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初めに 

 第二次世界大戦後の日本においては、競争制限的な規制によって、政府が資

金配分と金利体系を管理して経済復興を支援する金融制度が構築された。これ

に伴い、銀行を核とした金融制度が形成された。 

 銀行中心の金融制度は、わが国の高度経済成長期においては経済発展に大き5 

く寄与した。しかし、安定成長期への移行、国債の大量発行や外国為替の変動

相場制への移行といった昭和 50 年代以降の内外の環境変化に伴い、金融取引

に関わる制度的枠組みの見直しが進んだ。日本国内では、1980 年代後半に膨張

したバブル経済が 1990 年代初めに崩壊したことで、各金融機関ともに不良 

債権問題への対応等、「負の遺産」の処理に追われ平成８年 11 月、2001 年を最10 

終期限として金融制度の抜本的な改革（日本版金融ビッグバン）を行うことが

表明された。従来の間接金融中心の日本の金融システムを直接金融型のシステ

ムに方向転換していくことが打ち出されたのである。本論文では第 1 章では証

券市場の機能などを述べ、第２章では証券市場の現状をアメリカと比較し述べ

る。３章では問題点を明確にする。４章ではこれらを踏まえて、証券市場を活15 

性化するための案を言及する。 

 

第1章 証券市場の定義 

 

第１節 証券とは 20 

証券は証拠証券と有価証券の二つに分かれる。財産・経済的価値を表す紙面の

こと。証券という言葉は、日常いろいろな意味で使われているが、法律的には、

有価証券と証拠証券の 2 種類に分類される。 

 証拠証券とは一定の事実を証明する証券である。すなわち、ある特定の法律

関係の存否、内容を左右するものではない。金銭借用書・領収書・保険証券等25 

がこれに該当する。免責証券は、証券の所持人が正当な権利者でなくても、債

務者に悪意または重大な過失がない限り、債務者が証券の所持人に対して行っ

た給付によって債務を、免れうる効力をもつ証券をさし、預金証書、携帯品預
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かり証・下足札等がこれにあたる。一方で有価証券とは、財産的価値のある私

権を表章する証券で、権利の移転・行使が証券によってなされるものである。 

有価証券は、無形の私権を紙片に化体させることによって、権利の所在を明確

にするとともに、権利の行使と移転を安全かつ確実にする機能を有する。これ

まで、このように有価証券は権利の化体した文書が作成され存在することとさ5 

れてきたが、証券の電子化等の進展で実体的には有価証券の移転、権利の行使

に文書は必須のものではなくなった。さらに次の 3 つに大きく分類される。 

貨幣証券…一定額の貨幣の対する請求権を表象する有価証券であり、振出人が

証券記載の金額を支払ったときに証券の生命は消滅する。 手形、

小切手等 10 

商品証券…有価証券を預託した商品に対する請求権を化体する有価証券であり、

商品の受渡をもって証券の生命は消滅する。 倉庫証券 船荷証券

等 

資本証券…一定額もしくは一定持ち分の資本を表示して出資者の権利を化体し、

あらかじめ定められた一定期間もしくは発行体が存続する限り証15 

券の生命は消滅しない。 株券・社債券・国債等 

一般的には資本証券をさして有価証券または証券と呼ぶ。 

資本証券は、資本を多数の少額な代替的単位に細分して各単位に証券の形態を

もたせるという代替性、分割性により資本集中機能を、証券に譲渡性を付与す

るという自由譲渡性により資本流動化機能を持つ、その結果として不特定多数20 

の者から総和として大量の資本を一時的に集中することが可能になる。資金の

提供者である投資者は、視力の大小に応じて任意の額を投資することができ、

また、資金の調達者である企業などは広範囲の多数の投資家から零細な遊休資

金を集め、総和として巨額の資金を一時に調達することができる。このことを

資本の証券化という。その逆に、証券の所有者は、資本の必要が生じたときは、25 

容易に転売して資金の回収ができる。このことを証券の資本化という。企業が

証券を発行して調達した資本は生産設備等に投資され、稼働して収益を生み出

す。そのため、企業は資本をできるだけ多くそれも長期に安定的に調達したい

という希望がある。一方、その証券を購入した投資者は、出来るだけ少額でそ

れも短期間に回収できるようにしたいという希望がある。しかし当核企業等か30 
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ら回収するのは生産設備として稼働しているから不可能である。このように資

本の調達・提供をめぐっては、企業等と投資者の間に質的・量的な矛盾が存在

する。この矛盾は証券市場の存在によって解決することができる。証券市場で

投資者は、少輔している証券を第三者に譲渡して資本の回収を図ろうとする。

それには多くの書いてと売り手が参加する証券市場が必要になる。 5 

厳密には、各法律(商法・会社法・手形法・小切手法等、金融商品取引法、その

他)で規定されている。現在、金商法上の有価証券の多くは電子化され紙は存在

しない。 

(ア) 株式 

株式とは、株式会社へ出資したことによる議決権、利益配当の請求権、解散時10 

の残余財産分配請求権などの権利の総称を表す。これまではこうした権利が株

券に明示されていたため、株券そのものを株式と呼んでいた。しかし、2009 年

までに株券が不発行となったことから、権利そのものを株式と呼ぶ傾向が強ま

った。普通株式には出資割合に比例した議決権があり、経営に対する責任は出

資の範囲内にとどまる。原則として譲渡可能。上場株式の売買単位を単元と呼15 

ぶ。 

 

 

(イ) 債券 

債券とは、国、地方公共団体、企業、または外国の政府や企業などが一時的に、20 

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するも

のである。資金調達するために発行するという点では、株式と目的は同じだが、

あらかじめ利率や満期日などが決められて発行される点がちがう。債券を購入

すると、定期的に利率分の利子を受け取ることができる。そして、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。このように債券は、25 

満期日に額面金額が返金されることが約束されているので、安全性の高い金融

商品である。よって利子収入を目的に資産運用をすることができる 

債券には、さまざまな種類がある。国が発行する国債、地方自治体が発行する

地方債、企業が発行する社債、社債を株式に転換できる権利がついている CB、

外国の自治体もしくは、外国の通貨、海外の市場のいずれかで発行する外国債30 
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券などがある。債券は、証券会社を通じて購入することができる。 

 

第 2 節 証券市場とは 

証券市場とは 証券市場は、機能面から「発行市場」と「流通市場」とに分

類される。 5 

①発行市場とは、株式会社の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、もしくは証券会社、銀行等を介して投資家に一次取得される市場

のことをいいます。主に、当事者間の相対での取引であり、取引所のような具

体的な市場のない抽象的な市場のことを指す。 

 10 

②流通市場とは、すでに発行された証券が、投資家から投資家に転々と流通・

売買される市場のことをいう。発行市場は抽象的な市場であるのに対して、流

通市場は取引所のように具体的な市場が存在する。 

 

