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序文

Capital Markets in 2025をご覧いた
だきありがとうございます。本レポー
トでは株式公開（IPO）の世界動向に
焦点を当てています。

　この10年の間に、資本市場におけるクロス 
ボーダー取引とりわけクロスボーダーIPOが急激
に増加しています。新興国経済の成長が資本市
場の世界情勢に大きな影響を与えており今後も
同様の傾向が続くことが見込まれます。PRADA
やL’Occitaneなど知名度の高い企業の上場事例
は人々の大きな関心を呼び、アジア経済の確か
な成長の証となっています。

　将来、どこが世界をリードする上場市場とな
るのでしょうか？どこから新規上場企業は生ま
れ、また何を求めるのでしょうか？何が株式公
開市場の情勢を変えるのでしょうか？こうした
疑問は本レポートの中で取り上げられます。 

　私たちの調査のために貴重な時間や見解を割
いてインタビューに答えて頂いた方々に深く感
謝いたします。本レポートは今後皆様のお役に
立つものとなるでしょう。本レポートにおいて
取り上げられた事項についてご質問等がある場
合には、お気兼ねなくご連絡いただきたく存じ
ます。

　本レポートが示すように、株式公開を試みよ
うとする世界中の企業は従前にも増して多くの
選択肢を持つようになります。新興国において
は資本蓄積や適切な独自の規制基盤の整備に時
間を要することから、短・中期的には国外の主
に国際的な金融の中心地であるニューヨーク、
ロンドン、香港へ資本を求める動きが続くこと
は明らかです。しかしながら、今後、アジアは
新興国にとってより魅力的な資金調達の場を提
供し成熟した市場となっていくことが見込まれ
ます。

　さらに、新興国の資本市場、証券取引市場が
より洗練されるにつれ、欧米諸国の企業は成長
資金を求め知名度を得ることを目的として、ア
ジアのマーケットにより注目することになるで
しょう。同時に、これまでも多くの多国籍企業
によって求められてきた資金需要（たとえばプ
ライベートエクイティによる出口戦略、負債比
率の改善やスピンオフなど）は、クロスボー 
ダーの資本市場における取引機会を創出し続け
ることとなるでしょう。 Clifford Tompsett 

IPO センター長、PwC
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エグゼクティブ 
サマリー  
株式資本市場の未来
世界の経済成長の中心はアジア
に移りつつある。The UN’s World 
Economic Stituation and Pro-
spects 2011ではアジア諸国と欧
米諸国に対して極めて対照的な
見通しが示され、アジアの発展
途上国では力強い成長が続くの
に対し、欧米の先進国ではかた
くなにまで活気のない状態が続
くであろうと見られている。

　こうした対照的な見通しは、今後の株式資本
市場の発展を示しているように考えられる。国
内成長、消費者の需要、投資の流れのこうした
変化が意味するところは何か。それは、グロー
バルな視点をもって証券市場から資金調達する
ことを模索する企業が新興国経済の中から数多
く生まれてくることであろう。 

　かつては、新興国の企業は規模が小さく流動
性も期待できない自国の証券市場を避け、ロン
ドンやニューヨークのようなグローバルな金融
センターへの上場を志向していたが、新興国の
証券市場は今や洗練された市場として整備さ
れ、今後、グローバルな金融市場と拮抗するこ
とになるであろう。

　新興国市場の証券取引所の躍進は、今まで世
界の主要な金融センターであった先進国市場や
その関係者にとってはどのような意味をもつの
だろうか。また、どの市場で上場するかを検討
している新興国市場、先進国市場の企業にどの
ような影響を与えるのだろうか。 

　2011年8月、Economist Intelligence Unit 
（EIU）はPwC1に代わって、株式資本市場を形
成している要因について世界中の企業400社の
上 級 管 理 職 に 対 し て 調 査 を 行 っ た 。 本 レ 
ポートでは、この調査結果のハイライトを各産
業の専門家や評論家の意見を交えながら紹介し
ていく。 

主要な調査結果には以下が含まれる：

新興国市場の経済成長や金融高度化に
より証券取引所間の競争が激化
　74%の回答者は、新興国の企業はほかの新興
国の市場への上場に注目すると答えている。対
照的に先進国の企業は引き続きほかの先進国市
場で上場することを好むだろうと過半数の回答
者は考えている。 

　海外上場については、2015年には上海が最も
魅力的な市場となる可能性があると考えられて
いる。現在、上海では外国資本の上場および投
資は認められていないものの、2025年までにほ
とんどの企業が上海上場を検討するであろうと
55%の回答者が予想している。 

　先進国市場は新興国市場の躍進に対抗してい
か な け れ ば な ら な い 事 態 に 直 面 し 始 め て い
る。39%の回答者は2025年になっても、IPO
上、ニューヨークがグローバル市場としての役
割を果たすと予想しており、27%はロンドン市
場についても同様に考えている。また、これら
の市場が新興国市場との競争を過小評価すれ
ば、結果として市場シェアを失う結果になるだ
ろうと回答者の75％は考えている。

1    本文中の  PwC  とは、英国のPricewaterhouseCoopers  LLPを指す。同社は
PricewaterhouseCoopers  International  Limitedのメンバーファームの一員だ
が、世界各国のメンバーファームはそれぞれ法的に独立した組織となって 
いる。



IPOの中心はアジアへとシフト 
　2025年までに、IPO候補企業の大半はアジア
企業が占めるようになると予想されている。約
80%の回答者が、2025年までに、新規上場社数
および資金調達額について中国が1位になるであ
ろうと予想している。インドは、新規上場社数
については2番手、また資金調達額については3
番手になるであろうと考えられている。

　BRICs諸国のうちブラジル、ロシアは中国やイ
ンドに遅れを取っていると見られる。回答者の
38％が、2025年までにインド市場が外国企業に
とって重要な上場先の1つになるであろうと考え
ているが、ロシアが上場先として注目度が上が
るであろうと答えた回答者は11％にしか及ばな
かった。ブラジルについては、インドと特に中
国に遅れを取ると30%の回答者は考えている。 

