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要旨要旨要旨要旨    

    

本研究では、日本企業の株式投資収益率とアメリカの市場インデックスである S&P500 の

投資収益率の相関要因を分析することで、株価の国際連関の原因を検証した。 

筒井・平山（2008）によると、1974 年から 1997 年の 24 年間における、世界の主要市場

間の株価連関のかなりの部分は、各国に同様の影響を与えるショックによりもたらされた

とされている。世界各国に影響を与えるくらいに規模の大きな技術革新等が各国の企業収

益に同様の影響をもたらす、すなわち国籍の異なる企業のファンダメンタルが各々同様に

変化することが主な原因であるというのである。更に、この結果からは株式市場は効率的

であることも読み取れる。 

しかし、近年の異国間の株価の相関は、その原因を一過性と考えられる世界共通のショ

ックにのみに認めるにはあまりに大きい。先行研究で分析が行われた期間以降、2000 年頃

からは IT技術が世界中で急速に普及し、このことは取引コストの低下などにより株式市場

に変化をもたらしたといえる。また、異国間でつながりを持つ株価のファンダメンタル要

因としては、世界中で稀に生じる共通のショックよりもむしろ、継続的に企業収益に影響

を与えるであろう輸出依存度を加味することが必要ではないかと我々は考える。従って、

本稿ではファンダメンタル要因として、輸出依存度を用いた。 

その他に、近年日本の株式市場の株式売買高、株式保有金額割合における外国人投資家

の存在の大きさを考慮し、株価連関に対する外国人投資家の影響に我々は注目した。ファ

イナンスの理論通り株価がファンダメンタル要因に基づいて成立するのならば、外国人投

資家は一投資家に過ぎず彼らの存在は株価連関に特別な影響はないはずであろう。しかし

ながら、外国の株式に投資をする際には、取引リスクといった様々な問題を解消すること

は難しい。また、アメリカは世界最大規模の金融市場であることを踏まえ、日本の金融市

場における外国人投資家はポートフォリオの中に米国株を含んでいると考えると、日本に

おける外国人投資家の全保有株式についての意思決定はアメリカの市場インデックスであ

る S&P500 の変化に影響を受けるのではないかという推測ができる。このことから、外国人

投資家は恣意的な投資行動をすることで日米の株価連関の要因となりうるのではないかと

我々は考える。以上の理由により、非ファンダメンタル要因として外国人持株比率を用い

て我々は分析した。 

本稿では 2003 年 4 月から 2008 年 3 月の株式市場において、輸出依存度と外国人持株比

率という２つの要因が、日本企業の株式投資収益率とアメリカの市場インデックスである

S&P500 の投資収益率の相関に与える影響を分析した。その結果、日本企業の株式投資収益

率が S&P500 の投資収益率と連関する原因は、輸出依存度よりも外国人投資家の投資行動に

よる可能性が大きいことが示唆された。この結果をもとにするならば、国際化の進む近年

の株式市場には多国籍化する投資家の影響により株価の国際連関に関するアノーマリーが

存在し、市場の非効率性が発生していることを推測できるであろう。 
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1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