第３節 証券市場の機能 15 

 証券市場の機能はいうまでもなく、証券形態での黒字主体から赤字主体への

資本移転（赤字主体から見れば資本調達、黒字主体から見れば資本運用）であ

る。証券市場のもう 1 つの重要な機能は、価格メカニズムに基づいて、過不足

なく各産業、各企業に資本配分する機能である。直接金融の手段である有価証

券は、いつでも換金ができる＝流通がされていることによって、広く募集して20 

発行することが可能になる。 

証券市場というと、すぐに思い浮かぶのが東京証券取引所やニューヨーク証

券取引所などの証券取引所である。実際、有価証券本体の売買のほとんどは証

券取引所が担ってきた。かつて、日本では 1998 年 12 月までは、取引所集中原

則といって、上場証券の売買は取引所で行うことが原則である。一方で日本で25 

は株式について証券会社の店頭で取引する仕組みがあり、日本証券業協会（日

証協）が 1963 年以来店頭登録銘柄制度を運営していた。しかしこれは、2004 

年 12 月にジャスダック証券取引所という取引所に変わった。現在、一部の証

券会社では、自ら私設取引システム（ＰＴＳ）を開設し、証券取引所を通さず

に売買注文を執行する場合もある。また、米国では機関投資家向けの電子取引30 
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システムが大きく拡大している。それでも、株式の場合は取引所が売買の多く

を担っている状況は続いていくと考えられる。取引所取引は「競争売買の原則」

を基本に行われる。 

実際の取引仕法（取引の手順）は各国の取引所により多少の違いがあり、例

えば価格操作を防ぐといった目的で注文の出し方に制約を課す場合などがある5 

が、いずれにしても、価格形成の公正さと透明性の確保という点で取引所取引

は優れているということが言える。 

かつて国内でも海外でも詐欺的な行為が行われた経験もあり、証券取引に関し

ては、業者への規制と取引の公正さ、透明性を重視する制度（規制）が採用さ

れてきた。 10 

これは市場メカニズムを活用するということと矛盾するわけではない。 

取引所や証券会社のＰＴＳ、機関投資家向け電子取引システムなどで取引され

るのはすでに発行された証券である。すでに発行された証券が流通する市場と

いうことになる。広い意味で有価証券の流通市場というと、未公開株式の流通

まで含むことになるが、これは規模も小さく、金融経済の中で果たす役割は限15 

定的である。 

証券の流通市場は、直接、企業の資金調達の場ではない。しかしながら、経

済全体における資金の配分に関与しないわけでもないのだ。それは、まず投資

家側の資産配分に関係する。例えば、外国人の日本株投資が活発になり外国か

ら株式投資の資金が国内市場に入ってきたとする。これに対して、売りが出て20 

くるわけだが、そこで価格との判断で、機関投資家が売却したり、個人投資家

が売却したりと、投資家によって対応は変わってくる。外国人の買い越しが旺

盛であれば、それとともに買い越しを行おうとする投資家も出てくるはずだ。

その判断は価格動向が決め手になると思われる。これもたとえだが、国内機関

投資家の多くが運用している債券の利回りが低下したために株式のウェイトを25 

高めようとした。このとき株価上昇に円高も重なると、外国人機関投資家の資

産構成上、日本の株式の構成比が高くなり、構成比を一定に管理しようと行動

すると外国人機関投資家は日本株を売ることになる。このようにして、流通市

場での株価変動は、その原因となる要因もあわせて投資家の運用の姿を変えて

いく。 30 
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また資金調達への間接的な効果という意味では、流通市場において株価が上

昇すると企業にとってそれまでよりも有利な時価発行増資ができるようになる

ため、増資による資金調達意欲が出てくると思われますし、未公開企業の株式

公開も活発になるでしょう。逆に株価が下落し市場が沈滞すると企業金融は停

滞の方向に向かいます。このように流通市場は企業などの資金調達の場である5 

発行市場と密接に結びついているのだ。そもそも、もし流通市場が整備され証

券の流動性の確保がされていなければ証券の換金性が落ちてしまい、新規の証

券の発行は難しくなるだろう。証券が証券として機能するためには本質的に流

通市場がなくてはならないものなのだ。証券市場には「価格発見機能」がある

と言われる。これは、金融の「情報の生産」という機能の一部だと考えること10 

ができるはずだ。証券市場は同じものの売り買いの場所だから、取引されるこ

と自体から付加価値が生まれるとは考えにくいのだが、公正な価格形成が行わ

れることの意義は小さくない。 

債券市場においても国債の価格形成はリスクフリーの長期金利の形成そのも

のであり、流通が活発な厚みのある国債市場の存在は、市場メカニズムを通じ15 

た金利とその期間構造決定にとっての基礎となる。さらに、社債市場が発達し

ていくと市場を通じた信用リスクの価格形成が行われていくことになる。こう

した金利やリスクプレミアムの形成は、金融全体がうまく機能するために必要

なものだといえる。 

市場を通じた金融リスクの価格形成は金融派生商品の市場によっても補完され20 

る。ただし、リーマン・ショックの経験はカウンターパーティー・リスクなど

の機動的な把握はかなり難しいことも示唆している。開示に関係する規制や決

済の制度づくりについてはまだまだ改善の余地があるかもしれない。市場は自

由であればうまく機能するというものではない。取引仕法然り、開示規制然り、

よい制度づくりが決め手になる。 25 
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第２章 証券市場の現状 

 

第 1 節 日本の証券市場の歩み 

日本の戦前の前期は自由市場、後期は統制市場で決して大きな市場ではなく、

先進諸国の外国の市場との関連も薄かった。戦後、日本は統制市場ではなくな5 

り非常に規制の強い自由市場で 60 年以上の時々において、経済成長が高いか

低い中で、市場の実態に断絶があった。アメリカ型の市場は大衆基盤型の自由

で大規模な市場だがそのアメリカ型の市場をモデルにし、占領下の日本の戦後

市場というものは再建された。よって戦前期の市場と戦後の市場は全く異なる

市場になったのである。日本の場合明治の初年、1889 年の段階で、近代日本で10 

最初のまだ不完全な株式会社と言われたものができた。それから数年後に国立

銀行条例ができて国立銀行がその後数年の間に全国に 100 何十行も登場した。

これらが証券の発行主体の登場で、この 1870 年前後から見た場合、現在はほぼ

140 年の歴史がある。 

1950 年代後半以降、日本は高度成長期に突入し、株式市場も発展期を迎えた。15 

株価は若干の調整局面はあったがほぼ１本調子で上昇し、売買高は急増し、企

業の証券発行による資金調達も増加した。拡大していた株式市場も金融引き締

め契機に反転に転じた。株価の暴落を防ぐため、株式需給改善のための機関と

して 1964 年 1 月には銀行・証券会社の出資で日本共同証券が、65 年 1 月には

証券会社のみで日本証券保有組合が設立された。 20 

1985 年のプラザ合意以降は、急激に円高が進み輸出産業の業績は悪化したも

のの、内需依存型企業にとってはプラスであり 86 年以降の金融緩和などによ

り景気長期間拡大し、株式市場も円高・低金利・原油安により急拡大・急膨張

した。株価の高騰は 1989 年末まで続き、同年末の日経平均株価は 3 万 8915 円

と史上最高値を記録した。1989 年代末期には、日本の株式市場は NY 株式市場25 

の時価総額を上回り、世界最大規模の市場となった。 

1990 年に入ると金利の上昇に加え、不動産関連融資の総量規制導入などもあ

り、株価や地価の下落が始まりバブル経済は崩壊した。1991 年には証券会社に

よる大顧客に対する損失補てんなど証券不祥事が相次いで発覚し、投資家心理
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を悪化させた。一方でこの頃、証券市場の規制緩和や効率性を図る観点から、

