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序章  

「貯蓄から投資へ」―失われた 20 年のただなかにあって一縷の希望と共に打

ち出されたこのスローガンも、2016 年の今となっては聞き慣れてしまった感が

ぬぐえない。しかし、耳に入る機会の多さに反して、未だその理念は道半ばと

いうのが実情である。大戦後の世界的な経済的成長を支えてきた大量生産・大5 

量消費時代が終わりを告げる一方、我々は一向に次なる理想の社会像を思い描

けぬままにその資産を眠らせてきた。むしろ社会保障費は増大し、労働世代は

年々目減りしていく。こうした厳しい時局に加え、 FinTech やクラウドファン

ディングに代表される取引技術の進歩により、昨今の証券流通市場は激変の様

相を見せている。このような変化に起因して、おそらく我々は、金融証券市場、10 

ひいては投資そのものの在り方を再考すべき岐路に直面している。したがって

活性化の議論も、従来的なものから一歩脱却し、より本質的な論点に切り込ん

でいく必要がある。こうした変化は、趣旨文にも顕著に表れている。昨年度の

本テーマには“今後の”という枕詞がなく、趣旨文の示す論点も現行の取引制

度への詳細な理解と、それらの円滑化を図る提案が主であった。こうした議論15 

は、今起こっている問題に対処する対症療法的なものであるといえる。一方、

本年度は“今後の”を冠しているとおり、証券市場の役割や意義そのものを見

直すような「予防と健康増進」の議論が期待されていると考えられる。以上の

ことから我々は、本研究の目的を「ポスト“失われた 20 年”における証券流通

市場の役割の再考」と位置付けた。具体的には、現行の取引制度と将来の理想20 

的な取引制度の乖離から課題点を洗い出し、投資家層の拡大と取引量の増加と

いうふたつの活性化手法を通してその改善を目指す。一言で表現するなら、我々

は証券流通市場の「量的拡大による質的変化」を実現し、我が国の証券流通市

場を 21 世紀に合うスタイルへと作り替えたい。こうした研究にあたって、我々

は以下の 2 つの視点を重視した。  25 

1 点目は、「証券市場の“詰まり”を解消する」という視点である。証券市場

における資金流動は往々にして水の流れに例えられ、その循環は財・サービス

市場も含めた日本の市場すべてを取り巻いている。しかし、現状はその水の循

環パイプに詰まりが生じ、適切な資本配分が阻害されている状態である。本来
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は証券市場で調達された資金が、きちんと財・サービス市場に反映され、経済

全体が豊かになるようなサイクルが滞りなく回っていることが理想である。

我々はその詰まりの原因を見出して解消し、証券市場が本来の機能を取り戻せ

るような提案を行う。  

もう 1 点は、「証券市場にパイプを増やす」という視点である。すなわち、上5 

記を踏まえた市場の資本最適配分システムの再考を行うということである。昨

今の急激な変化を背景として、現状の資本配分システムでは機能が不十分にな

りつつある。その端的な例が、国民年金制度だ。従来は勤労世代からリタイア

世代へのパイプとして機能していたこの制度も、人口構成比の変化によって容

易に崩れ去った。こうした状況にあっては、単に既存の市場構造の更なる利便10 

化に努めるのみならず、クラウドファンディングのような新たな手法について

も議論の幅を広げていく必要がある。かつて物々交換が貨幣によって駆逐され

たように、証券流通市場もまたシステムを再考すべき時が来ていると考えられ

る。上記をふまえ、本稿は以下のような構成をとる。まずは現状の証券流通市

場を分析し、同時に活性化の対象を明確化する。そこから課題点を洗い出し、15 

それを解消する提案を行う。最終的には、冒頭で示した「ポスト“失われた 20

年”における証券流通市場の役割の再考」を帰着点とする。  

資料 1：本稿の展開  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

出典：筆者作成  30 
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第 1 章  我が国の証券市場の概要  

本章は、証券流通市場活性化にまつわる議論の起点として、 3 つの目的を有

する。1 点目は、市場が現在果たしている機能を確認し、2 章の現状と比較検討

することである。この機能と実際の齟齬こそが、資金流動パイプのつまりと尐

なさ、すなわち 3 章で触れる課題点となる。2 点目は、趣旨文の示す活性化の5 

定義を具体化し議論を円滑にすること、 3 点目は議論の最終的な着地点である

今後の理想的な証券市場の概形を示すことである。上記の議論を進めるにあた

っては、序章で示した「量的拡大による質的変化」の視点を念頭に置いている。  

 

第 1 節  現在の証券市場の概要  10 

（1）証券取引所の機能と取引形態  

 金融証券市場とは、証券を媒介とした資金の貸借取引が行われる市場である。

言い換えるなら、資金に余剰がある主体から資金不足な主体へと、資金が融通

される機構が金融市場であると定義できる。その際、貸手と借手との間に銀行

などの金融機関が介在するものを「間接金融」、証券の売買によって貸手が借手15 

に直接資金を融通するものを「直接金融」と呼ぶ。詳細は資料 2 に詳しいが、

今回の論点は資金融通において証券を媒介とする直接金融市場に絞られる。  

資料 2：証券・証券市場の分類  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

出典：「新・証券市場 2012」高橋文郎（ 2012）P76 より引用  
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これらを踏まえると、金融証券市場の究極の目的は「国内資本の最適配分を

達成するための機構」であると定義できる。したがって序章で述べたように、

その一部たる証券流通市場もまた、これを最終的な使命としていると考えられ

る。  

この証券市場はさらに、機能別に「発行市場」と「流通市場」との 2 つが定5 

義される。前者は証券の発行・取得がなされる場であり、国や企業が資金調達

を目的に新しく発行する証券が、直接あるいは銀行などを介して投資家に取得

される。対して流通市場は、取得された証券が投資家により転々と売買される

マーケットであり、家計による証券の売買取引のほとんどはこちらで行われて

いる。この流通市場における株式取引は、取引所の介在の有無によって「取引10 

所取引」と「取引所外取引」の 2 つに大別される。前者は全国に 4 カ所ある証

券取引所を介す売買であり、取引所は主に 4 つの業務 1を遂行する。後者は証券

会社等による私設取引システム /PTS など、取引所を用いない取引である。取

引所外取引の代表例としては上記の PTS や未上場株の店頭取引が行われるグ

リーンシートなどがあり、仲介を用いない柔軟性を活かして機能を相互に補い15 

合っている。一方の債券は、銘柄数と形態の膨大さゆえに取引所取引を行うこ

とが困難であることに起因して、仲介を要する店頭取引 2が主流である。これら

を踏まえると、証券取引所は「多くの需要と供給を集めることにより円滑な売

買の成立を図り、価格を公正に保つ機構」と定義できる。こうした取引は、個

別競争売買（オークション）制に則って行われている。また、上場審査につい20 

ては取引所の専任となっており、どの市場においても取引所の存在感は非常に

大きいと言えるだろう。  

 

（2）証券の機能  

 さて、ではこうした取引の媒介となる証券の機能はどう捉えるべきだろうか。25 

再度、資料 2 を基に考えて行きたい。「証券」とは財産法上の権利・義務を表

す紙片のことであり、「証拠証券」と「有価証券」の 2 種に定義される。証拠

証券は、それ自体は無価値ながら財産証明の役割を果たす一方で、有価証券は

                                                   
1 自己売買・委託売買・引受・募集の４業務。  
2 投資家や証券会社などの市場仲介者が双方の合意によって数量・価格・決済方法を決め

て売買を行う決済手法。信用取引は不可能だが、取引可能時間が長いことが利点である。 
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それ自体に財産的価値を有する。一般に証券や有価証券と呼ばれるものは、有

価証券の中でも特に株式や債券などの資本証券を指しており、配当金や利子を

求める収益請求権や債務の弁済など、資本提供者の権利を表すものである。今

後、本研究において「証券」といった場合も、特別に附記のない限り資本証券

を指す。これらの資本証券は特性として資本の分割性と自由譲渡性を持ち、そ5 

れによって取引対象としての価値を保証している。また、今回主な論点となる

資本証券は、その用途によって債券と株式とに区別される。発行者にとっては

どちらも資金調達手段である一方で、債券は償還期限と利子の存在、株式はイ

ンカムゲインとキャピタルゲインによって特徴付けられる。流動性選好説の見

地に立てば、こうした利子は貨幣と比べて流動性の低い資本証券のプレミアム10 

と捉えられる。株式はその点に加え、保有者に対する株主権 3の付与という重要

な機能を持っている。   

 

