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はじめに  

 今日の日本の証券流通市場は、アベノミクスで今後活発になる兆候は見えて

きたが、諸外国に比べると停滞している。 2015 年 11 月末現在、全国証券取引

所の上場会社数（重複上場を含む）は 3,607 社を数える。このうち東証上場

3,498 銘柄の上場株式数は 4,279 億株、時価総額の合計は 596.3 兆円である。5 

証券取引所で行われる上場株式の売買金額（ 10 月）は 59 兆 5,695 億円であ

る。この数値だけ見れば日本の証券市場に不安はないように思われるが、諸外

国で金融の新機軸が続々と登場する中で、日本の証券市場は取り残されてしま

うのではないかという懸念がある。  

 このような問題意識のもと、本論の第１章では、証券について解説する。第10 

２章では、証券流通市場がどのような軌跡をたどってきたか述べる。第３章で

は、証券流通市場の現状や株式に対する認知度がどのような状況であるか検討

する。第４章では、これまでの考察を踏まえて、日本の証券市場の課題につい

て述べる。第５章では、日本国内の証券流通市場が活性化するための解決策に

ついて検討する。  15 

 

 

 

第１章 証券  

 20 

本章では証券について解説する。  

 

１－１  証券  

証券とは、財産上の権利を表す株券、債券などのことで、有価証券と証拠証

券に分けられる。  25 

有価証券は、財産権を表彰したものであり、それを記載された権利の行使や

移転がその証券によって行われるものである。有価証券には、財政権の経済的

状況に応じて、商品証券、貨幣証券、資本証券に分けられている。有価証券の

うち証券市場で取引の対象となる資本証券を狭義の有価証券という。  

証拠証券とは、預金証書のように単に一定の事実を証明するものである。つ30 
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まり、有価証券の場合には権利が証券に結合しているのに対して証拠証券は証

券が権利の存在を立証する資料にすぎない。  

 

 

１－２  証券市場  5 

証券市場には、発行証券と流通市場がある。まず初めに、発行市場とはプラ

イマリーマーケットと呼ばれている。企業・地方公共団体などにより、新たに

発行される株式や債券などの有価証券を投資家が購入する市場である。資金調

達の目的で新規に発行される証券が、発行者から直接あるいは仲介者である証

券会社などを介して投資者に取得される市場である。発行市場は、投資家にと10 

って新たな資金運用の場となっている。  

それに対して、流通市場はセカンダリーマーケットと呼ばれている。すでに

発行されている株式や債券などの有価証券を取引する市場である。既発行証券

が投資家から投資家に移転させる市場である。投資家と投資家との間でその

時々の価格で有価証券が売買される場で、取引所取引と店頭取引の二つがあり、15 

投資家にとって、資産運用を行うために非常に重要な場となっている。  

発行市場と流通市場の二つの市場は、大きく違うが、互いに密室な関係を持

っている。もし流通市場が未発達で証券の換金が困難なら、投資家は証券の取

得に対して魅力を感じないため、発行市場も縮小してしまう。また、流通市場

で決定される証券の市場価格は、その証券に対する投資家の需要動向を反映す20 

るため、発行市場における資金調達コストも、流通市場の動向を基準になって

いる。このように発行市場と流通市場は、互いに作用し合いながら機能してい

る。  

流通市場についてさらに詳しく述べていく。まず、株式流通市場について説

明していく。株式流通市場とは、証券取引所が開設する市場とそれ以外の市場、25 

店頭市場に区別され、前者における売買取引を取引所取引といい、後者におけ

る売買取引を店頭取引という。  

取引所取引とは、公正な価格形成と円滑な流通を図るために、高度な組織化

された市以上である証券取引所で行われている。現在日本では東京証券取引所

と大阪証券取引所の現物市場が統合した日本取引所、名古屋、札幌、福岡の４30 
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取引所がある。取引所での売買は、一定の資格を備えた証券会社に限られてい

る。また、取引所取引の対象は、各証券取引所が定めた株式数、純資産などに

ついて一定の基準である上場基準を満たした企業の株式や債券などに限定され

ている。これを上場制度という。一度上場した銘柄でも、上場廃止基準に抵触

する可能性がある場合は、上場継続を審査する間、監査ポストに移され管理銘5 

柄として売買が行われる。上場廃止基準とは、株式の上場が取り消しとなる基

準である。上場株式の 75％から 90％以上が少数の株主に保有され、株主数が大

幅に減少するなど流通性に問題が生じている場合や、時価総額が 10 憶円未満

となる、取り引きが成立しないなど上場されえている意義が失われたとみなさ

れる例が根拠となる。一方、上場廃止が決定した銘柄は、整理ポストに移され、10 

原則として 1 か月間売買が行われた後、上場廃止となる。これは、上場廃止に

なると流通性が著しく低下するため、投資家に注意を促す科目に設けられてい

る制度である。  

店頭取引とは取引所取引以外で行われるすべてに取引のことである。証券会

社の店頭を中心に、証券会社間あるいは顧客と証券会社の間で相対的な取引に15 

よって売買される。証券取引所に上場されていない有価証券は、店頭有価証券

とそれ以外に区別される。店頭有価証券について簡単に述べると、店頭有価証

券のうち、日本証券業協会が定めた一定の基準を満たしている株券、新株予約

券証券および新株予約券付社債のことである。  

このように流通市場で行われる取引には上述のように 2 種類があり、投資家20 

の間に転々と移転する証券は取引所取引で売買されている。  

 

 

１－３  間接金融と直接金融  

間接金融と直接金融は、金融における融通手段である。  25 

間接金融とは、銀行などの金融機関が、集めた預金を企業などに貸し出すこ

とである。主な商品は、預金と融資である。間接金融か直接金融かの区別の本

質は、運用によるリスクを投資家がそのまま持つかそのリスクを銀行が受ける

かによる。銀行という仲介者が中に入ることから、当然仲介手数料がとられる

ことになる。そのため、投資家のリターンが減少することになる。間接金融の30 
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メリットは、安全性が高く、投資リスクはすべて銀行が負担してくれる。デメ

リットは、運用による収益性が低く、リターンがあまり見込めない。  

これに対して、直接金融とは、お金を必要とする企業などと、お金の出し手

が直接結びついていることである。代表的な直接金融の手段とは、債券や株式

などの有価証券で、企業や自治体などが発行することにより、資金を直接投資5 

家から調達することである。直接金融では、借り手の信用リスクについてはす

べてを貸し手が持つことになる。直接金融を担う金融機関としては証券会社が

ある。証券会社は企業と投資家の間に入り、仲介することを基本とする。直接

金融のメリットは、収益性が高く間接金融よりも平均的な利回り率は高いこと

である。自分で投資先が選べ、好きな企業や成長してもらいたい企業を応援で10 

きる。デメリットは、リスクは投資家が負担するため大きな損失を出す場合が

あることである。  

金融取引において観察される現象として、情報の非対称性に関わる問題が

挙げられる。相対型金融においては、金融機関が取引先企業へのモニタリン

グを通じて、情報の非対称性を緩和させている。しかし、市場型金融では投15 

資家が企業の業況を調査するのは困難である。そのため、一般的に間接金融

と比べて直接金融では情報の非対称性が発生しやすくなる。近年では、下記

の図に示される間接金融と直接金融の中間形態としての市場型間接金融が

着目されている。  

 20 

間接金融  

黒字主体(家計) ⇒ 金融機関(銀行 ) ⇒ 赤字主体(企業) 

       相対取引      相対取引  

 

直接金融  25 

黒字主体(家計) ⇒ 市場(マーケット ) ⇒ 赤字主体 (企業) 

      市場取引        市場取引  

 

市場型間接金融  

         (投信、保険 )         (銀行) 30 
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黒字主体 (家計 ) ⇒ 金融機関Ⅰ  ⇒ 市場 ⇒ 金融機関Ⅱ  ⇒ 赤字主体