1996 年には社債の適債基準の撤廃や社債の財務制限条項の見直しなどが実施

された。しかしその後も証券市場の低迷は続き、日本の証券市場の空洞化が進

行しつつあった。そこで、空洞化に歯止めをかけ金融・証券市場を活性化させ、

2001 年までに東京の金融市場を NY やロンドン並みに再生させるため、1996 年5 

橋本首相により金融・証券市場の大改革が構想された。これが日本版ビッグバ

ンである。これは短期的には金融・証券不祥事に示された弱体な証券市場の立

て直し策、中期的には 30 年続いた免許制証券行政に対する反省、長期的には戦

後 50 年の経済・社会策の綻びに対する改革策である。金融ビッグバン以降も、

金融・証券市場の改革は継続され、新しいタイプの投資信託の導入、単元株制10 

度創設や自社株取得規制緩和等の株式制度の変更、会社に関する法律を一体化

した会社法の施行、さらには証券取引法を抜本的に改正した金融商品取引法の

施行等が実施した。 

 

第２節 アメリカの証券市場の歩み 15 

第一次世界大戦後に世界の金融・資本市場の中心となったアメリカ証券市場

は、1776 年の独立以降、独立戦争遂行のため最初の証券として連邦政府債が発

行され、コーヒーハウスにおいて取引が行われるなど、それまでに１００年余

りの歴史があった。1972 年には競売ブローカーがすずかけの木協定という協定

を結び組合を結成し、固定手数料制などを取り決め、同時に 1817 年にニューヨ20 

ーク証券取引所となるトンティン・コーヒー・ハウスを建て取引を始めた。19

世紀には鉄道株や工業株を対象とする証券ブームが起こった。発行市場では、

電力などの公益事業会社をはじめ、石油や鉄鋼会社などによる証券発行が行わ

れ、流通市場では、ブローカーズローンという投機的な取引が急増した。さら

に投資銀行に加えて商業銀行や信託会社などが証券子会社を設立して証券業界25 

へ進出するなど、株式市場には多くの投資家及び資金が集まってきて大ブーム

となり、1921 年から 29 年までの間にダウ平均株価は 4 倍強となったのである。

しかし、1929 年 10 月、暗黒の木曜日といわれる株価の大暴落の発端は、好景

気等を背景とされている。その後株価は一時的な上昇と急落を繰り返しながら、

32 年にはピークから約 90%の水準にまで下落した。ニューディール政策の進展30 
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とともに株価は下げ止まるが、30 年代を通じて本格的に回復することはなかっ

た。金融自由化が進展し始めた 1980 年代初頭に発足したレーガン政権は、レー

ガノミクスと呼ばれる経済政策を実行し、アメリカ経済は活況を取り戻した。

1987 年 10 月にブラック・マンデーと呼ばれる株価大暴落が起き、世界的な株

価大暴落を引き起こしたものの、M&A 活動の活発化、資金調達手段の多様化、5 

ハイテク企業を多く抱える NASDAQ 市場の大東、さらには証券化の進展などに

より、証券業務が拡大したことに加え、銀行の競争力低下に対する危惧等もあ

り、金融・証券規制が緩和され、銀行持株会社シティコープと保険・証券業を

傘下に持つトラベラーズグループの合併が認可されるなどの金融界の再編が進

んだことを受け、金融制度改革機運が一段と高まり、1999 年にグラム・リーチ・10 

ブライリー法が成立した。同法により、銀行・証券会社・保険会社間の相互参

入が容易となった。1990 年代後半には、情報・通信産業の急激な発展に伴い、

それに対する過剰な期待感から IT 関連企業の株価が高騰し、IT バブルと呼ば

れるバブルが発生した。しかし、2000 年の利上げを契機に株価は大幅に下落し、

IT バブルは短期間で崩壊した。 15 

 

第３節 日本の証券市場の現状 

現在の日本の証券市場の発行動向をみると、全体的に低迷していて、日本証

券業協会と一般社団法人全国銀行協会が実施している「証券化市場の動向調査」

では、証券化商品の発行が 2006 年まで増加したがそこから減少している。 20 

日本の証券市場は国経済とともに発展し、国民経済において大きな役割を果

たしてきた。 

しかし、社会環境の変化の中で証券市場に期待が高まる中、中長期的な視点に

立った証券市場全般の改革が求められている。日本が高齢化する中、個人金融

資産は 1200 兆円にも上がり、金融・資本市場に期待される役割は、資産の効率25 

的な運用へと大きく傾斜しつつある。また、経済の成熟化に従い、資金調達の

面でも積極的なリスク負担を伴う様々な新規産業への資金供給が重要な課題に

なっている。さらに、日本の金融資産の蓄積を背景に、効率的な資金配分につ

いても市場が大きな役割を果たすことが大切である。 

 これらの役割は銀行の預貸を中心とした日本の伝統的な間接金融では果たす30 
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ことができず、これからの時代の資金仲介ニーズを満たしうるのはリスク負担

