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序章  

1996 年に日本版金融ビッグバンが行われて以来、「貯蓄から投資へ」という

キャッチフレーズは耳慣れたものになった。しかし家計に眠る金融資産は増加

傾向にあり、 2016 年に 1,700 兆円を突破している。また、この金融資産に占

める現金・預金の比率も依然として高く、ビッグバン開始当時から約 3％の上5 

昇を見せ 52.4％となっている。  

この家計に眠る巨額の資金が証券市場に流れれば、企業は成長資金を得るこ

とができる。証券市場は「発行市場」と「流通市場」にわかれており、発行市

場は証券を発行して出資者を募る場であるからだ。この発行市場を拡大するた

めには、多数の投資家が参加し証券取引を行う、流通市場の活性化が不可欠で10 

ある。資金を得て企業が成長すれば、日本経済の中長期的な発展も促せる。証

券市場の活性化は企業、日本経済双方の成長の鍵になると言えるのだ。  

さらに、証券市場の活性化は家計の資産形成にも繋がる。現代は低金利時代

に突入しており、資産を預貯金として蓄えておくだけでは増殖が見込めない。

よって、運用により高いリターンを見込める証券投資は、今後の家計の資産形15 

成において重要性を増すだろう。  

 我々はこれらの現状を踏まえ、証券流通市場へのアプローチを行う。本稿で

は活性化の定義を主旨文に則り「国内投資家層の拡大」と「我が国における証

券の取引量増加」とした。投資家層が拡大すれば取引量が増加することが見込

まれるため、これら 2 つを明確に区分することはできない。そこで本稿にお20 

いて前者の定義は「非投資家にアプローチし投資家層を増やす」、後者の定義

は「既存の投資家層にアプローチし更に取引量を増加する」と解釈して論を進

めた。  

この解釈のもと第 1 章では、証券市場の全体像について、定義付けをしな

がら説明していく。第 2 章では、証券流通市場に焦点を当て、その構成要素25 

を 3 つに分けて詳しくみていく。第 3 章では、第 2 章での説明を踏まえ現状

の問題点について言及する。第 4 章では、問題点を踏まえ個別に証券流通市

場活性化のための提案を行う。  

本稿が証券市場の活性化、そして日本経済発展の一助となることを切に願

う。  30 
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第１章  証券市場とは、その概要  

 本章では、本稿を読み進めるうえで必要となる知識や用語の定義づけを行う。

また、第 1 節の最後には本稿の論理展開の核となる、証券流通市場に対する我々

の見解を述べる。  

 5 

第１節  証券市場とは 

第１項  証券とは  

証券とは、財産法上の権利を表す書面のことを指す。証券はその法的な効力

に応じて有価証券と証拠証券に大別される。有価証券とは、財産権を表象する

証券である。株式、社債券、債券等がこれに属する。財産権を有するため、売10 

買の対象となる。証拠証券とは、証券そのものには価値がなく、財産の証拠と

なる証券のことである。借用証書、受領書、預金証書等がこれに属する。  

 

第２項  金融市場とは  

金融市場とは、資金余剰部門 (貸し手 )から資金不足部門 (借り手 )へと資金が融15 

通される場である。その融通される際の仲介手段の観点から間接金融と直接金

融に分類される。間接金融とは、貸し手と借り手の間を金融機関が仲介し、資

金を融通する手段である。直接金融とは借り手が貸し手に対して金融機関を介

さず直接に有価証券を発行することによって資金を融通する手段である。この

直接金融が行われる場を証券市場と呼ぶ。  20 

 

第３項  証券市場の仕組み  

 証券市場は、その機能に応じて発行市場と流通市場に分類される。発行市場

とは、国や地方自治体、一般企業等が新しく発行した株式や債券が証券会社等

に一次取得される市場のことを指す。流通市場とは、すでに発行されている株25 

式や債券等の証券を投資家が売買する市場である。ここには、証券取引所等の

具体的な市場が存在する。また、発行市場と流通市場は相互に結びついており、

他方が活性化されるともう一方も活性化する仕組みになっている。  
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第４項  証券流通市場が果たすべき役割  

これは、経済学的観点からは「証券の流動性を向上させること」とされてい

る。また、最近ではコーポレートガバナンス・コードの策定をはじめとした、

情報開示の役割も担っている。これらの要素に加え、我々は証券流通市場が果

たすべき役割を、「市場の活性化を通じ、国民の資産形成を促進する。そして、5 

企業の成長資金獲得、ひいては日本経済の更なる発展に寄与する」とする。証

券流通市場活性化の定義、またその要因として本稿では大会主旨文に則り、「国

内投資家層の拡大」、「我が国における証券の取引量の増加」の 2 点とする。証

券流通市場を活性化させることにより証券の需要を生み出し、証券発行市場の

活性化に繋がる。そして、証券発行市場が活性化することにより、企業の資金10 

調達手段が多様化する。これが国民の資産形成の促進、企業の成長、ひいては

日本経済の活性化に繋がる。  

 

第２節  取引所制度、市場制度 

第１項  取引所制度  15 

 2015 年 8 月末、全国証券取引所の上場会社数は 3,637 社になっている。証券

取引所での株式取引は東京証券取引所 (東証 )への集中度が極めて高い。東証に

上場するためには日本証券取引所が定める上場審査基準をクリアしなければな

らず、その項目には①株主数②流通株式の数、時価総額③企業の時価総額④事

業継続年数⑤純資産額等がある。東証第一部、二部に上場することは企業にと20 

って一種のステータスとみなされるため、全国の証券取引所の中でも東証に上

場が集中している。  

  

第２項  店頭取引  

 株式の流通市場には、証券取引所での取引のほかに店頭取引がある。これは25 

証券会社と顧客との間で取引する、相対取引という形で行われる。この「店頭

取引」は日本証券取引所の「店頭有価証券に関する規則」第 1 章の 2 条で、取

引所金融商品市場に上場されていない株式、つまり店頭有価証券の取引のみを

指すと定められている。そのほかに店頭で取引するものは、上場株式等は「取

引所外売買」、公社債は「店頭売買」、外国証券「国内店頭取引」と区別されて30 



6 

 

いるのだ。証券取引所に上場されている株式等は 1998 年 11 月まで取引所集中

義務があり、一部の例外を除き証券取引所で売買することが義務付けられてい

た。しかし多様化する投資家のニーズに伴い同年 12 月 1 日以降は店頭取引 (取

引所外売買 )が可能になった。  

店頭での取引は相対の話し合いをベースに取引条件を取り決めるため、発行5 

銘柄が多く取引が複雑な取引に有効である。よって、発行銘柄が多く取引の複

雑な公社債の売買は、そのほとんどが店頭売買によって行われている。  

 

第３項  新興市場  

新興市場とは、ベンチャー企業が多く上場している東証の「 JASDAQ」や「マ10 

ザーズ」らの総称を指す。 これらは高度成長を背景とし、非上場会社の資本調

達の場として機能してきた。以下にそれぞれの市場コンセプトと上場制度を述

べる。  

 JASDAQ は、一定の事業規模と実績を有し事業の拡大が見込まれる企業群を

対象とする「JASDAQ スタンダード」と、特色ある技術やビジネスモデルを有15 

し将来の成長可能性に富んだ企業群を対象とする「 JASDAQ グロース」に分類

される。マザーズでは、市場一部へのステップアップのための成長企業向け市

場として高い成長可能性を有することが求められている。  

 上場基準に関しては、実質要件と形式要件がある。まず、実質要件には企業

内容等の開示の適切性や、コーポレートガバナンス、企業の存続性等があり、  20 

JASDAQ、マザーズどちらも市場一部・二部とほぼ同様の要件になっている。 

一方で、株主数や流通株式等の形式要件については市場一部・二部よりも緩く

なっている。例えば市場一部・二部では上場見込み株主数がそれぞれ 2,200 人

以上、800 人以上、流通株式時価総額が 10 億円以上だが、JASDAQ、マザーズ

は上場見込み株主数 300 人以上、流通株式時価総額が共に 5 億円以上と少な25 

い。  

このような新興市場に関しては、ライブドアやエフオーアイによる粉飾決算

事件等の不祥事が相次いでいるほか、 2016 年 6 月末時点で上場企業の約４分

の１が赤字決算であることも問題視されている。また、今後の拡大・成長が期

待される反面、業績の安定面に不安があることが多いため株価の変動が大きく30 
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なりやすい。  

