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1.はじめに  

 

本稿の目的は、従来、証明されることの無かった空売りの持つ株価上昇作

用を明らかにすることである。我々は、金融商品取引法施行令及び有価証券

の取引等の規制に関する内閣府令等において定められている「空売りの価格

規制」に着目をした。空売りの価格規制とは、空売りを行う際、直近の価格

以上でしか空売りを行うことが出来ないと規定するものである。この空売り

の価格規制のもと、空売り注文が成立することにより株価が上昇するのでは

ないかと推測をし、空売りと株価の関係性について実証分析を行った。  

分析対象として、日本の主要証券取引所である東証 1 部、2 部、マザーズ

上場企業より、2009、2010、2011、2012 年 1 月 1 日～9 月 30 日までのデ

ータを用いた。また 2012 年についてはデータ取得可能期間であった 9 月 30

日までを分析対象期間とした。これらの総計されたサンプルを用い、パネル

データによる重回帰分析を行うことで、一週間ごとに空売りと株価の関係性

を分析し、空売りの持つ株価上昇作用の検証を行った。  

先述したように、従来空売りの株価上昇作用については証明されることが

なかった。本研究において、分析の結果、超過収益率（AR）に対して空売

り量の係数が正の値で有意となり、空売りは株価上昇の一因となっているこ

とが実証された。つまり空売りの価格規制の下、空売りが株価の上昇をもた

らすということが明らかとなった。このように本稿は従来証明されることの
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なかった「空売りの株価上昇作用」という新たなアノマリーを確かなものと

し、空売りに対する新たな一面を見出した点で意義のあるものと言える。  

また効率的市場仮説に基づけば、株価は企業のファンダメンタル価値から

乖離しても、いずれはその理論株価に収束するはずである。よって、我々は

空売りが本来の機能を取り戻し、長期的に見れば企業の株価を押し下げる働

きがあるのではないかと考え、空売りの通常買い戻し期限である 6 カ月を最

長として空売りが株価に与える正の影響がどこまで続くのかを検証した。そ

の結果、累積超過収益率（CAR）を空売りの買い戻し期限である６カ月まで

週次毎に延ばしていっても、t 週目の空売り量の係数が正の値で有意となっ

ていることが実証された。つまり、空売りが長期的に見ても株価を上昇させ

る機能を持つことが明らかになった。  

本稿の構成は以下の通りである。まず第 2 節で、本研究の背景を述べる。

第 3 節では、分析に用いるデータと推計モデルを示す。第 4 節、第 5 節に

おいて考察に対する実証分析を行う。最後に、第 6 節では分析を踏まえて本

稿の総括を述べる。  

  

2.研究の背景  

 

図 1：需要と供給の関係  

                 

空売りは、株価を下落させる。このことをより実感してもらうために、経

済学における需要と供給の関係を考えてみたい。図 1 のように、株の需要 (買

い手)に変化がなく需要曲線が動かなかった場合、空売りが行われる分の供

給(売り手)だけ増加すれば供給曲線が右側にシフトすることで、均衡点が移
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動し価格が下落することがわかる。つまり、空売りが行われない場合に比べ

