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はじめに 

 

日本ではバブル崩壊以後、経済停滞が続いた。1996 年、日本版金融ビッグバ

ンと呼ばれる大規模な金融システム改革が行われ、その後も「貯蓄から投資へ」

というスローガンが掲げられてきたが、日本経済の停滞状況を改善、さらには5 

活性化させるまでに至っているとは言いがたい。家計の保有する金融資産は約

1700 兆円に達し、そのうち 52％が現預金だというのだ 1。だがこのおよそ 900

兆円にも上る莫大な資産がリスク資産に投資されることは証券市場、日本経済

の発展の余力だと認識できる。  

少子高齢化やインフレ目標の設定などの社会環境の変化に晒される家計は、10 

貯蓄か投資か、という択一的な考えではなく、リスク許容度を見極めどの程度

貯蓄し、どの金融商品にどの程度投資するか、という「家計ポートフォリオの

最適化」を図る必要がある。本論文では低迷する証券投資の現状を分析、考察

し、「国内投資家層の拡大」と、「我が国における証券の取引量の増加」の二点

と定義されている、「証券流通市場の活性化」が促進されるよう提案をしていく。 15 

第 1 章ではまず「証券」とは何かを説明したうえで、証券市場の仕組みや意

義を整理する。第 2 章では投資主体として「家計」について、若年世代、中年

世代、リタイア世代の三世代に分類し、考察・提案していく。第 3 章では投資

手段として「取引所」について、第 4 章では被投資主体として「企業」につい

て考察・提案していく。  20 

  

                                                   
1 日本銀行調査統計局より  
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第 1 章 証券市場 

 

第 1 節 証券とは 

 証券とは、株式や債券といった財産上の権利のことを指す。証券は大きく有

価証券と証拠証券に分類することができる。有価証券とは一定の財産権を証明5 

し、記載された権利の行使や移転が行われるものである。有価証券は商品証券、

貨幣証券、資本証券とさらに細分化することができる。商品証券とは一定の商

品やサービスの請求権を表象する有価証券を指す。貨幣証券とは、手形や小切

手のように貨幣請求権を表象する有価証券を指す。最後に資本証券とは、収益

請求権など出資者の権利を表象する有価証券を指す。株式や債券はこの資本証10 

券に分類される。  

 一般的に「証券」「有価証券」といわれるものはこの資本証券を指す。本論文

で扱う「証券」という言葉も資本証券を指すものとする。  

  

第 2 節 証券市場とは 15 

 まず、金融市場とは、資金余剰主体から資金不足主体への資金融通の場であ

り、その方法は間接金融と直接金融に分類される。  

 間接金融とは資金余剰主体と資金不足主体の間を銀行などの金融機関が仲介

し、間接的に資金を融通する方法である。一方、直接金融とは資金不足主体自

らが株式や債券を発行することにより、資金余剰主体から直接資金を調達する20 

方法である。この直接金融が行われる場が証券市場であり、証券市場は機能面

から二つに分類することができ、新規に発行された証券を投資家が消化する場

を「発行市場」、既に発行された証券を投資家間で取引する場が、本テーマの軸

となる「流通市場」である。  

 発行市場（プライマリーマーケット）とは、政府や企業などの資金不足主体25 

が経済活動を行うための資金調達を目的に発行する証券が、発行体から直接、

あるいは証券会社、銀行などの金融仲介機関を介して投資家に取得される市場

である。  

 次に証券流通市場（セカンダリーマーケット）とは、既に発行市場で発行さ

れた証券に流動性を付与し、その証券が投資家間で売買を通じて移転される市30 
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場である。発行市場と流通市場は「車の両輪」とも呼ばれることがあり、密接

な関係にある。当然ながら発行市場がなければ流通市場は存在しない。また、

他の投資家へと証券を転売できる流通市場が存在することで、投資家が発行市

場で安心して証券を購入するようになるのである。  

 5 

第 3 節 証券流通市場の仕組み  

 証券市場は発行市場と流通市場に分類できると前述したが、本テーマの軸と

なる流通市場はさらに株式流通市場と債券流通市場に分類することができる。

株式と債券について説明したうえでそれぞれの市場の仕組みを述べていく。  

(1)株式 10 

 株式とは、株式会社が活動資金を調達することを目的に発行する証券のこと

である。出資者である株主は株式保有の対価として大きく四つの権利を持つ。  

 まず、株主総会へ参加し、持ち株数に応じた議決権を行使できる「経営参加

権」、次に企業の利益の一定部分を配当として受け取れる「剰余金配当請求権」、

そして企業が清算する際に持ち株数に応じて残余財産の分配を受ける「残余財15 

産分配請求権」、最後に株主が企業に代わり取締役の責任を追及する「代表訴訟

提訴権」だ。一方、企業は株式発行においては出資という形で資金を募るため

株主に対する返済義務を負わない。  

(2)債券 

 政府や企業などの資金不足主体は、株式以外にも、債券を発行することで資20 

金調達を行うことができる。債券とは、発行体が一時的に、多数の投資家から

まとまった資金を調達することを目的に発行する証券である。債券は資金調達

の手段という点では株式と同じだが、確定利子が付く、償還期限を有するとい

う点で株式と異なる。また、償還期限を待たずに、市場価格で途中換金するこ

とができることも特徴の一つである。  25 

 債券は「公社債」とも総称され、国や地方公共団体が発行する公共債と、民

間企業などが発行する「民間債」に分けられる。国が発行する国債、地方公共

団体が発行する地方債、民間企業が発行する社債、特定の銀行と金庫が発行す

る金融債などがある。  

 債券は債務履行能力であるデフォルトリスクを評価することによる「格付け」30 
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が行われ、信用力が低い債券ほどリターンは高く設定される。  

 株式が取引される場としての株式流通市場は、取引所市場と私設取引システ

ム（PTS）などの取引所外取引から構成される。取引所市場は世界第 3 位の規模

を持つ日本取引所をはじめとして、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡

証券取引所があり、日本取引所には東証一部、二部、JASDAQ、マザーズ、TOKYO 5 

PRO Market が存在する。証券取引所の基本的な機能は、市場の需給を集中させ

ることによって、証券の流動性を高め、市場原理に基づく公正な価格を形成す

る役割を担っている。また、証券は、短期資金を長期資金に変換できる機能を

持つ。このことは、投資家が証券をいつでも第三者に転売し短期で資金調達で

きる一方で、発行体は投資家同士でいくら転売がなされようとも長期資金を手10 

にすることができることを意味する。こうした金融機能を発揮させるために、

証券取引所は存在しているのである。  

 債券を取り扱う債券流通市場では、取引所取引はほとんど行われておらず、  

店頭取引中心となっている。債券は、同一の経済主体が発行したものであって

も条件が異なれば別の銘柄となる。そのため、売買内容が多岐にわたることが15 

考えられる。取引内容が複雑であることが多いため、店頭取引が中心となって

いる。  

 また、証券取引を仲介する役割を担っているのが証券会社だ。証券会社は、  

発行市場では企業や政府が証券発行によって資金調達する際、彼らに代わって  

投資家へ販売し、流通市場ではすでに発行されている証券の売買を仲介してい20 

る。証券会社の業務の中で中心となっているのが、「委託売買（ブローカー）業

務」、「自己売買（ディーラー）業務」、「引受（アンダーライティング）業務」、 

「募集（セリング）業務」の四つだ。ブローカー業務では、顧客から委託され

た注文を代行しており、ディーラー業務は、証券売買を仲介するにあたり、自

己資金で証券売買を行い、売買差益を得る業務である。アンダーライティング25 

業務は、 企業が発行した証券を、他の投資家に売り出すことを目的に、自己資

金で全部または一部を買い取る業務である。セリング業務は、発行体の委託を

受けて買い取った証券を投資家に向けて買い入れ勧誘を行う業務である。また、

アンダーライティング業務では証券会社が売れ残った証券を引き受ける必要が

ある一方、セリング業務ではその必要がない。ブローカー業務、ディーラー業30 
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務は発行済み証券売買に関わる業務であるため流通市場での業務であり、アン

