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序章 

 

「貯蓄から資産形成へ」というスローガンがある。 1996 年、当時の橋本首

相が「日本版金融ビックバンの中で提唱され、以降スローガンの名称が変わり

ながら 1も一貫として金融資産の中の株式・投信比率を上げるべきということ5 

が訴えられてきた。金融資産の中でも、日本人が主に利用している預金や年金

の利率が低下し、これらでは、老後のための資産形成が困難になる中で、リ

ターンの高いリスク資産に投資して、自助努力によって資産形成をしていく必

要がある。この中でリスク資産である証券の取引の場である証券市場に資産形

成の場としての役割を果たすことが期待されてきている。  10 

しかし、 2017 年現時点においても資産形成への機運が高まっているとは言

えない。日本人の金融資産は 2016 年末で 1800 兆円と過去最高となったが、そ

の内の 937 兆円（約 52％）は現金・預金に留まっており、証券への投資は 288

兆円（約 16%）と未だに低い水準である。世界と比べても相当低い水準であり、

これは日本には証券市場の活性化の余地が相当残っていることに他ならない。15 

もしも、割合が木成・筒井 (2009)にて報告されている中でも危険資産超過収益

率の期待値を元に推算されている理論値である約 27%に増加すれば証券投資の

総額は 486 兆円にも上ることとなる。そうなるならば国内証券市場は間違いな

く活性化するであろう。  

私たちは証券市場の活性化を「証券市場が個人の資産形成の場として確立さ20 

れること」であるとした定義づけた上で本論文を作成した。現状、個人の資産

形成の手段として大きな役割を果たしている年金・保険の原資は大半が証券市

場で運用されており、証券市場は個人の資産形成の場として一程度の役割を果

たしていると言える。しかし、個人投資家の中で証券投資を「資産形成の手段」

として認識している人は少なく、実際と認識との間に齟齬が生じてしまってい25 

る。この齟齬を解消し、個人投資家に証券投資が資産形成の手段であることを

認識させ、証券市場が個人の資産形成の場として確立されることが証券市場の

                                                   
1 2016 年 9 月 15 日、金融庁の「平成 27 年事務年度金融レポート」において、「貯蓄か

ら投資へ」というスローガンから「貯蓄から資産形成へ」というスローガンに変更に

なった。  
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活性化であると定義付けた。  

本論文の構成は以下の通りである。第 1 章では、証券市場の現状と活性化の

定義について述べ、主な論点に沿って話を進める。第 2 章では発行市場の視点

からコーポレート・ガバナンスや IPO について触れる。第 3 章では証券取引所

における市場間競争について述べ、市場間競争という観点から東証の有望な対5 

抗相手としての PTS 取引について述べていく。第 4 章では、投資家の裾野を広

げるための分析をし、少額投資に対する需要が大きいということや預貯金が多

いと言った現状に対して考えられる方策を述べていく。第 5 章では、証券市場

の活性化に繋がる提言をさせていただき、最後に総括とする。  

 10 

第1章 私たちが考える証券市場の在り方  

 

 本章においては、まず第 1 節において本論文における証券市場の定義を確認

し、第 2 節において証券市場の役割を確認する。第 3 節、第 4 節、第 5 節にお

いてはそれぞれ、発行市場と流通市場そして証券取引所の 3 視点の現状を述べ15 

る。 

 

第1節 証券市場の定義  

 

 企業は事業を開始する際に、必要な資金を「金融市場」を介して資金調達を20 

行っている。金融市場は、一国経済において、資金余剰部門 (貸手 )から資金不

足部門(借手)へと資金が融通される場である。国内の金融市場は、金融商品の

満期期間を基準にして、満期が 1 年以内の金融商品の市場を短期金融市場、 1

年を超える場合を長期金融市場として 2 つに分類される。 2また仲介手段の観

点から間接金融と直接金融にも分類される。間接金融は、金融仲介機関 3が貸25 

手に対して間接証券 4を発行することによって調達資金を基に、借手が発行し

                                                   
2 晝間 (2011)p.88 参照。  
3 自ら貸し借りを行うことによって貸手と借手の間の金融取引を仲介する金融機関  

内田 (2016)p.159 参照。  
4  間接証券の代表は預金であり、保険証券も間接証券にあたる。内田 (2016)p． 160 参照。  
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た本源的証券 5を取得する形で資金仲介を行うことである。一方、直接金融と

は、借手が貸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。 6この直接金融が行われる長期金融市場こそが証券市

場である。  

 証券市場とはつまり、企業が発行した株式や債券を取引する市場だというこ5 

とは前文で述べているが、これからの本論文を進めていくにあたって「証券」

の定義を改めて整理しておく必要がある。  

 証券とは、一般に財産法に定められた権利や義務に関して記帳している証書

のことを指すが、法律上では「証拠証券」と「有価証券」に分けられる。証拠

証券は、預金証書や保険証券、受取証などの財産芳情の意味のある事実が記載10 

され、その証明に役立つ書面のことである。 7一方の有価証券は財産権を証券

や証書として紙券の形で表し、それに記載された権利の行使や移転 (譲渡)が、

その証券に基づいて行われるものである。この有価証券が証券取引において取

引の対象となる。有価証券はさらに、財産権の内容に応じて、一定額の貨幣に

対する請求権を表象する「貨幣証券」、一定の商品またはサービスに対する請15 

求権を表象する「商品証券」、債権や株式など資本の一定部分を表わし、資本

の果実たる利潤または利子に対する請求権を表象する「資本証券」に大別でき

る。以上の全てが証券市場で取引されるわけではなく、証券市場で取引される

有価証券は「流通する証券」 8としての在り方が求められるので、代替性があ

り、一定の単位に分割でき、市場性の高い「資本証券」が証券市場において取20 

引対象となる。本論文においてこの「資本証券」が取引される市場を「証券市

場」と定義する。  

 証券市場もその機能の面から 2 種類に分類することができる。 1 つが「発行

市場」で、企業が発行した株式や公社債により長期資金の調達が行われる市場

                                                   
5 借手が発行する証券のことを本来の意味で本源的証券と呼ぶ。たとえば企業が発行す

る株式や社債、国が発行する国債などはいずれも本源的証券である。内田 (2016)p． 159

参照。  
6日本証券経済研究所 (2016)p.2 参照。  
7 福光・高橋 (2007)p.4 参照。  
8 定期預金証書はそのまま譲渡できないし、債務証書は譲渡しようと思えばかなり複雑な

手続きが必要である。譲渡できない、譲渡しにくいものは「市場」取引の対象とはなり

えない。逆に、譲渡性が付与されれば、預金証書も取引対象となる。「譲渡性預金」二

上・代田 (2011)p.1 参照。  
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でプライマリーマーケット (1 次市場)とも呼ばれる。もう 1 つは「流通市場」

で、こちらは既に発行された株式や公社債が投資家間で売買される市場であり、

セカンダリーマーケット (2 次市場)とも呼ばれる。この 2 つの市場から証券市

場は形成されている。  

 5 

第 2 節 個人の資産形成の場としての証券市場  

 

 序章でも述べたように、日本の家計は金融資産の過半を現預金で保有してい

る。金融広報中央委員会（ 2016）によれば金融資産の保有目的において、「老

後の生活資金」との回答が 7 割を超え、「病気や不時の災害への備え」との回10 

答も 63.7%あるなど、将来への支出への不安から家計は貯蓄を行っていること

が分かる 9。老後への心配においても「心配である」との回答が 83.4%10、心配

している理由についても「年金や保険が十分ではないから」との回答が 73.4%

と家計は、資産形成は年金や保険だけでは不十分であると認識してきている。  

 そこで日本では、「貯蓄から投資へ」と言われるように個人の資産形成手段15 

として証券投資を促進させようとしてきた。個人の資産形成手段には他に預貯

金などの貯蓄を挙げることが出来るが、普通金利預金は 0.001%まで低下して

いるなど将来のための資産形成手段としては不十分であると言わざるを得ない。

多少のリスクを負ってはしまうが、預貯金以上のリターンを期待できる証券投

資によって資産形成の補完をしていくのが望ましい。  20 

 また、年金や保険はほとんどの原資を証券市場で運用しており、現状におい

ても証券市場は資産形成の場としての役割をある程度担っているものと考えら

れる。しかし、年金や保険のほとんどの原始を証券市場で運用しているのに個

人投資家は証券投資を資産形成の場として認識していない。だから、認識させ

ることが活性化につながると定義する。  25 

証券市場の機能は資金を効率的に配分 11することにある。この機能は資金余

                                                   
9金融広報中央委員会 (2016)p.9 参照。  
10同上、 p.16 参照。「心配である」の数値は「老後の生活への心配」のアンケートにつ

いての回答の中で、「非常に心配である（ 40.4%）」・「多少心配である（ 43.0%）」の

合計値である。  
11内田 (2016) p.322 参照  
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剰主体から資金不足主体に資金を融通することであり、資金不足主体が資金を

