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  立教大学亀川ゼミナール 道本班 

はじめに  

近年のわが国における人口減少、少子高齢化はとどまることを知らず、これ

までの手厚い社会保障システムに生じ始めた歪みは看過できないものとなって

いる。こうした社会問題が蔓延る現代において、「人生 100 年時代」を見据えた

長期的な資産形成が国民１人ひとりに対して求められている。  5 

また、「失われた 30 年」とも揶揄されるように、バブル経済の崩壊後の景気

低迷は未だ完全には解消されておらず、安倍内閣と黒田総裁率いる日本銀行に

よる大規模金融緩和政策についても 2％の物価上昇目標からは程遠いのが現状

である。 

こうした状況を打破するためには、国内証券市場の活性化が不可欠である。10 

日本の経済活動を支える家計と企業を結ぶ役割を果たす国内証券市場において、

資金余剰主体から資金不足主体に適切に資金が調達されることで、財・サービ

ス市場への資金の流入が促進される。これにより、不足主体がさらなる経済活

動のための資金を得ることができる。その結果、十分な利潤を獲得し、最終的

には余剰主体へと資金が還元される。我々は、目指すべき証券市場の姿を「財・15 

サービス市場を含めた資源循環サイクルにおいて、各経済主体に資金が最適に

配分される状態」とし、このような循環を停滞させないことが国内経済の活発

化において重要であると考える。 

上記の内容を踏まえて、本稿では最初に今後の国内証券市場の活性化に関す

る我々の視座を明記したうえで、近年の証券市場を取り巻く動向について多様20 

な切り口から分析を行う。また、証券市場を形成する発行市場と流通市場が相

互不可分の関係にあることは自明であるが、今回は流通市場に軸を置き、我々

が注視する課題点を新規投資家、既存投資家双方について洗い出す。そして、

最終章では流通市場の課題点解消につながる提案・提言と発行市場の針路を示

し、本稿が資源循環サイクルを支える国内証券市場の活性化への一助となるこ25 

とを祈念する。 
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資料  1：本稿の展開  

 

出典：著者作成  

 

第 1 章  証券市場の意義  5 

第１節  証券市場の概要  

 金融市場とは、一国経済において、借手である資金不足主体に貸手である資

金余剰主体から資金が融通される場であり、仲介手段の違いにより間接金融と

直接金融の 2 つに区分される。間接金融とは、借手と貸手の間に金融機関とい

う第三者が存在し、その第三者が資金仲介をすることによって取引がなされる。10 

一方、直接金融では借手に対し貸手が直接的に出資することで取引がなされる。

また、証券は直接金融に属しており、本稿では直接金融である証券市場をテー

マに述べていく。   

 

(1)証券市場とは  15 

証券市場はその機能の違いから発行市場と流通市場の 2 つに分類され、それ

ぞれ異なる働きをしている。発行市場とは証券の発行と取得が行われる場であ

る。企業や国などの資金不足主体が発行した証券を、投資家である資金余剰主

体が直接取得することで取引がなされる。  

流通市場とは、発行市場で発行された証券を投資家同士で売買する場であ20 

る。また、流通市場は証券取引所で取引がなされる取引所取引と、取引所を介

さずに取引が行われる取引所外取引に分類される。取引所取引は、定められた
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基準を満たした上場銘柄を証券取引所の立会時間内にオークション取引によっ

て取引する。現在、日本では東京証券取引所と大阪証券取引所からなる日本取

引所グループ、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所の 4 つの

証券取引所が存在する。各取引所は、自主規制機関として取引・証券会社の管

理・監督を行い、公正な取引の実現に努めている。取引所外取引は主なものと5 

して、証券会社が仲介役となり、投資家同士の売買を行う「店頭取引」・「ダー

クプール」・「 PTS (私設取引システム)」等が存在する。ダークプールと PTS は

取引所外取引の自由化による産物であり、投資家にとって手数料の引き下げ、

取引時間の拡大や取引速度の向上などが期待されているが、取引の不透明性向

上や、不適切な価格形成を生み出す可能性も懸念されている。  10 

 

資料  2：証券市場の分類  

 

出典：著者作成  

(2)証券とは  15 

 証券とは、財産法上の権利・義務を表す紙片のことである。通常、証券は証

拠証券と有価証券に二分されるが、本稿では有価証券について論述する。有価

証券には主に株券と国債・地方債・社債などの債券がある。以下にこの 2 つの

概要を述べる。 

 株式とは出資者の地位、権利等を意味する資本証券を指す。株式は、株式会20 

社が資金を調達するために発行され、主に企業設立時や増資時に発行される。

株式発行により調達された資金の特徴として、返済期間及び返済義務がないこ

とがあげられる。このため、倒産した場合も負債を背負うことがないので起業
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時には活用しやすいと考えられる。しかし、出資者には議決権があるため、自

社の株式保有率が低くなると経営が自由に行えなくなる可能性がある。  

一方で債券とは、発行体、主に国・企業・地方公共団体等が資金を調達する

手段として発行する借用証書を指す。株式と同様に資金調達の手段の 1 つであ

るが、債券には償還期限があるのに加え、定められた利子を債権者に支払わな5 

くてはならない。資料 3 に詳しいが、発行体別に、国債や地方債、政府関係機

関債といった公的機関が発行する公共債と、社債や金融債といった民間団体の

発行する民間債が存在する。債券を利用するメリットは、株式とは異なり債権

者に議決権が与えられないため、経営に干渉されることはなく自由に資金を使

うことができる点にある。しかしながら、経営状況によっては利子の返済義務10 

によりさらに経営が圧迫されてしまうことがデメリットになると考えられる。  

 

資料  3：債券の種類

 

出典： iFinance 金融情報サイト  HP より著者作成  15 

 

第 2 節  目指すべき証券市場の姿  

第 1 節では証券市場の概要を整理し、証券についての基礎的な知識を確認し

た。本節では、証券市場が果たすべき役割とそのために必要となる要素を明記

したうえで、我々の考える目指すべき証券市場の姿と取引所のあり方について20 

定義づけを行う。 
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(1)証券市場の役割           

 前述のとおり、証券市場は発行市場と流通市場の 2 つに分類される。この 2

つの市場にはそれぞれ果たすべき役割が存在し、その役割を果たすための要素

が複数ある。本項ではそれらについて発行・流通市場の 2 つの側面から考察す

る。資料 4 は発行市場と流通市場が持つ役割と、役割を果たすための要素をま5 

とめたものである。   

  

資料  4：証券市場の役割

 

出典：著者作成  10 

  

 発行市場は資金不足主体の資金調達の場としての役割をもつ。本稿における

資金不足主体とは、主に資金調達を要する企業を指す。ここでいう資金調達と

は、すべての企業が容易に必要資金を調達できればいいというわけではない。

後述する「資金の最適配分」の意に沿って、必要とする企業に適切に資金が流15 

入する仕組みであることが重要である。発行市場において企業の円滑な資金調

達を可能にするためには、①起業における障壁の少なさ、②上場コストの低減、

③増資コストの低減の３つの要素が必要とされる。流通市場の役割は投資家同

士の売買と公正な価格形成の場を提供することである。この役割を果たすため

に必要となる要素には、①投資家の金融リテラシー、②幅広い投資家の存在、20 

③多様な金融商品が挙げられる。投資家自身の金融リテラシーが向上すること

で、従来よりも投資方法の選択肢が広がる。また、多様な投資家と金融商品の

存在によって市場における資源の流動性が高まり、公正な価格形成がなされる。

これらの要素を押さえることが流通市場のもつ役割を果たすことに繋がる。   
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(2)取引所のありかた   

第 1 節で触れた証券取引所は、主に株式や有価証券の売買取引を行うための

機関である。証券取引所では、投資家や企業、証券会社自身の売買注文を 1 つ

の市場にまとめることで大量の需給の統合を図っており、現在でも PTS や大口

取引を除くほとんどの取引が証券取引所にて行われている。   5 

 本稿において我々は、取引所の役割を取引所が果たすべき目的と捉え、市場

参加者の利益推進及び保護と定義する。また、この目的を果たすために取引所

は公正な市場を形成するという機能を担っている。前述のとおり、取引所では

売り手と買い手の売買注文を集中させて需給を統合させるという機能を有して

いる。この取引集中の仕組みによって資金の流動性が高まり、結果として取引10 

における公正な価格形成が実現する。この流れによって、取引所は公正な市場

を形成し、市場参加者の利益推進及び保護が実現される。 

 

(3)目指すべき証券市場の姿   

 ここまで、証券市場の役割について発行市場と流通市場の 2 つに分けて要素15 

とともに考察してきた。本項ではそれらの役割を果たす際に指針となる、目指

すべき証券市場の姿について定義する。本稿において我々は、目指すべき証券

市場の姿を「財・サービス市場を含めた資源循環サイクルにおいて、各経済主

体に資金が最適に配分される状態」と定義する。ここでいう各経済主体とは  

国・企業・家計を指す。資料 5 はこのメカニズムを図でまとめて示したもので20 

ある。ここで重要であるのは、ある市場参加者から別の参加者に単に資金を移

動させるだけでなく、財・サービス市場を含めたサイクルにおいて証券市場が

起点となって資金を循環させることである。はじめに、証券市場が活性化され

ることで資金の流動性が高まり、企業が資金を調達しやすくなる。それに伴う

企業の生産活動の活発化により財・サービス市場が潤う。そして、家計による25 

積極的な購買行動や投資によって企業に資金がさらに流入する。このようなサ

イクルが滞りなく機能することで、前述した資金の最適配分が実現される。以

上が我々の考える目指すべき証券市場の姿であり、後述する証券市場の活性化

について考える際の大きな指標である。   

 30 
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出典：著者作成  

 

第 3 節  証券市場の活性化について  

(1)証券市場の活性化  5 

我々は証券市場の活性化を「発行市場・流通市場双方が活性化し、資金循環

の担い手となっている状態」と定義する。第１節でも述べたとおり、証券市場

は発行市場・流通市場から構成され双方が相互依存的で不可分な関係にあるた

め、どちらかの市場だけが活性化している状態ではなく双方が活性化すること

が重要である。双方の市場の活性化により、証券市場主体の財・サービス市場10 

における流動性の高い資金循環サイクルが生み出される。  

 

(2)発行市場の活性化  

本稿において、我々は発行市場の活性化を「発行量の増加」と定義する。「発

行量の増加」は「企業の新規上場」と「上場企業の増資」の２点に細分化する15 

ことができる。中小企業やベンチャー企業などの成長企業が新規上場に踏み切

ることで、企業が資金調達のため多額の IPO 株を発行する。また、上場企業が

増資をすることによっても、多額の証券が発行される。結果として、流通市場

に流れる証券が増加し、流動性の向上に繋がる。それらに伴い、多様な企業が

適切に資金調達を行え、企業価値が向上する状態が形成される。しかし、日本20 

資料  5：資源循環サイクル  
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の企業は上場後安定志向にある企業が多く、現状、既上場企業が増資に踏み切