ダーライティング業務、セリング業務は新たに発行される証券売買に関わるた

め発行市場での業務とされている。証券会社は四つの業務を通して、証券市場

において取引しやすい環境を整備する役割を担っている。  

 5 

第 4 節 証券取引に伴うリスク  

 証券取引には様々なリスクが生じる。まず信用リスクがある。金融取引の取

引先や保有する金融商品の発行体のデフォルトリスク、もしくは信用力の変化

によって損失を被るリスクである。また、適切な価格形成に伴う問題もある。

証券市場では、投資家は多数の企業に出会うことになる。もちろん投資家同士10 

も同様である。こうした複数の当事者間が持っている情報に格差が存在する、

これは「情報の非対称性」と呼ばれるが、これが大きい場合には価値を反映し

た適切な価格が形成されにくい。得られる情報の少ない個人投資家などは取引

に不利なのだ。結果として市場参加意欲は消極的になりやすいと考えられる。  

 また、流動性に関するリスクがある。これは、保有する金融資産が現金など15 

といった他の資産に変換する場合に、流動性の高い金融商品に比べて時間や費

用などが余分にかかるというリスクである。この低い流動性の代償として、「流

動性プレミアム」という追加的なリターンが発生する。米国では、年金基金や

大学基金のような長期投資家は、低流動資産に 10％以上配分していることも多

く 2、流動性プレミアムを享受していると言える。しかし、日本では、年金基金20 

のような機関投資家でも、低流動性資産への配分は 1％程度しかない。まして

や、流動性プレミアムを享受している個人投資家は、ごく一部に限られている。

世界的な金融緩和の影響で、他のリスク・プレミアムが消滅に近い状況になる

中、一定のリターンを確保するためには、流動性プレミアムに目を向けるべき

である。  25 

 以上より、投資をするということは当然リスクを伴うため、自身の資産やラ

イフ設計を考えた上で、必要な金融リテラシーを身に付け、自分に合ったポー

トフォリオを組むことが重要である。  

                                                   
2 2012 年 2 月 9 日 野村資本研究所  第７回「国際的な資金フローに関する

研究会」資料より  
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第 2 章 家計に関する考察 

 

第 1 節 家計資産の海外比較  

図１は家計の金融資産構成を日、米、欧で比較したものである。わが国にお

ける家計金融資産は 1700 兆円の資産の内、およそ半分を貯蓄に回している。5 

米、欧と比較するとこの数値がいかに高いかが分かる。一方、有価証券の割合

を見てみると米国の約 3 分の 1、欧州の約半分と低い水準に留まっている。つ

まり日本は海外と比べ、投資より貯蓄という考えが圧倒的に強いことが分かる。

自ら資産運用するという考えが希薄であり、投資についての関心も高くはない

と考えられるのが現状である。  10 

 

図 1 家計資産の保有比率比較  

 

出典）日本銀行調査統計局 2016 年 9 月 29 日より著者作成  

 15 

 では、なぜ日本は投資が少ないのかその理由を考察していくと、歴史的・文

化的理由や、景気の波の影響、金融に関する知識が不足しているといった点が

挙げられる。本節では、三つの観点から分析していく。  
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(1)歴史的・文化的背景   

 戦後日本の高度経済成長期時代には、産業発展を図るために、家計貯蓄を実

物投資に振り分ける政策を行った。郵便貯金で吸い上げた資金を財投融資に回

す仕組みと、民間金融機関の預金で集めた資金を企業融資へとまわす仕組み、

長期信用銀行を経由して長期資金を企業に回す仕組みである。こうした仕組み5 

をうまく回すために「預貯金＝安全」という考えを国民に染み込ませる政策を

とった。具体的には、銀行業界において、後に護送船団方式 3と呼ばれる、破錠

させない政策が挙げられる。また、日本人のマイホーム志向も投資を遠ざける

要因の一つである。日本の家計の約 8 割が持ち家を希望しており 4、家計資産に

おいて土地、住宅は大きな存在であると言える。また、バブル崩壊以降住宅ロ10 

ーンの利用が容易となったことにより、若年層の住宅ローンの利用が進んだ 5。

家計は住宅を取得しようとする際、長期にわたる住宅ローンを債務として抱え

るケースが一般的である。若いうちに流動性の低い資産である住宅と長期負債

である住宅ローンを両建てで抱えることが資産形成に大きな影響を与えている。 

 15 

(2)所得環境、期待収益率の悪化  

図 2 日経平均株価の推移（年次）  

出典）日本経済新聞社  日経平均プロフィルより著者作成  

                                                   
3 監督官庁がその産業全体を管理・指導しながら収益・競争力を確保するこ

と。特に、第二次大戦後、金融秩序の安定を図るために行われた金融行政を指

していう  
4 国土交通省実施  平成 23 年度「土地問題に関する国民の意識調査」より  
5 大和総研調査季報  2013 年  夏季号  Vol.11 
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 図 2 から分かるように、バブル崩壊後デフレが長期化し、所得環境が悪化

し、株価低迷による収益性の低迷も日本人の投資回避傾向の要因である。不景

気の中、賃金の伸び悩みや、雇用不安が広がった中、将来の必需的消費を支え

るために安全資産の選択、すなわち貯蓄が優先されてきたと考えられる。さら

に、近年では、リーマン・ショックによる株価急落と、その後の株価回復の鈍5 

さは、投資家の期待収益率を悪化させ、投資離れを加速させたと考えられる。

株価低迷の長期化を背景に、投資に対して好印象や、期待感が高まりにくい状

況に陥ってしまったのである。  

 また、終身雇用制度の影響も大きいと考えられる。戦後日本の終身雇用制度

は、高度成長期において非常に効果的に機能した。忠誠心を持ったサラリーマ10 

ンは定年までに十分な貯蓄を蓄えていない、マイホームの借金を抱えていたと

しても、退職金によって大幅に貯蓄が増える、そして借金が完済できる、とい

うことが一般的なライフスタイルとして形成されたのである。また、年功序列

型で給料が増えたため、高齢になればなるほど生活に余裕ができ、社内貯蓄制

度が充実している企業も多かったため、特に社外で金融資産投資を行うという15 

インセンティブは働かず、投資への意識は希薄なままであった。  

 

(3)金融リテラシーの欠如  

図 3 株式非購入の理由 

出典)平成 27 年度日本証券業協会アンケートより著者作成  20 
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 金融リテラシーの欠如も証券市場活性化の足かせとなっている。金融リテラ

シーとは、金融庁の定義によると、「国民一人一人に、金融やその背景となる経

済についての基礎知識と、日々の生活の中でこうした基礎知識に立脚しつつ自

立した個人として判断し意思決定する能力、すなわち金融経済リテラシー（読

み書きのような最低限持っているべき素養、知識）を身につけてもらい、また、5 

必要に応じその知識を充実させる機会を提供すること」であるが日本人はこの

金融リテラシーを十分に持っているとは言い難いのが現状である。図 3 から分

かるよう、投資についての「十分な知識を持っていない」、「ギャンブルのよう

なもの」といったイメージが強く、日本人は投資に対してリスクが高く危険な

ものという考え方を根深く持っている。投資についての認識が少ないというこ10 

とが、投資を始めることへの抵抗感につながり、若者の資産形成を阻害しかね

ないであろう。近年、金融にかかわる規制緩和を背景に様々な金融商品が登場

している。さらにクレジットカードやキャッシングにかかわる金融サービスな

ど、多種多様なサービスが提供されるようになっている。選択の幅が広がる一

方で、それぞれの金融商品や金融サービスの仕組みや特徴、リスクなどについ15 

て利用者が正確に理解することが難しくなっている中で様々な利用者保護を図

る仕組みはあるが、まずは利用者一人一人が金融リテラシーを持ち、商品を選

別する目を養うことが重要である。  

 また、金融リテラシーの欠如は富裕層の資産形成にも大きな影響を与えてい

る。保有金融資産が大きい富裕層は、リスク許容度が増し、リスク資産投資の20 

割合が高くなることが一般的である。しかし、2014 年における富裕層の家計資

産の割合を見ると日本は現金・預金 43.8％で世界平均の 26.6％よりかなり高

い数字となっている。有価証券の割合も 32.1％と富裕層以外の国民と比べると

やや高いものの世界平均の 43.5%に比べると低い数値である 6。つまりリスク資

産投資の特性を十分に理解して保有している金融資産の多くを投資に当てるこ25 

とができるような高所得者は少ないのが現状である。 (2)でも述べた終身雇用

制度のような社会背景の中で資産運用についての知識、実践の機会の欠如した

ことが大きな原因であると考えられる。  

                                                   
6 大和総研調査季報  2013 年  夏季号  Vol.11 
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第 2 節 少子高齢化の影響と年金問題 