必要とする場合、資金余剰主体から資金を再分配する。そして、効率的な経済

活動を促す役割 12を果たす。 13このことから多くの資金を必要とする際には、

証券発行市場にて資金調達が行われる。また、企業が株式や社債を発行して証

券市場から資金を調達する場合において、流通市場で形成される価格を基準と5 

して、発行される証券の発行条件や発行量が調整される。なので、この市場は

需要と供給を調整し、その両者を均衡させるのは価格になっている。このよう

に価格メカニズムにより資金を効率的に配分することが証券市場の重要な機能

である。  

前節でも述べたように資金を調達する方法として直接金融と間接金融 14があ10 

る。直接金融とは｢企業が株式や社債を発行し、証券市場を通じて家計などに

それを売却し資金を調達する方法である。｣ 15直接金融では、投資家が業務及

び財務内容、事業の将来性、経営のビジョンなどの情報を収集、分析し投資判

断を行い、運用を行う。そのため、企業の業績が好調であるときは株価が上昇

し、利益を生みやすい。一方、間接金融は｢企業が銀行から借入れを行い、銀15 

行は預金者から預金を受け入れることで資金を調達する方法である。｣ 16間接

金融では金融仲介機関が資金を集め、その資金を政府や企業に一括して貸し出

しを行っている。これらを比較した場合、直接金融は｢資金需要者である企業

の直接の信用で資金調達することである。｣ 17そして、間接金融は｢資金需要者

である企業は、銀行信用を媒介として、間接的に資金調達することである。｣20 

18こうした資金調達から個人投資家が資産形成を行うには企業の信用で資金調

達をする直接金融を利用することが良い。その理由として信用が大きい場合に

は、手形・債権・株式などの信用に基礎を置く証券の存在により様々な資金調

達が可能となっている。多少のリスクを負ってはしまうが、リターンの小さい

間接金融よりリターンが期待できる直接金融による資金調達が望ましい。そし25 

                                                   
12証券経済研究所 (1997) p.20 参照  
13福光・高橋 (2007) p.10 参照  
14川村 (2006) p.172 参照  
15東京証券取引所 (2004) p.2 引用。  
16東京証券取引所 (2004) p.2 引用。  
17津村 (1991) p.40 引用  
18津村 (1991) p.40 引用  



8 

 

て、この機能が十分に果たされることによって余剰資金が効率的に配分される。  

次に証券市場が役割を果たす上で必要とされる要因について述べていく。必

要な要因として流動性の向上を挙げる。前節でも述べたが流通市場はすでに発

行された株式や公社債が投資者と投資者の間で売買されている。また、投資者

が発行されている株式や公社債を取得し、金融資産の運用を図る場である。こ5 

のような役割を持つ市場では｢株式や公社債が投資者から他の投資者へ転々と

売買され、有価証券の特質である流動性が付与される。｣ 19その、流動性は証

券市場で多数の市場参加者によって取引が活発に行われることにより、市場で

流通する証券などの金融商品を現金化しやすくなる。 20そのため、資金余剰主

体から資金不足主体に資金を融通することができることは資金の移転機能を果10 

たす上で必要とされる。  

 

第 3 節 発行市場の現状  

 

3-1 企業の負債構成  15 

 

図表 1 企業の負債総額 (ストック) 

 

(出所 )日本銀行資金循環をもとに筆者作成  

                                                   
19東京証券取引所 (2004) p.8 引用。  
20渡辺直樹・坂和秀晃 (2016) p.13 参照  
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図表 1 は 1997 年度から 2015 年度までの日本企業の資金調達 (ストック )をみ

たものである。 1990 年代に 1997 年まで銀行借入は 500 兆円を上回り、負債の

中で最大の比率を占めていた。しかし、 1997 年から 1998 年の日本における銀

行危機 21以降は、銀行借入の総額は次第に低下し、 2015 年には約 350 兆円と

200 兆円近く低下している。吉野・山上 (2017)によると、 22こうした企業側の5 

借入需要の低下が、銀行側から見れば企業貸出の低下と国債保有の増加に結び

つく理由でもある。  

また、株式による調達は、 2008 年のリーマン・ショックによる株価下落の

時期などに落ち込みが大きいが、 2003 年以降、総じて銀行借入を上回ってい

る。 10 

 

3-2 株主の権利  

 

図表 2 株主の権利  

自益権 (財産的利益に関する権利 ) 共益権 (経営への参加に関する権利 ) 

・剰余金配当請求権・新株引受権  

・残余財産分配請求権・名簿名義書換請求権  

・株式買取請求権  

・総会議決権・代表訴訟提起権  

・総会招集権・株主提案権  

・解散請求権・役員解任請求権  

・閲覧等請求権  

・取締役の違法行為差止請求権  

単独株主権  単独株主権  小数株主権  

(出所 )日本証券経済研究所 (2016)p.35 より取得し、筆者作成  15 

  

 株式会社が発行する株式は、出資者の地位や権利を意味する資本証券である。  

図表 2 のように株式を保有する株主には多くの権利が付与される。権利の種類

は大きく分けて 2 種類あり、まず 1 つは「自益権」である。自益権は株主の権

                                                   
21 1991 年に生じたバブル崩壊の影響を受けた金融機関が、経営に問題がない企業に対し

ても貸し出しに慎重になる貸し渋りが相次いだ。経済学者の野口旭は「 1990 年代で明ら

かに貸し渋りがあったのは、 1997 年、 1998 年だけであったというのが経済の専門家間の

定説である」と指摘している。田中・野口・若田部 (2003)、 p.28 参照。  
22 吉野・山上 (2017)、 p.31 参照。  
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利として、権利を行使した結果が株式を保有している当人の利益だけに関する

ものである。これは、 1 株でも保有していればその権利を行使できる「単独株

主権」であり、代表的なものとして「剰余金配当請求権」 23や「株式買取請求

権」 24、「残余財産分配請求権」 25がある。 2 つ目は「共益権」である。共益

権は権利を行使した結果が他の株主全体の利益に繋がるものである。こちらは5 

自益権と同じで「単独株主権」であり、また別の一定以上の株式数を持つ株主

でなければ行使ができない「少数株主権」でもある。代表的なものは「総会議

決権」や「代表訴訟提起権」、「株主提案権」がある。株主に多様な権利が与

えられていることが再確認できる。  

以上のことから株主は企業からみたステークホルダーの中でも最重要な存在10 

となった。そのため企業が資金調達を行う際に強い影響与える株主に対しての

起業ごとのコーポレート・ガバナンスの在り方が求められる。  

 

第 4 節 流通市場の現状  

 15 

4-1 過少な危険資産  

 

 日本の家計は証券への投資割合が少ないといわれる。図表 3 によると日本の

家計金融資産構成比率のうち株式・出資金に当たる部分は 10.0%であり、欧米

の株式・出資金の比率よりは少ないといえる。投資信託や債券を合わせた危険20 

資産保有比率でも 17%前後であり、アメリカの約 52%、欧州の約 31%には遠く

及ばない。  

 では、日本ではパーセンテージがどのくらいまで増えれば日本の危険資産保

有比率が過少ではなくなるのか。木成・筒井 (2009)では、Kinari(2007)におけ

                                                   
23 株主総会で利益の分配を行うことが決まったならば、株主は株数に応じて、配当金の

分配を受ける権利。齊藤 (2010)p.334 参照。  
24 「決議に反対した株主に対して会社から離脱してその持分を払い戻すことを実質的に

認める制度である。株式会社においては、株式の譲渡の自由が認められているから (127

条 )、株主が離脱しようと思えば株式を譲渡すればよいのであって、株式買取請求権を認

める必要がないとの批判もある。しかし、公正な買取価格が確保されるところに意義を

認めるべきであろう。」森田 (2010)p.182 参照。  
25 会社が解散した場合、もしも財産が残ったならば、株主は株数に応じてその財産の分

配を受けることができる権利。齊藤 (2010)p.334 参照。  
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る 2003~2005 年の危険資産収益率の分散と危険資産超過収益率を元に危険資産

保有比率の理論値を求めており、その理論値は 19%~27%と結論付けられている。

その値を元に「日本の家計は理論予測よりも「過少な」危険資産しか保有して

いないことが確認される」と報告している。この報告を元にすれば、日本の危

険資産保有比率が 19%～ 27%となった時が「適正な」保有比率であるといえる。  5 

  

図表 3 日米欧家計金融資産構成比率比較  

 

(出所）日本銀行「資金循環の日米欧比較」より  

 10 

4-2 証券会社への信頼度の低さ  

 

日本の証券保有比率が低い一要因として証券会社のイメージが低いことが挙げ

られる。図表 4 を見れば分かるように複数回答ではあるが、「信頼できる」と

の回答はたったの 3.9%であり、逆に「敷居が高い」は 41.1%、「あまり信頼で15 

きない」は 31.4%などと、証券会社に対するイメージは低いといえる。木成・

筒井 (2009）においても、「日本の金融資産保有比率が低いのは、証券会社に

対する信頼が低いことが 1 つの要因であることが示唆される」 26と指摘されて

いる。  

 この結論を見れば、証券会社のイメージを改善させることが必要であるとい20 

                                                   
26 木成・筒井 (2009)、 p.59 参照。  
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うことになるが、図 4 に示されている通り証券を保有していない層と証券を保

有している層では、前者に比べて後者のほうが証券会社に対するイメージが良

く、この結果からすれば証券会社に対するイメージを良くするためにはまず証

券を保有してもらうことが重要であると考える 27。 

 5 

図表 4 証券会社のイメージ（複数回答）  

  

(出所）日本証券業協会 (2015）「証券投資に関する全国調査」より、筆者作成  

 

4-3 投資家の金融リテラシーの低さ  10 

 

 

 

 

図表 5 金融リテラシーに関する因子推移（全体・性別、上）と株式・投資信15 

託保有者の金融リテラシーの推移（下）  

                                                   
27 野村総合研究所（ 2015）によると投資を行っている層（投資経験層）は投資を行って

いない層（投資関心層・投資未経験層）よりも投資自体に対するイメージも改善するこ

とが報告されている。  
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(出所）井上 (2017）より、筆者作成  

