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序章  

 

1989 年 12 月 29 日に日経平均株価（終値）は史上最高値の 38,915 円 87 銭

に達した。だが、翌年以降株価の大幅な下落が続き、後にバブル崩壊と呼ばれ

ることになった。2008 年には世界的な金融危機が起こり、日本の証券市場は改5 

めて大きなショックを受けた。  

 戦後の高度成長経済の下では、銀行を介して家計の貯蓄を企業の投資に結び

付ける間接金融方式は有効に機能してきた。しかし、バブル崩壊に伴う不良債

権問題は銀行のリスク負担能力を大きく低下させた。そのため、日本の金融シ

ステムにおいて、間接金融と直接金融をバランスよく機能させることが必要と10 

なった。このような背景から、1996 年に当時の橋本龍太郎内閣によって「日本

版金融ビッグバン」と呼ばれる大規模な金融システム改革が始められた。特に

証券市場においては大幅な規制緩和が進められた。そうした中で、「貯蓄から投

資へ」というスローガンが提唱されてきたが、家計の保有金融資産のうち現預

金は約 5 割を占め、欧米に比べてリスク性資産の保有比率は相当程度少ない現15 

状である。  

 急速な少子高齢化の進展に伴い、社会保障費は年々増加し、歳出に占める比

率は上昇を続けている。世代間扶養を基軸とした社会保障制度の持続可能性に

は大きな懸念があり、自助努力による老後の資産形成は不可欠となっている。  

 流通市場において、多様な市場参加者の評価が反映され、効率的で活発な取20 

引が行われることで、流動性の高い魅力的な市場が実現する。また、発行市場

において家計から企業に移転された資金は企業の成長を支え、日本経済の成長

に寄与することが期待される。  

 以下では、第一章では証券流通市場の仕組みと役割について整理する。第二

章では流通市場の現状を分析し、課題と目指すべきあり方を提示する。第三章25 

では家計、第四章では企業、第五章では取引所それぞれについて検討する。そ

して、第六章で家計、企業、取引所に関して、証券流通市場を活性化させるた

めの方策を提案していく。  
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第一章  国内証券市場 

 本章では、証券市場の仕組みについて述べた後に、資金供給主体である投資

家の説明を行う。 

 

第一節  証券市場の仕組みと役割 5 

証券市場について触れる前に、その前提となる金融市場について述べる。金

融市場は国民経済における金融的な資金の流れの全体であり、金融資産が売買

される場である。 

 

図 1－ 1 金融市場の仕組み 10 

 

出所）大村敬一・俊野雅司（ 2014）『証券論 History, Logic, and Structure』 

有斐閣 15 頁より筆者作成  

 

金融市場は間接金融と直接金融に分類される。間接金融とは、資金余剰主体15 

から資金不足主体への資金の流れが、銀行などの金融仲介機関によって仲介さ

れる形で行われる金融である。一方、直接金融とは、資金不足主体が資金を調

達するために証券を発行し、証券会社を通じて、資金余剰主体がその発行され

た証券を購入する形で行われる金融である。この直接金融が行われる場が証券

市場である。 20 
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証券市場は機能として発行市場と流通市場に分類される。発行市場とは、資

金を調達するために企業が証券を新たに発行する市場である。一方、流通市場

とは、既に発行された証券が売買される市場である。投資家にとって売買しや

すい流通市場が存在することで、発行市場において新たな証券が発行されやす

くなる。また、流通市場で形成された証券の価格は、その証券に対する投資家5 

の需給動向を端的に示すため、新規に証券を発行する際、その価格を基準とし

て発行される。このように、発行市場と流通市場には密接な関係がある。  

証券市場は証券の種類によって株式市場と債券市場に分類される。  

また証券を取引する際に、取引所を利用するか否かで、取引所取引と取引所

外取引に分類される。取引所外取引とは投資家が取引所を介さずに株式を売買10 

する取引のことであり、証券会社内で行う取引や、私設取引システム (以下  

PTS)を通じた取引などが該当する。  

国内債券市場では主に国債、地方債、社債などが発行されているが、その中

でも発行シェアの 98.6％を国債が占めている 1。なお、現在日本銀行による大

規模な量的質的金融緩和が行われており、債券市場は特異な状況の下にある。15 

そのため、国内債券市場の活性化についても検討の余地はあるが、本稿では株

式市場に焦点を当てる。また株式発行市場の活性化は、主に未上場企業の資金

調達面の課題や起業環境に関わる問題であることから、株式流通市場を中心に

分析・課題抽出・提案を行う。 

また主旨文の記載通り、メインテーマではないが、株式市場活性化の要素と20 

なる日本のベンチャー企業に対しての資金供給ルートについても分析・考察を

行ったが本稿では割愛する。 

 

第二節  株式流通市場のプレーヤー 

 本節では、株式流通市場活性化を述べるうえで欠かせない株式流通市場のプ25 

レーヤーである投資家について述べる。  

  

                                                 

1 日本証券業協会（ 2017 年 10 月 16 日発表）「公社債種類別店頭売買高」を参

照（ http://www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/shurui/）  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/shurui/
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（ 1）個人投資家 

  国内の個人投資家を指す。近年、ネットでの証券取引が可能になったこと

や小額投資非課税制度（以後、 NISA）などの制度が充実したことも受けて増加

傾向にある。 

 5 

（ 2）機関投資家 

 機関投資家とは、生命保険会社・損害保険会社・信託銀行・普通銀行・年金

基金・政府系金融機関など、大口の資産を使って株式や債券で運用を行う大口

の投資家である。市場における機関投資家の比率が相対的に高まる傾向を機関

化といい、機関投資家の影響力が増大することによって価格形成等で生じる10 

様々な現象を機関化現象という。 

 

図 1－ 2 投資部門別株式保有比率の推移 

 

出所 )日本取引所グループ (2016)「 2015 年度株式分布状況調査」 5 頁より 15 

筆者作成（ http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-

equities/examination/nlsgeu000001q8j8-att/j-bunpu2015.pdf）  

 

図 1－ 2 を見てわかるように、日本では 1970 年代の石油ショック時の市場混

乱期を経て 80 年代に入ると機関投資家の保有比率が高まった。  20 

http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu000001q8j8-att/j-bunpu2015.pdf
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu000001q8j8-att/j-bunpu2015.pdf
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 機関投資家は市場環境の変化に対して敏感に、なおかつ同質的な反応をす

る。そのため、市場の転換点を示唆するようなシグナルに対して、一斉に同一

の売買行動に出やすい。結果として、証券価格の動きが一方向に偏りやすく、

価格変動の振れ幅が大きくなりやすいとされる。機関化の進展によって、証券

価格の急激な上昇や下降の起こる頻度が高まり、市場のボラティリティが高ま5 

ったと指摘されることが多い。 

 

（ 3）海外投資家 

 現在、海外機関投資家が東証一部の株式売買高の 6 割を担う。 

 10 

（ 4） HFT 

 2010 年 1 月に高速性能を有する新システムである「アローヘッド」の稼働

に伴い、東京証券取引所の注文処理がミリ秒 (1/1000 秒)単位まで高速化し、

極めて短時間に膨大な注文処理が可能となった。これによって注文小口化・高

頻度化が可能となり、 HFT の拡大が本格化した。 15 

HFT は小口化・細分化された注文を連続的に繰り返すことによりマーケット

への流動性供給効果を与えている。また、 HFT が高頻度で小口売買を繰り返し

僅かな収益を積み上げていく特性に起因するボラティリティ抑制効果も与えて

いる。他にも取引効果の低減や、市場間の取引機械の拡大効果、取引執行事務

に係るヒューマン・エラーの低減効果なども与えている。  20 

一方、 HFT は一部の投資家に有利となるため、不公平や違法性という問題が

生じていることが指摘されており、 HFT 先進国である米国では規制すべきとさ

れている。仮に日本でも規制するとなれば、競争的で効率的な市場形成とのバ

ランスをどのようにとっていくかについて、検討すべきである。また、その際

には、 HFT 拡大がもたらす流動性の向上やボラティリティの抑制効果といった25 

メリットが、 HFT 業者のみに限られるのではなく、市場参加者全体によって享

受される外部効果が過度に損なわれないように留意することも必要である。  
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第二章  株式流通市場 