るケースは少ないと考えられる。また、企業が再度資金調達をする際は既存株

主に配慮し、銀行融資や内部留保をする場合が多い。そのため、本稿では「上

場企業の増資」よりも「企業の新規上場」に焦点を当て論述する。 

 5 

(3)流通市場の活性化  

本稿において、我々は流通市場の活性化を「取引量の増加」と定義する。「取

引量の増加」は「新規投資家の増加」と「既存投資家の取引量増加」の２点に

細分化することができる。新規投資家の増加により、新たな資金が市場に流入

する。また、既存投資家の取引量増加によっても、多くの資金が市場に供給さ10 

れる。その結果として、市場における流動性の向上が実現される。加えて、企

業がより適切に評価され、資金の最適配分が実現される。  

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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第 2 章  証券市場を取り巻く動向  

第 1 節  証券市場の動向  

（１）需給・保有構造  

わが国の株式市場における受給構造は年々高度に複雑化し、そのすべてを読

み解くのは難解である。しかしながら本稿では、そのシステム・歴史への信頼5 

性から、簡素化した受給構造の指標として「日経平均株価」（以下「日経平均」

と称する）を妥当性のあるものとする。資料 6 から読み取れるように、2008 年

9 月のリーマン・ショック、 2011 年 3 月の東日本大震災により日経平均は低迷

していた。だが、 2012 年末の第 2 次安倍内閣発足以降は着実に上昇している。

これには政策や景気、企業の収益拡大等が関係していると予測できる。また、10 

近年は海外投資家の売買動向に注目が集まっている。その他の需要面では、日

本銀行の ETF 購入・企業の自社株買い等が際立っている。 

 

資料  6：日経平均株価推移（2008 年 9 月 22 日～ 2018 年 9 月 18 日）  

 15 

出典：株式会社ディーボ (2018)「日経平均株価  チャート (2008 年 9 月 22 日～ 2018 年 9 月 18 日 )」

より引用  

 

 近年の株式保有構造は、資料 7 に示されている。最も株式を保有しているの

は外国法人等の海外投資家であり、 3 割を占める。次に事業法人等・信託銀行20 

が 2 割前後を保有しており、信託銀行はその保有率を年々上昇させている。一

方、個人・その他に示される個人投資家は、20％であった保有率を近年約 17％

に落としている。これらの他にも株式保有構造は様々な要因のもと変化してい

るが、その詳細については本章第 3 節において後述する。 
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資料  7：投資部門別株式保有比率推移 (2012～ 2017 年度 ) 

 

出典：株式会社東京証券取引所ほか (2018)「２０１７年度株式分布状況調査の調査結果について」

より引用  

 5 

（２）金融政策の意義  

わが国の金融政策は、日本銀行政策委員会の金融政策決定会合のもとでその

方針が決められ、中央銀行である日本銀行（以下「日銀」と称する）が実行し

ている。その目的は日本経済における物価安定を図ることである。  

 伝統的な金融政策としては、①日銀が債券や手形の売買を通じて金融市場へ10 

の資金を供給・吸収し、政策金利を誘導する「公開市場操作」、②日銀から民間

銀行への貸出金利の変化によって市場への資金供給量・金利を調節する「公定

歩合政策」1、③民間銀行に一定の金額を日銀内の当座預金口座に預けさせるこ

とを義務づけることで、市中への資金供給量を調節する「預金準備率操作」の

3 つが挙げられる。現在、伝統的金融政策は公開市場操作を中心に実施されて15 

いるが、近年の動向として、日銀は非伝統的金融政策に注力している。「量的金

融緩和」・「ゼロ金利」等の非伝統的金融政策は 1999 年頃から導入されている

が、本項では主に現日銀総裁である黒田東彦氏による政策に注目する。  

 2013 年 1 月、政府と日銀により「日銀の物価安定目標を消費者物価の前年比

                                                     
1  公定歩合は民間銀行も同じ貸出金利を設定しなければならない強制力を有していた。  
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上昇率 2%とし、早期の実現を目指す」2という内容の共同声明が発表された。こ

の目標を実現するため、黒田氏は 2013 年 4 月に「量的・質的金融緩和」の導入

を決定した。これは金融市場の操作目標を政策金利からマネタリーベースに変

更し、年間約 60～ 70 兆円相当の新たな資金を市場に供給するものである。マネ

タリーベースは 2018 年 9 月時点では、継続的な拡大が実施されている。また、5 

長期国債買入れの拡大と年限の長期化、 ETF・ J-REIT の買入れ拡大も実施され

る。その後、量的・質的金融緩和は拡大され、2016 年 1 月には「マイナス金利

量的・質的緩和」が導入された。これは民間銀行が日銀に預けている預金の一

部にマイナス金利を付与し、民間銀行の法人・個人への資金貸出を促進するこ

とを主な目的としている。このマイナス金利は▲0.1%3であり、変更される可能10 

性もある。加えて、 2016 年 9 月には「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」

が導入された。この政策では、当初の物価安定目標を実現するためにイールド

カーブ・コントロール（長短金利操作）とオーバーシュート型コミットメント

が実行される。イールドカーブ・コントロールではマイナス金利適用・長期国

債買入れ・新型オペレーション手段 4による長期金利 0%程度、短期金利▲0.1%515 

への誘導を目標とする。オーバーシュート型コミットメントでは、物価安定目

標である消費者物価前年比上昇率 2%を超えるまで、マネタリーベースの拡大方

針が継続される。2018 年 7 月には金融政策の将来的方向性を公表する「フォワ

ードガイダンス」が導入された。それに加え、長期金利の変動幅を誘導目標か

ら上下 0.1％程度にしていたものを倍程度 (0.2%)にする狙いが発表された。  20 

 このように、現在の日銀は非伝統的政策に重点を置き、物価安定目標実現に

向けて活動している。 ETF 買入れによるリスクプレミアム低下からなる投資活

性化や、長期金利低下による年金の運用利回りの減少懸念など、現行の政策に

は賛否両論の声が挙がっているが、 2018 年 9 月 19 日時点では日銀は現行政策

                                                     
2 日本銀行 (2016)『 2％の「物価安定の目標」と「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」』より引

用 http://www.boj.or.jp/mopo/outline/qqe.htm/ 
3 日本銀行（ 2016）『「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入 』より引用

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160129a.pdf  
4 日銀が指定する利回りによる国債買入れ・固定金利資金供給オペレーション期間の延長  
5 日本銀行（ 2016）『金融緩和強化のための新しい枠組み：「長短金利操作付き量的・質的金融緩

和」』より引用  

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160921a.pdf  

http://www.boj.or.jp/mopo/outline/qqe.htm/
https://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160129a.pdf
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160921a.pdf
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を継続する見通しを立てている。6現在は、これらの金融緩和政策による銀行経

営圧迫・市場機能低下等の副作用が懸念され、いかに非伝統的政策を終結させ

るか、「出口戦略」とその効果に注目が集まっている。  

 

（３）PTS・ダークプール等の評価  5 

 第 1 章で証券取引所が持つ役割の重要性について記述したが、多様な投資家

ニーズに応えるためには取引所外での取引システムの構築を要する。歴史は浅

いが、 PTS・ダークプールはそれを担う存在である。  

 PTS(Proprietary Trading System : 私設取引システム )は証券会社が各々有

する市場システムである。このシステムは取引所取引とほぼ同じであり、電子10 

情報処理組織により、同時に多数の有価証券売買を各々のシステム内でマッチ

ングさせるものとなっている。また、各 PTS を利用できるのは各 PTS 保有証券

会社の顧客のみである。しかし PTS は取引所を介さず売買取引ができるため、

通常取引より有利な価格で売買が成立する可能性がある。これは主に「取引所

よりも長い取引時間」・「取引所よりも細かい単位での株価で売買ができる」の15 

2 つが要因となっている。 

 ダークプールは、 PTS に類似したシステムである。各証券会社の電子取引シ

ステム内において、売買注文のマッチングを行うものとなっている。 PTS との

最大の相違点は、「取引情報の匿名性」である。ダークプールでは、取引参加者

が匿名で取引をし、気配情報が非公表となる。これにより、大口注文等の際に20 

発生するマーケット・インパクト 7を回避することができる。加えて取引価格の

改善、そして通常取引とは別の流動性源泉としてのメリットも存在する。しか

し、ダークプールには特筆すべきデメリットが 2 つ存在する。 1 つ目は「取引

執行の不確実性」である。これは気配情報が非公表ゆえにダークプール内で取

引価格・数量が察知できず、取引執行に不確定要素を与えることを意味する。25 

2 つ目はレイテンシーアーブの可能性である。レイテンシーアーブとは、大口

注文の際にその動きを HFT に察知され、先回りでの売買行動をされることと、

                                                     
6 日本銀行（ 2018）「当面の金融政策運営について」より引用

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2018/k180919a.pdf  
7 自身の売買によって売り値・買い値に変動をもたらし、意図した売買が実行されないこと。  

https://www.boj.or.jp/announcements/release_2018/k180919a.pdf
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それによる売買価格の有利性喪失を指す。  

資料 8 は PTS・ダークプールのシェア推移を表す。どちらもそのシェアは 5％

前後で推移しているが、近年はダークプールが PTS のシェアを抜いている。ま

た、現在は PTS・ダークプールはともに機関・個人投資家の双方へ開放されて

いる。ダークプールは 2018 年に各証券会社が個人投資家向けに開放したばか5 

りであり、今後の動向に注目が集まる。  

  

資料  8：ダークプールおよび PTS におけるシェアの推移（月次）（ 1=100%）  

 

出典：日本取引所グループ (2017)「日本におけるダーク・プールの実態分析」より引用  10 

 

（４）各国証券市場の動向  

 証券市場の活性化を検討するにあたり、世界を担う各国証券市場の現状・動

向を確認することは必須である。国際化が浸透しきっている現代社会において、

あらゆる活動は世界各国との関わりを断つことはできない。証券市場において15 

もそれは例外ではない。本項では、世界トップ層の証券市場として機能する日

本・アメリカ・イギリスに焦点を当て、その成り立ち・特徴について記述する。  
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ⅰ. 日本証券市場  

