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序章 

急速な少子高齢化の進行とそれに伴う公的年金制度の限界が見えたことによ

り、多様な資産形成の重要性が高まっている。だが現状では、バブル経済の崩

壊により日本株価が下落し、日本国民が安全思考となることで、リスクを取ら

ず、貯蓄に偏向している。これに対し安倍政権は、3 本の矢を中心としたアベ5 

ノミクスなどの経済政策を打ち出した。これにより、日本株価は回復傾向に向

かっている。だが、長期的な視点でみると、株価や経済は回復しきれていると

は言えず、依然として家計は貯蓄をする傾向にあり、市場に資金が回らなくな

る。結果として企業は、資金を財・サービスとして市場へ還元することができ

ないため、株価の上昇や経済回復も見込めない。 10 

このように、不安定な経済が家計の過剰な貯蓄の悪因となり、そしてさらな

る経済の回復の妨げとなってしまう。  

この悪循環を断ち切るため、家計と企業をつなぐ存在である証券市場は、日

本経済がさらなる発展を遂げるための一端を担うことが期待されている。金融

庁も家計に対し、短絡的に貯蓄を美徳化するのではなく、合理的な資産形成の15 

促進を目指し、「貯蓄から資産形成へ」というスローガンを掲げた。しかし、バ

ブル崩壊の影響が尾をひきずり、未だ道半ばである。そのため、財・サービス

市場を含めた、「国内証券市場の活性化」が重大な課題である。市場の活性化が

達成されることにより日本経済は大きく成長し、さらなる株価の上昇も見込ま

れる。  20 

 本稿では、目指すべき証券市場の姿を「財・サービス市場を含めた資源循環

サイクルの中でパイプラインとしての役割を果たし、資金の最適配分を行うこ

とができる状態」と定義する。目指すべき姿を実現するためには、市場の活性

化が必要不可欠であり、とりわけ家計の参入が望まれる。本稿では、家計の市

場参加を促進するため、流通市場を中心に提案を行う。だが、証券市場は、「車25 

の両輪」と例えられるように、証券の発行の場である発行市場と、証券の取引

の場である流通市場があり、両市場は相互作用する存在であるため切り離すこ

とができない。そこで本稿では、発行市場にも触れながら、証券市場の活性化、

ひいては経済全体の活性化を目指す。  

 30 
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第１章  証券市場の意義  

 第 1 章では、証券市場における基礎的な知識の確認をし、整理した上で、我々

が考える証券市場の活性化について述べる。第 1 節では証券市場全体の概要を

述べ、続く第 2 節では、証券市場の持つ役割を確認した上で、証券市場が目指

すべき姿を示す。そして第 3 節では、第 2 節で示した、目指すべき姿を果たす5 

ために必要な活性化について定義付けを行い、その意義も明らかにする。  

 

第 1 節  証券市場の概要  

(1)証券市場とは  

  金融市場は「間接金融」と「直接金融」、「短期金融市場」と「長期金融市10 

場」に分類され、本稿のテーマとなる証券市場は直接金融であり長期金融市場

に属する。 証券市場とは、資金余剰主体から資金不足主体へ資金が融通される

場であり、機能面で「発行市場」と「流通市場」とに区分される。  

 まず発行市場では、資金不足主体である企業等が発行した証券を証券取引所

に上場し、不特定多数の投資家から資金を調達する。本稿では、発行市場の役15 

割を「資金不足主体の企業が多様な投資家からの資金調達を可能にすること」

と定義する。この役割を果たす上で必要な機能としては、上場規制や情報開示

義務により企業の持続的成長を促すことである。また、ベンチャー企業は信頼・

不確実性の観点から銀行などの間接金融を期待できないため、成長見込みのあ

る企業を育てるという観点においてでも、株式による資金調達は重要な役割を20 

果たすと言えるだろう。   

次に流通市場では、発行市場で企業により発行された証券が投資家間で売買

される。そこで本稿では、流通市場の役割を「証券の流動性を高め、公正な価

格形成がなされること」と定義する。流通市場の機能は、不特定多数の投資家

同士が売買することにより変動していく株価を、流通市場で大量の需給を結合25 

させることによって、より公正な価格にすることで、円滑な売買を成立させる

ことである。  

市場に証券が発行されなければ、投資家は売買を行えず、流通市場で売買が活

発でないと企業は証券を発行しなくなるだろう。このように発行市場と流通市

場はまさに「車の両輪」と言える。発行・流通の両市場の役割が適切に果たす30 
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ことにより、証券市場は財・サービス市場を含めた資金循環サイクルを通して、

国民経済全体を支えることができるのである。    

     

(2)証券とは      

一  般に証券市場で取引される有価証券とは、無形の権利の譲渡を容易にする5 

ために該当する権利を表した証券を言う。具体的には企業が発行する株券や社

債券、国が発行する国債証券や地方自治体による地方債証券などがある。  

国・企業・地方公共団体等が資金を調達する際に発行するもので債権がある。

債券の特徴として、償還期限の定めがあり、確定的な利子の支払いをする必要

がある。債権の中の社債には、普通社債、新株予約権付社債、仕組み債がある。  10 

債券と同じく直接金融方式のひとつである株式とは、企業設立時のほか、企

業拡大の際に増資として発行されるが、返済及び利子の支払いが不要であるこ

とから、最も安定的な資金であるとされる。株式を購入した投資家を株主と言

い、株式会社は、株主によって保有されている。株主は出資先に対して財産的

な利益に関する権利である「自益権」と、企業経営に関する権利である「共益15 

権」などの権利を株式の保有比率に応じて有する。自益権の例として、企業の

利益剰余金を受け取れる「剰余金配当請求権」や、会社解散時に残余財産の分

配を受け取る権利である「残余財産分配請求権」がある。「共益権」の例として

は株主総会に参加し議決権を行使する権利である「経営参加権」や、「株主代表

提訴権」が挙げられる。このように、株式は株主と企業をつなぐ役割も担って20 

いる。  

本稿においての「証券」は、主旨文に従い、金融証券取引法に定義される債

権や株式などのうち株式を指すこととする。  

 

 25 

第 2 節  目指すべき証券市場の姿  

 本節では、我々の考える目指すべき証券市場の姿を明記した上で、市場の果

たすべき役割と、その役割を達成するために必要な要因について述べていく。

本稿では、目指すべき証券市場の姿を「財・サービス市場を含めた資源循環サ

イクルの中でパイプラインとしての役割を果たし、資金の最適配分を行うこと30 
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ができる状態」と定義する。 証券市場は、余剰主体と不足主体を結び、資源循

環を円滑に行うための重要な役割を担っている。その役割が果たされることで、

経済全体に好循環を生み出す。この目指すべき証券市場を実現するためには、

発行市場と流通市場のそれぞれが十分にその役割を果たす必要がある。 

 先述した通り、発行市場の役割は「資金不足主体の企業が多様な投資家から5 

の資金調達を可能にすること」である。この役割が果たされるためには、「上場

コストの低下」と「増資コストの低下」が必要になる。流通市場の役割は、「証

券の流動性を高め、公正な価格形成がなされること」であり、この役割が正確

に果たされるには、「大量の需給の結合」が必要である。次節では、これらの

役割を踏まえ、第 3 節においてそれぞれの市場で活性化するべき対象をより明10 

確にしていく。  

 発行市場、流通市場、両市場は「車の両輪」に例えられるほど、密接な関係

にあるため、どちらの活性化も必要である。それぞれの市場が活性化されるこ

とで証券市場だけでなく財・サービス市場を含めた資源循環サイクルを作り出

すことができ、資金の最適配分が可能になる。その結果、財・サービスが充実15 

することに繋がり、ひいては投資家も積極的に行動することが可能になる。ま

た、投資家が積極的に証券投資を行うことにより、企業にとっても資金調達が

しやすい状態を作り出すことができる。この証券市場、財・サービス市場を含

めたサイクルが好循環になることにより、日本経済の発展にも貢献できる。こ

のように証券市場が活性化されることは日本経済の活性化にも繋がり、我々の20 

考える理想の状態を作り出すことができる。  

 

第 3 節  活性化の定義  

前節で述べた、目指すべき姿を実現するためには、各市場が適正に役割を果

たせるように活性化する必要がある。そこで本節では活性化させるべき対象を25 

より明確にし、発行・流通市場における活性化の定義付けを行う。流通市場を

中心に活性化の策を論じていくが、発行市場と流通市場の両市場は密接な関係

にあるため、発行市場の活性化の定義付けも行う。  

 

  30 
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(1)発行市場の活性化  

発行市場には、企業にとって資金調達が容易にできる環境を作り出すことと、

投資家のニーズに応える株式や債券を流通市場に供給することが求められる。

そこで本稿では「発行量の増加」を発行市場活性化の定義とする。現状として、

未上場企業が株式発行による資金調達をすることは難しい。しかし、未上場企5 

業においても資金調達の需要は高い。企業は上場することで、企業価値や信用

度の上昇が見込まれ、資金調達を容易に行うことが可能になる。上場すること

が一概に良いとは言えないが、企業の成長につながる手段になると考えられる。

そのため、IPO 1の数を増やすことは市場に良い影響を与えるだろう。また、株

式会社が事業拡大や海外展開などに備え、再度新たな株を発行することは、市10 

場の株数を増加させ、動きを活発にする。そこで、「IPO 数の増加」と「増資」

による、「発行量の増加」を発行市場活性化の定義とする。  

 

(2)流通市場の活性化  

 流通市場が投資家の需給を結合し、株式等の流動性を高め、公正な価格形成15 

や売買成立を図るための場として機能することにより流通市場の活性化に繋が

る。そこで本稿では、流通市場の活性化を「取引量の増加」と定義する。「取引

量増加」とは、「投資家層の拡大」と「既存投資家の取引拡大」を指し、売買高

増加のための新規投資家の増加と既存投資家の取引の回数、金額の増加を意味

する。資金の最適配分のためには、多様な投資家層による積極的な参加が必要20 

となる。よって、個人投資家の増加と既存投資家の取引拡大を流通市場の活性

化の定義とする。  

 

 

 25 

 

 

  

                                                      
1 IPO(Initial Public Offering)/ 新規公開株  
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第２章  証券市場の動向 

 前章では、市場の役割と機能を確認した上で、「財サービス市場を含めた資源

循環サイクルの中で、パイプラインとしての役割を果たし、資金の最適配分を

行うことができる」という証券市場の目指すべき姿を実現すべく、活性化につ

いての定義づけを行なった。本章では、各国の証券市場を歴史とともに分析し、5 

日本における証券市場の動向を包括的に確認する。  

 

第 1 節  日本を含む世界の取引所の動向  

 証券取引所とは、売買需給を結合させ、公正かつ透明で効率的な市場の提供

を行うことで、投資家の公益と保護、および企業の健全な成長を促し、経済の10 

発展を担うものである。世界では、取引所間で有望な企業に上場してもらおう

と上場誘致などの競争が激しさを増しており、取引所の動きが活発になってい

る。そうした各国での取引所再編の動きにより、日本の世界でのシェア率が低

下の一途をたどっていた。国際競争のため日本では取引所の統合を行い、利便

性向上や相乗効果を発揮し、国内市場の活性化に貢献した。本論文のテーマは15 

国内市場の活性化であるが、日本の証券取引所の動きは世界を視野に入れた動

きもあるため、国内市場の分析をする上で、海外市場の動向も確認する必要が

ある。本節では、取引所における統合や合併など歴史を遡りながら、証券主要

国である、米国、英国とともに日本の取引所市場についても見ていく。 

 20 

(1)米国の証券取引市場  

 米国の株式における主な取引所市場には、ニューヨーク証券取引所(NYSE)と

ナスダック(NASDAQ)がある。この二つを合わせると、国際取引所連盟加盟国に

おける時価総額の市場シェア率が約 40%と、世界一を誇っている。 2米国には全

米証券システム(NMS)と呼ばれる特徴があり、これは主要株式市場を連結し、取25 

引の情報を統合する CTS や最良の気配を統合する ITS により、より良い気配値

を表す市場に注文を改装する仕組みである。これにより、米国は市場間競争を

                                                      
2 「図説  アメリカの証券市場 2016 年版」公益財団法人日本証券経済研究所  (2016) 

