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はじめに 

高度経済成長を終えた日本は、世界経済が不安定化する中で 1990 年代の「日

本版ビッグバン」により金融緩和が進められ、わが国の金融市場をニューヨー

ク，ロンドンと並ぶ国際金融センターに再生することが目指された 1。しかし、5 

日本版ビックバンから 10 年を経た現在、欧米市場との格差は縮まるどころか

広がりを見せている。それは、諸外国が国際金融センターとして地位向上に向

け努力を本格化させ、日本市場の地位を脅かすようになっているからである。  

バブル経済崩壊後、日本経済は長期的な低迷を余儀なくされ、失われた 20 年

と長期的なデフレに陥った。近年、アベノミクスの影響により高度経済成長期10 

の「いざなぎ景気」を超える景気回復が続いている。しかし、家計は好景気を

実感することができず、消費の伸び悩みが続いている。  

また、高齢化・長寿化が進む中で資産形成の促進が重要視されている。わが

国が掲げる「貯蓄から資産形成へ」というスローガンをもとに資産形成の促進

を目指し、家計の資産形成が十分に行われることが必要である。  15 

 証券市場は、経済全体へと資金を血液のように円滑に巡らせることで、日本

経済の成長に寄与する。証券市場はいわば、日本経済の心臓であるといえる。

我々は、本論文において証券市場の活性化を阻害する問題点を証券市場に関わ

る主体ごとに挙げ、それぞれに対して提言することで証券市場の活性化を促し、

それが家計の資産形成や企業の持続的な成長に繋がり、ひいては日本経済の成20 

長に繋がることを言及する。  

 以下、第 1 章では証券市場の定義を確認したうえで、国内株式市場および国

内債券市場の現状について言及する。第 2 章では証券市場の活性化を定義し、

活性化が国民経済全体へどのような影響を与えるのかについて言及する。第 3

章では、投資家を特徴に応じて 3 つに分類し、それぞれの現状を分析していく。25 

第 4 章では、上場企業のあり方や、上場することで主体ごとに及ぼされる影響

について言及する。第 5 章では証券取引所について言及し、市場間競争や国際

競争力向上の重要性について言及する。第 6 章では、我が国の金融政策の意義

や出口戦略への見解について言及する。第 7 章では、証券市場に影響を及ぼす

主体の課題を改善するための提言を行う。  30 
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第 1 章  証券市場とは 

 第 1 章では、本論文においての用語の定義を整理したうえで、国内証券市場

の現状について言及する。  

第 1 節では証券市場の定義づけを行う。第 2 節、第 3 節では国内株式流通市場

と国内債券市場の分析を行う。  5 

 

第 1 節  証券市場の定義  

Ⅰ  金融市場 

金融市場は、「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 (外崎

亮・2011)」定義される 2。金融市場は間接金融と直接金融に分類される。間接10 

金融は、金融機関が貸し手に対して間接証券を発行することで調達した資金を

もとに、借り手が発行した本源的証券を取得するという形で資金仲介を行うこ

とである。一方、直接金融とは借り手が貸し手に対して直接に、本源的証券を

発行することによって、資金仲介がなされることである。  

 15 

Ⅱ  証券市場 

直接金融が行われる場が証券市場である 3。券市場で取引される証券とは、財

産上の権利を表す株券、債券などのことである 4。株券を買うということは、そ

の会社の出資者である「株主」の一人になるということであり、債券を買うと

いうことは債券の発行者である企業や国などに資金を貸していることである。20 

債券は、一時的に広く一般の投資家からまとまった資金を調達することを目的

として発行され、企業が発行する債券を普通社債、国が発行する債券を国債、

地方公共団体が発行する債券を地方債という 5。債券と株式との違いは、あらか

じめ利率や満期日等が決められている点である。  

証券市場では、多くの予想が集められて合成され、株式価格が決定される。25 

株価は、資源を必要な部門に必要なだけ分けるための信号としての働きを持つ。

これを証券市場の資源配分機能と呼ぶ。  

証券市場は、その機能の違いによって「発行市場」と「流通市場」に分類さ

れる。  

 30 
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Ⅲ  発行市場 

発行市場とは、企業や国、地方自治体等が資金調達をするために、新たに発

行される株式や債券などの有価証券が、直接もしくは証券会社や銀行の仲介者

を介して投資家に一次取得される市場 (プライマリーマーケット )のことである。5 

企業等は新株を発行することにより、設備投資金など長期の事業資金を調達す

ることが可能になる 6。  

 

Ⅳ  流通市場 

流通市場とは、既に発行された有価証券が投資家同士の売買によって流通す10 

る市場(セカンダリーマーケット )のことである。流通市場には証券取引所で行

われる取引所取引や、証券会社の店頭で行われる店頭取引があり、それぞれが

取引所取引、店頭取引と呼ばれている 7。流通市場は、国民経済的にとても重要

な役割を担っている。それは、経済状況の変化に伴って換金することや、証券

の売買を行うことで保有資産の構成を調整する場となっているからである。    15 

よって、流通市場には希望するときに希望する証券を希望する量だけ公正な価

格に近い価格で売買できるという高い市場性を備えていることが望まれる。       

また、社会全体としても流通市場はとても大きな役割を果たしている。それ

は、多数の売り手と買い手が競争的に参加して決めた流通価格は、市場内の企

業の価値を表す価格である「株価」として、発行市場にフィード・バックされ、20 

発行価格の決定に対して大きな影響を及ぼすからである 8。よって、流通市場は

社会全体に対して貴重な価格情報を提供しているといえる。発行市場にとって

は、公正で継続的な価格形成が行われる流動性が高い流通市場が不可欠である。 

 

第 2 節  国内株式市場の分析 25 

Ⅰ  戦前期 

戦前期のわが国の株式取引は、財閥が優良企業株を排他的に保有しており、

取引所には優良企業株がほとんど上場されなかった。それ故に、先物市場を中

心に発展し、取引所株も投機対象となったため、戦前の株式流通市場では投機

的な取引が多く行われていた。つまり、取引所において長期的な投資が行われ30 
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るには、優良企業株が流通市場に生き残ることが重要であり、そのような企業

が多く存在する市場は魅力的な市場であるといえる。  

 

Ⅱ  戦後期 

1970 年代初頭から 90 年代半ばまでの株式保有構造は、銀行・事業法人等の  5 

法人が株式を保有することは、公正な株価の形成に悪影響を与える。  

法人の株式保有の特徴は長期的かつ固定的な点であり、利回りを無視したも

のになる傾向が強いため、株式の利回りは低下する。そのため、投資利回りを

高めることを目的に個人投資家の売買回転率が上昇した。このようにして、個

人投資家が投機的な行動を繰り返す株式市場の構造が形成されたのである 9。  10 

 

Ⅲ  バブル崩壊から現在にかけて  

【図表 1】より法人優位の株式保有構造は 1997 年の銀行危機以降、劇的に変

化した。そして企業・銀行間の持ち合いが急速に解消する傍ら、海外機関投資

家の保有が増加した 1 0。現在、外国人投資家が株式売買高の 6 割を占めている。  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

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

約版>」より作成  25 

 

海外投資家が行う高速取引は、「市場の流動性に貢献している」などの肯定的

な意見もある一方で、規制に対していかに実効性を持たせるかについては課題

もある。そのため、2018 年 1 月に高速取引の登録制度が実施され、不正な取引

を行う業者を取り締まることが可能となった。さらに、フラッシュ・クラッシ30 

【図表 1】株式の保有構造  
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ュのような市場の価格を歪めるような事態が起きたとしても、株価の暴落や急

騰が発生しないように一定の価格で取引が行われるシステムが導入された。現

在は、高速取引が株式売買高の 7 割を占めていることから短期売買の割合が多

く、市場は短期的な取引が多いと考えられる。多様な価値観やリスク選好を有

する幅広い投資家層が競って証券市場に参加することで、より価格形成機能が5 

高まるとともに、中長期の時間軸でも安心して投資が行えるような、活力と厚

みが証券市場に加わる 11。  

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

出典)YAHOO！ JAPAN ファイナンス (2018)「日経平均株価」より作成  

 

【図表 2】より日経平均株価は上昇傾向にある。長期的な株価の上昇は、日

本銀行による金融政策が大きく影響している。しかし、今後も金融政策を継続

していくことは困難である。金利の上昇、リスク資産の買い付けが縮小すれば、20 

株価の下落に繋がると考えられる。そのため、国内企業が持続的に成長し、企

業価値が株価に適切に反映されることが、株価上昇にとって重要である。  

 株式流通市場を活性化するためには公正な価格形成の問題、流動性の向上、

長期的な投資家の増加を促す必要がある。  

 25 

第 3 節  国内債券市場の分析 

 投資家が証券取引をする際は、証券会社などを通じて行う必要がある。投資

家から売買注文を受けた証券会社などが店頭取引をするか、相対とはならずに

取引所取引をするか、どちらかの方法で行う。店頭取引は投資家と債券ディー

ラーとの相対取引で、取引所取引に比べて価格の公示機能が劣るので、これを30 

【図表 2】日経平均株価の推移  
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解消するために様々な仕法がとられている。取引手法には現物取引、現先取引、

レポ取引などがある。現物取引は債券を単に購入 (買切り)、単に売却(売切り)

する取引である。  

債券は定期的に利率分の利子を受け取ることができ、満期日を迎えると額面

金額である償還金を受け取ることができる。また、債券は金利による影響を大5 

きく受ける。現在、金融政策により長期金利が低下し、10 年物の国債が減少を

続けている。これにより、適切な利回りを失った債券に本来の価値を見出すこ

とができず、家計の資産は債券ではなく現預金に流れている 12。現在の低金利

政策は今後も続くと考えられる。その理由は、日本銀行が前年比 2%上昇の物価

安定目標の達成を 2021 年度以降にずれ込む見通しをしたからである 13。低金利10 

な状況下において債券は利回りが小さいために債券市場ではなく、株式市場に

おいて証券市場を活性化させるべきである。  

 

第 2 章  国内証券市場の活性化がもたらす効果  

本章では、第 1 節において国内証券市場の活性化を定義し、第 2、3 節におい15 

ては、活性化が国民経済にどのような恩恵をもたらすのかについて言及する。  

 

第 1 節  国内証券市場の活性化の定義  

本論文において、証券市場の活性化の定義を「売買高の増加」とする。売買

高とは株券等が売買された数量のことである 14。  20 

売買高の増加は、「個人投資家の増加」「公正な株価の形成」「市場基盤の強化」

によって実現される。個人投資家の増加により市場へリスクマネーが供給され

ることで企業が成長するための資金が提供される。公正な価格とは、売買を行

う多くの人の思惑が集まった結果として決定される価格である 1 5。公正な株価

を形成するためには、流動性の向上や企業価値が株価に正しく反映されること25 

が必要である。「市場基盤の強化」は、市場を取り巻く環境整備により企業と投

資家を結ぶ証券取引所の拡大を図ることである。  

わが国において、家計は最大の資金提供者である。その総額は約 1800 兆円に

上り、その半分が現預金として眠っている。個人投資家の増加により、家計に

眠っている潤沢な金融資産がリスクマネーとして証券市場に供給されれば、証30 
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券市場が活性化し、企業の成長資金となり、持続的に成長する企業が増加する

ことで日本経済が持続的に成長するという好循環へと繋がる。また、取引とい

う過程において企業価値を示す株価は様々な要因で決定される。しかし、現在

の株価は公正な企業価値を示しているとは言い難い。それは、企業の情報開示

が適切に開示されていないことや企業価値を鑑みて成長を促す対話が行われて5 

いない等が大きな要因である。企業の情報開示による企業経営の透明性を図る

ことや、それを投資の判断材料とし、企業の持続的な成長を意識した投資家の

エンゲージメントにより、企業価値が適切に反映された公正な株価が形成され

る。つまり、証券市場は、投資家にとって魅力的な市場となり投資家が増加す

ることで売買高が増加する。さらに、売買高が増加すれば、流動性向上の観点10 

からも公正な株価の形成として証券市場の活性化に繋がる。  

つまり、証券市場の活性化とは「売買高の増加」であり、リスクマネーの供

給や市場を取り巻く環境整備による証券市場の拡大、また、企業の持続的な成

長と中長期的な企業価値の向上による公正な株価の上昇を実現することで、家

計の資産形成の一助となり、ひいては日本経済全体の持続的な成長を促すので15 

ある。  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

出典)筆者作成  25 

 

 第 2 節 家計の安定的な資産形成の実現  

 日本の社会問題の現状として少子高齢化が進んでいることが挙げられる。高

齢化が進むにつれ、社会保障や老後の資産形成手段の一つである「国民皆年金」

においても年金の実質的な受給額の減額を含めた改正が行われている。また高30 

【図表 3】株式流通市場の活性化の定義  
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度な医療技術の発展により長寿化が進んでいる。加えて、これまで行われてき

た低金利政策によって、銀行預金の金利がほとんどゼロに近い水準まで低下し

ており、現預金による老後の資産形成は困難といえる。  

 これらの問題より、今後の我が国における資産形成のあり方として自助努力

が求められている。  5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

出典)日本電子計算株式会社 (2017)「個人投資家の動向～今後の変化までを考え

る」より作成  15 

  

【図表 4】は 2017 年の日米欧の家計金融資産の構成を示したものである。日

本における特徴として、 1800 兆円を超える家計金融資産があるが、その 50%以

上は未だに現預金であり、いわゆる「無リスク資産」が占めているといえる。

わが国における「リスク資産」は全体で約 16％ほどであり、米国の 53.9%％、20 

ヨーロッパの 31.3％と比べると明らかにリスク資産の保有率が低いことがわ

かる 1 6。日本と米国における違いとして文化や国民性の違いも挙げられるが、

米国における「リスク資産」の保有率が高まった背景としては特に 401(k)や IRA

などの税制優遇措置が普及したことである。わが国においても税制・制度の改

革により「リスク性資産」の保有比率を上昇させることも一つの手段として有25 

効であるといえる。  

 