（３）主体別の機能  

最後に、これらの市場を構成する主体についても触れておく。資本証券は、15 

主に個人投資家、機関投資家、海外投資家によって所有・運用される。個人投

資家は家計とほぼ同義であり、機関投資家は企業体で大量の資金の運用を行う

大口の投資家 4を指す。海外投資家は、主に日本の証券市場で売買を行う海外の

機関投資家を指す。特に個人投資家は、経済学的な観点から資本の最適配分機

構を見た場合における唯一の資金拠出主体である。前述のとおり、この家計に20 

よる証券取引は、大半が流通市場におけるものである。これを踏まえると、流

通市場の活性化についての議論も、当然に個人投資家の存在感が強く出たもの

になると考えられる。本来流通市場と発行市場は「車の両輪」といわれるよう

に分割して議論することは難しい存在であるが、このような背景もあって、本

稿では特に「証券流通市場における、個人投資家による資本証券売買の活性化」25 

を主題とする。  

 

 

                                                   
3 経営参加権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、代表訴訟提訴権など。自益権と

他益権に大別される。詳細は第 2 章にて後述。  
4 生命保険会社、損害保険会社、投資信託会社、年金基金、普通銀行など。  
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第 2 節  市場活性化の具体的なねらい  

ここまでは、証券流通市場の各機能を俯瞰しながら、現状の証券流通市場が

どのような役割を果たしているかを俯瞰してきた。続く第 3 節では今後の証券

流通市場が果たすべき役割を定義するが、それに先立ち、本節では証券市場活

性化の具体的なターゲットを絞り込む。活性化の定義については、既に趣旨文5 

においてその大意が示されている。すなわち、「株式市場における国内投資家層

の拡大」と「我が国における証券取引量の増加」の 2 点である。しかし、ひと

くちに国内投資家層といっても様々な主体が該当するため、そのままでは議論

が難しい。そのため、本節では証券市場の実態を踏まえながらこれを具体的な

対象に絞り込み、「量的拡大による質的変化」の作用対象を明確化する。  10 

 

（1）「株式市場における国内投資家層の拡大」について  

そもそも、投資家層の拡大がなぜ市場の活性化につながるのだろうか。最大

の意義は、資金供給の安定である。企業にとって、投資家層の拡大は資金の出

し手の裾野が広がることを意味する。複数の資金供給基盤を持つことは、事業15 

活動を行う上での安定性を高めるといえるだろう。また、様々な行動原理、購

買性向を持つ投資家が併存することは、資本の流動性保証という流通市場最大

の機能を強化すると考えられる。投資家層の拡大は、そのような面から活性化

に寄与すると推察できる。これらの意義を踏まえると、投資家層の拡大におい

て重要になるのは機関投資家よりもむしろ個人投資家であることは疑いない。20 

以上のことから、本稿における国内投資家層の拡大に向けた取り組みについて

は、主たるターゲットに個人投資家を据えることとする。  

次に問題となるのは、我が国においてどのような層が新たに投資家となる余

地があるのかという点である。既存の投資家層と同様のセグメントに属する投

資家を増やしても、層の拡大が達成されたとは言い難い。したがって、まずそ25 

の内訳を明らかにする必要がある。次ページの資料 3 は、国内成人男女の株式

認知度の割合である。一般に考えられているとおり、20 代は男女ともに認知度

が低い。加えて顕著なのが、30~40 代の、資産形成層の女性における認知度の

低さである。特に現在の 30 代は、年功序列賃金や年金制度の破綻によって主

体的な資産形成の必要性が急上昇する世代である。こうしたことから、20 代男30 
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女および 30~40 代の女性は、投資家層の拡大における第一目標であると考えら

れる。  

資料 3：国内成人男女の株認知度（年代×性別毎， 2013 年 3 月時点）  

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

出典：「個人投資家層の裾野拡大に関する調査レポート」株式会社 NTT データ経営研究所（2013）P3 より引用 

 

以上の分析を踏まえ、本稿での「株式市場における国内投資家層の拡大」は、

すなわち「20 代男女および資産形成世代の女性へのアプローチ」と再定義し、

提案の方針もこれに準ずることとする。  20 

  

（2）「我が国における証券取引量の増加」について  

証券取引量は売買高（出来高）と売買代金の両側面から捉えられるが、どち

らもその増加はすなわち好況の指標となり、取引成立の可能性を広げることに

繋がる 5。理論上、出来高のみが上昇する時下では価格の低い低位株が売買され25 

ていると考えられるが、現在は優良株買いと低位株買いを繰り返すことで取引

量を維持しているというのが実情である。こうした一部のプレイヤーによる限

られたパイの奪い合いによって額面上の取引量を維持するのでは、本質的な証

券市場の活性化とは言い難い。したがって本稿では、上場銘柄数の増加によっ

                                                   
5 オーダーフローにおける外部性に依る。  
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て取引量の増加を達成する。その際、特にベンチャー企業や中小企業による IPO6

を重視したい。一見すると大手未上場企業による IPO に注目する傾向に逆行す

る指針であるが、これは上場銘柄数増加による取引量増加という方針と、先述

の個人投資家数増加の取り組みとの間にある相関に起因する。以下の資料 4 は、

各市場別の売買代金構成比である。  5 

資料 4：投資部門別売買代金の内訳（東京証券取引所）  

 

出典：「マーケットのトピックス」日本取引所グループ（ 2016） P9 より引用  

 

このように、小・中規模の IPO が行われる二部・マザーズ市場は、総じて売10 

買代金に個人投資家の占める割合が高いことが見て取れる。先述の個人投資家

数増加の取り組みとのシナジーを狙うのであれば、こうした成長企業による

IPO にも注目すべきだろう。以上のことから、本稿での「我が国における証券

取引量の増加」は、「新興市場を基調とした、上場銘柄数の増加による取引量増

加」と再定義し、活性化の指針とする。  15 

 

                                                   
6 Initial Public Offering／新規公開株  
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第 3 節  今後の証券市場が果たすべき理想的な役割  

以上のような議論を踏まえ、第 1 章の幕引きとして、我々の考える今後の証

券流通市場の理想的な在り方を示す。言い換えるなら、我々が証券市場の活性

化を通してどのような市場を作り上げていくのかという活性化の方向性を定義

する。これまでも繰り返し述べているように、証券流通市場の最大の役割は、5 

先述の「資本の最適配分機構」として経済全体での資金循環サイクルを作るこ

とであり、この役割自体は今後もしばらくは変わることがないと考えられる。

一方で、詳細は次章に詳しいが、市場を構成する各機能については果たすべき

役割の多様化・洗練化が急務となっている。そこで、ここで市場を主体別、機

能別の 4 つ、すなわち個人投資家と機関投資家、株式市場と債券市場に切り分10 

けて役割の見直しを行う。  

 

（1）株式市場が今後果たすべき役割  

まずは、株式市場についてである。今後の株式市場の役割は、個人の資産形

成の場となることと、不要な企業を淘汰し、必要な財・サービスへ家計の資金15 

を供給することの 2 点と考えられる。株式市場は、いわば社会全体の資金プー

ルである。家計は、すぐには処分しない資本を投資というかたちで企業に融通

する。企業はそれを元にして新たな財・サービスを生み出し、それによって消

費が促進され、経済規模が拡大する。このサイクルを機能させるためには、資

本を提供する家計側に確かなメリットがなければならない。今後は確定拠出年20 

金制度や NISA を背景として、家計におけるリスクマネーの需要が更に高まると

考えられる。その際にきちんと家計の資産形成需要に応えることが、今後の株

式市場のひとつの役割になるだろう。また、株式は重要な資金調達の手段のひ

とつではあるが、実際の企業の資金調達は借入金が多くを占めている状況にあ

る。そこに株式相互持合いなどが加わることで市場が固定化し、家計が投資を25 

通じて社会に必要な財・サービスを取捨選択することが難しくなってきたのが

現状である。この先、我が国は労働人口の減尐や尐子化を背景として、資本の

流動性を高め、資本損失を減らす必要性に駆られる。そのような時下では、い

かに有用な企業に資本を投じ、いかに無駄な企業を早々に淘汰するかが重要に

なる。具体的には、よりスピーディなベンチャー企業への資金供給経路の確保30 



平成 28 年度証券ゼミナール大会 

立教大学亀川ゼミナール 横尾班 

-11- 

 

などが課題として挙げられる。以上のように、今後の株式市場は、財・サービ

ス市場と金融証券市場を繋ぐパイプとしての意義が拡大すると考えられる。本

稿においては、このような方向性をもって株式市場の活性化を行っていきたい。 

 

（2）公社債市場が今後果たすべき役割  5 

また、上記に次いで重要な視点として、債券市場の活性化についての意義が

挙げられる。資料 5 に見て取れるように、企業全体でみた資金調達手段として

の債券は、株式と比べてあらゆる面で減尐傾向にある。  

資料 5：我が国における公社債市場の縮小  

 10 

出典：「企業の資金調達動向」加賀林陽介（ 2003） P3 より引用  

 