 

第４項  未公開株式市場  

 証券会社における未公開株式の投資勧誘は原則的に禁止されている。その理

由は、個人投資家を含む幅広い投資家に対し、情報を持たない状況のままでは5 

顧客に大きなリスクを負わせることになるためである。一方で未公開企業の資

金調達の場として、未公開株式を公平・円滑に売買するために日本証券業協会

(日証協 )は 1997 年からグリーンシート銘柄制度を導入した。グリーンシート銘

柄制度とは、店頭取扱有価証券の要件を満たし、日証協に届出を行い、証券会

社が気配情報等の報告を継続的に行うことを条件に未公開株式の取引を可能と10 

した制度である。しかし、売買代金、銘柄数共に減少しており、2018 年 3 月で

廃止されることとなった。これに代わり現在では、株主コミュニティが利用さ

れている。株主コミュニティとは、地域に根差した企業等の資金調達を支援す

る観点から、非上場株式の取引・換金ニーズに応える場としての取引制度であ

る。  15 
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第２章  証券流通市場の構成要素  

本章では、証券流通市場の構成要素について述べる。その際、プレーヤー・

商品・制度に分類して説明する。  

 

第１節  プレーヤー  5 

第１項  個人投資家  

 個人投資家とは、現在投資を行っている個人のことである。個人投資家自身

の年収は 300 万円未満が約半数を占めている 1。主な投資先は株式や投資信託

であるが、図表１からわかるように非投資家を含めた「家計」における資産構

成は米国に比べ現金・預金が非常に高い。  10 

 

図表１  日米欧の家計の金融資産構成比較  

 

(出典 )『資金循環の日米欧比較』 (日本銀行調査統計局、2016、p2) 

  15 

 また、図表 2 から分かるように、高齢者 (60 歳以上 )は 60 歳未満に比べては

るかに多くの貯蓄を持っている。また、彼らの金融資産比率の約 65％が預貯金

                                                 
1 『個人投資家の証券投資に関する  意識調査報告書』 (日本証券業協会、

2014、 p5) 
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であり 2、投資に使う潤沢な資金を持っていると言える。高齢化が進み高齢者人

口が増えていく中で、この高齢者の多額の資産をいかに証券市場に流入させる

かは今後の課題の 1 つと言えるだろう。  

 

図表 2 世帯主の年齢階級別貯蓄・負債残高 (単位：万円 ) 5 

 

(出典 )『家計調査報告 (貯蓄・負債編 )』 (総務省統計局、2016、p16) 

 

個人投資家は国内証券流通市場の活性化において重要な役割を担っている。

1 つ目の理由は、投資の余地が大きいからである。単純計算で日本の家計にお10 

ける現金・預金比率が米国並みに変化し、その分が投資に回った場合約 658 兆

円 3もの資金が流れる。2 つ目の理由は、個人投資家は個人投資家を呼ぶという

性質があるからである。投資家に投資を始めたきっかけは何かという日本証券

業協会のアンケートに対し、「知人・友人に勧められて」という項目が 30.3%と

最も多かった。投資の余地が大きいこと、個人投資家は個人投資家を呼ぶとい15 

うことから、証券流通市場の活性化において重要な役割を担っていると言える。 

                                                 
2 『家計調査報告 (貯蓄・負債編 )』 (総務省統計局、 2016、p31) 
3 (日本の家計の金融資産構成における現金・預金の割合 (52.4%)－米国の家計

の金融資産構成における現金・預金の割合 (13.8%))×日本の金融資産総額

(1,706 兆円 )=658.516 兆円  
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第２項  機関投資家  

 機関投資家とは、顧客の資金をまとめて巨額の投資を行い、運用する法人の

ことである。一例としては国民年金基金、生命保険会社、信託銀行等が挙げら

れる。機関投資家は顧客の信用を基に運用しているため、国債等の比較的リス5 

クの低い商品に投資する傾向がある。また機関投資家の取引規模は大きく、個

人投資家に比べると市場における影響力が高い。例えば、米国では 1980 年代

から全体に占める機関投資家の証券保有比率が高まる「機関化現象」が進んだ。

この流れの中で機関投資家の権力は強まり、彼らは市場に対して売買コストの

低減を求める動きを起こし、ニューヨーク証券取引所は委託手数料の自由化に10 

踏み切った。このように、機関投資家は証券の売買のみならず市場制度にも変

革をもたらすほど強い影響力を持つのだ。  

 

第３項  海外投資家  

海外投資家とは、日本の証券市場に投資する外国籍の投資家である。これは、15 

海外の年金基金や投資信託、保険会社、運用会社、ヘッジファンド等の法人や、

海外在住の個人投資家を指す。東証第一部の株式取引において、全体の取引高

における海外投資家の取引高の比率は 71.0%であり 4、日本における市場の占有

率は高い。また、2016 年 1～ 9 月における売り越し額が過去最大の 6 兆円を超

えた 5。その影響力の高さから、日経平均株価等への影響が懸念される。  20 

 

第２節  商品  

第１項  株式  

 株式とは株式会社が資金調達の際に発行する有価証券である。株式の購入資

金は会社の自己資産とみなされ、自社株買いや会社の解散といったケースを除25 

いて株主に返却されることがない。そのため保有する株式の換金を望む場合、

証券流通市場で株式を売却する必要がある。また、株式を保有する株主は資金

出資の対価として様々な権利を有する。図表 3 はその代表例である。  

                                                 
4 日本取引所グループ投資部門別売買状況 2016 年 9 月第 4 週分より  
5 2016 年 9 月 30 日付  日本経済新聞朝刊より  
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図表 3 株主の権利  

 

(筆者作成 ) 

 5 

現在日本の株価は海外に比べて低迷していることが指摘されており、その要

因について様々な議論がある。短期的には為替相場や海外情勢の変化があげら

れる。例えば 2016 年 6 月 24 日には英国の EU 離脱を受けて日経平均株価の下

げ幅はおよそ 16 年ぶりの大きさを記録した。また、長期的な要因としては労

働人口減少による企業の成長性の低迷懸念や、周辺国の成長も挙げられる。  10 

日本企業はこのような様々な要因によって低迷した株価を持ち直すため、近

年自社株買いを積極的に行っている。自社株買いとは企業が市場に流通してい

る自社の株を買うことである。この自社株買いを行うと市場に流通する株式が

減るため、1 株あたりの純利益が増加し需要も相対的に高まる。よって株価の

下支え要因になるほか、資本を減らすという点では過剰投資を抑制し、資本効15 

率の低下を防ぐ効果もある。2015 年度の自社株買いは前年度比 58.0％増加の

5 兆 3,000 億円 6となり、2016 年 1～ 9 月の自社株買い実施額も 4 兆 3,500 億円

7と過去最高だった (図表 4 参照 )。これは今後の日本の株価上昇に貢献できると

考える。  

  20 

                                                 
6 2016 年 5 月 6 日付  毎日新聞より   
7 2016 年 10 月 19 日付  日本経済新聞より  
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図表 4 1～ 9 月の自社株買いの実施額  

 

 

(出典 )『自社株買い、最高の 4.3 兆円 経営効率を優先』(日本経済新聞、2016) 

 5 

第２項  公社債  

 公社債とは、国や地方公共団体が発行する国債・地方債、民間企業等が発行

する社債を合わせた債券の総称である。これらは、発行する際に償還の義務を

負う。株式と違い一定の利率が存在し、償還の義務があることから運用のリス

クが低い。そのため、機関投資家に人気がある商品である。また 2015 年度の10 

公社債現存額は 1,101 兆円であり、そのうち約 81%を国債が占める。  

 

第３項  投資信託  

投資信託とは、複数の投資家から資金を集めて大きな基金としてまとめ、専

門家が株式や債券等に投資する商品である。この商品の運用は機関投資家が行15 

い、その運用成果は投資額に応じて投資者に分配される。この投資には規模の

経済性、効率的分散投資、専門家による情報や投資手法の優位性等の利点があ

る。投資に関する知識が乏しくとも簡単に投資でき、また分散投資によりリス

クも低いため、投資を始めたばかりの個人投資家に人気がある。  

 最近、日本銀行 (日銀 )による上場投資信託 (ETF)8の買い入れに注目が集まっ20 

                                                 
8 証券取引所に上場し、株価指数等に代表される指標への連動を目指す投資信

託のこと。手数料が安い点やリアルタイムの価格で売買できる点が従来の投資

javascript:void(0)
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ている。日銀は 2016 年 7 月 29 日に買い入れ額をこれまでの 2 倍近い年 6 兆

