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2011 年 2 月 17 日 
報道関係者各位 

楽天証券株式会社 

 

信用取引の制度やルールに関する緊急アンケートを実施 

信用取引経験者の約7割が規制緩和に賛成、そのうち約4割が取引を増やしたいと回答 

 

楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都品川区）は、2010年12月18日（土）に日本経

済新聞の朝刊に掲載された「信用取引 同じ担保で複数売買」と題した規制緩和に関する記事について、弊

社のお客様約100万人を対象に緊急アンケートを実施いたしました。この度、その結果がまとまりましたの

で、お知らせいたします。 

 

■ 背景 

日本経済新聞の記事によりますと、信用取引において建玉を返済した際、委託保証金を次の取引に利用する

ための資金拘束解除のタイミングを緩和し、取引ごとに損益が確定した状態であれば1日何回でも同じ委託

保証金で信用取引ができるよう、東京証券取引所等が規制緩和を検討しているということでした。 

この規制緩和が実現すれば、個人を中心とした信用取引の活性化が期待される一方で、投機的な売買が増え

ることなども危惧され、より慎重な検討が求められると考えられます。 

そこで弊社では、実際に取引をおこなう個人投資家にその是非を問うべく、アンケートを実施いたしました。 

 

■ アンケート結果の概要 

アンケート結果において目立ったのは、委託保証金の資金拘束ルール緩和について、約7割の回答者が「す

べきである」と答え、高い支持を集めたことです。とくに信用取引経験者においては、5割強が規制緩和に

よって信用取引の取引量を増やす意向であると答えました。 

信用取引未経験者も規制緩和によって、「取引をはじめたいと思う（8.60％）」「すぐではないが、いずれ

始めたい（53.76％）」があわせて6割を超える結果となりました。 

一方で、「取引量を増やすきっかけにはならない（11.80％）」、「（規制緩和を）すべきではない（9.53％）」

と回答した個人投資家の中には、「投機的な取引が増える（3.68％）」「取引量の増加により、取引規制が

発生する頻度が高まる（2.64％）」（以上、すべて信用取引経験者）という否定的な意見も目立ちました。 

また、現行のルールについて「知らなかった」と回答した人も4割弱にのぼり、信用取引についての知識普

及についての課題も浮き彫りになりました。 

 

さらに今回のアンケートでは、最近メディア等で報道されている市場活性化策について、回答者の約半数の

方が、「取引終了時間の延長（50.61％）」や「売買停止時間（昼休みなど）の短縮（45.45％）」をすぐに

でも実施すべきと回答なさっており、なんらかの規制緩和を期待する意見が多く寄せられました。一方で、

「総合取引所構想の実現（22.82％）」や「取引所に上場する商品の多様化（23.60％）」への期待は少ない

結果となりました。 

 

楽天証券では、今後も大手ネット証券の責務として、個人投資家にとって真に最適な取引制度が整備されん

ことを支援すべく、個人投資家の意見をまとめ提言してまいります。 
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■ アンケート実施概要 

＜実施期間＞ 

 2011年1月21日（金）～2011年1月27日（木） 

＜対象＞ 

 弊社に口座をお持ちのお客様 

＜回答方法＞ 

 インターネットでの回答（会員専用ページからリンクすることにより実施） 

＜有効回答数＞ 

 1,551人（うち 男性 1,390名 女性 161名） 

 

 

【手数料等およびリスクの説明について】 

弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があ

ります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にか

かる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ペ

ージに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解くださ

い。 

 

商号等：楽天証券株式会社 （楽天証券ホームページ） 

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者 

加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会 

 

 

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/risk.html
https://www.rakuten-sec.co.jp/


＜別紙＞

Q1.今までに信用取引をなさったことがありますか。
楽天証券で取引あり 54.48%
楽天証券ではないが他社で取引あり 10.25%
信用取引について、制度やルールを知っているが取引を行うつもりがない 15.09%
信用取引の制度やルールについてよくわからない 20.18%

100.00%

Q2.信用取引の取引経験はどれくらいですか。
1年未満 16.43%
1年～3年程度 27.59%
3年～5年程度 23.01%
5年～10年程度 20.52%
10年～20年程度 8.37%
20年以上 4.08%

100.00%

Q3.お客様が信用取引を取引なさる日の1日の取引金額はいくらくらいですか。
100万円未満 35.06%
100万円～500万円 45.72%
500万円～1,000万円 10.06%
1,000万円以上 9.16%

100.00%

日計り取引（新規建注文を当日中に返済）が中心 13.84%
2～3日程度 18.92%
1週間程度 21.61%
数週間から1カ月程度 26.49%
1カ月以上 19.12%

100.00%

Q5.お客様にとって信用取引の一番の魅力をお聞かせください。
少ない資金で取引ができるため、資金効率を高めることができる 50.30%
ヘッジ取引が可能である 8.07%
売り注文（空売り）から取引が可能である 40.74%
その他＿ 0.90%

100.00%

Q6.信用取引を行うつもりがないとお考えになる理由はなんですか。お考えに一番近いものを選択してください。
リスクが高いから 61.11%
取引の方法やルールが難しくてわかりにくいから 10.26%
現行のルールだと思うように取引できないから 7.69%
他の商品（FXや先物取引など）で代替できるから 14.10%
その他＿ 6.84%

100.00%

知っていた 62.68%
知らなかった 37.32%

100.00%

すべきである 68.42%
すべきではない 9.53%
わからない 22.05%

100.00%

Q4.信用取引の新規建注文から返済注文をなさるまでの期間は平均でどれくらいですか。お客様の投資スタイルに一
番近いものを1つ選択してください。

Q7.信用取引の委託保証金について、返済後に拘束が解除された委託保証金をその日に複数回は
利用できないことをご存知でしたか。

Q8.信用取引の委託保証金について、返済後に拘束が解除された委託保証金の利用が、複数回可能になるように規制
緩和するべきだと思いますか。



＜別紙＞

取引量を増やしたい 52.52%
すぐにではないが、いずれ取引量を増やしたいと思う 35.68%
取引量を増やすきっかけにはならないと思う 11.80%

100.00%

取引をはじめたいと思う 8.60%
すぐにではないが、いずれ取引を始めたいと思う 53.76%
始めたいとは思わない 37.63%

100.00%

Q11.そう思われる理由はなんですか。
投機的な取引が増えると思うから 48.31%
取引量が増えることにより、信用取引規制（売停止や建玉規制など）が頻発する可能性があると思うから 34.75%
現状のままで不便を感じないから 14.41%
その他＿ 2.54%

100.00%

総合取引所構想の実現 22.82%
取引所に上場する商品の多様化（ETFやオプションなど） 23.60%
取引終了時間の延長 50.61%
売買停止時間（昼休みなど）の短縮 45.45%
新興市場の信頼性向上（上場審査および廃止基準の改正や監査基準の厳格化など） 38.81%
適時開示の推進 25.60%
空売り規制の緩和 31.98%
信用取引の委託保証金にかかる規制緩和（同一担保で複数回売買可能） 39.78%
呼値の縮小 6.71%
売買単位の統一 22.82%
特別気配の更新時間の短縮 13.80%
その他＿ 6.90%

Q12.最近、メディア等で報道されている市場活性化策について、すぐにでも実施したほうがよいと思うものを
すべて選択してください。

Q10.（信用取引未経験者の方にお伺いいたします。）信用取引の委託保証金について、同一担保で複数回売買が可能
となる規制緩和が実施された場合、信用取引を始めたいと思いますか。