米国発金融危機が世界に波及し、世界同時株安が進行している。 

世界の株価が足並みを揃えて変動する現象は、ブラックマンデー以降幾度となく観測さ

れてきた。近年その傾向はますます強くなっており、昨今の米国発金融危機に端を発する

世界同時株安により、世界経済が緊密に結び付いているという認識もさらに強められた。 

また、日本の株式市場において、グローバル化の流れは顕著に現れている。株価の売買

においては2003年を契機に外国人の台頭が著しく(表-1参照),直近では2008年 10月 15日

の日本経済新聞によると、日本株の売買の約六割を占めるのは外国人であり、それに伴っ

て外国人の日本株式保有金額割合も増加している(表-2 参照)。さらに、日本株の中心はト

ヨタ自動車などの世界景気の動向に収益が大きく左右されるグローバル企業である。この

ようなグローバル化の流れが、他諸国の株価との連動に大きな影響を与えていると考えら

れる。 

しかし、伝統的な経済学に基づけば、株価が国際的に連動することは必ずしも明らかで

はない。一般に、株式は複数の株式市場に上場されている銘柄を除き、世界各地の取引所

では、それぞれ全く別の会社のものが取引されている。それらはいわば別の財と言える。

別の財の価格が連動することに、自明の根拠は存在しない［筒井（2001）］。従来のファイ

ナンス理論で、株価の国際連関を十分に説明することは不可能である。 

本稿では、日本の株価が国際的に連動する原因を探る。経済のグローバル化が進み国際

間の貿易・資本取引がますます活発になっている現代、何が株価の国際連関を引き起こす

要因となっているのか。我々は日本企業の外国人持株比率・輸出依存度が、日本企業の株

式投資収益率とアメリカの市場インデックスの投資収益率との相関に与える影響を分析し

た。 

本稿では、以下の結果が得られた。外国人持株比率が高いほど、その企業の株式投資収

益率とアメリカの株式市場インデックスとの相関が強くなる。また、企業の輸出依存度は

企業の株式投資収益率とアメリカの市場インデックスとの相関に必ずしも大きな影響を与

えているとは言えない。つまり、日本の株式市場に参加している外国人投資家の行動が、

日本の株価とアメリカの株価に連関を引き起こす要因であることが確認された。このこと

は、株価は将来の企業価値により決定するという伝統的ファイナンス理論と整合しない。

日本の株式市場には、国際連関による市場の非効率性、すなわちアノーマリーが存在する

可能性が示唆された。 

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、本稿に関する研究の背景を示す。第 3 節

では、我々の仮説、推計モデルを示し、外国人持株比率と輸出依存度が日米間の株価連関

に与える影響を実証分析する。そして第 4 節では、我々が得た結論と今後の課題について

述べる。 
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表-1 

    

    

    

表-2 
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２．研究背景２．研究背景２．研究背景２．研究背景    

    

我々は、米国発の金融危機により全世界で同時株安になったことから、株価の国際連関

に興味を抱いた。そして研究を進める中で、近年、韓国の市場インデックスである KOSPI

が中国の市場インデックスである上海総合指数に強く影響を受けるようになったというニ

ュースを知り、その背景には韓国と中国の２国間において貿易依存度を端緒とする経済的

関係の深まりがあるのではないかと考えた。これは企業活動の中で企業の将来キャッシュ

フローに影響を与え、かつ外国と関係のある要因を考えた上での予想である。そこで、日

本企業の株価も韓国の場合と同様に貿易を通して経済的関係の深い国の影響を受ける可能

性があるという仮定のもと、我が国では輸出相手国の最上位が近年アメリカから中国へと

変化したことに注目し、日本と中国、日本とアメリカという２組の市場インデックスの相

関を 1998 年から 2008 年のデータを使い調査した（表-3 参照）。 

その結果、日本と中国の間では相関が弱く、アメリカと日本の間には強い相関が見られ

た。この結果から、中国株式市場の制度的制約を考慮する必要もあるとはいえるものの、

株価の国際連関はファンダメンタル要因以外の影響で起こっているのではないかという疑

問を我々は抱いた。 

以上を経て、国際連関の主な要因のひとつに非ファンダメンタル要因もあるのではない

かという仮説をたて、我々は株価の国際連関を探る分析を行った。 

 

これまで、株価についての研究は数多く行われてきた。ファイナンスの理論に基づくと、

株式の価値は将来の企業価値により決まるとされている。つまり、ファンダメンタルのみ

が株価の形成要因となりうる。このことは、国や企業に関係なく当てはまることであり、

もし株価が国際的に連関するのであれば、それは各国のファンダメンタル要因が変化する

ことで各国の株価が同様に変化することを示す。 

株価の国際連関に関する研究も、多くなされている。その多くは、異なる国の株価間に

はどのような因果関係があるのかを日次データを用いて分析したものである。本研究に最

も関係するものとしては、筒井・平山（2008）がある。彼らは 1974 年から 1997 年の 24 年

間における日本、ドイツ、イギリス、アメリカの 4 カ国の株価について 3 つの連関要因の

実証研究を行っている。 

1 つめの要因としては、全世界あるいは国別に共通のショックが挙げられている。たとえ

ば、技術革新が生じるとそれは国にかかわらず世界中の企業に生産技術の向上という同様

の影響を与えることとなり、これはコストや収益に影響を及ぼす。従って、企業にとって

は、自らの企業活動から生じるわけではない、外生的ファンダメンタル要因であるとされ

ている。2 つ目の要因は、国際的投資家のポートフォリオ調整が示されている。これは、複

数の国の株式に投資をする国際的投資家は企業の性格や業績とは関係なく自己の資金管理

の都合のためにその株式保有量を調整するという理論となっている。従って、投資家はあ
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る国の株価が上がるとポートフォリオのバランスを調整1するために他国の株式を購入する

というのである。これは株価形成の観点からはファンダメンタル要因とはいえない。しか

し、投資家の立場からは合理的判断であるとされている。3 つ目の要因は、株価変動のニュ

ースが考察されている。これは、ある国の株価が変動したという事実自体が投資判断基準

となりうるという考えであり、日本企業のファンダメンタルに影響を与えないようなアメ

リカの企業の株価変化に対し、日本企業の投資家が反応する場合がこれに当たるとされて

いる。これは、株価形成の点からはファンダメンタルに基づかず、かつ投資家にとっては

非合理的な投資行動、つまりで心理的要因によるものあると述べられている。 

先行研究の結論によると、株価の国際連関のかなりの部分は共通ショックにより引き起

こされるとされている。すなわち、先行研究においてはファンダメンタルである共通ショ

ックが主な連関要因であると示されている。 

 

