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序章 

日本経済は 1989 年末日経平均株価に最高値（ 38,915 円 87 銭）を記録す

るまで成長を続けていた。しかし、90 年代のバブル崩壊期に突入すると地価

や住宅価格の急落などにより不良債権が拡大し、大手金融機関も相次いで破綻。

その後、低金利化が進み、今や銀行や郵便局に預金するだけでは高い利回りを5  

得ることができなくなっている。この状況の中で、日本は家計の資産構成に対

する「現金預金」の割合が 50%を超えており、リスク資産の割合は欧米諸国に

比べかなり低い。日本では「現金預金」は安全であると考えられがちであるが、

インフレーションなどの外部環境の変化によって資産が目減りする可能性もあ

るのである。 10  

 この預貯金に偏っている我が国の金融資産をリスクマネーである投資へと振

り分け、経済を活性化させるために、「貯蓄から投資へ」というスローガンが

掲げられている。間接金融主体の金融市場から直接金融にも資金を流すことで

経済の成長をより活力あるものにすることが目的である。 

 本論文では、まず第 1 章で証券市場の定義、仕組み、また果たすべき役割15  

を述べる。第 2 章では機関投資家、企業活動の現状と問題、第 3 章では証券

取引所取引また取引所外取引の現状と問題、第 4 章では日本の家計の資産構

成について高齢、現役、将来世代に分けそれぞれに対する現状と問題、第 5

章ではそれらの問題を踏まえた上で証券流通市場を活性化させるための方策を

述べていく。 20  

 

 

 

 

 25  

 

 

 

 

 30  
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第 1 章 証券市場 

本章では、証券市場の意義・役割や証券取引の仕組みなど、本論文の基礎に

あたる事項について述べる。 

 

第 1 節 証券とは 5  

証券とは、財産法上の権利・義務に関する記載のされた紙片のことであり、

有価証券と証拠証券の 2 種類に分類される。証拠証券は特定の権利または事

実の存在を単に証明する証書で、借用証書・受領書・通常の契約書・運送状な

どがこれに属する。一方で有価証券とは財産的価値のある私権を表章する証券

であり、その権利の移転・行使が証券によりなされることを要するものである。10  

有価証券は、広義ではさらに貨幣証券・商品証券・資本証券の３つに分類され

る。貨幣証券は一定の期限後または随時に一定額の金銭の支払いを請求するこ

とのできる金銭債権を表章する有価証券で、為替手形・約束手形・小切手など

がこれに相当する。商品証券は商品に対する物権的請求権を表章するもので、

倉荷証券・船荷証券・貨物引換証などがこれに相当する。資本証券は配当や利15  

子などの定期的な所得を生む権利を表章する有価証券で、株式・債券などがこ

れに相当する。狭義では、有価証券というとこの資本証券を指す。 

 

第 2 節 証券市場とは 

金融とは、金銭の融通、特に資金の貸し手と借り手のあいだで行われる貨幣20  

の信用取引を表す言葉であり、金融機関を主な参加者としてこれを行う場のこ

とを金融市場と言う。証券市場とは、金融市場の中でも株式、債券などの有価

証券の発行、流通、売買が行われる市場のことであり、発行市場と流通市場に

分けられる。発行市場は取引所などの具体的な市場が存在しない抽象的な市場

であり、ここでは企業・国・地方公共団体などが資金調達を目的として株式や25  

証券などの有価証券を新規に発行し、それが発行者、証券会社、銀行などを介

して投資家に一次取得される。一方流通市場では、既に発行された証券が投資

家から投資家へと転々と流通、売買される。こちらには取引所という具体的な
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市場が存在する。これら 2 つの市場は密接な関係を持っている。発行市場が

無ければ、そもそも流通市場が成立しないことは言うまでもないが、一方で、

流通市場が活発でなく、いつでも所有する有価証券を換金できる市場がなけれ

ば、投資家は安心して証券投資をすることができず、証券の新規発行自体がで

きなくなるからである。 5  

 

 

図表 1 金融証券市場の分類 

出所：「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」・経済法令研究会・10  

2010・2 ページ 

 

 

第 3 節 証券市場の意義・役割 

証券市場の大きな役割は、資金運用、資金調達を円滑に行うことで資金余剰15  

主体から資金不足主体へと資金を移転することである。資金運用とは、消費を

してなお余った資金を家計では銀行預金や証券などの金融商品の購入に充てる

ことである。つまりこれは、将来における金銭的な見返りを期待して資金を活
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用することであるといえる。一方、資金調達とは、企業が設備投資などに充て

る目的で資金運用主体から資金を融通してもらうことである。そうした資金を

用いて企業が活動・拡大することによって生まれた利益は、資金運用者に対す

る金銭的見返り(利子や配当)の源泉となる。 

このように資金運用主体と資金調達主体を結びつけ、資金を有効に利用する5  

ことによって、双方の主体にとって望ましい状態をもたらすことが証券市場の

大きな役割であるが、それが機能するためには「情報の非対称性」、「資金ニ

ーズの違い」、「換金性」などの様々な困難をクリアしなければならない。 

「情報の非対称性」とは、商品に関して売り手と買い手の持っている情報に

格差が生じている状態のことで、これによって当事者が取引に対して消極的に10  

なる恐れがある。「資金ニーズの違い」というのは、例えば資金運用主体が安

全な投資先を求めている一方で資金調達主体がハイリスクハイリターンのよう

なものばかりといった場合である。「換金性」というのは、資金が必要な際に

すぐに商品を現金に換えられるかどうかの度合いのことであり、資金運用主体

が高い換金性を望むのに対して資金調達主体が長期間の融通を望むといった摩15  

擦が生じる恐れがある。これらのような困難を緩和するために、証券及び証券

市場を用いた資金運用、資金調達は有効な手段であるといえる。 

 

第 4 節 証券取引の仕組み 

まず、新しく株・債券を発行したい国や地方自治体、企業などは証券を発行20  

する際に、証券会社に新しく株・債券を買い取ってもらう。次にこの買い取っ

た株・債券を証券会社が投資家に販売する。この発行から販売までが行われる

一連の流れが発行市場である。この投資家に販売された株・債券は証券会社を

介して証券取引所に売却され、別の投資家が証券会社を介してこれを買い取る。

このように、投資家同士の売買が繰り返されるのが流通市場である。 25  

 

 

 

 



6 

図表 2 株式市場 

 

出所：福証単独上場会社の会  

HP http://fse.irnavi.minkabu.jp/syosinsya2.html  

 5  

 

次に、証券取引所および証券会社について説明する。 

(１)証券取引所 

証券市場において、証券取引所は証券の売買取引を行う場所であり、投資家

や機関投資家の株式等の売買注文を自ら開設する市場に流通させることにより10  

大量の需給を統合させ、株式等の市場流通性を高めるとともに公正な価格形成

を図るという役割を担っている。 

証券取引所における取引は、大量の売買注文を公正円滑に執行するために取

引時間や値段設定の方法、取引単位や決済方法等についての細かな規定が設け

られている。また、売買の対象となるのは一定の上場基準を満たした会社の株15  

式等のみであり、上場会社には財務内容やその他必要な会社情報を投資家に公

開することが義務付けられている。 

証券取引所での取引(以下取引所取引)は「競争売買の原則」を基本に行わ

れる。競争売買の原則は、同一銘柄の場合において安い値段での売り注文・高

い値段での買い注文が優先されるといった「価格優先の原則」と、同一銘柄・20  

同一値段の場合において注文された時間がより早い注文が優先されるといった
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「時間優先の原則」からなっている。なお、従来は上場証券の取引は原則とし