図 4 日本の人口の推移 

 

出典)平成 26 年度総務省統計局より著者作成  

 5 

 本節では、日本が直面している少子高齢化の影響が証券市場にも及んでいる

ことにも言及する。図 4より分かるように、現在日本の人口はおよそ 1億2700万

人である。その内 65歳以上のリタイア世代の割合は 25％を超えており、少子化

と相まって我が国の年金財源を圧迫し、制度を破錠に追い込む可能性まである

と考えられる。2050年には、人口は1億人未満まで減少、平均寿命はさらに伸長  、10 

65歳以上の高齢者が４割以上、少子化はさらに進行し、出生数は年 50万人未満、

15歳未満の子どもは 9％まで減少、一人暮らしの高齢者世帯がますます増加、生

涯未婚者は男 30％・女 23％に増加、労働力人口の減少が不可避になることが考

えられ、人生の予測が非常に難しく、老後のセカンドライフへの不安も高まっ

ている。そこで注目したいものが確定拠出年金である。老後二人の夫婦の生活15 

費は一か月平均 242,138円であり 7、それをまかなう手立ては主に貯蓄や企業年

金である。これらに加えて、もう一つの財源に確定拠出年金が期待される。確

定拠出年金制度は、毎月掛金を積み立てて、その資金を運用しながら老後の備

                                                   
7 総務省「家計調査年報」より（平成 24 年）  
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えをする制度であり、個人が運用するため、企業に一任せず、自分自身で年金

を増加させることができる。  

 確定拠出年金には、会社が掛金を負担する企業型年金」と個人が掛金を負担

する「個人型年金」の二つがあり、それぞれ制度に加入できる人が決まってい

る。確定拠出年金制度は、掛金を積み立てていくわけであるが、毎月積み立て5 

られる金額の上限（拠出限度額）が決まっている。確定拠出年金（個人型年金）

では、拠出時、運用時、そして受取時に税金が優遇されるという特徴がある。

まず拠出時は、掛金額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除され、

運用期間中は、通常 20％の源泉分離課税となる利息や配当金などが非課税扱い

になり、受取時に一括して課税される。その際、一時金として受け取る場合は10 

退職所得控除、年金として受け取る場合は、公的年金控除が適用されるため、

受取額への課税は抑えられる。このように、掛金や利息などに税金がかからず

受取時に一括して課税されることを「課税の繰り延べ」と呼び、確定拠出年金

制度は、各個人が自分自身で運用するものであるが、実際には会社や金融機関

などがあらかじめ選んだ商品の中から運用する割合を決めるケースが一般的で15 

ある。用意される金融商品は預貯金から投資信託までさまざまあり、各商品の

情報も細かく提供され、少なくとも 3ヵ月に1回、運用する商品の割合を見直す

ことも可能である。確定拠出年金のメリットとして、加入者個人が運用の方法

を決めることができる点、社員の自立意識が高まり投資に積極的になる点、経

済・投資等への関心が高まる点などが挙げられる。当然運用が不調であれば年20 

金は減少するといったリスクや金融の知識を必要とするが、「貯蓄から投資へ」

という方針において確定拠出年金に目を向ける意義は十分にある。  

以上より、少子高齢化や、金融政策によって、年金の圧迫は避けては通れな

くなっている。その中で老後、充実したセカンドライフを過ごすためにも自ら

試行錯誤し、資金形成していく必要生は高まっているのである。  25 
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第 3 節 日本での金融資産保有率年代別比較  

二人以上の世帯における世帯主の年齢別に見た  金融資産の状況を図 5 に示

した。年齢が上がるごとに金融資産は増えており、60 歳以上の世帯においては

2,000 万円程度の金融資産を保有し、その割合は家計金融資産全体の約 6 割に

も及ぶ。さらに、リスク性資産については、家計全体  に占める保有割合が 7 割5 

近くとなり、高齢者世帯に  金融資産が偏在していることが分かる。年齢別に見

た金融資産残高の推移を見ると、  1999 年以降、40 代以下の世帯では金融資産

の 減少が進んでいる。さらに、金融資産から負債を  引いた純貯蓄で見ると、

30 代では 1999 年以降、 20 代では 2004 年以降マイナスの状況が続き、40 代で

はプラスを保っているものの大きく減少している（図 6）。一方で、50 代、60 代10 

については、純貯蓄はやや減少しているが、ほぼ横ばいの状況である。約 20 年

の間に、40 代以下と 50 代以上の間で、資産格差が拡大しているようだ。  

 

図 5 世帯主の年齢別に見た 1 世帯あたりの金融資産残高 

 15 

出典)総務省 「家計調査」 2015 
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図 6 世帯主の年齢別に見た純貯蓄額の推移 8 

出典)総務省 「家計調査」 2015 

 

我々は、日本の家計金融資産の 6 割を 60 歳以上の高齢者世帯が保有してい

るという点に注目した。上に述べたデータから計算して、額にすると 532 兆円5 

という莫大な金額が眠っていることとなる。高齢者世帯がリタイア後亡くなる

までに 2000 万円を使い切るということは考えにくい。この使い切れずに余っ

ているお金を投資へと繋げることこそ、証券流通市場の活性化に効果的な手段

ではないだろうか。そのための手段として我々は NISA の活用を提案する。  

 10 

第 4 節 NISA 

 NISA とは、平成 26 年 1 月から始まった少額投資非課税制度の愛称であり、

証券会社や銀行などの金融機関で、少額投資非課税口座（ NISA 口座）を開設し

て株式や投資信託等を購入すると、本来、約 20％課税される配当金や売買益等

が、非課税となる制度である。非課税投資枠は年間 120 万円までで、非課税期15 

間は 5 年間である。 NISA 口座は、日本国内に在住の 20 歳以上であれば誰でも

利用でき、取扱金融機関で、一人につき一つの口座の開設ができる。現在、NISA

は平成 35 年までの制度とされているので、金融商品の購入を行うことができ

るのは平成 35 年まであり、平成 35 年中に購入した金融商品についても 5 年間

（平成 39 年まで）非課税で保有することができる。注意点としては、期間、金20 

                                                   
8 純貯蓄額＝貯蓄現在高－負債現在高  
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額に制限が設けられている点、NISA 口座で保有している金融商品が値下がりし

た後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座で保有している金融商

品の配当金や売却によって得た利益との相殺はできない。NISA 口座以外の口座

で保有している金融商品を NISA 口座に移すことはできず、また NISA 口座で保

有している金融商品を、他の金融機関の NISA 口座に移すこともできない点と5 

いったものがある。  

 また、更なる投資促進のために平成 28 年 1 月からジュニア NISA（未成年少

額投資非課税制度）が適用された。口座開設者の二親等以内の親族が運用管理

者となって子や孫のために行う資産運用であり、 0 歳～18 歳の日本の居住者で

あることが前提であり、非課税対象は株式・投資信託等への投資から得られる10 

配当金・分配金や譲渡益に限定されている。NISA と同様、一人につき一口座で

非課税期間は 5 年間、投資可能期間は平成 35 年までとなっている。 NISA との

相違点として、非課税枠は年間 80 万円であり、金融機関の変更は不可、原則 18

歳までは払い戻しができない点が挙げられる。18 歳未満で払い出す場合は過去

の利益に対して課税されてしまうため注意が必要である。  15 

 

図 7 NISA 口座数と稼働率の推移 9 

出典)日本証券業協会  NISA 口座開設・利用状況調査結果  （平成 28 年 6 月 30

日現在）より著者作成  
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 次に、NISA 口座数・稼働率の推移と見通し（図 7）を見ていくとまだまだ口

座数は多くないものの、 NISA 口座数は右肩上がりに伸びていることが分かる。

また、既存投資家だけでなく、投資未経験者も徐々に NISA に加入していること

は良い傾向だと言える。ジュニア NISA の導入で NISA との相乗効果が起き、さ

らに加入者が増えていくことも期待できるだろう。  5 

 しかし、NISA にも実際の稼働口座数の低さや年齢ごとで口座数に大きな偏り

があることといった問題点も存在する。図 7 を見ると、口座数に対して稼働口

座数は 5～6 割程度であることが分かる。その理由の調査結果としては、「どの

商品に投資するか迷っている」「今すぐに投資する資金はない」「投資するタイ

ミングを見極めている」といった意見が多く見られた。このことから、非課税10 

期間が決まっているという特性から投資する時期を慎重に考え、やや消極的な

態度を取る、とりあえず口座を開設しただけという人も多くいるように考えら

れる。  

 