P123 より引用  
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促し、効率的な株式市場を目指している。1960 年代から 1970 年代には、取引

所の固定手数料制により市場分散が引き起こされ、市場間競争が促進され、NMS

を用いて、投資家に最良執行を保証することで、市場分散の弊害を防ぎつつ、

証券市場の活性化を図っている。  

 5 

(2)英国の証券取引市場  

英国では、日本の株式市場を支えている NISA 3の基盤となった ISA(個人貯蓄

口座)が発祥した地である。1999 年からこの ISA 制度が始まり、特定の口座で

購入した株式や投資信託等の値上がり益や配当益が非課税になるというもので

あ る 。 個 人 株 主 増 加 と 個 人 貯 蓄 奨 励 を 目 的 と し た PEP(個 人 持 株 計 画 )と10 

TESSA(非課税特別貯蓄口座)を統合したものであり、ISA 制度自体の目的として

は、資産形成支援などの国民生活の向上を促すことである。2008 年に株式型と

預金型の二つに単純化され、同年に 2010 年までとされていた ISA が恒久化さ

れた。ロンドン証券取引所(LSE)は、イギリスで主要な取引所であり、世界で有

数の取引所の一つである。LSE の特徴の一つが AIM 4と呼ばれる新興、成長企業15 

の持続的成長を支援するための市場であり、税制優遇措置などを施している。

LSE では SETS(ロンドン株式自動取引システム)のユーロ以外での取引も可能と

なっている。ロンドン証券取引所は 2000 年に決定した株式の公開を皮切りに、

様々な変革を起こし、事業の拡大を行った。また、2016 年にドイツ取引所と経

営統合することを合意し、さらなる世界的取引所の再編への火種になる可能性20 

も見受けられる。  

 

(3)日本の証券取引市場  

 日本の証券市場は、1878 年に設立された東京証券取引所と大阪証券取引所の

二つの取引所から始まった。また、1949 年以降、取引所集中原則等の「証券取25 

引三原則」とともに東京、大阪に加え名古屋などでも取引所が設立された。1991

年のバブル経済の崩壊は、日本証券市場から外国人企業、投資家を撤退させ、

                                                      
3 少額投資非課税制度  
4 Alternative Investment Market の略  
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市場の空洞化が問題となった。そこで、日本の金融市場を再興するために打ち

出されたのが「金融ビッグバン」である。これにより日本の金融市場は魅力的

で信頼できる市場に変わった。その際、取引所集中義務が撤廃され、市場間競

争を促し、証券市場の復興を担った。さらに、IT 革命から、ネット証券などの

新たなビジネスモデルも誕生し、情報通信技術の発展による、HFT(高頻度取引)5 

や PTS(私設取引システム)の利用も増加した。取引所外の市場には、非上場・

被登録株式が取引可能なグリーンシート市場に代わる株主コミュニティなども

存在し、参加企業数と運営企業数が徐々に増加傾向にある。また、機関投資家

向けの匿名性がある PTS の取引形態として、ダークプールが成長しており、シ

ェア率は PTS を凌いている。  10 

 日本の取引所では、国際的な取引競争に備え、2013 年に東京証券取引所と大

阪証券取引所が経営統合したことで、日本取引所グループが設立され、世界の

現物株式市場第 3 位の規模のものとなった。5日本取引所グループでは、マザー

ズやジャスダックなどの新興、成長企業に向けた市場も存在するが、上場銘柄

の取引のほとんどが東証 6で行われており、市場の中心的存在となっている。  15 

資料 1  主要株式売買代金国際比較(2016 年 8 月)  

 

出典：野村資本市場研究所より筆者作成  

                                                      
5 「取引所を巡る最近の動向」  宮原幸一郎 (2015)P66 より引用  

http://www.jsri.or.jp/publish/review/pdf/5801/02a.pdf 

6 東証 /東京証券取引所  
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第 2 節  日本の金融政策  

 日本では、バブル経済崩壊後、アベノミクスによる 3 本の矢と呼ばれる三つ

の経済政策、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦5 

略により、景気の回復を図っている。また、黒田日銀総裁の国債買い入れや ETF

買い入れなどの金融緩和や公開市場操作により、2%の物価目標を実現しようと

している。加えて、物価の安定を通じて国民経済の健全な発展のため、資金供

給をしてデフレ脱却を目指し、2016 年に長短金利操作付き量的・質的金融緩和

を導入した。長短金利操作付き量的・質的金融緩和は、「イールドカーブ・コン10 

トロール」と「オーバーシュート型コミットメント」から構成されており、長

短金利操作を図っている。しかしながら、これらの施策は依然としてうまくい

っているとは言えないのが現状であり、2%の物価目標達成に懐疑的な意見が増

えているが、証券市場の活性化によって、この目標を実現に近づけることがで

きる。  15 

 

第 3 節  企業の動向  

(1)上場の意義  

 上場とは、厳しい上場審査を通過した企業が、東証などの取引所において株

式、社債等を発行し、取引されることである。企業規模を問わず、上場するこ20 

とは、企業を成長させる上での目標にされることも多い。特にベンチャー企業

においても、事業基盤が固まり成熟してくると、株式公開、つまり上場をして

大口の資金調達を行うことが好ましいとされる。このことから、大・中小企業

だけでなく、ベンチャー企業にとっても、持続的な企業成長において最大の資

金調達源になりうるのである。  25 

そんな上場のメリットとしては、上場による知名度の向上、上場審査をクリア

したことによる社会的信用力の向上などがあり、これらにより、資金調達手段

の多様化ができ、資金調達が容易になる。  

 一方でデメリットとしては、まず上場時と継続にかかる費用や時間、情報開

示のコストなどが挙げられる。しかし、マザーズでは売上が赤字でも将来性等30 
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が評価されることで上場が可能になるケースもある。実際に、リーマンショッ

ク後、東証市場第一部、二部などの年間上場数はあまり増加していないが、マ

ザーズでは 2009 年時の 4 件に対し、2016 年には年間 50 件ほどまで増加してい

る。 7その他、上場することで、不特定多数から幅広く資金調達ができる反面、

不特定多数の投資家に経営に参入されてしまうというデメリットが存在する。5 

そのため、大企業であってもあえて上場をしない、という選択をする場合もあ

る。 

このように、取引所に上場することに一定のメリットはあるものの、未だ上

場数が多いとは言えない背景には、このようなデメリットの存在が起因となっ

ている。  10 

資料 2  上場(IPO)件数とそれに伴う増資額  

 

出典：大和証券 (2017)「企業の資金調達動向」 P10 より引用  

 

 資料 2 は、上場(IPO)件数とそれに伴う増資金額の推移を示したものである。15 

リーマンショック以降においては、2009 年から上場件数、増資額はともに増加

傾向にある。ただ、2009 年以前ほどにはまだ遠く、これからさらに上場件数が

                                                      
7 「新規上場基本情報」日本取引所グループ HP より引用  

https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/basic/04.html 
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増加していくことが望ましいと考えられる。  

また、上場数を増加させるだけでなく、企業が継続的に成長し、価値の創造を

させることも重要である。そこで、新興市場における企業のフォローアップ期

間の延長とセルサイド・アナリストのカバー率およびカバレッジ率の向上を図

る必要がある。企業のフォローアップの充実化により、リターン率の増加が見5 

込め、さらなる家計の参入の促進をすることができるだろう。  

  

(2)コーポレートガバナンスの高まり  

 コーポレートガバナンスとは、企業の持続的な成長や中長期的な価値向上の

ために必要不可欠とされている概念であり、ステークホルダーである株主が共10 

益権を通じて経営体制の統制や、監視などを働きかけることである。 

こういったコーポレートガバナンスへの期待が高まる中で、企業の守るべき

行動規範を示した「コーポレートガバナンス・コード」への関心が高まってい

る。東証により 2015 年から上場企業に適用されており、本則市場 (第 1 部、第

2 部)には全 73 原則、マザーズ、JASDAQ には 5 つの基本原則が定められてい15 

る。実施することが義務ではないが、実施しない場合にはその理由を説明する

ことが求められる。  

 

資料  3 東証第一部・二部合計のコーポレートガバナンス・コードの適用

率(2017)  20 

 

出典：株式会社東京証券取引所 (2017)「コーポレートガバナンス・コードへの対応
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状況」より筆者作成  

 

 資料 3 を見ると、上場規定にコーポレートガバナンス・コードが定められた

ことから、本則市場において、全原則実施と 90％以上実施を合わせ、84.7％か

ら 88.9％まで上昇している。上場規定に策定されたことから、コーポレートガ5 

バナンスを意識する企業が増加している傾向にあることがわかる。しかし、実

施率の低い原則も存在しているため、さらなる適用率の向上が求められている。

また、詳細は第 4 節にて述べるが、コーポレートガバナンス・コードと同様の

指針が、スチュワードシップ・コードとして機関投資家にも適用されており、

切っても切れない関係として、企業の中長期的な成長を助長することが期待さ10 

れている。  

 

(3)ESG の高まり  

 企業の中長期的な価値向上の一環として、コーポレートガバナンス・コード

を挙げたが、それに加え近年では、企業の持続的な価値向上のため、ESG とい15 

う概念が着目されるようになった。 8ESG は、環境・社会・企業統治の三つの要

素から、企業を評価するものである。ESG が注目を集めるようになった背景と

して、2006 年の国連による PRI 宣言が挙げられる。 9さらに、2015 年にパリ協

定が採択され、環境問題へ関心が向かれたことも ESG への高まりに拍車をかけ

た。 20 

 そうした中、近年、「ESG 投資」といわれる投資方法が機関投資家を中心に広

まっている。環境・社会・企業統治を考慮することが、長期的に企業価値や企

業のサステナビリティに寄与する、という考えのもと、長期的なリターンを狙

った投資方法である。このような ESG 投資の拡大に対し、企業には財務情報だ

けでなく、ESG 情報も含む非財務情報の開示が求められるようになった。経済25 

産業省による価値協創ガイダンスや、環境庁による ESG 対話プラットフォーム

など情報開示の指針や事業が展開されている  

                                                      
8 ESG とは、 E=environment、 S=social, G=governance を略したものである。  
9 PRI 宣言＝ Principles for Responsible Investment:責任投資原則を意味し、

機関投資家への投資運用の原則を宣言した。  
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資料 4  上場企業が活用している、または活用を考えている非財務情報に

関する指針等  

 

出典：経済産業省 (2018)「上場企業の非財務情報開示と中長期視点の対話に向け

ての取り組み～ 2018 年度『 IR 活動の実態調査』結果からの考察」 P13 より筆者作5 

成  

 

