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序章  

 1990 年代前半、日本経済はバブルが崩壊し低迷が続いた。それに追い打ちを

かけるように、アメリカやイギリスは金融市場の改革を重ねていたが、日本は

バブル崩壊後の 1996 年から大規模な金融制度改革いわゆる「日本版金融ビッ

グバン」を行った。しかし、家計において投資する傾向の低い日本の証券市場5 

はいまだに活性化がなされているとは言い難い。図 1 は家計の資産構成をアメ

リカやユーロエリアと比較したものである。この図からは日本の家計資産の現

金・預金の割合がいかに高いかが明らかになる。多くの現金・預金として蓄え

られている 17461兆円もの個人金融資産を証券市場へと振り向けることで、証

券市場の活性化へとつながるのである。  10 

 

図表 1 

 

出所）日本銀行（2016）「資金循環の日米欧比較」より筆者作成  

  15 

本稿では証券市場の活性化に欠かせない証券流通市場の活性化について議論

する。活性化の定義は「取引量の拡大」及び「株式市場における個人投資家層

の拡大」の 2 点とする。第 1 章で証券市場に関する基本的な枠組みを理解し、

第 2 章以降で証券流通市場、企業、家計のそれぞれの課題と提言を示す。そし

て第 5 章ではそれぞれの提言の活性化へのつながりを示す。  20 

                                                   
1日本銀行（2016）「資金循環の日米欧比較」  
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第 1 章 証券市場とは 
 本章ではテーマである今後の証券流通市場の活性化について考察するにあた

り、証券市場について基本的な概要を述べる。証券とは何かから金融市場、株

主の権利についてなどの知識を理解することが目的である。  

 5 

1-1 金融市場と証券市場の関係  

 証券市場について述べるには金融市場についても触れておく必要がある。金

融市場とは資金余剰部門から資金不足部門へと資金が融通される場のことであ

る。資金余剰部門とは主に家計のことであり、資金不足部門とは主に企業や政

府のことである。金融市場は資金の流れから間接金融と直接金融に分類するこ10 

とができる。  

間接金融では資金余剰部門と資金不足部門の間に銀行などの金融機関を介し、

資金が融通される。家計が金融機関に預金をし、金融機関が家計に代わって資

金不足部門へ投資や融資を行う。間に金融機関などが入ることで、資金余剰部

門である家計がリスクを取ることなく、資金が融通される。  15 

一方、直接金融では資金余剰部門から資金不足部門へと直接資金が融通され

る。家計などの資金余剰部門は株式や債券を購入することで資金不足部門へと

資金を融通する。実際には証券会社が投資家からの注文を受けるため間に入る

ことになるが、取引を仲介しているだけであり、事実上は家計から企業または

政府へ直接資金を融通していることになる。間接金融とは異なり、家計は自ら20 

リスクを負担しなくてはならない。この直接金融の取引が行われる代表例が証

券市場である。証券市場は金融市場の一部として資金余剰部門から資金不足部

門へと資金を融通する役割を担っているのである。  

 

1-2 証券市場の機能面による分類 25 

証券市場は株式や債券などの証券の取引を通じて、資金が融通される場であ

る。証券市場は機能面に応じて発行市場と流通市場に分類することができる。

発行市場とは新規に発行される有価証券が投資家に一次取得される市場のこと。

また、流通市場とは発行された証券が投資家間で自由に売買される市場である。 

発行市場と流通市場は密接に関わり合っており、車の両輪ともいわれる。発30 
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行市場が存在しなければ、流通市場で売買される有価証券が発行されない。ま

た、流通市場が存在しなければ、発行市場で投資家が安心して証券を購入する

ことができない。このように二つの市場は密接に関わりあっており、双方とも

に欠かせない存在なのである。  

 5 

1-3 証券市場で売買される証券とは 

証券市場で売買される証券について述べていく。証券とは財産上の権利を表

すものであり、大きく二つに分類される。一つ目は証拠証券である。証拠証券

とは一定の事実を証明している証券であり、借用証書などが証拠証券にあたる。

二つ目は有価証券である。有価証券は証券自体に権利の行使が結びついており、10 

権利の移転が容易になっている。証券自体に価値があるため、売買の対象とな

る。株式や債券などが有価証券に分類される。証券市場で売買されるのはこの

株式や債券などであり、それぞれ株式市場、債券市場が存在している。  

 

1-4 債券と保有者の権利  15 

 債券とは国や、地方公共団体、企業などが資金調達の目的で発行する有価証

券の一種である。発行体や償還の優先順位、債券の形態、償還期限など様々な

種類のものがある。資金調達を目的に発行される点では株式と同じだが、利率

や償還期限などがあらかじめ決められているのが特徴である。また、ムーディ

ーズやスタンダード＆プアーズなどの格付け機関が債券の信用力を評価し公表20 

している点も特徴である。  

 債券の権利とは決められた日に利子を受け取り、債券が満期を迎えると償還

される権利である。株式のように経営に参加することはできず、決められた日

に利子と返済を受ける権利を有している。  

 25 

1-5 株式と株主の権利  

株式とは株式会社における出資者である株主の地位を細分化したものである。

出資比率に応じた権利と責任が与えられる。企業は株式の発行により多くの出

資を容易に集めることができるため、現在では株式会社が広く普及している。  

株主の権利は自益権と共益権に分類される。自益権は一単元でも株式を保有30 
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していれば全ての権利を行使できる「単独株主権」しかないが、共益権には一

定以上の株式を保有していないと行使できない「少数株主権」が含まれている。

自益権には利益配当請求権、残余財産分配請求権などがある。共益権には議決

権などがある。利益配当請求権とは利益を配当金として分配するよう請求でき

る権利である。剰余金配当請求権や配当請求権と呼ばれる場合もある。残余財5 

産分配請求権は企業が解散した際に、清算後に残った財産の分配を請求できる

権利のことである。また、議決権とは株主総会において、経営方針などを決議

することができる権利である。所有する株式数に応じた議決権を行使すること

ができる。  

 10 

第 2 章 証券流通市場  

 本章ではまず証券流通市場の役割と必要とされる要因について触れ、債券と

株式の流通市場の概要について述べる。そして、世界各国の取引所と比較しつ

つ、国内証券取引所の課題と提言を提示する。  

 15 

2-1 証券流通市場の役割と必要とされる要因  

証券流通市場の役割について考察する。役割として以下の二点が挙げられる。

一つ目は価格発見機能である。社会に存在する需給を反映した公正な価格形成

を図る役割がある。株式や債券の時価は企業価値やリスクを評価する際によく

用いられるように、公正な価格を発見する意義は十分にあると言える。二つ目20 

は効率的な資金配分である。価格発見機能によって形成された公正価格では、

価格メカニズムによる調整機能が働き、需給の不均衡が解消される。価格が動

くことで各投資家がどの資産をどれだけ保有するのか選択をすることで、効率

的な資金配分が可能となる。  

次に、証券流通市場の役割を果たす上で必要とされる要因を挙げていく。一25 

つ目は信頼性の高い取引システムである。証券市場は国の公共的なインフラと

して位置づけられるもので、公正性、透明性を基礎とした高い信頼性が求めら

れることは言うまでもない。二つ目は取引量の増加である。公正価格は活発な

市場での取引によって決定される価格と定義されているため、ある一定数の取

引量がないと証券市場を通して公正な価格を決定することができない。三つ目30 
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は市場参加者の増加である。市場参加者が増加することにより、より多くの需

給を反映させることができ、公正な価格形成が行われやすくなる。このように、

証券流通市場の活性化が役割を果たす上で必要な要因となっているのである。  

 

2-2 債券流通市場  5 

既発債を売買する場所である債券流通市場には、取引所取引と店頭取引があ

る。これらの取引方法としては、既発債を売買するために、投資家から注文を

受けた証券会社等が、その注文を証券取引所に取り次ぎ、取引所で売買の相手

方を探すか（＝取引所取引）、自らが売買の相手方になって相対取引（＝店頭取

引）をするかである。図表 2-1 は、公社債の市場別売買高を表した表であるが、10 

図表 2-1 からもわかるように、公社債流通市場における取引の大部分は、店頭

取引により行われているという特徴がある。  

 

公社債の市場別売買高  図表 2-1 

 15 

出所）『日本の証券市場  2016 年版』より筆者作成  

 

店頭取引は、取引所取引とは異なり、取引所のようにリアルタイムでの取引

価格は公開されておらず、機関投資家を中心に通常、投資家は１ないし複数の

債券ディーラーに対して取引の可能性、そして可能な場合にはその価格や数量20 

等の提示を求める。そして、取引ニーズにマッチすれば取引制約に進むことに

なる。このとき、投資家は後述の通り事前に公表されている債券の価格情報を

国債 新株予約権付社債 その他
2006年度 取引所 0 102 0

店頭 956,614 118 24,097
2008年度 取引所 0 66 0

店頭 1,036,073 72 15,042
2010年度 取引所 0 56 0

店頭 761,950 70 10,175
2012年度 取引所 0 30 0

店頭 841,743 45 9,759
2014年度 取引所 0 8 0

店頭 1,039,157 11 11,273
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参考として取引実行を判断することになる。  

投資家の問合せに関わらず予め事前に提示される価格情報（気配情報）には、

日本証券業協会の「公社債売買参考統計値」、ブルームバーグ公社債基準価格

（BBYF）、債券標準価格がある。事前に取得可能な債券価格の情報では、多く

の投資家が無料で利用可能であり、かつ価格公表銘柄数も多い「売買参考統計5 

値」が最も利用されていると考えられる。ただ、こうした事前の価格情報にし

ても、今後公表される社債の取引情報についても、投資家の売買に当たってそ

の実行を判断する際の参考としての機能を有するものである。また、流動性が

低い銘柄や、信用リスクを急激に変化させる事象が発生した銘柄などにおいて、

売買参考統計値と実際の取引価格やビッド・オファー等との乖離を指摘する声10 

が上がっていた。これらの意見を受け 2015 年 11 月に「社債の取引情報の報

告・発表制度」が開始された。これは、一定の要件を満たした一部銘柄につき

価格情報等の開示を行うというものである。しかし、公開されるのは、格付け

が AA 格以上のもの等、複数の条件がある。また、それより下の格付けの社債

の価格情報は分からないため、それに対する非難の声が上がっているのが現状15 

である。  

今後、今回の改正を機に債券市場がどう変化していくか動向を見ていきたい。 

 

