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序章  

 日本は、バブル崩壊やリーマン・ブラザーズの破綻をきっかけとした世界的

金融危機により経済の長期低迷が続いた。また、近年では少子高齢化といった

構造的問題から経済成長の鈍化が見られる。そこで政府は、家計に眠る貯蓄を

投資に回すことで、日本経済の更なる成長を促すべく、『貯蓄から投資へ』とい5 

うスローガンを掲げた。一方、他国と比較すると、中国の急速な経済成長、ネ

ット企業によるイノベーションなど、グローバル競争の激化により、日本の

GDP は 2010 年には中国に抜かれ現在３位である 1。その中で、日本経済の更な

る成長の為には、証券市場を通し、企業へリスクマネーを供給することで、成

長機会を提供することが重要となる。第二次安倍政権発足後、日銀の ETF 買い10 

入れや「アベノミクス」の成長戦略など様々な政策が講じられてきた。そして、

2017 年 10 月 13 日には、日経平均が 2 万 1,000 円台後半まで上昇し、1996 年

12 月以来の高値を記録した。しかし、株価が上昇しているとはいえ、未だ家計

における現金・預金の占める割合は高く、『貯蓄から投資へ』のスローガンが達

成されているとは言い難い。現時点での日本の家計の金融資産総額は 1,800 兆15 

円を超え、その莫大な資産の 51.5％を現金・預金が占めている 2。現金・預金を

投資へ移行する為には、今後、更なる取り組みが必要となる。そして、家計に

眠る現金・預金を投資に向かわせることができれば、日本の証券市場が活性化

し、企業の円滑な資金調達の促進、延いては日本経済全体の活性化に繋がる。  

 我々はこれらの現状を踏まえ、企業と家計にそれぞれに着目した。企業にお20 

いては、持続的な株価上昇を目指し、家計においては『貯蓄から投資へ』の流

れを促すことで、証券市場の活性化を図る。  

 第一章では、証券市場の概要について説明する。第二章では、証券市場につ

いて証券取引所の変遷や株式市場の現状、個人投資家に対する制度などの現状

分析を行い、目指すべき証券市場の姿を述べる。続く第三章では、現状を踏ま25 

えた上で、課題を設定する。そして第四章では、第三章の課題を解決する為の

施策を提案するという流れで、証券市場の活性化について論じる。  

                                                   
1 「世界経済のネタ帳  世界の名目 GDP(US ドル )ランキング」、 IMF、2016 

http://ecodb.net/ranking/imf_ngdpd.html 
2 「資金循環の日米欧比較」、日本銀行、2017、p2、  

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf  
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第一章 証券市場について  

第一節 証券市場とは  

 証券市場とは、資金の借り手と貸し手の取引において、企業が資本証券を発

行し、投資家から直接資金を調達する場である。証券市場で取引される証券に

は、株式と債券が存在する為、証券市場は株式市場と債券市場に大別される。5 

しかし、日本では債券市場よりも株式市場が活発であることから、一般的に証

券市場と呼ぶ場合には株式市場を指すことが多い。よって、本稿においては、

株式市場を中心に分析を行う。  

証券市場は、主として「発行市場」と「流通市場」に分類される。発行市場

とは、株式会社が資金調達の目的で新規に発行する証券が、発行者から直接も10 

しくは証券会社、銀行等を介して投資家に一次取得される市場のことであり、

新規株式公開や公募増資といった手法が存在する。これは、当事者間の取引が

主であり、取引所のような具体的な市場が存在しない抽象的な市場である。一

方、流通市場とは、既に発行された証券が、投資家から投資家に流通・売買さ

れる市場を指す。抽象的な市場である発行市場に対して、流通市場は取引所の15 

ような具体的な市場が存在する。両市場は相互に依存する性質を持つ為、証券

市場を活性化させる為には、「車の両輪」に例えられる発行市場と流通市場のど

ちらも活性化させる必要がある。  

 

第二節 主な金融商品  20 

株式   

 株式とは、株式会社が資金調達をすることを目的に発行する有価証券である。

株式会社は株式を発行することで容易に出資金を調達することができ、出資者

は出資金以上の責任を負わないという優位性から、多様な出資者から資金を集

めることができる。また会計上、負債ではなく返済義務のない資本として計上25 

される為、自己資本の充実につながる。株式の相場の価額は株価と呼ばれ、株

価は買い注文と売り注文によって決定される。買い注文が相対的に多い場合、

株価は上昇するが、売り注文が相対的に多い場合、株価は下落する。  

 

 30 
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債券  

 債券とは、発行体が資金調達をすることを目的に発行する借用証書である。

株式と同様に資金調達の手段であるが、株式と異なり、償還期限の定めが存在

し、一定の利子の支払いが必要となる。債券には国債や地方債、政府関係機関

債といった公的機関の発行する公共債と、金融債や社債といった民間団体の発5 

行する民間債が存在する。このような公社債の発行割合は 2014 年時点で公共

債が 92.8％であり、民間債が 7.2％である 3。また、外国通貨建てで発行された

ものなど、外国法人が発行する外国債も存在する。  

 

投資信託  10 

 投資信託とは、投資家から集めた資金を大きな基金としてまとめ、専門家が

株式や債券等に投資・運用する商品である。その運用成果は、投資額に応じて

投資家に分配される。多数の投資家の資金と合わせて運用される為、規模の経

済性や効率的分散投資、専門家の運用による情報や投資手法の優位性等のメリ

ットが存在する。また、専門家による運用である為、知識が乏しくても容易に15 

投資ができることから、投資初心者にも人気を博している。  

 

第三節  主なプレイヤー  

証券取引所  

証券取引所で行われる取引は取引所取引と呼ばれる。投資家並びに証券会社20 

自身の株式売買注文を証券取引所に集中させ、大量の株式需給を統合させるこ

とによって株式の流動性を高め、より公正な株価を形成させる役割を持つ。  

 

投資家  

 株式市場における投資家とは、企業が発行する株式の保有者であり、株主と25 

呼ばれる。株主は企業に資金供給を行う対価として図表 1 のような法律で守ら

れた権利が与えられる。  

 

                                                   
3 「公社債発行額・償還額等」、日本証券業協会、 2017.8、  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/hakkou/index.html  
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図表 1 株主の権利  

 

出典：『図説日本の証券市場 2016 年版』、公益財団法人日本証券経済研究所、

2016、p34 より筆者作成  

 5 

日本の株式市場に参加する投資家は、国内の個人投資家・機関投資家、海外

投資家の三つに分けることが出来る。2016 年時点における投資部門別株式保有

比率を見ると、個人投資家は全体の 17.1％、機関投資家は 30.6％、外国人投資

家は 31.7％を占めている 4。以下それぞれの投資家の特徴を順に述べていく。  

 10 

①  国内個人投資家  

個人投資家とは、会社員や公務員、自営業、企業経営者、主婦、退職者、デ

イトレーダーなど、個人の資金で投資活動を行う投資家の総称である。日本の

投資部門別株式保有比率を見ると個人投資家は全体の 17.1％を占めており、そ

の割合は機関投資家や海外投資家に比べ低い。しかし、個人投資家の存在は証15 

券市場において重要な意義を持つ。個人投資家の意義は主に 3 点存在する。1

点目は、個人投資家が消費者として商品や企業に関心を持つことで、企業は彼

らを安定した株主・顧客として獲得することが出来る点である。2 点目は、多

くの個人株主が存在することで、より多面的な視点から企業行動を監視・評価

することができる為、特定の大株主の意向に経営が左右されにくくなる点であ20 

る。3 点目は、公正な証券価格形成を維持する点である。個人投資家の拡大は、

多様な投資性向を生み、多くの需要と供給を集めることができる為、取引の流

動性が増し、公正な価格形成の維持に繋がる。これらの意義から、証券市場の

活性化には個人投資家の増加が重要である。  

                                                   
4「2016 年度株式分布状況調査の調査結果について」、日本取引グループ、

2017.6.20、p4、http://www.jpx.co.jp/markets/statisti cs-

equities/examination/nlsgeu000002ini6 -att/report2016.pdf 
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②国内機関投資家  

機関投資家とは、生命保険会社や損害保険会社、投資信託会社など、顧客か

ら拠出された資金を運用・管理する受託者責任を有する法人投資家の総称であ

る。株式保有比率は 30.6％であり、運用資産額が大きいことや、一定割合以上

の株式を保有する少数株主の立場であることが多いことから、市場に与える影5 

響が非常に大きい。これらのことから、近年、世界的に機関投資家に対するス

チュワードシップ活動への期待が高まっている。スチュワードシップ活動とは、

投資先企業に対し、少数株主の立場から議決権行使や目的のある対話を行うこ

とである。日本では、2014 年 2 月に日本株に投資をしている国内外の機関投資

家を対象に、日本版スチュワードシップ・コードが策定された。本コードは、10 

機関投資家が、投資先企業や、その事業環境等に関する深い理解に基づく建設

的な「目的を持った対話」を通じて、企業価値の向上や持続的成長を促すこと

により、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任について

公表したものである。平成 28 年 12 月時点では、214 の機関投資家が本コード

の受入れ表明を行った 5。今後、証券市場を通じて企業の成長を促す為に、機関15 

投資家の投資行動はさらに重要になる。  

 

②  海外投資家  

海外投資家の株式保有比率は 31.7％である。また、東証一部の売買代金シェ

アにおいて 73.8％を占めることから 6、日本の株式市場に与える影響は大きい20 

と言える。海外投資家は、世界情勢などを考慮した投資行動をすることが多く、

日本国外の情勢によって大きく投資が左右される。このような大規模な投資行

動は日本の株式市場の活性化に大きく影響する為、海外投資家による日本の株

式市場の評価や投資行動にはとりわけ注目が集まる。  

                                                   
5「スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストの公表

について」、金融庁、2016.12、

http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160315-1/list_01.pdf 
6「投資部門別  株式売買状況  東証第一部  [金額 ] 全  52 社」、日本取引所

グループ、2016、p1、

 

http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/nlsgeu00000275ea-

att/stock_val_1_y16.pdf 
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第四節 証券市場の役割  