て、空売りが行われる場合の方が供給（売り手）をより増やし価格を引き下

げていることが需要と供給の関係から分かるだろう。このような経済理論に

加え、空売りが株価を下落させるという考えに関しては、数多くの先行研究

や調査が存在する。ここでは、空売りとは本来株価を引き下げるものである

という論点に絞って本研究の背景を説明していく。  

まず初めに、空売りが株価を引き下げることが現実に起こっていることを

示したい。アメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）は 1992 年 5 月に米国で

起こった株価暴落の原因を探るために、実態調査を行ったところ、 1962 年

の 4 月から 6 月の株価下落の間に空売りの比率が大きく引きあがり、5 月の

最後には相場が急激に下落したことを明らかにしている。  

また近年における資産市場実験においても、空売りが株価を下落させると

いうことを示している。Haruvy and Noussair(2011)は空売りの効果を探る

べく、実証実験を行ったところ空売りは資産価格が高騰している時に適正価

格へと修正する作用があり、バブルを鎮静化させるということを明らかにし

た。つまり、空売りを行うことで株価を引き下げる作用が働き、株価の上昇

バブルを緩和していることを市場実験で示したのだ。  

上述してきたように、空売りは株価を下落させるという性質をもっている。

そのため、株価を意図的に下落させて利益を得ようとする行為や、株価の下

落を加速させるような相場操縦行為を行うものが出てきた。そういった株価

引き下げ行為を防ぐために導入されたのが空売り規制である。河本、大武

(2011)は、「バブル崩壊後株式の価格が急激に下落し、(中略)その下落の一

因に、空売りの増加、それも、やたらに株式をほかから借り入れて売り付け

られていることがあるとわかり、これを早急に規制することが必要となった。

(後略)」とバブル崩壊後の株価下落の一因が空売りであることを述べており、

それらを防ぐために空売り規制が必要であったと指摘している。つまり空売

り規制の存在は、空売りが株価を下落させるということを裏付けていると同

時に、空売りによる株価下落を防ぐ効果を持っているということが考えられ

る。そのような経緯を踏まえ、我々は空売り規制によって空売り本来の機能

とは逆、つまり価格を押し上げる作用があるのではないかと考察した。本稿
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は空売り規制の中でも特に価格に対する規制が一番影響力を持つと考えた

ため、2007 年度に導入された「空売りの価格規制」に注目をした。この「空

売りの価格規制」は金融商品取引法施行令及び有価証券の取引等の規制に関

する内閣府令等において規制されており、「空売りの価格規制」において株

価の上昇局面（直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合）では、

直近公表価格未満の金額での空売り注文が禁止されている。また、株価の下

落局面 (直近公表価格がその直前の異なる価格を下回る場合 )では直近公表

価格以下の金額での空売り注文が禁止されているのだ。図表 2、3 のように

空売りを行う際、注文を出す際の株価が下降トレンドであれば金融商品取引

所が直近に公表した価格（直近公表価格）以下の価格で空売りを行なっては

ならないこと規定している。(図 2)また、直近公表価格がその直前の異なる

価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りを行うことができる。（図 3）        

 

図 2 
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図 3 

 

マネックス証券ホームページ（2012）より引用  

我々はこのような空売りの価格規制の性質を鑑み、空売りの注文が出され

かつ注文が成立することにより、株価の上昇が引き起こされるのではないか

と推測した。仮にこの仮説が支持されるならば、空売りが株価を下落させる

という説に反して、空売りが行われると株価を押し上げる作用があるという

これまで示すことのなかった逆説的な見解を示すことができると考えたた

め、統計的に検証を行った。  

 

3.データセット  

 

東証 1 部・2 部・マザーズに上場している全ての企業 2287 社を対象とした。

2009、2010、2011、2012 年の 1/1～9/30 の期間で分析を行った。期間全体

で空売りの週次のデータが入手できない、もしくは週次株価のデータが入手

できない企業、または空売り量の変動が大きすぎるものは異常値 1として対

象から除外した。その結果、東証二部、マザーズの企業が極めて少なくなっ

たためサンプル数が 2009 年は 1200×52 の 62400、2010 年は 1194×52 の

62088、2011 年は 1081×53 の 57293、2012 年はデータ所得可能期間が 9/30

までであったため、1046 社×39 週分（1/1～9/30）の 40794 を分析対象とし、

これらのサンプル用いて分析を行った。株価はすべて週次の終値をとり、空

売りの量は、信用売り残高の週次データから算出した。その他の変数のサン

                                                   
1標準化残差±2 以上のものを異常値として除外した。  
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プルは決算時、もしくは新株発行時にしか変わらず年次でしかサンプル取得

ができないが、株価、信用売り残高のデータを週次で取得しているためこれ

らのサンプルを次期決算期、もしくは新株発行時までを固定値として週次に

変換し取得した。データ元は QUICK 社の「Astra Manager」である。  

 