2-3 株式流通市場  

株式流通市場では、すでに発行されている株式の取引が行われる場であり、20 

証券取引所が開設する取引所市場と民間業者による取引システム（PTS：私設

取引システム）、取引所上場銘柄の取引所外取引から構成される。取引所におけ

る取引は、①一定の上場基準を満たした上場銘柄の取引を、②定められた立会

時間に、③オークション取引によって行い、④証券取引所は取引の公正性を図

るために、取引や証券会社の業務内容について自主規制期間として管理・監督25 

にあたっている。  

取引所市場は証券取引所の開設する市場であり、東証と大阪証券取引所の現

物市場が統合した日本取引所 2、名古屋、札幌、福岡の 4 取引所がある。国内証

                                                   
2 2013 年、東京証券取引所と大阪証券取引所が市場の魅力と利便性向上、グローバルな

市場間競争を背景に経営統合。これに伴い、「大阪取引所」に商号変更。また、東京証券
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券取引所の株式取引は東証への集中度が高い。上場銘柄数でも 90％近くを占め、

下のグラフの売買代金で見ても一極集中なのがわかる。  

 

図表 2-2 

 5 

出所）『図説  日本の証券市場』（ 2016）49 ページ  より筆者作成  

  

このように東証一部を頂点とした階層構造になっている要因は、企業が社会

的なステータスが高いと東証一部を目指す傾向が強いからである。  

この他にも、規模は小さいがグリーンシート市場 3で、一定の条件を満たした10 

株式未公開企業が、株式発行や流通を行うことができる市場がある。また、一

部の証券会社が独自に開設している PTS 業務 4では、客の投資家から受けた売

買注文を自社の電子システム上で付け合せて売買を成立させるサービスを行っ

ている。この PTS のメリットは、取引所を通さずに売買でき、取引終了後の夜

間でも取引が可能なことである。また、売買手数料が安く、株価の変動幅も小15 

刻みであるため、投資家はきめ細かく売買できる。こうした利点が反映されて

取引高は緩やかに伸びているが、現物取引に占めるシェアはおよそ 5％程度を

                                                   
取引所に現物市場、大阪取引所にデリバティブ市場を集結させた。  
3 新たな非上場株式の取引制度である株主コミュニティの制度の整備に伴い、グリーンシ

ート市場は 18 年 3 月末限りで廃止が決定している。  
4 1998 年、市場間競争の促進と利便性向上を目的とし、証券取引法改正によって認めら

れた。  

643 兆 1,056 億円  

（99.974％）  
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占めるにとどまっている。日本に先行して PTS が普及した欧米では、個別株売

買の 3～4 割程度が PTS など取引所以外に流れているとされ、取引所再編の一

因になった。  

 

2-4 株式市場の活性化に向けた証券取引所の現行と施策  5 

今後の日本の市場の発展のためにも取引所の現状と課題を述べた上で、取引

所に対して提案をしていきたい。取引所の課題の中でも、特に議論が交わされ

ている取引時間と外国企業の国内上場について考察していく。  

証券取引所は、有価証券の売買等を行うために必要な有価証券市場を開設し、

公益および投資者の保護に資するため有価証券の売買等が公正、円滑に行われ10 

ることを旨として運営することにあり、公正かつ透明で効率的な市場の提供が

使命である。そのため、大量の売買注文を公正かつ円滑に執行するため、取引

時間、値段を指定する方法、取引単位、決済方法等についての細かな規定が設

けられている（売買の定型化）。また、売買は基本的に競争売買によって行われ、

証券取引所で対象となるのは、株式数・株主数・純資産等についての一定の基15 

準（上場基準）を満たした会社の株式に限られている。  

このように証券取引所に関する規定は、金融商品取引法に明記されている。

また、取引所市場の目的、運営等細かな点に関しては、各証券取引所の定款に

定められている。  

 20 

2-4-1 国内証券取引所における外国企業の上場  

（1）現状  

現在、東証の外国株市場 5に上場している企業はわずか 8 社（2016 年 9 月末）

であり、1991 年のピーク時の 127 社と比べると、大幅に減少していることが

わかる。日本はバブル崩壊とともに、外国企業の撤退が増加し、さらに 2008 年25 

の金融危機が日本経済の低迷に拍車をかけ、外国企業が日本市場に上場するメ

リットが見出しにくくなった。図表 2-3 は外国企業の東証上場企業数の推移を

表したグラフである。グラフから読み取れるように、1990 年から国外の上場企

                                                   
5 1973 年 12 月に開設し、外国企業を上場させて売買できるようにした。日本株と同じよ

うに円建てで取引することができる。  
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業数は減少の一途をたどっている。  

 

図表 2-3 

 

出所）日本取引所グループ  上場会社数・上場株式数より筆者作成  5 

 

また、図表 2-4 は主要各国の証券取引所における国外上場企業数を示したも

のである。表からわかるように、世界の主要取引所と比べても上場企業数の合

計に対しての国外上場企業数の比率が日本は圧倒的に低いことがわかる。  

 10 

図表 2-4 世界主要取引所の上場企業数（2015 年 2 月末）  

※（）内は全体の上場企業数に対しての外国企業数の割合  

 出所）楽天証券  主要取引所上場企業数  より筆者作成   
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国内上場企業 国外上場企業数

（社） （社）

東京証券取引所 3,462 12（0.35％） 3,474

ニューヨーク証券取引所 1,934 527（21.41％） 2,461

ナスダック（米） 2,426 354（12.73％） 2,780

ユーロネクスト 940 122（11.49％） 1,062

香港証券取引所 1,675 91（5.15％） 1,766

台湾証券取引所 815 67（7.60％） 882

韓国取引所 1,845 14（0.75％） 1,859

取引所 計
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投資魅力の高い外国企業が東京市場へ上場することで、我が国の投資家が外

国企業に投資しやすくなるため、国民金融資産の運用拡大につながる。外国株

投資の特徴としては、各国の魅力的な代表的企業に投資が可能なこと、投資ポ

ートフォリオの充実が可能になること、利回りの高い株式への投資が可能にな5 

ることが挙げられる。  

このようなメリットがあることから、東証への外国企業上場は重要な課題で

ある。上述したように、外国企業には投資魅力が高く、国内証券取引所が活性

化するためには重要なものとなってくる。そのためにも日本の市場が外国企業

にとって魅力的であるような市場整備をしていく必要がある。  10 

 

（2）現在の取り組みと今後の展望  

企業が他国市場で上場する理由としては、資金調達と PR 効果が主である。

1990 年代に日本に上場した外国企業は資金調達よりもバブルによる PR 効果

を狙ったものが多かった。現在、外国企業にとって資金調達をするため日本に15 

上場するメリットがないのが現状である。その際、重要になってくるのが上場

コストと取引量の多さである。2011 年、金融商品取引法の改正に伴い、英文

開示制度が見直され、「公益又は投資者保護に欠けることがないこと」を前提

に、有報等の発行開示を英文で認めた。ただし、証券情報（募集又は売り出し

に関する事項）など重要な部分は日本語翻訳の要約文を必要とした。これによ20 

り、日本語翻訳にかかるコストが削減された。また、国内投資家が分散投資の

一つとして外国株を買う傾向が近年みられる。実際、個人投資家が法定開示の

対象となっていない海外市場の外国株を、我が国証券会社を通じて購入する動

きが活発化しているのが財務省のデータからもわかる。国内株を買うと同時に

リスク回避として投資魅力の高い外国株を選ぶ個人投資家が増えているのであ25 

る。  

以上のように、上場コストの負担軽減や国内投資家の外国株購入の動きで、

より日本市場に外国企業が上場しやすくなった。今後日本は、「投資家のため

の取引所づくり」を第一に考え、投資家にとって魅力あるかつ安全な取引所を

目指していくことが大切である。そのためにも、適切な会社情報開示、投資対30 
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象として安心できることを前提に、外国企業の上場誘致をしていくべきであ

る。  

 

2-4-2 取引時間拡大におけるイブニング・セッションの導入  

（1）現状  5 

現在東証の現物市場での取引時間は、午前 9 時から 11 時半までの前場と午

後 12 時半から 3 時までの後場の合計 5 時間になっている。図表 2-5 は、主要

各国の証券取引所の取引時間を示している。この図表 2-5 から、他国の取引時

間と比べて日本の取引時間は短いことがわかる。株式市場の取引時間が短いと

投資家の取引機会減少が懸念される。また、東証の取引終了（大引け）はシン10 

ガポールや香港の現地時間ではまだ午後 2 時であり、その後の取引時間中（シ

ンガポールは午後 5 時過ぎまで、香港は午後 4 時まで）に発生した情報は東証

の株価に全く反映されない状況にある。 6 

 

主要各国の証券取引所の取引時間  図表 2-5 15 

 

出所）『 2016 年版  日本の証券市場』より筆者作成  

                                                   
6 NRI Financial Solution2014 参照  
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2010 年に、昼休みの見直しによる取引時間の拡大が検討され、昼休みの 30