 我々は、証券市場の役割とは、「企業を評価・成長させること」と「多くの

投資家の資金ニーズに応えること」であると考える。企業が取引所に上場する

為には、多額の費用負担が生じる。しかし、企業は資金調達や信用獲得、知名

度の向上といったメリットを期待し上場するのである。そのため、証券市場に5 

は、企業の設備投資や長期の成長資金の為の資金供給を行う投資家が多数存在

することや、企業が短期的な利益に捉われないよう、企業と投資家との対話を

通じて、長期的な視点で投資を行うといった要素が必要不可欠となる。さら

に、企業自身も、投資家を意識した適切な情報開示や成長性の高い設備投資を

行うことで、資金供給を受けられるように努めなければならない。また、企業10 

を成長させることは、「投資家の資金ニーズに応えること」に繋がる。投資家

は、企業の成長性を判断し投資を行う為、企業が成長し、持続的に株価が上昇

する市場でなければ、多くの投資家の資金ニーズに応えることはできない。投

資家にとって、魅力のある市場であれば、より多くの投資家の投資性向が集ま

り、売買が成立しやすくなる。そして、公正な価格が形成され、高い流動性を15 

持つ市場となる。日本経済の発展のためには、証券市場がこれらの役割を十分

に果たすことが求められる。  

 

第二章 証券市場の現状分析  

第一節  日本の証券取引所の分析  20 

証券市場が企業の成長や多くの投資家の資金ニーズに応えるなどの役割を果

たすためには、証券取引所の上場企業数や時価総額、売買代金など総合的に見

た規模の大きさが重要となる。そこで本節では、まず、日本の取引所の変遷を

概観し、次に取引所の国際比較を行うことで、日本の証券取引所の分析を行う。  

日本では、1990 年代後半の金融ビックバン以降、証券取引所の枠組みが大き25 

く転換された。1998 年の取引所集中義務が撤廃されたことで、証券会社による

私設取引システムの開設が可能になり、取引所の営業時間外の取引が可能とな

った。さらに、1990 年代半ばから、世界的な電子通信技術の革新に伴い、時間

や距離的な制約に捉われることなく投資が行えるようになり、取引所では国境

を超えて、投資家、上場企業の獲得競争が行われた。これらの競争を勝ち抜く30 
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には、取引所自ら大規模な資金調達を行い、大量の売買注文を素早く処理する

システムなどの開発を行うことで、より多くの投資家を呼び込む必要があった。

このような背景から、 2000 年に証券取引所の株式会社化が解禁され、2001 年

に東京証券取引所 (以下、東証 )と大阪証券取引所 (以下、大証 )、2002 年に名古

屋証券取引所が株式会社化した。さらに、システム投資への負担軽減や清算機5 

能の統一によって競争力を強化するために、取引所の合併・再編が進んだ。2000

年には広島や新潟の証券取引所が東証へ、 2001 年には京都証券取引所が大証

へ、2013 年には大証が東証へと合併され、日本取引所グループ 7となった。現

在日本の取引所は、東証、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引

所の 4 つが存在する。2017 年 8 月末、国内取引所の上場会社数は 3,673 社で10 

あり、そのうち、東証への上場会社は 3,555 社と、全体の 96.7％を占めており、

依然として東証への集中度が極めて高い。また、国内株式売買代金も東証が約

99.9％を占めている。東証への一極集中度が高いことは、投資家にとって、売

買が容易になることや、デリバティブ市場の一本化による利便性の向上といっ

た効果がある。一方で、その他の取引所の存在も無視できない。名古屋証券取15 

引所では今年、名古屋大学と日本公認会計士協会の連携により、「大学発ベンチ

ャー」の上場支援に関する研究を開始した。また、福岡証券取引所では地元企

業中心の市場運営を行っている。今後、その他の取引所には、地域経済の活性

化のため、東証のような規模の大きな取引所では行き届かない地方のベンチャ

ー企業の発掘・育成など、独自の発展が期待される。  20 

次に、世界の主要取引所の比較を見ると、東証は前述のような変遷を経て、

ニューヨーク取引所、ナスダックに次いで高い時価総額を有している。一方売

買代金を比較すると、上海証券取引所に後れを取っていることが分かる。さら

に、近年、アジアの取引所の規模拡大などから、今後、国際的な市場間競争は

より激化することが予想される。日本の証券市場が国際的な市場間競争を勝ち25 

抜く為には、国内証券市場の魅力をさらに向上させ、活性化を図ることが最重

要課題となる。  

 

                                                   
7「証券取引所の現状と課題」、国立国会図書館財政金融課、2007、p2、

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0603.pdf  
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図表 2 主要株式市場の国際比較  

 

出典：「株式市場  主要取引所の株式時価総額」、野村資本市場研究所、 2017、

http://www.nicmr.com/nicmr/data/market/stock.pdf より筆者作成  

  5 

第二節 日本の株式市場の分析  

日本の株式市場は世界的な株価上昇に反して、長らく低迷していると評され

ることが多かった。しかし、2017 年 10 月 24 日時点の日経平均株価は 21 年ぶ

りの高値である 2 万 1,805 円 17 銭を記録し、過去最長となる 16 営業日連続で

の上昇を達成した 8。日本の株式市場は、今後この株価上昇を一時的なもので終10 

わらせるのではなく、持続的に上昇させるよう努めていかなければならない。  

これらを踏まえ、本節では、日本の株式市場の特徴を海外と比較しつつ、株

価の持続的な上昇に必要な要因を分析する。  

まず、日米の株式市場を代表する指数である TOPIX と S＆P500 の比較を行

う。TOPIX とは、東証一部に上場する内国普通株式全銘柄の時価総額を指数化15 

したものである。一方、S&P500 とは、ニューヨーク証券取引所とナスダック

に上場している銘柄から代表的な 500 銘柄の時価総額を指数化したものであ

り、米国株式市場全体の時価総額の約 80％を占めている。  

  

                                                   
8「日経平均大引け  16 日続伸、過去最長を連日更新  海外勢の買いで 108 円

高」、日本経済新聞、2017、10.24、

https://www.nikkei.com/article/DGXLAS3LTSEC1_U7A021C1000000/  
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図表 3 東証株価指数（TOPIX） 推移  

 

出典：「TOPIX 過去のデータ」 Investing.com 2017  

https://jp.investing.com/indices/topix-historical-data 

より筆者作成  5 

 

図表 4 S&P500 推移  

 

出典：「米 S&P 500 過去のデータ」 Investing.com 2017 

https://jp.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data 10 

より筆者作成  

 

図表 3 より TOPIX は、リーマンショック後の 2009 年 10 月 27 日の終値が

894.67、直近の 2017 年 10 月 27 日の終値が 1,771.05 であることから、876.38
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上昇している。一方、図表 4 より S&P500 は、リーマンショックの 2009 年 10

月 27 日の終値が 1,036.19、直近 2017 年 10 月 27 日の指数が 2,575.26 であ

り、TOPIX の約 1.7 倍にあたる 1539.07 上昇している。このように、日本の株

式市場は、リーマンショックを受けて株価が低迷し、上昇に時間を要したが、

米国の株式市場は、リーマンショック後、持続的に株価が上昇し、日本を大き5 

く上回る水準となっていることが分かる。  

 

図表 5 主要５か国の株式インデックスのパフォーマンス  

 

(注 )1995 年 10 月～2015 年 9 月、ドイツは DAX、米国は S&P500、日本は10 

TOPIX、イギリスは FTSE100、フランスは CAC40  

出典：『日本経済と資本市場』、日興リサーチセンター、2016、p30 

 

また、図表 5 に示すように、主要 5 か国の株式インデックスのパフォーマン

スを比較すると、日本の株式市場はリターンが顕著に低くなっていることが分15 

かる。このような状況では、日本の株式市場に長期的な投資を行う魅力が少な

く、投資家の目線に立つと、米国やイギリスの株式を購入した方が利益を得ら

れる状態と言える。そのため、より多くの投資家を日本の株式市場に参入させ

る為には、株価の上昇による国内株式市場の魅力向上が不可欠となる。  

 20 

日本の株価が持続的に上がらない理由  

ではなぜ、日本の株価上昇率は低いのだろうか。我々は主な理由として、構

造的な観点から 3 点存在すると考えた。  

1 点目は、企業の収益性の低さである。企業の収益性を測る指標として株主

資本が企業の利益にどれだけ結びついたかを表す指標に ROE が存在する。図25 

表 6 を見ると、日本は、北米や欧州と比べ ROE が相対的に低いことが分かる。  

 

ドイツ 米国 日本 イギリス フランス

リターン 7.70% 8.10% 1.30% 6.30% 7.90%

リスク 21.90% 15.20% 17.80% 14.00% 18.90%

リスク・リターン比 0.35 0.53 0.07 0.45 0.42
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図表 6 地域別全業種平均 ROE   

 

出典：「日本企業の  ROE をグローバル水準へ」、りそな銀行、 2017、 p１、

より筆者作成  5 

 

図表 7 構成要素別 ROE 比較 (2012) 

 

出典：「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業おと投資家の望ましい  

関係構築～」、経済産業省、2014、p37、  10 

http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140806002/20140806002 -2.pdf 

より筆者作成  

 

また、図表 7 の ROE の内訳から、回転率、レバレッジは海外と比較してそ

れほど差は存在しない。一方で、利益率を比較すると、日本は米国や欧州より15 

も低くなっていることから、日本の企業の ROE の低い要因として収益性の低

さに問題があることが分かる。また、日本の産業構造にも原因がある。日本は、

ROE が最も高い業種はソフトウェア事業であり、平均で 12.15％であるが、売

上高産業構成比は 2.23％と、北米のソフトウェアの比率 5.55％と比較すると低

い水準となっている。また、北米では、ソフトウェア事業の海外売上高比率が20 

50.41％と、海外シェアの高さが見て取れるが、日本では、当該比率は 29.96％

と、北米よりも低くなっており、企業の収益力を高めるには、海外でのシェア

拡大も重要な要素と言える 9。  

 

                                                   
9 「日本企業の  ROE をグローバル水準へ」、りそな銀行、2017、p4、  

http://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/quants/pdf/170405.pd 

日本 北米 欧州

8.54% 14.50% 9.85%

http://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/quants/pdf/170405.pd 

利益率 回転率 レバレッジ

日本 3.80% 0.96% 2.51%

米国 10.50% 0.96% 2.69%

欧州 8.90% 0.87% 2.86%
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図表 8 日経平均と円相場の関係  

 

出 典 ：「 日 本 株 為 替 離 れ 鮮 明 」、 日 本 経 済 新 聞 、 2017.10.22 、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22551260R21C17A0EA2000/  

