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序章  

 我が国の証券市場の利便性向上を目指した、包括的な金融システムの改革で

ある日本版金融ビッグバンの実施、金融庁の設立、幅広い金融商品へ包括的に

対応すること等により利用者の利便性の向上を図った金融商品取引法の施行等、

様々な証券市場の活性化策が実施されてきた。また、「貯蓄から投資へ」の流れ5 

を促進するために NISA 制度の導入、企業による確定拠出年金の利用拡大が図

られてきた。しかし、未だ家計において「貯蓄から投資へ」が浸透したとはい

い難い。家計の保有する金融資産は約 1,700 兆円もあり、その約半分は現預金

として家計に貯蓄されている。今後、少子高齢化等により個人の資産形成の重

要性はより一層高まっていくはずである。資産形成を行っていくうえで、家計10 

のリスクマネーが証券市場に流れることで、証券流通市場の活性化となる。流

通市場が活性化されることで、発行市場でも有価証券の発行による資金調達が

盛んになり、証券市場全体の活性化につながるはずである。そのため、家計の

投資を促すための期間投資家等の運用のパフォーマンスの向上は必要となって

くるのではないだろうか。  15 

 本稿では、まず第 1 章で「証券」と「証券市場」の概要について述べ、発行

市場、流通市場の特徴についてまとめる。次に、第 2 章では、証券市場の現状

として主な金融資産、流通市場の構成要因、流通市場の果たすべき役割につい

て述べる。第 3 章では、国内投資家の現状として個人投資家である家計につい

てまとめ、国内投資家が株式投資に積極的でない理由の分析を行う。第 4 章で20 

は、各主体についての課題をまとめる。そして、第 5 章では、第 4 章でまとめ

た課題について、証券流通市場を活性化させるための施策の提案を行う。  
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第 1 章 証券市場  

 第 1 章では、証券流通市場の活性化にあたり、まず証券市場の概要を述べる。

第 1 節では、証券の定義にふれ、第 2 節では、金融市場の説明の下、証券市場

について述べる。第 3 節では、発行市場・流通市場の違い等を述べる。  

 5 

 第 1 節 証券とは  

 証券とは、財産法上の権利や義務に関することを記載したものを指す。一定

の権利や権限や義務や事実に関することを示す効力を持ち、法的効力もある。

そして、大きく「有価証券」と「証拠証券」との 2 つに分類することができる。  

 「有価証券」とは、証券そのものに財産的な価値があり、記載された権利の10 

行使や移転が行われるものである。財産の権利を証明する証拠にもなり、有価

証券は譲渡により、財産的な権利を簡単に移行させることができる。具体的に

は、株券、社債券、手形、小切手や船荷証券、国際証券、地方債証券等が挙げ

られる。その中でも特に証券市場で取引される証券は、「金融商品取引上の有価

証券」である。これは、金融商品取引法 2 条 1 項で定義されている。1 項では15 

権利を表す証券・証書が発行されている有価証券が定義されている。  

 「証拠証券」とは、一定の権利や権限を証明する文書や書面のことである。

証券そのものには価値や権利はなく売買の対象とならない。具体的に預金証書

や借用証書や受領書等が挙げられる。  

 20 

 第 2 節 証券市場とは  

 金融市場とは、資金余剰主体（貸手）から資金不足主体（借手）へと資金が

融通される場であり、間接金融と直接金融に分類される。間接金融とは、資金

不足主体が金融機関を通じて間接的に資金を調達する取引を指す。これに対し

て直接金融とは、資金不足主体が金融機関等の第三者を介入させず社債・株式・25 

公債等を発行し、直接的に資金余剰主体から資金を調達する取引のことを指す。

この直接金融が行われる市場が「証券市場」であり、証券市場は、「発行市場」

と「流通市場」に分類することができる。  
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 第 3 節 発行市場・流通市場とは  

 発行市場とは企業が資金の調達のために新たに有価証券を発行して、直接ま

たは銀行や証券会社等を介して投資家が証券を取得する市場のことであり、プ

ライマリーマーケットとも呼ばれる。発行市場は、取引所のような具体的な市5 

場のない抽象的なものとなっている。  

 流通市場とは発行市場で既に投資家が取得した有価証券を別の投資家へ取引、

流通する市場のことであり、セカンダリーマーケットとも呼ばれる。発行市場

とは異なり取引所のような具体的な市場が存在する。対象となる証券の種類か

ら、株式（株券）の取引が行われる株式市場や公社債（債券）の取引が行われ10 

る債券市場に分けることができる。流通市場が存在していることで、投資家は

証券を現金化することが可能となる。  

 発行市場により投資家は証券を取得し、それらを流通市場で投資家間の売買

を行う。そのため、この二つの市場の関係は非常に密接であり「車の両輪」と

も比喩される。流通市場の活性化により、流動性が保たれることで、投資家は15 

安心して証券を取得すことができ、企業も証券発行による資金調達を可能とす

る。  

 このように、発行市場と流通市場は、密接な関係にあるため 2 つの市場の活

性化が重要となる。本稿では、発行市場の拡大にとって重要な流通市場の活性

化について述べていく。  20 
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第 2 章 証券市場の現状  

 第 2 章では、証券市場の現状として、第 1 節では証券市場で取引される主な

金融資産について述べる。第 2 節では、証券市場で取引を行うプレイヤーにつ

いて主体ごとに述べ、第 3 節では、証券流通市場の果たすべき役割について述

べる。  5 

 

 第 1 節 主な金融資産  

（1） 株式  

 株式とは、株式会社が事業等に必要な資金を調達するために発行する証券の

ことである。また、出資者である株主の権利には、①株式会社への投資による10 

議決権、②利益配当の請求権、③解散時の残余財産分配請求権等が挙げられる。

株式は、証券取引所で取引されており、企業が設立された際や業容拡張時に増

資される。株式発行により調達された資金は、返済及び利子の支払いが不要で

あるため、株式は企業にとって借入、社債等での資金調達と比較して、より安

定的な資金であるといえる。  15 

 株式会社が新株発行を行って資本金を増資することを、株式増資という。株

式増資には①有償増資、②無償増資、の二種類が存在する。有償増資とは、新

株を発行し、株主から一定の払い込みを受ける増資を指す。有償増資の形態は、

新株発行の対象とする投資家によって、公募増資と第三者割当に分けられる。

公募増資とは、不特定かつ多数の投資家に対して、新株の取得の申し込みを勧20 

誘することにより、増資を行う方法である。また、第三者割当とは、株主であ

ることを問わず、特定の第三者に新株引受権を与えることにより、増資を行う

方法である。これら有償増資の形態に対し、無償増資の形態に株主割当がある。

株主割当とは既存の株主に対して、所有株数に応じて新株引受権を与えること

により、増資を行う方法である。  25 

 

（2） 債券  

 債券とは、企業や政府等の発行体が、長期の資金を調達するために発行する
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債務証書である。債券が株式と異なっている点は、発行時点で利率や利払い方

法が決定しており、満期には元本を返済する義務があるという点である。よっ

て、債券は投資家にとって株式より比較的安全な取引が可能な証券であるとい

える。株式は、ハイリスク・ハイリターンで将来の不確定な収益であり、債券

はローリスク・ローリターンで安定した収益を期待できるといえる。しかし、5 

債券は確実に安全とはいい切れず、リスクの大きさは各銘柄により全く異なっ

ている。債券投資は、資金不足主体にお金を貸し付けることなので、本来なら

期限になれば元本が償還されるが、借り手が期限までに債務不履行となれば元

本は戻ってこない。このようなリスクのことを、デフォルトリスクと呼ぶ。  

債券のデフォルトリスクを評価する参考指標として、格付けが存在する。格10 

付とは、担保の有無や財務上の特約や他の負債の優先劣後条件等により、発行

企業の財務や営業状況を分析し、元利払いの安全性を測定した結果を記号で表

す。格付けは、ムーディーズのような第三者の中立的な評価機関が行うことに

より公平性を保っている。アメリカの社債市場が発祥であり、日本では 1980 年

に導入されたが、今日では債券の発行会社は格付を取得するのが一般的である。15 

AAA 格が最上位でありその下の AA・A・BBB とランク分けされ、信用度は低

下するが通常この 4 つの格付けを投資適格と呼んでおり、BB 以下の債券は投

資不適格債と呼ばれている。しかし、格付けが低い債券ほどリスクもリターン

も高く設定されており、高利回り債とも呼ばれている。欧米の発行市場では、

格付けの低い債券は定着しているが、日本では BBB の債券ですら不調である。20 

この投資不適格債の立ち位置を改善し、より魅力的にする余地はあると考えら

れる。  

 

（3） 投資信託  

 投資信託とは投資家から集めた資金をまとめ、専門家による国内外での債券25 

や株式等で運用される金融商品である。投資信託には二つの特徴があり、一つ

目は資金を小口化し、分散投資することでリスクを軽減することである。投資

信託を利用することで、１万円程度の投資額から投資を行うことができる。つ

まり余裕資金のあまりない個人投資家でも、投資が行いやすい金融商品ではな
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いかといえるだろう。二つ目に専門家による運用である。個人投資家が専門家

に自分の資産を運用してもらうことで、金融リテラシーの低い投資家でも自分

にあった最善の投資が可能である。  

 投資信託は「公募投資信託」と「私募投資信託」の 2 つに分けることができ

る。「公募投資信託」とは、不特定多数（50 人以上）の投資家に募集する投資5 

信託である。個人投資家が購入する株式投資信託や公社債投資信託が分類され

る。「私募投資信託」とは、特定または少数（ 50 人未満）の投資家を対象とす

る投資信託である。  

 公募投資信託の代表的なものとして、ETF（上場投資信託）がある。ETF と

は、値動きが株価指数等各種インデックスに連動する投資信託であり、一般的10 

に最低投資単位が低い、取引コストが低い、流動性が高い信用取引も可能とい

った特徴がある。  

 

 第 2 節 証券流通市場の構成要員  

（1） 投資家  15 

 個人投資家とは、明確な定義は存在しておらず会社の資産ではなく、個人の

資産で証券や投資信託や外貨や金融資産等に投資を行う人のことを指す。近年

では、1 日の取引で利益を重ねるデイトレーダーや、投資について高度な専門

知識やノウハウを持たない主婦や会社員等の投資家が増加している。それに伴

い知名度や会社の認知度や株主優待に影響されることも少なくない。  20 

個人投資家の 56%は 60 歳以上のシニア層であり、年収は 300 万円未満が

49%と最も多く、全体の 73%が年収 500 万円未満である。そして、75％が株式、

53%が投資信託、22%が公社債を保有している。（図表 1 参照）昨年の調査と比

べても大きな変化はない。  

 25 
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図表 1 個人投資家の証券保有状況

 