 

 日本の証券保有比率が低いもう一つの要因としては金融リテラシーが低いと5 

いう議論がなされている。より具体的に言えば金融広報中央委員会 (2016)の中

に、「金融知識などの階層別に投資行動をみると、正答率が高いほど、株式、

投資信託外貨預金などに投資している割合が多い」 28ことが報告されているこ

とから、金融リテラシーを向上させることで投資家がより投資を行うようにな

るのではないかと言う議論である。  10 

 しかし、私たちはそこに対して異を唱えたいと思う。金融リテラシーが高い

                                                   
28 金融広報中央委員会 (2016)、 p.31 参照。  

-0.01 

0.01 

0.18 

0.2 

-0.27 
-0.25 

0.01 

-0.01 
-0.05 -0.05 

0.09 

0.03 

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

2013 2015 2013 2015 2013 2015

全体 男性 女性 

金融リテラシー コンサルティング/情報希求 

0.42 
0.50 

0.43 
0.50 

0.69 

0.86 
0.80 

0.96 

0.06 0.03 0.03 0.00 

0.17 0.18 
0.10 0.10 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015

株式または投信保

有者 

うち株式 うち投信 株式・投信

とも保有者 

金融リテラシー コンサルティング/情報希求 



14 

 

ほど投資を行う比率が高いことは確かであるが、それは金融リテラシーを向上

させれば証券投資比率を向上させることとイコールではない。井上 (2017)では、

日経リサーチ社が実施している「金融総合定点調査、金融 RADER」(2013 年と

2015 年の 2 回分)のデータを基に因子分析を行っている。その結果として図表

5 を見れば分かるように「全体では 2 時点間に統計的な有意差は確認でき」な5 

かったこと 29、「株式・投信とも保有者では金融リテラシーの向上が確認でき

ている」ことを報告した。この結果は、「金融広報中央委員会が「金融経済教

育推進会議」を設置し、国民の金融リテラシー向上に向けて様々な取り組みを

実施してから 4 年が経過しようとしている」 30にも関わらず、この期間におい

ての株式・投資信託非保有者の金融リテラシーはまったく向上していないと表10 

わしていると理解できる。また、株式・投資信託保有者の金融リテラシーは非

常に有為的に向上しているのが見られる。このことから、金融リテラシーを向

上させれば証券保有比率が上がると言うわけではなく、逆に株式・投信を保有

させることでその層が自ら金融リテラシーを学び、金融リテラシーが向上して

いくのである 3132。  15 

 

第 2 章 発行市場における企業  

 

発行市場は企業等が新規に発行した株式や債券などの証券を、発行者から直

接または証券会社などの仲介者を通じて投資家が取得する市場のことである。  20 

発行市場において企業は、事業を行うための資金を集めるために、新規公開

株 ( IPO 株）  や社債の発行、公募増資などを行っている。すなわち、企業に

とってこの発行市場は必要不可欠なものであると言える。  

 

                                                   
29 井上 (2017)、 p.87 参照。  
30 井上 (2017)、 p.85 参照。  
31 「金融リテラシーが高い層では積極的に情報を求めて様々な情報源に接しており、そ

の結果さらにリテラシーが高まっていくという好循環が起こっている」井上 (2017)、 p.89

参照。  
32 野村総合研究所 (2015)が行ったアンケートにおいても投資経験層は投資関心層、投資

無関心層に比べて「自学・自習」においての実施割合が高く、この結果から投資を経験

することによって金融リテラシーを自分で学ぼうとするインセンティブが働くことが分

かる。  
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第 1 節 コーポレート・ガバナンスの徹底化  

 

1-1 上場のメリットとデメリット  

 

企業は、円滑な経営を行うために発行市場で株式、社債を発行して資金調達5 

を行っている。  

企業が証券取引所において定められている細やかな上場基準 33を満たし、証券

取引所で証券の売買ができるようになることを上場と呼ぶ。この上場基準は、

返済にそれほど問題がないと考えられるような証券だけを取り扱うことを保証

するためのもので、この基準があるために投資家は安心して取引をすることが10 

できる。上場企業とはその証券を発行できる企業のことである。  

証券が上場するメリットとして、優良な借り手として企業価値や知名度が高

くなり世間の信用が上昇すること、その後の資金調達も低コストで容易に行え

ることができる。その一方で、上場すると常に情報開示が求められるなど、多

くの社会的責任や義務を負うことになる。さらに、企業の株式は常に市場で自15 

由に取引できるが故に株の買い占めなどにより買収される恐れが出てくる。ま

た上場した証券について証券取引所が上場継続不適と判断し、投資者保護の目

的から証券取引所での取引を終了する上場廃止の可能性もある。  

そのため近年では上場企業に対し、コーポレート・ガバナンスの徹底が必要

となってきている。具体的には、社外取締役、社外監査役の増員や情報開示体20 

制の確立することで企業経営の不透明な部分を透明化することによって企業が

抱えている問題を掘り起こし、企業の不祥事を未然に防ぐなどコーポレート・

ガバナンスの徹底化によって、企業のより良い経営に繋がるのである。  

 

 25 

1-2 企業の資金調達目的  

企業が資金調達を行うに際しては、資金使途が明確でなくてはならない。具

                                                   
33 例えば株式の場合、既に多くの株主がいること、既に多くの株式が流通していること、

企業規模が大きいこと、一定以上の利益を得ていること、会計書類に問題がないこと、

など各取引所がそれぞれ基準を定めている。内田 (2016)p.207 参照。  



16 

 

体的な使途もないのに、金利が低いので社債を発行しておく、多額の現金を留

保し続けるなど、これはもう、企業財務の技術的問題ではなくて、企業統治論

の本質的問題となってくる。本章では企業の資金調達の課題を通じて、適正な

コーポレートガバナンスの成立について述べる。  

先に結論を述べると、企業が保有する資産を経営上必要なものに厳格に限定5 

し、かつ、その資産を保有するための資金の調達構造（資本構成）を最適化す

れば、適正なコーポレートガバナンスが成立するであろう。ただ、このコーポ

レートガバナンスが成立しても、株主の利益が最大化されているということは

適当ではない。単なる株主の利益の最大化ではなくて、株主以外の債権者等を

も含む利害関係人の総体について、相互の利益の均衡が実現しているというべ10 

きである。これは当然のことであり、企業にとって、保有する資産の必要性を

徹底的に考え直すことは、自己の事業の競争力の源泉を徹底的に考え直すこと

と同じであり、その最低限の資産を保有するための最適な資本構成を考え直す

ことは、株主と債権者との間の利害の合理的な調整を実現することになるから

である。  15 

こうして最適な資産構成の実現のために最適な資本構成を維持することは、

企業統治の基本であるが、このことは株主の利害を債権者に優先させることで

はない。株主にとって最適であることは、債権者にとっても最適であることを

意味しなければならないからである。  

企業の資金調達目的には、 3 つあると考えられる。運転資金、設備投資、危20 

険準備、この 3 つである。ここでいう資金は、資本といってもいいだろう。た

だし、他人資本というときの資本、あるいは資本構成や資本主義というときの

資本であって、広義な意味である。自己資本という狭義の意味ではない。  

運転資金は短期の時間を繋ぐ資金のことである。金融とは、そもそもが、そ

の基本的な機能は時間のつなぎである。お金は、事業活動を通じて生まれてく25 

るが、お金が生まれるまでには時間がかかる。つまり、先にお金を使ってから、

お金を回収するわけなので、時間のずれが生じる。このずれを埋めるのが、金

融の機能である。  

設備投資は長い時間を想定した資金調達である。時間の長短だけではなく回

転率、金額の多寡で必要資金量も変化するため、必要最小限という基準を厳格30 
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に徹底することで、資金調達額を最小化できる。まさに、高い経営効率は資産

と資金の効率運用に帰結するということであり、ここに金融機能と企業統治の

関連が明瞭にでてくる。 

危険準備は企業経営には不確実性がつきものである。であるからして、企業

としては予定通りにいかないことを前提にして余裕をもった資金調達をする。5 

この余裕分が、危険準備である。運転資金については経験的に過去の業績推移

から、必要資金の見積もりを精緻にできることから危険準備を最小化できる。

しかし、設備投資となると不確実性が大きくなるため危険準備も大きくしなけ

ればならず、調達額も増えていく。  

そこで工夫されたのが株式による資金調達である。社債や融資等の債務負担10 

は、事前に条件が決められ、期日が切られている為、将来の危険準備の調達と

しては、不都合である。仮に不確実性を吸収するならば金額の大きさで対応す

るしかないが、それでは経営効率が悪い。よって、危険準備の調達には期限も

金利も定められていない出世払い債務のような株式が使われることが多くなる。  

森本 (2013)では、日本の株式市場の低迷の理由のひとつとして「株式が単な15 

る危険準備としてしか機能しておらず投資価値を見出すことができないところ

にある」 34と挙げられている。不確実性は正負の両方向に同じだけあるのに対

し、危険準備は負の方向を強調している。この裏には正の方向での不確実性、

即ち、成長の可能性もなくてはならない。株式に投資をする投資家は、企業の

成長に期待をするわけで、不確実性の正の側面が現れない限り、株式に投資価20 

値はなく企業に対しての期待のパロメーターでもある株価も上昇しない。  

不確実性を正の方向に転じるためには、経営努力によってリスクを制御する

ことが求められる。これは設備投資計画等の経営計画の執行における確実性を

高めることで、これがコーポレートガバナンスの徹底に向けた課題となる。  

 25 

第 2 節 投資家と企業の認識の乖離  

 

