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■１．主要投資家の売買が短期化

　日本株市場の最大の取引主体が外国人投資

家であることはよく知られている。近年では

HFT（高頻度取引）の台頭などもあり、売

買代金ベースで約６割を占めるまでに増加し

た。国内勢では、かつて２割以上を占めてい

た銀行や保険会社など金融機関の売買シェア

が数％まで低下した一方、個人投資家の売買

シェアはバブル崩壊前の80年代と比べて減っ

たものの、依然として２割程度を占めており

市場での存在感を保っている。外国人と個人

を合わせた2017年度の売買シェアは８割近く

に達する。以下では、市場への影響が大きい

２大プレーヤーの売買動向を中心に議論を展

開する。

　図表２のとおり、外国人・個人ともに平均

的な株式保有期間が短くなったことがわか

る。外国人の保有期間はバブル期以前から５

ヶ月程度であったが、90年代後半以降さらに

短期化が進み現在は平均2.5ヶ月だ。個人は

バブル崩壊後に長期化したものの、2000年の

ITバブル崩壊後から外国人を追いかけるよ

うに徐々に短期化し、2017年度は4.5ヶ月と

なった。

　個人の保有期間が90年代前半に長期化した

背景は、バブル崩壊で含み損を抱えた投資家

が売るに売れず、“塩漬け”せざるを得なか

ったことも一因だろう。買い注文が減ったこ

とに加えて売り注文も少なくなったため、保

有額を売買代金で割った値が急上昇したと考
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えられる。

　その後90年代後半の株価反転（ITバブル）

で約10年ぶりに株式市場に戻った個人投資家

は売買を増やしたものの、バブル崩壊の苦い

経験からか短期志向を強めた様子が見られ

る。つまり、株価が少し上がると早めに利益

（図表１）主要な投資主体は外国人と個人

（図表２）株式保有期間が短期化

（注）二市場、第１・２部（2013年６月までは東京・大阪・名古屋の三市場）
（資料）東京証券取引所『投資部門別株式売買状況』より筆者作成

（注）平均保有期間＝保有時価総額（平残）÷売買代金
（資料）東京証券取引所『投資部門別株式売買状況』より筆者作成
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確定の売り注文を出したり、予想に反して値

下がりした場合は早めの損切りを心がける投

資家が増えたのだろう。また、ネット証券の

台頭や金融ビッグバンの柱として1999年に実

施された株式売買委託手数料の自由化（手数

料引き下げ）も個人投資家の売買を活発化さ

せた。これらの結果、1989年度に1.3回転だ

った個人の年間売買回転率は、2017年度には

2.7回転と２倍以上に増えた。平均的には買

った株を半年以内に売却していることにな

り、長期投資とは程遠い状況だ。

　ただ、2000年当時の外国人投資家の売買シ

ェアは３割を超え、バブル崩壊前の３倍以上

に拡大していたことを考えると、個人が短期

志向を強めたのは“株式投資で収益を得る”