 5 

 さらに、企業の収益性が高い局面では、円相場の影響に左右されずに、株価

を上昇させることができる。日本株は円安下では上昇し、円高下では下落する

場合が多いが、図表 8 より、2017 年以降、海外投資家の日本企業に対する収益

性評価による株価上昇では円相場との乖離が見られた。為替との連動性が強い

状況では、短期売買のヘッジファンドに有利な環境となるが、企業の収益性が10 

伴う株価上昇は、海外の長期投資家の参入が期待でき、持続的な株価上昇に繋

がる。これらのことから、日本企業の ROE を高める為には、企業の収益力の増

加、ROE の高い産業の成長が重要となる。  

2 点目は、産業の新陳代謝が進んでいないことである。図表 9 を見ると、日

本の時価総額上位 10 社の中で、1980 年以降に設立された企業はソフトバンク15 

のみとなっており、新産業の成長性が低いことが分かる。一方米国では、時価

総額上位 10 社の中で、Alphabet、Amazon、Facebook は 1990 年以降に設立

されており、Apple、Microsoft は 1975 年以降に設立された企業である。この

ことから、米国ではベンチャー企業などの新産業が株式市場を通じて成長して

いることが分かる。さらに、このようなベンチャー企業の成長は、株式市場全20 

体の成長に寄与していることが分かる。今後、日本企業の成長を促進する為に

は、株式市場を通じた新産業の育成や事業再編の促進が求められる。  
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図表 9 日米の時価総額ランキング  

 

出典：  

「リスクマネー供給及び官民ファンド等に関する国際比較調査研究」、経済産  

業省、2017、p11、http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000391.pdf 5 

「時価総額上位ランキング」、日本経済新聞、 2017．10.23、

https://www.nikkei.com/markets/ranking/page/?bd=caphigh  

「世界時価総額ランキング」、180 合同会社、2017.10.23、

http://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm より筆者作成  

 10 

3 つ目は、投資家の短期志向化である。  

 

図表 10 投資家別庭訓保有期間 (年 ) 

 

出典：「持続的成長への競争力とインセンティブ  ～企業と投資家の望ましい関15 

係構築～プロジェクト（伊藤レポート）」、経済産業省、2014、ｐ56、  

http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140806002/20140806002 -2.pdf 

2005年 2017年10月 2005年 2017年10月

①トヨタ自動車 ①トヨタ自動車 ①General Electric Company ①Apple

②三菱UFJG ②ソフトバンク ②Exxon Mobill Company ②Alphabet

③みずほFG ③NTT ③Microsoft Corporation ③Microsoft

④三井住友FG ④NTTドコモ ④Citigroup Inc. ④Facebook

⑤NTTドコモ ⑤三菱UFJ ⑤The Procter &  Gamble Company ⑤Amazon.com

⑥NTT ⑥KDDI ⑥Wal-Mart Stores, Inc. ⑥Berkshire Hathaway

⑦セブン&アイ ⑦JT ⑦Bank of America Corporatin ⑦Johnson & Johnson

⑧本田技研工業 ⑧キーエンス ⑧Johnson & Johnson ⑧Exxon Mobil

⑨キャノン ⑨ゆうちょ銀行 ⑨American International Group,Inc ⑨JPMorgan Chase

⑩武田薬品工業 ⑩ホンダ ⑩Pfizer Inc. ⑩Wells Fargo

日本 米国
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図表 10 を見ると、保有比率の 31．7％を占める外国人投資家や 19.6％の信

託銀行 10、17.1％の個人投資家など、株式保有比率の高い投資家の短期志向化

が分かる。投資家の短期志向化は、経営権の短期的な移動や長期的な事業戦略、

新規事業の展開に伴う短期の損失を受け入れることができないといった問題を

生じさせる。今後、株価を持続的に上昇させる為には、投資家が長期的な視点5 

で企業価値を判断し、長期投資家と企業との間で経営理念やビジネスモデルを

始めとする様々な内容の対話が行われ、企業が適切なリスクを取る環境が求め

られる。  

  

第三節 家計への取り組み  10 

 本節では、家計の現状と、家計を証券市場に参加させる為に導入された諸政

策について概説する。  

 

図表 11 家計の金融資産構成  

 15 

出典：「資金循環の日米欧比較」、日本銀行、 2017、p2、

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf より筆者作成  

 

図表 11 を見ると、日本の家計の資産構成は、現金・預金が全体の 51.5％を

                                                   
10「2016 年度株式分布状況調査の調査結果について」、日本取引グループ、

2017.6.20、p4、http://www.jpx.co.jp/markets/statistics -

equities/examination/nlsgeu000002ini6 -att/report2016.pdf 
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占め、債務証券・投資信託・株式などは 16.8％を占めている。しかし、証券投

資が活発な米国の家計の資産構成では、現金・預金はわずか 13.4％に留まって

おり、債務証券・投資信託・株式は 52.4％と、高い割合を占めている。以上の

ことから、日本は米国に比べて、リスク資産の保有比率が低いことが分かる。

現在、現金・預金に偏っている日本の家計の資産構成をリスク資産に割り振る5 

ことができれば、国内証券市場の活性化に大きく貢献できるため、政府主導の

下、確定拠出年金や NISA などの制度に関する整備が進んでいる。  

 

確定拠出年金  

確定拠出年金とは、2001 年に導入された制度であり、拠出された掛金を個10 

人ごとに明確に区分し、掛金とその運用収益の合計額を元に年金給付額が決定

され、60 歳以降に受給できる年金制度のことである。拠出額は所得控除さ

れ、運用益は非課税となる。確定拠出年金は企業が掛金を拠出する企業型と、

個人が掛金を拠出する個人型に大別される。対象者は 20 歳以上 60 歳未満で

あり、企業型は実施企業に勤務する従業員、個人型は自営業者等、厚生年金保15 

険の被保険者、専業主婦（夫）等となっている。確定拠出年金の利用者は年々

増加しており、企業型の場合、2017 年 3 月末までには 591 万 4,000 人まで増

加しており、個人型の場合は、当該時点で、43 万 1,000 人まで増加している

11。また、企業型確定拠出年金の資産残高総額は 9 兆 5,153 億円 12に上ってい

る。本制度は、2016 年 5 月に制度改正が行われ、継続投資教育の努力義務化20 

や、個人型の加入範囲拡大等、個人型・企業型共に利便性が向上すると期待さ

れている。また、この改正において、小規模企業の加入を促すため、資産管理

契約の契約書等の導入時に必要な書類を大幅に簡素化し、書類の作成・行政へ

の提出等の事務処理を金融機関が代行できるように定めている。今後、本制度

は中小企業の裾野拡大に向け、更に整備が進められると考えられる。  25 

 

                                                   
11「規約数等の推移」、厚生労働省、2017、

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin /kyoshuts

u/kiyakusu.html 
12「企業年金ノート」、りそな年金研究所、2016、p2、  

http://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/note/pdf/201606.pdf  
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少額投資非課税制度（NISA）  

少額投資非課税制度（以下、NISA）とは、2014 年 1 月から導入された株式

の配当や譲渡益等が年間 120 万円まで非課税となる、個人投資家向けの制度で

ある。対象者は日本在住の 20 歳以上であり、非課税期間は最長 5 年間、口座

開設期間は 2014 年から 2023 年までの 10 年間となっている。NISA の利用率5 

は年々増加し、最新の口座数は 643 万 8,589 口座で稼働率は 61.4％である。ま

た、NISA 口座利用者の中で、口座開設前に投資を経験したことがなかった人

の割合は、導入当時の 12.2％から 28.6％へと増加してきている 13。このことか

ら、NISA は投資未経験者を投資へ誘引する役割を担っており、NISA 導入の目

的である「貯蓄から投資へ」の成果が少しずつ出てきていると言えるだろう。10 

また現状、NISA は 2023 年までの時限措置となっているが、証券会社の業界団

体、日本証券業協会は政府に対して NISA 恒久化を求めており、NISA は今後

も税制優遇の制度として機能していくことが予想される。  

 

ジュニア NISA 15 

 ジュニア NISA は、2016 年に投資家を若いうちから育てることや、親や祖父

母から子への資金移動を目的に導入された。これは、NISA と同様に、株式の

配当や譲渡益等が非課税となる制度である。NISA と異なる点は、対象者を日

本在住の 20 歳未満とした点、年間投資上限が 80 万円に設定されている点、運

用管理は親権者が代理として行う点、18 歳まで原則払い出しが出来ない点であ20 

る。現在のジュニア NISA 利用状況を見ると、2017 年 6 月末における勘定設定

口座数が 10 万 9,225 口座、累計購入額が 323 億 3,000 万円となっている 14。  

 

つみたて NISA  

 つみたて NISA とは、少額からの長期･積立投資による家計の安定的資産形25 

成の手段として 2018 年 1 月から導入される制度である。現状の NISA と同様

                                                   

13「NISA 口座開設利用状況調査結果」、日本証券業協会、 2017、 p1、 p3、

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/nisajoukyou/1706nisaall.pdf  

14「ジュニア NISA 口座開設・利用状況調査結果について」、日本証券業協会、

2017、p1、http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/nisajoukyou/jr_nisa10.pdf  
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に、株式の配当や譲渡益等が非課税となる。非課税投資枠は年間 40 万円、投資

期間は最長 20 年間になる見込みである。また、取引方法や運用商品も NISA と

は異なる。取引方法は、定期的に継続した積立である必要があり、対象商品は

政府が選定した投資信託や ETF に限定されている。現在存在する約 6,000 本

の投資信託の中で、つみたて NISA の条件を満たす投資信託は 103 本である 15。5 

また、つみたて NISA は現状の NISA と併用して使うことはできない。  

 

第四節 証券市場の活性化と目指すべき姿  

前述した分析から、今までの日本の証券市場では、企業の成長は限定的であ

ることや、家計の投資が進んでいないことから、役割を十分に果たしていると10 

は言えない。そこで、本稿では「持続的な株価の上昇」と「投資家の増加」を

証券市場の活性化の定義とする。そして、図表 12 に示したように、企業が成長

することで、その期待感から株価が持続的に上昇する。また、そのような証券

市場に魅力を感じ、投資家が増加する。そして、投資家の増加に伴い取引量が

増加し、適切な資金供給や株主との対話を通じて企業が成長するのである。我々15 

はこのサイクルこそが、これからの証券市場の目指すべき姿だと考える。  

 

図表 12 目指すべき証券市場の姿  

 