現在の日本証券市場の礎が築かれたのは、東京・名古屋・大阪証券取引所が

設立された 1945 年以降である。この際、「証券取引三原則」8が作成され、各取

引所はこれを遵守することとなる。その後、証券恐慌・高度経済成長期・オイ

ルショック等を経た日本証券市場であったが、1990 年代に突入し、日本経済市5 

場最大規模の傷跡を残すバブル崩壊が勃発する。これにより日本市場から投資

家・外国企業等が撤退する「金融の空洞化」が発生した。この未曾有の危機を

脱するために 1996 年、「金融ビッグバン構想」が打ち出され、1998 年に市場シ

ステムの改革とともに「取引所集中義務の撤廃」が行われた。この金融ビッグ

バンを契機に、ネット証券等の新ビジネスモデルの流入・売買取引の電子化・10 

新興市場の創設等が起こり、市場はより厚みと多様性を兼ね備えた存在へとな

った。 

近年の動向としては、2013 年 1 月に実施された東京証券取引所と大阪証券取

引所の経営統合による日本取引所グループ誕生が際立つ。この統合は、日本証

券市場の国際的競争力向上と取引における更なる利便性を追求するために実施15 

された。また、日本取引所は新興市場として機能するマザーズ・ジャスダック、

そしてプロ投資家向け市場の TOKYO PRO Market を傘下に置く。他の面では、非

上場株式の取引制度としての「株主コミュニティ制度」、資金調達手段としての

「株式投資型クラウドファンディング」等も創設された。また、前述の PTS・

ダークプールや後述のコーポレートガバナンス・コードと日本版スチュワード20 

シップ・コードの出現、 NISA・ iDeCo 等の新制度設置も特筆すべき点である。

このように、日本証券市場は現在、更なる成長を求めて多様化と競争力獲得に

向けて邁進している。 

 

 ⅱ. アメリカ証券市場  25 

 アメリカでの証券取引は 1790 年からスタートし、その後証券取引所の前身

としてのコーヒーハウスが繁栄し、歴史を重ねるとともにアメリカ証券市場は

現在の形になった。アメリカ証券市場は世界 1 位の規模を誇っており、アメリ

                                                     
8 取引所集中原則・取引の時間優先・先物取引の禁止  
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カ国内でもトップであるニューヨーク証券取引所の 2018 年 5 月末時点での上

場株式時価総額は 25,145,319 億円、新興市場として機能する NASDAQ では

11,888,167 億円である。 9その市場規模からアメリカ証券市場は世界に多大な

る影響を及ぼす。実際に、2000 年代に突入してからのサブプライム問題やリー

マン・ショックはアメリカだけでなく、世界各国の経済にその爪痕を残した。5 

この問題を受け、アメリカの中央銀行である FRB（ Federal Reserve Board）は

金融改革や以前の市場状態復帰を掲げた政策を実施している。また、アメリカ

での取引所システムには NMS（ National Market System）が導入され、国内に

分散している市場がシステム上は 1 つの市場のように機能している。これはア

メリカ国内での各市場の効率化・競争力上昇等に大きく貢献している。アメリ10 

カ証券市場はその圧倒的規模と影響力から、長い間国内外の投資家に動向を監

視されている。2017 年に発足したトランプ政権の動向も重なり、これからもそ

の動向が注目され続けることは間違いない。  

 

 ⅲ. イギリス証券市場  15 

 イギリスにおける証券取引は 17 世紀末から活発化し、 1801 年に正式にロン

ドン証券取引所（以下「 LSE」と称す）が設立された。その歴史の長さから数多

くの戦争・経済危機等を経験し、紆余曲折を経たイギリス証券市場だったが、

歴史を歩むごとに市場としての成長・変貌を遂げてきた。2018 年 5 月時点での

LSE の上場株式時価総額は 3,786,667 億円 10であり、 2016 年末のイギリス証券20 

市場での上場株式のうち 53.9％ 11は海外投資家が保有していた。この数値から

見て取れるように、イギリス証券市場は国際的に開かれたマーケットである。

2007 年には LSE とイタリア証券取引所との合併が行われ、国際競争力を高め

た。また、新興市場として 1995 年にスタートした AIM は国内・新興国企業をと

り込みつつ年々拡大し、世界最大規模の新興企業向け IPO 市場としても機能し25 

ている。加えて、イギリスでの非課税投資制度「 ISA」はその仕組みが高く評価

                                                     
9 野村資本市場研究所 (2018)「市場の各種推移」より引用

http://www.nicmr.com/nicmr/data/market/fig_all.pdf  
1 0 同上   
1 1 Official for National Statistics(2017)「 Ownership of UK quoted shares:2016」より引用

https://www.ons.gov.uk/economy/investmentspensionsandtrusts/bulletins/ownershipofukquote

dshares/2016#toc  

http://www.nicmr.com/nicmr/data/market/fig_all.pdf
https://www.ons.gov.uk/economy/investmentspensionsandtrusts/bulletins/ownershipofukquotedshares/2016#toc
https://www.ons.gov.uk/economy/investmentspensionsandtrusts/bulletins/ownershipofukquotedshares/2016#toc
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されている。このように、 LSE を中心としたイギリス証券市場は国際化ととも

にその市場競争力を伸ばし、世界トップ層としての市場地位を手にしている。  

 

第２節  証券市場における企業の現状  

前節では、証券市場の動向を、経済情勢や他国の現状などを踏まえてさまざ5 

まな切り口から論じた。本節では、市場参加者のなかでも企業に焦点をあてて

現状を考察する。 

 

（１）上場のメリット・デメリット  

 上場とは、企業の株式・社債が証券取引所において自由に売買されるように10 

なることを指す。わが国における取引所の詳細については第 1 章第 1 節にて述

べたとおりである。以下の資料 9 にもあるように、上場の際には形式要件と実

質要件から構成される上場審査基準を満たす必要がある。  

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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資料  9：上場時に満たすべき形式要件・実質要件

 

出典：公益財団法人日本証券経済研究所 (2018) 

『図説  日本の証券市場  2018 年版』 P.165 より著者作成  

 5 

幅広い投資家から資金を集めることでさらなる事業拡大を目指す企業にとっ

て、取引所への上場は目標とされる場合が多いが、上場にはさまざまなメリッ

ト・デメリットがある。最大のメリットとしては、資金調達が容易になること

が挙げられる。その他には、株式の上場による社会的信用度や知名度の向上が

望める。それに伴い、優秀な人材の確保も以前より容易になることが期待でき、10 

企業のさらなるステップアップが見込める。上場に際しては、上場会社に向け

て策定された「コーポレートガバナンス・コード」への対応などが必須となる

ため、これらの義務を果たすことで健全な経営体制の構築が可能になることも

メリットといえよう。一方で、これらの義務を果たすためにかかる膨大な時間

や費用が、企業にとっての負担となる可能性がある。また、上場にともない株15 
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主らの意見を考慮する必要性も生じ、企業の意思決定や経営の長期的な見通し

が難しくなる点もデメリットの 1 つである。そして、株式が証券取引所で自由

に売買されることは、株式の買い占めにより買収されるリスクにもつながる。

このように、取引所への上場はメリット・デメリット両方の側面を持つため、

上場に踏み切る際は企業の現状と見通しを考慮したうえで慎重に判断する必要5 

がある。以上が企業にとってのメリット・デメリットであるが、取引所への上

場は企業のみならず投資家に対してもメリットをもたらす。それは、上場株式

の公正な株価形成や株式の流動性向上にともない、適正な投資判断が可能にな

るという点である。以上のことから、新規の上場企業が増加することは、「企業

の資金調達の可能性を広げること」と「投資家が適切な投資判断を下せるよう10 

になること」の双方向から証券市場の活性化に寄与するといえる。  

 

（２）大企業における資金調達の現状  

続いて、本節から第 4 節にかけて国内企業の資金調達の現状について大企業・

中小企業・ベンチャー企業の企業規模ごとに検討する。また、本稿では直接金15 

融を軸として記述する。 

大企業とは「中小企業法で定められる中小企業の資本金と従業員数の基準を

ともに上回る企業」を指し、わが国における企業数の 0.3%12を占める。企業数

自体は少なく感じるが、取引規模をみると証券市場において非常に大きな存在

になっている。大企業の資金調達手段における近年の特徴としては、借入と社20 

債発行が堅調であることが挙げられる。2013 年 4 月に日銀による異次元金融緩

和政策が打ち出されて以来、金利の低下に伴って借入や社債発行が行いやすく

なっていることが主な理由である。銀行からの借入は機動的な資金調達手段と

して活用されており、その中心は短期の借入である。それに対し、社債による

資金調達は、銀行借入に比べて償還までの期間が比較的長く、長期にわたって25 

安定した資金を確保するのに適している。ここで、もう 1 つの主要な直接金融

による資金調達手段である株式についても比較する。 

大企業の直接金融による資金調達の推移は以下の資料 10 に詳しいが、この

                                                     
1 2  中小企業庁 (2017)「最近の中小企業・小規模事業者政策について」 P.3 より引用  

http://www.chusho.meti.go. jp/soshiki/160804seisaku.p df   

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/160804seisaku.pdf
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グラフから社債と株式の動向に大きく差があることが読み取れる。社債の利用

が比較的好調である一方、公募増資による資金調達は伸び悩んでいるのが現状

である。その要因としては、日銀の金融政策の実施により低コストでの負債の

調達が可能になった影響から、相対的に株式発行による資金調達が行われにく

くなったことが考えられる。これらの現状を踏まえ、今後は社債だけでなく株5 

式の利用を伸ばすことが望ましい。  

 

資料  10：上場企業による証券市場を利用した資金調達の推移（構成比）

 

出典：山田仁志 (2016)『日本の大企業の資金調達の分析』 P.81 より著者作成  10 

 

（３）中小企業における資金調達の現状  

中小企業は国内における企業数の 99.7%13を占めており、わが国の基盤となる

存在である。しかし、現状としてはその必要資金を間接金融に依存しており、

資金調達手段の選択肢が限定的であるといえる。前述のとおり、株式や社債と15 

いった直接金融による資金調達を行えるのは、財務基盤が健全な特定の大企業

などに限定されている。一方で、銀行からの借入は融資の際に審査こそあるも

のの、株式・社債の上場審査基準よりも厳しくないため中小企業の主な資金調

達手段となっているのである。また、資料 11、12 から見て取れるように、希望

する借入手段としては、「公的金融機関からの借入」「事業性を評価した担保・20 

                                                     
1 3  中小企業庁 (2017)「最近の中小企業・小規模事業者政策について」 P.3 より引用  

http://www.chusho.meti.go. jp/soshiki/160804seisaku.p df  

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/160804seisaku.pdf


20 

 