4.実証分析 1 

 

我々は空売り規制下での空売りが、株価に正の影響をもたらすであろうと

推測した。このように推測する理由として、空売りを行う際に現在の株価よ

りも高値で注文を出さなければならないという空売りの価格規制が存在す

るためである。よって、我々は次のように推計モデルを設定した。  

 

4.1.推計方法  

推計式Ⅰ  

𝑌(AR[超過収益率 ]) =     𝒂𝟎  (定数項 ) 

          +𝒃𝑥1(空売り量 ) 

                   +𝒄𝑥2(1 株当たり利益 ) 

                   +𝒅𝑥3(log 総資産 ) 

           +𝒆𝑥4(自己資本利益率 ) 

          +ε  (撹乱項 ) 

            

被説明変数  

AR(Abnormal Return：超過収益率 )は、対象企業の週次収益率から、業種

別の平均週次収益率を引いて算出したものである。個別株式の週次収益率は、

以下のように計算した。  

 

          超過収益率＝
Pt−Pt−1

Pt−1
 

 

Ptは t 週の株価の終値、Pt−1はその前週（ｔ－1）の株価の終値である。  
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説明変数  

説明変数には、AR（超過収益率）に影響を与えるような変数を用いる。  

 

①  空売り量(週次データ  単位：%) 

空売り量は週次信用取引残高の増加率を計算したものである。週次のデー

タを利用し、以下の計算式を用いて算出した。信用取引残高とは、株の保有

者から借りてきた株の売り取引が成立していて、且つまだ買戻しが行われて

ない株の数量を指す。  

 

[t 週の信用売り残高 ] − [t − 1 週の信用売り残高 ]

[t − 1 週の信用売り残高 ]
 

②  1 株当たり利益（EPS：Earnings per share）（単位：百万円）  

1 株当たり利益とは、当期純利益 /発行済み株式数で求められる。EPS の値

が高いと、投資した金額が効率的に使われていると考えられる。この違いに

よる AR への影響をコントロールした。この数値は年次でしか取得できない

ため、直近の決算の実績値を週次データにして当年度中は使用する。  

③  log 総資産（単位：百万円）  

Fama and French(1992)は、小型株と大型株の収益率の差を比較すること

で、小規模の企業の方が大企業よりも平均して高いリターンをあげているこ

とを明らかにした。そういった企業規模の差による株価上昇率の差をコント

ロールするため、説明変数に加えた。この数値は年次でしか取得できないた

め、直近の決算の実績値を週次データにして当年度中は使用する。  

④  自己資本利益率（ROE: Return on Equity） (単位：%) 

自己資本利益率とは、当期純利益 /自己資本であり、自己資本とは、主に株

主が投資した資金のことである。つまり、株主が投資した資金でどれだけ利

益をあげたかを示す指標である。この違いによる AR への影響をコントロー

ルした。この数値は年次でしか取得できないため、直近の決算の実績値を週

次データにして当年度中は使用する。  
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以上、被説明変数、説明変数の記述統計量は以下の表 1 にまとめられている。 

 

 平均  中央値  標準偏差  最小  最大  

超過収益

率 (%) 
0.00001 -0.0012 0.0341 -0.9833 0.6202 

空売り量   0.1111  0.0000  3.2177 -0.989 40.888 

1 株当たり

利益  

(円 ) 

350.8126 48.3862 2441.26 -5147.77 54659.38 

log 総資産  

(百万円 ) 
11.9660 11.7640 1.4014 7.8054 17.2381 

自己資本  

利益率  

(%) 

5.3528 5.2787 10.6266 -99.5944 74.9549 

 

 

4.2.推計結果・考察  

推計式Ⅰを用いて、2012 年の週次毎のパネルデータによる重回帰分析を

行った。また、実証分析 1 において、結果の偶然性を排除するため 2009 年、

2010 年、2011 年の過去三年間で、週次毎のパネルデータによる重回帰分析

を行った。推計結果は表 2 の通りである。 
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表 2 推計式Ⅰ 回帰分析結果  