新興国市場へのシフトについては、 
いくつかの阻害要因が存在 
　先進国市場は、依然として規模に関しては新
興国市場をはるかに凌いでいる。また、法規制
環境や政情不安が新興国市場へと取引をシフト
する上での大きな阻害要因になると考えられて
いる。規制環境の不透明性が新興国市場で上場
することの最大の懸念であると56%の回答者は
考えている。政治不安が主な阻害要因であると
挙げた回答者は33%、政府による市場介入を挙
げた回答者は27%となった。 

　上場しようとする企業が市場に期待する事項
を勘案すると、先進国市場がより優位になる。
市場選択の際に最も重要と思われているのは市

場の流動性であり、そのほかには投資家層の規
模、アナリストカバレッジ、上場時および上場
後の法規制、経済基盤の状況が挙げられる。先
進国市場は新興国企業に対する上場誘致をより
積極的に行う必要があると76%が回答し、先進
国の市場は新興国市場が容易に越えることが出
来ない明らかな優位性を持っていると回答者の
約20%が考えている。 
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法規制環境、政情不安が新興国
市場への取引のシフトを阻害す
る大きな要因であると考えられ
ている
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　新興国市場の成長は、アジアの証券取引所の
劇的な変化に際立って反映されている。中国の
上 海 、 深 セ ン 株 式 市 場 の 時 価 総 額 の 合 計
は 、 2 0 0 5 年 に は 4 0 0 0 億 米 ド ル で あ っ た
が、2010年第4四半期末には4兆米ドルにまで
増加した1。この両市場を合わせると、アジア太
平洋地域でこれまで最大であった東京証券取引
所の3兆8000億米ドルを上回る結果となった。
この成長は5年間にわたり500社以上の企業が上
場した結果であり、今では上海証券取引所に中
国内および世界で最大級の企業が上場している
（図1参照）。

1 国際取引所連合（WFE）データ

イントロダクション
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図1 ロンドン、ニューヨーク、香港、上海の新規上場における上位企業

2011年（2011年10月） 2010年 2009年

新規上場における上位3企業
公募・売出額 

（百万米ドル） 新規上場における上位3企業
公募・売出額 

（百万米ドル） 新規上場における上位3企業
公募・売出額 

（百万米ドル）

ロンドン Glencore International Plc 10,045 Essar Energy 1,874 Gartmore Group Ltd 551

Vallares Plc 2,127 Vallar 1,049 Tata Steel  500

Justice Holdings 1,660 Mail.Ru Group 916 Max Property Group 309

香港 Prada Spa 2,456 AIA Group Ltd 20,465 China Minsheng Banking Corp 

Ltd

4,027

Shanghai Pharmaceuticals Holding 

Co Ltd

2,064 Agricultural Bank of China Ltd 

(HK portion)

11,873 China Pacific Ins Group Co. Ltd 3,575

Citic Securities Co. Ltd 1,827 United Company RUSAL Ltd 2,237 China Longyuan Power Group 

Corp Ltd

2,593

ニューヨーク HCA Holdings Inc. 4,533 General Motors Company 15,774 Banco Santander (Brazil) 7,035

Kinder Morgan Inc 3,293 Swift Transportation Company 806 Verisk Analytics Inc. 1,876

Nielsen Holdings NV 1,889 Smart Technologies Inc. 660 Shanda Games Ltd 1,044

上海 Sinohydro 2,117 Agricultural Bank of China 

(Shanghai portion only)

10,399 China State Construction 

Engineering Corp.

7,342

Sinovel Wind Group Co. Ltd 1,435 China Everbright Bank Company  3,293 Metallurgical Corp of China 

(Shanghai portion only)

2,779

Pang Da Automobile Trade Co. 

Ltd

965 Huatai Securities 2,295 China Shipbuilding Industry Co. 2,157

出典： PwC analysis
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　国内取引の流動性を高めることに加え、新興
国の取引所の多くは地域の金融拠点として外国
企業の上場を増加させることをもくろんでい
る。こうしたもくろみは変化しつつある先進国
企業が目指す方向性と合致している。先進国の
企業は新興国の市場で盛り上がる需要を取り込
もうとしている。こうした変化の例として、 
ターゲットとする市場での株式上場を通じてブ
ランド認知度を高めようとしている企業が増え
つつあることを挙げることができる。

　 最 近 、 香 港 取 引 所 に 上 場 し た P r a d a や
Samsoniteなどのように、急成長している中国や
アジアの中流階級を狙った高級ブランド企業の
上場は、今後も続いていくことだろう。こうし
た傾向は2011年の上半期に香港証券取引所に
IPOした外国企業総数が、中国企業総数を上回っ
たことからも見てとれる。今年、香港では外国
企業の株式上場による資金調達額は全体の70%
を記録し、調達額は1,225億香港ドルに達して
いる2。また、シンガポール取引所の上場企業の
40%以上が外資系企業であることが同様の事例
として挙げられる3。

2 香港証券取引所データ
3 シンガポール証券取引所データ
4 国際取引所連合（WFE）データ
5 Dealogic データ
6 インド国立証券取引所データ

　発展し続けるアジアは、将来の上場市場とし
て新興国市場の中で最も注目されている地域だ
が、ほかの新興国における資本市場も劇的な成
長をしている。ブラジルのBM&FBovespaは
2011年1月から6月までの期間の国内資金調達
額が全世界でも10位以内に入る規模の取引所と
なり、年間成長率は米ドル評価で約35%となっ 
た4。中南米では2011年上半期には48件の上場
を通じ212億米ドルもの資金調達が行われた。
これは過去最高額であり、2010年上半期と比べ
16%増加する結果となった5。電子取引による株
式取引に関しては、インド国立証券取引所は今
では株式取引数では4番目に大きい取引所となっ
た。インドのプライマリーマーケットの成長は
早く、2008年には国内企業が36社上場し、調
達額は45億米ドルだったが、2010年には63社
が上場し、調達額は83億米ドルにまで拡大して
いる6。