第 3 節  企業の持続的な成長による経済の活性化  

 企業は商品やサービスの生産・販売など多様な活動を通じて利潤獲得を目的

とする経済主体である。企業は継続的に生産・販売活動をするために設備や在30 

【図表 4】日米欧の家計金融資産構成 (2017 年) 
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庫製商品といった実物資産への投資を行うが，そのために必要な資金を様々な

手段で調達している。  

 企業の資金調達は内部資金と外部資金に分けられるが、内部資金だけで企業

の資金需要は賄いきれず、多くを外部資金調達に依存している。外部資金は主

に借り入れ、社債、株式の 3 つに大別される。  5 

 外部資金調達には、直接金融と間接金融が存在する。  

企業が証券市場を経由して調達した資金 (直接金融)は、イノベーションを生み

出す原資となり、成長資金となる。それは、株式によって調達された資金は自

己資本として組み入れられ、株主への配当を行うことはあっても、借入金 (間接

金融 )と違って返済を求められず、積極的なリスクテイクを行うことができる10 

からだ。バブル崩壊後より持続的な成長へのビジョンを失っている国内企業、

並びに日本経済の新たな成長には直接金融が十分に機能し、リスクマネーを供

給することが不可欠である。  

 ここから、我が国における企業金融の歴史・現状を辿っていく。  

 15 

Ⅰ  企業金融の歴史 

わが国の企業金融構造として、銀行等の金融機関を経由して資金が流れる間

接金融が中心となっていた。  

 1970 年代より公募時価発行増資が徐々に行われるようになってから直接金

融による資金調達が増え始めた。間接金融では銀行が信用リスクと金利変動リ20 

スクを負担することから、資源配分の効率性を高めることに貢献しているとい

える。しかし、銀行の信用リスク負担機能は、経済の混乱を招く要因となるこ

とがある。そのため高度経済成長期を終え、国内企業が成長の原資としてきた

長期的な銀行融資に対する需要が薄れた。貸出先を見失った銀行は価格上昇を

続ける土地に目を付け、不動産を担保とした過剰な融資へと走り、バブルが引25 

き起こされた。しかし、バブル崩壊時に地価が下落したことで、これらの貸出

債権は担保によっても回収が困難である「不良債権」となった。同時期には銀

行へのバーゼル規制が適用されており、自己資本比率の維持と  不良債権処理

といつの課題を抱えた銀行は新たな貸出を増やすことに消極的になる、いわゆ

る「貸し渋り」を起こした経緯がある。実際に、不良債権問題に端を発した金30 
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融機関の倒産が相次いだ。そこで、収縮する間接金融に対して、企業の資金調

達において存在感を強めたのが直接金融である。  

 

 

 5 

出典)日本銀行「資金循環統計」より作成  

 

 【図表 5】の企業の金融負債構成割合の推移を見ると、間接金融から直接金

融への割合が増加している。  

つまり、キャッチアップ型の経済が終わり、国民一人ひとりの金融資産が法10 

務に積みあがった先進国には、間接金融よりも市場型間接金融が適しており、

わが国もそういった状況下に入りつつある 17。市場型間接金融とは「分業化し

たさまざまな金融仲介機関が金融取引の各段階に関わることにより、資金仲介

や流動化を効率的に行う仕組み」であることが分かった。こうした市場型間接

金融には、金融仲介機関のリスク負担を軽減し、さまざまな金融業務において15 

専門性を追求するといった意義が期待される 18。  

企業金融は「間接型金融への依存」から「間接型金融と直接金融の両立」へ

シフトしつつあるといえる。企業は、証券市場を通して資金調達を行う。売買

高の増加による証券市場へのリスクマネーの供給は、企業の資金調達を円滑に

行い、企業の成長、ひいては経済の成長に繋がる。  20 

 

 

 

 

【図表 5】金融負債構成の推移  
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第 3 章  投資家の現状・課題  

本論文内では、国内機関投資家を「機関投資家」、海外機関投資家を「海外投

資家」と称する。  

 

第 1 節  個人投資家の現状と制度改革の影響  5 

第 1 項では、個人投資家の現状について言及した後、第 2 項では投資制度の

問題点を言及する。  

第 1 項  個人投資家の現状  

第 2 章において、現在、わが国の家計におけるリスク資産の保有比率が他国

に比べて低く、十分な金融資産を保有しているにも関わらず効率的な資産形成10 

が行われていない現状があることを言及した。では、なぜ現在わが国における

金融資産として現預金が多く「貯蓄から資産形成」が達成されていないのだろ

うか。現預金を保有するメリットとして、元本割れのリスクが極めて低いとい

うことや、いかなる場合でも口座から引き出すことができる流動性の高さが挙

げられる。このようなことから近年、現預金は決済手段としても使用されるよ15 

うになってきている。さらに、バブル崩壊後まで銀行預金の金利が高かったこ

とも含めて、安全性、流動性、収益性の点から現預金は「資産形成の手段」と

して使用されている 1 9。  

また、現預金における特徴以外にも年功序列の賃金体系であることで、若年

層の資産蓄積が十分ではないにも関わらず、若い時から住宅ローンを組んで購20 

入するような傾向があり、他の財に資産を回す余裕が無いことから、積極的に

リスクをとる若者が少なかった。このように、現預金のメリットが日本人の特

徴に適応したことから「貯蓄から資産形成へ」の実現が困難であると考えられ

る。  

 さらに、長年「貯蓄から資産形成へ」を掲げてきたにも関わらず、未だ実現25 

できていないことの要因として日本経済が持続的に成長しておらず国民の投資

意欲を促進できていないことが挙げられる。例えば、バブル期以前の日本経済

は持続的に成長していたことが株価にも表れていたが、バブルの崩壊が起き、

日本経済は低成長期に移り変わったことで、多少なりとも株価の上下は見られ

るが、持続的な株価の成長は見られなかった。これによって国民は株式投資を30 
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しても安定的にリターンが得られるとは考えられず、投資が進まない要因とな

った。また、「貯蓄から資産形成へ」が進んでいないもう一つの要因としては金

融リテラシーの不足が挙げられる。その金融教育とは、お金や金融の様々な働

きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き

方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やより良いよい社会づくりに向けて、5 

主体的に行動できる態度を養う教育である 20。【図表 6】は年齢別の金融知識等

の正誤問題の正答率であるが、年齢が低いほど金融に関する正誤問題の正答率

が低いことがわかる。  

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

出典)金融広報中央委員会 (2016)「「金融リテラシー調査」の結果」 p.5 より作

成  

 

また【図表 7】より、家計に対する金融リテラシーについてのアンケートに20 

よると金融教育を行うべきと思うと答えた人は 62.4%存在する 21。金融教育を

行うべきであると答えた人は、過半数存在するにもかかわらず、金融教育を受

けた人が 8.3%と、わが国において金融教育は普及しているとは言い難く、学校

段階において依然として金融教育が不足していることが課題と考える。学校段

階における金融教育が不足している原因としては、教師の知識不足やカリキュ25 

ラム上の時間に余裕がないことが挙げられる 2 2 やはり現役世代だけでなく将来

の投資家を増加させるためにも金融教育のさらなる拡充が必要である。  

また現在、日本取引所グループ (JPX)や日本証券業協会、金融機関等が金融教

育の取り組みとして出張授業を実施しており、学校と各団体が積極的に協力し

て金融教育に取り組む必要があると考える。  30 

【図表 6】金融知識等の正誤問題における正答率 (年齢別 ) 
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 5 

 

 

出典)金融広報中央委員会 (2016 年)「「金融リテラシー調査」の結果」 p.7 より

作成  

 10 

ここまで、なぜ日本の株式市場において「貯蓄から資産形成へ」という流れが、

促進されてこなかったかについて言及してきた。ここから既存の個人投資家の

現状について言及する。  

 【図表 8】は我が国の個人投資家における平均的な株式保有期間についての

アンケート結果であるが、平均的な保有期間が 3 年以上の投資家が全体の 63.9%15 

に上り、「10 年超」という回答をした個人投資家は全体の 27.4%となっていた

23。このことからも分かる通り、個人投資家は長期的保有を行うことが窺える。  

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

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

p.14 より作成  

 

株価が持続的に上昇するような状況であれば、投資家は長期的投資を行うこ

とで企業利益によって発生した配当を受け取ることで安定的な資産形成を行う30 

【図表 7】金融教育を求める声と実績とのギャップ  

【図表 8】個人投資家の株式平均保有期間  
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ことができる 24。しかし、株価が持続的に上昇するような状況でなければ、こ

のようなメリットを享受することができないため長期的投資を行うインセンテ

ィブが乏しくなる。その結果、短期的投資を行うなど投資に消極的になってし

まう恐れがある。短期的な投資活動では、長期的に創造される企業価値よりも、

短期的な値動きに着目し、キャピタルゲインを得ることを重視する場合が多い。5 

短期的な投資活動自体が悪い影響を与える訳ではない。実際、短期的な投資が

流通市場に流動性を与え、迅速な価格発見機能として働いていることは紛れも

ない事実である。しかし、多くの投資家が短期的な投資を行い、市場全体が短

期的になることは望ましいことではない。それは、例えば多くの投資家が短期

的な株価の値動きだけに注目することによって株価の小さな下落に対して一斉10 

にリスク回避的な投資行動が起こるとする。すると一気に売りが発生し、通常

であれば小さな価格の低下で済む場合でも、価格が大暴落するような状況に陥

る。つまり、本来なら小さなリスクであったはずのものが、市場が短期化する

ことによってリスクが増大してしまうのである。実際に 2008 年 9 月に発生し

たリーマン・ショックにおいては、売りに走る投資家が一気に増加したことに15 

よって買い手の投資家が急激に減少し株価が大幅に低下してしまった 25。  

 さらに、2000 年頃からインターネット取引の普及や、企業の情報を収集し易

くなったことが短期的投資を生み出している可能性がある。  

 日本証券業協会の個人投資家の投資方針のアンケートによれば「値上がり益

重視・短期間に売却」と答えた投資家が 8.1%に止まったのに対して、インター20 

ネット取引を行なって家に関しては 14.5%と上回っている。このことからやは

りインターネット取引も短期的投資を行う投資家が多く、インターネット取引

が投資の短期化をもたらしている一つの要因となっていることがわかる 26。  

 投資家の多くが投資行動を短期化させ株式市場全体が短期化してしまうこと

で、企業の経営も短期的な志向となる。このことから、短期的な投資家が増加25 

するほど、企業は中長期的な利益創出に繋がる設備投資の増加や研究開発費の

増加を怠り、投資家のために短期的な企業価値の向上を目指すようになる。も

し、企業が中長期的な企業価値の創出に消極的になれば、結果的に日本経済全

体として持続的な成長が失われ、さらに株価が上昇し難くなる状況に陥り兼ね

ない 27。  30 
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証券流通市場において個人投資家には中長期的な投資が期待されている。そ

れは、機関投資家は他人の資産を預かって運用を行うため、リスク回避的な投

資行動を行うことが多いとされているが、一方で、自らの資産を運用する個人

投資家は機関投資家と比較して、ある程度のリスクテイクが可能とされている

からである。もちろん実際には個人投資家にも年齢層や所得の差など、条件の5 

差が存在しており、リスク許容度に差はあるが短期的な株価の値動きに捉われ

ず、長期的な株式保有が可能となることは、国内個人投資家の長所であるとい

える。  

 そこで、今後日本経済が持続的な成長を達成するためには、個人投資家によ

る株式の長期保有によって企業の安定的な株主になることが必要である。この10 

ように個人投資家の増加、また中長期的な企業価値の向上を目指して行く必要

がある。  

 

第 2 項  投資制度の問題点  

Ⅰ  NISA 15 

2014 年 1 月より 10 年間の一次的措置として少額投資非課税制度「 NISA」は

開始された。これの背景としては 2013 年度をもって上場株式等の配当や譲渡

所得に対する軽減税率が終了し、税率が、20％へ引き上げられてしまうことか

らことに対する対策の一つとして NISA は導入された。この制度を利用して NISA

口座を開設した場合、毎年 120 万円分の上場株式や公募株式投資信託等による20 

配当や譲渡益については非課税である。非課税期間は対象となる金融商品を購

入してから最長 5 年間であり、途中売却をすることは可能であるが、一回売却

してしまうとその売却分の非課税枠は再利用することができない。つまり、基

本的には長期的な保有を目指している投資である。また、非課税期間終了後は

一部ロールオーバーを行うことによって非課税枠を使用できることを除いては、25 

通常の課税口座に移され課税対象となる。  

NISA は、 2018 年度 6 月末において口座開設数が 1128 万口座あり、金融商品

の買付金額は 14 兆 4873 億円と、その規模の拡大は続いている 2 8。  

NISA の利用は年を追うごとに拡大しているが、本当に新たな投資家層の拡大に

寄与しているとは言い切れない。現在 NISA の口座開設者のうち約 3 割が投資30 
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未経験者だとされている。つまり、NISA 利用者のうち約 7 割は過去に投資の経

