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序章 

バブル経済崩壊後、我が国の経済は低迷が続き、これまで失われた 20 年とも

いわれてきた。その後、ここ数年はアベノミクスなどの経済政策により景気は

回復傾向にあり、株価も上昇しつつある。しかし、長期的な視点で見ると、依

然として右肩上がりの成長といえるほどには至っていない。さらに今後は少子5 

高齢化の影響で需給の減少や、社会保障費による国の借金増加などが見込まれ、

先行き不透明な日本経済の将来に対する不安は、株価の上昇を引きとめかねな

い。 

長期的な経済発展のためには、それを支える証券市場の役割が極めて大きい。

証券市場における資金余剰主体から資金不足主体への資金の流動は、財・サー10 

ビス市場を含めた資源循環の源泉である。余剰主体から流入した資金が不足主

体へと最適に配分されることで、財・サービス市場の活性化を通して不足主体

が適正な利潤とともに成長し、そして余剰主体へとその利益が還元される。資

源の循環サイクルが滞りなく回っていることが、経済成長の大きなカギとなる

のである。本稿では、循環サイクルの中心として重要な役割を担う証券市場の15 

活性化を考えることで、日本経済全体の活性化を促したい。 

証券市場の活性化に伴い、いまだ道半ばである「貯蓄から投資へ」の促進は、

資金余剰主体に代表される家計からの資金流入を促し、循環サイクルを生み出

すために極めて重要となる。また、資金不足主体に代表される企業が、財・サ

ービス市場の活性化に寄与できるように、企業の資金調達手段としての証券市20 

場の役割も十分に機能している必要がある。それらの達成に向けて、我々は証

券市場における発行市場、流通市場の両市場の観点で活性化を考えていく。 

流通市場への家計の参入が拡大すれば、企業の証券発行による資金調達が容

易になり、また、発行市場で起業や成長企業の資金調達が行える環境が整えば、

財・サービス市場の活性化による株価の上昇とともに家計が市場に参加しやす25 

くなる。このように発行市場と流通市場は切っても切り離すことのできない関

係にある。そこで、流通市場における家計からの資金流入の増加と、発行市場

における企業の資金調達の拡大という両市場からのアプローチによって証券市

場の活性化、ひいては経済全体の活性化を目指す。 
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これらをふまえて、本稿では資料 1 のような構成をとる。まず、証券市場の

本来の役割を確認した上で、活性化すべき点を明確にする。そして、証券市場

における昨今の動向の分析をふまえて、課題点を洗い出し、それを解決するた

めの提案を行うことで、資源循環サイクルを担う証券市場の活性化とする。 

資料 1:本稿の展開 5 

出典:筆者作成 
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第 1 章 証券市場の意義  

 第 1 章では、本テーマの基礎となる知識について整理した上で、証券市場の

活性化について定義づけを行う。第 1 節では、証券市場・証券・投資家の概要

について述べる。第 2 節では、市場が役割を遂行するために必要となる要因を

明確にし、「証券市場の目指すべき姿」を考える。それらをふまえて第 3 節では、5 

「証券市場の活性化」を示し、またその意義についても明らかにする。 

 

第１節 証券市場の概要 

（1）証券市場とは 

 金融市場とは、貸手である資金余剰主体から、借手である資金不足主体へ資10 

金が融通される場である。金融市場はその特徴により「間接金融」と「直接金

融」のふたつに分類され、本稿のテーマとなる証券市場は直接金融に属する。

また、証券市場は機能面で「発行市場」と「流通市場」とに区分され、それぞ

れ異なる役割を有する。 

まず発行市場では、資金不足主体が資金を調達するために発行した証券が、15 

直接あるいは金融機関を介し取引される。本稿では、発行市場の役割を「資金

不足主体の資金調達がなされること」と定義する。銀行による融資に限定せず、

株式を発行することで資金調達手段が多様化しリスク分散につながる。また、

ベンチャー企業は信頼・将来の不透明性の観点から十分な銀行融資を期待でき

ないため、イノベーションを促進していくという意味でも株式による資金調達20 

は重要な役割を果たすのである。 

流通市場では、発行市場で発行された証券が投資家間で売買され、その流動

性や需給に応じ株価も変動する。そこで本稿では、流通市場の役割を「投資家

同士の売買による価格形成がなされること」と定義する。株式の価格は、多種

多様な投資家による株式売買取引により形成する。不特定多数の投資家が需給25 

に応じて適切な売買取引を行えば、価格は資源配分のシグナルとして機能する。 

発行市場と流通市場は「車の両輪」とも比喩され、密接に関わっている。発

行市場で証券が発行されなければ、投資家は売買を行えない。また、流通市場

に投資家が少ない、また売買が活発でないと発行市場で企業は証券を発行しに
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くくなる。発行・流通の両市場の役割が適切に機能することにより、証券市場

は「資金の余剰主体と不足主体をつないで需給を増加させ、経済成長へ導く」

という役割を果たすのである。 

 

（2）証券とは 5 

 証券とは、財産法上の権利・義務を表すものであり、証券自体に財産的価値

を持つ「有価証券」、証券そのものには価値はなく、財産の証明書の役割を果た

す「証拠証券」のふたつに区分される。(資料 2)有価証券はその特徴から、「商

品証券」、「貨幣証券」、「資本証券」の 3 つに分類されるが、一般に有価証券、

証券というと資本証券のことを指す。本稿においての「証券」も債券や株式な10 

どの資本証券を指すこととする。その特徴に、資本集中機能としての資本の分

割性、代替性、そして資本流動性機能としての自由譲渡性がある。 

債券とは、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

あり、その例として国が発行する「国債」、企業が発行する「社債」が挙げられ

る。債券の特徴は、返済期間が存在することである。満期時には返済の義務を15 

負い、借りている間は利息を支払う必要がある。 

債券と同じく資本証券のひとつである株式とは、企業が資金調達をする際に

発行されるものである。株式会社を設立する際、もしくは増資を行う際に発行

される。株式は債券とは異なり返済期間は存在せず、返済の義務はない。企業

が発行する株式を購入する投資家を「株主」と呼ぶ。株式会社は、株主によっ20 

て構成されており、株主は出資先に対して様々な権利を有する。この権利はそ

の性質から大きくふたつに区別される。企業から受ける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「共益権」である。自益

権の例として、企業の利益剰余金を受け取ることが許される「剰余金配当請求

権」や、会社解散時に残余財産を持ち株数に応じて受け取る権利である「残余25 

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持ち株数に

応じた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。 
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資料 2：証券市場の分類 

 

出典：「新・証券市場 2012」高橋史郎（2012 年）P76 より引用 

 

（3）我が国の投資家について 5 

日本の証券市場には主に「個人投資家」・「機関投資家」・「海外投資家」が存

在している。 

個人投資家は家計とほぼ同義であり、資産形成の手段として、証券を長期保

有し配当金を意識する者や、短期間に売却し値上り益を重視する者、株主優待

を意識する者など、家計によってさまざまな運用目的のもと、市場に参加して10 

いる。証券市場にとっては、「重要な資金の流入源」であり、本稿では特に重要

視する投資主体である。 

機関投資家とは、大量の資金を使い、企業体で運用を行う大口投資家のこと

であり、主な機関投資家には生命保険会社、損害保険会社、投資信託会社、年

金基金、普通銀行がある。「自らが長期に渡って巨額な資金を運用する」ことに15 

加え、「証券市場と家計をつなぐ役割」も果たしながら市場に参加している。 

海外投資家とは、海外の個人投資家・機関投資家のことである。今や、株式

市場における海外投資家の売買シェアは 60%を越えている1。さらに東証一部に

                                                
1「外国人投資家、日本の株式市場のシェア６割」日本経済新聞（2014 年）より引用  
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着目すると、売買額の 70%を占めていて市場に与える影響は大きい2。我々は、

長期保有傾向にある日本の投資家とは反対に短期的な取引を好む海外投資家に

ついて「市場の流動性を保ち、株価を調整する役割」を果たしていると考える。

ここで注意すべきは、海外投資家は、株式市場に上場する企業間の相対的な評

価のみならず、為替の変動にも反応して売買することである。為替の変動によ5 

る株式の売買は、日本国内の資源配分とは直接的な関係を持たない。したがっ

て、国内投資家の売買を増やすことは、依然として重要である。 

資料 3：日経平均株価と外国人の売買行動 

 

出典：「日経平均の動きと、外国人投資家の売買動向（売買差額）：2015 年 1 月 5 日-2016 年 4 月 12 日」10 

楽天証券（2016 年）より引用 

 