とリスク分散の機能に優れた証券市場である。しかし、個人の金融資産は依然

として預貯金が中心で有価証券保有の割合は低く、企業の資金調達でも借入れ

がほとんどである。 

こうした現状は、日本の証券市場の枠組みに問題があるのではないかと考え5 

られる。これまでの証券市場の規制の枠組みが、法体系としても、行政の運用

としても、予防的であり、市場参加者の創意工夫と自己責任の芽を摘んできた

のではないかとの批判がなされている。また、市場のインフラストラクチャー

としての会計制度、税制、法制がほかの主要な金融センターと比較すると、商

品開発や取引を促進するような枠組みになっていないのではないかとの指摘も10 

ある。こうした予防的規制の枠組みや既存の制度的インフラストラクチャーの

下、牛場を構成するそれぞれの主体はそれなりに経済合理性に従って行動し、

それが現在の市場の姿を形作ったともいえる。 

 経済・金融のグローバル化の進展と通信・情報技術の高度化は、資本取引を

地理的・物理的制約から解放し、新たな可能性をもたらすとともに、低コスト・15 

高付加価値を求めた国際的な競争を激しくさせている。国際的な市場間競争は、

一面では我が国の資金調達・運用ニーズが海外市場で満たされることを可能と

する。だが、海外市場へ直接アクセスすることが困難な個人や中小・中堅企業

の存在や、金融・証券取引にまつわる情報の喪失のおそれ及び先端産業として

の金融・証券業の雇用の喪失を考慮すれば、我が国市場を空洞化させてはなら20 

ない。国際的水準からみて利便性に富み魅力と競争力のある市場とすることは、

我が国の豊富な金融資産の我が国市場での効率的な運用や新規産業の発展・成

長にも寄与するのではないか。 

我が国証券市場の問題点は広範な原因に根ざしている。２１世紀も視野に入

れつつ、今後証券市場を国民のニーズに十分に応えていく存在とするためには、25 

行政のあり方を含むこれまでの規制の枠組みを変えていくことを出発点とし、

市場の利用者、仲介者、運営者の意識や行動をも変革していく、抜本的かつ総

合的な改革が要求されている。 

 証券市場は国民共有の重要な財産である。株式を保有することが倫理的に問

題視されるような風潮は、そうした証券市場の本質と相入れないものである。30 
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証券市場を巡る問題とこうした市場観は、いずれが原因とも結果とも言い難い

が、すべての関係者が証券市場を重要な国民的財産として育てていくことが望

まれる。こうした観点からは、改革に当って、市場の活性化や利用者利便の向

上を図ることは当然として、市場の最終的受益者は国民全体であることを常に

意識し、不正、利益相反等により、直接的利用者のみならず広く国民の利益が5 

損なわれないことに留意すべきである。 

 

第４節 アメリカの証券市場の現状 

図 2-１ ダウ平均株価の推移(年次) 

 10 

（出典）©世界経済のネタ帳より引用 

 

21 世紀のアメリカの証券市場の動向と現状を、グラフをもとに読み取ってい

く。21 世紀初頭は、IT バブル崩壊による株価の下落局面であり、アメリカの大

手企業であるエンロンが 2001 年、翌 2002 年には同じく大手企業のワールドコ15 

ムが破綻した。また、この 2 社が不正会計を行っていたことが明らかになると、

投資家による証券市場に対する不信感が強まった。この事態を受け、会計情報

の透明性・正確性を高めることを目的に、コーポレート・ガバナンス（企業統

治）の在り方や監査制度を改革するサーベンス・オスクリー法（企業改革法）
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が成立した。 

2005 年には全米市場システム（NMS）の規制構造の近代化を目指した新規制

「レギュレーション NMS」の導入が決定された。従来までは売買注文はもっと

も有利な気配値を出す市場で執行することが「トレード・スルー」規制により

義務付けられていたのだが、この導入によりこれが緩和され、一定の価格内な5 

ら最良価格でなくても迅速な売買執行が可能な電子取引市場での執行が認めら

れた。また、これが導入されたのを機に、アメリカでは国内や国境を越えた取

引所の合併・再編が起こった。 

NYSE は 2005 年に電子証券取引ネットワークのアーキペラゴと合併し、2007

年にはパリ取引所を中心とするユーロネクストと統合して、NYSE・ユーロネク10 

ストを設立、2008 年にはアメリカン証券取引所を買収した。 

一方、NASDAQ は 2005 年に ECN のインスティネットを買収し、さらにロンド

ン証券取引所に買収提案した後、2008 年に北欧等の取引所を運営する OMX と経

営統合して NASDAQ OMX グループを設立し、同年にフィラデルフィア証券取引

所及びボストン証券取引所を相次いで買収するなど、アメリカでは激しい市場15 

間競争が展開されている。 

証券取引所の合併や再編が相次いでいた 2000 年代、アメリカでは住宅ブー

ムに乗って信用度の低い借り手を対象とした住宅ローン（サブプライム・ロー

ン）が拡大していた。それに合わせるように、サブプライム・ローンを組み合

わせた証券化商品も増加していった。しかし、2006 年頃から、住宅価格が下落20 

したのを機に、サブプライム・ローンの延滞率が上昇、それに伴いサブプライ

ム・ローン関連の証券化商品等の価格下落や格付けの引き下げにより市場での

価格形成が困難となり、それを購入していたヘッジ・ファンドやその資金を提

供していた金融機関も巨額の損失を被ることとなった。 

そして、2008 年には証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻（リーマン・25 

ショック）によりアメリカで世界的な株価暴落を引き起こす価格暴落が起きた。

この金融危機は世界的な経済危機へと発展し、各国で企業業績が大きく悪化し、

失業者が増大するなど、世界同時不況に突入した。これに対し各国は、金融機

関に対する資本注入や不良債権処理等の金融システム安定化策を実施し、同時

に財政出動を行った。 30 
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2009 年は、アメリカ最大手の自動車メーカーである GM が経営破綻し、全米

で約 140 行もの銀行が経営破綻するなど混乱はあったものの、景気は回復傾向

に転じ、株価もこれに合わせ同年春に上昇した。 

こうした楽観的な雰囲気を打ち砕き、世界金融危機の長期化の可能性、政策

対応の難しさを改めて認識させる契機となったのが、2010 年春のギリシャ財政5 

危機の発生である。 

世界各国では金融危機対応で異例の規模の財政発動を行っており、急激な財

政赤字の拡大を抱え込んだ形となっていた。さらに非伝統的な金融政策の発動

により中央銀行が抱え込んだ不良債権の評価損、中長期国債などの最終処

理として、税金の投入の可能性も懸念される状況にあった。こうした中10 

で、小国とは言えユーロ・システムの中に組み込まれていたギリシャが、

自国ではとうてい処理しきれないほどの財政赤字を抱え込んでおり、こ

れに対してユーロ・システムとして有効な対応措置が欠如していること

が明らかになったことは、統一通貨としてのユーロにとっても深刻な問

題として浮かび上がった。  15 

ギリシャ発のソブリン・リスク問題はギリシャ一国にとどまらず、ユーロ圏

内の金融システムを通じて、財政的な基盤が脆弱とみられるアイルランド、ア

イスランド、ポルトガル、スペインなどの金融市場の混乱にもつながった。こ

の動きは南欧諸国全体に波及し，ユーロ圏内で大きな経済規模を有するイタリ

アの金融市場の混乱までも引き起こす事態となった。 20 

欧州地域では、ギリシャのソブリン・リスク問題は、局地的な財政問題、経

済不均衡問題にとどまらず、統一通貨システムとしてのユーロの存亡に関わる

問題となる可能性がでてくるなど、世界金融危機は新たな局面に突入したと言

える。 

 25 

第 3 章 日本の証券市場における問題点 

 