資料 4 は、上場企業がどのような指針に基づき非財務情報を開示しているか

を示したグラフである。グラフから読み取れるように、経済産業省の価値協創

ガイダンスを筆頭に、 IIRC や GRI が活用されているが、「わからない」という10 

回答が 41.9％あり、企業により情報開示状況が大きく異なっていることが示唆

される。  

 また、重要だと認識されている情報と、開示されている情報にギャップがあ

ることが浮き彫りとなっており、投資家との情報の非対称性につながる可能性

がある。 10重要だと認識されている情報と、開示されている情報にギャップが15 

あることが浮き彫りとなっており、投資家との情報の非対称性につながる可能

                                                      
10 「上場企業の非財務情報開示と中長期視点の対話に向けての取り組み～ 2018 年度『 IR

活動の実態調査』結果からの考察」経済産業省 (2018)P5 より引用  

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/tougou_houkoku/pdf/006_07_00.p

df  
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性がある。今後、主に上場企業には、財務情報だけでなく、非財務情報を充実

させることも求められる。 

 

(4)企業別の直接金融による資金調達状況  

証券市場において IPO 数が上昇しているが、依然その数は多いとは言えず、5 

増加が期待されることを述べた。次に、証券市場の活性化のため、現在どれほ

ど企業が証券市場を活用しているかについて、大企業、中小企業、ベンチャー

企業に分け、見ていきたい。本節では直接金融を中心に分析し、述べていく。 

なお、資料 5 は、中小企業法に定められた中小企業の定義であるが、本稿で

の中小企業もこの定義に沿って述べていくこととする。大企業については、中10 

小企業の定義より、資本金または出資の額が高く、従業員数が多い企業とする。

ベンチャー企業は、革新的なアイデアを元に、新規サービスや商品を展開する

企業と一般的に言われる。そこで本稿では、ベンチャー企業を「創設されて間

もなく、新規市場において商品やサービスを展開する成長意欲の高い企業」と

定義し進めていく。なお、資本金・従業員数等は中小企業と同定義とする。  15 

以上の定義に沿って進めていく。  

 

資料 5  中小企業の定義  

 

出典：中小企業庁 HP 「中小企業・小規模事業者の定義」より筆者作成  20 

  

a.大企業の資金調達動向  

 大企業は、日本の企業の中の 0.3％を占める存在であり、一見すると少なく
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感じるが、直接金融において、大企業は有名な企業が多い故に外国人投資家に

大きく注目されており、証券市場を支えている存在であると言える。 11そのよ

うな大企業の近年の資金調達の傾向として、社債の活用がみられる。 

 

資料 6 国内公募社債の発行額と償還額の推移 資料 7 公募投資額の推移  5 

 

出典：大和証券（ 2017）「 2016 年度の企業の資金調達動向」 P5.P10 より引用  

 

資料 6 は、社債の発行額と、償還額の推移を示したものであるが、2016 年に

は発行額が 10 兆円を超えており、社債による資金調達が活発に行われている10 

ことがうかがえる。その背景としては、2013 年の質的・量的金融緩和により、

社債の発行金利が低くなり、企業にとって銀行等と比べても比較的低コストで

の資金調達が可能になったことが挙げられる。また、将来金利が上がってしま

う前に多くの資金を調達しようとしている企業が増加していることによって、

社債の長期化が見られ、株式による資金調達が減少している状態にある。上記15 

の資料 7 を見ると、既上場企業の公募増資額、増資件数ともに減少しているこ

とがわかり、株式による資金調達が少ないことが分かる。さらに、大企業にお

いては内部留保も潤沢であり、資金需要がかなり高いとはいえない。家計の「貯

蓄から投資」を進めるためにも、大企業においては、社債・株式を含め、資金

需要を増加させることが、今後のテーマとなるであろう。  20 

                                                      
11 「 2017 年版中小企業白書  概要」経済産業省 (2017)P1 より引用  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityuuGa

iyou.pdf  
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ｂ.中小企業の資金調達動向  

 大企業が、全体の企業数の 0.3％であるのに対し、中小・ベンチャーはその

割合は 99.7％に上る。 12大企業ほど大きい金額の資金調達を行うことは基本的

には少ないが、中小企業に勤める人は約 7 割を占めており、日本の経済におい5 

て非常に大きな存在である。 13そういった数多くいる中小企業の IPO 数や増資

を増やすことは証券市場において非常に重要であると言える。  

 

資料 8  中小企業が事業拡大に必要だと考える資金調達先  

 10 
出典：中小企業庁 (2016)「中小企業白書  2016 年版」 P310 より筆者作成  

 

                                                      
12 「 2017 年版中小企業白書  概要」経済産業省 (2017)P1 より引用  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityuuGaiyou.p

df  

13 「中小企業・小規模事業者の現状と課題」中小企業庁（ 2016） P3 より引用  

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kihonmondai/2016/download/161031k

ihonmondai04.pdf  
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 資料 8 は、2016 年度の中小企業における借入れのある企業と、借入れのない

企業の必要だと考える資金調達先を示したものである。借入れのある企業を見

ると、金融機関からの借入れへの依存度が高いことがわかる。借入れのない企

業を見ると、内部留保や個人資金など、内部調達が多い。着目すべきは、借入

れのあるなしに関わらず、直接金融による資金調達の優先度がかなり低いこと5 

である。その背景として、近年では、マイナス金利の影響で、銀行が融資に積

極的な姿勢を見せていることなどが金融機関の借入れが多い要因として考えら

れる。今後中小企業に対して、直接金融を通じた資金調達を容易にさせ、多様

な資金調達をできるようにする環境を整える必要があるだろう。  

 10 

ｃ.ベンチャー企業の資金調達動向  

 ベンチャー企業は、事業が成功するかどうかが未知数であるため、倒産のリ

スクもあり、投資家にとってはリスクの高いファンドと位置付けられることが

多い。間接金融においても信用を得られず融資を受けられないことが多々あり、

いかに資金を調達するかがカギとなっている。しかし、VC(ベンチャーキャピタ15 

ル) 14によって支援をする機関や、株式型クラウドファンディング、さらに近年

では、株主コミュニティと呼ばれるシステムなどを通し、ベンチャー企業に投

資を行う投資家も存在する。  

 

                                                      
14 VC＝未公開企業の株式を買い、 IPO 時に売却することで高いキャピタルゲインを狙う事

期間のこと。  
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資料 9 ベンチャー企業の成長段階別の資金調達方法  

 

出典：大和証券 (2012)「ベンチャー企業の資金調達」 P2 より筆者作成  

 

 5 

 資料 9 は、ベンチャー企業の成長段階に応じた資金調達方とその大まかな金

額を示したものである。段階に応じて様々な資金調達方法があるが、直接金融

が関係するのは、主に VC であると言える。 

 

資料 10  VC の投資件数および IPO 件数の推移  10 

 

出典：大和証券 (2017)「 IPO 市場の動向と国際化に関する比較」 P7 より引用  
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 資料 10 は、ベンチャー企業への VC 投資件数と IPO 件数の推移を示したグラ

フである。先にも述べたように、IPO 件数がリーマンショック以降、まだ元の

水準に戻っていない。 VC 投資件数も伸びているものの未だ少ないと言え、IPO

する上での有効な資金調達手段になっているとは言い難い。そうした現状の中、

2015 年より、日本でも解禁された株式型クラウドファンディングの規模が拡大5 

しつつある。2017 年に FUNDINNO によって開始され、その市場規模は、2017 年

度は約 5 億円であったが、今後さらに拡大されていく見込みであり、ベンチャ

ー企業やスタートアップ企業にも大きな資金調達手段になることが期待される。

15 

 以上のように企業の規模別に証券市場での資金調達を述べたが、中小企業を10 

中心とし、有効に活用されているとはいえない。企業による資金調達の方法に

幅を与え、さらなる財サービス市場の発展に導くために、まだまだ改善の余地

があると考えられる。  

 

第 4 節  個人投資家の動向  15 

(1)個人投資家数の推移  

個人投資家数は 2000 年代以降増加傾向にある。資料 11 によると 2017 年度に

おける個人株主数は、前年度の 2016 年と比べて 162 万人増加して 5129 万人と

なり、4 年連続で増加していることに加えて、初の 5000 万人を突破する結果と

なった。  20 

  

                                                      
15 「株式投資型クラウドファンディング統計情報」日本証券業協会 (2018)より引用  

http://market.jsda.or.jp/shiraberu/kabucrowdfunding/toriatsukai/data/181015st

atistic_cf.xlsx 
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資料 11 個人株主数 (延べ人数)の推移  

 

(注 ) 1． 1985 年度以降は単位 (現在は単元 )数ベース。   

2． 2004 年度から 2009 年度までは JASDAQ 証券取引所上場会社分を含み、

2010 年 度 以 降は 大 阪 証券 取 引 所ま た は  東 京証 券 取 引所 に おけ る5 

JASDAQ 市場分として含む。  

出典：日本取引所グループ (2018)「 2017 年度株式分布状況調査の調査結果につい  

て」 P2 より引用  

 

そして、全体として 2000 年代から続く個人投資家の増加傾向の要因を論じ10 

る上では、「貯蓄から資産形成へ」というキーワードが欠かせない。2000 年初

めには小泉内閣によって個人の金融資産を従来の間接金融から証券や株式を通

じた直接金融へシフトさせようとする「貯蓄から投資へ」が打ち出された。そ

して 2015 年に金融庁によって新たに掲げられた「貯蓄から資産形成へ」は、そ

れに代わるものであり、国民に安定的な資産形成のために金融資産を直接金融15 

へのシフトを促すことを目的としている。  

「貯蓄から資産形成へ」の背景を家計の面から見てみると、国民の自助努力

による資産形成の必要性が高まったことがある。つまりは資産運用の必要性が

あるということである。具体的な理由としては大きく分けて三つある。 

一つ目はバブルが崩壊したことによって超低金利に突入した今日において、20 

ただ銀行に預金しているだけでは資産は増えなくなってしまったことだ。二つ

目は、現在政府が消費者物価上昇率を 2％に目標設定していることによって、
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インフレが起き、預貯金の価値が相対的に目減りしてしまうことである。三つ

目はマクロ経済スライドが 2015 年より適用されたことによって、将来的に受

給できる公的年金の額が下がったことだ。これは昨今の少子高齢化への対策で、

今後の年金を担う現役世代の負担を軽減するものであり、致し方ないと言える。 

次に「貯蓄から資産形成へ」の背景を企業の面から見てみる。この流れが促5 

進されることによって企業は間接金融による資金調達よりも、直接金融による

資金調達を選択しやすくなり、リスクマネーが企業に流入することで結果的に

企業の成長につながることを政府は狙っているのである。  

そして現在、政府は「貯蓄から資産形成へ」のもとで証券優遇税制を長きに

わたって続けているほか、NISA や iDeCo などの制度を導入・拡充させてきてい10 

る。それに対して個人投資家数は増加傾向にあるものの、後述するように家計

の金融資産に占める預貯金の割合が 52.5％にものぼることから、「貯蓄から資

産形成へ」は未だ道半ばであるといえるだろう。 

 

(2)家計の金融資産状況  15 

 先に述べたように、2000 年代初めから掲げられている「貯蓄から資産形成へ」

は未だに本格化されていない。その全体像を日本の家計の金融資産状況を基に

述べていく。  

日本の家計はかねてより安定志向・リスク回避型の資産形成手段に依存して

いることが指摘されていることは言うまでもない。この現状は「貯蓄から資産20 

形成へ」が打ち出された今日でも大きな変化はない。そこで、以下の資料 12 を

見てみると、日本の家計金融資産約 1829 兆円のうち 52.5%は現金・預金によっ

て構成されているが、この現状は米国と欧州エリアの国々と比較しても差は歴

然である。また、相対的に日本の家計の株式・出資金の構成比も欧米諸国と比

べて低いことも見て取れる。  25 
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資料 12 日米欧家計金融資産構成比率比較(2018Q1) 

 