これを捉えて債券市場の活性化は不要とする論も存在するが、これはいささ

か早急だろう。今後の証券流通市場の活性化を考えるうえで本当に必要なのは、

債券の特性を見極め、それが今後果たし得る役割を模索することである。債券15 

には、利子が付き満期で返済されるという信頼性と、物価変動の影響を受けづ

らいという特性がある。この特性を生かし、長期的な資金供与が必要な要素に

債券を充てることが重要になる。こうした取り組みの最先端の例として、 2015

年にスタートしたインフラ債市場などが挙げられる。加えて、債券のもうひと

つの重要な側面として、利潤証券として見た場合、株式と比べて流動性が低い20 

という点が挙げられる。流動性プレミアムの観点からこれを捉えると、公社債

市場の存在によって我が国における多様な投資性向が保証されているといえる。
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また、年金基金などの安定性志向の資産運用における、重要な投資対象として

の役割も担っている。そこで我々は、本稿の活性化によって目指す公社債市場

の在り方を、「株式市場を下支えする、安定的なサブシステム」と定義する。  

 

（3）個人投資家が今後果たすべき役割  5 

個人投資家の今後の役割は、民主主義社会における市民のそれに近いものに

なっていくのではないだろうか。すなわち、投資による資産形成は選挙権に似

て、家計の権利であると同時に義務と呼べる存在になっていくと考えられる。

権利の側面は、投資運用をライフサイクルの中に組み込み、証券流通市場を活

用した主体的資産形成に取り組むことである。従来の資本配分システムの下に10 

おいては、家計は極めて受動的な態度であっても、それなりの資産形成が可能

であった。また、個人投資家による投資は、普段の消費生活とは離れたところ

にあるアディショナルな資産形成行動として認識されてきた。しかし、ここま

でで触れてきたように、従来の資産形成指針では、もはや我々は十全な資産を

形成することはできない。そのため、我々は証券市場を用いて必要な資産を形15 

成する権利を有する、一方で、今後の個人投資家は「財・サービスの要・不要

を見極め、不要な企業を淘汰し、必要な企業を育成する」という義務の側面も

有することになる。我々は市場を 1 円 1 票の民主主義の場と捉え、資本の投下

によって自身の利害を代表させなければならない。この投資行動に伴う権利と

義務の 2 点が、今後個人投資家が強く意識すべき役割となるだろう。  20 

 

（4）機関投資家が今後果たすべき役割  

機関投資家は、従来的な仲介者の領域から一歩先に進み、市場の屋台骨と呼

べる存在へと転換していく必要がある。機関投資家とは、先述のとおり営利社

団法人の大口投資家を指す。信託、投資を含む各種銀行や保険会社がこれにあ25 

たるが、近年に至るまでその主たる業務は仲介業であった。しかし、資料 6 に

見て取れるように、投資信託の純資産額は増加傾向にあり、2015 年には初めて

100 兆円を超える数字を記録した。このような背景から、機関投資家の主たる

収益源が売買手数料から資産管理業務へと移行しつつあると考えられる。  

 30 
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資料 6：投資信託の純資産額の推移（単位：百万円，直近 1 年間）  

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

出典：「投資信託概況」日本投資信託協会（ 2014-2015）より筆者作成  

 

前述の個人投資家における資産形成の変化も踏まえると、今後の機関投資家

の役割は、個人の資産管理・形成を助けながら、金融商品の優务をつぶさに見

つめ、健全な市場を維持することが使命となっていくだろう。これらは中・長15 

期的な取り組みとなることが予想されることから、次章で述べるコーポレー

ト・ガバナンス・コードと併せて設定された機関投資家の行動指針である「ス

チュワードシップ・コード」も指針として重要なものとなる。また、取引手段

の多様化に伴って、証券取引所も仲介役であること以上に市場の監督役として

の役割が拡大していくといえるだろう。総じて、市場の原理に任せた盲目的な20 

利潤追求から、一歩先へと進んだ主体的行動が今後の課題である。  

 

 

 

 25 
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第２章  昨今の国内証券流通市場の動向  

前章では、最終目標である「ポスト“失われた 20 年”における証券流通市場

の再考」に向け、現在の市場の役割と具体的な活性化の対象を確認した。それ

を承けて、本章では投資部門別に見た昨今の証券市場の現状と遷移を見ていく。

また、それぞれの投資部門を取り巻く動向の相関関係にも注目し、提案を行う5 

うえでの参考とする。次章ではこの現状と前章の内容を比較検討することで、

投資家層の拡大と取引量の増加を阻む原因を探り出す。  

 

第 1 節  取引市場全般の動向  

（1）取引システムの多様化  10 

昨今の取引システムを語るうえで欠かせないのは、やはり取引所の存在であ

る。取引所の役割が「多くの需要と供給を集めることにより円滑な売買の成立

を図り、価格を公正に保つ機構」であることは第 1 章で触れたが、これを理由

として、従来は取引所集中義務が敷かれてきた。しかし、1998 年の同義務廃止

以降、私設取引システム /PTS の割合が尐しずつではあるが上昇している。以下15 

の資料も併せて参照されたい。  

資料 7：PTS での取引の推移   

 

 

 20 

 

 

 

 

出典：「図説  日本の証券市場」日本証券経済研究所（ 2016） P33 より引用  25 

 

特に近年は、いわゆるネット証券等の隆盛がめざましいが、 FinTech/フィン

テックと呼ばれる概念の登場が一気にこれを加速したと考えられる。FinTech

とは、ICT 技術の発達に伴って生じた新たな金融サービス群のことである。こ
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れは極めて多義的に解釈しうる概念であるが、総じてその意義は「取引コスト

の大幅な減尐 7」にあると考えられる。こうした情報技術の発展による取引シス

テムの多様化は、従来はコストの関係で不可能だった小口の取引を可能にしつ

つある。今後もこうした小口化・長時間化を基調とした取引システムの多様化

は漸次進行すると考えられ、その動向とともに、多様化する取引市場を誰が・5 

いかにして監督するかが問題となっている。  

 

（2）コーポレート・ガバナンスの重視  

株式が資本証券であることは第 1 章で触れたが、その機能の一端が、出資者

に経営参加権を付与することである。資料 8 に見て取れるように、利潤証券で10 

はなく支配証券としての株式に注目すると、出資者たる株主には単なる会社所

有者に留まらない、多様な権利が与えられていることが再確認できる。  

資料 8：株主の主な権利  

 

 15 

 

 

出典：「図説  日本の証券市場」日本証券経済研究所（ 2016） P35 より引用  

このことから、株式会社の誕生以降、株主は種々のステークホルダーの中で

も特に重視される存在となってきた。そこに登場してきたのが、コーポレート・20 

ガバナンスの概念である。これは、ステークホルダーと企業との間で情報開示

などを積極的に行い、単なる利潤追求に留まらない企業価値の創造を目指す企

業の内部統制行動を指す。特に証券市場を通じたガバナンスの手法は市場型ガ

バナンスと呼ばれ、株主は株式の売却を通じて資金調達面に緊張感を与えるこ

とで、経営者に株主利益を代表させる。原点は 1960 年代の米国にあると考えら25 

れているが 8、バブル期以降に相次いだ企業不祥事を背景として、近年では我が

国でも注目されている概念である。昨今のガバナンスに対する取り組みで特に

                                                   
7 この場合のコストとは、単に金銭的なものだけでなく時間・人的コストも含む。  
8 菊澤研宗（ 2004）  「比較コーポレート・ガバナンス論：組織の経済学アプローチ」  有

斐閣  12-14 ページより引用  
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顕著なのは、2015 年 6 月より開始されたコーポレート・ガバナンス・コードで

あろう。コーポレート・ガバナンス・コードは「会社が、株主をはじめ顧客・

従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思

決定を行うための仕組み 9」（東京証券取引所 ,2015:2）と定義される。  

資料 9：コーポレート・ガバナンス・コードの概要   5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

出典：「マーケットのトピックス」日本取引所グループ（ 2016）P12 より引用  

 

同様の指針が先述のスチュワードシップ・コードの形で機関投資家にも課さ

れており、今後は両者の対話による中・長期的な株主重視型市場の構築に期待

が掛かる。こうした取り組みは証券流通市場のみにとどまらず、適時開示制度20 

なども含めた、全市場、全世界的な株主重視の流れを形成している。その意義

の大部分は企業の経営形態の変化にあるが、同時に証券流通市場における証券

保有構造の変化をもたらしたことにも求められる。コーポレート・ガバナンス

下においては、単に企業の支配権を持つ為の株式保有はよしとされず、機関投

資家もその経営へ積極的に参画することが求められる。こうしたことから、戦25 

後長らく続いた株式相互持合などの支配構造が、尐しずつ解体され始めている。

このように、コーポレート・ガバナンスの影響は、証券市場を様々な面から長

期的利益主義へと転換させていっていると考えられる。   

                                                   
9 株式会社東京証券取引所 (2015）「コーポレート・ガバナンス・コード～会社の持続的

な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」 P2 より引用  
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（3）中小・ベンチャー企業への注目  

