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1. 証券市場と流通市場

• 資金調達目的で発行した証券は市場で流通。
流通市場が発行市場を拡大

• 株式発行の種類とそれぞれの特徴

• 株式公開時にも新株が発行される

　未上場の会社が証券取引所に上場することを株式
公開（IPO)と呼ばれる

• 変革期にある株式流通市場

　証券取引所外で取引する私的店頭取引(PTS)が拡大
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1. 国内の証券発行市場の規模
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年 株式発行

普通国債 地方債 普通社債 合計額 調達額

1997 67.8 1.9 6.9 76.6 1.2

1998 84.8 1.7 13.4 99.9 1.5

1999 102.1 2.0 7.6 111.7 10.1

2000 106.0 2.2 9.1 117.3 1.8

2001 134.0 2.3 9.7 146.0 2.1

2002 147.8 2.6 9.2 159.6 2.0

2003 157.4 4.3 10.6 172.3 3.4

2004 175.3 5.3 9.0 189.6 2.9

2005 186.2 6.2 10.8 203.2 3.1

2006 175.7 6.0 10.0 191.7 2.7

合計額 1337.1 34.5 96.3 1467.9 30.7

公社債発行額（国内起債分）

単位：兆円



1.2 株式発行による資金調達の件数
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2. 証券取引所

• 株式などの証券取引を一カ所に集めて流動
性をもたせる仕組みの中核

• 取引参加者（証券会社）を限定してオークショ
ン売買が行なわれたている

• 証券取引法の改正で正しくは金融商品取引
所と名称変更された

• 日本：東京証券取引所（東証）、大証、名証他

• 1部、2部以外にジャスダック、マザーズ
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2.1 主要証券取引所の比較

6「http://www.nicmr.com/nicmr/data/market/stock.pdf」より



2.2 金融資本市場での証券取引所の

位置付け
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　金融商品
市場の形態

資金
(マネー)

債券 株式 外国為替

取引所市場 　＊ 　＊

店頭市場

ネットワーク
市場

証券市場



2.3 金融システムの６つの機能

(1) 経済的な資源を移転・配分する

(2) リスク・コントロールの手段を提供する

(3) 取引のために必要な決済の手段を提供する

(4) 資産を保有し、所有権を分割するための手段を提

供する

(5) 価格を発見し、その情報を各経済主体に提供して

意思決定を助ける

(6) 動機付けに関する問題を処理する方策を用意す

る

8

金融工学７



2.4 証券市場はこれら６つの機能をすべて
果たしている ((5)の具体例)

• 東京証券取引所では、一部上場銘柄すべてについ
てその日の取引価格、最良気配値を付けている

• これをベースにして、株価指数（TOPIXや日経平均）

が計算される

• 株価指数を原証券として株価指数先物や同オプショ
ンが売買され、それらの市場価格が決まる

• 生み出された価格情報は、取引所・メディア・情報ベ
ンダーなどを通じて一般に伝達される
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3. 拡大するPTS

• PTSとよばれる証券取引所外の私的取引システ

ムが拡大している

• オンライン証券会社が独自にシステムを運営

• 価格決定方式も自由化、オークション方式を取り
入れた会社も

• PTSにおける証券価格決定

　(1) 市場価格　(2) 顧客間の交渉　(3)オークション

　(4) 売買気配方式　(5) 顧客指値による対当方式　
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3.1 PTSとは

• 証券会社が設営する証券売買システムがPTS(私設
取引システム)で、一種のネットワーク市場

• 1999年に株式売買手数料が完全に自由化されて、
PTSの成立・拡大する素地ができた

• アメリカではネットワーク市場の低コストの売買が可
能で、証券取引書が危機感を抱くまでになった

• 日本では2007年のPTSを通じた上場企業の売買代
金は約2兆円で、証券取引所の扱い額の0.23%
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4. 株式市場の参加者

• 株式市場にはどういう人や会社が参加してい
るのか

• 投資部門別で外国人のプレゼンスが目立つ

• 一般の投資家は、原則としてブローカーの仲
介で取引している

• 直接取引はブローカー、トレーダー、ディーラー

　ブローカー： 売買仲介業者（証券会社）

　トレーダー：  取引所市場で実際に売買業務する人

　ディーラー：  自己資金で短期に大規模取引をする人
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4.1 投資部門別の株式保有化率
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4.2 投資部門別の株式売買比率
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5. ファンダメンタルズと需給が株価を

動かす

• ファンダメンタルズは投資の基本、短期的には
株価は需給で変化する

• 企業の経営実体が株価の裏付け

• 経営実体を無視したバブルはいずれはじける

• 2000年の株式相場を動かした４つの需給要因

• 外国人投資家の動きが、株式相場を左右する

• 半年程度の短期でみると、株価はファンダメン
タルズ以外の要素に左右されることが多い
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5.1 ポートフォリオとは

• 国債のようにリスクは低いがリターンも低い
金融商品と、株式のようにリスクは高いがリ
ターンも高い金融商品を複数組み合わせて
運用することによって、資産運用全体としてリ
スクとリターンのバランスの両立を目指す手
法のことです。