分短縮が実現した。この昼休みの見直しには、昼休みの廃止も検討されたが、

昼休みを廃止すれば板寄せの回数が半減するので市場の流動性を低下させる、

昼休みには立会外取引システムを通じたブロック取引やバスケット取引が行わ

れており、廃止されればそうした取引を実施するタイミングが失われる、上場5 

企業が昼休みに情報開示を行うことが少なくないが、取引が続いている中で開

示を行うことになれば、市場の混乱を引き起こす懸念もある、といった指摘が

なされ、最終的に昼休みの時間短縮に決まったのである。そして 2014 年には、

夜間取引の導入や夕方セッション、取引時間の延長が検討された。しかし、業

務の負担増加への懸念など、いくつかの懸念事項が出てくる形となり、導入が10 

見送られることとなった。  

このように何度となく東証の取り組みがなされてきたが、まだ東証の取引時

間は国際的にみて短いのが現状である。図表 2-6～2-9 は、諸外国と比較した東

証の株式時価総額や売買代金総額の推移を表している。  

現在（2016 年 5 月時点）東証は、時価総額で世界第 3 位のシェアを獲得して15 

いる。しかし、「中国市場全体に目を向けると株式時価総額が，2006 年より徐々

に拡大し，09 年 7 月 15 日、3.21 億米ドルになり日本を超えアメリカに次ぐ

世界第二位の株式市場になっている。」（アジアの証券市場・公益社団法人日本

証券経済研究所・2016・40 ページ）現在は、低調な推移を続けているが今後は

中国市場の拡大が見込まれる。以上のことを踏まえ「アジアで最も選ばれる」20 

取引所作りをビジョンに掲げる東証は、国際競争力の強化のためにも、取引時

間拡大を行うべきではないだろうか。  
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図表 2-6 主要取引所の株式時価総額推移（2006～2016 年 5 月末）  

 

 

図表 2-7 アジア（除く日本）の株式時価総額推移（ 2006～2016 年 5 月末） 

 5 
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図表 2-8 主要取引所の株式売買代金推移（2006～2016 年 5 月末）  

 

図表 2-9 アジア（除く日本）の株式売買代金推移（ 2006 年～2016 年 5 月末）  

 

出所）図表 2-6～2-9 世界取引所連盟公表資料より野村資本市場研究所作成資料  5 

 

（2）提言  

取引時間の拡大として、午後 4 時から 6 時くらいまでの取引を想定するイブ

ニング・セッションの導入をあげる。また導入するに当たって、市場関係者の

コスト等の負担増加を懸念し、証券取引所への取引参加料金の支払額の引き上10 

げと、証券会社への株式売買委託手数料の増加をあげる。  

楽天証券が個人投資家にとったアンケートでは、イブニング・セッション導

入に「賛成」の意見が 50.9％であるのに対し、「反対」の意見がわずか 19.1％
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という結果であった。7国内投資家層の拡大のため投資家が投資しやすい取引所

作りを行うためには、投資家の意見に目を向けることが大切なのではないだろ

うか。  

まずイブニング・セッションを導入することへのメリットとして、以下の三

点をあげる。  5 

第一に、アジア市場で発生する情報をリアルタイムで日本の株価に反映させ

ることが可能となる。また、全体の取引時間は 7 時間弱となって欧米市場に比

べても遜色のない長さとなり、取引終了時間はシンガポールとほぼ同時になる。 

第二に、多様な投資家の取引参加が期待できる。まず、夜間取引とは異なり、

多くの機関投資家の取引参加が見込める。シンガポール等から発注する投資家10 

が積極的に取引すれば、国内に拠点を置く機関投資家も、現在の実務慣行を少

し変えて取引に参加すると考えられる。また、終了時間が午後 6 時になれば、

日中の取引が難しいとされる投資家も一定程度は取引に参加できるだろうし、

日中に積極的に取引しているデイトレーダー的個人投資家は、当然イブニング・

セッションにも積極的に参加することが考えられる。  15 

第三に、引け後の決算情報が適時に株価に反映されないという批判にも応え

ることができる。一定のインターバルを置いてからではあるが、イブニング・

セッションを開始することによって、これまでは翌日の寄り付きで決算情報が

株価に反映されていたが、イブニング・セッションの開始時刻である午後 4 時

に反映される。  20 

以上の三点がイブニング・セッション導入のメリットである。  

しかし、イブニング・セッションを導入するにあたって証券会社にコストや

人員を含めた様々な追加負担が発生するというデメリットがあげられる。取引

時間拡大に反対する意見 8の多くが証券会社であることは、このようなことが起

因すると考えられる。また、証券会社のほかにも、証券取引所の負担コストの25 

増加も挙げられる。そこで、イブニング・セッションに関して、証券取引所へ

の取引参加料金の支払額の引き上げと、証券会社への株式売買委託手数料の増

                                                   
7楽天証券「取引時間延長に関する緊急アンケート」 2010/8/16 実施  参照    
82014 年 2 月会員証券会社などをメンバーにする研究会を発足させて議論を重ねてきた

が、日本取引所グループの意欲とは裏腹に、会員証券会社、中でも、対面型の証券会社

からは慎重論が相次ぐ形となった。  
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加を挙げる。株式売買委託手数料の水準は固定されていたが、1998 年 4 月の証

券取引受託契約準則の改正により、売買代金 5000 万円超の取引に係る部分に

ついて自由化が行われた。さらに 1999 年 10 月には完全自由化され、証券会社

が独自に手数料体系を定めることができるようになった。証券取引所への参加

料金の引き上げは、証券会社が株式売買手数料の引き上げを行う要因となる。5 

また、株式売買委託手数料の増加は、証券会社のイブニング・セッション参入

へのインセンティブにもつながると考えられる。  

 

第 3 章 企業の資本効率と投資家との関係  

本章では株式や債券を発行する主体である企業について考察していく。日本10 

経済新聞によると「株価の変調について海外投資家はアベノミクスの成長戦略

の行き詰まり感、企業統治改革の成果の乏しさ、円高トレンドへの転換などを

主な要因にあげる。なかでも失望が広がっているのは「伊藤リポート」で重要

指標として指摘された自己資本利益率（ROE）に改善が見られないことだ。」

[『日本経済新聞』 2016 年 7 月 14 日「企業価値向上への課題」 ]とあり、株価15 

が上がらない原因として自己資本効率（ROE）の低さや、コーポレートガバナ

ンスなどに課題があるとされている。本章ではこれらの課題が注目されるよう

になった背景を確認しつつ、第 1 に資本効率についての課題と提言を行い、第

2 にコーポレートガバナンスの課題と提言を行う。  

 20 

3-1 資本効率とコーポレートガバナンスの注目度の高まり  

経済産業省は 2014 年 8 月に『持続成長への競争力とインセンティブ～企業

と投資家の望ましい関係構築』プロジェクト、いわゆる伊藤レポートを発表し

た。これは企業と投資家の対話を通じて企業の持続的な企業価値向上を目指す

ための分析と提言を行うものである。伊藤レポートでは個々の企業の収益力を25 

高めることが重要であると提言している。その中で ROE8％という絶対的な目

標を定め、投資家を意識した経営を行うことを求めている。さらに、 2014 年

2 月に発表されたスチュワードシップ・コード、2015 年 3 月に発表されたコ

ーポレートガバナンス・コードの行動規範を示す 2 つのコードによって、コ

ーポレートガバナンスの注目度は増した。これらはどちらもコーポレートガバ30 
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ナンスを促すための指針であるが、その対象が異なり企業に対する指針はコー

ポレートガバナンス・コード、投資家（機関投資家）に対する指針はスチュワ

ードシップ・コードが考案されている。内容としては株主の権利の確保や情報

開示の透明性の維持など細かく原則が記されている。こうした資本効率やコー

ポレートガバナンスの注目には大きな理由があり、その一つとして挙げられる5 

のが外国人投資家の増加である。図 3-1 は投資部門別株式保有比率をグラフに

したものである。図 3-1 によると近年外国人投資家の株式保有率が増加してお

り、その額は日本市場の約 3 割を占めている。  

 

図表 3-1 主な投資部門別株式保有比率図 10 

 

出所）独立行政法人  労働政策研究・研修機関 9 

 

こうした状況下でアクティビストファンドなど「モノ言う株主」が台頭して

いる。日本経済新聞 10よると、川崎汽船の大株主であるエフィッシモ・キャピ15 

タル・マネージメントも ROE の低迷を理由に村上社長の取締役再任へ反対票

を投じる動きがあった。このように企業経営において大きな存在感を示してい

                                                   
9独立行政法人  労働政策研究・研修機関

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0705.html  アクセス  10/27 
10  『日本経済新聞』  2016 年 7 月 9 日  朝刊「揺れる企業統治」  

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0705.html
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る。  

 

3-2 資本効率  

本節では日本企業の資本効率を分析していく。まず、ROE を用いて他国企業

と比較する。次に内部留保、手元流動性という指標を用いて企業内部に保留さ5 

れている資金を確認する。これらの分析を通して効率的な経営を行えていない

現状を確認していく。  

 

3-2-1 ROE 

まず資本効率を測る指標として ROE を取り上げる。ROE とは自己資本利益10 

率と訳され、元手である自己資本からどれだけのリターンを稼ぎ出すことがで

きたかどうかを測る指標である。図 3-2 は日本、アメリカ、EU15 カ国のそれ

ぞれの ROE を比較したものである。日本企業の ROE をアメリカや欧州と比較

すると、アメリカや欧州はリーマンショックが発生した年を除けば 10％以上で

推移しているのに対し、日本企業は常に 10％を下回る水準で推移している。欧15 

米企業と比較すると日本企業の ROE は低く推移している。  

 

図表 3-2 ROE の国際比較  

 

出所）内閣府  平成 27 年度年次経済財政報告  第 3-2-6 図  企業の収益力指標の国際比20 

較  2015 
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日本企業の ROE が低く推移してきた要因を探るため、デュポン・モデルを

