この株金払込みがかなり問題に

なったようである.流通市場に直接関係する ｢株式ノ移転｣も相当のボリュームがある. ｢株

式会社ノ株式ノ譲渡-原則 トシテ自由ナレトモ会社-定款ヲ以テ其ノ譲渡二付キ制限ヲ加-得

ルモノトス｣10) という時代,そもそも流通市場に登場する銘柄も決して多くはないが,株式譲

渡の効力,名義書換,白紙委任状付記名株式の譲渡などは種々の問題を生じた.

株式という財産権を化体した ｢株券｣そのものについても偽造,無効,不法占有,虚偽記入

などが論ぜられたが,これらは一見して素人にもわかる犯罪の部類であろう.

3 司法省関係調査

前出取引所史及び判例集は ｢犯罪｣を中心をこすえたものではないが,ここにまとめた司法省

関係の調査資料はすべて ｢犯罪｣に焦点を放ったものである.

遠藤常寿 『取引所に於ける取引の実状と之に関する法律問題の研究』 (司法研究第5韓,19

29年)

小山起三 『取引所を中心とする犯罪の研究』 (司法研究第5韓,1929年)

猪俣幸一 『株式取引に関する犯罪の実情,検挙及予防』 (司法研究第24輯 4,1938年)

司法省調査部 『株式取引所の実情に就て』 (世態調査資料第31号,1941年)

猪俣著の第2編はずば り｢株式取引に関する犯罪｣で,取引所法違反 ･取引所税法違反 ･有

価証券移転税法違反と,一般刑法違反に分かれる.取引所法関係で最も頻発する犯罪は,1)敬

引員の支店出張所設置罪,2)取引委託仲介営業罪,3)取引所類似施設設置罪,4)取引所外差金

取引罪の4で,次にくるグループが,5)無免許取引所設立罪,6)取引所の相場の不正変動を図

る罪,7)取引所役員使用人の取引員と特別利害関係を結ぶ罪の3である11).

刑法関係では,取引員は委託証拠金の流用,受株代金 ･受株の勝手な処分,委託証拠金の取

込詐欺など,外交員 ･店員は客の代理人でない場合 (委託証拠金の差入を免れ る),呑行為な

ど,株式現物売買業者は呑行為,現物 ･代金の編取,手付金 ･代金等の横領が顕著な犯罪例で

ある.

同書の著わされた1938年は軍需関係のポロ会社が輩出した年でもある.経済的に無価値か,

10)大阪株式取引所 『株式三関スル判例集 ･下』大阪株式取引所,1938年,1143貢.

ll)猪俣幸一 『株式取引に関する犯罪の実状,検挙及予防』(司法研究第24輯4,1938年)118-119頁.
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ほとんど無価値に近いボロ株 (株金払込みをほとんどせずに設立された株式会社,事業の失敗

で資産が減少あるいは皆無になった株式会社,資産皆無の株式会社の全株式を譲渡し別会社に

変更登記し新に株券を発行する)杏,1)名称同一あるいは類似の有力株の如く欺いた り,2)市

場工作により著しく高い相場を形成する,などの犯罪 も顕著になった12).その他,匿名組合

(利殖組合,投資組合)の広告で出資者を募集し金品を編取する方法が ｢新たな犯罪｣とされ,

また株式清算取引をする顧客側の犯罪 (売注文を買注文だったと主張する,証拠金を入れない

など)にも目配 りがされている.

4 取引所定期取引集中時代の犯罪

戦前期を粗く見ただけで評価を加えることは難しいが,戦後期の知識を持つ目から見て戦前

期の特徴というべきものをあげておきたい.

第-に証券市場が投機的な株式の流通市場に偏奇していた時代故に,不祥事や犯罪もその分

野に集中している.これを具体的にいえば,取引所取引が定期取引中心で,転売買戻しによる

差金決済を認める定期取引はすべて高い手数料,証拠金,税金を課して取引所に厳しく集中す

る政策であったため,これに対する違反が多い.また定期取引市場における相場操縦や買占め,

その結果の混乱を解決する方法としての解合いも多い.

第二に,株式流通市場の組織的中心である取引所自体が株式会社組織であり(1878年～1943

午),仲買人 (取引員)の大半がその株主を兼ねたため13),市場沈滞時に当該取引所株等を用

いた取引で不正が行われ易かった.東京,大阪の代表的取引所がともに大きな資産整理を余儀

なくされたのは注目すべきである.

第三に,株式会社の設立と株式の発行にからんだ犯罪も ｢詐欺｣に近いものとしてかなりあ

ったと思われるが,公募発行市場自体が小さいか無いに等しいので, ｢市場犯罪｣として描捉

しにくい.第二分類の資料で見る限り商法の条文が現実の経済に浸透して行く過程での齢齢が

多く,意図的犯罪は相対的に少いように思われる.

第四に,証券業者の多くが個人商店の代表で,法人組織であっても個人で自己売買をする者

が多く,顧客もセミプロ的個人,あるいは証券業を廃業した元プロの個人であるなど,不祥事

や犯罪の行為者は個人であることが多い.

こうした特徴のうち,個人による,一場外差金決済型取引にかかわる違反行為などは戦後当初

もまだ続いた.しかし証券市場の性格が大きく変わることにより,基本的には不祥事の性格も

法人型で大規模化することになる.

12)同書,256-265京.

13)小林和子 ｢株式会社 ｢株式取引所｣｣(証券市場百余年の盛衰④) 『金融財政』第8638号 (1993年10月

28号)
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ⅠⅠ 第2次世界大戦後
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証券取引にかかわる違反,犯罪,不祥事は必ずしも当事者が確信犯であるとは限らない.証

券市場が提供している利益機会を他者に先駆けて,あるいは他者と競合しながら利用した結果

が,違反と ｢解釈｣されるような場合もあ りうる.

第2次世界大戦後については後掲表 1や図 1にまとめたような代表的な ｢事件｣を年次順に

追いながら,市場の性格変化と不祥事の性格変化を跡付けて見たい.

1 集団取引時代

犯罪というものの多 くは現行法違反であるので,戦後の証券関係基本法親の推移を簡単に見

ておく.

1945年8月9日に日本証券取引所市場を臨時休会したときの基本法は1943年日本証券取引所

法であった.45年9月26日,GHQにより証券取引所再開が禁止された後,再開を模索する過

程で,戦時立法である日本証券取引所法では無理だとわかったのが46年春である.まった く別

の新法である証券取引法が成立 し,同時に日本証券取引所法が廃止されたのが47年 3月である.

しかしこの証券取引法は証券取引委員会の萌を除いて施行されず,翌48年 5月に全面改正法が

施行された.僅か数年の間に証券関係法は次のように変遷した.

～47.3 日本証券取引所法

有価証券業取締法

有価証券引受業法

有価証券割賦販売業法

47.4-48.514) 有価証券業取締法

有価証券引受業法

有価証券割賦販売業法

48.5- 改正証券取引法

しかし46年12月から49年 5月までの集団取引時代はこうした基本法規がらみの事件は少なか

ったようである.

1) 封鏡預金一新円取引 46年 5-6月

戦時中の株式流通市場は価格面では上下限ともに統制があ り,政府機関の買い出動が生命線

であるなど,基本的には統制市場であった.戦後は取引所再開はならなかったが45年末から開

14)46年証券取引法は付則で有価証券業取締法以下の3法を廃止したが,施行されなかったのでこれらは

活きていた.また明治以来の取引所法は日本証券取引所法第108条で ｢取引所法-有価証券二関シテ-

之ヲ適用セズ｣となり,証券法ではなく･なった.
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始された店頭取引の集団取引は,実物取引に限られたが自由市場である.その他の経済分野で

はなお各種の統制が存続あるいは新設されたため,証券取引には自由な利益機会を求める資金

が集 り始めた.

