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要 旨  
本研究では、インターネットと株式市場の関連性を探ることを目的とし、近

年、注目を集めている CGM（Consumer Generated Media：消費者生成メディ

ア）の代表格であるインターネット掲示板の投稿が、株式の取引量を増加させ

るかどうかを実証的に検証した。  

 インターネットの普及により、迅速かつ容易に情報収集が可能となった現在、

人々の財・サービスの購買行動には「情報」が必要不可欠となっている。これ

は金融商品も例外ではなく、株式市場においても、投資家はネット上から得た

情報をもとに投資行動を起こすのではないかと考えた。  

 そこで我々はまず、各銘柄のインターネット掲示板への投稿数と株式の取引

量の関係を実証的に検証し、掲示板への投稿が増えることで取引量が増加する、

つまり株式取引が活発化していることを示した。  

次いで、マスメディア等の一般的なチャネルから得られる情報が少ない企業

ほど、投資家はインターネット掲示板という補助的なチャネルから収集した情

報を、投資の意思決定に利用しているのではないかと推測した。そこで次の分

析において、一般的なチャネルの情報量に差が生じるであろう「企業規模」と

「知名度」別に実証分析を行った結果、一般的なチャネルから得られる情報が

少ない、つまり小規模ないし知名度の低い企業の方が、掲示板への投稿が取引

量の増加に強い影響を与えていることがわかった。  

以上 2 つの実証分析から、インターネット掲示板等の CGM は株式取引にも

影響を与えていること、そして、その影響は一般的なチャネルからの情報が少

ない企業の株式ほど大きいということが確認された。  

CGM によって、株式市場の流動性が高まるという本稿の実証結果からは、

次の二つの可能性を示唆できる。まず、効率的市場仮説の見地からは、CGM に

よる流動性の増加がより効率的な価格づけを可能にするということである。こ

の意味からすると株式市場における CGM 効果は好ましいことと判断できる。

しかしその一方で、行動ファイナンス的な観点からは CGM の情報がバブルを

引き起こす可能性があると考えられる。多数の人々が掲示板への投稿に煽られ、

誤った投資判断が連鎖することで、株価が本来の価格から離れていく危険性も

あろう。  
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 1．はじめに  
インターネットの発達により、近年、消費者の購買行動は大きく変化してき

ている。かつての消費者は、商品の情報収集に時間や労力がかかり、限られた

情報の中で購買行動を行っていた。しかし、1990 年代後半にインターネットが

普及してからは、人々はネット上で容易に大量の情報を集めることができるよ

うになり、その情報をもとに判断し行動を起こすようになってきている。総務

省 (2008)によると、消費活動の中でも特に高額な商品 (生活家電、旅行、パソコ

ン、自動車など )においては、インターネットを利用し、活発に情報収集をする

ことで消費者は購買行動を起こすと報告されている。  

そこで我々は、株式市場における投資行動においても、インターネット上の

情報による影響が見られるのではないか、と推測した。いまや家計にとって株

式投資は重要な資産の蓄積手段となりつつあり、しかもその投資額は決して少

額とは言えない。したがって、家計が高額な商品を購入するときと同様に、株

式投資を行う際にもインターネットを通じた情報収集を行うことは十分に予想

できる。そうなると、インターネット上で株式に関する情報を多く取得するこ

とで、投資家はより多くの判断基準を持ち、株式取引が活発化する可能性があ

る。  

本稿では、インターネット上の情報の中でも特に、近年注目を集めている

CGM(Consumer Generated Media:消費者生成メディア )の効果に着目する。な

ぜなら CGM とは、誰でも積極的に投稿することができるために様々な意見が

生成され、また誰もが他人の様々な意見や評価を閲覧することができる、とい

う特徴を持つものであり、人々にとって貴重な情報源であると考えられるから

である。  

そこで、株式投資に関する CGM の代表として、インターネット掲示板に焦

点を当て、銘柄ごとのインターネット掲示板への投稿数と株式の取引量の関係

を実証的に分析した。推計結果より、掲示板への投稿数の増加によって取引量

が増加すること、またマスメディアからの情報量が少ない企業の株式ほど、掲

示板への投稿が取引量に与える影響が大きいということが分かった。  

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。続

いて第 3 節では本稿で検証する仮説を提示する。第 4 節では分析で用いるデー
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タと推計モデルを示す。第 5 節では、実証結果を提示してその内容を検討する。

そして第 6 節では、本稿のサンプルを「企業規模」と「知名度」で二分して、

それぞれ別々の推計を行うことにより、各企業のマスメディアでの情報量の違

いによってインターネット掲示板の投稿数が株式の取引量に与える影響が異な

るかどうかを検証する。最後に、第 7 節では本稿の結論とそのインプリケーシ

ョンについて述べたい。  

 