第１節 日本の家計資産の現状 

第一に言えることは、日本の各家庭の資産の持ち方である。日本における家
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計の資産を見ると主に貯蓄がメインであり預金が大半である。したがって資産

を投資に回すといった考えを持つ家庭が少ないのが現状である。このことは、

その分の資産が家計に眠ったままで市場へと有効活用されることがないという

ことになる。しかし日本の証券市場の活性化を目指すためには、家計の投資活

動への参加は必要不可欠であり、それが証券市場の活性化へ繋がる大きな要因5 

であることは間違いないであろう。 

2017 年の 3 月付のデータで、1809 兆円に上った家計の金融資産について、図 1

のグラフを見ると 51.5％と半数以上の割合を現金・預金が占めている。このよ

うに金融資産を投資に回している割合は低く、株式、投資信託、債務証券を合

わせても、その割合は 16.8％にしか満たないのだ。実際に日本人の金融資産の10 

持ち方の大半が貯蓄であるという事実がデータとして如実に出ているのである。 
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図 3-1.3-2.3-3 日本銀行統計局 「資金循環の日米欧比較」 2017 年 8 月 P25 

をもとに筆者作成 

 

図 2、3 をもとにアメリカやユーロ圏と比較すると、現金・預金がユーロ圏では
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33.2％、アメリカでは 13.4％であり、株式・投資信託・債務証券等は 30.6％、

52.4％となっている。この数値を見てわかるように、海外では資産を投資に利

用する割合が明らかに日本よりも高い。アメリカに関しては日本の現金・預金

のパーセンテージと同程度の割合で資産を投資に向けているのである。日本は

リスクが低い金融資産を好み、その結果として現金・預金での保持がメインに5 

なっていると考えられるが、数値から見て取れるようにアメリカでは投資の方

がもっと普及しているといえよう。投資に回らない家計に留まっている金融資

産が活用されないままであるということは、新たな事業に挑戦するベンチャー

企業などが資金調達をうまく行える環境を作ることができず、成長を妨げてし

まうということである。それはすなわち経済的な発展を自ずと遅らせてしまっ10 

ているとも言えるであろう。投資の割合が少ないのには、日本の金融リテラシ

ーの低さと若年層の投資が少ないことが大きく関わっていると考えられる。そ

の点についてさらにまとめていく。 

 

第２節 日本における金融教育の遅れと若年層の資産につい15 

て 

日本の家計が投資ではなく貯蓄を優先するのは、金融教育が若いうちに積極

的に行われていないことで、投資に対する知識が乏しく、金融リテラシーが低

いということが考えられる。2016 年に発表された金融広報中央委員会の「金融

リテラシー調査」の正誤問題の正答率について図 3-4 を見ると、10~20 代から20 

年代が上がるにつれて正答数が上がっている傾向にある。また、図 3-5 では職

業別に比較すると学生やパートの正答率が低いこともわかる。更に図 3-6 を見

ると、金融教育を受けている人が当然のごとく正答率が高いことがわかる。つ

まりは金融教育を十分に受けられていないため、若年層、学生の正答率が低い

ということである。我が国の金融教育は大学に上がるまで社会科で少し触れる25 

か触れないか程度のものであり、大学に進学してからも自ら学ぶための学部や

学科選びをしなければ、特に学ぶ機会もないため、社会人になってからセミナ

ーに参加するなど自主的に学ぶほかにないというのが現状である。実際に教育

の現場でこの事実を改善していく必要があることは明白である。また図 3-7 か

らもわかるように金融リテラシーが高い人達が株式を利用していることがわか30 
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る。 

このように日本人が投資よりも貯蓄という考えが多く金融資産を運用しない

傾向にあるのは、金融教育が若いうちから浸透しておらず金融リテラシーが低

いため、投資＝リスクが高い、損をしそう、難しそう、といったイメージが先

行してしまっている、そもそもまともに金融教育を受けていないから知識がな5 

いのでわからないといったことが考えられる。こういった問題は小、中、高の

各教育段階で金融教育を確立していかなければこの現状が変わることはないで

あろう。アメリカやイギリスでは学生のうちから金融教育が行われている。イ

ギリスでは 2014 年ナショナルカリキュラムに投資教育を取り込み金融リテラ

シーの向上に向けて動いている。またアメリカでは州ごとだが様々な取り組み10 

が行われている。日本でも金融教育を確立する制度や取り組みが必要であるの

だ。 

また図 3-8 より保有資産が高くなっていくことに比例して、投資経験者や投

資に関心を持つ割合が高まっていることがわかる。またその保有資産の額が

100 万未満と答えた人が資金不足を理由に投資をしないと答えた割合も高く、15 

保有資産の額が上がるにつれてその割合も低くなっていった。更には一定の数

値を超えると 0 にもなった。若年層の保有資産は高年齢層に比べて少ないであ

ろうし、アルバイトで少額の給料しかもらえない学生などはそもそも投資を始

める資金がないということで、踏み込めないのであろう。事実として実際に身

の回りにいる大学生の大多数は投資に対して関心を持ったり、計画的な資産運20 

用を行ったりしているといった話はそうそう聞くことがないだろう。更に言う

と先ほどのように金融教育をしっかり受けることができていないため NISA や

ジュニア NISA などの個人投資家のための税制優遇制度などを知らない人のほ

うが大半なのである。このような制度を知らずに、イメージや少ない知識で投

資に踏み込めないのであれば、これらを周知することは必要不可欠であるので25 

はないだろうか。そうすることで少しずつでも投資に対する理解が深まる可能

性が広がると思う。 

 

 

 30 
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図 3-4 正誤問題の年齢層別正答率 

 

図 3-4 金融広報中央委員会 『金融リテラシー調査』 2016 年 P12（図表

32）「正誤問題の正答率＜Q4 など 25 問＞より」 引用 

 5 

 

 

図 3-5 正誤問題の職業別正答率 

  

図 3-5 金融広報中央委員会 『金融リテラシー調査』 2016 年 P12（図表10 

32）「正誤問題の正答率＜Q4 など 25 問＞より」 引用 

 

 

 

 15 
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図 3-6 正答率ごとの金融教育を受けた人の割合 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

図 3-6 金融広報中央委員会 『金融リテラシー調査』 2016 年 P14 (図10 

表 37)「金融教育を受けた人の割合＜39＞」より 引用 

 

 

図 3-7 正答率ごとの株式に投資している人の割合 

 15 

図 3-7 金融広報中央委員会 『金融リテラシー調査』 2016 年 P14 (図

表 42)「株式に投資している人の割合＜Q34＞」より 引用 

 

 

 20 
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図 3-8 保有金融資産による違い（左）と資金不足を投資しない理由に挙げ

る人の割合（右） 

 

図 3-8 株式会社野村総合研究所「若年層を中心とした個人による投資の現

状と NISA の利用促進に向けた課題 に関する調査」 報告書 P6 より引用 5 

  