しかし、我々は、前述したように輸出依存度を基に調査した結果、韓国・中国間で見ら

れる様な株価の相関が、日本・中国間では見られなかったことから、株価の国際連関がフ

ァンダメンタル要因にのみ基づいて決定されているということに疑問を持つ。また分析時

には、異国間でつながりを持つ株価のファンダメンタル要因として、外生的で偶発的な共

通ショックよりもむしろ、継続的に企業収益に影響を与える企業の活動のうち、外国と関

係のある輸出依存度に注目すべきであると考える。一方、非ファンダメンタル要因として

は、日本の株式市場における外国人投資家の存在が年々大きくなっていることから彼らの

恣意的な投資行動の影響力拡大を予測し、外国人持株比率に焦点を当てる。 

 

以上より、本稿では、日本企業の株式投資収益率、日本企業の株式投資収益率とアメリ

カの市場インデックスである S&P500 の投資収益率の相関を被説明変数、輸出依存度と外国

人持株比率を説明変数として回帰分析をすることで各々の株価連関に対する影響を検証し

た。その結果からは、株価の国際連関がファンダメンタルに基づくのか否かを示すことで、

市場の効率性について何らかの示唆をできるのではないかと考える。 

 

 

                                                   

1 ポートフォリオのバランス調整とは、例えばある投資家のポートフォリオ 50%がアメリカ株式、30%が

日本株式、残りが他諸国の株式で構成されており、金額は 100億円であるとする。このときアメリカ株の

下落によって 5 億円の金額の目減りが発生したとする。このとき 100 億円のポートフォリオは 95 億円と

なり、そのうちの 45億円がアメリカ株式で構成されることになる。するとアメリカ株式の金額は全体のポ

ートフォリオの 45÷95×100=約 47.36%となってしまい、ポートフォリオ全体のバランスが崩れてしまう。

これを再びもとの割合に戻すために、他国の株式を売って調整する。その結果、アメリカ株価の下落が日

本や他諸国の株式を下落させてしまうのである。 
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表-3 

 
 

 

 

3.3.3.3.株価連関の実証分析株価連関の実証分析株価連関の実証分析株価連関の実証分析    

 3333----1111 仮説仮説仮説仮説    

 

 本稿では、アメリカの株価と日本の株価変動には相関が存在するという前提のもと、外

国人投資家の投資行動が株価連関に大きな影響を及ぼしているということを検証する。 

 

 まず前提であるが、日本の株式市場とアメリカの株式市場の価格変動には、相関がある

ことを確かめる。 

 わが国の金融ビッグバンが完了した 2003 年度から直近の 2007 年度の株価を比較すると、

両者は明らかに似たような動きをしていることがわかる(表-4 参照)。先行研究にもあるよ

うな株価連関は近年にも確かに存在している。 

 伝統的ファイナンスの理論に基づけば、株価は、企業の資産が創出する利益を現在価値

に割り引いて算出される。また、効率的市場仮説では、投資家は皆合理的な投資行動をと

るとされ、株価に影響を及ぼすファンダメンタル要因はすぐに株価に適切に織り込まれる。

よって、株価連関も各国、もしくは国際的な、株価に影響するファンダメンタル要因のみ

を適切に織り込んだ結果発生しているはずである。これは筒井・平山(2008)の研究におい

て、共通ショックについて分析することにより株価連関の一番大きな要因であると実証さ

れている。だがその他にも、天災や景気変動といった各国に特有のファンダメンタルの変
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化も異国間の経済的つながりを通して連関要因となりうる。つまり、共通ショックが発生

しなくとも、経済的関係が深いことで異なる国の株価は連関するといえる。この経済的関

係の深さが株価連関にどのような影響をもたらすかを分析するために我々は輸出依存度を

用いた。 

 