 本章では、株式流通市場について述べる。第一節では、上場するメリットデ

メリットについて、第二節では日本の企業と家計について分析する。 

 

第一節  上場のメリットとデメリット  5 

 日本には現在、日本取引所、札幌取引所、名古屋取引所、福岡取引所の四つ

の取引所が存在する。日本取引所は東証一部、東証二部、 JASDAQ、マザーズ、

TOKYO PRO Market から構成されている。 

企業は、時価総額や株主数などの上場形式基準とヒアリングなどを通じて行

われる経営の健全性や情報開示の適性性、コーポレート・ガバナンスなどを審10 

査される実質基準の両方をクリアした企業のみ市場に上場する事ができる。  

企業が上場するメリットは複数ある。企業は上場する事で公募による増資が

可能になる。出資による資金調達は、負債とは性質が異なり返済が不要であ

る。株主に対する義務として配当金を支払う必要はあるが、設備投資や商品開

発など企業の成長のために利用する事ができる。事業を拡大していくためには15 

欠かせない成長資金である。公募増資は企業にとって多額の成長資金を調達で

きる数少ない手段であり、上場の最大のメリットであるといえる。他には、知

名度・ブランド力の向上や優秀な人材の確保、社債などの資金調達の多様化な

どのメリットもある。 

 しかし、上場するデメリットも複数存在する。企業の意思決定スピードが遅20 

くなる事、情報開示や監査費用など多額の上場コストがかかる事、市場の短期

的な利益を追求する姿勢が強まってきたことによる中長期的な投資が抑制され

る事、流動性が低く適切な株価の価格形成ができず買収リスクが高まる事など

が挙げられる。 

海外の取引所では伝統的な取引所市場と PTS の間で株式の売買注文獲得を競25 

い合う「市場間競争」が行われている。アメリカ国内の独特な競争であった

が、近年欧州でも市場間競争がおこりはじめ、世界の取引所が高度なシステム

の導入、市場設備の改善、魅力度の向上に努めている。日本でも近年 PTS によ
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る取引高は伸びつつあるが取引シェアとして約 3～ 5％ 2を推移しており市場間

競争が起こっているとは言えない。  

しかし、近年戦略的に非上場化を行う企業が存在する。取引所として、この

ように企業が市場に上場している事を負担に感じ、 MBO を行うことは金融商品

が減る事を意味する。今後投資家のためにも取引所は、企業にとって魅力的な5 

市場を目指す必要性がある。 

 

第二節  市場の現状 

本節ではまず初めに、日本企業の現状を分析するために過去 20 年間のイン

デックスのパフォーマンスについて海外と比較する。 10 

図 2－ 1 世界の主要株価指数の推移  

 

出所 )Yahoo ファイナンスより筆者作成（ https://finance.yahoo.co.jp/）  

  

                                                 

2 日本電子計算株式会社（ 2015）「私設取引システム（ PTS）の現状」を参照

（ https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00180） 

 

https://finance.yahoo.co.jp/
https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00180
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図 2－ 1 は 1994 年から 2015 年までの世界の主要株価指数の推移だが、どの

株価指数も 20 年間で見ると右肩上がりなのに対し、株価が横ばいであるのは

日本の TOPIX のみである。諸外国に比べて TOPIX のリターンは著しく低くな

っており、日本の株式市場ではリスクに対して適切なリターンが得られていな

い状況であることがわかる。 5 

 

図 2－ 2 インデックスのリスク・リターン比の海外比較 

 

出所 )Bloomberg より筆者作成（ https://www.bloomberg.co.jp/） 

 10 

3また、図 2－ 2 からは、過去 20 年間のパフォーマンスを比較した結果、日

本の株式市場のパフォーマンスが低調であったことがわかる。このことから、

企業が長期的に成長できていないといえる。企業の中長期的な成長は株式流通

市場を考えるにあたって必要不可欠である。  

次は、家計について検討する。 15 

 

以下の図 2－ 3 は日本の家計金融資産構成比を表している。家計による投資

信託・株式による投資は増加している。しかし、家計全体の金融資産の規模が

約 1800 兆円であるのに対して、株式・債務証券・投資信託などのリスク性資産

                                                 

3 期間は 1995 年 10 月～ 2015 年 9 月。リターンは幾何平均。リターン、リスク

は年率換算値。 

 

https://www.bloomberg.co.jp/
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は約 15 パーセントである。 

 

図 2－ 3 家計の金融資産構成の推移 

 

出所 )日本銀行（ 2015）「資金循環統計」より筆者作成 5 

（ http://www.boj.or.jp/statistics/sj/sj.htm/）  

 

 

次頁の図 2－ 4 は、家計の金融保有資産割合を欧米と比較し表したものであ

る。貯蓄から投資へと謳われている中、日本の家計の金融保有資産の割合が貯10 

蓄に偏っているのが現状である。 

  

http://www.boj.or.jp/statistics/sj/sj.htm/
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図 2－ 4 家計の金融資産日米欧比較 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

出所 )日本銀行調査統計局 (2016）「資金循環の日米欧比較」 2 頁より筆者作成

（ https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf）  

現在、国内では少子高齢化が急速に進展している。以下の図 2－ 5 をみてもわ

かるように 2050 年には高齢化率が 35.7％に達し、現役世代 1.2 人で高齢者 1

人を支えることとなる。 15 

 

図 2－ 5 65 歳以上 1 人あたりを支える 15～ 64 歳の人数 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

出所）内閣府 (2015)「高齢社会白書（全体版）」 4 頁より筆者作成 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

2015/zenbun/27pdf_index.html）  

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html
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日本の年金制度は積み立て方式ではなく賦課方式であるため、年金制度の継

続性は危ぶまれている。家計は投資による自助努力で老後の資産形成を行う必

要がある。しかし、株式投資の経験がある人は 31.6％、投資信託においては

25.8％と非常に低い。 4多くの家計にとって投資が行われていないことがわか5 

る。 

以上の分析から、日本の家計には投資の余力があり証券流通市場の活性化の

担い手となりうると我々は考えた。また、家計には老後の資産形成の必要性が

あるため投資を行う動機が十分にあり、様々なアプローチを行えば投資を促す

ことができると考える。 10 

 

第三節  目指すべき証券市場の姿 

日本取引所は日本では独立的な地位を確立しているがアジアの中では競争環

境に置かれている。 2005 年に 4000 億米ドルであった中国の上海、深セン株式

市場の時価総額の合計は、2010 年には 4 兆米ドルにまで増加しアジアでこれま15 

で最大であった東京証券取引所の 3 兆 8000 億米ドルを上回る結果となった。

設備投資を行うための資本増強のために 2013 年 1 月に東京証券取引所は「ア

ジア地域でもっとも選ばれる取引所」を目指し、大阪証券取引所と合併し、株

式会社日本取引所として誕生した。 

 グローバル化が進む世界の金融市場において、日本を代表する取引所として20 

国際的な競争力を高め、企業・投資家にとって魅力的な市場になることに努め

なくてはならない。 

そこで我々は、「幅広い投資家層の構築」「魅力的な上場商品の増加」「制

度・システムの利便性の向上」の三点の項目を達成した市場が目指すべき株式

流通市場の姿である。 25 

  