出典：日本銀行調査統計局 (2018)「資金循環の日米欧比較」 P2 より筆者作成  

 

また、日本の家計金融資産の「現金・預金」の構成比は 10 年以上増加傾向に5 

あることも問題である。これには現在の日本が抱える少子高齢化に起因してい

る。日本において、金融資産の 8 割は 50 歳以上のシニア世代が保有しており、

さらにはその世代の極度の貯蓄性向も相まって「現金・預金」が占める割合は

増加するばかりなのである。  

 そして、日本の家計の資産形成が投資にシフトしない大きな原因は、金融リ10 

テラシー不足による安定志向・リスク回避型の資産形成への依存である。日本

人の金融リテラシーの低さはあらゆる場面で言及されているが、投資未経験者

と投資経験者の両者にその現状は垣間見える。投資未経験者においては、投資

を無意識に自分から遠い存在だと思い込んでしまう場合が多いが、実際には小

額からでも投資は可能であり、十分な資産形成手段になり得るのだ。また、投15 

資経験者においても手数料の高い金融商品を購入してしまうことで結果的に損

をするケースも多く、どちらにせよ日本の個人投資家には金融リテラシーの向

上が求められる。  

 

  20 
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(3)金融リテラシーの必要性  

 我々は、金融リテラシーを「金融に関する知識や情報を正しく理解し、自ら

が主体的に判断することのできる能力」と定義する。 16日本の家計の資産形成

手段が証券市場にシフトし、より活性化されるためには必要最低限の金融リテ

ラシーが求められる。しかし、現状としては日本人の多くは金融リテラシーが5 

不足していると言える。S&P 社が発表した調査によると世界金融ランキングス

コアで日本は 144 ヵ国中 38 位という結果となっていることから、日本人はア

メリカやヨーロッパなど他の先進国と比較しても金融リテラシーが不足してい

ることが分かる 17。 

 日本人のリテラシー不足の根本的な原因はいったい何なのであろうか。その10 

考察は多岐に上るが、最も言及されるのは教育段階での金融教育であろう。先

の調査では回答者において「金融教育を受けた」という人は 6.6％に留まり、

アメリカの約 3 分の 1 となっている。もちろん日本の金融教育を求める声も多

数あるが、現在の教育カリキュラムに金融の分野が入る余地はないなど、すぐ

には対応できないという現状がある。  15 

 以上のようなことから日本人の金融リテラシーの欠如が問題となってしまっ

ている。家計と証券市場の距離を近づけるためには急速な改善が求められる。 

 

(4)NISA 制度  

 本稿では金融庁に倣い、現行 NISA・ジュニア NISA・つみたて NISA の三つの20 

制度の総称を「NISA 制度」と呼ぶ。  

「貯蓄から資産形成へ」のもと 2014 年に NISA が導入された。NISA とは「小

額投資非課税制度」のことである。現行 NISA は日本居住者の 20 歳以上が対象

で、年間 120 万円までの株式・投資信託等への投資から得られる配当金や売買

益が非課税になる制度となっている。また、投資可能期間は 2014 年～2023 年25 

の 10 年間で、非課税期間は最長 5 年と定められている。  

                                                      
16 「『証券投資』についてもっと学ぶ」日本証券業協会 (2018 年 )より引用  

http://www.jsda.or.jp/nisa/investment/more/ 
17 「 Financial Literacy Around the World:」 S&P 社 (2015 年 )P24 より引用  

http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-

5.11.16.pdf?x87657 
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そして 2016 年からはジュニア NISA という未成年者を対象とした制度が始ま

り、親権者が子どもや孫の代わりに資産を運用できるようになった。 

さらに 2018 年 1 月からは新たにつみたて NISA がスタートしており、特に小

額からの長期・積立・分散投資に適した制度となっている。  

投資家からの NISA 制度への関心は非常に高く、2018 年 7 月時点では 1,167 万5 

9,355 口座が開設されており、買い付け額は 13 兆 9,398 億 9,223 万円にも上

り、家計と証券市場とのつながりの強化に一役買っている。18加えて、現行 NISA

に比べてつみたて NISA は 20 代～40 代による口座開設が多いことから、その年

代の将来の年金に対する不安がうかがえる。 19 

 10 

NISA 制度の問題点としては NISA 口座の稼働率の低さが挙げられる。家計と

証券市場をつなげることが期待される NISA 制度において、口座稼働率の低さ

は改善するべき問題だと考える。また、NISA 制度が期限付きの制度であること

などから、証券市場の活性化のために早急な口座稼働率の向上が必要である。 

 15 

また、先に述べたように現行 NISA は先述の通り投資可能期間が 2023 年まで

という期限付きであり、そのルールは未だに変更されていない。今年の 2018 年

という年は 2014 年に NISA 口座で買い付けた金融商品の非課税期間が終了する

年でもあり、着々と 2023 年に向けて動き出す投資家の姿が見えそうだ。本章の

1 節で述べたように NISA 制度のモデルとなったイギリスの ISA はすでに恒久化20 

していることなどから、NISA 制度もさらなる活性化が求められている。  

 

(5)確定拠出年金制度の普及  

 確定拠出年金とは、 2001 年より開始された企業型年金制度のひとつである。

確定拠出年金は、企業や個人によって拠出された掛金を加入者自身が自己責任25 

                                                      
18 「 NISA(一般・つみたて )の現状」金融庁 (2018)P2 より引用  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20180702-

3/01.pdf#search='1%2C167%E4%B8%879%2C355%E5%8F%A3%E5%BA%A7 
19 金融庁 (2018)「 NISA(一般・つみたて )の現状」 P3 より引用  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20180702-

3/01.pdf#search='1%2C167%E4%B8%879%2C355%E5%8F%A3%E5%BA%A7  
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で資産を運用し、その運用実績によって将来受け取れる年金額が変わるシステ

ムになっている。つまり、企業が個人の運用の結果による損失の穴埋めをする

必要がないことが特徴である。この制度の個人にとってのメリットは拠出時・

運用時・受取時の三つの場面で優れた税制を享受することができる点である。

また、確定拠出年金は「企業型確定拠出年金」と「個人型確定拠出年金」の 25 

種類に分かれており、特に「個人型確定拠出年金」は「iDeCo」と呼ばれる。「iDeCo」

は法改正により加入手数料や口座管理手数料が無料となったほか、2017 年 1 月

にそれまで対象外であった公務員や主婦も iDeCo に加入できるようになったこ

とで加入者は 100 万人に達する見通しだ。 (2018 年 10 月時点) 20iDeCo の利用

状況においても、つみたて NISA 同様に国民の将来の年金への不安がうかがえ10 

る。iDeCo は今後もさらに注目が集まる制度であると言えるだろう。 

 

(6)PTS の評価  

PTS は 1998 年の証券取引法改正によって認められるようになった、民間業

者による個人向け取引システムである。一般的に取引所外取引のひとつであり、15 

投資家間の取引を同じ証券会社で約定させるものが PTS として定義される。 21 

PTS 市場は取引所に比べて取引量が少ないため、投資家たちは、取引所が開

いている時間帯は一般的に取引所で取引をする。PTS 市場が大きな効果を発揮

するのが、取引所の取引時間が終了する午後 3 時以降となる。企業の決算情報

などは午後 3 時以降に公表されることが多いため、投資家たちはそのような情20 

報を基に取引所の翌営業日を待たずして売買ができるのだ。  

また、PTS においては信用取引が 2019 年の夏に解禁されることで注目を集め

ている。これで、投資家は取引所と PTS を比較しながらより有利な条件で取引

を行えることが見込まれる。しかし、当初期待された夜間の信用取引は見送ら

れたことで、証券市場全体の活性化には懐疑的な見方もある。  25 

 

                                                      
20 「イデコ加入者 100 万人突破へ  個人型確定拠出年金  公的年金不信も背景」産経新

聞 (2018 年 )より引用  

https://www.sankei.com/economy/news/180816/ecn1808160002-n1.html 
21 「日本におけるダーク・プールの実態分析」大墳剛士 (2017)P9 より引用  

https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/tvdivq0000008q5y-

att/Summary_JPX_working_paper_Vol21.pdf 
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第 5 節  機関投資家の動向   

 機関投資家とは、顧客から預かった大量の資産を元に、株式や債券に投資

する大口投資家のことを指し、主な機関投資家としては生命保険会社、損害保

険会社、投資信託会社、年金基金、普通銀行が挙げられる。機関投資家は運用

する資産の額が大きいため、機関投資家の動きは市場の動向と密接な関わりが5 

ある。この機関投資家の役割のひとつとして顧客から集めた資金を運用する

「投資信託」が挙げられる。運用の専門家による運用は、投資の知識に乏しい

個人投資家にとって貴重な投資方法である。これによって、機関投資家は「証

券市場と家計をつなぐ役割」を果たすことができるのである。これに加えて本

節では、機関投資家の指針であるスチュワードシップ・コードとダークプール10 

について明らかにする。 

 

(1)スチュワードシップ・コード   

 第2節において、コーポレート・ガバナンス・コードについて述べたが、機

関投資家に対しても同様の指針が課されており、それを「スチュワードシッ15 

プ・コード」と呼ぶ。具体的には、生命保険会社や年金資金運用法人などの機

関投資家が、投資先企業の株主総会などにどのような態度で臨むべきかを定め

た行動原則のことである。これら二つのコードの策定によってより長期的な視

点で投資が行われるようになり、この二つは切っても切れない関係にあると言

える。  20 

 2014年2月に策定された日本版スチュワードシップ・コードは、 2010年にイ

ギリスで導入されたものを参考に策定された。そして、2017年3月には日本版

スチュワードシップ・コードの改訂案が発表された。英国スチュワードシッ

プ・コードは2012年以降2年ごとに改定されているが、日本では2015年に施行

されて以来、丸3年を経て初めの改訂であった。改訂のポイントはいくつかあ25 

るが、コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと進化させるこ

とが重要であることに加え、企業経営者と機関投資家の「対話の促進」に重き

を置いている点が挙げられる。具体的には、改訂版スチュワードシップ・コー

ドでは、独立した取締役会や議決権行使の意思決定、監督のための第三者委員

会などのガバナンス体制を整備することが求められている。実際、この改訂に30 
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よって「面談時において、ヒアリングのみならず、企業側の改善要望・提案を

行う機会が増えた」と感じている機関投資家が60%を上回っている 22。  

 このように、スチュワードシップ・コードの導入、そして改訂によって、機

関投資家と企業経営者との対話のあり方はプラスの方へと変化してきた。これ

により、機関投資家のスチュワードシップ活動の「見える化」が促進され、企5 

業の持続的な成長と価値向上に結びつくことが期待される。  

 

 (2)ダークプール   

 ダークプールとは、証券会社が提供するサービスで、証券会社内のシステ

ムで投資家の売買注文を付け合わせて取引を行う方法である。取引参加者が匿10 

名で価格や注文量などの取引内容が外部から見えにくいことからダークプール

と呼ばれる。証券取引所を介さない取引所外取引にはダークプールと前述した

PTS取引がある。PTSは気配値が公表されるため個人投資家向けであるが、ダー

クプールは以上の理由から機関投資家向けの取引となっている。日本において

は、2007年に外資系証券が機関投資家向けに提供を開始し、2010年に東証の新15 

システムが稼働したことによって取引のスピードが向上してから、本格的に利

用され始めた。現在、国内株式の全取引のうち5～6%がダークプール経由だと

推定されている 23。ダークプールには、取引参加者が匿名であることに加え、

取引内容に匿名性があることから、機関投資家などの大口注文が与える市場へ

の影響を最小限に抑えることができるという利点がある。例えば、一般の市場20 

で機関投資家が大量に売り注文や買い注文を出すと、その注文情報が他の取引

参加者の行動に影響を与えることによって、不利な価格で約定したり、価格が

大きく変動してしまったりする恐れがある。しかし、ダークプール取引の場合

はこの取引情報が公開されないため、規模の大きい注文であっても、一般市場

に特に大きな影響を与えることなく、大口機関投資家同士の取引を可能にす25 

る。  

                                                      
22 「『スチュワードシップ・コード /企業との対話』に関する意識調査」 KPMG(2017 年 )よ

り引用  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-corporate-governance-

overview-2017-02.pdf 
23「 SBI・松井も参戦、株取引が特になる『ダークプール』の魔力」 (2018 年 )より引用  

https://moneyforward.com/media/career/54171/ 
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 また、東証によると、資料13からもわかるように、ダークプール取引のシェ