　新興国市場の取引所へのシフトは既に始まっ
ているが、先進国市場の取引所に対してどのよ
うな影響を及ぼすのだろうか。また、この変化
に対して何が阻害要因となるのであろうか。

香港取引所に最近上場したPradaやSamsoniteなどのように、急成長している
中国やアジアの中流階級を狙った高級ブランド企業の上場は、今後も続いてい
くであろう。
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図2 各国証券取引所データ

2011年 （2011年6月） 2010年 2009年

取引所名

取引時価 
総額 

（十億米ドル）

新規 
上場数 

新規上場 
総額 

（十億米ドル）  

取引時価 
総額  

（十億米ドル）

新規 
上場数 

新規上場 
総額  

（十億米ドル） 

取引時価 
総額 

（十億米ドル） 
新規 

上場数

新規上場 
総額  

（十億米ドル）

NYSE EURONEXT (US) 13,791 49 24.21 13,394 87 30.88 11,838 36 17.55

NASDAQ OMX 4,068 37 5.56 3,889 81 8.16 3,239 33 7.65

London Stock Exchange 3,750* 57 14.98 3,613* 122 14.10 2,796 25 2.38

Tokyo Stock Exchange 3,655 13 0.30 3,828 22 16.40 3,306 19 0.63

Shanghai Stock Exchange 
(Shanghai A) 2,804 24 8.8 2,716 28 26.90 2,705 9 18.3

Hong Kong Stock Exchange 2,712 48 24.0 2,711 114 57.80 2,305 73 32.00

Toronto Stock Exchange 
(TSX Group) 2,231 32 1.36 2,170 67 5.57 1,677 24 1.74

Deutsche Borse 
(Frankfurt Prime) 1,622 10 1.75 1,430 23 3.23 1,292 5 0.07

BM&FBOVESPA 1,553 10 4.17 1,546 11 5.82 1,337 6 13.15

Bombay Stock Exchange 1,506 22 0.78 1,632 63 8.28 1,307 20 4.00

India - National Stock 
Exchange 1,471 22 0.78 1,597 58 7.93 1,225 20 4.00

Australian Securities 
Exchange 1,444 42 0.51 1,454 72 7.86 1,262 47 2.40

Korea Exchange 1,200 32 2.54 1,092 96 7.60 835 67 2.64

MICEX  1,023 1 0.78 949 6 0.93 736 1 0

Singapore Exchange 669 9 7.01 647 31 5.00 481 23 2.33

* London Stock Exchange とBorsa Italiana.を合計した London Stock Exchange Group, incorporating としての金額。
出典： PwC IPO Watch; Dealogic.
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新興国市場の 
原動力

　回答者は先進国の市場が直面している課題の
明確なイメージを持っている。回答者の半数以
上は、2025年までには先進国市場の企業は上場
に当たって先進国の金融センターよりも新興国
経済の力強い成長を取り込むことを意図して新
興国市場の証券取引所に注目することになるで
あろうと考えている。

　回答者の大多数は既にその動きは始まってい
ると考えており、27%の回答者は欧米諸国の企
業は新興国市場での上場に注目し始めていると
考えている。こうした結果は実務に携わってい
る多くの市場関係者の感覚とも合致している。

　Goldman Sachsの株式資本市場部のグローバル 
責任者Matthew Westerman氏は次のように述べ
ている。「新規上場社数をみれば、新興国市場
が既に株式発行市場でのシェアを増加させてい
ることが分かる。また、新興国市場での経済成
長やEquitisation（銀行から借入をする代わりに

市場で資金調達を行うこと）のレベルが今後も
続くとすれば、このような新興市場のトレンド
は変わらないだろう」。

　新規上場における資金調達額がこの傾向を示
している。2004年には新興国市場での新規上場
時の資金調達額は、全世界における新規上場時
の資金調達額の4分の1未満であったが、2010
年には67%にまで急上昇している。今期の年間
累計でも、これまでのところ全世界における新
規上場時の資金調達額の55%を占めている。

　英国に本社のあるStandard Chartered銀行は
収益のほとんどを新興市場から上げており、ロ
ンドンと香港の両市場で上場している。同行は、 
昨年、インド預託証券（IDR- Standard Chartered 
銀行の上場有価証券をインド市場において取引
可能な金融商品としたもの）を発行する唯一の
外国企業となった。グループ財務担当取締役の
Richard Meddings氏によれば「企業収益にとっ

0 20 40 60 80 100

There has already been a shift in emerging-market companies 
looking to the stock exchanges of emerging markets, rather 
than those of developed markets, for their IPOs.

There has already been shift in developed-market companies 
looking to the stock exchanges of emerging markets, rather 
than those of other developed markets, for their IPOs.

Figure 1: Volume of IPOs
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図3　あなたは次の内容に同意できますか？

出典： Economist Intelligence Unit.

7 Credit Suisse、2011年10月

新興国市場の企業は先進国市場の証券取引所よりも新興国市場の

証券取引所での上場を目指すように変化している。

先進国市場の企業はほかの先進国市場の証券取引所よりも新興国

市場の証券取引所での上場を目指すように変化している。

はい どちらでもない いいえ
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て最大かつ最も急速に成長している市場でのブ
ランド構築を考えれば、これは理にかなった市
場の利用方法である」7。

　「上場は、われわれが（これらの市場へ）長
年コミットメントしてきたことの証明でもあり
上場することによって政府や規制当局との強い
関係を構築している。このことは重要である。
なぜならば香港はわれわれにとって最大のマー
ケットであり香港での売上は全体の18%を占め
て い る か ら だ 。 ま た 、 イ ン ド は わ れ わ れ に 
とって最も収益性の高いマーケットであり、グ 
ループ収益に10億米ドル以上の貢献をしてい
る。われわれは各市場における最大の外資系銀
行であり、各所在地国での上場はブランドの認
知という点で大きな利益をもたらす。さらに
は、新興国の投資家へアクセスする機会もでき
た」とMeedings氏は続けて述べている。