資料 3 より、日経平均の上昇時に、海外投資家が買い越していて、日経平均

の下落時に、海外投資家が売り越していることがわかる。これは、一見して当

たり前の投資傾向であるが、大きな売買シェアがある海外投資家はその動向で15 

市場を大きく左右する。また、海外投資家の上値を追って買い、下値を叩いて

売るような投資で短期的な日経平均を動かしている。このように、海外投資家

の売買動向は、市場に大きな影響を与えている。 

 

                                                
2「日本取引所、海外投資家の売買審査で専門組織」日本経済新聞（2015 年）より引用 
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第 2 節 目指すべき証券市場の姿 

 ここまで証券市場についての基礎知識を整理し、それぞれの役割について確

認してきた。本節では、我々の考える証券市場の目指すべき姿を明記した上で、

市場が本来の役割を果たすために必要となる要因を示していく。 

 我々は、目指すべき証券市場の姿を「資金の最適配分が行われ、財・サービ5 

ス市場を含めた資源循環サイクルの中心としての機能を果たしている状態」と

定義する。序章で触れたが、証券市場は資源循環の源泉であり、その機能を十

分に発揮していることが、経済全体に好循環を生む。この目指すべき証券市場

の姿を実現するためには、発行市場・流通市場それぞれの市場が役割を果たす

必要がある。 10 

発行市場の役割である「資金不足主体の資金調達」が円滑に行われるために

は「上場コストの低下」と「増資コストの低下」が必要になる。流通市場では

「投資家同士の売買による価格形成」の役割が適正に果たされるよう、多くの

投資家が市場に参加し、リスクの異なる多様な金融商品の「流動性の高さ」と

「情報の対称性」が必要である。次節ではこれらをふまえ、特に活性化すべき15 

点を発行市場での「上場コストの低下」、流通市場での「流動性の高さ」に絞り、

提案もこれに準ずるものとする。 

発行市場、流通市場それぞれの活性化が必要であるのは、前節でも述べた通

り、「車の両輪」と例えられるほど、密接な関係であるからだ。そしてそれぞれ

の市場が活性化なされれば、資金の余剰主体と不足主体が結びつき、証券市場20 

で資金の最適配分が可能となる。それは財・サービスの充実につながり、経済

全体の成長を促すことができる。経済成長が見込まれれば、投資家が投資に積

極的になり、好循環がもたらされる。このように証券市場を中心に経済全体が

活性化されていることが我々の考える最終的な理想の状態である。 

 25 

第 3 節 証券市場の活性化とは 

証券市場を目指すべき姿にするためには市場本来の役割を果たすことが必要

であり、そのための要因を前節で確認したが、本節では活性化するべき対象を

より明確にし、発行・流通市場における活性化の定義づけを行う。 
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（１）発行市場の活性化 

 今後の発行市場には、企業の資金調達を支えること、また、流動性向上のた

め多くの金融商品を流通市場に流通させることが求められる。発行市場が資金

調達手段としての役割を果たすためには「上場コストの低下」と「増資コスト

の低下」が必要となることを前節で述べたが、現状、増資を必要とする上場企5 

業は少ないと考えられる。上場後は成熟し安定志向にある企業が多く、それら

はイノベーションに対する意欲が低いため、まとまった資金の調達を必要とし

ない。また資金調達の際には、既存の株主に配慮し、内部留保や銀行からの融

資を優先させる傾向がある。 

一方で未上場の企業には資金調達の必要性が高い。取引所への上場は一度に10 

巨額の資金の調達を容易にするだけでなく、知名度の向上や企業価値を高める

メリットがある。しかし同時に、上場するためには時間や費用、情報公開の負

担もかかるため一概にすべての企業にとって良いとはいえない。企業はビジョ

ンや経営理念を考慮して資金調達方法を検討する必要があるが、より多くの企

業に上場の選択肢は与えられるべきである。ベンチャー企業に代表される成長15 

企業の資金調達を支え、IPO へと誘導できれば、流通市場での流動性向上にも

貢献する。そこで、中小・ベンチャー企業など成長企業の上場コスト低下を図

ることによる「IPO3数の増加」を発行市場活性化の定義とする。 

 

（２）流通市場の活性化 20 

流通市場が、投資家間の株式の売買によって価格形成が行われる場として役

目を果たすために「流動性の高さ」と「情報の対称性」が必要であると先述し

た。「情報の対称性」に対しては、現在、コーポレートガバナンスや ESG4投資

に代表される取り組みが実施され、非財務情報についての開示も進んでいるこ

とから、解消が期待できる。そこで我々は「流動性の高さ」を視野に入れ、流25 

通市場の活性化を「取引量の増加」と定義する。そして「投資家層の拡大」と

                                                
3 IPO(Initial Public Offering)/新規公開株 

4 ESG(Environment・Social・Governance) 
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「既存の投資家の取引拡大」によってこの達成を目指す。資源の最適配分のた

めには適切な企業評価が行われている必要があり、そのためには多くの投資家

の参加が必須である。特に、資金の流入源として重要な意義をもつ個人投資家

の積極的な参加が望まれる。第 2 章に詳しいが、日本人はリスクを避ける傾向

にあり、預貯金の占める割合が大きいことから、ここに活性化の余地があると5 

考える。そこで、個人投資家の増加と、既存の投資家の取引拡大による「取引

量の増加」を流通市場の活性化の定義とする。  
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第 2 章 証券市場の動向 

前章では、市場の役割を確認した上で、証券市場が「資金の最適配分が行わ

れ、資源循環サイクルの中心としての機能を果たしている」ことを最終目標に、

活性化についての定義づけを行った。本章では、各国の証券市場を歴史ととも

に分析し、我が国の証券市場を取り巻く動向を確認することで、提案を行う上5 

での参考とする。 

 

第 1 節 各国の証券取引所を取り巻く動向 

近年、各国の証券市場では、取引所間の生き残りをかけた国際競争が一段と

激しさを増し、取引所再編の動きが活発化している。取引所の統合は、事業上10 

のリスク分散やシナジー効果を発揮するとともに、取引所外の市場を含めた取

引の多様化を促し、証券市場全体の活性化に貢献している。そのような国際的

競争環境のなかで日本国内の証券市場の在り方を検討するにあたって、海外市

場の動向も確認しておく必要がある。本節では、経営統合や買収などの歴史的

な経緯の確認を含め、世界の主要な取引所をもつ米国、英国の証券市場ととも15 

に日本の取引所市場について分析していく。 

 

（1） 米国の証券取引所市場 

米国の証券市場の特徴に全米市場システム（NMS）がある。これは、米国の主

要株式市場を連結させ、そのうち最良の気配値を表示している市場に注文を回20 

送する仕組みのことであり、市場間競争を促し、市場の効率性を高める目的が

ある。1960 年代に生じた「市場の分裂」を背景に、流動性の分散や価格形成の

非効率を解決するための策として導入された。米国では取引所取引だけでなく、

私設取引システムを含む取引所外での店頭取引も活発に行われており、市場間

競争が盛んである。（資料 4）米国の株式市場が時価総額や取引金額などにおい25 

て世界最大規模を誇る要因のひとつには、このような国内での市場間競争を促

す NMS の存在があると考える。 
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資料 4：売買高シェアの内訳（2015 年 11 月） 

  

出典:「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 年)P123 より筆者作成 

 

米国の取引所市場の動向を確認するにあたり、代表的なニューヨーク証券市5 

場（NYSE）とナスダック市場（Nasdaq）について取り上げる。両市場の売買高

シェアは合わせて 40％以上を占め、米国証券市場を支えている。(資料 4) 

NYSE は、1817 年に会員組織として設立。2006 年に大手電子取引所であるア

ーキペラゴと合併し、長い間続いた会員組織から株式会社に組織変更した。2007

年には欧州のユーロネクストと経営統合し、持株会社 NYSE ユーロネクストを設10 

立したことで、当時では世界最大規模の現物株式市場となった。その後、現物

株の取引が低迷したことから、2013 年にデリバティブ取引を主力とするインタ

ーコンチネンタル取引所（ICE）に買収され、現在に至っている。時価総額にお

いて世界最大の証券取引所である NYSE は、伝統と品質維持のため上場審査が厳

しく、世界中の優良企業が集まっている。 15 

Nasdaq は、1971 年、世界初のコンピュータシステムによる電子株式市場とし

て全米証券業協会（NASD）によって開設された。2006 年に承認を得て、国法証

券取引所として業務を開始。2008 年に北欧やバルト諸国で取引所を運営する

OMX と経営統合を果たし、持株会社 NASDAQ OMX グループが設立された。Nasdaq

は、NYSE に比べ上場の基準が緩やかであるため、ベンチャー企業を中心に多く20 

の企業が資金調達の場として活用する新興企業向け市場である。近年、他取引

所や証券会社にテクノロジーを提供するなどビジネスの多角化を進める動きが

見られている。 
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各市場はそれぞれの特徴を活かしつつ活発に競争しており、後述する、東証