Q9.（信用取引の経験がある方にお伺いいたします。）信用取引の委託保証金について、同一担保で複数回売買が可
能となる規制緩和が実施された場合、取引量を増やそうと思いますか。



＜別紙2＞各設問「その他」のフリーコメント

Q5.お客様にとって信用取引の一番の魅力をお聞かせください。
選択肢すべてができる
上記全てがメリット
現物で買いがたい高い銘柄がかえる
最近魅力がなくなってきた
特定講座で取引できますか?
つなぎ売りに利用しています。
手数料が安く現引現渡用に使用
勉強の為
上昇相場の時に資産を有効に使うため

Q6.信用取引を行うつもりがないとお考えになる理由はなんですか。
お考えに一番近いものを選択してください。
資金が少ないので

株の変動にレバレッジをかけていいのか疑問だから

現物で経験を積んでからチャレンジしたい

勉強中

勉強して利益を上げるほどの自身が無い。

優待が欲しいだけなので

株は長期保有が主だから

インサイダー取引が横行していると思うから

CFD取引が台頭して来ている昨今、時代遅れの感あり。

レバレッジが小さいから

強制決済があるから

証券会社のカモにされるのが目に見えているから。

源泉徴収されないから

証券会社勤務

現物取引が正攻法だとおもうから

株式を投資でなく投機にしてしまい、個人に不利になるから

Q11.規制緩和するべきでないと思われる理由はなんですか。
自動取引ソフトによる価格の急激な変動が多くなるから

取引量が増えるから、そのぶんリスク（損失）の可能性も大きくなるから。

１もあるがマネーゲームになってしまうと思うから

問12 最近、メディア等で報道されている市場活性化策について、すぐにでも実施した
ほうがよいと思うものをすべて選択してください。（いくつでも）
祝日・年末年始などの休市日の縮小、高価格株価商品の売買単位を小さく

キャピタルゲインの減税

全ての金融取引に関しての税金を統一する。

税金を減らす

期日の延長

東証は大証にくらべ個人投資家に有利でない姿勢である

個人投資家の手口非公開

衆愚政治の燃料になりやすい金融税制について、徹底抗戦による現状維持、並びに先物と信用との損益通
算などの良化
個々の銘柄について大口取引先の開示

信用取引とはどういうものかさっぱりなので、初心者にも分かり易くする事

いわゆる優遇税制の恒久化

わからない

機関投資家でなくても小額から投資可能なベンチャーキャピタル市場

24時間取引に向けての具体的な検討開始。

為替・外国証券・投資信託・FX等を含む金融商品すべてについての税制の簡素化

やっても効果がすぐにはげ落ちるものは、結局参加者が疲弊するだけなのでやめた方がよいと思う。

今のままでよい

四日日決済の短縮
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（項8）による信用取引の金額増加に伴い、買方金利＆売方貸株料の下げをご検討願います。

わからない

特別気配の廃止

空売り規制自体止めて欲しい。アップティックルールや空売りの日歩搾取など。

証券会社のイメージを変えるCMを打った方がいい。私も証券会社に入金するまでかなり抵抗があった

昼休み時間の廃止。証券取引所は、コンピュータ処理してるから昼休みの意味がない。

現物の新規売り(海外同様)

国民に株式に親しんでもらうようにメディアを利用する。

まず日本人に投資をする習慣がない。投資会社は誰もが長期間保有するような比較的安全資産商品を考
えるべき。て
証券優遇税制のさらなる減税 もしくは最低でも現行の優遇税制の大幅な延長

為替取引に税金を掛けろ

土日祝日にも取引できるようにして欲しい。

今のままで特に不便を感じない。

マーケットの信頼性

呼び値の拡大

インサイダー取引の排除と罰則の強化。

大口取引手口の全面開示

貸借数値の公表の迅速化・オープン化を進めること。

共通番号による税制導入で給与収入も含め損益をすべて統合する

アジア株の取引緩和

投資家保護の推進(粉飾決算等、企業の法令違反時の経営者への厳罰化、企業の増資に対する規則等の
制定)

儲かった金額の優遇措置（税率10％据え置き）

呼値が細かすぎること。板が薄くなるのは良くない。

証券会社の自己売買を監視規制し、顧客との利益相反の有無など取引内容等を公開する。

午後６時から午前０時までの取引時間の設定。

税制優遇の恒久化

税制の緩和

市場活性化よりも、市場安定化が望ましい。

夜間取引の実施

バブルを経験していないいまの人にとって、現在は不況ではない。 不況と思っているのは４０代以降の人の
みである。

株式、FX、先物取引等の金融課税一本化

株式の証券会社手口公開をするべき

株式長期保有者に対しての税制優遇策

証券会社の株価操作やインサイダー取引の厳罰化。

売買益に対する減税

外資系証券会社の「空売り」規制

売買情報の多角化・開示推進

株やreitを買っても結局増資されてしまうので、株を買うのはやめたほうがいいと思ってる人が多いので市場
は活性化しない

インサイダー等の違法行為への厳罰化、監督の厳格化

株の即日受け渡し

貸借銘柄の増加

インサイダー取引や売り浴びせなどの悪質な取引をした業者の追放

１０円未満の株価の会社が何年も東証一部に上場できるのはおかしい

市場公正の実現。増資前の不正な売り等インサイダーの撲滅。

インサイダー規制の強化。増資の透明性確保。

約定代金にかかる税金を昔のように源泉で損得関係なく1％にもどすべき。市場経済を知らない政治家が多
すぎる。

株式譲渡益課税の10％恒久化

初心者のため上記用語が理解できていない

夜間取引

空売り規制の強化

税金の減額

外人が投資者の８０％という事ではおかしい、日本人が安心して投資できる環境作りを国が指導すべき
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信用取引の貸株料をゼロにする

3年間となっている損失繰越期間の延長

金融取引の税制改革

適時開示前のインサイダー取引や上場詐欺、そろそろなんとかせいよ

税制の簡略化

長期投資での税金軽減

現状のままでよい

譲渡税率の軽減

個人は小型株を取引している人が多いと思われるが、すぐ規制をするのは反対である。

FXと株にかかる税の一体化

市場監視の強化

売買停止時間（昼休みや夕場まで）の廃止

上場廃止猶予銘柄の上場廃止の対象事項の状況を定期的に分かり易く開示して欲しい

総合取引所よりも税制の統一が先だと思います。海外先物なども含めた金融商品は全て20％など統一した
上で損益の合算を可能にすべき。
税制の優遇

委託保証金率等の維持率パーセント緩和引き下げ（追証緩和）

見せ玉の厳格な取り締まり

株式投資教育を充実させて

株、ＦＸ、商品などの損益通算

日本株は売買しようと思わない

配当や利金に対する減税を特別減税とせず、一般的な所得税より軽減し恒久化。

株券がなくなったのにいまだに４営業日決済の謎

インサイダーがあったと思われるような取引をなくす

昔は指定銘柄があった。将来性のある優秀な企業は３００社選び、信用取引時に金利を安く。
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＜別紙3＞フリーコメント
Q13.その他、取引所のルールや規制緩和について、お客様のご意見を自由にお書きください。
（500文字まで）
(1)信用取引残高の公表が週１回は時代にそぐわない。リアルタイムかせめて毎日公表にできないもんでしょうか？
(2)約定から４日めの受け渡しだが、システム化しているならもっと短縮できるのではないでしょうか？
＊取引時間の統一。（昼休み時間の短縮を含めて）
＊証券会社への指導の強化。 （証券会社の仕組みが違う為、複数会社での取引をしていると総合証券会間で、設定数字
の違い以外にも、手続き、処理上の違いで混乱し 嫌になることがあるからです。尤もネット証券会社と総合証券会社との
違いは、あって当然だし理解しているつもりです）
・現行の空売り規制は、市場のパニック売りによる暴落を防止するために必要です。
・ザラバ場中の決算の適時開示推進は個人投資家に著しく不利となるため反対です。
・昼休み時間を短縮する必要は無い。むしろ、祝祭日が月～金曜日になった時に市場を開くべきである。日本市場は休場
が多すぎる。
・株式投資に関する教育を充実させて、日本国民自身が、日本の会社の株式を保有するようにすべきである。(外国人投資
家に依存しすぎである)
・取引所は、手っ取り早く、投資に積極的な外国の証券会社や外国人投資家を増やす事ばかり考えているように見受けら
れるが、真に重要な客は自国の投資家であることを忘れてはいまいか？
・分かりやすい税制の検討・有利な税制の実現・信用取引規制緩和
1.国内外より投資家を呼び込む方策が必要と思う。

