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序章 

 

2018 年 1 月 26 日、コインチェックのおよそ 580 億円の仮想通貨 NEM が流出

する事件が起きた。この事件は多くの一般消費者に非常に大きな被害をもたら

した。この事件からもわかるとおり日本人にとって投資は資産運用の方法とし5 

て大きな関心事になってきており、またマイナス金利の状況下、資産運用が以

前よりも身近なものになってきている。 

 戦後の高度経済成長期以降日本では企業は銀行を介した間接金融がうまく機

能していた。その後バブル崩壊、リーマンショックが引き起こした金融危機を

経験して日本経済は長期低迷が続いた。これらの金融恐慌に対して日本政府は10 

様々な政策を講じてきた。それは銀行を介した間接金融による企業の資金調達

方法から直接金融による資金調達方法に移行していくという「金融ビッグバン」

という規制緩和や、家計の貯蓄を証券市場への投資にまわす目的で掲げられた

「貯蓄から投資へ」というスローガンの公示といった政策であったが、いまだ

に家計の資産形成は現金預金の占める割合が多く、間接金融が主流であると言15 

える。 

 最近では国民が「投資」という言葉に偏見を持ち、リスクが大きく近寄りが

たいという印象を与えていることもあって、金融庁はスローガンを「貯蓄から

資産形成へ」に替え、家計の資産形成における投資の割合増大を推し進めてい

る。ただ、アベノミクスにより経済が回復し、日経平均株価が上昇しているに20 

もかかわらず、家計の投資の割合は増加傾向にあるとは言えない。  

 本稿では「今後の国内証券市場の活性化」をテーマとする。上記のように政

府が家計の資産運用を投資にまわそうとする背景には急速な少子高齢化社会の

進展と景気上昇に追いつけない資金調達のやりにくさがある。少子高齢化の影

響で老後に年金を受け取れない、あるいは受領額が少額になる可能性も高いた25 

め、投資によって資産を増加させる必要がある。また、家計の投資割合増加に

よる証券市場の取引量の増大は企業の新事業創出のための資金調達を容易にさ

せる。これらは結果として需要の増大、景気回復に繋がる。したがって、証券

市場において取引量の増大、すなわち証券市場の活性化をすることは日本経済

の成長・発展につながるのである。  30 
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 本稿では国内証券市場の活性化からさらにテーマを絞り、株式流通市場にお

ける証券市場の活性化について論じる。まず第 1 章では証券市場の現状につい

て焦点を当て、続く第 2 章では現状を踏まえた上で現在までの制度の動向に対

する課題を設定する。そして第 3 章では課題を解決するための措置を提案する

という構成で証券市場の活性化について論じていく。 5 

 

第 1 章 証券市場の現状 

第 1 節  証券市場の歴史  

 日本の証券取引所は 1878(明治 11)年の 5 月に設立された。今のような株式

会社の第一号は 1873(明治 6)年設立の第一国立銀行であった。開業当初の証券10 

取引所は、旧国債や新国債、秩禄国債などの公債取引の場としてスタートした。

その後取引所株や銀行株が上場されるが、売買の大部分は公債という時代が続

いた。しかし 1886 年ごろから鉄道業、紡績業を中心に企業勃興期を迎え、よう

やくこの頃から株式売買が活発化した。  

証券市場は財政と深く関係していて、景気動向に応じた財政政策が行われ、15 

不足時には国債の発行によって補われる。我が国の中央政府部門の公債残高と

公債依存度の推移をみると、1965 年度の補正予算で不況対策として戦後初の特

例国債 (赤字国債 )が発行され、66 年度以降は建設国債が継続して発行されるよ

うになったが、70 年代前半までは、公債依存度、公債残高ともに低水準に止ま

っていた。 20 

しかし 90 年度以降は長期依存による公債依存度が高まり、 09 年度には公債

依存度は 50％を超えたが、それ以降は緩やかな低下傾向にある。また 12 年度

以降は市中金融機関の国債及び国債短期証券の保有比率が減少した。この変化

は 13 年 4 月に導入された日本銀行による量的・質的金融緩和が主な要因であ

る。またこの日本銀行の政策は家計の金融資産運用にも影響を及ぼしており、25 

80 年代以降現金預金の構成比が上昇する一方で、かつて最大の比重を占めてい

た定期性預金は趨勢的に低下傾向にある。  

株式市場については、高度経済成長期に入り企業業績が好調になったことや

外国人投資家の参入緩和を背景に株価はほぼ一貫して上昇を続けた。1989 年 12

月末には、日経平均株価が史上最高値である 38,915 円 87 銭を付けたが、その30 
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後バブル崩壊の影響を受けて暴落した。バブル崩壊後、経済が停滞し、長い不

景気に陥った。それに伴い企業は事業拡大に消極的な立場を取ったことで株式

市場も停滞した。 

個人投資家の資産形成促進のため 01 年に導入された確定拠出型年金制度や

14 年 1 月から始まった NISA(小額投資非課税制度 )は順調に浸透している。NISA5 

についてはこの後の章にて詳しく述べる。また 17 年 1 月に改正された個人型

確定拠出年金制度 (iDeCo)により加入対象が広がり、18年 1月からは積立型 NISA

が導入される。これらの制度の導入により家計と証券市場との直接的な結びつ

きも強くなっている。さらに投資信託や ETF(上場投資信託 )の充実などは、家

計の資産選択の幅を広げているが、家計の貯蓄を投資に運用して資産形成をし10 

ていこうとしているのは一部の家計にとどまっている。 

 

第 2 節  証券市場の活性化の定義 

 資金の調達方法は大きく分けて間接金融と直接金融の二種類に分類される。

間接金融は、金融機関に預けられた金を借り手である個人や企業などに貸し付15 

けるといった方法のことである。間接金融における資金の借り手側のメリット

としては資金調達が容易で、迅速に資金を得ることができる一方、審査などの

際に銀行に対して情報開示をする必要があるというデメリットがある。また資

金の供給者である預金者にとっては元本割れのリスクが少なく、安全性が高い

資産運用である。たとえ貸し付けていた企業が倒産してしまったとしても、仲20 

介役である銀行が破綻しない限りは安全であると言える。しかし反対にリスク

が少ない反面、リターンも少ない。現在のように超低金利な状況では、利回り

で儲けるのはほぼ不可能である。 

一方直接金融は、銀行などの金融機関を介することなく、資金の借り手から

貸し手に対して直接資金を調達する方法のことである。直接金融における借り25 

手側のメリットとしては資金調達コストの低減があげられる。株式は返済義務

のない自己資本であるため、銀行からの借り入れのように返済や金利を支払う

必要がないためである。一方デメリットとしては、無名な上場していない企業

にとっては資金を集めるのが困難であるという点があげられる。また、貸し手

側においては預金の利回りを上回る配当や売買益が期待出来る一方で、リスク30 
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管理を怠ると損失を出してしまうというデメリットがある。 

 本論文のテーマである株式市場の活性化という観点から見ると、間接金融よ

りも直接金融の増加が重要になる。直接金融における資金の調達方法は株式・

社債の発行であるが、この直接金融方式が増えることで、証券市場で出回る株

式の量が増加する。そして企業が銀行などの金融機関ではなくこの株式を利用5 

し資金調達を行うようになれば、証券市場全体で見たときに売買される資金が

増加し、活性化に繋がると言える。 

 しかし、国内における資金調達は未だに間接金融に依存している。図表 1 は

日米欧における民間非金融法人企業の負債構成を表したものである。同図表か

ら、日米における間接金融 (借入 )と直接金融 (株式・出資金、債券 )の割合を比10 

較すると、米国は間接金融：直接金融が 8：92 であるのに対し、日本は 28：72

である。図表 2 は日米欧の家計の資産構成比を示したものであるが、日本は家

計金融資産の半数を現金、預金が占めており、これらが金融機関の貸出を通じ

て企業の借入中心の資金調達に繋がっていると言える。 

 また、日本とユーロ圏の民間非金融企業の負債構成に大きな違いは見られず、15 

現在の日本の資金調達においても約 7 割を直接金融が占めているにも関わらず、

日本における家計の資産構造の現金預金比率はユーロ圏よりも圧倒的に高いこ

とが分かる（図表２）。このことからすなわち日本は個人の投資分野において直

接金融へのシフトが遅れていると言える。  

現在預金に回されている約 950 兆円もの家計資産を市場に呼び込むことで、20 

企業はより多くの資金が調達でき、新たな事業への投資が可能になる。また、

その結果雇用が創出されたり、新たな消費や投資が生まれる。このように、市

場の機能を生かした資金循環を促進することは、日本経済の活性化に繋がるた

め、私たちは個人投資家の増加が必要であると考える。  

 25 

【図表 1：民間非金融法人企業の負債構成】  
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出所：日本銀行調査統計局 (2018)『資金循環の日米欧比較』p2 を基に著者作成。 

 

【図表 2：家計の資産構成】 

 5 

出所：日本銀行調査統計局 (2018)『資金循環の日米欧比較』p2 基に著者作成。 

 

  また外国人投資家による持ち株比率の急増という観点からも個人投資家の
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存在は必要である。図表 4 および図表 5 にあるとおり年々外国人投資家が保有