近年、ベンチャー企業の IPO や中小企業の未公開株売買など、新興企業への

注目が高まっている。こうした流れの源流は、1997 年に開始された非上場企業

の店頭取扱有価証券取引制度である「グリーンシート」にあると考えられる。

同システムは画期的な試みであったが、実効性に問題を抱えたまま事実上の休5 

止状態となっており、2017 年に後継制度である「株主コミュニティ」への移行

が決定している 10。また、証券市場全体として、新興企業の最終的なゴールに

IPO を重視する傾向にある。日本取引所グループも IPO 推進活動の一環として

中小企業向けの IPO センターを設置するなど、今後もこうした潮流は加速して

いく気配が強い。第 1 章の証券取引量増加の項目で触れたように、本稿もこう10 

した IPO 重視の流れを、市場の取引量増加に寄与するものとして基本的に支持

している。  

資料 10：IPO センター活動の概要   

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

出典：「マーケットのトピックス」日本取引所グループ（ 2016）P12 より引用  

 25 

一方で、こうした新興企業を取り巻く我が国の環境には、未だに重大な課題

が山積したままであるのも事実である。詳細は次ページの資料 11 に詳しいが、

                                                   
10 日本証券業協会（ 2014）「株式投資型クラウドファンディング及びグリーンシート銘柄

制度等に代わる新たな非上場株式の取引制度のあり方について」より引用。  
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我が国の起業を取り巻く事情は、開業率は極めて低く廃業率はそれより高いと

いう由々しき事態にある。  

資料 11：主要国の開業率・廃業率の推移   

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

出典：「開業率は低下の一途、廃業率は増加傾向」地方経済総合研究所 (2014）P1 より引用 

 15 

こうした状況に対し、開業時の資金調達などの側面からかなりの支援がなさ

れているのは事実であるが、いずれも抜本的な対策とはなっていない状況だ。

今後は単に IPO に注目するだけでなく、その下支えとなっているベンチャー企

業が活性化しない問題の本質に注目する必要がある。  

 20 

（4）公社債市場の変化  

欧米の社債市場と比較すると、日本の社債市場は流動性の観点で未発達であ

ると言わざるを得ない。公社債とは、資本証券のうち発行体 11が多くの投資家

から資金を借り入れる際に発行する「借用証明」のことである。満期まで保有

していると一定の利子が支払われる一方で、それを手放し売買することもまた25 

可能であり、それが行われる場がこの公社債流通市場である。次ページの資料

12 からは、2000 年から 2012 年までの 12 年間で売買高がおよそ 2 倍にも拡大し

ていることが見て取れる。これはバブル崩壊後の国債発行ラッシュに起因する

ものであるが、こうした規模拡大に対して、保有主体の比率は極めて偏った状

                                                   
11 国、地方公共団体、企業  
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態にある。続く資料 13 には、我が国の国債保有構造を示した。これを見るに、

銀行などの金融機関の保有割合が半分以上を占め、長期安定的な投資家である

年金基金・保険会社の保有割合は約 3 割、家計は 2％ほどしか保有していない。

平成 15 年に個人向け国債を導入した際、一時的に家計の国債保有は 4％まで増

加したが、その後の金利低下により家計保有率は低迷している。  5 

資料 12：公社債の売買規模  

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

出典：「図説  日本の証券市場」日本証券経済研究所（ 2014） P81 より引用  

 

資料 13：国債の保有者別内訳（平成 28 年 3 月末）  

 

出典：「債務管理リポート 2016」財務省理財局（ 2016） P30 より引用  20 
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また、昨今の公社債種類別売買高は国債を含む公共債が 99％を占めており、

民間債、外国債と比較して圧倒的に大きなシェアを確保している。  

資料 14：公社債種類別売買高  

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

出典：「図説  日本の証券市場」日本証券経済研究所（ 2014） P81 より引用  

こうした公社債の取引は、第 1 章で述べたように店頭取引が圧倒的多数であ

る。取引所取引は東京証券所と名古屋証券取引所でのみ、なおかつ国債と新株

予約権付社債においてのみ行われているが、近年はこのような転換社債にも注15 

目が集まっている。新株予約権付社債とは、満期日まで保有すると元本が支払

われるという社債としての側面をもつ一方で、株式に転換し株価の値上がり益

を得ることもできるという社債のことだ。2015 年にトヨタが元本保証型新型株

（新株予約権付社債）を発行したことにより社債と株式の境界線がなくなりつ

つある。今後は資金調達手段ではなく、家計の資産形成手段として両者をどう20 

差別化していくかが課題となる。  

 

第 2 節  個人投資家を取り巻く動向  

（1）個人投資家数の増加  

2000 年代以降、個人投資家数は尐しずつではあるが増加傾向にある。 201525 

年度における個人株主数は前年度比で 362 万人増加して 4944 万人に上り、我が

国の株主合計数が初めて 5000 万人を超える原動力となった。また、取引におい

ては信用取引を利用する層が多い。こうした堅調な増加傾向には様々な要因が

考えられるが、その 1 つが後述する NISA の登場である。一方で、こうした個人
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投資家数の増加は、潜在的に個人投資家になり得るポテンシャルを秘めていた

層を後押ししたに留まり、根本的な投資無関心層へのアプローチ、すなわち金

融リテラシーの向上は未だ道半ばという見方もできる。また、こうした個人投

資家数増加の裏で、個人投資家による株式保有率は尐しずつ低下している。こ

れは投資信託のシェアが上昇していることと相関していると考えられ、欧米の5 

ような機関化現象の端緒であるという見方もある。総じて、NISA をきっかけに

投資に転じた家計を繋ぎ留めつつ、無関心層にどうアプローチするかがこの増

加傾向を維持するうえでの課題となるだろう。      

資料 15：個人株主数（延べ人数）の推移  

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

出典：「2015 年度株主分布状況調査の調査結果について」日本取引所グループ（2016）P2 より引用 

 20 

資料 16：世代別の保有金融資産額（2012 年 9 月時点）  

 

 

 

 25 

 

 

 

 

出典：「個人投資家層の裾野拡大に関する調査レポート」株式会社 NTT データ経営研究所（2013）P3 より引用  30 
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（２）NISA の登場  

先述の個人株主増加の一因として考えられるのが、NISA である。NISA とは日

本型尐額投資非課税制度を意味し、2014 年 1 月より「貯蓄から投資へ」の流れ

を具体化するために導入された制度である。以下の資料 17 にあるように、開設

には 20 歳以上の日本国居住者である必要があり、非課税の対象になるのは毎年5 

新規投資で 100 万円、2016 年からは 120 万を上限としている。NISA 総口座数は

2014 年末時点で約 825 万口座、増加率では 1 年（ 1 月起算）で 67.6％増加し、

継続的な増加傾向にある。 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できるようになった 12。

こうしたことから、NISA は家計での資産形成の手段として順調に浸透しつつあ10 

ることがわかる。一方で、課題点として若年層の利用率の低さが挙げられる。

投資そのものに対して積極的でない世代に対して NISA をどう機能させるかは、

今後の課題となるだろう。また、NISA は画期的な制度である一方で、2023 年ま

での期限付きで実施された制度である。継続的な市場活性化を考える際、 NISA

の終了後にも目を向けた個人投資家の資産形成手段を模索していく必要がある。 15 

 資料 17：NISA の制度概要  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

出典：「NISA の概要」金融庁（ 2013） P1 より筆者作成  

 

                                                   
12 未成年自身による運用は禁止されており、親による資産形成の側面が強い。  
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資料 18：NISA 口座開設数及び購入額の推移  

 

 

 

 5 

 

 

 

 

出典：「NISA 口座の利用状況について」金融庁（ 2015）P2 より引用  10 

         

（３）金融リテラシーの必要性  

 金融リテラシーとは、「国家が個人に金融資産を適切に活用するよう働きかけ

るためのガバナンス（統治）の一環」である。すなわち、個々の投資家にとっ

て重要なスキルであると同時に、資本循環システムたる市場を十全に機能させ15 

るためにも重要な要素である。我が国においては、確定拠出年金制度の導入な

どに起因し、リテラシーの啓蒙が市場における喫緊の課題となっている。一方

で、実際の金融リテラシー教育の普及は遅々として進んでいない。リテラシー

教育の段階において与えられる知識と実際の取引制度が乖離していることや、

個々の家計事情に合わせたリテラシー教育を提示できていないことがこうした20 

足踏みの一因となっている。  

また、従来の金融リテラシーの議論では、取引制度や商品の利回りに対する

知識の啓蒙が主流であった。こうした議論では、市場外の情報が家計に与える

影響についての視点が欠け落ちているといえる。すなわち、市場を取り巻くニ

ュースやトピックスを読み解く力や、それをどう投資判断に活かすかの理解促25 

進に課題が残っている。このことが、先述の知識と実際の乖離を引き起こして

いると考えられる。今後は 50 代～60 代から 30 代～40 代への資産移転が漸次進

行していくと考えられるが、8 ページの資料 3 が示すように、移転される資産

形成世代側は、資産形成に対する認識が極めて未熟なままである。このように、
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金融リテラシーの分野には課題が山積している。その問題構造を究明するとと