て証券取引所で行わなければならないという「市場集中の原則」も基本原則の

１つであったが、1998 年 12 月に撤廃された。これを受けて一部の証券会社

は私的取引市場(PTS)を開設し、証券取引所を介さずに売買注文を行うケース

もでてきている(取引所外取引)。 5  

 

(２)証券会社 

証券会社は、企業と投資家、投資家と投資家を結びつけて証券発行市場と証

券流通市場を円滑に機能させる役割を担う会社である。この証券会社の主な仕

事はブローカー業務・ディーラー業務・アンダーライティング業務・セリング10  

業務の４つに分けられる。 

ブローカー業務は投資家から受けた株・債券の売買注文を流通市場(証券取

引所)に取り次ぐ業務で、取り次いだ際に委託手数料を受け取る。証券取引所

での売買を仲介できるのはそれぞれの証券取引所の会員になっている証券会社

に限られるため、証券会社によって取り扱える証券取引所が異なる。 15  

ディーラー業務は証券会社が自己資金で株・債券を売買する業務で、証券会

社自身の利益獲得が目的である。大きな資金を持つ証券会社が取引に参加する

ことで市場の流動性が高まる、個人投資家もメリットを得ることができる。し

かし、証券会社がディーラー業務に資金を投入しすぎると経営状態の不安定

化・投資家との利害の不一致などのデメリットが生まれる可能性があるため、20  

「自己売買基準」という、保有できる証券の限度額が証券会社ごとに決められ

ている。 

アンダーライティング業務は証券会社が行う引受・売出し業務のことで、直

接金融を利用して市場から資金を集めようとする企業のために、株・債券など

を一旦引き受けてそれを投資家に販売する業務のことを指す。この業務では証25  

券会社自身が株を買うので、投資家に売り切れなかった場合は損が生じるが、

証券会社にとってのメリットとして有価証券の発行元から証券会社に手数料が

入る。また、発行元には、証券会社に株を買い取ってもらうことで確実な資金

調達を実行できるというメリットがある。 
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セリング業務は証券会社が行う募集・売出の取り扱い業務で、発行元やアン

ダーライティング業務を請け負った証券会社から委託され、新たに発行されて

いる株式・債券などを広く投資家に買ってもらうよう営業する。アンダーライ

ティング業務と似た部分はあるが、こちらは証券会社が株を買うわけではない

ので、売り切れなかったとしても損が生じることはない。 5  

 

第 5 節 流動性プレミアムとは 

流動性とは、簡潔に表すと換金のしやすさのことである。流動性(換金性）

の低い長期債券は現金化に必要な時間と費用が余分にかかるため、投資家にと

って不都合である。投資家がこの不都合を受け入れて長期債券を買い入れるた10  

めの埋め合わせとして、一般に長期債券の方が短期債券よりも利回りが高くな

る。この長期債券に付加された利回り差のことを流動性プレミアムという。 

 

 

第 2 章 機関投資家 15  

 この章では、日本の証券事情について、企業と機関投資家の関係性に着目し、

仕組みと現状について述べる。 

 

第 1 節 機関投資家とは 

 投資家は個人で投資を行う者もいれば、業務として投資を行う法人も存在し、20  

前者は「個人投資家」、後者は「機関投資家」と呼ばれる。機関投資家とは顧

客から拠出された資金を運用・管理する法人投資家の総称である。一般に機関

投資家と呼ばれるグループをいくつか挙げると、「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」

などが主なものである。生命保険会社や損害保険会社であれば、加入者の保険25  

料収入であり、投資信託会社であれば、投資信託を購入した人たちの提供した

資金が元手になる。機関投資家は大量の資金をまとめて運用するので、市場に

与える影響も大きいものがある。 
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第 2 節 アメリカの機関化現象 

アメリカでの発行済み株式総額に占める株主類型別の株式保有比率では、個

人投資家の株式保有比率は､1955 年時点では  88,1％と個人投資家の割合が多く

あったが､それ以降のアメリカの株式所有比率は低下傾向にあり､2000 年時点で

は 46.3％まで低下していった｡一方それに対し機関投資家の持株比率は､増加傾5  

向にあり、機関投資家の株式保有比率は､1970 年の 17.9％から増加傾向にあっ

た｡アメリカの株式市場における投資部門別株式の所有比率の推移でみられるよ

うに､個人投資家が所有する株式の比率が低下しているのに対し､機関投資家が

所有する株式の比率が上昇している｡このように､機関投資家が所有する株式の

比率が大きな比重を占めている状態となり､この状態がアメリカにおける株式市10  

場の機関化現象が生じている状態である。機関化現象が進むと、流通市場の売

買高が増加する反面、相場観が偏り、特定の銘柄だけがにぎわったり、売り買

いが一方向に動きやすくなる恐れがある 

 

 15  

図表 3 アメリカの株主類型別の株式保有推移  

 

出典： 「 アメリカ株式市場における機関化現象の変容とコーポレート･ガバ

ナンス」、2010、岩波 文孝、117 ページ 

 20  
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また、このアメリカ株式市場における株式所有構造の変容は､コーポレート･

ガバナンス改革の論議を活発化させた。株主と経営者の利益を一致させるため

に経営者に対する動機付けの付与および経営者に対する監視のためにエージェ

ンシー理論に基づいたコーポレート･ガバナンスが展開されたのである。エージ

ェンシー理論とは、法律上は会社は株主のものであり、株主は資本の出し手、5  

いわゆる Principal（本人）として、自身で会社を経営するより Agent（代理

人）たる取締役を雇って、自身の経済的利益を最大化するという理論である。

このようにアメリカでは「会社は株主のものであり、取締役では株主に雇われ

た Agent である」という認識が一般的である。法律的アプローチではこのよう

になるが、経済的側面を見ると取締役は必ずしも株主の最大効用のために働く10  

わけではなく、取締役自身の利益追求に走り始める可能性もある。アメリカは

昔からこのエージェンシー問題を抱えている。 

 

第 3 節 投資信託の仕組み 

 機関投資家が拡大する背景として、投資信託の普及がある。投資信託とは、15  

不特定多数の投資家から資金を集めることによって、それを信託財産として運

用する仕組みの総称のことである。この仕組みとは、まず投資信託に複数の投

資者からの資金を集合させ、これによって集められた資金を株式や債券といっ

た有価証券や不動産、デリバティブなどで運用することで投資信託が得られた

収益を保有口数に応じて投資家に分配するものである。 20  

 投資信託サイドから見るとメリットとして４つ上げられ、1 つ目に小口の資

金から投資が可能になる点である。通常、株式投資や債券投資には、ある程度

まとまった資金が必要になるが、投資信託であれば、１万円程度から手軽に投

資を始めることが可能となる。2 つ目は多額に資産がなくとも株式や債券など

に分散投資ができるという点である。銘柄１つに絞り投資していた場合、企業25  

の倒産や株価の値下がりすることの影響を受け、大きな損失を負う可能性が出

てくる。しかし投資家個人で資産をいくつかの商品に分け、リスクを分散させ

る分散投資を行おうとする場合、多くの資金が必要となってくるが、投資信託

で資産運用する場合、小口のお金を集めてひとつの大きな資金として運用する
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ため、分散投資が可能となり、リスクを軽減することができる。３つ目に、資