                                                 
4 金融広報中央委員会（ 2016）「金融リテラシー調査」 6 頁を参照。

（ https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/

2016/） 

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/
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本稿の構成を図 2－ 6 で示す。 

 

図 2－ 6 以下の流れ 

 

出所）筆者作成 5 
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第三章  家計の現状と課題 

本章では、「幅広い投資家層の構築」のために第二章でも述べたように、家

計に資金供給の余力があると考え、家計について分析を行う。第一節では自助

努力の必要性について述べ、第二節で家計の投資を促す制度について整理し、

第三節で家計の金融保有資産がなぜ現預金に偏っているのかを分析する。  5 

 

第一節  自助努力の必要性 

日本の平均寿命は 2016 年現在 83.7 歳であり、男女別にみると男性 80.5 歳、

女性 86.8 歳となっている。 2060 年には男性 84.2 歳、女性 90.9 歳となる試算

である。5第二章第二節でも述べたように、日本の年金制度は「賦課方式」であ10 

り、高齢者世代を支える現役世代の人数が減少すると、今後もこの方式で年金

制度が維持できるかは疑問である。 

 また、図 3－ 1 は高齢夫婦無職世帯の 1 ヵ月における実際の収入及び支出に

関して分析したものである。高齢者には退職した後に社会保障給付が賄われ、

これが収入に割り当てられるわけだが、支出に対して不足分が生じることは明15 

らかである。 

  

                                                 
5 内閣府 (2015)「高齢社会白書 (全体版 )」 4 項 5 項を参照

（ http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

2015/zenbun/27pdf_index.html） 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/27pdf_index.html
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図 3－ 1 高齢夫婦無職世帯の家計収支（単位：円） 6 

 

出所）総務省（ 2015）「家計調査報告（家計収支編）」 27 頁より筆者作成 

（ http://www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm） 5 

 

先述したように、 2016 年の日本の平均寿命は 83.7 歳であるため、 60 歳で退

職し、その後およそ 23 年間生きると考えると、生じる不足金額は 62,326 円×12

か月×23 年≒ 1,720 万円と多額である。また、生命保険文化センターの「平成

28 年度、生活保障に関する調査」によると、ゆとりある老後生活を夫婦 2 人で10 

暮らしていくためには月額約 35 万円が必要となり、 23 年間では約 3,780 万円

の貯蓄が必要となる。しかし、老後の生活費の必要額を認識している人は

49.4％と半数を下回っている。 7 

  

                                                 

6 高齢夫婦無職世帯とは、夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみの無職世帯で

ある（総務省（ 2015）「家計調査報告（家計収支編）」 27 項より）

（ http://www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm） 

7金融広報中央委員会（ 2016）「金融リテラシー調査」 9 項を参照。

（ https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/

2016/ 

http://www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm
http://www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/
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第二節  投資促進のための制度・システム 

家計に投資を促進する制度として（ 1）NISA（ 2）確定拠出年金制度（ 3）ロボ

アドバイザー（ 4）「 One Tap BUY」について述べる。 

 

（ 1） NISA 5 

NISA とは平成 26 年 1 月にスタートした個人投資家のための税制優遇制度で

ある。NISA 口座では、毎年 120 万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信

託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる。小額かつ非課税で投資を行えるこ

とから、まとまった資金のない若年層の将来に向けての資産形成に適している。 

また、平成 28 年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度10 

である「ジュニア NISA」や、今年から始まった長期での資産形成が可能である

「つみたて NISA」という制度も存在する。 

NISA 口座開設数は近年増えている一方、実際に稼動している割合は半数と伸

び悩む一方であり、改善の余地がみられる。  

 15 

図 3－ 2 NISA の認知度（ 2016） 

 

出所）一般社団法人  投資信託協会（ 2017）「投資信託に関するアンケート調査」  

53 頁より筆者作成

（ https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research20162/）  20 
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図 3－ 2 から NISA の認知度がわかるように、「名前も制度内容も知っている」

人は全体の約 23.7％となっている。認知度は制度開始から数年たつが依然とし

て低いままである。また、若年層向けの制度であるのにも関わらず、年齢が上

がるにつれ認知度が高くなっている。また以下の図 3－ 3 を見てもわかるよう

に認知度の高い 60 歳以上の高齢者層の口座開設は、認知度の低い年齢層に比5 

べて多い。 

 

図 3－ 3 NISA 口座の年代別の開設申込み状況（ 2015）  

 

出所）日本証券業協会（ 2016）「個人投資家の証券投資に関する意識調査（概10 

要）」 9 頁より筆者作成

（ http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki/files/20171017_ishiki

chousa.pdf） 

 

NISA は若年層の資産形成に適した制度であるにもかかわらず、若年層に普及15 

していないことがわかる。 
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（ 2）確定拠出年金制度（以下、 DC）  

DC とは、毎月掛金を積み立て、資金を運用しながら老後の蓄えをする制度で

あり、企業型と個人型の 2 種類が存在する。平成 29 年 1 月より、個人型 DC に

公務員や企業型 DC 加入者・私学共済加入者・専業主婦（夫）も加入できるよう

になった。本制度改革により、 60 歳未満のほぼ全ての国民が個人型 DC に加入5 

可能となった。また、 DC は毎月の積立金額の上限が決まっており、原則 60 歳

まで引き出せず、老後の資産形成のための制度といえる。 

一方、個人型 DC の加入者数は伸び悩んでいる。図 3－ 4 から「名前も知らな

い」の割合が全体の 67.4％と非常に高く、認知度の低さが原因として考えられ

る。 10 

 

図 3－ 4 個人型確定拠出年金の認知度（ 2016）  

 

出所）一般社団法人  投資信託協会（ 2017）「投資信託に関するアンケート調査」  

17 頁より筆者作成 15 

（ https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research20162/）  
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近年、企業型 DC の加入者数は急激に増加しているが、自らの制度加入や運用

状況について把握していない加入者が多く、制度加入時に選択した商品を一度

も変更をせずに放置している者もいる。以下の図 3－ 6 からは、既に DC 制度を

利用している人で、運用商品の選択に困った経験がある人は企業型 DC56％、個

人型 DC（最初は企業型）58％、個人型 DC（最初から個人型・わからない）49％5 

という結果になっている。 

さらに、商品選択で困った経験がある人の大半は、具体的な投資アドバイス

を求めている。「 DC の商品の選択や組み合わせを決める際に、 FP などからアド

バイスを受けたいと思うか」というアンケート調査 8によると、企業型 DC75％、

個人型（最初は企業型） 66％、個人型（最初から個人型・わからない） 73％と10 

いう非常に高い結果となっている。  

 

図 3－ 6 商品選択に困った経験の有無  

 

出所 ) 野村総合研究所（ 2015）「確定拠出年金の利用実態調査（ 2015/3）報告」  15 

34 頁より筆者作成 

（https://www.pfa.or.jp/act ivity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf）  

                                                 

8 野村総合研究所（ 2015）「確定拠出年金の利用実態調査（2015/3）報告」を

参照（https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf）  

 

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf
https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf
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図 3－ 7 FP からのアドバイスを受けたい人の割合  

 

出所 ) 野村総合研究所（ 2015）「確定拠出年金の利用実態調査（ 2015/3）報告」 

35 頁より筆者作成

（https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pd f）  5 

 