取引慣習や業務増を理由に取引所・証券会社が取引時間の増加を煙たがる
報道がありましたが、事実なら先々において自身の首を絞めることになるのでは？

2.25時まで国内取引を可能にしてほしい。
米国での証券取引開始と大まかな指標発表が24時(サマータイム時以外)までには
行われるため取引可能な場がほしい。

（もしくは、夜間取引が統合し売買が成立しやすい環境ができるとか）
１．上限は定めない
２．株主優待がない

１１時から１２：３０の間の東証の「昼休み」について（勤め人にとって）は利便性を損ねているものと感じます。機関投資家
やデイトレーダーにはちょうど休息が取れるため良いかも知れませんが、多くの投資家が確定した値で取引できる環境が
フェアだと思います。
信用の維持率回復を即行うことももちろんですが、現物も信用も即日受け渡しにしてもらえればと思います。権利日の確認
が面倒です…

1株単位の銘柄を100株単位にする意味がわからん
1000株単位の銘柄なら100株にすれば、投資資金が減るので便利だと思うが
すべての銘柄を100株単位にする意味はあるんですかね？
特に、新興銘柄に空売りできる銘柄がすくない多くすべき
あと、新興銘柄の信頼回復して出来高を増やしてくれ
２４時間運用を考慮してほしい。
24時間取引
２４時間取引所を、検討すべき
４日目受け渡しの廃止
５０単元以上の空売り規制の廃止を望みます。
FXと株取引にかかわる税の一体化は早期に実現してもらいたいです。それ以外は現状のままで特に支障はありません。
FX並みの利便性（ロングショートの自由、資金効率、翌日受渡し等）を構築しないと株は投資先として魅力はない
IPOの増加に期待します
PTSでも信用取引が出来ると有難い。
あまり、規制を緩和されると、株式の値段が乱高下するので出来ればやめてほしい。一般人が投機という名のバクチをや
るだけになってしまう可能性が高い。
あらゆる跳ね返りを検討し、もっとも効果的と考えられる緩和策を願う。
あらゆる不正取引の排除。国内外の大手機関投資家の相場操縦の撲滅。アルゴ取引の禁止。
ある程度の空売り規制は必要ですね。
あわりよくわからないので記述せず
アンケートの主旨から外れてしまうかもしれませんが、証券優遇税制を延長ではなく、固定化してもらいたい、それにより証
券市場が活性化すると思います。
いくら自由主義の資本原則だとは言っても、余りにもモラル違反の投機（団体企業ファンド個人も含めて）は、規制・除外・排
除が望ましい。
いわゆる外資によるよくわからない空売りをやめてほしい。企業の情報が漏れての空売り、売りたたきは投資意欲がなくな
る。長期投資の個人投資家が少なくなった原因でもあると思う。
インサイダー の厳しい取り締まり。
インサイダー規制の強化は絶対に必要だと思う。（特に新興市場）
インサイダー取引について、厳格化する必要性はないと思える。東証が売買高にとらわれて、東証自身の借金に振り回さ
れているような感じがする。もうじき、そういうことはなくなるとは思うけれど。取引所が株式会社形式になり、特定企業や特
定銘柄の利益率だけ高めることが問題と思う。取引所は、金融庁の管轄で、株式会社しない方がよかったと思う。
インサイダー取引についての取締りをもっとしっかり行って欲しい。意味が分からない価格変動があった後に、大きなニュー
スが流れることがたびたびある。
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インサイダー取引のルールがあいまい。
増資発表前の空売りは絶対怪しいのに摘発されない。
取り締まる側のさじ加減でやっているのは納得いかない。
インサイダー取引の規制強化、罰則の大幅強化は必須だと思う。
不公平な売買が放置されていると個人の参加は先細るだけでしょう。
インサイダー取引の取り締まり厳格化
1単位数十円～数百円の株は、売買単位を繰り上げる
お昼休みは短縮しなくても（現状のままで）よいと思う。
キャピタルゲイン、インカムゲイン税を廃止。
サラリーマンの退社時刻以降に取引できるように取引所の始まりを午後からにしてもいいから、終わりの時刻を少なくとも
午後7時以降にすべきである。
すべての銘柄を貸借銘柄として欲しい。
空売り規制はやめて欲しい。
ちょっとまだ詳しくわからないので意見はありません。もっといろいろなことがわかりやすくなればいいと思うくらいです。
とても満足している
とにかく、いつでも（２４時間）売買できるようになれば、ありがたいけど（難しいでしょうが）昼休みをなくすくらいはやってほ
しい。先物取引はとにかくできる限り、時間延長を望みます（１１時３０分になって楽しみも増大しました）これが午前２時とか
になれば、もっと色々な人に売買してもらえると思います。システム上難しいとは思いますがなんとかやってほしいです。
とにかく規制緩和の方向であれば何でもよい。
どの銘柄でも空売りできるようにしてほしい
ネットで株購入が出来るようになり大変便利になり活用しています。今後の一般投資家が気軽に出来るような制度作りや
規制緩和などお願いします。金持ちだけが得をするようなことを極力なくせられるようお願いしします。
ひどすぎる
プロにとってはいいが、素人にとっては、元々、消費者保護のために規制があるので、それを緩和していくのは抵抗があり
ます。