用いて ROE をレバレッジ比率、回転率、利益率の三つの指標に分解し比較し

たものが図 3-3 である。レバレッジや回転率にはアメリカや欧州と比較しても

さほど差が見られないのに対し、日本は利益率が大幅に低くなっているのがわ

かる。利益率の低さが日本企業の ROE の低さにつながっているのである。  5 

 

 図 3-3 日米欧の資本生産性分解   

 

出所）経済産業省  「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい

関係構築～」プロジェクト（伊藤レポート）最終報告書より筆者作成  10 

 

また、ROE を別の視点で分析すると、日本企業はローリスクローリターンの

経営を行っていることがわかる。「アメリカでは成功した企業の ROE は高く、

失敗した企業の ROE はマイナスになる。結果、ROE の標準偏差が大きい。対

して日本企業の ROE 標準偏差はわずかに留まる。他社と異なる思い切った戦15 

略を実行していないという見方をせざるを得ない。」 [企業報告ラボ企画委員会

（2012）「企業と投資家の対話と意識ギャップについて」 ]  

という指摘もある。  

 

3-2-2 手元資金  20 

次に日本企業の内部留保の分析を行う。内部留保とは企業が獲得した利益の

うち企業内部に保留している部分のことである。貸借対照表では利益剰余金な

どの項目に記載される。資金調達の源泉が企業内部であることから、内部金融

と呼ばれている。企業外部から資金を調達する外部金融と比較すると、コスト
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の低い資金調達手段である。図 3-4 は日本企業の利益剰余金の金額と総資産に

対する手元流動性の比率を表している。2004 年から 2014 年までの日本企業の

内部留保額はリーマンショックのあった年には減少しているが、再び上昇に転

じリーマンショック前の水準を上回っている。また、現金及び有価証券の合計

額でもある手元流動性も近年上昇傾向にある。手元流動性の比率は 2005 年か5 

ら 10 年間で 2％近く上昇しており、内部留保の増加とともに手元資金も増加し

ているのがわかる。このように日本企業はここ数年、キャッシュリッチな状況

になっており、多くの資金が企業に眠っている。  

 

図表  3-4 10 

 

出所）財務省  「財政金融統計月報第 762 号  法人企業統計年報特集（平成 26 年度）」

2014 全産業の統計データより筆者作成  

 

企業がこのように内部に資金を溜め込む理由としては、将来のリスクを回避15 

することが挙げられる。また、必要な時に必要な金額の資金調達が確実に行え

るわけではないため、将来の投資に向けた蓄えが必要になる。しかし、株主は

これらの資金は企業価値向上に向け投資を行うか、株主に還元すべきだと認識

している。手元流動性が増加しつつあるにもかかわらず、新たな投資を行えて

いない現状にあることが確認された。  20 

 本節では ROE と手元流動性比率、内部留保などの指標を基に企業の資本効
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率について探ってきた。ROE は他国と比較しても低くなっており、現金等の保

有比率も高まっている。さらに、他社と異なる思い切った経営を行えていない

という指摘もある。このように手元に資金があるにもかかわらず、ローリスク

ローリターンの経営を行うのは、経営陣にリスクを取るようなインセンティブ

を持たせられていないことが一因となっている。  5 

 

3-3 資本効率の改善に向けたインセンティブ報酬制度の提言  

前述したように日本企業の資本効率を改善しなければならない。そこで我々

は TSR を評価指標としたアメリカ型の長期インセンティブを持たせた役員報

酬を提言する。現在の日本企業は経営陣が積極的な事業展開を行っても報酬は10 

増えることなく、逆に失敗すると解雇されるという状況に立たされている。こ

のような状況の中では、リスクを取って事業を行うよりも、ローリスクローリ

ターンな経営を行い解雇されるのを防ぐというインセンティブが働いてしまう。

インセンティブ報酬を導入することで、ハイリスクハイリターンな経営を行う

インセンティブを持たせることが可能となる。  15 

 

3-3-1 日本とアメリカの役員報酬制度の比較  

どのような役員報酬が望ましいかを明らかにするため、日本とアメリカの役

員報酬制度を確認していく。図 3-5、3-6 は日本とアメリカの報酬構成比率を表

したものである。図 3-5 によると日本では固定報酬による役員報酬が広く普及20 

していることがわかる。固定報酬制度の企業が多くを占めているため、前述し

たように経営者はリスクを取るような経営を行うよりも、ローリスクな経営を

行うインセンティブが働いている。一方、株主は積極的にリスクテイクするこ

とで、企業価値及び株主価値の向上を目的としている。経営者と株主の利害が

対立している。図 3-6 を見ると、固定報酬を設定している企業は約 1 割から 225 

割しかない。また、長期インセンティブの役員報酬は 7 割近くに達しており、

長期インセンティブの報酬が主流となっている。  
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図表 3-5              図表 3-6 

図表 3-5 出所）経済産業省委託調査  「日本と海外の役員報酬の実態および制度等に関

する調査報告書  平成 27 年 3 月」2015 11 ページより筆者作成  

図表 3-6 出所）経済産業省委託調査  「日本と海外の役員報酬の実態及び制度等に関す

る調査報告書」  2015 29 ページより筆者作成  5 

 

3-3-2 適切な評価指標の検討  

図 3-7 はアメリカの長期インセンティブ報酬で採用されている評価指標をま

とめたものである。アメリカの長期インセンティブの報酬の評価指標としては

TSR や EPS などの指標が採用されている。TSR とは株主総利回りと訳され、10 

インカムゲインとキャピタルゲインを株価で割って算出する。また、EPS は一

株当たり純利益率と訳され、純利益を発行済み株式数で割って求める。これら

二つの指標は株主の利益を測定する指標であるため、これらの指標を評価指標

とすることで、株主と経営者の利害が一致する。  

 15 
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図表 3-7 

 

出所）経済産業省委託調査  「日本と海外の役員報酬の実態及び制度等に関する調査報告

書」  2015 32 ページより筆者作成  

 5 

TSR をインセンティブとした報酬を設定することで、株主の利益が向上する

とともに報酬が支払われることになり、株主と経営者の利害が一致する。EPS

もアメリカでは評価指標として用いられているが、経営者を利益額で評価する

のは適していない。なぜなら、利益額は経営者が作り出すことができる。しか

し、株価は経営者自身の意図は含まれない。経営者を評価する指標としては10 

EPS よりも市場から示される株価を用いた TSR が適している。このような制

度を用いることで経営者は自らの利益のためにも、積極的にリスクを取る経営

を行うようになる。  

ROE などの効率性を測る指標をインセンティブの評価指標に採用する方法

も考えられるが、ROE などの効率性を測る指標は自社株買いなどで一時的に向15 

上させることが可能である。効率性を測る指標を採用するのはあまり適してい

ない。また、短期インセンティブでは短期的に利益を向上させることが可能で

あり、外部環境の影響による業績変化も起こりうるため、長期的な視点で経営

を評価すべきであり、長期インセンティブの役員報酬が適している。  

このような報酬制度を日本企業も積極的に取り入れるべきである。経営者に20 

インセンティブを持たせ、企業内部に眠っている資金を新たな投資へと振り向

けさせることで、資本効率の改善につながるのである。企業業績の向上が結果



25 

 

的に株価の上昇につながり、株式市場の活性化につながるのである。  

 

3-4 コーポレートガバナンス  

コーポレートガバナンスとは企業統治と訳され、ステークホルダーが企業を

どのように統治、監視するかの仕組みである。広義では株主も含めたすべての5 

利害関係者によって統制、監視する仕組みである。狭義では株主が企業を統

制、監視ということになる。現在株式会社が広く普及しており、所有と経営の

分離が行われている。コーポレートガバナンスが適切に機能しなければ、経営

者が自らの利得の最大化を図るような行動をとってしまうため、株主による監

視、統制が必要なのである。コーポレートガバナンスを強化させることで、経10 

営者を監視し株主価値の最大化を目指す経営に導くことができる。  

前述したようにコーポレートガバナンスの注目度が高まってきている。企業

と投資家の対話の充実が直接企業価値向上に関わるという状況の中で、まだ対

話の促進がなされていないのには両者間の認識の差異に問題がある。図表 3-8

は企業が中期経営計画で公表している指標と、投資家が経営目標として重視す15 

るべきだとする指標の比較図である。  

 

図表 3-8 

 

出所）生命保険協会（2015）「株式価値向上に向けた取り組みについて」16 ページより20 

筆者作成  
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 企業側は売上高や利益の伸び率を重視しているのに対して、投資家側は

ROE や ROA など資本効率に関する指標や配当性向や総還元性向など投資家へ

のリターンを重視している。出資した資本がどのように会社で使われているの

か、そしてその資本は効率よく使われ利益を生み出しているのかが株主たちに

とって関心が深い点なのである。それを最もよく表している指標が ROE であ5 

る。自己資本がどれだけ会社の利益につながったかを示す、いわば収益性を測

るこの指標を企業はどの程度重視しているのだろうか。図表 3-9 は企業に対し

て行った ROE の目標値を設定しているか否かのアンケート結果である。  

 

図表 3-9 10 

 

出所）生命保険協会（ 2015）「株式価値向上に向けた取り組みについて」 18 ページより

筆者作成  

 

 ROE の目標値を設定して、公表している企業が全体の約 4 割である。設定し15 

ていない、または設定していても公表していない企業が半数を上回っているの

である。ROE を投資家たちが重視する指標だとしているのに対し、企業側はそ

の目標値を投資家に示すことができていないのが現状である。企業と投資家の

対話が進んでいない現状を表しているのではないか。  

 20 

3-5 認識ギャップの改善 

これまでコーポレートガバナンスの注目度の高まりや、企業と投資家との認

識の乖離について述べてきた。持続的な企業価値向上を目指すためには、こう
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した両者の認識の乖離をなくすべく経営方針を対話によって正しく導く必要が