一極集中型の日本の証券市場にはない特徴である。 

 

（2） 英国の証券取引市場 

英国の証券市場は、世界からプレーヤーを招く、開かれた市場である。日本5 

の市場においても海外投資家の占める割合は大きいが、英国の株式保有構造で

は、海外投資家が 50％以上を占めており、圧倒的に海外投資家の持株比率が高

いことが確認できる。(資料 5)また、世界の主要株式市場のひとつであるロン

ドン証券取引所（LSE）では、英国のポンドだけでなく、米ドルやユーロ、日本

円など多様な通貨で決済でき、世界 68 カ国から 450 以上の企業が上場する国際10 

色豊かな市場となっている5。さらに、個人の資産形成促進策として ISA6が 1999

年に導入され、評価されているなど参考にすべき点は多い。 

資料 5：株式の主体別保有比率（英 2014 年末、日本 2015 年 3 月） 

 

出典：「"日本株式会社"の株主構成はどう変わるのか」大和総研（2015）より筆者作成 15 

 

LSE は、証券の取引や情報の交換が行われていた会員制クラブを 1773 年に証

券取引所と改名したことが起源とされている。取引所の株式会社化・株式上場

の世界的な流れの中で、2000 年に公開会社となり、翌年、資金調達を伴わない

                                                
 
5「ロンドン証券取引所（LSE）」ADVFN（2017）より引用 
6 ISA（Individual Savings Account） 
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形で自らへの上場を果たした。上場後は、ドイツ取引所、ユーロネクスト、豪

州のマッコーリー、Nasdaq など世界の有力機関から相次いで合併や買収の提案

を受けたが、株主の反対などでいずれも成立しなかった。その後 NYSE ユーロネ

クストの誕生と、NASDAQ OMX の統合を契機に、世界の取引所がグローバル再編

時代に突入したことを受け、それに対抗するため LSE も 2007 年、イタリア取引5 

所の買収を行った。現物株や情報提供サービスが強みであった LSE は、清算・

決済などのバックオフィス関連サービスを得意とするイタリア取引所を買収し

たことによって事業の多角化が進み、バランスの取れた収益構造が競争力強化

につながっている。このようにして国際的競争環境のなか、主要取引所の座を

保っている。 10 

 

(3) 日本の証券取引所市場 

戦後 1949 年、「証券取引三原則」とともに東京、大阪、名古屋などで証券取

引所が設立された。情報通信技術が十分でないなか、公正な価格形成と効率的

な資金配分を行うためには、取引を 1 カ所に集中させる必要があり、上記の三15 

原則には「取引所集中原則」が含まれていた。その後、バブル経済の崩壊によ

り空洞化しつつあった日本の金融市場を立て直すために打ち出された「日本版

金融ビッグバン」によって 1998 年に取引所集中義務は撤廃されることとなった。

さらに、情報通信技術の発達によって、証券取引がコンピュータ・ネットワー

ク上で行われるようになり、私設取引システム（PTS）など取引所外での市場を20 

含めた市場間競争が活発化した。PTS での取引は、資料 6 のとおり 2010 年頃か

ら増加傾向にあったが、全取引額の 5％ほどと依然としてその割合は大きいと

は言えないのが現状である。そのほか取引所外の市場には、非上場・非登録の

株式の店頭取引を行うグリーンシート市場7や、それに代わる株主コミュニティ

の制度8があるが、市場規模は小さくいまだ未発達である。 25 

 

                                                

7 2018 年 3 月をもって廃止される。 
8 2015 年に設立。地域に根差した企業を支援する非上場株式の流通取引・資金調達の制度である。 
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資料 6：PTS での取引の推移

 

出典：「図説日本の証券市場 2016 年版」公益財団法人日本証券経済研究所（2016 年）P33 より引用 

 

市場間競争は国内に限らず、国境を越えた取引所再編の動きが活発化してい5 

る。そのことを背景に、2013 年に東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合

した日本取引所グループが設立され、世界的な競争力を備えた新市場が誕生し

た。以降我が国では、日本取引所、名古屋、札幌、福岡の 4 つの取引所が存在

している。各取引所は上場誘致や取引誘致を巡って競争しており、ジャスダッ

クやマザーズをはじめとする新興、成長企業向け市場の創設や売買の電子化、10 

立会外取引の導入など新たな取り組みを行ってきている。しかし上場銘柄数で

は 88.3％、売買代金では 99％以上9を東京証券取引所が占めており、取引は極

めて東証に集中していると言える。 

 

第 2 節 国内証券市場の動向 15 

（1）コーポレートガバナンスの重視 

第 1 章で株主の権利について触れたが、権利が多様化したことによって株主

はステークホルダーの中で特に重要視される存在となっている。このことから、

コーポレートガバナンスの企業概念が注目されている。コーポレートガバナン

スは、企業とステークホルダー間で情報開示や意思決定を行い、利潤追求のみ20 

にとどまらない企業価値の創造を導くためにある。企業の最高指導者が企業の

意思決定を支配するのではなく、ステークホルダーが企業を監視し意思決定に

                                                
9 「図説日本の証券市場 2016 年版」公益財団法人日本証券経済研究所（2016 年）P48 より引用 
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影響を及ぼす。原点は 1960 年代の米国であると考えられており、バブル期以降

に相次いだ企業不祥事を背景に日本でも重視されるようになった。その中で、

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・コードにも関心が

集まっている。東京証券取引所では、2015 年 3 月の「コーポレートガバナンス・

コード原案」を受けて、「コーポレートガバンナンス・コード」を有価証券上場5 

規定の別添として定め、また、それに関連する上場制度の整備も行った。 

資料 7：市場第一部・第二部のコーポレートガバナンス・コード実施状況 

 

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

 10 

上場規定として定められたことから、企業での全原則実施率は 2016 年 3 月

19.9％から 2017 年 25.9％に高まっている。また、実施 90％以上の企業も増え

ていることから、コーポレートガバナンス・コードは企業に取り入れられ、概

念が重要視されていることがわかる。（資料 7）また、同様の指針がスチュワー

ドシップ・コードの形で機関投資家にも課されている。今後は両者の対話で中15 

長期的な株主重視市場の構築が期待される。コーポレートガバナンスは企業の

形態を変化させるだけでなく、機関投資家へも変化をもたらす。コーポレート

ガバナンス下では企業の支配権を持つための株式保有ではなく、機関投資家に

も経営へ積極的に参画することが求められる。このことから、これまで続いて

いた株式相互持合などの支配構造が解体され始めている。コーポレートガバナ20 

ンスの影響は証券市場の様々な面から長期的利益主義へと変化させている。 
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（2）日本の公社債市場 

2016 年度の公社債売買高は 9373 兆円で、うち国債売買高は 9291 兆円、社債

売買高は 16 兆円を占める10。日本の債券市場において、国債が占める割合は約

99％であり、社債の占める割合は 1％以下となる。つまり、国債の売買が社債

と比べて圧倒的に多い。 5 

資料 8：日米の債券種類別発行残高 

 
出典：「2016 年社債発行市場の回顧」野村証券市場研究所(2017)P14 より引用 

 

資料 8 で米国と比較しても社債の市場規模は小さいことがわかる。米国にお10 

いては社債残高が 82000 億ドル、米国債残高の 62％となっている一方、日本の

社債残高は 57 兆円で、日本国債残高の 6％に過ぎない。両国の社債発行高と GDP

を比較しても、米国が 45％であるのに対して日本は 11％にとどまっている11。

国債の利回りがマイナス領域に入ったことで、国内債券市場の構造が顕在化し

ているいま、プラスの利回りを確保できる社債に対する投資家の需要は高まり15 

つつある。それに応えるべく最低購入単位を 100 万円程度に小口化して発行す

る個人向け社債が登場した。しかし、信用リスク、価格変動リスクや流動性リ

スクの影響があり、投資家の社債購入ニーズは充足されているとは言い難く、

個人投資家の社債市場への参入は未発達である。 

                                                
10 「公社債種類別店頭売買高」証券統計ポータルサイト(2016 年)より引用 
11「2016 年社債発行市場の回顧」佐藤淳 (2017 年)P.14 より引用 
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（3）ベンチャー企業の資金調達 