ヘッジフアンド等のカラ売り規制の厳格化。

ベンチャー企業の上場の基準緩和
マクロな意味ではルール変更や規制緩和は必要であると思うが、個人の投資家としては考えなければならない株価変動
の要素が増えすぎると投資に意欲が向かなくなる。
まず、内部情報（インサイダー）規制は厳格に行うべきだが、なぜ純粋な個人投資家の地道な情報収集による大規模＜51
単元以上？＞な空売りがしばしば＜悪＞もしくは＜相場操縦＞とみなされるのか不思議でならない。現在も東証の半数以
上は外国人投資家が占め、かって彼らの多くは相場下落局面で巨額の利益をあげてきた。企業は自社上場自体が暴落リ
スクを常に想定しているはずで、投資家も市場に参加する以上は利益を追求と同時に相応のリスクを覚悟すべき。よって、
投資とはあくまでも企業も投資家も自己責任で、取引値幅を無制限にするなど利益追求できる様に規制緩和をしたらよい
と思うし、リスクを想定管理できない者は上場廃止もしくは投資撤退は自明。ただし、不正な資金（マネーローンダリング等）
流入は徹底監視すべき。
まずは、単位の統一をお願いしたいです
100株から、とか1000株からとか、面倒です
また 誤発注も恐いですから
まずは株式取引について取引可能時間の延長に取り組むべきと思う。少なくとも、終了時間をNY市場開始頃まで延ばすべ
き。
もっと、休日でも取引できるようにして欲しい。
源泉の税率を非課税にして欲しい。
もっとわかりやすいルールを
定めて欲しい
やった方が良いと思われることですぐに始められることは今年の前半と言わず明日からでも始めるべきではないでしょう
か。
ゆるくすると投資家として不安が発生する。厳しさが信用ではないか？
ようやく株価が上昇してきましたが、少し前は空売りのために買い手が儲からず株式市場が沈滞していたと知りました。空
売りは規制をすべきかと思います。
また、既存株主の屍の上に惰眠をむさぼるような会社を排除するような仕組みを整備すべきと考えます。
より公正に取引が行われる事を望む。
リスクが少ないタイプの信用取引も必要ではないかと思います。
リスクの開示をきっちりと行えば、規制を緩和したほうがいいと思う。
ルールが簡素化してくれないと商品が色々あるのでわかりずらい。
ルールの規制緩和の必要性は理解できますが大口利用者の優位性には反対。
多くの個人利用者が小額投資から参加出来ることが望ましい。
お金が安心をバックに回遊することが大事。
ルールは頻繁に変えなくてよい。
ルールや規制緩和が行われたときは、混乱のないようにしてもらいたい。
ルール等詳しく知ってる訳ではないのでいろんな経験をして学んでいくしかない。
ルール変更や規制緩和の実施は望ましいが、実施前に周知徹底してほしい。
レバレッジの緩和は投資家保護の面で望ましくないとは思うが、資金が拘束されるシステムは改変して欲しいと思う
レバレッジをもう少し上げてほしい。５倍くらいを最高にしてほしい。
レバレッジ規制の撤廃
レバレッジ率を高くして欲しい。
委託証拠金を減額して欲しい。
扱える銘柄を増やしてほしい。
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委託証拠金率を20％にしてほしい。
不当に逆日歩を搾取するのを止めて欲しい。
また空売りの日歩搾取は、経済合理性からもおかしいので、即刻止めて欲しい。
委託保証金の３０万円といのは多すぎると思います。２２５先物もミニがあるのと同様、信用にもミニのような制度を取り入
れるべきだ。株価１０万円程度の低位株を１株空売りするのに３０万円も用意するのは信用取引する意味がありません。
委託保証金の複数回利用、現金現物取引のサーフイントレードのように、何度でも利用できるように、大至急改正してほし
い。

為替のETFみたいなのがあれば良いと思う。
FXでは総合課税となってしまうので、申告しなくてもOKで源泉徴収ありの方法を希望します。
欧米なみにした方が良い。
何事も節度を持って色々な人が参加できる市場を作る事に色々な知恵を絞ってほしい。行き過ぎたマネーゲームを誘うよう
な現状の抜け穴をきっちりフォローするような方向に向かい、投資に経験のない人が貯金するのではなく日本の会社の株
式に投資を怖がらずに出来る環境を作ってほしい。
改悪にならないようにしてほしい
海外に在住した場合に、日本の証券会社で取引をできない これを是正できないか
海外のように、休み時間をなくしてほしい
海外の人が参加しやすいような取引所にすべきであり、そのための規制緩和を引き続き行っていくべきだと思う。
海外資産や商品に関するまともなETFが上場できない理由があるのだと思うが、これをどうにかできるように規制緩和等を
行って欲しい(VTやVWO並のETFを日本にも!)
外国の取引所との連携で日本から買いやすくしてほしい
外国への投資を考えたとき、税制が複雑すぎます。特に為替レートを考えると大変煩雑です。せめて為替差益（差損）は計
算対象外とし、外貨で得た譲渡益や配当は外貨のまま納税できたりすると便利だと思います。
外国人がダメなら日本の個人投資家をもっと呼び込む為に公正に。
機関投資家と個人投資家で電子的に得られる情報に差を付けないetc.
外人の先物取引で大きく動き、思惑外など博打の様な相場環境は安心して住める国状なのだろうか？
株、先物、ＦＸ等の課税方法を損益が通算できるよう統一化して欲しい。複雑でわかりにくい。
株が急落したときなど、担保を補う場合、保有株でもＯＫとなるようにしてほしい。
株の譲渡益の税金を１０から２０パーセントとかにするより、むしろゼロにして、そして簡単には増資できないようにすれば、
株への投資は活発になる。
その代わりに配当の税金を配当が年２０００万までは２０パーセント、２０００万以上１億未満は２５パーセント、配当が年に１
億を超える人からは３０パーセント取るようにすればいい。
株式、先物、ＦＸの税金の簡素化、一体化を是非お願いします。
株式の損益と先物の損益を合算して申告できるようになってほしい。
株式はＦＸと違い取引するのにある程度まとまった資金が必要になるので、
その辺りをクリアすると入りやすいかもしれない。
基本的には手数料をもっとやすくしてもらいたい。信用取引に関する情報がもっとわかりやすく、受けいれやすいものにして
ほしい。優遇税制を考慮してもらいたい。
既得権を持った東証は、今のグローバル化の中で、官庁のようになってしまい、個人投資家にとって不利益な存在だ。その
点、大証は必死にがんばっていると思う。東証の既得権を、何としても今後、剥奪していくべきである。
機関投資家だけ空売り出来ること納得出来ない。
機関投資家や1部投資家に市場がぎゅうじられている感じがして、個人投資家は損ばかりしている。規制緩和おすればます
ます機関投資家や１部投資家に有利になり、個人投資家に不利になる。個人投資家も利益が出るシステムお導入しなけり
ば個人投資家は逃げていく。機関投資家や１部投資家だけが客でいいならしかたがない。個人投資家はさるのみである。
それで市場は活勢化しますか。大勢の参加こそが活勢化の道だとおもいますが。
。
機関投資家や証券自己取引と個人投資家の取引条件を公平にするべきである。
機関投資家有利な緩和でなければ、やる意味はあると思いますが、市場の健全性を脅かすような改革は望みません。
規制が、がちがちだと、取引しづらくなると思う。
規制がかかった期間やどういう規制がかかったかを、きちんとわかるように一覧にしてほしい。
規制が多いため、ある程度は個人の責任のもと、投資を行っても良いと思います。
規制でがんじがらめにするのではなく、ある程度ルールを定めた上で、各個人の責任で運用するのがよいと思われます。
規制は可能な限り緩和していくべきだと思う。
現状では規制が多すぎる。投資は何があろうと「自己責任」が原則。
規制を緩和することによって市場活性化につながれば株価が適正価格に近づき、企業もより健全な業務に専念できる。
規制緩和と同時にルールをわかりやすくする必要がある。ルール違反いついては罰金のルール化など明確化してほしい。
とくに「脱税は損する」ことがわかるように明文化して、正直者が損をしない体制を強化してほしい。
規制緩和の前にすることたくさんあるやろ。
規制緩和は結構ですが、従来の取引でもOKでは。
規制緩和は進めた方がよいと思うが説明を広く詳しくして欲しい。
規制緩和をすべきではない
規制緩和開始時期は、新年度発会日よりがよい。
逆日歩についてもう少し、だれでも目に見えて、分かりやすくして欲しい。
１週間おきの増減は、分かりにくい、日々、返済いくらで（現引等）で新規がいくら、株不足がいくらとか分かりやすくして欲し
休憩（昼休）の廃止＆取引時間１７：００までの延長
正式な増資発表前の異常な値動きなど、誰が見てもおかしいと思われる件に関しては、迅速に毅然とした行動をとってほし
い。
また、ルールや規制緩和についても、機関投資家サイドを重視していると感じる部分もあるので、どちらよりではなく、真の
市場活性化のためのルールや規制緩和を検討してほしいです。
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去年一時、証券優遇税制が終了し１０％の税が元の２０％になるのでは、との憶測がネットや雑誌の記事に掲載されました
が、私 個人としては非常に投資意欲が削がれる思いでした。ネット証券の拡大で金持ちだけが株をやる時代ではないの
は明白であるのに、まだ株が象徴的に扱われているようでした。少し本題から逸脱してしまいましたが、投資家に優しい安
心して大きな取引に集中できる環境をせつに望みます。