もに、抜本的な対策を打ち出すことが急務となっている。  

 

（４）個人投資家のリスク選好  

我が国の個人投資家は、安定志向・リスク回避型の選好であるというのが一5 

般論である。そもそもの我が国における現金資産の多さもそれに起因するもの

であると考えられ、家計による投資を妨げる一因となっているというのが通説

である。  

資料 19：金融商品を選択する際に重視すること  

  10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

出典：「家計の金融行動に関する世論調査」金融広報中央委員会 (2015)P9 より引用  20 

 

こうしたリスク回避自体は何ら責められるべきものではないが、我が国にお

ける最大の問題は、盲目的なリスク回避性向が、個人投資家から取れるリスク

すらも遠ざけてしまっていることにある。しかし、その原因は往々にして国民

性といったあいまいなものに帰結させられてきた。日本市場における個人投資25 

家の存在感が尐しずつ増す中、この盲目的な安定志向が何に起因するものなの

かを見定め、個々の資産形成指針に合わせたリスクをきちんととれるような土

壌を作っていく必要がある。一方で、こうした安定志向とは裏腹に、個人投資

家は市場においてかなり投機的な立ち回りを強いられてきた。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。企業あるいは機関投資家に30 
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よる投資は、支配証券の側面が強い。こうした固定的な株式保有が行われると

流動性が損なわれ、利回りを重視して投資する個人投資家にとっては法外な価

格の株価が形成される。こうした状況でも個人が投資を行おうとすれば、それ

は売買差益を狙ったものにならざるを得ない。こうした構造的なゆがみを背景

として、我が国では安定志向の個人投資家が最も投機的な行動をとる市場が形5 

成された 13。現在は機関による株式の売却が進んでおり、こうした構造的なゆ

がみは尐しずつ緩やかになっていくと考えられる。しかし、依然として我が国

のリスク選好に伴う状況には大きな課題が残ることは疑いない。  

 

第 3 節  機関投資家を取り巻く動向  10 

（1）投資信託  

現在の金融機関による株式保有率は 2015 年度において 27.9％であり、わが

国では海外投資家の次に高い保有率である。その中でも、唯一増加傾向にある

のが 2016 年度に最高保有率 5.6％を更新した投資信託である。資料 20 による

と、投資信託を通して株式を保有している投資家の約半数が安全性の高さを重15 

視しており、対象者を性別、年代別、年収別に見ても同様のことがわかる。第

１項でも述べたとおり、個人投資家の株式保有率が減尐しているのに対し、投

資信託の保有率が高くなっていることから、金融リテラシーを持つプロフェッ

ショナルに運用を委託することに安全性を感じている投資家が多いと考えられ

る。加えて、1990 年代における緊縮財政を発端とした日本のデフレーションは、20 

銀行預金の金利を上昇させた。2000 年代のゼロ金利政策解除や民営化といった

経済政策も要因となり、家計が預金を金融資産として持つことを定着化させ、

株式や債券といった金融資産から遠ざかった可能性がある。米国は 1970 年代か

らインフレーションを経験し、家計が積極的に資金を投資に回していたことも

あり、日本に比べ現金、預金を持つ割合が低い。しかし、現在の日本における25 

銀行口座の金利は低く、多様な金融資産を持つことが必要である。銀行預金を

従来から継続的に行ってきたことで、投資をするのであればプロが行う投資信

託を通じての取引を、と考える投資家が多いと考えられる。こうした背景もあ

って、投資信託の需要は、個人投資家の増加とある程度相関を保って今後も進

                                                   
13 日本証券経済研究所  (2016)「日本の証券市場  2016 年版」 50 ページより引用  
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行すると考えられる。  

資料 20：投資信託購入の際の重視点 /今後の重視点 14 

        

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

出典：「一般向け首都圏・阪神圏調査結果【2014 年（平成 26 年）調査結果の概要】」一般社団法人投資信託協会（2014）より引用  

 

（2）機関化現象  

機関化現象とは、証券流通市場において機関投資家の持ち株比率が高くなる

現象のことである。米国は、 1970 年代から機関投資家の株式保有率が上昇し、20 

2008 年にはサブプライムローン問題に端を発する金融危機により投資総額が

減尐したが、一定して機関化現象が続いている。一因として挙げられるのは、

年金基金が運用資金の一部を直接所有から投資信託を通じた間接所有へ移行し

ていることだ。日本においても、個人投資家の持ち株率が低迷しているなか、

投資信託をはじめとした金融機関等の持ち株比率は増加傾向にある。新たな動25 

きとしては、年金積立金管理運用 /GPIF が、これまでリスク回避型である長期

債への投資が活発であったのに対し、 2014 年 10 月から債券に偏らず株式への

投資比率を高めたことが挙げられる。しかし、資料 21 のとおり、機関化現象に

                                                   
14 現在保有層・保有経験層・複数回答  
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大きく影響を与える投資信託を日米で比較すると、依然として日本のリスク回

避型の投資が浮き彫りになっている。  

資料 21：投資信託の資産構成（2015 年 3 月末）  

   

 5 

 

 

 

 

 10 

出典：「投資信託の資産構成の日米比較」日本銀行 (2016)より引用  

 

第 4 節  海外投資家と海外市場の動向  

本節では諸外国における海外市場の動向について簡潔に分析を行うが、便宜

上我が国における海外投資家の位置付けについてもここで考察する。我が国の15 

株式市場にとって、今や海外投資家は欠かせない存在である。株式保有率で表

すと、2015 年度に 3 割弱を占め 15、売買代金に置き換えると、全体の 6 割を超

えた 16。こうした海外投資家の中でも過半数を超える 7 割弱、額面にして 462

兆円は欧州の投資家によって賄われている。こうした海外投資家は、ヘッジフ

ァンドや CTA など、超短期的な利益を狙い投機的な動きをする投資家と、我が20 

国における GPIF のような比較的安定的な投資性向の年金基金などが混在して

いる。どちらも総じて株式を利潤証券と捉えており、活発な売買取引によって

流動性を高め、適正な企業価値評価の形成に一役買っている。こうした海外投

資家の傾向の特徴として「物言う株主」であることが挙げられる。彼らは積極

的に経営参加権を行使する、いわゆるアクティビストであり、経営参加により25 

自分が所有する企業の価値を高めようとする傾向にある。その存在感は拡大し

続けており、価格形成にも大きな影響を及ぼしていることから、個人投資家・

                                                   
15 日本取引所グループ（２０１６）「２０１５年度株式分布状況調査の調査結果について」

より引用  
16 日本証券業協会・証券統計ポータルサイト HP「投資部門別株式売買代金」より引用  
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機関投資家に次ぐ第 3 のプレイヤーとして、今後も無視できない存在となって

いくだろう。  

資料 22：外国人等の議決行使率  

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

出典：「外国人投資家の実像とディスクロージャー・ IR」円谷昭一（ 2013）P6 より引用  

 15 

（1）米国市場の現状  

 米国市場の特徴は、ベンチャー企業と公社債市場の活発性の 2 点に代表され

る。起業の活発性は前出の資料 11 で示したとおりであるが、同国では IPO に

加えて M&A をベンチャーの EXIT 戦略として促進していることが理由として

考えられる。公社債については次ページの資料 23 に詳しいが、日本の社債市20 

場の規模は国債の 1/12 程度にとどまっているのに対し、米国の社債市場の規模

は 2009 年 3 月時点で 6.7 兆ドルである。背景として、米国の企業は負債の大

半を社債で調達しているという現状がある。長期有利子負債の資金調達構造を

見ると、92％が社債であり、銀行借入は 8％となっている。銀行借入を一切行

わず、社債での資金調達のみという企業もある。このように米国での社債利用25 

が活発な理由は主に 2 つある。第一に、安定的な発行額に支えられていること

が挙げられる。年間発行額は 0.6～1.2 兆ドル（60 兆～120 兆円）であり、日

本の発行額の約 10 倍以上である。その中にハイイールド債も含まれている。

ハイイールド債はジャンク債とも呼ばれ、ハイリスク、ハイリターンの債券で

ある。米国では、BB 格以下のハイイールド債の発行も継続的に行われている。  30 
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資料 23：日米債券市場の種類別発行残高（ 2009 年 3 月末）  

 

 

 

 5 

 

 

 