1. 研究の背景  
インターネットは日々進化を続けている。従来、インターネット上の情報は

雑誌や書籍などと同様に、プロの書き手によって内容が構成されることが多か

った。しかし最近では、CGM(Consumer Generated Media：消費者生成メデ

ィア ) が新たに台頭してきた。その具体例としては、インターネット掲示板や

ブログ、SNS などがあり、消費者の生活に密着した身近な情報源として注目を

集めている。CGM の主な特徴としては、一般の消費者の誰もが情報を投稿す

ることで自分の意見を直接発信でき、また他人の意見や評価を誰でも自由に閲

覧できるという点が挙げられる。そのため、CGM 上には様々な消費者が投稿

した、リアルな体験談や生の声が膨大な情報量となって蓄積され、消費者にと

って重要な情報が溢れている。  

CGM から得られる情報は、誰もが投稿できるという点から十分に信憑性が

あるとは言いがたいが、だからといってその情報が使われていないわけではな

い。NTT データ経営研究所 (2008)の調査によると、図表 2－1 のように、金融

知識の有無に関わらず、金融商品の購入や借り入れを検討する際、他の情報源

と比較して CGM から得られる情報 (インターネット上の掲示板・ブログや金融

商品の比較サイト )を重視していることがわかる。このことから、CGM は株式

取引に何らかの影響を与えているのではないか、と我々は推測した。  

一方で、インターネットの普及により、1998 年 5 月に松井証券によってオン

ライン取引が開始され、今では手軽に株式取引を行うことができるようになっ

た。オンライン取引制度によって、同じインターネットという場で情報収集と

株式取引が可能となり、また、情報を取得してから即時に株式取引に移行する

ことができるようになった。  
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そこで、個人投資家が現在重要な情報源となっている CGM から得た情報を

もとに、スピーディーな株式取引を行うことが可能となったことから、CGM 上

の情報が株式取引を促進させている要因となっているのではないか、と我々は

考える。  

図表 2－ 1 金融商品購入の際の意思決定：情報収集時に重視する情報源  

 
                  NTT データ経営研究所 (2008)より引用  

 

3．仮説  
先述した通り、消費者は高額な商品を購入する際、インターネットを通じて

得た情報をもとに判断・意思決定をし、購買行動を起こすと考えられる。それ

と同様に株式市場においても、インターネットから情報を得て株式取引を行う

のではないかと考えた。本稿ではネット上の情報の中でも、誰もが情報を発信

できるインターネット掲示板上の情報量に着目し、以下の仮説を立てる。  

 

【仮説】  

インターネット掲示板における投稿数が増加すると、取引量が増加する。  

 

インターネット掲示板の投稿数の増加と、株式の取引量の指標である出来高



 7

の変動との関係性については、新井・植竹 (2007)により、両者に相関関係があ

ることが示された。この研究は、2006 年 6 月に投稿数の多かった銘柄を出来高

と投稿数の高低によって四分し、代表的な銘柄をそれぞれ 4 社抽出、各銘柄の

投稿数と出来高および変化率の相関関係を分析している。しかし、サンプルが

全 4 社と非常に少なく、またその４銘柄の抽出方法もはっきりせず、データの

取得期間も明示されていないことからも、分析方法に疑問が残る点が多々ある。 

よって本稿では、投稿数が取引量に対して影響を及ぼすことを、2007 年度に

おける月ごとの 212 社のパネルデータを用いて、最小二乗法による重回帰分析

及び、固定効果モデルによる分析を行った。更に、被説明変数として取引量を

表す出来高だけではなく、市場の活況度を示すより優れた指標である出来高回

転率も用いることで、インターネット掲示板の活況度の変動に、株式市場の活

況度がどのように反応するのかを検証する。  

 
4．データと変数  
4－1．データセット  

本研究では、2007 年度 1 時点で日経 225 に含まれていた企業を対象とした。

期中に上場廃止・あるいは新規参入した企業はサンプルから除外し、他社と合

併した企業も同じく除外した。また、期中に株式分割を行った企業も、分割前

後で株価や出来高の数値が不安定であるため、異常値としてサンプルから除外

した。その結果、225 社中 212 社のデータが集まった。  

なお、企業ごとに月次データを用いたパネルデータで、サンプルサイズは  

212 社×12 ヵ月＝2544 となった。  

 
4－2．推計モデル・使用する変数について  

ここで用いた回帰モデルは以下の通りである。  

                                                   
1 我々は 2007 年度の期間を 2007 年 4 月～2008 年 3 月と定義し、全ての分析
を行っている。  
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Y（総出来高 [出来高回転率 ]）＝a₀  

                   ＋ｂX₁（掲示板への投稿数）  

                   ＋ｃX₂（最低投資額）  

                    ＋ｄX₃（個人投資家人数 [個人投資家比率 ]）  

                    ＋ｅX₄（LOG 総資産）  

                    ＋ｆX₅（新聞掲載数）  

                    ＋ｇX₆（知名度ダミー）  

                    ＋ｈX₇（前々月ボラティリティ）  

                    ＋ｉX₈（前月ボラティリティ）  

                     ＋ｊX₉（当月ボラティリティ）  

                    ＋ｋX₁₀（金利）        

 

被説明変数と説明変数、及びコントロール変数の詳しい定義は以下の通りで

ある。  

 

被説明変数  

株式市場で売買が成立した株式の取引量を出来高とする。出来高は市場全体

や個別銘柄の勢いを示すバロメーターでもある。本稿では、一月あたりの取引

量の合計を総出来高とする。  

 

①  総出来高（月次データ 単位：株数）  

各銘柄の出来高のデータは、「Yahoo！JAPAN」内の「Yahoo！ファイナン

ス」から、月次データで抽出した。  

 

②  出来高回転率（月次データ 単位：％）  

出来高回転率とは、各企業の発行済株式数のうち、どの程度取引されたか

を表す指標である。本分析では月次総出来高を流通株式数で除した値を出来

高回転率と定義した 2。流通株式数は『日経 JAPAN1000』から抽出した各企

                                                   
2 実際の流通株式数と発行済株式数には差異が生じるため、流通株式のデータ
を用いることで、より正確な分析を行った。  
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業の浮動株率を、発行済株式数に乗じて算出した。  

 

説明変数  

掲示板への投稿数（月次データ 単位：件）  

｢Yahoo! 掲示板｣内の株式カテゴリに書き込まれた投稿のうち、2007 年度

の投稿数を月次で集計した。Yahoo! 掲示板は日本最大規模の電子掲示板で

あり、株式カテゴリ内に、東証上場企業など全 4602 銘柄の掲示板が用意さ

れている。Yahoo! 掲示板に匹敵する電子掲示板として、2ch (２ちゃんねる) 