保証によらない借入」が上位にあるが、現状としては「代表者等の保証による

借入」などが主な調達手段であるため、希望と現状にギャップがある。こうし

たギャップを埋めたうえで借入への依存を緩和し、直接金融による調達手段も

選択肢に含めることが、中小企業の資金調達における今後の課題になるだろう。 

 5 

資料  11：中小企業の希望する借入手段  

出典：みずほ総合研究所 (2016)  

「中小企業における資金調達の実態～金融機関の取組状況と中小企業における評価～」 より引用  

資料  12：中小企業の借入による資金調達の方法  

 10 

出典：みずほ総合研究所 (2016)  

「中小企業における資金調達の実態～金融機関の取組状況と中小企業における評価～」 より引用  
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（４）ベンチャー企業における資金調達  

 ベンチャー企業は、広義的にみれば中小企業に含まれるが、本稿では「創業

から日が浅く、新奇性のある技術・事業などを軸に革新的な経営を展開する企

業」と定義する。ベンチャー企業における資金調達手段は、資料 13 から分かる

ように、企業の成長段階によって変遷していく。  5 

 

資料  13：ベンチャー企業の成長段階に応じた資金調達手法  

出典：著者作成  

 

創業・事業化段階では、エンジェル投資家、補助金、自己資金による資金調10 

達が主になっている。エンジェル投資家とは、創業間もないベンチャー企業に

対して資金を投じる個人投資家のことを指す。補助金とは、ここでは政府や公

的機関による補助金のことを指す。返済義務がないため、創業初期の企業にと

って極めて利用しやすい調達方法である。自己資金は、起業家や配偶者、親族、

知人からの借入金や出資金 14のことを指す。 15 

成長段階になると利用機会が増えるのが、ベンチャーキャピタル（以下「 VC」

と称する）、制度金融、銀行融資、リースなどによる資金調達である。 VC は確

実なリターンを得るために将来性のある成長後期段階のベンチャー企業に出資

する傾向がある。制度金融に関しては、わが国の代表的なものとして日本政策

                                                     
1 4  株式会社大和総研 (2012)「ベンチャー企業の資金調達」より引用  

https://www.dir .co. jp/report/research/capital -mkt/secur it ies/12030201capital -mkt.pdf  

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/securities/12030201capital-mkt.pdf
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金融公庫や地方自治体が挙げられる。リースは設備投資資金を確保する際に有

効な調達手段であるが、運転資金の確保には有効とはいえず、その他の調達手

段と併用する必要性がある。 

Exit の方法としては、IPO と M&A の 2 つがある。以下の資料 14 は、ベンチャ

ー投資先の IPO および M＆A 件数の日米比較をしたものである。このグラフか5 

ら日本では IPO が比較的優位であるが、その件数が伸び悩んでいることが分か

る。一方で、わが国の M&A 件数は割合こそ少ないもののその件数を順調に伸ば

しており、 2017 年度も過去最高件数を記録した。対して米国では EXIT 件数自

体が年々減少しているものの、依然として M＆ A 件数が圧倒的多数を占めてい

ることが分かる。 M&A を行うことで、ベンチャー企業の経営者はまた新たな事10 

業への着手や、エンジェル投資家として新世代の起業家のサポートをすること

ができ、起業のサイクルを活発化させることができる。わが国におけるベンチ

ャー企業の多くは「上場すること」を目標にする場合が多いが、 IPO 後の資金

調達のハードルの高さやさまざまなコストの存在を理解し、EXIT の選択肢とし

ての M&A を積極的に視野に入れる企業が増えることが望まれる。  15 

 

資料  14：ベンチャー投資先の IPO および M&A 件数の日米比較  

 

出典：中小企業庁 (2018)『中小企業白書』 P.309 より引用  

 20 

以上が、成長段階別の資金調達手段の概要である。これらの調達手段の中で、

直接金融によるものはエンジェル投資家と VC が挙げられる。また、資料 15 よ
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り、アメリカではエンジェル投資家とベンチャーキャピタルによる投資額にそ

こまで差がないのに対して、わが国ではエンジェル投資額が圧倒的に少ないこ

とが分かる。エンジェル投資家は、ベンチャーキャピタルに比べ事業化・創業

段階の企業に投資する傾向があることからも、わが国におけるエンジェル投資

家数を増加させることは、ベンチャー企業の円滑な資金調達の促進に寄与する5 

だろう。VC による投資に関しては、エンジェル投資家よりは活発的であるもの

の、米国に比べて圧倒的に規模が小さいため、今後も VC による積極的な投資を

拡大することがベンチャー企業の起業数増加のカギになると考えられる。  

 

資料  15：エンジェル投資家・ベンチャーキャピタルの日米比較10 

 

出典：野村総合研究所 (2015)「起業・ベンチャー支援に関する調査」より著者作成  

 

第 3 節  国内投資家の現状  

国内投資家は、「個人投資家」と「法人投資家」の二者に大別される。個人15 

投資家は家計とほぼ同義であり、資産形成の手段として証券を長期保有し配当

金や利子を意識する者や、短期間の取引を繰り返して売買益を重視する者、社

会や環境に配慮した企業を資金面で応援するために投資を行う者など、家計に

よって異なる運用目的のもと、市場に参加している。また、参加者が多く、そ

れぞれが異なる視点から企業を評価・投資することから証券市場にとって家計20 

は「重要な資金流入源」であり、本稿では特に重要視する参加主体である。法

人投資家とは、機関投資家と一括りにされる場合があるが、必ずしも同義では

ない（資料 16）。特に本稿においては第三者から資金提供を受け、その運用管

理を行う者のことを機関投資家と定義し、自社の余剰を証券投資する事業法人

のことは非機関投資家として考える。また、機関投資家は、家計からの資産を25 
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預かり長期に渡って巨額な資金を運用することから、「証券市場と家計をつな

ぐ役割」として存在価値の大きい市場参加者である。本節では、証券市場にと

って重要な役割を担う「個人投資家」と「機関投資家」の二者について分析し

ていく。 

 5 

資料  16：投資家の種類  

 

出典：大村敬一・俊野雅司 (2014)『証券論』 P.315 より著者作成  

 

（１）個人投資家数の増加  10 

 2000 年代以降、個人投資家数は増加傾向にある。 2017 年度における個人投

資家数は、前年度比で 162 万人増加して、延べ人数 5129 万人 15となり、四年

連続で増加する結果となった（資料 17）。この数値は株主合計数の 97%16を占

める値となっており、ここからも個人投資家が「重要な資金流入源」としての

役割を担っていることが分かる。個人投資家数が増加している背景として、後15 

述する NISA や確定拠出年金の登場、Fin Tech の進展が挙げられる。 

 

                                                     
1 5 各上場会社の株主数を単純に合算した「延べ人数」を用いている。 例えば、ある個人株主が１

人で１０銘柄を保有している場合、全体の集計値の算出において、 1 人の株主が複数銘柄保有して

いることが認識できないため、各銘柄の株主数を単純に合算することとなり、結果として個人株主

数１０名としてカウントされる。  
1 6  株式会社東京証券取引所ほか (2018）「 2017 年度株式分布状況調査の調査結果について」 P.2 よ

り引用  

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu0000036n2d-att/j-

bunpu2017.pdf  

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu0000036n2d-att/j-bunpu2017.pdf
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu0000036n2d-att/j-bunpu2017.pdf
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資料  17：個人株主数（延べ人数）の推移  

 

出典：日本取引所グループ（ 2018）  

「 2017 年度株式分布状況調査の調査結果について」 P.2 より引用  

 5 

（２）個人投資家の投資状況  

 堅調な増加傾向を示している個人投資家数ではあるが、家計の金融資産運

用状況を見ると「貯蓄から資産形成へ」は、いまだ解決されぬ問題として鮮明

に浮かび上がる。資料 18 は、2018 年度 8 月時点での家計の金融資産運用状況

を日米比較したものである。この表を見ると、依然として二国間で資産形成の10 

手段に大きな差があることが分かる。日本の場合、現預金、保険・年金で

81.0％の資産が運用され、投資信託を含めた有価証券による運用比率は

16.2％であるのに対して、アメリカでは資産の 43.3％を前者で、 53.9％を後

者で運用している。つまり、アメリカの家計では運用成果型の資産形成手段が

とられているのに対して、日本では元本保証型の資産形成手段がとられてい15 

る。また、日本の現金・預金保有額にのみ着目した場合、約 1829 兆円 17の全

資産のうち約 960 兆円もの資産が、証券市場に流入しない眠った資産として存

在していることが分かる。このように、証券市場を活用した資金形成手段は日

                                                     
1 7 日本銀行調査統計局 (2018)「資金循環の日米欧比較」より引用  

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf  

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf
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本ではまだまだ未発達であり、「現金・預金によって蓄えられた資産を証券市

場に流入させることができるか」という点に国内証券市場活性化の余地がある

といえよう。 

 

資料  18：家計金融資産の日米比較  5 

 

出典：日本銀行調査統計局 (2018)「資金循環の日米欧比較」より著者作成  

 

（３）NISA の現状  

 前述したように、 NISA の登場によって家計と証券市場との繋がりは強ま10 

り、個人投資家数増加の一因となった。 NISA とは 2014 年 1 月より導入された

「少額投資非課税制度」を意味する制度である。具体的には、非課税口座内の

少額上場株式に関わる配当所得および譲渡所得等の非課税措置をとる制度を指

す。 2016 年にはジュニア NISA が創設され、親権者等が未成年者の代理で運用

することが可能となった。ジュニア NISA には、制度の特徴から、親権者等が15 

子どものために長期間での資産形成を手助けするという主旨があるが、子ども

が成人した際には自ら運用しなくてはならないという点から「投資教育の一

環」という捉え方をすることもできる。具体的には、親権者のジュニア NISA

口座開設から自らの運用開始までの間に、投資を資産形成手段として認識して

いる必要があり、そのための環境を整えることは必須だと考えられる。       20 

 近年の動きとしては、 NISA、ジュニア NISA に加えて、今年（ 2018 年 1 月）

からつみたて NISA が新たに始まったことが挙げられる。資料 19 は、各 NISA

の概要を表したものである。 
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資料  19：各 NISA の概要図

 

出典：著者作成  

  

つみたて NISA は、 NISA と比較して「投資未経験者や初心者の人、そして、5 

長期的に積み立て投資を行うことで資産形成をしていく現役世代をとくに意識

した設計」 18が特徴である。 NISA でも積み立ての投資はできるが、最大 800 万

円（年間 40 万円×最長 20 年間）の非課税総額と、投資方法が積み立て方式に

限定されることから、投資未経験者にとっても仕組みが簡単で投資へのファー

ストステップにしやすい制度となっている。実際に、 NISA 利用者の投資未経10 

験者割合 33.5％ 19（ 2018 年６月末時点）に対して、つみたて NISA 利用者の投

資未経験者割合 50.7%20（ 2018 年 6 月末時点）という数値からも、つみたて

                                                     
1 8  竹川美奈子 (2018)『税金がタダになる、おトクな「つみたて NISA」「一般 NISA」活用入門』

P.7 より引用  

1 9  日本証券業協会（ 2018）「NISA 口座開設・利用状況調査結果について」 P.2 より引用  

2 0  同上  



28 

 