する株式数は増加しているが、海外投資家の日本株投資の特徴として短期投資

の傾向があげられる。しかし投資機関の短期化は、その時々の政治情勢や国際

関係の変化といった「イベント」または、それをもとにした期待や失望といっ

た「思惑」を背景に株価が上下動しやすくなり、企業のファンダメンタルズに5 

基づいた株価が形成されにくくなる可能性がある 1ため、企業は長期投資を行う

国内の個人投資家拡大を積極的に意識する必要がある。  

ここで課題として挙げられるのは個人投資家一人当たりの投資額である。JPX

の資料を基に作成した図表 3 を見ると、個人株主数は 2002 年から 2018 年にか

けて増加傾向にあることが分かる。また、図表 4 の 2017 年投資部門別株式保有10 

比率は金額をベースとした保有比率であり、個人投資家の割合は 17%を占め、

その額は 113 兆円 3796 億円である。しかし、図表 5 の主要投資部門別株式保

有比率の推移を見ると年々個人投資家の保有比率は低下しているが、図表 3 に

あるように個人投資家数は増加傾向にあるため、これを継続させつつ一人当た

りの投資額の増加させることが必要であると考える。日本証券業協会の調査に15 

よると、証券保有額が 300 万円未満の割合は 56.8%である 2。 

 

【図表 3：個人株主数推移】 

                                                     

1 「海外投資家による対日投資の影響と示唆」大和総研 (2013)より  

2 「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 HP より引用  
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出所：日本取引所グループ (2017)『 2017 年度株式分布状況調査』を基に著者作

成。 

 

【図表 4：投資部門別株式保有比率の推移】 5 

 

出所：日本取引所グループ (2017)『 2017 年度株式分布状況調査』より引用。  

 

【図表 5：主要投資部門別株式保有比率の推移】 

 10 
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出所：日本取引所グループ (2017)『 2017 年度株式分布状況調査』より引用。  

 

以上のように日本経済の活性化をするには証券市場を活性化させ資金循環を

潤滑に行うことが必要であり、増加傾向にある個人投資家の母数をさらに増や

し、一人当たりの投資額を増やしていくことが証券市場の活性化に繋がると考5 

えた。これらの要素を踏まえ、本稿では国内証券市場の活性化を個人投資家の

参入促進、投資額の増大と定義する。  

 

第 3 節  日本人の貯蓄傾向 

 以上みてきたように、家計の運用方法としてリスクの低い現金預金に頼る傾10 

向があることが確認できた。本節では日本の貯蓄傾向について海外との比較を

用いてさらに考察していく。 

図表 6 は家計の金融資産をそれぞれの種類別に示したものである。 2018 年 6

月末現在その内訳は、現金預金が最も多く 52.5％、株式等が 11.0％、投資信託

が 4.0％という構造であった。 2004 年から 2018 年に至るまでその構成比に大15 

きな差異は見られない。日本人は金融資産を現金預金として貯蓄する傾向があ

ると言えるだろう。 

一方金融庁の調査によると、株式を購入したことがない人の割合は 68.4％、

投資信託を購入したことがない人の割合は 74.2％にも及ぶ。しかし、現金預金

保有では企業へ直接金融による資金流入が図られないばかりではなく、家計に20 

も影響をもたらす。現在の普通預金利息は年 0.001％程 3であり、また少子高齢

化に伴い加速する年金問題を加味すると、家計は将来に備え自らの資産に関し

て今後積極的な管理・運用を求められている。  

 

                                                     

3 三菱 UFJ 銀行 HP より  
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【図表 6：家計の金融資産】 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

出所：金融庁 (2017)『諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた

政策的取組みに関する調査研究報告書』 p.6 より引用。 

 

 こうした日本の現状を、アメリカ、イギリス、およびフランスの金融資産保20 

有残高比率や政策と比較すれば以下のとおりである。  

 

【図表 7：家計総資産の構成（％）】 

   (日本 )     (アメリカ ) 
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    (イギリス )     (フランス ) 

出所：金融庁 (2017)『諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた

政策的取組みに関する調査研究報告書』より引用。 

 

(1)アメリカ 5 

 始めにアメリカの家計総資産の特徴について検討すると、株式等の保有率が

15～ 20％であり大きな割合を占めている一方、現金預金の割合は 10％前後に留
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まっている。オイルショックやリーマンショックによる影響で各項目に多少の

振れ幅は見られるが、金融資産が全体の 7 割を占める構造自体に目立った違い

は見受けられない。株式等保有率が各国と比較しても高い割合である要因の一

つに金融リテラシー教育がある。金融庁 HP「『金融リテラシー調査』の結果」

よれば金融リテラシーが重要であることがわかる。金融庁によると、  5 

「米国では、 2003 年金融リテラシー・教育法（ Financial Literacy and 

Education Improvement Act of 2003）に基づき、金融リテラシー・教育委員会

（ Financial Literacy and Education Commission）を設置した。同委員会で

は、ウェブサイト  My Money を運営している。そこでは、①稼ぐ（ EARN）、②貯

蓄・投資する（ SAVE & INVEST）、③守る（ PROTECT）、 ④使う（ SPEND）、⑤借り10 

る（ BORROW）に焦点を当てるとともに、ワークシート、チェックリストなどの

ツールを提供している 4」  

 一方日本では、金融庁が日本の人口構成と同一の 25000 人を対象にアンケー

ト・テストを実施したところ、「金融知識・資産形成」の項目の正答率は 54.3％

であった。金融に関する教育についても課題が残されている。  15 

 

(2)イギリス 

 次にイギリスについて考察する。イギリスでは金融資産が家計総資産の 5 割

を占め、そのうち約半分が保険年金の割合であり、株式の保有率は小さいこと

が特徴である。日本において 65 歳以上の人口は全体の 23.0％だが、イギリス20 

も 16.2％と高齢化が進行している 5。  

金融庁の「諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた政策的取

組みに関する調査研究報告書」よれば、 

「家計の金融資産の内訳では、私的年金資産の割合が高まるとともに、金融資

産の中では  ISA （ Individual Savings Account、個人貯蓄口座）、投資信託、25 

英国債券などがリーマン  ショック後も堅調に増加している（図表  3.2.2）。株

価等が回復に向かう局面で制度が変更されたことで、結果的に家計の投資が後

                                                     

4「『金融リテラシー調査』の結果」金融庁 (2016)  

5 総務省統計局 HP より  
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押しされやすい環境にあったことが窺われる。(中略 )しかし、2008 年年金法に

基づき、職域企業年金を有していない企業の中低所得層向け  NEST（ National 

Employment Savings Trust、国家雇用貯蓄信託）を創設、 2012 年から段 階的

に導入が始まり、2018 年までに全ての事業者に適用されることとなった。NEST 

は、 ①自動加入・オプトアウト可、②退職日ファンド（リタイアメントデート5 

ファンド）を中心とする品揃え、③加入者コミュニケーション（NEST’s golden 

rules of communication） の面での工夫に特徴があり、急速に加入者数が増加

した。 この結果、NEST における自動加入の仕組みに賛成する人の割合が  77％

へ上昇、オプトアウトも  8％にとどまっており、NEST が社会に広く受け入れら

れていることが窺える 6」  10 

 

 引用文中図表 3.2.2 とは、ここでは図表 7 のことを指す。イギリスでは ISA

の導入により資産形成がしやすい枠組みが整備され、リーマンショック後も安

定した金融資産保有比率を保っている。  

ISA に関する日本証券業協会の「英国における個人の中長期的・自助努力に15 

よる資産形成のための投資優遇税制等の実態調査」報告書によれば、 

「英国には  ISA 導入以前から、個人の資産形成を支援する優遇税制が存在した。

PEP は、サッチャー政権が公営企業の民営化を推進する中、より多くの人々の

株式保有を促す施策として  1987 年に導入された。同制度は  18 歳以上の居住

者を対象としており、上場株式や投資信託等の譲渡益及び配当所得が非課税と20 

なる。拠出上限額は、制度導入当初は  2,400 ポンドであったが、その後徐々に

引き上げられ、 1992 年度には年間で合計  9,000 ポンドまで拠出することが可

能となった 4。他方、1991 年に導入された  TESSA は、18 歳以上の居住者とい

う対象者は同じだが、投資対象が銀行や住宅金融組合等の預金に限られている

上に、5 年間  TESSA に据え置かなければ非課税とならない。さらに、年間拠出25 

限度額が  5 年間で  9,000 ポンドと PEP に比べて小さかった。こうした中、

より個人の資産形成習慣を促進し、金融商品間の税制優遇状況の不均衡を是正

                                                     

6 「諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた政策的取組みに関する調査

研究報告書」金融庁 (2017)より  



 15 

するという目的で、株式、投資信託、預金、保険のいずれも受け入れうる  ISA 

が 1999 年に導入された。 7」 

 