(企業) 

       相対取引     市場取引  市場取引     相対取引  

 

池尾和人研究会 (2011)に基づき筆者作成  5 

 

 

１－４  情報の非対称性  

取引を行う際、商品等に関して当事者が持っている情報に当事者間で格差

があることを指す。例えば、新発売の商品が取り引きされる場合、品質や効10 

果や、モニターでの評価などがカタログやインターネット等で示されており、

価格を決定する情報は売り手と買い手の間で「対称」であるといえる。それ

に対し、中古品の場合は、使用年月、損傷の程度、などの情報が個体ごとに

異なるため、価格を決定する品質情報に関して、売り手と買い手の間に「非

対称性」が生じると言える。後者の場合、買い手は品質の悪い中古品を知ら15 

ずのうちに高価格で買い取ってしまうおそれがある。しかし、後に買い手が

損である取引をしたことに気づき、他の買い手も、購入に対して慎重になる

と、中古品自体が売れなくなるおそれがある。そこで、売り手は情報公開や

品質保証をもとめられることになる。  

また、時にはレモンの原理が発生する。レモンの原理とは、情報の非対称20 

性が市場に及ぼす影響について論じたミクロ経済学の理論である。中古車市

場で、外見からはわからない欠陥車（レモン）と優良車（ピーチ）が混在し

ていると、買い手が高い金額で欠陥車を買うことを恐れ、欠陥車に相当する

金額しか払わなくなるため、市場に優良車を出す売り手がいなくなる。売り

手・買い手の情報格差が原因で、質の悪い商品しか市場に出回らなくなる「逆25 

選択」が起きるという理論である。  

 

 

 

第二章   証券流通市場の変遷  30 
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本章では日本の流通市場の変遷と、海外の証券流通について論ずる。  

 

２－１  証券流通市場の歴史的発展  

 5 

２－１－１   ～戦前  

日本では、1600 年代末に大阪の堂島で、一定の手付金で売買契約を結び、

将来一定時期に受け渡しをする差金決済の帳合米取引（米の先物取引）が日

常的に行われていた。この帳合米取引所は、幕府の認可を得て、 1730 年に

会員制の取引所として正式に発足した。しかし、当時のわが国は鎖国体制に10 

あり、17 世紀以降ヨーロッパで広がり始めていた株式会社制度や証券に関

する知識・情報がほとんど入ってこなかったため、産業革命の波に乗ること

はなかった。  

わが国における証券市場の誕生は、欧米主要国の株式会社や証券市場に関

する情報や仕組みが取り入れられるようになった明治維新後である。日本初15 

の証券となる国債がロンドン市場で発行されたのは、1870 年である。また、

日本で最初の株式会社となる「第一国立銀行」が設立されたのが 1873 年の

ことである。その後、1878 年に「株式取引所条例」が制定され、それにも

とづき東京、大阪に株式取引所が誕生した。その特色は、取引所を純然たる

株式会社組織としたうえで、前述の先物取引の性格の強い帳合米取引所の制20 

度を大幅に取り入れたことである。当初、上場されたのは新・旧公債、秩禄

公債、の 3 銘柄で、その後、東京株式取引所株式、金禄公債、第一国立銀行

株式などが上場された。取引所の取引内容は、投機的要素の強い定期取引が

中心で、実物取引は少ない状況が戦前を通じて続いた。  

日本では、明治維新を経てようやく経済安定期を迎えた 1880 年代後半以25 

降に、株式会社の設立ブームが到来した。鉄道会社、海運会社、紡績会社な

ど近代産業を担う企業を中心に株式の発行も活発化し、それに伴い証券取引

所の取引内容も、それまでの国債中心から株式中心へと変わっていった。し

かし、取引の中身は依然として、一部の人気銘柄に集中する投機的な取引が

大半を占めていた。その後、日清戦争、日露戦争の各戦後期に財閥企業を中30 
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心に株式会社の設立が盛行をみたが、流通市場では少数の人気銘柄へ投機的

な取引が集中するという傾向は一向に変わらなかった。 1906 年に鉄道国有

法が公布され、取引所の中核的な銘柄となっていた膨大な鉄道会社が市場か

ら消えてしまったことが、その後の株式市場の発展を遅らせる要因となった。 

他方、債券市場では、大阪鉄道が 1890(明治 23)年に日本で最初の社債を発5 

行して以来、社債発行が次第に活性化するとともに、国債の発行も盛んに行

われた。  

第一次世界大戦中から戦後にかけては、わが国では重化学工業の急発展と

未曾有の企業勃興期を迎え、証券市場は活況を呈した。しかし、① 1920(大

正 9)年の第一次世界大戦の終結による「戦後恐慌」、② 1923(大正 12)年の関10 

東大震災後の「震災恐慌」、③1927(昭和 2)年の「金融恐慌」、④1929(昭和 4)

年 10 月のニューヨーク市場の株価大暴落に端を発した「世界大恐慌」など

に巻き込まれる形で生じた 1930(昭和 5)年から 1931(昭和 6)年の「昭和恐

慌」等の経済の混乱が続き、株式市場も長期低迷を余儀なくされた。  

こうした不況に対しては、高橋是清蔵相のもとで行われた、①金輸出再禁15 

止をきっかけとした円安と低為替政策、②赤字公債の直接日銀引受けを伴う

財政の拡大策、③低金利政策の推進、の三本柱からなるデフレ克服策が奏功

して、わが国の経済は昭和恐慌から脱し、株式市場も立ち直りに転じた。し

かし、その後、1937(昭和 12)年の日中戦争に続く 1941(昭和 16)年の太平洋

戦争勃発と戦時経済体制への移行とともに、経済。金融界は統制色が強まり、20 

証券市場も機能不全に陥った。  

 

２－２－２   戦後復興期  

1945(昭和 20)年、太平洋戦争 (第二次世界大戦 )終結後、連合国軍総司令部

(GHQ)による経済民主化政策の一環として、財閥解体の指令が下された。25 

1946(昭和 21)年以降、財閥によって保有されていた大量の株式が民間に売

り出されたが、このことは、個人株主および個人持ち株数の急増という形で

証券の民主化に大いに貢献した。 1948(昭和 23)年には、アメリカの証券諸

法に範をとった新証券取引法 (前年に制定された証券取引法を全文改正 )が

公布され、戦前の諸制度を一変させる民主的な証券市場の枠組みが確立した。30 
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その骨子は次の 5 点に集約される。①金融機関の証券義務の兼営禁止②証券

業者の地位確立 (戦前の取引員から証券業者と改称 )と証券業者の登録制採

用③投資家保護の立場から公募有価証券の届出制採用 (情報公開の強化 )④

証券取引所を証券業者のみを会員とする会員組織に改変⑤市場監視機構と

して証券取引委員会 (日本版 SEC)の創設〔1952(昭和 27)年廃止〕  5 

1948(昭和 23)年に成立した証券取引法にもとづき、 1949(昭和 24)年に、

東京、大阪をはじめとして各地で証券取引所が再開された。証券取引所の再

開には、GHQ から、①時間優先の原則、②取引所集中の原則 (店頭仕切り売

買の禁止 )、③先物取引の禁止 (戦前の清算取引の禁止 )、の「取引 3 原則」が

条件とされた。このため、戦後再開された証券取引所の取引内容は、戦前と10 

は一変して、現物取引が主体となった。  

しかし、同年に実施された経済安定９原則した日本経済の自立と安定を図

る引き締め政策であるドッジ・ラインにより引き起こされた「ドッジ・デフ

レ」と呼ばれる不況に直面し、株価は大幅に下落した。その後、同年 6 月に

勃発した朝鮮戦争による特需景気の展開に加えて、 1951(昭和 26)年に市場15 

振興策の一環として導入された信用取引制度と投資信託の効果もあり、株式

市場は戦後初の活況期を迎えた。  

 