 被説明変数：AR(超過収益率) 

2009 2010 2011 2012 

空売り量  
0.00480 

 (0.000)*** 

 0.00253 

 (0.000)*** 

0.00333 

 (0.000)*** 

0.00136 

 (0.000)*** 

1 株当たり利益  
1.070 

 (0.000)*** 

0.0156 

(0.743) 

0.5590 

 (0.062)* 

-0.3400 

   (0.000)*** 

log 総資産  
0.01317 

 (0.000)*** 

-0.00031 

 (0.004)*** 

-0.01151 

  (0.025)** 

-0.00018 

(0.145) 

自己資本利益率  
-0.00025 

 (0.000)*** 

 -0.00000 

  (0.343) 

-0.00020 

 (0.000)*** 

0.00008 

   (0.000)*** 

定数項  
-0.15393 

 (0.003)*** 

0.00467 

 (0.000)*** 

0.13857 

  (0.024)** 

0.00167 

 (0.258) 

自由度調整済み  

決定係数  
  0.04    0.01 0.04 0.04 

サンプルサイズ  62400 62088 57293 40794 

***,**,*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意であることを示す。  

（ ）内は P 値  

空売り量の係数は、2009 年 0.00480、2010 年 0.00253、2011 年 0.00333、

2012 年が 0.00136 と正の値を示し、且つ 1％水準で有意となっている。  

この結果から、空売りが株価に正の影響を与えていることがわかり、空売

りによって株価が上昇することが支持された。本来株価が下落すると予想さ

れて為される空売りが、空売りが成立することで株価が上昇してしまうこと

が新たに明らかになった。  
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5.実証分析 2 

 

実証分析 1 で、空売りが株価上昇に影響を与えることを実証した。実証分

析 2 では、最初の週の空売りはその後の株価の上昇にいつまで影響を及ぼし

ているのかを検証する。我々は、空売りによって引き起こされた株価の上昇

は一時的なものであり、次第に最初の週の株価に収束していくと考えた。こ

れは、効率的市場仮説に基づけば、株価は企業のファンダメンタル価値から

乖離してもいずれはその理論株価に収束するはずだと推測したためである。

よって、我々は空売りが長期的に見れば企業の株価を押し下げる働きがある

のではないかと考え、空売りの通常買い戻し期限である 6 カ月間を分析対象

期間として空売りが株価に与える正の影響がどこまで続くのかを検証した。 

本稿において従来の通説や理論では説明されることなかった空売りの株

価上昇作用を実証分析することは意義のあるものであり、従来の空売りが株

価形成に与える作用についての従来の議論に対し一石を投じるものである。 

 

5.1．推計方法  

 

t 週目の空売りの影響がいつまで続くのかを検証する。検証する期間は、

空売りがなされ、売りが成立してから買い戻して株を返さなければならない

通常期間である 6 ヶ月間とする。被説明変数は CAR（累積超過収益率）を

用いる。次のように推計モデルを設定する。  
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推計式Ⅱ  

被説明変数： t+1 週目の CAR 

Y(CAR[累積超過収益率 ])＝ a0  (定数項 ) 

                  +𝑥1(1 株当たり利益 ) 

                           +c𝑥2(log 総資産 ) 

                           +d𝑥3(自己資本利益率 ) 

                  +e𝑥5 (t 週目空売り量 ) 

                +f𝑥6( t + 1 週目  空売り量 )                  

+ε (撹乱項 )  

 

被説明変数：y 週目の CAR 

Y(CAR[累積超過収益率 ])＝ a0  (定数項 ) 

                 +b𝑥1(1 株当たり利益 ) 

                          +c𝑥2(log 総資産 ) 

                          +d𝑥3(自己資本利益率 ) 

                  +e𝑥5 (t 週目空売り量 ) 

                +f𝑥6( y 週目  空売り量 ) 

                           +ε  (撹乱項 )  

 

 