があり、この掲示板にも株式板や市況実況板が用意されているが、全ての上

場銘柄のスレッドはあらかじめ用意されてはいない。これらの理由から、

Yahoo!掲示板の株式カテゴリ上に投稿された書き込みを調査の対象とする。
3 

本分析では、掲示板への投稿数と出来高の関係に注目するため、投稿数以外

に出来高に影響を与えうる要因を、以下のとおりコントロール変数として説明

変 数 に 加 え る 。 デ ー タ 取 得 元 が 記 載 さ れ て い な い 項 目 は 全 て 「 日 経

NEEDS-FAME」「日経 NEEDS FINANCIAL QUEST」から取得している。  

 

① 最低投資額（月次データ 単位：千円）  

最低投資額とは取引の際に最低限必要な額のことである。取引に必要な最

低株式数、すなわち単元株数と株価は企業ごとにそれぞれ異なるため、それ

によって出来高も左右される。最低投資額が高いほど取引は行いにくく、出

来高が減ると予想される。そこで単元株数に月次平均売買単価を乗じて、1

単元株式を購入するのに要する最低額を算出した。  

 

② 個人投資家に関する変数  

日々頻繁に売買を行うデイトレーダーの存在などから、個人投資家は機関

投資家に比べて投資の回転率が高いことが予想される。そのため出来高に影

響を与えるとし、コントロールする。被説明変数ごとに以下のコントロール

変数を用いる。  
                                                   
3 大塚  (2008) 
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1）個人投資家人数（年次データ 単位：人）  

被説明変数が出来高のとき、個人投資家に関する要因をコントロール

する。  

2）個人投資家人数比率（年次データ 単位：％）  

企業の株主のうち、個人投資家が占める割合を表したものが個人投資

家人数比率である。出来高の相対的な数である出来高回転率を被説明変

数とする際に使用する。なお、銀行・証券・保険業のデータは各企業の

ホームページ、もしくは EDINET に掲載されている有価証券報告書から

取得した。  

 

③ LOG 総資産（年次データ）  

大規模な企業ほど情報への接触度が高く、投資対象になりやすいと考えら

れるため、企業規模の差による出来高の差をコントロールする。  

 

④ 新聞掲載数（月次データ 単位：件）  

企業に関するニュースが発表されると、それに反応して取引が増加すると

考えられる。そこで、「日経テレコン 21」から企業名を検索、出来高形成に

影響を与えそうな記事を探し、記事の数を変数として出来高への影響をコン

トロールした。  

 

⑤ 知名度に関するダミー変数（年次データ）  

  投資家はしばしば、有名企業や優良企業は投資対象としても優良であると

錯覚を起こすため 4、知名度は投資指標の一種と考えられる。そこで、日本

経済新聞社広告局「日経コーポレートブランド（CB）ランキング (2008 年 )」

を用い、CB スコアの上位 200 位にランクインしている会社は 1、ランクイ

ンしていない会社は 0 とするダミー変数によってコントロールした。CB ス

コアとは、日経企業イメージ調査 5をもとにその企業に対する顧客・従業員・

                                                   
4 Matteo(2006) 
5 日経企業イメージ調査とは、毎年首都圏に住む約 10000 人を対象にアンケー
ト調査を行い、全 31 項目に対して企業の印象を集計したものであり、知名度
の指標と言える。  
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株主によるイメージを数値で表したものであり、知名度を表す指標として採

用した。  

 

⑥ ⑦  ボラティリティ・金利（月次データ 単位：％）  

若林 (1991)によると、出来高形成の要因は、ボラティリティとしての東証

株価指数の月間平均値・平均売買単価・金利である。そのため、出来高に影

響を与えるものとしてこれらの要因をコントロールする。株価の変動性であ

るボラティリティは、月ごとの 1 日の株価 (終値 )の標準偏差を期中平均株価

で除することで求める。本分析では銘柄別のボラティリティを用い、前々月

ボラティリティ・前月ボラティリティ・当月ボラティリティに分けてそれぞ

れが 出来高に影響を与える可能性をコントロールした。  

平均売買単価についても、銘柄別に最低投資額として採用した。  

金利も出来高形成の一因として影響を除外した。  

  

以上の被説明変数および説明変数の記述統計量は図表 4－1 のとおりである。 

図表 4－1 変数の記述統計量  

 平均 標準偏差 最大値 最小値 中央値 

総出来高(株数) 120770562 172764869 1937140000 72118 66640500 

出来高回転率（%） 20.612 13.496 191.283 4.420 17.525 

投稿数(件) 610 1260 17987 0 284 

最低投資額(円) 820090.1 748249.8 5245542.0 34912.2 595774.1 

個人投資家人数(人) 88450 124473 1071240 4103 43709 

個人投資家比率（%） 81.333 14.775 99.092 31.884 84.246 

LOG 総資産 6.146 0.568 8.189 5.096 6.117 

新聞掲載数(件) 3.199 4.828 40 0 1 

知名度ダミー 0.627 0.484 1 0 1 

前々月ボラティリティ 3.631 2.051 23.747 0.649 3.086 

前月ボラティリティ（%） 3.723 2.106 23.747 0.649 3.189 

当月ボラティリティ（％） 3.882 2.116 23.747 0.649 3.424 

10 年もの金利（%） 1.592 0.150 1.8275 1.315 1.635 
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5．実証分析①  
5－1．仮説  