ある。本節では株主総会に出席する重要性を述べ、参加することが困難な投資

家層に向け、企業への取り組みを提言する。  

 

3-5-1 株主総会の重要性 5 

企業と投資家の認識ギャップの改善の場として最も適切であるのが株主総会

である。情報開示によって与えられた情報をもとに、総会に出席し議案を論ず

る。このような投資家側の実務を考慮したうえで株主総会までの日程を決定す

るべきである。図表 3-10 は国内企業と欧米企業の株主総会までの日取りを示

したものである。  10 

 

図表 3-10 株主総会日程の国際比較   

 

出所）経済産業政策局（ 2014）「企業情報開示等をめぐる国際動向」 12 ページより筆者

作成  15 

 

各国において株主総会の開催ルールは様々である。日本の場合、事業年度末

日（決算日）が基準日であると定款で定められ、かつ定時株主総会は基準日か

ら 3 カ月以内に開催しなければならない。3 月末決算の企業が多い日本企業の

総会日が 6 月下旬に集中するのはこのためである。まず決算から総会日までの20 

日数に注目してみると、日本の企業 3 社は欧米企業に対して約 3 週間から 1 カ

月短い。この点に関しては賛否両論ではあるが、日本企業が決算後迅速に議案

を整理していることを意味する。次に左側の赤枠で囲まれた招集通知期間に注

目してほしい。これは招集通知が出されてからの株主総会までの期間である。

社名 国 決算日 年次報告書 1Q
Ａ社（輸送用機器） 日本 3月31日 6月10日 （15日) 6月27日 6月25日 (86日) 6月30日
Ｂ社（電気機器） 日本 3月31日 6月3日 (18日) 6月25日 6月21日 (82日) 6月30日
Ｃ社（医薬品） 日本 3月31日 6月4日 (22日) 6月26日 6月26日 (87日) 6月30日
P&G 米国 （SEC） 6月30日 8月23日 (46日) 8月8日 10月8日 (100日) 9月30日
ジョンソン ジョンソン 米国 （SEC） 12月31日 3月13日 (43日) 2月22日 4月25日 (115日) 3月31日
ユニリーバ 英国・オランダ 12月31日 4月2日 (43日) 3月1日 5月15日 (135日) 3月31日
グラクソ・スミスクライン 英国 （SEC） 12月31日 3月20日 (42日) 3月8日 5月1日 (121日) 3月31日
バーバリー 英国 3月31日 6月6日 (36日) 6月8日 7月12日 (103日) 6月30日
フォルクス・ワーゲンAG ドイツ 12月31日 2月22日 (62日) 3月14日 4月25日 (115日) 3月31日
バイエル ドイツ 12月31日 2月28日 (60日) 2月28日 4月29日 (119日) 3月31日
ダノン フランス 12月31日 4月3日 (22日) 3月20日 4月25日 (115日) 3月31日

招集通知 定時総会

招集通知期間 決算～総会日

まで

情報開示のタイミ

ング
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フランス企業とはあまり大差ないが、その他の欧米企業よりも日本企業の招集

通知期間が 2 週間以上短いことが見て取れる。この期間の短さは株主に総会議

案を精査する実務上の負担や、総会出席の負担を与える。この点を改善すべ

く、現在では企業による招集通知の早期 Web 開示が行われている。  

 5 

図表 3-11 招集通知の早期 Web 開示のタイミング   

 

出所）経済産業省（ 2016）「株主総会招集通知の WEB 開示等によるアンケート調査  結果

概要」 3 ページより筆者作成  

 10 

 早期 Web 開示が進みつつあるが、約半数が招集通知の書面発送日の 3 日程

度前に開示しているのが現状である。  

前述したように、株主総会は企業と投資家間の認識を深めるための対話の場

として最も適切である。株主総会は単に総会議案について採決するためだけの

ものではないからである。議決権を行使するだけであれば、株主は会社が提供15 

した決算短信、事業計画などの情報をもとに郵送または電子的な方法により投

票すればよい。しかし、定時株主総会が開かれ、そこで議決するのにはそれな

りの理由がある。総会の議長は定款により代表取締役が務め、議案に関する質

疑応答の時間も設けられている。投資家が普段聴くことのない経営者の生の声

を聴くことができるのは株主総会をおいて他にはない。日本経済新聞によると20 

「総会が株主と企業が積極的に意見をぶつけ合う場へと変化」（『日本経済新

聞』2016 年 6 月 30 日朝刊「株主総会、統治の質問う、『人事に反対票』急

招集通知の早期Web開示のタイミング 該当社数（社） 比率（％）

発送日の1~3日前 173 49

発送日の4~6日前 99 28

発送日の7~9日前 66 19

発送日の10~20日前 10 3

発送日の20日以上日前 1 0

無回答 5 1

合計 354 100
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増、低収益・不祥事を追及。」）と総会について言及している。  

 

3-5-2 株主総会以外の対話手段の提言 

一つ目は、株主総会プロセスの電子化である。現在株主総会プロセスの電子

化は議決権行使プラットフォームというシステムを利用して行うことができ5 

る。議決権行使プラットフォームとは、東証がアメリカの Broadridge 社とと

もに構築し、2005 年 12 月決算銘柄から提供している議決権行使が電子投票

により行えるサービスである。現在このシステムを利用しているのは約 700

社であり、上場企業全体でみると約 2 割がシステムを利用している。  

このシステムを利用することで得られる効果は三つある。一つ目は前述した10 

議案を精査する時間を拡大させることが可能となる。前述したように、日本で

は召集通知の発送から株主総会までの期間が短く、問題となっていた。議決権

行使プロセスを電子化することで、すでに多くの企業が行っているように、

Web で召集通知を開示することになり、議案を精査する時間を拡大させるこ

とが可能となるのである。二つ目は議決権行使の投票状況をリアルタイムで企15 

業が把握することができ、追加情報を発信することが可能となる。これまでは

投票状況が明らかになるのは総会の直前であり、議案の賛否に関わるような情

報が投資家側へうまく伝わってないとしても、投資家へ理解を求めるような追

加情報を発信することはできなかった。このように議案の精査に関して、電子

化することでお互いの理解が深まるのである。三つ目は期限内であれば何度で20 

も投票し直すことが可能となる。これは二つ目の効果のように企業から追加情

報が発信された場合など、投資家は自由に投票し直すことができるのである。

これらのメリットを生かすことで、企業と投資家の双方の理解が進み、認識ギ

ャップの改善につながるのである。  

二つ目は、地方における株主報告会、企業による株主を対象にした説明会の25 

開催である。定時株主総会は年に一度で一定の時期に開催しなければならない

が、株主との対話の機会を企業が設けることは投資する側としては好ましいこ

とである。数ほど多くはないが、最近では大企業の中でも個人投資家向けの

IR イベントを開催する企業が増えてきている。なかでもヤマハ発動機株式会

社は、個人投資家向け説明会の開催を本格化している。日本経済新聞によれ30 
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ば、「2016 年 12 月期は前期比 4 倍の 20 回に増やすほか、平日の夜間や週末

にも開く。18 年 12 月期には開催数を 50 回に増やし、個人株主数を 15 年 12

月末の約 3 万 3 千人から 18 年 12 月末に 4 万 5 千人と約 4 割増やすのが目

標。長期で保有することが多いとされる個人株主を増やし、株主の層の厚みを

増やす狙い。ヤマハ発は前期から個人投資家向け説明会を始め、東京、札幌、5 

浜松、広島、福岡で計 5 回開いた。今期は首都圏と関西圏で各 4 回ずつ開く

ほか、北海道から九州まで計 20 回開催する。」（『日本経済新聞』 2016 年 3 月

2 日地方経済面 静岡「ヤマハ発、今期開催４倍に、個人投資家向け説明会、

計 20 回、株主層の厚み増やす、平日の夜間や週末も。」）と個人投資家に向け

た事業説明の機会を設けることに積極的である。株主総会は一箇所での開催と10 

なるので、開催地から離れた地域に住む株主は出席にあたり地理的な問題も抱

える。ヤマハ発動機のようにさまざまな地域に企業が出向くことは、コストは

かかるが、個人投資家の割合の拡大、安定的な株価の形成など企業に対するメ

リットも大きいと考える。  

 15 

第 4 章 家計（個人投資家）資産の現状と課題   

この章では、まず、株式市場における個人投資家の意義を示す。次に、日本

の家計資産の現状を明らかにしつつ、特に改善の必要性があげられる、金融教

育を取り上げる。また、「貯蓄から投資へ」に向かう受け皿としての NISA、DC

（確定拠出年金）についての改善も述べる。  20 

 

4-1 株式市場における個人投資家の意義  

現在、国内株式市場に占める個人投資家の割合は国内や外国の機関投資家よ

りも少ない。図表 3-1 は、株式市場における投資部門別株式保有金額を表して

いる。株式市場に占める個人投資家の割合は全体の 2 割にも満たないのが現状25 

である。これは、章の冒頭でも述べた、家計資産に占める現預金の比率が高く

株式投資の割合が低いことからも納得できる。  

機関投資家は、個人投資家よりも運用する資産の額が大きく、 1 回当たりの

売買額も大きいため、市場への影響力は大きい。そのため、「プロの運用者であ

る機関投資家の存在と機能は、企業の財務情報や資本市場を取り巻く経済環境30 
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を価格に織り込んでいくうえで欠かせない。」[大和証券グループ（2016）「個人