金を専門家によって運用される点である。個人では身につけ個人で身につける

ことが難しい株式や債券などの投資に必要な知識や手法を、投資信託では、投

資家に代わり経済や金融などに精通する専門家によって資金が運用されるため、

知識が不足している投資初心者には有効なものである。４つ目には個人では買5  

えない・買いにくい海外の株式や債券、特殊な金融商品への投資も可能となる。

投資信託を利用することで、専門家によって幅広い投資先への投資が可能とな

る。 

 一方、デメリットとしては、１つ目に投資することでコストがかかってくる。

投資信託では、運用の専門家によって投資を行うため、運用する人等に対して10  

費用が発生する。２つ目は、元本保証がないという点である。投資信託によっ

て運用された資金で運用実績が上がらなかった場合、購入額よりも売却額が下

回ってしまう。 

第 4 節 日本の企業の現状 

第 1 章でも述べたように、証券市場の大きな役割は、資金運用主体と資金調15  

達主体を結びつけ、資金を有効に利用することによって、双方の主体にとって

望ましい状態をもたらすことである。こうした観点からみると、近年の日本企

業の状態は決して望ましい状態とは言えない。日本の企業は 2008 年のリーマン

ショック以降、日本の株価は大打撃を受け依然としてその影響を引きずってい

る。リーマンショックにより世界中の株価が大きく下がったが、他国の株価は20  

ショック前の水準へ回復していることを踏まえると、以下のような日本企業の

現状が浮かび上がる。企業が株主から託された株主資本(自己資本)からどれだ

けの利益を生み出しているかを示す株主資本利益率である ROE をみると、東証

一部上場企業の平均は 5%程度であるが、米英の企業の場合は 15%程度と日本企

業と欧米の企業では 3 倍もの差が生じている。つまり日本企業は資本を十分に25  

使って儲けることができていない。資本から利益を生むことが企業本来の役割

であるが、日本の場合、この資本を溜め込んだまま、活用していない企業が多

数あることが問題である。 
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図表 4 内部留保の推移 

 

出所：「法人企業景気予測調査からみる日本企業の動向」・岩瀬忠篤、佐藤真

樹・2014・

http://www.mof.go.jp/pri/research/special_report/f01_2013_07.pd5  

f 

 

上のグラフは内部留保の推移であるが、1998 年度は 131.1 兆円であり、景気

の山とされる 2000 年 11 月を含む 2000 年度は 194.2 兆円と、この間で＋63.1

兆円増加している。次に景気の谷とされる 2002 年１月を含む 2001 年度は10  

167.9 兆円であり、この様に 1998 年度以降の内部留保は景気の変動などにより

上下するものの総じて増加傾向にある。このような日本企業の消極的な姿勢の

要因の一つとして指摘されるのが、いわゆるコーポレート・ガバナンスの問題

である。以下ではそれについて論じていく。 

 15  

第 5 節 日本のコーポレート・ガバナンスの現状 

 財務省によって、なぜ日本経済が長期停滞に陥り「失われた 20 年」と呼ばれ

る事態が起こっているのか分析され、結論として世界経済のグローバル化に日

本企業が適応できないという点が挙げられた。また 2000 年以降、企業は貯蓄さ



13 

れた資金を設備投資の分野では減価償却の範囲内に留め、新規投資などに向い

ていないということが、日本が成長せず、日本の株価が上がらない一因だとさ

れている。また日本の企業は株主から預かった資本を銀行預金や国債での運用

に回す傾向にあり、その内、上場企業だけをみても 60 兆円にものぼる現金預金

が内部留保されている。日本人の考えは安定志向型であり、経営者はリスクを5  

取りたがらないが、利益を上げさせるため内部留保された資金を設備投資など

に回すために必要となっているのは、経営者の背中を押す「コーポレート・ガ

バナンス」の向上である。 

 コーポレート・ガバナンスとは「企業統治」と訳され、会社の経営が株主に

対して適正になされているかを監視する仕組みである。まず最初に、株主の権10  

利を確認しておくと以下のようになる。 株主は、その発行会社に対して株主権

を持ち、これは出資額に応じた権利である。株主権は主に 3 つの権利が挙げら

れる。まず 1 つに、株主総会での議決権等、会社の経営に参加する権利が与え

られ、会社の経営方針等を決める株主総会、決議に出席、参加が可能となる。

株主総会での決議は多数決により議決され、この投票数は、主に持ち株数に比15  

例する。そのため持ち株数をより多く持つ株主が発行会社に対し、影響力を持

つ。2 つ目に、配当金等の利益分配を受け取る権利を持ち、会社が挙げた利益を

配分し、年間 1 回から 2 回にかけて株主は持ち株数に応じて配当として受ける

ことが出来る。3 つ目に、会社が解散等に際した場合、残った会社の資産を分配

して受け取る権利を持ち、会社が解散した場合、その会社の資産は売却等され、20  

債権者への返済資金として充てられる。債権者へ返済が済んだ後、さらに財産

が残っていた場合、株主はその残余財産について持ち株数に応じて分配を受け

る事が出来る。 

 以上のような株主の権利は、かつて多くの日本企業に見られた株式持ち合い

の下では、軽視されてきたのが事実である。しかしながら、こうした日本的な25  

株式持ち合いが崩れる中で、それに取って代わるものとして、コーポレート・

ガバナンスの向上の必要性が昨今、指摘されてきたのである。 

 こうしたコーポレート・ガバナンスの向上を目的とするものとして、上場企

業を対象とする「コーポレート・ガバナンス・コード」と、機関投資家を対象

とした「日本版スチュワードシップ・コード」がある。 30  
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「コーポレート・ガバナンス・コード」とは 2013 年に日本政府が閣議決定し

た「日本再興戦略(Japan is Back)」及び 2014 年の改定版で、成長戦略とし

て掲げた 3 つのアクションプランの一つ「日本産業再興プラン」の具体的施策

である「コーポレート・ガバナンス（企業統治）」の強化を実行する上での規

範である。「コード」は規則を意味するが、細則の規定集ではなく原則を示し5  

たものである。これは 2015 年 6 月から適用され、これが適用された 2015 年を

企業統治改革元年と呼ばれている。これは「コンプライ・オア・エクスプレイ

ン」の原則に立っており、望ましい企業統治原則を提示して改革を促し、一方

としては、従わない会社に対してはその理由を説明させ、原則を受け入れない

という自由を与えるといった、柔軟性の高い仕組みである。しかし指針の拘束10  

力は限られており、実効性は各社の取り組みへの投資家の対応によって左右さ

れ、各社の株式所有構造の影響を大きく受ける仕組みとなっている。目的とし

ているのは、株主の関心や懸念を考慮に入れ、ほかのステークホルダーとのバ

ランスを調整した上で、中長期で企業の資本生産性を向上させ、グローバル競

争に打ち勝つ強い企業経営力を取り戻し、その強い収益力を背景として、雇用15  

機会の拡大、賃金の上昇、配当の増加等を通じて、好循環を実現させることに

ある。これの結果としては多数の企業が、ROE 目標を設定し、社外取締役の選任

や持ち合い株の解消などが促された。 

 一方、機関投資家や投資信託の運用会社、年金基金などに対する「日本版ス

チュワードシップ・コード」とは、受託者責任を果たすための行動規範を意味20  

する。このコードは英国のスチュワードシップ・コードの原則を参考に、①機

関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、こ

れを公表すべきである、②機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上

で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきであ

る、③機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責25  

任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである、④機関投

資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業

と認識の共有を図るとともに問題の改善に努めるべきである、⑤機関投資家は、

議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行

使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企30  
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業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである、⑥機関投資家は、