図8 NISA年代別口座数 15 

 
出典)金融庁 NISA 特設サイトより筆者作成  

 

また、年代別 NISA 口座数（図 8）を見ると、利用者の半数以上が 60 代以上

の世代であり、20、30 代の口座数の少なさが目立つ。高齢なほど貯蓄があるこ20 

とが一般的なため、当然の結果ではあるが、NISA はお金に余裕がなくても投資

可能であり、少額から始めることができるため、若年層によりそういった NISA
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のイメージを浸透させ、口座数をより増加させることが今後の課題となる。  

 以上より、 NISA とジュニア NISA について徐々に利用者が増加している現状

と実際の稼働数の低迷や年代別の利用者の差といった課題が分かった。  

 

第 5 節 新しい NISA システムの導入の提案 5 

先ほどの節で述べたように NISA は投資、資産運用の手段として効果的であ

るがまだまだ問題点も多くある。そこで我々は 20 代、30 代の口座数の不足と

口座は作ったが投資に積極的ではないという利用者の問題を解決するために新

しい NISA のシステムを提案する。  

この新しい NISA のシステムの目的としては、リタイア世代の余剰貯金の資10 

産移転である。リタイア世代が孫の名前で口座を作り、投資に利用するという

点は従来の制度と同じであるが、その後移転された資産を受け取る若者世代が

投資を行うようなサイクルを半ば強制的につくりあげ、証券流通市場への資金

流入を目指す。従来の NISA からの変更点として、6 つの点を挙げる。①非課

税期間の廃止。②ジュニア NISA の限度額引き上げ。③名義人が 20 歳になるま15 

での間にお金を引き出すのは原則教育資金のみ可能。④ジュニア NISA の名義

人が 20 歳になった時点で NISA に切替。⑤上記の際、名義人が移転された資産

をそのまま下ろし、投資に全く利用しないということを防ぐために、移転され

た資産を引き出すための、運用パーセンテージの設定。⑥それでも引き出すと

いう場合には相続税として同額＋非課税部分を徴収。  20 

 

図 9 現ジュニア NISA と新 NISA の違い 

  現ジュニア NISA 新 NISA 

非課税投資枠  最大 80 万円/年  最大 120 万円/年  

非課税期間  最大 5 年  制限なし（0～19 歳の間）  

非課税制度期間  平成 35 年まで  制限なし（恒久化）  

払出し制限年齢  18 歳 20 歳 

中途の払い出し  不可  一部可（例：教育資金）  

NISA 口座への切り替え  任意  自動  

著者作成  
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以上の新しいシステムを導入することによってもたらされるメリットを世代

ごとに整理する。若年世代にとっては投資を行うための資金を確保できること

が挙げられる。これはリタイア世代から移転された財産であり、若年世代が

20 歳を迎えるにあたり個人資産がプラスの状態でスタートすることができ

る。また我々が提案する新 NISA のシステムはこの資金を半強制的に投資へと5 

向かわせるものであるため証券流通市場への資金流入が期待される。しかし、

若年世代は第 1 章 2 節で述べたように金融リテラシーの欠如が問題となるた

め、証券会社によるポートフォリオの作成、投資信託の利用等の説明など証券

会社からのフォローも必要不可欠である。また、このように若いうちから投資

に触れる機会を得ることで自分の人生における資産運用について考えるきっか10 

け作りにもなる。中年世代のメリットとしては自分の親から財産を引き継ぐ

際、相続税の額が減額されること、自分の息子の教育資金としての利用ができ

るという点である。新 NISA を利用する場合としない場合を比較する。相続財

産が 1000 万円の場合、新 NISA を利用しない場合、相続税として相続財産の

10%にあたる 100 万円がひかれるため、手元に残る金額は 900 万円となる。一15 

方で新 NISA を利用した場合 120 万を 8 年間運用し 960 万円を資産移転したと

する。（NISA の運用益は無しで考える。）この場合、相続税の対象額が 40 万円

となり、相続税として 4 万がひかれることとなり、手元に残る金額が 960 万円

に 36 万を加えた 996 万円となり、 96 万円の節税となる。リタイア世代のメリ

ットとしては贈与税対策ということが挙げられる。新 NISA を利用しない場合20 

で 1000 万円を贈与する場合、 40%贈与税として引かれることとなり、手元に残

る金額は 600 万円となる。新 NISA を利用する場合は、先程と同様に手元に残

る金額が 996 万円となり 396 万円の節税対策となる。この新 NISA のシステム

を現存の NISA と平行して導入することで各人に応じた利用の仕方を提供でき

ると考える。  25 

 

 

 

 

 30 
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図 10,11 新 NISA を利用する場合としない場合の金額の比較 

(相続財産、贈与財産はそれぞれ 1000 万円、 2000 万円、3000 万円とする。 ) 

新 NISA

を利用し

ない場合  

相続財産  1000 万円  2000 万円  3000 万円  

相続税

（％）  

100 万円

（10％）  

200 万円

(10％）  

450 万円  

（15％）  

手元  900 万円  1800 万円  2550 万円  

新 NISA

を利用す

る場合

（120 万

円/年）  

相続財産  1000 万円  2000 万円  3000 万円  

新 NISA 
960 万円   

（8 年分）  

1920 万円   

(16 年分）  

2400 万円  

（20 年分）  

相続税の

対象額  
40 万円  80 万円  600 万円  

相続税

（％）  

4 万円

（10％）  

8 万円

（10％）  

60 万円  

（10％）  

税引き後  36 万円  72 万円  540 万円  

手元  996 万円  1992 万円  2940 万円  

 

新 NISA

を利用し

ない場合  

贈与財産  1000 万円  2000 万円  3000 万円  

贈与税

（％）  

400 万円

(40％) 

1000 万円

（50％）  

1500 万円  

（50％）  

手元  600 万円  1000 万円  1500 万円  

新 NISA

を利用す

る場合

（120 万

円/年）  

贈与財産  1000 万円  2000 万円  3000 万円  

新 NISA 
960 万円    

（8 年分）  

1920 万円    

(16 年分）  

2400 万円     

（20 年分）  

贈与税の

対象額  
40 万円  80 万円  600 万円  

贈与税

（％）  

4 万円

(10％）  

8 万円

（10％）  

180 万円  

（30％）  

税引き後  36 万円  72 万円  420 万円  

手元  996 万円  1992 万円  2820 万円  

出典）国税庁 HP の贈与税速算表より筆者作成  
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新システムの導入により下表のようなサイクルが生まれることにより、証券

市場の活性化が期待されると考える。  

 

図 12 新 NISA サイクルイメージ  

著者作成  5 

 

この新しい NISA 制度の導入によって若年層の投資への資金的な問題は解決

できる。しかし、半強制的に投資させる環境を作りながらも本段階では金融リ

テラシー教育がそれほど充実してはおらず、すぐさま投資へのインセンティブ

が働くとは言い難い。そこで十分といえる金融教育がなされていない若年層の10 

リスク資産投資への入門として「株式投資信託の利用」を推奨する。 1 口の金

額が大きい株式や REIT など少額で始めることが難しい商品と比較して、投資

信託は少額からでも始められるという点で NISA とも相性が良い上に、専門家

が運用するので投資家目線ではリスクは少ないといえる。デメリットとしては

日本の投資信託は諸外国と比較した場合、販売手数料、信託報酬、信託財産留15 

保額などの費用が高い水準にあり、その中でも特に販売手数料が高い傾向にあ

る。販売会社は販売手数料を稼ぐために短期運用商品を購入させる傾向があ

る。ここでネット証券を推奨する。ネット証券は対面販売と比較し人件費が削

減可能であるため、販売手数料が安価である。この販売手数料が安価となる利

点を活用するために積立投資を推奨する。積立投資は毎月決まった金額を投資20 

する、というものでありドルコスト平均法を活用できる。この場においては、

中年世代

相続税軽減、子の教育資金の確保

若年世代

投資資金・機会の確保

リタイア世代

贈与税軽減
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金融知識の少ない資産形成層が相場判断を行わずに投資できる点、時間的リス