 

出典：「米国の社債市場の検証とわが国社債市場を取り巻く環境変化について」井潟正彦（2009 年）P6 より 10 

  

こうした多様なリスクマネーが、投資家それぞれの選好に合う柔軟な市場を

提供している。第二に、投資家層に厚みがあることが挙げられる。先述したよ

うに、投資家層が分散していることから社債市場はデット市場の中心に位置し

ている。そのため銀行と一対一の交渉をするよりも社債での資金調達のほうが15 

有利な条件での資金調達が可能である。こうした理由から、米国の社債市場は

発展してきたと考えられる。  

 

（2）欧州市場の現状  

英国では、個人貯蓄に占める生命保険や年金（長期契約貯蓄）の割合が高く20 

なっている。証券市場においてこれら機関投資家の占める割合が高くなったこ

とで、英国の市場は先述の機関化が世界で最も進んでいる市場のひとつとなっ

た 17。同国では早い段階からキャピタルゲインが収益指標として定着しており、

1950年代以降の債券価格の下落と持続的インフレーションを背景として、株式

に資本が集中した。そこに大戦後の年金・保険優遇税制が重なり、多くの資本25 

を機関投資家が吸収したことの流れを汲んでいる。  

 一方、仏国・独国なども含めた欧州各国の公社債市場は、海外投資家が 4～5

割を占めている。これは欧州の発行体が、ユーロ市場を利用し海外投資家が投

資しやすい形態で発行するためである。海外投資家以外にも、銀行・年金・保

                                                   
17 斎藤美彦 (1999)「イギリスの貯蓄金融機関と機関投資家」日本経済評論社 p161 より  
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険の機関投資家が多数派であり、個人投資家の占める割合は１％未満である。

こうした流れを承けて、英国では個人投資家を増やすべく、2010 年にロンドン

証券取引所が個人投資家向けの社債取引市場（ ORB）を開設し、106 銘柄以上が

取引されている。このように英国では個人投資家への投資促進の取り組みが行

われている。  5 

資料 24：英国の社債保有主体  

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

出典 :「わが国の社債市場の位置づけと活性化策」太田珠美（ 2015） P30 より引用  20 

 

 

 

 

 25 
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第 3 章  証券流通市場活性化を阻む課題点  

さて、これまでに整理した実態と 1 章で触れた現状の証券市場の機能を比較

すると、以下のような齟齬が見えてくる。これらの課題点こそが、市場の資金

循環パイプを塞ぐ要因であり、またパイプを増設する余地である。本章ではそ

の問題構造を分析し、後に続く提案の起点とする。  5 

 

第 1 節  投資家層を拡大するうえでの課題点  

我が国において効果的な投資家層拡大を行う際、最も効果的なターゲットと

なるのが個人投資家、特に 20 代男女と 30～40 代の女性であることはここまで

で確認してきたとおりである。それらの層を取り巻く現状を前章で述べたが、10 

そこから明らかになった課題は、概ね以下の 2 点に集約される。  

 

（1）家計のとれるリスクが不明瞭である  

 我が国の家計は一般に安定志向であると言われ、往々にしてその原因が保守

的な国民性という幻想に帰結されがちであることは現状の項目で述べたとおり15 

である。しかし、我々はこの問題の本質が「家計や個人が取れるリスクに基準

がない」ことが問題であると主張したい。学習塾ビジネスにおいて偏差値が重

視されるのは、顧客である生徒がどのレベルの学校であれば目指せるのか――

すなわち、どれほどのリスクになら挑戦できるかを可視化するためである。生

徒はこれを参考に志望校を選び、あるいは志望校に対して自身のレベルが足る20 

ように増進の努力をする。家計によるリスクマネー運用も、本来こうあるべき

だと我々は主張したい。これを実現するためには、個々人の持つ金融リテラシ

ーを一定の指標をもって数値化し、比較することが必要である。それにより、

各消費者がどれほどのリスクマネーであれば管理できるのかが外部から一目瞭

然であるし、当事者も自分がどこまでのリスクであればとれるのかを、数値の25 

形で知ることができる。一方で現状の証券を取り巻く指標は、商品のリスクや

利幅の期待を表すものが大半である。肝心な投資家側がそれにどれほど適合で

きるかは、適合性の原則という形で仲介者たる証券会社に管理が任されてきた。

我々は今回、このように証券各社が行っている適合性の原理に基づいたリスク
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管理を外部化し、各家計のリスク制御能力を一元的に可視化し管理できる制度

を提案する。  

 

（2）資産形成に明確な目標を提示できていない  

 現状、投資による資産形成は、家計におけるライフイベントと大きく乖離し5 

てしまっている。言い換えるなら、資産形成の意義を、ただ将来の備えとして

貯蓄を行うという形でしか提示できていないのではないだろうか。これによっ

て家計に対する資産形成の訴えは実体を欠き、いまひとつ空虚なものとなって

しまっている。本来あるべき姿は「何歳何カ月の時点でこれを実行したいので、

そのためにこれだけの資産を形成する必要がある」という具体的なライフプラ10 

ンを描き、証券会社や政府の側も、これに合わせた資産形成手段を用意すると

いう形であると我々は強く主張したい。この事実は、おそらく後期高齢者が人

生の終わりを前にしても財産処分をせずに資本を溜めこみ続け、これを死蔵さ

せている現状とも無関係ではない。こうしたケースの場合、おそらく「貯めた

はいいが、使い道がなかった」と考えられる。資産形成には、まず目標があり、15 

そのうえで個々人が必要な額と形成の期間に応じて必要なリスクをとればよい。

これを踏まえ、我々は先述のメインターゲット層における重大なイベントであ

る「大学進学」・「就職」・「独立」や、「家庭を築く」・「両親からの相続を受け取

る」といった要素に注目し、それぞれのライフイベントに備えて必要に応じた

資産を生活のなかで形成できるシステムを提案する。  20 

 

第 2 節  取引量を拡大するうえでの課題点  

（1）新興企業育成制度が未発達である  

この先の証券流通市場の成長は、今後どれほど有用な財・サービスを提供す

る企業が現れ、そこに対してきちんと資本を供給できるかに懸っている。当然25 

取引所や証券会社もこれを意識し、グリーンシートや株主コミュニティに代表

される中小・ベンチャー企業の発展を支えるような仕組みを模索している。し

かし、そうした積極的な支援とは裏腹に、残念ながら我が国はベンチャー大国

と呼べるほどの起業規模には至っていない。我々は、この問題に二重の阻害構

造があることを見出した。それは、「そもそも起業を選択する人がすくない」こ30 
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とと、「起業後、ひとまずのゴールである IPO に向けて操業する過程の支援が乏

しい」という点である。前者は、ベンチャー大国と言われる米国の現状と比較

することでその原因が見えてくる。ベンチャー企業のゴールは「株式公開をす

る」もしくは「他事業者による M&A」であり、これらは一般に EXIT と呼ばれて

いる。米国では、この M&A というゴールを広げたことで起業の成功期待値が高5 

まり、起業を選択する若者が増加した。実際に、米国では近年 M&A を選択する

ベンチャー企業が急速に増加している。  

資料 25：米国における EXIT 戦略の推移  

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

出典：「ベンチャー白書 2015」ベンチャーエンタープライズセンター(2015)P12 より引用 

 20 

一方、我が国では起業したのち、 IPO によって開業資金を回収するベンチャ

ーがほとんどである。新規事業者の 9 割が 3 年目で廃業することを考えると、

現状の IPO 一極集中が、起業の成功率を大きく下げていることは疑いないだろ

う。しかし、この問題の構造的なむずかしさは、 IPO と M&A をトレードオフに

できないという点である。ここまでは M&A の重要性を主張してきたが、そのた25 

めに安易に IPO を減らしていたのでは何ら解決にならない。重要なのは両者の

バランスであり、先程挙げた後者の操業支援問題を解消するには、 IPO につい

ての支援も同時に行わなければならない。そこで我々が注目したのが、バイア

ウト・ファンドである。これは最終的な売却を視野に入れて未公開株を買い入

れるファンドで、経営に積極的に介入し企業価値を高めることで、売却価格を30 
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向上させて差益を得るビジネスである。この手法であれば、 IPO を促進しつつ