出所）個人投資家の証券投資に関する意識調査（概要）より筆者作成  

株式の投資方針として、長期保有し値上がり益があれば売却を考えている投

資家が大半であるが、次いで多かったのが特に決めていない投資家である。ま5 

た、配当や株主優待を重視している人も少なからず存在する。株式の保有期間

としては、10 年超が 33%で最も多く半数以上が 5 年以上となっており、1 年以

下は 13%であった。（図表 2 参照）  

図表 2 株式の平均保有期間  

 10 

出所）個人投資家の証券投資に関する意識調査（概要）より筆者作成  
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個人投資家が保有する株数は少なく、保有期間が不安定であることから安定

した株主とは考えられていない。しかし、企業にとって個人投資家獲得による

メリットはあるといえる。それは、具体的に消費者の株主化による安定した長

期保有者化や独自の経営方針のためや安定株価の形成のためということが挙げ

られる。そのため、個人投資家が求める IR が重要となってくるだろう。  5 

 次に機関投資家とは、機関投資家とは第 3 者から集めた大口の資金を運用・

管理する法人投資家の総称であり、市場において重要なプレイヤーである。つ

まり、機関投資家は個人投資家等から委託された資金を運用するため、個人投

資家よりも運用する資金や情報量等が多い。また、機関投資家は一般的に、長

期的な投資を行う法人投資家である。  10 

優良企業の株を、適切に調査してから買いの判断を行うので、企業の中長期

的な成長や経済状況を見ながら運用を行う。そのため、上昇トレンドになれば

まとまった資金で買い足し、下降トレンドになれば大量に売り出しを行う。よ

って、大量の資金を運用するため、機関投資家の動向による市場での存在感は

大きく、相場形成に与える影響も大きいといえるだろう。機関投資家の発展は15 

市場の発展に繋がると考えられる。  

 機関投資家には様々な資産運用グループが存在する。具体的には、投資顧問

会社、生命保険会社、損害保険会社、信託銀行、投資信託会社、年金基金等が

挙げることができる。また、グループごとに資金の元手は異なる。例えば、生

命保険会社や損害保険会社の場合、加入者の保険料収入が元手となる。又、投20 

資信託会社の場合、投資信託を購入した投資家達の提供した資金が元手となる。 

 市場における機関化投資家の比率が相対的に高まる傾向を機関化といい、機

関投資家の影響力が増すことによって、価格形成等で生じる様々な現象を機関

化現象という。機関化は、証券市場における主要な投資主体が、個人投資家か

ら機関投資家へ次第に移る過程で発生する。  25 

証券投資の主体が個人投資家から機関投資家へシフトするのは、必然的な成

り行きといえる。個人投資家が、それぞれ自己資金の範囲内で個別に証券投資

を行うよりは、資金をプール化した上でまとまった金額で運用したほうが効率

的な運用が期待できるからである。機関投資家に資金運用を委託する効果は、
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分散投資、運用コストの節約、専門知識の活用等が挙げられる。  

 一方で個人投資家の市場における位置づけを見ると、国内の第二次世界大戦

後の株式市場では、個人投資家は保有構造においても売買構造においても中心

的な役割を果たしていた。投資信託や年金基金等の機関投資家が十分に育って

いなかったため、個人投資家が株式市場で直接売買する機会が相対的に多かっ5 

たのである。戦後の高度成長期に株価が著しく上昇したことも、個人投資家に

株式売買を促す要因となった。ところが、1970 年代の石油ショック時の市場混

乱期を経て 80 年代に入ると、機関投資家の保有資産が増加し、機関投資家に

よる証券保有や売買のシェアが増加していった。こうした機関化の進展に伴っ

て、証券市場における個人投資家の影響力は次第に小さくなっている。  10 

（2） 企業  

 法人企業は商品やサービスの生産・販売等、多様な活動を通じて利益の獲得

を試みる経済主体である。その為に企業は継続的な販売、生産活動が必要で、

それの必要資金を様々な手段で調達している。資産構成は調達方法によって内

部資金、外部資金に分けることができ、内部資金は内部留保、減価償却がこれ15 

に該当する。また外部資金は借入、株式、社債等が該当する。これらの量を変

えて資産構成し資金調達を行っている。実際は内部資金で資産構成し、運用す

ることができるのであれば、返済や利子、配当金の支払いが不要であるため安

全性は高くなるため、それが理想であるといえるだろう。しかしそれだけでは

資金は賄いきれない。また内部留保を中小企業は大企業のように保有している20 

わけではないため、多くは借入や株式での外部資金調達から構成される。具体

的に数値で表すと、借入が 22,7%、有価証券が 58,1%1で 8 割以上外部資金とな

っている。このようになった背景には、80 年代以降の金融の自由化、国際化に

よる株式・社債市場における取引の活発化があると考えられる。また 08 年か

らの金融危機による一時的な借入の上昇、後の株価高騰を経て資本市場を通じ25 

た資金調達ルートの整備も有価証券を主とした外部資金調達が促進されたと考

えられる。  

                                                   

1図説  日本の証券市場 2016 年版より  
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 今日の企業は、コーポレートガバナンスやインベスターリレーション（以下

IR）を意識した透明性を重要視することが大切であるといわれている。このよ

うに投資家に対する安全性を呼びかけることは大切であるといえる。しかし利

益という面ではあまり投資家に対する配慮がなされていない。  

 上記より、一般的な法人企業は、有価証券を中心とした外部資金調が主流で5 

ある。しかし、企業は利益を追求するため、株式、社債の面等で投資家への配

慮を考えた経営があまりなされていない傾向にあるといえるだろう。  

（3） 証券会社  

 証券会社とは、株式会社と投資家を結び付け、証券の発行と流通を円滑に機

能させる役割を担う企業である。また証券会社は、証券業を営む金商品取引業10 

者である。証券会社は内閣総理大臣の登録を受け、開業が許可されるため、一

般的な株式会社とは異なる。  

証券会社は現在、投資家目線での営業姿勢や、ライフプランに沿ったポート

フォリオ作成におけるアドバイス等の、マネーコンサルティング・サービスの

提供が求められる。その要因として、世間一般で、将来の年金に対する不安や15 

資産運用の在り方が見直されている中、専門的な金融リテラシーの必要性が、

高まっているためである。  

 証券会社の主な業務は、①ブローカー、②ディーラー、③アンダーライティ

ング、④セリング、の 4 つである。ブローカー業務とは、株式の売買を試みて

いる投資家から委託され、それを証券取引所に伝える仲介的な業務である。こ20 

の時、証券会社は投資家から委託された際に、委託手数料を受け取る。ディー

ラー業務は、証券会社自身の資金で、株式の売買を行う業務である。また、デ

ィーラー業務は、証券会社が自己資金を自己の利益のために運用し、利益の最

大化を図ることを目的としている。アンダーライティング業務とは、株式を発

行した企業等から、株式等の有価証券を買い取り、広く投資家に売る業務であ25 

る。この時発行される有価証券は、株式会社や国、地方自治体等が、資金調達

を目的とした有価証券である。また、証券が売れ残った際には、証券会社がそ

れを引き取る。セリング業務は、新たに発行された株式を一時的に預かり、投

資家に対して売買を行う業務である。つまりセリング業務は、新規模発行証券・
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既発発行証券の買い入れのため、勧誘を目的とした業務である。上記で挙げた

ブローカー業務を行う際に、発生する仲介手数料は証券会社の最も大きな収入

源である。  

（4） 証券取引所  

 証券取引所とは、証券流通市場の中心をなしており、株式や公社債等を売買5 

する場である。そして、証券の売買注文を自らの市場に集中させることにより、

大量の需要を発生させ、市場流通性を高めると同時に公正な価格形成を図る役

割もある。  

取引所取引とは、投資家から株式の売買注文を受けた証券会社が、その注文

を証券取引所に伝えるという仕組みである。そして、大量の注文を公正かつ円10 

滑に執行するために売買の定型化があり、取引時間や値段を指定する方法や取

引単位や決算方法等についての細やかな規定のことである。加えて、価格優先

の原則と時間優先の原則から成り立つ競争売買の原則を基本に行われている。

成立した取引の値段は、取引所内に掲示されるのと同時に、全国の証券会社や

報道機関へと伝えられる。  15 

証券取引所では上場基準（株式数、株主数、純資産等についての一定基準）

を満たした会社の株式等が、売買の対象として取引されている。さらに、上場

会社に対し財務内容等の公開を義務付け、また投資家にとって必要な情報をタ

イムリーに開示することが求められている。現在日本には、東京証券取引所・

名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所の 4 か所があり、その中20 

でいくつかの市場に分けることができる。その中でも東京証券取引所は、ニュ

ーヨーク証券取引所とロンドン証券取引所から成る「世界 3 大証券取引所」と

されている。そして世界の証券取引の時価総額ランキングでも第 3 位 2となっ

ており、アジア最大の市場にして日本の証券市場において重要な役割を果たし

ているといえる。  25 

 

                                                   