円に拡大すると決定した。この動きは企業活性化→賃金上昇→消費拡大→物価

上昇の流れを目的とした金融政策のもと行われている。しかし株式市場に政府

が資金を供給し、株価の下支えを行うことには賛否両論がある。  

 5 

第４項  商品全般に関する補足  

 これらの商品を中心に証券流通市場で取引が行われているが、本項では商品

全般に共通する事項として①流動性プレミアム②リスク性資産による資産形成

の 2 つを補足する。  

まずは①流動性プレミアムについてである。これは株式や債券を市場で換金10 

しようした時にすぐに売れない、または希望した価格で売れないという流動性

リスクを考慮して付加される。このリスクが高い商品は流動性プレミアムが適

用され、相対的に利回りが高くなる。例えば、短期債券より長期債券の利回り

が高いのはこの流動性プレミアムを適用していると言える。  

次に②リスク性資産による資産形成についてである。リスク性資産とは株式15 

や投資信託等、元本割れのリスクがある代わりに高い利回りが見込まれる資産

である。これに対し預金や債券は元本割れのリスクが小さい安全資産と呼ばれ、

日本人は安全資産を好む傾向がある。しかし、近年預金金利は低下の一途をた

どり普通預金の平均年利率は 0.001%、定期預金も 1,000 万円以上を 10 年預金

して 0.033%と低い金利水準になっている 9。また、債券の中で最も安全性が高20 

いといわれる国債の利回りも極端に低下している。このため、手元の資金を活

用して資産を増殖させるためには一定程度のリスク性資産を持つべきだと考え

る。  

 

第３節  制度  25 

第１項  NISA(小額投資非課税制度 ) 

  NISA とは株式の配当や譲渡益等が年間 120 万円まで非課税になる制度で

                                                 

信託と異なるメリットである。  
9 預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について (日本銀行、2016 年 10 月

24 日時点 ) 
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あり、2013 年度税制改正によって 2014 年から導入された。この制度は「貯蓄

から投資へ」の流れを促進し、経済の活性化へと繋げることを目的にしている。

対象者は 20 歳以上で非課税期間は最長 5 年、口座開設期間は 2014 年から 2023

年までの 10 年間としている。非課税期間が終了した際、口座内の資金移動に

は 3 つの選択肢がある。①売却②通常の証券口座への移動③ロールオーバーで5 

ある。①の売却においては、通常の NISA の仕組み通り非課税になる。②の証

券口座に移動した際には、時価を基準にその後の売買が非課税になる。(図表 5

参照 )③ロールオーバーとは、翌年の NISA 口座に余っている投資枠 (120 万円

を上限とする )に移動することができるというものである。   

 10 

図表 5 証券口座への移動した際の課税対象  

 

(出典 )『NISA 特設ウェブサイト』 (金融庁 HP) 

 

そして、2016 年 1 月には 20 歳未満にも対象者を広げたジュニア NISA が創15 

設された。年間投資上限は通常の NISA より 40 万円少ない 80 万円に設定され

たが、非課税期間と口座開設期間は NISA 同様にそれぞれ 5 年、2023 年までと

した。さらに、このジュニア NISA は親権者等の代理または同意の下で投資を

行い 18 歳になるまで原則として払い出しができないのが特徴である。  

NISA はまだ歴史の浅い制度であり、日証協･投資信託協会･全国証券取引所20 

は 2016 年 9 月 21 日に平成  29 年度税制改正に関する要望を公表する等の現

行制度の改正が検討されている。この要望の中では非課税枠の撤廃や非課税期
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間の恒久化が議論されており、投資関係者の注目を集めている。  

 

第２項  確定拠出年金 

 確定拠出年金とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、一定の掛

金とその運用収支との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度のこと5 

である。現状の年金制度だけでは高齢期の所得確保が困難である、また離転職

時の年金資産の持ち運びが困難である等の問題点を解決するために 2001 年か

ら導入された。  

 この確定拠出年金制度は企業が掛金を拠出する企業型と個人が掛金を拠出す

る個人型に分けられている。企業型に関して、従業員自らが掛金を追加で拠出10 

するマッチング拠出もある。加入対象は 20 歳以上 60 歳未満で、図表 6 にある

ように、企業型の場合は実施企業に勤務する従業員 (国民年金第 2 号被保険者 )、

個人型の場合は自営業者等 10(国民年金第 1 号被保険者 )と企業型年金加入者、

厚生基金等 11の加入員の対象となっていない企業の従業員 (国民年金第 2 号被保

険者 )としている。  15 

  

                                                 

10 農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料を免除されている方を除

く。 

11 厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共

済  
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図表 6 確定拠出年金の位置付け  

 

(出典 )『確定拠出年金とは (個人型と企業型 )』 (三井住友銀行、 2015) 

 

確定拠出年金への加入方式は任意加入、自動加入、強制加入の 3 つからなり、5 

図表 7 はそれぞれの違いを表したものである。任意加入とは、加入を希望する

ものが任意で加入するもので、その後抜けることは原則自由となっている。自

動加入とは、加入の意思の有無に関わらず対象となる者は全員加入させ、その

後抜けることは原則自由となっている。強制加入とは、加入の意思の有無に関

わらず対象となる者は強制的に全員加入させ、抜けることも禁止するものであ10 

る。現在の我が国の確定拠出年金は企業型・個人型共に任意加入である。確定

拠出年金は年金資産を個々で証券によって運用する仕組みであり、現役世代に

投資機会を提供する良いきっかけになっていると言える。 
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図表 7 加入制度の違い筆者作成  

 

(筆者作成 ) 

 

 確定拠出年金の特徴には企業型・個人型共に加入者自身が金融機関の提示し5 

た商品の中から運用指図を行うこと、離転職時に企業型もしくは個人型のいず

れの制度に積立金を持ち運ぶことができること、税制優遇等がある。税制優遇

に関しては図表 8 でまとめた通りである。具体的な運用商品は、主に元本確保

型と投資信託に分けられており、前者には預貯金・保険商品等、後者には公社

債・株式等があり、金融機関の提示した商品の中から加入者自身が配分を決め10 

ることができる。 

 

図表 8 局面ごとの税制優遇  

 

 (出典 )『使わなければもったいない！確定拠出年金のメリットをフル活用！』15 

(投資信託協会 HP)より筆者作成  

 

 図表 9 は確定拠出年金利用者数の推移であるが、企業型・個人型共に年々

利用者数が増えている。2016 年には個人型確定拠出年金改正法が成立した。

施行されるこの法律の特徴は 2 つある。①個人型確定拠出年金の範囲拡大②20 
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簡易型確定拠出年金の創設である。①については、 2017 年 1 月から個人型確

定拠出年金の加入者の範囲が拡大することとなった。範囲拡大においては図表

10 からわかる通り企業年金を実施している企業の雇用者や公務員、専業主婦

(国民年金第 3 号被保険者 )を含め、基本的にすべての 20 歳以上 60 歳未満の国

民が加入できるようになる。 5 

②については、制度申請の形式を簡略化した簡易型確定拠出年金制度が創設

された。今までは申請書類作成のコスト等を理由に中小企業には確定拠出年金

制度が普及していなかったため、手続きの簡略化によって中小企業の導入率を

向上させるのが狙いだ。これらの動きは今後の更なる利用者増加に繋がるだろ

う。 10 

 

図表 9 個人型・企業型確定拠出年金利用者数の推移  

 

(出典 )『規約数等の推移』 (厚生労働省、 2016)より筆者作成  

  15 
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図表 10 個人型確定拠出年金の加入対象の拡大  

 

(出典 )『個人型 DC 加入可能範囲の拡大』 (りそな銀行、2016) 

 