M&A の戸口を広げるという W ゴール戦略を実現しうる。そこで我々は、既存の

エンジェル投資家などのベンチャー育成概念とこのバイアウト・ファンドを組

み合わせた新たなベンチャー育成施策によって、この問題を解決していく。  

 5 

（2）取引所外取引が未発達である  

 取引所集中義務の廃止以降、取引所外取引は尐しずつであるが増加傾向にあ

る。しかし、PTS では信用取引が不可能であるなど、我が国の取引所外取引に

はまだまだ発展の余地がある。 2018 年には証券取引所における株取引が一律

100 株単位に統一されるが、FinTech の発達を背景としてそれ以上の小口化も低10 

コストで可能な今、そうしたマイクロ・トレーディングは、 PTS に一任される

こととなる。そこで、我々は PTS の発展により多様な取引形態を提示すること

で、より魅力的な市場を作っていきたい。こうした PTS に関する取り組みのう

ち近年で顕著だったものとして、米国の「Acorns」が挙げられる。これは会計

時の釣銭を投資に回すというもので、投資を敬遠しがちな若者がライフサイク15 

ルに組み込むことで、取引所では行えない小規模取引の受け口として見事に成

功を収めた。これが功を奏したのは、米国がクレジットカードとその信用を極

めて重視するクレジットカード社会であることが最大の理由であろう。我々は

こうした社会形態に根差した PTS を日本向けにローカライズし、取引形態の多

様化を目指したい。  20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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第 4 章  証券流通市場の活性化に向けた提案  

第 1 節  「金融基礎・投資リテラシー指標テスト/TOLFI」の提案  

1 点目の提案は、個人投資家の投資家層拡大を目的として、個人の金融リテ

ラシーを可視化する「金融基礎・投資リテラシー指標テスト /TOLFI(トルフィ )」

（以下：TOLFI）を実施することである。課題点の項目でも触れたように、家計5 

における金融リテラシーの欠如は、個人投資家層を拡大するうえで大きな課題

となっている。また、現状は個人の持つ金融リテラシーが可視化されておらず、

このことが 30～40 代女性における「投資は何となく怖い」・「ギャンブルに近い」

という無理解を生じていることに我々は注目した。そこで、この TOLFI では「金

融基礎リテラシー」と「投資リテラシー」という異なる二つの金融知識体系を10 

用意し、国際コミュニケーション英語能力テスト（TOEIC®）に倣ったスコア制

の試験を行う。この新制度の意義は、「個人が持つ金融基礎リテラシー能力の可

視化」と、「金融知識の体系化」という 2 点に集約される。実現に伴うメリット

を、以下に整理する。  

資料 26：TOLFI テスト実施に伴うメリットの図解  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

出典：筆者作成  

 

本テストにおいて、基礎リテラシーは日常生活における金銭管理の基礎知識

を指し、投資リテラシーはより高度なリスクマネー運用の知識を意味する。こ
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の 2 点を区別した背景には、個々人が自分に合った分野の知識を増進できるよ

うにする意図がある。各家計がどれほどのリスクマネー運用を必要とするかは

場合によって異なるし、そもそも家計の財政管理の基礎知識が根本的に欠けて

いる場合も想定される。そこで、このように分野別に知識体系を分けることで、

こうした金融知識のパーソナライズに対応している。愛称である TOLFI は Test 5 

of Literacy for Finance and Investment を意味し、この 2 つの知識体系の区

別を端的に表している。また、実施主体としては資本市場振興財団を想定して

おり、多くの証券会社・金融機関との連携が望めるだろう。このように、TOLFI

は金融リテラシーに伴う諸問題にこれまでにない角度からアプローチしており、

これらを一手に解決することが期待できる。  10 

 

第 2 節  「お年玉インベストメント」の提案  

 この提案は、ジュニア NISA の非課税期間の延長、また 20 歳から贈与税の非

課税措置が取られる口座への移行、受贈者が 50 歳までの期間の株式の投資を非

課税で運用可能にする制度である。それにより証券流通市場における資金サイ15 

クルを活性化しつつ、金融市場を「始めやすく続けやすい」環境に整えること

で、家計の参加度を高めることがこの制度の目的である。近年、20～40 代の女

性の株式投資に対する認知・実施が著しく低いことは 8 ページの資料 3 で確認

したとおりである。本提案はこれを解消し、これらの世代に投資家層を拡大す

ることが期待できる。  20 

 この制度は、現存のジュニア NISA と「結婚・子育て資金の一択贈与に係る贈

与税の非課税措置の概要」を基本としたものである。ジュニア NISA は毎年上限

80 万円で非課税運用ができる画期的な制度だが、非課税期間に限りがあり、制

度自体も 2023 年までの期間限定である。加えて、終了時に口座を通常の証券口

座に移す場合は課税対象に、ロールオーバーも 80 万円までなど NISA と同様に25 

非課税期間満了後に課題が残る。同じく贈与非課税制度も、最大 1000 万円まで

子供の結婚・子育てに限り非課税で引出し可能な制度だが、一旦口座に振り込

まれた贈与金は結婚または出産しない限り使用することができず、流動性に欠

ける。一方、本提案はジュニア NISA と一括贈与口座を複合させたもので、 20

歳になると同時にジュニア NISA の株式と現金を非課税で移行させる。その際、30 
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時価総額 1000 万円未満であれば追加的に贈与金を増やすことができるが、元本

課税後に投資の運用を可能とする。しかし、契約を途中または 20 歳において破

棄する場合は全て課税対象とし、ジュニア NISA を始める段階でお年玉インベス

トメントの取捨選択となる。運用益も含まれた資金を非課税で引き出すことが

できるのは結婚・子育ての費用に限り、 50 歳における残高は課税対象とする。5 

これらのメリットは、以下の 2 点に集約される。  

資料 27：お年玉インベストメントのメリット  

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

出典：筆者作成  

 

他方、本提案における証券・贈与の併合には、金融所得税と贈与税という税20 

制体系の観点から議論の余地が残るのも事実である。世界的には、フロー重視

の潮流により相続税の基礎控除額が下がり、ストックへの課税が増加している。

しかし、現実には家計の投資資金はストックたる貯蓄を切り崩したものである。

このような現在の金融税制の歪みを是正する意味でも、このお年玉インベスト

メントは相応の効果が期待できる。  25 

 

第 3 節  「まちづくり奨学金」の提案  

 本提案は、米国におけるエンダウメントの概念を汲んだ若年層向けの投資促

進施策である。エンダウメントとは学校法人に対する寄付金で設立された財

団・基金を指し、こうした基金は優れた分散投資の理論に基づいた投資運用を30 
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行うファンドである。今回は主に私立大学をターゲットにした提案であり、大

学がエンダウメントによって得た利息を、学生への奨学金・補助金に充てると

いうものである。その際、大学が位置する地域を開発しているインフラ系企業

のインフラ債へ投資を行うことで、大学が根ざす地域を活性化しながら大学の

運転資金を得、なおかつ学生の補助も行うことができる。奨学金や補助金を巡5 

るトラブルは大学と学生を取り巻く金融トラブルの中でも最も大きな問題であ

り、これらを一手に解消することが期待できる。このパターンでは資金的に余

裕がない学生に向けた補助金であるが、別案として学生から預かった資金をエ

ンダウメントが運用し、得た利子の一部を学生に還元するという展開も考えら

れる。こちらの場合は学生がより主体的な資産形成を行うことが出来、課題と10 

なっている若年層における投資意識の低さを解消し、早い段階から自力での資

産形成に慣れ親しむことが期待できる。  

 

第 4 節  「T ポイント投資」の提案  

T ポイント投資とは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、15 

CCC）が提供するポイント・データベース「 T ポイント」を用いた投資を可能に

するサービスである。 PTS の増加や FinTech に伴う証券小口化コストの低下を

背景として、より生活に密着した投資経路を用意することで証券取引量を増加

させることを目的としている。我が国では 2005 年以降ポイントブームが広がり、

現在では 95％以上の人が何らかのポイントカードを所持している 18。中でも CCC20 

社の T カードは、利用者数約 6,000 万人、加盟店舗は 50 万店舗を超える 19同業

界最大手のポイントサービスである。  

この提案ではこれを利用し、FinTech ベンチャー企業と証券会社が CCC と提

携することで、個人が貯めたポイントを投資資金として使用できるようにする。

具体的には、顧客が貯めたポイントの現金価値を CCC の定める換金レートに従25 

って算出し、通常のポイント消費と同様の形で T ポイント加盟企業の株式を購

入できるシステムを作成する。提携証券会社はポイント加盟企業の銘柄を組み

合わせた小口ファンドを形成し、顧客に代わって運用する。投資先は顧客自身

                                                   
18 株式会社バルク（ 2010）「Vol.41 ポイントカードに関する調査」より引用   
19 カルチュア・コンビニエンス・クラブ  2014 年度 9 月期プレスリリースより引用  
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でも決定できるほか、ロボ・アドバイザーを利用した投資ポートフォリオも用

意し、参加への敷居を下げる。死蔵されがちなポイントが資金源となるため原

資を用意するハードルが低いほか、こうしたポイントが財務諸表において負債

計上となることを鑑みると、ポイント加盟企業にとっても財務のコンパクト化

に寄与する魅力ある提案であると考えられる。  5 

この提案によって日々の消費行動と投資行動が極限まで近づくことで、資金

を調達する証券市場とそれがサービスに昇華される財・サービス市場が連結す

るサイクルが活性化することも考えられる。また、今回は T カードを例に出し

たが、基盤さえ整えれば他のポイントカードでも応用は可能である。 PTS 増加

の流れを汲んだこの提案によって相当数の証券取引が増加し、国内証券取引量10 

が活性化することが期待できるだろう。  

 