験があり、NISA 制度は新たな投資を始めるきっかけとなっているとは言い難い

29。  

 さらに、NISA 利用者を年代別に見ると、高齢者層の方が口座開設数は多く、

若年層ほど口座開設数が少ない 3 0。すなわち、NISA は国民が長期的な投資を通5 

じた資産形成に役立てることも目的としていることに対して、若年層への広が

りは限定的で、投資家層の拡大には役立っていないといえる。また、若年層は

本来的にはリスク許容度が高いとされており、リスクマネーの供給という点か

ら考えれば今後若年層に対する NISA の普及を重点的に行っていかなければな

らない 31。  10 

また、2016 年 1 月より NISA から派生した制度として「ジュニア NISA」という

制度が開始された。これは NISA が 20 歳以上を対象とした制度であるのに対し

て、未成年版の NISA ともいえる制度であり、 0 歳から 19 歳の未成年者の名義

で口座を開設し、親権者等が資金を拠出し、代理で運用を行う制度である 32。  

 15 

Ⅱ  つみたて NISA 

「人生 100 年」時代を迎える昨今、公的年金をはじめとする日本の社会保障

制度が、徐々にほころびを見せ始めている 3 3。「貯蓄から資産形成へ」を国民一

人一人が考える必要性が増す中、家計における金融資産構成として目立つのは

現預金であり、低金利下での現預金による資産形成は十分に見込めないといえ20 

る 34。  

また【図表 9】より個人投資家において 70%以上が 50 歳を超えており、若者の

割合が少ないことが分かる 35。特に、若者において「貯蓄から資産形成へ」の

流れが成されていない現状がある。  

 25 

 

 

 

 

 30 
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 5 

 

 

出典)日本証券業協会 (2015)「個人投資家の証券投資に関する意識調査 (概要)」

p.1 より作成  

 10 

近年、少額で分散投資ができるという点から投資信託が家計の資産形成手段

として注目を浴びている 3 6。その中で、投資信託を投資対象商品とした非課税

制度のつみたて NISA が 2018 年にスタートした。投資のドアノック商品として

も期待されるつみたて NISA だが、2037 年をもって投資可能期間が終了する 37。

投資未経験者のドアノック商品となっていることから、つみたて NISA の制度15 

は重要性が高く、投資可能期間の恒久化が家計の資産形成を実現することに繋

がると考える。  

 

Ⅲ  確定拠出年金 

2001 年に確定拠出年金法が制定されたことにより、企業型・個人型の確定拠20 

出年金制度が日本において開始された。確定拠出年金とは個人ごとに対して掛

金が拠出され、個人が運用商品を選択し、その運用収益によって受給できる年

金が変化する年金の形式のことである。確定拠出年金導入以前の従来型の企業

年金の確定給付年金は受給できる年金の額が決定されているうえで、その目標

金額に向けた運用を企業が行う必要があり、運用収益が十分でなかった場合に25 

は企業がその不足部分の穴埋めを行うというような負担が発生する。また、時

代の変化により転職が増加する状態においては年金資産の移管が十分に行われ

なかったことが問題視されてきた。このような問題に対応するために確定拠出

年金が導入され、企業ではなく個人が運用を行う。また、持ち運びが行いやす

い制度とされている。現在、確定給付年金を採用している企業は約 13,000 社、30 

【図表 9】個人投資家の年齢別割合  
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加入者数は 900 万人弱となっている一方で、企業型の確定拠出年金の導入企業

は約 6,000 社ながら、加入者は 700 万人と、大幅にシェアを拡大させている 38。  

 また、シェアの拡大に伴って、2018 年 5 月 1 日に確定拠出年金法等の改正を

行い、確定拠出年金の加入者に対する投資知識等の向上に関する法の改正が行

われた。改正前の内容としては、企業型確定拠出年金加入者等への継続投資教5 

育が「配慮義務」となっていたが、改正後は導入時投資教育と同様に「努力義

務」に変更された。これにより今後、加入者における一定の金融リテラシーの

向上が見られると考える 39。  

 また、厚生労働省の専門委員会が確定拠出年金について 2017 年 6 月にまと

めた報告書では、特定の運用方法が適当であるといった具体的な基準は設けら10 

れなかったが、元本保証型商品(定期預金・保険)が多く、元本変動型商品での

運用が行われていない現状がある。  

  

第 2 節  機関投資家が果たす役割  

機関投資家の現状とあるべき姿について言及する。  15 

第 1 項  機関投資家の現状  

機関投資家とは顧客が投資した資金を管理・運用する投資家の事を指し大量

の資金を運用する役割であるので市場に与える影響は大きい。機関投資家は主

に「年金基金」「保険会社」「投資信託会社」などが挙げられる 4 0。  

 機関投資家も存在や役割の違いから、アセット・オーナーとアセット・マネ20 

ージャーに区別をすることができる。まず、アセット・オーナーについては「年

金基金」のように、資産を保有しアセット・マネージャーに資産の運用を委託

する機関投資家のことである。これに対してアセット・マネージャーとはアセ

ット・オーナーから預かった資金を運用する機関投資家のことで、主に運用判

断や議決権行使、エンゲージメント等を行う。  25 

 次に証券市場のなかでの機関投資家の役割について説明する。  

まず初めに最終受益者である個人投資家は運用の元手となるような資金を機関

投資家に預け運用を委託する。つまりここで機関投資家には受託者責任が発生

する 41。  

 さらに、機関投資家が果たすべき重要な役割は企業へのスチュワードシップ30 
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責任である。機関投資家は企業に対して中長期的なエンゲージメントを行うこ

とによって投資先企業の公正な株価の形成を促すことができる 4 2。また、機関

投資家はスチュワードシップ責任を果たし企業の持続的な価値を向上させるこ

とでインベストメントチェーンを発展させる 43。  

 2017 年 5 月に公表されたスチュワードシップ・コード改訂版では「パッシブ5 

運用は積極的に対話や議決権行使に取り組むべきである」と明記された 4 4。パ

ッシブ運用は市場の効率性を前提とした超低コスト運用が本質であり、コスト

がかかる建設的な対話（エンゲージメント）とは相容れない性格である。この

ようなスチュワードシップ・コードの改訂も寄与して、機関投資家が投資先企

業の株価や業績だけで運用の判断をするのではなく、エンゲージメントを行い10 

中長期的に企業価値の向上を目指すようになりつつある。過去に起こったリー

マン・ショックによる金融市場の混乱を通して、短期的な利益を追い求める企

業より中長期的に利益を求める企業に注目する動きが機関投資家の中で広がっ

ている。ここにおいて、過去の財務情報だけでなく、起こりうるリスクを予測

した事前の対応策や事業戦略、筋の通った中長期の経営方針、将来の見通しな15 

どを示した非財務情報が企業の持続可能性を証明するうえで重要となってきた。 

 今後、非財務情報を含んだ情報をもとにエンゲージメントを行なっていくこ

とが企業の持続的な成長に必要である。  

 

第 2 項  機関投資家のあるべき姿 20 

 第１項でも述べたように本来、機関投資家は最終受益者に対するリターンを

確保するために企業に対してエンゲージメントを行うことで企業価値を中長期

的に向上させる。それにより、最終受益者がインカムゲインやキャピタルゲイ

ンを得ることができる。  

 さらに、近年の傾向として資産運用においてパッシブ運用が拡大している。25 

それと同時にパッシブ運用を行う機関投資家も企業における持続的な成長を目

指すべきであるという意見が広がっている。つまり、パッシブ運用の機関投資

家が増えれば増えるほどエンゲージメントが疎かになる可能性がある。この問

題を解決することで企業の持続的成長を促す主体である必要がある。  

 30 
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第 3 節  海外投資家が与える影響 

 第 1 章でも触れた通り、 2000 年頃から海外投資家の保有比率が高まってお

り、市場に占める売買高の割合も約 7 割である。わが国の証券市場において海

外投資家は無視することのできない存在になっている。  

 海外投資家の株式保有比率は約 3 割程度であり、東証一部の売買代金シェア5 

において約 7 割を占めることから、日本の株式市場に与える影響は大きいとい

える 4 5。海外投資家は長期保有傾向にある国内個人投資家と反対に短期売買を

行う傾向があると言われているが、一概に全ての海外投資家が短期的とは言い

難い。また、短期的な投資家は市場の流動性を保ち、株価の変動幅を縮小し、

公正な株価を形成する要因となる。  10 

 

第 4 章  企業の現状・課題  

本章においては、企業を上場企業と証券会社に分解する。第 1 節では上場企業

においては、上場することのメリット・デメリットについて言及した後、上場

することで必要な情報開示について言及する。第 2 節では、証券会社の現状と15 

問題点について言及する。  

 

第 1 節  上場企業のあり方  

第 1 項  上場のメリット・デメリット  

株式上場のメリットを、企業、従業員、株主の 3 つに分けて言及する。  20 

企業のメリットは、株式上場を行うと日々の株価はもちろんのこと経営方針、

事業内容、製品等企業に関する情報が様々な媒体で報道される可能性が高くな

る点がまず挙げられる。これにより企業の知名度の向上が期待される。また株

式上場により、金融商品取引法や取引所規則に基づいた開示 (ディスクロージ

ャー )を行う義務が生じることで、企業として今まで以上に社会的信用力が向25 

上する点もメリットである。加えて、「株式公開」の準備過程において、社会に

とって「株式公開」が全社共通の経営目標となり人材の活性化が期待され、ま

た「株式公開」する際に要求される社内管理体制が強化されることで経営体質

の改善・強化に繋がることも企業にとってのメリットと言える。更に株式公開

により、多くの投資家から株式市場を通じたリスクマネーの供給が可能となり、30 
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株主資本が強化され財務体質が向上すること、金融機関に対して信用度が増し、

より有利な条件での借入れが可能となることも株式上場によって期待できるメ

リットの一つと言える。このように、株式上場することは企業にとって大きな

メリットがあると言える。  

 従業員のメリットは、株式公開を予定する会社のほとんどが従業員の福利厚5 

生を目的に従業員持株会を設立することから、株式公開により取得した自社株

の評価が向上すれば従業員の資産形成に寄与するメリットがある。また、株式

公開により会社の社会的信用力が向上すれば、従業員個々人の社会的信用力も

今まで以上に向上することが期待できる。  

 株主にとってのメリットは、株式公開によって保有株式が市場に売出される10 

ことで、既存の株主に売買機会を提供することができ、株主の投下資本の回収

が容易となることで株式の流動性が高まる点が挙げられる。また、株式公開に

より株式市場での公正な市場価格が形成・公表されるため、株式の価格につい

てより合理的な説明が得られやすくなる点も株主にとってのメリットである 46。 

 続いて、株式上場のデメリットについて言及する。株式上場により、証券市15 

場で自由に株式が売買されることで投機的取引の対象となることや、買占めに

より経営権が侵害される (買収)恐れが出てくるなどのデメリットが挙げられる。

また、株式公開により株式の流動性が高まると、株主の異動が頻繁になること

から株式事務の負担が増大する。更に、株式公開により決算発表や有価証券報

告書等の提出といった企業内容の開示が必要となることから、監査法人等に支20 

払うコストや諸経費、事務負担が増大することも株式上場のデメリットである

47。  

第 2 項  企業価値向上を促す非財務情報の開示  

上場企業が守るべき行動規範を示し企業統治の指針として、2015 年 6 月より

日本取引所グループより「コーポレート・ガバナンス・コード」が公表され適25 

用された。コーポレート・ガバナンス・コードの目的は、企業と株主の建設的

な対話の促進により企業の持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させてい

くことである 48。企業は投資を呼び込むことや投資家保護のため、充実した情

報開示を求められる。企業と投資家の間に非対称性が存在し、投資先の企業に

投資家の不利益に繋がるような情報が隠されている可能性が高まるほど、投資30 
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家のリスクも高まるからである。つまり、企業は今後も透明性の高い情報を開

示させていく必要がある。情報開示には、財務情報と非財務情報が存在する。

財務情報及び記述情報の開示は、投資家による適切な投資判断を可能とし、投

資家と企業の建設的な対話を促進することにより、企業の経営の質を高め、企

業が持続的に企業価値を向上させる観点から重要である 49。  5 

また近年、非財務情報の開示が注目されている。その背景には大きく言えば

2 つの流れがある。一つは、環境問題への意識の高まりや企業に社会的な責任

を求める立場から ESG(環境・社会・ガバナンス )関連(特に ESG 関連)の情報開

示の拡充を求める動きである。2006 年に機関投資家に ESG に配慮した投資を行

うことを求める国連責任投資原則 (PRI)が採択され、これらの情報を投資対象企10 

業の選別に反映させる流れが強まった。  

もう一つは、2007 年以降の世界的な金融危機を受けての流れである。金融危

機後、ケイ・レビュー (2012 年)に代表されるように、株主中心主義や短期的な

売買への批判が高まり、株主以外のステークホルダーへの配慮や長期的な視野

に基づく企業への投資促進、短期の業績に偏重した経営者報酬やコーポレート・15 

ガバナンス・コードの見直しが求められるようになった。このような中で、企

業の長期的な価値創造能力を判断するための情報として非財務情報が重視され

るようになった 5 0。非財務情報とは、財務諸表以外の情報、 ESG 情報、知的財

産報告書、経営理念・経営ビジョンや中期経営計画といった経営の方針に関す

る情報である 51。また、世界的な潮流により非財務情報である ESG が注目され20 

ている。【図表 10】より個人投資家の動向を確認すると収益性はもちろんのこ

と、ESG も大きな投資要因になりつつあり、企業が ESG を意識することは、投

資家の投資意欲を促進させ、証券市場にさらなるリスクマネーの供給を促すこ

とに繋がると考える。  

 25 
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出典)野村證券(2017)「ノムラ個人投資家サーベイ (2017 年)」P.10 より作成  

 