このアンケートでは FP が取り上げられているが、 FP の他に投資に関する相

談先として、 IFA が挙げられる。 FP が「ライフプランニング」に特化している

のに対し、 IFA は資産運用に特化しているため具体的な商品選択の相談をする

ことができる。また、 IFA は特定の金融機関の従業員は含まれず独立している10 

ため、投資家の収益にコミットしたアドバイスを受けることができる。しかし、

日本では、“ IFA”を名乗る方の多くは、 IFA 支援ビジネスを手掛ける証券会社

の証券外務員としての立場を合わせ持っていることもある。もちろん、販売ノ

ルマ等はないが、無料で IFA に相談したところ、希望とは異なる選択肢を強く

勧められて、不審に思ったなどのトラブルも存在している。9FP には AFP と CFP15 

で区別がされている。しかし IFA には区別がなく、投資家が優良な IFA を選択

することは困難である。 

                                                 

9 森本直人（ 2008）「投資アドバイザーの選び方について」を参照

（https://profile.ne.jp/ask/a-35241-35245/）  

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf
https://profile.ne.jp/ask/a-35241-35245/
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（ 3）ロボアドバイザー 

家計の資産形成を手助けするものとして、金融機関やネット証券などが提供

するロボアドバイザーによる資産運用サービスが注目されている。 

Fintech のひとつであるロボアドバイザーは、投資家に対し AI を利用して資

産管理や資産運用のアドバイスを行うサービスのことである。インターネット5 

を通じていくつかの質問に回答すると、資産規模やリスク許容度を自動的に判

定し、それぞれの投資家に最適なポートフォリオの算出を行ってくれる。また、

従来専門家が提供していたサービスを AI が行うことで、大幅にコストを削減

することができ、手数料や運用管理費の低価格化を実現している。  

（ 4） One Tap BUY 10 

株式会社 One Tap BUY が 2016 年に「 One Tap BUY 日本株」という日本株専用

アプリをリリースした。スマートフォンを用いて従来の株式売買の操作に比べ、

非常に簡単な操作で株式取引を行うことができる。特徴として、株数単位では

なく金額指定でシンプルに取引できる。さらに、通常では数百万円が必要な銘

柄に対しても 1000 円単位の少額取引が可能である。取引対象が 30 銘柄に限定15 

されているため投資初心者にも銘柄選定が行い易くなっている。  

将来的に、スマートフォンに慣れ親しんだ若い世代を中心に株式投資家層の

拡大が期待される。 

 

第三節  家計が株式投資に積極的でない理由 20 

本章の以上の節を踏まえると、リスク性資産保有の余力があること、自助努

力の必要性があること、魅力的な制度が存在することがわかる。十分に家計が

投資を行うインセンティブは存在しているが、図 3－ 8 をみてわかるように、家

計が株式投資に対して積極的でない一因として「投資に対する関心の低さ」が

考えられる。 25 
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図 3－ 8 今後の資産運用意向（2015）  

 

出所）消費行動研究室（2016）「資産運用に関する意識調査」 4 頁より筆者作

成（http://www.toppan.co.jp/biz/mrl/report/digital/ifmff100000003x4 -

att/shisan_20160129.pdf）  5 

 

我々は以上の分析を行った結果、家計の課題を全体的な「投資に対する関心

度合いの低さ」と、投資に必要性を感じており関心がある層に対しての、資産

形成について相談を行う際の「 IFA の選定の難しさ」であるとする。  

「投資に対する関心度合いの低さ」という課題に対して「テレビでの投資関10 

連番組の放送」を、「 IFA の選定の難しさ」という課題に対して「 CIFA」を以

下の第六章において解決策として提案する。 

  

http://www.toppan.co.jp/biz/mrl/report/digital/ifmff100000003x4-att/shisan_20160129.pdf
http://www.toppan.co.jp/biz/mrl/report/digital/ifmff100000003x4-att/shisan_20160129.pdf
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第四章  企業の現状と課題 

本章では、「魅力的な上場商品の増加」のために株式発行主体である企業に

ついて分析する。第一節では、日本の株価が上がらない原因分析を行い、日本

企業の収益性の低さ、またその理由の一つとして経営者が適切なリスク・テイ

キングができていないことを指摘する。第二節では、コーポレート・ガバナン5 

スがリスク・テイキングと関係性があることを示す。  

 

第一節  日本の株価が上がらない原因  

日本の株価が上がらない原因を突き止めるために日本の ROE の低さについて

分析する。 ROE とは株主に帰属する自己資本の額に対してどれだけの利益を出10 

すことができるかを表す指標である。  

 

図 4－ 1 日米 ROE 比較  

 

出所）生命保険保障協会（ 2016）「株式価値向上に向けた取り組みについて」  15 

9 頁より筆者作成

（ http://www.seiho.or.jp/info/news/2015/20150323.html）  

 

図 4－ 1 をみると、米国と比較し日本の ROE が極めて低いことが分かる。デュ

ポン分析によって ROE を売上高純利益率、総資産回転率、財務レバレッジ 10に20 

分解して比較すると、その差は売上高純利益率にあることが分かる。つまり、

日本企業の収益性の低さにあるといえる。  

収益性の低さの要因について分析していく。  

収益性が低い要因のひとつとして、企業のリスク・テイキングが適切に行わ

                                                 
10 売上高純利益率が収益性、総資産回転率が効率性、財務レバレッジが安全

性を表す  

http://www.seiho.or.jp/info/news/2015/20150323.html
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れていないことが考えられる。本稿では、投資によって得られる期待収益の現

在価値がプラスの投資プロジェクトを実行することを「リスク・テイキング」

とする。具体的には、技術開発によって生産性の向上を図ることや、積極的な

M＆ A 等により新規分野に参入すること、あるいは海外に進出することを指す。 

 5 

図 4－ 2 企業の企業投資効率 (粗付加価値 /固定資産 )：全規模全産業 

 

出所 )財務省「法人企業統計年報」 (1985-2014)を参照に筆者作成 

（ http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou07.htm）  

 10 

図 4－ 2 は企業の投資効率をあらわすグラフである。設備投資を示す固定資

産の値は増えているにも関わらず、生み出される付加価値は減少し続けている。

このことから、設備投資が企業の収益に結びついていないことが分かる。  

背景として、バブル崩壊後の失われた 20 年の間に IT バブルや世界金融危機

等の経済危機を乗り越え生き残るために、企業はリスク・テイキングを行って15 

きたことがある。しかし、デフレ経済環境の下で、なおかつ円高による海外企

業との競争が激化したことによって、日本の企業のほとんどが保守的になって

いた。結果として、企業は中長期的な成長に向けた設備投資を行うよりも、短

期的な視点で経済変化を乗り切ることに力を入れていた。以上より、日本の経

http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou07.htm
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営者が適切なリスク・テイキングができていない状況にあるといえる。  

 