 果たして近年において、日米の株価連関は、理論通りにアメリカの株価変動が日本のフ

ァンダメンタルに寄与した結果発生しているのであろうか。 

 例えば、アメリカの景気後退がアメリカの株価下落の要因であったとき、輸出依存度を

連関要因と捉えると、日本企業の主な貿易相手国がアメリカであるためアメリカの購買力

低下による輸出量低下懸念が発生し、日本企業の株価が下落する。これは企業の収益を適

切に織り込んだ結果であり効率的市場仮説に適っている。 

 しかし、筒井・平山(2008)が述べる非ファンダメンタル要因である国際的ポートフォリ

オ調整などを連関要因と捉えると、国際的にポートフォリオを構築している投資家が、ポ

ートフォリオのバランス調整のために売買を行ったり、資金流動性確保のためにある国の

株式を売って資金を得たりしていることで日米の株価は連関する。これは伝統的なファイ

ナンスの理論からは非合理的な投資行動をとっていることになり、筒井・平山(2008)の研

究では株価連関に大きな影響を及ぼさないと述べられていた。しかし、我々は日本の株式

市場が国際的に大きく開かれるようになったことをふまえ、近年の日米株価連関は外国人

投資家の都合による恣意的な投資行動により大きな影響を受けるようになったのではない

かと考えて分析を行った。 

 上記を考慮し、我々は日本企業の外国人持株比率に着目した。外国人持株比率は外国人

投資家のファンダメンタル要因に基づかない投資行動を説明できると我々は考える。ファ

ンダメンタル要因により国際株価連関が生じる原因はマクロショックや貿易のみであり、

それらは外国人持株比率とは無関係である。また、外国人持株比率の大きい企業ほど海外

進出が進んでおり、国際株価連関が強まっていると解釈することも可能であるが、この影

響は輸出依存度を説明変数に用いることで除いた。よって、外国人持株比率が大きいほど

その株価は外国人投資家の恣意的な投資行動によってアメリカの株価の影響を強く受け相

関が強まるのではないかというのが我々の仮説である。 
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表－4 
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3333----2.2.2.2.日本企業の株式投資収益率を被説明変数とした分析日本企業の株式投資収益率を被説明変数とした分析日本企業の株式投資収益率を被説明変数とした分析日本企業の株式投資収益率を被説明変数とした分析    

（（（（AAAA）推計モデル・使用する変数について）推計モデル・使用する変数について）推計モデル・使用する変数について）推計モデル・使用する変数について    

 

 本研究の対象企業は、わが国において日本政府が金融ビッグバンを完了したと定義され

る 2003 年度から直近の 2007 年度において、日経平均株価に採用され続け、かつ、ニュー

ヨーク証券取引所に上場していない企業 108 社2である。その企業群から 5年度分（2003 年

度から 2007 年度）の株価を抽出した。説明変数についても同時期 5 年度分のデータを用い

た。必要なデータがひとつでも揃わない企業は除外してある。分析手法は重回帰分析を用

いた。 

 ここで用いた回帰モデルは以下の３つである。 

 

 

（1）R = a0 + a1 Rsp 

 + a4 Rf + a5β + a6 SIZE + a7 ’04D + a8 ’05D + a9 ’06D + a10 ’07D 

（2）R = a0 + a1 Rsp + a2 RspF 

 + a4 Rf + a5β + a6 SIZE + a7 ’04D + a8 ’05D + a9 ’06D + a10 ’07D 

（3）R = a0 + a1 Rsp + a3 RspE 

 + a4 Rf + a5β + a6 SIZE + a7 ’04D + a8 ’05D + a9 ’06D + a10 ’07D 

 

R:企業の株価の月次投資収益率 

a0:定数項 

Rsp:S&P500 の月次投資収益率 

RspF:S&P500 の月次投資収益率×企業の外国人持株比率 

RspE:S&P500 の月次投資収益率×企業の輸出依存度 

Rf:10 年物国債利回り 

β：TOPIX に対する銘柄別β 

SIZE:時価総額自然対数 

‘04D:2004 年度ダミー 

‘05D:2005 年度ダミー 

‘06D:2006 年度ダミー 

‘07D:2007 年度ダミー 

 

以下で被説明変数と説明変数について定義する。 

 

                                                   
2東京証券取引所とニューヨーク証券取引所の両市場に上場する企業を分析対象にしてしまうと、それらは

当然両国の影響を受けており、連関要因を正確に分析できないため除外した。 
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被説明変数被説明変数被説明変数被説明変数    

 

日経 NEEDS FAME から対象企業（108 社）の株価を抽出し、月次投資収益率を算出した。 

算出式は以下のとおりである。 

 

1

1

−

−
−

=
t

tt

P

PP
収益率  

ただし
t
Pを t月における株価終値とする。 

 

 

 

 

説明変数説明変数説明変数説明変数    

 

外国人投資家の影響を表すために用いた変数と、先行研究にもあるようにファンダメンタ

ル要因(我々は企業の輸出依存度と仮定した)に基づく変数、コントロール変数について以

下で説明する。正確には外国人投資家にはアメリカ人を、輸出依存度には対米輸出依存度

を用いるべきだが、日本の株式市場における外国人投資家の多くは米国株を有していると

推察されること、対象期間の日本の最大輸出相手国はアメリカでありまた、各企業の相手

国別輸出割合のデータは入手できなかったため、本稿では国籍の区別をせず、外国人投資

家、輸出依存度を説明変数に用いた。 

 

 

①①①①Rsp:S&P500Rsp:S&P500Rsp:S&P500Rsp:S&P500 の月次投資収益率の月次投資収益率の月次投資収益率の月次投資収益率    

 Yahoo!ファイナンスから S&P500 の株価を抽出し月次の投資収益率を算出した。これはす

べての企業に共通のファクターである。 

 

②②②②RspF:S&P500RspF:S&P500RspF:S&P500RspF:S&P500 の月次投資収益率×企業の外国人持株比率の月次投資収益率×企業の外国人持株比率の月次投資収益率×企業の外国人持株比率の月次投資収益率×企業の外国人持株比率    