第３項  2 つのコードとインベストメント・チェーン   5 

本項ではコーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードの

2 つのコードをインベストメント・チェーンの考えに基づいて説明する。  

まず、インベストメント・チェーンについて説明する。インベストメント・

チェーンとは図表 11 のような投資資金循環の仕組みを指す。インベストメン

ト・チェーンは「企業の生産性向上が家計を潤す→家計の資金が消費として企10 

業に投下される→企業の収益が拡大、成長率が上がる→企業が魅力的な投資対

象になり、株主による投資が促進される→資本の拡大によってさらに企業の生

産性が高まる」という仕組みを持つ。このチェーンの中では企業の成長を見込

んで投資家は投資を行い、さらに資本が拡大して企業が成長するという好循環

が発生するのである。証券流通の点でいえば、チェーンの流れに沿って投資が15 

永続的に、活発に行われることになる。  
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図表 11 インベストメント・チェーンの概要  

 

(出典 )『インベストメント・チェーン』 (日本経済新聞、2013)より筆者作成  

 

そこで、政府はこのチェーンの中で重要な役割を担う企業と機関投資家に向5 

けて 2 つのコードを提示した。  

まず企業向けのコーポレートガバナンス・コードについて説明する。コーポ

レートガバナンスの直訳は企業統治である。これは、会社が株主等ステークホ

ルダー 12の立場を踏まえた上で利益を生み出す仕組みを言う。コーポレートガ

バナンス・コードは、このような「企業が本来備えるべき仕組み」の確立を促10 

進するために企業が努力すべき項目をまとめたものである (図表 12 参照 )。東証

は 2015 年 6 月から上場会社の企業行動規範としてコードの適用を開始した。

さらにコンプライ・オア・エクスプレインの手法をとり、企業は原則の実施、

あるいは実施しない場合にはその理由を説明する責任を負う。これによって企

業はステークホルダーの監視のもと、株主資本を活用した生産性の拡大を求め15 

られるのだ。  

  

                                                 
12 株主、従業員、顧客、地域社会等企業の利害関係者  
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図表 12 コーポレートガバナンス・コードの主な内容  

 

(出典 )『コーポレートガバナンス・コード』(東京証券取引所、2015)より筆者作

成  

 5 

次に、機関投資家向けのスチュワードシップ・コードについて説明する。こ

のコードの概念は機関化現象の進んだ英国で 2010 年に生まれた。企業を監視

するステークホルダーの代表として大株主を考えたとき、それは法人であり大

規模な株式保有を行う機関投資家が該当する。このような市場に強い影響力を

持つ機関投資家の在り方を規定するのがスチュワードシップ・コードである。10 

株式持ち合いに伴う馴れ合いで失われてきた「投資家と企業との積極的な対話」

を促すため、コードの内容は当該企業の状況把握や利益追求等についてまとめ

られている (図表 13 参照 )。現在までに世界最大の年金基金、年金積立金管理運

用独立行政法人 (GPIF)を含め 200 近い企業が受け入れを表明した。まだ世界的

に見ても歴史の浅い概念ではあるが、コードの導入によって株主の監視体制の15 

強化、ひいては株主の権利追求が期待される。  
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図表 13 スチュワードシップ・コードの主な内容  

 

(出典 )『日本版スチュワードシップ・コード』 (金融庁、2014)より筆者作成  

 

このようにインベストメント・チェーンを基盤にして企業に自身の利益を追5 

求させ、機関投資家にその追求を監視させることで循環を円滑に行わせる狙い

だ。現在導入されたばかりの 2 つのコードが今後どのくらい浸透し、機能する

かに注目が集まる。  
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第３章  現状の問題点  

 本章では第 2 章で説明した「市場を構成する要素」ごとに、現状を踏まえた

うえで、問題点を述べていく。  

 

第１節  プレーヤー、家計の問題点  5 

 第 2 章 1 節で述べたように、日本の家計の投資は進んでいない。本節では家

計の投資が進んでいない原因を教育と投資制度の 2 つの構造的な要因に分類し

て挙げる。教育に関しては「学生の金融教育の不足」、「現役世代の投資教育が

機能していない」、制度に関しては「高齢者の相続マネーが証券市場に流れる仕

組みがない」である。さらに、この 3 つの問題点の対象はそれぞれ学生、現役10 

世代、高齢者の年代別に分かれており、生涯を通した投資との向き合い方につ

いても考察する。  

 

第 1 項  教育の不足  

前述した通り日本の家計の金融資産のうち約半分は預貯金として保有されて15 

おり、株式や投資信託等、証券の保有は少ない。では、家計の証券投資が進ん

でいない原因は何か。野村総合研究所が 2015 年に行ったアンケート 13 の中で、

投資を行ったことがない理由として最も多く挙げられたのは「十分な知識がな

い」ことだった。つまり、現状の家計には投資に関する知識が不足し、投資の

実行に踏み切ることができず、結果として証券の保有率が低いことが言える。  20 

「教育の不足」の具体的な現状を以下に述べる。図表 14 は野村総合研究所

が 20～ 40 代の 3,544 人を対象に行ったアンケートの結果である。ここから分

かるように、男性も女性も投資経験者層は半数以上が金融・投資の学習経験が

ある。しかし、投資経験はないが投資に興味・関心がある投資関心層は約 3 割、

投資経験がなく投資への関心もない投資無関心層に至っては約 1 割しか学習経25 

験がない。また、同アンケート内の図表 15 では全体的に「中学・高等教育で金

融・投資について授業を受けた」と答えた人の割合が 1 割に満たないこともわ

かった。さらに、投資経験者の学習方法で自学自習が最も多くなっていること

                                                 
13 『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』 (野村総合研究所、 2015、p18) 
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から、現在は金融・投資の学習が個人の自主性に委ねられていると考察できる。

それゆえ投資に関心がある層は自ら情報収集をして積極的な投資姿勢を見せる

が、無関心層は知識獲得の場がなく金融・投資市場から疎遠なままなのだ。  

 

図表 14 金融、投資に関する学習経験  5 

 

(出典 )『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』 (株式会社野村総合研究所、 2015、p9)より筆者作成  
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図表 15 金融・投資学習方法の内訳  

 

(出典 )『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』 (株式会社野村総合研究所、 2015、p10) 

 5 

第２項  学生の金融教育の不足  

まず我々は教育不足の原因として「学生の金融教育の不足」を挙げる。日本

ではカリキュラム上、金融・投資教育を行っている。学校段階に応じ社会科や

公民科、家庭科等で金融の働きや市場経済の考え方を指導する授業が必須だ。

ただ図表 16 の中学・高等学校の教員を対象にしたアンケート結果を見ると、10 

その内容が実際の制度と生活の繋がりを考える段階に達していないことがわか

る。また、実践能力や態度が身に付きにくいこと、そもそも実践的な知識が少

ないとの指摘もある。ここから、現在の学校教育は単なる知識の習得のみを目

指したものにとどまっており、収集した情報を読み取ったり、知識を活用して

合理的に判断したりする力を養うことが難しいと言える。そのため、多くの日15 

本人が学校教育の段階で「投資学習をした」と言えるほどの知識を身に付けら

れていないと考える。  
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図表 16  金融経済教育の学習内容の問題点  

 

(出典 )『中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書』 (日本証券

業協会、2014、p24)より筆者作成  5 

 

 この投資知識の不足は証券市場の活性化を妨げるだけでなく、将来の学生に

とっても問題である。なぜなら前述したように低金利時代の現在では預貯金か

ら得られる金利はごくわずかであり、資金を眠らせておくことは有効な資産形

成とは言えないからだ。一方、証券投資による資産運用は高いリターンを期待10 

できる。手元の資金をいかに有効に運用し増大させるかは、将来の学生の長期

的な生活設計の上でも非常に重要なのだ。そのため、義務教育期間の学習内容

の充実が必要であると考える。  

 

第３項  現役世代の投資教育が機能していない  15 

次に我々は、教育不足の原因として「現役世代の投資教育が機能していない」

を挙げる。しかし、義務教育期間と違って現役世代全員に一律な教育の機会を

提供することは難しい。そこで、今回は現役世代に広く教育の場を提供できる

企業型確定拠出年金での投資教育に焦点を当てることにする。  

現在の企業型確定拠出年金制度では企業に導入時教育の努力義務が課せられ20 

ており、実際に「概ね 100％」 (厚生労働省、2013)の企業で導入時教育が実施

されている。しかし、既存の教育方法には改善の余地がある。そこで我々は現
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役世代の投資教育が機能していない要因として、①導入時教育の質が低いこと