第二節  コーポレート・ガバナンス 

日本企業のリスク・テイキングはコーポレートガバナンス・コードにおいて

「攻めのガバナンス」に言及されているように、重要な課題とされている。  5 

「攻めのガバナンス」はコーポレート・ガバナンスの機能を通じて、経営者

に適切なリスク・テイキングを促すことにより、企業価値を高めることを意図

している。よって、次節では、コーポレート・ガバナンスがうまく機能すれば

リスク・テイキングが促進されるのかについて検討する。 

コーポレート・ガバナンスとリスク・テイキングの関係性を述べる前に、日10 

本でコーポレート・ガバナンスが重要視されるようになった経緯と内容を確認

しておく。 

我が国におけるコーポレート・ガバナンスを巡る取り組みは近年大きく加速

しており、2015 年 6 月には日本でもコーポレートガバナンス・コードが策定さ

れた。その背景として、 1990 年代のバブル経済の崩壊や企業不祥事の発生や、15 

株式の相互持ち合いが急速に崩れたことによって海外の機関投資家の所有比率

が急増したこと、間接金融が直接金融へと移行しメインバンクの機能が低下し

てしまったことがある。 

コーポレート・ガバナンスとは「株式をはじめ、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20 

組み」である。そして、コーポレート・ガバナンスが適切に機能することによ

って「会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的

な対応が図られることを通じて、会社、投資家、ひいては経済全体の発展にも

寄与することとなるもの」と考えられている。  

また、日本版コーポレートガバナンス・コードにおけるコーポレート・ガバ25 

ナンスの目的は、「経営者が適切にリスクを取るように意思決定を促す」ことで

あるとされている。日本版コーポレートガバナンス・コードの基本原則は、「株

主の権利・平等性の確保」「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」「適

切な情報開示と透明性の確保」「取締役会の責務」「株主との対話」である。本

論文では、⑴「株主の権利・平等性の確保」と⑵「取締役会の責務」の 2 つに30 
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焦点を当て分析し、先行研究を用いながら問題点を述べていく。 

 

⑴  「株主の権利・平等性の確保」  

基本原則 1 では株主の権利が実質的に確保され、適切に行使することができ

る環境づくりに対する責任が求められている。加えて、少数株主や外国人株主5 

の実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすいことから、十分に配慮する

ことが求められている。 

ここで我々は、外国人株主の権利を確保することがリスク・テイキングに繋

がると仮説を立てた。なぜなら、我が国の投資家に比べ、外国人投資家は、経

営参加への意思が強く、議決権を合理的に行使する傾向があるからだ。これま10 

でも外国人投資家は、「モノいう株主」として株主総会での取締役の人事、報酬

などの企業の議案に対して、異議を申し立ててきたという報告がなされている

11。Nguyen（ 2012）でも、外国人投資家の比率が高まるほど、リスク・テイキン

グが高まることを明らかにしており、我々の仮説を支持している。  

 15 

⑵  「取締役会の責務」 

基本原則 4 では収益力・資本効率等の改善を図るべく、「企業戦略等の大きな

方向性を示すこと」「経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備

を行うこと」「独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行役

員を含む）・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと」をはじめとする役20 

割・責務を適切に果たすことが求められている。  

そのためには、利益相反の監督機能や経営の不公平性を向上させる役割を担

う独立社外取締役の存在が必要不可欠となる。  

我が国では会社法の改正、またコーポレートガバナンス・コードの策定によ

り、国内上場企業 1 社あたりの独立社外取締役の平均人数は、1.97 人となって25 

いる。独立社外取締役を選任する企業の割合は近年大幅に増加しているものの、

以下の図 4－ 3 のように諸外国と比較するとまだまだ比率は低い。  

                                                 
11 篠田朝也（2010）「わが国企業における株主による経営の規律づけに関す

る検討―外国人投資家を中心にした分析―」を参照（ http://r-

cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/1056/1/30015870_485_6.pdf） 
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図 4－ 3 各国の取締役会の状況 

 

出所 )Spencer Stuart (2015)「2015 UK Board Index」 20 頁より筆者作成 

（ https://www.spencerstuart.com/research-and-insight/2016-uk-board-

index）  5 

 

また、我々は企業の適切なリスク・テイキングがなされていない要因は、独

立取締役の効力の弱さにあると考えた。そこで、独立社外取締役の効力がより

うまく働くためには選任数だけではなく、取締役会内での割合が関係している

と仮説を立てた。この仮説の実効性を示すためにデータや先行研究を用いて検10 

証していく。 

  

https://www.spencerstuart.com/research-and-insight/2016-uk-board-index
https://www.spencerstuart.com/research-and-insight/2016-uk-board-index
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図 4－ 4 独立社外取締役と ROE の関係  

 

出所）渡邊浩司 (2013)「独立社外取締役の選任と ROE の関係」 

『商事法務』商事法務研究会 No2006 58 頁より筆者作成 

 5 

図 4－ 4 より、実際に社外取締役の割合が多いほど ROE の値が高くなってい

るのがわかる。日本企業の ROE は海外と比較して低く、その事が問題視されて

いるが、要因の一つとして、取締役の独立社外取締役の占める割合の低さが考

えられ、この割合を高めることが企業価値の向上に繋がると考えられる。  

独立社外取締役が取締役会に占める割合が高まる事で、独立社外取締役の発10 

言力が強まるので、企業の経営に外部からの新たな視点が加わり、そのことが

企業の収益性向上に結びつく。 

投資家の多くは、ROE を投資判断の指標としており、ROE の向上は投資家・企

業どちらにとっても重要な事項である。独立社外取締役をより多く選任するこ

とで企業の「稼ぐ力」が向上すれば、株式投資が魅力的なものになり投資家か15 

らより多くの資金が証券流通市場に流れるだろう。  

また、 Nakano and Nguyen(2012)より、取締役会のサイズが大きいほどリス

ク・テイキングが低いことが証明されている。独立取締役が複数選任していて

も取締役会の規模が大きければ効力は弱まり十分に役割を果たせないといえる。

以上のことから、独立社外取締役の割合が高いほど企業にプラスの影響を与え20 
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ることがいえる。 

さらに我々は、企業の適切なリスク・テイキングを妨げるものとして、独立

社外取締役の独立性が確保されていないことも関係していると考えた。このこ

とについては以下でデータを用いながら検討していく。  

 国内上場企業のうち 8 割弱を占める監査役設置会社では、独立社外取締役の5 

選任時に経営者が関与することができる。したがって、国内の独立社外取締役

は企業と私的な関係性を持つ者が多く、企業の経営者にとって都合のよい独立

社外取締役員の選任が可能となっている。 

 

図 4－ 5 社外取締役の経歴 10 

 

出所：日本投資環境研究所 (2016)「企業と投資家との対話促進の観点からのコ

ードの課題」 12 頁より筆者作成

（ https://www.cfasociety.org/japan/publications/3_Ms.Ueda.pdf）  

 15 

実際に図 4－ 5 が示すとおり、企業との取引関係を持つ社外取締役の割合が

約 3 割を占めている。また、株主出身や借入先等、利害関係がみられる者も社

外取締役として採用されている。このような結果から、社外取締役において投

資家の求める独立性が確保されていないことがわかる。  

https://www.cfasociety.org/japan/publications/3_Ms.Ueda.pdf
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独立性が確保されなければ、独立社外取締役の役割を十分に果たすことがで

きないだろう。 

以上の分析から、企業の課題を「適切なリスク・テイキングができておらず

収益性が低い」とする。以下の第六章で「東証一部への指名委員会等設置会社

の義務化」、加えて「独立社外取締役を過半数設置することの義務化」の二つを5 

解決策として提案する。 
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第五章  取引所の現状と課題 

本章では、「制度・システムの利便性の向上」のために取引所の現状を分析

する。 

 

図 5-1 市場別売買代金 5 

 

出所）日本取引所グループ HP を参照し筆者作成（ http://www.jpx.co.jp/）  

図 5-2 市場別売買高 

 

出所）日本取引所グループ HP を参照し筆者作成（ http://www.jpx.co.jp/）  10 

 

図 5-1 と図 5-2 は 1985 年から 2017 年までの東証一部、東証二部、マザーズ

http://www.jpx.co.jp/
http://www.jpx.co.jp/
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における月間売買高と売買代金の推移の比較である。東証一部の数値が他と比

べ極めて高いことから、売買のしやすさを表す流動性が東証一部は東証二部、

マザーズよりも高いという事がわかる。 

次に、東証一部内の流動性を検証する。  

 5 

図 5-3 東証一部全体と上位 10 銘柄の売買高 

 