強制決済をなくす
業者（ファンド、ディラー等）が行える事は、すべて出来るようにしてほしい。同条件でないと不公平すぎる
金融機関に勤務する人の取引規制の緩和
金融商品一体課税を早急に決定すべきである。
株・先物・ＦＸと税金が異なるのは不合理である。脱税の温床にもある。
総背番号制と共に一本化するよう働きかけるべき。
金融庁の規制の多くは、余計なお世話的なルールが多いと思う。投資家保護の名目で無用な規制をすべきではない。最
終的に責任を負うのは個人なのだから。
また、投信を購入する時の説明ルール（名称を忘れました）も無用だと思う。手続きが必要以上に面倒すぎる。
金融立国をさらなる柱とするような方向で規制緩和を考えてほしい．
空売りでは痛い目にあっているので規制緩和には反対
空売りの規制を緩和して欲しい。
空売りの規制強化、取引昼休み廃止
空売りの上限額を増やして欲しい
空売りはリーマンショックでの下げ幅を大きくした印象。下げを加速させるだけの気がするので制限すべきだと思う。取引時
間も他の多くの国に倣って昼休みの短縮か廃止をすべき。基準が違って敬遠されると一層マイナスになると思う。
空売り規制が検討（又は実施予定）されているが、私ども一般投資家がより参入しやすくするためにも、現行継続していた
空売り規制に関して、最小売買単位の関係から50単元では金額が少なく取引しずらい銘柄が見受けられます。
空売り規制の緩和を期待します。
空売り規制は、規制しなければいけないという使命感で作られたせいで、
個人投資家には事実上、不便な事が多い。大口が価格操作をするのはわかるが、
１単元１万円レベルの注文で個人投資家に５０単元制限とかなんて
個人投資家に不便をかけているだけである。
もっと個人投資家の売買が活性化につながるルールにして欲しい。
空売り規制は不要。売禁などの規制が早すぎる。証券会社や機関投資家は売禁でも株を借りて空売りが可能。個人と組
織とは同条件にしていただきたい。
空売り規制を強化すべき
決算をインチキするような新規公開銘柄の厳しくする。
株式評論家のレベルが低いので、株の売買することが丁半ばくちだと思っている政治家がいる。証券会社の顧客で資産を
増やしている人間が国家の年金を運用できるように、
実際の資金を運用するコンテストを証券会社全体で行い、また、その人間が証券新規顧客キャンペーンを手伝えば株式
ブームが起こる。株式評論家と投資信託運用者の能力が低いのが大問題。
月並みだが、透明性の確保や投機を抑制するような健全な市場を整備して欲しい。
見せ玉の防止策の厳格化。例えば、一度出した注文は一定時間（期間）取り消し変更をできなくするとか。
見せ玉や、相場操作について、法的な禁止事項の投資者への公告に力を入れていただきたい。
見せ板をなんとかしてほしい。
現行でよい

現行制度は資金量の多い投資家に有利であり、現状の市場は金持ちが儲かる資本主義の縮図のようである。日本株の取
引を活性化するとともに、資金量の少ない投資家にも収益機会が増えるよう、信用取引の規制緩和を是非とも早急に実施
していただきたい。

現在の株式市場は、特に取引時間が短いことが、ＦＸ及び日経平均先物等に比べ見劣りしていると思います。（手数料も高
いし、信用取引でもレバレッジが少ないこともありますが。）
サラリーマン等の仕事を行っている投資家からすると、市場が閉まっている時でないと発注出来ない。また、欧米市場の

動向を見ながら取引が出来ない。昼休みの短縮より、せめて日経平均と同じイブニングセッションを導入すれば、もう少し
活性化すると思いますが。
あとは、ライブドア事件など経営側の犯罪に対する投資家への保護（被害額を全て弁済させるなど保護を積極的にする

べきである。このような事件で投資をやめた人も多いのでは？）、及び増資に対するルールを整備する必要があると思いま
す。ＦＸや、日経先物ではこのような、くやしいトラブルに巻き込まれない安心があります。
株は配当があり、各種情報やトレードツールが充実しているなど、良い点が沢山あるので、環境を良くすれば、投資家が