第 2 節  証券会社の現状と問題  

第 1 項  証券会社の現状  10 

証券会社は、直接金融において、投資家と企業の仲介により投資を促進させ

ることが主な役割である。証券会社は、最終的な貸し手と最終的な借り手の間

に立って本源的証券の売買を仲介することからも、直接金融に置ける中核的な

役割を担っている。現代の証券市場において、証券会社は直接金融の仲介者と

して金融市場の活性化に繋がるように働きかけを行っている。  15 

現在、証券会社において「顧客本位」が重要視されている。経済の持続的な

成長及び国民の安定的な資産形成を支えるために金融機関が取るべき行動原則

として「顧客本位の業務運営に関する原則」が金融庁より発表された。具体的

には、金融商品の分かりやすさの向上や、利益相反管理体制の整備といった目

的で法令改正等が行われ、投資者保護のための取組みが進められている 5 2。金20 

融機関は、KPI の設定や、コストとリターン、手数料の開示を行っており、フ

ィデューシャリー・デューティーが進められている。  

さらに、欧州では 2018 年新たな金融規制である第 2 次金融商品市場指令

（MiFIDⅡ）が施行された。金融機関に支払う売買手数料と調査費用を分けて投

資家に開示することを義務付けられた 53。海外では投資家保護の強化が行われ、25 

今後、わが国も「顧客本位」の流れが促進されると考えられることから、証券

会社は、家計の資産形成を支えるための経営が期待される。しかし、顧客の口

座開設において手続きが複雑であるために個人投資家の増加が阻害されている

問題が存在する。  

 30 

【図表 10】ESG を考慮する必要性 
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第 2 項  証券会社の課題  

証券会社と個人投資家は、それぞれが負担を抱える現状がある。  証券会社

は、個人投資家から口座開設の申込みを受付けると、提出された本⼈情報や本

⼈確認書類などに基づいて、本人確認 (KYC)を含む口座開設業務を⾏ってい

る。この業務は、どの証券会社でも⾏われている業務であり、証券業界を横断5 

的に俯瞰した場合、各社が⼀部について重複した業務を⾏っていることにな

る。他⽅、ユーザが複数の口座開設を⾏う場合には、ユーザは開設毎に同様の

開設手続き負担を強いられることになる。   

よって、金融機関の２社目以降の口座開設時に、初回の  KYC 結果を共有す

ることができれば、証券会社の業務負担の軽減に繋がる。これにより、⾦融機10 

関による顧客サービスが向上し、⾦融サービス市場全体の発展と活性化に貢献

できると考える。しかし、本⼈確認書類の照合確認が、目視による手作業であ

り、ミスが生じやすいこと、マイナンバーの受入れや申込み件数の増加に伴う

受入負担になる等が存在する 54。  

【図表 11】より非対⾯の⾦融機関で口座開設を希望する顧客のうち、年間15 

で約 170 万⼈が、その手続きの煩雑さから途中で口座開設手続きを断念して

いるという実態を報告している 5 5。 既に証券口座を保有しているユーザにと

っても、 KYC に関する手続きを負担とする声がある。 KYC 手続きの煩雑さから  

口座開設に至らないと指摘した。  

 20 

 

 

 

 

 25 

 

出典)木原・吉村・清水・小野・鳥山・清沢・金子・藤本(2018 年)「KYC 業務に

おけるブロックチェーン技術適用実証実験」『日本取引所グループ』p.9 より作

成  

 30 

【図表 11】証券口座開設手続きを断念した理由  
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第 5 章  証券取引所の現状・課題  

 近年、各国の証券市場では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 56。本節では、証券取引所のあり方を確認し、歴史5 

的な経緯の確認を含め、海外市場の動向とともに日本の取引所の現状と問題点

について言及する。  

 

第 1 節  取引所のあり方  

 近年、金融・資本取引のグローバル化が進む中で、欧米を中心にアジアにお10 

いてもシンガポールや香港が市場強化に向けた取り組みを進めており、国際競

争が激しくなっている。このような状況下において、日本国内でもグローバル

な競争力の強化を目的として 2013 年に東京証券取引所と大阪証券取引所が経

営統合し、日本取引所グループ (JPX)が誕生した 57。米インターコンチネンタル

取引所(ICE)による NYSE ユーロネクストの買収や香港取引所によるロンドン金15 

属取引所 (LME)の買収等際的な市場間競争が活発化する中で、株式市場を超えた

国際的な証券取引所としての存在感の向上に向けた国際的な市場間競争に勝ち

抜く必要がある 5 8。我々は日本取引所グループが国際的に競争力を強化させて

いくことが、わが国の証券市場の活性化に繋がると考える。  

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

出典) 野村資本市場研究所 (2018 年)「市場の各種推移≪株式市場≫」『野村資

本市場クォータリー』 p.236 より作成  30 

【図表 12】世界の主要取引所グループの株式時価総額  
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米国の取引所市場で代表的であるのは、ニューヨーク証券市場である。2005

年には自市場上場銘柄について約 80% の売買高シェアを有していた  NYSE は，

最近では約 30%までシェアを落としており，その減少分は，BATS Global Markets 

傘下の４取引所のような新興取引所や，取引所市場外のダーク・プールに奪わ

れた結果，流動性の分散が進むこととなった。  5 

また NYSE 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、現在に至る 59。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、世界中の優良企業や投資家が集まっている。  

香港の取引所は香港取引所に集約されており、傘下で現物取引を取扱う香港10 

証券取引所、デリバティブ取引を取扱う香港先物取引所、商品デリバティブ取

引を取扱うロンドン金属取引所が運営されている。市場規模としては東京証券

取引所が最も大きいということになるが、2000 年代を通じて香港取引所の時価

総額は急増しており、現地通貨建ての時価総額の推移をみると、2000 年末と比

べ香港取引所は約 5 倍に成長している。それに対して東証は約 1.5 倍であり、15 

成長性という点では劣っている。上場企業数も東証が約 3,500 社と最も数が多

く、香港取引所を圧倒的に上回っている香港取引所は IPO 件数が多い。近年は

東証を上回る水準が続いており、上場企業数を着実に増やしている 6 0。  

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

より発足した日本取引所グループ (JPX)、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、20 

福岡証券取引所の 4 つの証券取引所がある。東京証券取引所は、本則市場であ

る東証一部、東証二部、新興市場であるマザーズ、 JASDAQ、更に、東京 pro マ

ーケットから成り立っている。  

 日本取引所グループ (JPX)はこれまで、取引所の経営統合、投資家拡大のため

の金融経済教育、また取引システムを高速化する「 arrowhead」の導入など金融25 

証券市場の活性化のためには、わが国の市場の整備を行うことで、アジアの金

融セクターとしての地位を確固たるものとし、日本取引所グループ (JPX)の国際

競争力を強化させていく必要がある。  

現状では、欧州やアジア各国における市場間競争が激しくなっており、わが国

の金融・資本市場の競争力が相対的に低下している 6 1。今後もアジアの金融セ30 
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ンターとしての地位を巡って取引所の間で競争が展開されている。こうしたな

か、わが国の国内取引所は流動性が低いため、現物と先物の価格が乖離するこ

とが多く、大量の取引を吸収できない 62。  

東京市場が国際化するためには、市場の整備が不可欠であり、国内の資金をリ

スクマネーに誘導するとともに世界中の良質なリスクマネーを中長期的な資金5 

として国内に流入させる必要がある 6 3。  

 

第 2 節  株式市場における市場間競争  

証券市場における規制緩和において、先行する米国では複数の取引所間での

取引注文を巡る市場間競争が活発化している。例を挙げると、上場株式につい10 

て PTS や ECN と呼ばれる電子取引システムを母体として成長した取引所が一定

の取引シェアを保有し、NYSE と激しい市場間競争を繰り広げている。その結果、

上場株式銘柄取引シェアは現在、四分の一程度であるといわれている 64。  

 かつて、わが国では上場株式の取引を取引所に集中させることで、公正な価

格形成と円滑な流通が実現するという考え方に基づき、取引所集中原則が取ら15 

れていた。取引所の市場だけでは満たすことのできない多様な取引ニーズに対

応するためには、取引所外取引を容認すべき等の考え方から、日本版ビッグバ

ンで制度改革が行われた 6 5。日本版ビッグバンにおいて、市場間競争促進の観

点から取引所集中義務が撤廃され PTS も認可されるようになった。市場間競争

が促進されると独占的慣行の打破、効率性の向上、取引手数料の引き下げ効果、20 

イノベーションの喚起、より利用者のニーズに合った様々な取引手法の提供促

進等のメリットが享受できると考える 66。  

PTS は私設取引システム (Proprietary trading system)と呼ばれる有価証券

の取引システムであり、取引所の代替市場とも言われている。また取引所取引

に比べ以下のような優位性がある。  25 

①取扱銘柄の呼値が細分化（概ね 10 分の 1）されていること  

②取引所よりも取引時間が長く、夜間取引にも対応している  

③取引参加者（証券会社）にとって、取引所よりも取引コストが低い  

以上の 3 点が挙げられる。  

  30 
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また、PTS の解禁後、合計 8 社が参入したが、 2011 年以降相次いで業務を終

了し、現在でも存続しているのは SBI ジャパンネクスト証券、チャイエックス・

ジャパンの 2 社のみとなっている。現物取引に関する取引施設毎のシェアを見

ると、東京証券取引所のシェアが 9 割程度を占める一方、 PTS のシェアは 2 社

合計でも 5%程度となっている 67。やはり、わが国の現状は東証一極集中といえ5 

る状態であり、市場間競争は未だ促進されていないといえる。  

 

 

 

 10 

 

 

 

 

出典)PTS Information Network「 PTS 統計」より作成  15 

 

 この節の冒頭でも軽く触れたが、米国では 50 以上の取引施設が存在し、全上

場銘柄の取引シェアは、取引所外取引が 30%以上を占める一方、取引所につい

ては最大の NASDAQ でも 15%程度となっている。英・独・仏においても、わが国

と比べて取引所のシェアが相当程度低く、取引所外取引のシェアが相当程度高20 

い状況になりつつある。  

 わが国において、 PTS の取引シェアが低迷している大きな要因は信用取引が

禁止されていることであると考える。信用取引は株式売買の 6 割を占めている

ことから PTS においても信用取引の解禁には大きなニーズがあり、信用取引が

解禁されることで市場間競争はより活発になると考えられる。  25 

 PTS において信用取引が禁止されている要因には、自主規制機能問題と利益

相反問題が挙げられており、信用取引が認められるにはこの 2 つの問題が解決

されるための適切なスキームを構築していくことが求められる。  

現在、PTS に信用取引が認められていない理由について、平成 22 年監督指針

改正時のパブリックコメントに対する金融庁の考え方においては、『・PTS を提30 

【図表 13】金融商品取引所上場銘柄の PTS における年間売買状況等 (売買代金) 
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供する業者自身が信用取引に伴う資金貸付・株券貸付を行うことは、⒜市場開

設者としての立場（取引状況に異常又はそのおそれがある場合において、信用

取引の制限・禁止等の規制措置を講ずべき立場）と、顧客への資金・株券の提

供者としての立場との間の利益相反の問題が顕在化するおそれがあること、⒝

こうした観点から、取引所においても、信用取引に伴う資金貸付・株券貸付を5 

実施していないこと等を踏まえると、認められない・また、（取引所における信

用取引と同様に）参加証券会社が資金貸付・株券貸付を行うこととする場合で

あっても、当該貸付業務の適切性を確保するため、 PTS を提供する業者に対し

て取引所と同等の自主規制機能（参加証券会社に対する監査・処分等）の発揮

を求めることは現実的でなく、認められない』と説明されている 68。  10 

 自主規制機能については、信用取引について過当投機といった弊害を可能な

限り排除する観点から、取引所において、①信用取引残高の集計・報告、②信

用取引に係る規制措置（日々公表銘柄の指定・信用取引残高の日々公表、委託

保証金率の引上げ、信用取引の制限・停止等）、③取引参加者の上記措置の遵守

状況の調査・処分等の対応が行われているところ、PTS の信用取引についても、15 

これと同等の措置が講じられることが PTS 信用取引検討会においても検討され

ている。  

 PTS 信用取引検討会や取引所外売買等に関するワーキング・グループでは現

在も信用取引の解禁に向けた取り組みが具体的に進められており、信用取引の

解禁は比較的実現可能性が高いものと考えられる。  20 

 市場間競争が活発化させるため PTS における信用取引が解禁されることは望

ましい。これらの問題に対する適切な措置が講じられると同時に、信用取引が

解禁されることで市場間競争はより活発になるであろう。  

 また近年では「ダーク・プール」と呼ばれる取引が PTS を上回る規模にまで

拡大しつつある。ダーク・プールとは複数の顧客からの注文を電子的に付け合25 

せ、取引前透明性がない、つまり気配情報を開示しない取引の場と言われてい

る。また欧米とは取引形態が違い、わが国では、電子的システムによって証券

会社内で顧客の注文を付け合わせた上で、取引所の立会外市場に同時に取り次

いで約定させる取引システムの運営は、 PTS の認可を受けることなく金融商品

取引業者が行うことが可能な業務と位置付けられている。  30 
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出典)大墳剛士(2017)「日本におけるダーク・プールの実態分析」『日本取引所