議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのか

について、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである、

⑦機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事

業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ5  

活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである、という 7 原則を

掲げている。以上のようなコーポレート・ガバナンス・コードと日本版スチュ

ワードシップ・コードの 2 つのコードが整備され受け入れられることにより、

企業と投資家両サイドの協力によってコーポレート・ガバナンスが改善され、

企業の中長期的な企業価値の向上、企業の持続的な成長、および日本の株価の10  

上昇を通じて、株式投資を魅力的にすることが期待できる。 

 

 

第 3 章 証券取引 

この章では、証券取引を取引所取引と取引所外取引に分けて、それぞれの定15  

義・現状・課題を説明する。 

 

第 1 節 取引所取引 

（1）  取引所取引とは 

 証券取引所とは、個人投資家や機関投資家が発行された株式などの証券を売20  

買するための場所である。取引所取引とは、証券取引所で行われる証券の売買

取引のことである。 
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図表 5 東証と取引所外における売買代金の推移

出所：「取引所外取引の現状等について 」、市本 博康、2009 年、20 ペー

ジ 

 5  

現在、日本には、2013 年 1 月に東京証券取引所と大阪証券取引所の経営統

合により発足した日本取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券

取引所の 4 つがある。本来、証券取引所取引では、大量の売買注文を公正か

つ円滑に行うため、売買に参加できるのは会員業者のみとする会員制がとられ

ているが、意思決定の迅速化、資金調達の大規模化を可能にするため、日本取10  

引所、名古屋取引所は株式会社化している。 

証券取引所での売買取引(立会)は、土曜日・日曜日・祝日 (振替休日等を含

む)と 12 月 31 日から 1 月 3 日を除いて毎日行われている。立会時間は取引所

によって異なっているが、午前 9 時から 11 時 30 分と午後 0 時 30 分から 3

時の間となっており、午前の時間帯を前場、午後の時間帯を後場という。また、15  

第 1 章でも論じたように、価格優先の原則と時間優先の原則からなる「競争

売買の原則」をもとに取引が行われる。 

 

 

 20  
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（2）  取引所取引の現状と課題 

 取引所取引のシェアは約 90％以上と、証券取引の主流であるが、日本の証

券取引所は国際的に遅れをとっているという問題がある。具体的には、日本取

引所グループのアジアにおける地位の低さが挙げられる。 

2013 年 1 月、東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合し、日本取引所5  

グループ（JPX）が発足した。現物に強みを持つ東証グループとデリバティブ

に強みを持つ大証が経営統合を行ったことにより、清算機能や自主規制機能な

どの市場機能の集約、取引システムの統一化による取引参加者・投資家の利便

性の向上、規模の拡大・金融商品の多様化・コスト削減によるグローバル競争

力の強化が可能になった。 10  

しかし一方で、2000 年以降、世界的な規模で取引所間の競争が激化し、会

員制取引所の株式会社化と国境を越えた M＆A（買収・合併）が進んだ。その

結果、世界の主要な取引所の多くは、複数の国で幅広い分野にまたがる多数の

取引所を運営する多国籍総合取引所グループを形成している。こうした中で発

足した日本取引所グループは、取引所間競争を強く意識し、「アジア No.1 の15  

取引所」を経営目標に掲げている。ところが、取引所グループの企業としての

実力を最も端的に示す取引所自体の株式時価総額という指標でみれば、日本取

引所グループは、アジアにおいて、香港取引所やシンガポール取引所より劣っ

ている（図表３）。日本取引所グループにとっては、株主価値・企業価値の飛

躍的な向上が、大きな経営課題なのである。 20  

 

 

 

 

 25  

 

 

 

 

 30  
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図表 6 世界の主要通り引き所運営会社の株式時価総額  

 

出所：「日本取引所グループ（JPX）の経営課題」、大崎 貞和、2013 年 3

月号 

 5  

日本取引所グループがアジアにおいてシェアが低い要因としては、取引時間

が少ないことや国際戦略が有効に採られていないことが考えられる。現在、東

京証券取引所における現物株式の取引時間は、上述したように、午前 9 時か

ら 11 時半までの前場と 12 時半から午後 3 時までの後場の合計 5 時間となっ

ている。これに対して、海外の主要市場をみると、ニューヨーク市場が 6.510  

時間、ロンドン市場が 8.5 時間、香港市場が 5.5 時間、シンガポール市場が

8 時間強など、いずれも東証よりも取引時間が長い。取引時間が短すぎると、

投資家は取引機会を失ってしまう。個人投資家の中には昼間は会社で働いてい

るサラリーマン層が含まれる。彼らの層が、帰宅後の夜間に取引が行えないこ

とは、投資家・証券取引所双方にとって、取引機会の損失となる。 15  

また、次々に生まれる新たな情報が株価に直ちには反映されなくなる。東京

証券取引所が午後 3 時に閉まった後でも、アジアのシンガポールや香港の市

場は午後 2 時で、立会時間中であるため、その後の取引時間中に発生した情

報は、東京証券取引所に全く反映されない。 
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さらに、取引時間が少ないために投資家のニーズに対応しきれていない可能

性もある。デリバティブ市場や為替市場は、夕方から深夜に及ぶまで市場が開

設され、個人投資家をはじめとする様々な投資家が参加している。株式の現物

市場においても大引け以降の時間帯での取引ニーズは十分に考えられる。しか

し、現在の東京証券取引所の取引時間ではそのニーズに応えることができてい5  

ない。日本の流通市場が、取引環境の完備という理想的なあり方に近づくため

にも、証券取引所の取引時間に関する課題を解決することが必要である。 

さらに、日本の投資部門別株式売買代金シェアの推移（図 4）を見ると、国

内個人投資家は約 2 割、海外投資家が約７割を占めており、日本の投資は海

外投資家によって支えられていることも留意すべきである。以前は海外からの10  

日本株式売買は欧米の占める割合が大きかったが、近年は約３割がアジアであ

る。このように、日本の株式売買代金は、約７割を海外投資家、その海外投資

家のうち約 3 割をアジアが占めているため、アジアの証券取引所と取引時間

の接点を増やすことは、日本の証券取引所の国際競争力を向上させるうえで欠

かせないそのためにも、日本の証券取引所の取引時間を拡大する必要がある。 15  

 

 

図表 7 投資部門別株式売買代金シェアの推移  

 

出所：「市場の各種推移」・『野村資本市場クォーター2015 夏号』、野村資20  

本市場研究所、2015、222 ページ 
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図表 8 株式売買代金の地域別割合の推移

 

出所：「取引所のグローバル化・総合化とデリバティブ事業を巡る動き」・

『野村資本市場クォーター2014 夏号』・富永・2014・7 ページ 

 5  

 