２－２－３   高度経済成長期からバブル経済期まで  

その後の株式市場は、ソビエト連邦 (現ロシア )のスターリン首相の死去20 

〔1953(昭和 28)年 2 月〕や朝鮮戦争休戦 (同年 7 月 )で、一時期調整を余儀な

くされたが、1950 年代後半以降、日本経済は高度経済成長期に突入した。

1956(昭和 31)年の経済白書に掲げられた「もはや戦後ではない」という副

題は、戦後の復興を成し遂げ、日本経済が高度経済成長時代に入っていくこ

とを示す象徴的な言葉であった。また、株式市場も株式投資信託ブームを牽25 

引役に活況に湧いた。しかし、景気過熱に対応した 1961(昭和 36)年 7 月の

公定歩合引き上げを契機に証券市場から資金が一気に流出したため株価は

暴落し、株式市場は一転して後に「証券不況」と呼ばれる低迷状態に陥った。

証券不況の中で、証券大手の山一証券などが経営危機に瀕したが、日本銀行

が政府からの要請を受けて行った日銀特融発動などにより「証券恐慌」の発30 
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生は回避された。  

1965(昭和 40)年 7 月には戦後初の国債発行の方針が決定されたことを呼

び水として、日本経済は再び力強い成長路線に戻った。以後、 1980 年代後

半にかけて世界最大の貿易黒字・債権国として、アメリカに次ぐ経済大国に

台頭することになり、この間、わが国の証券市場に大きな影響を及ぼす重要5 

な現象が生じた。  

1 つは、1970 年代以降本格化した時価発行公募増資の盛行により株式発

行市場は資本市場としての機能が拡大したことである。また、1973(昭和 48)

年末に発生した第一次石油ショック契機に国債が大量に発行され、それに伴

い国際流通市場が急拡大したことである。 1975(昭和 50)年以降始まった国10 

債の大量発行とその後の国債の流動化は、公共部門の資金調達の場および金

融機関、投資家の資金運用の場としての債券の発行・流通市場の機能を大き

く高めた。また、国債を運用対象とした中期国債ファンド〔 1980(昭和 55)年

登場〕をはじめとする各種の国債を組み入れた投資信託の登場は、金融・証

券自由化への大きな原動力となった。  15 

もう 1 つは、1980 年代後半」の株式発行・流通市場の急拡大、急膨脹で

ある。そのきっかけは、国際協調によるドル安誘導を決めた「プラザ合意」

〔1985(昭和 60)年 9 月〕であった。このプラザ合意を契機に生じた休息な

円高進展に対処するため、円高抑制、景気刺激の立場から金融面を通じた低

金利・量的緩和政策が推進された。  20 

そうした状況のもとで、「貿易黒字大国・債権大国日本」の将来への強気

の期待が膨らむ中、銀行の貸し出しを通じた信用創造活動が急膨脹するとと

もに、大量の資金が株式・不動産市場に流入し、資産インフレが高進すると

いった「バブル経済」現象が 1980 年代末にかけて広がった。  

証券会社では、大企業による「エクイティ・ファイナンス」が盛んに行わ25 

れる一方、株式も取引高の大幅増加を伴い株価が大きく上伸するなど未曾有

の活況を呈した。1980 年代後半には債権、株価指数の先物・オプション取

引も導入され、わが国の証券市場は、その規模、体制の面で世界最大の国際

証券市場に成長したとみなされる。  

 30 
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２－２－４   バブル経済崩壊から最近まで  

1989(平成元 )年 5 月から 1990(平成２ )年 8 月まで 6 回にわたって行われ

た公定歩合の引き上げと、1990 年 3 月の不動産関連融資の総量規制の導入

をきっかけに、バブル経済は 1990 年代に入るとともに崩壊に向かった。株

式、不動産の価格下落を伴う資産デフレの進行は実体経済を次第に圧迫しは5 

じめ、経済成長神話は大きく揺らいだ。1991(平成 3)年に大手証券会社によ

る大口顧客への巨額損失補てん事件が発覚したことで投資家からの信頼を

大きく失墜させたことや、1995(平成 7)年の戦後初の銀行倒産となる兵庫銀

行の破綻により、金融不安が表面化し始め、株価の下落とともに出来高も大

幅に減少し流通市場は長期不振に陥った。流通市場の沈滞を受け、株式発行10 

市場の機能も大きく低下した。ただ、エクイティ・ファイナンスの急速な縮

小を補うようにして、戦後厳しい発行規制のもとで未発達の状況が続いてい

た社債発行市場は、1990 年代に入り規制緩和、撤廃の動きを受けて急拡大

期を迎えた。1996(平成 8)年には社債も適債基準が撤廃され、すべての企業

が公募社債を発行できる状況になった。これは、証券市場の機能・役割の強15 

化という意味で重要な動きだった。1990 年代後半に入っても資産デフレの深

刻化に歯止めがかからず、1997 年から 1998 年にかけては三洋証券、北海道拓

殖銀行、山一証券、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行といった大手金融機

関の経営破たんが相次ぐなど、昭和初期の金融恐慌以来の金融不安が広がった。

1998 年 10 月には、預金者保護も含め公的資金の投入枠を 60 兆円に拡充する20 

緊急措置も盛り込まれた金融再生関連８法案が成立し、1999(平成 11)年 3 月に

大手 15 行に資本増強のため約 7.5 兆円の公的資金が投入された。こうした措

置によって金融システム不安はひとまず沈静化し、株式流通市場も 2000(平成

12)年春にかけては回復色を強めていった。  

しかし、 2000 年春以降は、 1990 年代以降の情報通信 (IT)革命の進展に支え25 

られ長期上昇傾向を辿ってきたアメリカの株価が 2000 年 3 月をピークに下落

に転じたのを契機に、わが国の株式市場も株価が再び下落傾向に転じた。さら

には、行政主導による銀行の不良債権処理を加速させる動きから金融不安が再

燃したことが、さらなる株価下落をもたらした。  

こうした株価の崩落過程で、戦後形成されてきた「株式持ち合い体制」が崩30 
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れ、それに伴い株主構成が劇的に変化した。1990 年代後半以降、金融再生に向

けて金融行政面から強い支援を受ける形で、証券市場、特に株式市場の機能強

化と活性化を図る種々の改革、市場整備策が進められてきた。その過程で、株

式持ち合い体制の中核であった銀行と生命保険会社は株式の圧縮を進めたこと

により、事業法人の持株比率の低下とも相まって、株式持合い体制の崩壊を加5 

速させた。  

また、2000 年代に入ると、買収ファンドや新興企業による M&A(企業買収 )

が活発化して、社会的にも注目を集めた。しかし、その後の世界的な金融危機

によって、買収ファンドによる M&A の動きは不活発になっている。2005 年か

ら、MBO(Management Buyout)による上場廃止が増加しつつある。MBO とは10 

経営陣が自社企業の買収を行うことで、ファンドが株主として加わることが多

い。  

2003(平成 15)年 4 月以降は、景気の緩やかな拡大を背景に株価は回復傾向を

辿ったが、2007(平成 19)年に表面化したアメリカのサブプライムローン問題を

契機とする世界的な金融危機の影響により、日経平均株価は 2009(平成 21)年15 

にかけ、大きく落ち込み、3 月 10 日にはバブル崩壊後最安値となる 7,054 円

98 銭を付けた。  

その後、企業業績の回復などを背景に日経平均株価は 1 万円台を回復したが、

2011 年 3 月に起きた東日本大震災の後、一時 1 万円を割り、さらに同年 8 月

には 2010 年に起こったギリシャ財政危機がヨーロッパ諸国に派及する懸念が20 

高まったことを背景に日経平均株価は再び 1 万円を割った。  

2013 年 7 月には、東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場が統合され、

日本取引所となった。この結果、日本取引所はジャスダック、マザーズ、それ

に TOKYO PRO Market を傘下に置くことになった。  

1872 年  明治 8 年  国立銀行条例制定  

1875 年  明治 11 年  株式会社組織の「東京株式取引所」設立  

1843 年  昭和 18 年  
全国 11 の株式取引所を統合して営団組織「日本証

券取引所」設立  

1947 年  昭和 22 年  「日本証券取引所」解散  
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1949 年  昭和 24 年  
会員組織による取引所が東京・大阪・名古屋に設立