グループ』P.9 より作成  

 15 

ダーク・プールは、機関投資家が大口注文を匿名で執行したいというニーズ

や、アルゴリズム高速取引を行う投資家との注文対当を避けたいというニーズ

に応えるものとして、一定の役割を果たしているといわれている。証券監督者

国際機構 (IOSCO)報告書においても、マーケットインパクトの最小化、大口注文

の執行促進、価格改善の可能性などが投資家に利用される理由と考えられる 69。 20 

機関投資家の間で注文執行コストを抑える最良執行義務の高まりからわが国で

も PTS の取引シェアが低迷する中、ダーク・プールの取引シェアは PTS を上回

る勢いで拡大し続けている 70。  

また、本来機関投資家向けに提供されていたダーク・プールであるが、最近

ではネット証券が、個人投資家向けにサービスを開始し始めた。  25 

しかしダーク・プールにもメリットだけではなく、  

①ダーク・プールにおける取引の執行方針等に関する情報が十分に提供されな

いおそれ  

②  ダーク・プールにおける取引や取引情報へのアクセスについて取引参加者の

公平性が阻害されるおそれ  30 

(注 1)この結果。気配情報義務にとどまらず、PTS にかかる規制全般が排除されることになる。  
(注 2)気配情報開示義務あり 
(注 3)気配情報開示義務なし  
 

【図表 14】日本における PTS、ダーク・プールの整理  
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③ダーク・プールにおける取引シェアが高まった場合に、市場全体としての価

格発見機能が低下するおそれや流動性が分散するおそれなど、多くの懸念点も

存在している 71。  

このような懸念点が存在するダーク・プールに対して、カナダやオーストラ

リア、欧州は規制に着手している。カナダとオーストラリアでは、取引所等の5 

「明るい」市場での公開気配値より優れた (より高い気配値、より安い気配値 )

ものでなければならないという規制を導入している 72。また欧州では MifidⅡ

にしたがってダーク・プールでの取引について、と特定銘柄の取引シェアが市

場全体の 4%に達したダーク・プールは当該銘柄の取引を中止し、かつダーク・

プール全体での特定銘柄の取引シェアが 8%に達した場合、全ダーク・プールで10 

当該銘柄の取引を停止とする規制を導入している。結果、MifidⅡの施行後、大

口取引を除きダーク・プールでの取引が 700 銘柄を上回る上場商品を対象とし、

6 か月間停止されることになっている 73。  

日本におけるダーク・プールは他国と異なる取引形態ではあるが、ダーク・

プールの取引施設としての運営上の問題など、今後、さらなるダーク・プール15 

のシェアが拡大した場合、規制のあり方についても考えていく必要がある。  

 

第 3 節  取引所の国際的な競争力の向上に向けて  

取引所は「市場基盤の強化」を図り、取引を拡大することに取り組む必要が

ある。現状として海外の取引所が国境を越えた合併を勧めている。マーケット20 

規模を大きくして売買サービスの種類を増やし、より多くの投資マネーを呼び

込むことが狙いである。海外の取引所と競合するためにはわが国は、国際競争

力を向上させる必要がある。  

世界の取引所では、会員組織から株式会社へ移行し、市場の運営という公益

性の高い事業を営みつつ、株式会社として企業価値を高め利益追求する必要が25 

あった。そのため、他の取引所との統合が、経営戦略の一つとして認識される

ようになった。近年、取引所の競争力の向上のため取引所の統合が進んでいる。

海外の取引所で合従連衡が進めば世界の投資マネーの流れが変わり、日本の株

式市場にも影響を与えかねない 74。世界規模の取引所間競争により、世界規模

で現物とデリバティブ、原資産の種類を超えて市場のグループ化や合併が進ん30 
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でいる。日本は商品と金融分野での統合が実施されており、効率的な市場運営

を目指している。  

日本取引所グループの最大の課題は、売買できる金融商品の種類が海外の取

引所に比べて少ないことである。世界の流れにあわせ、先物やオプションとい

ったデリバティブの取引を活性化すべきであると考える。  5 

海外の商品市場が取引規模を拡大し続ける中、わが国の商品デリバティブ市場

は縮小傾向にある。  

国内の商品デリバティブ市場を維持する意義は、海外市場の価格乱高下や海

外当局による意図的かつ政治的な介入・規制等により商品価格が影響を被るリ

スクを防ぐことにある。さらに、売買高の増加にも影響する。  10 

英国では、1980 年代の証券市場改革（いわゆる「ビッグバン」）を通じて､株

式売買委託手数料の自由化が実施された｡その結果、証券業界の再編・淘汰が激

化したが、証券市場全体としては活性化を果たした。外資を呼び込むことで国

内市場を活性化させたことから「ウィンブルドン現象」と呼ばれる。英国の金

融サービス業の発展は、雇用の拡大や GDP の伸びに大きく貢献したといわれて15 

いる。  

商品分野の価格形成機能を国内に維持するためには、国内外からの多様な投

資家を呼び込み十分な流動性を確保していくことが必要となる。日本の金融セ

ンターの機能の強化にも繋がることから経済全体への影響は大きい。  

総合取引所が構造されれば、投資家にとって、一元化された顧客口座のもとで、20 

証券・金融・商品が取引でき、信用取引やデリバティブ取引で必要な証拠金を

集約・流用でき、現在よりはるかに効率的な資産運用が可能になるのである。

他方、取引業者にとっても、取引システムと清算システムが共通化でき、一つ

の口座で低いコストで効率的な営業ができることから総合取引所構想は投資家、

取引所、日本経済へ大きな恩恵をもたらすのである 7 5。東京商品取引所の経営25 

は悪化し、年々赤字が続いている。国内の商品デリバティブ市場を維持する意

義としては、海外市場の価格乱高下や海外当局による意図的かつ政治的な介入・

規制等により商品価格が影響を被るリスクを防ぐことにある。商品分野の価格

形成機能を国内に維持するためには、国内外からの多様な投資家を呼び込み十

分な流動性を確保していくことが必要となる。海外との競争基盤維持の観点か30 
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ら必要。日本の金融センターの機能の強化にもつながるので経済全体への影響

は大きいと考える。  

 

第 6 章  金融政策の意義  

第 1 節  金融緩和政策の目的とその効果 5 

 金融政策は、中央銀行が行う通貨および金融の調節をすることである。  

その目的は、通貨や金融の調節を行い、物価を安定させることを通じて経済の

発展に貢献することである。調節の方法は公開市場操作などによって長短金利

の誘導や資産の買入れ等を行うような通貨、及び金融の調節を行うことである

76。また、金融政策は伝統的金融政策と言われる政策金利を操作して、短期金利10 

に影響を与える手法と非伝統的金融政策と言われる量的緩和、フォワード・ガ

イダンス、ゼロ金利政策のような金利がゼロ近傍に低下した後、金利誘導を代

替する目的で行われる金融行動に分類できる 77。  

日本はバブル崩壊により、初めて非伝統的金融政策であるゼロ金利政策を導

入した。次に 2001 年から 2006 年まで、量的緩和政策を導入し、金融政策の操15 

作目標を金利から日銀操作目標に変えることを実行し、2013 年には「包括緩和」

を導入した 78。ここでは、日本銀行による REIT、ETF の買い入れが行われた。

現在は、長短金利操作付き量的・質的緩和政策が行われている。これは世界に

例を見ない金融政策であることから異次元緩和政策と言われている  

量的・質的金融緩和政策の機能とは、 3 つ存在する。  20 

一点目は長期国債や ETF 等の買い入れによって、資産価格のプレミアムの縮

小効果がある。これが、資金調達コストの低下を通じて、企業などの資金需要

を喚起する 79。  

ETF とは、特定の指数、例えば日経平均株価や東証株価指数（ TOPIX）等の動

きに連動する運用成果をめざし、東京証券取引所などの金融商品取引所に上場25 

している投資信託である 80。ETF の特徴としては、簡単に分散投資できること、

保有費用が安いため資産形成向けであること、値動きがわかりやすいことや取

引期間中であれば、いつでも ETF の売買は可能ということが挙げられる。量的・

質的緩和のもとでは資産価格を押し上げ、それを通じて経済成長を目指した。  

 30 
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二点目は日本銀行が長期国債を大量に買い入れる結果として、長期国債の利

回りが低下することから、これまで長期国債の運用を行っていた投資家や金融

機関が、株式や外国債券等のリスク資産等へ運用をシフトする「ポートフォリ

オ・リバランス効果」が生じる。  

三点目は「物価安定の目標」の早期実現を明確に約束し、これを裏打ちする5 

大規模な資産買入れを継続することで「市場や経済主体の期待を抜本的に転換

する効果」があり、予想インフレ率が上昇すれば、現実の物価に影響するだけ

でなく、実質金利の低下を通じて民間需要を刺激することも期待できる 81。  

金利の低下、マネタリーベースを拡大する金融政策により、日本の景気は、緩

やかに拡大しており、所得から支出への前向きの循環メカニズムが働くもとで、10 

緩やかに拡大している。  

一方で、証券市場の機能の低下を招いていると考える。  

以下、2 節でその影響について言及する。  

 

第 2 節  金融政策が証券市場に与える影響  15 

金融政策により、日本銀行は上場投資信託 (ETF)の保有時価総額を約 20 兆円、

日本株全体の 4%弱を持つ巨大な株主となった 8 2。  

異次元緩和政策は、経済成長に寄与したが、大量の資産買い入れにより、市場

から浮動株の少ない銘柄や日本銀行の買い入れ額が大きい銘柄で流動性が低下

するという問題点も存在する。  20 

また、このまま日本銀行による ETF の買い入れが続き、流動性が低下すれば一

部の投資家の売買で価格が大きく変動するリスクになる。  

つまり、日本銀行による ETF の買い入れは、公正な株価の形成を阻害してい

る。株式流通市場は本来、成長企業を発掘し、成長企業に良質は長期的な資金

を供給し、日本経済の成長を促すといった機能を備える。しかし、日本銀行の25 

ETF の大量買い入れにより、非優良企業の温存を許すことになる。  

日本銀行が、このまま買い入れを継続すれば浮動株を保有し、流動性が低下す

ることで売買が活性化されない。また財務の健全性を大きく損ないかねない問

題がある。更にそれが、通貨や金融政策への信用を損なう可能性がある。日本

銀行の過度な依存が生じれば、市場機能の低下を招くことに繋がると考える 83。 30 
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第 3 節  証券市場へ悪影響を与える金融政策の出口への示唆 

日本銀行の黒田総裁は、物価が 2%に到達しない場合は、出口戦略を実行しな

いことをフォーワード・ガイダンスとして「オーバーシュート型コミットメン

ト」を導入している 84。これは、消費者物価上昇率の「実績値」が安定的に２％

を超えるまで、マネタリーベースの拡大方針を継続することを約束するもので5 

あるため、出口戦略は長引くと予想される。  

また、出口戦略による金利の上昇から、財政負担が増加することにより日本銀

行の保有する国債価格低下することから、多大なる損失を被る可能性があるた

め、財政の健全化が必要である。  

そのため、その時々の経済の実態にふさわしい金融政策を行い、 2 章でも言10 

及したような証券市場への悪影響をもたらさないためにも、今後、買い入れの

ベースを減少させ、 ETF の買い入れの停止に務めていく必要がある。  

ETF の流動性を向上させるために、東京証券取引所は 2018 年 7 月にマーケッ

トメイク方式を導入した 8 5。これによりマーケットメイカーは、市場の流動性

を向上させるために売買を繰り返している。また、東京証券取引所は株式等の15 

決済間短縮化 (T+2)によって ETF の決済期間を短縮化することを検討している

86。さらに、ETF 市場参加者を増加させるために、取引所グループは、ETF のプ

ロモーション活動を行っている。我々は今後、日本銀行が ETF を売却する場合

に備え、 ETF の流動性を向上させる必要があると考える。  

 20 

第 7 章  証券市場の活性化に向けた提言   

 我々の考える証券市場の活性化は、「売買高」を増加させることである。  

株式流通市場の問題点として、リスクマネーが十分に供給されていないこと、

上場企業の情報開示や機関投資家のエンゲージメントによる公正な株価の形成

が十分に行われていないこと、競争力の面で取引所の国際的地位が低下してき25 

ていることを取り上げた。以下、 7 章においてこれらの問題に対し、解決策を

提言する。  
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第 1 節  個人投資家の増加に対する提言  

第 1 項  つみたて NISA の投資可能期間の恒久化  

第 3 章第１節第 2 項にて書いてある通りつみたて NISA の投資可能期間は

2037 年までであり、若者の投資を促している制度に歯止めをかける。このよう

な投資期間に制限のあるつみたて NISA に対して、投資可能期間の恒久化を提5 

言する。つみたて NISA は、2018 年 1 月にスタートした少額からの長期・積立・

分散投資を支援するための非課税制度である。具体的な特徴として挙げられる

のが、まず、投資対象商品が金融庁の設ける基準をクリアした投資信託である

点、次に販売手数料がかからない点、最後に、非課税期間が 20 年間で非課税投

資枠が毎年 40 万円である点だ 87。投資対象商品の最新リスト (2018 年 3 月 1910 

日更新)は合計 145 銘柄(うち、ETF が 3 本 )となっており、投資未経験者でも商

品選択がしやすくなっている 88。つみたて NISA の口座開設者は、【図表 15】の

ように 20 代～40 代が全体の 7 割を占める。また、投資未経験者が 2018 年 6 月

末時点で 50%を超えるなど、若者のドアノック商品となっていることがわかる。 

 つみたて NISA では、毎月 3 万円程度の少額での投資が多く行われており、若15 

者でもできる現実的な金額での長期的な資産形成を促す投資が成されていると

いえる 89。また投資対象商品が資産形成に有効な投資信託である点、新たな投

資家を呼び込んでいる点においてもつみたて NISA の制度が恒久化されること

が日本国民の資産形成に繋がるという点で重要であると考える。新たな投資家

が増えるということは、投資信託の売買高の増加が長期的に見込める。よって、20 

証券市場の活性化にも大きく寄与し、家計の資産形成を促すことができる。  

 