具体的に、 ISA で資金が拠出された口座数  ISA で実際に資金が拠出された口

座数は、 2011-2012 年度（ 2011（平成  23）年  4 月  6 日から  2012（平成  24）5 

年  4 月  5 日まで 12）において、延べ数で、株式型  ISA が  289 万口座（ 18 

歳以上の人口  4,912 万人の  5.9%）、預金型  ISA が  1,128 万口座（ 16 歳以上

の人口  5,065 万人の  22.3%）、合計  1,418 万口座であった。また、 2009-2010 

年度までの  ISA 開設者は非拠出者を含め  2,389 万人と、英国総人口  6,226 

万人の  38.4%を占めるほどまで普及している 8。  10 

またイギリスでは 2005 年に幼少期から貯蓄を意識させることを目的とした子

供信託基金が設立され、その後税制の圧迫により junior ISA に移行されるが

加入者は 16 歳以降自ら運用することが可能になり、ISA 制度は金融資産保有比

率のさらなる拡大に貢献している。  

 15 

(3)フランス  

フランスでは 1998 年以降急激に土地資産の占める割合が急増し、株式等に

よる保有は 30％ほどに留まっている。フランスにおいても高齢化は進行してい

るがイギリスと異なる点は、日本同様公的年金に頼る割合が多いことにある (図

6)。以下はフランスの年金についてとそれに関連した制度について、金融庁 HP20 

「諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた政策的取組みに関す

る調査研究報告書」より引用する。 

 

「フランスでも高齢化の進行に伴い、公的年金の維持が難しくなってきている。

こうした  中、 2003 年、給与･労働時間・雇用促進法（フィヨン法）が成立し、25 

2020 年までの財政  均衡の達成のための年金改革が行われた。その一環として、

                                                     

7 「『英国における個人の中長期的・自助努力による資産形成のための投資優遇税制等の

実態調査』報告書」日本証券業協会 (2016)より  
8「英国の  ISA（ Individual Savings Account）の実施状況等について」日本証券業界

(2016)より  
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公的年金を補完する柔軟な職域年金として、PERCO が導入された（図表  3.3.3）。 

フランスの職域年金については、すでに  PEE（ Plans d'epargne enterprise、

企業貯蓄プラン）が  1967 年に創設されていた。同制度は、投資信託、株式を

対象に  5 年以上の投資  を行うことができるものであった。これに対し、PERCO 

は、退職までの投資を目的として創設された。 PERCO は企業単位で導入される5 

が、当該企業の従業員の加入は任意である。従業員は年収の 25％以下の 任意

拠出ができ、そこに企業からのマッチング拠出（従業員拠出の 3 倍以下）を加

えることができ、税制面での優遇が適用される。従業員は PERCO での積立につ

いて、退職一  時金または退職年金の形で受け取るほか、住宅購入、長期失業な

どでも引き出すことができる。 PERCO の資産構成については、定期的に公表さ10 

れていないが、2007 年  6 月末現在のデータによれば、株式が  46％、債券  27％、

マネーファンドが 27％となっている。 9」 

 

フランスにおける PERCO の成長は資料 5 の通りである。 2006 年末までに  

37,000 社以上（パリ取引所  CAC40 株価指数採用銘柄の  18 約半分を含む） 1015 

が採用するなど成長が著しいからである。 PERCO は巨大な任意型企業年金に成

長する潜在性があると見られている（特に、国家年金の手厚さがこれから更に

減退することを考慮すると  PERCO の成長性は高い）と記載されている。 

 

【図表 8：フランス PERCO の成長（2004-06）】 20 

 

出所：日本証券経済研究所 (2008)『ヨーロッパの確定拠出年金』p19 より引用。 

 

                                                     

9 「諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた政策的取組みに関する調査

研究報告書」金融庁 (2017)より  
10「ヨーロッパの確定拠出年金」日本証券経済研究所 (2008)より  
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フランスはイギリスとは異なり、リーマンショック後に株価が以前の価格に

戻りにくかったため、株式等の割合はあまり増加せず変化がみられない。また

日本の家計金融資産のストックが伸び悩んだ要因について同文献には、『株式

や投資信託の積み増しが十分に行われてこなかったことがあげられる。それに

対して、イギリスやドイツ、フランスなど欧州では、相対的にフローの積み増5 

しが家計金融資産ストックの増加に貢献している。』と記載されている。このよ

うに、海外では年金制度を入口にして投資への間口を広げてきた政策なども、

金融市場への資金流入を後押しして、結果として家計金融資産ストックを増加

させてきたと考えられる。 

 以上海外事例を主に取り上げ、アメリカの例では金融リテラシ―、イギリス10 

やフランスでは年金制度改革が個人の金融資産形成に大きな影響を与えてきた

ことがわかった。アメリカでは具体的で実践的な金融教育に取り組んでいる一

方で、日本人の金融に関する意識は高いとは言い難い現状である。また、日本

において企業年金制度を実施する企業はこの 10 年で減少しており、数も少な

い。企業年金制度を実施する企業割合が低下した理由の 1 つに、2000 年度に導15 

入された退職給付会計がある 11。財務諸表に退職給付債務の計上が求められる

ようになり、年金資産が退職給付債務を下回る積立不足が生じると、企業は掛

金の追加拠出が求められる。将来負担が発生するリスクや負担の重さから、中

小企業を中心に企業年金制度を廃止する動きが広がったと記載されている。イ

ギリスやフランスの例から家計は年金制度と密接な関係があるため、年金制度20 

の問題とともに家計の貯蓄傾向をどのように打開していくか考える必要がある。 

 

【図表 9：企業年金制度を実施する企業の割合】 

                                                     

11「最近の年金制度改革と今後の課題」大和証券 (2016)より引用  
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出所：大和証券 (2016)『最近の年金制度改革と今後の課題』 p88 より引用。  

 

 

 5 

第 4 節  個人投資家増加のための措置と評価  

第 3 節で確認したように、海外と比較すると日本の家計における頑固な貯蓄

傾向という問題を解決する必要がある。そのために政府は個人投資家に対する

あらゆる非課税制度を導入し、株式市場におけるシステム改善も進めてきた。

本章では、個人投資家の増加を促進させるために取り入れられた NISA 制度や10 

pts 取引、フィンテックの活用、iDeCo、金融教育の特徴、現状を解説していく。 

 

⑴税制改革 

個人投資家の取引代金を増加させる策として、証券税制の見直しがあげられ

る。元々、日本の金融商品の課税方式は極めてわかりにくく、投資家にとって15 

使いにくい仕組みであった。前章で述べたように 1999 年英国で個人の資産形

成促進制度としての個人貯蓄口座（ Individual Savings Account：ISA）が設立

されたということで、2014 年 ISA のモデルに参考し、日本では個人投資家のた

めの税制優遇制度 NISA が導入された。「 NISA（ニーサ）」とは、少額投資非課税

制度の愛称である。ちなみに、 NISA の N は NIPPON（日本）の N と認識される。 20 

通常、株式や投信信託などの金融商品を購入することで生じた配当金は
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20.315％（復興特別所得税を含める）の税金がかかる。その一方で、NISA 口座

を利用すると、当年毎年 100 万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託

の配当、譲渡益等が非課税対象になる。非課税期間は五年であることで、非課

税投資額は最大 500 万円であったが、2016 年限度額が 120 万円に増額し、非課

税投資額は最大に 600 万円になった。また、2015 年から 1 年ごとに異なる金融5 

機関に口座開設が可能になった。ここでは、上場株式（株式・REIT・ETF）や株

式投資信託の配当所得・譲渡所得が対象となり、預金、債券、公社債投資信託

は非課税の対象外である。 

また、 2016 年からジュニア NISA（ジュニアニーサ）制度が始まった。一般

NISA と違って、ジュニア NISA は日本在住の未成年者を対象に、口座内の少額10 

上場株式等の配当等、譲渡益に課税せず、年間投資上限は 80 万円で，五年間非

課税投資額は最大 400 万円の制度である。ジュニア NISA は長期投資を前提と

した制度となっているため、子供の教育資金づくりに活用できるというメリッ

トがある。その代わりに、ジュニア NISA には払い出し制限がある。原則として

口座名義人が 18 才になるまでは、災害などの特別な事情がない限り払い出し15 

ができず、是が非でも途中引き出しの場合、課税対象となる。  

さらに、2018 年一月より税制優遇を受けながら少額からの積立投資ができる

つみたて NISA が創設された。つみたて NISA の対象商品は、手数料が低水準、

頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投

資信託と上場株式投資信託（ ETF）に限定されており、投資初心者をはじめ幅広20 

い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっている。非課税投資枠は年間 40

万円で、非課税となる期間は最長 20 年間ため、非課税投資枠は 20 年間で最大

800 万円を実現することができる。なおかつ投資時期を分散（積立）すること

で、高値掴み等のリスクを軽減することが可能となる特徴がある。  

 25 

【図表 10：各種 NISA 比較表】 
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出所：岩手銀行『 NISA とは』より引用。 

 金融庁が実施した「 NISA 口座の利用状況調査」によると、平成 30 年 6 月末

までの NISA の開設数は 1,197 万  1,125 口座に到達し、そのうち、一般 NISA

の口座数は 1,128 万  2,552 であり、つみたて NISA は 68 万 8,573 口座、ま5 

た、ジュニア NISA は 28 万  5,544 であった。さらに、 NISA 口座における買付

額について、一般 NISA で運用している金額は 14 兆  4,873 億  7,540 万円であ

り、つみたて NISA の場合は 305 億  4,916 万円となる。そのほか、ジュニア

NISA の買付額は 945 億  3,782 万円と公表されている。 

 10 

【図表 11：ＮＩＳＡ（一般・つみたて）・ジュニアＮＩＳＡ口座数】 

 口座数 
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ＮＩＳＡ（一般・つみたて） 1,197 万  1,125 口座 