される  

1961 年  昭和 36 年  東京・大阪・名古屋に市場第二部が開設される  

1969 年  昭和 44 年  東証株価指数（TOPIX）の算出を開始  

1971 年  昭和 46 年  
決済業務の合理化のための株券振替決済制度を導

入  

1982 年  昭和 57 年  国内で初めての株式売買システムが稼働  

1985 年  昭和 60 年  

株式売買システムの対象を立会場銘柄を除く全銘

柄に拡大  

国内初の国債先物市場を開設  

1988 年  昭和 63 年  新本館の竣工  

1991 年  平成 3 年  
午後の立会開始時間を午後 1 時から午後 12 時 30

分に繰上  

1991 年  平成 3 年  証券保管振替機構、株券保管振替業務を開始  

1999 年  平成 11 年  
株券売買立会場の閉場  

新興企業市場マザーズの開設  

2000 年  平成 12 年  ARROWS 竣工  

2001 年  平成 13 年  株式会社へ組織変更  

2004 年  平成 16 年  
個人投資家や学校教育へむけて「東証アカデミー」を

開設  

2007 年  平成 19 年  株式会社東京証券取引所グループ設立  

2013 年  平成 25 年  
東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場が

統合され日本取引所を開設  

「東アジア証券市場におけるコーポレートガバナンス」小関勇（ 2010）によ

り筆者作成  

 

 

２－２  海外の証券市場  5 
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２－２－１   中国  

 中国の株式市場には３つの大きな特徴がある。まず、一つ目の特徴は、中

国の時価総額は株式市場が誕生して以来、長い間小規模だったが 2006 年よ

り驚異的なスピードで拡大している。二つ目に、中国株式の種類が多いこと

である。A 株、B 株、H 株、N 株などの株式が存在する。三つ目に、これま5 

での経緯から、中国政府は株式市場をコントロールしようとしているという

ことである。  

 2009 年に中国は、日本を超えアメリカに次ぐ世界第二位の株式市場にな

った。今後の A 株市場は、アジア市場では最も注目される株式市場になる

だろうといわれている。  10 

 1990 年 12 月に中国株式市場が設立されて以来、その時価総額の GDP に

おける比率は長い間低かった。特に 2003 年から 2005 年の間、実体経済に

おいて世界で最も著しい成長を遂げた中国は、逆に世界中で最も実績の悪い

株式市場とも言える状態になっていた。ところが、 2005 年からの非流通株

改革によって 2006 年以降、中国株式市場は驚くべき急成長を遂げている。15 

GDP の時価総額の比率は、2006 年の 91.3％からわずか 1 年後の 2007 年に

は 189％に倍増、またそのうちの流通株時価総額の比率は、同時期に 25.5％

から 54.0％へと 2 倍以上に増加した。  

 特殊な歴史の背景を持つ中国株は、その流通状況によって、取引市場で公

開して売買できる流通株と流通できない非流通株から構成される。ところが、20 

2005 年に実施された非流通株改革によって、ほとんどの上場企業または特

に新規上場する企業は、上記のような分け方ができなくなっている。  

 中国本土市場には、現在、上海と深圳の 2 つの証券取引市場が存在し、深

圳証券取引市場には「中小企業ボード」、および NASDAQ の中国版である

「創業ボード」 (CASDAQ)が含まれている。  25 

 流通株と非流通株の分断は、計画経済から市場経済への移行期の産物であ

り、国有企業の改革および中国資本市場の進展の大きな阻害要因となってい

た。  

 WTO 加盟後、中国経済は拡大的に発展を遂げているにも関わらず、株式

市場は依然として低迷していた。その大きな原因のひとつとして、非流通株30 
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の存在により生じるさまざまな問題が指摘された。これに対して、 2005 年

4 月から本格的に非流通株に関する改革が始まり、 2 年後の 2007 年までに

その改革はほぼ完了した。この非流通株の改革により、従来の国有株、法人

株および従業員株などの非流通株と流通株との間の利益や価額などのアン

バランス問題が解消され、中国資本市場のメカニズムは国際ルールに並びつ5 

つある。  

 

２－２－２   イギリス  

 イギリスの株式市場ではロンドン証券取引所の上場株式のロンドン証券

取引所での取引が中心であるが、公認投資取引所である BATS Chi-X ヨー10 

ロッパや ISDX（Plus Markets を ICAP が買収）でもロンドン証券取引所に

上場されているイギリス株式の取引を行っており、2007 年 11 月に EU の金

融商品市場指令（MiFID）によって導入された取引所類似施設（MTF）や業

者による組織的内部付け合わせ（SI）での取引、そしてその他の取引所外取

引も盛んに行われている（スイス取引所の出資を受けトレードポイントが改15 

名した SWX ヨーロッパはスイス取引所に取引を移管）。とりわけ MTF とし

て取引を開始し、合併後に公認投資取引所となった BATS Chi-X ヨーロッ

パはイギリス株式を取引する第２の市場としての地位を固めている。  

 1986 年 10 月のビッグバンから 1987 年 10 月のブラック・マンデーまで

は国内上場株式の取引が急増し、その後は一時低迷したが、 1993 年にビッ20 

グバン直後の水準を上回り、その後も順調に拡大を続けている。ロンドン証

券取引所ではビッグバンの際にアメリカの NASDAQ を真似た SEAQ と名

付けた気配表示システムを導入したが、SEAQ は個々のマーケット・メーカ

ーの提示する価格をスクリーン上に表示するのみで注文執行までをコンピ

ュータ上で行うものではなかった。ビッグバン以前にもロンドン証券取引所25 

には顧客の注文をプールする指値注文版は存在せず、顧客はブローカーを介

してジョバーと呼ばれたマーケット・メーカーと取引していたわけであるが、

ビッグバンによって顧客が直接マーケット・メーカーと取引するネット取引

が認められ、マーケット・メーカー業務への参入と手数料の低下が生じた。

また、1990 年代に入ってヨーロッパ諸国の証券取引所のコンピュータ化が30 
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進展すると、指値注文版を持たないロンドン証券取引所の取引制度に対する

批判が強まり、1995 年のトレードポイントの参入を受けて 1997 年 10 月に

はロンドン証券取引所でも SETS と名付けられた電子指値注文板を備えた

オークション形式の取引システムが FTSE100 指数構成銘柄をはじめとする

主要銘柄の取引に導入された。  5 

 イギリスでは非上場株式を扱う店頭市場もロンドン証券取引所の監督下

で取引が行われている。  

 USM は中小企業に資金調達の場を提供することを目的として 1980 年に

開設された市場であったが、1987 年をピークとして売買高が減少し、スプ

レッド尾拡大とマーケット・メーカーの撤退が生じた。そして、 1990 年の10 

EC 指令によってロンドン証券取引所の上場基準が緩和され、存在理由を失

って 1996 年に閉鎖された。  

 第三市場は USM の基準にも達しない新興企業の資金調達のために 1987

年に開設された市場であり、USM と同様に取引が低迷し、USM の登録基準

が緩和されたことによって 1990 年にいちはやく閉鎖された。  15 

 AIM は USM の閉鎖決定を受けて USM 登録企業の受け皿として 1995 年

6 月に開設された市場であり、数値的な公開基準を持たないという点が特徴

となっている。その代わりに指定アドバイザーという形で登録企業の法令順

守を補償する金融機関を必要とし、指定アドバイザーはマーケット・メーク

の義務を負う（ただし、マーケット・メーク業務のみを他の業者に委託する20 

ことは認められている）。  

 AIM の登録企業数は USM からの移行企業によって 1 年間で 170 社を上

回ったが、USM に比べて売買高が増えたわけではなかった。AIM の特徴は

登録基準の撤廃によって設立後間もない企業にも資金調達の場を提供した

ことにあるが、USM からの大挙した移行によって新市場としての特徴を十25 

分にアピールすることできず、ハイテク企業に特化したフランスのヌーボ

ー・マルシェ（1996 年開設）を筆頭とするユーロ NM グループやドイツの

ノイア・マルクト（1997 年開設）とは対照的であった。しかし、2000 年の

IT ブーム崩壊後は逆にハイテク銘柄の値下がりや不祥事から外国からも上

場企業を集めたノイア・マルクトが 2003 年には閉鎖され、新規公開企業数30 
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では AIM が躍進し、ノイア・マルクトに代わって外国企業の上場を果たす