 

 

 25 

 

 

 

 

出典)金融庁(2018)「 NISA(一般・つみたて )の現状」p.3 より作成  30 

【図表 15】つみたて NISA の口座開設者 (世代別比較 ) 
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第 2 項  DC のデフォルト商品にターゲット・イヤー・ファンドを導入  

「DC(企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金 )におけるデフォルト商品と

してターゲット・イヤー・ファンドが適している。」との見解を金融庁が示すこ

とを提言する。  

個人の自助努力型年金商品として利用される DC において、口座数、資産残高5 

はともに増加している 90。だが、資産配分からわかる通り、預貯金や保険等の

元本保証型商品の割合が一貫して高く、このままでは、「貯蓄から資産形成へ」

の流れが太い奔流になる兆しは見えない 9 1。また、企業型 DC におけるデフォル

ト商品の大半が元本保証型商品となっており、また iDeCo の加入者において、

その過半数が商品選択において難しいと感じている。さらに商品選択が困難な10 

投資家ほど元本保証型商品に投資する傾向がある。  

 

 

 

出典)厚生労働省(2017)「確定拠出年金における運用の改善について (運用商品15 

提供数の上限・指定運用方法の基準 )」p.35 より作成  

 

確定拠出年金として 401(ｋ)を提供するアメリカでは、 2007 年に米労働省が

「デフォルト商品としてターゲットイヤー型ファンドが適格性を有する」とい

う見解を公表した。その後、年金プランのスポンサーである企業や運用会社が20 

積極的に取り入れたことがターゲットイヤー型ファンドの残高増加の一要因で

あると考えられる。アメリカでは 2007 年 3 月の調査で約 6 割がデフォルト商

品としてターゲット・イヤー・ファンドが最有力候補とした 92。  

現在日本において、ターゲット・イヤー・ファンドのファンド数、純資産総額

ともに増加傾向にあり、その需要は増加傾向にあることからターゲット・イヤ25 

【図表 16】デフォルト商品として設定されている商品  
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ー・ファンドが適格デフォルト商品として選ばれたとしても、金融機関はデフ

ォルト商品として設定しやすいと考える。 DC において、アメリカの 401(ｋ )や

イギリスの ISA の様にターゲット・イヤー・ファンドがデフォルト商品として

普及することで、長期的な投資が促され、家計の資産形成への大きな手助けや

家計のリスクマネーの供給に繋がると考える。  5 

 

第 3 項  将来ある若者のための金融リテラシーの向上  

学習段階を小学校・中学校・高等学校の 3 段階に分け、金融教育を行うこと

を提言する。小中学生には、土曜授業にて金融教育を行い、高校生には家庭科

科目にてライフサイクルゲームを導入し、ライフプランに合わせた資産運用の10 

方法を教育する。  

 まず、第 3 章第１節第 1 項にて学校教育段階にて金融教育が足りていないこ

とが問題であると言及した。そこで我々は小・中学校に対して投資を行う前段

階のリテラシーを向上させるために、土曜授業での金融経済教育を積極的に取

り入れることを提言する。  15 

初めに、小学生に対しては、授業参観日を利用した親子参加型の授業を通して

お金に関して学習する。具体的な方法としては、野村グループのように金融機

関の社員が全国の視点や地域の小学校で為替の仕組みや円高円安について説明

する「まなぼう教室」を参考に親子一緒に体験型の授業を実施する 9 3。これに

よって小学生は金融リテラシーマップでも必要とされていた「生活する上で必20 

要最低限の基礎的な知識」を身につけることが可能となり、ひいては、お金の

役割を学ぶことでお金に対する良い印象が根付くことも期待される。  

 次に、中学生に対しては、アクティブ・ラーニングを通した金融リテラシー

向上策を提言する。土曜授業で証券業協会の推進している金融教育を参考にグ

ループワークを行いながら、会社形成を通して株式会社の仕組みや資金調達を25 

体験するアクティブ・ラーニングやプレゼンテーションをすることで金融リテ

ラシーが身につき将来的な資産形成の基盤としての知識を理解できると期待さ

れる。  

  

 30 
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最後に、高校生に対しては、金融商品の理解を進めるゲームを提言する。現

在、高等学校学習指導要領に書かれている通り、家庭科の科目のライフデザイ

ンにて生涯の生活設計について学ぶ機会があるが、その機会において生活設計

のみならず預金、株式、保険等の金融商品の内容を理解してもらう 9 4。その方

法として、ライフプランを生涯の生活設計を学べる「ライフサイクルゲームⅡ5 

〜生涯設計のススメ〜」というゲームの中でさらに金融商品の情報を入れるこ

とによって基本的な商品の理解を得ることができるようになる 9 5。  

 これらのように小・中学生、さらに高校生の金融リテラシーを向上させるこ

とによって将来の投資家を生み出す基盤を作ることができる。これにより正し

い金融知識をつけ、長期的な個人投資家の増加が生み出されることが期待でき10 

る。  

 

第 4 項  ブロックチェーンを用いた本人確認 (KYC)の効率化による個人投資家

の増加の促進  

 ブロックチェーン技術を用いて個人投資家の本人確認等の事務手続きを15 

簡素化・効率化することを提言する。ブロックチェーン技術は「改ざん耐

性」「高可用性」等の特性から、本人確認の効率化への親和性が高いと期

待されている。第 4 章より証券会社の問題として、証券口座開設が複雑・

面倒であるために登録されていない人、途中で断念してします人がそのた

め、本人確認の際にブロックチェーン技術を用いて効率的に口座開設を促20 

す。  

具体的な方法として、個人投資家と証券会社での仲介として、証券コン

ソーシアムを設立する。個人投資家が本人確認に伴う情報と本人確認書類

画像をオンラインフォームで提出する。それがコンソーシアムで照合さ

れ、金融機関で本人確認が実施される。  25 

本人確認業務をコンソーシアムが実施することで  証券会社にとって、業

務の効率化が⾒込まれ、事務手続き省⼒化、コスト削減が⾒込める。ま

た、個人投資家にとっては、コンソーシアム設⽴の場合、窓口が⼀本化さ

れるため、利便性は⼤きく、オンラインでの登録が可能となり、口座開設
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毎に同様な項目の入⼒や書⾯の送付が必要なくなる。よって、証券会社の

効率性が上昇し、個人投資家の増加の要因となる。  

また、ブロックチェーン技術を用いれば、複数の口座にも対応できるた

めに登録に対する手間が省け、効率よく登録することができ、個人投資家

のさらなる増加が期待される。個人投資家の増加による売買高が増加し、  5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

出典)ブロックチェーン研究会  (2018 年 )「ブロックチェーン技術を活用

した本人確認（KYC）高度化プラットフォーム構築の実証に係る報告書」

『デロイトトーマツ』 p.4 より作成  

 

第２節  公正な株価形成に対する提言  20 

現在、財務情報よりも非財務情報が重要視され、企業の価値が株価に十分に適

切に反映されていない問題や機関投資家のパッシブ運用により、市場のエンゲ

ージメントが適切に行われていないことが問題である。本節では、企業の情報

開示の詳細化と機関投資家のエンゲージメントの促進を促すことを提言する。  

 25 

第１項  有価証券報告書に非財務情報を組込むことによる企業と投資家のエ

ンゲージメント促進  

 中長期的な企業価値の向上を促すためには、コーポレートガバナンスの取組

の一つとして、企業から投資家に対して投資判断に必要な情報が十分かつ公平

に提供され、投資家と企業が建設的な対話をしていくことが必要である。  30 

【図表 17】ブロックチェーンを用いた本人確認のスキーム  
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しかし、日本企業の経営戦略に関する開示について見ると、企業の中長期的

なビジョンに関する具体的な記載が乏しい企業が相当数存在することが示され

ている 96。英国では戦略報告の導入依頼、年次報告における記述の質が飛躍的

に向上したと、投資家の評価も上々である 97。  

企業価値が適切に株価に反映されていない問題点として、有価証券報告書には5 

雛形が存在し、企業の非財務情報が十分に開示されていないことである。  

 そこで、我々は現在の有価証券報告書の雛形に非財務情報の項目を取り入れ

ることで、企業と投資家のエンゲージメントを促進させることを提言する。エ

ンゲージメントを促進させるには、企業が中長期的なビジョンについて非財務

情報と財務情報を関連付けして投資家に説明することが有効であり、投資家は10 

企業の将来見通しが、どのように将来の財務成績に結びつくのかという点に着

目することが重要であると考える。具体的には有価証券報告書に自由記述欄を

設け、企業の情報を経営者自身の言葉でストーリー性を持った記述をすること

が必要であると考える。  

これにより、企業と投資家の建設的な対話の重要な素材になることが期待で15 

きる。また、必要に応じて有価証券報告書の記述欄に図表を取り入れることや

前年からの変化を明確に記載することで投資家に企業の現状を伝わり易くする。

非財務情報を開示することは株主や投資家からの評価が高まるなどの効果が認

識されている。  

 今まで以上に企業の情報が開示されることで、投資家のエンゲージメントを20 

促進させ企業の持続的な成長に繋がる。更に企業の情報が開示されることによ

り、企業価値が、株価に反映され、公正な株価を形成する。公正な株価の形成

は、市場の信頼を生み、長期的な投資家の売買高が増加する。  

 

第 2 項  企業の成長を促す機関投資家の集団的エンゲージメントの促進  25 

 集団的エンゲージメントとは、複数の機関投資家が連携して、投資先企業と

の建設的な「目的を持った対話」を行うこと。 2017 年のスチュワードシップ・

コード改訂によって「有益な場合があると」明記されている。近年パッシブ運

用を行う投資家が増加してきている。また、パッシブ運用を行う投資家のエン

ゲージメントが必要となってきておりすでに海外においてはパッシブ運用の機30 
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関投資家がエンゲージメントを行っている。ここで我々は、パッシブ運用投資

家に「機関投資家協働対話フォーラム」にて集団的エンゲージメントを行うよ

うに促進することを提言する。  

 日本版スチュワード・シップ・コードの 2017 年の改訂で集団的エンゲージメ

ントが有益な場合があるとされた 98。これに即して機関投資家協働フォ―ラム5 

が設立された。ここにおいてはインデックス投資などのパッシブ運用を行う機

関投資家が参加し、短期的な株主利益ではなく参加機関投資家の顧客・受益者

のリターンに結びつくように企業の持続的成長に資する。ただし、ここに参加

している投資家は 5 社しか存在していない。このような企業のみならず他のパ

ッシブ運用を行う機関投資家に対して集団的エンゲージメントを行う招集通知10 

を送ることで、さらに参加投資家を増やしていくことができれば、現在、パッ

シブ運用が増加し続けていることから、企業の持続的成長を促すことができる

ため今後、企業の持続的成長によって市場の活性化が促される。  

  

第３節  市場の基盤強化に対する提言  15 

第 1 項  総合取引所化による証券取引所の国際競争力の向上  

 アジアの金融センターとして東京商品取引所と JPX の統合による総合取引所

化をすることを提言する。これまで取引所間の再編が進まず現在に至っている。

「総合取引所」とは、証券・金融・商品の取引を一体として行う取引所である

99。現在の JPX が扱っている金融商品だけでなく、東京商品取引所で上場して20 

いる商品を扱い統合する。具体的には金や農産物などの商品や商品 ETF を拡充

する。また、商品デリバティブの上場も更に活性化させる。 2018 年の 10 月の

規制改革推進会議のワーキング・グループで「総合取引所の実現・証券・金融

分野と商品分野を一体的に取り扱う総合取引所の実現に向け緊急に取り組む

100。  25 

 現在の国内の証券・金融と商品を扱う取引所は、法・規制・監督そのほかの

面で、金融商品取引所と商品取引法に分断されている。  

政府の「新成長戦略」（ 2010 年 6 月）において金融分野の国家戦略プロジェク

トと位置付けられている。そこでは「投資家・利用者の利便性」を第一とし、

ひいては「アジアの一大金融センターとして新金融立国を目指す」と言及され30 
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ている 10 1。また、2015 年 6 月の「日本再興戦略」でも総合取引所の「可及的速