勝者として中国の登場
　78%の回答者は2025年までに中国籍企業の新
規上場社数が最も多くなるであろうと答え、新
規上場による資金調達額については80%の回答
者は中国が最大の市場になると考えている。イ
ンド籍企業の新規上場社数が最も多くなると答
えた回答者は中国に次いで59%、資金調達額に
関しては3番手で39%となった。

「これらの新興市場への上場は、われわ
れが長年コミットメントしてきたことの
証明でもあり、上場することによって政
府や規制当局との強い関係を構築して 
いる」
 Standard Chartered 銀行グループ財務
担当取締役 Richard Meddings氏 

図4  2025年に新規上場社数が最も多くなる国はどこです
か？資金調達額が最も多くなる国はどこです？

新規上場社数 資金調達額

ブラジル 32% 28%

中国 78% 80%

ドイツ 11% 9%

インド 59% 39%

日本 4% 5%

メキシコ 3% 2%

ロシア 12% 11%

サウジアラビア 2% 7%

北朝鮮 4% 5%

アラブ首長国連邦 3% 6%

英国 11% 15%

米国 53% 57%

その他 1% 1%

出典： Economist Intelligence Unit. 
注：回答者は3カ国まで回答できるため、全てを足し合わせても100%にはならない。



12  株式資本市場の未来

　中国の力強さはすでに明らかになっている。
今上半期、中国企業が国別ランキングで1位とな
り、新規上場社数302社調達額477億米ドルを
記録し、2位の米国企業の新規上場数77社調達
額260億米ドルを上回っている8。

　調査回答者はこのような新興国市場への動き
がある中で、上海証券取引所が最もその恩恵を
受けるだろうと考えている。上海市場はまだ外
国 企 業 の 上 場 を 認 め て い な い に も か か わ ら
ず、55%の回答者は2025年までに上海市場が海
外上場先として最も人気のある市場になるだろ
うと考えている。ただ、外国企業の上場を認め
る予定であるとの発表は2年以上前に行われたに
もかかわらず、まだ実現される予定はない。市
場評論家は「北京の政策担当者は、今年の世界
中の株式市場が非常に不安定で大きな損失を 
被ったという事実に対して慎重な姿勢を示して
おり、適切なタイミングを待っているところで
あろう」と分析している。

　Standard Chartered銀行のMeddings氏は、
「同行が中国で上場する最初の外資系銀行にな
ることを望んでいる。われわれは上海市場が 
オープンになったら積極的に上場しようと考え
ている。中国の関連規制当局などともそのため
の準備を行っている。われわれは中国でも有数
の外資系銀行であり、またわれわれにとっても
中国は重要な成長市場である。しかし、われわ
れは中国の金融市場では相対的に小規模であ
り、そもそも外資系銀行がマーケットシェアを
占めていくことは容易なことではない。だから

こそ、ブランド認知力を高めていくことが極め
て重要であり、上場することはそのためにとて
も効果的であると考えている。上場することは
われわれの中国への明確なコミットメントを示
すことであり、上場することによってさまざま
な規制当局や政府との微妙なやりとりを変化さ
せていくことになるであろう」と述べている。

　香港市場には既に多くの外国企業が上場して
いるにも関わらず、国際的な上場の動きの恩恵
を受け続けるであろうと考えた回答者はわずか
27%しかいなかった。現在の香港市場の主な上
場企業は中国本土の企業であることを考える
と、香港の魅力は中国本土と近接していたこと
であり、今後上海市場が国際的になればこの香
港の魅力が薄れていくということをこの調査結
果は示唆している。

全てが同じ状況にはないBRICs諸国 
　インドに関しても良い調査結果が得られてお
り、38%以上の回答者はインドの取引所が2025
年までに外国企業にとって重要な上場市場にな
ると考えている。これは、ロシアを重要として
いる回答者が11%しかいないのとは対照的な結
果となった。インドが比較的支持を多く集めて
いる理由としては、インドが国として長期の成
長サイクルを構築しようとしていることが挙げ
られる。一方、ロシアについては、政府が支配
している事業構造と閉鎖的なコーポレートガバ
ナンス慣行のために外国企業には魅力的に映ら
ないのかもしれない9。

　ブラジルが2025年までに外資系企業にとって
重要な上場市場となると考える回答者は3分の1
に及ばなかった。この点、Credit Suisseの株式
資本市場グローバル責任者Joe Reece氏によれ
ば、アジアと中南米とでは経済全体の規模と投
資余力にそもそも違いがあり、投資ファンドの
現状の流れを反映したものと考えられている。

　「機関投資家は中南米よりも多くのビジネス
チャンスがあると考えられるアジア太平洋地
域、特に中国に向けて多くの投資を行うことを
考えている。しかし、私自身はブラジルでの投
資は長期的に魅力があると考えている。ブラジ
ルには建設的な政府があり健全な企業が数多く
ある。これまで以上にブラジル周辺でクロス 
ボーダーの投資が起き始めているのを見て取る
ことができる。これは長期的視点で考えた場合
良い兆候であると言える」とReece氏は述べて 
いる。

　確かに、今年のブラジルやロシアでの新規上
場数は中国と同様の水準とは言えない。これま
でブラジルでは11社が上場、44億米ドルを調達
し、ロシアでは8社が上場、47億米ドルを調達
し た の に 対 し 中 国 で は 3 0 2 社 が 新 規 上 場
し、477億円を調達しているという結果となっ
た8。

8  Dealogic データ
9  BNY Mellon 新興市場IPOデータ
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図5  新規上場を計画する際、どこの取引所を考慮に入れると思いますか？