第 5 節  ベンチャー活性化「3 本の矢」  

 この提案は、証券取引量の増加に欠かせないベンチャー企業の活性化施策を、

「資金調達」「操業支援」「 EXIT 戦略」という 3 つの側面から束ねたものである。15 

それぞれが相互に機能することで、我が国における起業率の低さを改善し、魅

力的な新規上場銘柄を常に供給し続けることで証券市場の活性化に繋げること

を目的としている。  

 

（1）エンジェル税制の改善   20 

エンジェル税制とは、ベンチャー企業に出資するエンジェル投資家を増やす

ための優遇税制のことである。エンジェル投資家は元起業家が多く、投資した

ベンチャー企業が軌道に乗るように一線で活躍している経営者を紹介するなど、

企業が成長できるよう援助することが多い。エンジェル投資家を増やすことで、

資金調達とともにスタートアップ支援をしてもらえるため、最終的な IPO への25 

道筋が容易になると考えられる。既存制度下では、資料 28 に示した優遇措置 A、

B のどちらか一方のみが利用できる。しかし、我々はエンジェル投資家を増加

させるため、これらに加えて「優遇措置 A の対象企業拡大及び優遇措置 C の導

入」を提案する。優遇措置 A の対象企業は創立後 3 年未満の赤字会社のみであ

るが、これを 3～5 年未満の黒字会社にまで拡大することで、個人投資家がベン30 
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チャー企業に投資しやすい環境を作ることを企図している。  

この措置により、場合によっては 3 年未満の赤字企業への投資が激減するこ

とが危惧される。今回はその補償として、 3 年未満の赤字会社に投資した場合

優遇措置 A の投資限度額をなくし、無制限に投資できるようにする。エンジェ

ル投資家の約 30％は 1000 万円～3000 万円投資しているため、投資限度額をな5 

くすことで 3 年未満の赤字会社に投資する投資家も残しつつ、リスク回避型の

投資家もターゲットに入れることが出来るはずだ。  

また、新規の優遇措置 C として、投資先ベンチャーが IPO を達成した場合、

値上がり益が非課税になるという制度を導入する。優遇措置 C を使用する場合、

投資限度額は 500 万円以下とし、それ以上投資した場合は 500 万円までは非課10 

税になりそれ以上は課税対象となる。この制度を導入することにより、エンジ

ェル投資家は企業への思い入れが強くなり経営へのアドバイスなど企業が成長

するよう努力し相乗効果が見込めるだろう。  

資料 28：ベンチャー企業要件  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

出典：経済産業省（ 2015）「エンジェル税制の対象要件」より引用  30 
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（2）政府信用保証制度  

先述のエンジェル投資家のベンチャー株への投資を促進するため「政府信

用保証制度の導入」を提案する。政府信用保証制度は、政府がある一定の基

準を満たしているベンチャー企業を選別し、その企業の信用を保証すること

によりベンチャー株への投資を促進させる仕組みである。ただし、政府信用5 

保証制度とエンジェル税制を併用することはできないこととする。これから

成長見込みのあるベンチャー企業（創業 3 年以上 5 年未満）を政府が年 50

社～100 社選抜し、政府格付けを与える。万が一、その企業が IPO せずに

倒産した場合は政府が損失の 7 割を負担するが、新規上場した場合はその

値上がり益の 3 割を国に納めることとする。信用保証期間は 3 年間で、そ10 

のあと IPO 果たした企業は 5 年間 5％の保証税を払う。政府が損失を負担

する分の資金は、この保証税と値上がり益の 3 割を支払ってもらうことで

財源を確保することが出来る。保証期間を 3 年間にした根拠は、過去の新

規上場したベンチャー企業の IPO までの期間が平均 5～8 年だったためであ

る。個人投資家の主なターゲットは、余剰資金のある 60 歳以上のエンジェ15 

ル投資家である。高齢者をターゲットとすることで、家計の余剰資産をベン

チャー企業へ回すことができ資本の最適配分を達成することが出来る。  

この制度の最大の魅力は、政府・ベンチャー企業・個人投資家すべての関

係者にメリットがあるということだ。政府にとってのメリットは、①日本の

ベンチャー企業が育つ・②個人投資家が投資に積極的になる・③家計の余剰20 

資金が市場に流入するため証券市場が活性化するということが挙げられる。

ベンチャー企業にとってのメリットは、①資金調達手段のひとつになる・②

政府格付けを得ることがひとつの指標になり、選ばれたらステータスにな

る・③エンジェル投資家から経営のアドバイスをもらえることだ。最後に個

人投資家にとってのメリットは、①ローリスクハイリターンの金融商品に投25 

資できる・②ベンチャー企業支援になるということが挙げられる。この制度

は、ベンチャー企業が目指すべき中間目標となっており最終的な目標である

IPO までの近道となるだろう。  

 

 30 
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（3）バイアウト・ファンド向け情報公開コミュニティの導入  

バイアウト・ファンドとは、成長見込みのあるベンチャー企業を買収し経営

に積極的に関与することで企業価値を高め、株式公開や売却により利益を回収

する投資ファンドのことである。ベンチャーへの資金調達手段として有名なの

が VC であるが、これは買収ではないため経営に深く関与できない。一方、バ5 

イアウト・ファンドは一度企業を買収する M&A 形態をとり経営に深く関与す

るため IPO しやすくなるだろう。この提案は、バイアウト・ファンドと資金や

経営アドバイスを必要としているベンチャー企業を結び付けるシステムであり、

日本証券業協会に提案する。証券業協会が関わることで、バイアウト・ファン

ドの投機的行動を避けることができる。仕組みとしては、コミュニティに参加10 

している企業の情報とバイアウト・ファンドの情報をそれぞれコミュニティサ

イトに掲載しマッチングさせるシステムである。投資額・企業分野・経営理念

などに共感したバイアウト・ファンドがベンチャー企業への投資を決める。こ

のようなコミュニティを作ることで資金回収のゴールを広げ、最終的に IPO が

容易になり、新規上場企業が増加すると考えられる。  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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終章―ポスト“失われた 20 年”における証券流通市場の姿とは  

本稿では、「ポスト“失われた 20 年”における証券流通市場の役割」をキー

ワードに現状の証券流通市場を分析してきた。第 1 章では現状の在り方をとら

え、そこから活性化すべき対象の絞り込みを行った。さらに、今後理想とされ

る証券市場の在り方というゴールをまず示し、この理想と現状の間の齟齬から、5 

資本分配システムを機能不全に陥らせている 4 つの原因を見出した。すなわち、

家計のとれるリスクの不明瞭さ・資産形成における目標の欠如・新興企業育成

制度の未熟さ、取引所外取引の未熟さである。 1 点目の課題については、我々

の TOLFI テストが強く作用すると考えられる。数値によってリスクマネーの制

御能力が可視化できれば、家計が投資する際の指針となり、同時に証券会社が10 

個人に合った金融資産を選ぶうえでの参考にもなる。これにより、我が国の個

人投資家層は大きく拡大するだろう。2 点目の資産形成における目標の欠如は、

世代別のライフイベントに向けた資産形成を促進することで解消できると考え

られる。本稿におけるお年玉インベストメントとまちづくり奨学金は、それぞ

れ贈与と進学・就職というライフイベントに密着した提案であり、それぞれが15 

現状最も課題を抱えた家計層に効果を発揮する。こうした側面からも、個人投

資家層の拡大が期待できる。 3 点目の新興企業育成制度の未熟さは、ベンチャ

ー活性化 3 本の矢が有効に作用するだろう。米国におけるベンチャー企業の隆

盛は、単に起業を容易にするだけでなく、成功の道筋をいくつも用意したこと

に起因する。我が国もこれに倣い、 IPO を重視しつつも M&A などの多様な道筋20 

を用意することで、有用な財・サービスの誕生を促進したい。4 点目は、取引

所外取引の促進である。 PTS や FinTech といった技術は、証券流通市場の流動

性を高めるものとして大いに期待できる。その中でも更に生活に根差した提案

である T ポイント投資は、投資家層の拡大と取引量の増加の双方に寄与し、証

券流通市場の活性化を大きく促進するだろう。  25 

以上が、我々の考えるポスト“失われた 20 年”における証券流通市場の姿で

ある。投資家層の拡大と取引量の増加という量的な拡大は、最終的に新時代に

合わせた証券市場への変化という質的な転換の呼び水となる。これらの施策の

実施は、このような真の意味での証券市場活性化を可能にするのである。  
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