クを分散できるという点、という二つのメリットがある。  

購入時の販売員の説明やインターネット上に掲載されている情報によって最

終的な投資判断を下すのは自分であり、投資商品の情報、リスクの内容や手数

料体系、トータルリターンの理解など最低限の知識をここで身に付けることが5 

可能であることと同時に、以後もポートフォリオの最適化のために継続的な学

習が必要となり、金融リテラシー構築が期待できる。そうした金融知識の基礎

を、投資信託を通して身に付けることにより、株式投資などにも繋がると考え

られる。中年世代においては先に述べた確定拠出型年金の運用にも一役買うこ

とになるだろう。  10 

また、近年ではスマートフォンアプリ経由の取引が大幅に拡大しており、楽

天証券では 2012 年 6 月には 10％だった取引が 2015 年 8 月には 30％に到達し

た。さらに、15 年の新規口座開設者のうち、52％がアプリを利用しているとい

うのだ。遊び感覚で株価の上げ下げを予測する楽天証券の「あすかぶ！」や、

自分の投資スタイルを決めるだけで、約 6000 ある投資信託から自動的に最適15 

なものを薦めてくれるマネックス証券の「 answer」などといった新たなサービ

スが展開されており、若年層をはじめとした投資初心者向けのフィンテック戦

略が展開されている 10。  

 こういったアプリケーションの登場により十分な知識を持たない投資初心者

でも容易にポートフォリオ作成、投資が可能になった。もちろん機械では予期20 

せぬ不測の事態には対応できないため、人間の予想と併用する必要はあるが、

今後もスマホ取引が伸びていくのは間違いなく、業界地図は大きく変わること

が予想される。  

  

                                                   
10 週刊ダイヤモンド  2015 年 11 月 28 日ｐ18 より  
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第 3 章 取引所に関する考察 

 
家計の現状、新 NISA 制度を踏まえた上で本章では、取引所システムについ

て、現状を分析し、提案を述べていく。  

 5 

第 1 節 取引所の現状 

世界各国で取引所の合従連衡が進む中、日本でも 2013 年 1 月に日本取引所

グループが誕生した。日本取引所グループは“新しい日本株市場の創造”に向

け、「 JPX 金融資本市場ワークショップからの提言～魅力ある我が国金融資本

市場の創出に向けて～」の公表（ 2013 年 12 月）、新たな株価指数「 JPX 日経イ10 

ンデックス 400」の開発（ 2014 年 1 月から算出開始）、呼値単位の見直し（ 2014 

年 1 月から段階的に実施）、取引時間帯の検討（ 2014 年 2 月に研究会立ち上

げ）、 arrowhead のリニューアル（ 2015 年 9 月）など、様々な取組みを行っ

ている。  

 次に、日本と米国の取引所の取引時間と価格決定法を比較する。日本の証券15 

取引所の通常取引は  9：00-11：30、12：30-15：00 で、オークション方式で取

引される。米国と異なり、スペシャリスト 11やマーケット・メイカー 12のように

流動性を供給する義務を負う業者は存在しない。取引の原則としては第一に価

格優先であり、同じ価格であれば  時間優先となる。通常の取引時間外の立会外

取引を行う場として ToSTNeT 市場があり、立会売買では円滑な執行が困難であ20 

る大口取引やバスケット取引等に対応するための場として利用されている。ま

た、価格の決定に関してもオークション方式だけでなく、マーケット・メイク

方式を採ることもできる。  

 これに対し米国では、通常の取引時間を  9：30-16：00 と定めているが、証

券取引所によっては  Pre-Market Trading や After-Hours Trading を実施し25 

ており、例えば  Nasdaq は 4 時から 20 時まで、 BATS は 8 時から 17 時まで取

                                                   
11 証券取引所の指定する銘柄について、流動性や価格の持続性を確保するた

め、プローカーと自己勘定による取引を行う業者のこと  
12 マーケット・メイク方式による売買市場において気配値を提示する金融業

者のこと。市場で常に売り気配と買い気配の値段を提示して投資家からの注文

に応じる証券会社のこと。  



25 

 

引が可能である。米国には四つの時間帯（東部・中部・山岳部・西部）がある

が、株式市場は東部時間が基準となっている。東部との時差が最も大きい西部

（3 時間の時差）では、通常取引時間が 6：30-13：00 ということになる。価格

の決定方法は市場ごとに異なり、オークション方式とマーケット・メイク方式

が併存している。例えば  NYSE は基本的にオークション方式だが、スペシャリ5 

ストと呼ばれるディーラーが流動性を供給するためにマーケット・メイクを行

っている。Nasdaq はマーケット・メイク方式である。  

 日本は取引時間が米国に比べ短いことがわかる。米国だけでなく、ロンドン、

シンガポール、香港などの取引所と比較しても東京証券取引所の取引時間は短

い。それでは、国際競争力に欠けるとして東京証券取引所は取引時間の拡大を10 

進めようとした。具体的に、研究会から示された取引時間の延長の選択肢の 1

つが夕方セッションであった。夕方セッションは、 15 時 30 分～17 時をベー

スに、別市場としての開設が想定された。夕方セッションでは、主にアジアか

らの投資を取り込める可能性があることが大きな利点とされている。 17 時ま

で取引時間が拡大されれば、シンガポールや香港などの他国の取引所と取引時15 

間と重なる。このように、アジアの証券取引所と取引時間の接点を増やすこと

で、東京証券取引所での株式売買は増え、その結果として日本の株式市場は活

性化すると考えられていた  。しかし、個人投資家、国内外の機関投資家だけで

なく証券会社といった取引参加者からも十分な賛同が得られず、実現には至ら

なかった 13。 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

                                                   
13 2014 年 11 月 25 日  日本経済新聞より  
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図 13 日米取引所営業時間比較  

出典)大和総研より著者作成  

 

図 14 東証売買代金の推移  

 5 

出典)「FACTBOOK2015」日本証券業協会  2015.p6 より著者作成  
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東証売買代金合計 東証１日平均売買代金

 日本  米国  

証券取

引所の

取引時

間  

証券取引所共通                   

午前立会（前場） 9：

00－11：30   午

後立会い（後場）

12：30－15：00  

東証 ToSTNeT（単一

銘柄取引）    8：

20－17：30 

証券取引所共通  9： 30－16：00   

NYSE                           

Crossing Session 16：00－18：30   

NYSE Arca                  

Pre-Market Trading 4：00-9：30      

After-Hours Trading 16：00-20：00   

Nasdaq 

Pre-Market Trading 4：00-9：30 

After-Hours Trading 16：00-20：00 

※全て東部時間。   

売買価

格の決

定方法  

オークション方式  
オークション方式                  

マーケット・メイク方式   
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図 14 は、日本の取引所の約 9 割のシェアを誇る東京取引所の株式売買代金

の推移である。日本経済は、バブル崩壊後からデフレスパイラル、IT バブル崩

壊などにより長期間に渡って不景気となった。2002 年を底に世界的な景気回復、

輸出産業の好調により株式取引は増えたものの、リーマン・ショックによる影

響を受け、再度不況に陥ったが、2013 年より開始されたアベノミクスにより現5 

在は比較的回復傾向にあると言える。このように株式売買代金は市場の勢いや

景気の好不況を示すバロメーターとして捉えることができる。また、世界証券

取引所の売買代金と比較すると、日本取引所グループは世界第 5 位であり、世

界に引けを取らない取引所であると言える。  

 以上より、日本の取引所は世界的に見ても充分な働きをしていると言える。10 

しかし、米国、中国と比べるとまだまだ差があり、第 2 章で述べたより多くの

年齢層を投資市場に巻き込むシステムを実現するにも更なる利便性の向上を目

指す必要がある。  

 