被説明変数  

本分析では、被説明変数に週次の累積超過収益率 (CAR)を使用する。CAR

は各分析期間の最初の t 週目から最後の週、y 週までの超過収益率を累積し

たものとした。つまり、 t+1 週目の CAR とは t 週目の超過収益率と t+1 週

目の超過収益率を合計したものである。これは期間中の株価の動きをより正

確に捉えるためである。また、期中に行われた空売りの影響もより正確に捉

えられると判断した。  

 

説明変数  

実証分析 1 で用いた説明変数を使用する。基準週の空売りがどれだけの期
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間に影響を与えるかを見るために、各期間の CAR に対して基準週の空売り

の説明変数を置く。さらにコントロール変数として期間最終週の空売りも説

明変数に加える。これは、 y 週目空売り量として表記している。   

 

5.2.推計結果・考察  

推計式Ⅱを用いて、空売りによって引き起こされた株価の上昇はいつまで

続くのかを検証するために、パネルデータによる重回帰分析を行った。推計

結果を以下の表 3 に示した。また以下の表 3 は紙面の都合上 6 週毎の表と

なっている。  

表 3 推計式Ⅱ 回帰分析推計結果  
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***,**,*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意であることを示す。  

（ ）内は P 値  

 

 被説明変数：CAR（累積超過収益率）  

1 週目  2 週目  8 週目  14 週目  20 週目  26 週目  

空売り量  

0.00136 

(0.000) 

*** 

0.00150 

(0.000) 

*** 

0.00140 

(0.000) 

*** 

0.00113 

(0.000) 

*** 

0.00109 

(0.000) 

*** 

0.00121 

(0.000) 

*** 

y 週目の  

空売り量  

 

 

 

0.00142 

(0.000) 

*** 

0.00237 

(0.000) 

*** 

0.00142 

(0.002) 

*** 

0.00089 

(0.063) 

* 

0.00123 

(0.011) 

** 

1 株  

当たり  

利益  

1.07 

(0.000) 

*** 

1.70 

(0.003) 

*** 

-2.85 

(0.014) 

** 

7.90 

(0.153) 

 

24.40 

(0.000) 

*** 

257.00 

(0.033) 

** 

Log 

総資産  

0.0132 

(0.000) 

*** 

0.0079 

(0.182) 

 

0.0369 

(0.113) 

 

-0.2847 

(0.000) 

*** 

-0.2601 

(0.046) 

** 

-0.1237 

(0.380) 

 

自己資本  

利益率  

-0.0003 

(0.000) 

*** 

-0.0002 

(0.001) 

*** 

0.0003 

(0.181) 

 

-0.0018 

(0.000) 

*** 

-0.0007 

(0.172) 

 

0.0006 

(0.241) 

 

定数項  

-0.1539  

(0.003) 

*** 

-0.0950 

(0.178) 

 

-0.4434 

(0.111) 

 

3.4141 

(0.000) 

*** 

3.1054 

(0.047) 

** 

1.3852 

(0.412) 

 

自由度  

調整済み  

決定係数  

0.04 0.07 0.26 0.48 0.71 0.83 

サンプル

サイズ  
62400 39748 33472 27196 20920 14644 
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実証分析 1 で、1 週目の空売り量が 1 週目の株価の変動に正の影響を与

えていることは実証されていた。 1 週目の空売りの影響は、1 週目が

0.00136、8 週目は 0.00148 と正の値で、それぞれ 1%水準で有意であった。

26 週目まで分析を行ったが、期間が延びたとしても係数が正の値で有意

は 1％水準を保っており、1 週目の空売りによる株価の上昇への影響は空

売りの買い戻し期間あたる半年までになくならないということが分かっ

た。  

 以下のグラフは、空売り量が一単位増加したときの CAR に与える影響の

推移を示したものである。  

 

 

このグラフから分かるように、 CAR への影響を表す係数は一週目で

0.00136 上昇した後もその水準を保っている。  

つまり、1 週目での空売り量増加により上昇した株価は 6 ヶ月経ってもな

お、元の水準には戻っていないことは明らかである。本稿の仮説である「空

売りによる株価上昇の影響は一時的なものである」という仮説に反して、中

長期的に影響を与え続けるという結果が得られた。  

 また、この影響は CAR に対していったいどのくらいのものなのかを以下

の式を用いて算出した。各企業の空売りの平均に実証分析で得られた空売り
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量の係数をかけ合わせたものを、各社の CAR の平均で割ることで、影響の