2-1 コーポレートガバナンスの意義  

 

                                                   
34 森本 (2013)より引用  
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本来のコーポレートガバナンスは、守ることである。所有と経営が分離した

大企業が常に企業価値や株式価値の向上を目指すとは限らない。企業価値や株

主価値ではなく、自身の権力の拡大を優先した結果、株主価値が大きく毀損さ

れることがある。元々、コーポレートガバナンスは、そのようなリスクを回避

するための仕組みが必要であるという問題意識から始まった。そして、 20155 

年 6 月より、日本取引所グループより公表された「コーポレート・ガバナン

ス・コード」が適用された。  

コーポレートガバナンスの意義としては、これを遵守すると中長期的な企業

価値の工場が見込めるということにある。内閣府 (2016)では、「コーポレー

ト・ガバナンスが適切に実施されることにより、それぞれの企業において持続10 

的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた動機付けがなされることと捉え、

そうした取組が、企業、投資家、ひいては経済全体の発展に寄与すると考える」

35と述べられている。  

図表 6 で分かる通り、コーポレート・ガバナンスの取り組みを強化している

企業においては、していない企業に比べて ROE の指標が改善しておりコーポ15 

レート・ガバナンスを実施することによって企業の収益性が高まることが分か

る。このことは企業価値が高まることと同義であり、コーポレート・ガバナン

スを実施することの意義は企業価値を高めることにあるといえる。  

図表 6 コーポレート・ガバナンスと企業価値の関係  

                                                   
35 内閣府 (2016)、 p.110 より引用  
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(出所 )内閣府 (2016)より引用  

2-2 社外取締役の拡充  

  

企業が内部の理屈や慣習に囚われることなく、多様な知見を取り込み、意思5 

決定を行っていく上で、社外取締役が果たす役割への期待は大きい。  

2015 年のコーポレートガバナンス・コードの策定を受けて、これまで企業は

「独立した社外役員」に注力してきた 36ものの、図表 3 のように今後強化する

取り組みとして同項目を挙げる企業は、昨年度から減少している。企業側の

「独立した社外役員」に対する取り組み強化への意向が低下していることが示10 

唆される一方、投資家の同取り組みに対する期待は引き続き高く、両者の認識

には乖離が見られる。  

コーポレートガバナンス・コードでは 2 名以上の独立社外取締役の選任が推

奨されており、 2 名以上の社外取締役の社外取締役を選任する企業は平成 27

                                                   
36平成 28 年に生命保険協会より企業向けに実施された「コーポレートガバナンス・コー

ドを受け、株式価値向上の観点から変更もしくは強化した取り組み」では、 1 位の取締役

会の実効性の評価に次いで、 2 位であった。  
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年の 54.3%から、平成 28 年では 81.5%と大きく増加している 37。 

 

図表 7 独立した社外役員に対しての企業と投資家の今後の取り組み  

 

（出所）生命保険協会（ http://www.seiho.or.jp/）より取得、筆者作成  5 

※複数回答  この項目を含めて 13 個あり項目の 1 つである独立した社外役員を抜粋。  

 

図表 8 社外取締役の人数・取締役会に占める比率で望ましいと思う水準  

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

（出所）生命保険協会（ http://www.seiho.or.jp/）より取得、筆者作成  

 

図表 8 によると社外取締役の人数・取締役会に占める比率について望ましい20 

                                                   
37 生命保険協会 (2016) p.10 参照。  
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水準に関しては、企業は「 2 名以上」との回答が最も多かった一方、投資家は

「取締役会の 1/3 以上」が最も多く、投資家は更なる社外取締役の選任を求め

ている。企業側の「独立した社外役員」に対する取り組み意欲が低下している

ことも踏まえれば（図表 3）、企業は 2 名以上の社外取締役の選任が進み、社

外取締役に関する取り組みが一段落したと考えている一方、投資家は社外取締5 

役の拡充について十分な対応が講じられたとまでは認識していないものと捉え

られる。  

企業は、独立社外取締役を 2 名選任して形式的に原則を遵守することで社外

取締役に関する議論を終えるのではなく、「自社に合った社外取締役を含めた

取締役会の在り方について丁寧に説明していく姿勢が求められる。」 38その上10 

で社外取締役に求める役割や機能発揮できる仕組み、取締役会の規模等を踏ま

え、必要とあれば更に社外取締役を拡充していくことが期待される。  

 

第 3 節 ベンチャー企業の資金調達と IPO 件数 

  15 

発行市場は、証券発行者の資金ニーズに応じた調達面での役割を担っている。

それは、ベンチャー企業も同様で、近年ではベンチャー企業に特化した資金調

達手段も存在する。   

ベンチャー企業は段階において資金調達が異なってくる。具体的には、エン

ジェル投資やベンチャーキャピタル、銀行融資、株式公開などが挙げられる。20 

その中で株式公開 (IPO)はベンチャー企業の資金調達において最大の調達額を

誇る。また、ベンチャー企業が成長し、株式公開することによって株主数も増

え、証券市場に新たな需要と供給をもたらす。  

東京証券取引所と大阪証券取引所の経営統合に伴い、 2013 年 7 月に現物市場

が東証に集約され、事実上、 IPO をめぐる市場間競争は終了した。振り返って25 

みると「東証マザーズ」、「ナスダック・ジャパン」、「店頭市場」の 3 市場

を中心として市場間競争が繰り広げられてきた。その後、米ナスダックの撤退

により、ナスダック・ジャパンは「ヘラクレス」に名称変更し、 2010 年には

ヘラクレス、ジャスダック、ジャスダック証券取引所傘下の NEO が統合して、

                                                   
38 生命保険協会 (2016) p.11 参照。  
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（円）  (社 ) 

大証「(新)ジャスダック」となった。そして、東証と大証の経営統合によって、

3 市場は東証の下に集約されることになった。  

 

図表 9  IPO 件数と日経平均株価の推移  

 5 

(出所 )IPO 件数を「 2016 年 IPO 市場の動向」  中村 (2017)より、  

     日経平均株価を「世界経済のネタ帳」より取得し、筆者作成  

 

一般的に、新規上場企業の数は、株式相場と連動して増減することが多い。

大和総研(2017)では、「新規上場に伴って公募増資や株主が保有する株式の売10 

出しを行うにあたり、株価が上昇基調 (下落基調 )にある時は、投資家の投資意

欲が高く (低く )、公開価格の設定が高く (低く )なる傾向があるためだ。」 39と

述べられており、 2000 年代後半のサブプライムローン問題に端を発する金融

危機の際は、株価の下落とともに IPO 件数は大きく減少した。前掲図表 9 左

図のとおり、株価は 2000 年代半ばに近い水準まで回復している。しかし、15 

IPO 件数は 2009 年を底に回復基調にはあるものの、 2000 年代半ばの半数程

度にとどまっている。  

 

 

 20 

                                                   
39 大和総研 (2017) p.3 参照。  
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第 3 章 証券取引所の市場間競争  

 

第1節 国内証券取引所間の市場間競争  

 

市場間競争にはどのような意義があるのだろうか。アメリカでの全米証券市5 

場システムのコンセプト 40のように、より効率的な証券市場を目指すというこ

とが市場間競争の大きな意義であると言える 41。効率的な証券市場になるとい

うことは同時に、市場参加者にとっても利用しやすい市場になるということで

ある。金融庁(2003)において、「一方、市場間競争を促進するためには、有効

な対抗勢力が存在した方が、東証自身も効率経営に向けた不断のインセンティ10 

ブが働き、ガバナンス上有効であると考えられる」 42と述べられているように、

東証の他にも有力な規模を持つ市場が存在していたほうが市場間競争を活発化

させるには望ましい。  

 

図表 10 各証券取引所の売買高における割合  15 

 

(出所 )各証券取引所 HP より参照し、筆者作成。  

                                                   
40 日本証券経済研究所 (2016)では、全米証券市場システムの説明として「アメリカの主

要株式市場を緩やかに連結し、各市場間での競争を喚起して、より効率的な株式市場を

目指すと言うコンセプト、あるいはその仕組みの総称」と述べられている。（日本証券

経済研究所 (2016)、 p.94）  
41 ここにおいての「より効率的な証券市場」とは、手数料などの取引コストが低く、よ

り瞬時に取引が行える市場のことである。  
42 金融庁 (2003)、 pp.6-7 参照。  
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近年、世界において市場間競争が激化してきたことから日本の証券市場も海

外との間で市場間競争が起こり、東証と大証が統合するなどの手立てを講じて

きてはいるなど、証券取引所における国際的な市場間競争は注目されているが、

国内市場間においての市場間競争は活発であるとは言えない。図表 10 を見れ

ば分かるように日本では国内における証券取引所での取引を東京証券取引所5 

(以下東証)に集中させており、東証での売買代金でのシェアは 9 割前後で推移

しているなど東証の一強状態である。  

東証に取引を集中させてきたのは、それが効率・公正の両面で効率的とされ

てきたからである 43。金融庁 (2003)において「東証への取引の集中傾向が続い

ているのは、市場参加者が流動性、効率性を求めたが故の自然な帰結と言う側10 

面がある」 44と指摘されており、また「上場企業も東証以外での取引が成立し

にくいために重複上場を見直す傾向にあり、一極集中が加速する循環構造に

なっている」 45とも述べられているなどと、流動性や効率性を求めた結果、取

引参加者が東証に集中してしまい、別の市場が台頭してきていないことなどの

結果として現れてきていることが分かる。  15 

 