先述したとおり、人々の高額商品に対する購買行動と同様に、株式市場にお

いてもインターネット掲示板など CGM から得た情報量が増加することで投資

家は取引を活発に行うと考え、以下の仮説を立てる。第 3 節で立てた【仮説】

を【仮説 1】とする。  

【仮説 1】  

インターネット掲示板における投稿数が増加すると、出来高が増加する。  

 

5－2．推計方法  

4－2 節の推計式を用いて【分析 1】を行った。まず、最小二乗法による回帰

分析で、掲示板への投稿数が、被説明変数である出来高に与える影響を見るた

めに、単回帰分析 (1)を行った。次に、掲示板の投稿数以外に被説明変数に与え

る影響をコントロール変数として加えて重回帰分析 (2)を行った。  

また、我々の使用したデータはパネルデータであるため、更なる分析として

固定効果モデルを用いて上記と同様の分析を行った。固定効果モデルを使用す

ることで、4－2 節の式ではコントロールできないような企業ごとの要因、特性

を加味した推計を行い、投稿数と出来高の関係性をより正確に検証することが

できる。  

 

5－3．推計結果・考察  

それぞれ、最小二乗法による推計結果は図表 5－1、固定効果モデルによる推

計結果は図表 5－2 の通りである。  
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図表 5－1  最小二乗法による回帰分析  

  被説明変数：売買高（百株）   被説明変数：売買高回転率（％） 

  (1) (2)   (1) (2) 

投稿数 491.40 *** 269.75 *** 投稿数 0.002 *** 0.003 *** 

（件） (19.347)  (9.395)   （件） (11.477)   (14.316)   

最低投資額     -40.64   最低投資額     0.0006 * 

（千円）    (-0.950)   （千円）     (1.907)   

個人投資家     222.48 *** 個人投資家     0.053 *** 

人数（人）     (6.134)   比率（％）     (3.314)   

LOG 総資産    182237 ** LOG 総資産     -6.267 *** 

      (2.389)         (-12.519)   

新聞掲載数    29785 *** 新聞掲載数     -0.121 *** 

（件）     (3.426)   （件）     (-2.294)   

知名度ダミー    108201   知名度ダミー     -1.435 *** 

      (1.394)         (-2.687)   

前々月    85752 *** 前々月     1.085 *** 

ボラティリティ（％）     (5.122)   ボラティリティ（％）     (9.495)   

前月    58267 *** 前月     1.141 *** 

ボラティリティ（％）     (3.574)   ボラティリティ（％）     (10.261)   

当月    112439 *** 当月     2.291 *** 

ボラティリティ（％）     (7.002)   ボラティリティ（％）     (20.944)   

10 年もの    950717 *** 10 年もの     13.959 *** 

金利（％）     (3.868)   金利（％）     (8.320)   

定数項 907986 *** -2882077 *** 定数項 19.161 *** 14.647 *** 

  (25.548)   (-4.666)     (66.088)   (3.419)   

自由度調整済 

決定係数 
0.128   0.207   

自由度調整済 

決定係数 
0.049   0.394   

サンプル数 2544 2544 サンプル数  2544 2544 

（）の中は t 統計量、***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意であることを示す。  
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図表 5－2 固定効果モデルによる分析  

 

  被説明変数：出来高（百株）   被説明変数：出来高回転率（％） 

  (1)  (2)    (1)  (2)  

投稿数 241.07 *** 231.54 *** 投稿数 0.005 *** 0.004 *** 

（件） (10.202)   (9.070)   （件） (12.514)   (11.724)   

最低投資額   -202.29 *** 最低投資額    -0.0053 *** 

（千円）   (-2.628)   （千円）    (-4.769)   

新聞掲載数    3069.01   新聞掲載数    0.051   

（件）    (0.616)   （件）    (0.707)   

前々月   3942.93   前々月    0.260 *** 

ボラティリティ（％）   (0.587)   ボラティリティ（％）    (2.668)   

前月    -7481.13   前月    0.239 ** 

ボラティリティ（％）    (-1.128)   ボラティリティ（％）    (2.481)   

当月   54532.2 *** 当月    1.425 *** 

ボラティリティ（％）   (8.339)   ボラティリティ（％）    (15.023)   

10 年もの    35016.4   10 年もの    2.767 * 

金利（％）    (0.330)   金利（％）    (1.799)   

自由度調整済 

決定係数 
0.894   0.898   

自由度調整済 

決定係数 
0.592   0.650   

サンプル数 2544   2544   サンプル数 2544   2544   

（）の中は t 統計量、***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意であることを示す。  

 

 まず、図表 5－1 で被説明変数が出来高の場合の推計結果を見る。単回帰分

析を行った (1)の結果を見ると、掲示板への投稿数の係数は 491.40 と統計的に

1％水準で有意に正であった。また他の要因をコントロールし重回帰分析を行

った (2)においても、掲示板への投稿数の係数は 269.75 と、1％水準で有意に正

であった。被説明変数を出来高回転率とした場合も同様、(1)における掲示板へ

の投稿数の係数は 0.002、(2)における掲示板への投稿数の係数は 0.003 であり、
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(1)(2)共に 1％水準で有意に正であった。さらに以上の結果は、掲示板への投稿