度合いを確認した。  

空売りの影響の度合い＝
t 週の空売り (全企業の平均 )×空売りの係数

CAR（全企業の平均）
 

 

その結果、1 週目の CAR の上昇に対して約 15％が空売りによりもたらさ

れているということが判明した。そして、時間の経過と共にその影響は小さ

くなり、買戻し期間である半年後には 3％程になり、26 週の平均は約 4%で

あった。つまり、我々の考察は棄却され、空売りによって形成された株価の

上昇が一時的なものには留まらず、中長期的に影響を与えるという新たなア

ノマリーを示すことができた。  

 

6.まとめと今後の課題  

 

本稿では、空売り規制下において空売りが株価を上昇させる効果があると

いう可能性を考察した。日本の株式市場の週次データを用いた実証分析の結

果、超過収益率（AR）に対して空売り量の係数が正の値で有意となってお

り、空売りは株価上昇の一因となっていることが分かった。つまり空売りの

価格規制の下、空売りが株価の上昇をもたらすということが明らかになった

といえる。本来経済学における需要と供給の関係から考えれば、空売りが行

われる分の供給量が増えると供給曲線は右側にシフトし価格が下がるはず

である。しかし、空売りの価格規制によって、空売りは直近より高い価格で

の売り注文を行わなくてはならないため、需要と供給の関係が歪められたと

考えられる。  

また、我々は空売りが短期的には株価を上昇させても、長期的には株価を

下落させるという本来の機能を発揮するのではないかと考察し、分析を行っ

た。その結果、累積超過収益率（CAR）を空売りの買い戻し期限である６カ

月まで週次毎に延ばしていっても、１週目の空売り量の係数が正の値で有意

となっていることが実証され、長期的にも空売りは株価を下落させる機能を

発揮していないことが示された。効率的市場仮説に基づけば、空売りによっ
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てもたらされた株価の上昇は、空売り本来の機能を発揮し、いずれはファン

ダメンタル価値へと株価下落を引き起こす働きを見せるはずである。しかし、

本研究においてそれらの理論は当てはまることはなく、空売りは、株価に対

して中長期的に正の影響を与えていることが明らかとなった。  

これらの結果を踏まえ、我々は従来の空売りが株価は下落させるという通

説を否定し、「空売りの株価上昇作用」という新たなアノマリーを見出した

といえる。このように、従来実証的に示されることのなかった空売りによる

株価上昇を示したという点で先例がなく、空売りの新たな一端を解き明かす

ことが出来たといえるだろう。  

しかしながら、今後の課題としては以下のような課題が挙げられる。空売

りおよびレンディング市場の分析に際しては、開示情報の乏しさが常に問題

となっており、本稿では分析を行うにあたりデータ収集の関係で週次データ

を用いての分析に限定されてしまった。株価が日ごと絶え間なく変動するこ

とを鑑みれば、空売りも日次データを用いて分析を行うことが望ましいと考

えられる。また、本稿においては一体どのような性質をもった銘柄が、空売

りによる影響を受けるのかを解き明かすことが出来なかった。どのような銘

柄がより空売りの影響を受けるかを知ることで、空売りによる株価上昇作用

という「アノマリー」をより強く示すことが出来たはずである。  

これらの問題を解決することで、空売りの根本的な意義、さらにはより公

正な市場の実現を期待したい。  

 

 

参考文献  

 

Fama, E. and K.French (1992),The Cross-Section of Expected Stock 

Returns. Journal of Finance,Vol47,No.2,1992. 

Shefrin, H. (2002), Beyond Greed and Fear: Finance and Psychology of 

Investing. Oxford University Press.  