第2節 アメリカにおける市場間競争の歴史  

 

最近のアメリカは、各市場ともある程度の市場シェアを持っており市場分散

が行われている。ニューヨーク証券取引所 (以下 NYSE)系を合計しても約 17%、20 

NASDAQ 系を合計しても 41%などと日本のように市場を集中させず、逆に市場を

分散させることによって市場間競争を促していると言える 46。アメリカでは全

米証券市場システム (NMS)があり、また非上場取引特権が制度化されているな

どし、たとえ一つの取引所に上場していなくても全米の取引所で取引が出来る。

そのことから、日本と同じように流動性、効率性を求めたが故の一極集中とい25 

                                                   
43取引シェアが東証一強である他の要因としては、場口銭などの取引コストが低いことや

最新のシステムを導入するなど、より良いサービスを導入することに真っ先に取り組ん

でいるからということも挙げられる。  
44 金融庁 (2003)、 p6 より引用。  
45 金融庁 (2003)、 p6 より引用。  
46 NYSE 系は NYSE Arca Options と NYSE American Options の合計、NASDAQ 系は

NASDAQ Options Market、Nasdaq GEMX、Nasdaq BX Options、Nasdaq MRX の合計  
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うのは起こりづらいと言える。  

図表 11 アメリカ各証券市場の売買代金シェア  

 

(出所 )Cboe Global Markets より、筆者作成  

 5 

しかし、過去の米国にもひとつの証券取引所に取引が集中していた時が存在

した。図表 11 を見れば分かるとおり、 20 世紀後半の米国においては NYSE の

市場シェアは 80%代後半に達しており、 NYSE 一強の状態であった。この頃の論

文を見ると NYSE(1973)のように、「取引を集中させる効果が市場間競争のそ

れを上回る」とする論文が優勢であった 4748。 10 

その傾向であったのが、 21 世紀に入り NYSE の市場シェアは急激に低下し、

市場の分散化が促された。福田 (2014)では、 NYSE 上場銘柄の取引の分散化に

拍車をかけた原因として「 2005 年から順次導入されたレギュレーション

NMS(Regulation National Market System)」 49の存在を挙げている。レギュ

レーション NMS によって NYSE の出している気配値を気にせずに行う取引が増15 

加したため注文が分散化した 50。主に市場シェアが急拡大したのは旧全米証券

                                                   
47 NYSE(1973)の結論に関しては、市場分散化の影響を検証した論文について紹介して

いる福田 (2014)より引用している。  
48 この期間における市場分散化の効果について着目している点として流動性の低下と競

争の促進という２つの効果に着目していた点が特徴的である。前者が取引コストの上昇

要因、後者が取引コストの下落要因としてみなされていた。  
49 福田 (2014)、 p.5 参照。  
50 レギュレーション NMS の導入以前は、全市場の中でも最良の気配値を示していた

NYSE に取引が集中していた。福田 (2014)では、「それまでの注文保護規制が同証券取引

所 (NYSE)をも対象としていたため」と論じている。注文保護規制とは、自動執行可能な

最良気配よりも不利な価格で取引してはならないと言ったルールであり、レギュレー
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業協会(NASD)が運営母体であった NASDAQ である 51。図表 12 の最後の統計年度

である 2008 年度は 42.4%との市場シェアであり、現在においても図表 ??2 で示

されている通りかなりの市場シェアを誇っている。  

 

図表 12 ニューヨーク証券取引所上場株式における市場シェア  5 

 

(注 )市場シェアは取引株数ベースである。  

(出所 )福田 (2014)より取得し、筆者作成  

(資料 )ニューヨーク証券取引所ホームページ  

 10 

この頃の論文は市場の分散化が取引コストの低下をもたらしているとする論

文が優勢となっており、福田 (2014)においても米国の複数の論文をサーベイし

た結果として、「 (2000 年において 0.144~0.181 であった)気配スプレットは、

2010 年において 0.036%まで急低下している」 52と報告しており、丁度 NASD の

市場シェアが急拡大した時期と一致している。このことは NASD の市場シェア15 

が伸びて NYSE に対する有効な対抗勢力となったため、市場間競争が誘発され

て取引コストが低下したと結論付けることが出来るであろう。  

                                                                                                                                                     
ション NMS の導入によって立会場である NYSE の気配値を気にする必要性がなくなっ

た。  
51 NASD は 2007 年 7 月、NYSE の自主規制部門との統合により、金融業規制機構

(FINRA)となった。  
52 福田 (2014)、 p.14 参照。  
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第3節 東証の競争相手としての PTS 取引 

 

第 2 節において NASD という有効な対抗勢力が現れたがために取引コストが低

下したことを述べたが、日本においてもこのことを当てはめた時に今後、有効

な対抗勢力になりそうなところはどこであろうか。私たちは PTS 取引が東証に5 

対する有効勢力となる可能性があると考えた 53。東証以外の市場シェアを見る

と札証・名証・福証合わせても 1%に満たない市場シェアであり、急激な市場

シェアの拡大は見込めない。しかし、金融審議会 (2016)によると PTS 取引の市

場シェアは「2 社合わせても 5%程度」 54と述べられており、一程度の影響力拡

大を見込むにはこちらの方が現実的であろう。  10 

  

図表 13 証券取引所と PTS の手数料比較  

(出所 )SBI 証券ホームページより取得し、筆者作成。  

 

PTS とは、日本証券業協会の定める「上場株券等の取引所金融商品市場外で15 

の売買等に関する規則」などにしたがって行われる取引所金融商品市場外取引

                                                   
53野村総合研究所 (2000)では、市場間競争の主要な意義として「ニッチな取引ニーズを掘

り起こすことが可能になったと言う点」を挙げており、そこにおいて「起業家が自由に

PTS を創設」できたことと述べられており、「市場間競争の相手としてニッチなニーズ

を掘り起こすことの出来る PTS が適切だ」と言うように述べることも出来る。  
54 金融審議会 (2016)p.16 参照。  

1 注文の約定代金  PTS 取引手数料  
取引所取引手数料  

(スタンダードプラン ) 

~10 万円  132 円 (税込 142 円 ) 139 円 (税込 150 円 ) 

~20 万円  176 円 (税込 190 円 ) 185 円 (税込 199 円 ) 

~50 万円  259 円 (税込 279 円 ) 272 円 (税込 293 円 ) 

~100 万円  462 円 (税込 498 円 ) 487 円 (税込 525 円 ) 

~150 万円  553 円 (税込 597 円 ) 582 円 (税込 628 円 ) 

~3,000 万円  876 円 (税込 946 円 ) 921 円 (税込 994 円 ) 

3,000 万円超  924 円 (税込 997 円 ) 973 円 (税込 1,050 円 ) 
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である 55 。PTS 取引は証券取引所を介さずに取引ができるため、証券取引所の

取扱い時間外でも取引ができることや証券取引所での取引手数料より安いと

いった特徴がある。さらに証券取引所よりも取引できる時間が長く、 PTS であ

れば夜間取引 56もできる。深夜の取引が可能になるため日中取引ができない場

合でも夜間に取引することができる。  5 

図表 13 から PTS 取引と証券取引所の手数料を比較すると、 PTS 取引の方が取

引所で行う取引より約 5％安くなっている。この取引手数料が安いことから取

引所で取引を行うより、 PTS 取引でのほうが安いためこうしたメリットを広め

ることで PTS の利用者を増やせるのではないだろうか。  

 10 

第 4 節 PTS 取引の現状  

 

 PTS 取引の現状として、第 3 節で現在 PTS 取引の市場シェアは「 2 社合わせて

も 5％程度」と述べた。我が国では市場間競争を促進する観点から PTS 取引が

創設され、当初は合計 8 社が参入していた 57。しかし現在でも存続しているの15 

は 2 社のみとなっている。  

 

図表 14 取引所取引に占める PTS での売買等の割合  

 

 20 
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(出所 )PTS Information Network の公表資料より取得し、筆者作成。  

                                                   
55 SBI 証券 PTS 取引ホームページより引用。  
56 SBI 証券 2017 年 7 月 3 日時点の調べによると、夜間取引ができるのは SBI 証券のみ

であり、夜間の 17 時から 23 時 59 分まで取引が可能。  
57 金融審議会 (2016)p16,参照。  
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 日本の PTS 取引は現在 2 社であるが、 2 社合計で図表 4 のような割合になっ

ている。2010 年の 1.02％から 2011 年の 4.896％と急激に上昇しているが、こ

の要因として 2010 年 7 月に chi-XJAPAN が参入した 58ことがあげられる。 2013

年の 6.735％が最も高く 2017 年では 4.854％と減少している。また米国では取

引所外取引が 30％以上を占めており、取引所外取引のシェアが高い 59。このこ5 

とから日本の PTS のシェアは高いとは言えない。シェアが伸びない原因として

PTS 取引では、1 円未満の呼び値を採用 60しているが、2014 年 7 月に東証が同

様の仕組みを採用 61した。このことから東証が PTS 取引のよりよいサービスを

導入するなど、一程度の市場間競争につながっていることがわかる。  

 10 

第 5 節 PTS 取引を増やしていく方策  

 