①と企業の外国人持株比率の積である。外国人投資家の影響の度合いを見るために、各

企業の外国人持株比率を用いた。この変数は S&P500 が外国人持株比率の影響を通して、

企業の株価にどのような影響を与えるかを示す。予想される結果は係数が有意に正となる

ことである。外国人持株比率のデータは、四季報 eol ESPer より、各企業の各年度の財務

諸表から取得した。なお、外国人持株比率は年次データしか存在しなかったので、同一年

度には毎月同じ値であると仮定して月次データを作成した。 

 

③③③③RspE:S&P500RspE:S&P500RspE:S&P500RspE:S&P500 の月次投資収益率×企業の輸出依存度の月次投資収益率×企業の輸出依存度の月次投資収益率×企業の輸出依存度の月次投資収益率×企業の輸出依存度    
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 ①と企業の輸出依存度の積である。外国人投資家の影響の度合いがファンダメンタル要

因と比較して、どの程度強いかということをみるために、ファンダメンタル要因として輸

出依存度を採用した。②と同様に、S&P500 が輸出依存度を通して、企業の株価にどのよう

な影響を与えるかを示す。予想される結果は係数が有意に正となることである。輸出依存

度のデータは、日経 NEEDS-Financial QUEST より、企業の各年度における総売上高と海外

売上高を取得し、そこから貿易依存度という指標を作成した。 

 

 

企業の総売上高

企業の海外売上高
輸出依存度 =  

なお、外国人持株比率と同様に輸出依存度も年次データしか存在しなかったので、同一

年度には毎月同じ値であると仮定して月次データを作成した。 

 

 

 

 

④④④④Rf:10Rf:10Rf:10Rf:10 年物国債利回り年物国債利回り年物国債利回り年物国債利回り    

⑤⑤⑤⑤ββββ：：：：TOPIXTOPIXTOPIXTOPIX に対する銘柄別に対する銘柄別に対する銘柄別に対する銘柄別ββββ    

⑥⑥⑥⑥SIZE:SIZE:SIZE:SIZE:時価総額自然対数時価総額自然対数時価総額自然対数時価総額自然対数    

⑦⑦⑦⑦‘04D:2004‘04D:2004‘04D:2004‘04D:2004 年度ダミー年度ダミー年度ダミー年度ダミー    

⑧⑧⑧⑧‘05D:2005‘05D:2005‘05D:2005‘05D:2005 年度ダミー年度ダミー年度ダミー年度ダミー    

⑨⑨⑨⑨‘06D:2006‘06D:2006‘06D:2006‘06D:2006 年度ダミー年度ダミー年度ダミー年度ダミー    

⑩⑩⑩⑩‘07D:2007‘07D:2007‘07D:2007‘07D:2007 年度ダミー年度ダミー年度ダミー年度ダミー    

 

これらはすべてコントロール変数である。 

10 年物国債利回りは日経 NEEDS FAME より取得した。配当還元モデルに基づけば、金利の

変化は株価の変化をもたらすことになる。したがって、金利はすべての企業の株価収益率

に共通かつ、重要なファクターである。TOPIX に対する銘柄別βは、CD-ROM「TOPIX β 

VALUE」より取得した。この変数は企業の株式の市場リスクをコントロールしている。時価

総額自然対数は日経 NEEDS-Financial QUEST から取得した。これは小型株効果や割安株効

果といった代表的なアノーマリーの影響をコントロールするための変数である。⑦⑧⑨⑩

は年度ダミーである。各年度における個別の影響をコントロールするために用いた。 

 

以上の被説明変数、説明変数の記述統計量は表-5まとめられている。推計の方法はパネル

データによる最小自乗法、対象企業は 108 社で総サンプル数は 6480 である。 
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表-5 変数の記述統計量 

  平均 中央値 標準偏差 最小 最大 

株式投資収益率 

(R) 
0.0137  0.0102  0.0900  -0.7930  0.7525  

S&P500 投資収益率

(Rsp) 
0.0078  0.0117  0.0262  -0.0612  0.0810  

S&P500 投資収益率× 

外国人持株比率(RspF) 
0.0018  0.0021  0.0072  -0.0420  0.0515  

S&P500 投資収益率× 

輸出依存度(RspE) 
0.0030  0.0030  0.0122  -0.0549  0.0723  

10 年物国債利回り(Rf) 0.0161  -0.0108  0.1270  -0.1308  0.7966  

TOPIX に対する 

銘柄別β(β) 
1.0745  1.0300  0.4860  -0.1500  3.4600  

時価総額自然対数

(SIZE) 
11.6957  11.6993  0.4501  10.3235  12.8336  

2004 年度ダミー

(‘04D) 
0.2000  0 0.4000  0 1 

2005 年度ダミー

(‘05D) 
0.2000  0 0.4000  0 1 

2006 年度ダミー

(‘06D) 
0.2000  0 0.4000  0 1 

2007 年度ダミー

(‘07D) 
0.2000  0 0.4000  0 1 

 

 

 

 

3333----2.2.2.2.    