戻ってくる可能性は十分あると思います。
現在の取引優遇制度の延長と誰でもが簡単に参入できるような啓発活動を
行い、一般国民の株取引は危険で危ないという先入観を払拭する活動が
必要ではないかと思う。1500兆円といわれる貯蓄の一部でも投資に回って
外国人投資家に頼らない方法が必要。
現物売却後の即現金化、今の時代に受け渡し日など必要ない
個人（市場に参加する多数の弱小な者）を守るよう、組織（金融機関・ヘッジファンドなど）が行う市場操作・横暴を許さぬよ
う、取引所による強力な監視・迅速な介入や懲罰の発令などが出来るよう、ルールを整備していただきたい。個人への規制
は緩和を、取引所自身と組織（同上）へのルールや規制は強化をお願いしたい。
個人では一度に50単元しか空売りできないルールを緩和した方が良い。
また、公募増資絡み等でのインサイダー取引や株価操縦の監視を強化して欲しい。
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個人への空売り規制が強すぎる。たとえば
・株価が下落しているとき先に約定した株価かそれ以下の株価で発注するときは5分間間隔をとっての発注では空売りのデ
イトレはできない（5分間も開けて取引をできるはずがない）
・上限の50単元で発注しようとするとき、100株を1単元としている会社と1000株を1単元としている会社では、1回の発注で
10倍ほどの金額格差がでてくることがあり不公平。野村証券といすずを対比すると現在の株価だとこのようなことになりま
個人投資は損益について誰からも保障されないので、規制は緩和されるべきである。ただし、機関投資家や投資銀行、証
券会社の自己売買については取引規模が多いことから、一定の規制は必要だと思う。
個人投資家が無謀な取引をしないように考慮する必要があると思います。
個人投資家を回転させてますます搾り取ろうとするようなルールの変更でなく、個人投資家が長く取引を続けたくなるような
工夫をすべきである。
個人投資家を呼び込まないと日本の証券業界、金融業界が衰退する。
現政権は規制や増税ばかり考えているようだがそれでは困る。
規制を緩和し経済を活性化すれば自ずと税収も増えるはずである。
公募増資が多く、既存の株主が割を食うため、長期で株をもてない。
公募増資に伴う空売り規制はすべきでない。公募増資で得をする人が多い（空売りする投資家、公募をもらう投資家、証券
会社、東証など）ので、これまでの制度を継続すべきである。既存の株主であっても、長い目でみれば、公募増資したの？
というくらい株価が上昇しているものである（２００４年日立建機など）。よって、取り締まるべきは、インサイダー取引であっ
て、公募増資自体ではない。現在の公募増資の制度を継続するよう、強く強く要望する！
広く市民に分かるように広報を工夫していただきたい。
国債応札を正常に見せるために郵貯にお金を集める仕組みを改めるべき。預金だけでなく多様な金融商品を店頭・ネット
の双方向で普及・促進する。自分の資産は自分で守る、自分の責任で運用する。お金という最も流動性のある市場商品に
ついてすらセルフヘルプが規制によりうまく実現できないような国は事由資本主義社会ではない。
国内の取引所が多すぎて、分かりづらい
今すぐ同一担保で複数回取引が実現できるようにしていただきたいです。
1000万円くらいを投じ信用取引で3倍にするとともに3回転させれば1億円投資したのと
同様の効果があるので是非お願いしたいですね。
東京証券市場の取引量も２、３倍に増えるかもしれませんし．．．
すでに上海に抜かれたようですが、このまま没落して行くのではさびしい限りです。
今のままでよいと思う。余り過度にサービスを充実しすぎてFXのようなハイリスクになるのは困る。
今のままで何も変更しない方が良い。どう変えても同じ。混乱しない方が良い。
今の状態でかまわない。
差金決済を認めるのと、市場の活性化は一致しないと思う。短期売買で出来高が増えても、入っているお金が同じなら何
の意味もない。
税制面での優遇と、インサイダー取引の撲滅。
新興市場の粉飾上場を見過ごした証取も同罪であると思う。
最近ようやく話題にのぼったが、公募増資発表前の大量の空売り問題など、個人と機関投資家との不公平さの解消が先
決。
始めて間もないので分からないことだらけですが、売買単位を統一するだけでも、新聞やネットの表示が初心者でもわかり
易くていいと思います。
市場活性化策の提案自体が疑問
景気回復に向かえば自ずと市場も活性化する
投資経験が乏しい者が市場に飲み込まれないよう願う
市場参加者には、零細投資家も存在する事を念頭に、市場活性化と魅力ある市場の構築に努力してほしいです。
私は初心者ですので良くわかりませんが、もう少しわかりやすい仕組みづくりにすることで顧客が増え市場が活性化すると
思います。
時間の延長をしてくれないとサラリーマンは投資がしにくい。
時間の延長をしてほしい。（１７時頃まで）
自己責任の観点から規制緩和を推進すべきと考えます。
自己責任を基本に、もっと自由な方向へしてもうと嬉しいです。
自分でも情報不足だが、「信用取引」ということ自体が不明であるため、規制緩和等ではなく、「信用取引」に関しての詳し
い解説が欲しい。
株取引を始めたばかりだが、不明ね点が多すぎる。
実態経済に関係しない取引が多すぎる。
取引できる機会や時間が増えることを望む
取引できる時間帯を増やして欲しい
取引の時間が短いので会社勤めの人間は辛い
取引をながく経験されている方は、規制緩和に関しては興味があることかもしれませんが、私のような初心者にとってはあ
まり意識しないですし、不都合も感じません。
取引可能時間以外は、個人的には不便に感じていない。
取引の活性化のために規制緩和をすることは賛成だが、市場を混乱させる要因になるような緩和にならないよう、充分に
検討してほしい。
取引開始前9：00前の板情報が不自然に見えることがある。ルールの改善を求めます。
取引時間の延長
取引時間の延長
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取引時間の延長のような、やっても効果がすぐ落ちてしまうものは
、参加者・市場関係者が疲弊してしまうので、長い目で見てやらないほうがよいと思います。
またやってみて、うまくいかなかった場合には、それをやめる勇気も必要だと思います。
（市場の活性化という意味では、取引所のルールを変えてもあまり変わらず、少子化問題や財政の問題が解決して未来が
明るくなる方向にもっていく為に取引所ができることという観点からやっていくべきだと思います。）
取引時間の延長は、早く実施すべきと考えます。
取引時間の延長はぜひ取り組んで欲しい（昼と後場）
取引時間の延長はよいことだと思います。どうすれば市場が活性化するのか具体的にはよく分かりません。
ただ、夜間の取引ができれば参加の機会が増えると思います。
他には、取引手数料がもっと安くなるとか株の取引の税金が安くなるとか個人の資産がもっと株式市場に流れるような政策
がほしいと思います。
取引時間の延長や手数料の引き下げを実施してほしい
取引時間の延長や昼休みの撤廃は参加者にとって負担が増えるだけで無意味。
それよりも空売り規制の緩和を進めて流動性を拡大すると同時に
大口取引で相場に大きな影響を与えている手口をきちんと公開して透明性を高めて欲しい。
現状ではレーティングなどを利用した相場操縦の疑いがあり個人が安心して参加できる環境ではない。
取引時間の延長及び昼休み時間の廃止 ・・・ 証券会社の事情より顧客本位で実施すべきではないでしょうか。
取引時間の利用時間の延長を希望する
取引時間は休憩時間などなく、２４時間制限なくいつでも同じように行えるのが望ましい。
信用取引の証拠金は一つの取引が終わっているのなら拘束する必要性がわからない。回転売買を認めるべきだ。
取引時間は現行のままでよい。長くしてもあまり意味はないと思う。
取引時間帯の延長。
現状の取引時間＋アメリカ時間においても取引出来るようにしてほしい。

取引所ごとの役割分担を行うべきではないか。現在は東証に一極集中しているので、他の取引所は、大証を除き、埋没し
ている感がある。そこで、現物株は東証、デリバティブは大証、新興はジャスダックに統一する。また一部・二部制は廃止す
る。さらに、単元を統一し、投資家に分かりやすくする。流動性が極めて低い個別株オプションも活性化させる。