数と出来高の関係を、固定効果モデルによって推計した図表 5－2 においても

４つのいずれの推計式でも掲示板への投稿数の係数は１％水準で有意である。  

以上の分析により、仮説 1 の、インターネット掲示板の情報量が増すにつれ

て、株式市場での取引も活発になるということは実証されたといえる。  

では次に、推計結果の係数が数量的に見てどの程度の大きさであるかについ

て検討する。固定効果モデルによる分析結果（図表 5－4（2））の係数に注目す

る 6と、投稿数が 1 件増すごとに 231.54 百株すなわち 23154 株出来高が増加す

るという値が得られた。ではそれはどのくらい意味を持つ値であるのか検討す

るために、1 ヶ月間の取引量のうち、どの程度が掲示板の投稿に反応して生成

されたかを検証する。2007 年度において、1 社あたり１ヶ月間に平均 610 件の

投稿が見られた 7。よって 610 件×23154 株＝14123940 株が、掲示板の影響を

受けて 1 ヶ月間に生成された平均取引量である。この値が全体の取引のうちど

の程度の割合を占めているか、1 ヶ月あたりの平均出来高で除し算出すると、  

14123940 株／120770562 株≒11.7％という結果が得られる。同様に、被説明

変数を出来高回転率としても 610 件×0.004％／20.612％≒12.7％という結果

が得られた。これはすなわち、全体の取引量うち約 12％は掲示板の投稿に影響

を受けていることを意味する。見方を変えれば、掲示板が存在しなければ、全

体の取引量のうち投稿の影響を受けて生成された約 12％もの取引が存在しな

かったことになり、掲示板の投稿数が取引量に与える影響は強く、無視できな

いと考えられる。  

  

ここまでの分析では、投稿数の増加によって取引量が増加する、と考えてき

た。しかし逆に、取引量が増加し市場の活況度が増したことで掲示板への投稿

が増加したという、逆の因果関係を考える人もいるかもしれない。そこで、我々

はどちらの因果関係が正しいか、あるいは影響力が強いか、調査することにし

た。  
                                                   
6 掲示板への投稿数以外で、出来高増加に繋がるその他の要因をすべて取り除
いたと考え、固定効果モデルを用いて分析を行ったうえ、最もコントロール変

数の多い (2)の結果を用いる。  
7 図表 4－1 記述統計量を参照のこと。  
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本来、掲示板の投稿数と取引量との因果関係を検証するのならば、掲示板へ

の投稿時間とその内容、株式の取引が行われた時間とその取引量を逐一記録し、

その投稿が取引を増加させたものなのか、あるいは取引の増加を受けて投稿が

なされたものなのか、調査することが望ましい。しかし、掲示板への投稿は一

旦削除されると、その投稿時間と内容がわからなくなり、また株式の取引量に

おいても、いつどれだけの量が取引されたかを記録することは物理的に困難で

ある。そこで、現段階で削除されていない、閲覧可能な投稿内容を見ることで、

我々の仮説とは逆の因果関係の可能性を探ることとした。  

投稿を見ていくと、その内容は大別して 2 種類あることがわかった。一つに

は今後「買いたい、売りたい」、「明日はこうなる」といった行動を伴わない予

測的記述。もう一つは、「買った、売った」という売買行動後の結果的記述であ

る。後者の結果的記述は、取引をしたことによって投稿がなされたという事実

と捉えることができる。そこで、我々はインターネット掲示板への投稿 1 件 1

件の内容を見て、結果的記述が全体の投稿のうちどの程度の割合を占めるか算

出し、取引量が増加したことで投稿数が増加する、という影響がどの程度ある

か調査することとした。調査内容については、図表 5－3 のとおりである。  

 

図表 5－3 調査内容  

調査 

方法  

「Yahoo！ファイナンス」の株式掲示板にて、ある 1 日の企業の書き込みを見て、明らか

に「売った」「買った」というような、取引をした（＝出来高が増加した）上で書き込まれて

いる内容の投稿数 8を数える。そして、それが総投稿数に対して占める割合を加重平

均にて算出する。 

実施日 2008/10/29 AM9:00  ～ 2008/10/30 AM9:00 

企業数 
日経 225 に含まれている企業のうち、1 日 10 件以上の書き込まれる企業で、削除さ

れることなく書き込み内容が閲覧可能だった 71 社 

調査の実施日については、インターネット掲示板の投稿は、投稿者もしくは

掲示板の管理人によって投稿内容が削除されることがしばしばあるため、でき

る限り多くの投稿内容を取得できる、とある 1 日に絞り調査を行った。時間は

                                                   
8 具体的な投稿内容については付録 1 を参照のこと。  
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株式市場の開場時間から翌日の開場時間までの 24 時間とした。  

調べた結果、実施日の全投稿数 5414 件中、202 件の投稿に売買行動後の結

果的記述が見られ、これは全体の 3.73%という値であった。つまり、取引量の

増加を受けた掲示板への投稿は全体の約 4％を占めるに過ぎない。このことか

ら我々は、取引量が投稿数に影響を与えるという逆の因果関係はあるとしても

薄いと考えられる。  

またさらに、別の可能性として、掲示板を利用し、株価操作をすることで、

金儲けをしようとする人がいるかもしれない。しかし、インターネット掲示板

を悪用して株式市場の操作を行うことは違法であり 9、そういった可能性は非常

に少ないと言える。  

上記の理由より、取引量の増加が投稿数の増加を引き起こすことや、掲示板

を利用した株式市場の操作の可能性は低いと考えられるため、我々は、インタ

ーネット掲示板の投稿数が取引量に影響を与えるという見解のもと本稿を進め

る。  

 

6．実証分析②  
分析 1 では、個人投資家はインターネット掲示板から得られる情報量が増え

る程、活発に取引を行うということが示された。次に、掲示板の投稿が出来高

に与える影響は企業ごとに違うのではないか、と考えた。そこで我々は、普段

情報に触れ合う機会の多い大企業や知名度の高い企業とそうでない企業で、掲

示板の投稿が出来高に与える影響が異なるのではないかと考え、企業規模と知

名度に注目し、次の分析に移る。  

 
6－1．仮説  

 個人投資家は情報を収集する際、新聞・テレビなどのマスメディアといった

媒体を一般的に利用するだろう。このような媒体をここでは「一般的なチャネ

                                                   
9 虚偽の情報を流し故意に株価操作を行った場合、金融証券取引法第 158 条「何
人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティ

ブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流

布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。」によって罰せ

られる。  
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ル」とする。しかし、株式市場において個人投資家のニュースに対する欲求 (需

要 )は一般的なチャネルからの供給を常に上回るとされている 10。個人投資家は、

一般的なチャネルが供給する情報では満足できない場合、補完的な役割として、

インターネット掲示板に書かれた口コミなどの非公式情報を利用する。これら

掲示板などの媒体を、ここでは「補助的なチャネル」とする。そこで、個人投

資家は、一般的なチャネルから十分な情報を得ることができない企業ほど、足

りない情報を補うために、補助的なチャネルからの情報を重視し、投資行動を

起こすのではないかと推測される。よって、以下【仮説 2】を立てる。  

 
 【仮説 2】  

  一般的なチャネルからの情報が少ない企業ほど、掲示板の投稿が取引量の

増加に与える影響が強い。  

 

一般的なチャネルからの情報量に差が生じそうな「企業規模」と「知名度」

別にそれぞれ推計する。  

 

6－2．推計方法  

 具体的な推計方法は【分析 1】とほぼ同じであるが、ここでは【仮説 2】に

対して以下二つの分析を行う。なお、今回も最小二乗法と固定効果モデルによ

る推計を行っている。  

 【分析 2－1】企業規模で影響の違いを見るために、LOG 総資産の中央値で

サンプルを二分し分析を行った。その際、LOG 総資産をコントロール

変数から除外した。  

【分析 2－2】知名度で影響の違いを見るために、知名度ダミーに該当するか

否かでサンプル分けし分析を行った。その際も知名度ダミーをコント

ロール変数から除外した。  

 

6－3．推計結果・考察  

 まず、【分析 2－1】の最小二乗法による推計結果は図表 6－1、固定効果モデ
                                                   
10 山口 (2003) 
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ルによる分析結果は図表 6－2 の通りである。同様に、【分析 2－2】の最小二乗

法による分析結果は図表 6－3、固定効果モデルによる分析結果は図表 6－4 の

通りである。  
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図表 6－1 最小二乗法による回帰分析 LOG 総資産別  

  被説明変数：売買高（百株）   被説明変数：売買高回転率（％） 

  LOG 総資産大 LOG 総資産小   LOG 総資産大 LOG 総資産小 

投稿数 239.773 *** 528.807 *** 投稿数 0.002 *** 0.011 *** 

（件） (6.187)   (11.987)   （％） (15.761)   (11.987)   

最低投資額 -0.072   5.909  最低投資額 -0.00012   0.00069   

（千円） (-0.880)   (0.270)  （千円） (0.373)   (0.270)   

個人投資家 2.377 *** 6.098 *** 個人投資家 237.730 * 0.006   

人数（人） (4.802)   (8.308)  比率（％） (1.877)   (8.308)   

新聞掲載数 60203 *** -78137 *** 新聞掲載数 -0.139 *** -0.927 *** 

（件） (4.922)   (-9.298)   （件） (-3.417)   (-9.298)   

知名度ダミー 172976   -422882 *** 知名度ダミー -1.087   -0.485   

  (0.978)   (-11.716)     (-1.618)   (-11.716)   

前々月 165342 *** 43531 *** 前々月 0.834 *** 1.053 *** 

ボラティリティ（％） (4.724)   (5.721)  ボラティリティ（％） (6.364)   (5.721)   

前月 115605 *** 26833 *** 前月 0.881 *** 1.039 *** 

ボラティリティ（％） (3.473)   (3.544)   ボラティリティ（％） (7.076)   (3.544)   

当月 194582 *** 54750 *** 当月 1.783 *** 2.175 *** 

ボラティリティ（％） (6.007)   (7.056)   ボラティリティ（％） (14.744)   (7.056)   

10 年もの 1923773 *** 28091 * 10 年もの 10.428 *** 6.913 ** 

金利（％） (4.157)   (1.789)   金利（％） (6.031)   (1.789)   

定数項 3993686 *** -5366497 *** 定数項 8.136 * 48.420 *** 

(数） (3.274)   (-11.835)  （％） (1.768)   (-11.835)   

自由度調整済 

決定係数 
0.189   0.448   

自由度調整済 

決定係数 
0.414   0.399   

サンプル数 1272 1272 サンプル数 1272 1272 

（）の中は t 統計量、***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意であることを示す。  
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図表 6－2 固定効果モデルによる回帰分析 LOG 総資産別  

 

 被説明変数：出来高(百株）   被説明変数：出来高回転率（％） 

  LOG 総資産大 LOG 総資産小   LOG 総資産大 LOG 総資産小 

投稿数 205.82 *** 354.35 *** 投稿数 0.003 *** 0.013 *** 

（件） (5.416)   (11.346)   （件） (9.912)   (12.277)   

最低投資額 -278.70 * -155.60 *** 最低投資額 -0.00734 *** -0.00562 *** 

（千円） (-1.922)   (-2.728)   （千円） (-7.474)   (-2.943)   

新聞掲載数 4872.68   -5640.40   新聞掲載数 0.065   -0.214   

（件） (0.660)   (-1.004)   （件） (1.297)   (-1.137)   

前々月 -3901.45   8108.74 * 前々月 -0.029   0.500 *** 

ボラティリティ（％） (-0.278)   (1.779)   ボラティリティ（％） (-0.303)   (3.274)   