出所）「日本経済新聞」（2016 年 8 月～ 2017 年 7 月）朝刊「市場体温計」より 

筆者作成 

 10 

図 5-3 は東証一部売買高と東証一部上位 10 位までの銘柄の売買高を示して

いる。上位 10 銘柄で東証一部の売買高全体の 3～４割を占めていることがわか

る。東証一部 2024 社のうち 2014 社で残りの 6～ 7 割を占めていることになり、

東証一部の中でも流動性に偏りがあることがわかる。 

 東証一部の上位銘柄に流動性が偏っている理由として、マイクロ・キャップ15 

の存在が挙げられる。マイクロ・キャップとは米国 SEC12によると、時価総額

2.5～ 3 億ドル未満の企業を指す。 13現在のドル円レートを考慮すると時価総額

                                                 
12 米国証券取引委員会  

13 U.S SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION（ 2013）「Microcap 

Stock: A Guide for Investors」を参照

（http://www.sec.gov/investor/pubs/microcapstock.htm）  

http://www.sec.gov/investor/pubs/microcapstock.htm
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275～ 330 億円未満の企業が日本におけるマイクロ・キャップとなる。マイク

ロ・キャップのような時価総額が小さい企業は、時価総額規模が小さくなるに

つれて投資のリスクが大きくなる。投資家がリスクを把握でき、ハイリスクを

承知の上で投資を行っているならまだ良いが、ディスクロージャーの質に懸念

がある企業の存在が問題となる。 2013 年中における会計監査人の交代状況は5 

全体の 7 割が時価総額 100 億円未満の企業で生じている。そのうち 4 割は大手

監査法人から中小監査法人や個人会計事務所への交代である。監査法人の規模

が小さくなることが監査の質の低下を意味するわけではないが、大手監査法人

からの意見表明がなかなか得られず、開示書類提出が遅れた結果、監査人を中

小に変更し即座に適正意見を得る、といった事例は存在している 14。 10 

 現在、日本の上場企業数は約 3700 社存在し、そのうち約 2300 社がマイク

ロ・キャップということになり全体の 6 割を占めている。さらに時価総額 100

億円未満の企業の割合は全体の 3 割以上を占めている。このマイクロ・キャッ

プの量、全体に占める割合は米国、英国と比べると非常に多い。米国ではマイ

クロ・キャップの多くはナスダック・キャピタル・マーケット・や NYSE 15 

MKT、非上場市場である OTC マーケッツで取引されており、ニューヨーク証券

取引所にはほとんど存在しない。英国ではマイクロ・キャップのほとんどが正

式な上場企業として扱われず、 AIM15において取引されている。一方日本で

は、トップ企業が集まっていると認知されている東証一部でさえマイクロ・キ

ャップが 700 社以上、時価総額 100 億円未満の企業は約 180 社も存在する。ま20 

た時価総額 100 億円以下の企業が、東証二部の 6 割、新興市場であるマザー

ズ、 JASDAQ ではそれぞれ 5 割、 7 割を占めている。 

                                                 

14 淵田 (2014b)69 頁参照

（ http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2014/2014win07.pdf） 

15 ロンドン証券取引所の新興市場。世界で最も成功した新興市場とされる。

《高木（2012）「ロンドン証券取引所 AIM の状況と日本―AIM の成功から

何を学ぶか―」 1 頁を参照

（ file:///C:/Users/Owner/Downloads/AN00038281_85_267_273.pdf）》 

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2014/2014win07.pdf
file:///C:/Users/Owner/Downloads/AN00038281_85_267_273.pdf
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 つまり米国、英国ではマイクロ・キャップの所在がわかりやすいが、日本で

は様々な市場に上場しておりまとまっていないのである。これは市場によって

はっきりとした棲み分けがなされていないということであり、各市場のコンセ

プトが不明瞭な状態であることを意味している。この状態では市場セクション

がリスクに関するシグナルにならないなどの問題が起きるため、投資家にとっ5 

て投資しやすい環境ではない。そのため投資家がリスクの高いマイクロ・キャ

ップへの投資を避け、様々な市場がある中で東証一部上位銘柄という優良企業

への投資を選好した結果、流動性の偏りが起きているのである。 

続いてなぜ日本ではマイクロ・キャップが数多く上場しているのかを考察す

る。我々は企業が株式による資金調達をする際に上場という選択肢しかないこ10 

と、東証一部上場というステータスが日本において非常に大きいことによる、

と考えた。日本では AIM に相当する TOKYO PRO Market、米国の OTC マーケッ

ツにおける OTC pink に相当するグリーンシート市場が導入されたが、実質機

能していない。ゆえにマイクロ・キャップにとっては上場しか手段がないので

ある。上場しか手段がないことに加え、上場先である東証一部というステータ15 

ス  が大きいこともあり、上場後企業価値を高める経営力が備わっていなくて

も上場を目指してしまう。よって続々とマイクロ・キャップが上場しているの

である。 

現在日本の主要な新興市場としてマザーズと JASDAQ がある。両市場ともに

東証一部、東証二部への市場変更が認められている。 2017 年 1 月から 9 月末20 

の期間は 14 企業がマザーズから東証一部に市場変更された。同期間に JASDAQ

からは 14 企業が東証二部に市場変更しているが一部への市場変更は０であ

る。この差が生まれている理由として東証一部への市場変更基準の違いがあ

る。いちばんの違いは時価総額の基準である。 

マザーズが時価総額 40 億円以上を条件としているのに対して、 JASDAQ は東25 

証一部に直接上場する場合と同じく時価総額 250 億円以上が条件なのである。

そもそもマザーズは近い将来の市場第一部へのステップアップを視野に入れた

企業が上場する市場である。そのため他の新興市場と比べると東証一部への変

更条件が優遇されている。しかし我々はこの制度には問題があると考える。  
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 我々が考える問題は、マザーズから東証一部に市場変更した企業がそのまま

マイクロ・キャップから脱することができない恐れがあるということである。

時価総額 40 億円以上という条件で東証一部に変更されても、時価総額の小さ

い銘柄は機関投資家の投資対象とはなりにくいため機関投資家によるプッシュ

アップが得られない。マザーズに上場している期間は東証一部上場のため、時5 

価総額の向上など企業の成長に向け積極的に努力をしていただろう。しかし東

証一部に上場した時点で、日本においてはそれより上位がない東証一部へ上場

したというステータスを得てしまい、以降企業として成長するモチベーション

が下がってしまう。そしてマイクロ・キャップから脱することがなくなる。企

業の成長に対するインセンティブを高められないこの状態では証券市場の活性10 

化はほど遠いだろう。 

先述の期間に東証一部に市場変更した 14 企業のうち 11 企業が市場変更の前

期の純利益が 5 億円以下であった。また、現在 14 企業のうち 10 企業がマイク

ロ・キャップに当てはまる時価総額である。  これらの企業がすべて現状に満

足し努力を怠ると断定はできないが、コンセプトがわかりづらいため東証一部15 

上位銘柄に取引が偏っていることもあり、上位を目指すのは非常に難しいと推

測できる。 

 以上の分析から、取引所の課題を「上場がゴールとなり、上場企業の成長に

対するモチベーションが低い」「市場のコンセプトが不明瞭」とする。  

  20 

これら二つの課題に対して「東証一部の四分割」「市場の再編と諸ルールの変

更」を以下の第六章において提案する。  
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第六章  株式流通市場を魅力的にする方策 

本章では、株式流通市場を魅力的にする方策として、第一節では家計に対し

て「テレビでの投資関連番組の放送」と「 CIFA」、第二節では企業を対象に「東

証一部への指名委員会等設置会社の義務化」と「独立社外取締役を過半数設置

することの義務化」、第三節では取引所に対して「東証一部の四分割」と「市場5 

の再編」を提案する。 

 