• 株式の個別銘柄を組み合わせて投資する場
合もポートフォリオと呼ぶ。この場合は同じ業
種より異業種を組み合わせる。
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6. 投資家心理とブル相場・ベア相場

• 角を突き上げる牛に例えて強来相場（ブル相

場）、腕を振り下げる熊の弱気相場（ベア相場）

• ブル相場は会社が実力以上に評価されて株
価が高くなる状況

• 投資家の乗り遅れてはいけないという心理が
株価上昇に拍車をかける

• 上がりすぎた株価は反落し、下がりすぎた株
価は反騰する
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6.1 ブル相場とベア相場のイメージ
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株価水準

時間

ブル相場 ベア相場



7. 証券規制と証券監視委員会

• 種々の規制は公正で、効率的で、透明性の
高い証券市場実現のため

• 公正な証券市場の監視と監督にあたる日本
の組織

• 古い歴史を有するアメリカの証券規制

• 投資家保護のために内部統制などがさらに
強化される方向へ
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7.1 証券取引法が改正されて、金融証券

取引法になった

• ポイント1: 投資サービス規制

　金融証券取引法は「投資サービス法」とも呼ばれる

　ファンド（集団的に投資するスキーム）とそのサービ
ス、及び投資対象となる金融商品にすき間なく同等
の規制を行うよう改められた。

• ポイント２：取引所の自主規制機能を強化

• ポイント３：罰則を厳格化し課徴金を引き上げ

• ポイント４：開示制度、四半期開示の法制化

20

金融工学７



8. 情報開示と自己責任原則

• 証券市場の情報開示は何のために行うのか

　投資家は企業が開示する情報に基づいて、
自己責任原則で企業に投資（株式購入）する

• 情報開示があってはじめて自己責任原則が
成り立つ

• IRを積極的に経営戦略に活用する企業も増

えている

• 情報開示のニーズは止まるところを知らない
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8.1 東証では情報開示に積極的な

会社を表彰

• 財務データの四半期ごとの開示が法定化さ
れ、上場会社の情報開示は強化の方向

• 東証は、1995年から毎年、企業内容などを

「適時適切」に投資家に分かり易く会社を表
彰している

• 年間の表彰は5-7社。伊藤園、カゴメ、リコー

リースなどのようにすでに複数回表彰されて
いる会社もある
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9. 株価指数の役割

• 株式市場を表わす株価指数は、年金運用の
ベンチマークにも利用される

• ベンチマークとして主に利用されるTOPIX
　TOPIXは東証が1969年から公表している、時

価総額重視方式の株価指数

• 馴染みはあるが一部の銘柄に左右されて変
動する日経平均

　東証1部上場の225銘柄で構成の平均株価
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9.1 株価指数はどう役立っているか

• 株価指数で市場全体の動きをみる

　「株がどうなったか？」を日常的に確認するには、第
一に株価指数をみる。

• ベンチマークとして投資パフォーマンスの基
準に使う

　平均的パフォーマンスを表わし、株価指数は年金資
産運用などにおいてベンチマークとして利用される。

• インデックス運用の対象となる
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10. 証券アナリストとその役割

• どのような仕事をしているのか。どうすれば資
格が取れるのか

• 正しくは日本証券アナリスト協会検定会員。
資産運用全般のスペシャリスト

• 資格を活かせる主要な３つの職種

  (1) アナリスト

  (2) ファンドマネージャー：

  (3) ファイナンシャル・アドバイザー
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10.1 証券アナリストの機能１
(投資データの分析・評価)
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マクロ経済分析

産業分析

企業分析

産業分析

金融市場分析

証券市場分析



10.1 証券アナリストの機能２
(投資方針の決定)
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経済環境・市場情勢のレビュー

投資目的に沿ったポートフォリオタイプの選定

ポートフォリオの構成（資産別・産業別・国別）



10.1 証券アナリストの機能３
(ポートフォリオの構築・管理)
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投資家ごとのリスク・リターンンの決定

投資家ごとのポートフォリオの選択・構築・分析改訂

売買の執行 運用成果の測定・評価



11. 暴落を防ぐ表の仕組み・裏の仕組み

• 株式市場には株価が大きく変動するのを防ぐ
ための仕組みがある

• 株式市場にもあるサーキット・ブレーカー

• 世界金融危機後に導入された空売り規制の
数々

• 日本にもアメリカにもある？　裏の株価防衛
策： 中央銀行及び政府が市場介入
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12.1 裏の株価防衛策

• 日本では、公的資金を投入して株価を下支え
する動きがあった。これを、自衛隊の平和維
持活動をもじって、PKO(Price Keeping 
Operation)と名付けている

• 米国では、金融資本市場関連トップ４名（財
務長官、連邦準備委員会議長、SEC委員長、

先物取引委員会委員長）からなる「金融市場
ワーキンググループ」を創設。「PPT（暴落阻

止チーム）」と呼ばれ、市場に介入する。
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