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序章  本論文の課題と視座  

 

 グローバリゼーションの転機を迎える中、2017 年来の新興国を含む世界的な

景気回復と株価上昇から一転し、 2018 年はアメリカの金利上昇がアルゼンチ

ン、トルコなどの新興国の通貨下落、株価下落を誘発し、少なくともアメリカ5 

の中間選挙を前にした本論文の執筆時点では、トランプ政権の「制裁関税」と

中国の反撃のもとで激化している貿易戦争が世界経済重大な負の影響をもたら

し、証券市場にも影を落としている。  

このような中、日銀による大規模な株式購入に支えられ、2013 年来、3 倍に

達した株価で推移してきたとされる日本の証券市場も転機に差し掛かっている10 

と言える。アベノミクス、異次元金融緩和政策の下、質的・量的金融緩和政策

のひとつの柱である、質的金融緩和の内容をなすのは、日銀による上場投資信

託（ETF）の購入である。すでに日銀はこの市場の大部分を購入済みで、上場

企業の 4 社に 1 社で、日銀が事実上の筆頭株主となり、浮動株も大部分を日銀

が株式を保有して著しい流動性の低下を来しているものもあり、政策発動それ15 

自体の限界が現われている。また日銀と公的年金基金による株式保有は、上場

企業全体で 8％を超えるとの指摘もあり、「官製相場」による市場の歪みも指摘

されている。  

本論文は、このような日本の証券市場の現状と課題を検討し、活性化のため

のいくつかの提言を行うことを目的としている。そのため、本論文では、証券20 

市場の基本に立ち返り、その「活性化」とは何かを考え、それに基づいて現在

の日本の証券市場の現状と課題を検討するものである。  

特にリーマンショック後の超円高の下で、日経平均で 8,000 円台に低迷して

いた株価は、アベノミクスの中心的政策となった異次元金融政策＝質的・量的

金融緩和政策の下、国債とともに ETF が日銀の大規模な購入対象となり、同 225 

万円台を推移しているとされる。しかし、「金融緩和→円安→売上高増加→利益

拡大→株価上昇」というシナリオは、必ずしも事実を説明していないのではな

いかという議論をしている。われわれは、史上最高益を更新してきた日本企業

は、国内投資の停滞、実質賃金の切り下げ、および株主への配当率の低下の結

果、内部留保が史上最高水準に達する「ブラックホール化」傾向を強める一方30 
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で、株式市場は投資家の期待だけを喚起したバブル的な性格を強めた可能性が

あると考える。  

しかも日銀の ETF 購入の目的は、本来、株式のリスクプレミアムを低下させ

ることにあったはずである。しかし株価はそれなりに回復しても、リスクプレ

ミアムは高止まりしており、必ずしもその目的を達成したわけではない。むし5 

ろ株式市場における価格形成の歪みを来し、「官製相場」化、すなわち流動性低

下のもとでの株価バブルを形成している可能性があるという仮説を立てている。 

 以下、第 1 章では、第 1 節で証券市場の概要、第 2 節で  金融システムにお

ける証券市場の独自の意義と役割を説明する。その上で証券市場の「活性化」

とは何かを明らかにし、定義づけを行う。  10 

その上で第２章では、日本の証券市場の現状と課題について、異次元金融緩

和政策が市場にどのような影響をもたらしたのかを中心に検討し、日銀の ETF

大量購入が株式市場に大きな歪みと副作用をもたらした可能性を指摘する。  

 以上の検討を通じて、本論文では、企業収益を反映した株価形成という本来

の証券市場の姿を回復するためには、一刻も早く日銀の株式購入をやめ、投資15 

家への情報格差を是正するためのインフラ整備、市場規律の重視、そして企業

のガバナンス強化を促進する機関投資家の行動指針の徹底を提言する。  
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第 1 章  証券市場の「活性化」の定義  

 

第 1 節  証券市場の概要  

 