アは総じて増加傾向であり、2016年からはPTSのシェアを追い抜いている状況

である。最近では、SBI証券がSBBO-Xというダークプールの取引を個人が行え

るサービスが開始するなど、今までは主に機関投資家などの大口投資家のみが

利用していたダークプールの取引が一般的に大量の注文を一度に出すことが少5 

ない個人投資家にも解放されるようになった。このように、ダークプールの取

引が個人投資家にも気軽に扱えるようになったことで個人投資家の取引量が拡

大されることが期待できる。  

 

資料 13  ダークプールと PTS のシェア比較  10 

 

出典：大墳剛士 (2017 年 )「日本におけるダーク・プールの実態分析」  

P26 より引用  

 

  15 
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第 6 節  海外投資家の動向  

 海外投資家は、先に述べたとおり、日本の証券市場において証券の売買を行

う海外の投資家のことである。代表的な海外投資家は機関投資家や年金基金、

ヘッジファンドであり、海外投資家の株式保有比率は 30%を超え、国内の信託

銀行や個人投資家を抑え、株式保有率が一番高い。 24また、保有率が 30%という5 

だけでなく、国内における売買シェアが 7 割に達しており、国内での売買にお

ける外国人投資家の存在感は大きいと言える。 

 

このような海外投資家の特徴の一つとして、日経平均株価とは反対の投資行

動をすることが挙げられる。例えば、日経平均株価が下がれば、海外投資家が10 

買い越し、日経平均株価が上がれば、売り越している。つまり、国内投資家の

逆張り投資傾向に対し、海外投資家は順張り投資を行なっているということで

ある。海外投資家のこの国内投資家と反対の投資動向により、日本の株価の調

整がされている。しかし、海外投資家は株価の動きに合わせた、順張り投資を

行っているため、短期的に日経平均株価を動かしている。また、海外投資家は15 

日経平均株価だけでなく、為替レートを参考に投資をする特徴もあるため、よ

り短期的な保有がなされている。このように、売買シェア率の高さや短期的保

有などから、海外投資家の国内市場への影響は大きいと言える。近年では、IFRS

適用企業の増加から海外投資家の保有率が上昇したが、アベノミクスや金融緩

和政策の成果が上がらず、その期待に裏切られた海外投資家が売り越している。 20 

                                                      
24 「 2017 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 (2018) 

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu0000036n2d-

att/j-bunpu2017.pdf 
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資料 14 国内・海外投資家の売買動向  

 

出典：日本証券取引所グループ HP より引用  
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第３章  流通市場における問題点 

 

第 1 節  新規投資家層拡大への弊害  

(1)株式投資という資産形成方法の不認知  

 流通市場における課題点として、第 2 章 4 節で述べた通り、日本の家計の資5 

産形成手段として株式を選択する割合は他国に比べても低く、特に若者の投資

に対する認知度が低いという問題点が挙げられる。現状では、若年層の投資経

験者、投資関心層は合わせると全体の約 50％になり、2015 年の 45％という割

合 25と比べると少しずつではあるが、株式について興味を持っている割合が高

まりつつある。しかし、資料 15 のように実際に投資を行う人の割合は低いまま10 

となっている。その原因として、家計を対象とした金融商品の周知が不十分で

あり、投資を身近なものになっていないことが考えられる。  

資料 15 20 代の投資への取り組み状況  

 

出典：野村総合研究所  (2016)「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA15 

の利用促進に向けた課題に関する調査報告書」 P4 より筆者作成  

 

日本国内では、低い投資率を改善するために、家計を対象とした NISA や個人型

                                                      
25 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (2015 年 )「日本経済と株式投資に関す

る意識調査」 P4 より引用  

https://www.sparx.co.jp/news/uploads/pdf/PressJ150219.pdf  
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確定拠出年金を導入し、より投資に対する関心を高めようと動いているが、周

知が上手くいっていない状況が続いている。特に、初心者でも始めやすい制度

である NISA の認知度は 51.4％と日本証券業協会の想定よりも低い認知度のま

まであり、NISA に興味がない主な理由も「NISA についてよくわからない」とい

う結果になっている。 26現在、主な証券市場における投資や投資制度の周知方5 

法は、テレビ番組や新聞記事、証券会社の窓口など、いずれも若年層の利用率

が低いメディアを使用している。これが、若年層への証券市場に対する周知が

徹底できない原因であると考える。このように、日本国内では、投資を広める

活動がうまく行えていないため、若年層を中心とした社会に周知できていない。

そのため、周知方法の質を向上させ、認知度、加入者数の向上がなされること10 

でさらなる投資家層の拡大が期待される。そこで、続く 4 章において、NISA 制

度を活用し、資産形成方法のひとつである株式投資を若者に周知することで投

資家層の拡大を図る提案をする。  

 

(2)金融教育の不足  15 

 第 2 章 4 節で日本の資産形成が投資にシフトされない原因として、日本の

金融リテラシーが国際的にも低いという現状を確認したが、その要因のひとつ

には学校段階における金融教育の不足がある。また、その理由として日本では

学校段階での金融教育が難しいことを挙げた。ではなぜ日本では金融教育を行

うことが難しいのだろうか。その理由を確認していきたい。  20 

 

  

  

                                                      
26 Morningstar(2015 年 )「 NISA に適した金融商品は？」   

http://www.morningstar.co.jp/nisa/product/stock21.html 

 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 35 

資料 16 授業実施の際に難しいと感じる点  

  

出典：日本証券業協会 (2014)「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」 P32 より引用   5 

  

 資料 16 から読み取れるように、授業実施が難しい理由として、生徒の理解

が難しい、教える側の専門知識の不足、授業時間が足りない、という問題がそ

れぞれ半数近くを占め、生徒、教員、学校のカリキュラムそれぞれに問題を抱

えていることが分かる。また、金融教育を学校で行う必要性について 37%の教10 

員が「必要である」、 58%の教員が「ある程度必要である」と回答しており、9

割以上の教員が金融教育の必要性を感じてはいるものの、約 3 割の教員は実際

には金融教育を行っていないと回答している。 27金融教育の必要性を感じてい

る人は多いが、実際に金融教育を行うための体制や仕組みが整っていなけれ

ば、その教育は難しい。また、金融教育を授業で実施するために教員向けの研15 

修会や生徒が理解しやすい教材の提供を行なったところで、授業時間が十分に

確保されなければ、形式上の金融教育になってしまう可能性がある。こうした

様々な問題が日本の充実した金融教育の実現を阻害しているのである。  

                                                      
27 「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） p26〜 27 より引用  

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf 
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(3)女性投資家の不足問題  

 貯蓄から資産形成の流れを促進させるためには、老若男女問わず証券市場へ

参加していることが望ましいが、現在の株式保有状況を見てみると、女性の保

有状況は低い。男女の全年代の保有状況を合わせても、女性の 20 代から 30 代5 

の株式保有率が一番低い状況となっている。 28加えて、投資自体に興味を持っ

ている女性は 3 割程度しかいない現状がある。 29結婚や出産を期に投資を検討

する女性が一定数存在することが分かったが、資料 19 から読み取れるように、

「自分に合った投資商品の比較・選択が難しい」という問題があり実際に行え

ていない現状がある。 30 10 

 

資料 19：投資開始を妨げる理由  

出典：野村総合研究所（ 2015）「個人の投資に対する取り組み状況に関する調査」

より筆者作成  

 15 

 そこで、女性を中心とした新規投資家層の拡大を図るためには、興味を引き

出すことや、商品選択を比較的簡単にできるようにすることが必要であると考

                                                      
28「株式への投資実態」日本証券業協会 (2013 年 )P82 より引用  

https://www.sparx.co.jp/news/uploads/pdf/PressJ170413.pdf 
29 「日本経済と株式投資に関する意識調査」スパークス・サーベイ (2017 年 )P2 より引用  

https://www.sparx.co.jp/news/uploads/pdf/PressJ170413.pdf 
30野村総合研究所 (2015)「『若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用促進

に向けた課題に関する調査』報告書」  

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20151001-1/01.pdf 
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えられる。  

第 2 節  既存投資家の取引拡大への弊害  

(1) NISA 制度における問題  

第 2 章 4 節では NISA 制度が家計と証券市場の橋渡し的役割を期待されてい

ることと、より家計を直接金融へ流入させるためには NISA 制度の活性化が必5 

要であることを併せて述べた。その中で NISA 制度の活性化の余地、つまりは

NISA 制度の問題点のひとつとして「NISA 口座稼働率の低さ」を挙げた。本節で

はその問題点について確認する。  

 現行 NISA の制度が始まって間もない 2014 年の口座稼働率は 46.5%程度に留

まっていたが、2018 年となった今日、いくつかの制度改革を経て多少の改善が10 

なされている。2018 年 6 月時点での NISA 制度の口座稼働率はそれぞれ、現行

NISA で 70.8％、ジュニア NISA で 53.3％、つみたて NISA で 53.9%となってい

るものの、やはり依然として低いと言える。 31特に、2016 年から始まったジュ

ニア NISA と 2018 年から始まったつみたて NISA に目を向けると約半数の口座

が非稼働という状況である。いずれにせよ、 NISA 制度が期限付きの制度でも、15 

このような状況となってしまっているのには理由がある。以下ではその理由を

述べていく。  

資料 18 によると、様々な非投資理由があることが分かる。我々はこの資料か

ら NISA 口座での非投資理由を、3 種類の利用者層に細分化する。①証券会社に

勧められて開設しただけだから、を「投資経験者層に多い理由」、②投資のため20 

の資金不足、③商品選択の難しさ、を「投資未経験者層に多い理由」、④キャン

ペーン目当て、⑤制約の多さによる利用しづらさ、を「投資経験者層と投資未

経験者層の両者が抱える理由」に分けることができる。また、⑥口座開設に時

間がかかりその間に投資意欲が失せるという理由は、2019 年 1 月から金融機関

へ「非課税口座簡易開設届出書」を提出し申し込んだ即日に NISA 口座を開設25 

し、同日に買付けが可能になるため、解決されると考える。 32 

                                                      
31 「ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡ口座開設・利用状況調査結果 (全証券会社 )」日本証

券業協会 (2018)より引用  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/nisajoukyou.html 

32「 NISA 口座の開設時の手続きの見直し等」山田グループ (2018)7-1 より引用  

https://www.yamada-partners.gr.jp/wp-content/uploads/2018/05/007.pdf 
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資料 17  NISA 口座開設後の非投資理由  

 

出典：株式会社インテージ(2016)「国民の NISA の利用状況等に関するアンケー  5 

ト調査」P51 より筆者作成 

 