Montier, J. (2002), Behavioural finance: Insights into Irrational Minds 

and Markets. WILEY FINANCE(川西諭・栗田昌考訳『行動ファイナンスの



17 

 

実践』ダイヤモンド社 ,2005) 

Owen, L. (2003), The Long and Short of Hedge Funds: Effects of 

Strategies for Managing Market Risk .U.S. House of Representatives, 

Committee of Financial  

Services, Subcommittee on Capital Markets, Insurance, and Government 

Sponsored Enterprises.  

SEC (1963), Report of Special Study on Securities Market. U.S. 

Government Printing Office, Washington, D.C.  

太田亘，宇野淳，竹原均，早稲田大学大学院ファイナンス研究科編  (2011)

『株式市場の流動性と投資家行動―マーケット・マイクロストラクチャー理

論と実証―』中央経済社  

大野弘明 (2010)「空売り規制の株価安定化機能」『現代ファイナンス』2010

年 9 月 (28 号 ) pp3-15 

河本一郎、大武泰南（2011） ,『金融商品取引法読本』有斐閣  

西条辰義編（2007）『実験経済学への招待』NTT 出版株式会社   

バートン・マルキール『ウオール街のランダム・ウォーカー』、日本経済新

聞社  

橋本基美「日米の空売り規制」『資本市場クウォータリー』 1999 年冬号  

公共財団法人  日本証券経済研究所  (2012)『図説  日本の証券市場  2012

年度版』  

 

 

参考サイト  

 

マネックス証券（2012）「信用取引」  

（http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1400/sinyo/faq_11.htm）  

アクセス日時：2012 年 11 月 7 日  

 

 

 

http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G1400/sinyo/faq_11.htm


18 

 

要旨 

 

 本研究では、空売り規制下において空売りが株価を上昇させる効果がある

という推測から、空売りが株価に与える影響を実証的に分析した。  

経済学の理論に基づけば、需要と供給の関係から株の買い手である需要者の

人数が変わらないまま、供給者である売り手が増加すれば価格が下がると考

えるのは明白である。空売りは、株の保有者以外が売りに出すことができる

ものである。つまり、空売りが存在することにより同じ値でも売り手が通常

よりも増える。そのため、経済理論によれば、空売りは価格を下げる働きが

あると考えられる。  

空売りは企業の株価が過大評価されていると判断された際に、その企業の

理論株価へと裁定するために行われ、その株価の下落によって利益を得るこ

とを目的としたものである。これまでにも空売りによる株価下落作用が強く

主張されてきており、そこに疑いの余地はなかった。しかし、本稿において

は従来の通説に反し、直近の価格未満では空売りをすることが出来ないと規

定している空売りの価格規制に注目をし、空売りが株価を上昇させる影響を

検証した。  

我々は日本の主要証券取引所である東証 1 部、2 部、マザーズから 2009、

2010、2011、2012 年 1 月 1 日～9 月 30 日の間で一週間毎に空売りと株価

の関係性を分析し、総計されたサンプルを、パネルデータによる重回帰分析

によりこの可能性を検証した。2012 年はデータを取得できたのが 9 月 30

日までであったのでここまでを分析期間とした。実証分析の結果より、空売

りの価格規制の下での空売りは株価に正の影響をもたらしていることが実

証され、従来の空売りが株価を下落させるという通説を否定し、空売りが株

価を上昇させることが明らかとなった。  

また効率的市場仮説に基づけば、株価は企業のファンダメンタル価値から

乖離しても、いずれはその理論株価に収束するはずである。よって、我々は

空売りが長期的に見れば企業の株価を押し下げる働きがあるのではないか

と考えた。空売りの通常買い戻し期限である 6 カ月を最長として空売りが株

価に与える正の影響がどこまで続くのかを検証した。しかし驚くべきことに
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空売りが株価を押し下げる働きは見られず、株価に中長期的にプラスの影響

を与え続けていることが実証された。  

本稿は「空売りの株価上昇作用」という新たなアノマリーが確かなものとし、

空売りに対する新たな一面を見出すと共に、従来の議論に一石を投じたとい

えるだろう。
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