第 2 節 PTS 市場 15 

 ここでは、新たな取引所である私設取引システム (以下 PTS)に目を向けてみ

る。PTS とは、平成 10 年より施行された証券取引所を介さず株の売買ができる

という電子システムである。 PTS による取引は、東証における取引同様、 JSCC

（日本証券クリアリング機構）により清算されており、取引相手の属性や信用

力を心配する必要はない。また、約定管理をする会社（カウンター・パーティ）20 

は、自身が口座を開いている証券会社ある。当該処理においては通常取引と何

も変化もない。(chiX-JAPAN) 現在，PTS を利用できる企業は「 SBI 証券」と「チ

ャイエックスジャパン」の二社のみであり米国の私設取引システムである ATS

の 43 社と比べると少ない。また、全取引に占める PTS の割合はわずか 5％程で

あり、米国の 40％を考えると、まだまだ普及しているとは言えない 14。  25 

しかし、近年、店頭取引における PTS の割合は、急速に増加傾向にある。そ

の要因として PTS には、三つの大きなメリットがあり、我々はこのシステムが

証券市場活性化において大きな役割を果たすと考える。  

                                                   
14 日本証券業協会より  
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まず一つ目は、営業時間の長さである。 PTS は、注文だけのネット取引とは

異なり早朝及び、夜間にも取引を行うことが可能である。例えば、大引け後に

決算発表等重要な情報が市場に流れた後でも PTS 市場ならばその情報に基づい

て取引を行うことができる。また、日中、仕事等で取引が困難な状況にあって

も柔軟に取引することができるため、前述した取引時間の問題も改善できる。   5 

二つ目に、手数料が安いことが挙げられる。 PTS では通常取引と比べ、手数料

が約 5％安く設定されている。同じ株価で取引するとしたら、PTS を利用するこ

とでより大きな利幅を得ることができるのだ。三つ目に呼び値が細かい点が挙

げられる。PTS 取引では取引所取引と比べ、呼値が最小 1,000 分の 1 単位とな

り、より細かく思い通りの注文が可能である。「取引所」と「 PTS」の取引時間10 

が重なる時間帯では、取引所の最良気配よりも有利な値段で取引できる可能性

が高いことも魅力的である。  

図 15 PTS と取引所の比較  

出典）PTS のいま 金融財政事情より著者作成  

 15 

 チャイエックス PTS 東京証券取引所  

参 加 資

格 取 得

料 

無料  入会金 1 億円、参加資格審査 100 万

円、信任金 300 万円と保証金  

取 引 参

加料金  

月額 40 万円  月額 40 万円＋ 10 万円 (ジャスダッ

ク) 

取 引 手

数料  

東証銘柄・ジャスダック銘

柄   と共に、指値待機後

に約定した場合は (メイカ

ー)は無料、待機指値を取得

し た 場 合 ( テ イ カ ー ) は

0.2bps(一律 ) 

当該証券会社の月間売買代金により

料 金 が 変 化 ( 東 証 全 銘 柄 平 均 で

0.22bps 程度) 

 

ア ク セ

ス料金  

無料  注文の件数に応じた金額 (月額で 40

万円～数 100 万円程度 ) 
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図 15 から分かるよう、システムの形態を見ても、安価な接続コストで多様な

注文形態を揃え、収益性の高い運用が可能となる環境づくりが行われている。

デメリットとしては、信用取引が行えないことと、流動性の低さの二つが挙げ

られる。この二つは密接な関わりがあると考えられ、この問題については次節

でより詳しく述べていく。  5 

 

 

第 3 節 PTS の私設取引導入の提案  

 取引所の現状分析を踏まえて、我々は、 PTS の信用取引 15導入を提案する。

信用取引のメリットとして、レバレッジ効果が挙げられる。通常の現物株取引10 

の場合、投資できるのは証券会社に預けている資金分であるが、信用取引の場

合は自己資金の数倍以上の取引が可能となり。少ない資金で多額の取引ができ

るため、より資金効率の高い投資が可能となる。また、空売りで株価下落局面

でも利益が得られる点も相場でより効率的に取引を可能とする。  

 現在約 6 割もの国内個人投資家は、信用取引を利用しているため、 PTS で信15 

用取引ができないことは、利用者層の限定を意味する 16。取引コスト削減や、取

引の柔軟性という PTS のメリットを享受できていないのが現状である。PTS の

信用取引を導入することにより、投資家層の拡大、利便性の向上と共に、シス

テム障害の防止も期待される。2012 年に発生した東証の大規模システム障害時

には、241 銘柄の株式等の売買が開始できず、取引が停止した 17。必要時に確実20 

                                                   
15 投資家が証券会社に「委託証拠金（保証金）」と呼ばれる資金を預け、その

保証金に対して一定の金額の現金や株券を借りて取引を行うことができる制度

である。通常の株取引が「現物取引」と呼ばれ、投資家自身の資金や株券で投

資をするのと比較してこのように呼ばれる。  
16 信用取引制度の概要  日本取引所グループ  
17 金融財政事情  2014．9.15 より  

マ ー ケ

ッ ト デ

ータ料  

参加証券会社であれば (無

料) 

FLEX Standard を参加証券会社が直

接使用する場合、契約料 70 万円社内

業務基本料 26 万円、端末台数に応じ

た社内業務端末料、外部配信基本料

70 万円など  

http://www.margin-trade.com/knowledge/word_itakushoukokin.html
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に売買することができる第二の市場を作ることは取引所において重要な課題で

あり、市場全体のリスクヘッジの手段として、 PTS はそれをクリアすることが

できると我々は考える。 

 PTS の信用取引の導入にあたって、問題となる点として利益相反問題が挙げ

られる。これは、 PTS の運営者自身が投資家に資金、株券の貸付を行ってしま5 

うと信用取引を制限すべき立場と信用取引のための資金提供する側の立場との

間に利益相反が生じるという問題である。対応策としては、取引所取引と同様、

PTS 自身が信用取引に伴う資金、株券の貸付を行わなければ問題ないだろう。

また、取引高の増加に伴い、管理体制をより強固なものにすることでその他の

懸念材料を排除できれば十分に実施する意味はある。  10 

以上より、投資家層、取引量の拡大と、万一の時の代替市場という二つの観

点から、PTS の信用取引導入を提案する。   
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第 4 章 企業に関する考察 

 

第 1 節 注目される個人投資家の重要性 

(1)コーポレートガバナンス・コード適用による持ち合い解消の流れ  

2015 年 6 月 1 日より、企業の「持続的な成長」「中長期的な価値の向上」を5 

目標とし、東京証券取引所に上場する企業に対しコーポレートガバナンス・コ

ードの適用が開始された。そもそも、コーポレートガバナンス・コードとは、

日本語で「企業統治方針」と直訳され企業が守るべき行動規範を、 5 つの「基

本原則」、基本原則をより詳細に示した 30 の「原則」、そして原則の意味を明確

にするための 38 の「保補充原則」に分けて規定したものである 18 法的な拘束10 

力はないものの、実効性の確保として原則を実施しない企業には説明責任が求

められる。  

 これは、2014 年 6 月に閣議決定した成長戦略「日本再興戦略  改訂 2014」に

ある「日本企業の稼ぐ力を取り戻す」ためのコーポレートガバナンスの強化が

実現された形である。コーポレートガバナンスを日本で強化するにあたり、長15 

年最大の障害とされてきたのが持ち合い株式であった。持ち合い株式は、戦後

から 1980 年代ごろにおいて、日本特有の資本取引慣行であった。しかし、90 年

代に入り株式持ち合い会社間の閉鎖性・不透明性の問題や、バブル崩壊による

企業の業績悪化などで、銀行を中心に持ち合いを解消する動きが加速した。2001

年には銀行の株式保有を直接的に制限する「銀行等の株式等の保有の制限に関20 

する法律」が公布され、株式持ち合いの解消がさらに進展した。ただし、 2005

年頃から外資による買収防衛策の導入や事業提携などを目的として、一時、持

ち合いが強化された。一方、2008 年のリーマン・ショックによる株価下落を背

景に再び株式持ち合いの解消が進んだ。持ち合い株の取り締まりが厳しくなっ

た背景には、以上のような歴史が存在する。  25 

 

 

 

                                                   
18 Comply or Explain の原則  
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図 16 所有者別持ち株比率の推移と株式持ち合い 19 

 