という観点からは正解だったともいえる。な

ぜなら、最大の取引主体である外国人投資家

の目線に合わせて投資したほうが収益を獲得

しやすいからだ。紙幅の都合で分析結果は割

愛するが、「PBRが低い銘柄を買って、じっ

と待っていれば儲かる」時代は2000年代前半

に終わったことがデータで示される。このこ

とは、メインプレーヤーが保有期間の長い国

内金融機関や個人投資家から外国人投資家に

変わったことで日本の株式市場が変質した、

もしくは日本株市場における“ゲームのルー

ルが変わった”ことを意味しているように思

える。

■２．個人投資家の「逆張り戦
略」は成功したか

　個人投資家および外国人投資家の売買動向

（月間の買い越し額／売り越し額）と日経平

均の騰落率をみると（図表３）、外国人が買

い越した月は日経平均が値上がり、売り越し

た月は値下がりしている。日本株最大の投資

主体である外国人投資家は市場全体を牽引し

ており、外国人が月間１兆円買い越すと日経

平均は４～５％値上がりする傾向がある。

　一方、個人投資家は外国人と正反対の投資

行動を取ってきた。すなわち、日経平均が値

下がりした月は買い越し、値上がりした月は

売り越した傾向がはっきりとあらわれてい

る。よく「個人投資家は逆張り志向が強い」

とされるとおりだ。

　ここで、図表３をよく見ると、外国人投資

家は買い越し（グラフの右側）が多く、個人

投資家は売り越し（左側）が多い。1981年度

以降の累計では外国人が67.1兆円の買い越し

であった一方、個人は71.7兆円を売り越した。

しかも、1981年度～2017年度の37年間のうち

個人投資家が買い越したのは、バブル崩壊や

リーマンショックに見舞われて日本株が暴落

した1990年度（0.2兆円の買い越し）と2008

年度（同0.7兆円）の２年間のみで、残りの

35年間は全て売り越した。

　この事実は何を意味するのだろうか。端的

に考えると、「個人投資家は37年間に亘り株
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式を売るのが基本姿勢で、リーマンショック

のように大きく値下がりしたときだけ買う」

というものだ。この仮説が正しければ、個人

投資家の株式保有シェアが37年間で大きく低

下したはずである。しかし、個人の株式保有

シェア（金額ベース）は1981年度末の27％か

ら2017年度末の17％まで10％ポイント減った

に過ぎない。個人の売り越し額とほぼ同額を

買い越した外国人の保有シェアが同６％から

同30％に24％ポイント増えたことと整合的で

ない。

　このことから、個人投資家の逆張り戦略が

平均的には成功してきたことが想像できる。

つまり、年間２～３回の売買回転率で（＝４

～６ヶ月程度の間に）値上がりした株を早め

に売ることを繰り返した結果、買入額よりも

売却額が大きくなったため、累計では売り越

しとなったのだろう。個々の投資判断には成

功も失敗もあるが、トータルでは“上手な投

資家”といえるかもしれない。

■３．短期の逆張りと長期の順
張りを組み合わせる時代へ

　なぜ個人投資家の逆張り戦略が成功したの

だろうか。そして、今後も長期投資は個人に

馴染まないのだろうか。ここで図表４をご覧

頂きたい。これは米S＆P500と同株価指数の

PER14倍～16倍に相当する株価水準を図示し

たものだ。筆者は中長期的には株価が企業業

績に連動し、日本や米国の適正水準はPER15

倍程度と考えている。なぜ15倍程度が適正か

（図表３）個人投資家は逆張りの傾向が強い

（注）2000年１月～2018年10月
（資料）東京証券取引所『投資部門別株式売買状況』、日経NEEDSより筆者作成
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についてここでは詳しく触れないが、簡単に

いえばPER15倍の逆数である益利回り約７％

は、株式投資のリスクを負う対価として投資

家が求める利回り水準とみられるためだ。

PERが高くなり過ぎると益利回りが投資家の

要求利回りを下回るため、株を買う投資家が

減ると同時に利益確定などの売りが増える。

PERが低くなり過ぎた場合はその反対の投資

行動が増えるため、概ねPER14～16倍程度で

推移すると考えられる。

　実際、米国株は過去30年以上に亘り概ね

PER15倍程度で推移してきた。90年代後半の

ITバブル時に株価が適正水準を大きく超え

たものの、ITバブルが崩壊すると結局は適

正水準付近に落ち着いた。一方、リーマンシ

ョック時は世界的な金融不況で企業業績が大

きく落ち込んだため株価も大幅に値下がりし

た様子が見られる。また、近年の米国株の最

高値更新は業績改善が背景にあることもこの

グラフから読み取れる。世界的な景気拡大に

加えて、米国のトランプ減税などが企業業績

および株価を押し上げた結果といえるだろ

う。なお2018年２月と10月の米国株急落は記

憶に新しいが、２月の急落前はS＆P500ベー

スの予想PERが18.5倍、10月の急落前は同17

倍程度まで高まっていた。そこに米金利上昇

や中国景気減速懸念という悪い材料が出たた

め株価が急速に調整したと考えれば合点がい

く。

　同じグラフを日経平均ベースで描いたもの

が図表５だ。バブルのピークであった1989年

末に日経平均は史上最高値の38,915円（終値

ベース）を記録したが、図表５から日経平均

の当時の適正水準は１万円程度であったこと

（図表４）米国株は過去30年間で10倍以上に

（注）1988年１月～2018年11月16日
（資料）DataStreamより筆者作成
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がわかる。まさにバブルだったことが一目瞭