証券市場は資金供給によって、飽和状態にある日本の財・サービス市場にイ

ノベーションを起こす企業の成長を支援する役割がある。取引所や証券会社も

これを意識し、中小・ベンチャー企業の発展を支える仕組みを模索している。

その仕組みとしてグリーンシート銘柄制度や、株主コミュニティの制度、クラ5 

ウドファンディングなどが発足してきた。このような制度があるにも関わらず、

日本は諸外国と比べてベンチャー企業への投資は活発ではない。資料 9 を見て

わかるように、日本は投資額、件数ともに欧米中と比較し最小で、2015 年の日

本の投資額は米国の 2％にしか及ばない状況であり、その差は歴然である。ま

た 2011～2015 年の間、投資額・件数はともに横ばいでこれでは十分な資金調達10 

が行えているとは言い難い。 

資料 9：2015 年のベンチャー投資実行額の国際比較 

 

出典：「ベンチャー白書」一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(2016)より筆者作成 

 15 

日本のベンチャー投資が活発化していないことは、IPO 数の低迷にも影響し

ている。リーマンショック以降、IPO 数は徐々に回復しているものの、いまだ

多いとは言えない。2016 年には、上場審査の強化を背景に 2009 年以降初めて

その数が減少した。（資料 10）企業の成長のためだけでなく、多くの銘柄を流
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通させ、流通市場での取引量を増やすためにも IPO 数の増加は重要である。現

に、日本取引所グループも IPO 推進活動として新興企業向けの IPO センターを

設置している。クラウドファンディングや株主コミュニティで中小・ベンチャ

ー企業支援に注目が集まっている一方、新興市場を取り巻く環境の整備が急が

れている。 5 

資料 10：IPO 数の推移 

 

出典：「2016 年 IPO 市場の動向」中村公彦(2017)より筆者作成 

 

（4）Fintech 10 

Fintech とは「Finance(ファイナンス)」と「Technology(テクノロジー)」を

掛け合わせ、最新の技術を活用した革新的なサービスの総称である。現在、世

界的に広がりを見せ金融サービスの新たな時代を作り出すと期待されている。

Fintech はこれまでの金融サービスを支えてきた金融機関や金融 ICT 企業だけ

でなく、起業家や大手 ICT 企業も参入している。それらが提携・出資・買収な15 

どを行い急速に拡大し、今やひとつのエコシステムを構築していることから新

しい用法の意味をもつ。取引コストの削減が可能な Fintech の登場により、こ

れまで金融機関が独占的に提供し、変化に乏しかった金融商品・サービスを、

ユーザ目線から利便性の高いものに変えていこうとする動きが活発化している。

例として、少額投資を可能にしたアプリが挙げられる。これまでの投資とは一20 

線を画し利便性を向上させたことで、投資への敷居を低くし、新たな層を獲得
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する可能性を高めた。 

技術の発展は取引システムの多様化につながっている。代表的なサービスと

して、AI12を活用し、投資の助言を行うロボアドバイザーが挙げられる。三菱

UFJ 国際投信はロボアドバイザーを活用した機関投資家向けのサービスを提供

している。経済指標、市場に盈虚を与えるデータを分析し翌日の TOPIX の騰落5 

を予測する。上昇しそうな場合は株式に資金を振り当てることが可能になる。

このほか個人投資家向けにも、資産管理・運用のアドバイスを行うサービスの

普及は進んでいる。多くの企業が Fintech を用いた事業の開発を進めており、

今後の金融市場に影響していくといえる。 

 10 

第 3 節 個人投資家の動向 

 第 1 章では、個人投資家がそれぞれ異なる運用目的の下に証券市場に参加し

ており、証券市場にとっては「資金流入源」としての意義があることを確認し

た。これに加えて本節では、個人投資家数の推移や投資状況、個人投資家を取

り巻く環境の変化を合わせて見ることで、個人投資家の動向について分析して15 

いく。 

 

（１）個人投資家数の推移 

 2000 年代以降、個人投資家数は増加傾向にある。2016 年度における個人投資

家数は前年度比で 23万人増加して 4,967万人となり 3年連続で増加する結果と20 

なった（資料 11）。この数値は株主数合計の 97%13を占める値となっており、こ

こからも「重要な資金流入源」としての役割を担っていることがわかる。個人

投資家数が増加傾向を示すようになった背景には様々な要因が考えられるが、

そのひとつとして後述する NISA の登場が挙げられる。 

 25 

 

 

                                                
12 AI（Artificial  Intelligence）/人工知能 
13 「2016 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（2017 年）より引用 
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資料 11：個人株主数（延べ人数）の推移 

 

出典：「2016 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（2017）P2 より引用 

 

 増加傾向を示している個人投資家ではあるが、20～40 代の投資経験者の割合5 

は約 3 割にとどまっており14、「貯蓄から投資へ」はいまだ道半ばの問題として

証券市場に根強く存在している。家計が証券市場にとって十分な構成要員と成

りきれていない原因として、安定志向・リスク回避型の資産形成手段を好んで

選択する傾向があることが挙げられる。 

 10 

（2）家計の投資状況 

 先述したとおり、日本の家計金融資産約 1,700 兆円のうち 52%15に値する 900

兆円が現預金で行われており家計は安定志向・リスク回避型の資産形成手段に

依存している。その現状は家計所得における勤労所得と財産所得との割合から

も見てとれる。資料 12 からは、米国では勤労所得と財産所得の比が概ね約 3:115 

で推移し、財産所得が家計所得を大きくサポートしているのに対して、日本で

は約 8:1 と十分にサポートできていないことがわかる。 

 

 

                                                
14 「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用促進に向けた課題に関する調査」株式会

社野村総合研究所（2015 年）P4 より引用 
15 「事務局説明資料」金融庁（2017 年）P1 より引用 
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資料 12：日米の家計所得の推移 

 

出典：「平成 27 事務年度金融レポート」金融庁（2016）P47 より引用 

  

 家計が安定志向・リスク回避型の資産形成手段に依存しているという表記か5 

らは、現預金に対してマイナスイメージを持たせてしまう可能性があるが、必

ずしもそれが絶対悪になりえるとは限らない。家計によっては、投資に回すよ

うな余剰がなく仕方なく現預金での資産形成を行うという場合も考えられるた

めである。特に日本においては、金融資産の 8 割を 50 歳代以上のシニア世代が

保有しており16、この世代は減らさない資産運用が優先される傾向にある。こ10 

のような少子高齢の社会構造も財産所得の存在を盲目的にさせ、家計金融資産

において預金優位の状況を作り出す要因となっているのである。では、証券市

場や家計にとって悪となりえる選択とは何か。それは、金融リテラシー不足を

原因とした安定志向・リスク回避型の資産形成手段への依存である。例えば、

投資が資産形成の手段として認識されていない場合や、投資には巨額な資産が15 

必要であると思い込んで投資を行わない場合である。実際は少額からでも投資

することは可能であり、近年では家計にとって参加しやすい市場も整えられて

いる。家計と証券市場との間にはこのような金融リテラシー不足を原因とした

ギャップが生じており、金融リテラシーの分野には課題が山積みとなっている。 

                                                
16 「超高齢社会に向けた家計金融資産運用」大和総研グループ（2015 年）P6 より引用 
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（3）金融リテラシーの必要性 

 金融リテラシーとは「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」17である。家計が証券市場に直接的に参加し、

それぞれの生活様式に合った金融商品を選定するためには、この金融リテラシ

ーが身についている必要がある。しかし、多くの家計は十分な金融リテラシー5 

が身についておらず、「投資は損をするもの」や「投資はギャンブルのようなも

の」などのマイナスイメージが先行し、投資行動に至っていないのが現状であ

る。また、リテラシー不足に伴う家計の資産形成手段への影響は、投資に対す

る姿勢を臆病にさせるだけでなく、「そもそも投資に興味がない」という財産所

得による資産形成の必要性を根本から否定するような考えにまで至らせる。 10 

 また、海外と比較しても日本の家計の金融リテラシーが不足していることが

わかる。S&P 社18が世界各国を対象に行った調査の結果によると、世界金融スコ

アランキングで日本は 144カ国中 38位となっている19。主な先進国の金融リテ

ラシーをスコア化した資料 13 からも、先進国に比べると日本の金融リテラシー

は劣っていることがわかる。 15 

資料 13：世界各国の金融リテラシースコア 

 

出典：「Financial Literacy Around the World」S&P 社（2015 年）より筆者作成 

                                                
17 「金融リテラシー」日本証券業協会 HP より引用 
18  米国の有力格付け会社スタンダード・アンド・プアーズのこと。 

19 「Financial Literacy Around the World」S&P 社（2015 年）P.24 より引用 
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 このように、日本の家計の金融リテラシー不足は家計と証券市場とを遠ざけ