②継続教育が行われていないことという 2 点を挙げる。  

まず①導入時教育の質が低いことについて述べる。現状、企業年金連合会に

よると、実施対象に関しては全員対象が 94.6％、希望者のみ対象が 5.4％であ

り、実施手法は集合研修が 94.6%、臨時発行物が 41.7％、ビデオ研修が 36.5％5 

(複数回答 )である。しかし、あくまで努力義務であるため厳格な規定は存在せ

ず、企業によって投資教育方法は異なり、必ずしも効果的な教育が行われてい

るとは限らない。図表 17 は個人型確定拠出年金加入者 2,000 人、企業型確定

拠出年金の加入者 6,000 人に行ったアンケート 14である。1 度も投資教育を受

講していない人と導入時教育のみを受けた人で 0 点の人の割合はわずか 9％し10 

か減少せず、また 3 点の割合は若干増加したものの 5 点満点の人の割合わずか

2％しか増加していないことがわかる。つまり、導入時教育を受ける前後におい

て彼らの金融リテラシーの差は小さく、ゆえに導入時教育は十分機能していな

いと言える。実際に、大手生命保険会社の社員に行ったヒアリングによれば、

「導入時教育はただ教科書を配るだけであった。強制的ではなくテスト等もな15 

いため全員が知識を付けるのは難しいだろう」と述べていた。  

 

図表 17 投資教育の受講と金融リテラシー 15 

 

                                                 
14 同アンケートで個人型と企業型加入者に金融リテラシーの差が微々たるも

のであったため、今回の論理の証明に際し有効であると判断した。  
15野村総合研究所作成の金融クイズ (0~5 点 )を採用  
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(出典 )『確定拠出年金の利用実態調査 (2015/3)報告』(野村総合研究所、2015、

p41) 

 

次に②継続教育が行われていないことについて述べる。現在、継続教育の実

施率は 67.8％ (企業年金連合会、2014)である。継続教育の実施率が低い理由と5 

して、「開催が困難である」、「予算がない」、「教育内容が不明である」等が挙げ

られている。年々増加傾向ではあるが、その値は良いとは言い難い。また、先

ほどの図表 17 より、投資教育の受講頻度が高まるほど 0 点の人の割合が低下

していることがわかる。これは継続教育の重要性を表していると言える。  

この「現役世代の投資教育が機能していない」という問題点は、現役世代が10 

投資機会の場を有効活用できない事態を引き起こしている。図表 18 は、企業

型確定拠出年金利用者の金融リテラシーレベル別、投資信託比率である。投資

信託比率が 0％の割合は 0 点が 48％、1 点が 36％と、金融リテラシーが低いほ

ど投資信託比率も低下している。つまり、この図から金融リテラシーと運用方

針は関係しており、金融リテラシーが低いほど保守的な投資となってしまうこ15 

とがわかる。自ら運用を指図して高いリターンを獲得し、老後のための資産形

成をより良く行えることが確定拠出年金のメリットであるが、現状では教育不

足が原因でこのメリットを十分に享受できていない。実際には想定利回りを下

回り、確定拠出年金を利用しない場合と比較して退職金が目減りしてしまうケ

ースも珍しくないのだ。また、これは証券投資に資金が回らず証券市場の活性20 

化ができていないことにもなる。  

このように、企業型確定拠出年金の投資教育が機能しなければ、制度加入者

はメリットを享受できず、さらに証券市場の活性化も起こらない。以上より、

投資教育を改善することが必要であると考える。  

  25 
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図表 18 金融リテラシーと投資信託比率  

 

(出典 )『確定拠出年金の利用実態調査 (2015/3)報告』 (野村総合研究所、2015、

p40) 

 5 

第 4 項  相続マネーが証券市場に流れる仕組みがない  

 次に「相続マネー 16が証券市場に流れる仕組みがない」についてである。前

述した通り、高齢者の資産残高は日本の家計において高い割合を占めている。

しかし、預貯金の保有割合が多く有価証券の割合は少ない。この問題点を①相

続税・贈与税の現状②問題点の詳細という 2 つに分けて説明する。  10 

 

【相続税・贈与税の現状】  

 相続税とは、被相続人が亡くなり相続人への相続が行われた場合、その遺産

に対して課税が行われる税である。贈与税とは、贈与者が生存中に受贈者に対

して財産を渡した場合に、その額に応じて課税が行われる税である。また、相15 

続税と贈与税にはそれぞれ税額控除がある。基本的なものを述べると、相続税

                                                 
16 高齢者の資金、将来相続・贈与される資金  
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は相続の際に被相続人 1 人につき 5,000 万円、法定相続人 (被相続人の配偶者、

子供 )1 人につき 1,000 万円が控除の対象になっている。贈与税は年間 110 万円

までが控除の対象となる。最近では 2015 年 1 月 1 日より相続税の控除額引き

下げが行われた。前述した控除額が 4 割減額され、改正前に比べて課税対象の

枠が広がった (図表 19 参考 )。  5 

 

図表 19 相続税控除額の改正  

 

(出典 )『相続税及び贈与税の税制改正のあらまし』 (国税庁、2015、p1) 

 10 

次に相続マネーの実状について述べる。国税庁統計年報によると、2014 年度

の相続額は約 12.4 兆円である。また、贈与額は約 2.1 兆円である。実に多額の

相続マネーが存在していることがわかる。図表 20 は相続額・贈与額の内訳で

ある。現金・預貯金による相続・贈与の割合より、証券による相続・贈与の割

合が低いこと、証券の形で相続される額が少ないことがわかる。  15 

 

図表 20 相続額・贈与額内訳  
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(出所 )『国税庁統計年報 課税状況』 (国税庁、 2014) 

 

次に、図表 21 を見ると、2016 年度において約 1.92 兆円もの相続税収が見込

まれていることがわかる。前述したような相続・贈与の税額控除の仕組みがす

でにあるにも関わらず、多額の相続マネーに課税が行われている。  5 

 

図表 21 相続税収  

 

(出典 )『相続税の課税件数割合及び相続税・贈与税収の推移』 (財務省 HP) 

 10 

最後に相続・贈与のニーズについて述べる。図表 22 は第一生命が全国の 50

～ 79 歳の男女 768 名を対象に実施したアンケートである。これを見ると、資産

をすべて使い切りたいという人は男女共に約 1 割程度で、大多数が子供への遺

産相続を望んでいることがわかる。また、前述した法改正による控除額の大幅

な縮小で、高齢者の相続マネーに大きな税負担がかかることは免れにくくなり、15 

相続・贈与ニーズがさらに高まっていることが予想される。  
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図表 22 子供への資産の残し方  

 

(出典 )『中高年の遺産相続に関する調査』 (第一生命、2007、p8) 

 

【問題点の詳細】  5 

現在、教育資金贈与の非課税という制度がある。この制度を利用し様々な金

融機関が教育資金の信託を受け、運用している。間接的には相続マネーが証券

流通市場に流れる仕組みがあると言えよう。しかし、課税分の相続マネーをよ

り証券投資に回し、市場を活性化させる必要があると考える。  

また、この問題点は証券流通市場の活性化を妨げるだけではなく、相続人・10 

被相続人にとっても悪影響を与える。なぜなら、財産が課税により減少してし

まう上に、老後の資産形成に寄与できないからである。前述したように、現金・

預貯金での相続が多い現在では、高齢者の豊富な資産を有効活用しているとは

言えない。相続後・贈与後を見越して資産を運用し、相続人に多くの資産を残

すこと、また資産運用のきっかけを与えることが重要であると考える。  15 

 

 これらのことから、高齢者は多額の相続マネーを所持しており、それが証券

市場に流れていないことが考察できる。よって、この相続マネーを有効活用し、

証券市場の活性化をするためには、相続マネーが証券市場に流れる仕組みを構

築することが求められる。それにより、投資の機会を提供し、国民の資産運用20 

のきっかけを与えることを目指す。  
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第２節  NISA の問題点  