これにタガをはめようとしたのが46年2月17日の金融緊急措置令である.終戦後数カ月で顕

在化したインフレーションを抑制するために,預金を封鎖し,新円を発行し,封鎖預金の払い

出し使途を制限した.株式の払い込み,配当金と残余財産分配金の支払いは認められたが,流

通高場における売買は認められなかった.集団取引は立会い中止となり,数日後に新円取引で

再開されたが,まだ新円は少い.証券界は封鎖支払い使用を陳情し,2月23日大蔵省に認めら

れた.

すなわち,株式を封鎖預金で買って新円で売ることが可能になった.封鎖預金の活用,新円

入手,インフレ-ッジ,相対的な株安 (額面50円以下の株価も多かった)などから株式集団取

引は数カ月で急拡大した.封鎖買い- 新円売 りによる旧円の新円化は金融緊急措置令達反で

はないかと日東証券が取由べられたのが5月,これに加えて株式のカラ売買による封鎖預金の

現金化は詐欺罪だと野村,山一など有力証券はじめ全国の証券会社が取調べられたのが6月で

あった15).

金融緊急措置令のインフレ抑制という精神には反するが,大蔵省告示で認められている以上,

株式の封鎖取引は違法ではない.株式という特別の市場型商品にこれを認めた法の不備である

から,結局不起訴になった.こうした経緯を見れば,この事件は ｢不祥事｣の範噂には入らな

いが,｢買って売る｣｢売って買う｣ことが当然の属性である証券市場というものを戦後初めて

当局に認識させたはずだと思われる.同年7月束に集団取引は新円取引に一本化された.

詐欺罪の方のポイントは ｢カラ売買｣だったかどうかで,手持株の多い大証券では決済の際

に株式の記番号だけを書いて,必ずしも現物を授受しない実態がわかれば,問題はなかった.

新円も株も持たない一般庶民が片方にあることを考えれば封鎖取引は ｢法の精神｣にもとる行

為であったかもしれない.しかし,新円を獲得し易かった商業分野や,株を売って納税や生活

費に当てたい旧資産家層など証券市場を積極的に利用したい顧客にとってほ ｢法の活用｣であ

ったことを如実に示 した事件であった.

2) 東洋紡事件 48年2月

集団取引は47年秋に,現実の流通需要と財閥解体株式売出しの成功のために当局の ｢黙認｣

をえた市場として活発化し,48年春にかけてブーム期を迎えた.48年 1月下旬には受渡未済株

が巨額に達し,東京 ･大阪 ･名古屋の3集団市場は休会して整理に努めた.集団市場は戦前期

の取引所のような清算市場でなく実物市場である.カラ売買や,転売買戻しによる差金決済を

認めなかった.しかし,実株は戦争末期にかなりが戦時金融金庫の無制限買い支えで市場から

吸い上げられていたため,ブーム期に大衆の買いに対してカラ売 りした証券業者が多かったら

15)東京証券業協会 『証券外史』東京証券業協会,1971年, 76-78京.
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しい16).受渡し未済額が増加し,受渡し不能となって結局清算取引の例にならって任意解合い

とした.顧客は ｢現物の買い｣のつもりであるからあくまで現物引渡しを要求するものが多く,

解合い値の数倍もする希少現物を買って受渡した例もあった.当然カラで売った証券業者は損

を出した.

大阪市場では繊維株の東洋紡に人気が集中したため,東洋紡事件と称されたが,同様の不祥

事は他の銘柄でも起ったらしい.当初は集団取引の投機化が問題とされたものが,実物取引の

清算取引化で解合いにまで至 り,結局集団取引は取引所類似行為ではないかとしてGHQは取

引再開に難色を示した.最終的に ｢自然発生的な店頭取引の出合を求める場である｣ ｢唯一の

証券取引の場を禁止すれば--事業の資金調達を枯渇させる｣との訴えが通 り,取引は再開さ

れたが,規制は強化された.たとえば改正証券取引法公布の直前,48年4月初めに大蔵省は証

券業者運転資金の融資順位を●丙種に引下げた.

正規の取引所市場,当時の観念でいえば清算取引を集中する取引所市場がまったく存在しな

かった (日本証券取引所は47年 4月解散)時代,唯一つ客観性のある価格形成がなされたのが

集団取引である.取引所が存在するならば取引所類似行為であるとされても仕方がない側面が

あるが,取引所がない以上この判断には基準がない.実物取引であると ｢黙認｣されているも

のを ｢清算取引化｣･した点も,そもそも規制法がない以上 ｢違反｣とはいい難い. ｢黙認され

た自主ルール｣を破った点を ｢罪｣とするならば,原因は ｢買い｣に対しては ｢売 り｣応じて

市場を維持するのが本義であ り,清算取引の慣習を捨てる必要があるとは考えもしなかった当

時の市場の常識にある.さらには ｢金庫｣内に多くの実株を持つ戦時金融金庫を閉鎖検閲にし

ながら,集団市場の実株取引集中を是とした市場及び当局の認識不足も問題にされよう.

この事件で露呈された集団取引の実態は当局者に ｢早く取引所再開を｣との考えを醸成した

らしいのほ皮肉である.

2 取引所再開後,証券恐慌まで

3) 旭硝子事件 50年4月

証券取引法による新設証券取引所市場が立会いを開始したのは東京,大阪,名古屋が49年 5

月,広島,福岡,京都,神戸,新潟が同年7月,戦前には市場のなかった札幌が翌50年4月で

あった.

再開前の49年 3月,アメリカから来た ドッジ公使が日本経済安定に関して,超均衡予算,イ

ンフレ対策,為替レー ト設定を明示した声明を発表し,ほぼ半年後の49年秋から50年にかけて

日本経済は安定恐慌を経験した.証券取引所市場も初めての不況に見舞われ,年末には戦後型

市場対策である増資調整が開始された.この証券不況のさ中に起ったのが旭硝子事件である.

第 2次世界大戦後,日本企業の活動する環境は激変した.とりわけ戦後の各種改革で大企業

16)同書,180京.
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に対する法的規制は以下のように種々重なった.

i 制限会社

1945年11月24日会社の解散の制限等に関する勅令で,財閥財産分散防止のため, 資本金

500万円以上の会社等の事業の譲渡や解散を禁止,企業活動を厳しく規制 した.翌46年11月

24日会社証券保有制限令は,上記の指定会社と子会社 ･関係会社の他社株式保有及び役員兼

任を禁止した.

46-51年 1197社

ii 特別経理会社

1946年8月15日会社経理応急措置法 (8月11日金融緊急措置令施行親則改正による第2封

鎖預金設定と翌12日の戦時補償打切 りに対応)と同年10月30日企業再建整備法で,戦時補償

打切 りで大打撃を受け再建整備を要する会社を指定した.46年8月11日以前を旧勘定として

整理がつくまで棚上げし,それ以後を新勘定として営業を行あせたのである.再建整備の方

法として第二会社を設立した例は次にみる持株会社や大企業に多かった.

46-52年 当初指定8373社

iii持株会社

1940年11月6日 [GHQ]持株会社の解体に関する覚書は,持株の譲渡により持株会社を

解散させ,財閥の解体を具体化した.