取引所の信頼性を高める必要がある。（インサイダー取引の監視)など
取引所の夜間開設、委託保証金率の引き下げ。
取引所は信用担保（上場継続ルールなど）、自由な取引（５０単位規制など無能な証拠）、公平な取引（売り禁なのに売れ
る主体がある）、流動性の確保への努力（信用規制には株券調達が怠惰に思われるため）などに一層の努力をして欲し
取引所を未だ役所と同じ目でみている国民が８割がただろう。つまり、証券という世界は多くの日本国民には違う世界のよ
うに見えているのは事実である。
取引所がもっと身近な存在になる方策を打ち出してほしい。
取引所一本化は賛成、取引計算が楽になりそう
取引申し込み受付順の取引実行。
取引所の取引手順、ルールの公表が解からない。
取引単位の一元化は早期に実現したほうが判り易い。
手口開示
手数料が高すぎる
手数料のコース選択によく迷う。ので、「現物信用問わず、月まとめていくら」とかのコースを設定してほしい。
手数料の無料化
手数料を下げてほしい
受渡日が４日後というのは遅いように思えます。
なぜ４日もかかるのかわかりません。
同一資金で同じ銘柄を何回も売買できないという規制もありますが、
そのような規制は個人投資家にとっては不便だと思います。
終了時間を１時間ほど延ばしてほしい
出来高が急増した時に、空売り規制や増し担保規制がすぐに入るのはどうかと思う
諸外国と同様なシステムにすべきと思います。
勝者が全てを取ってしまう資本主義を具現する株式取引への大幅な規制はおかしいのでは。
少し観点が外れるかも知れませんが。
活性化のためには、取引所単体での努力という側面だけではなく、政府・行政レベルで、国内の（国民の）資産運用手段と
しての地位を上げる策を実施していかなくてはならないと思う。
国民年金の一部を自己運用するという仕組みを作ってもよいのではないかとも考える。
国内の資金投入を促し、外国人投資家が売買の7割をしめるという状況を打破していくことが重要だと感じる。
少ない金額で、高額の取引ができるので便利である。保証金の取扱いについて誤解している部分があるので、十分に周知
少資金の個人では、儲けられませんなあ～。
証券優遇税制を廃止し、株や先物・ＦＸ取引の損益、上場投信の配当等、全ての金融取引をひっくるめた金融取引税制度
を早急に要望します。そして、全ての損益を通算可能かつ、繰越損失も３年にかぎらず可能とするような制度を！
詳しいことがまだ把握しきれてないが、規制緩和することで一般の人々が株を買いやすいイメージを持てるのではないか？
日本は株＝危険のイメージを取り除くよう、もっとテレビ番組などでわかりやすく解説してほしい。そして、もっと多くの人に
株に興味をもってもらうべきではないか？
興味・関心をもてば、みんながもっと株に積極的に投資し、活性化につながるのではないか？
情報漏えいや不適切な価格での公開買い付け等、明らかにおかしい取引が見逃されることが多いので、管理を厳しくして
欲しい。特に東証1部はいいかげんすぎる。
信用３倍ではなく少なくとも２５倍にすべき。
信用の緩和だけでなく、現物の差金決済も廃止してほしいと思います。
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信用空売りの場合、 売買単位の５０倍までしか売りができないので、それがネックになっています。
たとえば １３２１のETFの場合 単位が１枚なので、 50枚までしか売れず、10円動いて500円の利幅しかありません。 以
前は 単位が１０枚だったのに、なぜこのような変更が行われたのでしょうか。
信用決最後にすぐ現物取引ができるようにして欲しい。
信用取引なども源泉徴収されるようにしてほしい
信用取引にかかわる費用が大きすぎる。信用金利の引き下げおよび信用取引時の手数料において再考すべきと考える。
信用取引に於ける増担保銘柄は、必要ない。いちいち現金が拘束されて取引しずらい。
信用取引に関しては、追証を出さないように取引している人が大多数だと思うので、規制緩和すべきである。取引が増える
のではないか。その反面、追証出した人にはさらに厳しいルールを作れば良いのではないか。
取引時間に関しては、専業の人は昼休みは今まで通りが良く、サラリーマンは昼に取引したい。ここらへんが、取引所およ
び証券会社がどう判断するか。個人的には、先物より早く昼休みを撤回すべきだと思う。先物に振らされすぎだと思う。
信用取引の維持率を下げて欲しい
信用取引の規制解除は、ぜひ実現して欲しい。
信用取引の金利が高すぎる。
信用取引の制度を使わなくともレバレッジをかけない空売りができたらと思う
信用取引の倍率は小さめの方がソフトランディングできると思う。
そもそも不況の原因は中国のペッグ制の維持にある。
日本は中国が変動相場制に移行しない限り、断固として現状の数倍の税率を課して空洞化をせき止める姿勢を見せるべ
き。
中国へ進出している企業は反対し、中国も輸出制限などしてくるであろうが、目先の利益に捉われず、隣国に気遣うのでは
なく、国内の経済界に気遣うのでもなく、正に民主化の推進や公正な取引と言った当たり前のルールの保持を断固とした姿
勢で維持することで他国の規範となれば必ず他国もそれに続き、自国の目先の利益、自社の目先の利益しか考えない国
信用取引は、怖いと思い込んでいるので なかなか信用取引をしようとは、思わない。
信用取引は、分からない所が多いです。たとえば金利、逆日歩等本当に分かりにくい。１００％分かった上で行っている人
は、少ないと思います。もう少し分かりやすくして欲しいです。また、取引の金利の所も良く分かりません。売建の場合は、
金利が帰ってくる？本当ですか？分かり難いです。シュミレーション設備の充実を切にお願いします。
信用取引はCFDと同等まで、レバレッジや委託保証金、取引時間等の規制緩和を行えばもっと流動性が高まると思いま
す。
信用取引はよくわからないです。
ただ、政府や関連機関のメリットだけで規制緩和するのではなく、有識者の意見を聞いて進めるべきではないかと。
大抵、政治家や大企業の誰かが美味しい思いをするためだったりしますから、政策って。
信用取引は簡単に買い、売りができて楽しいけど、なかなか、利益がでない。もっと勉強できる、場を、作ってほしい。
信用取引は規制緩和した方が良いと思うが、昼休みの廃止には反対。やっている側が休む暇がなくなる。昼休みに色々と
市場の動向をチェックしたいこともある。
信用取引よくわからない
信用取引可能 株式会社数の拡大
信用取引期限の延長
新興国への株式投資が日本株式と同様の基準で自由に買うことができるようにしてほしい。
株式フアンドでは新興国フアンドとして取り入れられているのでできないはずではない
日本が活性化しないのは、国民に対して自由が確保されていないからだ
楽市楽座制度の復活がない限り日本は沈没する
新興市場での上場審査の強化
売買規制緩和による流動性の確保（差金取引の検討）
新興市場で特に規制がすぐにかかる。市場の動きに規制をかけないで欲しい
新興市場の上場審査の緩和。
新興市場をしっかりした会社だけにしてほしい
世界の市場と同じように競争力をつける必要があるにも関わらず、規制緩和やルール変更もせず、地盤沈下していること
にまったく気がついていない。この鈍感さは排除すべきである。
制度、ルールが取引所サイドのメリットを重要視しており、投資家サイドの利便性が重要視されていない。
取引所への金融当局の関わりを低下すべき。一方では、自主規制も重要。