る問題となっている。そのため、家計に証券市場を身近に感じさせ、「貯蓄から

投資へ」を実現するためには、国民それぞれが正しい金融リテラシーを身につ

けることが必要なのである。 

 5 

（4）NISA の現状 

 先述したとおり、NISA の登場は家計と証券市場との結びつきを強め、個人投

資家数増加の一因となった。NISA とは「少額投資非課税制度」を意味し、2014

年 1 月より導入された制度である。日本に住む 20 歳以上が対象で、年間投資上

限は 2016 年度より 120 万円へと増額された。2016 年 6 月末時点での NISA 総口10 

座数は 1030 万口座20であり、普及が進んでいる。2016 年度からはジュニア NISA

も開設され、親権者が子供に対しての新たな長期投資として運用することが可

能となった。一見、順調に成長している制度のように見受けられるが、その稼

働率は低く、開設された口座のうち過半数が非稼働となっていることが現行の

NISA の実態である（資料 14）。その要因のひとつとして、特定口座などで生じ15 

た配当・譲渡益との損益通算ができないこと、非課税枠の再利用ができないこ

となど、柔軟性に欠けたルールが存在していることが挙げられる。 

資料 14：非課税投資枠の使用状況 

 

出典：「NISA 口座の効果検証結果」金融庁（2016）P6 より筆者作成 20 

                                                

20 「NISA 制度の効果検証結果」金融庁（2016 年）P1 より引用 
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 このような現行 NISA の実態を受け、2018 年からは積立 NISA が開始される予

定である。この積立 NISA は、年間 40 万円までしか投資ができないが、継続期

間が 20 年間となり、より長期的に非課税の恩恵を受けながらの投資が可能で、

非課税投資額が最大 800 万円となる。現行の NISA に比べ、少額から長期的に資

産形成できる見通しとなっており、投資家数増加や取引量の増加へと貢献でき5 

るのか、今後の動向に注目したい。 

 

（5）確定拠出年金の普及 

確定拠出年金とは、拠出された掛け金が個人ごとに区分され、掛け金と運用

収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度である。個人が運用10 

商品を選択し、その運用収益によって受給できる年金が変動する点が特徴であ

り、従来の退職金制度や年金制度に代わる制度として注目されている。「企業型

確定拠出年金」と「個人型確定拠出年金」のふたつに区別されており、その違

いは、掛け金の拠出主体が企業型では事業主、個人型では加入者本人である点

だ。拠出主体は異なるが、どちらも加入者自身が運用商品を選択する。商品を15 

選択しない加入者もいることからデフォルト商品での運用も可能となっている。

特徴的な仕組みとして「ポータビリティ」があり、これにより、転職時・退職

時も転職先の確定拠出年金や個人型確定拠出年金に資産を移換させて積み立て

を継続できる。このことから確定拠出年金は、現役世代が投資をする機会を増

やし、継続的に投資を推進させる制度であるといえる。現在の確定拠出年金加20 

入者は 2017 年 3 月時点、個人型 43.1 万人、企業型 591.4 万人であり、年々増

加している21。また、2017 年 1 月に制度変更されたことで、それまで対象外で

あった公務員や主婦も個人型確定拠出年金に加入できるようになり、今後の確

定拠出年金の加入者はさらに増えるだろう。資産形成手段として注目される確

定拠出年金には、多くの加入者と運用額が見込まれ、今後も制度のさらなる強25 

化が求められる。 

 

                                                
21 「規約数等の推移」厚生労働省 HP（2017 年）より引用 
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第 4 節 機関投資家の動向 

（1）株式の所有構造 

 第 1 章において、機関投資家について自らが長期に渡って巨額な資金を運用

することに加え、「証券市場と家計をつなぐ役割」も果たしていると述べた。し

かし、このような役割を果たし市場に参加する機関投資家の存在が、結果とし5 

て個人投資家の投資行動を鈍らせることにも繋がっている。その原因は、株式

所有構造の法人化、すなわち機関化現象にある。機関化現象については、後に

詳しく述べることとして、ここでは株式所有構造について着目する。企業ある

いは機関投資家による株式投資は、支配証券としての色が強い。長期的かつ固

定的に株式保有を行い、市場に出回る株式は少なくなり、利回りは低下する。10 

その結果、長期的に保有され続けた株式の価格は上昇し、個人投資家には手の

届かない証券価格が形成されるのである。このような状況においても個人投資

家が利益を得るためには、売買差益を狙った投機的な投資を行わざるを得ない。

このような、証券市場に存在する構造的な歪みによって、本来であれば安定志

向の個人投資家が最も投機的な投資行動を取るようになったのである。現在は、15 

各機関による株式の売却が進んでおり、市場の構造的な歪みは少しずつ解消さ

れていくと考えられる。 

 

（2）機関投資家の投資基準 

 機関化現象とは、市場において機関投資家の持ち株比率が高くなる現象のこ20 

とである。機関投資家は各家庭から預かった資金を運用し、巨額の資金を投じ

るため、その投資行動は市場に参加するプレーヤーに様々な影響を与える。例

えば、上場企業の株を機関投資家が購入した場合、投資先企業の大株主となる

可能性が高く、議決権が強くなる。以前はこういった自益権については、比較

的重要視されてこなかったが、「コーポレートガバナンス・コード」の策定など25 

により、自益権が非常に重要視されるようになってきている。そのため、企業

の円滑な資金調達と情報開示のあり方は以前より密接な関係となり、財務情報

にとどまらず非財務情報の開示のあり方にまで議論は広がり、実際に、透明性
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の高い企業に対しての投資が集まっている。GPIF22（年金積立金管理運用独立

行政法人）は「ESG 指数」に連動した日本株のパッシブ投資を 1 兆円規模で開

始した23。採用された指数は、ESG について総合的に見る「FTSE Blossom Japan 

Index」「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数」に加え、S（社会）に

重きを置き、性別多様性に優れた企業を対象にして構築された「MSCI 日本株女5 

性活躍指数」の 3 つである。また、E（環境）に取り組む企業を評価し構成され

た指数の導入については継続的に検討されている。長期的な視点で利益を生む

企業に対して投資を行う ESG 投資は、経済に好循環をもたらす。(資料 15) 

資料 15：ESG 投資拡大がもたらす好循環 

 10 

出典：「ESG 指数選定結果について」年金積立金管理運用独立行政法人（2017）P7 より引用 

 

このように、機関投資家の投資行動と同様に企業の情報開示のあり方も変化

してきた。これにより、かねてから問題視されてきた投資家と企業との「情報

の非対称性」が解消されることが期待される。 15 

 

 

                                                
22   年金積立金管理運用独立行政法人/130 兆円を運用する世界最大の機関投資家である。 

23 「GPIF の ESG 投資が本格始動、まずは 1 兆円」日経ビジネス ONLINE（2017 年）より引用 
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（3）投資信託について 

「証券市場と家計をつなぐ役割」をもつ機関投資家の代表的な例として、「投

資信託」がある。投資信託はファンドの一種であり、多数の投資家から集めた

資金をもとに、株式、債券などに投資し、運用する商品である。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。 5 

資料 16：日本の公募投資信託の純資産高推移 

 
 出典：「日本の公募投資信託の純資産残高推移」野村資本市場研究所（2017 年）P219 より引用  

 

資料 16 より、投資信託の純資産額は年々増えており、今年 2017 年では、過10 

去 10 年の中で最高で、100 兆円を超え、普及が進んでいることがわかる。また、

投資信託の商品数は 2015 年時点で 5819 本にのぼり、上場企業社数 3510 社に比

べはるかに多い24。しかし、三菱 UFJ 国際投信による調査では、米国での投資

信託による投資家の平均保有期間が 4.6 年であるのに対し、日本の投資家の平

均保有期間は 2.6 年と短い25。この要因については次章に詳しく述べるが、投15 

資信託は今後、長期保有による運用が期待されていくと考えられる。 

                                                
24  東洋経済 ONLINE『投資信託市場で大きな影響力を有する「モーニングスター」とは』（2016 年）よ

り引用 
25  三菱 UFJ 国際投信「投信の保有期間は日本 2.6 年に対し、米国 4.6 年、 NISA が範とする英国 4.5

年、そして英国 ISA は 7.3 年 ～日米英の投信保有期間比較～」（2016 年）P.4 より引用 
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第３章 国内証券市場における課題点 

第１節 発行市場における課題点 

(1) エンジェル投資家の不足 

発行市場の問題点に、第 2 章で述べたベンチャー企業への投資が不十分であ

ることが挙げられる。その要因のひとつとして、創業間もない企業への投資を5 

行う個人投資家である、エンジェル投資家の数が少ないということがある。米

国と比較するとその差は明らかである。（資料 17） 

資料 17：日米のエンジェル投資の比較 

 