までに至っている。  

 ロンドン証券取引所は登録企業の特徴の定まらない AIM ではハイテク・

ベンチャー企業を集めることは困難であると判断し、2013 年 3 月に HGS と

いう従来の正式上場とも AIM とも異なる新たな市場を開設した。  5 

 取引所で取引を行うためには取引対象を取引所が認可・承認する必要があ

り、不特定多数の投資家が安心して取引できるように特定の基準にしたがっ

て取引対象の審査が行われている。そして、こうした取引所の審査を上場審

査、取引所の審査を経て取引所での取引対象となったものを上場物と呼び、

こうした仕組みは上場制度と呼ばれている。イギリスでは 1973 年に証券取10 

引所の統合が行われ、最も上場基準の厳しかったロンドン証券取引所だけに

なったことから、この基準を満たせない企業の証券を取引するために 1980

年に USM、1986 年に第三市場、1995 年には AIM という市場がそれぞれ設

立されたが、こうした非上場証券市場はロンドン証券取引所によって管理・

運営されてきた。したがって、イギリスでは上場市場＝取引所市場、非上場15 

市場＝店頭市場という形にはなっていない。  

 1995 年 10 月からはトレードポイント、2007 年 4 月からは Chi-X ヨーロ

ッパが株式の取引を開始しているが、これらは独自の上場基準を有しておら

ず、アメリカで ATS あるいは ECN と呼ばれている取引所類似施設に近い。

他方、2007 年 7 月に公認投資取引所となった ISDX は独自の上場基準を有20 

しているが、上場企業は AIM 上場企業か、それ以下の規模の企業ばかりで

ロンドン証券取引所と対等な取引所市場とは見られていない。  

 1997 年 7 月にロンドン証券取引所が取締役会で脱相互組合組織化の方針

を発表した後、民間企業となる取引所に市場の上場・登録審査を任せられな

いということになり、ロンドン証券取引所から上場審査を監督官庁である25 

FSA に移管することが決定され、2000 年 4 月からは UKLA がロンドン証

券取引所から上場審査・AIM への登録審査を行っている。他方、ロンドン証

券取引所は 2000 年 4 月の脱相互組合組織化後、国内上場企業に対する上場

費用を引き上げ、批判が高まっていたが、 2004 年はじめに公正取引庁の調

査が入り、同年 4 月には上場費用は自主的に引き下げられた。  30 
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 なお、ロンドン証券取引所への新規上場には、①新株の発行・売出しを行

わず、既発行証券を上場するイントロダクション、②募集、③売出し、④既

存株主以外の機関投資家等への募集・売出しを行うプレイシング、⑤割当先

となる顧客をゆする仲介業者への募集・売出しを行う仲介募集・売出しがあ

る。  5 

 ロンドン証券取引所では 1 日 60 万回以上の取引が行われており、流動性

に応じて、国内証券では SETS、SETSqx、SEAQ、外国証券では IOB、EQS、

ETR、 IB という取引システムを採用しているが、これらの取引システムの

いくつかは 2007 年の金融商品市場指令思考に合わせて変更された。  

 SETS は取引の活発なイギリス株式取引で採用されており、オークション10 

形式の指値注文板にマーケット・メーカーの確定気配を組み合わせた取引シ

ステムである。SETSqx はマーケット・メーカーの確定気配に 1 日 4 回の提

示オークション（ 8 時、11 時、15 時、16 時 35 分）を組み合わせた取引シ

ステムであり、顧客注文が対当しにくい低流動性銘柄で採用されている。そ

して、SEAQ はビッグバンの際に採用されたマーケット・メーカーの気配自15 

動表示システムであり、SETS や SETSqx を採用していない AIM 上場株式

と債券の取引で採用されている。  

 

 

 20 

第３章 証券流通市場の現状  

 

次に、本章では証券流通市場の現状について検討する。  

 

３－１  ＴＯＰＩＸの推移と日米格差  25 

 まず、最初にＴＯＰＩＸの推移を見ていく。これは 2015 年 12 月 31 日時点

のものである。ＴＯＰＩＸが下落始める原因は、その年に何らかの市場を揺る

がす大きな事件が発生したためである。 2001 年の 9 月 11 日にアメリカで同時

多発テロ、 2008 年 9 月 15 日にリーマン・ショックが起きた。そのため、順調

に推移していた株価は、これらの事件後に低迷するという動きを繰り返し、現30 
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在では株価はボックス圏内の動きとなっている。  

 

  日本証券取引所グループの資料に基づき筆者作成  

 続いて、時価総額について確認していく。下記の表は 2015 年 2 月末の世界主

要取引所の時価総額ＴＯＰ１０を示したものである。一位のニューヨーク証券5 

取引所は全体の約 3 割弱をも占めている。二位のナスダック  ＯＭＸは約 1 割

を占めている。そして、三位の日本の東京証券取引所が 1 割にも満たない 7.21％

を占めている。その次に 1％差で、上海取引所が 6.29％を占めている。ニュー

ヨーク証券取引所の時価総額は東京証券取引所の時価総額の約 4.1 倍にもなり、

日米間の証券市場規模の格差が目立つ。  10 

 

出典：楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/worldcaprank/  
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３－２  株式の認知度  

株式会社 NTT データ経営研究所は株式会社東京証券取引所からの委託により、

2012 年 9 月と 2013 年 3 月の 2 回に渡って、国内の成人男女 10,000 人を無作為

抽出し、株式投資の認知・実施状況や株式投資に対する意識等についてアンケ5 

ート調査を行った。その 2 回の調査における、株式投資の認知・実施状況の調

査結果が図①である。  

 

 

出典：株式会社 NTT データ経営研究所  10 

まず最新の 2013 年 3 月の調査結果を見てみると、成人男女における株式投

資実施者の比率は  22%。およそ 4.5 人に 1 人が株式投資を行っている。アメリ
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カにおいては株式投資実施者の比率が 50%を超えるとも言われており、アメリ

