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「株式」(stock) の正しい使い方 

 

Q:  株式を意味する言葉 

株式を意味する言葉として多くの和英辞書が、stock と 

share を挙げていますが、それらの言葉をどう使い分け

ればよろしいでしょうか。 

 

 

A:  アメリカの  Random House Unabridged Dictionary 

(second edition) は、stock を”the outstanding capital of a company (ある会社の発行済み

資本)、そして share を one of the equal fractional parts into which the capital of a joint-stock 

company is divided (ある株式会社の資本金を同額の端数金額に分割したものの一つ) と

定義しています。 

 これをわかりやすく説明する用例を紹介しましょう。 

 

 I bought 100 shares of the common stock of Hitachi at ¥530 per share.  

 (私は日立の普通株 100株を一株当たり 530円で買った。)   

 

つまり、stock は株式一般の総称で、 share は通常、投資家の間で売買される個々の株

式を意味します。 

 

   普通株の話が出たついでに、株式の種類 － 普通株、優先株 － について考え

てみましょう。 

 

      Common stock とは、”is stock that ordinarily has no preference in the matter of dividends or 

assets and represents the residual ownership of a corporate business.” (Random House 

Dictionary) (普通株とは通常、配当や資産の分配について優先権がない、会社の事業の

残留所有権に相当する株式である)。 

 

 ここで言う residual ownership (残留所有権) とは、会社が解散したときに残った財産

を意味します。 一方、Preferred stockとは、”is stock that has a superior claim to that of 

common stock with respect to dividends and often to assets in the event of liquidation.” (優先

株とは、配当および会社が解散した場合における残留資産について、普通株より優先

して権利を主張することができる株式である) を意味します。  

 

 別の言い方をすれば、優先株とは普通株に比べて配当金の支払いを優先的に受ける、

あるいは会社が解散した場合に、残った財産を優先的に受け取ることができるが、そ

の代わり、会社の経営に参加する権利 (議決権と言います) は制限されています。 
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 これに対し、普通株とは通常投資家の間で売買される株式で、その株主は普通株に付

与される議決権 (会社の営業方針等の意思決定には投票する権利) を行使することに

よって、経営に参加したり、配当を受け取ったりすることができます。 

  

   ご参考までに、株式という言葉を含む連語のいくつかを紹介しましょう。 

 

  大型株 large capitalization stocks; 親株 old shares; 株式

応募 stock subscription; 株式公開 going public, floatation of 

stock, initial public offering (IPO) of shares, equity floatation (or 

offering); 株式公開買い付け  a tender offer,  株式消却 

retirement (cancellation) of shares; 株式の売出し the sale of 

outstanding shares through public offering, a secondary offering; 

株の買占め cornering (the market in a stock); 株式の買い戻し stock (or equity) repurchase; 

株式の公募 a public offering of shares; 株式の裁定取引 stock arbitrage trading; 株式の上

場 the listing of a stock (on a stock exchange); 株式の第 3者割当 an allocation of new 

shares to a third party, a third-party allocation; 株の飛ばし stock parking; 株式の引受 the 

underwriting of new shares of a stock; 株式の募集 placing (or offering) of shares; 株式の名

義書換  stock transfer; 株式の名義貸し lending street name; 株式の持ち合い 

cross-shareholding, interlocking shareholding, cross equity holding;  株式配当  stock 

dividends; 株式発行 issuance of shares; 株式発行による資金調達 equity funding; 借

株 borrowed shares, loaned stock; 議決権株 voting shares; 金庫株 treasury stock; 現物株 

spot shares; 公開株 publicly-traded (publicly-quoted) stocks; 小型株 a small-capitalization 

(or small-cap) stocks; 市況産業株 cyclical stocks, cyclicals; 自社株の買い戻し repurchase 

of one's own shares, share repurchase, stock buyback; 仕手株 speculative stocks, speculative 

leaders, (仕手筋 greenmailers); 品薄株 scarce (rare) stocks; 上場株 listed stocks (or 

shares); 新株引受権 subscription rights, stock purchase right; 推奨株 recommended issues, 

stocks recommended for purchase, equities recommended; 成長株 growth stocks; 先駆株 

front-runners; 中型株 medium-capitalization (medium-cap) stocks; 中堅株 medium-priced 

stocks; 注目株  a hot issue, watched stocks; 出遅れ株  laggard stocks; 内需関連株 

domestic demand-related stocks; 人気株 active stocks, a darling, glamour stocks, popular 

stocks; 二流株 secondaries; 値がさ株 high-priced stocks, heavy shares; 普通株 common 

stock (or share, equity), ordinary shares; ボロ株 beaten-down stocks; 優先株 preferred (or 

preference) stocks; 優良株 blue chips, blue-chip stocks;  

 

  上記以外の株式関連の訳語や用例について詳しくは、「ビジネス英語和英活用辞典」

(2013年、アルク刊) または「英語勉強法」アマゾンの電子書籍 (URL: http://torumori.com) 

を参照されたし。 
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