前月 -15417   -3236.86   前月 -0.010   0.392 ** 

ボラティリティ（％） (-1.130)   (-0.711)   ボラティリティ（％） (-0.104)   (2.570)   

当月 80994 *** 32534 *** 当月 0.964 *** 1.520 *** 

ボラティリティ（％） (6.140)   (7.035)   ボラティリティ（％） (10.797)   (9.821)   

10 年もの -11157   33835   10 年もの 1.236   0.893   

金利（％） (-0.054)   (0.440)   金利（％） (0.887)   (0.347)   

自由度調整済 

決定係数 
0.894   0.840   

自由度調整済 

決定係数 
0.750   0.618   

サンプル数 1272 1272 サンプル数 1272 1272 

（）の中はｔ統計量、***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意であることを示す。 
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図表 6－3 最小二乗法による回帰分析 知名度別  

 

  被説明変数：売買高(百株)   被説明変数：売買高回転率（％） 

  知名度あり 知名度なし   知名度あり 知名度なし 

投稿数 230.97 *** 1544.36 *** 投稿数 0.002 *** 0.016 *** 

（件） (6.625)   (20.706)   （件） (16.879)   (11.602)   

最低投資額 16.774   -116.749 *** 最低投資額 0.00039   0.00166 ** 

（千円） (0.282)   -3.618   （千円） (1.423)   (2.329)   

個人投資家 1.609 *** 5.674 *** 個人投資家 0.076 *** -0.018   

人数（人） (3.487)   (11.292)   比率（％） (4.879)   (-0.574)   

LOG 総資産 51183   276418 *** LOG 総資産 -5.122 *** -9.370 *** 

  (0.472)   (5.026)     (-12.084)   (-7.350)   

新聞掲載数 45070 *** -79040 *** 新聞掲載数 -0.141 *** -0.852 *** 

（件） (4.104)   (-7.690)   （件） (-3.417)   (-4.092)   

前々月 112369 *** 42653 *** 前々月 0.757 *** 1.200 *** 

ボラティリティ（％） (3.944)   (4.665)   ボラティリティ（％） (6.412)   (5.834)   

前月 74389 *** 16314 * 前月 0.991 *** -1.068 *** 

ボラティリティ（％） (2.731)   (1.780)   ボラティリティ（％） (8.799)   (5.197)   

当月 143279 *** 33935 *** 当月 2.027 *** 2.092 *** 

ボラティリティ（％） (5.391)   (3.567)   ボラティリティ（％） (18.450)   (10.085)   

10 年もの 1116290 *** -332413 * 10 年もの 8.743 *** 7.843 *** 

金利（％） (3.019)   (-1.942)   金利（％） (5.714)   (2.091)   

定数項 -2479713 *** -1044842 ** 定数項 15.477 *** 44.619 *** 

(数） (-2.722)   (-2.281）   (数） (3.906)   (4.338)   

自由度調整済 

決定係数 
0.166   0.678   

自由度調整済 

決定係数 
0.461  0.385   

サンプル数 1596 948 サンプル数 1596 948 

（）の中は t 統計量、***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意であることを示す。  
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 図表 6－4 固定効果モデルによる回帰分析 知名度別  

 

 被説明変数：売買高(百株)   被説明変数：売買高回転率（％） 

  知名度あり 知名度なし   知名度あり 知名度なし 

投稿数 175.52 *** 839.74 *** 投稿数 0.003 *** 0.016 *** 

（件） (5.950)   (12.658)   （件） (13.473)   (9.561)   

最低投資額 -0.282 *** -0.109   最低投資額 -0.000006 *** -0.000005 * 

（千円） (-2.715)   (-1.064)   （千円） (-7.102)   (-1.796)   

新聞掲載数 3538   -2055   新聞掲載数 0.044   0.036   

（件） (0.609)   (-0.191)   （件） (0.882)   (0.132)   

前々月 -8930   15152 ** 前々月 -0.127   0.623 *** 

ボラティリティ（％） (-0.854)   (-2.039)   ボラティリティ（％） (-1.427)   (3.357)   

前月 -12756   -5179   前月 0.050   0.400 ** 

ボラティリティ（％） (-1.261)   (-0.690)   ボラティリティ（％） (-0.584)   (2.133)   

当月 62432 *** 28972 *** 当月 1.096 *** 1.440 *** 

ボラティリティ（％） (6.325)   (3.764)   ボラティリティ（％） (13.012)   (7.491)   

10 年もの -61909   -180403   10 年もの -1.976   2.015   

金利（％） (-0.420)   (-1.284)   金利（％） (-1.571)   (0.574)   

自由度調整済 

決定係数 
0.911   0.008   

自由度調整済 

決定係数 
0.755  0.593   

サンプル数 1596 948 サンプル数 1596 948 

（）の中はｔ統計量、***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意であることを示す。 

  

まず、規模の大小で分類した【分析 2－1】から考察する（図表 6－1、図表 6

－2）。図表 6－1 の最小二乗法による推計結果から、被説明変数が出来高の際、

大規模な企業の掲示板への投稿数の係数は 266.96、小規模な企業においては

495.90 で、それぞれ 1％水準で有意に正であった。被説明変数が出来高回転率

の場合も、大規模な企業の掲示板への投稿数の係数は 0.002、小規模な企業に

おいては 0.011 で、どちらも 1％水準で有意に正であった。また図表 6－2 の固
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定効果モデルによる推計結果に関しても全て同様の結果が得られた。ここで、