 

第 4 章 活性化に向けた提案 

 

第 1 節 活性化の定義 10 

 第２次安倍晋三内閣の発足から現在までに、日経平均株価は約８割も高くな

った。日経平均株価は立ちはだかると言われた日経平均株価 20000 円の壁を越

え今は 21000 円超えたりもしている。円安の助けもあり、多くの大企業は過去

最高の利益をあげるまでになった。しかし日本ではいまだに貯蓄がメインであ

り預金が大半である。資産と投資に回すといった考えを持つ家庭が少ないので15 

ある。NISA などの方策についてもまず知らないなど投資を促すような方策すら

知れ渡ってないというのが現状である。そして、国内投資家が株式投資に積極

的でない理由としてバブル崩壊や近年の東芝の不正会計事件などによる信用の

低迷などが考えられる。しかし配当や自社株買いによって株主への利益配分を

増やす企業も多いのが現在のふうちょうとしてある。私たちは活性化の定義と20 
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して金融リテラシーの普及、方策などへの理解度を増やし投資未経験の多くの

人々が市場に参入することで投資家が増えること。また投資家一人一人の運用

額が大きくなることとする。 

 

第 2 節 金融的分野の義務教育化 5 

3 章 2 節で述べたように若年層の金融リテラシーの低さが問題点である。ま

た、金融リテラシーの低さが投資に積極的でない理由の一つとなっていること

も見て取れる。本節では中学生の学習指導要領に社会科の科目として金融的分

野をお組み込むことを提案する。 

現在の学習指導要領社会科は主に地理的分野、歴史的分野、公民的分野に分け10 

られる。公民的分野では一部金融の仕組みなども取り上げられている。 

「市場の働きと経済、身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させると

ともに，価格の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させ

る。また，現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解させるとともに，社会

における企業の役割と責任について考えさせる。その際，社会生活における職15 

業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について，勤労の権利と義務，労働

組合の意義及び労働基準法の精神と関連付けて考えさせる。」（文部科学省 中

学校学習指導要領）と公民的分野の内容の一部として明記されている。 

 しかしこれは社会科の中の公民的分野の中の一部に過ぎない。これでは金融

的な分野の内容が希薄になってしまうのは、避けられないことといえる。現代20 

社会において金融は地理よりも歴史よりも生活に密接につながっていると考え

る。 

 新たに金融的分野を中学生の学習指導要領に導入することで、長期で見る金

融リテラシーの向上が狙いである。またリテラシーの向上から、若年層の証券

市場への参入が見込めるだろう。 25 

 

 

第 3 節 NISA 制度の改善案 

NISA は証券会社や銀行などの金融機関で少額投資非課税口座（NISA 口座）
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を開設して株などの証券を購入すると、一般口座では役 20％も課税される

配当金や売買益等が非課税となる制度である。非課税投資枠は 2016 年より

年間 120 万円までになり非課税期間は 5 年間である。NISA 口座は日本在住

の成人であれば取扱金融機関でだれでも一人につき一口座開設できる。現在

NISA は 2023 年までの制度とされており金融商品の購入ができるのは 20235 

年までであり 2023 年中に購入した金融商品については 2027 年まで非課税

で保有することができる。注意点として挙げられる項目もいくつかある。 

一つ目は金額や期間の制限である。 

先でも述べたように、非課税枠は現在 120 万円までであり、期間は 5 年であ 

る。これを超えてしまえば、税金は発生してしまう。 10 

二つ目は一般口座と NISA 口座の損益を通算できないてんである。NISA 口

座以外の口座で保有している金融商品を NISA 口座に移すことはできず、ま

た NISA 口座で保有している金融商品を、他の金融機関の NISA 口座に移すこ

ともできないといったものがある。 

 これらの注意点を把握したうえでの NISA の利用は個人投資家を増加させ15 

るポイントになる。 

 

ジュニア NISA 

 さらなる預貯金から証券市場への資金流入を図り、2016 年から未成年少

額投資非課税制度が適用された。口座開設者の二親等以内の親族が運用管理20 

者となって子や孫のために行う資産運用であり、0 歳～18 歳の日本の居住者

であることが前提である。非課税対象は国内株式、投資信託などから得られ

る配当金・分配金や譲渡益に限定されている。NISA と同様、一人につき一口

座で非課税期間は 5 年間、投資可能期間は平成 35 年までとなっている。NISA

との相違点として、非課税枠は年間 80 万円であり、金融機関の変更は不可、25 

原則 18 歳までは払い戻しができない点が挙げられる。18 歳未満で払い出す



25 
 

場合は過去の利益に課税されてしまう。 

 

つみたて NISA 

従来の NISA に加えて、2018 年の 1 月から、つみたて NISA 制度が始まっ

た。 5 

つみたて NISA とは現行 NISA と同様に、投資した値上がり益や配当金・分配

金にかかる税金が非課税になる積立に特化し、非課税期間が 20 年と長いの

が特長である。 

 

図 4-1 10 

  つみたて NISA 一般 NISA ジュニア NISA 

運用方法 積立方式 積立方式、通常

買い付け 

積立方式、通常買い付

け 

非課税投

資枠 

年間４０万まで 年間 120 万まで 年間 80 万まで 

対象商品 国が定めた基準を

満たした投資信託 

国内株式・海外

株式・投資信託 

国内株式（現物取引）・

投資信託 

非課税と

なる期間 

２０年間 5 年間 5 年間 

途中引き

出し 

いつでも可能 いつでも可能 18 歳まで払い出し制限 

非課税対

象 

配当金 値上がり

益 

配当金 値上が

り益 

配当金 値上がり益 

出所）楽天証券 NISA（ニーサ）:少額投資非課税制度より筆者作成 

 

ＮＩＳＡの認知度は広がりを見せＮＩＳＡを聞いたことがある人が 75%以
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上に及ぶ。しかしながらＮＩＳＡの具体的な内容や活用方法まで知っている

人は役 20％しかいない。（図 4-2） 

図 4-2 

出所）金融庁 国民の NISA 利用状況に関するアンケート調査（2016 年 2 月）

p.39 より筆者作成 5 

 

ＮＩＳＡを聞いたことがある人の中でＮＩＳＡの口座を実際に開設した人

の割合は約 20%にしか及ばないという実態も浮き彫りである。（図 4-3） 

図 4-3 

出所）金融庁 国民の NISA 利用状況に関するアンケート調査（2016 年 2 月）10 
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p.39 より筆者作成 

 

実際にＮＩＳＡを認知し、口座を開設している割合は少ないが、時系列で

みるとＮＩＳＡ口座数は右肩上がりに伸びていることが分かる。平成 28 年

6 月時点で約 1030 万口座数に及ぶ。(図 4-4）ジュニア NISA と積立 NISA の5 

導入で通常の NISA との相乗効果が起き、さらに加入者が増えていくことも

期待できるだろう。 

 