また、国際戦略の不足もその要因として挙げられる。既に 2000 年代前半か

ら欧米の主要取引所は国境を越えた M＆A を活発に繰り広げてきた。 M&A があ

まり行われていなかったアジア地域においても、近年、香港取引所がロンドン

金属取引所（LME）を買収してコモディティの分野に本格的に進出したり、最10  

終的には政治的な理由で失敗に終わったものの、シンガポール取引所がオース

トラリア証券取引所グループとの経営統合を試みたりするなど、従来にない展

開がみられる。日本の取引所については、金融商品取引法によって厳しい株式

の保有制限が設けられていることから、日本取引所グループが海外の取引所を

一方的に買収しようとすれば、相互主義の観点から問題視される可能性がある。15  

また、今まで M&A が行われてこなかったアジア地域では、まだ国境を越えた

取引所の統合に対しては心理的な抵抗が大きいのも事実である。今後このよう

な状況のなかで、国際戦略を立てていくことが課題となる。 

日本の証券取引所の国際競争力向上にむけ、これらの課題を踏まえた上で市

場関連整備や国際戦略立案などの対策を実施すべきである。 20  
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第 2 節 取引所外取引 

（１）取引所外取引とは 

 取引所外取引とは、投資家や証券会社が取引所を介することなく、株式・債

券などの証券を売買する取引であり、私設取引システム（以下 PTS）と未公開

株式市場の２つに区分される。これらの取引は取引所にないサービスを提供し5  

ており、取引所との市場間競争をもたらしている。取引所外取引は、証券取引

において約９％を占めている。 

 

 

図表 9 取引所外取引と PTS の売買代金推移 10  

 

出所：「取引所外取引の現状等について 」、市本 博康、2009、21 ページ 

 

 

 PTS とは、証券取引所を通さずに株の売買を行う取引システムのことである。15  

証券会社が独自に取引時間・手数料を設定できるという特徴がある。取引時間

拡大のために、1998 年 12 月、株式売買の「取引所集中義務」が撤廃され、

取引所外取引が認められた。インターネットなどの情報通信技術の発達により、

証券取引所に取引を集中させなくても、公正な価格形成に必要な情報の集中・

公開が可能であると考えられたためである。これにより、取引所外取引である20  

私設取引システム（PTS）が開設された。現在利用可能な PTS としては、SBI

ジャパンネクスト証券とチャイエックス・ジャパンがある。SBI ジャパンネク

スト証券の PTS である J－Market の取引時間は、８時から 16 時のデイタイ
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ム・セッションと 19 時から 23 時 59 分のナイトタイム・セッションからなる

が、チャイエックスでの PTS は 8 時から 16 時と夜間は利用できない。 

 PTS のメリットとして 3 つが挙げられる。1 つ目は、取引所での取引開始前

や昼休み、海外市場が取引を行っている夜間などでリアルタイムに取引ができ

ることである。PTS が取引所取引よりも取引時間が長く、夜間取引も可能であ5  

るためである。2 つ目は、取引所取引より手数料が安いことである。3 つ目は、

高頻度取引（HFT） 1に適していることである。2010 年 1 月に東証が売買シス

テムを更新したことで、HFT（高頻度取引）の参入が本格化した。  

 次に、未公開株式市場についてである。本来、未公開企業は上場企業と比べ

て、ディスクロージャー（企業内容開示）が十分に行われていない場合が多く、10  

投資家が予測できない損害を被ることを防止するために、証券会社が投資家に

対して未公開株式の投資勧誘を行うことは原則禁止されていた。しかし、

1997 年に日本証券業協会が店頭証券関連規則の緩和を行ったことのより、①

投資勧誘を行うための一定の要件を満たした有価証券であること、②証券会社

が日本証券業協会に届出を行うこと、③届出を行った証券会社が継続的に売り15  

気配・買い気配を提示すること、の 3 点を満たせば例外的に未公開株式を取

引所外取引として店頭取引を行えることになった。それに伴い、グリーンシー

ト銘柄制度が生まれた。グリーンシート銘柄とは、未公開企業の株式である。

会社内容説明書の作成を行い、取り扱い可能証券会社にて情報開示・事業内

容・継続性などの項目において審査を通過した企業がグリーンシート銘柄とし20  

て登録可能になり、その特徴に応じて、①成長性のある発行企業の株式が対象

の「エマージング」、②エマージング以外の発行企業の株式が対象の「オーデ

ィナリー」、③優先出資証券、投資証券が対象の「投信・SPC」、の 3 つに分

けられている。さらに、発行企業は登録先の証券会社は継続的に売り、買い気

配を提示する必要がある。証券会社の投資勧誘を介在させることによって、発25  

                                                   

1  コンピューターが株価や出来高などの動きをミリ秒単位以下の速度で判断し、

超高速の自動発注を繰り返して大量売買する取引。株式や先物の市場の売買で

大きな割合を占めており、相場を瞬時に変動させることもあるから、批判的な

見方もある。http s : / / ww w .nomu ra . co . jp / t e r ms / jap an /ko /A 02 074 .h tml  
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行機能として未公開企業にとっての資金調達の場を提供し、流通機能として未

公開株式の売買機能の仕組みを提供している。 

 

（２）取引所外取引の現状と課題 

 まず、PTS の現状を見ていく。近年、相次ぐ規制緩和により、 PTS での年間5  

取引シェアは上場株全体の約 5％を占めるまでに増加し、 PTS（私設取引シス

テム）の利用が拡大した。 

 

 

図表 10 PTS 年間取り扱いシェア（金額ベース）  10  

 

出所：「私設取引システム」・日本電子計算株式会社・2015・１ページ 

 

 

しかし、アメリカの私設取引システムである ATS の年間取引シェアは約15  

40％であり、日本での PTS 利用は未だ少ない。PTS の利用が少ない要因とし

て、自主規制機関を持たない PTS において、信用取引が認められていないこ

とが挙げられる。また、現在 PTS は SBI ジャパンネクスト証券とチャイエッ

クス・ジャパンの 2 社のみでしか行われていないこともその要因であろう。

PTS は、今後、今以上に、取引所取引にはないメリットを活かし、代替市場と20  

してその役割を果たしていくべきであると考えられる。 
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 次に、グリーンシート銘柄の現状を見ていく。近年のグリーンシート銘柄の

取り扱い銘柄数と売買代金の推移を見ると、グリーンシート銘柄は衰退してい

ることが覗える。 

             

 5  

図 11 グリーンシートの銘柄数と資金調達額の推移  

 

出所：「再出発するグリーンシート」、大崎貞和、2014、10 ページ 

  

 10  

この要因として、企業と証券会社の双方にとって、得られるメリット以上に

大きなデメリットが存在していたことがある。まず、企業にとってのデメリッ

トは、情報開示のコスト負担が重いことである。グリーンシートは、通常の取

引所よりも情報開示基準は厳しくないものの一定の開示が必要であり、グリー

ンシートに登録する企業にとってはコストがかさむ。それにも関わらず、調達15  

額が少ないために費用の割合が高くなっていたのである。証券会社にとっては、

投資家の売買手数料が見込めないことや情報開示のコストが問題であった。グ

リーンシート銘柄では、情報開示はあるが非上場株式であり、上場銘柄よりも

リスクが高いため、購入する投資家は多くない。つまり、流動性がとても低く、

証券会社は手数料を見込めないのである。また、証券会社はグリーンシート銘20  

柄を取り扱うことになると、継続的に気配値を出すことになるが、売買が少な

いために採算が合わなかったのである。また、新興市場ができ、上場基準の緩
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和がなされたことで、グリーンシートに登録するインセンティブを感じられな