46-51年 83社

iv 集中排除法指定会社

1947年12月18日過度経済力集中排除法は同年4月独占禁止法を補完する目的で,既存の独

占的大企業の解体を企図した.

47-49年 全指定325社

49年8月 最終指定18社

さて大企業中の大企業というべき三菱化成は,上記のi,ii,iiiに該当,ivにも指定された

が,49年4月に指定解除された.しかしすでにiiの再建整備計画による分割予定で再編を進め

ていたため,同年5月に3社への分割で再建整備計画を申請し,翌50年 1月末に認可を得た.

三菱化成はもともと戦時中に分野の違 う旭硝子,新光レイヨン,日本化成の3社を無理に合併

した会社なので,旧3社に戻すのは容易だったといえる.

以上は周知の事実であ り,計画認可は予定されていたため,認可前から分割後の3社の株式

について証券業者間で思惑売買が始った.本来,三菱化成株式と分割後の3社株式は平行して

存在しえない.しかし,分割認可前の段階 (俗に場外の場外の場外), 分割認可済段階 (場外

の場外),3銘柄の三菱化成株主割当てと店頭予約売買段階 (場外の場内) の三段階にわたる

3社株式の取引があった.先の二段階は取引所に上場されている三菱化成株式と併行して取引

があり,かつ3社株,とりわけ旭硝子株式に人気が集中した.
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三菱化成 (親株)と分割3杜 (子株)の併行取引
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｢取引所取引｣ ｢店頭取引｣

24･5･16 三菱化成上場

25･2･11 売買停止

最終値 820円

3･25 上場廃止

25･1･24 旭硝子 310円 (業者間)(場外の場外の場外)

1･31 3社分割の再建整備計画認可 (場外の場外)

2･20 第二会社 3銘柄の株主割当て

21 〝 は正式に店頭売買指定銘柄とな

り予約売買開始 (場外の場内)

(正式の株券も払込み飯収証もなし)

4･4 旭硝子,総発行株数をこえる取 り組み

4･5-25 新3社株式の払込み期間で,権利株が出回

り,受け渡し開始

4･11-13 新3社株式の大波乱

4･14 〟 売買停止

4･15-18 証取香とアダムスの交渉

4･18 証取香,旭硝子 ･新光レイヨンの全国一本解合

い,514円の裁定値段発表,反対

売買手数料無し

4･22 旭硝子,24 新光 レイヨン実施,終了

6･1 三菱化成工業3分割一一--I-一一一旭硝子,新光レイヨン,日本化成株式会社成立

6･12 3社の上場

最終段階では旭硝子の総発行株数を上回る大取組みとなり,新 3社株式の払込み期間に入 り

権利株が出回って受渡しが開始されると大混乱を惹起した.株価は大波乱,受渡しは不能で,

証券業者が証券取引委員会に解合いの価格で ｢仲介｣を申し立て,GHQににらまれながら証

券取引委員会が裁定値段を発表し,ようやく受渡しを終了した.

証券不況時に,沈滞する取引所実物市場を離れて,まだ発行されていない株式の取引 (親株

は上場しているから取引所集中義務がある)を,場外の集団で,しかも物理的な場所としてほ

取引所の中で,証券業者が中心で全国にわた り,先物取引として行った上に,大混乱の末解合

いでようやく解決したことは,社会の反応はともかく証券取引法と取引再開三原則 (上場証券

の取引所集中主義,先物取引禁止ほか)を至上とするGHQと大蔵省にとっては許すべからざ

る ｢不祥事｣であった.

とはいえ ｢証取法違反｣であったかどうかは疑わしい.証券会社に注文を出した最大の買い

手は当の旭硝子 (の社員)であったらしいが,その点をつめた審問はなかった17).取引不振時

に,登録制で一気にふえた証券業者が死活問題として発行前株式の取引にとびついた結果の不

祥事とされた.発行前株式の取引システムを明確にする必要はあるとして,同年10月に取引所

内に発行日取引制度が設けられた (期間中の転売買戻しを認める点は先物取引性を持つが,発

行新株で受渡し決済するため実物取引).

17)1950年7月5日証取第 1506号旭硝子,新光レイヨン株式の所謂解合に関する経過について,参照,

『日本証券史資料』戦後編第6巻,日本証券経済研究所,1987年,106-109京.
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むしろ制度以外の点で旭硝子事件の残した影響は大きかった.一つは,証券市場の大きさに

比して証券業者数は過剰ではないか,こうした不祥事があればせっかく証取法が支えようとし

ている証券業者の社会的信用も崩壊するではないかとして,登録制下にすでに証券業者の整理

と規制強化が始まったことである.

また一つは,その証券業者規制を行う側の証券取引委員会 (日本版SEC)が,同事件の仲

介でGHQと大蔵省からの評価を下げ,占領終了後は廃止されてしまったことである.後年の

証券不祥事が証券取引等監督委員会を設立する契機になったのとは反対のベクトルが見られる.

4) 神証 ･新証役員の総辞任 50年9月,12月

旭硝子等3社株式が取引所に上場した直後の25年6月25日,朝鮮動乱が勃発した.これが朝

鮮特需,動乱景気として日本経済を潤し証券市場が回復するまでにほ少し間があった.

旭硝子事件でさすがに発行前株式の野放図な場外取引は鳴りをひそめたが,場外集団取引自

体はなお銘柄を変えて続けられた.証券取引委員会は同年8月に才取業者 (取引所内の売買仲

介専業)に場外集団取引の仲介を止めるよう勧告し,さらに9月には非上場株式の場内集団売

買を黙認したとして神戸証券取引所役員に総辞職を勧告した.同取引所ではこれを受けて直ち

に全員が辞任した.新潟証券取引所でも同様の事が12月に生じた18).監督庁の勧告で (小なり

といえども)証券取引所役員が総辞任した例はこれのみである.

上場株式の場外集団取引が跡を断たないのはひっきょう取引所内取引では利益を上げられな

い証券業者が多いからである.証券界は全体として戦前期の清算取引を復活して欲しいという

要望を掲げ,運動しているが,現実にはすでに手数料のない場外自己売買や,その先物取引化

を行わざるをえないような苦況に立っていたのである.

5) 東邦レーヨン事件 51年 1月

第2の旭硝子事件といっていい.東邦レーヨンは同じく再建整備計画で帝国織経が三分割さ

れたうちの1社で,50年7月に設立され,12月に1.5倍増資を決定した.設立前から権利株と

して相当に売買され,九月に東証に正式上場後は増資説が流布し,今度は増資新株の権利売買

が場外で盛行した.証取蚕は,旭硝子事件の反省で11月に実施された発行日決済取引の利用

(51年 1月8日以後可能)を勧告したが,なお場外売買は増大した.ついに証取委ほ証券会社

30社の実地検査と東邦レーヨンの調査をした.

この結果,東邦レーヨンは親株 ･新株両方の自己株式を大量に売買,山一証券なども大量の

自己思惑売買があったことがわかり,再度強い勧告を受けて取引所内の発行日決済取引に上場,

大事に至らなかった.東邦レーヨンと山一証券には証取法第125粂違反 (相場操縦)の疑いが

残ったが,審問の結果処分はされなかった10).

18)神戸証券取引所と新潟証券取引所については,証券取引委員会 ｢昭和二十五年慶一証券取引法 (昭和

二十三年法律第二十五号)第百七十九条第一項の規定に基く報告書｣,同書,705貢.