然で、その後の急落もやむを得なかったのだ

ろう。

　日経平均はバブル崩壊から２年余りで半値

の２万円割れに沈んだが、まだ悪夢は終わら

ない。90年代後半（図の四角囲み部分）、日

経平均の適正水準は右上がりになっている。

これは企業業績が改善したことを表している

が、株価は乱高下を繰り返すだけで一向に値

上がりしなかった。2000年頃は更にひどく、

企業業績が悪化したわけでもないのに株価は

大きく値下がりした。共通しているのは、

1989年末のピーク時から大きく値下がりした

とはいえ、まだ株価が身の丈をだいぶ超えて

いたことだ。

　今はどうか。ここ数年の日経平均はほぼ適

正水準に沿って推移している。日本株はよう

やくバブルの精算を終え、新たな時代に入っ

た。アベノミクス始動前に8,600円台だった

日経平均が２万円の大台を超えたが、前回２

万円台だった1996年当時と違って今は全く背

伸びしていない。ということは、米国株が辿

ってきたのと同様に、今後は日本企業の業績

が改善すれば、それに連動して株価も上がる

のは当然だと考えられる。

　バブルの精算を強いられ続けた過去20年間

以上、「株価が大きく下がっても、まだ割高」

だったので、短期志向の投資家はもちろん、

中長期スタンスの投資家であっても「少し値

上がりしたら早めに売る」逆張り戦略が正解

だった。これが過去、個人投資家の逆張り戦

略が奏功した背景のひとつだろう。しかし、

今後は中長期的には順張り戦略が理に適って

いるはずだ。短期的には上げ下げを繰り返す

（図表５）ようやく身の丈に合った日本株

（注）1988年１月～2018年11月16日
（資料）DataStreamより筆者作成
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のが株価の宿命なので、「短期の逆張り」と「長