第一節  家計の課題に対する提案 

我々は、家計の「投資に対する関心度合いの低さ」という課題に対して、「テ

レビでの投資関連番組の放送」を、「 IFA の選定の難しさ」という課題に対して10 

「 CIFA」を解決策として提案する事で「幅広い投資家層の構築」を目指す。  

まず投資無関心層は具体的にどのような層なのかを分析する。 

 

図 6－ 1 株式投資の認知度 

 15 

出所） NTT データ経営研究所（ 2013）「個人投資家層の裾野拡大に関する調査

レポート」 4 頁より引用

（ http://www.jpx.co.jp/files/tse/news/31/b7gje6000003lhav-

att/b7gje6000003lhjw.pdf）  

 20 

http://www.jpx.co.jp/files/tse/news/31/b7gje6000003lhav-att/b7gje6000003lhjw.pdf
http://www.jpx.co.jp/files/tse/news/31/b7gje6000003lhav-att/b7gje6000003lhjw.pdf
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図 6－ 1 は株式投資に対する認知度の割合を男女別・年代別にあらわしたも

のである。認知度は男女ともに 20 代が低い。また顕著なのは 20～ 40 代女性認

知度の低さである。男女間の認知度の差がかなり大きくなっている。20 代は働

き始めたばかりで投資をする金銭的余裕がないため、認知度の低さはいたしか

たないのかもしれない。しかし 30～40 代は資産形成世代であるにもかかわら5 

ず低くなっている。以上のことから、本節においては家計の中でも 20～ 40 代女

性を対象として提案する。 

投資無関心層に関心を持たせる手段としては、自主性が求められるセミナー

等ではなく、利用者数の多いメディアが効果的だといえる。テレビや新聞など

は投資への関心度合に関わらず利用されているため、完全に無関心である層の10 

目にもとまりやすいと考えられるからである。また、テレビや新聞などの情報

が社会に与える影響は非常に大きい、ということが国内外様々な研究によって

証明されている 16ことも、手段として有効である理由である。  

 

図 6－ 2 世代別男女別メディアの平日一日の平均利用時間（分） 15 

 

出所）総務省情報通信政策研究所 (2017)「平成 28 年情報通信メディアの利用

時間と情報行動に関する調査報告書」 29 頁より筆者作成 

（ http://www.soumu.go.jp/main_content/000492877.pdf） 

                                                 

16 西別府・岩男（2005）「テレビドラマの社会心理学的研究：内容分析を中心

として」を参照（http://www.yc.tcu.ac.jp/~kiyou/no7/1-10.pdf）  

http://www.soumu.go.jp/main_content/000492877.pdf
http://www.yc.tcu.ac.jp/~kiyou/no7/1-10.pdf
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図 6－ 2 は平成 28 年の主なメディアの平日一日の平均利用時間を表すグラフ

であり、どの年代も、男女ともにテレビ視聴時間が長い。特に 20～ 40 代女性は

同世代男性と比較しても長い時間視聴している。この年代は、我々が投資無関

心層として関心をもたせたいと考えている年代と一致する。そのため投資への

関心をもたせるメディアにはテレビが適していると考えた。また、2011 年に行5 

われたテレビに関する調査によれば女性がよく視聴するジャンルは「ニュース・

報道番組」に次いで「ドラマ」「バラエティ」となっている。 

 以上から、上述の三つのジャンルでの投資関連番組の放送が、投資無関心層

に関心をもたせることに最も有効といえるだろう。  

 10 

（ 2） CIFA 

第二章第二節（ 2）DC で述べたように、IFA の選定の難しさが課題となってい

る。よって本節では資産運用のアドバイスをする IFA の選定をより容易なもの

にするため、日本に「 CIFA 資格」を導入することを提案する。  

我々は、CIFA を IFA のなかでもより質の高いコンサルティングができるもの15 

と定義する。質を高めるためには常に学び続け、知識を増やすことが必要であ

ると考えたため、CIFA の認定には資格試験への合格を条件付ける。試験の内容

としては、「相談料を貰わない限り、投資・運用の具体的なプランニングは行わ

ない」、「個人と個人の信頼関係のもと、相談者が 100%納得できるプランを立て

る」、というポリシーを持っているかどうかを判断できるものが望ましい。  20 

この提案が実現すれば、IFA の選別ができるだけでなく、IFA 全体としての質

の向上が期待できる。それにより、家計に投資を促すことができる。  

 

第二節  企業の課題に対する提案 

本節では企業の「適切なリスク・テイキングができておらず収益性が低い」25 

という課題に対して「東証一部への指名委員会等設置会社の義務化」、加えて

「独立社外取締役を過半数設置することの義務化」の二つを解決策として提案

することで「魅力的な上場商品の増加」を目指す。  

 日本企業の課題は他国と比較して収益性が劣っていることであり、その理由

が適切なリスク・テイキングができていないためであることは、第四章で指摘30 
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したとおりである。 

この課題を解決するための施策として我々が提案するのは、「東証一部への

指名委員会等設置会社の義務化」、加えて「独立社外取締役を過半数設置するこ

との義務化」である。 

 第四章でも述べたように、現在、国内企業の社外取締役の独立性が確保され5 

ているとはいえず、本来の役割を果たせていない。その理由として、国内上場

企業のうち 8 割弱を占める監査役会設置会社では、独立社外取締役の選任時に

経営者が関与できることが挙げられる。社外監査役の選任についても同様であ

り、そのことから以下の図 6－ 3 のように社外監査役に企業と利害関係のある

者も選任されていることが多い。 10 

2015 年 5 月の商法改正で選択可能になった監査等委員会設置会社において

も、監査役会設置会社からの社外監査役の横滑りが可能であり、同様に独立性

が確保されていない。社外取締役、監査役の選任プロセスから経営者を排除す

る必要があるため、我々はそれが可能である指名委員会等設置会社の義務付け

が有効であると考えた。 15 

 

図 6－ 3 社外監査役の経歴 

 

出所：日本投資環境研究所 (2016)「企業と投資家との対話促進の観点からのコ

ードの課題」 12 頁より筆者作成 20 

（ https://www.cfasociety.org/japan/publications/3_Ms.Ueda.pdf）  

https://www.cfasociety.org/japan/publications/3_Ms.Ueda.pdf
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日本企業の ROE は海外と比較して低く、その事が問題視されているが、これ

を高めることは企業価値の向上に繋がる。  

 

図 6－ 4 独立社外取締役と ROE の関係  

 5 

出所）渡邊 (2013)「独立社外取締役の選任と ROE の関係」『商事法務』 

商事法務研究会 No2006 55-65 頁より筆者作成 

 

図 6－ 4 からわかるように、東証上場企業において独立社外取締役が多いほ

ど ROE が高くなっている。社外取締役が多くなるにつれ取締役会での発言力が10 

強まるので企業の経営に新たな視点が加わり、そのことが企業の収益向上に結

びついていると考えられる。 

「東証一部への指名委員会等設置会社の義務化」に関しては 1 年後、「独立社

外取締役を過半数設置することの義務化」は 3 年後の達成を目標とし、東証一

部の上場基準に定めることを目指す。 2014 年から 2016 年の間に指名委員会等15 

設置会社に移行した企業は、ほとんどが決定から半年以内に移行が実施されて

いるため、 1 年以内の移行が妥当である。取締役の半数を独立社外取締役にす

るという上場規則は、アメリカの NYSE の例にならい猶予期間 2 年で可能であ

ると考える。 

投資家の多くが ROE を投資判断の指標としており、 ROE の向上は投資家・企20 

業どちらにとっても重要な事項である。これら二つの提案により、企業の収益
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性が向上すれば「魅力的な上場商品の増加」につながると言える。  