 証券市場は、有価証券（株式・債権等）が取引され、価格が形成されるマ5 

ーケット（市場）である。これは、有価証券の発行及び流通のための市場であ

り、具体的には、有価証券が発行されて投資家に取得されるまでの過程、およ

び投資家相互間で有価証券が流通（売買）する過程を総括した市場を指す。ま

た、狭義で証券市場と言う場合は、「証券取引所」を指すこともある。  

またこの市場で取引される証券は、株式などの出資証券と社債・国債などの10 

融資証券の２種類に大別されるが、1970 年代以降は証券化による資産担保証券

も重要な構成部分となっている。  

金融システムは、資金余剰部門から資金不足部門へと資金が融通される場で

あり、間接金融と直接金融とに分けられる。間接金融とは、金融機関が貸し手

に対して間接証券を発行することによって調達した資金をもとに、借り手が発15 

行した証券を発行した証券を取得するという形で資金仲介を行う。これに対し

て直接金融は、借手が貸手に対して直接的に有価証券を発行することにより、

資金仲介がなされる。この直接金融が行われる場が証券市場である。さらに証

券市場は、発行市場と流通市場に分けられる。 1 

 発行市場はプライマリーマーケットとも呼ばれ、企業・国・地方公共団体等20 

により、新たに発行される株式や債券などの有価証券を投資家が購入する市場

をいう。発行体にとっては、資金調達の重要な場であり、投資家にとっては新

たな資金運用の場となっている。株式の場合、新しく上場する会社の株式の売

り出しや、すでに上場している会社の増資に伴う株式の発行の際に利用され、

公募価格は発行会社と証券会社によって決められ、公募価格で証券会社から投25 

資家へ売却される。 2 

                                                     

1 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」2 項  

2 iFinance 金融情報サイト  2018.10.24 アクセス  

https://www.ifinance.ne.jp/glossary/market/mar063.html 
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  株式の発行方法は、発行会社が新規公開である場合、新株発行による公募増

資を行うか、発行済み株式を売り出す売り出しのいずれか又は、両方を実施す

る。  

 既に公開されている公開会社の場合は、新株の引き受けに払い込みを要する

か否か、誰に対して発行するかによって有償増資、株式分割、株式無償割当の5 

3 種類に分類される。  

 株式の公開価格の決定方式としては、一般競争入札方式とブックビルディン

グ方式があり、後者が主流となっている。  

 ブックビルディング方式とは一般的に需要積み上げ方式と呼ばれ、引受証券

会社が新規公開予定の会社の公開価格を決定する方式で、株価算定能力が高い10 

と思われる機関投資家等の意見をもとに条件を仮決定し、それを投資家に提示

し、投資家の需要状況を把握することによって、マーケット動向に即した公開

価格を決定する方式である。  

流通市場はセカンダリーマーケットとも呼ばれ、すでに発行されている株式

や債券などの有価証券を取引する市場をいう。これは取引所取引と店頭取引の15 

２つがあり、投資家との間で、その時々の価格で有価証券が売買され、投資家

にとっては、資産運用を行う上で非常に重要な場となっている。 3  

日本全国に株式会社は、約１ 70 万社あるといわれている。4 そのすべての会

社の株式が、証券取引所で売買されているわけではない。証券取引所で売買さ

れる株式のことを上場株式といい、株式を証券取引所に上場している会社を上20 

場会社という。証券取引所は会員制がとられており、会員として認められた証

券業者だけしか取引が行えない。また、戦後 50 年近い間、会員が集まって証券

取引所を運営する会員制組織以外の組織形態は禁止されていたが、経営判断の

迅速化、組織のスマート化が求められるようになり、1999 年証券取引法の改正

                                                     

3 iFinance 金融情報サイト  2018.10.24 アクセス。  

https://www.ifinance.ne.jp/glossary/market/mar063.html   

 

4 総務省「平成 26 年経済エンサス－基礎調査結果」総務省統計局。  

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/pdf/kaku_gaiyo.pdf 

 

https://www.ifinance.ne.jp/glossary/market/mar063.html
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/pdf/kaku_gaiyo.pdf
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で証券取引所の株式会社が認められるようになった。株式会社化した東京、大

阪、名古屋証券取引所のうち、東京証券取引所では現在、約 3,600 社が上場し

ている。上場とは会社が発行する株式を証券取引所で売買できるように、証券

取引所が資格を与えることをいう。審査基準によって市場がわかれている。  

株式にとって流通市場は、発行市場よりも一般的であり、証券取引所での取5 

引所取引や、私設取引システム（ＰＴＳ）などに注文が集められ、売買が行わ

れる。上場株式でも投資家  

のニーズにこたえるため、1998 年末から上場株式でも私設取引システムで売買

することが認められるようになった。これにより、証券取引所の取扱時間外で

も取引ができ、夜間でもリアルタイムに取引が可能になった。しかし、上場し10 

ているすべての銘柄が取り扱えるわけではなく、決められた銘柄のみ取扱が可

能である。  

 