出典：「企業・ベンチャー支援に関する調査 エンジェル投資家等を中心としたベンチャーエコシステムについて 」 10 

株式会社野村総合研究所（2015年 3 月）P20 より引用 

  

 日本国内ではエンジェル投資家の数を増やすため、エンジェル税制が実施さ

れている。その影響で、エンジェル投資家の数は微増しているものの、依然と

して少ないのが現状である。近年では株式投資型クラウドファンディングが実15 

施され、未上場株式の発行により、インターネットを通じて多数の人から少額

ずつ資金を募ることが可能となった。これにより、個人の新興企業への投資促

進が期待される。また今年、2017 年の 8 月には株式投資型クラウドファンディ

ング「FUNDINNO」を運営する株式会社日本クラウドキャピタルと、株主コミュ

ニティを運営するみらい證券株式会社が提携を行った。FUNDINNO で取得した非20 

上場株式を株主コミュニティ内で売買できるようになれば、これまでの課題で

あった非上場株式の流動性の向上が期待される。しかし、参加する企業や投資

家の不足はいまだ課題点であり、改善の余地は十分にある。続く第 4 章でクラ

ウドファンディングに参加するプレーヤーの増加を図る提案をする。 
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(2) ベンチャーキャピタル（VC）投資の低迷 

 証券取引所への上場は、企業にとって大規模な資金調達や知名度の向上を可

能にし、企業が成長するためのひとつの手段として機能している必要がある。

しかし先述したように、国内証券市場に新規上場した企業の数はリーマンショ

ック以前ほどには増加していない。その要因のひとつに VC 投資の低迷が挙げら5 

れる。（資料 18）VC は金融機関や事業会社などからの出資金で未上場企業への

投資を行っているため、資金回収の必要があり、金銭的なリターンを追求する。

そのため投資先企業の経営にも関わり IPO などに向けた育成支援も行っている。

2010年から 2016年に新規上場した企業のうち 6割以上の企業が VCの出資を受

けていることからも26、IPOの達成にはVCによる投資の影響が大きいといえる。10 

そこで、リーマンショック後、投資件数・投資額ともにほぼ横ばいに推移して

いる VC 投資の拡大によって IPO 数の増加を目指したい。 

資料 18：日本の VC 等による年間投資の推移 

 

出典：「ベンチャー白書 2016」一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（2016）P1－2 より引用 15 

 

IPO による資金調達後に、業績が下降する企業もあることを考えると、IPO

支援を行う VC の投資の在り方も見直すべき課題となる。先述した ESG 投資への

                                                
26 「IPO 市場の動向と国際化に関する比較」大和総研（2017 年）P.4 より引用 
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注目など、今後は上場企業内でもより長期的な利益を求める企業が淘汰されず

に残っていくと予想される。VC は今後の成長企業を育てるという観点から、目

先の利益だけでなく長期的な成長を視野に入れた投資先企業の選定が必要にな

るだろう。これをふまえ、我々は ESG に配慮したベンチャー投資を促進させる

提案を行い、質の高い IPO 数の増加を図る。 5 

 

第２節 流通市場における課題点 

(1) 投資未経験者の投資離れ 

 家計における資産形成手段が現金・預金に依存していることは、第 2 章で確

認してきたとおりである。現金・預金による資産形成手段を選び、投資をして10 

いない層をふたつに分けると、投資自体に興味がない「投資無関心層」と、投

資に興味はあるが様々な理由から始めることのできない「投資関心層」の二者

に大別することができる。資料 19 より、投資関心層は「副収入を得られる」や

「銀行に預けるより得」などのプラスイメージを持ち、自らの資産形成手段と

して投資を選択する可能性を秘めていることがわかる。一方で、投資無関心層15 

は興味がないことを原因として、マイナスイメージを働かせる結果となり、投

資行動に移る可能性が極めて低いことが予想できる。そこで、「投資家層の拡大」

の阻害要因となる、両者の抱える問題について分析する。 

資料 19：投資関心層と投資無関心層のイメージの違い 

 20 

出典：「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用促進に向けた課題に関する調査」 

野村総合研究所（2015 年）P15 より筆者作成 
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 投資無関心層の問題は、投資への興味の無さであるが、なぜ投資に対して興

味がないのか。その理由として、日常生活の中に投資を意識させる場面がない

ことが挙げられる。その結果、「自分とは関係がない」や「興味がない」といっ

た思考に至らせるのである。よって、「投資を身近にする」必要がある。続いて、

投資関心層にとっての問題は、「素人には難しい・知識が必要」というイメージ5 

を抱かせてしまう制度の複雑さにある。これに加え、「自分に合った投資商品を

比較・選択すること」が、投資を始める上で面倒だと感じる要因の約 7 割を占

めていることから27、金融商品の選択にも問題を抱えていることが推測できる。

このように投資関心層は、知識がないことに対する不安や、自分にあった金融

商品の選択に対する面倒により投資行動に至っていないため、「簡単なシステム」10 

と「魅力的な金融商品」が必要である。 

 投資無関心層には①投資を身近にする。投資関心層には②簡単なシステム・

魅力的な金融商品を設ける。このふたつの要素を兼ね備えたサービスを提案す

ることで投資家層の拡大を図る。 

 15 

(２) 金融教育の不足 

投資が促進されない問題のひとつとして、投資に対するリテラシー不足があ

げられる。第 2 章では海外比較で、日本の金融リテラシーが低いという現状を

確認した。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。日

本では、金融・投資教育の経験があると答えた者は全体の約 29.0%しかおらず、20 

そのうち学校段階で金融教育を受けたと回答した者は約 14%程度しか存在しな

かった28。一方で海外では金融教育が盛んに行われている。例えば英国では、

2014 年から正式に学校教育において金融の内容が位置づけられている。さらに、

米国でも 2013 年に若年層を中心とした金融教育に関する大統領諮問委員会が

設立され、金融教育に力を入れていることがわかる。日本と比べると、学校段25 

階からの金融教育に大きな差が見受けられるが、これは日本が金融教育に力を

                                                
27 「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用促進に向けた課題に関する調査」野村総

合研究所（2015 年）P.18 より引用 
28 「国民の NISA 使用状況等に関するアンケート調査」金融庁（2016 年）P.19 より引用 
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入れ難い現状があるからだと考えた。 

資料 20：授業実施の際に難しいと感じる点 

 

出典：「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書」日本証券業協会（2014 年）P32より引用 

 5 

資料 20 は、学校段階で金融に関しての授業をとり入れることがなぜ難しいか

を示したものである。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 50％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わかる。9 割以上の教員が金

融教育を実施する必要性があると答えているものの、約 3 割の教師は実際には10 

金融教育を行っていない現状もある29。生徒に知識を与えるはずの教師に金融

リテラシーが身についてなれば、その教育は難しい。また、教員研修などの機

会が少ないという問題もあるが、機会があったとしても、カリキュラム上時間

に余裕がなければ、教えることはできない。こうした様々な問題が日本での金

融教育の実現性を低くしていると考えられる。 15 

  

 

                                                
29 「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」金融経済教育を推進する研究会（2014

年）P26 より引用 
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(３)投資信託の手数料問題 

 投資信託が普及しており、個人投資家の重要な投資手段となっていることを

第 2 章で確認した。しかし、日本人の保有期間が短いという現状もある。その

要因には、投資信託販売会社の回転売買による手数料問題30があり、短期運用

の一因であると考えられる。 5 

これまでの施策としては、金融庁が打ち出した、「平成 27 事務年度金融行政

方針31」がある。さらに、回転売買が疑われた三井住友信託銀行に金融庁が注

意喚起を行うなど、積極的な姿勢もみられる。しかし、依然としてすべての問

題解決には至っていない。実際に、投資信託では手数料への不満が広がってい

る。資料 21 は、他の金融商品と比較して投資信託に対して特に不満に感じる点10 

を表したグラフである。 

資料 21：他の金融商品と比較して投資信託に対して特に不満に感じる点 

出典：「2015 年（平成 27 年）投資信託に関するアンケート」投資信託協会（2016 年）P8 より引用 

    15 

平成 27 年度の部分では、「元本保証がない」ことが最も多く、2 番目には「手

数料が高い」ことで、17.6%であり、平成 24 年度より約 5％も増えていること

がわかる。次いで、「仕組みや運用実績がわかりにくい」が 10.4%となっている。

                                                
30 販売会社が高い手数料を取るために投資家に頻繁に売買させている問題。 
31 市場の公正性、透明性の確保のため、顧客である投資家に運用の過程でかかる手数料を明確に示す、

「手数料の透明化」を促す。 
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元本保証に関しては、プロテクトラインなど32、元本保証付き投資信託の登場