図 4-4 

 10 

出所）金融庁 NISA 制度の効果検証結果(平成 28 年 10 月)p.3 より引用 
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図 4-5 

出所）NISA 口座開設・利用状況調査結果（平成 28 年 9 月）p.4 より引用 

 

NISA 口座数は図 4-4 で伸びているのがわかる。さらに口座を開設した投資家の

中で投資未経験者の割合が増えてきていることは投資未経験者がＮＩＳＡ制度5 

を介して実際の投資との距離が縮まっていると考えられる。 

しかし口座開設者のうち、投資経験がない割合は約３割を占める。 

口座を開設したにも関わらず投資をしていない人が 3 割もいるとも捉えられる。

投資未経験者には、口座開設だけでなく投資実行も促すことが求められる。 

 10 

 

 

 

 

 15 
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図 4-6 H28 年 3 月末から H28 年 6 月末の NISA による買付額の増加率 

 

出所）金融庁 NISA 制度の効果検証結果（平成 28 年 10 月）p.5 より筆者作成 

 

上のグラフからわかるように NISA による市場の活性化は失敗していないが5 

NISA でより市場を活性化するための改善案を２つ挙げたい 

 1 つ目は非課税枠のつり上げである。現在 NISA の非課税枠は年間 120 万円ま

でだが、限度額を吊り上げることによって、一人当たりの投資額が増加するこ

とを見込んだ案である。本来証券市場は資金に余裕のある者と資金を必要とす

る者で成り立っている。非課税枠を吊り上げることで資金に余裕のある投資家10 

層の一人当たりの投資額が拡大されるだろう。 

2 つ目は期間の制限を撤廃することである。先でも述べたように NISA の非課

税期間は 5 年間であり、制度自体も 2023 年までのものである。非課税期間の 5

年間も制度の終了も撤廃し、永久的な非課税枠を設けることによって証券市場

は非常に魅力的になる。新たな市場参加者の流入や、全体的な投資額の増加が15 

見込まれるだろう。 

 

 

 

H28年6月末
Ｈ28年3月末
からの増加率

Ｈ28年3月末

総買付額 8兆3761億 8.1% 7兆7513億
20代 2278億 8.9% 2091億
30代 6905億 9% 6336億
40代 1兆595億 8.9% 9733億
50代 1兆4135億 7.7% 1兆3125億
60代 2兆5723億 7.7% 2兆3887億
70代 1兆8468億 7.6% 1兆7162億

80代以上 5654億 9.2% 517７億
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第 4 節 有価証券の相続税控除案 

遺産を相続する際に発生する相続税について、株式や債券などの有価証券 

に控除額を設定することを提案する。 

相続税とは亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などによって取得した

財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合対象となる課税である。基礎控5 

除額は 3000 万円＋600 万円×法定相続人の数である。これを超えた財産を相続

する際には多額な相続税が発生するのである。 

 

図 4-7 法定相続分に応ずる取得金額の税率と控除額 

出所）国税庁「暮らしの税情報」（平成 29 年度）より筆者作成 10 

 

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% ‐

1000万円越から3000万円以下 15% 50万円
3000万円越から5000万円以下 20% 200万円

5000万円越から1億円以下 30% 700万円
1億円から2億円以下 40% 1700万円
2億円から3億円以下 45% 2700万円
3億円から6億円以下 50% 4200万円

6億円以上 55% 7200万円
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図 4-8 家計資産額階級別の世帯主の年齢階級の内訳(二人以上の世帯) 

出典（総務省「平成 2６年全国消費実態調査」）家計資産に関する結果（平成

28 年 3 月）p.2 より引用 

 

図 4-9 5 

 

出典（総務省「平成 2６年全国消費実態調査」）家計資産に関する結果（平成

28 年 3 月）p.7 より引用 

 

図 4-9 のように家計資産の額が大きくなればなるほど 60 歳以上の割合は大10 
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きくなり、40 歳第以下は小さくなる。統計的に年齢を重ねるごとに家計の

資産が増えることが見て取れる。 

 この年齢を重ねるごとに多く保有している家計の資産の内訳は下図表８

の通りになる。家計の資産の約 30％が金融資産になる。又図 3-1 から金融

資産の半分以上が現金預金である。 5 

 ここで遺産相続時の株式や債券などの有価証券について、控除額を設定す

ると、主に高齢者や、純資産額が大きい人などの資産が、証券市場に流れて

くるのではないだろうか。 

 

 10 

第 5 章 日本の投資傾向と国内企業に対しての

機関投資家の在り方 

 

第１節 国内投資家の投資傾向と日本企業の改善点 

さきほどの節では特に流通市場を活性化させるために投資家層を拡大させ取15 

引量の増加を狙うというものであった。しかしそれだけでは活性化したとは言

い難い。なので、ここでもう一つのテーマとして国内投資家が投資に積極的で

はない理由として信用問題を取り上げる。まず日本の個人投資家の傾向として

長期投資が多く一年以上の期間所持している人が多い。 
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出所)平成 18 日年 10 月に行われた本年証券業協会の個人投資家の証券税制に関する意識調査の調

査から筆者作成 

 

 5 

出所)平成 18 日年 10 月に行われた本年証券業協会の個人投資家の証券税制に関する意識調査の調

査から筆者作成 

株式の平均的な保有期間(全体平均)

１年以上 １年未満 ６か月未満 3か月未満 1か月未満 1日 無回答

株の平均的な保有期間(20～30代)

１年以上 １年未満 ６か月未満 3か月未満 1か月未満 1日 無回答
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出所)平成 18 日年 10 月に行われた本年証券業協会の個人投資家の証券税制に関する意識調査の調

査から筆者作成 5 

 

このグラフは平成 18 日年 10 月に行われた本年証券業協会の個人投資家の証券

税制に関する意識調査の結果である。これを見れば国内投資家は長期投資家が

ほとんどでデイトレーダーが少ないことがわかる。しかしただ長期投資家が多

いというわけではない。 10 

売上高

１年以上 １年未満 ６か月未満 3か月未満 1か月未満 1日 無回答
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出所)平成 18 日年 10 月に行われた本年証券業協会の個人投資家の証券税制に関する意識調査の調

査から筆者作成 

 

 5 

出所)平成 18 日年 10 月に行われた本年証券業協会の個人投資家の証券税制に関する意識調査の調

査から筆者作成 

 

株式の投資方針(全世代平均)

⾧期だが、ある程度値上がり益があれば売却

値上がり益重視であり、短期間に売却する

特に決めてない

その他

無回答

株式の投資方針(20～30代)

⾧期だが、ある程度値上がり

益があれば売却
値上がり益重視であり、短期

間に売却する
特に決めてない

その他

無回答
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20～30 代はある程度の利益が見えれば売却すると言っているし、値上がり幅重