（（（（BBBB）分析結果）分析結果）分析結果）分析結果    

分析結果は以下のとおりである。 
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表-6 重回帰分析結果① 

 （1） （2） （3） 

定数項(a0) 
-0.0699 ** 

(-2.4408 ) 

-0.0626 ** 

(-2.1601) 

-0.0655 ** 

(-2.2828 ) 

S&P500 投資収益率(Rsp) 
0.7991 *** 

(18.3291 ) 

0.6533 *** 

(6.8407 ) 

0.5988 *** 

(6.9999 ) 

S&P500 投資収益率× 

外国人持株比率(RspF) 
  

0.5815 * 

(1.7166 ) 
  

S&P500 投資収益率× 

輸出依存度(RspE) 
    

0.4848 *** 

(2.7219 ) 

10 年物国債利回り(Rf) 
0.0592 *** 

(6.8481 ) 

0.0586 *** 

(6.7700 ) 

0.0586 *** 

(6.7748 ) 

TOPIX に対する 

銘柄別β(β) 

0.0051 ** 

(2.3208 ) 

0.0049 ** 

(2.2366 ) 

0.0048 ** 

(2.1762 ) 

時価総額自然対数

(SIZE) 

0.0072 *** 

(2.9492 ) 

0.0066 *** 

(2.6880 ) 

0.0069 *** 

(2.8163 ) 

2004 年度ダミー(‘04D) 
-0.0162 *** 

(-4.6184 ) 

-0.0167 *** 

(-4.7395 ) 

-0.0166 *** 

(-4.7227 ) 

2005 年度ダミー(‘05D) 
0.0119 *** 

(3.3849 ) 

0.0114 *** 

(3.2497 ) 

0.0116 *** 

(3.2972 ) 

2006 年度ダミー(‘06D) 
-0.0225 *** 

(-6.2740 ) 

-0.0229 *** 

(-6.3841 ) 

-0.0229 *** 

(-6.3760 ) 

2007 年度ダミー(‘07D) 
-0.0392 *** 

(-10.3535 ) 

-0.0395 *** 

(-10.4255 ) 

-0.0394 *** 

(-10.4211 ) 

自由度調整済決定係数 0.1217  0.1220  0.1226  

サンプルサイズ 6480  6480  6480  

（ ）内はｔ検定量 ***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意なことを示す。 

 

（１）（２）（３）の推計結果を見ると、S&P500 月次投資収益率の係数は 0.7991、S&P500

月次投資収益率×企業の外国人持株比率の係数は 0.5815、S&P500 月次投資収益率×企業の

輸出依存度の係数は 0.4848 であり、S&P 月次投資収益率、及び S&P500 月次投資収益率×
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企業の輸出依存度の係数が 1％水準、S&P500 月次投資収益率×企業の外国人持株比率の係

数が 10％水準で統計的に有意に正であった。この推計結果から、S&P500 自身、そして

S&P500 が企業の外国人持株比率、輸出依存度という経路を通じても企業の株価に正の

影響を与えていることが確認された。 

 

 

3333----3.3.3.3.相関係数を被説明変数とした分析相関係数を被説明変数とした分析相関係数を被説明変数とした分析相関係数を被説明変数とした分析    

（（（（AAAA））））    推計モデル・使用する変数について推計モデル・使用する変数について推計モデル・使用する変数について推計モデル・使用する変数について    

    

3-2 の分析結果より、日本企業の株価は外国人持株比率や輸出依存度の影響を通して

S&P500 の影響を受けることが確認された。 

本来なら、（１）（２）（３）の推計式を組み合わせ、外国人持株比率と輸出依存度それぞ

れの影響の強さを比較するところである。しかし、説明変数間の相関が高く、多重共線性

の可能性もあり、正しく分析を行うことができなかった。 

そこで我々は、多重共線性の問題を回避し、各説明変数の影響力を比較するために、日

本企業の株式投資収益率と S&P500 の投資収益率との相関に焦点を当て分析をおこなった。

分析対象企業は上の分析と同じである。説明変数についても上の分析と同じデータを用い

た。分析手法は重回帰分析である。以下がこの分析で用いた回帰モデルである。 

 

 

（4）COR= a0 + a1 FOREIGNER + a3 ’04 D + a4 ’05 D + a5 ’06 D + a6 ’07 D  

（5）COR= a0 + a2 EX + a3 ’04 D + a4 ’05 D + a5 ’06 D + a6 ’07 D 

（6）COR= a0 + a1 FOREIGNER + a2 EX  

+ a3 ’04 D + a4 ’05 D + a5 ’06 D + a6 ’07 D 

 