やかな実現」がうたわれた。  

中国市場の躍進など競争力環境は厳しくなってきており、国際競争力を高め

ていくためにも国内における商品価格形成の場を維持し、日本の国益を守るた

め、JPX の総合取引所化を実現するべきである 102。  5 

 投資家・利用者にとってのメリットは、取引可能な商品が充実することから

投資家のニーズに合った商品を提供することが可能となる。  

また、証券・金融・商品の取引が一つのプラットフォームで可能になる「ワン

ストップサービス」が享受できることである。具体的には、投資家にとって、

一元化された顧客口座のもとで、証券・金融・商品が取引でき、信用取引やデ10 

リバティブ取引で必要な証拠金を集約・流用でき 10 3、投資家の利便性が向上す

ることで、より機動的な売買が可能となる 10 4。  

一方で、取引業者にとっても取引システムと精算システムが共通化でき、効

率的な取引が可能になることから取引売買高を増加させる要因となる。市場流

動性を向上することからも公正な価格の形成も期待される。  15 

 よって、商品取引と金融商品取引を統合し、総合取引所を設立することで、

低下しているわが国の証券取引所の国際競争力の向上に繋がり、国際金融セン

ターとしてその地位を確立するのである。  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 



 46 

終わりに 

 証券市場を活性化する「売買高の増加」を実現するため「個人投資家の増加」

や「公正な株価の形成」、更に「市場の基盤強化」という観点から言及した。こ

れらを達成するために株式流通市場に関わる主体や制度に分解し、それぞれの

問題を挙げた上でそれを解決するための方法を提案した。まず、新たに個人投5 

資家を増加させるために「つみたて NISA の恒久化」やデフォルト商品が預金な

どの元本保証型であったことから「ターゲット・イヤー・ファンドのデフォル

ト商品化」等の投資制度の改革や口座開設の際の大きな弊害となっていた本人

確認書類の提出を変える必要があるため「ブロックチェーン技術を用いた本人

確認」、さらに将来世代の投資家を増加させるため、学生段階での金融リテラシ10 

ーの向上が必要であると考え「土曜日授業における金融教育の拡大」を提言し

た。また、「集団的エンゲージメントによる企業価値向上」や、近年拡大してい

る非財務情報を含めた「有価証券報告書に非財務情報の追加」による企業の情

報開示を促すことが企業の透明性を図り、公正な株価の上昇につながり、売買

高が増加する。また、「取引所の総合取引所化の促進」によって国際競争力を向15 

上させることは市場の基盤自体の強化に繋がり取引売買高の増加に繋がる。  

 以上より、本論文において証券市場の活性化を促すための提言を行った。株

式流通市場を中心とした活性化を実現することで、家計の資産形成や企業の成

長、ひいては日本経済全体の活性化を実現することができる。  



 47 

【注釈】  
1. 日本証券経済研究所(2018)、p.28 を参照 
2. 外崎亮(2011)、p.3を参照 
3. 一橋大学大学院経営管理研究科・みずほ証券共同研究サイト HPを参照  
4. 日本取引所グループ HP「知っていますか？取引所の役割」p.2を参照 
5. 野村證券 HP「5分でわかるはじめての債券入門」、を参照 
6. 野村證券 HP「証券用語解説集 発行市場(株式)」、を参照 
7. 野村證券 HP「証券用語解説集 流通市場(株式)」、を参照 
8. 榊原、城下、姜、福田、岡村(2013)、p.8、9を参照 
9. 日本証券経済研究所(2018)、p.59 を参照 
10. 宮島・保田(2015)、p.4を参照 
11. 経済同好会 HP(2004)、p.1を参照 
12. 日本経済新聞社(2017a)、を参照 
13. 日本経済新聞社(2018b)、を参照 
14. 日本取引所グループ HP、「用語集 売買高」、を参照 
15. フジトミ HP「商品先物取引入門」、を参照 
16. 日本電子計算株式会社 HP(2017)「個人投資家の動向〜今後の変化までを考える」を参照 
17. 植田、福田、薄井、中村(2015)、p.35を参照 
18. 財務省 HP(2005)、p.5を参照 
19. 日本証券業協会 HP(2005)、pp.18〜20を参照 
20. 金融広報中央委員会 HP、「金融教育のねらいと基本的性格」、を参照 
21. 金融広報中央委員会 HP、(2016)、を参照 
22. 日本証券業協会 HP(2014)、pp.5-6を参照 
23. 日本証券業協会 HP(2018a)、p.4 を参照 
24. 経済産業省 HP(2014)、p.15を参照 
25. 川北、白須、山本(2010)、pp.6-7を参照 
26. 日本証券業協会 HP(2016)、p.20 を参照 
27. 経済産業省 HP(2014)、p.76を参照 
28. 金融庁 HP(2018a)、p.1を参照 
29. 日本証券業協会 HP(2018b)、p.3 を参照 
30. 金融庁 HP(2018b)、p.3を参照 
31. 金融庁 HP(2018a)、p.2を参照 
32. 金融庁 HP「ジュニア NISAの概要」、を参照 
33. 大和投資信託 HP「第 4回『貯蓄から資産形成へ』の本当の意味を知っていますか？」、を参照 
34. 日本電子計算株式会社 HP(2017)「個人投資家の動向〜今後の変化までを考える」、を参照 
35. 日本証券業協会 HP(2015)、p.1を参照 
36. セゾン投信 HP「投資信託って何?」を参照 
37. 金融庁 HP「つみたて NISAの概要」を参照 
38. 企業年金連合会 HP(2018)、「企業年金の現況(平成 30年 10月 1日現在)」、を参照 
39. 厚生労働省 HP(2018)「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成 30年 5月 1日施行)」、を参照 
40. 野村證券 HP「証券用語解説集 機関投資家」、を参照 
41. 野村證券 HP「証券用語解説集 受託者責任」、を参照 
42. 太田靖(2014)「スチュワードシップ責任とは？」、を参照 
43. 金融庁 HP(2017c)、p.9を参照 
44. あずさ監査法人 HP(2017)、p.3を参照 
45. 日本経済新聞社(2017b)、を参照 
46. 野村證券 HP「経営・事業戦略支援-株式上場(IPO)」、を参照 
47. e-consultant HP「上場のメリット・デメリット」、を参照 
48. 日本取引所グループ HP(2015)、pp.2-3を参照 
49. 金融庁 HP「ディスクロージャーワーキング・グループにおける検討事項」、p.1を参照 
50. 吉井、横山(2018)、p.57を参照 
51. 坂元(2013)、「中長期の事業継続性判断には非財務情報分析が不可欠」、を参照 
52. 金融庁 HP(2017a)、p.1を参照 
53. 日本経済新聞社(2018a)、 p.5 を参照 
54. 日本取引所グループ HP(2018)、p.8を参照 
55. 経済産業省 HP(2017)、p.36を参照 
56. 金融庁 HP(2016)、p.22を参照 
57. 日本取引所グループ HP「事業紹介」、を参照 
58. 井上(2013)、pp.64-74を参照 
59. 日本証券経済研究所 HP(2016)、pp.122-128を参照 
60. 太田(2015)、pp.3-4を参照 
61. 鳳(2007)、表紙を参照 
62. 金融庁 HP(2010)「第 3回総合的な取引所検討チーム(議事概要)」、を参照 
63. 東京証券取引所 HP(2007)、p.2を参照 
64. 志馬(2018)、p.50を参照 
65. 大崎(2016b)、p.1を参照 
66. 金融庁 HP(2016b)、p.7を参照 
67. 志馬(2018)、pp.54-55を参照 
68. 金融庁 HP(2016)、pp.18を参照 
69. 金融庁 HP(2016)、pp.16-19を参照 
70. 長谷川、Lee、氏兼(2017)、を参照 
71. 金融庁 HP(2016)、pp.18を参照 
72. 清水葉子(2018)、p.24を参照 
73. 吉川(2018)、p.1を参照 
74. 日本経済新聞社(2016)、p.2を参照 
75. 二上(2012)、p.1を参照 
76. 日本銀行 HP「金融政策とは何ですか？」、を参照 
77. 金融調査研究会(2017)、pp.3-5を参照 
78. 雨宮(2015)、p.4を参照 
79. 金融調査研究会(2017)、pp.10-11を参照 
80. 日興アセットマネジメント HP「ETFとは？」、を参照 



 48 

81. 金融調査研究会(2017)、p.11を参照 
82. 日本経済新聞社(2018c)、を参照 
83. 木内(2017)、p.241、を参照 
84. 日本銀行 HP「2%の『物価安定の目標』と『長短金利操作付き量的・質的金融緩和』」、を参照 
85. 日本取引所グループ HP「マーケットメイク制度」、を参照 
86. 川井(2018)、「ETF市場の活性化及び高速取引時代への対応」、を参照 
87. 金融庁 HP「つみたて NISAの概要」、を参照 
88. MORNINGSTAR HP「つみたて NISA コラム」、を参照 
89. 金融庁 HP(2018b)、pp.3-4を参照 
90. 厚生労働省 HP「企業年金制度の現状等について」、pp.13-14を参照 
91. 德島(2018)、「多くの人の確定拠出年金は、ほとんどリスク性資産に」、を参照 
92. 野村(2008)、pp.132-136を参照 
93. 野村ホールディングス HP、「小学生向け出張授業『まなぼう教室』開催報告」を参照 
94. 文部科学省 HP(2009)p.4 を参照 
95. 第一生命 HP「消費者教育教材資料表彰 最優秀賞受賞 『ライフサイクルゲームⅡ〜生涯設計のススメ〜」、を参照 
96. 金融庁 HP(2016a)、p.3を参照 
97. 池尾・幸田(2017)、p.190を参照 
98. 横山(2017)、p.1を参照 
99. 二上(2012)、p.1を参照 
100. 内閣府 HP(2018)、p.1を参照 
101. 首相官邸 HP(2010)、p.51を参照 
102. 大崎貞和(2016c)、p.6を参照 
103. 日本経済新聞社(2018d)「日本取引所と東商取、総合取引所へ統合検討」、を参照 
104. 大崎貞和(2016c)、p.1を参照 
 
 

【参考文献】 
あずさ監査法人「金融庁、『スチュワードシップ・コード(改訂版)』を公表」(PDF) 
雨宮正佳(2015)「量的・質的金融緩和の成果と課題」『証券レビュー』第 55巻第 10号 日本証券経済研究所 
池尾和人・幸田博人(2017)『日本経済再生 25年の計 金融・資本市場の新見取り図』日本経済新聞出版社 
井上武(2013)「アジア強化に向かう欧州の証券取引所」『野村資本市場クォータリー』2013 年版 夏号 
植田和男、福田慎一、薄井充裕、中村純一(2015)「リスクマネーの供給と日本経済の持続的成長-2014年東大・設研共同主
催シンポジウム」日本政策投資銀行設備投資研究所(PDF) 
大崎貞和(2016a)「取引所の国際的再編」野村総合研究所(PDF) 
    (2016b)「取引所外取引の現状と課題」野村総合研究所(PDF) 
    (2016c)「国際金融センター機能の強化へ向けた取引所をめぐる課題」野村総合研究所(PDF) 
太田珠美(2015)「“アジアナンバーワン”の取引所が果たす役割 日本・香港・シンガポールの取引所は競合関係なのか」
大和総研(PDF) 
太田靖(2014)「企業と投資家の建設的な対話 3)“責任ある機関投資家”の諸原則『日本版スチュワードシップ・コードと
は』」野村インベスター・リレーションズ< http://www2.nomura-ir.co.jp/irweb/column/dialogue03.html> 2018年 10月 25
日アクセス 
大墳剛士(2017)「日本におけるダーク・プールの実態分析」日本取引所グループ(PDF) 
鳳佳世子(2007)「証券取引所の現状と課題」国立国会図書館(PDF) 
川井洋毅(2018)「ETF 市場の活性化及び高速取引時代への対応」日本取引所グループ(PDF) 
川北英隆、白須洋子、山本信一(2010)『総合分析 株式の長期投資』中央経済社 
木原隆行、吉村義崇、清水智久、小野正太、鳥山慎一、清沢雅洋、金子達也、藤本守(2018)「KYC業務におけるブロックチ
ェーン技術適用実証実験」日本取引所グループ(PDF) 
木内登英(2017)『異次元緩和の真実』日本経済新聞社 
機関投資家協働対話フォーラム「プログラム参加の機関投資家」<https://www.iicef.jp/#sec_05> 2018年 10月 25日アク
セス 
企業年金連合会(2018)「企業年金の現況(平成 30年 10月 1日現在)」(PDF) 
金融広報中央委員会「金融教育のねらいと基本的性格」
<https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/program/program01/program101.html> 2018年 10月 25日アク
セス 
         (2016)「『金融リテラシーの調査』の結果」(PDF) 
金融庁(2010)「第 3 回総合的な取引所検討チーム(議事概要)」
<https://www.fsa.go.jp/singi/torihikijo/gijigaiyou/20101119.html> 2018年 10月 25日アクセス 
   (2016a)「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告〜国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引所を巡
る制度整備について〜」(PDF) 
   (2016b)「説明資料(市場間競争と取引所外の取引)」(PDF) 
   (2017a)「顧客本位に業務運営に関する原則」(PDF) 
   (2017b)「スチュワードシップ・コードをめぐる状況とフォローアップ会議意見書について」(PDF) 
   (2017c)「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード〜投資と対話を通じて企業の持続的
成長を促すために〜」(PDF) 
   (2018a)「NISA 口座の利用状況調査(平成 30年 6 月末時点)」(PDF) 
   (2018b)「NISA(一般・つみたて)の現状」(PDF) 
   「ジュニア NISAの概要」<https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/overview/index.html> 2018年 10月
25日アクセス 
   「つみたて NISAの概要」<https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/overview/index.html> 2018年 10
月 25日アクセス 
   「ディスクロージャーワーキング・グループにおける検討事項」(PDF) 
金融調査研究会(2017)「新次元の金融政策のあり方」全国銀行協会(PDF) 
栗野智之、小西健史、本間丈明(2015)「投資指標としての ROE」三菱 UFJ 信託銀行(PDF) 
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」(PDF) 
     (2017)「伊藤レポート 2.0持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会報告書」(PDF) 
     (2018)「FinTechビジョン(FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合 報告)」(PDF) 
経済同好会(2004)「多様な投資家層が参加する厚みのある資本市場の構築-長期投資する個人の参加促進に向けて-」(PDF) 
厚生労働省(2017)「確定拠出年金における運用の改善について(運用商品提供数の上限・指定運用方法の基準)」(PDF) 
     (2018)「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要（平成 30年 5月 1日施行）」
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html> 2018年 10月 25日アクセス 
     「企業年金制度の現状等について」(PDF) 