一般ＮＩＳＡ 1,128 万  2,552 口座 

つみたてＮＩＳＡ 68 万  8,573 口座  

ジュニアＮＩＳＡ 28 万  5,544 口座  

出所：「ＮＩＳＡ口座の利用状況調査」金融庁 (2018)より引用。 

 

【資料 12：ＮＩＳＡ（一般・つみたて）・ジュニアＮＩＳＡ口座における買付額】  

 買付額 

ＮＩＳＡ（一般・つみたて） 14 兆  5,179 億  2,456 万円 

一般ＮＩＳＡ 14 兆  4,873 億  7,540 万円 

つみたてＮＩＳＡ 305 億  4,916 万円 

ジュニアＮＩＳＡ 945 億  3,782 万円 

出所：金融庁 (2018)『ＮＩＳＡ口座の利用状況調査』より引用。 

 5 

⑵ PTS とフィンテック 

 株式市場の基本的な機能は，社会に存在するすべての需給が均衡する価格を

見出し、効率的な資金配分を実現することである。流通市場の参加者の一員で

ある個人投資家にとって、時間と情報を把握することは欠かせないものと考え

られる。 10 

 日本では，取引所外取引の解禁に伴って、個人投資家が相対で上場証券を取

引することが認められ、PTS（ Proprietary Trading System）業務が証券業務の

1 つに加えられた。 PTS とは、日本証券業協会の定める｢上場株券等の取引所金

融商品市場外での売買等に関する規則｣などにしたがって行われる取引所金融

商品市場外取引である。通常株式取引は各証券取引所において決められた時間15 

に取引され、特に日中に仕事をしているサラリーマンに対して時間が合わない

状況が存在している。例えば東京証券取引所の場合、株式取引時間帯は前場（ 9

時～ 11 時 30 分）と後場（ 12 時 30 分～ 15 時）しか利用できない。しかし、証

券会社で行われる PTS は証券取引所の取扱い時間外でも取引が出来るという特

徴がある。 20 

例えば SBI 証券ではナイトタイムセッション（ 17 時～ 23 時 59 分）とデイタ
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イムセッション（ 8 時 20 分～ 16 時）を設置している。日中に取引が出来ない個

人投資家も、夜間に値動きがある株価を見ながら投資できるようになった。ま

た、証券取引より早く取引できるため、寄付前の相場状況を観察ながら投資を

することが可能となり、安く購入できる可能性も高める。さらには、多くの企

業は決算を発表することで当日株価に影響を与えること配慮するため、東京証5 

券取引所の取引時間が終わる 15 時以降に決算を発表すると決めた。もちろん

決算発表の内容により翌営業日の株価に影響するわけであるが、 PTS なら決算

発表後の当日中に売買をすることが実現できる。要するに、 PTS は個人投資家

にあらゆる面で支援しており、便利なシステムと考えられる。  

 10 

【図表 13： PTS の取引状況】 

 

出所：日本証券経済研究所 (2018)『図説  日本の証券市場』より引用。 

 

 2009 年 3 月から 2014 年 3 月まで PTS の取引量は年々増加してきたが、TOB 規15 

制と HFT の参入の影響を受け、2015 年からは減少している。また、取引所内と

取引所外の銘柄取引合計に占める PTS の取引は非常に低く、最高でも 6％に過

ぎない。 PTS 取引をさらに活発化していくことが求められる。  

 さらに金融と情報技術を融合させる FinTech(フィンテック )が証券業界にお

いても注目されており、証券市場活性化の核となる可能性がある。2017 年 1 月20 

には金融庁が JPX の業務についてフィンテック技術の導入を認め、現在では主
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に取引情報の分散管理や運営コストの削減に用いられ始めている。フィンテッ

クや AI の活用は取引所の収益拡大にもつながるとともに、効率的で安価なサ

ービスを供給し投資へのハードルを下げることで個人投資家の拡大を試みると

期待されている。 

例としてウェブ上でいくつかの質問に答えるだけで、自分に合う上場 ETF（上5 

場投資信託）でのポートフォリオを自動的に導き出せる「東証 ETF ロボアドバ

イザー」の提供や電子決済した時のおつりを自動的に貯めて、投資資金にする

サービス等があげられる。 

また、最初はアメリカで発達した新たな資金調達手段であるクラウドファン

ディングも証券市場の活性化に繋がる。クラウドファンディングには、寄付型10 

や購入型二つの種類があるが、2015 年 5 月に金融商品取引法の改正によって日

本でも株式投資型クラウドファンディングが運営できるようになり、2017 年か

ら正式に株式投資型クラウドファンディングのサービスを提供し始めた。従来

的には上場企業の株しか投資できない状況であったが、投資型クラウドファン

ディングを利用することで、インターネットを通じて上場していないベンチャ15 

ー企業の株式を少額でも取引できるようになった。これらをうまく活用するこ

とで、投資未経験者が気軽に投資を始められる環境づくりが進むと考えられる。 

 

⑶ iDeCo 

 iDeCo とは個人型確定拠出年金のことであり、公的年金に加えて給付を受けら20 

れる私的年金の一つである。国民年金基金連合会が実施主体となっている。加

入対象者は自営業者等、厚生年金保険の被保険者、専業主婦等と基本的に 20 歳

以上 60 歳未満の全ての方が加入できる。加入者個人は任意で加入でき、掛金を

拠出し運用方法を選ぶ制度であり、掛金とその運用益との合計額をもとに給付

を受けることができる。 25 

拠出額にはそれぞれ限度があり、自営業者は月額 68000 円、厚生年金保険の

被保険者は月額 12000～23000 円、専業主婦は月額 23000 円となっている。運用

商品は預貯金、投資信託、保険商品等となっていて、加入者自身がこの中から

選択する。給付金は 2 種類あり 60 歳に到達した場合に受給できる老齢給付金

と 70 歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった場合に受給30 
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できる障害給付金があり、死亡した場合にも遺族が資産残高を受給できる脂肪

一時金などもある。iDeCo の目的は従来の年金制度が不安視されたことにより、

より豊かな老後生活を送るための資産形成方法として位置づけられている。  

iDeCo を利用するメリットは 3 つあり、 1 つ目は掛金が全額所得控除される

こと、2 つ目は運用益も非課税で再投資できること、3 つ目は授受時も控除を受5 

けることができることである。図表 14 から確認できるとおり 2017 年（平成 29

年） 1 月から急激に加入者が増え今後も増加していくことが予想される。  

 

【図表 14： iDeCo の加入者数の推移】  

 10 

出所： iDeCo 公式サイトより引用。 

 

⑷金融教育 

 次に、日本における金融経済教育の現状について見ていく。個人投資家増加

のために日本人の金融リテラシー向上は必要であり、そのために金融教育は重15 

要な役割を果たすと考えられる。政府が公表した資料においては、「家計の安定

的な資産形成の促進」に関して「家計の投資に関する知識 (投資リテラシー )が

深まるよう、実践的な投資教育等を推進する」12と記載されており、金融リテラ

シー向上のために金融経済教育の推進を図っている。  

文部科学省の学習指導要領における金融経済教育に関する項を見ると、小学20 

校学習指導要領においては物や金銭の大切さ (道徳 )・需要と供給、価格や費用

                                                     
1 2「未来投資戦略  2017」内閣官房日本経済再生総合事務局 (2017)より  
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について (社会科 )、身近な消費生活 (家庭科 )、中学校学習指導要領においては

市場の働きと経済・国民の生活と政府の役割 (社会科 )、家庭生活と消費 (技術・

家庭科 )、高等学校学習指導要領案における記載では原題経済の仕組みと特質

(公民科 )、生活における経済の計画と消費 (家庭科 )について学習を進めるよう

記載されている 13。  5 

 図表 15 は学校教育における金融教育の実施時間を表した図である。中学校

に比べ高校では授業の実施時間数が多くなっていることがわかる。しかし、全

体的に見て金融教育に割かれている時間は少なく、日本の学校教育における金

融教育の重要度は低い状況であると言える。   

 10 

【図表 15：中学校、高校における金融経済教育の授業実施時間 (年間の時間数 )】 

 

出所：日本証券業協会 (2014)『中学校・高等学校における金融経済教育の実態

調査報告書』 p13.14 を基に著者作成。  

 15 

 また、以下の表は中学校、高校において行なわれている金融経済教育の内容

である。 この図表から、経済の基本的な仕組みについての学習は全体で 5 割を

                                                     
1 3「学校教育における金融経済教育の状況」文部科学省 (2013)より  
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超えているものの、株式市場の役割についての学習は 25％程度にとどっている

ことがわかる。 

 

【図表 16：中学校、高校における金融経済教育の実施内容】  

 5 

出所：日本証券業協会 (2014)『中学校・高等学校における金融経済教育の実態

調査報告書』 p.16 より引用。 

 