現在 2025年 Difference % points

Australian Securities Exchange 5% 7% +2

Bovespa (Brazil) 5% 29% +24

Deutsche Borse 17% 8% -9

Hong Kong Stock Exchange 27% 27% -

Indian exchanges (Bombay Stock Exchange and 
National Stock Exchange of India)

5% 38% +33

London Stock Exchange 72% 27% -45

NYSE 74% 39% -35

NASDAQ 46% 18% -28

Russian exchanges (MICEX and RTS) 1% 11% +10

Shanghai Stock Exchange 4% 55% +51

Singapore Exchange 6% 14% +8

South Korea Exchange 2% 3% +1

Tokyo Stock Exchange 12% 3% -9

Toronto Stock Exchange 5% 4% -1

出典： Economist Intelligence Unit. 
注： 回答者は3取引所まで選択できるため、全てを足し合わせても100%にはなりません。
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There has already been a shift in emerging market companies 
looking to the stock exchanges of emerging markets, rather 
than those of developed markets, for their IPOs.

There has already been a shift in developed market companies 
looking to the stock exchanges of emerging markets rather 
than those of other developed markets, for IPOs

By 2025, there will be a substantial shift in emerging market 
companies looking to the stock exchanges of its own or
other emerging markets, rather than those of developed 
markets, for their IPOs.

By 2025, there will be a substantial shift in developed-market 
companies looking to the stock exchanges of emerging  
markets, rather than those of other developed market, for 
their IPOs.
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新興国間の連携
　新興国市場間の投資、貿易取引の増加の結
果、いわゆる新興国間の統合が強くなっていく
とエコノミストは予測している。74%の回答者
は、新興国企業は（プライマリー上場は自国の
取引所と考えているものの）セカンダリーの上
場先として先進国市場ではなく別の新興国市場
に注目するであろうと回答している。対照的に
半数以上の回答者は先進国企業はほかの先進国
市場での上場を望むであろうと回答している。

　市場活動を見ると、この種の連携は数々の統
合計画を実行してきた先進国市場間では当たり
前のこととなっている。たとえば、2008年には

新興国市場間の投資、貿易取引
の増加の結果、新興国間の統合
が強くなっていくとエコノミス
トたちは予測している

ロンドン証券取引所（LSE）とイタリア証券取引
所が合併し、2007年にはNYSEグループとユー
ロネクストが合併している。中南米ではラテン
アメリカ統合市場（MILA）が形成されたが、ボ
ゴタ証券取引所（コロンビア）、リマ証券取引
所（ペルー）、サンチアゴ証券取引所（チリ）
が連携したものであり、より多くの資本を集積
し流動性を高めることによって、それぞれの国
の経済にとっても有用な市場とすることを目的
としている。この市場は北欧モデルを参考とし
ており、それぞれの取引所から公平に取引へ参
加できるように設計され、3カ国の投資家にアク
セスできることで規模の拡大、流動性の増加、
市場間取引の促進を行い、多くの企業の上場意
欲を向上させることが期待されている。

10 2011 Merrill Lynch and Capgemini Asia-Pacific Wealthレポート
11 シンガポール証券取引所データ

図6 あなたは次の内容に同意できますか？

出典： Economist Intelligence Unit Survey

2025年までに新興国市場の企業は、先進国市場の証券取引所よ

りも自国の証券取引所またはほかの新興国の証券取引所での上場

を目指すような重大な変化が起こるであろう。

2025年までに先進国市場の企業は、ほかの先進国市場の証券取

引所よりも新興国市場の証券取引所での上場を目指すような重大

な変化が起こるであろう。

はい どちらでもない いいえ
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　これまでMILAは低流動性や税制面での調整に
苦戦しているが、投資家、仲介者、発行者に 
とって利用しやすい市場環境が整うにつれ、流
動性は飛躍的に改善していくと期待されてい
る。ある資産運用会社では既にMILAファンドを
組成している。

　シンガポール取引所（SGX）も地域流動性を
高めようとアジアの窓口として市場の売り込み
を行っている。「国内には大規模な企業は数多
く存在していないため、外資系企業による上場
の増加が必然と戦略の一部となる。しかし、そ
れは株式取引の拠点・窓口としての役割を果た
し、シンガポールを金融の中心地とするための
戦略を反映したものでもある」とSGX社長のGan 
Seow Ann氏は述べている。

　アジア太平洋地域の富裕層（100万米ドル以
上の運用資産を保有）の人口は2010年には330
万にまで増加し、ヨーロッパを初めて超え北米
に次ぐ世界第2位の市場となった10。これらの市
場の個人投資家との取引の機会を得ることはと
ても魅力的である。Gan氏は続けて次のように
述べている。

　「海外上場に関するわれわれのターゲット
は、アジア展開をテーマとしていたり、あるい
は既にアジア展開しているようなアジア全域あ
るいはグローバルに展開する企業である。われ
われが管理している資産は1.4兆米ドルにおよび
高い流動性を提供することができる。また、ア

ジア太平洋ファンドは最近の数年間で飛躍的に成
長している」。

　このアジアのゲートウェイポリシーは多くの支
持を得ている。SGXのデータによると、シンガ 
ポールの750社を超える上場企業のうち外資系企
業は300社以上、全体の40%を占めており、時価
総額では約47％を占めている。また、上場企業
の約半数（151社）が中国系企業である11。

　ほかの新興国の取引所では先進国の市場関係者
との関係強化が彼らの最大の利益と考えている。
たとえば、ブラジルの取引所（Bovespa）はシカ
ゴのマーカンタイル取引所との戦略的パートナー
シップを結んでいる。Bovespaは米国のデリバテ
ィブ取引所の5％の株式を所有しており、共同で
マルチ資産クラスの電子取引プラットフォームの
開発を行っている。 
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上場市場を選択する上で最も重
要な要素は流動性である