 49 

財務省(2005)「『資金循環における市場型間接金融の役割に関する研究会』報告書について」(PDF) 
榊原茂樹、城下賢吾、姜喜永、福田司文、岡村秀夫(2013)『入門証券論 第 3版』有斐閣コンパクト 
坂元俊哉(2013)「投資家目線で見る『環境・社会・ガバナンス』等の非財務情報と企業の持続可能性」みずほ情報総研(PDF) 
坂本恒夫(2017)「事業連携と社会的価値-ESG 投資に関連して-」『経営論集』3月号 明治大学 
志馬祥紀(2018)「我が国の PTSをめぐる状況」『証券レポート』隔月刊 
清水葉子(2018)「ダーク・プールとその規制について」『証券レポート』証券研究所 
首相官邸(2010)「新成長戦略〜『元気な日本』復活のシナリオ〜」<https://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/> 
2018年 10月 25日アクセス 
セゾン投信「投資信託って何？」<https://www.saison-am.co.jp/learn/basic/01.html> 2018年 10月 25日アクセス 
第一生命保険「消費者教育教材資料表彰 最優秀賞受賞 『ライフサイクルゲームⅡ〜生涯設計のススメ〜」
<http://www.dai-ichi-life.co.jp/tips/lc_game/index.html> 2018年 10 月 25日アクセス 
大和投資信託「第 4 回『貯蓄から資産形成へ』の本当の意味を知っていますか？」<http://www.daiwa-
am.co.jp/ifree/special/column/004.html> 2018年 10 月 25日アクセス 
東京証券取引所(2007)「東京証券取引所の国際競争力強化とその先にあるもの」内閣府(PDF) 
德島勝幸(2018)「多くの人の確定拠出年金は、ほとんどリスク性資産に」ニッセイ基礎研究所<https://www.nli-
research.co.jp/report/detail/id=58949?site=nli>2018年 10月 25日アクセス 
外崎亮(2011)「最近の証券市場と証券取引等監視委員会の活動状況」金融庁(PDF) 
富永健司(2018)「市場の各種推移《株式市場》」野村資本市場研究所(PDF) 
内閣府(2018)「規制改革推進会議 第 3期 重点事項 -来るべき新時代へ-」  
内閣府、財務省、日本銀行(2013)「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同
声明)」(PDF) 
二上季代司(2012)「総合取引所の意義について考える」日本取引所グループ(PDF) 
日興アセットマネジメント「ETFとは？」<https://www.nikkoam.com/products/etf/about> 2018年 10月 25 日アクセス 
日本経済新聞社(2016)「魅力ある取引所づくりを急げ(社説)」『日本経済新聞』(2016/03/05)朝刊 p.2 
       (2017a)「超低金利政策の弊害」『日本経済新聞』(2017/10/06)夕刊 p.5 
       (2017b)「相場そもそも⑶日本株市場の主役は？--海外勢、売買の 6割を占める。」『日本経済新聞』
(2017/04/06)朝刊 p.17  
                      (2018a)「欧州の新金融規制きょう施行」(2018/01/03)朝刊 p.5 
                      (2018b)「日銀緩和継続、副作用に配慮、長期金利上限 0.2%容認、物価目標、達成 21 年度以降。」『日本経
済新聞』(2018/08/01)朝刊 p.1 
       (2018c)「日銀、日本株の 4%弱を保有 ETF残高 24兆円に」『日経速報ニュースアーカイブ』(2018/04/02) 
                      (2018d)「日本取引所と東商取、総合取引所へ統合検討、海外市場追う」『日本経済新聞』(2018/10/23)朝

刊 p.3 
日本銀行「金融政策とは何ですか？」<http://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/seisaku/b26.htm/> 2018
年 10月 25日アクセス 
    「2%の『物価安定の目標』と『長短金利操作付き量的・質的金融緩和』」
<https://www.boj.or.jp/mopo/outline/qqe.htm/> 2018年 10月 25日アクセス 
    「資金循環統計」<>2018年 10月 25日アクセス<http://www.boj.or.jp/statistics/sj/index.htm/> 2018年 10月
25日アクセス 
日本証券業協会(2005)『個人投資家と証券市場のあり方』中央経済社 
       (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」(PDF) 
                      (2015)「個人投資家の証券投資に関する意識調査(概要)」(PDF) 
       (2016)「『英国における個人の中長期的・自助努力による資産形成のための投資優遇制度等の実態調査』報告
書」(PDF)<http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/kaigai_houkokusyo_160623.pdf> 2018 年 10月 25日アクセス 
                      (2018a)「個人投資家の証券投資に関する意識調査報告書」(PDF) 
                      (2018b)「NISA口座開設・利用状況調査結果(平成 30年 6月 30日現在)について」(PDF) 
日本証券経済研究所(2016)『図説 アメリカの証券市場 2016年版』 
         (2018)『図説 日本の証券市場 2018年版』 
日本電子計算株式会社(2017)「個人投資家の動向〜今後の変化までを考える」
<https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00255> 2018年 10 月 25日アクセス 
日本取引所グループ「知っていますか？取引所の役割」(PDF) 
         「用語集 売買高」<https://www.jpx.co.jp/glossary/ha/359.html> 2018年 10 月 25日アクセス 
         「事業紹介」<https://www.jpx.co.jp/corporate/about-jpx/business/> 2018年 10月 25日アクセス 
         「マーケットメイク制度」<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/market-
making/index.html> 2018年 10月 25日アクセス 
         「2017年度株式分布状況調査の調査結果について<要約版>」(PDF) 
           (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
〜」(PDF) 
         (2018)「KYC業務におけるブロックチェーン技術適用実証実績」(PDF) 
野村亜紀子(2008)「米国 401(k)プランのデフォルト(初期設定)商品に関する規則改正」『資本市場クォータリー』2008年版 
冬号 野村資本市場研究所 
野村證券「5分でわかるはじめての債券入門」<https://www.nomura.co.jp/retail/bond/beginner_bond/5_minute.html> 
2018年 10月 25日アクセス 
    「経営・事業戦略支援-株式上場(IPO)」<https://www.nomura.co.jp/wholesale/corporate/venture.html> 2018年
10月 25日アクセス 
            「証券用語解説集 機関投資家」<https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ki/kikantou.html> 2018年 10月 25
日アクセス 
            「証券用語解説集 受託者責任」<https://www.nomura.co.jp/terms/japan/si/jutaku_seki.html> 2018年 10月
25日アクセス 
            「証券用語解説集 発行市場(株式)」<https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ha/hakkousijyou.html> 2018年
10月 25日アクセス 
            「証券用語解説集 流通市場(株式)」<https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ri/ryutusijo.html> 2018年 10
月 25日アクセス 
    (2017)「ノムラ個人投資家サーベイ(2017年 10月)」(PDF) 
野村資本市場研究所(2018)「参考統計」『野村資本市場クォータリー』2018年版冬号 
野村ホールディングス「小学生向け出張授業『まなぼう教室』開催報告」
<https://www.nomuraholdings.com/jp/csr/news/news43.html>2018 年 10 月 25日アクセス 
長谷川敏郞、Min Jeong Lee、氏兼敬子(2017)「成長続く日本株『ダークプール』、シェア PTS抜く-背後に最良執行」
Bloomberg (PDF) 
一橋大学大学院経営管理研究科・みずほ証券共同研究サイト「直接金融」<https://glossary.mizuho-
sc.com/faq/show/185?category_id=49&site_domain=default> 2018 年 10 月 25日アクセス 
フジトミ「商品先物取引入門」<https://www.fujitomi.co.jp/investments/commodity/about/leveling/> 2018年 10月 25



 50 

日アクセス 
淵田康之(2007)「再論 日本市場の競争力と国際金融センターの構想」『野村資本市場クォータリー』2007 年版冬号 
ブロックチェーン研究会(2018)「ブロックチェーン技術を活用した本人確認（KYC）高度化プラットフォーム構築の実証に係
る報告書」デロイトトーマツ(PDF)  
宮島英明、新田敬祐(2011)「株式所有構造の多様化とその帰結:株式持ち合いの解消・『復活』と海外投資家の役割」独立行
政法人経済産業研究所(PDF) 
宮島英昭・保田隆明(2015)「株式所有構造と企業統治-機関投資家の増加は企業パフォーマンスを改善したのか-」『フィナン
シャル・レビュー』平成 27年第 1号 財務省財務総合政策研究所 
文部科学省(2009)「高等学校学習指導要領」(PDF) 
横山淳(2017)「集団的エンゲージメントを巡る論点」大和総研(PDF) 
吉井一洋、横山淳(2018)「胎動する非財務情報開示」大和総研(PDF) 
吉川真裕(2018)「ヨーロッパにおけるダーク・プール取引所規制の影響-CBOEデータに基づく分析-」『証券経済研究』 
e-consultant「上場のメリット・デメリット」<http://www.e-consultant.jp/ipo/merit2.php> 2018 年 10月 25日アクセス 
MORNINGSTAR(2018)「つみたて NISAコラム」<http://nisa.morningstar.co.jp/column/010213.html> 2018年 10月 25日ア
クセス 
PTS Information Network「PTS統計」<http://pts.offexchange2.jp/ptsinfo/html/statisticsindex.html> 2018 年 10月
25日アクセス 
YAHOO！JAPANファイナンス「日経平均株価」<https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=998407.O> 2018
年 10月 25日アクセス 
 

【参考資料】 
あずさ監査法人 HP                                                           https://home.kpmg.com/jp/ja/home/about/azsa.html 
機関投資家協働対話フォーラム HP                                         https://www.iicef.jp/ 
企業年金連合会 HP                                                               https://www.pfa.or.jp/ 
金融広報中央委員会 HP                                                         https://www.shiruporuto.jp/public 
金融庁 HP                                                                            https://www.fsa.go.jp/ 
経済産業省 HP                                                                      http://www.meti.go.jp/ 
経済同好会 HP                                                                      https://www.doyukai.or.jp/ 
厚生労働省 HP                                                                      https://www.mhlw.go.jp/index.html 
国立国会図書館 HP                                                                http://www.ndl.go.jp/ 
首相官邸 HP                                                                         https://www.kantei.go.jp/ 
財務省 HP                                                                            https://www.mof.go.jp/ 
生命保険協会 HP                                                                   http://www.seiho.or.jp/ 
セゾン投信 HP                                                                      https://www.saison-am.co.jp/ 
全国銀行協会 HP                                                                   https://www.zenginkyo.or.jp/karisugi/ 
第一生命保険 HP                                                                   http://www.dai-ichi-life.co.jp/ 
大和総研 HP                                                                         https://www.dir.co.jp/ 
大和投資信託 HP                                                                   http://www.daiwa-am.co.jp/ 
デロイトトーマツ HP                                                             https://www2.deloitte.com/jp/ja.html 
東洋経済 HP                                                                          https://toyokeizai.net/ 
内閣府 HP                                                                             http://www.cao.go.jp/ 
日興アセットマネジメント HP                                         https://www.nikkoam.com/ 
ニッセイ基礎研究所 HP                                                          https://www.nli-research.co.jp/?site=nli 
日本銀行 HP                                                                          http://www.boj.or.jp/ 
日本證券経済研究所 HP                                                           http://www.jsri.or.jp/ 
日本証券業協会 HP                                                                 http://www.jsda.or.jp/ 
日本政策投資銀行設備投資研究所 HP                                        https://www.dbj.jp/ricf/ 
日本電子計算株式会社 HP                                                        https://www.jip.co.jp/ 
日本取引所グループ HP                                                           https://www.jpx.co.jp/ 
フジトミ HP                                                                          https://www.fujitomi.co.jp/   
年金積立金管理運用独立行政法人 HP                                        https://www.gpif.go.jp/ 
野村インベスターリレーションズ HP                                        http://www.nomura-ir.co.jp/ja/index.html 
野村資本市場研究所 HP                                                           http://www.nicmr.com/nicmr/ 
野村證券 HP                                                                          https://www.nomura.co.jp/ 
野村総合研究所 HP                                                                 https://www.nri.com/jp/ 
一橋大学大学院経営管理研究科・みずほ証券共同研究サイト HP   https://glossary.mizuho-sc.com/ 
みずほ情報総研 HP                                                                 https://www.mizuho-ir.co.jp/ 
三菱 UFJ信託銀行 HP                                                              https://www.tr.mufg.jp/ 
Capital Asset Management HP                                                 http://www.capital-am.co.jp/ 
e-consultant HP                                                                    http://www.e-consultant.jp/ 
MORNING STSR HP                                                                    https://www.morningstar.co.jp/ 
NRI Financial Solutions HP                                                   http://fis.nri.co.jp/ 
PTS Information Network HP                                                   http://pts.offexchange2.jp/ptsinfo/ 
Yahoo!ファイナンス HP                                                           https://finance.yahoo.co.jp/ 

 


	はじめに
	第1章　証券市場とは
	第1節　証券市場の定義
	第2節　国内株式市場の分析
	第3節　国内債券市場の分析

	第2章　国内証券市場の活性化がもたらす効果
	第1節　国内証券市場の活性化の定義
	第2節　家計の安定的な資産形成の実現
	第3節　企業の持続的な成長による経済の活性化

	第3章　投資家の現状・課題
	第1節　個人投資家の現状と制度改革の影響
	第2節　機関投資家が果たす役割
	第3節　海外投資家が与える影響

	第4章　企業の現状・課題
	第1節　上場企業のあり方
	第2節　証券会社の現状と問題

	第5章　証券取引所の現状・課題
	第1節　取引所のあり方
	第2節　株式市場における市場間競争
	第3節　取引所の国際的な競争力の向上に向けて

	第6章　金融政策の意義
	第1節　金融緩和政策の目的とその効果
	第2節　金融政策が証券市場に与える影響
	第3節　証券市場へ悪影響を与える金融政策の出口への示唆

	第7章　証券市場の活性化に向けた提言
	第1節　個人投資家の増加に対する提言
	第２節　公正な株価形成に対する提言
	第３節　市場の基盤強化に対する提言

	終わりに