視の人が多い。しかし、多くの人は長期を望んでいる。近年では日本は高齢化

が進んでいくといわれている。その中で貯蓄から投資へと進んでいかせること

を考えるには株式を長期にわたって保有し、その利益を長期間享受できる税制

措置が必要になっていくと思われる。 5 

国内投資家は長期投資が多いということは投資に慎重であるといえるであろう。

企業が高い信頼性を確保し明確な業績の向上が見られれば株主や株主じゃない

人からも信用を獲得し注目を得て投資もしやすくなるし、投資に慎重な人もや

りやすくなると言える。しかし、現在東芝不正会計事件やカネボウ、神鋼、日

産問題など様々な利益の水増しや損失の隠蔽など虚偽の記載が行われていた。10 

これらはどれも日本の大手企業といえるだろう。それらが不正会計を行ってい

たとなると株主や株主でない方からこれらが信用を失うだけでなく、国内の企

業が全体的に信用を失ってしまうといえるだろう。これでは個人投資家たちは

投資に消極的になってしまう。ならば財務情報の提示、調査委員会の見直し改

善していくことで信頼を取り戻す必要がある。 15 

 

第２節 東芝不正会計から見る監査と株主総会の重要性 

第三者委員会調査報告書は調査の前提としていることであるが，それは調査の

前提として，東芝役職員の任意の協力の下で行われたものであることである。し

かしそれでは全体を調査することはできないのではないだろうか。東芝の報告書20 

では工事進行基準に係る会計処理、映像事業における経費計上の係る会計処

理、ディスクリート[1 つの機能のみを備えている単純 な半導体]，システム

ＬＳＩ[多数の機能を 1 個のチップ上に集積した超多機能 LSI]を主とする半

導体事業に おける在庫の評価に係る会計処理、パソコン事業における部品取

引等に係る会計処理の 4 点のみの調査であった。これは 2017 年 1 月に最大で25 

7000 億円の損失が計上する可能性があるといわれた、アメリカ原子力事業の

減損処理などは含まれていなかったのであるこれでは調査が行き届いている

とはいえないであろう。そしてまたバイセル取引も行われていた。 
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出所)須田肇税理士事務所 Suda Hajime Certified Public Tax Accountant Office の（誰でも分5 

かる東芝の不正会計！）より引用 

 

これは四半期の売り上げに達成しそうになかったら、四半期近くにに利益を上

乗せした部品をメーカーに持ち込み上乗せした利益が計上されていたことは限

りなく粉飾であると言える。その結果パソコン事業の四半期決算ごとに利益が10 

売上高を超えるという異常が起こっていた。これによっていえるのは、監査法

人の経営陣からの立ち位置の弱さや不正に加担してしまうような人の監査委員

会にいる、そして積極的で明確な情報の提示が行われてないが故に不正を見抜

けていないという点である。こういう場合経営陣は不正を隠そうとするであろ

う、そこでそれを見抜く立場の監査法人が経営陣に対峙、積極的な情報提示の15 

要求をできる立場にいなくてはならないのだ。そして、東芝不正会計の問題と

して選任の不十分なところも言えると思う。東芝の監査委員会は委員長が社内

取締役だった。しかし社外取締役が望ましいといえるだろう。日本の会社法で

は監査法人の選任解任、評価などは株主に権限がある。そこでその選任にもの

をいう株主が必要なのである。監査委員会の立ち位置を上げるため又にも不正20 

に加担させないためにも株主の積極的な株主総会への参加は重要である。なの

で、そこに対する株主の積極的な反応や行動が監査の重要性や権限の上昇につ
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ながると考える。 

 

第 3 節 機関投資家の在り方 

株主が役員や監査委員会の選任、解任にものをいうのは重要である。しかし

現状株主はリテラシーが充実していないため企業に対しものをいう株主という5 

のが少ないそこで金融リテラシーなどに詳しい機関投資家の積極的な参加が重

要だと考える。昔は白紙委任が多かった機関投資家である。しかし、近年では

日本ではアベノミクスの成長戦略の一環として金融庁主導で導入されたスチュ

ワードシップコードの効果は高く機関投資家総会前に会計不正が発覚した富士

フイルムホールディングスでは、古森重隆会長の選任議案への賛成が 83.26％、10 

助野健児社長への賛成票が 80.51％と、他の取締役候補が軒並み 90％以上の賛

成票を得た(注 5－1)中で、反対票が際立った。これはこれまでと違い機関投資

家が大株主としての使命を果たし、各企業に対し「ものを言わない株主」から

「ものをいう株主」へと変わって行っていると言えるのではないだろうか。ス

チュワードシップコードとは・各社ごとに行動指針をつくり、公表する・親会15 

社や取引先などとの利益相反が起きないよう方針を決め公表する・投資先企業

との対話を通じて当該企業の経営状況を把握しチェックする、・中長期視点で

投資先企業と対話し、問題の改善に努める、・議決権行使の方針をつくり、実際

の行使結果を集計・公表する・機関投資家としての責務をどう果たしているか、

顧客などに定期的に報告する、・投資先企業との対話の結果を高めるために実20 

力を備える、の七つの原則からなっている。これにより企業に対しいいプレシ

ャーを与えることができる。これは企業に対し監視や対話の不十分をも補うこ

とができるといえるだろうし個人投資家に大株主の行動方針を明確にすること

ができる。現に 214 社の機関投資家が受け入れている。強制ではないため受け

入れてないとこも多いなのでスチュワードシップコードへの機関投資家の受け25 

入れの義務化がガバナンスの改善につながり企業の個人株主からの信頼回復に

もつながり流通市場の活性化へとつながると考える。 
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終わりに 

 

本論文では証券市場の活性化を投資未経験の多くの人々が市場に参入すること

と、投資家一人一人の運用額が大きくなることによって取引高が増加すること5 

とした。 

 証券市場の歩みから現状を述べ、現状から問題点を読み取り明記した。問題

点としては家計の金融資産の構成や、若年層の金融リテラシーの低さや、そも

そもの金融資産の少なさを焦点とした。 

 若年層の金融リテラシーの低さについては、中学校の学習指導要領に金融的10 

分野を取り込み、義務教育にすることを提案した。これにより長期的にみる若

年層の金融リテラシーは向上すると考えた。 

 家計の金融資産の構成を図る提案は二つ挙げた。 

 一つ目は既存の NISA 制度の改善案を提案した。二つ目は遺産相続の際発生

する相続税について、有価証券については一定の控除額を設定することを提案15 

した。 

 証券市場で重要な機関投資家と、国内企業について改善点やあり方も明記し

た。我が国の証券市場の制度が魅力的になることで、おのずと金融リテラシー

の向上やガバナンスの整備が整ってくだろう。そうすることによって相乗効果

が生まれ、我々が定義した証券市場の活性化が見えてくることが期待される。 20 
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