筆者作成  20 

 

                                                   

15  ｢ つ み た て NISA 、 103 本 が 届 け 出 ｣、 日 本 経 済 新 聞 、 2017 、 10.2 、

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL02HCG_S7A001C1000000/  
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第三章 課題  

第一節  「日本の持続的な株価上昇」における課題  

 本節では、日本の持続的な株価上昇において不可欠な要因である企業の収益

力を上昇させる無形資産投資、企業価値を高める M&A、長期投資促進の為、企

業の環境・社会・ガバナンスの側面に焦点を当てる ESG 投資における課題を述5 

べる。  

 

無形資産投資の促進に向けて  

日本において持続的な株価の上昇において、企業の収益性の低さにおける課

題は、「無形資産投資の不足」である。第二章で述べたように、日本において最10 

も ROE が高い事業はソフトウェア事業であるが、その売上高産業比率は低い

水準となっている。時価総額を比較しても、日本は米国と比べ、ソフトウェア

企業の成長や産業の新陳代謝が進んでいないことから、相対的に株価が上昇し

ていない状況に陥っているのである。今後、日本の株価の持続的な上昇を目指

す為に不可欠となるのは、 ICT 分野におけるイノベーションとの補完関係が強15 

い、無形資産投資の促進である。無形資産とは、企業が有する資産のうち、物

質的実体を持たない資産を指し、図表 13 に示すような情報化資産、革新的資

産、経済的競争力の 3 つに大別される。  

 

図表 13 無形資産の三分類  20 

 

出典：「持続的な企業価値の向上に不可欠な無形資産投資」、  

野村資本市場クウォータリー、2017、p5  

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2017/2017win09web.pdf  

 25 
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図表 14 世界時価総額ランキング  

 

出 典 「 世 界 時 価 総 額 ラ ン キ ン グ 」、 180 合 同 会 社 、 2017.10.23 、

http://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm より筆者作成  

 5 

図表 14 で示したように、世界の時価総額の上位企業は、世界的に知名度、ブ

ランド力が高いソフトウェア企業である。 1990 年代後半に起こった米国 ICT

革命は、こうした無形資産への投資が背景にあると考えられる。今後、日本企

業の企業価値を向上させていく為には、これらの無形資産への投資が重要であ

ることが分かる。  10 

 

図表 15「労働生産性変化率の要因分解 (1995 年―2007 年 )」  

 

出典：「持続的な企業価値の向上に不可欠な無形資産投資」、野村資本市場クウ

ォータリー、2017、p2、15 

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2017/2017win09web.pdf  

より筆者作成  
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また図表 15 に示すように、労働生産性の要因としての有形資産と無形資産

の伸び率を見ると、米国における民間企業の無形資産投資の伸び率は、有形資

産投資の伸び率を上回っているが、日本では無形資産投資の伸び率は有形資産

投資の伸び率を下回っていることが分かる。  

 5 

図表 16 付加価値に占める無形資産三分類投資の国際比較 2010 年  

 

出典：「持続的な企業価値の向上に不可欠な無形資産投資」、  

野村資本市場クウォータリー、2017、p5、 

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2017/2017win09web.pdf  10 

より筆者作成  

 

さらに、図表 16 に示すような、3 種類の無形資産別付加価値比率を見ると、

情報化資産、革新的資産においては、日本は欧米と同等の割合で投資が行われ

ている。しかし一方で、経済的競争力においては、他国と比較した場合、投資15 

割合が最も低い。経済的競争力への投資には、優秀な人材への人的投資やブラ

ンド価値を高める投資などが含まれるが、日本と米国との間でソフトウェアの

開発などを行うシステムエンジニアの年収を比較すると、日本の平均年収が

651.7 万円に対し米国が 983.4 万円と、300 万円以上の差があることから 16、給

与体系の差や人的資本への投資に差があることが分かる。さらに、文部科学省20 

の調査によると、1976 年から 2015 年までの約 40 年の間に、約 1,000 人の特

                                                   
16「ソフトウェアの価値創造と日本 (1)」、日本経済新聞、2017．10.3、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO21778510S7A001C1SHE000/ 
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許保有上位技術者が中国・韓国などのアジアの国々に流出している 17。こうし

たことから、日本の企業は諸外国に比べ、人的投資の側面で劣っていると言え

る。また、約 3.5 万人を対象にした消費者が選ぶブランド価値評価のランキン

グではアマゾンドットコムは 2016 年で 1 位、2017 年で 3 位と上位であること

からブランド価値の高さが分かる 18。今後、持続的に企業価値を上昇させる為5 

には、人材投資・ブランド価値投資などの経済的競争力分野を始めとする無形

資産への投資を増加させ、企業の収益力を高めなければならない。  

 

M＆A の活発化に向けて  

 第二章で述べたように、日本の株価の上昇には事業再編の促進が必要であ10 

る。事業再編には、その手法の 1 つとして M&A が存在する。M&A とは、企

業の合併・買収を通して、企業や事業の経営権を移転させることであり、事業

規模の拡大や企業は自社資源にない事業、成長に時間のかかる事業などを効率

的に入手することが出来る。しかし、日本では事業再編において、「大型の

M&A が活発でない」という課題が存在する。  15 

 米国の時価総額上位である企業は M&A を活発に行い、企業価値向上に努め

ている。グーグルは 2014 年から 2016 年の間で 67 件 19、マイクロソフトは

35 件の M&A を行っている 20。一方日本で時価総額上位であるソフトバンクの

M&A 件数は、2012 年から 2014 年の間で 6 件である 21。また、図表 17 より

世界の大型 M&A ランキングの上位には、米国や欧州の企業が占めており、上20 

位 2 件は株式対価の TOB により実施された。TOB とは、買収企業が被買収企

業の株主に対し、事前に買付内容を公開し、市場外にて買収を行うことを指

                                                   
17「トップ技術者 1000 人流出」、日本経済新聞 2017.10.7 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO22020410W7A001C1EA4000/  
18「ブランドジャパン 2017」、日経 BP コンサルティング、2017、p4 

https://consult.nikkeibp.co.jp/application/files/4414/9022/9183/0324bj.pdf  
19「ネットからリアルへ。Google の過去 3 年間買収まとめ」、M&A online、

2016.11.12 https://maonline.jp/articles/google -matome 
20「堅実志向のマイクロソフト。過去 3 年間の買収まとめ」、M&A online、

2017.1.15 https://maonline.jp/articles/microsoft  
21「【ソフトバンク】M&A の名手はどのように変革を遂げたのか」、M&A 

online、2015.7.15 https://maonline.jp/articles/sb 
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し、対価を株式で行うものを株式対価 TOB という。TOB 実施企業は、大量の

株を一定の価格で集めることができ、買付予定数を下回った場合、買付けを中

止することができる等のメリットが存在する。また株式を対価とする場合、自

社の株式を活用することができる為、資金調達が不要になるといったメリット

が存在する。さらに、株式を対価とする M&A では、買収企業の株価が高いほ5 

ど、投資家に優良案件と判断されることから、大型の M&A に用いられること

が多い。  

 

図表 17 世界の M&A 金額上位の詳細  

 10 

出典：「M&A における TOB の役割」、シティグループ証券株式会社 2012、

p11 https://www1.gsec.keio.ac.jp/upload/freepage/file/hTcgzvrMsZRf.pdf  

 

一方日本では、自己資金や金融機関からの借入による資金調達が一般的であ

る。銀行借り入れには、銀行との信頼関係の構築などのメリットがあるが、借15 

入額が多くなるほど企業のコストが多くなり、負担が重くなるため、大型の

M&A が実施されにくいといった特徴がある。そこで、M&A を促進する為に

は、株式対価など、他の方法の拡充が求められる。  

  

ESG 投資の活発化に向けて  20 

第二章で述べたように、企業の持続的な成長には投資家の長期投資とそれに

伴う株主との対話が不可欠である。そこで、我々が考える長期投資、株主との

対話の促進における課題は「企業の ESG 情報の開示環境が未整備」である。  

前述したスチュワードシップ・コードの広まりから、機関投資家が証券投資

の意 思決 定プロ セ スに 、 売 上高 や 利 益 などの 財務 情報 に加え て 、環 境25 

（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）という非財務情報
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も考慮して投資先企業の選別を行う ESG 投資が拡大している。機関投資家な

どの長期投資家は、投資活動において企業価値を測る為、その企業の長期業績

予想を行う。この業績予想において財務情報は現状を把握する重要な情報であ

るが、業績予想の期間が長期化するほど経営戦略やガバナンスといった「非財

務情報」が重要になる。このような重要性の認識から図表 18 のように欧州、米5 

国を中心に ESG 投資は世界的に拡大している。  

 

図表 18 世界の ESG 投資の市場規模  

  

出典：「Global Sustainable Investment Review」、GSIA、2014  10 

http://www.gsi-alliance.org/wp- 

content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf より筆者作成  

 

 世界の機関投資家に対し、ESG 問題に対する行動指針を示した国連責任投資

原則（PRI）の署名件数は年々増加し、2016 年 2 月時点で 1,476 件であった。15 

その内、ESG 投資が促進している欧州は 42％を占めている 22。また、前述の通

り、東証一部の売買代金の 70％以上が海外投資家であり、その内 75％が欧州

であることから 23、こうした欧州の機関投資家による ESG 投資は日本の株式市

場にも大きな影響を与える。実際に世界最大の政府系ファンドで日本株の約

１％を保有するノルウェー政府年金基金は、石炭火力発電の比率が高い中国電20 

                                                   
22「事務局資料」、経済産業省、2016、p5、

 
23「海外投資家地域別株券売買状況  全国証券取引所  全  52 社」、日本取引所

グループ、2017.5、

 

ESG投資資産額

10億ドル

欧州 13,608 63.8 58.8

米国 6,572 30.8 17.9

カナダ 945 4.4 31.3

豪州・ニュージーランド 180 0.8 16.6

アジア 53 0.2 0.8

合計 21,358 100 30.2

世界のESG投資資産

に占める比率（％）

各地域の運用資産に占める

ESG投資の比率（％）
地域

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/jizokuteki_kachi/pdf/003_04_00.pdf 

http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/nlsgeu000002ikyi-

att/region_1_m1705.pdf 
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力や北陸電力など電力 6 社を投資対象から外したという例がある 24。  

 

図表 19 日本の ESG 投資の市場規模の推移  

 