19)同書,705-706頁,及び 『証券外史』198-199貢.
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表 1 戦後の不祥事と行政の対応
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事 項 違反 .違法行為 (容疑) 行政の対応 関 係 者

1946 封鎖預金一新円取引 金融緊措置令達反,詐欺罪 封鎖取引停止勧告 証券業者

1948195019501951195319531957-8195819611963 大阪集団取引 .東洋 受渡し不能で解合い (現物の清 集団取引規制強化 証券業者証券業者証券取引所証券業者.発行者証券業者セ ミプロ.トレーダー,証券業者セミプロ.トレー

紡事件 算化), 取引所類似行為 旺券業者の個人積立金制度●

全国場外取引 .旭梢 受汝し不能で解合い,再開三原 取引所の発行日取引の制度化

子事件神戸証券取引所.新潟証券取引所役旦総辞任東邦レーヨン事件場外 .へタ株事件保全経済会事件東洋精糖貫占め名義貸-自己株保有 別の l(先物取引蕪止)に反する非上場株の場内集団売買権利株の場外売買盛行発行者の自己株式大量貫い付け相場操縦不十分な証拠金で差金決済取引 占領終了時に旺券取引委員会廃止信用取引 .投信の制度化役且に辞任勧告発行日決済取引へ移行被事業者に一時融資等●

マラソン金融の破綻 自主的廃業勧告●

大衆出資を集めて仕手株を信用取引して破綻信用取引を利用した冥占で売方 主催者の恵投刑和解開停●株式買戻し●

が現株粥達不能所得税法違反 信用取引制度改善へ旺券業者の罰金刑 ダー.証券業者発行者.買収者証券業者.発行者発行者証券業者)問題東洋電機事件(証券不況 商法違反相場操縦.相場の変動を目的とする不正行為.捻会星に対する贈収賄不正取引,経営困難多発 発行業者は不起折保謙預り制度の確立●.近代化●捜索.贈収賄 .詐欺罪で起折証券局の独立,免許制へ法改正

一一651965 証券恐慌山陽特殊製鋼破綻 証券業者の赤字隠し.破綻有価証券報告書虚偽記載 日銀特軌 免許制の厳重な適用.証券行政の強化ディスクロージャー強化 証券業者発行者

19731981198419881991 協同飼料事件殖産住宅事件誠備グルーブ事件投資ジャーナル事件リクルー ト事件明電工事件証券不祥事 時価発行増資にかかわる株価操作新規上場にからむ脱税.公開株配分仕手グルーブの脱税悪質投資顧問,無免許証券業未公開株式を用いた贈収賄仕手グループの脱税.仮名口座規失補てん,株価操縦 株価監視体制強化 ,̀自主ルール●親引け禁止●.公開株配分改善●投機化防止●投資顧問業法未公開株式取引規制,キャピタルゲイン課税見直し.仮名口座取締強化法改正 (事後の粗失輔てん禁止) 発行者,証券業者発行者.アンダーライターセミプロ.トレーダー.証券外務員セミプロ.トレーダー.投資顧問大株主.政官界セミプロ.トレ-ダー.証券業者証券業者法人等大

*証券界の自主規制
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6) -タ株事件 53年2月

取引所内に発行日取引制度が設けられてもなお不況のたびに権利株 (-タ株)の場外集団売

買は発生した.朝鮮動乱ブームで52年には企業の増資計画が急増したが,それとともに増資見

込みの株や増資決定後の権利株もふえた.これを正式に取引所発行日取引に上場して取引する

と保証金が高いので,十分な保証金を入れずに差金決済取引を行う場外取引の魅力に勝てなか

ったのである.

-タ株を専門としたのは小資本の取引所非会員業者で,場外取引を管理する東京証券業協会

に預けるべき保証金を十分に持たなかった.53年2月4日のピークの後,株価が暴落すると持

ちこたえられず,大光証券と竜ヶ崎証券が取引銀行から不渡 り処分を出し,大混乱となった.

顧客からの保証金を余 りとらず,立替金を銀行等からのマラソン金融に依頼した結果,値崩れ

で潰れたのである20).

旭硝子事件や東邦レーヨン事件を取扱った証券取引委員会は52年7月に廃止され,このとき

証券行政は大蔵省理財局証券課に差戻されていた.-タ株事件に関しては経過中は証券業協会

の自主規制色が強かったが,事後の蔵理第7622号 ｢未発行証券の売買の監督について｣で大蔵

省が断固たる処分を通告,またその間のスターリン暴落で株価は長い低迷期に入ったため,証

券業者の自主廃業が続出した.

7) 保全経済会事件 53年10月

保全経済会は理事長伊藤斗福が募った利殖目的の匿名組合 (商法第535条による)で,48年ご

ろから零細な大衆資金を集めて各種投資を行った.53年現在で全国支店207,出資者15万人,出

資総額45億円,不動産 ･有価証券 ･預貯金など資産35億円に及んだ21).朝鮮動乱ブーム期に株

式投資で名を上げたが,保全経済会からの多量の注文を受託した人丸証券がスターリン暴落の

打撃で53年5月倒産,同会も痛手を受け,10月に全国一斉休業を発表した.

一時は多くの証券業者が同会と取引したようだが,この時点では取引は少く,すでにスター

リン暴落後の整理期でもあって,株式市場はそれほど大きな影響は受けなかった.問題はこの

匿名組合の片側に15万人もの大衆出資者がいたことで,間接的ではあるが多くの大衆投資家が

関係した初めての不祥事となった.

匿名組合の資金は組合員の出資金であり,信託関係により代表経営者の財産に帰属,ただし

欠損は組合員が平等に負担する.預金ではないから銀行法にはふれず,投資信託法は類似行為

を禁止していないので同法違反にもならなかった.また出資者が個人で申告しない限り出資配

当所得には課税されない.出資者は自己責任でこういう組織に出資したので,いわばポロ会社

に投資して資金を失ったのと同じである.再三の警告を無視した上であるから ｢投資者保護せ

ず｣ (正確には出資者は投資者でも預金者でもないが)と大蔵省は明らかにした22).

20) 『証券外史』201-206京.

21)1953年10月25日付日本経済新聞.
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保全経済会は54年破産,60年に伊藤は懲役10年の判決を受けた.本来の匿名組合は縁故関係

のある特定少数者の組織を念頭においたものだが,これを大衆投資時代に先んじて利用し,汰

の不備をついて利殖機関として伸長したのが保全経済会であった.

8) 東洋精糖問題 57-58年

証券市場を通ずる買占めや乗取 りはなかなか成功しないに もかかわ らず,戦後も続いた.

1950年代には三菱化成による東亜合成の株集め,神戸製鋼による大阪製鎖,相場師藤綱による

日本皮革や陽和不動産 (現三菱地所),横井英樹による白木屋などが続いた28).買い占め自体

が即不祥事になるわけではないが,同じく横井英樹がからんだ東洋精糖事件は,信用取引を利

用して大混乱となったため,証券市場としても大きな事件化した.

東洋精糖は戦後の49年に設立され,急成長して一流会社とな り,53年に上場,信用取引銘柄

にもなった.56年ごろから会社の内紛がはっきりし,これに乗じて57年から横井が株集めを始

め,58年にかけて34%の多額に達した信用取引の買建玉を引取 り始めた.ところが浮動株がな

くて売方は逆日歩が続く苦沢で,ついに東洋精糖は持株比率を有利をこするために増資を発表し

たが,横井は反論を掲げて差止めの仮処分命令を申請し,これが通った.上場会社としては初

めての新株発行差止めである.