COR:企業の月次株式投資収益率と S&P500 月次投資収益率の相関係数 

 a0:定数項 

 FOREIGNER:企業の外国人持株比率 

 EX:企業の輸出依存度 

 ’04 D:2004 年度ダミー 

 ’05 D:2005 年度ダミー 

’06 D:2006 年度ダミー 

’07 D:2007 年度ダミー 

 

以下で被説明変数と説明変数について定義する。 
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被説明変数被説明変数被説明変数被説明変数    

 株価連関を測る指標として、日経 NEEDS FAME から対象企業の株価を、Yahoo!ファイナ

ンスから S&P500 の株価を抽出し月次の収益率を算出した。各年度において 12 か月分の収

益率データが得られるので、そこから５年度分の企業収益率と S&P500 の収益率の相関係数

を算出した。 

 それぞれの算出式は以下のとおりである。 

 

1

1

−

−
−

=
t

tt

P

PP
収益率  

ただし
t
Pを t月における株価終値とする。 
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相関係数  

 

ただし、
Co
r を対象企業の月次株式投資収益率、

SP
r を S&P500 の月次投資収益率とする。 

 

 

説明変数説明変数説明変数説明変数    

 仮説の外国人投資家の影響を表すために用いた変数と、先行研究にもあるようにファン

ダメンタルな要因(我々はすなわち貿易と仮定した)に基づく変数、コントロール変数につ

いて以下で説明する。 

 

①①①① 外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率(FOREIGNER)(FOREIGNER)(FOREIGNER)(FOREIGNER)    

 外国人投資家の影響の度合いを見るために、各企業の外国人持株比率を用いた。予想さ

れる結果は係数が有意に正、つまり外国人投資家割合が大きいほど、被説明変数である相

関係数が大きくなることである。 

データは四季報 eol ESPer より、各企業の各年度の財務諸表から外国人割合データ取得

した。 

②②②② 輸出依存度輸出依存度輸出依存度輸出依存度(EX)(EX)(EX)(EX)    

 外国人投資家の影響の度合いがファンダメンタル要因と比較して、どの程度強いかとい

うことをみるために、ファンダメンタル要因として輸出依存度を採用した。 

 予想される結果は、先行研究に基づけば有意に正であり、輸出依存度が高いと被説明変

数の相関が強まるとことである。 

 データは日経 NEEDS-Financial QUEST より企業の各年度における総売上高と海外売上高
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を取得し、そこから輸出依存度という指標を作成した。 

 

企業の総売上高

企業の海外売上高
輸出依存度 =  

③年度ダミー③年度ダミー③年度ダミー③年度ダミー((((‘‘‘‘04D, 04D, 04D, 04D, ‘‘‘‘05D, 05D, 05D, 05D, ‘‘‘‘06D, 06D, 06D, 06D, ‘‘‘‘07D)07D)07D)07D)    

 これらは全てコントロール変数である。各年度における個別の影響を除くために年度ダ

ミーを用いた。 

 

以上の被説明変数、説明変数の記述統計量は表-7 にまとめられている。推計の方法はパネ

ルデータによる最小自乗法、対象企業は 108 社で総サンプル数は 540 である。 

 

表-7 変数の記述統計量 

  平均 中央値 標準偏差 最小 最大 

株式投資収益率と

S&P500 投資収益率の 

相関係数(COR) 

0.2371  0.2493  0.2693  -0.5679  0.8452  

外国人持株比率

(FOREIGNER) 
0.2524  0.2505  0.1145  0.0058  0.7024  

輸出依存度(EX) 0.4091  0.3885  0.2148  0.0000  0.9046  

2004 年度ダミー

(‘04D) 
0.2000  0  0.4004  0 1 

2005 年度ダミー

(‘05D) 
0.2000  0 0.4004  0 1 

2006 年度ダミー

(‘06D) 
0.2000  0 0.4004  0 1 

2007 年度ダミー

(‘07D) 
0.2000  0 0.4004  0 1 

3333----3.3.3.3.    

（（（（BBBB）分析結果）分析結果）分析結果）分析結果    

 推計結果は表-8のとおりである。 

 

表-8 重回帰分析結果② 
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  (4) (5) (6) 

定数項(a0) 
0.0169  

(0.5251) 

0.0417  

(1.3351)  

0.0019  

(0.0563)  

外国人持株比率

(FOREIGNER) 

0.3183 *** 

(3.2866)  
  

0.2750 *** 

(2.6539)  

輸出依存度(EX)   
0.1158 ** 

(2.2552)  

0.0641  

(1.1735)  

2004 年度ダミー

(‘04D) 

0.1608 *** 

(4.6527)  

0.1687 *** 

(4.8709)  

0.1614 *** 

(4.6709)  

2005 年度ダミー

(‘05D) 

0.1020 *** 

(2.9378)  

0.1137 *** 

(3.2800)  

0.1023 *** 

(2.9459)  

2006 年度ダミー

(‘06D) 