出典：「日本における ESG 投資の規模」、日興リサーチセンター、 2016、p5、5 

http://www.nikko-research.co.jp/wp-

content/uploads/2016/02/rr201602_0001.pdf より筆者作成   

 

このような欧州での ESG 投資の拡大を受け、日本では、運用資産が約 130 

兆円という世界最大規模の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人10 

（以下、GPIF）が、2015 年に PRI に署名し、ESG 要素を投資に取り入れる

方針を示した。このような流れから、図表 19 のように近年日本の市場規模も

拡大している。また、今年 7 月に、GPIF は、FTSE Japan と MSCI ジャパン

IMI 500 を親指数とし ESG 評価の高い企業を選別した 3 つの ESG 指数を発表

した。さらに、9 月に ESG への取り組みに優れた企業を選別し投資を行う投資15 

信託が東証に上場し、今後個人投資家への拡大も見込まれる。  

ESG 投資は環境問題や社会問題など、国際的な規制の導入が企業に与える影

響や、海外の製造・販売拠点や製品の安全性を確保するためのサプライチェー

ン・マネジメントの構築、途上国での人権問題などへの対応など様々なリスク

                                                   
24「環境・社会・統治見えない価値着目 ESG 投資、市場の 3 割に」、日本経済

新聞、2017.10.18、  

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO22374210X11C17A0MM8000/  
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に対応している企業を見極め、収益性を見出す投資活動である。実際に、GPIF

が選定した、ESG ポートフォリオのリスク・リターンを親指数と比較すると、

リターンが 0.39%高く、リスクは 0.16%低くなっている 25。  

 

図表 20 MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズの推移  5 

 

出典：「ESG 指数選定結果について」、年金積立金管理運用独立行政法人、2017、

p20  http://www.gpif.go.jp/operation/pdf/esg_selection.pdf  

 

さらに、図表 20 のように ESG 活動をしている企業の方が、株価が上昇して10 

いることが分かる。  

このように、ESG 投資は企業の成長と投資家の投資収益拡大につながる為、

今後の日本企業の持続的な株価上昇には欠かせない要素である。しかし、欧州

や米国と比べ、その規模はまだ小さく、今後日本で ESG 投資を拡大させる為に

は、企業の適切な情報開示を促進しなければならない。  15 

 

第二節  「投資家の増加」における課題  

 本節では、現金・預金として眠る家計の資産を証券市場に流す為、個人投資

家の増加における課題について述べる。投資家の増加においては、まず、将来

の潜在的投資家の育成を目的に、高校生以下を対象とした「金融ケイパビリテ20 

ィ」に着目し、次に、働き世代の身近な資産形成を目的に、「確定拠出年金」に

                                                   
25「ESG 指数選定結果について」、年金積立金管理運用独立行政法人、 2017、

p20 http://www.gpif.go.jp/operation/pdf/esg_selection .pdf 
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ついて述べる。最後に、高齢者の潤沢な資産を証券市場に流すことを目的に、

「相続贈与」について述べる。  

 

金融ケイパビリティの促進に向けて  

家計の資産が現金・預金に偏っており、投資に向いていない要因として、知5 

識の不足が挙げられる。そこで我々は、知識の不足において「学校における金

融ケイパビリティ教育の不足」が課題であると考える。  

金融ケイパビリティとは知識とスキルとアクセスに基づいて金融資源を効  

果的に管理し、資産形成する能力のことである。ただ知識をつける金融リテラ

シー教育とは違い、知識をつけた上で投資家としての態度や責任を学ぶ金融ケ10 

イパビリティ教育の重要性が世界的に高まっている。特に欧米では、この金融

ケイパビリティの必要性が説かれており、金融リテラシー教育から金融ケイパ

ビリティ教育に移行された経緯がある。  

日本では、2005 年度を「金融教育元年」と位置づけ、国民の金融リテラシー

の向上を目的に、政府や日本銀行によって、高校生以下の学校教育の支援強化15 

が実施され、学校段階におけるカリキュラムとして、学校教育を 5 つの年齢層

に分け、金融教育として教えるべき内容が具体的に示している。しかし、金融・

投資における学習の有無に関する質問に対し、「金融・投資に関する学習経験が

ある」と回答した人は 7000 人の内、3 割程度しか存在していなかった 26。学校

段階における金融教育の不足は、現場で働く教師の声からも見て取れる。日本20 

証券業協会が教員 4,462 人を対象に行った調査によると、金融経済教育の必要

性に関する質問に対し、95％が「必要」と回答した一方で、授業時間の確保状

況については、59％が「不十分」と回答した。また、金融経済教育の学習内容

に関する質問では、 55％の教員が「用語・制度の開設が中心となってしまい、

実生活とのつながりを感じにくい」と回答した 27。これらのことから、我々は、25 

                                                   
26「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用促進に向けた課

題に関する調査報告書」、野村総合研究所、 2015、p9、

http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20151001 -1/01.pdf 
27「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査」、日本証券業協会、

2014、p21、p23、p27 

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf  
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日本において、限りある時間の中で効率的に資産形成の知識をつけ、行動に移

せるようになるには金融ケイパビリティ教育の促進が重要であると考える。  

米国の金融教育は、「所得」「貯蓄と投資」「金銭管理」などをテーマに取り扱

った金融経済教育の教科書を用いて、実践的な投資教育を行っている。また、

英国では投資に関する教育を政府が一般教養として捉えており、マネープラン5 

の作成など、投資の重要性を認識させる教育が行われている 28。  

このような投資教育の差異は、実際の知識としても表れている。図表 21 に

あるように、金融リテラシーに関する正誤問題の正答率を米国と比較すると、

どの内容においても日本が下回っていることが分かる。特に、複利に関する項

目の差異は 28%と、最も大きなものとなっている。一般的に日本の家計は、米10 

国を始めとする諸外国と比較した場合、リスク回避的な性格であると言われて

いる。我々は、そのような日本の家計が、資産形成において諸外国と同様にリ

スク資産を選択するようになる為には、それらの国々よりも高い金融・投資知

識を身に付けるべきであると考える。  

 15 

図表 21 日米の金融リテラシーテストの正答率比較 (n=2 万 5,000) 

 

出 典 ：「 金 融 リ テ ラ シ ー 調 査 」、 金 融 広 報 中 央 委 員 会 、 2016 

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/

より筆者作成  20 

 

実際に、日本において、金融・投資の知識を高める事は投資家数の増加に寄

与する。図表 22 に示すように、「資産形成商品」分野の問題の正答率と株式投

資の関係性を見ると、正答率が 24 点以下の「低リテラシー層」は平均層よりも

株式投資をしていないのに対し、84 点以上の正答率を誇る「高リテラシー層」25 

は株式投資をしている割合が比較的高くなっていることが分かる。  

 

                                                   
28『金融教育のマニフェスト』、山根栄次、2006、p112 

複利 インフレ 住宅ローン 分散効果 債券価格
日本 43 56 68 46 24
米国 75 61 75 48 28
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図表 22 株式投資をしている人の割合 (n=2 万 5,000) 

 

出典：「金融リテラシー調査」、金融広報中央委員会、 2016  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/

より筆者作成  5 

 

以上のように、資産形成知識が高い層ほど株式投資を行っている割合が高い

ことを鑑みると、家計のリスク資産の割合を増やす為には、家計の金融ケイパ

ビリティを通じた資産形成知識の向上が必要不可欠であると言える。特に、若

年層の投資が未成熟である日本では、学校教育段階における資産形成知識の教10 

育を量的・質的に高めていかなければならない。  

 

確定拠出年金の活発化に向けて  

 今後、日本における投資家数の増加を図る為には、働き世代へのアプローチ

が求められる。近年、日本では少子高齢化が急速に進んでいる。2015 年では働15 

き世代 2.3 人で 1 人の高齢者を支えていたが、2065 年には、働き世代 1.3 人で

高齢者 1 人を支えることになる 29。そうした状況を鑑みると、公的年金の受給

のみで老後の生活を送ることが厳しくなることが予測される。現在年金受給開

始年齢の 65 歳以降の平均余命は、男性は 19.5 年、女性は 24.3 年となってお

り、日本人は寿命の約 4 分の 1 を老後生活に費やす。そのような老後生活にお20 

いて、夫婦がゆとりのある生活を送るための資金は月額で平均 34.9 万円 30必要

                                                   
29「日本の将来推計人口」、国立社会保障・人口問題研究所、 2017、p3 

http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_ReportALL.pdf  

30 「 生 活 保 障 に 関 す る 調 査 」、 生 命 保 険 文 化 セ ン タ ー 、 2016 、 p39 

http://www.jili.or.jp/research/report/pdf/h28hosho.pdf  
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となっている。しかし現状、公的年金を含めた高齢者夫婦の実収入は平均 21.3

万円 31となっており、明らかに不足していることが分かる。つまり、公的年金

制度では将来必要な費用を賄うことが出来ない為、将来必要となる年金運用を

行う働き世代の資産形成にこそリスク資産が必要になる。その為、我々は公的

年金に加え、自身で年金運用を行う確定拠出年金に着目し、課題の提起と解決5 

策の提案を行う。現在、確定拠出年金は 2001 年の導入後、その加入者数は堅

調に増加している一方で、リスク資産への投資割合は限定的である。そこで我々

は、「確定拠出年金における投資商品が元本確保型に偏っている」ことを課題と

捉える。現状では、確定拠出年金全体の運用状況は 54.4%が元本確保型となっ

ている 32。確定拠出年金と同様に、企業年金として普及している確定給付年金10 

のリスク資産の平均割合は 70.6％となっているが、確定拠出年金のリスク資産

の割合は 27.6％に留まっている 33。さらに、企業年金の受託割合において確定

拠出年金は、2001 年の導入当時から、2016 年末には 35％ほどに増加している

34。今後、国内の企業が確定給付年金から確定拠出年金への移行を続けた場合、

相対的に企業年金におけるリスク資産への運用割合が減少し、証券市場に流入15 

する資金が減少すると考えられる。資産配分の元本確保型への偏りは、加入者

の利回りが低くなるといった問題も包含している。元本確保型の利回りとして

得られるのは、預金等の金利であるため、リスク資産と比較した場合、相対的

に利回りが低いと言える。実際に、確定拠出年金導入企業の想定利回りは平均

2.04％ 35となっているものの、元本確保型商品の平均的な利回りは 2014 年 7 月20 

時点で 0.03%程度の水準となっている。図表 23 に見られるように、直近 10 年

間の物価上昇率は概ねマイナスであった為、元本確保型の商品であっても資産

                                                   
31「家計調査報告（家計収支編）」、総務省統計局、 2017、p28 

 http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/nen/pdf/gk00.pdf  
32「確定拠出年金の運用に関する専門委員会報告書」、厚生労働省、 2017、  

p13、http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000- 

Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166991.pdf  
33 同上、p58、  
34「企業年金制度の現状等について」、厚生労働省、 2017、p3 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000169636.pdf  
35「確定拠出年金における運用について」、厚生労働省、 2014、p13、