ことは取引所内の信用取引受渡し不能をこえ,横井の背後にいる東急の五島慶太を納得させ

てようやく6月に調停にこぎつけた24).

取引所内取引としては東洋精糖株に対して値幅制限強化や委託保証金の増徴などの規制措置

を7回にわたって行った.理事長名で会員証券業者や一般投資家に対して品薄株の売買につい

て何度も警告を出した.断固とした買方 (横井)とプロの売方 (証券業者)の長い仕手合戦に

誘いこまれた多 くの一般投資家がいたからである.

取引所取引は現物取引として結了させるが,これに仮需給を導入して取引の円滑化を進める

はずの信用取引だが,市場の要求するまま膨張させ,転売買戻しではなく現株引渡し (合法で

ある)を強く主張されれば現株調達不能となることがある.この苦い例となったのが東洋精糖

事件で,創設後 7年で信用取引は市場から深刻な問題点をつきつけられたのである.

9) 名義貸 ･自己株保有問題 58年 7月

同じ年,まったく別の面から証券界を揺がす大問題が起った.別件で逮捕された証券外務員

が ｢名義貸し｣にふれたため,直ちに脱税行為を感知した東京地検が野村,山一,日興,大和

の4証券の家宅捜索をした.

名義貸しはアメリカ流にいえば Streetnameで,顧客が株式を取引証券会社に預けて証券

会社名義にすることである.戦前からあった慣習で,配当金受領や新株引受の権利確保が確実

＼22)同紙.

23)高橋弘 『買占め』103-127頁.

24)同書,128-170貫.
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で便利であったため,戦後も続いて行われていた.配当所得は真実の所有者に申告させねばな

らないが,その申告の制度化が行われたのが57年度からで,58年3月には証券界でも新制度に

対応して申告を投出させていたところだった.

いわば法の整備と旧来の市場慣習が抵触する切 り換えの時期であったが,脱税の事実は事実

である.7月に4社は所得脱法第61粂 (支払調書提出の義務)違反で起訴され,12月各責任者

は罰金刑に処された.

ところが東京地検で名義貸し関係書類を由べるうちをこ,顧客が一流の法人企業で,名義貸し

に預けた株券が当該会社株 (自己株),しかもそれが莫大な額に上る場合があることがわかっ

た.日本の商法は明治期以来自己株の保有を禁止している (第210条).違反行為をした法人を

探ると170社弱にも及んだ.会社側からすれば,増資の際の株価維持や,前述のような悪意の

他者による株式買占めなどに対抗する防戦買いの必要などから,自己株を持たざるをえなかっ

たとはいえる.しかし違法は違法として摘発,会社側は今後は自粛を表明,結局不起訴処分と

なった.

これまでの不祥事の歴史を見ても,証券市場は法規制により成立 ･維持されている有機的組

織でありながら,法律より慣行を優先する考え方が強かった.市場不振時にはそれにもまた同

情すべき点がないではなかったが,50年代後半ともなればかなり市況は良い.これをきっかけ

としてさすがに証券業者の中からもー般社会と共通に法を守って市場の繁栄を図ろうという方

向が出てきた25).

10) 東洋電機カラーテレビ事件 62年 1月

名義貸 ･自己株保有問題で証券業界が順法の方向へ脱皮を図ろうとし始めた58-59年から,

日本経済の高度成長が始 り,証券市場も61年7月まで株価は急上昇した.このピーク前後で起

ったのが,東洋電機製造のカラーテレビ事件である.

東洋電機は1918年設立,戦後は取引所再開時に上場した.NHKと民放4社がカラーテレビ

の本放送を開始したのは高度成長期の最中,60年9月である.直前の6月末に,日立製作所と

東京芝浦電気が7月からカラーテレビを発売すると発表した.それから半年ほど後,61年の1

月に東洋電機製造が画期的なカラーテレビを研究しているという噂が兜町に流れた.企莱情報

についての早耳は証券界ではいわば常識で,間違いであることも往々にしてある.

この噂に反応して株価が急騰し,一度は ｢デマだ｣と否定した東洋電機が,6月に ｢画期的

な製法で,安価なカラーテレビの発明｣を発表したため,株価はさらにはね上った.ところが

この発表がうそで,同社の技術力で先行2社を抜くようなカラーテレビを開発できるわけがな

いとわかり,以後株価は下げ続けた.市場全体の不況感が泌み渡った翌62年 1月に,証券取引

法125条 (相場操縦の禁止)と197条 (相場の変動を目的とする不正行為)違反の疑いで,東洋

電機は捜索を受けた.結果は,横道にそれて株主総会を乗切るための贈収賄と横領だけで起訴

25) 『証券外史』234-237頁.
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され,株価操作は立証困難で保留となった.

記者会見に東芝製のカラーテレビを出すなど墳飯物の不祥事ではあるが,上場会社が時流に

乗った虚偽の情報で株価を操縦しようとした初めての例ではないかと思われる.

ll) 山陽特殊製鋼の破綻 65年3月

山陽特殊製鋼は1935年設立,54年東証上場であるが (戦後最大の不況といわれた)65年不況

の最終局面で会社更生法適用を申請した (65年3月).資本金73億余円に対して負債総額が480

億円に上 り,当時としてほ戦後最大の倒産といわれた.企業の倒産自体はいかに大規模であれ

証券市場独自の問題ではない.しかし山陽特殊製鋼の場合は倒産後の調査で粉飾決算が問題に

なったため,ここに取上げる.

証券取引法第26条に基づく立入検査の結果,64年9月末の紛飾累計額は 131億円に達するこ

とがわか り,65年6月同社及び同社社長が証券取引法第200条 ･205条違反の疑いで告発された.

大蔵省が有価証券届出書 ･同報告書の虚偽記載を理由に,証券の発行会社及びその役員を告発

した最初の例である26).同年は大阪土木工業の例もあった.山特鋼の上場廃止理由は更生申立

てであるが,証取法違反が加わったことで,再上場までにほ20年の年月がかかった.

12) 証券恐慌 65年5月

この後株価は62年1300-1500台,63年1200-1500台で低迷を続け,株式市場対策のために増

資調整が始まり,公社債担保金融や投資信託増枠などが行われたが余 り効果はなく,64年初め

に共同証券 (株価テコ入れ機関),65年初めに日本証券保有組合 (株式肩代 り,吸収機関)が

設立されるに及んだ.数年間にわたる不況に終 りがきたかと思われた65年 5月下旬に,地方紙

による ｢山一証券救済策｣報道から証券恐慌が始まった.

証券恐慌に至る過程と恐慌の一週間については別に書いた27).証券恐慌は社会的な大事件で

はあったが違法行為ではない.どの業種でも起 りうる長期不況時の経営破綻が問題のコアであ

る.ただし破綻に瀕したのが戦前乗の大証券で,戦後形成された四大証券の トップ級であ り,

法人営業を大きく展開する一方,金融債の運用預 りに強く依存した経営をしてきたため,銀行

としても政府としても簡単にその破綻を報道させるわけに行かなかった.

64年9月期決算で山一証券の赤字ははっきりしてお り,経営陣の入替えも行われた.救済再

建の方法を大蔵省と取引三銀行が練っている間,報道しないように報道管制が布かれた (65年

1月ごろから).65年5月に報道したのはこの報道禁止協定に加わっていなかった地方紙であ

る.報道後一週間で,株価は1081.51まで下 り,山一証券は運用預 りと投資信託の解約で手元

26) 『第4回大蔵省証券局年報』1961年,63貢.