期の順張り」を組み合わせた投資戦略がポス

ト平成時代に相応しいだろう。

■４．長期投資に適したESG投
資と個人の投資戦略

　前述のとおり、短期的な上げ下げを繰り返

しながらも長期的には上昇が期待される日経

平均やTOPIXは、つみたてNISA等で資産形

成する際の有望な手段のひとつとなろう。こ

の意味において、長期投資家の代表格である

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）

が資産の約25％を日本株（主にTOPIX連動

インデックスファンド）で運用していること

は合理的と考えられる。

　近年、そのGPIFが注力しているのがESG

投資だ。2017年度に1.5兆円でESG投資をス

タートし、今後も投資額を拡大する計画とし

ている。GPIFはESG投資の目的を「短期的

な投資収益の追求ではなく、環境や社会問題

などの負の外部性を最小化することを通じ、

ポートフォリオの長期的リターンや金融市場

全体の持続可能性を高めること」としている。

また、投資に際してESG要素を考慮すること

で「投資期間が長期にわたるほど、リスク調

整後のリターンを改善する効果が期待され

る」という。

　この点について筆者なりの考え方を紹介し

たい。まず、ESGは環境・社会・ガバナンス

を指すが、これらを重視した経営を実践し、

その取組内容を積極的に公表することで企業

価値（株式時価総額）が向上すると考えられ

る。なぜなら、端的にいえば株式の時価総額

は「自己資本簿価＋（将来の収益－資本コス

ト）÷資本コストの合計」で表され、ESGを

重視した経営は将来収益の安定性・成長性お

よび資本コストの低減をもたらすからだ。

　たとえば環境負荷の大きなビジネスは将来

的に継続できない恐れがある。最近、話題に

なったプラスチック製のストローが良い例だ

ろう。スターバックスなどグローバルに展開

する複数の飲食店が、プラスチック製よりも

環境負荷の小さい紙製のストローに切り替え

ることを決めた。きっかけになったのは、ウ

ミガメの鼻にストローが刺さった画像だ。現

代はこうした情報がSNS等を通じて瞬く間に

世界中に広がるため世論を築きやすい。世論

に否定された製品やサービスの関連企業は、

一気に収益機会を失う恐れがある。

　取り扱う製品やサービスだけではない。過

大な残業を強いたり不当に低賃金でアルバイ

ト等を働かせる企業も同様だ。こうした企業

はネット上で“ブラック企業”というレッテ

ルを貼られる。その結果、優秀な人材が集ま

らないどころか、そもそも必要な人手を確保

できないといった事態に陥り、経営の持続性

に問題が生じる恐れがある。

　資本コストについても同様の考え方が成り

立つ。たとえば環境保護や社会通念に反する

可能性がある企業ほど、投資家は株式購入に

慎重になる（安心して株を買えない）。ガバ
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ナンスが脆弱で、いつ不祥事が発覚するかわ

からない企業も同様だ。これは先程の算式に

当てはめると当該企業の資本コストが高いこ

とを意味しており、会計上の収益力があって

も結果的に企業価値（時価総額）を引き下げ

ることになる。

　この意味において、企業のディスクロージ

ャーやIRも極めて重要だ。企業が公表しな

ければ、どのような社内制度や取り組みを実

施していて、何が十分で何が不足しているの

かをESGの観点から投資家が判断できないか

らだ。「実践しているのだから公表の必要は

ない」では通らない。むしろ「公表できない

ような都合の悪い理由が何かあるのではない

か」と投資家は懐疑的になり、資本コストが

上がってしまう。逆にディスクロやIRに優

れた企業ほど企業価値が高くなるはずだ。

　実際、ROEとPBRの関係をプロットする

と、日本IR協議会が「IR優良企業」に選定

した企業は全体平均（指数近似した傾向線）

よりもPBRが高い傾向がある（図表７）。も

ちろんROEやIRだけでPBRが決まるわけで

はないが、自己資本簿価に対して時価総額が

大きいことから、IRが優れた企業を株式市

場がポジティブに評価していることが示唆さ

れる。

　ここからいえることは、ESGに積極的に取

り組むと同時にディスクロやIRにも注力し

始めた企業は株式価値が向上しやすい、すな

わち投資魅力度が高いということだ。そして、

より多くの企業がESGやIR重視の経営に取り

組むことで日本の株式市場全体の時価評価が

向上し、長期で株式を保有する投資家にメリ

ットをもたらすことが期待される。実は、

（図表６）ESG投資拡大がもたらす好循環

（資料）年金積立金管理運用独立行政法人「平成29年度　ESG活動報告」
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GPIF自身もこの考え方であり、「GPIFが採

用したESG指数を意識し、当該指数に組み入

れられたいと考える企業が多ければ、指数に

採用されていない企業群の方がESG評価の改

善率が高くなることも十分に考えられます。

むしろ、GPIFはそれを期待しているのです。」

としている。

　つまり、日本株式市場のβが改善すること

を期待しているわけであり、こうした考え方

に賛同する場合の長期の投資戦略としては、

①GPIFによる市場β向上に期待してTOPIX

や日経平均を長期保有する、②ESG投資の目

利きができそうなアクティブ・ファンドを長

期で保有するというものが考えられる。ただ、

短期投資に慣れ親しんできた個人投資家に

は、これだけでは物足りないかもしれない。

その場合は、③短期の逆張り投資（従来どお

り）と長期投資の組み合わせも良いだろう。

いずれにしても、日本株市場はようやく長期

順張り投資でも功を奏することが期待できる

ようになった。国の年金が実質的に目減りす

ることが確実視される中、個人の資産形成の

選択肢としてESGの観点を取り入れた日本株

の長期順張り投資が普及することを願いた

い。

1

（図表７）優れたIRは企業価値向上に貢献する可能性

（注）2016年３月期～2018年３月期、東証主要500社のうち３月決算企業
（資料）日本IR協議会、QUICKより筆者作成

0

1

2

3

4

5 IR優良企業

その他

－20 －15 －10 －5

（倍）

（％）

Ｐ
Ｂ
Ｒ

ROE（業種相対）

2010 150 5