2 WFE 公開データより、 2015 年 2 月末  
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 第 3 節 証券流通市場が果たすべき役割  

 証券市場の重要な機能として、不確実性のもとで経済資源を空間および時間

を超えて効率的に配分しその利用を促すことにある。証券市場はこれらの最終

的な機能を果たすために、「資本移転機能」と「価格発見及び資本の効率的配分」

の基本的な機能がある。金融市場は、異なる産業や異なる地域間での資源の移5 

転、そして、経済的資源の異時点間での配分を可能にする。これは直接金融の

場である証券市場にも、間接金融にも共通に見出される機能である。  

 「資本移転機能」とは、有価証券での資金余剰主体から資金不足主体への資

本移転（余剰主体から見れば資金調達、不足主体から見れば資産運用）である。  

例えば、家計は自らのライフプランに合わせ、生涯での消費と貯蓄のバラン10 

スがとれるよう、ライフイベントに備え貯蓄や投資により資金を最適に配分す

る。こうして貯蓄された富は、金融仲介機能での間接金融市場を経由して、ま

た、一部は投資による直接金融市場を経由して、最終的に資金不足主体である

企業等の経済活動に用いられる。間接金融市場での、金融機関の金融仲介機能

はこの資本移転を促す。預金等を通じて資金余剰主体から集めた資金を、貸出15 

や証券保有のかたちで資金不足主体へ資金を移転する。また、直接金融市場で

ある証券市場では、発行市場において資金不足主体が発行した有価証券が、流

通市場において投資家間での売買が行われる。発行された有価証券への投資に

より、資金不足主体への資本移転の機能を果たす。この際、国内の資金余剰主

体から集めた資金を、新興国を含む海外の有価証券に投資することにより、地20 

域を越えた資本移転が可能となる。  

 次に「価格発見及び資本の効率的配分」とは、証券市場において形成される

有価証券の価格メカニズムに基づいて過不足なく各産業、各企業に資本配分す

る機能である。証券市場における価格メカニズムの形成は、企業の将来のリス

クを含めて評価され決定される。そして、市場が適正に運営されており証券市25 

場が正しく機能しておれば、より正確な価格情報が提供される。  

 資本配分機能では、間接金融の金融仲介機能の場合には、取引相手の返済能

力や信用度の審査をして貸出等を行うが、証券市場においては、市場から提供

される証券価格等の情報を元に投資を行う。すなわち、企業の収益性が高い、
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あるいは今後の利益成長が期待できる成長産業に属する企業、また経営の采配

が良好な企業の株価は上昇するであろう。逆に、利益の低い企業や今後の業績

向上が見込まれない企業、経営能力に疑問のある企業の株価は低迷、下落する。  

証券市場は、さまざまな企業の将来のリスクを含めた価格情報を投資家に提

供する。資金余剰主体である投資家は、こうした株価の動向を判断し投資を行5 

う。成長期待のある企業では、新規株式公開や増資、起債等での資金調達を容

易にする。衰退企業では資金調達の困難、上場廃止、倒産の恐れを高め、この

結果資本は衰退企業から引き揚げられ、成長期待のある企業に資金が配分され

る。すなわち、経済全体として効率的に資本が再分配されることになる。  

上記の証券市場の重要な機能・役割を促進・向上させる要因として、①証券10 

流通市場における証券の流動性の向上、②証券市場のより適切な価格情報の提

供の 2 点が挙げられる。  

①証券流通市場における証券の流動性の向上とは、前述の通り証券市場とは

発行市場と流通市場は、密接な関係により成り立っている。発行市場で資金不

足主体により発行された有価証券は、流通市場において投資家間で売買される。15 

そのため、発行された有価証券が流通市場で転売可能性があるからこそ、安心

して資金不足主体は有価証券の発行による資金調達を行うことができ、また資

金余剰主体は有価証券への投資を行うことができる。証券流通市場における流

動性の向上は、より証券市場へ需給を集中させ秩序だった大量売買の機会を提

供し、資本移転機能を果たすうえで必要とされる。  20 

②証券市場のより適切な価格情報の提供とは、証券市場における証券の価格

等の情報は企業の業績や需給により形成される。投資家は、市場から提供され

る情報をもとに投資を行う。株価等の証券価格は企業業績等の企業価値をめぐ

る投資家の意見集約を表しているともいえる。よって、証券市場には、より適

切で公平な価格情報の提供が求められるであろう。市場の公平性が保たれるこ25 

とにより、市場参加者の増加や取引量の増加が見込まれる。  

証券市場の流動性の向上には、証券市場におけるルールの徹底と市場の公平

性の確保が重要となる。また透明で信頼できる市場とするために、市場ルール

を明確にするとともに情報開示に努め投資家の保護を図り、公正な市場を構築



15 

することが課題となるであろう。そのため、証券取引所等による規制・監督に

基づく市場参加者の公正な取引は、証券市場が役割を果たすうえで重要な要因

であると考えられる。  

 

 5 

第 3 章 国内投資家の現状  

 第 3 章では、国内投資家の現状を理解し、証券市場における投資家の課題を

明確にするため、第 1 節では機関投資家の現状について、第 2 節では個人投資

家である家計の現状について、第 3 節では国内投資家が株式投資に積極的でな

いに理由ついて、それぞれ述べる。  10 

 

第1節 機関投資家の現状  

機関投資家の業務の一つである資産運用業は低成長経済下においてその社会

的役割は、極めて大きい。資産運用業は、顧客に価値を提供するというミクロ

の役割にとどまらず、「証券市場への参加を通じ資源の再配分を行い、結果とし15 

て成長企業・成長産業を育てていく」というマクロな社会的役割も担っている。

独自の価値判断に根ざした投資が、競争力を失った企業からの資金の引き揚げ

と優れた企業への資金分配につながる。これが経済発展の潤滑油となり、成長

産業・成長企業の育成が行われる。一方で、企業の整理・統合・淘汰も起きる。

我が国資産運用業界の現状をみると、諸外国に比べ運用会社数や従業員数とい20 

った面において、相対的にボリュームが小さく、優秀なファンドマネージャー

が日本から流出している。または、日本への参入が活発でないという現状があ

る。これらの現状を踏まえると、様々な運用コンセプトを持つプレイヤーが競

争を行い切磋琢磨し、投資家のニーズに応えていくための土壌を醸成していく

ためには、運用業界におけるプレイヤーのボリュームそのものを拡大する必要25 

があると考えられる。資産運用業界が、運用する商品を通じて顧客に対して中

長期的に安定かつ優れたリターンを提供するとともに、我が国経済の成長を牽

引する役割を果たしていくためには、運用力の向上が必要不可欠であろう。  
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図表 3 日経平均株価の推移 (1980～2016 年 ) 

 

出所 )世界経済のネタ帳  日経平均株価の推移（月次）より引用  

我が国の資産運用の特徴は、株式市場全体に連動するパッシブ運用や指数か

ら大幅に乖離しない範囲でリターンを狙う相対リターン型アクティブ運用 (総5 

称してベンチマーク運用 )が多い。企業の資本生産性が極度に低い我が国では、

ベンチマーク運用の収益は、長期投資の目安とされるこの 20 年間、低迷を続

けてきた。CAPM 理論 3が有効性を主張するパッシブ運用が顧客に価値を提供

できなかったのは明らかであろう。  

ベンチマーク運用が支配的となっている理由は構造的である。たとえば、成10 

果と連動しない運用報酬体系が普及していること等、運用業界のインセンティ

ブシステムは顧客利益と十分に整合的な構造となっていない。インセンティブ

システムの不整合性の問題は、投資先企業の経営者にも、アセットホルダーに

も、普遍的に存在する我が国の構造問題である。さらに、ベンチマーク運用以

外の運用をする際に発生する追加的コストをだれが負担するのか、はっきりし15 

ないことも問題を大きくしている。  

                                                   

3 CAPM 理論 (Capital Asset Pricing Model )市場が効率的であるという状況においてポー

トフォリオを保有すれば、リターンを狙うことができるとされているものである。  
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日本では、ベンチマーク運用が大半を占めるため、小さいが優れた企業へ資

源配分を行う資金配分機能や、経営のクオリティが悪い企業に対する資本市場

からのプレッシャーが弱いのだと思われる。ベンチマーク運用が多いことのも

う一つの問題は、運用業界の競争メカニズムである。ベンチマーク運用は、そ

の性質上運用手法における他社との差別化が困難であるため、日本の運用業界5 

の競争は、運用手数料を他社よりも低くするという価格競争が支配的になって

おり、独自手法でリターンの優劣を競争するという価値競争になっていない。

各社が似たような横並びのベンチマーク運用商品を提供しているため、顧客は

同じプレイヤーを選択せざるを得ない。そしてリターンの少ないベンチマーク

運用が続いていくのである。  10 

大がかりな設備投資が要らず、人件費のレバレッジがかかりやすい資産運用

会社は、運用資産が一定規模を超えると、高い収益を生み出しやすい経済構造

を持つ。特に信託報酬中心の運用ではパフォーマンスに関係なく、運用資産規

模が大きければ運用会社の収益は安定する。パフォーマンスが悪ければ解約さ

れるリスクはあるものの、顧客はどこかに資産の運用を委託しなければならな15 

いため、業界全体として見れば預かり資産総額は増減しない。顧客が損をする

か得をするかにかかわらず収益が安定するため、業界全体としては投資先の資

本生産性を向上させるインセンティブが弱い。このような合成の誤謬ともいえ

る状況から国内資産運用業の健全な機能を取り戻すためには、個々のプレイヤ

ーの努力だけでは足りず、公的なリソースを使った政策介入が必要となりうる20 

であろう。  

尚、国内の運用業においてその全てのファンドが合成の誤謬状態に陥ってい

る訳ではない。例えば、友好的アクティビスト戦略を用いて日本株式に投資す

る「タイヨウファンド」が挙げられる。当ファンドは投資先企業の経営陣の考

えを尊重しつつ積極的な対話を通じて収益完全策や IR 面についてアドバイス25 

を行っており、経営理念や事業の競争関係を理解した上で、収益向上のための

方法等について議論を繰り返し、無理強いはしない方法を取っている。他にも

日本企業の資本生産性向上を理念とし、企業とのエンゲージメントを通じて企

業価値向上に取り組む「みさき投資」等がある。こういった企業とのエンゲー
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ジメントを通じて日本企業の価値向上に取り組むファンドが存在感を増すこと