図表  1 東京証券取引所の構造  

 15 

 

 

 

大型企業

中堅企業

成長企業

市場第一部

市場第二部

マザーズ ジャスダック

筆者作成  
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第２節  金融システムにおける独自の意義と役割  

 

以上の様な証券市場を通じた資金仲介は、銀行などの金融機関が預金、保険

証券、信託受益権証書などの間接証券を発行して資金を調達する方式とは異な

り、市場における日々の株価変動が、発行市場においては直接に企業の資金調5 

達コストに影響し、また流通市場においては投資家の保有株式の売買を通じた

インカムケインとキャピタルゲインを合わせた投資収益率に直接及ぼすという

点で、まさに直接的な金融方式であると言える。  

また証券市場は、巨額の長期資金を調達するという点では、投資家の資金を機

動的に動員する機能を有しており、ここに 19 世紀の重化学工業化を反映し、10 

国際性を兼ね備えた株式市場の歴史的ダイナミズムがあるともいえる。  

 日本の金融システムは間接金融優位体制と言われるが、資金循環統計でみる

と証券市場が関与している比重は極めて大きい。それは、間接金融の中心であ

る銀行（預金金融機関）が大量に株式を保有しているのをはじめ、金融機関が

大量に証券を保有しているからである。  15 

 これを図表 2 の日本銀行の資金循環統計の主要経済部門の負債構成でみると、

2018 年 6 月末時点で、企業部門（民間非金融法人企業）の株式（時価５８９兆

円）を含む証券で 1,031 兆円、公共部門（中央政府、地方政府を含む一般政府

の証券（国債・地方債等）で 1,087 兆円、および海外の負債（本邦対外債権の

うちの証券＝外債・直接投資（保有株式）の 574 兆円を合わせると約 2,700 兆20 

円となり、負債（資金調達）総額、約 4,300 兆円のうち、全体の 62％を超える

部分が証券を通じた資金仲介・資金移転ということになる。  

証券市場の金融システムにおける比重は、このように極めて高い。しかし金

融機関を通じた証券投資が民間の預金取扱機関、保険・年金危機、その他の金

融機関で 1,880 兆円に達しており、中央銀行（日本銀行）による約 500 兆円の25 

国債保有を含めると、2,700 兆円の証券のうち、金融機関を通じた証券保有は、

9 割近く（88％超）に達している。日本の金融システムが間接金融優位と言わ

れる理由もここにある。  

ただ家計（個人）金融資産は、2018 年 6 月末で 1,848 兆円に達している。そ

のうち 52.5%を占める現金・預金が 971 兆円あり、預金金融機関は 412 兆円の30 
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証券を保有している。また保険・年金を通じて保有する証券が 377 兆円あり、

さらに家計部門による直接保有の証券、299 兆円を含めると、1,088 兆円に達し

ている。家計部門の金融資産の 6 割弱 (58.8%)が金融機関を経由して証券市場

に供給されていることになる。  

ただしこの家計の現金預金を株式や投資信託などのリスク資産へ流れるよう5 

にする「貯蓄から投資へ」という政策は 20 年近く叫ばれているが、家計の現預

金比率はあまり大きな変化が見られない。  
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図表  2 日本銀行の資金循環統計の部門別の金融資産・負債残高 5  

                                                     

5 日本銀行調査統計局  2018 年第 2 四半期の資金循環（速報）参考図表３項

より引用。  
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第３節「活性化」とは何か  

 