NISA が投資未経験者にとって利用しやすい設計となっていることが読み取れ

る。また、資料 20 は、各 NISA 利用者の年齢別内訳である。 NISA 口座におけ

る 20 歳代〜 40 歳代の割合が合計 29.6％なのに対して、つみたて NISA は 20 歳

代〜 40 歳代の割合は合計 67,3％と、利用者層に大きな違いが見られる。つま

り、 NISA ではカバーしきれなかった世代へのアプローチを行うことが可能に5 

なったのである。 

 このように、現行 NISA より簡素化された、つみたて NISA の導入によって投

資未経験者や若い世代が参加しやすい環境が整い始めた。まだ導入されたばか

りの成長段階ではあるが、ここまでの現状分析から、投資家層の拡大に大きく

貢献する制度へと成長することが大いに期待できる。  10 

 

資料  20：一般 NISA およびつみたて NISA 口座数の年齢別内訳  

（平成 30 年 6 月末）  

出典：日本証券業協会 (2018)「 NISA 口座開設・利用状況調査結果について」 P.3 より著者作成  15 

 

（４）確定拠出年金（DC）の現状 

 確定拠出年金とは、一定の掛金とその運用収益との合計額を元に年金給付額

が決定される年金制度である。受取額を事前に約束する確定給付年金とは異な

り、個人が運用商品を選択し、運用成果に応じて受取額が変動する点が大きな20 

特徴である。また、この制度は企業が従業員の為に年金の原資を拠出する「企

業型確定拠出年金」（以下「企業型 DC」と称する）と従業員自身で拠出する

「個人型確定拠出年金（ iDeCo）」（以下「個人型 DC」と称する）に分けられ

る。日本においては、 2018 年 7 月末時点で企業型 DC への加入者数約 686 万人

なのに対して、個人型 DC への加入者数約 98 万人と企業型 DC が中心となって25 
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いる 21。しかし、そのシステム上、企業型 DC ではこの莫大な加入者全員に対

する適切な投資教育が行われているか否かが議論されることもある。個人型

DC の加入者数が企業型 DC と比べて圧倒的に劣っている原因の 1 つとして、個

人型 DC の加入対象者が「自営業者」と「勤務先に企業年金がない会社員」の

みに制限されていたことが挙げられる。しかし、 2017 年 1 月から加入対象者5 

が「 20 歳以上 60 歳未満の国民年金加入者」へと拡充されたことによって、個

人型 DC は急速に加入者数を増加させ、企業型 DC 中心の現状は改善されつつあ

る。また、 2018 年 5 月 1 日から中小事業主掛金納付制度（ iDeCo＋）が創設さ

れ、企業年金を実施していない中小企業（従業員数 100 人以下）において、個

人型 DC に加入している従業員の加入者掛金に対して、事業主が掛金を上乗せ10 

して拠出することができる 22ようになった。 

 このように近年では、企業型 DC に比べ、これまであまり利用されていなか

った個人型 DC に対する制度の拡充が進んでおり、急速に加入者数を増加させ

ている。従来のような加入対象者制限もなくなり、企業型 DC と併せて確定拠

出年金が資産形成手段の 1 つとして国民に広く認識されることが期待できる。  15 

 

（５）Fin Tech の進展 

 Fin Tech とは「 Finance（金融）」に「 Technology（技術）」が結びついて提

供される、革新的な金融サービス 23の総称である。例えば、仮想通貨やスマー

トフォンを通じた決済サービスなどのキャッシュレス化、アルゴリズムを活用20 

した株式・国債の自動売買取引や投資の助言を行うロボアドバイザーなど、

Fin Tech に該当する金融サービスは広範な分野で展開されている。本項では

国内証券市場に関連するサービスについて、利用者を企業と個人投資家の二者

に分け、 Fin Tech の進展によって市場に起こった変化について論じていく。  

 まず企業にとって、新しい資金調達手段が創出されたことが大きな変化とい25 

えるだろう。例えば、クラウドファンディングを利用すればインターネットを

                                                     
2 1  企業年金連合会 (2018)「確定拠出年金の統計」より引用  

https://www.pfa.or . jp/activit y/tokei/nenkin/su ii/ sui i03.html   

2 2  厚生労働省  HP より引用  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00982.html   

2 3  公共財団法人日本証券経済研究所 (2018)『図説  日本の証券市場  2018 年版』P.12 より引用  

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/nenkin/suii/suii03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00982.html
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通じて資金を集められるようになった。クラウドファンディングには 5 つ 24の

種類があるが、株式投資型を用いれば未公開株式の募集・私募の取り扱いによ

り、規模の小さい企業でも多数の投資家から資金提供を受けやすくなる。  

 続いて、投資家にとっては少額投資やポートフォリオによる分散投資など、

魅力的な金融商品が誕生したことによって投資へのハードルが引き下げられ5 

た。例として、「 One Tap BUY」というアプリを用いれば、銘柄選択から購入ま

での一連の流れを 3 タップの取引でできるようになった。また、取り扱われる

銘柄も大企業の物であり、投資初心者には手の出しにくい株を 1,000 円単位で

購入することも可能となった。 

 このように、 Fin Tech の進展によって証券市場を通じた企業と投資家の繋10 

がりは強まった。また、進展のスピードは早く、本項で一例として挙げたサー

ビス以外にも便利なサービスが次々に創出されている。さらなる発展が予想さ

れる Fin Tech が、その革新的サービスにより社会に多大なる利益・影響を及

ぼすことは想像に容易く、その動向には世界各国の投資家が注目している。  

 15 

（６）機関投資家の意義  

 前述したとおり、機関投資家は投資信託や年金など、家計に対して貯蓄以外

の資産形成手段を与え、間接的な証券市場への参加を可能とし「証券市場と家

計をつなぐ役割」を持つ。しかし、一度に巨額の資産を長期間運用するため、

株価形成に重大な影響を及ぼすという問題がある。この株価形成への影響力の20 

大きさが原因となり、個人投資家が手を出せない水準にまで株価が高騰し、結

果として個人投資家の持株比率が低下し、機関投資家の持株比率が高まる。こ

れを「機関化現象」という。この現状において個人投資家が投資利回りを高め

るためには、売買差益狙いの投機的な投資を行わざるを得ない。機関投資家が

証券市場と家計をつなぐ役割を遂行するために動くことによって、本来であれ25 

ば安定志向の個人投資家が、最も投機的な投資行動を繰り返す等の市場の歪み

が生じているのである。 

 しかし近年、後述するコーポレートガバナンス・コードやスチュワードシッ

                                                     
2 4  ①寄付型  ②購入型  ③融資型  ④ファンド投資型  ⑤株式投資型の五つ。  
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プ・コードに対する関心が高まるにつれ、事業法人の株式持合い 25の解消や機

関投資家の行動見直しなどが進んでおり、市場の構造的な歪みは少しずつでは

あるが、解消されつつある。 

 

（7）コーポレートガバナンス・コード  / スチュワードシップ・コード 5 

 コーポレートガバナンス・コードとは、上場会社の実効的なコーポレート・

ガバナンスの実現に資する主要な原則をとりまとめたものであり、基本原則・

原則・補充原則の全 73 原則で構成され、コンプライ・オア・エクスプレイン

26の手法がとられている。コーポレートガバナンス・コードの実施状況は資料

21 のとおりであり、実施率は上昇傾向にある。また、原則別の実施状況を見10 

ると「取締役会の実効性評価」と「独立社外取締役の 2 名以上の専任等」の実

施率が特に大きく上昇しており、企業経営を外部から監視する社外取締役の重

要性が高まっていることが分かる。  

 

資料  21：コーポレートガバナンス・コードの適用状況  15 

 

出典：株式会社東京証券取引所 (2017) 

「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」 P.2 より著者作成  

 

 さらに、機関投資家のあるべき姿を規定したガイダンスとして「スチュワー20 

                                                     
2 5  法人化。企業の系列化や業務提携を目的とした支配証券としての保有の場合が多く、機関化と

同様に、株価形成に重大な影響力を及ぼすとして問題視されている。  

2 6  原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明しなければいけない。原則の範囲

は、市場区分によって異なる。  
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ドシップ・コード」が課せられている。コーポレートガバナンス・コードと車

の両輪をなす指針として両コードが幅広く普及することによって、実効的なコ

ーポレート・ガバナンスの実現につながると考えられている。従来のような、

機関投資家が企業の株式を大量に保有しながらも、企業経営について口出しを

しない「物言わぬ株主」から、自らの考えを表明し積極的に企業経営に関わろ5 

うとする「物言う株主」へと投資先企業への関わり方を変化させつつある。こ

のように、企業と機関投資家との繋がりが強まる一方で、長期的な利益を求め

る機関投資家と短期的な株式売買を行う個人投資家との利益相反が生じること

も懸念される。 

 10 

（８）ESG 投資  

ESG 投資とは Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス）

の頭文字をとったものであり、非財務情報を考慮したうえで企業を評価する投

資方法を指す。近年では、資産運用の際に財務情報だけでなく、これらの非財

務情報を重視する動きが世界的に拡大してきている。また、ESG 投資は「環境・15 

社会・ガバナンスを考慮することが長期的な企業価値の最大化に寄与する」と

いった長期的なリターンを追求するための手法 27とされており、ESG とリターン

の関連性を実証する研究結果も多い。2006 年 4 月、PRI (責任投資原則 )が国連

によって策定されたことが契機となり、 ESG 投資はその名を広く認知させるこ

ととなった。資料 22 からも分かるように、PRI に署名した機関の数は右肩上が20 

りになっており、今後もさらなる増加が見込める。  

 

                                                     
2 7  三菱 UFJ 信託銀行 (2016）「グローバルな E SG 投資の潮流と日本の展望」 P.2 より引用  

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201601_1.pdf  

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201601_1.pdf
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資料  22：PRI 署名機関数と運用資産残高  

 

出典：三菱 UFJ 信託銀行（ 2016）「グローバルな ESG 投資の潮流と日本の展望」より引用  

 