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065603.pdf 
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が目減りせず、資産形成の役割を果たせていた。しかし、今後、マイナス金利

政策に代表される物価上昇の為の諸政策が進行した場合、元本確保型では資産

が目減りすることが予測される。その為、今後は、株式などのリスク資産の比

率を高め、全体としての利回りを上昇させなければ、加入者は安定した老後の

生活を過ごせなくなってしまうだろう。加入者の老後資金を確保すると共に、5 

証券市場に資金を流入させる為にも、今後、確定拠出年金の役割をより実効的

な制度として整備しなければならない。   

 

図表 23 過去の消費者物価上昇率と預金金利の推移  

 10 

出典：「確定拠出年金における運用について」、厚生労働省、 2014、p17 

 

 

我々は、確定拠出年金の運用商品において、元本保証型の割合が多い理由は、

①デフォルト商品の 95%が元本確保になっている 36、②投資教育が促進されて15 

いない、の 2 つであると考える。  

 まず、1 点目の「デフォルト商品の 95％が元本確保型になっている」ことに

ついて述べる。デフォルト商品とは、加入者が運用指図を行わない場合に、事

業主が定めている商品を自動的に設定するというものである。デフォルト商品

を設定している企業は全体の 63.5％であり 37、その内、商品が元本確保型に設20 

                                                   
36「平成 27 年度決算  確定拠出年金実態調査結果」、企業年金連合会、 2017、

p12、https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_chosa2015_1.pdf  
37「確定拠出年金の運用に関する専門委員会報告書」、厚生労働省、 2017、p18 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166991.pdf 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065603.pdf 
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定されている割合が 95％である 38。そして、運用指図せずにデフォルト商品を

選択している割合が 15％であることから、確定拠出年金を利用するうちの一定

数は、商品について考えることなく、元本保証型になっていることが分かる。  

次に、元本確保型に資産運用が偏っている 2 点目の理由として「投資教育が

促進されていない」ことを挙げる。確定拠出年金は本来、利用者に対し、継続5 

的に投資教育を行うことで資産形成のサポートを行う制度を設けている。しか

し、継続教育を実施した企業の実施状況を見てみると、1 回と回答した企業が

41.3%、2 回と回答した企業が 26.1%39と、現状として継続教育を十分に行えて

いない状況にある。不十分な継続教育は、加入者の元本保証の割合を高める恐

れがある。  10 

 

図表 24 継続教育の過去の実施状況別：制度運営担当者による評価 (n=1,070)  

 

出典：「確定拠出年金における運用について」、厚生労働省、 2014、p26、  

 15 

 

図表 24 を見ると、継続教育を実施したことで確定拠出年金の理解度が有意に

上昇していることが分かる。  

                                                   
38「確定拠出年金における運用について」、厚生労働省、 2014、p63、  

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065603.pdf  
39「平成 25 年度確定拠出年金実態調査結果」、企業年金連合会、 2013、p9 

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_chosa2013_3.pdf 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065603.pdf 
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図表 25 継続教育実施前後のリスク資産への配分に関するアンケート調査

(n=152) 

 

出典：「確定拠出年金における運用について」、厚生労働省、 2014、p27、  

 5 

 

また、図表 25 を見ると、継続教育実施によってリスク資産配分が 0％だった

加入者は半減し、リスク資産を選択する者が多くなったことが分かる。企業が

継続教育を実施しない理由は、「継続教育に時間や人員を割く余裕がないから」

や「営業拠点が散らばっていて加入者を集められないから」といったものであ10 

った為 40、これらを考慮した継続教育の促進が求められる。  

以上より、元本確保型に資産運用が集中していることから、公的年金を補完

する役割を果たせていないと言える。今後、国民の老後の生活資金を安定的に

供給すると共に、働き世代の証券市場への資金流入を促進する為には、確定拠

出年金の更なる整備が必要不可欠となる  15 

 

高齢者資金の活用に向けて  

第二章で述べたように、諸外国と比べ、日本の家計の金融資産の多くは現金・

預金に偏る傾向がある。さらに、図表 26 より、世帯主の年代別貯蓄額は年齢が

上がるほど増加し、60-69 歳の貯蓄現在高は 2,312 万円、70 歳以上に関しては20 

2,446 万円となっている。  

                                                   
40「確定拠出年金における運用について」、厚生労働省、 2014、p30、  

 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065603.pdf  

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065603.pdf 
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図表 26 世帯主の年代別階級別貯蓄・負債現在高、負債保有世帯の割合  

 

出典：「家  計  調  査  報  告（貯蓄・負債編）」、総務省、2016、p4 

http://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/pdf/yoyaku.pdf  

 5 

また、2016 年の 60 歳以上の貯蓄額構成比に占める現金・預金の割合は 53.5%

である 41。2065 年には 60 歳以上の高齢者人口は推計で 3,941 万人、総人口の

44.7 ％を占めることから 42、少子高齢化が深刻化する日本において、家計に眠

る潤沢な資産を証券市場に流入させる為には、高齢者の保有する多額の貯蓄を

投資に回すことが求められる。そこで我々は、「高齢者の資金が証券市場に流れ10 

ていない」ことが課題であると考える。  

 高齢者の資産の活用方法として相続・贈与が存在する。2015 年の相続贈与金

総額は 17.7 兆円であるが 43、図表 27 より相続・贈与資産の内訳を見ると、有

価証券の割合は他の資産に比べ少なく、土地・家屋や現金・預金の割合が高い

ことが分かる。これらのことから、高齢者は資産を土地や現金・預金などで保15 

有・移転し、証券市場に流れていないことが分かる。  

 

                                                   
41「家計調査貯蓄負債編  第 21 表  [負債保有世帯 ]世帯主の年齢階級別貯蓄及

び負債の１世帯当たり現在高」、総務省、2016 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001191063 
42「高齢化の現状」、内閣府、2016、p4 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf  

 
43「国税庁統計年報  課税状況」、国税庁、2015 

 https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm  
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図表 27 相続・贈与資産の内訳  

 

出 典 ：「 国 税 庁 統 計 年 報  課 税 状 況 」、 国 税 庁 、 2015 

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm

より筆者作成  5 

 

 さらに、上場株式の相続・贈与には、価格変動リスクが考慮されていないと

いった課題が存在する。一般的に、有価証券には土地や建物同様、価格変動リ

スクが存在する。価格変動リスクとは、価格が変動することで、投資資産の価

値が上下変動する可能性のことである。日本において相続贈与を行う際、各資10 

産の価値評価は価格変動リスクを加味して評価額が決められる。土地や建物の

資産評価額を見ると、土地が公示地価の 80％程度、建物が建築費の 50-70％程

度となっている。しかし、現行制度において、上場株式を相続贈与する際の価

値評価には、価格変動リスクは加味されず、評価額 44は時価の 100%として設定

されている。アンケートによると上場株式の相続贈与に関して、「評価が他資産15 

と比べて不利」が 12.5％、「評価は一年程度の期間で判定すべき」が 13.1％な

ど評価の見直しを求める声が存在する 45。高齢者の上場株式による資産移転を

促す為には、こうした評価制度の見直しが急務である。  

 

 20 

 

                                                   
44 税金などを計算する際の基準となる価格  
45「個人投資家の証券投資に関する意識調査」、日本証券業協会、2015、p41 

 
http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki/files/151016kojinishiki_honbun.pdf 
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第四章 提案  

第一節 「日本の持続的な株価上昇」に対する提案  

無形資産の促進に向けて  

第三章では、「無形資産投資の不足」という課題を挙げた。それに対し、我々

は、「無形資産銘柄の選定・公表」を提案する。今後、企業価値の持続的な向上5 

の為に無形資産投資は更に重要度を増していくことを踏まえ、東証一部・二部・

マザーズ・ジャスダックに上場している企業の中から、無形資産投資を活発に

行っている企業を選定し、構成する無形資産銘柄の選定・公表を提案する。現

在、無形資産投資が進んでいない要因として挙げられるのは、投資家による評

価の難しさである。有形資産であれば、財務諸表等の定量情報に基づき、個々10 

の取引の採算性を容易に測ることができるが、無形資産ではそれが難しい。そ

の為、無形資産を用いた資金調達は困難を極める。実際に、図表 28 より、7,288

社を対象に行ったアンケートによると無形資産投資の資金調達のほとんどが自

己資金で行われていることが分かる。  

 15 

図表 28「無形資産投資に伴う資金調達」  

 

出典：「持続的な企業価値の向上に不可欠な無形資産投資」、  

野村資本市場クウォータリー、2017、p8  

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2017/2017win09web.pdf  20 

 

 銘柄作成の例として、2015 年 3 月に経済産業省と日本取引所グループが、従

業員の健康管理を従業員の生産性と企業価値の向上といった経営的な視点で考

え、戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」として選定し、公表した。

この企業の健康経営の取組が株式市場等において、適切に評価される仕組み作25 
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りは一定の効果が見られ、経済産業省が実施する健康経営度調査の回答企業が

2014 年の 493 社から 2016 年には 726 社に増加し、健康保持・増進の理念や方

針を明文化している企業が 53.３％から 76.0％へと増加した 46。さらに、健康

経営銘柄に選定されている企業は時価総額の推移において、TOPIX を上回る結

果となった 47。  5 

このように、企業の取り組みを評価し、銘柄として選定することは、企業の

更なる活動促進と投資家の投資促進の効果がある。選定基準は、健康経営銘柄

を参考に①無形資産の投資割合、②ROE が過去三年間の業種割合を上回ってい

る③重大な法令違反が無いものとする。また、今後日本では、企業価値の持続

的な向上に向け、無形資産投資のうち、人的資本などの経済的競争力への投資10 

促進が求められる。そこで、人的資本への投資が投資家に対して明確になるよ

うに、製造原価と販売費に含まれる人件費を公表し、さらに、給与・賞与・各

種社会保障費の企業負担、手当、研修費など、総人件費を別途で公表すること

を推奨し、これを無形資産銘柄の選定基準に設けることを提案する。  

以上のように、無形資産銘柄を制定し、公表することは、企業の情報開示の15 

促進に繋がる。無形資産銘柄に選定される為、企業は情報開示や株主との対話

に積極的になり、企業同士の競争による無形資産投資の活発化が期待される。

また、無形資産銘柄という 1 つの基準が作成されることで、自社の無形資産投

資の状況を他社と比較することができる。そして、それらは投資家の投資判断

を助け、資金調達を容易にする。その結果、無形資産投資が更に活発化すると20 

いう好循環が生じると考えられる。  

 