 NISA に関する問題点は「新規口座開設の制限」である。現在、NISA の口座

数・金融商品の買い付け額は共に増加している。図表 23 より 2016 年 6 月末時

点の口座数は約 1,030 万件、また図表 24 より金融商品の買い付け額は約 8 兆

3,762 億円となった。このように口座開設数、金融商品の買い付け額共に制度5 

開始以来順調に増加しており、NISA は個人投資家の投資促進に寄与している

と言える。  

 

図表 23 NISA 勘定設定口座数の推移  

 10 

(出典 )『ＮＩＳＡ口座開設・利用状況調査結果 (平成 28 年 6 月 30 日現在 )につ

いて』 (日本証券業協会、2016、p11) 
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図表 24 NISA 口座での購入額  

 

(出典 )『ＮＩＳＡ口座開設・利用状況調査結果  (平成 28 年 6 月 30 日現在 )につ

いて』 (日本証券業協会、2016、p13) 

 5 

また、図表 25 より投資未経験者による NISA 口座開設数の割合も増加傾向

にあることがわかる。これより、NISA は投資経験者の投資促進のインセンテ

ィブになっているだけでなく、投資未経験者を投資へ勧誘する要因にもなって

いると言える。しかし、政府は口座開設期間を 2014 年から 2023 年までの 10

年間と定めており、開設数が増加傾向であるにも関わらず廃止を予定している。10 

NISA が廃止されれば、非課税で行えるという株式投資の魅力が失われること

になる。これは既存の投資家の投資意欲減退による証券取引量の減少、さらに

非投資家層の投資機会喪失にもなりかねない。  
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図表 25 NISA における投資経験者・未経験者の口座数割合の推移  

 

(出典 )『ＮＩＳＡ口座開設・利用状況調査結果  (平成 28 年 6 月 30 日 )について』

(日本証券業協会、2016、p4) 

 5 

以上の教育・相続制度、NISA に関する 4 つの問題点を踏まえたうえで、我々

は生涯にわたって投資に向き合える環境づくりが大切だと考える。まず義務教

育期間の学習内容を充実させて、投資を「興味のある人が個人的に勉強して行

うもの」から「誰もが予備知識を持っており、適切な投資判断をして資産構築

できるもの」だと認識させる。そして、現役世代に対しても投資教育を充実さ10 

せ、知識の強化を続ける。この期間は学生と違い収入を得て投資資金を獲得す

るため、実際に投資機会を設ける意義がある。NISA はこの投資機会の促進と

投資額の拡大に役立つだろう。そして、最後に形成した資産を次世代へ引き継

ぎ、資金の循環を円滑に行う。このように生涯を通して投資に向き合うことは、

単なる証券取引量の増加だけではなく個々の資産形成にも繋がる。この流れを15 

作るために、第 4 章からは具体的に問題点を解決するための提案を行う。  
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第４章  証券流通市場活性化のための提案  

 本章では第 3 章を踏まえ、それぞれの問題点に対して提案を行う。  

 

第１節  プレーヤー、家計に対する提案  

 第 3 章 1 節で「学生の金融教育の不足」、「現役世代の投資教育が機能してい5 

ない」、「相続マネーが証券市場に流れる仕組みがない」の 3 つの問題点を挙げ

た。これに対して我々は「教育カリキュラムの充実」、「 e ラーニング教育の導

入」、「証券商品による遺産相続の非課税化」を提案する。また、2 点目の現役

世代へ投資機会を提供する目的で「全企業への企業型確定拠出年金の自動加入

化」を提案する。  10 

 

第１項  「学生の金融教育の不足」に対する提案  

初めに、「学生の金融教育の不足」という問題点に対し「教育カリキュラムの

充実」を提案する。この提案は非投資家層にアプローチし、活性化の定義のう

ちの「投資家層の拡大」を図るためのものである。知識不足を理由にした非投15 

資家層の形成を食い止めるために、まずは義務教育において投資知識のベース

づくりを行い、国内投資家層の拡大に繋げる。  

具体的な提案は、2020 年度以降に導入予定の新学習指導要領 17の中で、金融

教育の内容を拡充するというものである。本項では初めに新学習指導要領の概

要について説明し、その後内容の拡充について「金融教育プログラムの組み込20 

み」と「既存のシミュレーションゲームの普及」の 2 つを提案する。  

まず初めに、新学習指導要領の概要を簡単に述べる。図表 26 のように現在

は学習指導要領の社会の科目は「選択必修」の形になっている。これは地理歴

史科の 2 分野から 1 科目ずつ、公民科の分野からは現代社会 1 科目または倫理

と政治・経済 2 科目以上を選択する仕組みである。しかし、新学習指導要領で25 

は共通必修科目として「公共 (仮称 )」(以下「公共」)を全生徒に学ばせることに

なった (図表 27 参照 )。この共通必修の「公共」の授業内で、全生徒に向けて「金

融教育プログラム」に倣った実用性の高い金融教育を行うのである。このプロ

                                                 
17 小学校は 2020 年度、中学は 2021 年度から全面実施。高校は 2022 年度か

ら年次進行により実施予定。  
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グラムの詳細を以下に述べる。  

 

図表 26 現行の学習指導要領における社会の科目  

 

(出典 )『現在の高等学校の教科・科目構成 (全学科共通教科等 )』 (文部科学省  5 

教育課程特別審議会、 2015)より筆者作成  

 

図表 27 新学習指導要領における社会の科目  

 

(出典 ) 『社会・地理歴史・公民ワーキンググループにおける審議の取りまとめ  10 

について (3)』 (文部科学省 )より筆者作成  

 

我々が理想としている「金融教育プログラム」は、金融広報中央委員会が提

唱する「制度や用語の理解にとどまらない教育指針」である。このプログラム

内では、知識を活用する力を育てるために①まず価格、利子、株価等の基本的15 

な知識を理解する②それらの知識を商品市場、金融市場、証券市場に当てはめ

活用する (例えば実際に銀行ローンを組む場合、株式を購入する場合等の具体的

な場面を想定した指導を行う )という 2 つの段階を用意し学習を行う。図表 28

は一例だが、金融教育プログラムの一環として高校の公民科向けに学習指導計

画例と配布資料等を紹介しており、その教育指針は非常に明確だ。2016 年 8 月20 

に、文部科学省の中央教育審議会は情報化の進展と産業構造の変化を受けて金

融分野の取り扱い内容を充実させる考えを発表した。新必修科目「公共」を設

置し、その内容に具体的な教育指針である「金融教育プログラム」を組み込む

公民科
日本史A 世界史A 現代社会
日本史B 世界史B 倫理＆政治・経済
地理A
地理B
１科目 １科目 1科目

地理歴史科　
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ことは金融分野教育の充実になり、生徒の実践的知識の習得に繋がる。このプ

ログラムを提唱している金融広報中央委員会が文部科学省・金融庁の関係者等

で構成され、プログラムの内容が新学習指導要領に反映される可能性が十分に

あることからも、プログラム導入による金融教育の充実は実現性の高いものと

言えるだろう。  5 

 

図表 28 金融教育プログラムにおける公民科の指導例  

 

(出典 )『金融教育プログラム  高等学校における金融教育』 (金融広報中央委員

会 )より筆者作成  10 

 

また教員の負担や知識の不足をカバーするために、金融広報中央委員会は①

教材の使用方法や関連資料を詳しく紹介した指導書②発問やワークシートを含

めた詳細な授業展開を紹介する実践事例の 2 つを配布している。2005 年 3 月

に初版を発行し、2014 年 6 月に改訂が加えられた『金融教育ガイドブック -学15 

校における実践事例集 -』は全国の幼稚園、小・中学校、高等学校に送付された。

これは、金融教育の進め方を知る手がかりとして全国の教員に活用されている。 

また、「公共」の授業内で既存のシミュレーションゲームを普及させることも

提案する。具体的には日証協が 1996 年から提供している「株式学習ゲーム」

の普及を行う。これは仮想所持金 1,000 万円をもとに実際の株価に基づいて模20 

擬売買を行うシミュレーションゲームで、米国の学校教育現場で使われている

Stock Market Game をモデルに作られた。このゲームへの参加を通じて現実の

経済や株式市場を生きた教材とし、体験的に学習することができる。2015 年度

には高等学校を中心に全国で 875 校、 39,936 人の生徒がこのゲームを利用し
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て学習を行い、図表 29 の学習効果を問うアンケートにおいて 6 割を超える生