また、現在の全世界の資産運用残高のうち約 3 割が ESG 投資によるものであ5 

り、とりわけ欧州においては約 6 割と半数以上を占めている。対して、わが国

における ESG 投資への対応は発展途上段階にある。これまで ESG 投資を促す法

制が不十分であることや ESG 要素とリターンとの関連性が明確でないことなど

を理由に、国内における ESG 投資への関心は比較的低かったが、2015 年 9 月に

GPIF が PRI への署名を発表したことを皮切りに、国内投資家の注目は集まりつ10 

つある。また、日本におけるコーポレート・ガバナンスへの対応状況について

も改善傾向にあり、国内企業への海外投資家の関心が高まっている。しかしな

がら、現在、国内企業における ESG 情報開示が普及不足であるという課題も存

在する。よって、投資拡大が期待されるという好機を逸しないためにも、企業・

投資家の双方の ESG 投資への積極的な対応が急務であるといえる。   15 

 

第４節  海外投資家の現状  

 海外投資家とは、海外の個人投資家・機関投資家のことであり、前述したと

おり、海外投資家の株式保有割合は約 3 割と市場参加者の中で最も多くを占め

る。また、 2017 年度の東証第一部総売買代金に占める売買比率は約 72.5%28と20 

                                                     
2 8  株式会社東京証券取引所 (2018）「投資部門別  株式売買状況  東証第一部 [金額 ]全 52 社」より引

用  
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なっており、これらの現状から、海外投資家が証券市場に与える影響は大きい

ことが分かる。海外投資家の特徴として、最終的な損益を認識する通貨が異な

り、為替レートの変動も考慮して投資を行うことから、国内投資家とほぼ反対

の投資行動を示すことが挙げられる。資料 23 のように、日経平均株価が上がれ

ば売り越し、下がれば買い越すというような海外投資家の動きによって、日本5 

の株価は調整される。特に、海外投資家が好んで投資する国際優良株は、海外

投資家の投資行動によって株価変動が起こりやすい。このように、資金供給量

が大きく、国内投資家と異なる性質を持つ海外投資家は、国内市場・企業にと

って影響力が大きく無視できない存在となっている。 ESG に代表される非財務

情報の開示に注力する等、海外投資家の好む行動を企業がとることで更なる資10 

金供給を期待することができ、国内証券市場の活性化につながるといえよう。 

 

資料  23：日経平均株価と外国人の売買行動  

 

出典：株式会社楽天証券 (2016)「日経平均の動きと、外国人投資家の売買動向（売買差額）：  15 

2015 年 1 月 5 日 -2016 年 4 月 12 日」より引用  

 

 

 

 20 

 

                                                     

https://www.jpx .co. jp/markets/ stat ist ics-equit ies/investor -type/nlsgeu000002vn18 -

att/stock_val_1_y17.pdf   

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/nlsgeu000002vn18-att/stock_val_1_y17.pdf
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/nlsgeu000002vn18-att/stock_val_1_y17.pdf
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第 3 章  流通市場における課題点  

第 1 章にて、我々は流通市場の活性化を「取引量の増加」と定義した。だが

現在、それは実現されていない。新規投資家・既存投資家の双方において取引

量の増加を阻む課題点が存在するからだ。新規投資家においては、「資産形成手

段としての投資の認知不足」・「投資知識の欠如」・「金融商品・制度の有用性の5 

伝達不足」がそれぞれ段階的に、既存投資家には「魅力的な金融制度の不足」・

「情報の非対称性」が特筆すべき課題点として挙げられる。本章ではそれぞれ

の課題点について述べ、続く第 4 章では資料 24・25 にあるように、それぞれに

対応する解決策を提案する。 

 10 

 

出典：著者作成  

 

出典：著者作成  

 15 

資料  24：新規投資家に向けた提案と課題点の関係図  

資料  25：既存投資家に向けた提案と課題点の関係図  
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第１節  新規投資家を取り巻く課題点  

 (1) 資産形成手段としての投資の認知度不足   

 資産形成において家計が現金・預金を好むのは第 2 章で述べたとおりである。

これは多くの家計が潜在的個人投資家であることを示唆している。では、なぜ

投資が資産形成手段として活用されていないのか。いくつかの要因が挙げられ5 

るが、我々は「資産形成手段としての投資の認知度不足」を根本的な課題点と

して定義する。そもそも投資を資産形成手段として認識していない家計が数多

く存在するのである。資料 26 によると、投資を始めていない人の理由として

「損をするのが不安 (40.0%)」・「難しそう・敷居が高いから (21.0%)」・「そもそ

も投資に興味がない (29.5%)」の回答が目立つ。これらはどれも、投資を資産形10 

成手段として捉えていない、あるいは投資について詳しく知らないがために誤

った印象を抱いてしまっているということを示唆しており、資産形成手段とし

ての投資の認知度不足が伺える。 

  

資料  26：投資用口座の開設をしなかった理由 (n=3,182) 15 

 

出典：  MUFG 資産形成研究所 (2018)  『金融リテラシー 1 万人調査の概要  －「投資をしている人」

と「投資をしていない人」の違いとは－』より著者作成  
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 この課題を踏まえて、投資を資産形成手段の 1 つとして家計に普及させるた

めには、より投資を身近に感じさせる、あるいは適切なイメージを与えること

が必要とされる。次章では、投資家層を拡大するためにも、これらの要件を満

たし、家計の資産形成手段としての投資の認知を目的とする、大学生を対象に5 

した提案を行う。 

 

(2) 投資に関する知識の欠如   

家計の投資活用における課題点として、「投資に関する知識の欠如」が挙げ

られる。前節では潜在投資家に「資産形成手段としての投資」が認知されてい10 

ないことを課題点としてとり上げた。しかし、この課題が解決されたとしても、

家計が投資を必ず行うわけではない。「認知」の次のステップとして、「知識」

の有無が問われる。資料 26 では、投資用口座を開設しない理由として「十分な

知識がない  (58.7%)」が 1 位とされている。つまり、最適な資産形成の一部と

して投資の存在を知っていたとしても、知識がないゆえに多くの家計は投資を15 

行わないのだ。これにより、「投資に回せる金はあるが、とりあえず現金・預

金として保有する」という思考が生まれ、証券市場の機能による資金の最適配

分が阻害される。わが国の更なる経済成長を促すためにも、この課題は即刻に

解決しなければいけない急務である。さまざまな金融・公的機関がこの課題に

取り組み、金融知識やリテラシー教育を行ってはいるが、どれも課題解決には20 

大きな影響を与えられていない。現行の投資制度の一環としてジュニア NISA が

存在するが、本制度において投資運用を行うのは利用者の親族である運用管理

者であり、利用者は運用・意思決定を自身で行うことができない。運用管理者

による積極的な投資教育が行われなければ、将来的な投資家である利用者に投

資知識を得る機会が与えられないのである。そこで我々は、本課題に効果的に25 

アプローチできる解決策として、ジュニア NISA 利用者に対する投資知識教育

を第 4 章にて提案する。  
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(3)金融商品・制度の有用性の伝達不足   

 家計の投資活用における課題点として、「既存の金融商品・制度の有用性の

伝達不足」も挙げることが出来る。本章の第１項、２項では「資産形成の手段

としての投資が認知されていないこと」と、「投資に関する知識の欠如」を課

題点として挙げたが、この 2 つの課題点が解決されたとしても、家計が必ず投5 

資を行うわけではない。「認知」「知識」の次のステップとして、「商品・制

度」の有用性が問われる。資料 26 では、「口座開設や商品購入の手続きが面倒

(11.2%)」・「投資状況等を把握することが煩わしい (9.5%)」の回答がある。つ

まり、投資が資産形成手段の一部であると認識し、投資に関する知識を有して

いたとしても、商品や制度に煩雑さや面倒臭さがともなうことで一定数の家計10 

は投資を行わないのだ。しかし、我々はこれを既存の商品・制度自体に重大な

欠陥があるとは定義しない。既存の商品・制度は一定の有用性を保っていると

考え、その有用性が家計に十分に伝達・普及されていないがために商品・制度

の煩雑さや面倒臭さが目立ってしまい、投資が実行されないとする。この課題

を解決することで「貯蓄から資産形成へ」の流れはより促進され、多くの資金15 

が証券市場に流入し、日本経済の成長が見込まれる。そこで、我々は本課題解

決のため、家計に対する金融商品・制度の有用性の適切な伝達に焦点を当てた

提案を次章にて行う。投資家が商品選択する際の補助的役割を果たす存在とし

て、 IFA29によるサポートが挙げられる。 IFA とは、特定の金融機関に属さず、

独立した立場での活動を行う資産運用アドバイザーのことを指す。 IFA は、証20 

券会社よりもさらに投資家の意に沿った商品提案を行うことができるが、 IFA

情報の開示が不十分かつ不均一であることを要因に、その有用性は投資家全体

に伝達・理解されているとは言いがたい。こうした現状を踏まえ、第 4 章にて

IFA に向けた提案を通じた、新規投資家に対する金融商品・制度の有用性伝達

を図る。  25 

 

 

 

                                                     

29 Independent Financial Advisor の略  
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第 2 節  既存投資家を取り巻く課題点   

これまで新規投資家を取り巻く課題点について述べてきたが、本項では既存

投資家を取り巻く現状と課題点について考察する。前述のとおり、近年の証券

市場の動向として個人株主数は増加傾向にある。しかし株式保有比率の面から

みると、個人投資家が占める割合は低下傾向にあり、ここに既存投資家の取引5 

量増加の余地が残る。前節で述べたように、証券市場の活性化を考える際には

既存投資家の取引量増加は不可欠な要素であり、いかにして既存投資家のさら

なる投資を促すかは十分に考慮すべき点であると考える。既存投資家の取引量

が少ない背景には、金融リテラシー不足、魅力的な金融商品・制度の不足、情

報の非対称性、損失を出したためすぐに投資を諦めてしまうなど様々な要因が10 

挙げられるが、それらが複雑に絡み合って既存投資家の投資行動を抑制してい

る。本稿において我々は、既存投資家を取り巻く現状において特に注目すべき

課題点として以下の 2 点を挙げる。   

  

【金融制度の不備】   15 

現存の金融制度には、前述した NISA、ジュニア NISA、確定拠出年金制度など

様々な種類が存在する。これらの制度は新規・既存投資家の投資を促し市場を

より活性化させる目的で生み出されたが、現状として制度の整備・普及は十分

であるとはいえず、まだ多くの改善の余地が残る。これを我々は新たな課題点、

「金融制度の不備」として位置づける。そこで本稿では、いくつかの金融制度20 

の中から企業型 DC に焦点を当て、課題点について考察を行う。企業型 DC の大

きな課題は、企業側の継続教育が不十分であるという点である。導入企業では

従業員に対して金融に関する基礎的な知識や制度の概要を継続的に教育するこ

とが法令で義務づけられている。しかし現状では、定期的な継続教育が十分に

行き届いているとはいえない。実制度の運用主体である従業員が個々の商品内25 

容を吟味し、最適な商品選択が可能になるだけの知識をつけるには継続的な教

育が必要であり、知識がついていくにつれて従業員の投資への積極性も増して

いくと考える。これらを踏まえ、次章では、金融制度をより充実させるための

提案の一環として、企業型 DC の継続教育の定着が不十分という課題に対する

提案を行う。   30 



40 

 