 

第三節  取引所に対する提案 

我々の取引所の「上場がゴールになり、成長に対するモチベーションが低い」

「市場のコンセプトが不明瞭」という課題に対して、（ 1）「東証一部の四分割」5 

（ 2）「市場の再編と諸ルールの変更」の二つの解決策を提案することで「制度・

システムの利便性の向上」を目指す。またこれら二つの提案によって、企業に

対する成長のインセンティブを高めることによる「魅力的な上場商品の増加」、

より投資しやすい環境にすることによる「幅広い投資家層の構築」を目指す。 

 10 

（ 1）東証一部の四分割 

我々は、「上場がゴールとなり成長に対するモチベーションが低い」「市場の

コンセプトが不明瞭」という課題に対し、東証一部に存在する全銘柄を対象に

流動性を指標として市場を A,B,C,D の四分割することを提案する。 

格付けの基準の設定は、企業の不正が発覚した直後になどに行ってはならず、15 

できるだけ平常時の情報を参考に行う。流動性は、「売買代金」と「売買高当た

りの価格変動率」を指標に計測し、直近の影響をできるだけ少なくするため計

測期間は過去 5 年間などできるだけ長期間にする。これは日経 225 銘柄の選定

方法を参考にした。また月に一回程度できるだけ短い期間で格付けを変更させ

る。日経平均の算出と同じく年一回程度と長い期間見直しが行われないと、格20 

付け見直しによる降格により株価が急落してしまい株主を保護できないなどの

問題が発生する可能性があるためである。期間を短くすればするほど株価に対

する影響は小さくなる。 

A ランクは、450 番目付近の流動性を基準として設ける。日経平均を算出する

日経 225 銘柄の選定時に最初に選ばれるのが流動性の上位 450 銘柄であること25 

から、ここを基準にすべきだと考えた。日本の株式市場の最も代表的な指数で

ある日経平均の算出の際に選ばれるということは、「国内外を代表する企業の

中でも最も上位である」という意味で A ランクという箔のついた特徴をつける

にふさわしいといえる。 

B、 C、 D ランクも流動性の順位を参考に基準を設ける。 B、 C ランクの基準と30 
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して、C ランクに基準設定時のマイクロ・キャップが含まれるように設定する。

よって D ランクには東証一部のマイクロ・キャップの中でもさらに流動性の低

い銘柄が含まれることになる。 

この提案によって、国内最上位市場である東証一部に上場した後に企業価値

上昇と株価上昇へのインセンティブが下がってしまい上場がゴールになってし5 

まうという問題に対して、改善できると考える。 

A ランクと D ランクといった明確な違いを付けられるため、企業はより上位

を目指して流動性や時価総額向上に対するインセンティブを高めるなど、現状

と比べると様々な努力をするようになるだろう。そして現在さらに視覚的に企

業の位置を把握しやすくなり目的に合った投資をしやすい環境にする事ができ10 

る。 

 

（ 2）東証一部以外の市場の再編と諸ルールの変更  

 「上場がゴールになり成長に対するモチベーションが低い」「市場のコンセ

プトが不明瞭」であるという課題に対して、市場の再編と併せて諸ルールの変15 

更を提案する。 

まず、 JASDAQ を東証二部とマザーズに統合することを提案する。図 6－ 5 に

提案内容を示す。 

 

図 6－ 5 市場再編の提案 20 

 

出所）筆者作成  
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図 6－ 6 市場のコンセプトと売買高・売買代金  

 

出所）日本取引所グループ HP より筆者作成（ http://www.jpx.co.jp/）  

 

 図 6－ 6 をみてわかるように、マザーズと JASDAQ の統合は売買高、売買代金5 

が大きく異なるため、市場の統合行っても市場内に流動性の大きな偏りが生ま

れてしまう。そのため、統合を行うことは好ましくない。  

JASDAQ はコンセプトの異なるスタンダード市場とグロース市場に分けられ

ており、そのうちスタンダード市場の売買高は東証二部と近く、共に一定の事

業規模と実績を有しながらステップアップを目的としている。ゆえに、東証二10 

部と JASDAQ スタンダード市場との統合は可能であると我々は考える。 

 また JASDAQ グロース市場はマザーズに統合させる。グロース市場は規模

が小さくても成長性が見込まれれば上場可能である。しかし市場の規模が小さ

いため売買が成立しにくく投資しにくい環境になっておりマザーズとの統合が

望ましいと考えマザーズと JASDAQ グロース市場は成長企業向けという性質が15 

似通っていることからも、統合は可能であると我々は考える。 

統合によって市場を減らすことで、取引所として市場に取引を集中させ活発

にすることができる。 

東証一部以外の市場からの「東証一部への市場変更基準の厳格化」も併せて

検討し、提案を図の 6－ 7 に示す。 20 

 

http://www.jpx.co.jp/
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図 6－ 7 市場変更基準の厳格化の提案  

 

出所）筆者作成 

 

現在マザーズでは、東証への市場変更基準は時価総額 40 億円以上と他の市5 

場に比べ非常に低い。それはマザーズが市場一部へのステップアップ市場と位

置付けられており、他の市場と比べ優遇されているからである。しかし、我々

はこのように時価総額の小さい企業が多く東証一部に上場している状況は望ま

しくないと考え、東証一部上場基準における時価総額基準の引き上げを提案す

る。目的は、東証一部のさらなるマイクロ・キャップの増加を防ぎ、東証一部10 

のコンセプトである「国内外を代表する大手企業が上場する市場」を明確にす

る事である。 

またさらに、最上位市場である東証一部に上場する事でブランド力を獲得で

きることで成長に余力のあるマイクロ・キャップが東証一部への上場をゴール

とし、上場後の成長に対するモチベーションが下がってしまっていると我々は15 

考える。このように、上場基準を引き上げる事で、企業に対して中長期的な成

長のインセンティブを与えることができ、「上場がゴールになり成長に対する

モチベーションが低い」という課題を改善することができる。  

時価総額基準の引き上げの目安には、マイクロ・キャップの時価総額の基準

である 3 億ドル、現在のレートで 330 億円程度に設定する。欧米の基準を用い20 

ることで海外投資家も市場の特徴を把握しやすくなり取引の拡大にもつながる
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ことが期待できる。 

 東証一部上場基準における時価総額基準の引き上げ、市場の統合による再

編によってマイクロ・キャップの所在が把握しやすくなり、市場数が少なくな

り、「市場のコンセプトが不明瞭」である問題が解決する。 

また「東証一部の四分割」によって市場セクションが企業の情報を反映せず5 

投資しにくい環境であることも改善されるため「幅広い投資家層の構築」にも

効果が期待できる。   
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終章 

 我々は、「幅広い投資家層の構築」「魅力的な上場商品の増加」「制度・システムの利便性

の向上」の三点を証券市場が達成すべき目標として本稿で検討してきた。主要なプレーヤー

である家計、企業、取引所に焦点を当て、現状分析を行った。家計については投資への関心

の低さ、企業については中長期的な視点でのリスク・テイキング回避傾向、取引所について

は不明瞭な市場のコンセプトがそれぞれ主な課題として浮き彫りになった。 

これらの課題を解決するために、家計に対してはテレビでの投資関連番組の放送、企業に

対しては独立社外取締役の質の向上、取引所に対しては東証一部の四分割、等の提案を行っ

た。本稿の提案が証券流通市場の活性化につながることを期待したい。 
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