企業規模の差による投稿数の影響度の違いを見るために、図表 6－2 の各々の

投稿数の係数 11に注目されたい。被説明変数が出来高の際、小規模企業の係数

35435 は、大規模企業の係数 20582 よりも約 1.7 倍大きい。被説明変数を出来

高回転率で算出すると、小規模企業の係数 0.013 は大規模企業の係数 0.003 の

約 4.3 倍となっている。そこで係数に有意に差があるか、係数の差の検定を行

ったところ、出来高、出来高回転率ともに 1％水準で有意であり（ t 値はそれぞ

れ -3.02、-9.55）、規模の小さな企業ほど掲示板への投稿による影響度は強いと

言える。  

次に、知名度別で分類した【分析 2－2】を考察する（図表 6－3、図表 6－4）。

図表 6－3 の最小二乗法による推計結果より、被説明変数が出来高の場合、知

名度が高い企業の掲示板への投稿数の係数は 230.97、知名度の低い企業の掲示

板への投稿数の係数は 1544.36 で、どちらも 1％水準で有意に正の値であった。

被説明変数が出来高回転率の場合も同様に、知名度が高い企業の掲示板への投

稿数の係数は 0.002、知名度の低い企業の掲示板への投稿数の係数は 0.016で、

どちらも 1％水準で有意に正の値であった。上記と同様に投稿数の係数を比較

する。被説明変数が出来高の場合、知名度の低い企業の係数 83974 は知名度の

高い企業の係数 17552 の約 4.8 倍大きく、被説明変数が出来高回転率の場合も、

知名度の低い企業の係数 0.016 は、知名度のある企業の係数 0.003 の約 5.3 倍

と算出された。こちらも係数の差の検定を行ったところ、ともに 1％水準で有

意であり（ t 値はそれぞれ 25.47、-7.43）、知名度の低い企業ほど掲示板への投

稿による影響度は強いと言える。  

以上 2 つの分析より、小規模ないし知名度が低い企業である程、掲示板の投

稿数の増加が取引量増加に与える影響が強いという結果となった。これは、小

規模ないし知名度の低い企業の場合、一般的なチャネルから得られる情報が少

ないため、欲求が満たされず、補助的なチャネルからの情報を利用して投資行

動を起こした結果であると推測される。他方、大規模ないし知名度の高い企業

においては、一般的なチャネルからの情報で満足できる個人投資家が多数存在

                                                   
11 分析 1 の算出時と同様、より高精度な図表 6－2 固定効果モデルによる分析
の係数を利用する。  
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し、インターネット掲示板の情報に頼らずとも投資行動を起こすことが可能で

あったために、掲示板への投稿の影響度が相対的に小さくなったと推測される。 

したがって分析 2 より、一般的なチャネルから得られる情報量が少ない企業

ほど、インターネット掲示板の情報を利用し投資行動を行う傾向があるため、

掲示板への投稿数が取引量増加に与える影響は強いということが実証された。  

 

６．おわりに  
 本稿では、株式市場において、インターネット掲示板と株式取引の関係を考

察した。そして、インターネット掲示板への投稿が株式取引を増加させること

を示した。  

 まず第 5 節では、インターネット掲示板の投稿数が増加すると株式の取引量

が増加するという結果が得られた。このことは被説明変数に出来高、および出

来高回転率のどちらを用いても同じ程度確認された。  

さらに第 6 節では、どのような銘柄が投稿による影響をより強く受けるかを

検証した。そこで、マスメディアなどの一般的なチャネルから得られる情報に

差が生じる企業、すなわち「企業規模」と「知名度」に着目し、サンプルを分

類し同様に推計を行った。その結果、一般的なチャネル得られる情報が少ない、

小規模あるいは知名度の低い企業ほど、インターネット掲示板の投稿が株式取

引に与える影響が強いということがわかった。  

本研究から、投資家も消費者の購買行動と同様に、インターネット掲示板か

ら得られる情報をもとに投資行動を起こし、その結果株式市場の流動性が高ま

ったということが推論できる。このことから、2 つの可能性を示唆できる。  

まず、効率的市場仮説の見地からは、インターネット掲示板への投稿が増加

することで、株式市場の流動性が高まるということは、より効率的な価格付け

がなされる、という意味においてインターネット掲示板の効果は好ましいこと

であると言うことができる。しかしその一方では、行動ファイナンス的な観点

からは、インターネット掲示板の影響によりバブルを引き起こす可能性もある

と考えられる。多数の人々が掲示板の投稿に煽られ、誤った投資判断を下して

しまう、という一連のプロセスが連鎖し加速した結果、株価が本来の価格から

乖離してしまう危険性すらある。  
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付録 1 投稿内容具体例   記載方法：『タイトル』本文 (証券コード  銘柄名 )  

 

【売買報告のないもの】  
『今日は S 高』になりそうだね（5401 新日本製鉄）  
『寄らないで…』…（5401 新日本製鉄）  
『Re: GM、クライスラー合併へ』その合併、良い効果があるのかな 史上最大の  

リストラ劇にならないか（7203 トヨタ自動車）  
『おはよーさん』朝が寒い…思わず暖房入れてしまったわー NY は引け前でガク

ン。。。でも 74 下げ。。。（7203 トヨタ自動車）  
『明日はソフトバンクショック』今日の説明会いい話はありえない。株で還元などで  

また株主を言いくるめられないように気をつけないとね。（9984 ソフトバンク） 

【売買報告】  
『あっという間に約定』高値で掴んでしまったか（5401 新日本製鉄）  
『上がり』先日から今日にかけて 2 億円の儲けです。一時はどうかと思ったのですが。

爆笑です。ははははは！！（7203 トヨタ自動車）  
『740＠4 万株売った』日経 225 ありがとう！！739＊4 万＝3 千万の儲けか♪（9984

ソフトバンク）  