投資家育成の必要性」]しかし、より多くの個人投資家が株式投資を行うことで、

公正な株価を形成することができる。これに関して、「相場観の異なる個人株主

が増加すると、株価形成により厚みを持たせる効果がある」 [『日本経済新聞』

2016 年 6 月 21 日朝刊「個人株主数伸び最大に」]とされている。機関投資家だ5 

けからなる市場は、市場に厚みがなく短期指向であったことは、2008 年に世界

的な金融危機を引き起こしたサブプライム・ローン問題 11からも明らかである。 

 投資部門別株式保有金額からわかるように、個人投資家は機関投資家よりも

保有金額に占める割合は小さい。しかし、公正な株価を形成する上で、重要な

投資家であるといえる。また、個人投資家は 1746 兆円という莫大な資金を保10 

有している。後述するが、金融知識を身に付けた個人投資家が、株式投資を行

うようになれば、株式市場の活性化が臨める。そのため、個人投資家は市場の

活性化を引き起こす潜在能力をもった投資家でもある。  

 

4-2 日本人の家計資産について  15 

日本の個人金融資産は毎年増加を続けており、日本銀行が 2016 年 6 月に公

表した「資金循環の日米欧比較」によればその額は統計上比較できる 2005 年

以降で過去最高の 1,746 兆円（2016 年 6 月末現在）である。図 4-1 は日本、ア

メリカ、ユーロエリアの家計の資産構成を比較したものである。それをみると

日本の家計資産は 52.7%が現金・預金、14.8%が有価証券（株式・出資金 8.3%、20 

投資信託 5.0%、債券 1.6%）で運用されている。欧米と比較すると、アメリカ（現

金・預金 13.6%、有価証券 51.8%）やユーロエリア（現金・預金 34.4%、有価証

券 28.9%）と比べて現金・預金に偏っていて、有価証券比率が低いということ

がいえる。  

                                                   
11アメリカにおける住宅バブルとそれに便乗した手法であるサブプライム・ローン、及び

その証券化が起こした不動産バブルの崩壊とその後続く世界恐慌とも呼べる世界金融危

機。   
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図表 4-1 

出所）日本銀行（ 2016）「資金循環の日米欧比較」より筆者作成（再掲）  

 

図 4-2 は日本人が金融資産を選択する際に重視することを表したものである。

それをみてみると、例年同じような結果となっている。日本人は金融商品を選5 

択する際に、「元本保証」や「金融機関の信用性」などの安全性を重視するとい

った回答が全体の約半分近くを占めており、利回りや将来の値上がりの期待な

ど収益性を重視するという回答は全体の１割弱しかないという回答結果が表れ

ている。このように、日本の個人金融資産は、比較的安全性の高い預貯金を中

心に運用され、収益性が高く、リスクの高い有価証券、特に株式に対する選考10 

度合いが低いといえる。このことが日本人の資産運用の傾向が欧米に比べて、

現金預金に偏っている一因となっているといえる。  
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図表 4-2 

 

出所）日本証券経済研究所（2016 年）日本の証券市場 219 頁より筆者作成  

 

また日本の個人投資家の年齢層を見てみる。図 4-3 は日本の個人投資家の年5 

齢層を表したものである。この図をみてみると、約半数（56％）はシニア層（60

歳以上）であることが分かる。逆に 20~30 代の世代は全体の 9％と一割にも満

たない数字となっている。このことからもわかる通り、日本の投資家は高齢な

世代に集まっており、若い世代の投資家が少ないことが分かる。  

 10 

図表 4-3 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

出所）左図  日本証券業協会（ 2015 年）個人投資家の証券投資に関する意識調査より筆者

作成  

２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年
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将来の値上がりが期待できる 3.6 3.5 2.8 3.1 2.8 2.6 4.9 4.9 4.9 4.9

元本が保証されている 33.9 31.0 28.4 28.7 30.1 29.8 30.3 28.7 29.6 29.5
取扱金融機関が信用出来て安心 15.1 15.6 18.1 17.0 14.8 18.6 17.6 18.0 17.4 16.3

現金に換えやすい 5.1 5.4 6.3 6.7 5.3 4.5 4.6 5.3 5.9 6.0
少額でも取引が行える 21.8 23.7 21.7 22.7 25.7 24.0 19.0 19.4 19.1 19.1
商品内容が理解しやすい 2.0 2.5 2.4 2.0 2.0 1.8 2.2 2.5 2.5 3.1
その他 3.0 2.9 4.1 4.5 4.3 4.4 5.4 6.7 8.5 7.9
無回答 4.3 1.4 2.4 2.5 1.3 1.0 2.0 2.4 2.2 1.5

日本人が金融商品を選択する際に重視すること
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出所）右図  財務省統計局  （2016）「人口推計（ 2016 年 5 月確定値、10 月概算値）」よ

り筆者作成  

 

4-2-1 貯蓄から投資へ 

 『デフレ期においては、預貯金偏重の運用が良かったのかもしれない。しか5 

し、現在においては、インフレ目標が導入され、その実現のため強力な金融緩

和がなされており、過度の安全性重視は却ってインフレにより実質的価値が目

減りするというリスクを抱えることになりかねない。』〔日本の証券市場 2016・

日本証券業協会・2016 年・218 頁〕そこで「貯蓄から投資へ」の流れを促進す

るために、家計の安定的な資産形成の支援と家計からの成長資金の供給拡大を10 

目的として、金融知識拡大へ向けた取り組みや投資優遇制度（NISA、少額投資

非課税制度）の導入、確定拠出年金への転換、投資信託制度の推進など様々な

政策が導入されている。  

 

4-2-2 国内投資家が株式投資に積極的でない理由  15 

 個人投資家が株式投資に積極的でない理由として、日本人の証券投資に対す

るイメージといった内的要因が関係している。日本人は証券投資に対して、「資

産運用の一環」「将来の資金の備えに役立つ」12というプラスイメージを持って

いる反面、「難しい」「ギャンブルのようなもの」「お金持ちがやるもの」 13等の

マイナスイメージも持っている。日本人の傾向として、証券投資に関する教育20 

の必要性に対しては肯定的であるが、実際に教育を受けたことのある人は少な

いのが現状である 14。また、身近な投資手段としての NISA(少額投資非課税制

度 )や DC（確定拠出年金）の制度が複雑であることが証券投資から遠ざかる一

つの要因である。ネットでの投資が可能になり、投資環境はかなり改善されて

いる。証券投資を身近に感じるためにも手続きの簡素化等、制度の改善が必要25 

である。NISA は毎月少額で投資が行えるため、特に投資初心者やこれからラ

イフプランを形成する若年層にとって魅力的な制度である。また、DC は、老後

                                                   
12 日本証券業協会（ 2016）「証券投資に関する全国調査（調査結果概要）」、参照  
13  脚注 4 に同じ  
14  脚注 4 に同じ  
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の生活のために必要な資金を自ら運用することで年金を確保できることから、

特に年金を意識する中間年層にとって魅力的な制度である。これらの制度を多

用することは国内の証券流通市場の活性化に貢献する。そのため、制度をより

利用しやすくすることで投資家層の拡大が臨め、市場に参加する人が増加する

と考える。以下では、投資家層の拡大を持続的なものにするめに、金融教育の5 

必要性、在り方について述べる。そして、NISA や DC がどのような制度なの

かを述べた上で、それぞれの改善点を挙げる。  

 

4-3 金融教育について  

 日本人の家計資産が預貯金に偏ってしまう大きな原因として金融教育の遅10 

れが大きな原因のひとつとして挙げられる。ここでは日本人が持っている金融

知識の力と現在行われている金融教育の現状を説明していく。  

 

4-3-1 日本人の金融知識の現状  

上述した通り、現在の日本の家計資産は 1,700 兆円を超えているが、現状そ15 

の約半数以上が現預金として運用されている。その背景には日本で過去にデフ

レが継続したということも考えられるが、一般投資家による長期投資や分散投

資などによって得られるメリットに対する知識や資産運用に対する知識が不十

分なこと、いわゆる金融教育の遅れによる金融リテラシーの不足が大きな要因

といえる。  20 

図 4-4 は 2016 年の 2 月から 3 月に金融中央広報委員会によって行われた「金

融リテラシー調査」の一つととして行われた金融に関する知識を問う問題に対

する日本の正答率と、他の欧米各国の正答率を比較したものである。日本は相

対的に各国よりも正答率が低くなっており、アメリカと比べると約 10％、正答

率の高いドイツやイギリスなどの欧米各国と比べると約 20％も低くなってお25 

り、データからみても日本人の金融に関する知識が他の国と比べて不足してい

ることが分かる。  
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図表  4-4 

      

出所）金融広報中央委員会（2016 年）金融リテラシー調査より筆者作成  

※欧米各国のデータは米国 FINRA（金融業界監督機構）や OECD など海外機関による同

種調査と比較できるものを参照としている。  5 

  

また図表 4-5 は日本人の年代別の正答率を表したものである。年齢が上がる

ごとに正答率が高くなっている（70 代で若干低下）。年齢が上がるごとに社会

経験を多く積む分、正答率が高くなるのは必然かもしれないが、18～29 歳の年

代の正答率は 42.9%と半分を切っており、とても低いといえる。若い世代の教10 

育知識が大きく不足しているのである。この世代への教育が特に必要になると

考える。  

 

図表 4-5 

 15 

 出所）金融広報中央委員会（ 2016 年）金融広報中央委員会より引用  

日本の年代別の正答率
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4-3-2 日本の金融教育の実施状況  

 図表 4-6 は「金融リテラシー調査」で金融教育を行うべきかというアンケー

トでの結果である。結果を見てみると金融教育を行うべきと考えている人は、

62.4％と多くの人が金融教育を行うべきだと考えていることが分かり、決して5 

日本人の金融教育に対する意識が低いわけではないと言うことが分かる。しか

し、金融教育を受けるべきと答えた人のなかで小・中・高といった教育機会の

中で実際に金融教育を受けたことがあるという人は 8.3％と、とても低い数字

になっており日本の金融教育の機会の少なさが分かる。以上から日本人の金融

教育に対する意識は低くはないが、それに対する金融教育のシステムが追いつ10 

いていないという現状が言える。  

 

図表 4-6 金融教育を行うべきか  

      