27)小林和子 『歴史の教訓- 40年恐慌はいかに克服されたか』 (資本市場フォーラム･ディスカッショ

ンペーパーシリーズ No.22)1993年,小林和子 ｢証券恐慌と今次証券不況の比較検討｣ 『証券経済学

会年報』第29号,小林和子 ｢証券恐慌の一週間｣ (証券市場百余年の盛衰㊨)時事通信 『金融財政』第

8701号 (1994年6月23日)
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資金は底をつき,どこからも融資を望めない状況となった.この時,田中蔵相の決断で日銀法

第25条 〔信用秩序の保持育成〕を発動して,証券会社のうち上位グループである運用預 り19社

に対する ｢無担保,無制限の日銀融資｣を決定,報道した.市場はこの後もなおしばらく低迷

したが,山一証券の経営はこれで最悪期を切 り抜けた.山一は後に同じく日銀特融を申請した

大井証券と共に,会社更生法により新 ･旧会社を分け,新会社はそれぞれ免許制の第 1号,第

2号となった.

証券恐慌の過程を個別会社としての山一証券の経営破綻の面から把えると,目立った違法行

為の結果とはいえない.では自由競争市場で破綻した私企業を日銀特融で救済したのほ何故か.

苦沢に立った産業,国策産業,構造的不況業種などを政府が特別立法で救済する例は歴史的に

はかなり見られる.しかしこの時の証券業は長期不況業種というには当らない.日銀法第25条

の発動根拠に立ち返 り,沈滞する証券の発行 ･流通市場を担う仲介業者の トップ級が,政府監

督下にある日本興業銀行発行の金融債運用預 りの解約不能を通じて信用不安の震源となること

を,政府は抑制したかったのである.

マクロ的に見れば当然のこの政策判断が問題を持ったとすれば,それは従来の証券業者の違

法行為の歴史,さらにそこに至る不況期にはっきりした杜撰な経営というミクロ的な証券業経

普-の蔑視が抜き難 くあったためであろう.

証券行政は52年証券取引委員会の廃止後縮小したが,高度成長期の市場の拡大を後追いする

形で59-60年から強化-向い,62年に理財局証券部,64年に証券局独立-進んだ.この証券部

時代に創刊された 『第 1回大蔵省理財局証券年報』が,証券取引法に定められた証券検査の結

果を,証券取引委員会以来10年の空自の後,報告を再開した.

証券検査の対象は証券取引法で証券業者,証券業協会,証券取引所,証券金融会社,証券投

資信託法で投資信託委託会社 ･受託会社であるが,投資者保護の観点から投資者に直接接触す

る証券業者と投信委託会社におかれた.62年度の証券検査結果は2つに分かれる28).第 1は証

券業者の財産の状況である.証券業者は本業である有価証券の売買仲介業務に伴って一般投資

家から多額の金銭 (売買代金の預 り金,信用取引保証金中現金など)や有価証券 (売付委託株

券,買付委託に基づき買入れた株券,名義書換委託株券,信用取引保証金代用有価証券,保護

預 り有価証券,運用預 り債券,累積投資向けの投資信託受益証券など)を預かっている.いわ

ば一種の信用業務を営むに至っているため,証券業者の財産状態は投資者保護に相当な影響力

を持つのである.

62年度は最低資本金引上げ経過期間の最終期で増資が多く正味資産は増加した.しかし内部

留保の額は増加せず,商品有価証券保有の大きい証券業者は一方で売買損を出し,他方で借入

金 ･コールマネーを多く保有し,すなわち株式市況と短期金融市況の両面から損益を左右され

る状態だった.せっかくの増資自己資本は長期借入金の返済や不動産投資に固定化され,営業

28) 『第 1回大蔵省理財局証券年報』1963年,345-353貢.
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用純資本としては余 り生かされなかった.半面,証券従業員の不祥事件による損失の発生は次

に見るようにかなり多く発生した.

すなわち第2の法令違反等不備事項が次の問題である.これらは以下の10項目に分けられる.

i 株価操作等 (法第125粂)

ii 保証金の預託不足 (法第49条)

iii差金決済取引 (法第49粂)

iv 不正取引 (法第58粂)大半はゲタバキ取引

Ⅴ 呑み行為 (法第129条):簿外呑み行為は最も悪質かつ危険

vi保護預 り有価証券の流用等 :倒産業者の大半が流用を簿外で処理

vii売買報告書未交付 (法第48粂)

viii担保同意書末徴求,債権額以上の担保使用 (法第51条)

ix 法定帳簿の作成不備 (法第184粂):帳簿は備え付けているが,記帳がない,記帳の遅延,

顧客に対する事務処理が不適確,勘定不符合,記帳間違い,簿外経理など

Ⅹ 無登録営業所 (法第28条),看板貸し (法第43条の2):証券業者登録制違反

本来有価証券はある種の財産に対する権利の流動化のためにその権利を証券の券面に化体さ

せたもので,現在では券面が必須ではなくなったため実体を把捉しにくくなった とはいえ,

｢財産権｣であることに変わ りはない.これ自体をうさんくさいというならば,資本主義的経

済の構成単位である株式会社自体がうさんくさいものというべきである.この点にはふれずに

おくとして,次に流動化の方法である証券形態は市場価格の日々の変動が当然であり,平均以

上のプロフィットとリスクがメリットとディメリットである.この点は正に市場参加者である

投資家が自らの責任で選択すべきことで,詐欺的に選択させた場合のみ証券業者の責任が問題

にされるべき性格である.

しかしさらに進んで,変動する市場価格を前提とする金融商品をあるていど恒常的に取引す

るとなると,前述のようにある種の信用業務を営む仲介証券業者との間に,種々の違法行為や

不適切な事務処理が生ずる余地がある.その明白な諸例を観取した理財局証券部は,63年 7月

5日蔵理第5304号 ｢証券業者の財務管理等について｣以後,登録制下の証券業者に対して財務

面の健全化を中心とした厳しい通達行政を開始した.

その一方,同じころから証券業者免許制という抜本的改革案が検討され,64年12月証券取引

審議会 ｢証券業者の免許制等の問題について｣意見書に基づいて65年明けから証券取引法改正

が国会で議論に入った.

証券恐慌が起ったのはこの議論の最終段階で,証券恐慌の最中に証券取引法改正は成立した.

すなわち証券市場を仲介する証券業者に対する規制方式を登録制から免許制に切 り換えること

で証券市場改革を進めようという方向はすでに証券恐慌前に明確になっていた.証券恐慌とい

う非常事態の経験は,この上に i具体的な免許付与条件の厳正化,ii運用預 り証券業者を中心
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とした大規模証券の合併統合,iii運用預 り業務の廃止,iv紛議の種子にな りがちな信用取引制

度と投資信託制度の改善など強い枠をはめることになった･

この後,証券業者全体の損益状況は66年から黒字に転じ,株価は68年10月に61年 7月のピー

ク値を更新した.証券業免許制は68年4月から出発し,証券行政は格段をこ力を強めた･にもか

かわらず証券市場にからむ不祥事はこの後も跡を断たなかった.

3 高株価時価発行時代

銀行や保険のような金融機関行政と同じ原理 (当該金融業務の持つ社会性,公共性から充分

な監督行政が必要とされる)から免許制による監督下に置かれた証券業者は,その後,92年の

損失補てん問題を除いては,単独で不祥事を起こすことはなかった.同じ証券取引がらみとは

いえ不祥事の主役は発行者とセ ミプロ投資家側に移ったのである.