徒が「株式を身近に感じるようになった」と回答している。また、ゲームによ

る学習を通して「株をギャンブルだと思っていたが、考えを改めた」との声も

あり、投資に対するマイナスな先入観を払拭するためにもこの副教材の利用は

有効である。この教材の更なる普及のために、新学習指導要領の導入と同時に5 

学校に案内を送り認知度を高めていくことを提案する。  

 

図表 29 株式学習ゲームによる学習効果  

(出典 )『平成  27 年度「株式学習ゲーム」の実施状況と参加校からのアンケー

ト調査結果について』 (日本証券業協会、 2016、p5) 10 

 

 以上のように「公共」の授業内で金融教育プログラムを導入し、既存のシミ

ュレーションゲームを普及させることで、教育内容の不足を解消できる。なぜ

なら、基礎的な知識を得ることにとどまらず、実践的な知識の獲得ができるか

らだ。これによって、現在投資をしない理由として最も多く挙げられている「知15 

識不足」を解消し、投資家層を拡大することができる。これは国民の証券によ

る資産形成を促し、ひいては証券市場を活性化させることに繋がるのだ。  

  



40 

 

第 2 項  現役世代の投資教育が機能していないに対する提案  

次に、「現役世代の投資教育が機能していない」という問題点に対し、「 e ラ

ーニング教育の導入」を提案する。そして、可能な限り多くの現役世代に教育

の機会を提供するために、前提として企業型確定拠出年金制度の導入を自動的

に企業が行うこととする。この提案は、現役世代へアプローチし「国内投資家5 

層の拡大」を図ると同時に、企業型確定拠出年金を元々導入している企業の社

員には、「証券取引量の増加」を図る。前者には、投資機会と学習機会を設ける

ことで投資への理解を深め、投資を促し国内投資家層の拡大を狙う。後者には、

学習環境を改善することで投資の理解を深め、既存の投資機会において証券取

引量の増加を促進する。  10 

現在の企業型確定拠出年金の問題点は「企業型の社員への投資教育が機能し

ていない」ことであった。その要因として、①導入時教育の質が低いこと②継

続教育が行われていないことという 2 つを挙げた。セミナーや臨時発行物の配

布等、現在行われている教育方法を e ラーニングに変更することで 2 つの要因

を解決することができる。  15 

まず①導入時教育の質が低いことについてである。これは、企業年金連合会

が e ラーニングの教材を、企業型確定拠出年金を導入している全企業に提供す

ることで解決する。この教材に関しては、企業年金連合会が法令解釈通知第 2、

3(3)に記載されている確定拠出年金を行うにあたって身に付けるべき投資知識

を考慮してカリキュラムを考え、制作する。身に付けるべき知識に関しては図20 

表 30 にまとめた。この提案により、投資教育の均一化が図られ、さらに身に付

けるべき投資教育内容を熟知している団体が提供するため、質的にも問題ない

投資教育を行うことができる。  
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図表 30 企業確定拠出年金教育具体例   

 

(出典 )『企業型確定拠出年金投資教育ハンドブック』 (企業年金連合会、 2014、

p21～ 23)より筆者作成  

 5 

次に②継続教育が行われていないことについてである。この継続教育が行わ

れていない理由は「開催が困難である」、「予算がない」等の企業内の問題であ

った。これも e ラーニングによって解決し、さらに継続教育の質を向上させる

こともできる。  

e ラーニングは時間と場所の制約がないため時間的問題と開催する困難さの10 

問題点を解決できる。次に低コストで実施できるため金銭的問題も解決する。

通常のセミナーや資料配布では会場の手配や印刷物の準備等に高い費用がかか

る。具体的には、外部セミナーの１回当たり平均価格は 50,000 円 (日本能率協

会マネジメントセンター、2014)、社員 1 人当たりの教育訓練費用は年間 14,000
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円 (厚生労働省、2014)である。これに対し、 e ラーニングは平均年間 3,000 円

程度で、イニシャルコストはかかるが一度導入すれば何度でも繰り返し利用が

でき、長期的には運営費用を低く抑えられる。このように、 e ラーニングの導

入は企業の継続教育に対する負担を軽減させることができる。  

継続教育の質の向上の要因は 2 点ある。 1 点目は、コンピューターでの理解5 

度の管理により、教育効果を確認することができる点である。2 点目は、e ラー

ニングはセミナー等の従来の主要な教育手法に比べ、個人の事情に沿った柔軟

性のある学習が可能である点である。一方で、個人の学習意欲に教育効果が委

ねられるという懸念がある。しかし、 e ラーニング導入企業の実施率は 80.0%

であり、使いやすい学習形態となっているため問題ないだろう。また、この値10 

は一昨年度調査時の 62.3％から 1.3 倍増加しており、OA 機器が生活の中でよ

り身近になっている時代に、今後も実施率の増加が見込まれると考える。これ

らの理由から、 e ラーニングの拡大により効果的な投資教育を提供できると考

える。  

e ラーニングのデメリットとして捉えられている受講者の学習モチベーショ15 

ンの維持が困難、OA 機器がないと学習不可能ということは以下の方法で対処

可能である。 1 つ目の学習モチベーションの維持に対しては、定着度の確認も

含めて図表 30 を参考にした確認テストを設ける。非受験者や点数が低い人に

は督促メールを送る、注意喚起や上長から直接指示する等の措置をとる。２つ

目の OA 機器の問題に関しては、携帯電話・スマートフォンの所有率が 94.6％20 

(総務省、 2014)という点から問題ない。  

また、この提案は投資教育を受ける社員にもメリットが 3 点ある。1 点目は

通勤時間や休憩時間等に気軽に教育を受けることができること。 2 点目は自分

で資産形成を行うことが可能となること。 3 点目は長期運用を行うことで利回

りを収斂することができることである。確定拠出年金制度の設計にあたり想定25 

利回りを設定している企業の割合は 69.5％である。その場合の平均利回りは

2.02％ (企業年金連合会、2014)である一方、元本確保型商品 (5 年満期 )の平均的

な利回りは平成 26 年 7 月時点で 0.03％程度の水準となっており、元本確保型

商品だけでは想定利回りを上回る運用は出来ず、退職金が目減りしてしまう可

能性がある。このような知識も習得し、正しい判断に基づく資産形成を行うこ30 
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とが重要となる。  

 

図表 31 e ラーニング導入のメリット  

 

(出典 )『 e ラーニングの 6 つの活用メリットと 4 つのデメリット』 (IT トレン5 

ド、 2016) 

 

最後に、全企業への企業型確定拠出年金の自動加入化について述べる。これ

は現役世代に投資のきっかけを与える目的である。現状の企業型確定拠出年金

と同じく、資産配分は個人が決めるものとし、拠出額は給料から天引きする。10 

実践的な投資経験はさらに投資への理解を促進するだろう。  

e ラーニングの導入によって、導入時教育・継続教育の両面が改善される。

また、自動加入化により知識を活用するための投資機会を提供する。これらに

より、金融リテラシーや投資への理解が深まり、現役世代の資産形成に大きく

影響する。リスク性資産の優位性が理解されれば、自然と元本保証型商品の割15 

合は減少し、証券取引量の増加が見込まれるだろう。  

 

第３項  「相続マネーが証券市場に流れる仕組みがない」に対する提案  

次に「相続マネーが証券市場に流れる仕組みがない」という問題点に対し証

券商品による遺産相続の非課税化を提案する。  20 

これは、高齢者にアプローチし、活性化の定義の証券取引量の増加に該当す

る提案である。この提案は節税というインセンティブにより、相続マネーが証
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券市場に流れると同時に、相続人・被相続人の両方に投資のきっかけを作るこ