 以上の様な金融システムにおける証券市場の独自の役割や意義を考えると、

証券市場の「活性化」とは、単に株価が上昇することではないことは自明であ

る。もちろん株価の上昇は、企業の資金調達コストを低下させることに繋がる。5 

しかし問題は、銀行、金融機関の貸出金利などと比べたリスクプレミアムを含

む資金調達コストである。一般に企業の株式を通じた資金調達コスト（利回り）

は、無リスク資産である長期国債利回りにリスクプレミアムを加えた投資家が

要求する投資利回り（資本コスト）によって決まる。また株価は、株主に対す

る配当や利益を投資家の期待投資利回りで除して求められる。  10 

 こうして株価は、配当や利益といった企業の業績をはじめ、平均的な利子率

（国債利回り）や、リスクプレミアムを加えた投資家の要求する投資利回りに

よって規定され、形成されると考えられる。  

 こうして株価は、上記のような企業業績・景気動向や金利水準などの経済的

基礎条件（ファンダメンタルズ）によって影響を受けて形成されると考えれば、15 

これらの経済的基礎条件から乖離した株価を示す「バブル」や極端な低迷状態

は、「活性化」した証券市場と呼ぶことはできないであろう。  

 こうしたファンダメンタルズに基づく株価水準は、投資家にとっても株式市

場が資金運用対象となる株式を取得し、これをいつでも市場で売却しうるとい

う適度な流動性を維持するためにも必要な条件となる。  20 

 このような株価が形成され、中長期的には適切な企業業績や利子率、リスク

水準を反映した経済成長率の影響を受けつつ、株価も成長していく状態を証券

市場の「活性化」の姿と考えるならば、そのような基準から見て、現在の日本

の株式市場の現状がどのようなものであるのか、またどのような課題、問題点

を抱えているのかを検討することが可能となるであろう。  25 

 

 

 

                                                     

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

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf
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第２章  国内証券市場の現状と課題  

第１節  個人投資家の現状と課題  

 日本銀行が集計している資金循環統計の個人金融資産は 2018 年 6 月末で

1,848 兆円であり、そのうち現預金の比率は 52.5%と高い水準である。この家

計の現預金を株式や投資信託・債権などのリスク資産へ流れるようにする貯蓄5 

から投資へ政策は 20 年近く経過しているが、家計の現預金比率はあまり大き

な変化が見られない。  

 2017 年度株式分布状況調査の結果を見ると、個人株式数は株式数合計の９

７％を占め、前年度比 162 万人増加して 5,129 万人となり、はじめて 5 千万人

の大台を超える結果となった。その一方で、投資部門別株式保有比率は 17%で10 

あり、貯蓄が投資に回っていない現状である。  

 ここで貯蓄から投資への政策について振り返る。 1998 年 4 月に個人の海外

預金が完全に自由化され、指定証券会社制度の入意思により海外の証券会社と

の直接取引できるようになった改正外為法施行にはじまり、 1998 年 12 月には

金融システム改革法が施行され、金融機関が証券取引法上の登録を受け本体で15 

投資信託の窓口販売を行うことが解禁された。1999 年 10 月には株式の委託手

数料の自由化が実施されている。 2001 年 10 月には確定拠出年金法により、個

人または事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行う

確定拠出年金制度（ＤＣ：Defined Contribution Plan）が始まる。2003 年 1 月

には税制が改正され、個人の株式や公募株式投信の取引において、源泉分離課20 

税が廃止され申告分離課税に一本化された。配当金や譲渡益課税の税率もそれ

までの２６％から原則２０％に引き下げられた。そのうえで、さらに軽減措置

で１０％まで軽減された。この軽減措置は 2014 年末まで延長された。2004 年

4 月には証券取引法が改正され、誰もが投資しやすい市場の整備の具体的施策

としてファイナンシャルプランナーなどの活用も想定した証券仲介業制度が導25 

入され、同年 12 月には金融機関にも解禁された。 2007 年 9 月には金融商品取

引法が施行され、投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制（い

わゆる投資サービス法制）構築の一環として、集団投資スキーム（ファンド）

の持分・信託受益権全般を包括的に有価証券と位置付けた。また、規制対象と

なるデリバティブ取引の範囲を拡大（外国為替証拠金取引、通貨・金利スワッ30 
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プ取引、天候デリバティブ取引なども含む）した。さらに、金融商品取引業者