は国内証券市場の活性化に繋がるのではないかと考える。そこで、ファンドを

選定する主体であるアセットホルダーとして GPIF 及び企業年金の現状と課題

について述べたい。  

（1） 年金ファンドの現状  5 

日本の企業年金ファンドは、その半分以上で兼務を含む投資担当者を一名し

か置いていない。世界最大の年金基金である GPIF(年金積立金管理運用独立行

政法人 )でも投資管理スタッフは海外の年金ファンドと比べ、量的に見劣りして

いる。投資管理スタッフの量的不足は、管理体制を十分に備えることが出来な

いことを意味し、運用会社が投資先企業とどのような対話をしているのかとい10 

った重要なモニタリング機能を果たすことが出来ない要因となりうる。量的不

足だけでなく、質の面でも大きな課題が存在する。特に企業年金ファンドでは、

事業会社の中の財務部や人事部の業務の一つとして年金資産管理業務が位置付

けられており、資産管理の専門性を持った担当者があまり多くない。運用会社

の採用やモニタリングを十分に果たす専門性を備えた人材は大きく不足してい15 

るといえる。  

 年金ファンドの投資管理スタッフの量的および質的不足は、運用会社の多く

が何らかのベンチマークを意識した短期投資を行う誘因にもなる。年金ファン

ドと運用会社の間では、素人でもわかりやすい四半期といった頻度でベンチマ

ークとの相対リターンを基本としたパフォーマンス評価が行われるのが通常で20 

ある。そういった数値は誰でも理解できるため、リターンが悪化した場合にそ

の運用会社を解約する誘因が強く働きやすい。中長期的には高い投資リターン

が期待できると年金ファンドが考えていたとしても、短期的なリターン悪化に

より運用会社を解約してしまうことにつながる。  

 しかし、運用会社の投資戦略を深く理解する専門能力があれば、年金ファン25 

ドの投資スタッフは、短期的なリターンの悪化と投資先企業の中長期的な企業

価値の強さの乖離を理解し、理事会にも説明することが可能となると考えられ

る。そうすれば、短期的な投資成果に左右されず、優れた運用会社を採用及び

維持することが可能となる可能性が高くなる。投資管理スタッフの能力と採用
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できる運用会社の投資戦略の間には大きな相関関係があると認識すべきである。 

投資管理スタッフの量的・質的改善を図ることが、年金ファンドとしての投

資家責任を果たすうえで大切なことだと考えられる。尚、GPIF の投資管理ス

タッフの量的不足及び質的不足における問題は GPIF 改革に係る度重なる議論

4もあり、専門性をもった投資管理スタッフの採用を強化する動きが見られてい5 

る。しかし、国内において運用人材不足は深刻な課題となっている。これは

GPIF に限った事ではなく、国内運用業全体の課題であろう。その原因として

考えられるのは海外の運用人材に対する報酬が高額であるのに比べ、国内運用

業における人材に対する報酬が相対的に低いこと、国内において運用人材の育

成環境が未成熟であることが挙げられる。そこで運用人材及び、高度金融人材10 

の育成における現状と課題について述べたい。  

（2） 金融人材育成の現状  

高度金融人材の定義について経済産業省に事務局を置く高度金融人材産学協

業業界の「高度金融人材の育成・活用に関する調査研究 (平成 19 年度 )」では、

金融人材を「金融工学人材」と「事業金融人材」に区別している。  15 

金融工学人材とは、デリバティブ (金融派生商品 )や資産運用に関する先端的

な金融工学の知識を有し、実務に活躍する人材で、一般に金融商品開発・プラ

イシング (価格設定 )業務や資産運用業務等を担当する。金融工学人材は数学的

素養や IT スキル及び高度な金融商品の知識を有し、勤務経験が浅いうちから

活躍するケースも珍しくない。大学卒業後もアカデミックな研究機関と関わり20 

を持ち、金融工学等の最新の動向を把握している。  

事業金融人材とは、企業の資金調達、企業買収・合併 (M&A)関連ファイナン

ス等の分野に関する専門的な知識と実務経験を有する人材で、一般に法人営業

やコンサルティング業務等を担当する。  

金融工学人材と事業金融人材育成の課題として第一に理論と実践を融合させ25 

る「育成の体系化」は金融機関における人材育成の課題である。金融実務は急

                                                   

4 厚生労働省社会保障審議会年金部会「GPIF 改革に係る議論の整理」平成 28 年 2 月 8

日より参照  
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速に発展してますます複雑化しているため、現場では新たな問題に直面するこ

とが多い。その問題に早急にかつ適切に対応するには、実戦で培ったこれまで

の経験だけでなく、実践の背後にある金融理論を理解している必要がある。  

人材育成の方法は OJT(On the Job Training,職場内の実施訓練 )と OFF-

JT(Off the Job Training,職場外での実施訓練 )がある。理論を応用し、実践を5 

積むことはその後の OJT の範疇であるが、その前に理論全般を知り、業務の全

体をイメージさせることが、金融実務の現場の問題に適切に対応する基礎とな

っている。OJT と OFF-JT を適切にバランスさせ、「育成の体系化」を図るこ

とが重要であろう  

以前は国内の金融機関のほとんどは OJT に依存した人材育成となっていた10 

が、現在では国内の大手金融機関が社内の人材の育成に関して大学院等の活用

が進んでいる。大学院を活用した社員研修や大学と金融機関の間で知の移転を

目的として大学等の研究者の研究領域・テーマに対して金融機関が資金的な支

援だけでなく、金融関連のデータ等の情報提供等による共同研究が行われてい

る。今後はより多くの大学や金融機関において大学と金融機関の相互の知の移15 

転が進む必要があるだろう。  

 

第2節 家計の現状  

 証券市場の様々なプレイヤーの中で、個人投資家となる家計部門は一貫して

貯蓄超過である。我が国における家計金融資産は 1,746.1 兆円 5にも上っている20 

が、諸外国と比べても預貯金の占める割合が高く、株式や投資信託等のいわゆ

る「リスク性資産」はごく一部にとどまっている。このため、株式投資等を通

じた成長分野への資金供給の拡大の必要性が指摘されている。また、家計にと

っても今後デフレからの脱却が本格化していった場合、預貯金に過度に偏重し

た現在の資産保有は必ずしも合理的とはいえない。そのため近年「貯蓄から投25 

資へ」が叫ばれている。こうした中で、家計金融資産から証券市場への資金流

入を拡大することや、家計が将来に備えた資産形成を始めるきっかけを提供す

                                                   

5日本銀行調査統計局  2016 年 6 月末の主要部門・取引項目残高表（速報）、 2016 年 9 月

26 日より  
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ることを目的に、NISA（少額投資非課税制度）が  2014 年 1 月より導入されて

いる。  

家計の金融資産構成を詳しく見ると、リスク資産への投資割合が海外と比べ

て非常に低い点が特徴である。2016 年 6 月時点で、有価証券（債券、株式、投

資信託）が家計に占める割合は、16%であり、米国の 51.7%と比べると、その差5 

は明らかである。対照的に現金・預金の割合は 50%を超える割合を維持してい

る。この点に日本の現金第一の貯蓄性向がみられ、家計バランス的には貯蓄超

過気味であるといえる。（図表 4 参照）  

図表 4 家計の金融資産構成比率  

出所）日本銀行調査統計局 2016 年 1 四半期の資金循環（速報）  10 

2016 年 6 月 17 日より筆者作成  

 現在の日本の家計の現状を踏まえ、時代に合わせた金融資産構成の変更を行

う必要があるだろう。つまり「貯蓄から投資へ」である。「貯蓄から投資へ」が

提言されてきた背景には、「証券市場の活性化」・「家計の老後の資金不足の改善」

等があるが、後者に関しては日本の少子高齢化や年金制度への懸念等も伴って、15 

「貯蓄から投資へ」が提言されている大きな要因の一つである。将来の社会保

障負担を軽減するには、個人の自助努力での資産形成を促す必要があるだろう。

少子高齢化だけでなく、バブル崩壊時の金融危機による「ゼロ金利政策」によ

る低金利が現在に至るまで続いている。預貯金中心の資産構成では、ほとんど

資産が増えることはない。さらに 2016 年 2 月に日銀当座預金へのマイナス金20 
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利が導入された。また、消費税の 10%引き上げが延期となり、国民の不安は一

層増すばかりである。こういった背景のもと、現在「貯蓄から投資へ」が現在

叫ばれている。投資の比率を今すぐに増加させるということは、現実的に不可

能であるが個人投資家である家計の「貯蓄から投資へ」は、証券流通市場の活

性化において急務である。 5 

 次に国内の個人投資家の年齢層を見ると、60～69 歳が半数以上を有しており

若年層と比較するとシニア層の割合は、非常に高い。（図表 5 参照）  

図表 5 個人投資家の年齢層  

出所）日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識調査」  10 

より筆者作成  

 若年層の個人投資家割合が低い理由として、余裕資金がなく投資に回せる

資金がないという理由が挙げられる。（図表 6 参照）  

 

 15 
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図表 6 世帯主の年齢階級別 1 世帯当たりの貯蓄・負債現在高、年間収入  

出所）総務省「家計調査（二人以上の世帯）」（平成 26 年）より引用  

若年層の世代は、将来のライフプランを考えるにあたって、30～50 年と長期

の資産形成が必要となる。そのため若年層は、長期のスパンでの資産運用が重

要となる。仕事にも現役で資産運用にもかなりの時間が残されているので、高5 

齢層よりリスク許容度のある積極的な投資が行えるのではないだろうか。若年

層は、余裕資金が無くまとまった資金が用意できないことが課題として挙げら

れるが、積立投資等を利用すれば、まとまった資金が無くとも十分に投資が可

能になるであろう。また、近年の若年層の金融資産ゼロ世帯の増加等の問題へ

の対処として、若年層の資産形成の促進に「投資への第一歩」として NISA や10 

確定拠出年金注目されている。  

（1） NISA 

 NISA とは、2014 年 1 月にスタートした「小額投資非課税制度」のことであ

り、「家計からの成長マネーの供給を拡大すること」を目的としている。本来、

株式や投資信託から得られた配当や譲渡益は課税の対象となるが、NISA は毎15 

年 120 万円（平成 28 年以降）を上限とする新規購入分を対象に、その配当や

譲渡益を最長 5 年間非課税とする制度となっている。5 年間の非課税期間が終

了した時点で、保有している上場株式等を継続して非課税対象としたい場合に
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は、終了時の時価 120 万円を上限に、翌年設定される非課税投資枠へ繰り越す

こと（ロールオーバー）が可能となる。  

また、2016 年から新しく「ジュニア NISA」が始まった。ジュニア NISA で

は、未成年（0～19 歳）を対象に、年間 80 万円分の非課税投資枠から得られた

譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税となる。既存の NISA では、5 

未成年者名義の口座で取引が不可能であったが、2016 年からはジュニア NISA

がスタートしたことにより、取引が可能となる。ジュニア NISA 利用意向者に

対して、利用形態を聴取したところ、4 割程度が「祖父母からの贈与資金を親

が運用」管理を想定している。ただし、別居の孫のいる祖父母は、祖父母自身

が運用管理する意向が高い。また利用意向者の 20 歳未満の子・孫の年代をみ10 

ると、小学校就学前や小学生が多い 6。  

 家族や自分自身の貯蓄や消費習慣が、投資への取り組み状況に影響を与えて

いる可能性があると考えられる。家族や自分自身の貯蓄や消費習慣と、投資経

験の有無や投資への関心との関係を見たのが、図表 8 である。投資経験者には

「家族がこつこつ貯蓄していた」や「家族は投資で損をした」、「家族は投資で15 

得をしていた」と回答している人が多い。また、「高額の買い物をする場合は資

金計画を立ててから購入する」や「具体的な目的や計画はないが資産形成を続

けている」を回答している人も多い。特に「具体的な目的や計画はないが資産

形成を続けている」人の割合は、投資経験者で約 70%、投資無関心層で約 30%

であり、おおよそ 2.5 倍の違いが見られた。  20 

 