とができる。この制度利用者には節税というメリットがあるうえ、新しい資産

形成の選択肢を学ぶことができる。  

この提案は、高齢者が任意の証券商品で相続・贈与を行った場合に、その相

続税・贈与税を非課税にするというものである。具体的には、現在の税制 18と5 

は別に相続は 2,000 万円、贈与は 110 万円を限度とし証券商品で相続する場合

を非課税とする。  

 次に見込まれる金額について述べる。今回は 2014 年度の相続税収が約 1.92

兆円であることを利用する。しかし、この金額では土地や家屋等の簡単に現金

化できない課税対象も含んでいるため、1.92 兆円の中の現金・預金のみを抜粋10 

する。国税庁の統計によると 2014 年度年度の相続財産のうち、約 27%が現金・

預金であることがわかった。よって、 1.92×27%＝ 0.5184 より、年間約 5,200

億円が証券市場に流れる可能性がある。  

 この提案の導入後には、金融機関が積極的な営業活動を行うことも考えられ

る。なぜなら、高齢者に投資を勧める絶好の機会となるからである。教育資金15 

贈与の制度が成立した際に、金融機関がこぞって広告を打ち出したことからも

想定できるだろう。これは我々の提案の効果をさらに助長させると考える。高

齢者も節税というインセンティブや相続人への資産形成の補助といった理由か

ら、積極的に利用すると考える。  

我々の提案によって高齢者の相続マネーを証券市場に流すことができ、証券20 

取引量が増加するだろう。また、制度利用者に投資のきっかけを与えることに

なり、更なる活性化が見込まれるだろう。  

 

第 2 節 NISA に対する提案  

 第 3 章 2 節で「新規口座開設の制限」という問題点を挙げた。これに対して25 

我々は「新規口座開設の恒久化」を提案する。  

この提案では株式投資が非課税で行える現状を継続させ、既存の投資家の更

なる投資拡大と非投資家の投資機会の創出を図る。これによって、活性化の定

                                                 
18 図表 19 参考  
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義である「証券取引量の増加」と「投資家層の拡大」の両方を達成できると考

える。  

また、実際に NISA 口座開設期間の延長を求める声は多い。日証協のアンケ

ートによると、 51.0%の投資家が口座開設可能期間の延長・恒久化を望んでい

た。さらに、 2016 年 9 月 21 日に発表された「平成 29 年度税制改正に関する5 

要望」によると、金融庁、日証協･投資信託協会･全国証券取引所、全国銀行協

会等の機関も口座開設機関の恒久化を要望している。  

 NISA 口座開設期間の恒久化を実現することで、今後も非課税優遇の利点を

生かして既存の投資家の投資が促進され、さらには非投資家層の投資機会創出

も期待できる。これによって証券取引量の増加、投資家層の拡大の双方が起こ10 

り、証券市場は更なる活性化を見せるだろう。  

 

以上 5 つの提案より、生涯にわたる投資知識の習得、その知識の活用の場と

して投資機会を提供することができる。学生時代に実践的な知識を付け、現役

世代になり e ラーニングでの投資教育を受ける傍ら、確定拠出年金で実際に投15 

資を経験する。さらに投資に興味がある人は口座開設期間が恒久化された

NISA を利用し資産運用を進めていく。高齢者になり、自身の財産に関して相

続・贈与を考える時期となった。その際には証券商品による遺産相続の非課税

制度を使い、自分の子や孫へ証券での相続・贈与を行う。証券での相続を受け

た子共達は、それをきっかけに学生時代や企業の投資教育で得た知識を生かし20 

て、投資を行うのだ。生涯にわたる投資知識の習得、投資機会を提供は一時的

な効果にとどまらず、証券流通市場を大いに活性化させるだろう。  
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終章  

 本稿では、証券流通市場の活性化の定義を「国内投資家層の拡大」、「我が国

における証券の取引量の増加」とし、論を進めた。活性化を達成するにあた

り、まずは現状の証券流通市場の構成要素に焦点を当て、プレーヤー・商品・

制度に分類し、現状の説明・解説を行った。そこで発見した問題点に対し、提5 

案を行った。その際には、資産形成を行うにあたり、生涯にわたって投資に向

き合える環境づくりが大切であると述べ、方向性を定めた。  

 プレーヤーに関しては家計の投資が進んでいないことが問題であった。その

要因を教育と投資制度の２つに分類し、考察した。具体的には、教育に関して

は「学生の金融教育の不足」、「現役世代の投資教育が機能していない」、制度10 

に関しては「高齢者の相続マネーが証券市場に流れる仕組みがない」というも

のであった。対応する提案として、「教育カリキュラムの充実」、「 e ラーニン

グ教育の導入」、「証券商品による遺産相続の非課税化」を提案した。また、社

会人には投資機会の提供を目的に、「全企業への企業型確定拠出年金の自動加

入化」を提案した。  15 

 制度に関しては、NISA の「新規口座開設の制限」問題点を挙げた。これに

対し、「新規口座開設の恒久化」を提案し、株式投資が非課税で行える現状を

継続させ、既存の投資家のさらなる投資拡大と非投資家の投資機会の創出を図

った。  

 これら 5 つの提案によって、投資知識の習得、その知識の活用の場として20 

投資機会を提供することが可能であり、生涯にわたって投資に向き合える環境

づくりが達成できる。それにより、「国内投資家層の拡大」、「我が国における

証券の取引量の増加」が達成され、今後の国内証券流通市場が大いに活性化さ

れると考える。  

  25 



47 

 

参考文献  

・「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」、野村総合研究所、 2015 

・「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書」、日本証券業協

会、 2014 5 

・「日本企業に ROE 経営を定着させるために」、大和総研、 2015 

・「社債管理について」、日本証券業協会、 2014 

・「“日本株式会社”の株主構成はどう変わるのか」、大和総研、 2015 

・「金融所得課税の一体化」、野村証券、 2015 

・「規約数等の推移」、厚生労働省、 2016 10 

・「2014 年度決算  確定拠出年金実態調査」、企業年金連合会、 2014 

・「統計情報グラフと表で見る株式市場」、大和証券、 2016 

・「取引時間の拡大」、日本取引所グループ、 2016 

・「公募投資信託の資産増減状況」、一般社団法人投資信託協会、 2016 

・「2015 年度株式分布状況調査の調査結果について」、日本取引所グループ、15 

2016 

・「家計の金融行動に対する世論調査」、金融広報中央委員会、 2015 

・「2016 年第１四半期の資金循環」、日本銀行調査統計局、 2016 

・「確定拠出年金制度」、厚生労働省、 2016 

・「図説日本の証券市場 2016 年版」、日本証券経済研究所、 2016 20 

・「確定拠出年金における運用について」、厚生労働省社会保障審議会、 2013 

・「野村資本市場クォータリーSummer」、野村資産市場研究所、 2016 

・「わが国社債の位置づけと活性化策」、大和証券、 2015 

・「日本株はなぜ上がらないのか」、みずほ銀行、 2009 

・「これからの日本について自分のアタマで考えよう」、ダイアモンド社書籍オ25 

ンライン、2012  

・「コーポレートガバナンス改革と金融資本市場の３つの潮流」、みずほ総合研

究所、 2015 

・「確定拠出年金とは」、三井住友銀行、 2015  

・「確定拠出年金を学ぼう」、投資信託協会  30 



48 

 

・「家計調査」、総務省統計局、 2015  

・「家計調査報告 (貯蓄・負債編 )」、総務省統計局、 2016  

・「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」、国税庁、 2015  

・「中高年の遺産相続に関する調査」、第一生命保険株式会社、 2007  

・「 NISA 口座開設・利用状況調査結果について」、日本証券業協会、 2016  5 

・「個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書」、日本証券業協会、2014  

・「加入者の状況」、国民年金基金連合会、 2016  

・「確定拠出年金の利用実態調査 (2015/3)」、野村総合研究所、 2015  

・「現在の高等学校の教科・構成科目」、文部科学省教育課程特別審議会、2015  

・「社会・地理歴史・公民ワーキンググループにおける審議の取りまとめにつ10 

いて」、文部科学省、 2016  

・「企業型確定拠出年金投資教育ハンドブック」、企業年金連合会、 2014  

・「 e ラーニングの 6 つの活用メリットと 4 つのデメリット」、 IT トレンド、

2016  

・「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」、日本取引所グループ、 2009  15 

・「 NISA に関する主な税制改正要望の理解」、三菱 UFJ 国際投信、 2016  

・「金融教育プログラム (3)高等学校における金融教育の指導計画例」、金融広

報中央委員会   

・「平成  27 年度「株式学習ゲーム」の実施状況と参加校からのアンケート調

査結果について」、日本証券業協会・東京証券取引所、 2016  20 

・「相続税の課税件数割合及び相続税・贈与税臭の推移」、財務省   

 