13) 協同飼料事件 73年 2月

1961年市場第2部開設当時,同2部に上場した会社は325社で,上場会社数が一気に増大 し

た. 325社の中にはその後優良大企業として継続している所もあれば,ダブル株事件の南旺観

光 (63年)や更生申立てのサンウェーブ工業 (65年)のように早々と上場廃止になった所もあ

図1 株価と不祥事

投資ジャーナル事件
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る.協同飼料は上場後10余年を経て問題が生じた.

証券恐慌前後中断されていた増資は65年10月から再開されたがなお選別的で,増資額が61年

度のピーク (6699億円)を凌駕するのはようやく72年度である.全額時価発行の公募増資は68

年度から始まったが,同じく72年度に急増し,増資全体の中心となった.協同飼料はこの72年

11月に時価発行増資を行った際に,証券会社と共に株価操作を行い時価を吊上げてプレミアム

を得たとして証券取引法第125条違反の疑いで関係者が逮掃された.

株価操作の疑いはいつの世にも証券市場に対する不信を招来するが,時価発行の定着時とあ

って証券界も急きょ具体的な対応を迫られ,証券取引所は株価監視体制の強化を図り,総合証

券11社は自主ルールを申合せた.

裁判にはかな りの時間がかか り,88年7月東京高裁 (二審)でも被告側が有罪となった.94

年 7月最高裁は株価操作について ｢人為的に相場を変動させるにもかかわらず,投資者に自然

な相場形成と誤認させて売買に誘い込む目的による行為｣と初めての判断を示し,協同飼料関

係者の上告を棄却した29).

14) 殖産住宅事件 73年6月

過剰流動性相場時の株価のピークは73年 1月24日の5359.74である.協同飼料と同じく殖産

住宅もピーク前の上昇過程で新株式の公募で公開を行い,72年10月東証に上場した.この公募

に当り大量の親引けや不適正な公開株の配分があり,上場後の著しい値上 りで偏った公募株取

得者に過大な利益を得させたことが問題となった.株式公開制度は証券取引所の管轄でもあり,

直ちに当面の改善策がまとめられた30).

殖産住宅相互の東郷前会長 (当時)が逮持されたのは,新規上場にからむ脱税容疑で (株売

却益の隠匿,所得税法違反), 一審有罪確定後東郷は ｢取引回数は課税対象を下回ってお り課

税は不当｣と訴えたが,94年 1月の二審でも有罪となった川 .公開前の株式を政治家等に贈っ

た汚職の面は, リクルー ト事件が問題になった最中に最高裁は ｢このケースでは公開後かなり

高い確率で利益が見込めたはず｣として ｢わいろ｣だと初めての判断を示 した32).

15) 高木貞証券の免許取消し 80年6月

68年の免許制実施以来初の,そして94年7月現在に至るまで唯一の,免許取消しの例である.

厳正な審査をして免許を与えた以上は充分に監督をして,破綻などはさせない,という免許制

に対する唯一の例外である.

高木貞証券は48年登録,68年免許会社に移行,京都証券取引所会員 (資本金3000万円)の地

方証券会社であった.資本金は取引所会員としてほ最低のランクである.この資本金に対 して,

29)1994年7月22日付日本経済新聞.

30) 『第12回大蔵省証券局年報』1975年,23頁.

31)1992年 5月11日付日本経済新聞,1994年 1月25日付同紙.

32)1988年 7月21日付 日本経済新聞.
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80年3月末現在の総資産は約40億円,うち顧客からの立替金が約 7億円で回収の見込み立たず,

債務超過額は約10億円に及んだ33).証券界では日本証券業協会,京都証券取引所からの特別融

資で約10億円を拠出,大部分の投資家に対しては預 り資産を返済したが,債務超過額の大きさ

から同社の自力再建は困難と見て,6月免許取消しとした.

大蔵省はこの件を証券業者の顧客に対する過剰サービスとそれによる無理な拡張志向と把返

して,より日常業務に密着した中小証券行政を進める方向を固めた84).一方株式会社としての

高木貞証券が閉鎖された後も,破産管財人と労働組合は大口投資家への優先返済を否認する訴

訟を起し,93年6月の最高裁判決は大口投資家に2億円の返還を命じた.労働組合の最終的要

求は企業再開であるため,なお争議は続行されている.

16) 誠備グループ事件 81年2月

誠備グループとは投資コンサルタント会社誠備投資顧問室を中心とする,81年当時兜町最大

の投機集団である.グループの主催者加藤は元証券会社点で,当時は歩合外務員, ｢上場会社

の方ばか り向いてきた大証券｣が腕力で動かす証券市場に対して ｢弱い個人も結束すれば勝つ

ことができる｣と独特の ｢和｣の哲学でグループを組織化した.加藤の下に集ったのは個人と

いっても資産家層で,中小企業経営者,医師,地主,政治家,芸能人などだった85).

これらの投資家個人の1度の投資資金が数百～数千万円として,個人では大証券会社の作る

高値継続の相場には勝てない.しかし数百人が集れば資金は1億円,10億円単位となり,充分 ′

に需給で動かしうる銘柄を見極めて,タイミングを見計らうことにより,市場に ｢勝つ｣こと

ができる.その具体的な投資判断は外務員の加藤が行った.

株式市場では80年来,宮地鉄工所 (15億円),石井鉄工所 (約19億円),安藤建設 (30億円)

など浮動株の少い小型品薄株に大量の資金が流入し,株価が急騰する現象が続き,81年 1月に

過度に投機化し易い過小資本株式を貸借銘柄から除外した.この宮地鉄工所株が誠備グループ

の買い集め対象の代表格で,70%が買い集められた36).

宮地鉄工所に関しては,中山製鋼所 (71-72年),ヂ-ゼル機器 (77-78年),朝日麦酒 (78

午),伊奈製陶 (79-81年) などと同じく株式買占めの例でもあった.誠備の対象とした銘柄

の相当部分は売 り抜けたようだが,脱税容疑等で主催者が逮描され,宮地鉄工所の買占め企図

は崩壊した.

誠備グループ事件の発端は投資コンサルタント会社 ｢誠備投資顧問室｣会長の所得税法違反

(脱税)の摘発で,その調査過程でリーダーの加藤が同会長のために架空名義の株式取引口座

を開設させた件で共犯の疑いが持たれ,さらに加藤本人及びグループの個人顧客で他にも脱税

33)1980年4月19日付 日本経済新聞.

34)大蔵省証券局長吉本宏 ｢証券市場をめぐる諸問題と行政｣『証券業報』306,1980年 9月号.

35)1981年 2月17日付 日本経済新聞.

36) 『第19回大蔵省証券局年報』1982年,46貢.
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容疑が出てきた.株式譲渡益課税はそれまで原則非課税,例外として ｢年間50回以上,かつ20

万株以上の売買｣の連続取引のみが課税された.この例外に当たる取引者はほとんどいなかっ

た.ところが79年4月の所得税法施行令改正で ｢同一銘柄の株を年間20万株以上譲渡 した場

合｣課税されることになったため,当然同一銘柄に集中する買い占め行為は課税の対象になり

易くなったといえる.

この当時,投資コンサルティングについての疑念がほとんど持たれなかったのは,誠備に参

集した個人が極めて意識的 ･積極的な投資家で,自己責任原則をわきまえていたためであろう.