第 2 章 個人投資家増加のための課題  

 個人投資家を増やすために国内では様々な制度、システムが実施されてきた10 

が、未だに増加に直結しきれていないことは前章までに確認してきたとおりで

ある。そこで我々は個人投資家の増加と個人投資家による投資の活性化への弊

害を考え、投資に全く興味がない人、投資を検討しているが実際にはできてい

ない人、すでに投資をしているがさらに活発な取引の余地がある人に大別でき、

それぞれが問題点を抱えているのではないかと考えた。  15 

 本章では投資実施までの層を投資への興味並びに経験度から投資無関心層、

投資検討層、投資経験層の 3 つに分類して、それぞれの課題を分析していく。  

 

第 1 節  投資無関心層における課題 

 本節においては、投資をしようと思ったことがなく、投資用口座の開設を検20 

討したことがない個人の層を投資無関心層と定義する。  

 大半の日本人にとって投資は身近なものではない。図表 17 は投資経験・投資

に対する関心に関するグラフである。この調査によると、投資経験者は最も多

い層で男性の 60〜 69 歳における 26％、最も少ない層で女性の 25〜 29 歳におけ
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る 4％にとどまっている。そして投資への無関心層は年代問わず男性では 6 割、

女性では 7〜 8 割存在することがわかる。なぜここまで投資に興味がない人が

多いのか。 

 

【図表 17：投資経験・投資に対する関心】  5 

  

出所：野村総合研究所 (2015)『生活者 1 万人アンケート』を基に著者作成。 

 

 図表 18 は投資や投資用口座の開設を検討したことがない人へのアンケート

調査である。この結果によると、投資をしない理由について「十分な知識がな10 

い」と答えた人が 58.7%、「損をするのが不安」と答えた人が 40.0%であり、約

半数を占めていることがわかる。また、約 3 割は「そもそも投資に興味がない」

と回答している。これらのことから、2 つのことが推察される。1 つ目は、多く

の投資無関心層が金融や投資に関する知識不足からの投資への心理的抵抗を感

じているということ、 2 つ目は投資に対してマイナスイメージを持っており、15 

資産形成における投資の重要性を理解していない人が多いということである。

ここからはその 2 点に焦点を当てていく。 

 

【図表 18：口座開設の検討をしなかった理由】 
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出所：三菱 UFJ フィナンシャルグループ (2018)『金融リテラシー 1 万人調査の

概要』を基に著者作成。 

 

 まず、日本人の金融リテラシーに焦点を当てる。図表 19、20 は実際の金融知5 

識調査に基づく日本人の金融知識レベルを表したものである。これらから分か

ることは、海外と比較しても日本人の金融リテラシーの低さが顕著であるとい

うことである。OECD 諸国と比較しても、日本人の正答率は 31 カ国中 24 番目の

水準であり、金融リテラシーの低さが深刻な状況であるとわかる。  

実際に米国では義務教育から金融に関する授業がカリキュラムに含まれてお10 

り、主にパーソナル・ファイナンスと呼ばれる個人の資産運用に関する教育が

なされている。第 3 章でも確認したとおり、米国の家計の金融資産構成におけ

る株や投資信託の割合は約半数を占めており、このことからも金融や投資に関

する知識の有無が投資経験に大きく関わっていると考えられる。  

 15 

【図表 19：金融リテラシーに関する調査設問の正答率の米国との比較】  
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出所：金融広報中央委員会 (2016)『「金融リテラシー調査」の結果』より著者作

成。 

 

【図表 20：金融リテラシーに関する OECD 諸国との比較】 5 

 

出所：日本銀行福岡支店 (2017)『金融リテラシー調査の概要』 p.11 より引用。 

 

 図表 21 は、金融教育の必要性を認識している人の割合と、その中で実際に金

融教育を受けた経験のある人の割合を表す表である。金融教育を行うべきだと10 

考える人は全体の 6 割を占め、半数以上が金融教育を求めている。しかし、実

際に受けたことのある人はそのうち 8.3%と非常に少ないことがわかる。 

特に日本の学校教育においては現行の教育計画に余裕がない、実生活との繋

がりを感じにくい、教える側の知識が不足している 14等の理由から金融教育が

普及しておらず、自助努力による資産形成がさらに重要になってくる今後に向15 

けての大きな課題である。 

                                                     

14 「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書」日本証券業協会 (2014)p5.6 より  
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【図表 21：金融教育を求める声と実績とのギャップ】  

 

 

  5 

出所：金融広報中央委員会 (2016)『「金融

リテラシー調査」の結果』を基に著者作

成。 

 

 次に、投資無関心層の投資に対するイメージにフォーカスする。図表 22 は投10 

資無関心層が投資に対して抱いているイメージを投資経験者と比較したグラフ

である。 

 

【図表 22：投資経験者と投資無関心層の投資に対するイメージ差】  

 15 
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出所：野村総合研究所 (2015)『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』 p14.15 を基に著者作成。 

  

 特に顕著に見られるのは、投資無関心層が経験者層と比較して投資に対して

ネガティブなイメージを抱いていることである。「資産形成に役立つ」や「銀行5 

に預けるより楽」、「利益を得られる」といった投資を始めるにあたって特に重

要なメリットを理解している人は経験者よりも圧倒的に少なく、逆に「リスク

が高い」や「ギャンブル /賭博」といった悪いイメージを持っている人が多いこ

とがわかる。そのために、「興味がない」「自分とは関係ない」と回答する人が

多いのであろう。 10 

これらの投資に対するマイナスイメージを払拭するには、やはり学校教育等

で投資の社会的意義を理解させ、資産形成における投資の必要性を知識として

身に付けさせることが必要であるが、図表 21 で確認したとおり金融教育が未

だに広まっていないというのが現状である。   

 以上検討したように、投資無関心層における最大の課題は投資に対するイメ15 

ージ改善と金融教育の普及による金融知識の向上であると言える。投資に対す

る意識的なハードルを取り払い、貯蓄と同様に生活の中で誰でも簡単にできる

ことであると理解し投資を身近な存在にする必要がある。また、実際に日本人

の金融リテラシーの底上げを図る必要性もある。投資無関心層を投資検討層に

変えることが個人投資家増加の第一歩であると我々は考える。  20 

 

第 2 節  投資検討層における課題 

 本節においては、投資をしたことはないが興味を持っている、または投資用

口座の開設を検討したが実際に手続きをしなかった、または投資用口座を開設

したが投資していない個人の層を投資検討層と定義する。  25 

図表 23 は、投資検討層が投資に関心を持っているもののなぜ実際に投資を

行わないのか、その原因の調査結果である。リスクが高い、商品や取引の仕組

みが難しい、投資に回す資金の不足という回答が 50％近くを占めていることが

わかる。また、それに次いで取引時間がないと感じている人も多い。  

 30 
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【図表 23：投資検討層が証券投資を行っていない理由】  

 

出所：日本証券業協会 (2010)『平成 22 年「証券投資についてのアンケート」調

査結果報告書』 p.38 を基に著者作成。  

 5 

 ここからはより詳細に課題に迫るため、投資検討層における問題点を⑴制度

的問題、⑵金銭的問題、⑶時間的問題に分類し、考察する。  

  

⑴  制度的問題 

 まず投資開始への制度的弊害として挙げられるのは、制度自体の仕組みや手10 

続きの煩雑さである。例として NISA 制度をあげると、制度自体の複雑さに加え

て、NISA 口座の開設手続きにおいても時間と手間がかかりすぎるという意見も

指摘されている。以下の図表は NISA の新規口座開設の手順である。 

 

【図表 24： NISA の新規口座開設の流れ】 15 
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出所：金融庁 HP より引用。 

 

  2016 年からは口座の開設のために金融機関へのマイナンバーの提出が義務

付けられ手続きの簡素化が図られたものの、税務署による重複口座の確認を行5 

う必要があるため開設まで 2〜3 週間 15程度の期間を要するなど、利用者にとっ

て利便性が悪い点が多い。図表 25 にも見られるように、口座開設における時間

のかかりすぎは投資への意欲の下落にもつながる。また、図表 25 からは、口座

の開設に至らない理由として書類の郵送が面倒だという意見が多いことがわか

る。そのため、インターネットで手続きが完了できるようにするなどの措置が10 

求められる。 

 

【図表 25：口座開設を申し込んだが、実際の開設まで至らなかった理由】  

                                                     

15 SMBC 日興証券 HP より  
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出所：三菱 UFJ フィナンシャルグループ (2018)『金融リテラシー 1 万人調査の

概要』 p.38 を基に著者作成。 

 

 次にあげられる制度的問題は投資商品の選択肢が多すぎるという問題である。5 

現在株式市場には 3500 以上 16の銘柄があり、投資信託は 6000 本 17を超える商品

が存在する。そのため初心者だけでなく金融や投資の知識がある人にとっても

選択が困難である。また金融商品の多様化により、知識の習得や理解も難しく

なっている。そこで必要とされるのは、適切な商品選択や組み合わせを提案で

きるフィンテック技術の認知度向上である。  10 

ロボアドバイザーはウェブ上で簡単な質問に答えるだけで自分にあった投資

信託や資産運用のプランを提案してくれるサービスである。手数料がかかると

いうネックはあるものの、自動で金融商品の調整や取引を行ってくれるため、

商品選択の負担を減らすことができる。ロボアドバイザーの存在を周知しても

らうことが投資家増加の一助になる可能性は高い。  15 

 そしてもう一つの制度的問題として、多くの投資検討層が損をするのが不安

と感じ投資を始められていないという現状がある。そのため、投資対象を分散

することによりリスクが減る商品や下方リスクを抑制した商品等の認知が広ま

                                                     