カに比べると、まだまだ裾野拡大の余地がある。株式を“知らない”と答えた

人が全体の約 30%、“名前は知っているが具体的なことは分からない“と答えた

人が全体の約 30%で、成人男女の約 60%が株式投資のことをよく知らないとい

う状況という結果が見てわかる。この 2 つ目の結果については意外である。あ5 

れだけ新聞や TV で報道をされていても、日本人の半分以上が実は株式のこと

をよく知らないのである。  

次に、2012 年 9 月と 2013 年 3 月の調査結果を比較してみると、株式を“知

らない”と答えた人は 3%程度減少し、代わりに“名前は知っているが具体的な

ことは分からない”と答えた人は 3%程度増加した。“名前ぐらいは知っている”10 

人が多少増えたが、株式投資のことを知らない人は全体で 60%と変わっていな

い。株式に対して興味を持つ人は 2%程度増えたが、株式投資の経験者（ =株式

投資実施者＋株式投資休止者＋株式投資を止めた人）は、2 回の調査とも 30%で

ある。この 6 ヶ月間で株式投資の経験者数は変わっていないという結果である。

株価の値上りや株式市場の活況が新聞や TV で大きく伝えられたこの期間、多15 

少株式の認知度は上がり興味を持つ人も増えたが、個人投資家の裾野は広がっ

ておらず、個人投資家の売買が増えたのは、市況が良くなったことで既存の株

式投資家の売買頻度があがったためであると考えられる  

上で述べた株式に関する認知・実施状況を、年代×性別毎に見た結果が図②

である。結果を見てみると、女性の若中年世代 (20 代-40 代)が他の世代に比べ20 

て株式の認知度が突出して低いのが目立つ。20 代については、まだ働き始めた

ばかりで投資に回せるお金がある人も少ないため、認知が少ないのもいたしか

たないのかもしれない。しかし、いわゆる“資産形成世代”である 30-40 代の

女性の認知度が低いのは気がかりだ。この 30～40 代の株式認知度が低さは、株

式マーケットの将来を考えるうえでリスクとなる。  25 
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出典：株式会社 NTT データ経営研究所  

図③は NTT データ経営研究所にて試算を行った個人金融資産の世帯別内訳で

ある。現状では 60 歳以上が個人金融資産の 6 割を保有しているが、この世代で5 

最も人口が多い団塊の世代は、 2013 年時点で 64 歳～66 歳と、既に 60 代中盤

から後半に差しかかっている。70 歳を超えると、例えば親の資産を子が管理す

る等の実質的な相続＝資産移転が始まってくると考えられるが、この移転先が

30 代後半～ 40 代前半の範囲にある団塊ジュニアの世代であるからである。  

株式に興味がない 30-40 代の女性は株式に対して、「難しい言葉を並べたて10 

られてよく分からないが、たくさんお金がある私とは縁遠い人が朝から晩まで
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売買を繰り返し、結果財産がなくなるほど大損することもある。」というように

漠然としたイメージを持っていることが浮き上がる。「株式投資はお金がある

別世界の人がやる」 ,「短期の投機的 /博打的」というイメージについては、実

際に株式投資を行っている人のイメージとは大きくかけ離れている。  

図⑤は株式投資を行っている人の保有金融資産額の分布である。ボリューム5 

ゾーンは 1,000 万円以上 3,000 万円未満の層であるが、資産額が 100 万円以上

500 万円未満及び 500 万円以上 1,000 万円未満の金融資産保有者は合計すると

全体の約 40%程度に達している。一方で図⑥をみると、 30 代-40 代の世代全体

では、100 万円以上 500 万円未満及び 500 万円以上 1,000 万円未満の金融資産

保有者は全体の 40%を占めている。これは、同年世代の“平均的～平均よりも10 

少し貯蓄が多い”層である。  

このように、株式投資を行っている人と 30 代-40 代の世代全体を比較して

も、保有金融資産の分布に決定的な差があるというわけではなく、実体として

「株式投資」は「お金がある別世界の人」だけが実施しているものではないこ

とがわかる。   15 

図⑦の投資目的タイプの分布によると、「長期のキャピタルゲインタイプ」、

「配当タイプ」、「株主優待タイプ」の長期保有で利益を得ることのみを目的と

した投資家が 63.3%と全体の約 2/3 を占め、逆に「短期キャピタルゲインタイ

プ」のように短期の売買で利益を得ることのみ  を目的としている投資家は全

体の 12.5%しかいない。  20 
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出典：株式会社 NTT データ経営研究所  

・多目的タイプ＝長期キャピタルゲイン、短期キャピタルゲイン、配当利益、

株主優待のすべてを目的にしている  

・長期キャピタルゲインタイプ＝長期キャピタルゲイン＋配当利益もしくは株5 

主優待が目的  短期キャピタルゲインタイプ＝短期での売買差益が目的  

・配当タイプ＝配当利益＋株主優待が目的  

・株主優待タイプ＝株主優待が目的  

・知的余暇目的タイプ＝金銭的な利益が目的でないタイプ  

 10 
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出典：株式会社 NTT データ経営研究所  

短期の投機的 /博打的なイメージというのは、実体からは大きくかけ離れて

おり、また「すごくリスクが高い」というイメージについても、確かに元本割

れをすることもあるためリスクはあるが、とてもオーバーな印象は否定できな

い。いったいどうしてこういうイメージが出来上がってしまったのであろうか。 5 

 

出典：株式会社 NTT データ経営研究所  

大きな要因の一つは、株式投資に関する情報発信や報道のあり方にあると考

えられる。まず、女性と男性では興味を持つ情報が大きく異なる。図⑧は、株

式の未認知層がよく見る新聞の紙面を男女で比較したものである。男女で大き10 

く異なるのは、「政治面」や「経済面」を見ている人は、男性がそれぞれ 58.8%、

56.7%と半分以上の人がよく見ているのに対して、女性は 36.4%、37.2%と、女

性に比べて男性の方が見ている人が多い。一方で、「文化面」や「生活面」を見

ている人は、男性がそれぞれ 37.6%、47.2%に対して、女性は  62.4%、79.5%と、

女性の方が男性に比べて見ている人が多い。  15 

「税制の見直し」や「社会保障制度」といった暮らしに関連が深い情報につ

いては、男女で大きな差は見られないが、「業界の景況 /企業の業績」や「為替

/金利/金融商品の値動き」の情報については、半分以上の女性が、トピックに

なっているニュースすら分からないと答えている。一方で、株式については、

短期的な株価の値上がり値下がりや、これまでの値動きや今後の値動きのトレ20 

ンドに関する経済的な側面からの解説等、経済の側面から語られることが多い。
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例えば、5/23 に株価が急落した際にも、夕方から翌朝にかけて「下げ幅は 1143

円で歴代 11 位であった」といったニュースを各メディアがこぞって配信した。

もちろん、これらの記事は正確で誤っているものではない。しかし、これらの

記事にはこのニュースが意味することは、日経 225 銘柄に含まれる銘柄を前日

の終値で買って、当日の終値で売った場合に、 7%程度の資産棄損が発生した。5 

しかし、こういった売買をしている人は、個人投資家の中にはほとんどいない。

大半の人は中長期で株式を保有している人で、そういった人たち（ 5/9 日以前

に株式を購入した人たち）から見た場合に、含み益は減ったが、資産棄損をし

ている訳ではない。（最終的に損をしたわけではない。）といった、個人投資家

への影響についてはほとんど言及されていない。こういった個人投資家への影10 

響への言及がなく、暴落の事実がただ伝えられた後に、専門のアナリストの金

融用語を用いた解説が並んでいたら、経済を知らない女性の方が見れば「難し

くてよく勉強しないと始められない」「短期の投機的 /博打的なイメージ」「すご

くリスクが高いというイメージ」というイメージを持ってしまうのは、仕方が

ないことである。生活目線での「身近」な情報提供が女性の投資参加のカギと15 

なる。  

株式会社 NTT データ経営研究所は株式会社東京証券取引所からの委託により、

株式の個人投資家の方、および株式未認知層の方を集めて、グループインタ  ビ

ューの形式で株式投資に関するインタビューを行った。両者を合わせて 6 名程

度のセッションで、株式投資家の方には投資を始めたきっかけや現在の投資状20 

況を、未認知層の方には株式投資に関する認知状況やイメージを聞き取りした。

株式投資家の方からは、以下の発言があった。  

・投資のきっかけは、「利率が低いため貯金するのはもったいないので、何か資

産運用をしたい」といった資産運用ニーズから。  

・始めた当初の資産運用額はおよそ 20～ 30 万円程度。  25 

・（何人かは）株主優待や利回りを目的としており、株価の値下がりも気にして

いない。  

興味深いのは、こういった話を聞いた未認  知層の方々が株式投資に対して

興味を持ったことである。  

未認知層は、株式投資や証券会社は敷居が高く、一部の富裕層が行うものと30 
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捉えていたが、実際の投資家の話を聞くと、意外と少額で投資をしており、株