【情報の非対称性】   

「情報の非対称性」とは、企業が持っている自社の情報と個人投資家が入手

できる情報の量と質に大きな差が生まれてしまう課題を指す。個人投資家にと

って、投資判断に用いる十分な情報が企業側から得られない場合、運用に支障

が生まれ、投資行動が抑制されてしまう可能性がある。また、取引市場におい5 

て情報の過度な滞りが生じた場合、市場の透明性や信用度も損なわれてしまう。

以上のことから、市場の透明性と信用度を確保し、市場参加者同士の取引をよ

り活発化させるためには利害関係にある双方の情報格差の解消が望まれる。こ

の課題は、近年注目が集まる ESG 投資においても発生している。現在、企業に

よる ESG 活動の情報開示は普及しておらず、企業と投資家には情報の格差が存10 

在する。これらの内容を踏まえ、続く次章では企業と個人投資家の間に生じる

情報の非対称性の課題を、 ESG 投資という切り口から解決するための提案を行

う。 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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第４章  証券市場の活性化に向けた提案  

第 1 節  流通市場  

（１）新規投資家数の増加に向けた提案  

１－１  Stock Challenge の開催  

 Stock Challenge は、複数の大学の学生を対象とした、短期のシミュレーシ5 

ョン株式投資競技である。主催は日本証券業協会、協賛は複数の金融機関とす

る。本提案は、若年層に投資を「資産形成手段」として認知させ、実際に投資

活動を始めるためのきっかけを作ることを目的とする。資料 26 にもあるよう

に、一般的な投資のイメージはあまり良いとはいいがたい。また、これからの

証券市場の活性化には多くの若年層からの投資が必要不可欠である。現在、国10 

内外において学生向け投資競技は実施されているが、それらの多くは開催期間

が数ヶ月～ 1 年であり、その内容も高度専門的なものである。これでは投資競

技、そして投資自体に対するハードルの高さや印象が変わることはない。Stock 

Challenge は、これらの課題を解決するための一手段として機能することが見

込まれる。   15 

 これを踏まえ、専門知識に乏しい学生でも気軽に参加できるような内容であ

る短期の投資競技を本提案の要とする。まず、複数の大学から 1～2 日間の Stock 

Challenge参加者を募る。参加者に事前知識獲得の必要はなく、Stock Challenge

に必要な知識・概念などは大会当日の資料・説明にて得るものとする。参加者

は個人・チームのどちらでも参加が可能である。競技内容としては、参加者は20 

最初に一定の仮想現金を与えられ、それを元手に仮想株式の売買を行う。競技

終了時点で、保有する資産総額がもっとも大きい個人・チームが優勝するもの

とする。株価は 30 分を 1 年と仮定して推移し、スクリーンなどで参加者全員が

公平に確認できるようにする。また、各銘柄の情報・過去株価推移は配布資料

によって伝え、参加者はそれぞれの銘柄の収益・リスク性を把握できる。大会25 

はノンストップで行われるわけではなく、複数のラウンドに分け、それぞれの

間に休憩時間を設ける。これにより、資産形成戦略の練り直しやチームでの作

戦会議が行われ、ゲーム・戦略性をより付与することができる。優勝者には賞

金として一定額の現金が贈呈される。また、大会参加者には投資入門の案内、
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もしくは協賛金融機関の案内を配布する。大会によって投資を少しでも身近に

感じた学生に、投資による実際の資産形成を促す狙いである。このように、簡

易的な内容の投資競技を学生向けに行うことにより、投資に対するイメージの

改善・若年層投資家の増加のための足がかりを作ることが本提案では期待され

る。   5 

 

１－２「ジュニア NISA 講習の義務化」の提案   

 ジュニア NISA の実際の投資運用・意思決定を行うのは運用管理者であるた

め、利用者を実質的な投資家と認識することは難しい。よって、本稿ではジュ

ニア NISA 利用者を潜在投資家とし、その多くが、投資知識が乏しいゆえにジュ10 

ニア NISA 以降の投資に消極的になるものと考える。つまり、利用者を非投資家

層とほぼ同義として捉えるのである。   

 前述のように、非規投資家層が投資に踏み切らない原因の１つとして、「投

資知識の欠如」が挙げられる。本提案は、この課題を解決し、新規投資家数を

増加させるための施策である。ジュニア NISA 利用者に講習の受講を義務づけ、15 

受講が完了するまでは払い出しを認めない。  

 まず、18 歳になった利用者宛てに講習の通知を送付する。この講習は、各地

方に講習会場を設置し受講してもらう。また、様々な事情で会場まで赴くこと

が難しい利用者のために、 Web 上で受けることが可能なオンライン講習も用意

しておく。そして、講習の最後にはその講習の内容に関する簡単な確認テスト20 

を用意することで、知識の定着化を図る。講習を受講した利用者には、参加し

たことを証明する修了証を発行し、その修了証を持つことで、ジュニア NISA 口

座からの払出しが可能になる。この講習を受講することによって投資に関する

基礎知識をつけることができ、前述した「投資に回せる金はあるが、とりあえ

ず現金・預金として保有する」という思考も解消されることが期待できる。ま25 

た、ジュニア NISA から NISA に移行した際も利用者自身が自ら運用していく不

安を解消することができ、投資家数の拡大を図ることができると考える。   

 

 

 30 
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１－３  国内 IFA 促進プラットフォームの構築  

本提案は、個人投資家が公正に IFA を比較・検討できるプラットフォームと

しての WEB サイトと情報開示における共通フォーマットを作成するというもの

である。これにより、前述の「金融商品・制度の有用性の伝達不足」という課

題を解決することを本提案の目的とする。   5 

 新規投資家が IFA を探すために利用できる既存のサイトでは、掲載されてい

る IFA が一部に限定されており、公正に IFA を比較・検討できる環境整備がな

されていないのが現状である。新たに作成するプラットフォームでは、 WEB サ

イトへの情報の掲載を IFA として登録された全法人・個人に対して義務付ける。

このことによって、 IFA を投資家にとってより近い存在にすることが可能にな10 

る。また、 WEB サイトに掲載する情報に関しては、共通フォーマットを作成す

る。具体的な内容としては資料 27 にある 4 項目を検討している。 

 

  

出典：著者作成  15 

 

「基礎知識」は、IFA の名称、所在地、営業時間、提携証券会社などの投資家

が把握したい基本的な内容を指し、「専門分野」については選択制にすること

で、顧客が IFA を検索する際のタグとしても活用できる。また、「実績」の項

目は、利用者からの預かり資産や運用益から算出する。「 CS 度」とは顧客満足20 

度を指し、以前に仲介契約を結んだ顧客からのアンケートを基に掲載すること

を想定している。プラットフォームの運用会社としては、国の協力のもと IFA

資料  27：共通フォーマットに定める 4 項目  
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専門の機関を新規に創設する。現在の IFA の登録は内閣総理大臣が行っている

が、登録の業務も専門機関が担うことで、 IFA の登録からプラットフォームで

の情報開示までの円滑なフローの実現が見込まれる。   

本提案の実施により、投資家が IFA に関するより正確な情報を獲得し、公正

な比較・検討を行うことができる。また、 IFA は適切な情報公開を通じて、顧5 

客とのミスマッチを減らし、より顧客の要望に応えることが可能になる。この

ように投資家・ IFA 双方に働きかけることで IFA の制度自体の有用性の伝達に

つながり、これまで投資に馴染みのなかった顧客層の投資促進が期待できる。  

 

（２）既存投資家の取引量増加に向けた提案  10 

２－１  企業型 DC における継続投資教育の義務化  

 本提案は、前述の課題点、「金融制度の不備」を解決する一環としての提案で

ある。企業型 DC において投資教育は事業主の責務とされている。現状、投資教

育は制度導入時においてほぼすべての事業主にて実施されているが、継続投資

教育についてのみ着目すると約 6 割と実施率が低い事が指摘されている 30。こ15 

の現状に対して改正 DC 法が施行され、 2018 年 5 月 1 日から継続投資教育の実

施は「配慮義務」から「努力義務」へと格上げされた。具体的な変更内容は、

厚生労働大臣に提出しなければならない企業型 DC に係る業務についての報告

書に「資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況」

欄が設けられ、「導入時の投資教育」と「導入後の継続投資教育の実施有無およ20 

び開催頻度」の報告が義務化された事である。一見すると、継続投資教育自体

が義務化されたかのように思えるが、改正 DC 法では継続投資教育の実施が義

務化されていないことに加え、実施形式については問われていない。つまり、

報告書に記される継続投資教育の質は不均一であり、どのような教育を行って

いたとしても、事業主は努力義務を果たしているとして報告書を作成する事が25 

出来てしまう。 

 我々は、このような企業型 DC の現状に対して「選択式の継続投資教育の義務

化・実施状況報告書の提出」を提案する。本提案は、企業が行う継続投資教育

                                                     
3 0  労働金庫連合会 (2018)「改正 DC 法の概要と継続投資教育の努力義務化について」より引用  

http://www.rokinren.com/kigyonenkin-support/documents/cp_news_027.pdf  

http://www.rokinren.com/kigyonenkin-support/documents/cp_news_027.pdf
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の質を底上げし、投資家にとって効果的なものにすることを目的とする。具体

的には、企業型 DC 導入企業に対して継続投資教育の選択肢を与え、労働金庫連

合会主導のもと実施状況の管理を行う。ここで事業主に与える選択肢は「①集

合形式セミナー」「②e ラーニング」「③DVD の配布＋確認テスト」の 3 つであ

る。それぞれの選択肢にメリット・デメリットが考えられるが、各企業は経営5 

状況や従業員の意思に合わせて、最も自社のニーズにあったものを選択する事

ができる。継続投資教育の管理を行う労働金庫連合会とは、全国 13 の労働金庫

を会員とし、業態共通の商品やサービスの開発・提供等を行う中央金融機関で

ある。企業に与える選択肢のうち、「集合形式セミナー」については労働金庫連

合会が既にサービスの提供を行っている。また、勤労者との生涯取引を推進す10 

ることを重点課題とし、勤労者のライフイベントに応じた親身で丁寧な相談・

提案活動、金融教育などの取組みを展開し、勤労者の生涯にわたるライフプラ

ンのサポートを行っている 31ことからも、「 e ラーニング」「 DVD の配布・確認テ

スト」について管理する能力が十分に備わっていると考えられる。このように、

労働金庫連合会が管理することによって、企業は無理なく継続投資教育をとり15 

入れる事ができる。これにより、投資家が自らの資産形成に積極的になり、既

存投資家の取引量拡大に繋がることが本提案では期待できる。  

 