が遵守すべき行為規制を整備したが、特に販売・勧誘に関するものとして、公

告規制、契約締結前（時）の書面交付義務、適合性の原則などが整備された。

2014 年 1 月には税制が改正され、個人の株式や投資信託の売買から生じる所

得への課税を非課税にするＮＩＳＡが開始した。当初は、２０歳以上、年間非5 

課税投資金額１００万円、最長５年間で適用は２０２３年までの１０年間とな

っていた。なお、２０１６年から年間の非課税投資額上限を１２０万円に拡大

した。また、未成年者専用のジュニアＮＩＳＡが創設（一人当たり年８０万円

が限度）され２０１６年４月から開始した。2017 年 1 月には確定拠出年金法が

改正され、ＤＣ個人型の対象者を、専業主婦や公務員まで拡大した iDeCo 制度10 

を開始した。2018 年 1 月には税制が改正され、年間投資上限額が 40 万、投資

可能期間が 2018 年から 2037 年（20 年間）とするつみたてＮＩＳＡ制度を創

設し、既存のＮＩＳＡとは選択制で利用できるようになった。 6 

 ＮＩＳＡとは通常、株式や投資信託などの金融商品に投資し、これらを売却

した利益や配当に対して 20％の税金がかかるところを、ＮＩＳＡ口座（非課税15 

口座）内で毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利

益が非課税になる制度で、イギリスのＩＳＡ（ Individual Savings Account=個

人貯蓄口座）をモデルにした日本版ＩＳＡとして、ＮＩＳＡ (Nippon Individual 

Savings Account)という愛称になっている。最大のメリットとして先にあげた、

ＮＩＳＡ口座で購入した金融商品が非課税になる点が挙げられる。小額から投20 

資が可能であり、5 年間ＮＩＳＡ口座で年間 120 万円の範囲内で購入した金融

商品から得た利益は税金がかからず、非課税機関が終了した後は、保有してい

る金融商品を翌年の非課税投資枠に移すことが出来ます。ロールオーバー可能

な金額に上限は設定されておらず、時価が 120 万円を超過している場合でも、

その全額を翌年の非課税投資枠に移すことが出来る。しかし、ＮＩＳＡ口座は25 

1 人 1 口座しか開設できず、新規での投資が対象で現在保有している金融商品

をＮＩＳＡ口座に移すことはできない。ＮＩＳＡで取引した損益はほかの口座

                                                     

6 日本電子計算株式会社

https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00255  

https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00255
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と損益通算が出来ず、損失を翌年以降に繰り越すこともできない。また、ＮＩ

ＳＡで取引できる金融商品には限りがあり、株式投資信託や国内株、ＥＴＦ等

は対象となるが、非上場株式、預貯金、債券などは対象とならない。 7 

最近ではつみたてＮＩＳＡが 2018 年 1 月から始まり、特に小額からの長期・

積立・分散投資を支援するための非課税制度であり、購入金額は年間 40 万円5 

までで、購入方法は累積投資契約に基づく買い付けに限定されており、非課税

機関は 20 年間である。また、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適し

た一定の投資信託に限定されている。  

 個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）とは加入者が毎月一定の金額を積み立て、

予め用意された定期預金・保険・投資信託といった金融商品を自ら運用し、６10 

０歳以降に年金または一時金で受け取る年金制度である。積立金額の全額が所

得控除の対象であり、所得税・住民税が節税でき、運用で得た定期預金利息や

投資信託運用益が非課税となる。年金または一時金で受け取る際、公的年金等

控除や退職所得控除の対象となる。  

 加入者の職業等によって積み立てに上限金額が定められているのがＮＩＳＡ15 

と異なる。  

 

第２節  企業の動向  

 減収・増益企業が目立ち、時価総額上位１００社で見ると役割の企業が減収・

増益企業である。コスト抑制などで利益成長の歩みを止めない企業が目立つ。  20 

 「財務省が９月３日に発表した２０１７年度の法人企業によると、内部留保

にあたる利益剰余金は４４６兆 4,８００億円となり、前年度から９．９％増え、

６年連続で過去最高を更新した。企業業績が好調ななか、社内に残る利益が積

み上がっている。  

 内部留保とは、企業が稼いだ利益のうち株主への配当などに充当せず、社内25 

に残す利益の蓄積のことを指す。貸借対照表には内部留保という項目はなく、

利益剰余金として計上される。第２次安倍政権が発足する前の１１年度と比べ

                                                     

7 金融庁  ＮＩＳＡ特設ウェブサイト   

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html   

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html
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ると約１６０兆円増えた。  