くなり、本来あった、グリーンシート銘柄は「未公開企業の資金調達の場の提

供」だけでなく「取引所市場への上場のステップとなる場」という意味合いが

薄れてしまった。 

これらを背景として、2018 年 3 月 31 日をもってグリーンシート銘柄は廃止5  

されることとなり、取引所外取引において未公開企業が資金調達する手段の一

つが失われることになる。 

ちなみに、日本に存在する上場企業は、約 3,600 社であり、その株式会社

全体に占める割合はわずか 0.01%でしかない。その一方で、未公開企業は約

249.6 万社存在し、株式会社全体の 99.9%10 を占めている。これらの未公開10  

企業の大部分は、いわゆる中小企業であり、その資金調達手段の大部分は銀行

からの借り入れ、すなわち、間接金融によるものである。 

 この間接金融において資金の提供側となるのが、家計による銀行預金であり、

次の章で詳しく論じるものであるが、仮に今後、家計の銀行預金偏重を是正し

ていくとすれば、それと歩調を合わせて、銀行借り入れ以外の中小企業（未公15  

開企業）の資金調達の手段を整備し、未公開企業のニーズにマッチした新たな

資金調達手段を模索すべきである。 

 

 

第 4 章 家計   20  

 国内投資家が株式投資に積極的でない現状で、国内証券流通市場を活性化さ

せるためには家計の参加が重要である。本章では、家計の資産形成の状況を見

ながら投資に積極的でない理由を探っていく。 

 

第１節 日本の家計の資産形成 25  

 そもそも、個人が貯蓄（預金）ベースでの資産配分を株式投資にも回す必要

や意味の最大のポイントは預貯金や国の年金だけに頼っていていける時代では

なくなったということにある。少子高齢化、世界経済の成長に対する日本の相
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対的な地位低下などを背景に、個人も株式投資を行うことで資産を増やしてい

かなくてはならないというのが投資をする必要性である。 

現在日本の家計の資産形成は、安全性の高い現金、預金に偏重しており、相

対的にリスクの高い株式、債券、投資信託には消極的である。 

 5  

 

図表 12 日米金融資産保有比較  

 

出所）日本銀行 HP  

 10  

 

日本とアメリカを比較してみても日本が「現金・預金」に重きを置いている

のに対し、アメリカは、リスクを許容し投資で将来に期待する「株式・出資金」

に比重をかけているのがわかる。家計が保有するリスク性資産が金融資産保有

額に占める比率を日とアメリカで比較すると、日本の約 16％に対し、アメリ15  

カでは約 48％を占めている。 

 

第 2 節 高齢世代 

この中で、日本の個人資産を年代別に比較してみると 20 代が 2.3%、30 代

が 13.5%、40 代が 18.6%、50 代が 22.4%、60 代が 24.9%、70 代が 18.3%と20  

いう振り分けであり、資産保有率が高齢者に集中している。その中の 56%が預

金になっており、中高年の金融資産の大部分は預金として保有されており、日
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本の「現金・預金」の比率が高いのは高齢世代による貯蓄性向の表れだといえ

る。 

 

 

図表 13 男女、年齢階級別貯蓄現在高（全世帯）  5  

 

出所：「男女、年齢階級別貯蓄の状況」、総務省統計局 

 

 

個人資産の保有率が高齢者に集中しているため、家計の株式投資への割合を10  

増やすためには高齢世代の貯蓄をいかに株式投資へと回していくかが重要だと

言える。もっとも、実際のところ高齢世代は資産保有率が高いためリスク資産

を運用している割合も他の年代に比べると大きい。しかしながら、年齢の面か

らみるとリスク許容度が低く、仮に同じ額の資産を現役世代が運用した場合と

比べて、リスク資産の運用割合が低くなっていることも考えられる。リスク許15  

容度とは、投資家の許容できるリスクの範囲のことで、資産運用に伴い発生す

る損失をどの程度受け入れられるかの度合をいう。リスク許容度は、年齢や投

資期間、収入、保有資産の規模、投資経験や運用知識など様々な要因で定性的

に測られ、投資家毎に個人差があるが、一般的には高齢者のほうが低いと言え

る。したがって、そうしたリスク許容度の低い高齢世代が保有する金融資産を20  

若年世代、さらには将来世代へ回していくのが好ましいと考える。 
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高齢世代の資産を現役世代へと回す方策としては、教育資金贈与信託、相続

時精算課税制度が挙げられる。 

 教育資金贈与信託とは、信託銀行が提供する信託サービスの一つであり、

2013 年 4 月より孫への教育資金の贈与を非課税とする税制改正が行われ、こ

れにともない祖父母は孫 1 名あたり 1500 万円までの教育資金が非課税となっ5  

た。その資金は孫が教育資金として必要な場合に専用の通帳を用いて引き出せ

るようになっており、引き出す際には教育資金に限定され、領収書の提示が求

められる。また、非課税となるのは孫が 30 歳となるまでの間で「使いきった」

場合のみであり、30 歳になった時点でまだ教育資金贈与信託に残高がある場

合はその分に贈与税が課せられることになる。 10  

 相続時精算課税制度とは、60 歳以上の父母または祖父母から 20 歳以上の

子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度である。贈

与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈

与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に

支払った贈与税額を精算する。この制度には 2,500 万円の特別控除があり、15  

同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除

することができ、 2,500 万円までの贈与には贈与税がかからないことになる。

ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除額である 110

万円の利用はできない。贈与額が 2,500 万円を超えた場合には、超えた額に

対して一律 20％の贈与税が課税されるが、その贈与税は相続時に相続税額か20  

ら差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付される。 

 

第 3 節 現役世代 

 では、現役世代の投資に対するものはどのようなものであるか。以下の証券

会社によるインターネットアンケートによれば、現在、投資状況にある個人投25  

資家の投資意欲は旺盛であり、94％が「2015 年の投資額を増やしたいもしく

は現状維持」と回答している。 

 2014 年と比較して、 2015 年は投資する金額を増やしたいと思うかという質

問に対して、「増やしたい」と回答したのは 43.8%、「現状維持」と答えた
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のは 50.3%となり、「増やしたい」「現状維持」を合わせると 94.1%の人が

2015 年は投資額を 2014 年と同等または同等以上にしたいと考えている人が

多かった。また、その中でも年代別に見ると、「増やしたい」と回答する割合

は 20 代が最も高く、年齢が若くなればなるほど投資意欲が高いことも分かっ

た。 5  

 

 

図表 14 2014 年と比較して、2015 年は投資する金額を増やしたいか  

 

出所：SBI 証券インターネットアンケート（プレスリリース「2015 年の相場10  

見通しに関するアンケート」2014 年 12 月 29 日） 

 

図表 15 年齢別集計結果 

 

出所：SBI 証券インターネットアンケート（プレスリリース「2015 年の相場15  

見通しに関するアンケート」2014 年 12 月 29 日） 
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この結果は、現役世代の方が高齢世代に比べて残りの勤労期間が長く、将来