16  2018 年 10 月時点。「上場会社数・上場株式数」  日本取引所グループ HP より  

17  2018 年 10 月時点。「投資信託の全体像」投資信託協会 HP より  
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れば、投資につながる可能性が高まる。また、最近では買い物で貯まったポイ

ントを投資に当てるポイント投資サービスやクレジットカード・電子マネー等

での決済で発生したお釣りを投資に回すサービスも増加している。これらの認

知度が高まればリスクを恐れず気軽に投資を始められる人が増加すると考えら

れる。 5 

 

⑵  金銭的問題 

 図表 23 でも確認したとおり、投資を開始するにはまとまった資金が必要で

あると考えている投資検討者は多い。しかし、多額の資金を用意せずとも手軽

に投資が始められる少額投資のための制度は徐々に整備されてきている。実際10 

に 2018 年より始まったつみたて NISA の最低投資金額は金融機関によって異な

るものの月 100 円から 1000 円、積立投資信託なら 1000 円程度から投資可能で

あることが多い。 

 

【図表 26：つみたて NISA と投信の認知度】 15 

 

出所：三菱 UFJ 国際投信銀行 (2018)『「つみたて NISA」1 万人認知度調査の結果

について』 p.2 を基に著者作成。 

 

 図表 26 はつみたて NISA と投資信託の認知度調査の結果である。この資料か20 

らは、そもそも少額からの積立投資の存在を知らない人が多いことがわかる。

投資への金銭的ハードルを下げるためにはこれらの制度の認知度向上が課題で
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ある。 

 

⑶  時間的問題 

 図表 23 より、投資検討者の中には取引をする時間がないという理由を挙げ

た人も一定数存在した。勤労者等の中には日中の売買ができない人も多い。そ5 

のような層にとって最も利用価値の高い制度は、夜間取引が可能な PTS である

と考えられる。しかし、第 1 章 4 節でも確認したとおり我が国の PTS 取引は活

性化していないのが現状である。 

そのため取引所取引と比較して流動性が低く取引の成立確率が低いことや、

PTS 取引に対応している銘柄が限られているというデメリットがある。また、10 

PTS における特筆すべき問題点は夜間の信用取引が認められていないことであ

る。信用取引とは、利用者が証券会社に担保を差し入れ、買い付けに必要な株

式等を証券会社から借りて行う取引 18である。 2019 年より PTS での信用取引が

解禁されたが、15 時以降の夜間取引での信用取引の解禁は未だに解禁されてい

ない。 15 

 

 以上より、投資検討層にとっての課題は、簡単で利用しやすいシステムの構

築とシステム自体の認知度向上であることが明らかになった。安心して手軽に

始められる投資環境を整え、投資検討層に実際に行動を起こしてもらうことが

個人投資家増加に直結すると考える。  20 

 

第 3 節  投資経験層における課題 

 本節においては、投資用口座を開設し、実際に投資を実施したことのある個

人の層を投資経験層と定義する。 

証券市場の活性化のためには投資未経験者を投資活動に取り込むことの他に、25 

すでに投資活動を行っている個人投資家にとって投資しやすい環境を整備する  

ことも重要であると言える。第 1 章第 2 節でも述べたとおり、日本の個人投資

家数は年々増加傾向にある一方で、個々の投資額は伸び悩んでいる。そのため

                                                     

18 「信用取引サービス」大和証券 HP より  
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投資経験者にとって投資しやすい環境を整備し投資額を増加させることが活性

化にとって重要である。個人投資家が安心して投資でき、利用者利便性の高い

市場を実現することは、資産形成のための中長期的な投資活動とより積極的な

株式売買を引き起こし、ひいてはそれが流通市場全体の取引量の増加につなが

る。また、投資経験者からの問題点を改善することは証券市場の魅力度向上に5 

もつながり、新規投資家の誘致も図ることができる。本節では特に個人投資家

の行動に大きな影響を与える政策である NISA に着目し、投資家の円滑な取引

を妨げる制度の改善点を分析し課題を見つけていく。  

 前章でも触れたように、 2014 年から導入されている NISA は投資家にとって

魅力的な制度であり、家計と証券市場をつなぐ重要な役割を果たしている。201610 

年にはジュニア NISA、2018 年にはつみたて NISA も開始され、「貯蓄から資産形

成へ」の促進のために必要な税制が構築されてきている。しかし、日本証券業

協会のデータによると、一般 NISA の口座数のうち実際に買い付けを行ってい

る口座は全体の 70.8%であり、またジュニア NISA の稼働率は 52.3%、つみたて

NISA の稼働率は 53.9%にとどまる 19。これらの数値は決して高いとは言えず、15 

口座登録者が NISA 制度を有効的に活用できていない状況である。資料 10 は

NISA の利用者が望む改善点である。ここからは図表 27 を参考に NISA の改善点

を以下に列挙し、それぞれの課題を検討する。 

 

【図表 27：投資家が求める NISA の改善点】 20 

                                                     

19 「 NISA 及びジュニア NISA 口座開設・利用状況調査結果について」日本証券業協会 (2018)より  
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出所：日本証券業協会 (2018)『個人投資家の証券投資に関する意識調査』 p.27

を基に著者作成。 

 

⑴  非課税期間の拡充 5 

 NISA では非課税期間は最長 5 年と設定されているため、長期スタンスの投資

をするには短いという意見や利用者の株の保有期間を短くしている要因になっ

ているという意見がある。非課税期間が終了するとその際保有している金融商

品は全て売却するか、翌年の非課税投資枠に移管する (ロールオーバー )か、課

税口座に移管するという選択肢がある。まず全て売却する場合、売却価格が購10 

入価格より高ければ売却益は非課税で受け取ることができるが、売却価格が購

入価格より低ければ NISA で取引したメリットはなくなる。また、後述の通り売

却損は他の金融取引と損益通算できない。ロールオーバーを選択した場合は、

実質的に非課税期間を延長できる。  

例として 2014 年に NISA で購入した株式等の非課税期間は 2018 年末で終了15 

するが、 2019 年も NISA を利用する場合は 2019 年の非課税枠に 2014 年購入の

株式等を移管できる。しかしロールオーバーは同一金融機関に限られている。  

また、 NISA の非課税投資可能期間は 2023 年で終了してしまうため、 2019 年

以降購入の株式等をロールオーバーすることはできず自動的に課税口座に移管

される。そして課税口座に移管するという選択肢だが、課税口座に金融商品を20 

移す際の価格は移管時に金融機関が発表している価格になる。そのため、課税
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口座に移管時に保有株式等が値下がりしていた場合はデメリットが生じる。  

例として 50 万円で購入した株式等が移管時に 30 万円まで値下がりしていた

とする。この場合、購入した金融商品の価格は 30 万円として扱われることにな

る。移管後 40 万円で売却した場合、30 万円との利益差の 10 万円に課税される

ことになるが、実際には 50 万円で購入しているので 10 万円の損失を被ってい5 

るにもかかわらず納税の必要が出てくる。このように、非課税期間終了後の仕

組みの難しさや口座意向などの手続きの煩雑さも課題となっている。  

 

⑵  損益通算 

 一般 NISA、ジュニア NISA、つみたて NISA に共通して、特定口座や一般口座10 

で発生した譲渡益や配当金等との損益通算ができないというネックがある。株

式等を売却して利益が発生しても非課税となるが、損失が発生してもその損失

は税計算上ないものとみなされるということである。例として、NISA ではない

課税口座で、同一年内に A 株式の売買で 30 万円の利益が発生し、B 株式の売買

で 30 万円の損失が発生していたとする。この場合、利益と損失を相殺する損益15 

通算が可能であり、税金は発生しない。  

しかし、同じ売買でも A 株式が課税口座でありＢ株式が NISA 口座であった

場合、Ｂ株式の損失は損益通算に利用できず、 A 株式の売買による利益に対す

る税金を納める必要が出てくる。この場合 NISA の利用により税負担が増えて

しまうことになる。 20 

 

⑶  NISA 制度の恒久化 

 NISA の問題点として、「恒久化していない制度である」という点があげられ

る。現在のところ、一般 NISA の投資可能期間は 10 年間(2014 年〜 2023 年 )と

定められており、資産形成のために中長期的な投資を促進する政府の意向と矛25 

盾している。また、つみたて NISA に関しても口座開設期間は 2037 年までのた

め、 2019 年以降につみたて NISA を始める人は 20 年間の積立投資ができない。 

2019 年に開設した場合の積立投資可能期間は 19 年間、 2020 年に開設した場

合は 18 年間と 1 年ずつ減少していく。また、 20 歳以上が対象の制度のため、

現在未成年の層にとっては利用できる期間が限られ不公平が生じている。  30 
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【図表 28：つみたて NISA の口座開設期間について】 

 

出所：日本証券業協会 (2018)『個人投資家の証券投資に関する意識調査』を基

に著者作成。 5 

 