出典）伊藤正晴「株式持ち合いの変遷と展望」『金融』（2011.7）p.17 より著

者作成  

 5 

これを受けて今回のコーポレートガバナンス・コード内に、以下の原則が盛

り込まれた。  

【原則 1－4．いわゆる政策保有株式】上場会社がいわゆる政策保有株式として

上場株式を保有する場合には、政策保有に関する方針を開示すべきである。ま

た、毎年、取締役会で主要な政策保有についてそのリターンとリスクなどを踏10 

まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有の

ねらい・合理性について具体的な説明を行うべきである。上場会社は、政策保

有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準を策定・

開示すべきである。  

                                                   
19 1985 年度以降は、単位数ベース、2001 年度から単元数ベース。 1985 年

度以前の信託銀行は、都銀･地銀等に含まれる。  2004 年度からジャスダック

銘柄を含む。2004 年度～2006 年度における急激な増減について 2005 年度

調査まで調査対象会社となっていた（株）ライブドア（ 4753）による大幅な

株式分割の実施等から、2004 年度調査から単元数が大幅に増加し、（株）ラ

イブドア 1 社の単元数が集計対象会社全体の単元数の相当数を占めることと

なったため、2004 年度～2006 年度の数値は、その影響を受け大きく増減し

ている。  
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これにより、企業経営者は持ち合い株の株主にとっての合理性の説明を余儀

なくされた。しかし、株式持ち合いは安定株主を確保し株主総会を保守的に進

められる等といった経営者視点でのメリットが大きく、投資家視点でみるとメ

リットよりむしろ、経営の不透明化や株主による企業統治が損なわれるといっ

たデメリット要素のほうが大きい。こうして、株主を納得させる十分な説明を5 

行えない各金融機関・事業法人で持ち合い株を手放す動きが加速した。コーポ

レートガバナンス・コードの適用が、元々あった持ち合い株解消の流れの決定

打となった。  

 

(2) 個人投資家の意義  10 

図 17 投資部門別株式保有比率の推移  

 

出典）東京証券取引所「投資部門別株式保有比率の推移」より著者作成  
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現在、日本の株式市場を動かしているのは日本人ではなく、外国人投資家で

ある。外国人投資家の株式保有率はバブル期の 5%前後から今は 30%と約 6 倍、

さらに売買代金も 60%を超えている 20。前述の通り、長年金融機関や事業法人が

保有してきた株式の受け皿が、外国人投資家になっている状況である。(図 17) 

外国人投資家と一口に言っても、欧米の年金基金や投資信託など長期保有が5 

目的な投資家や、投資ファンドを代表するような短期的な利ザヤ獲得が目的の

投資家など様々である。特に近年は、手段を駆使して利益獲得を絶対条件とす

るヘッジファンドを形成する動きが目立っている。（図 18） 

 

図 18 ヘッジファンドの運用資産残高  (10 億ドル) 10 

 

出典）公益財団法人  年金シニアプラン総合研究機構  「ヘッジファンド投資に

関する調査研究」 p2 より著者作成  

 

外国人投資家の特徴として、「物を言う株主」であることが挙げられる。企業15 

側で見ると、外国人投資家の株式保有率が増加することは経営方針に様々な注

文をつけられ狙い通りの経営ができないというデメリットがある。さらに、外

国人投資家は国内要因ではなく海外要因で売買することが多いため、経営陣の

予期せぬ所で株価が上下してしまう。そこで、注目が集まるのが個人投資家で

ある。一般的に個人投資家は、株価下落局面に購入し株価上昇局面に売却する20 

                                                   
20 野村資本研究所『野村資本市場クォータリー  2016Summer』p216 より  
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傾向にある。ヘッジファンドのような機関投資家が売りをしないといけない状

況下でも、個人株主が買いに入ることで株価の下落を抑制し株価の安定をもた

らす。また、個人投資家は株式購入時に経済的合理性よりも、株主優待の充実

さや単にその企業が好きだからといった理由を選定基準にすることが多い。株

主となる個人投資家はその企業のファン株主として長期的に株式を保有するこ5 

とが期待される。そこで、企業が個人投資家を増やすため近年力を入れている

のが IR 活動である。  

 

(3)  IR 活動 

IR とは、「Investor（投資家） Relations（関係）」の略で、「企業が株主や投10 

資家に対し、投資判断に必要な企業情報を、適時、公平、継続して提供する活

動のこと」21である。投資判断に必要な企業情報を開示するといえば、有価証券

報告書等のディスクロージャー（制度的開示）が挙げられるがこれはあくまで

法制で引き出される外発的な情報開示に過ぎない。一方で、IR は企業がディス

クロージャーの範疇を超え、自発的に行う情報提供活動だと言える。情報開示15 

は企業説明会や決算説明会、あるいはアニュアルレポート 22や事業報告書とい

った出版物や自社のホームページを利用することで行われる。適切な情報開示

により投資家の購入への動機付けを促し、適正株価の形成や安定株主の確保を

目的としている。IR は情報提供の対象から「機関投資家向け」と「個人投資家

向け」大きく二つに分けられるが、費用対効果の薄さから個人投資家への IR が20 

疎かになる企業が多いことが課題である。  

そんな中、個人株主作りに熱心と注目を集める企業にカゴメがある。カゴメ

は 2000 年当時 6500 人に過ぎなかった個人株主数をわずか 4 年で 10 万人にま

で引き上げることに成功した。自社の株主のことを「ファン株主 23」と命名し投

資家との距離を縮め、決算発表の早期化、単位株数の変更、さらに食品メーカ25 

ーならではの自社の商品を使ったメニュー紹介や試食会の開催を株主総会後に

                                                   
21 日本 IR 協議会による定義。  
22 日本語で「年次報告書」のこと。企業が株主や投資家に配布する経営内容

について総合的な情報を掲載する冊子。  
23 投資先の企業に愛着を持ち、株を中長期的に保有する株主のこと。現在、

IR の世界でよく使われる。カゴメによる造語。  
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実施するといった工夫が成功の鍵となった。今や株主の 99.5%を個人株主が占

めている。このように IR は企業の個人株主獲得のための重要な活動だと言え

る。しかし、 IR 活動が日本で盛んになり始めたのは、バブル崩壊後の 1990 年

代ごろでありその歴史の浅さから企業によって取り組み意欲の温度差があるこ

とも現状となっている。  5 

 

図 19 コーポレートガバナンス・コードを受け  

変更予定の事項（企業）変更を期待する事項（投資家）  

出典）古市健「コーポレートガバナンス・コード適用元年を投資家はどう受け

とめ評価したか」『金融財政事情』  (2016.6.20) p.41 より筆者作成  10 

 

図 19 より、コーポレートガバナンス・コードを受けての企業と投資家に対す

るアンケートによると、投資家側が変更を期待する項目の上位に「投資家との

対話方針」が挙がっている。しかし、この項目を変更予定の企業は 11.6％とか

なり低い数値である。企業側は対話体制を構築できていると認識している一方15 

で、投資家と認識の差があるのが現状となっている。この差を埋めることが今

後の企業の課題となるだろう。  
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第 2 節 個人投資家を増やすための提案 

(1)  IR 活動と広報部の連動の拡大  

 前節で触れたように、個人投資家の獲得に向けての IR 活動は企業にとって

の重要な課題の一つだと考えられる。しかし、企業側としては個人投資家に向

けての IR 活動はとても難しい。個人投資家でもデイトレーダーの様な投資に5 

対する知識が豊富な者から、単に配当や株主優待保有が目当てであまり知識の

ない者まで様々であり、対象を絞ることが厳しいためである。その上で投資無

関心層を自社株主として呼び込む活動をするとなるとより広範囲にアプローチ

が必要となる。さらに IR 活動の担当者は扱う情報の性質上、財務経理出身者が

多い。そのため、例外はあるにせよプレゼンテーション能力やコミュニケーシ10 

ョンスキルが弱く、保守的な情報開示になってしまう傾向にある。そこで、広

報部と IR 活動の連携を提案する。  

 90 年代に全米 IR 協会が打ち出した定義の中に「インベスター・リレーショ

ンズとは、企業の財務機能とコミュニケーション機能とを結合して行われる戦

略的かつ全社的なマーケティング活動…」という一節がある。広報、つまり PR15 

が「製品やサービスにおけるマーケティング」ならば、IR 活動は「自社株式と

いう製品のマーケティング」と言える。  

 連携することのメリットとしては大きく二つ挙げられる。まず 1 点目は、マ

スコミに発信する情報と投資家に発信する情報を一元化することができる点で

ある。利用するマスコミの幅を広げることで、既に投資に興味がある層はもち20 

ろん、投資無関心層に対しての働きかけも可能となる。 2 点目は、 IR 活動にお

けるコミュニケーション能力、広報部の財務・会計の知識の薄さといったお互

いの弱点を補強し合うことができるという点である。  

 実際に、IR 活動と広報を連携させた部署を設置している企業も存在する。例

としては、「キティちゃん」のキャラクターで有名なサンリオ、科学企業のクラ25 

レ、そして「ストリートファイター」等ヒットゲームを生み出したカプコンで

ある。しかし、経済広報センターが実施した調査によると、「広報 IR 部（室）」

を設置する企業は 13.0％にとどまっているのが現状である。（図 20）  

IR 活動と広報との連携を進めることが日本企業にとって個人投資家を募

る有効な手段であると我々は考える。  30 
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図 20 本社機能で広報を担当する組織（ 231 社） 