の稼得所得の見込みが高いため、リスク許容度が大きいのが理由であると言え

る。 

では、増やしたいと思う割合が多い一方で、株式に対して消極的であるとい

われるのはなぜなのだろうか。証券業協会の調査による株式についてのイメー5  

ジは以下のようなものである。 

 株式を購入した人たちの理由として、「配当がもらえるから」が 48.4%、

「長期にわたっての資産運用として」が 33.7%、「短期の値上がり益を期待

して」が 33.1%、「株主優待が受けられるから」が 31.2%、「従業員持株会

または役員持株会などに加入したから」が 23.2%と上位に挙がっている。  10  

 反対に株式を保有したことのない人に対して、これまで株式を購入しなかっ

た理由を尋ねたところ、「株式を購入できるほどの十分な知識をまだ備えてい

ないと思ったから」が 25.8％、次いで「ギャンブルのようだと思ったから」

が 25.7%、「値下がりの危険があるから」が 22.5%となっている。 

 現役世代が株式投資に一歩踏み出せない理由としては、資産不足、知識不足15  

が挙げられるだろう。多額の資産を現役世代が保有していれば先ほど述べたよ

うにリスク許容度が大きいため資産の一部を回す割合を増やすことができる。

また、正しい知識、すなわち正しいリテラシーを持つ人ほど、適切な判断を下

し、リスクテイクすることが出来る。 

資産不足が原因とされる、現役世代の投資を促す方策として NISA、ジュニア20  

NISA、また確定拠出年金が挙げられる。  

NISA とは、非課税投資枠の拡大、少額投資非課税制度のことであり、毎年

100 万円までの非課税投資枠を設定し、投資金額 100 万円分までの株式投資

や投資信託にかかる値上がり益や配当金が非課税となる、20 歳以上を対象と

した制度である。これは 2014 年から始まった制度であり、 2013 年の証券優25  

遇税制の終了による株価暴落や市場混乱を緩和させるための措置として、また、

前述したとおり日本の金融資産はかなり預金に偏っており、資産流動性が非常

に鈍いことから、現在貯蓄に回っている個人資産をより投資に振り向けられや

すくなるよう投資環境を整備していくことにより、貯蓄から投資への流れを促

進することを目的としている。非課税が適用される期間は最大で 5 年間であ30  
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り途中で売却した場合は非課税枠を使ったとみなされ、再度利用することはで

きない。また、今年の 1 月から制度開始当初の投資金額の上限が 100 万円か

ら 120 万円に増額されている。   

 ジュニア NISA とは、通常の NISA に加え、0～19 歳の未成年を対象として、

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5  

税金が非課税になる制度であり、今年から導入されたものである。この制度は、

家族内の非課税枠が大きく増えることになり投資の窓口を広げる役割となって

いる。 

 NISA 制度は 2014 年に始まったばかりだが、昨年末で約 800 万人強が口座

を開設し、その内約半数が投資を実行したとみられる。また、NRI による調査10  

では、既に NISA 口座を開設していて、かつ子供や孫がいる人の約半数はジュ

ニア NISA の利用意向を持つという調査報告もある。  

 確定拠出年金とは、私的年金の一つで、現役時代に掛金を確定して納め、そ

の資金を運用し損益が反映されたものを老後の受給額として支払われる年金の

ことである。注目されていた主婦・公務員は、個人型の制度参加者として新た15  

に認められたのに加え、小規模事業者に対しても個人型での参加を容易にする

制度も創設された。確定拠出年金の性質上、将来の受給額は未定であるが、従

来の確定拠出年金制度とは異なり、個人も年金のための資産運用を人任せにす

るのではなく、長い期間、資産運用の試行錯誤をすることによって、自ずと金

融リテラシーを身に着けることが期待できる。 20  

また、仮にこの確定拠出年金制度の下で、想定以上の運用益を得ることがで

きた場合には、それを前述した教育資金贈与信託、相続時精算課税制度を通じ

てその後の世代に回し、下の世代の株式投資を促すようなサイクルができるこ

とも期待できる。 

 25  

第 4 節 将来世代 

先ほど述べた知識不足に関しては、学生時代などに株式投資に関してのリテ

ラシーが得られなかったのが原因であると考えられ、証券市場の活性化を長期

的に考える場合には、将来世代にスポットがあてられる必要があるだろう。 
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証券業協会のアンケートによると、証券投資に関する教育について尋ねたと

ころ、「受けていない」が 82.1%、また、「受けたこと」が 6.6%、「受けた

と思うが、覚えていない」が 11.2%となっており、教育経験率は 2 割未満で

ある。文部科学省の学習指導要領によると、小学校では金融について全く触れ

られていない。 5  

 日本では投資をしない理由として「ギャンブルのようだと思ったから」が多

く上がっているが、アメリカではそのようなイメージを持つ人は少ない。 

アメリカでは、「Financial Fitness for Li fe」という指導書をもとに、

幼稚園からハイスクールまで、年齢に応じた金銭教育を行っている。「お金を

増やすにはどうするのか」「リスクと分散投資の大切さ」など、実践的な内容10  

が盛り込まれており、生徒が実際に株取引を行うこともある。企業家などが講

師となり、子どもたちへ経済やビジネスの話をすることもある。親が子どもへ

投資教育を行うのも一般的で、親子でお金の話をしたり、友達と投資の成果を

競い合いあったりということもある。 

 日本では株式投資が危険だというイメージを植えつける前に、どういうお金15  

の使い方をしたら危険なのかしっかりと教育しなければいけない。株式投資に

関してのリテラシーを持つことが証券流通市場の活性化につながる一番の要因

であるといえるだろう。 

 

 20  

第 5 章 証券流通市場活性化への提案 

 

第 1 節 証券取引 

 国内証券流通市場を活性化するためには、証券取引量の拡大が求められる。

そこで、それぞれの取引拡大のための策を述べていく。 25  

 取引所取引を拡大する手立てとして、取引機会を増やすことを考えた際、時

間外注文の利用・PTS の利用・立会時間の拡大が考えられる。 
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 まず、時間外注文とは、ネットで株の売買注文が可能な証券会社であれば、

立会時間外でも株の注文ができるシステムである。また、自分で価格を指定し

て売買を行う指値注文であるため、自分の希望額で取引が可能である。しかし、

指値注文では希望価格にならないと取引が成立しない。そのため、株価が急

騰・暴落している時に指値注文を使うと取引がなかなか成立しない。またリア5  

ルタイムでの取引が出来ず、翌日の注文として扱われる。 

 次に、PTS の利用を考える。PTS であれば、リアルタイムで動く株価を見な

がら取引することができる。また、PTS では手数料が安いため、証券取引所と

PTS で同じ株価であれば、PTS を利用するほうが得である。しかし、自主規制

機関を持たない PTS では信用取引が禁止されているため、現時点では利用者10  

が少ない。信用取引とは、投資家が証券会社に保証金を差し入れ、資金又は株

式を借りて行う売買取引であり、個人投資家の株式売買の約 6 割を占める。

自主規制機関を持たない PTS において、信用取引が禁止されている理由とし

ては、運用主体が与信を行う主体と深く関わり、利益相反が起こるからである。

その上、指値注文のみであるため、取引が成立しない可能性が高く、流動性が15  

低い上に、極端な値段での成立も可能であり、株価の値動きが激しい。これら

のデメリットから、PTS は初心者向けではなく、新たな投資家を取り込むのは

難しいと考えられる。 

 最後に取引時間の拡大である。実際に 2014 年 2 月に東京証券取引所内に

「現物市場の取引時間の拡大に向けた研究会」が設置され、夕方案・夜間案・20  

延長案が研究会から示された。 

 まず、夕方案について考えていく。夕方案は、夕方市場を本則市場とは異な

る「別市場」と位置付け、取引時間は 15 時半から 17 時と設定された。夕方

市場のメリットは、アジア市場の夕方の時間帯に重なるため、アジアからの投

資を取り込める可能性があることが挙げられる。香港、シンガポールなどのア25  

ジアの証券取引所と取引時間の重複を増やせば、アジアの投資家による東京証

券取引所での株式売買増加が見込める。その一方で、デメリットとして、帰宅

後のサラリーマンなどの新たな個人投資家の増加は見込めないこと、欧米市場

の午前の取引時間とは重ならないことが挙げられる。 
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 次に、夜間案について考える。夜間市場の取引時間は 21 時から 23 時と設