 図表 28はつみたて NISAの恒久化または延長を求める人の年代別割合である。

恒久化希望、延長希望を合わせた割合で見ると 20 代、30 代が最も多く、年齢

層が上がるにつれて減少している。全体的にシニア世代より長期的な資産形成

に取り組んでいく必要がある若い世代ほど恒久化または延長すべきだと考える10 

割合が高い。企業の福利厚生としての導入も考えられるため、恒久化が望まれ

る。 

 以上から、個人投資家のより活発な投資行動のためには現行の制度に幾つか

の改善点があると言える。投資経験者にとって投資を一過的なものではなく将

来を見据えた資産形成の手段にすることが、証券市場の活性化にもつながると15 

考える。 

 

第 3 章 個人投資家増加のための提言 
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 前章より個人投資家増加が上手く進展しない原因は、金融リテラシーの欠如、

一般消費者の投資にかかるマイナスなイメージの二点であり、我々はこの二点

が改善すべき最重要事項であると考える。なぜなら、これは前章の投資無関心

層にあたる問題点であるが、投資無関心層、投資検討層、投資経験層の 3 つの

層の中では最も母数が多く、個人投資家増加に最も影響を与える可能性が高い5 

からである。 

これらの金融リテラシーの向上にかかる課題を改善するには学習指導要領の

改訂による金融教育の拡充、学校や会社での研修、投資方法の簡略化を積極的

に行う必要がある。また、現行の NISA は個人投資家増加のために少額投資を可

能とした非課税制度であるが、未完成であるがゆえに多くの問題が残る。前章10 

で確認したとおり、制度のわかりにくさ、手続きの煩雑さなど投資開始時の弊

害が多く、制度の恒久化など改正を望む声もある。  

本章では、第一に金融リテラシー向上のための改善案を提案し、金融リテラ

シーを向上させた投資未経験者層の投資経験の入り口として、また経験者の投

資継続・機会増加のための NISA 制度改正案を、個人投資家参入の第二段階とし15 

て提案する。 

 

第 1 節  金融リテラシーに応じた措置  

 日本人の金融知識レベルが世界的に見ても低く、深刻な問題であることは上

記よりよりわかる。金融リテラシーを向上させるために短期的な目標として低20 

水準の金融リテラシー能力者でも利用できるシステムの普及、中期的な目標と

して金融機関による金融経済教育の導入、長期的な目標として学校教育におけ

る金融経済教育の拡充を提言する。  

  

⑴  短期目標 25 

上記よりフィンテックの活用やネット証券業界の拡大、超高速取引の運用な

どは投資環境をより利便性の高いものにしている。こうした状況で金融リテラ

シーの低い消費者はより複雑になっていると感じ投資が手の出しづらいものに

なっているということが第 2 章よりわかる。しかし、非常に画期的なものが運

用され始めている。それは前述したロボアドバイザーである。 30 
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ロボアドバイザーとは資産運用のアドバイスや補助をしてくれるサービスで、

自分に合った投資信託の診断や運用プランの提案、自動での資産運用ができる

のである。最低投資額は 100 円、 1000 円、 1 万円、 100 万円などさまざまで少

額投資が可能で、費用がどのサービスも約 1％となっている。このような便利

な投資方法があるにもかかわらず、広まっておらず認知度が低い。現状では利5 

用している人はほとんど投資経験者であり、本来対象とされる金融リテラシー

の低い未経験者の利用が非常に少ない。  

広まらない理由としては日本では 2016 年に開始されたサービスであるため、

バグなど安全性に欠けると思われていることと手数料が高いことである。ロボ

アドバイザーの歴史が非常に浅く、ロボアドバイザー利用時のリターンの割合10 

などの正確な情報が少ないため、安全であるとは言い難く、投資未経験者が利

用になかなか踏み切れない。 

さらに約年 1％の手数料がかかり、手の出しづらいサービスになっている。

そこで私たちの提言は金融庁などの公共団体が正確な情報を公表しロボアドバ

イザーの存在と安全性を周知させること、手数料を年 0.5％以内に抑えること15 

である。認知度が上がれば、少額投資ができ、投資先に困らないロボアドバイ

ザーのサービスは個人投資家の参入を促進させるものになりうるのではないだ

ろうか。 

 

⑵  中期目標 20 

 中期的な目標としては金融機関などによる学校への出張授業・特別授業、保

護者を対象とする金融セミナーの増加・改善をすることである。現在一般消費

者に対して金融教育を行っている企業は既に存在している。最近金融経済教育

の CM で話題のプロミスを例とすると、小学生から大学生さらに若者から高齢

者まであらゆるカテゴリーの人々に向けてセミナーをおこなっている。学生に25 

はお金の重要性、ローン・カードの使い方、一般消費者には生活設計・家計管

理方法、高齢者には金融トラブルの対策法など実践的な金融教育を積極的に行

っている。セミナー受講者は金融教育を受け金融リテラシーを向上できるが、

金融機関にもメリットがある。 

保険会社を例にとると生活設計の重要性をセミナー受講者に説くことで保険30 
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を利用する人が増加する可能性があるのだ。このような企業による取り組みは

企業にとっても国民にとっても必要である。大手証券会社でも積極的に幅広い

世代に向けて金融経済教育は行われている。そのためこれらの数をさらに増や

していけば国民全体の金融リテラシーの向上に繋がるだろう。  

今回我々がこの分野で最も重要だと考える部分はこのセミナーの内容に関す5 

る部分である。セミナーの内容の多くは金融の仕組み・経営戦略であったり、

お金・資産形成の重要性を説くものであったり、講義ではそれらの重要性を支

える論の展開のようなものであり、資産形成の具体的な実践方法ではないこと

が伺える。 

ここで我々が提案したいのは資産形成の方法の一種として投資の具体的なや10 

り方、金融商品の選び方など消費者が投資を始めやすい知識を提供する金融機

関によるセミナー、講義を行っていきたいということである。資産形成として

投資を利用しようとしている人の知識不足やマイナスイメージをこの取り組み

を通じて補填、払拭できれば個人投資家参入を促し、母数を増加させられるだ

ろう。 15 

 

⑶  長期目標 

 金融リテラシー向上に関する問題で最も議論がなされる学校教育における金

融経済教育であるが今回は定義である個人投資家の増加を促進することに焦点

を当て、提言する。金融経済教育が必要だと考える人が多く、学習指導要領に20 

おいて金融リテラシーの向上のために金融経済教育の推進が図られ現在改善さ

れていることが第 1 章より確認できる。個人投資家の増加をするには金融リテ

ラシーの向上が必要であることは前述より確認できる。そして金融リテラシー

の中でも必要になってくる知識が投資の方法、金融商品の選び方などの実践的

な知識である。中期目標と同様に指導されているのは経済用語や金融・制度の25 

仕組みの解説が中心であり、実生活との繋がりの深い知識が欠如しているのが

現状である。前述したように金融や株式にかかる授業時間は十分ではないが必

要最低限は確保されているため、変更するべきなのは授業内容や質であると考

える。 

特に必要であるのは、制度や仕組みを学習する際に具体的な例を用いて投資30 



 44 

を想起させる指導へと工夫させることや、自らの資産運用について考えさせる

ような授業展開にするなどである。そこで我々は金融リテラシーマップを用い

た投資教育を義務教育期間からの教育カリキュラムに組み込むことを提案する。 

金融リテラシーマップとは、「最低限身に付けるべき金融リテラシー」を、年

齢層別に、体系的かつ具体的に記したもの 20である。こうした工夫によって認5 

識にならず実的な生活に必要な科目として学生の興味を引くような科目になれ

ば、投資に興味を持ち、若い世代の個人投資家の参入を期待できるだろう。  

 

第 2 節  NISA の制度改正案  

 前述のとおり、NISA は制度として未完成であり、さまざまな問題がある。そ10 

の中で我々は損益通算の導入、NISA 制度の恒久化、非課税枠の対象の変更とい

った 3 つの改善案を提言する。 

 

⑴損益通算の導入 

 第 2 章のとおり、 NISA 口座と一般口座など複数の口座を所有している場合、15 

それぞれの損益の合計として課税金額を算定できないことが不便になっている。

投資家にとって NISA 口座と一般口座がそれぞれ利益、損失が出ている場合に

は損益通算ができると課税対象金額が減り、結果として税負担分が減るため、

この制度はメリットがあると言える。しかし、政府にとっては NISA 制度で非課

税枠を設けているにもかかわらず、実質的に一般口座の課税金額を減らすこと20 

になることは避けたいという考えからこの制度は実態的に制定されていないと

考える。 

税収が減ることは多大な借金を抱える日本には苦しい状況であるが、長期的

な視点で見ると NISA をきっかけとして個人投資家が一般口座での投資を増や

すことになれば結果として税収が増えるだろう。さらに本稿では証券市場の活25 

性化をテーマとしているので、このことだけに焦点を当てるのであれば、実際

に証券市場で売買を行う投資家のメリットを優先すべきだ。  

  

                                                     

20 「金融リテラシーマップ」金融経済教育委員会 (2016)より  
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⑷  NISA 制度の恒久化 