 

 

 

 25 

 

                                                   

6 野村アセットマネジメント株式会社「『NISA に関する意識調査』結果について」、 2016

年 1 月 13 日より  
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図表 7 家族や自分自身の貯蓄・消費習慣  

 

出所）株式会社野村総合研究所「『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」 79 ページより引用  

 5 

図表 7 より、NISA・ジュニア NISA の活用が拡大すれば、投資で資産形成を

行う親の姿を見て、その親の子供世代は投資が身近なものという環境で育つた

め、子供世代が実際に自分で資産形成を考える立場になった場合に、資産運用

の選択肢の幅が広がるのではないだろうか。  

 NISA・ジュニア NISA は、徐々に投資家からの認知度、関心が高まってきて10 

おり、2016 年 8 月時点で主要証券会社 10 社対象の総口座数は約 505 万 8,000

口座、累計購入額は約 5 兆 3,000 億 8に上っている。しかし、NISA の利用者は

既存投資家が中心で、投資未経験層の利用は限られている。今後は、投資未経

験者、特に若年層を中心に NISA の利用を促していく必要がある。  

（2） 確定拠出年金  15 

 確定拠出年金（以下 DC）とは、拠出された掛金が個人ごとに区分され、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。

掛金は、毎月一定額が運用され、年金は 60 歳以降に受け取ることができる。

                                                   

7 調査対象：全国の 20 代 -70 代の男女個人 7,000 人（回収数）内、  

若年層（ 20 代 -40 代）は 3,544 人  

8 日本証券業協会 HP 
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DC は、掛金を出す主体、加入が可能な対象、掛金の拠出等によって、個人型と

企業型に分類される。個人型は、実施主体が国民年金基金連合会であり、国民

年金第 1 号被保険者が加入することができる。また、掛金の拠出は、加入者個

人が拠出する。これに対し企業型は、経済主体が企業型年金規約の承認を受け

た企業であり、国民年金第 2 号被保険者が加入することができる。また、掛金5 

の拠出は、事業主が拠出する。DC の最大のメリットは、加入者の掛金に税控除

されることである。毎月積み立ての掛金については、全額が所得控除の対象と

なるため、将来のために積み立てをすると、所得税・住民税が軽減されること

にもなる。  

 個人型 DC は、個人の年金資産の運用について、加入者個人で決めることが10 

できる。また、原則 60 歳から老年齢付近を受けることができる。個人型制度の

特徴は、掛金が所得控除され、所得税や住民税が軽減される等の、税制上の優

遇措置がある。年金受給時も、退職所得控除や公的年金控除の対象である。ま

た、離職、転職をしても、積立金を持ち運ぶことができるポータビリティ備え

る。 15 

 企業型 DC は、加入者が個人の判断で運用商品を選択し、投資割合を決定す

る。この時、一度決定した運用商品や投資割合を、途中で変更することができ

る。また、運用実績次第で将来の受給額が変わる。企業型 DC もポータビリテ

ィを備えている。  

 DC の導入された背景には、環境の変化がある。それは給付水準、支給開始年20 

齢の引き下げ等の公的年金をめぐる環境の変化や、退職給付会計の導入による

積立不足等が、企業の評価に影響する、退職給付型制度の環境変化等、様々で

ある。つまり企業は環境の変化により、退職普及制度の見直しが重要な課題で

あるだろう。  

 図表 8 より DC の加入者は徐々に増加傾向にある。普及状況では、2016 年 725 

月末時点では企業型が約 581 万人、個人型で約 27 万人 9である。企業型は順調

に普及していっているが、個人型はいまひとつといった状況である。個人型が

                                                   

9 厚生労働省 HP 確定拠出年金の施行状況より  
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普及しない理由として、個人型 DC の認知度や口座開設の手間、DC 制度の導

入以降不景気が続いており、自ら運用の責任を負うにはリスクが高いといった

こと等が挙げられる。  

図表 8 確定拠出年金の加入者推移  

 5 

出所）厚生労働所  2016 年「確定拠出年金制度規約数等の推移」を基に編集  

 DC 制度は家計が資産運用を考えるうえで重要な制度であると考える。我が

国より投資が盛んなアメリカでは、証券市場が拡大した要因として、退職後の

資産形成ニーズと、それに応えた確定拠出年金等の資産形成制度が一つの要因

であったと考えられる。そのため、「貯蓄から投資」がより一層浸透し、家計に10 

おける資産形成の必要性が高まり、家計の資産運用でのニーズに応えるために

は、DC 制度の充実は非常に重要となるであろう。DC 制度の法整備や、NISA

等の普及・拡大を図ることで、より多くの人が資産運用を考え、資産形成のた

めに投資を行い証券流通市場に活性化につながるのではないだろうか。 

 15 

 第 3 節 国内投資家が株式投資に積極的でない理由  

国内の金利状況は 1990 年代以降長期にわたりデフレが継続してきたことも

あり低下している。我が国の家計金融資産は、現預金や国内債券等の元本保証
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型の商品が中心となっており、株式等のリスク性資産への投資は進まないとい

う状況が続いてきた。企業も、こうした状況の継続を前提とした経営や資産運

用を行い、また、そのことが更に状況を固定化させてきた面もあると考えられ

る。  

（1） 日本株の低迷  5 

まず、国内投資家が株式投資に積極的でない理由として、日本企業の株価が

上がらないことが要因として考えられる。日本株が低迷している主な要因とし

て、欧米企業と比べて低い ROE、株式の持合による物言わぬ株主、企業の内部

留保の積増し、株主への低い利益還元等が上げられる。まず、ROE(Return on 

Equity)とは、株主の持ち分である自己資本に対し、どれだけの利益を効率よく10 

上げているかを示す総合的な指標で、財務的には自己資本利益率を指す。図は

2005 年 3 月以降の日本と諸外国の ROE の推移を示している。長らく日本企業

の ROE は、諸外国の企業と比較して低い水準であることが見てとれる。また、

リーマン・ショックが起きた近辺の ROE の推移に注目すると、どの国も大き

く ROE が低下しているもののプラスの水準で推移しているのに対して、日本15 

の ROE はマイナス圏まで低下している。  

図表 9 日本と諸外国の ROE の推移（2005 年～2015 年）  

 

出所）三井住友アセットマネジメント「変わる日本の投資環境」  

3 ページより引用  20 
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これまで日本の投資指標としては、有効性が低かった ROE を主要な選定基

準に採用した JPX 日経インデックス 400 は、2014 年１月のスタート以来、順

調なパフォーマンスの推移をみせている。その背景には、アベノミクスの核と

なる「企業の稼ぐ力を向上させる」ためのコーポレートガバナンス強化等によ

り、経営者の ROE に対する意識が高まっているのではないだろうか。しかし、5 

日本企業の課題は収益性の低さにある。日本において ROE 投資が有効となる

には、まず経営者が ROE を経営指標として重視し、収益性を引き上げていく

ことが必要であろう。  

 次に、株式の持ち合いとは金融機関と貸出先企業、もしくは、企業間で株式

を相互に持ち合うことである。株式の持ち合いにより、株式の安定化を行なう10 

ことで、敵対的買収を事前に防ぎ、また、事業、金銭面でつながりの深い企業

の株主となることで、企業同士の情報を確保すること等のメリットがある。  

日本の株式保有構造は、従来は株式持ち合いを軸としていたが、持ち合い解

消が進む中で大きく変化している。国内企業の株式は、1990 年代半ば頃までは、

銀行や保険会社により保有される割合が高かったが、1990 年代後半頃からその15 

割合は徐々に低下してきた。近年では、外国法人等による株式保有割合が上昇

傾向をたどっている。外国法人等の株式保有割合は、2007 年後半から始まる世

界金融危機時に、海外投資家による日本株の売り越しが影響し、一時低下する

局面があったものの、その後も増加傾向にある。  

 一般的な株式の持ち合いのデメリットとして、経営に対するモニタリング機20 

能の低下や資本の効率性の低下等が挙げられる。モニタリング機能の低下は、

持ち合いを行っている企業がお互いの経営に対して意見を述べることがない。

そのため、企業が経営を行っていく上で株主からの監視の目が少なくなるとい

う、ガバナンスの課題である。また、資本の効率性の低下は、持ち合い先の企

業の株式から十分なリターンを得られないケースがあるため、資本の効率性が25 

低下してしまう可能性があるということが挙げられる。  

近年長引くデフレ環境等から日本企業は内部留保の積増しに動き、企業の内部

留保は過去最高水準となっており、株主への利益還元余力は十分にある。（図 10

参照）  
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図表 10 大企業の内部留保額の推移（1997 年から～2014 年）  

出所）日本共産党  しんぶん赤旗を基に著者作成  

企業の内部留保の増加は、日本経済の回復が実感できない一方、円高等で輸

出環境も厳しい現状では、合理的な企業行動ともいえる。しかし、平均賃金が

下落し、失業率も高止まる中での企業の手元資金の増加に対しては、更に雇用5 

賃金や設備投資に使うべきではないのだろうか。内部留保は、あくまで将来の

投資の原資であり企業体力を上げる原資である。積極投資を行わず、リスクを

とって事業を拡大させることを行わなければ、内部留保は財務体力を増しリス

ク抵抗力をつける利益の過大な積増しにしか過ぎない。これでは、企業・従業

員や株主にとってのみならず、日本経済にもプラスにならないのではないだろ10 

うか。  

 投資家から見ると、内部留保は将来の企業価値向上に向けた再投資であり、

それが有効活用されることを期待している。したがって、企業と投資家との関

係において、企業のリスク対応や中長期的な事業戦略における内部留保の活用

方法は大変重要であろう。  15 

 株主への低い利益還元の点では、かつて日本の企業の多くは、株主への安定

配当が主流であった。株主に支払う一株当たりの配当金または配当性向を、毎

期一定の安定した額を配当としており、株主還元は重要視されてこなかった。
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しかし、近年の株式持合いの減少や外国人株主の増加に伴い、日本企業の株主