M＆A の活発化に向けて  

第三章では、事業再編に係る課題として「大型の M&A が活発でない」こと

が挙げられた。それに対し、我々は「株式対価 TOB の直後に発生する課税の繰25 

                                                   
46「健康経営銘柄 2017－選定企業紹介レポート」、経済産業省、2017、p4 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/

kenkoukeieimeigara2017_report24_s.pdf  

47「健康経営銘柄 2016－選定企業紹介レポート 2016」、経済産業省、2016、p6 

http://www.jpx.co.jp/news/0010/nlsgeu000001ej8w-att/report.pdf 
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り延べ」を提案する。  

第三章で述べたように、大型の M&A が活発でない理由は、日本では株式対

価 TOB が行われていないことである。図表 29 に示すように、TOB 取引金額

TOP20 における使用対価を見ると、日本は現金を用いた TOB のみを行ってい

るのに対し、米国や英国では、株式または複数対価が 55％を占めていることが5 

分かる。  

 

図表 29 TOB 取引金額 TOP20 における使用対価          

 

出典：「平成 30 年度税制改正に関する経済産業省要望」、経済産業省、2017、10 

p7  http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_r/pdf/1_02.pdf

より筆者作成  

 

 日本において、株式対価 TOB は 2011 年の改正産業活力再生法によって解禁

されたが、利用実績は未だ 0 件となっている。現状の税制では、買収対象企業15 

の株主が株式対価 TOB に応じた場合、その株主が保有する対象企業の株式と、

買収企業の株式を交換する為、保有株式を手放したと判断され、その時点にお

けるみなしの譲渡益への課税が発生する。つまり、買収対象企業の株主は、TOB

成立後、取引において得られたものが株式のみであっても、現金による納税を

行わなければならない。これが、株式対価 TOB が促進されない要因となって20 

いるのである。  

そこで我々は、株式対価 TOB の直後に発生するみなしの株式譲渡益・譲渡

所得課税の課税を株式売却時まで繰り延べることで、買収対象企業の株主の株

式対価 TOB に応じるインセンティブを与えることができると考える。また近
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年、日本企業による自社株買いは増加している。2016 年時点では、取得金額は

約 6.5 兆円に上り、2017 年には 7.8 兆円に膨らむと予想されている 48。買収企

業側は相手株主が株式や複数対価による TOB に応じた場合、自社の株式を活

用することで現金準備の負担が軽減され、大型の M&A を行いやすくなる。実

際に、M&A が活発に行われている米国では、株式譲渡益・譲渡所得課税の課税5 

繰り延べを実施することで、TOB による M&A が促進されたと考えられる。ま

た、繰り延べを実施する期間を、取得した株式の保有期間とすることで、株式

の長期保有を促すことができる。  

 この提案によって、株式対価 TOB における買収対象企業の株主と、買収企

業の利便性が高まり、特に大型の M&A が促進され、事業再編が促される。事10 

業再編によって企業が成長することは、企業の持続的な株価の上昇に繋がり、

証券市場が活性化されると考えられる。  

 

ESG 投資の促進に向けて  

我々は ESG 投資を促進する為に、「企業の ESG 情報の開示環境が未整備」15 

という課題に対し、「統合報告書の統一規格作成」を提案する。  

 企業が ESG 情報を開示する手段は環境報告書や CSR レポートなどいくつか

存在する。その中でも、近年 ESG 情報をより企業の収益性に結び付けて開示す

る統合報告書が注目を集めている。これは、財務情報、非財務情報の全ての情

報をまとめ、戦略やガバナンス等に関連させることで、投資家が企業価値を長20 

期的に判断しやすくすることを目的にしている。発行企業は年々増加し、2016

年には 279 社 49が発行している。  

しかし、現状の統合報告書は投資家が適切に ESG 情報を判断できる資料と

は言い難い。経済産業省が今年 5 月に策定した「価値協創ガイダンス」では、

統合報告書において重視される要素として、①価値観②ビジネスモデル③持続25 

可能性④戦略⑤成果と重要な指標 (KPI)⑥ガバナンスの 6 つを発表した。しか

                                                   
48「企業の自社株買い急減」、日本経済新聞、 2017.2.9 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO12694360Y7A200C1EN2000/  
49「日本企業の統合報告書に関する調査  2016」、KPMG ジャパン、2017、p3 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp -integrated-reporting-

20170324.pdf 
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し、図表 30 のように、KPM ジャパンの調査によると、この要素を満たしてい

る統合報告書は少ない。  

 

図表 30 統合報告書における重視される要素の開示率  

 5 

出典：「日本企業の統合報告書に関する調査  2016 」、KPMG ジャパン、2016、

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp -integrated-reporting-

20170324.pdf より筆者作成  

 

 実際に、図表 31 のように企業の ESG 情報の開示が進む中、投資家はその質10 

の向上を求めている。具体的には、図表 32 のような非財務情報の一貫性や他

者との比較に関する向上が求められる。  

 

図表 31 企業の ESG リスクについて (n=302 ) 

 15 

出典：「投資家に企業の真価を伝える非財務情報開示とは？」、株式会社 EY、

2017、p7、  https://www.eyjapan.jp/newsroom/2017/pdf/2017 -06-29.pdf  

より筆者作成  

開示率(n=279)

価値観 44%

ビジネスモデル 48%

持続可能性・成長性 53%

戦略 85%

成果と重要な成果指標（KPI) 58%

ガバナンス 100%
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図表 32 企業が開示する ESG 情報の質に関する質問  

 

出典：「投資家に企業の真価を伝える非財務情報開示とは？」、株式会社 EY、

2017、p7、  https://www.eyjapan.jp/newsroom/2017/pdf/2017 -06-29.pdf 

より筆者作成  5 

 

その要因として、企業が独自のスタイルで統合報告書を発行していることが

考えられる。発行企業は統合報告書の内容を自社判断で決めている為、本来統

合報告書に必要な情報が載っていないことがある。また、図表 33 より、発行企

業は、幅広いステークホルダーのニーズに沿った情報や、財務情報と非財務情10 

報を関連付け、より多くの投資家の理解を求めていることが分かる。  

 

図表 33 統合報告書作成における企業の課題 (ｎ＝96) 

 

出典：「 IR 活動の実態調査」一般社団法人日本 IR 協会、2015、p5、  15 

https://www.jira.or.jp/download/newsrelease_20150414.pd f より筆者作成  

 

そこで、統合報告書の統一規格を作成することを提案する。統一規格は前述

した経済産業省策定の「価値協創ガイダンス」に記される 6 つの要素をもとに

幅広いステークホルダーの

ニーズを満たしているか分からない
57.30%

財務情報と非財務情報の

単純な合体に終わっている
35.70%
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作成する。統一規格を作成することによる投資家のメリットは、統合報告書に

必要な内容を最低限記載させることができる為、統合報告書を通じて企業の長

期的な価値を判断できるようになる。また、統一規格で他社との比較が容易に

なるといったメリットも考えられる。発行企業のメリットとしては、統一規格

に則ることで幅広いステークホルダーのニーズに応えることができ、非財務情5 

報と経済的利益を関連付け易くなることが考えられる。  

さらに、統合報告書を環境省が開発した、企業と投資家等が環境情報を中心

とした実質的な対話を行う「ESG 対話プラットフォーム」への掲載を促進する

ことで、統合報告書を通じた企業と株主の会話促進を図る。  

このように、統合報告書の統一規格を作成することで、企業の ESG 情報の開10 

示促進と、投資家による適切な企業評価が促されると考えられる。そして、長

期投資が促進されれば、企業価値の上昇に結び付き、株価上昇が実現する。  

 

第二節 「投資家の増加」に対する提案  

金融ケイパビリティの促進に向けて  15 

第三章では、投資家が増加しない要因として「学校における金融ケイパビリ

ティ教育の不足」という課題を挙げた。その課題に対し、我々は「小・中学校

でのインフュージョン教育の導入と高等学校での夏休み課題」を提案する。  

具体的な内容としては、数学の授業内においてインフュージョン教育を導入

する。第三章で挙げた金融分野のテストスコアの日米比較を見ると「複利」に20 

関する分野の正答率の差異が最も大きくなっていた。そこで我々は、小学 5・6

年生では単利・複利計算を学習し、中学 2・3 年生では、その応用となる二次関

数グラフなどの非線形グラフの金融分野等への適用を学ぶ教育体制を整える。

例えば、「元本 1,000,000 円、単利 2％で運用した場合、毎年 2 万円の利息が発

生する。これを 5 年間運用した場合の元利合計額を求めなさい」といった単利25 

計算の問題や、変化の割合を表す、グラフ作成の問題を解かせる。このような

問題を数学の授業で取り組むことで、生徒は単利と複利の意味を理解し、収益

の差や増加率の違いを実感することができる。また、第三章で述べたように、

授業時間の確保が難しいとの声も一定数存在する為、我々は、金融・投資教育

の重要性から文部科学省の推奨する土曜教育の義務化による補完も想定してい30 
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る。このように、経済・金融用語を数学の授業内で取り扱うことによって、生