 出所）金融広報中央委員会（ 2016 年）金融リテラシー調査より引用 )  15 

 

また図表 4-7 は 2012 年 3 月に株式会社シタシオンジャパンが日本とアメリ

カの大学生 657 人（日本 312 人、米国 345 人）を対象に行ったアンケートの結

果である。「少・中・高時代に金融教育を受けたことがあるか」という質問に対

して、受けたことがあると答えた日本の大学生の割合はアメリカの大学生の約20 

半分近く、また「その教育は役に立ったか」という質問に対して役に立ったと

答えた日本の大学生の割合もアメリカの約半分といった結果が出ている。以上

から日本の金融教育の機会と質は他の国と比べても劣っているといえる。  

 

 25 



38 

 

図表 4-7 

 

出所）株式会社シタシオンジャパン（2012 年）金融教育に関する日米大学生アンケートよ

り筆者作成）  

 5 

4-4「貯蓄から投資へ」に向けての制度の確立 

 家計資産を投資へ振り向けさせるためには金融教育ももちろん大切だが、家

計資産を証券市場に結び付けやすくするための制度の確立も大切である。ここ

では近年取り入れ始められた NISA と DC（確定拠出年金）の現状と改善点に

ついて述べていく。  10 

 

4-4-1 NISA の現状 

NISA とは 2013 年度の税制改正 15によって、2014 年より導入された個人投

資家を対象とした証券優遇税制である。年間 120 万円を上限に株式や投資信託

の売却・配当で得られる利益が最大５年間（120 万円×5 年間＝600 万円）にわ15 

たって非課税となるシステムである。途中売却は自由であるが、売却部分の株

式は再利用できない。  

金融庁の「NISA 口座の開設・利用状況調査（平成 28 年３月末現在）」によ

ると、NISA 口座数は 2016 年 3 月末時点で 1,012 万 809 口座であり、NISA 口

座における買い付け額は 2016 年 3 月末現在で 7 兆 7,554 億 708 万円である。20 

また 2015 年度税制改正 16によって、2016 年よりジュニア NISA が創設された。

ジュニア NISA の非課税対象は、20 歳未満の人が開設するジュニア NISA 口座

                                                   
15  個人所得課税は、所得税の最高税率の見直し、日本版ＩＳＡの創設及び金融所得課税

の一体化の拡充、住宅税制、復興支援のための税制上の措置が行われた。  
16 個人所得課税は、NISA の拡充、住宅ローン控除等の延長、国外転出をする場合の譲

渡所得課税の特例の創設が行われた。  
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内の少額上場株式等の配当等、譲渡益である。年間投資金額上限は 80 万円で

あり、非課税期間は最大 5 年間である（ 80 万円×5＝400 万円）。運用管理につ

いては、親権者等の代理または同意の下で行い、18 歳になるまで原則払い戻し

ができない。NISA によって預金中心の個人金融資産を投資にシフトさせ、経

済成長に必要なリスクマネーの供給を増やす目的がある。 NISA とジュニア5 

NISA とで合わせて年間 200 万円の非課税枠を利用できるようになった。これ

により、家計にとって投資部分の多くをカバーできるようになる。図 4-7 は

2016 年 9 月時点での年代別の NISA 口座開設の申し込み状況を表している。  

 

図表 4-710 

 

出所）日本証券業協会（ 2016）「個人投資家の証券投資に関する意識調査」より筆者作成  

 

年代別で見ると、開設している割合が最も多いのは 60～64 歳であり、63％

である。なお、60 歳以上は、過半数が NISA 口座を開設していることがわかる。15 

また、最も少ないのは、40 代である。20～50 代では、60 歳以上と比べると既

に開設している割合は少ないが、開設する意向がある人は 11～17％多い。  

 

4-4-2  NISA の改善  

 NISA は 2014 年に開始されてから少しずつ改正されている。開始当初、年間20 

投資上限額は 100 万円、非課税投資額は最大 500 万円であった。その後、2015

年の税制改正によって、2016 年より年間投資上限額は 120 万円、非課税投資
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額は最大 600 万円となった。当初は最長で 4 年間、NISA 口座を開設する金融

機関を変更することができなかったが、 2015 年 1 月 1 日以後、年単位で金融

機関を変更可能になった。NISA 導入により、若年層の今後のライフプランを

見据えた投資が期待される。図表 4-8 は NISA 口座を持つ投資家に向けた、

NISA の改善点に関するアンケートの調査結果である。「非課税期間の延長・恒5 

久化」を最も必要な改善点として挙げている。 2015 年、2016 年と税制改正が

行われ、その中で NISA の改善もされてきたが、投資家は更なる制度の改善を

望んでいる。  

NISA をさらに活用していくために、投資家にとって投資しやすい制度を整

える必要がある。そのために、非課税期間の延長・恒久化が行われることが望10 

ましい。前述したように、現在の非課税期間は 5 年間であり、この期間を延長・

恒久化することで中長期的な投資が可能になり、口座開設者の増加が臨める。

現在、非課税期間は 5 年のため、制度がスタートした 14 年に購入した株式や

投資信託は 18 年末に非課税措置が終わる。非課税措置の切れた資産は売却す

るか課税口座へ移管又はロールオーバー 17することになる。ロールオーバーの15 

認知が低いということもあり、実際にこの制度を活用している投資家は多くな

い。そのため、非課税期間の延長・恒久化により、口座の移管やロールオーバ

ーする必要がなくなる。また、時間の制約が軽くなるために、投資したいとき

に投資を行うことが可能になる。中・長期的な投資も行えるようになるため、

リスクを好まない傾向にある日本人にとって投資が行いやすくなると考えられ20 

る。  

 

  

                                                   
17 5 年間の非課税期間が終了した後、次の年の非課税枠に保有している商品を移行する

こと。  
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図表 4-8 

 

出所）日本証券業協会（ 2016）「個人投資家の証券投資に関する意識調査」より筆者作成  

 

4-4-3  DC（確定拠出年金）の現状  5 

 2001 年 10 月に、DC は導入された。企業の年金債務問題、公的年金財政の

悪化、国際会計基準の導入、雇用の流動化等を背景として、経済社会情勢の変

化に対応するための年金制度である。また、加入者自身が運用指図を行い運用

の実績に応じて給付額が変動する私的年金制度である。また、個人が自ら掛金

を拠出する「個人型」と企業が従業員の掛金を負担する「企業型」に分かれる。10 

「個人型」の掛金は、所得控除の対象となり、「企業型」では、当該企業の損金

算入扱いになるとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の計算上、収入金

額に算入されない。また、積立金において 1.173%（国税 1％、地方税 0.173％）

の特別法人  

税課税 18がある。ただし、課税は 2017 年 3 月末まで凍結されている状況であ15 

る。年金給付について、積立金は 5 年以上の分割にするか、一時金で受け取る

か選択することが可能である。分割払いの給付金は公的年金等控除が適用され、

一時金払いであれば退職所得控除の対象となる。また、一定の要件を満たせば

脱退一時金を受給できるが、これに対しては所得税・住民税が課税される。  

 20 

 

                                                   
18 企業年金の年金積立金に対し、法人税法上課税される税金。確定拠出年金の場合は、

積立金の全額に、一律 1.173％の特別法人税が課税される。  
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4-4-4 DC（確定拠出年金）の改善  

 2001 年に DC が導入されてから 15 年になるが、加入者が伸び悩んでいるの

が現状である。少子高齢化で公的年金の給付減少は避けられず、公的年金に上

乗せする新たな年金制度として必要性は高い。ただ、中小企業では、国民年金

基金制度や小規模企業共済制度 19などの年金制度があることも、加入者の伸び5 

悩みを招いている要因の一つと考えられる。DC は 2001 年に導入して以降、少

しずつ改正されてきた。2012 年 1 月より「企業型」における従業員のマッチン

グ拠出 20が認められるようになり、従業員が拠出した掛金の全額が小規模企業

共済等掛金控除の対象となった。2017 年 1 月からは、公務員、主婦、企業型を

導入している会社の社員まで、加入者の範囲が拡大する。老後の資金や病気の10 

備えのために資金を確保するのであれば投資という形で資金を運用することが

得策だろう。また、図 4-9 は加入者全員に対して行われた DC の改善点に関す

るアンケートの調査結果である。改善点としては、「引き出し条件の緩和」が最

も多かったが、割合は 13％と少ない。全体では、「わからない」という回答が

多く、制度を理解しないまま利用している人が多いと考えられる。  15 

 老後の準備金として DC を活用する必要があり、そのために制度の簡素化が

必要である。「個人型」は、手続きを運用者が自ら行わなければならない。現在

の制度では、企業の従業員が加入する場合は、加入申出書とあわせて事業所登

録の申請と企業年金等の加入者でないことについての事業主の証明書の提出が

必要とされる。「個人型」の利用者が増えない理由として、書類が多くわかりづ20 

らいなど煩雑な加入手続きを上げる声が多い 21のも事実である。ゆえにマイナ

ンバーを利用するなどして手続きの簡素化を図ることが望ましい。  

 

  

                                                   
19  国民年金基金は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、国民年金（老齢基礎

年金）と合わせて、国民年金の第 1 号被保険者の老後の所得保障の役割を担う。  

 小規模企業共済は、個人事業や会社等の役員を退職、個人事業の廃業などにより共同

経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度。  
20 加入者が一定の範囲内で事業主の掛金に上乗せ拠出が出来る制度。  
21日本証券業協会（ 2016）「個人投資家の証券投資に関する意識調査」より参照。  
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図表 4-9 

 

出所）日本証券業協会（ 2016）「個人投資家の証券投資に関する意識調査」より筆者作成  

 