 前節で述べたように日本では PTS 取引のシェアが高くない。また PTS 取引で

呼び値を採用しているが、東証も 2014 年に採用したことでシェアが伸びなく

なっている。さらに市場間競争を活発させるためにも PTS 取引のシェアを伸ば15 

していく必要がある。 PTS 取引を増やしていくために、まだ認められていない

信用取引を解禁する必要があると考える 62。 

現在、図表 15 から分かるように個人投資家の過半数が信用取引になっている。

しかし、PTS では信用取引が導入されていない。そのため信用取引を利用する

個人投資家の PTS の利用が少ないのではないかと考えられる。今後 PTS 取引を20 

増やしていくために、個人投資家の過半数が利用する信用取引を導入すること

が必要である。この制度を導入することで手持ち資金や手持ち株券を担保にす

ることで株式を売買することができる。そのため売買高が増加し、公正な価格

形成が促進されると考えられる 63。 

図表 15 個人投資家の売買代金の過半数が信用取引  25 

                                                   
58 野村総合研究所 (2016)p3,参照。  
59 金融審議会 (2016),p16 参照。  
60 野村総合研究所 (2016),p3 参照。  
61 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

HP(http:/ /www.sc.mufg.jp/company/news/inform/info20140718.html )参照。  
62 金融審議会 (2016)p17,参照。  
63 楽天証券 HP 

(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/special/beginner/margin01.html )参照。  
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 5 

 

(出所 )SBI 証券 HP より取得し、筆者作成。  

 

第 4 章 投資家層の裾野を広げるための分析  

 10 

第 1 節 個人投資家の証券保有経験の少なさ  

 

図表 16 金融商品保有状況  

 

(出所 )日本証券業協会 (2015)「証券投資に関する全国調査 (個人調査 )」より参照、筆者15 

作成。  

 

日本証券業協会が 2015 年に行った調査の中では、株式・投資信託・公社債に

ついての保有状況についてアンケートを行っており、それによると「現在持っ

ている」「以前持っていたが、現在持っていない」を合わせた保有経験層は株20 

式では 20.7%、投資信託では 13.1%、公社債では 8.6%と保有経験層が少ないこ
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とがわかる 6465。 

証券保有比率に影響を与える属性の一つとして「金融資産 (または所得 )」を

挙げることができる。  

野村総合研究所 (2015)のアンケートでは、保有金融資産が多いほど投資経験

層が多く 66、保有金融資産が少ないほど資金不足を投資しない理由に上げてい5 

る割合は多いという結果になっている 67。 

 

図表 17 保有金融資産による違い (上)と資金不足を投資しない理由に上げる

人の割合(下) 

 10 

                                                   
64 保有金融資産の保有率を見てみると、預貯金の保有率は 91.9%であった。  
65 株式に比べ投資信託、公社債の保有経験層が少ないのは投資信託、公社債の知名度が

低いことが一要因として挙げることが出来る。 (証券投資に関する全国調査 (2015)におい

て、「上記 (アンケート欄の選択肢 )の中で知っていることはない」との回答が、株式は

26.7%、投資信託は 56.5%、 49.5%となっている )  
66 逆に保有金融資産が少ないほど投資関心層は多くなっており、金融資産が少ない層で

あっても、証券投資に引き込むチャンスが存在すると言える。  
67 そもそも保有金融資産が少ないほど投資無関心層が多いことから、金融資産が少ない

層は投資に触れる機会が少ないことが分かる。  
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(出所 )野村総合研究所「個人の投資に対する取り組み状況に関する調査 (2015 年 1 月 )」

より参照、筆者作成  

 

また、木成・筒井 (2009)では、分析の結果として「金融資産の対数値は非常5 

に高い有意度で正である」 68とし、危険資産の取引費用が高いと、所得が低く

なるほど危険資産を保有しなくなる可能性を指摘している 69。このことから図

表 ??において保有金融資産が少ないほど投資関心層 70は多いという結果になっ

ているのは、所得が低いほど投資に関心があっても、予算制約が厳しいが故に、

実際に投資行動に移せない人が多いことが読み取れる 7172。 10 

また、日本の証券市場では単元株制度が採用されている。単元株制度とは、

                                                   

68 木成・筒井 (2009)、 p.52 より引用  

69「所得が低くなるほど危険資産を保有しなくなる可能性」とは、「獲得する金利収入が

小さいときには、その金利収入を過小評価する行動バイアス」のことである。木成・筒

井 (2009)、 p.52 より引用  
70 野村総合研究所 (2015)において、投資経験層は現在投資を行っている、または過去投

資を行っていた人であり、投資関心層は投資を経験したことはないが投資に対しての興

味を持っている人、投資無関心層は投資を経験したことがなくて興味も持っていない人

である。  
71 所得だけではなく、年齢が増すごとによっても危険資産保有比率は増えていってはい

るが、木成・筒井 (2009)において「年齢が高くなるにつれて人的資本のリスクが減少する」

と指摘されており、「年齢が資産の増加の効果を拾っているという推測は否定される」

と指摘されている。  
72 塚原 (2017)では、保有金融資産の下位 20%を階級 I、上位 20%を階級 V とした上で毎

月の黒字額 (可処分所得から消費支出を除いた額であり、この黒字額の中から家計は預貯

金や株式投資を行う )は、第Ⅰ階級は 4.3 万円、第Ⅱ階級は 7.3 万円、第Ⅲ階級は 11.4 万

円、第Ⅳ階級は 13.6 万円、第Ⅴ階級は 22.8 万円との分析結果を示し、「家計収支の観点

からは株式投資を行いにくい環境にあるといえる」と指摘している。塚原 (2017)、 p.8 よ

り引用  
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「株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株

主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元

の株式とする旨を定款で定めることができる」 73制度である。通常、証券取引

所における取引の単位は 1 単元の株式と同じになるため、 1 単元の株数が少な

くなればより少ない金額で取引を行うことができるようになる。  5 

堀口 (2009)では、単元株制度の問題点として「出資単位が大きいと、個人投

資家の株式投資への参入が困難になること」 74が指摘されている。現在では 1

単元の株数として 100 株か 1,000 株が多く、例えば株価が 6,000 円で 1 単元が

100 株の銘柄の場合、最低投資金額は 60 万円であり、単元株制度により証券

市場に参加するには敷居が高いと言える 75。また、内閣府 (2002)の中では家計10 

の金融資産構成がリスク回避的になっている要因との一つとして「株式投資単

位が大きく、少額の投資がしにくかったこと」 76が指摘されており、証券市場

の利便性が低かったと評価できよう 77。  

 

第 2 節 少額投資を活用する意義と証券会社の取り組み  15 

 

前節では単元株制度により最低取引価格が高いということを述べたが、日本

では個人投資家の参加を促すために単元未満株 78制度などの少額投資が可能な

                                                   
73 会社法 188 条 1 項より引用  
74 堀口勝 (2009)、 p.203 より引用  
75 金融資産保有額 (金融資産を保有していない世帯を含む )では平均額が 1078 万円である

が、中央値は 400 万円である。特に 20 代 ~30 代の保有額の中央値を見てみると 20 代で

は 0 円、 30 代では 167 万円となっており、例で挙げた証券を保有するだけでもかなりの

割合の金融資産を証券で保有することになる。  
76 内閣府 (2002)、 p.215 より引用  
77 その他の理由として (i)決済機能が伴うような株式投資の利便性に関わる問題 (ii)高齢者

に老人マル優のような預貯金優遇制度が存在すること (ii i)投資情報の不足などを背景とす

る、リスク資産の商品性に対する理解不足 (iv)一般的に低リスク資産を選考すると考えら

れる高齢者の割合が高まっていること (v)(この当時は )株価下落によって株価のリスクに

対する認識が高まっていること (vi)景気や社会保障制度の先行きについて不透明感が強

まっており、予備的な貯蓄が増加していることの６つが挙げられている。内閣府 (2012)、

p.215 より引用  
78 単元未満株は一単元に満たない株数のことなので金融商品取引所では取り扱うことが

出来ない。また、単元未満株に付与される株主の権利としては単元株とは異なり、議決

権、少数株主権が付与されず、株主優待も付与されることが少ないといった特徴がある

(配当は付与される )。  
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サービスが存在する 79。 

この少額投資を活用する意義であるが、投資家の少額投資への需要が高いこ

とが挙げられるだろう。例えば 2016 年の 6 月に始まった「 One Tap Buy」とい

うスマホアプリにおけるサービスであるが、アップルやグーグルなどの大手米

国株 30 銘柄を 1 万円から取引することが出来るなど少額から投資することが5 

出来る。また、今年 7 月には日本株の取り扱いを開始するのと同時に 1,000 円

から取引できるようにするなど、さらに少額から投資することが可能となった

808182。 

このサービスは開始 1 年でアプリのダウンロードが 30 万件、口座累計開設数

4 万件と少額投資に対する需要の高さが伺える 8384。また、口座開設者の約 710 

割が投資未経験者、約 6 割が 20 代～30 代と投資未経験層や若年層の取り込み

に成功している 85。このことから、少額投資に対する需要は高く、少額投資に

すれば投資未経験層や若年層の証券市場への取り込みが図れることが分かる 86。  

また、現金ではなくポイントで証券を購入することが出来るようにすること

も投資未経験層や若年層を証券市場へと参加させる一つの手ではないか。私た15 

ちは、日本人は現金だからこそ貯蓄してしまうと考えた。総務省の「家計調査

                                                   
79 単元未満株は主に企業が株式分割を行った際に発生する (その他にも会社の合併、併合、

減資、子会社化、 1 単元の変更、持ち株会社への移行、新株予約権付社債の権利行使など

でも発生 )。その際に発生する単元未満株は株式を発行している企業や証券会社に買い

取ってもらうことが出来る。  
80 同じような少額投資のサービスとしては、ワン株や S 株、まめ株と言った 1 株から投

資が可能なサービスや株式ミニ投資のような単元株の 10 分の 1 から取引可能なサービス

などが存在する。  
81 One Tap Buy では今後も日本株の取扱銘柄を随時、検討して増やしていく予定だとい

う。  
82 他にも大きな特徴として、スマホを 3 タップするだけで購入が可能な (購入時における

複雑な手続きが必要ない )こと、スマホだけで口座開設の手続きが完了できること (口座開

設時に複雑な手続きが存在しない。マイナンバーの取得は必要である )が挙げることがで

きる。  
83 口座数が急増したのは最低取引金額を 10,000 円から 1,000 円に引き下げてからであ

る。  
84 2017 年 8 月現在。 2017 年 10 月現在では口座数は 6 万に達している。日経ヴェリタ

ス「フォーカス」 10 月 15 日号、 p.48 を参照されたし  
85 これから様々なライフイベントに対しての支出が待ち構えている若年層を証券投資に

参加させることは、若年層が証券投資で将来に対しての資産形成を行うことにつながり、

証券市場が資産形成の場として確立されることには重要なことであると考える。  
86 One Tap Buy が日本株の取り扱い開始と同時に 1000 円から投資できるようにしたの