徒に投資を身近なものと感じさせることができるだろう。  

高等学校では、夏休み期間中に投資に関する知識をつけさせる為に、読書感

想文の課題を課す。課題図書として用いる本は、NPO 法人の証券学習協会が出

版している「証券の基礎学習」や日本証券業協会が出版している「資産運用と5 

証券投資スタートブック」を想定している。これらの本は対象者が高校生や投

資未経験者からとなっている為、幅広く学べるものである。また、株式や債券、

投資信託といった金融商品が理解しやすい内容で記載されている為、基礎から

応用まで、資産運用における知識を網羅することができる。しかし、ただ本を

読むだけでは、確実に投資に関する知識が身につくとは言い難い。そこで、自10 

分自身で投資について考えさせるという観点から、外部環境によって投資判断

を行う力を養えるようにテレビや新聞など経済情勢を考慮したものを感想文中

に取り入れることとする。さらに、自らの資産形成について考えさせる必要が

ある為、マネープラン作成も組み入れる。そして、この夏休み課題として取り

組んだ感想文を用いて、全国の高校生向けに金融庁主催で「投資についての作15 

文」コンクールを行い、生徒たちの意欲向上を図る。  

以上のように、小・中学校の段階では数学の授業内で投資に触れる機会を作

り、高等学校において投資に関する本を読ませることによって、投資に対して

関心を抱くようになるだろう。また、高等学校の段階で外部環境に触れること

やマネープラン作成を経験することで、自分自身で意思決定し、行動できるよ20 

うな知識をつけることができる為、金融ケイパビリティの向上に繋がると考え

られる。そして、金融ケイパビリティの向上は、将来の潜在的な投資家を増加

させ、証券市場の活性化に寄与するであろう。  

 

確定拠出年金の活発化に向けて  25 

 第三章では、確定拠出年金における課題として、「確定拠出年金における投資

商品が元本確保型に偏っている」ことを挙げた。そこで我々は、元本確保型へ

の偏りを解消するため、「スタティック・ファンドのデフォルト商品化」と「2

年に 1 度の継続教育の義務化」を提案する。  

 スタティック・ファンドとは、ライフサイクルファンドの一種であり、組み30 
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入れ資産の配分比率が異なる投資信託を複数用意し、投資家が自らのリスク許

容度の変化に応じて、乗り換えができる投資信託のことである。今回の提案で

は、運用管理会社が、設定されるスタティック・ファンドを、加入者の年齢に

応じて配分比率の異なる投資信託を自動的に選択することとする。また、損保

ジャパン日本興亜のハッピーエイジングファンドを参考に、18～39 歳はリスク5 

が高い成長型、40～50 歳はリスクが少し低くなる安定成長型、50～はリスクが

低い安定型と変更される体制を整備する。この提案によって、これまで元本確

保型の商品１つに設定されていたデフォルト商品が、決まった配分でリスク資

産に投資されるようになる。デフォルト商品がリスク資産に投資されることで、

加入者は今後のインフレを上回る利回りを得ることができ、老後の年金資産を10 

着実に確保することが出来る。  

また、資産運用が元本確保型に偏っている理由の 2 つ目に存在した「継続投

資教育が進んでいない」という課題を解決する為、「2 年に 1 度の継続教育の義

務化」を提案する。これは、確定拠出年金を導入している企業は、最低でも 2

年に 1 度、加入者に継続教育を受けさせるというものである。  15 

現状、継続教育は努力義務となっているが、実施率は 67.5%と高いものでは

ない 50。そこで、継続教育を受ける人数を増やす策として、デフォルト商品に

設定されているスタティック・ファンドのポートフォリオにおける元本確保型

の割合を増加させる場合、加入者は、セミナーまたは E ラーニングを最低 2 回

以上受講しなければならないというものとする。さらに E ラーニングを選択し20 

た場合、惰性的な受講を防ぐ為に、2 回目受講後に知識の理解度を測定するテ

ストを行い、合格者のみ元本保証の割合を増やすことができるといった条件を

付ける。これらにより、確実に継続教育を受ける加入者が増加し、これまで知

識が無いために元本確保型の商品を選択していた加入者も、より深い知識をつ

け、リスク資産商品へ投資するようになると考えられる。  25 

 

高齢者資金の活用に向けて  

                                                   
50「第 13 回：企業型確定拠出年金制度の制度運営に関する調査」、NPO 法人確

定拠出年金総合研究所、2016 年、p4  

http://www.dcri.or.jp/files-usr/file_58bffaa6c572f.pdf 
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第三章では、家計の資産が現金・預金に眠っていることに対し、「高齢者の資

金が証券市場に流れていない」という課題を挙げた。そこで我々は、この課題

に対し、「上場株式の相続贈与の非課税制度」と「評価額の見直し」の二つを提

案する。  

 まず、上場株式の相続贈与非課税制度について述べる。現在、相続贈与には5 

それぞれ一定の税額控除が存在し、相続税控除額は基本額 3,000 万円に (600 万

円  × 法定相続人の数 )を加えた金額となっており、贈与控除額は年間 110 万円

となっている。相続税控除額は元々、基本額 5,000 万円に (1,000 万円  × 法定相

続人の数 )加えた金額となっていたが、2015 年の法改正によって基本額 2,000

万円の非課税枠が削減された。我々の提案では、この法改正を参考に、高齢者10 

が上場株式における相続贈与を行なった場合、前述した控除額とは別途措置と

して、相続の場合は限度額を 2,000 万円、贈与の場合は年間 110 万円の非課税

制度を設ける。2016 年の相続贈与税収は約 2.1 兆円であることから 51、一定の

資金が証券市場に流れると考えられる。  

 15 

図表 34 贈与ニーズ (上 n=833、下 n=723 ) 

 

出典：「相続・贈与・投資に関する意識調査」、一般社団法人信託業会、 2015、

p16 http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/repot2707.pdf  

より筆者作成  20 

 

 

 

                                                   
51「相続税の課税件数割合及び相続税・贈与収の推移」、財務省、 2017 

 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/141.htm 
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図表 35 相続ニーズ  

 

出典：「中高年者の遺産相続に関する調査」、第一生命、 2007、p8 

http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/news/news0701.pdf より筆者作成  

 5 

図表 34 に見られるように、贈与に関するニーズは貯蓄・投資残高が巨額に

なるに連れて高くなる傾向があり、図表 35 から、相続に関するニーズが高い

ことが分かる。また、上場株式における相続贈与の際、「親子間の継続保有で負

担が軽減できる課税制度が必要」や「保険料のように非課税枠が必要」といっ

た要望が存在することから 52、我々の考案した非課税制度は彼らの相続贈与ニ10 

ーズに十分に満たすことができると考えられる。  

 次に、「上場株式の評価の見直し」について述べる。第三章では、上場株式を

相続贈与する際の価値評価には、株価変動リスクが加味されておらず、高齢者

にとって、上場株式の相続贈与は他の資産の相続贈与と比較した場合、相対的

に不利になるという印象を与えていた。そこで我々は、上場株式の相続贈与に15 

係る価値評価に価格変動リスクを加味し、適正な価値評価を行うため、相続税

贈与税評価額を時価の 70％に設定する。図表 36 は、大和総研が 2015 年に実

施した、相続贈与発生日から相続税納付期限までの TOPIX における株価の変

動率の試算である。1985 年から 2014 年までの 30 年間における東証の営業日

のうち、相続税納付期限 10 ヶ月 53の期間内の株価変動幅を 10％ずつに区切っ20 

てグラフで示すと、当該期間内における株価変動幅のおよそ 8 割が 30％未満と

なっている。このことから、上場株式の相続贈与における価値評価は、時価の

70％を評価額して設定することが適切であると言える。こうすることで、相続

                                                   

52「個人投資家の証券投資に関する意識調査」、日本証券業協会、2015、p14 

 
53 「相続税の申告のために必要な準備」、国税庁、2017.4.1 、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202.htm 

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki/files/151016kojinishiki_honbun.pdf 
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贈与の際の価格変動リスクから投資家を守ることができ、上場株式における相

続贈与が促進されるだろう。  

 

図表 36 TOPIX の株価の変動率  

 5 

出典：「上場株式等の相続税評価の見直し」、株式会社大和総研、 2015、p 5  

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20151119_010337.pdf  

 

 以上のように、上場株式の相続贈与における非課税制度の導入と、評価の見

直しを行うことで、上場株式の相続贈与が促進され、巨額の資産が証券市場に10 

流入することとなる。また、相続贈与によって金融資産が若年層に移転するこ

とは、将来世代の投資家数増加にも寄与し、証券市場の活性化を更に推し進め

ることとなるであろう。  
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終章  

本稿では、証券市場の役割を「企業を評価・成長させること」と「多くの投資

家の資金ニーズに応えること」とし、その役割を果たす為には、証券市場を活

性化させる必要があると述べた。その際、必要となる要因を突き止めるため、

我々は、企業の成長戦略の観点から、株式市場に的を絞った現状分析を行った。5 

そこでは、企業と家計の 2 つの主体に注視し、抽出された現状を基に、「持続的

な株価の上昇」と「投資家の増加」を証券市場の活性化の定義とした。そして、

それぞれの活性化の際に障壁となる課題を発見し、解決策の提案を行った。  

 まず、「持続的な株価の上昇」においては、企業価値を高める際の障壁として、

「無形資産投資の不足」を挙げ、「無形資産銘柄の選定・公表」を提案した。次10 

に、国内産業の新陳代謝向上における課題として、「大型の M&A が活発ではな

い」ことを挙げ、それに対し、国内企業による M&A を促進するため、「株式対

価 TOB の直後に発生する課税の繰り延べ」を提案した。そして最後に、投資家

の短期志向化を改善することを目的に、「企業の ESG 情報の開示環境が未整備」

という課題に対し、「統合報告書の統一規格作成」を提案した。  15 

 次に、「投資家の増加」においては、学生から高齢者まで全ての世代が能動的

に資産運用する環境を整備する提案を行った。まず、学生においては、諸外国

と比較した際、「学校における金融ケイパビリティ教育が不十分である」という

課題が浮かび上がったため、日本においても同等以上の資産形成教育を実施す

ることを目的に、「小・中学校でのインフュージョン教育の導入と高等学校での20 

夏休み課題」を提案した。また、働き世代が資産運用する手段の 1 つである確

定拠出年金においては、「確定拠出年金における投資商品の元本確保型への偏

り」という課題が存在したため、「スタティック・ファンドのデフォルト商品化」

と「2 年に 1 度の継続教育の義務化」を提案した。そして最後に、「高齢者の資

金が証券市場に流れていない」という課題に対して、「上場株式による相続贈与25 

の非課税制度」と「評価額の見直し」を提案した。  

 以上の提案を行うことで、証券市場の活性化の定義である「持続的な株価の

上昇」と「投資家の増加」が達成され、取引量の増加と企業の成長を促すと考

えられる。それらはやがて、再び株価の上昇と投資家の増加を呼び込むという

好循環を生み出し、証券市場を持続的に活性化させるであろう。  30 
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