 また、資料 19 では NISA 利用者の改善要望点が挙げられている。例えば、「非

課税期間(5 年間)の拡充(延長又は恒久化」、「年間投資可能額 (120 万円)の拡

大」、「一般口座や特定口座との間で損益通算をできるようにすること」を求め10 

る NISA 利用者が多いことが分かる。  
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資料 18 ＮＩＳＡの最も改善してほしい点－(複数回答) ※単数回答  

 

出典：日本証券業協会(2018)「個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書」 

P103 より筆者作成  

(注)一部抜粋  5 

 

以上のことから多様な利用者の不満の解決や硬直した NISA 制度の改善のた

めには新たなサービスの導入や制度改革などあらゆる手段でよりよい制度にし

ていくことが必要である。 

 10 

(2)投資信託の運用環境問題  

 様々なファンドが存在する中で、投資家にとって非常に重要な選択肢となり

うるもののひとつに、投資信託があり、第 2 章 5 節でも述べたように、知識が

無い初心者にも比較的運用がしやすい商品であることを確認した。  

 そんな投資信託の主な運用方法には、パッシブ運用とアクティブ運用の 2 つ15 

がある。パッシブ運用とは、TOPIX などの指数に連動して値が動くことを目指
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したローリスクローリターンの運用方法である。一方アクティブ運用は、ファ

ンドマネージャーが企業分析を行い、銘柄を選定するため手数料は高く設定さ

れている。そのため、アクティブ運用を選択すると手数料に見合った成果が出

ることが望ましい。現に、投資家が投資信託を購入する際の運用会社の重視点

の 34％が運用力になっており、高い運用成果を出すことが求められている。 335 

しかし、現実には良い成績になっているとは言えない状況となっている。  

資料 20 は、S&P 社が調査した、アクティブファンドがパッシブファンドの運

用成績より低かった割合を示したものである。資料 20 を見ると、日本の中小型

株の 3 年と 5 年を除き、すべての期間がパッシブ運用の成績より低いことが分

かる。  10 

 

資料 19  アクティブファンドがパッシブファンドの成績より低かった割合  

ファンド  

カテゴリー  

比較する  

指数  

1 年 (％ ) 3 年 (％ ) 5 年 (％ ) 10 年 (％ ) 

日 本 の 大 型

株ファンド  

S&P/TOPIX 

150 指数  

70.89 52.42 

 

60.06 63.04 

日 本 の 中 小

型株  

ファンド  

S&P 日本中小

型株指数  

58.44 45.89 46.00 65,16 

全 て の 日 本

株ファンド  

S&P Japan  

500 指数  

69.52 55.86 64.64 67.09 

出典：  S&P Dow Jones Indices (2017)「 SPIVA Japan Scorecard」 P5 より  

筆者作成  

 15 

 このような現状になってしまっている理由として、いくつかの原因が考えら

れる。まず、運用状態が悪い現状が挙げられる。ファンドマネージャーの運用

能力が低いことも考えられるが、2 章 2 節の ESG のグラフで示したように、企

                                                      
33 「投資信託に関するアンケート調査  報告書」投資信託協会 (2018)P51 より引

用  

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research/ 
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業の非財務情報に差がみられるために企業分析が難しい環境にある可能性も考

えられる。次に考えられることは、アクティブ運用は、手数料が高く設定され

てしまっているため、多少成果が出ても手数料が引かれることで、パッシブ運

用より成果が低くなってしまうことである。実際に、投資信託への投資家の不

満として、リターンの低さなどが上位に挙げられていることからも解決すべき5 

問題として認識できる。 34 

 既存投資家が重視する運用力を向上できる環境を作り、リターンの低さなど

の不満を取り除くことで、アクティブ運用も好ましい選択肢とできるようにす

る必要があるだろう。  

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

                                                      
34 「投資信託に関するアンケート調査  報告書」投資信託協会 (2018) P72 より引

用  

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research/ 
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第４章  流通市場活性化に向けた提案 

 

第１節  新規投資家層増加に向けた提案  

(1)アルバイトつみたて NISA の提案  

第 3 章において、若年層に対する投資や投資制度の周知が足りていないとい5 

う問題点を挙げた。そこで、企業を通してアルバイトをする大学生に証券投資

を周知させる提案として、「アルバイトつみたて NISA」を提案し、投資を身近

なものにすることを図る。 

 

資料 20 アルバイト NISA イメージ図  10 

 

出典：筆者作成  

 

「アルバイトつみたて NISA」とはつみたて NISA をもとにしたものであり、

若年層に投資制度を周知し、投資家層を拡大することを目的とした制度である。15 

つみたて NISA は 2 章で述べたように 2018 年から始まり、小額からの長期積み

立て投資を可能にした制度だが、これを各企業が取り入れ、大学生のアルバイ

ト従業員に向けた非課税制度として奨励する。被扶養者である大学生は、アル

バイトの年間合計所得が 103 万円を超えると扶養控除が適用されなくなり、自

分に対する所得税や住民税を払わなくてはいけない。そこで、「アルバイトつみ20 

たて NISA」によって 103 万円を超えた分を積み立て投資に回すことで、所得控

除を可能にするというものである。つみたて NISA でも配当金や売買益への課

税はないが、掛け金に対しても所得控除の対象にすることで、これを実現する。

また、投資に対する継続的な口座運用を促すため、現行のつみたて NISA とは違
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い年に一回のみという引き出し制限をかけ、大学を卒業したと同時に一般のつ

みたて NISA に自動移行する。  

アルバイトでの大学生の 7 割がアルバイトをしており、アルバイト人口の約

15％が月に 10 万円以上の所得を得ていることから、103 万円を超えないように

所得の調整を行っている人が潜在的に存在していると考えられる。 35アルバイ5 

トの制度として導入することで、若年層に、投資を身近な選択肢として周知す

ることができるだけでなく、アルバイトをしている大学生にとっては 103 万円

を超えて働けるという利点となる。加えて、少子高齢化によって生産年齢人口

が減り続けているという問題点もがある日本経済において、企業にとっても安

定した労働力を得られるといった利点が挙げられる。  10 

以上のように、大学生と企業の双方に利点があり、取り入れやすい「アルバイ

トつみたて NISA」の提案によって、大学生に資金形成方法のひとつである株式

投資を周知し、さらなる投資家層の拡大を図る。 

 

(2) 株式学習コンテストを活用したリテラシー向上案  15 

 第 3 章１節(2)で日本の金融教育の現状について確認した。生徒、教員、学

校それぞれ問題を抱えており、加えて授業時間にも余裕がないことから、学校

のカリキュラムに金融教育を組み込むことは容易なことではなく、学校段階で

の金融教育は難しいことが分かった。そこで、学生の金融リテラシー向上によ

る投資家層の拡大のため、中、高、大学生に向けた課外活動の一貫とした株式20 

学習コンテストの拡大を提案する。  

 株式学習コンテストとは、学校教育の場における投資学習の 1 つの方法とし

て企画されたコンテスト形式の株式投資学習プログラムのことである。このプ

ログラムは、すでに日本経済新聞と野村ホールディングス協賛の元「日経

STOCK リーグ」という名称で、2000 年から実施しているが、本提案では、この25 

コンテストの協賛会社をさらに拡大させることで、表彰内容や獲得賞金を増や

し、学生の参加意欲及び金融リテラシーの向上をより一層促進させることを目

                                                      
35「バイト×かけもち  かけもちバイトの実態」 an (2018) 

https://weban.jp/contents/guide/anke/201407.html より引用  
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的としている。提案の概要は資料 22 のとおりである  

 

資料 21 株式学習コンテスト  

 
出典：筆者作成  5 

 

 提案の詳細としては、現在の日経 STOCK リーグの流れは変えず、応募・登録

完了後、野村ホールディングスと日本経済新聞が提供する専用テキストを配布

し、各チームで学習してもらい、その知識を元にバーチャル投資を行ってもら

う。そして、バーチャル株式投資システム上で各チームに仮想株式投資資金を10 

与え、それを元手に一定の期間株式投資を行ってもらい、最後にチームでレポ

ートを作成し、提出するという流れである。この株式学習コンテストを通し

て、学生は株式を学ぶことで社会の仕組みを理解し、将来社会に出てから必要

となる金融リテラシーを向上させることが可能となる。協賛する証券会社とし

ても、知名度の向上だけでなく、学生の金融リテラシー向上により、投資家層15 

の拡大を期待できる。この際、野村ホールディングスは、協賛する証券会社が

増えることによって、コンテストにかかる費用を削減することができ、コンテ

ストの内容をより充実したものに改善することが可能になる。さらに、学校側

のメリットとしては、その学校の学生が入賞した場合、日本経済新聞に掲載さ
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れるため、学校の知名度及び金融教育に力を入れている学校として、イメージ

を向上させることができる。  

 また、先述したように、協賛する証券会社が増えれば表彰内容を増強させる

ことが可能になる。一例として大学生の表彰内容を挙げると、コンテストに関

わった企業のインターン早期選考等の就活に関するインセンティブを大学生に5 

与えらるものとする。加えて、任意の参加ではあるが、学生が各自のチームの

良かった点と改善点を振り返ることができるように、他の学校の学生同士フィ

ードバックをする場を儲けること、そして、証券会社の人に相談できる場を、

儲けることでアフターフォローを徹底することを提案する。  

 今の現役世代は教育課程で金融教育を受けたとは言えず、さらに、金融教育10 

を受けていてもそれが効果的であったと感じた人は少数に止まる。しかし、学

校のカリキュラムに組み込むことが難しい金融教育を株式学習コンテストとい

う形で実施することによって、学生は投資に関する知識を段階的に身につけ、

実際に投資を体験することによって投資を身近に感じることができる。そし

て、この株式学習コンテストを活用することで、今後の資産形成のために必要15 

な金融リテラシーを身につけることが可能となる。  

 

(3) キッズブランドの作成  

第 3 章において、女性の 20、30 代が投資に対し興味を持つ人が少ないこと

を述べた。さらに、女性が投資に興味を持つタイミングとして、「結婚や出産20 

による世帯構成の変化」を挙げたが、投資家は一般的に「投資商品の比較・選

択が難しい」という問題を抱えており、投資に踏み切れない要因になっている

と考えた。そこで主に女性をターゲットとし、「キッズブランド」により投資

への関心を喚起しつつ、商品選択の難しさという障壁を取り除きながら新規投

資家層の拡大を図る。提案概要としては、後述する選定基準をもとに、子育て25 

に関連する企業をキッズセレクションとして選定し、対象者へ推奨する、とい

うものである。  

子どもに関する企業に着目した理由は主に２点ある。一点目は、結婚や出産

が、子どもと密接に関わるイベントであることが挙げられる。二点目に、近年

アベノミクスの影響により、子育てに関係する上場企業が盛り上がりを見せて30 
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いることに加え、資料 25 から読み取れるように、女性は株主優待を重視する

傾向にあり、これから子育てをする女性にとって魅力的なファンドになる可能

性を有することが挙げられる。  

以上の理由により、結婚、出産といった子育てに通ずるターニングポイント

を利用し、女性を中心にアプローチをすることができると考えた。  5 

資料 25：株主優待を重視している割合  

 

出典：  個人投資家の証券投資に関する  意識調査報告書 (2018) より筆者作成  

「キッズブランド」を選定する際の企業の選定基準は、「なでしこ銘柄」という

女性の活躍の推進を行なっている企業を銘柄化したものを参考にし、財務指標10 

などを取り入れることを考えている。そして、投資の実務家や、人材活用に関

する専門家からなる「選定基準検討委員会」を設置し、具体的な評価基準等に

ついて検討した上で選定を行う。選定する対象は、子育て支援銘柄と呼ばれる

子育てに関連する事業を行う上場企業を想定している。例として、子供製品の

製造・開発や子供教育を行なっている企業である。「キッズブランド」を作成し15 

周知していくことで、女性を中心として関心を促したいと考えている。さらに

企業を選定することで、投資商品の比較・選択の難しさを軽減し。投資へと促

せるだろう。加えて、選ばれた企業の価値向上などにもつなげることができる

と考えられる。  
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第 2 節  既存投資家の取引量増加に向けた提案  