定された。夜間市場のメリットは、欧米市場の午前の取引時間帯と重なるため、

欧米からの投資が見込めること、日中に取引ができない帰宅後のサラリーマン

などの新たな個人投資家の参加が見込めるとともに、彼らの取引機会を拡大で

きること、個人投資家の増加により、流動性が高くなることが挙げられる。そ5  

の一方で、デメリットとして、国内の機関投資家は勤務時間の問題により、夜

間時間帯に取引を行えないことがある。また、これに起因して、個人投資家が

増加することにより、価格の乱高下が起こりやすくなる。さらに、夜間取引の

規模が小さいことも価格の乱高下の要因となる。現に、現在行われている PTS

の夜間取引規模が１日につき 10 億円である。加えて、営業マンや店舗を抱え10  

る対面型証券が夜間取引に対応するためには、コストがかかるというデメリッ

トも挙げられる。 

最後に、延長案について考える。延長案とは、東京証券取引所の後場の取引

時間を 15 時から 16 時に引き延ばすという案である。新たな市場を設けるの

ではなく、取引時間の延長というものである。延長案のメリットは、証券会社15  

や取引所などの市場参加者の費用などを軽減できることである。その一方で、

デメリットは、売買の増加が見込めるのかわからないという点が挙げられる。

市場を延長する場合、全証券会社に取引への参加を強制することが必要となる

ため、この案の実現は難しい。また、1 時間という短時間の延長では、利用者

のニーズを十分に満たすことは難しく、取引所取引を拡大する手立てとしては20  

適していないと考える。 

 以上の３つの案を考慮した結果、証券取引所の立会時間の拡大が最善策であ

ると考える。取引時間拡大の 3 つの案を踏まえ、我々は、夕方案・夜間案の

施行を提案する。帰宅後のサラリーマンなどの新たな個人投資家の参加が見込

めること、欧米市場の午前の取引時間帯が重なるという夜間市場のメリットは、25  

帰宅後のサラリーマンなどの新たな個人投資家の増加は見込めないこと、欧米

市場の午前の取引時間とは重ならないことという夕方市場のデメリットをカバ

ーすることができる。そのため、片方のみを設置するのではなく、両者を同時

に設置することで、より多くの勤労者などの新たな個人投資家の増加が見込め、

欧米市場・アジア市場の両方とリアルタイムで取引が可能になる。 30  
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 実際には、東京証券取引所は、市場関連整備の一環として、取引時間の拡大

を試みたが、個人投資家・国内外の機関投資家・証券会社などの市場参加者の

賛同が得られず、取引時間の拡大は見送られてしまった。しかし、取引時間の

少なさによる投資家の機会損失は対処すべき課題であり、そのためには取引時

間の拡大が必須である。 5  

 

第 2 節 家計 

 家計の金融資産を投資に向かわせる施策として第 3 章で示したことを踏ま

えながら提案していきたい。 

 まず、老齢世代の多額の預貯金を現役世代に回す方策として教育資金贈与信10  

託、相続時精算課税制度の利用を推進したい。投資をするにあたり、やはり投

資をしない理由の上位にも上がっている若者の資金不足を改善しなければなら

ない。教育資金贈与信託は、利用の期限が孫が 30 歳になるまでと比較的長く、

また、例え祖父母が亡くなってしまったとしても、孫は 30 歳になるまでは、

贈与されたお金を非課税で使うことができる。相続時精算課税制度には、15  

2500 万円までは贈与税がかからず、早期に多額の財産を移転でき、財産移転

がスムーズにできるというメリットがある。この 2 つの制度を利用すること

で資金不足に悩んでいる現役世代にスムーズに資金を回すことが出来る。 

しかし、資金が確保できたとしても必ずしも投資に向かうとは限らない。そ

こで現役世代には、企業の企業年金を確定拠出年金に移行することを提案する。20  

企業年金には、確定給付年金もあり、従業員の企業年金の準備を行うための毎

月の掛金は会社の経費として認められるほか、資産運用収入については非課税

となるものである。それを適用している企業は現在数多くあるがそれを確定拠

出年金に移行することを提案する。投資教育というものは現在日本ではあまり

なされていないのが現状である。投資に踏み出すためには、投資に触れさせる25  

ことが必要である。企業の企業年金を確定拠出年金にすることで、1 人 1 人の

専用口座を設けさせ、自分の口座の運用をどのようにするか、個々人に委ねて

いく。確定拠出年金では、専用の ID とパスワードを設け、あたかもネットバ

ンキングやオンライントレードを行うように、自分の口座にアクセスし、残高
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や運用状況を確認し、売買注文などの運用指図を行うことができるため投資へ

の先駆けとなることが期待できる。 

 以上の老齢世代から教育資金贈与信託、相続時精算課税制度を利用すること

で現役世代へと資金を回し、現役世代には自動的に確定拠出年金に加入させる

ことで投資に触れる場を作り活性化を図ると言うサイクルが生まれることを期5  

待する。 

しかし、活性化に欠かせない 1 番の要因はリテラシーであると言える。制

度を改善し、投資家にとってスムーズに投資を行える環境をつくっても、知識

がなければ確信をもっての投資はできないだろう。3 章で述べた通り、アメリ

カでは金融教育が充実しているため家計のリスク資産の割合も高くなっている10  

と言える。日本の教育現場での最大の問題点は、授業時間数が足りないという

点で、現行の教育課程の中では厳しい状況にあると言えるが、放課後の集会な

どで講習会を開き金融教育をより取り入れることを提案する。 

 

 15  

終章  

本論文では証券市場の役割、機関投資家、日米のコーポレート・ガバナンス

を分析した上で、証券流通市場を活性化させるために取引所と家計について現

状と課題を考察しそれに対する提案を述べた。 

 取引所においては取引所時間の拡大により取引量の増加を目指すべきである。20  

近年、欧米を中心とした証券取引所において統合や提携をめぐる動きが活発化

してきており、グローバルな取引所間の競争が激しくなってきている。さらに

は新興国の台頭も見られる。諸外国が急速に取引を拡大する一方で、日本の証

券取引市場の国際的な地位は、相対的に低下傾向にある。この競争に打ち勝っ

ていくためには、取引時間の拡大は必須だろう。 25  

 家計においては NISA、教育資金贈与信託、相続時精算課税制度などを積極

的に利用し、また企業年金において確定拠出年金制度を導入し、多くの現役世

代に投資に触れさせることで金融リテラシーを身につけるきっかけも作り、投

資家層の拡大を図る。日本は欧米の投資が盛んな国に比べ著しく金融リテラシ
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ーが不足しており、学生時代からの投資の存在を意識させる金融教育も取り入

れるべきである。 

低金利時代に入り貯金だけでは資産は増えず、少子高齢化により年金にも不

安が残る中で、これからは自らで自分自身の長期的なライフプランを考えてい

く必要がある。またそれとともにそれを支える環境の整備も必要である。そこ5  

で本論文で挙げたような施策が実施されれば証券流通市場の活性化に繋がり、

「貯蓄から投資へ」というスローガンも達成することができるだろう。 

 

 

 10  
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 30  
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