ロンドンも海外からの投資の割合が
大きい市場と言える。これにより市
場の流動性はとても高くなっている
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「国内には大規模な企業は数多く存在していないため、
外資系企業による上場の増加が必然的に戦略の一部とな
る。しかし、それは株式取引の拠点・窓口としての役割
を果たし、シンガポールを金融の中心地とするための戦
略を反映したものでもある」
Singapore Exchange 社長 — Gan Seow Ann氏

74%の回答者は、2025年までに
新興国企業はセカンダリー上場先
として先進国市場ではなく別の新
興国市場に注目すると考えている

ほかの新興国の取引所では、先進
国の市場関係者との関係強化が彼
らの最大の利益となるといまだに
考えられている
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新興市場の課題

図7  2025年までに先進国市場の企業が新興国市場の証券取引所への上場を目指すという変化が起きるとした
場合、その変化を妨げる可能性のある最も大きな要因は何でしょうか？

0.0 17.5 35.0 52.5 70.0

The legal and regulatory environment of emerging markets

Political uncertainty in emerging-market regions

Slow down of economic growth of emerging markets

Increased risk aversion of investors

Increased inflation

Not applicable, I do not believe there will be a shift

By 2025, there will be a substantial shift in developed market 
companies looking to the stock exchanges of emerging markets, 
rather than those of other developed markets, for their IPOs.

32%

29%

13%

7%

4%

15%

出典： Economist Intelligence Unit Survey

政情不安や法規制の不透明性が成長の
阻害要因となる可能性 
　法規制の整備や政府による首尾一貫した政策
は外国企業の上場のためには重要な条件である
と考えられている。ほぼ3分の1の回答者は、法
律、規制環境の整備が新興国市場の成長にとっ
て最も大きな阻害要因となる可能性があると答
えている。次いで、29%の回答者は政治不安を
最も大きな要因として挙げている。

　たとえば、ブラジルでは政府が市場に介入す
ることに対して投資家は不満を示している。海
外からの投資に対する株式市場における増税
（financial operation taxを6%としたことなど）
が近ごろ突然行われたが、不安定な規制制度に
対する懸念材料となっており、ブラジル市場の
信頼性を低下させていると多くの関係者は考え
ている。 

　Dow Jones Newswiresの最近のインタビュー
で、ブラジルの証券取引所、BM&FBovespaの
CEOであるEdemir Pinto氏は「ブラジルレアル
の高騰を抑えるためのIOF金融取引税の導入など
の政府の動きは通貨への影響はほとんどなく、
むしろ金融市場を混乱させる可能性がある」と
批判している。「確かに、政府はルールをコン
トロールしたり変更したりする権力を持ってい
るが、海外の投資家にとって重要なことは、そ
のルールが明確で政府がそのルールを頻繁に変
更しないことなのである」とPinto氏はDow 
Jonesに述べている。

新興国市場の法律および規制環境

新興国市場の政治不安

新興国市場の経済成長の停滞

リスク回避型投資家の増加

インフレーション

該当なし、そのような変化は起きない
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一貫性のある規制が重要 
　新興国市場に上場を検討している企業の56%
が、規制環境の不透明さを第一の懸念事項とし
て掲げている。また、政治不安および政府の市
場への介入を第一の懸念事項とした回答は、そ
れぞれ33%および27%という結果となった。

　新興国市場への資本移動が予想される中、中
国、特に上海の市場が最もその恩恵を受けるだ
ろうと調査回答者は見込んでいるにも関わら
ず、多くの市場参加者は中国の不安定な政治、
法律および規制が障害となっていくであろうと
みている。欧米市場のような規律は、中国市場
ではまだ確立されていない。中国政府は、市場
介入、国内銀行の貸出規制、金利の設定を通じ
て、金融資産の配分や価格決定に対して大きな
影響力を行使し続けている。このことは中国の

リスク評価に悪影響を与え、自由な価格設定を
抑制し、市場規律が生む効果の有効性を制限し
ているものと思われている。 

　同様に、中国の法律および規制は依然として
不透明で予測不能なものと認識されている。 
World Economic Forum’s Global Competitiveness 
Report 2010-11は「中国における不安定で腐敗
した官僚政治と政策は、中国でビジネスを行う
上でトップ５に入る最大の問題要因となってい
る。中国は巨大な成長市場であるにも関わら
ず、独立した司法の確立と政府の透明性の確保
なしには国際競争力をもった金融センターとは
なり得ない」と評している。 

　規制監督の歴史的な安定性と一貫性が重要で
あり、これが米国や英国の大きな強みの1つであ

るとCredit SuisseのReece氏は考えている。「ほ 
とんどのCEOは実績のある取引所に上場するこ
とで安心感を持つ。しかし、中国のような市場
では、まだそうはならない。経済自体は非常に
長い歴史を持っているが、資本市場ということ
に限るとまだまだ歴史は浅い。政治と規制の不
安定さが意思決定において常に重要な要素とな
る。上場する市場を決定する際の評価項目の1つ
として、企業は政治と規制について検討する必
要がある。しかし、それは、あくまで1つの評価
項目であり、必ずしも上場を妨げるものではな
い」。

　「政治環境もしくは規制環境の不透明さは、
常に意思決定プロセスにおける懸念事項とな
り、企業は上場を検討する国を選択する際に、
多様な要因の一部としてこのことを考慮しなけ

図8  新興証券市場に上場する際に主要な懸念事項を2つ選択してください。

0.0 17.5 35.0 52.5 70.0

Uncertain regulatory environment

Unstable political environment

Fear of government intervention into markets / companies

Uncertain corporate-governance regime

Lack of mature investor base

Lack of liquidity

Currency issues

Cultural and language compatibility

By 2025, there will be a substantial shift in developed market 
companies looking to the stock exchanges of emerging markets, 
rather than those of other developed markets, for their IPOs.