(1) NISA 制度改善案  

第 3 章 2 節では主に NISA 口座の稼働率の低さを指摘した。そこで NISA 口座の

稼働率を向上させるために、(1)NISA 専用アプリの導入、(2)制度改革の導入を

提案する。  5 

我々は第 3 章の資料 18 の NISA 口座での非投資理由を、「投資経験者層に多

い理由」、「投資未経験者層に多い理由」、「投資経験者層と投資未経験者層の両

者が抱える理由」に細分化した。本節では、NISA 制度のそれぞれの利用者層の

特徴を鑑みながら解決策を講じていく。  

 10 

a.NISA 専用アプリの導入 

この提案は投資未経験者層に向けたものとなっている。投資未経験者層は「投

資のための資金不足」、「商品選択の難しさ」を問題として抱えているため、そ

れらの問題に対してアプローチをしていく。  

この提案におけるアプリの運営者は金融庁とする。また、三つの NISA 制度す15 

べ て で 利 用 で き る も の と す る 。 ア プ リ の サ ー ビ ス 内 容 は PFM(Personal 

Financial Management)の活用である。PFM は個人財務管理とも呼ばれ「一般的

には ID 連携(アカウントアグリゲーション )機能を用いて複数の銀行・証券や

クレジットカードなどの口座情報を一元的に確認できるオンラインサービス」

36のことを指す。具体的なモデルとしてアメリカの PFM である「 PERSONAL 20 

CAPITAL」を挙げる。この PFM では自らの銀行口座や証券口座、クレジットカー

ドをこのサービスと連携させることで、日々の財務状況をまとめて整理するこ

とができる。また、「PERSONAL CAPITAL」の最大の特長が自身の財務状況や証券

の保有目的、資産目標に基づいて投資においてのポートフォリオに対するアド

バイスが受け取れる点にある。これによって「商品選択の難しさ」という問題25 

を解決できると考える。「投資のための資金不足」という問題に対しては、投資

信託などの金融商品を利用すれば小額からの投資は可能であることから、この

                                                      
36 「金融機関における PFM(Personal Financial Management)の活用」藤吉栄二 (2014)よ

り引用  

http://fis.nri.co.jp/ja-

JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/08/201408_6.html  
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PFM を用いて個々のリスク許容度を判断し、そのような商品の購入を提案する

ことで解決する。  

 

b.制度改革の導入  

 第 3 章 2 節で現行 NISA の口座稼働率が年々改善されている要因としていく5 

つかの制度改革が施行されていることを述べた。ここでは「証券会社に勧めら

れて開設しただけだから」という理由で NISA 制度を利用しない投資経験者層

に向けて主に 2 つの制度改革を提案する。  

 一つ目は NISA 制度における非課税期間と投資可能期間の両方の拡充である。

これはかねてより金融庁などからも要望されている事項となっている。 37第 310 

章で示した調査結果でも特に非課税期間の拡充は NISA 口座開設者の中でも最

も求められている改善点であることが分かる。また先に述べたアプリの提案を

実現させるためにもこの提案は必要不可欠である。  

 二つ目は損益通算の認可だ。先に挙げた「 NISA 口座開設後の非投資理由」に

おいて最も多い回答が「①もともと NISA 口座で買い付けをするつもりはなく、15 

金融機関に勧められて開設しただけだから」という項目である。我々は①の回

答者は元々、投資経験者であり NISA 口座で投資をするメリットを十分に見出

せなかった人たちが多いと推察する。そこでそのような投資経験者、つまりは

一般口座や特定口座を所有している人たちにとってメリットの大きい損益通算

の認可をすることで NISA 口座の稼働率上昇につながると考える。  20 

 

 我々は a.NISA 専用アプリと b.制度改革の 2 つの提案を導入することで NISA

制度自体の魅力を向上できると考える。そうすることで、第 3 章 2 節で挙げた

投資経験者層と投資未経験者層の両者が抱える NISA 口座での非投資理由であ

る「キャンペーン目当て」「制約の多さによる利用しづらさ」といった問題も解25 

決できるであろう。  

 

                                                      
37 「金融庁、 NISA 恒久化・相続税評価を継続要望」大和総研 (2018)より引用  

https://www.dir.co.jp/report/research/law-

research/tax/20180926_020334.pdf 
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(2) 投資信託の運用成果向上案   

 第 3 章において、現状投資信託のアクティブ運用の成果があまり出ていない

問題を挙げた。そこで、アクティブ運用の成果向上のために、a.信託報酬の一

部出来高制の導入、b.企業の非財務情報におけるマテリアリティ(重要課題)の

特定の義務化を提案する。 5 

 

a.信託報酬の一部出来高制の導入  

 アクティブ運用がパッシブ運用の成績より低くなっている一因として、3 章

で手数料の高さを挙げた。そこで、信託報酬の一部出来高制導入を提案したい。

概要としては、運用成績が高かった場合には、信託報酬を利益に差支えがない10 

程に比率を引き上げ、成績が悪かった場合には比率を引き下げる、という提案

である。  

具体例を一つ挙げると、利回りが 90％〜110%の間であった場合には、既存の

手数料比率のままで徴収する。110％を超えた場合や、90％を下回った場合など、

パッシブ運用の指標に比べ、運用側が大きな成果を上げた、または大きく損失15 

を出してしまった場合には、信託報酬を増減させる。また、市場の状況に応じ

て、増減の割合を柔軟に変えていくことが望ましいと考えられる。  

運用に損失が出た場合、運用会社にとっても、投資家にとっても損失が出る

ことになる。そのため、近年問題視されているファンドの本数が増えすぎてい

る課題に対し、早い段階での取りやめが可能になる可能性を有する。 20 

このように、運用の結果に合わせ報酬比率を増減させることで、ファンドマ

ネージャーにとっても運用の質を上げるためのインセンティブになると考えら

れ、投資家にとってもより納得のできる手数料体系となると考えた。 

 

b.企業の非財務情報におけるマテリアリティ (重要課題)の特定の義務化 25 

アクティブ運用の成績を上げるためには、ファンドマネージャーの企業分析

が必要不可欠であるが、3 章で確認したように、企業の情報開示に課題がある

ことがわかった。  

そこで我々は、東証第一部の企業に対して、非財務情報におけるマテリアリ
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ティの特定、および特定プロセス開示を義務化することを提案したい。 38その

理由としてマテリアリティを特定できている企業ほど、非財務情報を長期的な

価値創造に結び付けて説明できているからである。  

資料 24 は、主に東証第一部の企業のマテリアリティの特定状況と、非財務情

報の開示レベルを示している。グラフから見て取れるように、マテリアリティ5 

が特定できている企業は、将来特に重要な課題や要素をピックアップできてい

るため、長期的な企業価値と非財務情報を結び付けた開示ができている。一方

で、必要ないと感じている企業は、非財務情報を長期的な企業価値と結び付け

て説明できていない企業が多い。  

 10 

資料 22  マテリアリティ特定と開示のレベル(2017)  

 

出典：一般財団法人  企業活力研究所  (2018)「新時代の非財務情報開示のあ  

り方に関する調査研究報告書」 P37 より筆者作成  

     15 

 開示の必要性がないと考えている企業が多い影響もあり、現在マテリアリ

ティを特定している企業は、42％に留まっている。 39企業の重要課題を絞るこ

                                                      
38 マテリアリティとは、企業の中長期的な価値に関わる課題を全て説明するのではな

く、その中で重要なものをピックアップし説明することである。 IIRC などでは、統合報

告の指導原則とされている。  
39 「新時代の非財務情報開示のあり方に関する調査研究報告書」一般財団法人  企業活

力研究所 (2018)P36 より引用  

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/pdf/csrrepor

ts30report.pdf  
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とは、非財務情報に一貫性が出ることに加え、企業のビジネスモデルや企業理

念を振り返るきっかけにもなり、運用会社だけでなく企業にとっても良い機会

となる。経営陣が自社を見直すことで、長期的な価値向上につながる情報開示

を可能にすることができると考えられる。そのことからも、義務化の意義はあ

ると言えるだろう。仮に何かしらの事情により開示の必要性がないと考える場5 

合や、検討中の場合は、説明や記入を促す。また、非財務情報を開示していな

い企業にもアプローチし開示を求めるよう促したい。  

このように、企業の中長期的な課題を特定し企業価値に結び付けることで、

ファンドマネージャーが長期的運用を視野に入れた企業分析を行うことを助長

できると考えた。  10 

 

以上のように、手数料体系と企業の情報開示を通じアクティブ運用の成績向

上の提案を行うことで、投資家に対しより安心し、投資信託を活用してもらえ

るよう図る。  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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終章 

  

 本稿では目指すべき証券市場の姿を「財・サービス市場を含めた資源循環サ

イクルの中でパイプラインとしての役割を果たし、資金の最適配分を行うこと

ができる状態」という目指すべき証券市場の姿を最終目標に据えた。そして、5 

流通市場の活性化を「取引量の増加」に軸を置きつつ「投資家層の拡大」と「既

存投資家の取引拡大」のふたつの視点から論じてきた。まず、「投資家層の拡大」

では、リテラシー問題に対する提案として投資の存在を周知させ、身近に感じ

てもらうため「アルバイトつみたて NISA」を提案した。さらに、よりリテラシ

ーを幅広く身につけてられる環境を整備し、ケイパビリティも高めてもらうた10 

め「株式学習コンテストの拡充」を提案した。また、女性へのアプローチとし

て、子供に関連する企業の株式のブランド化する提案を行った。この３つの提

案により、「投資家層の拡大」が期待できる。つぎに、「既存投資家の取引拡大」

を実現するための提案として、投資において大きなシェア率を誇る投資信託に

対し、「投資信託における投資環境整備」を提案し、投資信託の質の向上及びそ15 

れに伴う取引の増加をする。「NISA 制度の改善」では、NISA 専用アプリの作成

と、期間の延長などの制度改革の導入をすることで、非稼動講座の多い NISA を

流通市場の活性化に導ける制度にする。これら 5 つの提案によって、「投資家層

の拡大」と「既存投資家の取引拡大」を実現することで、流通市場の活性化の

定義である「取引量の増加」が期待できる。  20 

 本稿では、流通市場を中心に活性化を促す提案を行ったが、証券市場全体

を活性化するためには、流通市場だけでなく、発行市場の活性化もなされるべ

きである。しかし、流通市場の活性化により、「車の両輪」として位置づけられ

る発行市場の活性化に繋がることも確かである。我々の提案が、流通市場の活

性化、ひいては証券市場の活性化の端緒となり、証券市場本来の役割を果たし、25 

目指すべき姿になることができる。そして、証券市場を筆頭に日本経済の発展

を支えることで、より豊かな日本が訪れるであろう。  

 

 