 前述のとおり現行の NISA は非課税期間、非課税で保有できる期間がともに

最大 5 年間であり、 2023 年には終了することになっている。つみたて NISA に

関しても口座開設期間が 2037 年までとされており、現状では有限の制度とな

っている。NISA が導入された目的は家計の安定的な資産構成を促し、経済成長5 

に必要な成長資金の供給を拡大することであり、家計の中長期的な資産形成を

促進するためのものであった。 

しかし、実際に 5 年間では中長期的な投資だとは言えず、 NISA もつみたて

NISA もそれぞれ 2023 年、 2037 年に終了するということも中長期的な資産形成

をできるとは考え難い。NISA の本来あるべき姿は中長期的な資産形成の促進す10 

る制度であるため、これを実現するためには制度の恒久化が必要であると考え

る。したがって、我々が提言するのは NISA の運用期間を無期限とし、非課税期

間、非課税で保有できる期間をともに無期限とすることである。  

これらを無期限にすることは、中長期的な資産形成の助長、実質的な非課税

投資額の拡充、NISA 終了に伴い投資をやめてしまう個人投資家の増加防止など15 

のメリットが考えられる。また金融庁の平成 29、30、31 年度の税制改正要望事

項の中に NISA の恒久化があり、必要とされていつことが確実で実現可能性が

高いと言えるだろう。 

 

⑸  非課税枠の対象の変更 20 

 次に我々が提言するのは NISA の非課税枠の対象を年間の購入額から拠出額

に変更するということである。日本の NISA は年間の購入額に 120 万円の限度

を設けている。例として株式などを 40 万円で購入しその後 50 万円となったた

めに売却して、得た代金 50 万円は NISA 口座のほかの証券総合口座などに払い

出される。その代金 50 万円を利用して NISA で購入すると、購入額の合計に換25 

算されるので非課税枠の対象は最初に買った 40 万円とその後に取得して利用

した万円を足した 90 万円になる。これが年間の購入額が 120 万円を限度とす

る現状の制度である。これは実際に自分の所得を使用したのは、40 万円にもか

かわらず、 90 万円の所得運用したことになっている。  

しかし、イギリスでは、前述のとおり ISA 制度により非課税枠の対象となっ30 
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ているのは年間の拠出額である。拠出額を対象とすることで上記の例を用いる

と購入した株式の売却代金 50 万円を株式型口座内の他の商品の代金として利

用できる。すなわち、非課税投資額の範囲として換算されるのは最初の株式を

購入した代金 40 万円のみである。 NISA と比べると、 50 万円もの差が生まれて

いることがわかる。イギリスのように対象を拠出額とすることで商品の変更が5 

可能になり、より高くなる可能性のある商品の購入ができる。  

拠出額とは売買によって得た代金が新たに資金として拠出したわけではない

という考えからなるので、配当金・分配金を使って新たに株式などを購入した

ことにはならないのである。したがって、売買によって創出した利益分は全て

年間の限度額に換算されないため、実質的には個人投資家にとって非課税投資10 

額の限度 120 万円にはとどまらず、更なる資産の増加に繋げることができる。

これはつまり、現行の NISA では達成できていない中長期的な資産形成を可能

にし、NISA が老後を見据えた資産形成の手段として株式などの証券投資が主流

となるきっかけとなるのではないだろうか。  

 これらの改善を主要な変更として下記図表 29 のような新たな NISA を提言す15 

る。上記の改善点の他に、2022 年に施行される 18 歳成人に伴い対象者を 18 歳

以上とする変更も加える。さらに現行の NISA にはない制度で新 NISA を施行す

るにあたって非課税期間を無制限とすることは金持ちを優遇してしまうという

問題を抱える。こちらもイギリスの ISA を参考にして生涯拠出制度を導入して

個人投資家それぞれの環境に合わせた投資の多様性を生み出すことで対策をす20 

る。例として高所得者は高額投資を行い、所得の少ない主に若者などは積立投

資をすることができる。 

新 NISA において長期的な少額の積立投資が可能になり、現行の NISA・つみ

たて NISA を一本化することができるのである。つまり投資を始めない理由の

一つである NISA、つみたて NISA などの制度の複雑化を解決することができる25 

のである。また、 NISA の改善に伴いジュニア NISA を恒久化し、未成年期から

の投資環境を整える。ジュニア NISA は教育資金の確保を主な目的としている

ので非課税投資枠を購入額 80 万円とし払い出し制限をかけ現行と同じ制度の

ままが適当と考える。 

このように制度を改善することにより、NISA 制度の簡略化は個人投資家の参30 
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入を促進し、制度の恒久化などは個人投資家の売買増加、継続させることにな

る。さらに NISA 制度の目的である経済成長に必要な資金の供給を証券市場の

活性化を通じて増加することに繋がるだろう。  

 以上より現行の NISA 制度を主に個人投資家の利益に焦点を当てて変更し、

改正案として新たな NISA,ジュニア NISA の二つを新しい NISA 制度と提言をす5 

る。 

 

【図表 29：現行 NISA と新 NISA、新ジュニア NISA 比較表】 
 

新 NISA NISA 新ジュニア NISA 

年間の 

非課税投資枠 

拠出額   

120 万円 

購入額   

120 万円  

購入額   

80 万円 

投資可能期間 無期限 2014 年 1 月 1 日～

2023 年 12 月 31 日  

無期限 

対象者 日本在住で 

18 歳以上 

日本在住で 20 歳

以上 

日本在住で 

0～ 19 歳  

対象商品 上場株式、 

公募株式投資信

託、 

ETF、 REIT など 

上場株式、 

公募株式投資信

託、 

ETF、 REIT など 

上場株式、 

公募株式投資信

託、 

ETF、 REIT など 

非課税期間 無期限 最長 5 年間  最長 20 年 

運用口座の管

理  

本人 本人 親権者等が代理 

投資可能期間

満了時の取り

扱い 

非課税保有 

の無期限化 

課税口座または 

非課税口座へ移管 

口座開設者が 20

歳に達するまでは

継続管理勘定に移

管し、非課税保有

の継続が可能 

口座の開設 1 人 1 口座 1 人 1 口座   

NISA またはつみた

1 人 1 口座   
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て NISA のどちら

か  

金融機関の変

更  

一定の手続きの

元、 

年単位で金融機関

の変更が可能 

一定の手続きの

元、 

年単位で金融機関

の変更が可能 

一定の手続きの

元、 

年単位で金融機関

の変更が可能 

払い出し制限 なし なし 18 歳までは払い出

し制限あり 

非課税投資枠

の再利用 

投資枠を拠出額と

するため実質可能 

保有する有価証券

等を一度売却した 

場合、非課税投資

枠の再利用は不可 

保有する有価証券

等を一度売却した 

場合、非課税投資

枠の再利用は不可 

非課税投資枠

の未使用分 

翌年以降への繰り

越し不可 

翌年以降への繰り

越し不可 

翌年以降への繰り

越し不可 

ロールオーバ

ー  

無期限なので 

必要なし 

年間非課税投資枠

を超えて 

全額の繰り越しが

可能 

20 歳に達すると

NISA への全額の繰

り越しが可能 

損益通算 あり 不可 不可 

口座開設手続

き  

本人確認書類 

マイナンバー等 

本人確認書類  マ

イナンバー等 

本人確認書類  マ

イナンバー等 

出所：著者作成。 

 

 

 

 5 

終章 

  

 我々は本稿において、今後の国内証券市場の活性化について主に個人投資家

の増加に焦点をおいて論じてきた。  
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 第 1 章では国内証券市場の現状に目を向け、日本の貯蓄傾向を海外の事例を

交えながら論じ、さらに現在までに個人投資家増加のために行われてきた施策

を評価した。第 2 章では個人投資家を投資無関心層、投資検討層、投資経験層

に大別しそれぞれが抱える問題を分析した。そして、第 3 章では分析から浮き

彫りになった課題に対して、金融リテラシーに関する提案と NISA 制度の改正5 

案を提案した。 

 以上が、我々が本敲において論じてきた顛末である。主に証券市場の活性化

について深掘りし論を展開してきたが、あくまで活性化は目的ではなく過程で

あり、その先の日本経済の発展と国民の安定した資産形成が目的である。今後

は少子高齢化や外国人住民比率の上昇などが日本経済に大きな影響を与えてい10 

くと推測されるが、「貯蓄から資産形成へ」のスローガンがさらに国民に普及し、

証券市場の活性化が日本の経済を牽引していくことを強く期待して本稿を締め

くくりたい。 

 

 15 
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http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki/files/20171017_ishikichousa.pdf
http://www.jsda.or.jp/manabu/word/images/common/map.pdf
https://www.dir.co.jp/report/research/introduction/financial/nisa/20140310_008304.pdf
https://www.dir.co.jp/report/research/introduction/financial/nisa/20140310_008304.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160831-3/01.pdf
http://www.stat.go.jp/
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https://www.iwatebank.co.jp/。 

SMBC 日興証券 HP 

https://www.smbcnikko.co.jp/index.html。  

三菱 UFJ 銀行 HP 

http://www.bk.mufg.jp/。  5 

iDeCo 公式サイト HP 

https://www.ideco-koushiki.jp/。  

投資信託協会 HP 

https://www.toushin.or.jp/。 

https://www.iwatebank.co.jp/
https://www.smbcnikko.co.jp/index.html
http://www.bk.mufg.jp/
https://www.ideco-koushiki.jp/
https://www.toushin.or.jp/