56%

33%

27%

24%

23%

20%

7%

4%

出典： Economist Intelligence Unit Survey

「政治環境もしくは規制環境の不透明さは、常に意思決定プロセスにおける懸
念事項となり、企業は上場を検討する国を選択する際に、多様な要因の一部と
してこのことを考慮しなければならない。これは、考慮するべき事項であり、
上場を抑制する要因ではない」

不透明な規制環境

不安定な政治環境

政府の市場/企業介入の恐れ

不透明なコーポレートガバナンス体制

成熟した投資家基盤

流動性の欠如

通貨問題

文化や言語に対する適合性
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ればならない。これは、考慮するべき事項であ
り、上場を抑制する要因ではない」。

　先進国市場はこれまで安定した政治や規制環
境からの恩恵を受けてきた。しかし、金融危機
や公的債務危機が起きたことによりその評価は
崩れかけていると多くの評論家は考えている。 

13 London Stock Exchange が引用した国際取引所連合（WFE）データ

図9  自国以外の取引所への上場を検討する企業は、次のうち、どの取引所を選ぶと思いますか？

現在 2025年 Difference % points

Australian Securities Exchange 5% 7% +2

Bovespa (Brazil) 5% 29% +24

Deutsche Borse 17% 8% -9

Hong Kong Stock Exchange 27% 27% -

Indian exchanges (Bombay Stock Exchange and National 
Stock Exchange of India)

5% 38% +33

London Stock Exchange 72% 27% -45

NYSE 74% 39% -35

NASDAQ 46% 18% -28

Russian exchanges (MICEX and RTS) 1% 11% +10

Shanghai Stock Exchange 4% 55% +51

Singapore Exchange 6% 14% +8

South Korea Exchange 2% 3% +1

Tokyo Stock Exchange 12% 3% -9

Toronto Stock Exchange 5% 4% -1

出典： Economist Intelligence Unit. 
注： 回答者は3つまで取引所を選択出切るため、合計しても100%にはならない。
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先進国市場の優位性

先進国市場の優位性に対する課題

　現在、ロンドン市場には世界中で最も多くの
外国企業が上場している（2011年3月時点で
20.4%の企業が外国企業である）13。海外上場先
としては、現在、ロンドンとニューヨークどち
らも真っ先に検討対象となることが調査より明
らかとなっている。しかし、2025年までにはほ
かの市場が成長することにより両市場のシェア
は失われていくと見込まれている。

　ロンドン市場は外国企業の上場割合が多く、
将来、ほかの金融センターが成長していくにつ
れ、自然と上場企業数は減少していき窮地に立
たされるであろうと一部の回答者は考えてい
る。また、継続的な経済問題を抱え規制が厳格

化されることが見込まれるEUとの関係はロンド
ン市場の国際競争力を次第に低下させていくで
あろうとほかの回答者も考えている。

　米国市場の規模と経済力による優位性によ
り、ニューヨーク証券取引所の存在感はロンド
ン市場ほど低下することはないと予想されてい
る。39%の回答者は、ニューヨーク市場は2025
年においても新規上場における重要な市場であ
ると回答しており、米国は今後も新規上場に関
してグローバル市場としての役割を果たし続け
るであろうと考えられている。

　先進国市場はいまだに、新興国市場よりもは
るかに大きな規模を維持している。新興市場の
成 長 が 注 目 さ れ て い る が 、 国 際 取 引 所 連 合

0 20 40 60 80 100

Stock exchanges in developed markets will have to work 
harder in the future to attract companies from emerging 
markets to list.

Stock exchanges in developed markets that underestimate 
the competition from emerging market exchanges will lose 
market share to them.

Stock markets in developed countries have clear 
advantages, which will be difficult for emerging market 
exchanges to overcome by 2025.

Most companies will continue to consider their home market 
first when choosing a stock exchange for their IPO.

Figure 1: Volume of IPOs
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図10  あなたは次の内容に同意できますか？

出典： Economist Intelligence Unit Survey.

先進国市場の取引所は、将来、新興国市場からの企業誘致に注力

する必要がある。

新興国市場との競争を過小評価している先進国市場の取引所は市

場シェアを失うだろう。

はい どちらでもない いいえ

先進国市場の取引所は明らかな優位性があり、新興市場の方が

2025年までに優位に立つことは難しいだろう。

多くの企業が新規上場する際にはまず自国の取引所を検討するだ

ろう。
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（WFE）によると、6月末時点のニューヨーク
証券取引所における国内市場の時価総額13.79
兆米ドルに対し、上海市場は2.8兆米ドルであっ
た。同様に、2011年6月末現在、香港市場もア
ジア地域の金融センターとして成長しているも
のの上場している外国企業はいまだ23社に過ぎ
ないのに対し、ロンドン市場には593社の外国
企業が上場している14。 

　ニューヨークやロンドンのような現在の国際
的金融センターは、個人投資家から機関投資家
まで含む整備された投資家層を背景とした巨大
な流動性、長期にわたり組織的に構築されてき
たインフラと人的資源により恩恵を受けてい
る。伝統的にこうした特性により、極めて優位
な立場にあり簡単に模倣されることはないと考
えられている。

　インドのような市場から海外上場を検討する
多くの企業にとって先進国の市場は、依然魅力
的でなものであるとインドの投資銀行Religare
の上場責任者のRick Thompson氏は述べている。
同氏によると、いまだに多くのインド企業がロ
ンドン上場による名声を求めている。「2010年
にインド企業が海外で調達した資金の73%はロ
ンドン経由であり、インドの企業家の多くはロ
ンドン上場を強く望んでいる。彼らは、個人か
ら機関投資家まで含む整備されたロンドンの投
資家層の特性と、このことによりもたらされる
柔軟性を好んでいる」とThompso氏は述べて 
いる。

　しかし、これらの歴史的な優位性をこの先維
持していくことは困難であるとの見方を回答者
は示している。回答者のわずか19%が先進国市
場の証券取引所の優位性は簡単にはなくならな
いと考えている一方、30%の回答者は新興国市
場の新興取引所が先進国市場の取引所に追い付
き、追い越すことは可能だと考えている。とは
言え、半数を超す回答者は、新市場の状況がど
のように形成されていくかは分からないと答え
ている。