17) 投資ジャーナル事件 84年8月

数年後の投資ジャーナル事件となるとまったく位相が異なった.誠備と同じく投資コンサル

タント業を称した投資ジャーナルと関連証券金融会社は1000人をこえる投資ジャーナルの会員

との間で無免許で株式の売買を繰 り返した疑いで (証券取引法第28粂違反)で強制捜査を受け

た.証券金融会社は顧客の元手の10倍まで資金を融資し投機心を煽ったが,一方で必ずしも注

文通 りに株を取得しなかった詐欺容疑も加わった.

投資ジャーナルの実質的な経営者は相場師を自称する前社長の中江で,一般投資家向けの派

手な宣伝で知られた.投資ジャーナルの会員は数百万円の比較的小口資金を元手とする会社負,

主婦など一般投資家が中心で,資金回収に向けて ｢被害者の会｣を結成,弁護士をたてて折衝

した37).

この件は証券業免許制に対する正面切っての違反でもあ り,大衆投資層を惹付けて拡大を図

ろうという証券市場のあ り方からみても投資家保護の面で大いに問題があった.大蔵省は直ち

に悪質な投資顧問業者の追放と適切な規制のために新法作成を企図し,86年5月に ｢有価証券

に係る投資顧問業の親制等に関する法律｣が成立,公布された.これにより一般の投資顧問業

は登録制,投資一任契約に係る業務 (投資判断を-任され顧客のために投資を行う業務)は大

蔵大臣の認可制となった.

18) 明電工事件 88年6月

節電システムを開発した明電工 (64年設立)のオーナー,中瀬古元相談役は85年ごろから仕

手グループのリーダー格と見られ,86年10月には査察が開始された.複数の証券会社に証券マ

ンの手を借 りて百数十の仮名 ･借名口座を開設,所得を隠し,また別途政界工作や献金をした

とされた.後者はわいろ性の立証困難で贈収賄罪は不成立,中瀬古は結局所得税法違反で起訴

され,89年有罪となった.脱税総額は20億円超で,個人脱税額としてほ1位の誠備事件,2位

の殖産住宅事件に次ぐ3位であった.

仮名口座は81年誠備事件でも利用され,再度の不祥事となったため,88年 9月に仮名口座排

除の通達が出され,証券界も自主ルールを強化した.

19) リクルー守事件 88年6月～89年

37)1984年8月24日付日本経済新聞,同8月27日付同紙.
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明電工事件では成立しなかった贈収賄罪は,同じころ起 り一大社会的事件となったリクルー

ト事件では成立した.情報産業のリクルート社 (63年設立)会長江副は,同社の子会社である

リクルートコスモス (69年設立,86年10月公開)株式が未公開の84-85年に政治家などに1200

円で譲渡 (必要なら融資する条件で),その後の公開価格は5270円を付けた88).譲 り受けた者

は公開後に売却すれば巨利を得たわけである.未公開株の取引は原則自由であったが,この取

引が政官財界からジャーナリズム,NTT関係まで100余名に及んだため, リクルートの産業

性格からわいろ性が立証され,一大スキャンダルに発展した.

末公開株を用いた大々的な贈収賄事件が,この25年の急成長会社を舞台として起きたため事

件としては何カ月にもわた り社会を揺がせたが,証券会社はこの取引にからんでいない.証券

市場としては従来規制のなかった未公開株の取引に新たに自主規制を加えた89).創業者が自ら

持ち続けていれば莫大な創業者利得が入手できる未公開株だが,創業者といえども法に触れる

や り方で取引してはならないことをこの事件は明白にした.

20) 証券不祥事 91年6月～8月

証券会社の税務申告中 ｢自己否認｣額の大きさに不審の念を持った国税当局の調べから始 り,

証券会社の対暴力団取引,束急電鉄株の株価操作疑惑,大口投資家への損失補てんが一気に露

呈された91年夏は,証券市場にとってほ厳冬に等しい環境をもたらした.当時 ｢証券 ･金融不

祥事｣と書かれたように銀行も不良貸付,架空預金証書の作成 ･担保化など次々と不祥事が暴

露されたが,社会的には証券市場とりわけ市場仲介業者に対する指弾がかつてないほど高まっ

た.

私見ではこの時の損失補てんの本質は,当該補てんの対象となった取引の中心である所謂

｢営業特金｣の暖味な商品性と関連していると考える.しかし大蔵省の大手証券 4社に対する

特別検査はこの点にまったくメスを入れず40),いわんやより感情的になったマスコミ･評論家

は証券会社の不正取引を非難するのみであった.すなわち91年証券不祥事については本来の真

相糾明はまだなされていないというべきで,本稿でも不可能である.こうした社会的非難が集

中した所以は,90年 1月以来 1年半以上にわたる株価の低落で多くの一般投資家の不満が高ま

っていたこと,暴力団取引に対する嫌悪,･バブル経済絶頂期の証券会社の莫大な利益に対する

不満,公的年金や大機関投資家を含む法人大口投資家に偏した損失補てん,補てんの方法が一

般投資家には関係のない証券取引を利用したこと,証券会社と監督官庁の癒着,などが相乗さ

れた結果であったといえる.

違法行為としては株価操作は立証できず,事後の損失補てんが禁止されたのはその後の証券

38)1988年11月11日付日本経済新聞.

39) 『第28回大蔵省証券局年報』1991年は ｢株式公開制度の改善｣に関してのみ リクルー ト事件に言説し

た (28頁).

40) 『第30回大蔵省証券局年報』1993年,272-275頁.
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取引法改正,暴力団取引が規制されたのもその後のことである.後世から見直せば一種の ｢社

会的｣スキャンダルということになろう.

4 証券取引等監視委員会の監視時代へ

その本質が明らかにされないままに,証券不祥事は以後の金融制度改革法の成立を大幅に促

進し,大蔵省証券局から一応離れた国家行政組織法8条委員会である証券取引等監視委員会が

92年7月に発足した･証券取引法による証券検査の職能は同委員会に移された.発足以来2年

間の問題告発例は以下の2件である41).

93年5月 日本ユニシス株操作で帝新不動と住友不動ファイナンスを告発

94年5月 アイペックを紛飾決算で告発

94年6月以来調査中のものに日本商事のインサイダー取引疑惑がある.

III 不祥事が作る証券行政

明治以来100余年の不祥事の歴史を把捉しようという試みはどうやら荷が重すぎたようであ

る.投機的株式流通市場に偏した戦前期と,大衆的投資層の基盤ができ,時価発行へ進んだ戦

後期と,証券市場の性格が変化したことにより証券取引に関する不祥事の性格も変化した.

不祥事の大半は,証券取引に関する法の不備と市場 (直接的,積極的参加者)の取引ニーズ

により,仲介証券業者が市場の縮小をくいとめ,さらに維持 ･拡大を図るための一手段として

形成した取引方法や慣習であった.それだけに行政の対応は後追い型となる.とりわけ戦後に

ついては免許制による証券行政の格段の強化と,証券不祥事後の制度改革の急進展は端的に,

不祥事が証券行政の方向性を作 り,強化することを示している.

しかし本稿は不祥事の歴史を素描したものにすぎず,価格変動の激しい市場型商品,とりわ

け株式取引に関しては法の網の目をくぐる不祥事はいわば避け難いだろうと考えつつ,その点

に深く係ることはできなかった.発行会社や大口保有者の起す問題が不祥事の重要な側面でも

ある.これらの点を含め,広範囲にわたる問題集を作 りはしたが解答は今後にまつという結果

になったことは,ひとえに筆者の力不足の故である.

(了)

(1994.8.9受理)

41) 『証券取引等監視委員会の活動状況』 (1993年10月)の期間内には日本ユニシスの件のみである.