構成も大きく変化してきた。外国人株主のように「モノ言う株主」が増加すれ

ば、従来の日本的経営から株主重視の経営へと変化していかなければならない。

これに伴い、日本企業が生き残り、そして成長していくためにも、株主還元の

あり方が非常に重要となっている。  5 

 図表 11 は 2013 年の日米欧の総還元性向・配当性向等を示している。日本の

配当性向は、他国と比較して低い水準である。平成 28 年度日本証券業協会「個

人投資家の証券投資に関する意識調査」より、個人投資家が証券を購入する目

的を見てみると「配当金、分配金、利子を得るため」という回答は全体の 53.5％

を占めている。今後個人投資家を拡大していく上で配当金の向上は重要な課題10 

となってくるだろう。  

図表 11 日米欧の総還元性向の比較 (2013 年 ) 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

出所）三井住友アセットマネジメント「変わる日本の投資環境」  

5 ページを基に著者作成  

 家計金融資産における株式・債券・投信購入比率は 8％～16％であり、預貯

金残高は 5 割を超えており、その額は 900 兆円を超える 10。これは欧米と比べ25 

                                                   

10日本銀行調査統計局  2016 年 6 月末の主要部門・取引項目残高表（速報）、 2016 年 9

月 26 日より  
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て日本的な「特殊性」であるが、一方で大きな「可能性」を秘めている。これ

ら潜在的な投資家層が、企業価値という判断基準を持って投資を行い、長期的

かつ本格的な応援株主として株式市場に移動すれば、日本企業の価値創造を支

える豊かな基盤が形成されるのではないだろうか。そのための個人投資家作り

を進めるべきである。このような応援株主を得ることは企業にとっても大きな5 

インセンティブであり、個人投資家が応援し、投資したくなるようなインセン

ティブを高めるためにも、企業が自社の経営方針や「見えない価値」等を説明

することが求められる。  

（2） 投資へのイメージ  

企業への長期的な資金供給源であり、個人の投資に対する意識・理解の醸成10 

や資本市場の厚みを向上させるものとして、年金制度、特に確定拠出型年金制

度や NISA（少額投資非課税制度）も重要な役割を果たしうる。図表 12 をみる

とわかるように若年層が NISA 口座を開設しない理由として、「投資に対する

理解不足」、「投資に対するネガティブイメージ」といった声が上がっている。

こういったことから国内投資家の金融に対する知識不足がみられる。これらを15 

踏まえて、現行制度の改善や金融リテラシー向上への取り組みが重要であると

いえる。  
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図表 12 若年層を中心とした投資未経験者・初心者の NISA 口座の利用 (口座

開設 )を妨げている要因  

 

出所）平成 26 年 6 月  金融庁「NISA 口座の利用状況等について」より引用  

（3） 証券会社の販売姿勢  5 

 次に、国内投資家が株式投資に積極的でない理由として挙げられるのは、販

売会社の販売姿勢ではないだろうか。図を見ればわかるように現在、証券会社

の対面営業においては、投資信託等の金融商品販売に軸足が置かれている。  
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図表 13 リテール証券会社主要 9 社の 2016 年 3 月期決算概要  

出所）日本電子計算株式会社  「リテール証券会社２０１５年度決算の動向  

～変わる金融商品販売～」を基に著者作成  

小額から投資が行え、家計に親しみやすい投資信託の販売会社の営業姿勢を

例に見ると、現在の日本の投資信託は、個人投資家にとって対面販売は望まし5 

いといえない現状がある。第一に販売会社と運用会社の癒着構造である。投資

信託は様々な種類の商品が存在するため、販売会社は投資家のニーズに合った

有益な商品を提案すべきである。しかし、日本の販売会社と運用会社は系列関

係にある場合が多く、運用会社は販売会社にとって販売しやすい商品を作り、

販売会社は運用会社の商品を優先してしまい、投資家よりも販売会社や運用会10 

社目線で販売を行ってしまうことが考えられる。上述したように、販売会社が

投資家目線ではなく、自社や運用会社目線で販売を行うことによって現在の日

本の販売会社には手数料優先の販売姿勢が発生し、販売手数料平均の上昇、平

均保有期間の短期化という問題がある。  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

億円 増減(％) 億円 増減(％) 億円 増減(％) 億円 増減(％) 億円 増減(％) 億円 増減(％)

野村（リテール） 4,356 -8.6% 789 -5.6% 936 -30.6% 853 18.6% 36,563 -32.9% 12,050 -4.1%

大和（リテール） 2,176 -6.1% 529 -7.9% 337 -16.0% 378 -8.0% 23,169 3.5% 12,435 -4.8%

SM B C日興 2,928 -11.1% 354 -2.8% 353 -31.3% 306 -1.6% 26,792 -8.1% 27,159 -12.1%

三菱U FJモルスタ 2,928 -1.9% 350 -2.8% 494 -17.8% 234 14.8%

みずほ（リテール） 1,340 -3.3% 296 -10.3% 284 11.8% 179 -4.8% 10,532 -14.1% 10,490 -2.9%

SB I 829 14.8% 313 9.5% 43 16.6% 172 -25.8%

岡三 816 -12.4% 192 1.5% 157 -38.4% 190 15.2% 4,793 -38.8% 2,853 -0.3%

東海東京 675 -18.4% 165 -15.3% 104 -42.5% 43 -4.6% 4,980 -30.5% 1,991 -10.5%

楽天 526 19.5% 190 2.7% 19 -9.5% 43 48.3% 3,959 -6.0%

投信残高報酬 投信販売額 外債販売額経営業収益 株式受託手数料 投信募集手数料
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図表 14 販売手数料平均の推移（2005 年～2014 年）  

 

出所）立花証券 第一回  「販売手数料を考える」より引用  

図表 14 を見るとわかるように、近年、投資信託の販売手数料平均は増加傾

向にある。対面販売の証券会社や銀行の販売手数料は人的なコストがかかるた5 

め、ネット証券等と比べると割高となる傾向がある。例えば、投資信託の純資

産残高で上位の「グローバルソブリンオープン（毎月分配型）」の販売手数料を

みると、カブドットコム証券や SBI 証券といったネット証券はノーロードで販

売しているのに対して、三菱東京 UFJ 銀行は 1.62%の販売手数料がかかる  。

販売手数料は購入の際にかかる確実なマイナスリターンであり、投資家目線で10 

あれば販売手数料を可能な限り抑えようと考えるが。しかし、証券会社や銀行

等の登録金融機関の販売担当者には販売ノルマがある場合が多く、販売機関目

線では自社の利益を考え、手数料の高い投資信託を売ることが最優先となる。

そのため、販売担当者がオプションやデリバティブを活用して運用するアクテ

ィブ型の投資信託や、ハイイールド債を組み込みこみ、高利回りをアピールし15 

た販売手数料の高いファンド等を推すといった利益相反行為が行われ、販売手

数料の平均上昇を招いている原因と考えられる。  

次に、個人投資家が保有する投資信託の平均保有期間の短期化である。現在、

日本の投資信託平均保有期間は 2015 年 6 月末時点で 2.8 年となっている  。直
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近 10 年のピークは 2008 年度の 4.3 年であり 19、約 1.5 年短くなっている。11

平均保有期間が短くなった原因としては、投資信託の残高に対して受け取る手

数料の信託報酬よりも、売買時に受け取る販売手数料の方が大きいため、販売

機関が乗り換え (スイッチング )による回転売買を推す手法が増加したことによ

って短期化が進んだと考えられる。また、上述したように投資信託の販売会社5 

は、運用会社と系列関係にある場合が多いという特徴があるため、回転売買で

は系列の運用会社の新商品を推す傾向がある。参考として、英国の投資信託全

体の平均保有期間は 2011 年で約 3.8 となっており、英国等と比べると日本の

投資信託の平均保有期間は依然短い期間となっている。  

現在、日本で投資信託を販売するには、証券会社や銀行、投資信託委託会社の10 

役員や使用人である上に、金融商品取引法に定める外務員として登録しなけれ

ば、原則として、投資信託の販売ができない。外務員資格試験には投資家保護

の概要が含まれており、外務員は投資家に寄り添った商品の提案を行うべきで

ある。しかし、実際は上述したように販売会社や運用会社を優先することによ

り発生する課題が山積しており、投資家保護でなく自社の利益のみを追求する15 

販売機関の営業姿勢について、今後は、評価体系の改善等のビジネスモデルの

転換が必要ではないだろうか。  

  

                                                   

11 投資信託協会 HP 統計データより  
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第 4 章 各主体の課題のまとめ  

 第 4 章では、今まで述べてきた各主体の中で生じている課題について述べる。

主に、家計、機関投資家、企業の課題について述べていく。  

 先述したように、家計の金融資産構成の半数以上は現預金である。日本の家

計は、諸外国と比較してリスク資産が少ないため、家計のリスクマネーは増加5 

余地がある。しかし、若年層は投資に回す十分な余裕資金があるとは言えない。

加えて投資へのマイナスイメージ、金融リテラシーの不足等もリスク資産を選

択しない大きな要因であろう。  

 機関投資家の課題として、我が国の機関投資家の資産運用業は、諸外国と比

較して運用会社数や従業員数といった面において、相対的にボリュームが少な10 

い点が挙げられる。国外の資産運用会社の我が国への参入が活発でないため、

資産運用業界におけるプレイヤーのボリュームそのものを拡大し、国内資産運

用会社が活発となる土壌を形成していく必要がある。  

 今日の日本企業は、日本企業全体的に企業価値が低いと言われているため、

企業価値の底上げが必要である。企業価値を上げるために、ROE が重要となっ15 

てくる。また、投資家が真に求めている企業の情報が、十分に開示されていな

い傾向がある。こうした企業側と投資家側の意見の不一致が課題として挙げら

れる。企業は投資家が求める情報開示を行う必要があり、同時に投資家とのエ

ンゲージメン等による企業の透明性の向上・強化も課題となる。  

  20 
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第 5 章 提案  

 第 5 章では、第 4 章でまとめた各主体の課題について、証券流通市場の活性

化につながる提案を述べていく。第 1 節では家計に対して、第 2 節では機関投

資家の運用業に対して、第 3 節では企業に対して提案を行っていく。  

 5 

 第 1 節 家計への提案  

 家計への提案の意義として、家計が安定的な資産形成の実現を目指し、中長

期的かつ分散投資を行うことで、リスクマネーの適切な供給や厚みのある証券

市場の発展につながり、より活力ある証券市場の実現及び、日本経済の持続的

成長にもつながると考える。また、個人の安定的な資産形成の推進に向けては、10 

分散投資（資産運用の分散、投資時期の分散）や長期運用の有効性の理解を含

め、様々なリスク・リターンの金融商品を適切に利用選択する知識・判断力（金

融リテラシー）の向上が必要となる。  

先述した通り、家計の金融資産構成の現状は現金・預金が 5 割を超えている。

また、若年層の余裕資金がないといった状況や投資未経験者の投資へのマイナ15 

スイメージ、家計の金融リテラシーが低いといった課題が挙げられる。  

図表 15 投資へのイメージ  

 