２－２  「環境報告ガイドライン」の活用  

 企業の ESG 活動や情報開示が投資活動に与える影響は前述のとおりである20 

が、現状、情報開示のあり方として挙げられるのが企業ごとに発行する環境報

告書と統合報告書であり、投資家は ESG 対話プラットフォーム 32等を用いてこ

れらの情報を取得することができる。環境報告書とは、一般的に、 ESG 報告書

や CSR 報告書などの環境に配慮した活動に関する非財務情報報告書の総称を意

味する。このような非財務情報に加え、財務情報を記載したものが統合報告書25 

である。しかし、資料 28・ 29 にもあるように、統合報告書発行企業数の少な

                                                     
3 1  労働金庫連合会 HP より引用  

http://www.rokinren.com/ 

3 2  2013 年から環境省が提供している、企業と投資家が環境情報を中心とした実質的な対話をする

実証事業  

http://www.rokinren.com/
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さ・環境報告書発行企業割合の伸び悩みなど、各企業には報告書を用いた ESG

情報開示が普及しておらず、投資家による適正な ESG 評価が難しい。 

 

資料  28：統合報告書発行企業数の推移  

出典： KPMG ジャパン (2018)「日本企業の統合報告書に関する調査 2017」より引用  5 

 

資料  29：環境報告書発行企業割合の推移  

出典：環境省  もっと知りたい環境報告書 HP より引用  

 

これを踏まえ、我々は「情報の非対称性」の一環として存在する、この「企10 

業の ESG 活動における情報開示の未定着」に対しての解決策として、「環境報
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告ガイドライン  2018 年版」の活用を提言する。 

 環境報告ガイドラインとは、環境省によって 1997 年に策定されて以降、改

定が繰り返されている、企業等が環境報告を行う際の実務的な手引きとなる指

針である。 GRI33や IIRC(国際統合報告評議会 )34の定めるガイドライン・フレ

ームワークと異なる点として、環境報告を作成する際の手順等や難解な記載事5 

項等の解説、例示等をまとめた解説書を作成しており、日本の中小企業等も利

用しやすい内容となっている。中小・ベンチャー企業が ESG 情報を発信できて

いない理由として、報告書の作成に関するノウハウがない等の理由が挙げられ

る。そのような企業が積極的に環境報告ガイドラインを活用することで、環境

報告書を作成・開示する企業数が増加する。これに伴い、 ESG 投資に興味のあ10 

る海外投資家の新規参入と既存国内投資家の取引量の増加が見込まれる。ま

た、社会問題に配慮した ESG 投資の普及により、長期的観点において、投資の

イメージ改善による新規投資家の増加も期待できる。加えて、報告書を作成す

る企業の増加により、前述の ESG 対話プラットフォームでの情報開示・取得が

より活発化することが見込まれる。これらの効果により、前章で述べた「情報15 

の非対称性」の解消に繋がる。 

 

第 2 節  発行市場  

発行市場の活性化のために必要とされる発行量の増加が、「成長企業の新規

上場」と「既上場企業の増資」それぞれの増加によって為されることは前章で20 

述べたとおりである。しかし、国内における既上場企業が増資に踏み切ること

は少ないため、本稿では「成長企業の新規上場」の増加に焦点を当てる。  

 ここで、発行市場の現状について記述したい。国内における 2017 年度の

IPO 件数は 90 件 35であり、資料 30 と併せて検討すると 2016 年度 36を除けば増

加傾向がみられる。しかし、 IPO 件数は株価と連動して推移する傾向があるの25 

に対し、 2000 年代半ばと株価がほぼ同水準にある現在でも IPO 件数は半分程

                                                     
3 3 UNEP(国際環境計画 )に認められている非営利団体  
3 4 国際的な連合団体  
3 5 あずさ監査法人 (2018)「 2017 年の IPO 動向について」 P.1 より引用  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-ipo-report-201712.pdf  
3 6 2016 年度の IPO 件数が前年比で減少したのは、東証による新規上場の審査強化のためと考えら

れる。  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-ipo-report-201712.pdf
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度にとどまっている。このことからも IPO における改善の余地があるといえ

る。 

出典：大和総研（ 2017）「 IPO 市場の動向と国際化に関する比較」より引用  

 

また、米国と比較するとわが国における起業者・起業予定者の割合は半分以5 

下であり、 VC 投資額の対 GDP 比率に関しても 7 分の 1 以下とかなり低い水準

となっている。上記を踏まえ、国内の IPO 数の継続的な増加を促すためには、

起業を志す人数の増加や、創業からの段階的な資金調達への支援を今後も拡大

していく必要がある。 

加えて、2016 年 4 月に日本経済再生本部が発行した『ベンチャー・チャレン10 

ジ 2020』 37では、政府が地方と世界をつなげる架け橋としての役割を果たすこ

とによる国内ベンチャー企業のさらなる飛躍を見据え、その政策を明記してい

る。これまで政府が注力してきた取り組みに併せて、『ベンチャー・チャレンジ

2020』に記されている政策を実施することで、より高次的な発行市場の活性化

を実現し、最終的に証券市場の活性化の促進につながることが理想である。  15 

 

                                                     
3 7 日本経済再生本部 (2016)「ベンチャー・チャレンジ 2020」より引用  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/venture_challenge2020/pdf/venture_challen

ge2020_pamphlet.pdf  

資料  30：上場件数（ IPO 件数）の推移と市場ごとの内訳  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/venture_challenge2020/pdf/venture_challenge2020_pamphlet.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/venture_challenge2020/pdf/venture_challenge2020_pamphlet.pdf
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おわりに  

 本稿では、目指すべき証券市場の姿を「財・サービス市場を含めた資源循環

サイクルにおいて、各経済主体に資金が最適に配分される状態」と定義し、証

券市場の活性化について論じた。まず、第 1 章では証券市場・証券の概要を整

理し、それらを踏まえた上で、我々の考える取引所のありかた・目指すべき証5 

券市場の姿について述べた。さらに、本稿の軸となる証券市場の活性化につい

て、発行市場・流通市場の両市場からのアプローチ方法を示した。第 2 章では、

証券市場を取り巻く動向として経済情勢や他国の現状等を踏まえてさまざまな

切り口から論じた。また、企業規模ごとの資金調達の現状、国内外投資家の市

場参加状況と市場参加を助長する制度・サービスの現状について分析を行った。10 

第 1 章での定義付け、第 2 章での市場分析に基づき、第 3 章では証券市場の活

性化について流通市場と発行市場、特に流通市場を中心に課題点を洗い出し、

第 4 章で課題点に対する提案・提言を行った。資産形成手段としての投資の認

知度不足に対する提案「 Stock Challenge」では、投資に関するイメージの改善・

若年層投資家増加を期待することができる。投資に関する知識の欠如に対する15 

提案「ジュニア NISA 講習の義務化」では、若年層のうちから投資に関する基礎

知識をつけることができ、また、ジュニア NISA から NISA に移行した際も利用

者自身が資産運用を行う不安を解消し、投資家数の拡大を図ることができる。

金融商品・制度の有用性の伝達不足に対する提案「国内 IFA 促進プラットフォ

ーム」は、 IFA 自体の有用性伝達につながり、これまで投資に馴染みのなかっ20 

た顧客層の投資促進が期待できる。これら３つの提案はすべて新規投資家を投

資へと促す効果を発揮する。また、金融制度の不備に対する提案「企業型 DC に

おける継続投資教育の義務化」では、既存投資家の取引量拡大が期待される。

情報の非対称性に対する提案「環境報告ガイドラインの活用」では、企業の情

報開示・投資家の情報取得がより活発化することが見込まれ、課題の解決に繋25 

がる。これら 2 つの提案は既存投資家の取引量拡大を期待することができ、前

述した 3 つの提案と併せることで取引量を拡大することができる。また、発行

市場については課題を挙げた上で留意すべき点を述べ、証券市場活性化への道

筋を示した。 
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 以上が、我々の考える証券市場の活性化を図る取り組みである。発行・流通

の両市場からアプローチを行うことで、資源循環サイクルは滞りなく機能し、

日本経済の活性化を実現するのである。  
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https://www.ifinance.ne.jp/learn/bond/bdb_2.htm 

株式会社楽天証券 (2016)「日経平均の動きと、外国人投資家の売買動向 (売買差

額 )」  

https://media.rakuten-sec.net/articles/-/2815 

株式会社東京証券取引所 (2018)「投資部門別  株式売買状況  東証第一部［金額］20 

全 52 社」 

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-

type/nlsgeu000002vn18-att/stock_val_1_y17.pdf  

日本銀行調査統計局 (2018)「資金循環の日米欧比較」 

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf  25 

日本証券業協会 (2018）「 NISA 口座開設・利用状況調査結果について」   

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

厚生労働省 HP  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshut

su/sekou.html  30 

https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/tvdivq0000008q5y-att/JPX_working_paper_Vol21.pdf
https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/tvdivq0000008q5y-att/JPX_working_paper_Vol21.pdf
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日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社  個人型確

定拠出年金 iDeCo ポータル  HP 

http://www.jis-t.kojingata-portal.com/houkaisei/  

国民年金基金連合会 (2018)「中小事業主掛金納付制度の概要」   

https://www.ideco-5 

koushiki.jp/library/pdf/small_ownership_overview300313.pdf 

One Tap BUY HP  

https://www.onetapbuy.co.jp/  

株式会社クラウドポート「 CROWDPORT NEWS」  HP 

https://www.crowdport.jp/news/4026/  10 

株式会社東京証券取引所 (2017)「コーポレートガバナンス・コードへの対応状

況」   

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy -

att/nlsgeu000002nrg9.pdf  

労働金庫連合会 (2018)「改正 DC 法の概要と継続投資教育の努力義務化につい15 

て」   

http://www.rokinren.com/kigyonenkin-support/documents/cp_news_027.pdf  

労働金庫連合会  HP  

http://www.rokinren.com/ 

企業年金連合会 (2018)「確定拠出年金の統計」 20 

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/nenkin/suii/suii03.html 

株式会社大和総研 (2012)「ベンチャー企業の資金調達」 

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-

mkt/securities/12030201capital-mkt.pdf 

野村総合研究所 (2015)「起業・ベンチャー支援に関する調査」  25 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000285.pdf 

あずさ監査法人 (2018)「 2017 年の IPO 動向について」 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-ipo-report-

201712.pdf 

（順不同） 30 
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