 30 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 53 

参考文献 

〈参考文献・論文〉 

日本証券経済研究所(2016)「図説 アメリカの証券市場 2016 年版」 

日本証券経済研究所(2018)「図説 日本の証券市場 2018 年版」  

中野晴啓(2014)「投資信託のしくみ」  5 

証券経営研究会(2018)「変貌する金融と証券業」 

土屋敦子(2017)「本当にわかる株式相場」日本実業出版社  

大竹のり子(2018)「じっくり派もお手軽派も  必ずトクする!NISA 入門」ナツメ

社 

（順不同）  10 

〈参考 Web 資料〉 

各 URL ともに、2018 年 10 月 25 日の時点で閲覧可能を確認済みである。  

一般財団法人 企業活力研究所(2018)「新時代の非財務情報開示のあり方に関

する調査研究報告書」  

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/pdf15 

/csrreports30report.pdf 

一般財団法人投資信託協会 (2018)「投資信託に関するアンケート調査報告書 -

2017 年（平成 29 年）NISA、iDeCo 等制度に関する調査」  

http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/337989/ 

外務省 HP 「持続可能な開発目標（SDGs）とは」 20 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html 

経済産業省(2018)「アクティブ・ファンドマネージャー分科会報告書」 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/AFM

_report.pdf 

経済産業省(2017)「2017 年版中小企業白書  概要」  25 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityu

uGaiyou.pdf 

  



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 54 

経済産業省(2018)「上場企業の非財務情報開示と中長期視点の対話に向けての

取り組み～2018 年度  

『IR 活動の実態調査』結果からの考察」  

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/tougou_houkoku/pdf/00

6_07_00.pdf 5 

大和総研(2017)「2016 年度の企業の資金調達動向」  

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-

mkt/securities/20170601_012035.pdf 

大和総研(2012)「ベンチャー企業の資金調達」 

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-10 

mkt/securities/12030201capital-mkt.pdf 

大和総研(2017)「IPO 市場の動向と国際化に関する比較」  

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-

mkt/securities/20170317_011828.pdf 

大和総研(2017)「国内勢の日本株保有比率上昇のために」  15 

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-

mkt/securities/20171018_012379.pdf 

大和総研(2014)「日本株式市場の相違点」  

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-

mkt/securities/20140728_008797.pdf 20 

大和総研(2017)「2018 年、つみたて NISA（積立 NISA）導入で NISA はこう変

わる」  

https://www.dir.co.jp/report/research/law-

research/tax/20170426_011939.pdf 

大和総研(2018)「金融庁、NISA 恒久化・相続税評価を継続要望」  25 
https://www.dir.co.jp/report/research/law-

research/tax/20180926_020334.pdf 

投資信託協会(2018)「投資信託に関するアンケート調査 報告書」投資信託協

会  

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research/ 30 
 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 55 

中小企業庁（2016）「中小企業・小規模事業者の現状と課題」  

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kihonmondai/2016/downloa

d/161031kihonmondai04.pdf 

中小企業庁 HP「中小企業・小規模事業者の定義」  

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 5 

中小企業庁(2016)「中小企業白書 2016 年版」 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo_

part2_chap5_web.pdf 

Deloitte「IPO（株式上場）のメリット・デメリット」  

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ipo/ipo-10 

merit.html 

日本取引所グループ HP (2015)「新規上場基本情報 各市場の形式基準（一部

抜粋）」  

https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/basic/01.html 

日本取引所グループ HP「新規上場基本情報」 15 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/basic/04_archives-

01.html 

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

12 月 22 日改訂版）」  

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j6d-20 

att/governance_091222.pdf 

日本取引所グループ(2018)「2017 年度株式分布状況調査の調査結果について」 

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-

equities/examination/nlsgeu0000036n2d-att/j-bunpu2017.pdf 

日本取引所グループ ロンドン駐在員事務所 (2016)「ロンドン証券取引所グルー25 

プとドイツ取引所、合併に向けた動き」  

http://www.camri.or.jp/files/libs/169/20170324175003265.pdf 

日本証券業協会(2018)「株式投資型クラウドファンディング統計情報」 

http://market.jsda.or.jp/shiraberu/kabucrowdfunding/toriatsukai/data/1

81015statistic_cf.xlsx 30 

 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 56 

日本証券業協会(2016)「英国における個人の中長期的・自助努力による資産形

成のための投資優遇税制等の実態調査 報告書」 

http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/kaigai_houkokusyo_160623

.pdf 

日本証券業協会(2018)「『証券投資』についてもっと学ぶ」  5 

http://www.jsda.or.jp/nisa/investment/more/ 

日本証券業協会(2018)「個人投資家の証券投資に関する意識調査報告」 

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki/files/20180131ishikicho

usa.pdf 

日本証券業協会(2018) 「NISA 及びジュニア NISA 口座開設・利用状況調査結果10 

（全証券会社）」  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/nisajoukyou.html 

日本証券業協会(2014)「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」  

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf 15 

日本生命(2015)「日本株の 3 割を外国人投資家が保有？~相場を左右する外国

人投資家~」 

https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/kako/69.html 

株式会社東京証券取引所グループ(2011)「株式会社東京証券取引所グループと

株式会社大阪証券取引所の経営統合に関する合意について」  20 

https://www.jpx.co.jp/corporate/about-jpx/history/tvdivq0000006uqg-

att/b7gje60000024juq.pdf 

株式会社東京証券取引所(2017)「コーポレートガバナンス・コードへの対応状

況」 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-25 

att/nlsgeu000002nrg9.pdf 

東京証券取引所(2018)「2018 新規上場ガイドブック（市場第一部・第二部編）」  

https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-

tse/new/guide/tvdivq0000002g9b-att/honsoku_full.pdf 

 30 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 57 

金融庁(2017)「平成 28 事務年度 金融レポート」  

https://www.fsa.go.jp/news/29/Report2017.pdf 

金融庁(2016)「平成 27 事務年度 金融レポート」  

https://www.fsa.go.jp/news/28/20160915-4/01.pdf 

金融庁(2018)「NISA（一般・つみたて）の現状」 5 
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20180702-1/01.pdf 

金融庁(2016)「NISA 制度の効果検証結果」  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20161021-1/01.pdf 

内閣府(2017)「平成 29 年版高齢社会白書（全体版）」  

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-10 

2017/html/zenbun/index.html#container 

野村資本市場研究所(2018)「株式市場 主要取引所の株式時価総額推移」  

http://www.nicmr.com/nicmr/data/market/stock.pdf 

野村資本市場研究所(2001)「金融・資本市場制度改革の潮流」  

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2001/2001sum04.pdf 15 

野村資本市場研究所(2007)「経営統合に向かうナスダックと OMX-加速する世界

的な取引所再編-」  

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2007/2007aut07.pdf 

野村資本市場研究所(1997)「NASD の機構改革~問い直される自主規制機関の役

割~」 20 

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/1997/1997sum09.pdf 

野村資本市場研究所(2005)「ニューヨーク証券取引所の株式会社化と自主規制」 

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2005/2005sum02.pdf 

みずほ総合研究所(2008)「世界の証券取引所再編の動向」  

https://www.mizuho-25 

ri.co.jp/publication/research/pdf/research/r080301finance.pdf 

みずほフィナンシャルグループ(2018)「ESG と企業経営について」  

https://www.mizuho-

fg.co.jp/company/activity/onethinktank/pdf/vol016.pdf 三井住友アセット  

 30 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 58 

マネジメント HP 「国連の責任投資原則」  

https://www.smam-

jp.com/company/responsibility_investment/esg/principle.html 

三菱 UFJ 信託銀行(2013)「英国版 ISA との比較から考察する日本版 ISA の特徴

~ISA(アイサ)れる NISA(ニーサ)に向けて~」  5 

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/pdf/u201309_1.pdf 

清水葉子(2015)「アメリカの証券市場構造と HFT」 

http://www.jsri.or.jp/publish/review/pdf/5511/02a.pdf 

宮原幸一郎(2017)「取引所を巡る最近の動向」 

http://www.jsri.or.jp/publish/review/pdf/5801/02a.pdf 10 

株式会社インテージ(2016)「国民の NISA の利用状況等に関するアンケート調

査 

（2016 年 2 月）」  

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20161021-1/01.pdf 

S&P 社(2015)「Financial Literacy Around the World:」 15 

http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-

5.11.16.pdf?x87657 

産経新聞(2018)「イデコ加入者 100 万人突破へ 個人型確定拠出年金 公的年

金不信も背景」  

www.sankei.com/economy/news/180816/ecn1808160002-n1.html 20 

日本年金機構(2015)「マクロ経済スライド」  

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20150401-

02.html 

日本銀行 HP(2018)「資金循環」  

http://www.boj.or.jp/statistics/sj/ 25 

日本銀行調査統計局(2018)「資金循環の日米欧比較」  

http://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf 

藤吉栄二(2014)「金融機関における PFM（Personal Financial Management）

の活用」  

http://fis.nri.co.jp/ja-30 
JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2014/08/201408_6.html 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 59 

山田グループ(2018)「NISA 口座の開設時の手続きの見直し等」  

https://www.yamada-partners.gr.jp/wp-content/uploads/2018/05/007.pdf 

大墳 剛士(2017)「 日本におけるダーク・プールの実態分析」  

https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-

paper/tvdivq0000008q5y-att/Summary_JPX_working_paper_Vol21.pdf 5 

an (2018)「バイト×かけもち~かけもちバイトの実態~」  

https://weban.jp/contents/guide/anke/201407.html 

総務省(2016)「情報通信白書」  

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc111110

.html 10 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(2015)「日本経済と株式投資に

関する意識調査」  

https://www.sparx.co.jp/news/uploads/pdf/PressJ150219.pdf 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(2017) 「日本経済と株式投資に

関する意識調査 」  15 

https://www.sparx.co.jp/news/uploads/pdf/PressJ170413.pdf#search=%27

女性++投資+興味+調査 %27 

野村総合研究所(2015)「『若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の

利用促進に向けた課題に関する調査』報告書」p4 

https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20151001-1/01.pdf  20 

Morningstar(2015)「NISA に適した金融商品は？」  

http://www.morningstar.co.jp/nisa/product/stock21.html 

大墳剛士(2017)「日本におけるダーク・プールの実態分析」  

https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-

paper/tvdivq0000008q5y-att/Summary_JPX_working_paper_Vol21.pdf 25 

金融広報中央委員会(2016)「『金融リテラシー調査』の結果」  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/20

16/pdf/16literacy.pdf 

金融庁(2017)「スチュワードシップ・コード改訂への対応状況について」  

 https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20171221/02.pdf 30 



平成 30 年度証券ゼミナール大会 
立教大学亀川ゼミナール 宇佐美班 

 

 60 

KPMG ジャパン(2017)「『スチュワードシップ・コード/企業との対話』に関する

意識調査」https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-corporate-

governance-overview-2017-02.pdf 

経 済 産 業 省 ・ 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 (2017)「 な で し こ 銘 柄 レ ポ ー ト 」

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/pdf/nadeshiko2015 

7.pdf  

finte(2017)「世界と日本の金融教育を徹底比較！日本はどうあるべき？」  

https://www.enigma.co.jp/media/page-11251/ 

MONEY PLUS 編集部(2018)「SBI・松井も参戦、株取引が特になる『ダークプー

ル』の魔力」 https://moneyforward.com/media/career/54171/ 10 

S&P Dow Jones Indices (2017)「SPIVA Japan Scorecard」  

https://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-japan-year-end-2017.pdf 


	序章
	第１章 証券市場の意義
	第2節　目指すべき証券市場の姿
	第3節　活性化の定義

	第２章 証券市場の動向
	第1節　日本を含む世界の取引所の動向
	第2節　日本の金融政策
	第3節　企業の動向
	第4節　個人投資家の動向
	第6節　海外投資家の動向

	第３章 流通市場における問題点
	第1節　新規投資家層拡大への弊害
	第2節　既存投資家の取引拡大への弊害

	第４章 流通市場活性化に向けた提案
	第１節 新規投資家層増加に向けた提案

	終章
	参考文献