は、 (アプリの )利用者からは「最低投資金額を下げて」、「日本株も取り扱って」といっ

た声が高かったからからだと言う。  
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報告」によると、 2016 年度における 1 ヶ月間の可処分所得は 376,576 円であ

り、その内の 73,416 円を預貯金に回しており、国民は手取り収入の約 2 割を

貯蓄に回していると言える 8788。さらに言えば有価証券純購入額は平均で 911

円と収入の約 0.24%しか証券への投資に回していない 89。 

 5 

図表 18 所得より預貯金に回す割合 (1 ヶ月あたり )  

 2013 年 2016 年 

名目 金額  割合 金額 割合 

可処分所得  380,966 円 -- 376,576 円 -- 

預貯金純増  59,654 円 15.7% 73,416 円 19.5% 

有価証券純購

入 

552 円 0.14% 911 0.24% 

(出所 )総務省「家計調査報告 (家計収支編 )2013 年平均速報」より参照、筆者作成  

それに比べて、ポイント利用ではずっと貯めているという人は少ない。ジャ

ストリサーチサービスが 2013 年に行った「ポイントカード利用に関する意識

調査」によれば「ポイントを使わず、ひたすら貯めている」との回答が 6.1%10 

と、ポイントの利用においては「貯める」といった意識よりも「消費する」の

意識のほうが高いことが分かる 90。このポイント制度を利用することで国内投

資家を証券市場に呼び込むことが出来るのではないかと私たちは考える 91。ま

た、ポイント利用の金額目安においては「 (501)～1000 円」という回答が 3 割

を占め、1,000 円以下でのポイント使用が 46.5%を占めた。  15 

 

                                                   
87 金融広報中央委員会 (2016)「家計の金融行動に関する世論調査」では、直接アンケー

ト形式で手取り収入からの貯蓄割合を尋ねており、 2 人以上世帯では 9.0%、単身世帯で

は 14.0%という回答であった。  
88 2 割となると少なく感じてしまうかもしれないが、可処分所得から消費支出を除いた

黒字額は 108,287 円となっており、黒字額のうち約 7 割を預貯金へと回している。  
89 その他にも消費支出として 268,289 円が計上されており、可処分所得における平均消

費性向は 71.2%となっている。所得を得たとしてもほとんどが消費に回されており、そ

もそも金融資産に回せる資金の割合は少ないと言える。  
90 この調査における「ポイントカード」とは、「名前や住所などを登録して発行された

「カード」をレジに提示することで、購入金額に応じて発声したポイントやマイル等が

加算されるもの」のことである。  
91 ポイントを貯めること自体に達成感や楽しみを感じることが出来る人は多く、証券投

資を楽しいものに変えることが出来ると考える。  
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図表 19 ポイント利用のタイミング (上)と金額目安 (下) 

 

 

(出所 )ジャストリサーチサービス (2013)「ポイントカード利用に関する意識調査」よ

り参照、筆者作成  5 

 

現在の日本ではポイント制度を採用する企業は増加してきており、野村総合

研究所 (2016)によれば「 (ポイント・マイレージの最小発行額は )2022 年度に

は 1 兆 967 億円に達する見込み」や今後も「ポイント・マイレージの発行規模

が拡大していくものと考えられ」るなどと述べられている 92。証券会社におい10 

てもポイント・マイレージ制度は採用されているが、そのほとんどが他サービ

スの活用など 93である。そこで私たちはポイントによって証券を購入できる

サービスを導入すれば良いのではないかと考えた 94。  

                                                   
92 野村総合研究所 (2014)、 p.5 より引用  
93 例えば SBI 証券のポイント制度である「 SBI ポイント」では現金への交換、他のポイ

ントへの交換 (等価交換 )、商品への交換をすることができる。  
94 ジャストリサーチサービスの調査において、「ポイントを使うなら普段なかなか買わ
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「ポイントによる証券の購入」であるが、導入しようとする企業は既にあり、

実現可能性は十分にある。例えば 2017 年 5 月、楽天証券は「 2017 年夏を目途

に、楽天グループの各サービス利用で貯まる「楽天スーパーポイント」で、投

資信託の購入が可能になること」をプレス・リリースした。まだ開始してまも

ないサービスなのでこれによる効果などは分からないが、同時に投資信託の最5 

低購入金額を引き下げており 95、少なくとも同社は若年層を中心とした投資未

経験層の取り込みが狙いであると思われる。このサービスを拡大し、投資信託

だけではなく個別株式もポイントで購入できるようにすれば良いのではないか

と考えた。  

2016 年に消費行動研究室が行った「資産運用に関する意識調査」では、今後10 

資産運用をしてみたい方に対して買ってみたいものについてアンケート (複数

回答 )を行っており、その中では「投資信託」の回答が 16.7%なのに対して

「株」との回答が 63.6%に上っており、投資信託よりも株に対しての興味が上

回っていることを示す 96。この結果より、投資信託のみが対象であるこのサー

ビスを株式まで対象を拡大させることによって、ポイント制度による国内投資15 

家の証券市場への誘引効果が高まることが期待できる。  

ポイントで株式を購入できるサービスを確立するためには株式を極めて少額

より投資できることが必要である。もしも株式を少額で購入することが出来な

いとするなら、数百万円分のポイントを集めなければポイントでの株式の購入

が出来ないことになってしまう 97。しかし、「 One Tap Buy」のような少額投20 

資サービスを活用することで 1,000 円分のポイントから株式を購入することが

出来るようになり、ポイントで株式を購入することが出来るサービスを確立す

ることが出来る。  

 

                                                                                                                                                     
ないものに使いたい」との回答が 26.0%あり、証券をポイントで購入できるようにする

ことで、証券をふだん購入しない層が証券にポイントを使うことは十分に考えられる。  
95 楽天証券で購入できる投資信託は 100 円から購入できるようになった。これにより投

資信託を業界内一の最低購入金額となった。  
96 この結果には、株式よりも投資信託の知名度が低いことが一要因であることは言うま

でもない。  
97 ポイント付与率が購入額の 1%だったとしても、百万円分のポイントを貯めるには 1

億円分の買い物が必要という事になってしまい、ポイントで株式を購入することは不可

能である。  
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図表 20 今後資産運用をしてみたいもの (複数回答 ) 

 

(出所 )消費行動研究室 (2016)「資産運用に関する意識調査」より参照、筆者作成  

 

第 5 章 提言 5 

 

第 1 節 発行市場における提言  

 

1-1 社外取締役の拡充  

  10 

 一つ目の提言として社外取締役の拡充を挙げる。  

第 2 章でも述べている通り、企業は 2 名以上の社外取締役の選任が進み、社

外取締役に関する取り組みが一段落したと考えている一方、投資家はいまだ社

外取締役の拡充について十分な対応が行われていないという認識で投資家と企

業の間の認識ギャップが生じていることから、形式的に原則を遵守するのでは15 

なく自社に合った社外取締役を含めた取締役会の在り方が求められてくる。  

また、日本の企業は顧問や相談役が経営に影響力を持つため過去にとらわれ

ない経営判断ができない 98ことから、社長経験者に他企業の社外取締役として

                                                   
98 (日本経済新聞「小林会長『社外役員拡充で取締役会強化を』未来投資会議」  

(2017 年 1 月 27 日 )  
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知見をいかしてもらうべきだと提案する。  

 

1-2 新興市場の魅力向上  

 

 新興市場は、我が国経済のイノベーションを促進し、その成長と活性化を図5 

るために、ベンチャー企業に資本市場での資金調達の機会を提供し、投資者に

多様な企業に対する投資機会を提供することで、新規事業に挑戦する健全なベ

ンチャー企業の創出及び成長を支援する中核的なインフラとして機能すべきで

ある。  

 そこで、我々が提案するのが新興市場に上場している企業の魅力を伝えるこ10 

とである。現在も証券リサーチセンターの様な中立的なアナリストレポートの

発行機関や外部機関を通じて、新興企業市場に上場している全企業の株式レ

ポートを作成・公開を行ってはいるがそれでは、まだ新興市場の企業の魅力を

伝え切れてはいない。なので、証券会社で新興市場のアナリストレポートを配

備することでまずは、投資家と新興市場のつながりを生み出すきっかけ作りが15 

重要になってくる。そして、 IPO 件数が増えることによって株主数も増え、証

券市場に新たな需要と供給をもたらし、証券市場の活性化に結びつくと考える。  

第 2 節 信用取引の導入による PTS 取引の増加  

 