主優待という分かりやすいものもあるということで、大半の方が興味・共感を

持つに至った。報道においても、証券会社等の販売サイドからの情報提供にお

いても、これまでこういった“身近さ”の視点が少し欠けていたのではないだ

ろうか。今回の調査を踏まえると、株式投資は決して 30-40 代の女性が敬遠す5 

るようなものではない。  

30-40 代の女性を取り込んで、株式投資の裾野を拡大していくためには  

・資産運用に関する知識や預金の低利回りに関する危機感の啓蒙といった  “暮

らし”の目線からの情報提供  

・一般投資家の体験談等、興味・関心が持てる“身近感がある”情報発信  10 

以上の 2 点が重要となると考える。  

 

以下のグラフは日本証券業協会が調べたものである。  

○個人投資家（回答者）の年齢層  

 15 

出典：日本証券業協会  

個人投資家（本調査の回答者）の過半数（ 56％）は、60 歳以上のシニア層で

ある。  

○個人投資家の年収  

 20 

出典：日本証券業協会  

年収は、300 万円未満が 49％と最も多く、約 7 割（73％）が年収 500 万円未
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満である。  

○個人投資家の証券（株式、投資信託、公社債）保有額（時価）  

 

出典：日本証券業協会  

証券保有額は、「 100～300 万円未満」が 25%と最も多く、75%が保有額 1000 万5 

円未満である。  

○個人投資家の株式保有額（時価）  

 

出典：日本証券業協会  

株式保有額は、「 100～300 万円未満」が 27%と最も多く、 7 割超（73%）が 保10 

有額 500 万円未満である。  

○株式の投資方針  

 

出典：日本証券業協会  
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「概ね長期保有・値上がり益あれば売却」が 49％で最も多く、次いで「特に

決めていない」16％、「配当を重視」13％、「株主優待を重視」12％、「値上がり

益重視・短期間に売却」 8％の順であった。  

○株式の平均保有期間  

 5 

出典：日本証券業協会  

10 年超が 33％で最も多く、全体の半数程度が 5 年以上と回答した。累計でみ

ると、1 か月以下は 2％、3 か月以下は 3％、6 か月以下は 6％、1 年以下は 13％

であった。  

 10 

 

３－３  日本証券サミット（ Japan Securities Summit）  

日本証券業協会では、日本の証券市場を海外においてプロモートするため、

平成 20 年より「日本証券サミット」（ Japan Securities Summit）を開催してい

る。平成 26 年 3 月 6 日、米国証券業金融市場協会（ SIFMA）との共催、日本取15 

引所グループの協賛により、米国ニューヨークにおいて第 6 回日本証券サミッ

トを開催した。  

このサミットで、最大の注目点は資本市場を通じてより多くの投資を企業に

呼び込むため、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るべきであるとい

う意見が出た点である。そして、その方策として、社外取締役の導入促進、機20 

関投資家が投資先企業の経営により建設的に関与することにより企業の長期的

成功を促す日本版スチュワードシップ・コードの導入、収益力強化やコーポレ

ート・ガバナンス向上にインセンティブを与える新株価指数「 JPX 日経インデ

ックス 400」の導入、 GPIF の改革は、大きな意義を有するとされた。こうした
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点につき日本は、他国当局や市場参加者の意見に配慮した形でルール作成を行

っていくべきとの意見を表明し、妥当な内容の合意形成に寄与してきた、等の

見解が示された。また、アジアでは、中国、シンガポール、韓国が国際金融セ

ンターとしての機能を拡充しており、日本の市場がこれらとの競争に打ち勝つ

ためには、商品取引の拡充、取引インフラの効率性向上、株主重視の経営戦略5 

とコーポレート・ガバナンス向上により上場企業の企業価値の維持・向上を図

る必要がある点が指摘されたのも興味深い。  

 

 

第４章  流通市場の活性化における課題  10 

 

本章では、日本が国際間の証券市場競争に生き残る上での課題を３つ提示

したい。  

 

４－１  個人投資家の投資状況  15 

現在の日本の家計の特徴は、現金・預金比率が非常に高く、家計における

金融資産の半分が銀行や郵便局に預けられていることである。また、日本で

は、元本確定型の金融商品が中心であり、預金に加えて、保険・年金も確定

給付型の商品が中心なので、家計資産の 80 パーセント以上が元本確定型の

商品であり、日本の家計部門はほとんど金融リスクを負っていない。逆にア20 

メリカやドイツなどでは、現金・預金の比率が低いうえに、株式以外の証券

も投資信託の受益証券が多く、保険・年金も変額保険や確定拠出型年金とい

った元本や給付額が確定していないタイプが多く家計部門が大きな金融リ

スクを負担している。  

また、日本では家計が金融リスクを負担しない代わりに金融機関がリスク25 

を負担してきた。日本の高度成長期にはこうした方法が効果的だったが金融

機関の力が低下し、リスクを負えなくなると社会全体のリスクをとる能力が

極端に低下し、1990 年代にはそうした日本型の金融仲介システムの脆弱さ

が露呈してしまった。  
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ニッセイアセットマネジメント  

http://www.nam.co.jp/market/t imely/fmn/achv/0912.html  

 5 

 

４－２  金融に対する知識不足  

中学校や高校教員が金融経済教育の授業が不足と考えていることが、日本

証券業協会が実施した調査の結果から明らかになった。学習内容では半数以

上の教員が「実生活とのつながりを感じにくい」という問題点を抱え、利用10 

しやすい副教材を求める声は 7 割に上った。  

なお、この調査では、金融経済教育を「金融や経済のさまざまな働きを理

解し、それを通じて社会や自身の生活・人生について考え行動する、生きる

力を身につける教育」と定義する。  

 金融経済教育の必要性は 95.0％の教員が「必要」とした一方、授業時間の15 

確保状況については 59.0％が「不十分」と回答。実施状況でも「行っている」

は 4 割にとどまり、3 割近くが「行っていない」とした。  

 金融経済教育の学習内容の問題点については、「用語・制度の解説が中心

となってしまい、実生活とのつながりを感じにくい」が 55.0％に達した。金

融経済教育の授業実施のための支援では、「平易な内容で生徒が利用しやす20 

い副教材」が 74.3％に上った。  

 同協会では、実態を踏まえ、金融経済教育のための授業時間を確保できる
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体制整備、副教材など教員ニーズに適合した支援が求められるとしている。 

 

 

出所：Rese Mom 

http://resemom.jp/article/img/2014/05/20/18541/74706.html  5 

 

 

４－３  機関投資家の役割  

現在、日本企業では企業の収益性をはかる指標である ROE(株主資本利益率 )  

が持続的に低い状態が続いている。機関投資家が株主としてのチェック機能を10 

果たしてこなかったことが問題となっている。その原因として機関投資家の運

用の６~７割がインデックス運用となっていることがあげられる。本来、投資家

は銘柄の分析を行い、投資して、高いパフォーマンスを目指すものである。そ

の結果、株式市場で会社の善し悪しを選別する市場機能が発揮され、有望な会

社には事業資金が回りやすく、時価総額が大きくなることで M&A を含めた事15 

業展開もしやすくなるし、問題のある会社に対しては低い株価の評価になるこ

とで経営改善を促す効果がうまれる。これが、本来の市場機能であり、投資家

とは。しかし、インデックス運用は TOPIX などの指数に連動した運用のため、

銘柄のそうした社会的な役割を担っており、特にプロの投資家にはそれが求め

られている。善し悪しを選別しない。また、投資した企業に関してもあまり深20 

く理解しようとしたり、経営改善を求めたりもしない。つまり、インデックス

運用とは、ほとんど労力やコストをかけずに、平均的な動きに乗っかるのが賢

http://resemom.jp/article/img/2014/05/20/18541/74707.html
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いという考え方である。これが個人投資家なら許されるのですが、機関投資家