出所）野村総合研究所「個人の投資に対する取り組みに関する調査  

（2015 年 1 月）」より筆者作成  20 



39 

 現在、家計の貯蓄から投資を促進するために既存の取り組みとして、NISA/

ジュニア NISA・確定拠出年金（以下 DC）が利用されている。しかし、NISA・

DC の認知度、口座開設・加入者等を見ると、家計に対して未だ浸透しきってい

ないといった現状である。  

それらの課題を踏まえ、我々は NISA・DC の制度改善を提案する。個人の中長5 

期的かつ分散投資を可能とする有効な運用手段として、NISA・DC の制度を改

善し、利用促進・拡大を図ることで、家計の貯蓄から投資が促されることが期

待できる。また、個人投資家の裾野を拡大していくためには、投資が家計の資

産形成に役立つことを理解することに加え、投資に対するネガティブなイメー

ジを解消することが重要となる。そこで、NISA や DC の運用を行っていくこ10 

とで、投資に対するイメージの改善にもつながると期待される。  

（1） NISA の改善提案  

 NISA 制度は、家計による成長マネーの供給拡大を図ることや、家計に資産

形成の機会を提供することを目的に導入された。家計の中長期的な資産形成を

支援する制度という導入目的を考えると、NISA 制度の延長・恒久化または非15 

課税期間の延長が必須である。現状の NISA 制度では非課税期間が終了する時

点で、投資家は「全部売却・一部売却」、「ロールオーバー」、「他の口座への移

管」等の判断を迫られることになる。つまり、本来は投資家が行う売買のタイ

ミングが、純粋な投資判断以外の非課税期間の終了という外部要因である決ま

ってしまう。このような課題を改善するためにも、NISA の期間延長・恒久化20 

を提案する。NISA 制度を延長・恒久化とし、NISA を活用して投資を行うこと

で、家計の中長期的な投資習慣の定着につながるのではないだろうか。  

 次に、口座開設時の申請手続きの簡素化を提案する。現行の NISA 制度では、

口座開設時に金融機関に対して、住民票やマイナンバー等を提出しなければな

らない。現役世代は、仕事で忙しく平日に市役所に住民票を取得しに行く時間25 

がなく、口座開設の手続きが面倒といった意見がある。そこで、手続きの簡素

化として、一部の証券会社で行われている住民票取得代行サービスを、他の金

融機関や保険会社等にも拡大・推進し、現役世代が住民票を取得せずとも NISA

の口座開設ができるようにする。口座開設の手続きが簡素化することで、更な
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る口座開設者の増加が見込まれるのではないだろうか。  

（2） 確定拠出年金の改善提案  

 DC 制度は、公的年金を補うため、加入者個々の自己責任において自ら年金

の運用を行う私的年金制度である。少子高齢化が進展している我が国において

は、現役世代の負担で引退世代の年金給付を賄うという「賦課方式」の公的年5 

金だけに頼っていては、豊かな老後の生活を送ることは難しい。したがって DC

制度を利用して、自らの努力で資産形成を図ることが重要となる。個人の老後

の生活資金のために行う貯蓄を、証券市場へ向かわせられることが出来れば、

市場の活性化が見込めるはずである。我々は、その手段となり得る DC の改善

を提案する。  10 

 まず、企業型 DC で提供されている運用商品数の制限を行うべきである。企

業型 DC を導入している企業の運用商品の提供数は、年々増加傾向にある。運

用商品の選択肢が多いと、加入者にとって運用商品の選択自体が困難になる。

野村総合研究所の調査では、投資未経験者が投資を開始するにあたって、「投資

商品の選択」ができないと考えている人が多いという結果が出ている 12。投資15 

商品の選択肢が多すぎることで、投資未経験者は自分に適した商品を選択でき

ず投資を始められないといった懸念がある。そのような現状を踏まえ、DC の

改正法案 13では、運用商品の制限を設けることとされた。この改案が実施され

ることで、投資経験がない DC 加入者も自身にあった運用商品が選択し易くな

るのではないだろうか。  20 

 次に、企業型 DC を導入している企業内での従業員に対しての、継続投資教

育の義務化である。DC 導入直後の投資教育の実施率は、ほぼ 100%である。し

かし、継続投資教育の実施率は、5 割ほどといわれている。投資教育は、企業

側では時間、コスト、教育指導を行う人員等負担はかかる。しかし、継続投資

教育を義務化にすることにより、加入者の運用を通しての実践的な投資経験と、25 

投資や DC 制度等の基礎的な仕組みの更なる理解といった、両面からの知識向

                                                   

12 株式会社野村総合研究所「『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」 42 ページ図表 39 参照  

13 確定拠出年金等の一部を改正する法律案  2015 年 4 月 3 日に国会へ提出された  
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上により加入者の金融リテラシーの向上が図れる。  

 個人型 DC 制度に対しいては、国民年金基金連合会 HP の改善を提案する。

個人型 DC は、自営業者等や企業年金のない企業の従業員が加入できる制度で、

掛金の拠出は加入者のみである。運用は加入者自身が運用管理機関を決め、運

用指図を行う。実際に国民年金基金連合会 HP を見ると、個人型 DC の運用管5 

理機関である銀行、信用金庫、証券会社、保険会社等が数多く提示されている

が、運用管理機関の問い合わせ先電話番号、部署名、HP アドレスといった情報

しか提示されておらず、非常に簡素な状態である。加入者自身が、国民年金連

合会 HP に提示されている運用管理機関の HP までいき、一つ一つ比較するの

は容易ではない。そのため、国民年金基金連合会の HP 上で加入者が、運用管10 

理機関を簡単に比較できるようにする必要がある。HP に提示する内容として、

運用管理機関のファンドの特徴や、運用方針、運用実績、ファンドマネージャ

ーの情報等といった内容を提示し、それぞれの運用管理機関が比較できるよう

に国民年金基金連合会の HP が改善されることが望ましい。加入者自身での比

較が容易になることにより、個人型 DC の加入者拡大につながり、また運用管15 

理機関の他社との比較により運用管理機関の競争が生まれ、運用業のパフォー

マンス向上が見込まれる。  

 DC 制度の改正法案では、2017 年 1 月に拠出規制単位を月単位から年単位へ

変更する改案が実施される見通しである。現在は、月単位で設定されている拠

出限度額を年単位とすることで、各月の拠出限度額の使い残しをなくすことが20 

目的である。賞与の支給月に通常月の使い残し分をまとめて拠出し、月単位と

比較して年間の拠出額を増やすことが可能となる。  

 DC 制度の改善によって、加入者を増加させることが可能であると考える。

DC 利用により、家計の投資が促進されるだろう。  

 25 

 第 2 節 機関投資家への提案  

（1） GPIF への提案  

年金基金は公的機関であるという性質上、GPIF が直接株式を保有すること
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により、生じるマーケットや企業経営への影響が懸念される。そのため、比較

的市場に与える影響の小さいパッシブ運用の比率が高い傾向にある。しかし、

機関投資家の現状の部分において述べたように、国内資産運用業の健全な機能

を取り戻すためには、個々のプレイヤーの努力だけでは足りず、公的なリソー

スを使った政策介入が必要となりうるであろう。そこで、GPIF の国内株式に5 

対する投資額におけるエンゲージメントが活発でないパッシブ運用のファンド

の比率を下げ、上述したような企業とのエンゲージメントを通じて企業価値向

上を図るファンドに対する投資額及び、それに該当するファンドをより多く選

定することでアクティブ運用の比率を高めることを提案する。平成 28 年 3 月

末時点の比率はパッシブ運用が 81.5%でアクティブ運用が 18.5%14となってい10 

る。適切な配分比率については投資管理スタッフの裁量によるため、敢えて配

分比率選定の例を挙げるとすれば、運用委託を廃止するファンドと新規委託あ

るいは投資額を増資するファンドの平均リターンがつり合う比率に設定すると

いうことも考えられる。企業価値の向上を図るファンドに対する投資比率を高

めることで国内証券市場における企業価値の向上ひいては、株価の底上げを図15 

ることが国内証券市場全体のリターンの向上に寄与することとなるだろう。  

（2） 金融人材育成への提案  

 第 3 章で述べたように、国内金融機関の人材育成については OJT と OFF-JT

を両立させることが重要であると述べた。OFF-JT の推進としては大学院の活

用などが挙げられるが、国内の金融機関において先進的な実務経験を得られる20 

場は少ないのが現状である。ここで言う先進的な実務経験とは金融工学を用い

た投資手法や企業と積極的な対話を行うアクティビスト投資など様々な運用に

おける金融実務があるが、我々が主に重点を置きたいのは企業と積極的な対話

を行うアクティビスト投資の実務経験である。そこで、我々は国内金融機関の

運用人材育成を目的として、国内運用人材の海外金融機関への出向を通じた先25 

進的な実務経験の習得を提案する。こういった動きは国内金融機関においてい

くつか行われているが、運用を行うファンドへの出向は稀にしかみられないの

が現状である。今後、こういった動きを国内の金融機関が盛んに行っていくこ

                                                   

14 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）HP 参照  
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とで金融人材の育成ひいては国内運用業のパフォーマンス向上が図られるので

はないだろうか。  

 