 現預金保有額は１１年度と比べ約６０兆円増え、２２１兆円と過去最高を更

新。内部留保は設備投資やＭ＆Ａ（合併・買収）といった成長資金として使わ

れる可能性もある。」 8が、国内投資は停滞しており、実質賃金の切り下げ、及

び株主への配当率の結果、内部留保が史上最高水準に達する。ブラックホール5 

か傾向を強めている。一方で、株式市場は投資家の期待だけを喚起したバブル

的な性格を強めた可能性があると考えられる。  

 「コーポレートガバナンスの議論では米国が引き合いに出されることが多い。

しかし、コーポレートガバナンス・コードの先駆けは英国である。  

 英国では、1998 年から、上場会社のコーポレートガバナンスの望ましい在り10 

方が統合規範（ the Combined Code）として示されてきた。これがリーマン・

ショックに端を発する世界的な金融危機を受け、大きく変わることになったの

である。  

 一連の金融危機では、短期的な利益追求を目的とした金融機関の過剰なリス

クテイクにより実質的に破綻する銀行などが続出し、公的資金の注入という形15 

で納税者が多大な負担を強いられてしまった。英国では、このような金融機関

の行動はコーポレートガバナンスの欠如が原因であると考えられた。  

 そこで、それまでの統合規範を、（1）投資する側（機関投資家）を対象とす

る「スチュワードシップ・コード」と、（2）投資される側（企業）を対象とす

る「コーポレートガバナンス・コード」の 2 つに分けることになった。これが20 

コーポレートガバナンス・コードの始まりである。」  

 コンプライ・オア・エクスプレインとは原則を実施するかしない場合はその

理由を説明するかのどちらかを選択できる手法を採用していることが特徴であ

る。この手法は基本原則等の実施を一律に義務付けるものではなく、企業は、

基本原則等に基づいて実施しても良いし、実施せずその理由を説明しても良い25 

                                                     

8 日本経済新聞  2018 年 9 月 4 日  朝刊 5 ページより引用  

 https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMNDF11.do  

牛島信（2018）「コーポレートガバナンス・コードとは何か」最適なガバナ

ンス体制とは何かを真剣に考える機会により引用  

https://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20150325/279139/   

https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMNDF11.do
https://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20150325/279139/
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というものである。それぞれの企業に最も適したガバナンス体制はその企業ご

とに異なるからという柔軟な発想がある。コーポレートガバナンス・コードの

説明は特に利害関係者の理解が十分に得られるように工夫するべきものである

といわれており、自社がどのような状況にあり、相応しいガバナンスはどのよ

うなものなのか自社で十分な検討を行うとともに、コーポレートガバナンスに5 

詳しい外部者による客観的なチェックを求めることが重要である。  

 コーポレート・ガバナンスコードの基本原則は下記の 5 つである。  

 

図表  3 

基本原則１  株主の権利・平等性の確保  

基本原則２  株式以外のステークホルダーとの適切な協働  

基本原則３  適切な情報開示と透明性の確保  

基本原則４  取締役会等の責務  

基本原則５  株主との対話  

       筆者作成  10 

結びにかえて――活性化に向けた提言  

 

リーマンショック後の超円高の下で、日経平均で 8,000 円台に低迷していた

株価は、アベノミクスの中心的政策となった異次元金融政策＝質的・量的金融

緩和政策の下、国債とともに ETF が日銀の大規模な購入対象となり、同 2 万円15 

台を推移しているとされる。しかし、「金融緩和→円安→売上高増加→利益拡大

→株価上昇」というシナリオは、必ずしも事実を説明しておらず、リスクプレ

ミアムの低下には必ずしもつながっていない。  
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図表  4 9  

 

われわれは、史上最高益を更新してきた日本企業は、国内投資の停滞、実質

賃金の切り下げ、および株主への配当率の低下の結果、内部留保が史上最高水

準に達する「ブラックホール化」傾向を強める一方で、株式市場は投資家の期5 

待だけを喚起したバブル的な性格を強めた可能性があると考える。  

しかも日銀の ETF 購入の目的は、本来、株式のリスクプレミアムを低下させ

ることにあったはずである。しかし株価はそれなりに回復しても、リスクプレ

ミアムは高止まりしており、必ずしもその目的を達成したわけではない。むし

ろ企業統治や株式市場における価格形成の歪みを来し、「官製相場」化、すなわ10 

ち流動性低下のもとでの株価バブルを形成している可能性がある。つまり、日

銀の ETF 大量購入が株式市場に大きな歪みと副作用をもたらした可能性があ

る。  

 以上の検討を通じて、企業収益を反映した株価形成という本来の証券市場の

姿を回復するためには、一刻も早く日銀の株式購入をやめ、投資家への情報格15 

差を是正するためのインフラ整備、市場規律の重視、そして企業のガバナンス

強化を促進する機関投資家の行動指針の徹底を提言する。  

 

 

                                                     

9 日本経済新聞  2018.8.21 付けより引用  
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