により、不満緩和が見込まれるが、手数料に関しては増加していることからも

わかるとおり、改善が必要である。  

手数料の高さも問題視されており、米国では販売手数料と信託報酬を合わせ

て 0.87%であるのに対し、日本は 4.73%と 5 倍近くある33。近年米国では、手数5 

料の無料化などが主流になってきているが、日本は手数料での収益化が一般化

され、依然として高いままとなっている。 

これらのように、回転売買による手数料問題は投資家の不満につながってお

り、投資促進の障壁になると考えられる。このような問題を解決し、投資家が

安心して長期投資を行うことができる体制が必要である。 10 

  

                                                
32 基準価格を一定まで保つ投資信託商品のこと。１万円/1 万口に対して 9000 円のプロテクトラインか

ら始まる。基準価格が上がるとプロテクトラインは引き上げられ、一度上がったプロテクトライン

は下がらない。基準価格がプロテクトラインを下回ると、繰り上げ償還される。 

33 「平成 27 事務年度金融レポート」金融庁 (2016 年) P60 より引用 
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第４章 国内証券市場の活性化に向けた提案 

第１節 発行市場活性化に向けた提案 

（1）クラウドパックの提案 

 本提案は、中小・ベンチャー企業などの成長企業に出資する個人投資家を増

やすことを目的とした、株式投資型クラウドファンディングにおける投資のリ5 

スク軽減案である。先述の FUNDINNO を参考に提案を行う。FUNDINNO では、高

いリスクから投資家を保護するため、出資を募る企業と投資家のそれぞれに参

加への厳しい審査基準が設けられている。これにより、中小・ベンチャー企業

への投資を望む投資家も参加が難しい現状があり、我々は現在の高いリスクを

軽減させることによって投資家の審査基準の緩和を目指す。投資家が参加しや10 

すく、また、参加に意欲的になるための環境の整備は、企業の資金調達手段と

しての機能をより向上させることになるだろう。 

 概要は、資料 22 のとおりである。株式投資型クラウドファンディングに参加

する複数の企業の株式をまとめてパッケージ化し、出資を募る。これは投資家

のリスク分散を目的としている。前述のとおり、参加企業は厳正な審査を通過15 

した企業ではあるが、いずれも成長段階にあるため投資家にとってはリスクが

高い。複数企業をパッケージ化することにより、ひとつの企業で損失が生じて

も、他の企業で利益が上回る可能性があり、元本割れのリスクを通常より抑え

ることができる。また、株主コミュニティとの連携により、投資家間での売買

も可能にする。 20 

このように投資家の抱えるリスクを軽減させることで、基準の緩和を可能に

し、参加する投資家の増加を図る。なお、ひとつの企業への継続した成長支援

に対する需要を考慮し、パッケージだけでなく企業ごとの投資も引き続き行え

るようにする。投資家が増え、企業に集まる資金が多くなれば、これを資金調

達手段として活用する企業の増加が見込まれる。それにより、投資家にとって25 

投資先企業の選択肢が広がるだけでなく、長期的には、事業分野ごとの株式の

パッケージをつくることも可能になるだろう。自分の関心のある分野ごとに投

資できるようになれば、投資家のさらなる出資意欲向上が期待できる。このよ
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うに中小・ベンチャー企業に出資する個人投資家を増やすことによって、それ

らの企業の資金調達を容易にし、IPO を目指す企業の増加を図る。 

資料 22：クラウドパックのイメージ図 

 

出典：筆者作成 5 

 

（2）法人版エンジェル税制の改善 

法人版エンジェル税制といわれる、企業の「ベンチャー投資促進税制」は、

認定ファンドを通じてベンチャー企業に出資する企業に対して、税制を優遇す

る制度である。エンジェル税制がベンチャー企業に投資する個人投資家を増や10 

すことを目的としているのに対し、当制度は企業のベンチャー投資を促す目的

がある。我々の提案は、「ベンチャー投資促進税制の延長と、ファンドの要件へ

の ESG 投資の追加」である。企業からの出資を促すことで、低迷する VC の拡大

を図り、最終的に IPO 達成企業の増加を目指す。当初この制度は、適用期間が

平成 29 年 3 月末までの約 3 年間に限られていたが、制度の改正とともに平成15 

30 年 3 月末までに延長された。制度導入後、新規に設立された VC ファンドの

件数・総額はともに増加しており34、当制度との相関関係や IPO への影響につ

いて詳しく分析を行うためにも、期間の延長は意義があると考える。特に、IPO

への影響はすぐに反映されるものではないため、時間をかけて観察する必要が

あるだろう。また、既存の制度では、地方投資担当者であることがファンドの20 

                                                
34 「ベンチャー白書 2016」一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（2016 年）PⅠ-26 より

引用 
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要件となっているが、当提案では ESG 投資を要件に加え、どちらか一方を満た

せば認定されることとする。これにより、環境や社会問題に配慮して製品・サ

ービスの提供を行うような、長期的な利益を生み出す企業への投資促進が期待

できる。出資を行う企業や、投資を行うベンチャーファンドにとっては、ESG

に配慮したベンチャー企業を育てることが自社の ESG への取り組みにもなる。5 

持続可能な社会をつくることが評価される昨今において、当税制に対する企業

の利用意欲は向上すると考えられる。そしてベンチャーファンドに出資する企

業が増えれば VC の拡大につながり、IPO への支援も加速するだろう。このよう

に、ベンチャー投資促進税制の改善によって質の高い VC が増加し、優良ベンチ

ャー企業へと資金が集まりやすくなることで、IPO 数の増加が期待できる。 10 

 

第２節 流通市場活性化に向けた提案 

（1）家計簿アプリ投資の提案  

 「家計簿アプリ投資」は、個人投資家の投資家層拡大を目的としたサービス

である。家計簿アプリとは、従来の紙媒体の家計簿により便利な機能35が付随15 

されたものである。特に、家計簿アプリ「Zaim」では銀行やクレジットカード

など 2017年 9月時点で約 650万ダウンロードを記録する人気アプリとなってい

る36。そもそも家計簿には、自分で記録し続ける面倒と手間があったが、家計

簿アプリの登場により、紙媒体の家計簿にあった面倒と手間が解消され、再び

家計の資産管理は注目を集めている。このように、家計簿アプリは家計の資産20 

管理手段としての地位を確立してきている。我々は、利用者が増加している高

性能な資産管理手段「家計簿アプリ」に、直接的に投資を促すことができるサ

ービスを組み込む提案をすることによって投資家層拡大を可能にする。 

第 3 章において投資家層拡大をする上での問題点として確認したように、こ

の提案は①投資を身近にする②簡単なシステム・魅力的な金融商品のふたつの25 

                                                
35 1 か月ごとの収支の内訳が自動でグラフ化されたり、レシートの撮影で支出がデータ化されたりと

様々な機能がある。また、各金融機関との連携が進んでおり、口座、クレジットカードなどの残高

を表示する資産管理機能もある。 
36 Zaim HP より引用 
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要素を併せもつことが重要である。主たるサービスの内容は、家計が家計簿ア

プリで 1 ヶ月間の消費額を記入し、その記載情報を元に AI が消費額の多い項目

に関する銘柄を自動で選定しポートフォリオを作成する。利用者が作成された

ポートフォリオについて興味を持った場合、直接投資することができるという

ものである。具体的なサービス内容については資料 23 のとおりである。1 日ご5 

とに消費された項目についての金融情報が表示されることや、自らの生活を元

に自動作成されたポートフォリオに投資が促されることで、利用者は資産形成

手段のひとつとして投資を意識するようになり、日常的に「投資を身近にする」

ことができる。そして、ワンクリックでの投資や自動作成されたポートフォリ

オへの直接投資などの「簡単なシステム」や、個人の消費生活に密接に関わる10 

金融商品の選定は、利用者にとって興味のある「魅力的な金融商品」となり、

投資関心層への効果的なアプローチとなるだろう。特に、銀行口座からの直接

的な投資37は、利用者に証券口座を開設させる手間を省き、証券口座開設にた

めらいを感じ、投資から遠ざかっていた層にとっても、投資への第一歩へとつ

ながるような魅力的なサービスになると考えられる。このように、家計簿アプ15 

リ投資は投資家層拡大にともなう諸問題に対して効果的なサービスになること

が期待できる。 

 

  

                                                
37 投資アプリ「One Tap BUY」では既に、みずほ銀行口座からの『銀行に置いたまま買い付け』という

サービスをスタートしている。 
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資料 23：家計簿アプリ投資 サービス内容 

 

出典：筆者作成 

 