 第 3 節 企業への提案  

近年、伊藤レポートの影響もあり、ROE の目標を 8%とする企業が多い。し5 

かし、設備投や従業員の賃金ダウン等の、金融会計的なテクニックを駆使した

事による、ROE の向上は意味を成さない。つまり、企業が利益向上のため、効

率的な投資及び収益増加による、「結果的」に向上したといえる ROE が、適切

な ROE といえるだろう。また、本当に ROE の目標値が 8%であるべきなのか

も、疑問を持つべきであると考えられる。なぜならば、企業ごとに内部事情や10 

経営状態は、異なるためである。つまり各企業は、自社の経営分析を履行した

上で、自社に適切であると考えられる ROE を、目標値にすべきだといえるだ

ろう。  

  以上のことより、企業は ROE を分解した際に、成長性、収益性、効率性を

重視した自己資本を高めるような ROE を目標とし、各企業は自社に適切であ15 

ると考えられる ROE の目標値を設定すべきだといえるだろう。  

 次に ROE の質を高めるため、情報開示を強化すべきである。具体的に、経営

者はマーケティングインテリジェンス等を高め、システム化するべきだと考え

る。マーケティングインテリジェンスとは、企業活動に直結した意思決定の戦

略的情報のことである。近年、世界的規模で社会の IT 化が進み、 IT 社会とな20 

った。IT 社会となったことで、様々な情報が増大した。しかしその結果、経営

者は必要な情報の選別が困難になったと考えられる。つまり経営者は、自社に

必要な戦略的情報を選別し、それを元に経営を履行すべきだと考える。また経

営者が、どのようなマーケティングインテリジェンスを保有しているかという

のは暗黙知であるため、システム化し形式知とすることにより、積極的な情報25 

開示をすべきだと考える。  

 日本の企業は、一般的に企業価値が低いと言われている。その一つとして

ROE が低いことが挙げられる。また、伊藤レポートにより、ROE を 8%とする

ことが、目標となってしまっている傾向にあると言えるだろう。つまり日本の
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企業は、ROE を各企業の経営状態に合わせた、適切な目標値を定めるべきだと

考える。そのために、企業は上記で述べたように情報開示の強化を行い、投資

家との対話を深いものとする必要がある。そこで我々は、ステークホルダーへ

の情報開示の強化と、機関投資家とのエンゲージメントの強化を提案する。こ

こでの情報開示とは、上記で述べたようなマーケティングインテリジェンス等5 

を含んだ、暗黙知をシステム化するといった投資家が求めていると考えられる、

定性情報の事を指す。これらの提案を企業が行うことで、投資家との摩擦が減

り、暗黙知の具体的な情報開示により、投資先企業をより知ってもらうことが

可能となる。このようなエンゲージメントの強化により、企業は適切な ROE の

目標値を定めることができるのではないだろうか。さらにひいては、ROE の質10 

の向上につながるのではないだろうか。結果、ROE8％に囚われずに事業活動

を行うことができ、真に投資家のためとなる経営を可能とするのではないかと

考える。  

 

  15 
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終章  

 本稿では、望ましい証券市場の活性化を国内投資家層の拡大と取引量の増加

と捉え、市場の構成要因である家計、機関投資家、企業に対してそれぞれ提案

を行った。  

 家計の提案については、課題で挙げられた若年層の余裕資金がない、投資へ5 

のマイナスイメージ、金融リテラシーの不足等の課題に対して、NISA・確定拠

出年金の改善を提案した。これらの提案により、家計の資産形成での投資によ

り投資家層の拡大が見込まれるだろう。  

 機関投資家については、諸外国と比較して運用業でのボリュームが少なく、

特に人材不足、エンゲージメンを通した企業価値を図る機関投資家が少ない等10 

の課題が挙げられた。この課題に対して、金融人材の育成・確保、GPIF による

企業価値向上に積極的なアクティブファンドの活用を提案した。これらの施策

により、機関投資家の運用リターンの向上、スチュワードシップ・コードの充

実が促進されると考える。  

 企業については、日本企業全体で企業価値が低いという課題が挙げられる。15 

企業価値向上のため ROE が重要であり、また投資家への情報開示の充実が求

められ、投資家とのエンゲージメント等による企業の透明性の向上・強化も課

題として挙げられる。これらの課題に対して、ステークホルダーへの情報開示

の強化、機関投資家とのエンゲージメントの強化を提案した。これらの提案に

より、企業は自社にあった適切な ROE の目標値の設定が可能となる。ROE8％20 

に囚われずに事業活動を行うことができ、真に投資家のためとなる経営を可能

とするのではないかと考える。  

企業にとってのコーポレートガバナンス・コードと、機関投資家にとっての

スチュワードシップ・コードは、それぞれ独立して働くのではなく、相互に作

用しあい、双方によるエンゲージメントを強化することにより、我が国の証券25 

市場がより活性化し、ひいては日本の経済成長につながることが期待される。  

 本大会の参加にあたり、証券業における様々な議論の理解を通じ、知識の習

得、探究心の向上が得られた。本大会の開催に携わられた各団体、企業及び、

講師の方々に対して、感謝の意を申し上げる。   
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・ 金 融 庁  「 NISA 口 座 の 利 用 状 況 等 に つ い て 」  2014 年 6 月  

<http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20140623-1/01.pdf> 

・三井住友アセットマネジメント  「変わる日本の投資環境～キーワードは”

ROE”～」 2015 年 6 月  20 

<http://apl.morningstar.co.jp/webasp/sonybank/pdf/market_report/smam15

0611_2_ITKRP.pdf> 

・金融庁「平成 27 事務年度  金融行政法人  概要」 2015 年 9 月  

< http://www.fsa.go.jp/news/27/20150918-1/01.pdf> 

・日本証券業協会  「NISA（小額投資非課税制度）に関する Q&A」  25 

2016 年 5 月 2 日  

<http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/qa.pdf> 

・日本証券業協会  会長 稲野和利  「これからの証券市場を展望して」   

2016 年 1 月  

< http://www.camri.or.jp/annai/shoseki/gekkan/2015/pdf/201501 -2.pdf> 30 
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・野村総合研究所  金子久  金融 IT ナビゲーション推進部  上級研究員 

「NISA の現状と将来への期待」  2014 年 4 月  

<http://fis.nri.co.jp/~/media/Files/knowledge/media/2014/ca mri201404.pdf> 

・みずほ総合研究所「確定拠出年金の加入対象者拡大へ」 2015 年 4 月 6 日  

<http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/pl150406.pdf> 5 

・日本経済団体連合会  社会保障委員会年金改革部会長代理  小林由紀子「今後

検討すべき課題について」2014 年 6 月 30 日   

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

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000049594.pdf> 

・日本政策投資銀行  産業調査部  「 2016 年度設備投資計画調査の概要」  10 

2016 年 8 月 4 日  

<http://www.dbj.jp/investigate/equip/national/pdf_all/201608_summary.pdf  

・三菱 UFJ 信託銀行  「投資指標としての ROE」 2015 年 3 月  

<www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201503_1.pdf>  

・財務総合政策研究所総合研究部  研究員  石本尚「日本企業の株式保有構造の15 

変遷と制度的背景」  2015 年 8 月  

<https://www.mof.go.jp/pri/research/special_report/f01_2015_08.pdf > 

・財務総合政策研究所  前財務総合政策研究所 (農林水産省農林水産政策研究所

兼食料産業局次長 )次長  岩瀬忠篤・財務総合政策研究所調査統計部  電算機専

門官  佐藤真樹  「法人企業    統計からみる日本企業の内部留保 (利益剰余20 

金 )と利益配分」  2014 年 7 月  

<https://www.mof.go.jp/pri/research/special_report/f01_2014_03.pdf > 

・日本証券業協会  「個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書」   

2016 年 9 月  

<http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki/files/20160930_isikichousa.25 

pdf> 

・日本証券業協会  「個人投資家の証券投資に関する意識調査（概要）」   

2016 年 9 月 5 日  

<http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki/files/20160905_ishikichous

a.pdf> 30 
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・一般財団法人  日本投資顧問業協会  「投資顧問 No.81 2016」   

2016 年 2 月 10 日  

<http://www.jiaa.or.jp/syuppan/pdf/81gou.pdf>  

・財務省財務総合政策研究所  フィナンシャル・レビュー  平成 27 年第 1 号

（通巻第 121 号）  早稲田大学商学学術院教授  宮島英昭・昭和女子大学グ5 

ローバルビジネス学部准教授  保田隆明「株式所有構造と企業統治」  2015

年 3 月  

<https://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list7/r121/r121_

02.pdf> 

・株式会社  東京証券取引所・株式会社  名古屋証券取引所・証券会員制法人  福10 

岡証券取引所・証券会員制法人  札幌証券取引所  「2015 年度株式分布状況

調査の調査結果について」  2016 年 6 月 20 日  

<www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/...att/j -

bunpu2015.pdf> 

・野村総合研究所  磯崎彦次郎・山崎大輔  「金融機関の成長の鍵を握る 3 つ15 

の金融人材の育成」  2010 年 1 月  

<https://www.nri.com/jp/opinion/chitekishisan/2010/pdf/cs20100106.pdf > 

・野村総合研究所  金融 IT イノベーション研究部  上席研究員  堀江貞之、「NRI

国際年金研究シリーズ  vol.10」 2014 年 9 月  

<https://www.nri.com/~/media/PDF/jp/opinion/teiki/nenkin/201409nenkin.p20 

df> 

・コーポレートガバナンスシステムの在り方に関する研究会  「コーポレート

ガバナンスの実績」  2015 年 7 月 24 日  

<http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150724004/20150724004 -1.pdf> 

 25 

・野村證券  HP <https://www.nomura.co.jp/> 

・日本共産党  HP <http://www.jcp.or.jp/> 

・日経 BP ネット  HP  <http://www.nikkeibp.co.jp/> 

・一般社団法人  投資信託協会  HP 

<https://www.toushin.or.jp/start/relation/>  30 
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・日本取引所グループ  HP <http://www.jpx.co.jp/> 

・日本証券業協会 HP <http://www.jsda.or.jp/> 

・楽天証券 HP <https://www.rakuten-sec.co.jp/> 

・年金積立金管理運用独立行政法人 HP <http://www.gpif.go.jp/index.html> 

・SMBC 日興証券 HP <http://www.smbcnikko.co.jp/index.html> 5 

・産経ニュース  HP <http://www.sankei.com/> 

・日経ビジネスオンライン  HP <http://business.nikkeibp.co.jp/>  

・日本経済新聞  HP 

<http://www.nikkei.com/article/DGXNASFZ25038_25072013K10600/>  

・立花証券  HP <http://t-stockhouse.jp/> 10 

・日本電子計算株式会社  HP <https://www.jip.co.jp/> 

・大和総研  HP <http://www.dir.co.jp/> 

 