の大半が上場企業に対する選別や監視の役割を放棄することにより、企業や株

価のパフォーマンスが全体的に悪化するという悪い結果をもたらしてきたので

ある。機関投資家のこのような行動は日本の市場機能を活性化するために改善

が求められる。  5 

 

 

 

第５章  流通市場の活性化における解決策  

 10 

本章では、我が国がどのような方策を取れば投資家にとって投資が魅力的

だと感じてもらえるかについて論じる。  

 

５－１  金融リテラシー  

我が国では金融教育が小学校ではほとんどおこなわれておらず、中学校で15 

は公民科においてクレジットカード等がでてくるが第三学年等特定の学年

に偏ってしかおらず金利や金融商品のしくみ、取引のルール等実践的な知識

が不足している。  

また、文部科学省によるアンケートの結果から教員の支援として専門的知

識の日則が原因で生徒の理解度に不安を感じている教員も少なくないと考20 

えられるので教員向け研修会等の継続的な実施等、教員向けの支援が必要。

また、金融教育を授業でとりおこなう際、生徒の興味・関心を引き出せるよ

うな副教材の提供も必要である。金融機関として，金融教育の活動を通じて

何を達成したいのか，という目標（ゴール）の設定である。地域社会への貢

献という広い意味からとらえることが多いと思われるが，地域のなかで置か25 

れた状態や中長期の経営ビジョンに沿った目標の設定が課題となる。金融教

育を一時のブームで終わらせないためにもめざすゴールの設定が重要とな

るだろう  
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出所：文部科学省（2004）  

 『「初等中等教育段階における金融経済教育に関するアンケート」調査結果

報告書』 11 ページ  5 

 

 

 

出所：文部科学省（2004）  

 『「初等中等教育段階における金融経済教育に関するアンケート」調査結果10 

報告書』 13 ページ  

 

また、米国では日本が金融の制度や仕組みを教えることに重点を置いてい
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るが、より実践的な教育をおこなうことに重点を置いている。また、米国の

金融教育の主導的役割は NPO が果たしてきており、ＮＰＯにより生徒たち

への金融理解力の調査、各学年レベル別金融経済教育カリキュラムの策定、

金融に関する教材の提供、教員のトレーニングがおこなわれている。また、

その中のＮＳＥＥは①基本的な経済概念理解し、労働者、消費者、市民とし5 

ての生活に影響する経済問題について論理的に考え、経済学を知らない人が

犯してしまうミスを回避できる。②失業やインフレ、金利動向などの程度と

現状を知っている③経済学者（エコノミスト）が経済問題に関して異なる見

解を持っている一方で、多くの論点と基礎的な分析手法については経済学者

の間でも合意のあることを理解する。という三点を最終的に理解すべき目標10 

に掲げている。  

 

 

５－２コーポレート・ガバナンス  

日本語では、企業統治と訳されるが、概ね次の意味で使用されている。①15 

企業と株主の関係のあり方②企業内部の意思決定や経営監視の仕組み③企

業の関係者である株主、経営者、従業員、および債権者等の利害調整をする

ためのメカニズム④株主の利益を最大化させるためのチェック体制の四つ

で構成される。つまり、いずれの立場にせよ会社が法令を遵守し、効率的に

運営されることが求められる。そのように業務執行がおこなわれるようにコ20 

ントロールしたり、モニタリングしたりする仕組みのことである。情報の非

対称性が起こらないように公開企業として、不特定多数の株主（投資家）か

らより厳格なコーポレートガバナンスを求められるようになってきた。コー

ポレートガバナンスは経営管理統制を、内部統制は従業員や会社の資産の管

理統制を指し、これらの関係を表すと下のような図になる。これにより、情25 

報の浸透性を図ることができる。  
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内部統制入門ナビ  

http://www.internalcontrol -navi.com/request /governance/  

 

４－３で述べた機関投資家の問題を解決するために効果的なのがスチュワー5 

ドシップコードとコーポレートガバナンスコードである。まず、スチュワード

シップコードとは、管理者としての行動指針という意味で正式には「『責任ある

機関投資家』の諸原則」である。また、副題は「投資と対話を通じて企業の持

続的成長を促すために」となっている主に投資先企業のことをよく理解し、投

資先企業と持続的成長に向けて対話し、株主総会では議決権をきちんと行使し、10 

そうした一連の方針と行動を受託者に説明するという指針が書かれている。こ

の行動原則を運用する金融庁は機関投資家各社にスチュワードシップコードの

受け入れを求め、それに対し、2015 年 6 月までに資産運用会社、生損保、年金

基金などの 191 社と国内で活動するほとんどの機関投資家が受け入れを表明し

た。また、受け入れを表明した会社は金融庁のホームページで公表され、自ら15 

のホームページでもその旨を告知し、スチュワードシップコードを順守してい

く上での具体的な方針を決めることになる。すでに、機関投資家はスチュワー

ドシップコードを受け入れることが常識となっており、日本株で運用を委託す

る運用会社を選ぶ基準として、コードの内容をどれだけ有効に活用しているか

も判断に使用すると明示している機関投資家もいる。こうした動きは他の機関20 

投資家にも拡大すると考えられるため、スチュワードシップコードの受け入れ

http://www.internalcontrol-navi.com/request/governance/
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をしていないと業務や取引に支障が出てくる可能性が高くなっている。また、

それに反する行動をした場合には説明責任が問われる。  

前述したコーポレートガバナンスについては、コーポレートガバナンスコー

ドがある。これは「上場企業の行動指針」を表している。金融庁と東京証券取

引所が全上場企業に求めるもので五つの基本原則から成り立っている。これに5 

ついて全上場企業が順守するか順守しない場合には説明が求められている。今

後あきらかに一般の株主の不利益になる行為はコーポレートガバナンスコード

に抵触する行為として強く非難されることになるため、そのような行為は減っ

ていくと思われる。株主以外のステークホルダー (利害関係者 )との適切な協働

についても従業員を不当に働かせたり、取引先に不当な条件をゴリ押ししたり、10 

顧客に不適切な販売行動をおこなったりということは長い目でみるとその会社

にとって最も大事な経営資源である信頼性を失わせ、長期的に収益力を衰えさ

せることになる。長期的かつ持続的な会社の発展を考えると、あらゆるステー

クホルダー、さらには社会や環境とも適切な関係を築いていく必要がある。そ

うした意味で、ステークホルダーとの関係において違法行為や不適切な行為は15 

できる限りチェックされてただされるべきであり、内部通報がしやすい体制を

作ることが大事である。この二つのことを守れば、日本も貯蓄から投資へ移行

できるはずである。  

 

 20 

 

終章  

本論文では、一章で証券市場の定義と大まかな金融システム、情報の非対

称性について述べた。次に、二章では、証券流通市場の歴史的発展や海外の

証券市場について述べた。そして、第三章では、現在の証券流通市場の状況25 

や株式の認知度、コーポレートガバナンスの現状について述べた。第四章で

は、これまでに見つかった課題についてまとめ、第五章では、現在の流通市

場の活性化についての具体的な解決策を提示した。  

我々はまず、流通市場の活性化には金融リテラシー、すなわち金融教育が

重要になってくると考えた。日本は金融教育がまだまだ追いついておらず、30 



39 

 

低年齢からの金融教育や、教育を行える教員の教育が最優先されるべきだと

考えた。金融教育が充実することで、流通市場や金融に対する偏見がなくな

り、流通市場に携わる機会が増える人間が多くなることで流通市場が活性化

するのが理想的だと考えた。  

また機関投資家のインデックス運用の隆盛で、株主が企業を十分に統治でき5 

ないという問題も指摘した。これを解決するために効果的なスチュワードシッ

プコードとコーポレートガバナンスコードの実施か求められる。  
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