制度を知らないで取引をしようとしている人を締め出す方がいいと思う。
成行や安い指値で51単位以上の空売りができるように。
正しい判断が出来、安心して個人投資家が投資に参加できる、システム、環境整備に気を配って欲しい。
税金を低くするべきである。
税制の統一化
税制優遇措置の延長
税率をもう少し下げて、取引量を沢山にしたほうが良いと思います。
税率を今のまま10％で変更しないでほしい。
先に書いたように、日本株は売買しようと思わない。かつての大損がトラウマになっていることもあるし、世界的にみても冴
えない（面白みがない、楽しみが少ない）と思うので。私は「沈む日本は愛せない」タイプ。
先の質問で1pipsの話題がありましたが、現状、むしろ細かすぎると思います。
個人的には1pipは取引価格の0.5～1％程度が適正だと思います。
先物やＦＸなどの損益も株式と同じ特定口座で、申告及び源泉徴収できるようにする。
先物取引所を統合してほしい
前場と後場に続く、夜間の部の創設を望みます。出来れば、24時間取引できる環境を作ってもらいたいと思います。海外投
資家や生活時間の多様化に対応すべきであると考えます。
素人に分かりやすくしてほしい
早急に規制緩和を行って欲しい
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増し担保や空売り規制のルールの明確化。日証金の気分でやってもらっては困る。
材料発表前の異常な値動きの解明と発表。急に空売りが増えたあとに増資発表など。
インサイダーの疑いが高いのに何も処罰されないのは不公平で不透明。
増資前の急落など、誰が見ても不可解な動きが多過ぎる。もっと不正取引の監視を強化して欲しい。プロも初心者も同じ土
俵にする努力をしないと相場はすたれていく。
多くの投資家の立場にたった制度・ルールになっていない。
少数の機関投資家のためのルールとなっている。
貸借銘柄になっていない信用銘柄の取引において、機関による空売りが横行し売り建てができない個人が不利になる状況
になっているため、できるかぎり貸借銘柄への適用を増やして欲しい。 もしくはそういった銘柄に対する機関による空売り
大量の資金を運用し有利に誘導してきた歴代野村証券の前科者が喜ぶ規制緩和であってはならない。 緩和の視点の方
向が、一般大衆投資家にシフトしていかなければならず、誰の為にかを監視せずに適切な規制緩和と御題目が嘘っぽ過ぎ
て腹だたしい。 公正で中立に緩和の監視、運用が可能の人材が政治屋にも、関連証券に渡り歩く寄生虫公務員に公正中
立のマインドは無し。 メクソ、ハナクソ達に期待は不可能である。
第三者割り当て増資の不透明な取引やその他不透明な大量の株主の変更に対する法規制を望みます。
外国株主の不意の変更・株取得に監督省庁の指導・厳罰を望みます。
特にアメリカのハゲタカファンドへの監視・近年急増化の中国のファンドの不正取引の監視・厳罰処置を望みます。
単元×株価が一定のレベルを超さないようにしてほしい。
最小購入額が50万円を越したら、売買単位を10分の1にするとか。
単元株数がバラバラだとややこしいので，統一して欲しい。
昼間の休憩時間は、なくした方が良い
昼休みの短縮はしないでほしい。
昼休みの廃止
昼休みの廃止をすべき。と思います
昼休みはなくさないでほしい。板寄せの機会が減ると売買回数が減る。
昼休みは不要。9to5で売買できるようにすべき。(一方で24hrは不要）。また、個人資産を株式市場にもっと呼び込みたいな
ら不正な売買にもっと強く臨むべきである。
昼休みは要らない 個人投資家は会社の昼休み時間内で活発な取引をしてみたいと思っていると思う
昼休みは欲しい
昼休みも取引できるようになるといいと思います。
昼休みをなしにして一時間延ばして４時まで。
昼休みを短縮するとかなくすとか案が出ているみたいてすが、今まで通りでいいと思う。
昼休み時間を３０分短縮して１時間にする。
昼休み短縮反対です。健康管理上です。
昼休み廃止に反対
昼時間は今までの時間でお願いしたいですね。
注意銘柄は、見てすぐ分かる様に識別する（文字の色を変える等）
注文と引渡しまで時間がかかりすぎる。
注文方法の多様化
貯金が主流の国民性を投資・運用の方向にもっと向ける様にルールの改正や規制緩和を大胆・強力に進める事が金融セ
クターの責務。
追証の入金期限を緩和する
投資家にとって、規制緩和は諸刃の剣だと思います。規制緩和によって取引量が増え、投資家や証券会社、その他市場に
潤沢な資金が出回る可能性は高いと思いますが、慣れない信用取引や取引量の増大により投資家の損失が増え、市場か
ら撤退させられる投資家が増加するのではないかと考えます。
投資家はルールが分かりにくく、必要資金が多い商品はまずやらない。
証券・商品・ＦＸの垣根をいい加減無くして欲しい。
日本証券業協会と金融先物取引業協会、東証と東京工業品取引所と東京金融取引所は統合して欲しい。
東証などの取引時間は約５時間で、先進国中最低の取引時となっている。せめて９時－１７時にすべきだ。
東証外国株の上場・取引量を再び増加させてほしい。
同じ資金で何度でも取り引きできるように、早くして欲しい。
資金の３倍と言わず、１０倍とか１００倍とかの取り引きができるようにして欲しい。
新規建ての規制はしないで欲しい。もっと言えば、上場されている全ての銘柄を信用で売りも買いもできるようにして欲し
い。
信用取引同様、現物株を担保に日経２２５も売買できるようにして欲しい。
縦割り行政をやめて、金先物、白金先物等、商品先物を証券会社でも扱えるようにしてほしい。
得できる人が得をするルールは見直すべきでしょう
特に、昼（11-12：30）の取引は休みとすべき。時間の区切りなく取引時間を延長しても、取引量が少なく、売買はさして増え
ない（日経225先物の23：30まで延長は意味がなかった）。信用を過剰に利用することは、リスクが高いことを理解していな
い人が多い様なので、緩和しない方が良い（投機売買増加で、結果的に取引不可になる人が増えて活性化しない）。
特に上場の審査を厳格化して欲しい。
特定講座で、出来なければ、できるようにしてほしい。

内部情報で数日前から買いを入れていることが後になってわかることがしばしばある。こうした不正取引は摘発してほし
い。

日本と外資（アメリカ）の信用取引ルールを統一しないと、日本の個人投資家は損害を被り、外資だけが利益を得ると思う。
（日本の個人投資家が空売りできない銘柄でも外資は空売りができるので、株価操作につながる可能性が高いと思う。最
近では「シナジーマーケティング」）
大至急、統一するべきだと思います。
※個人的な意見で、根拠はありません。念のため。
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日本の株式市場は、先物取引の影響が大きいので、先物取引を
規制して欲しい。
日本の金融経済を考えるに株の売買が外国人主体なのは、経済ではマイナスだと思います。
アメリカに引きづられる状況では今後の経済は明るくは無いです。
FXに個人が逃げたように、株の売買の敷居が高いです。
これからますます過疎になり、そのうち取引が中国、香港に移ると思います。
もっと個人も参加できる敷居の用意をお願いします。
日本の政財の老人は即刻退陣しないと、ふるーい発想では世界に取り残されるだけ。
株式市場が活性化しないのは日本の人もシステムも腐っているから。
経団連会長の認知症顔にはがっかりする。
日本も他の国々のように信用取引の規制を緩める方向で考えるべきだと思う。
空売りが必ずしも悪ではないことは、歴史が証明していると考えている。
日本経済を活性化するには、個人投資家の株式売買がバブル期のようになる必要が有る。そのためには「取引時間の延
長」は必須と考える。また、手数料の緩和も検討する必要が有る。
日本市場活性化のために必要なことだと思う
売り禁止銘柄が多すぎる。
売買が活発になるとすぐ規制がかかるケースが多いが、結果的に売買数量減に繋がると思う。あくまでも自己責任である
なら、できるだけ規制がない方が良い。
売買手数料の低額化、一般信用銘柄の拡大、貸借銘柄の拡大を行えばもっと活況になると思う
売買代金の決済に３～４営業日もかかるのか理解できない。
現在はコンピユータで管理しているので、即時または、翌日には反映できるように
してもらいたい。
板をよく見ているが、電子上の自動操作か、人為的な操作か？ よく動く板と全くと言っていいほど動きが鈍い板があるが、
本当におかしいと思う事がよくある。もし人為的な操作であれば、担当によって大きな違いがあるように思うので、改善しな
ければいけない。
平日昼休み取引休憩時間の短縮
米国の信用取引ルールに準じたものにして欲しい。ハード的には十分対応可能になっていると思うので、他国の取引所に
おいてかれないようしっかり対応して欲しい。もし規制緩和ができないのであれば、その理由を明確に国民に説明して欲し
い。
米国の南北戦争から1929年までの株式市場の変遷を研究すれば、株の売買における税金の緩和がもっとも有効である。
売買代金の1％の源泉徴収に戻すべきである。
返済期間が１カ月、３カ月、６か月と選べるようになると、信用期日が集中するのを防げるようになるような気がします。
保証金率の低下
邦人個人投資家に最大のメリットを！
無知なので意見を持ち得ません
明快さとシンプルなしくみを期待しております
夜間取引の時間をＰＴＳでなく、通常取引としてほしい。
余計な規制は不要。
理想はＦＸのように２４時間取引ができること。
臨時的に行われている税制優遇（１０％）や損失の繰越の恒久化、及び国内株式の損益と他の金融取引との損益の合算
による確定申告を可能にして頂きたい。
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