4-5 家計資産を証券市場へ結びつけるための提言  5 

上述したように日本の家計資産は多くが預貯金で占められているのが現状で

ある。その資産を投資へと振り向けることが証券市場の活性化に繋がると考え

る。家計の章では金融知識の不足と家計資産の受け皿となる制度について書い

てきたが、一番大切になるのは金融知識の拡大だと考える。家計の章の終わり

として金融知識拡大へ向けての提言を行う。上述したように日本人の金融知識10 

は低く、また他の国と比べても金融知識は不足しているといえる。それに対す

る提言とすると同時に株式投資を魅力的にするための施策として以下の三つが

挙げられる。  

第一に、小・中・高における教育カリキュラムへの積極的な導入である。上

述の通り、日本の金融教育は遅れているのが現状である。現在の日本の学習指15 

導要領は、金融経済教育の土台となる経済社会の理解や勤労の意義、消費や金

銭管理などを、系統的に取り上げられており、特に経済の仕組みなどはかなり

難易度の高い段階まで扱っている。しかし、その一方で金融商品の選択など具

体的に社会に使う分野での教育は他の国（米・英）と比較すると遅れ劣ってお

り、教育が実際の投資活動に結び付きにくいのが現状であり、改善が必要な部20 

分と考える。  

第二に、企業や団体、行政による教育機会の提供である。日本の学校教育が

進まない大きな要因には、教える教員側の知識不足や時間不足ということがそ
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その他
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もそもあげられる。日本証券業協会が 2014 年に実施した調査 22によれば中高

の教師の 9 割以上が金融教育の必要性があると感じている。しかし実際は 3 割

以上の教師が金融教育を実施したことがないという結果が出た。その理由とし

て挙げられたのが教員側の知識不足や時間がないというものである。そこで教

育現場から多くの望む声が上がっているのが金融機関や行政などによる教育支5 

援である。具体的には理解しやすい副教材の提供や、セミナーや出張授業など

の積極的な開催、または携帯アプリの開発など学校の教育機会だけに頼らない

で金融教育を進めることが必要である。そのことによって学生が質の高い教育

を受けられるだけではなく教職員側も知識を身に着けられる。  

第三に、家庭での積極的な教育の推進である。日本ではお金は古くから汚い10 

ものとして考えられがちであり、家庭ではお金の話は遠慮されがちな話題でも

ある。23実際に中高生に対して「お金はきれいなものか、汚いものか」と質問す

ると学生の 8 割弱が「お金は汚いもの」と答えるという調査結果も出ている。

このように日本人はお金についてネガティブな印象をもっており、実際に金融

リテラシー調査において、保護者からお金の教育を受けたことがあると答えた15 

人は約 2 割であり、多くの家庭では子供に自分の家の家計状況などの話はしな

いということがいえる。一方でアメリカでは、幼稚園のころから家庭でお金の

話をするところも多く、幼い時から家庭でお金についての教育をしっかり行う

傾向がある。家庭こそ一番生きた金融教育を受けられる場だと考えられるので、

日本でも家庭での金融教育を推進していくことも大切だと考える。  20 

 

第 5 章 証券流通市場活性化への道筋  

本章ではこれまでの提言がどのような関係性を持ち、証券流通市場の活性化

へとつながるかを示す。取引所、企業、家計の課題に対する提言を統合的に個

人投資家層の拡大、株式の取引量増加という二点の国内証券流通市場の活性化25 

の定義へと結びつける。  

第 2 章では取引時間に見直しの余地があることを示し、イブニング・セッシ

                                                   
22 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」  
23 『日本経済新聞』2013 年 2 月 8 日朝刊「お金って汚い？」参照  



45 

 

ョンでの取引を提言とした。第 3 章では企業の資本効率と投資家との関係につ

いて述べ、業績連動型役員報酬と、企業と投資家間の対話促進を挙げた。第 4

章では NISA や DC などの株式投資を促進するために受け皿となる制度の改善

案についても触れたが、最も重要な課題として金融教育の不足を挙げ、教育機

関や家庭での金融教育の必要性を提言とした。  5 

図表 5-1 はそれぞれの提言が活性化へとつながる様子を図で表したものであ

る。はじめに、学校や家庭での金融教育が充実することで投資に興味を持つ人

を増やすことができる。また、取引時間の拡大は午前 9 時から午後 3 時の取引

時間では取引することが困難だった個人投資家層が株式市場に参加しやすくな

り、取引量の増加にもつながる。さらに、資本効率と認識ギャップの改善によ10 

り、企業価値が向上する。企業価値の向上は株価の上昇へとつながり、投資家

の資産も増加する。増加した資産で新たな投資を行い、取引量を増加させるこ

とが可能となる。そして、増加した個人投資家層は従来よりも利用しやすくな

った NISA や DC などの制度を利用し、証券市場へと参入する。多くの個人投

資家が知識を身につけることで、家庭での金融教育も充実し、金融知識が子供15 

たちにも引き継がれる。このように活性化へとながることで、家計が抱える多

くの現金・預金を株式投資へと振り向けることができるのである。  

 

筆者作成  

 20 

終章  

本稿では今後の証券流通市場の活性化について考察してきた。第 2 章以降で

提示した提言を第 5 章でまとめ、それぞれの提言が実現された際の証券流通市

場活性化の流れを確認した。現在も証券流通市場の活性化に向けては様々な課

題が残されているのは確かである。しかし、一国経済の根幹を担う証券市場の25 

金融教育
の充実

取引時間
の拡大

企業価値
の向上

投
資
家
層
の

拡
大 

図表 5-1 
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活性化は我が国経済の活性化にも欠かせない。本稿でも提言したように、これ

らの課題を一つ一つ克服していくことで証券流通市場のさらなる活性化を図る

ことが可能となるのである。  

 

参考文献  5 

日本取引所グループ（2010）「外国企業が上場しやすい市場とするための提言」  

一般社団法人生命保険協会（2014）「平成 26 年度  生命保険協会調査 株式価

値向上に向けた取り組みについて」  

一般社団法人生命保険協会（ 2015）「株式価値向上に向けた取り組みについて」  

経済産業省（2014）「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家10 

の望ましい関係構築～  プロジェクト（伊藤レポート）最終報告書」  

内閣府（2015）「平成 27 年度年次経済財政報告書」  

金融庁  企業財務研究会  早稲田大学商学学術院  久保克行（2013）「経営者

の報酬はどうあるべきか」  

経済産業省委託調査（2015）「日本と海外の役員報酬の実態及び制度等に関す15 

る調査報告書」  

企業報告ラボ  企画委員会（2013）「企業と投資家の対話と意識ギャップにつ

いて（参考事例集）」  

財務省（2014）「財政金融統計月報第 762 号  法人企業統計年報特集（平成 26

年度）」  20 

経済産業政策局企業会計室（2016）「株主総会プロセスの電子化促進等に関す

る研究会  報告書 ～対話先進国の実現に向けて～」  

町田徹（2014）「東証の取引時間延長問題が解決しないとアジア一の金融市場

復権の道はない」  

日経速報ニュースアーカイブ（ 2014）「東証、株取引時間拡大見送り  競争力低25 

下に懸念も」  

日経速報ニュースアーカイブ（2014）「東証の取引時間延長、「夜間」「夕方」軸

に議論本格化」  

日経速報ニュースアーカイブ（2014）「東証、夜間取引から夕方取引へ方向転換

か」  30 



47 

 

長谷川敏郎（ 2014）「日本取引所：現物株の取引時間拡大見送る、証券界と温度

差」  

大和総研専務 岡野  進（2014）「東証が検討進める現物株式の取引時間拡大に

は課題多い」  

高橋寛次（2014）「夕方・夜間取引の効果は？  東証、時間拡大へ研究会」  5 

高橋寛次（2014）「東証取引夕方案に脚光  時間拡大、対面証券の夜間反発強

く」  

野村資本市場研究所（ 2016）「主要国  株式時価総額推移」  

野村資本市場研究所（ 2016）「主要国  株式売買高推移」  

NRI Financial Solutions（2014）「望まれる株式市場の取引時間拡大」  10 

新生銀行（2009）「中国株市場の成長はこれからが本番～21 世紀の主役が動き

出す！～」  

ZUUonline（2014）「東証と証券会社の足並み揃わず…取引時間拡大は必要？」  

金融中央広報委員会（ 2016）「金融リテラシー調査」  

日本証券業協会（ 2016）「個人投資家の証券投資に関する意識調査」  15 

日本証券業協会（ 2016）「証券投資に関する全国調査（調査結果概要）」  

株式会社シタシオンジャパン（2012 年）金融教育に関する日米大学生アンケ

ート  

経済産業政策局（ 2014）「企業情報開示等をめぐる国際動向」  

経済産業省（2016）「株主総会召集通知の WEB 開示等によるアンケート調査  20 

結果概要」  

大和証券（2014）「取引時間の拡大で市場の厚みは増すのか」   

日本取引所グループ（ 2016 年 8 月 12 日）「2015 年度株式分布状況調査の調査

結果について」  

東洋経済（2015）「中国株の大暴落は、これから本格的に始まる」  25 

『日本経済新聞』 2016 年 10 月 8 日  朝刊  「企業価値向上への課題」  

『日本経済新聞』 2016 年 7 月 9 日 朝刊  「揺れる企業統治」  

『日本経済新聞』2016 年 6 月 30 日「株主総会、統治の質問う、人事に反対票

急増、低収益・不祥事を追及。」  

『日本経済新聞』2016 年 3 月 2 日「ヤマハ発、今期開催 4 倍に、個人投資家30 



48 

 

向け説明会、計 20 回株主層の厚み増やす、平日の夜間や週末も。」  

『日本経済新聞』2013 年 02 月 08 日朝刊「お金って汚い？」  

公益社団法人 日本証券経済研究所（ 2016）『アジアの証券市場』   

公益社団法人 日本証券経済研究所（ 2014）『日本の証券市場』  

公益社団法人 日本証券経済研究所（ 2016）『日本の証券市場』  5 

日本取引所 HP 