出典）経済広報センター『第 12 回企業の広報活動に関する意識実態調査報告

書』2015 年を元に著者作成  

 

(2) DRIP の導入  5 

 この章の最後として、個人投資家を呼び込む対策として配当金再投資プラン

（DRIP : Dividend Reinvestment Plan）の導入を提案する。 1960 年代初頭の

米国において、①個人投資家の呼び込み、②配当による現金流出の抑制、③株

価の下支え効果、④ IR の向上 を目標に導入された。1994 年の規制緩和を経て

投資信託や ETF が拡大した 2000 年代に一気に普及し個人投資家形成に大いに10 

貢献した。しかし、現在我が国においては導入されていないばかりか、存在さ

えほとんど知られていない。DRIP は「個々の株主が配当金の一部または全部を

一度も受け取ることなく、これを自動的に再投資することで企業から直接に追

加株式を購入できる制度」 24である。  

                                                   
24 森直哉 (2002)「配当再投資・株式購入プランと情報の非対称性」『証券経

済研究』第 35 号  p96 より  
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図 21 DRIP イメージ図 

著者作成  

 

企業から株式を直接購入するため、株主は再投資する際に手数料をブローカ

ー 25に払う必要はない。さらに、配当金が１株あたりの価格よりも低い場合で5 

も小数点単位で株を保有することが可能となる。つまり長期でみると保有する

株数が自動で増えることになるのだ。この点から、個人投資家の長期投資を誘

発するきっかけになるだろう。  

DRIP には、事務手続きが煩雑であることや、管理コストなど問題点はあるも

のの、企業視点では安定した株主を確保できる・個人株主の直接把握できる、10 

個人投資家視点では格安な手数料もしくは無料で取引ができる、証券会社視点

では資産形成を考える個人投資家を長期的に株式市場に確保できるといったよ

うに市場を形成するプレイヤー三者ともにメリットがある構造になっている。

現在日本でも個人投資家からこの制度の導入を求める声は多く上がっている。

DRIP の導入を検討する意義は十分にあると言えよう。   15 

                                                   
25 証券委託売買業者。  
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第 5 章 課題・提案まとめ 

 

これまで、家計、取引所、企業の現状を分析・考察してきた。この章ではそ

れぞれの課題と提案を整理する。  

 5 

第 1 節 家計 

 日本の家計においてはまず、年代別に見たとき 60 代以上のリタイア世代が

莫大な資金を眠らせていることを問題視した。この世代は基本的には「老後の

生活資金」として貯蓄をしてきた層であり、リスク許容度が小さい。この問題

を解決するための提案が「新しい NISA の導入」である。リタイア世代から10 

子・孫の世代へ、つまり「リスク許容度の低い世代から高い世代への資産移

転」を主軸とした策である。リタイア世代視点では贈与税軽減という利点があ

り、若年世代視点では日本証券業協会の意識調査において投資しない理由の一

つとなっている「資金不足」という面を解消することができる。そして中年世

代においては子供の教育資金を確保できるという利点がある。  15 

 リタイア世代からの資産移転の後、若年世代にはこの NISA 制度において運

用パーセンテージの設定による引き出し制限を行うという、言わば金融知識の

乏しい層に半強制的に投資をさせるという枠組みを作ることになる。この段階

においては、「積立式の株式投資信託」を推奨する。時間的リスクを分散し、

相場判断をせずに投資をすることができる。商品購入時の説明で金融知識の基20 

礎が身につき、最適ポートフォリオ作成のために継続的な学習にも繋がると考

えられる。これが中年世代においては確定拠出型年金制度利用のハードルを下

げることにもなると考えられる。積立投信、確定拠出型年金など中長期的な投

資では流動性の低い商品を選択することで、流動性プレミアムの恩恵も受けや

すい。  25 

 リタイア世代から若年世代への資産移転、投資入門として中長期的な投資で

ある「積立式株式投資信託」の推奨、そしてスマートフォンアプリを利用した
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フィンテック 26戦略の活用によって、家計、特に若年から中年世代の証券投資

を促進できると考えられる。  

 

第 2 節 取引所 

第 3 章ではまず、日本と米国の取引所を比較した。米国は国土が東西に長い5 

ため、国内に時間帯が四つ存在する。東部時間の視点から見ると午前 4 時から

午後 8 時までの 16 時間、国内のどこかの取引所で取引が可能である。一方で

日本はというと、開始は午前 9 時、休憩 1 時間があり、終了は午後 3 時と、米

国に比べ圧倒的に取引時間が短い。  

 そこで「私設取引システム（ PTS）」を推奨した。日本の個人投資家は副業と10 

して投資をしている「兼業投資家」が大多数であり、取引所を利用できる時間

帯に取引することは困難であるからだ。 PTS の欠点としては、信用取引ができ

ないこと、扱っている会社はまだ二社しかなく、まだ発展途上であり利用人数

が少ないため流動性が低くなってしまうことが挙げられる、しかし営業時間の

長さ、手数料の安さ、呼値単位の細かさ、取引所と PTS の営業時間が重なった15 

場合、PTS の方が有利な価格で取引できるなどメリットは多数ある。  

 提案としては投資家層・取引量の増加、取引所の代替市場となることの二点

から「PTS での信用取引の導入」を述べた。  

 7 割の個人投資家が信用取引を利用しており、収益性の高い運用が可能な

PTS に信用取引導入することで少ないコストで大きな資金を動かす効率の良い20 

取引が可能となる。個人投資家が増えれば流動性の問題も解決される。  

 また、3 章に書いたように取引所がシステムダウンなどなんらかの理由で取

引不可能になったときの代替市場として機能することにも期待できるだろう。  

 以上より、 PTS 市場での信用取引導入により取引利便性が向上し、投資家・

取引量の増加が期待でき、それに比例して流動性の低さも改善されると考えら25 

れる。   

                                                   
26 IT 技術を使った新たな金融サービス。金融を意味する「Finance」と、技

術を意味する「Technology」を組み合わせた造語。  
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第 3 節 企業 

第 4 章では企業価値の創造に焦点を当てた。日本ではコーポレートガバナン

スの強化や、買収防止策などとして行われてきた「持ち合い株式」の解消な

ど、個人投資家を重要視する施策が為されてきた。持ち合い株式解消により機

関投資家が減少したとき、個人投資家、外国人投資家が増加したという結果に5 

なっている。外国人投資家は日本人と比較したとき、積極的に経営参加する傾

向があり、経営者視点から見た場合デメリットもあるだろうが、国内外から資

金流入することは大きなメリットである。  

 個人投資家の増加のための提案としては「 IR 活動と広報部の連動の拡大」

「DRIP の導入」である。  10 

 前者は IR 活動と広報部が連動することにより、それぞれの弱点を補完し合

うこと、また投資家への適切な情報開示、対話を通じて自社の「株式」という

投資商品のマーケティング戦略の強化が目的である。  

 後者は投資家目線では配当金・分配金を再投資する際のコストが削減され、

企業目線では管理コストはかかるものの、配当金・分配金による資金流出を防15 

ぐことができる上に安定株主を獲得できる。証券会社から見ても個人投資家を

市場に長期間確保できるという三者すべてにメリットがある制度なのである。  

 

 

おわりに 20 

 

 本論文では、投資主体として家計、投資手段として取引所、被投資主体とし

て企業の現状を分析・考察し、それぞれに応じた解決策を提案した。これらの

提案が今後の証券流通市場の活性化に寄与することを願って結びの言葉とする。  
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