（2）確定拠出年金制度を活用したリテラシー向上案 5 

投資家層の拡大と、金融リテラシー向上による既存の投資家の取引拡大のた

め、企業型確定拠出年金の導入義務化と実施事業主である企業に WEB テストの

実施を提案する。 

ⅰ）企業型確定拠出年金への導入義務化 

導入の義務化とは、厚生年金保険に加入している全企業に企業型確定拠出年10 

金を導入させる制度である。厚生年金保険加入全企業を対象にすることで現役

世代の多くが企業型確定拠出年金に加入することになる。加入者側には老後の

資産形成がしやすくなること、金融リテラシーの向上がメリットとして挙げら

れる。後者は後に詳しく述べることとする。老後の資産形成がしやすくなると

は、確定拠出年金には貯蓄の自動化の側面もあるからである。貯蓄だけでなく、15 

金融リテラシーが向上することで貯蓄以外の新たな資産形成手段を選択する可

能性もある。また、導入が難しい中小企業には簡易企業型確定拠出年金を選択

させることで障壁を取り除きたい。多くの現役世代が確定拠出年金に自動加入

することで投資を受動的に経験させ、投資が資産形成手段のひとつであること

を認識させたい。それにより、国内投資家層の拡大につながると考える。 20 
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ⅱ）WEB テストの実施 

確定拠出年金は導入教育と継続教育が責務とされているがその教育実態は不

透明であるため、教育状況を可視化することが必要である。WEB テストを実施

することで企業は責務を果たし、加入者は確定拠出年金での金融リテラシー向

上が可能になる。WEB テスト実施団体として、企業年金連合会を想定している。5 

WEB テストを実施するにあたってポイントはふたつある。WEB テストの実施状況

を開示することと、WEB テストの結果に応じた加入者へのインセンティブ制度

を導入することである。まず、前者の目的としては、企業評価向上である。実

施状況を開示することでその企業の福利厚生の充実度を示すことができる。そ

れは労働者・企業の双方にメリットがある。労働者側は、教育の強化体制があ10 

ることで金融リテラシーが向上し、自分に合った資産形成を選択することが可

能になる。企業側は、新規雇用者に対しての自社アピールが可能となる。WEB

テストの実施状況を開示することで福利厚生として確定拠出年金が用いられる

ようになり、投資への注目は集まる。後者のインセンティブ制度のポイントは

WEB テストを受験する側の意識向上である。インセンティブの捻出主体として15 

は、企業を想定している。インセンティブは WEB テストの成績に応じて企業か

ら加入者に付与される。そのインセンティブは加入者にとって学習を促進させ

るとともに、投資活動への積極的な参加を促す。また、企業側はインセンティ

ブの捻出主体となるだけでなく、企業評価にも繋がる。今日、福利厚生に対す

る注目は集まっており、就職する際、企業選びにおける福利厚生が「重要・概20 

ね重要」と回答したのは、94％にものぼっている38。少子化の影響で企業にと

って人材確保の重要性が高まっているいま、インセンティブ制度は企業評価の

向上につながり、新規雇用者へのアピールにもなりえる。よって、導入のメリ

ットはあるだろう。このように WEB テストは教育状況を可視化させるだけでな

く、加入者側の意識変革・企業側の社会的評価向上を可能とする。 25 

企業型確定拠出年金の導入義務化、WEB テストの実施は、投資を身近にする

と考えられる。義務化することで半強制的に投資を経験させ、学ばせる機会を

                                                
38 「企業選びで『福利厚生などの制度』って重要ですか？」Jobweb(2016 年)より引用 
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与える。今の現役世代は教育過程で十分な金融教育を受けたとは言えず、今後

の資産形成のためには金融リテラシーを身につける機会が必要である。そのた

めに確定拠出年金制度を活用する。また、加入者だけでなく企業にも評価とい

う形で影響を及ぼす仕組みをつくることで、確定拠出年金の注目度をあげ、投

資行為を普及させることが可能となる。 5 

 

（3）ファンド・コレクションの設立 

 投資信託の回転売買や手数料問題を解決し、さらなる投資を促すためにファ

ンド・コレクションの設立を提案する。これは、独立のファンド市場を新たに

つくる、ファンド・スーパーマーケット39を応用したオンラインサービスであ10 

る。提案の概要は資料 24 のとおりである。  

資料 24:ファンド・コレクションのイメージ図 

 

出典:筆者作成 

 15 

 提案の詳細としては、様々な運用会社の投資信託商品を、オンラインサービ

スで購入できるようにし、それに加えて「IFA」による投資相談サービスを導入

                                                
39 自社・他社のグループによらず、多数の運用会社が販売する様々な投資信託を取り扱うサービス。低

コストで、多くの商品が取り揃えられている。 
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する40。ファンド・スーパーマーケットは証券会社や銀行を介さず、直接ファ

ンド購入ができる特徴がある。独立性があることで、販売会社の介入を受ける

ことなく、回転売買を防ぐことが可能となる。さらに、IFA も独立している立

場であるため、販売会社の仲介を受けず、回転売買や特定の商品を押し付ける

ようなことはない。この独立性の高さによって回転売買を防ぐ。また、オンラ5 

インでの売買であるため、安い販売手数料で購入ができ、助言が必要な場合は、

IFA の電話によるアドバイスなどで適切な商品を選択可能にする。 

 実際に米国や欧州、さらには韓国といったアジアにもファンド・スーパーマ

ーケットは普及されており、投資信託の売買が行われている。投資信託の商品

切り替えにかかるスイッチングも無料で行え、手数料面での魅力が高い。 10 

ファンド・コレクションでは、アドバイザーとの電話相談を可能にすること

により、自宅でネットを用い、手軽に購入できる投資信託となる。その際、運

用会社からオンラインサービスの主体に払われる投資信託の代理販売賃料が、

投資家がアドバイザーのサービスを利用する料金に充てられるため、投資家に

サービス料はかからない。販売会社・運用会社側は、ファンド・コレクション15 

活用により利用者が増加していくことで、販売手数料や信託手数料といった利

益を得ることができる。海外で実際にあることから実現可能性は高いと考える。 

このように、ファンド・コレクションによって回転売買の防止や手数料の緩

和が見込まれ、さらにはネットでの購入を容易にするサービスであることから、

取引量増加が期待できる。また、投資家層拡大のためのツールのひとつにもな20 

りえるだろう。   

                                                

40 IFA（Independent Financial Adviser）は、証券会社や金融業者に属しておらず、独立・中立的な立

場から、資産運用等のアドバイスを行う専門家のことである。株、債券、投資信託などの売買を仲介す

る役割を担っている。 
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終章 

本稿では、証券市場において「資金の最適配分が行われ、財・サービス市場

を含めた資源循環サイクルの中心としての機能を果たしている状態」を最終目

標に、証券市場の活性化について論じてきた。発行市場と流通市場の両観点か

ら活性化を妨げる 5 つの課題点を洗い出し、それを解決する提案を行った。発5 

行市場における課題点は、エンジェル投資家の不足と VC 投資の低迷である。そ

こで提案した株式投資型クラウドファンディングでの複数企業のパッケージ化

は、元本割れのリスクを分散させることによって個人のベンチャー投資を促す。

法人版エンジェル税制の改善では、長期的な視点をもつ質の高い VC 投資の拡大

を目指し、この一連の流れにより、我々の発行市場の活性化の定義である「IPO10 

数の増加」が期待できる。流通市場における課題点には、投資への間違ったイ

メージによる投資離れ、金融教育の不足、投資信託の手数料問題を挙げた。1

点目の課題は家計簿アプリの提案によって解決するだろう。まずは投資を身近

にし、興味を持った時に始めやすいシステムを提供することで投資家層の拡大

が見込まれる。2 点目の金融教育の不足については、企業型確定拠出年金の導15 

入義務化と WEB テストの実施が有効となる。投資を実践しながら受動的に金融

リテラシーを身につける環境を整えることで、投資家層の拡大と投資への積極

性の向上を図る。3 点目の投資信託の手数料問題は、ファンド・コレクション

設立によって解消する。独立したファンドの設立は、回転売買による高額な手

数料徴収をなくし、ネット販売によってさらに手数料を抑えることができる。20 

普及が進む投資信託の改善は、既存の投資家の不満を解消し取引の拡大を見込

めるだけでなく、新規投資家層の開拓にもつながるだろう。上記 3 点の提案に

よって、「投資家層の拡大と、既存の投資家の取引拡大」が期待でき、流通市場

の活性化を大きく促進すると考える。 

以上が、我々の考える証券市場の活性化を図る取り組みである。これらの提25 

案によって発行・流通の両市場から活性化を促すことで、証券市場は本来の役

割を果たし、目指すべき姿に至ることができる。そしてそれを基盤に日本経済

全体の活性化を可能にするのである。  
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