 第 3 章で証券取引所の現状から、日本は海外のように市場間競争が活発では20 

ないことが分かった。日本の証券取引所は、売買代金における市場シェアの 9

割を東証が握っており、市場間競争が活発であるとは言えない。そこで東証の

競争相手として一程度の市場シェアを確保している取引所外取引の PTS 取引を

挙げた。  

PTS 取引の増加は市場間競争の活発化に繋がるという観点から、市場間競争25 

の活発化のために PTS 取引における信用取引を導入することを提言したい。一

般的に行われている証券取引は現物取引である 99。現物取引は例えば、株式の

約定代金が 100 万円なら現金を 100 万円用意する必要がある。しかし、信用取

引は担保を証券会社の口座に預けると、保証金の 3 倍前後の取引ができる仕組

                                                   
99 田丸 (2009)、 p98 参照。  
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みになっている 100。保証金は現金だけでなく、国債や株式などの有価証券で

も可能である 101となっている。  

 

図表 21 信用取引の主な利用主体は個人投資家  

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

(注 )信用取引の売買に閉める利用者別シェア (2013 年 .枚数ベース )※市場第一部  委託取15 

引  

(出所 )SBI 証券 HP より取得し、筆者作成  

 また図表 21 から信用取引を主に利用しているのは個人投資家であり、約 9 割

を占めている。このことから PTS 取引に信用取引を導入することで、個人投資

家が PTS 取引を利用し、利用者も増えていくのではないかと考える。信用取引20 

には現物取引ではかからない金利や貸株料などを負担すること 102や、信用取

引の利用が過熱した場合に売買が規制される 103などのデメリットがある。し

かしメリットも多く、少ない元手でその数倍の取引が可能であり、少ない資金

で大きく儲けることができる。さらに売りでも利益を狙えるのが信用取引のメ

リットである。  25 

この信用取引のメリットを活かし、信用取引は個人投資家の利用が約 9 割を

占めていることから、 PTS 取引に個人投資家が参入し PTS 取引の売買の割合が

                                                   
100 田丸 (2009)、 p98 参照。  
101 田丸 (2009)、 p100 参照。  
102 田丸 (2009)、 p120 参照。  
103 田丸 (2009)、 p123 参照。  
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増えることを期待したい。また現在も存続している 2 社の PTS 取引の割合が増

えていくことで、日本もさらに市場間競争が活発になるとし、信用取引の導入

が必要だと考える。  

 

第 3 節 少額投資サービスを併用したポイントでの株式購入サービスの導入  5 

 

私たちは前節で述べたような事例を分析した結果、少額投資サービスを併用

してポイントによる株式購入サービスを導入することを提言したいと思う。第

4 章で述べているように少額投資に対する需要は高く、少額投資サービスを採

用することで資金が足りないが為に投資へと踏み切れていない層を証券市場に10 

取り込むことが出来ると考えられる。また、ポイントでの証券購入サービスを

導入することも、投資家による証券の保有につながると考えられる。つまり証

券を購入する際に使用するものを、貯蓄性向の高い現金から消費性向の高いポ

イントにすることによって、国内投資家が証券投資に回すリソースを増やすこ

とが期待できる。また、現金では用途が様々あって最終的に証券に回すお金は15 

限られてしまうが、ポイント制であれば用途を制限することが出来、発行され

たポイントのほとんどを証券投資に回すことが可能であると考える 104。 

少額投資サービスの例として One Tap Buy の事例を挙げたが、この提言で用

いる少額投資サービスのシステムはこの仕組みを使うべきだろう。通常少額投

資サービスは、株式ミニ投資のように単元株の 10 分の 1 から取引できる制度20 

やワン株のように 1 株単位で取引できるサービスが多いが、 One Tap Buy の仕

組みは証券会社があらかじめ証券を保有し、投資家と相対取引をする仕組みで

あるため、 1000 円単位で取引可能になっている。この仕組みを活用し、少額

で取引をできるようにしてポイントでも十分取引可能にするのが良い 105。 

このサービスを実現した場合、国内投資家がより安易に証券を購入できるこ25 

                                                   
104 野村総合研究所（ 2015）によると最終消費支出のうち 3 分の 1 は「会員制サービス

の決済」であるので一人当たりで考えると、総務省が出している「家計調査年報（ 2016

年度）に記載されている消費支出約 24 万円の 3 分の 1、約 8 万円が会員制サービスの決

済であると考えられる。ポイント付与率の平均が約 0.5%であるので 1 ヶ月で約 400 円分

のポイントが付与されると仮定できる。  
105 この制度が可能となったのは所謂フィンテックが発展してきたからである。  
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とが期待できるが 106、その際の大きな問題として課税の問題をどうするかと

いうことが挙げられる。通常であれば証券を購入する際には購入費用が掛かる

が、ポイントで購入する場合は購入時の費用は 0 円である為、売却した際の含

み益は売却額全額と見ることが出来てしまう。しかし、売却額全額を課税対象

としてしまうと国内投資家の証券市場への取り込みがうまくいかない可能性が5 

ある。その解決策として NISA 制度を併用するのがいいだろう。 NISA では年

120 万円までの非課税対象枠に対する配当・譲渡益が非課税となる制度である

為、課税の問題が解決できる。  

また、この制度を導入した時の懸念点として投資家がポイントで証券を購入

した後、すぐに証券を売却してしまうことも挙げられる。すぐに証券を売却さ10 

れてしまっては、投資家の証券投資を増やすことに繋がらない。そこで購入後、

数か月間は売却できないなどのある程度の期間の売却制限期間が必要かと考え

る。この売却制限期間を設ける意味は、投資家の長期保有による証券投資を促

す意味もあるが、一番の意味は証券会社、そして証券投資そのもののイメージ

の改善と金融リテラシーの向上を促すためである。証券を保有することで証券、15 

証券会社に対するイメージ、さらに金融リテラシーの向上が見込まれるが、そ

れは証券をある程度以上の期間保有しなければ実現が出来ないだろう。そこで

1 年程度の売却制限期間を設け、証券の保有が証券会社や証券投資に対するイ

メージの改善や金融リテラシーの向上に結びつける必要がある。  

  20 

                                                   
106 現金化が可能なものとのポイントの引き換えを行うと言うことなので、ポイントの発

行量分だけ世の中に出回る資金の量（マネタリーベース）が増加する恐れがある。  
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図表 22 少額投資併用ポイント証券購入サービスのイメージ  

 

（注）筆者作成  

 

総括 5 

 

「貯蓄から資産形成へ」というスローガンがあるように近年、日本の家計金

融資産における株式・投資信託比率を上げるべきだと訴えられてきた。これは

今後の日本の少子高齢化による社会情勢の変化が理由であり、このままでは、

老後のための資産形成が困難になる一方である。貯蓄だけでは資産形成が困難10 

になる中で、リターンの高いリスク資産に投資して、自助努力によって資産形

成をしていく必要があり、リスク資産である証券の取引の場である証券市場は

資産形成の場としての役割を果たすことが期待されている。  

私たちは証券市場の活性化を「証券市場が個人の資産形成の場」と定義付け

たうえで  15 

証券市場の活性化を 3 つの視点、発行市場における企業と流通市場における個

人投資家、証券取引所に分けて論じてきた。第 2 章ではコーポレート・ガバナ

ンス・コードが策定され、企業統治に対する関心が高まったものの、企業は主

に社外取締役の人数などにおいてコードにおいて定められている最低限の水準

しか認識しておらず、さらなるガバナンスの発展を求める投資家との間に認識20 
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業にあったコーポレート・ガバナンスを模索していく必要がある。  

東京証券取引所の一極化集中した国内の証券市場では市場間競争を望むこと

は出来ない。しかし、市場間競争が起こることは市場参加者にとっても利用し

やすい市場になるということである。なので、信用取引の導入による PTS 取引

の増加が今後の市場間競争を促すうえで重要となる。  5 

 個人投資家においては、証券投資を経験している人が少ない。危険資産保有

比率には金融資産の額が関係しており、金融資産保有額が少ない人は危険資産

保有比率が少ないことがわかった。しかし、金融資産保有額が少ない人でも投

資に対する関心は高く、投資を少額から投資できるサービスにより保有金融資

産が少ない若年層などを証券市場に取り込むことが可能となる。  10 

 また、可処分所得から消費支出を除いた黒字額のほとんどを家計は預貯金に

回しており、このマインドを変化させることは容易ではない。そこで証券投資

の際に用いるものを現金からポイントに変えることを提言した。  

個人投資家により参加してもらうためには証券投資が気軽に出来ることをア

ピールしていかなければならない。最初はなんとなくの気持ちからで投資をし15 

ようとする人が多いであろうが、証券投資を通じて証券会社や証券投資に対す

るイメージや金融リテラシーが向上していくのではないか。そうしていけば、

個人投資家が証券投資に対して正しいイメージを持つことにつながり、個人投

資家が証券投資を資産形成の手段として認識することにつながる。そうすれば

証券市場が資産形成の場として確立されていくことにつながり、証券市場が活20 

性化することに繋がるのである。これらの提言を通して、証券市場が資産形成

の場として確立されていくことを期待してこの論文を終える。  
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