0.2070 *** 

(5.9342)  

0.2196 *** 

(6.3269)  

0.2064 *** 

(5.9164)  

2007 年度ダミー

(‘07D) 

0.2298 *** 

(6.6045)  

0.2382 *** 

(6.8440)  

0.2276 *** 

(6.5357)  

自由度調整済決定係数 0.1169  0.1076  0.1175  

サンプルサイズ 540 540 540 

（ ）内はｔ検定量 ***は 1％水準、**は 5％水準、*は 10％水準で有意なことを示す。 

 

 

（３）（４）の推計結果を見ると、外国人持株比率の係数は 0.3183、輸出依存度の係数

は 0.1158 であり、それぞれ 1％水準、5％水準で統計的に有意に正であった。この推計

結果から企業の外国人持株比率、輸出依存度ともに、日本企業の株式投資収益率と

S&P500 投資収益率の相関に正の影響を与えることが確認された。 

（５）の推計結果を見ると、外国人持株比率の係数は 0.2750、輸出依存度の係数は 0.0641

であり、外国人持株比率の係数のみ 1％水準で統計的に有意であった。ここから、日本企業

における外国人持株比率が 10％増加すると、日本企業の収益率と S&P500 の相関係数は

0.02937 大きくなることが読み取れる。すなわち、日本企業において外国人持株比率が大き

いほど、その企業の株価収益率は S&P500 と連関するということを示している。 

年度ダミーについては、2004 年度ダミーから 2007 年度ダミーの係数を考慮すると、近年

に近づくにつれて企業株価と S&P500 がより強く連動することを示している。 
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5.5.5.5.おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

本稿では、グローバル化の進む現代における、国際的な株価の連関要因を探る分析を行

った。そして、株価の国際連関に影響を与える主な要因は非ファンダメンタル要因である、

外国人投資家の投資行動であり、具体的にはポートフォリオ調整によるものであることが

示唆された。 

 

被説明変数に、日本企業の株式投資収益率あるいは、日本企業の株式投資収益率収益率

と S&P500 の投資収益率の相関を、説明変数に、輸出依存度と外国人持株比率を用いて回帰

分析をした結果、外国人持株比率が相関を説明しうる要因として統計的に有意であること

が示され、輸出依存度は必ずしも統計的に有意であるとは示されなかった。 

 この分析結果は日米の株価連関が外国人投資家の恣意的な投資行動に大きな影響を受け

ていることを示すといえる。更に、筒井・平山（2008）の 1974 年から 1997 年においては

ファンダメンタル要因である共通ショックが連関原因であると結論付けられている。我々

の研究におけるファンダメンタル要因は貿易依存度を用いており、彼らの研究結果を否定

することはできないものの、近年の日本の株式市場では投資家の国籍が多様化したことで、

株価連関の原因に外国人投資家のファンダメンタルに基づかない投資行動が存在するとい

うことが考察される。 

 本稿の結果を用いると、外国人持株比率の高い日本企業ほどアメリカの市場インデック

スである S&P500 と相関しやすく、そうした企業の株価は S&P500 が上昇局面では割高にな

っている可能性があることが示唆される。現在日本の株価が下落していることもこの外国

人投資家に関する連関要因で説明できるとすると、現在の日本企業の株価下落の一部は、

米国発の金融危機により低迷する米国株価の影響が外国人投資家のポートフォリオ調整と

いう恣意的な行動を通して伝わっていると考えられ、その分割安になっている可能性が指

摘できる。そして、効率的市場仮説に基づくのならば、この状態を一時的なものであると

捉え、いずれ株価はファンダメンタル要因に基づくであろうと予測をして株価の値上がり

を期待した投資行動をとることは賢明な判断だろう。 

しかし、本稿には課題もある。本稿では、データベースに月次、年次データを用いてい

て比較的中長期的な分析を行った。したがって、分析の際の連関要因は数に乏しい点、短

期的な株価連関の要因を新たには実証していない点についてはデータの種類を変えればよ

り正確な分析が可能であるかもしれない。また、株価連関の要因を細分化したり、外国人

投資家は具体的にどのような意思決定を下しているのを明らかにしたりすることについて

は研究の余地があるといえる。 

 

分析から得られた、株価の国際連関には外国人投資家のポートフォリオ調整という非フ
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ァンダメンタル要因による影響が存在するという結果は、使用データが 2003 年度から 2008

年度に限られているため、一過性の現象であるか否かは明らかではない。また、分析結果

を総合的に見ると、輸出依存度が連関の原因であることを完全に否定することはできない。

しかし、外国人投資家の影響により株式市場はファンダメンタルに基づかず非効率的にな

りうることが示唆された。そこで、なぜファンダメンタル要因である輸出依存度が必ずし

も有意な要因とはならなかったのかについての考察を含め、今後、グローバル化が進んだ

中での株式市場の効率性についての分析が更に進むことが期待される。 
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