　今日の資本市場をけん引している取引所にと
って、新たな挑戦をしていくことは非常に重要
であるということには多くの合意が得られてい
る。76%の回答者は、先進国市場は新興国市場
から上場企業を誘致することに力を注ぐ必要が
あり、新興国市場を過小評価すると、結果的に
市場シェアを失うことになるだろうと考えて 
いる。

　 ロ ン ド ン 証 券 取 引 所 の 上 場 責 任 者 で あ る
Tracey Pierce氏はそのような課題を十分認識し
ているが、それでもロンドン市場は株式市場の
シェアを守ることができると考えている。先進
国市場から新興国市場への経済力のシフト、資
本の再配分が起きるかもしれない。しかし、ど
こが成長し、どこで資金が必要とされ、どこで
資金調達が行われるか、さらにどこで株式が取
引されるかは区別して考えることが重要であり
「経済力のシフトと株式市場へのインパクトと
の間には必ずしも相関関係が存在する訳ではな
い」とPierce氏は述べている。

14  国際取引所連合（WFE）
15 TheCityUK
16 Dealogic データ.

　国際的に展開するほとんどの企業はグローバ
ルな金融センターで上場したいと考え、それは
一般的にいまだロンドンであり、ニューヨーク
であると考えられる。年間株式取引額が246兆
米ドル15に達するロンドン証券取引所で新興国
企業の株式取引が増加するということは、それ
らの企業がロンドン上場によっていまだに大き
なメリットを得ることができることを示してい
るとPierce氏は述べている。 

　「新興市場の多くの企業は、IOB（Interna-
tional Order Book）で取引される預託証券（GDR）
の形態でロンドン市場に上場している。2009年
にはIOBはLSEの取引量の5%を占めていたが、
今日では預託証券を利用したIOBの取引量はLSE
の取引量の20%を占めるようになっている。こ
のことは成長力の高い新興市場の株式に対する
需要の増加を示しており、またロンドン市場が
提供する規制モデルの品質、取引インフラの両
面において、投資家の期待に応えられている証
でもある」

「経済的な変化と株式市場への影響との間には、必ずしも相関関係が存在する訳で
はない」　ロンドン証券取引所　株式発行市場ディレクター Tracey Pierce氏
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流動性が最重要
図11 新規上場の際、証券取引所や市場を選択する上で、最も重要視する要素は何ですか？（3つまで選択可）
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Peer-group performance
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Index inclusion

By 2025, there will be a substantial shift in developed market 
companies looking to the stock exchanges of emerging markets, 
rather than those of other developed markets, for their IPOs.
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出典： Economist Intelligence Unit Survey

　上場する市場を選択する際の最も重要な要素
は流動性であると62%の回答者が答えている。
アナリストによる情報と投資家基盤の大きさと
した回答は38%、上場時および上場後の法的要
件とした回答は36%という結果になった。

　これまでのところ、国内および国際的な資本
の蓄積があるため、先進国市場の流動性は新興
国市場よりもはるかに高くなっている。Citiの 
データによると、2010年末までにアジアの機関
投資家により保有される資産は、ほんの5年前の
水準の4倍に当たる1.6兆米ドルになった。しか
し、英国（6.5兆米ドル、前年比17%増、全世界

の資産の8.2%）および米国（35.6兆米ドル、全
世界の資産の44.9%）16 の方がはるかに上回って
いるのが現状である。

　Pierce氏はロンドンに代表されるような一箇
所に資金が集中する市場は、外国企業を引き付
ける力があると考えている。「ロンドン市場で
上場した企業は世界中の海外株式への投資資産
にアクセスすることが可能となる。ロンドン市
場には1.9兆米ドル以上の株式への投資資産があ
るが、そのうち1.4兆米ドルは海外株式に投資さ
れている。また、ロンドン市場は上場企業に対
する外国からの投資割合が最も高い市場でもあ

「インドの企業家の多くはロンドン上場を強く望んでいる。彼らは、個人から
機関投資家まで含む整備されたロンドンの投資家層の特性と、このことにより
もたらされる柔軟性を好んでいる」 
インドの投資銀行、Religareの上場責任者　Rick Thompson氏

流動性/回転率

アナリストによる情報と投資家基盤の大きさ

上場時および上場後の法的要件

インフラの整備状況（サービスプロバイダの利用可能性、例：引受証券会社）

高い企業評価

取引所の重視している分野　例：テクノロジー、鉱山業など

上場にかかる費用

上場にかかる時間

同業他社のパフォーマンス

文化や言語の親和性

設立国、主な営業活動や本社からの近さ

指標に組み込まれるか
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る。こうした理由によりロンドン市場は非常に
流動性の高い市場となっている」。

　ロンドン、ニューヨーク市場にはほかにも魅
力的なところがある。Credit SuisseのReece氏は
次のように述べている。「法律専門家による 
サービス水準やプライベートエクイティファン
ドの強さなど金融サービス産業としての完成度
が高く、またそれは市場活動を行うためには非
常に重要であり、先進国市場の大きな利点であ
る」。

　「プライベートエクイティ（PE）やヘッジフ
ァンドなどの投資家は資本市場を活発にするた
めには重要な存在である。たとえば、PEは株式
上場やその後の諸活動に関して、株式公開・流
通市場における重要な市場参加者でもある。PE
業界の財務状況や資金化取引により資本市場の
厚みが増す。こうした状況は当分変化しないだ
ろう」とReece氏は主張している。「PEは、 
ヨーロッパの新興地域ではしっかりとした基盤
はなく、アジア地域にはほとんど存在していな
い。PEがアジア、アフリカや中南米に拠点を移
す動きは見られるものの、現在のところ、ロン
ドンやニューヨークのようなPEコミュニティー
は根付いていない」。

　GoldmanのWesterman氏は金融インフラが整
備されていることが重要と考えている。「広い

意味での金融サービスインフラ（投資銀行のア
ナリスト、セールストレーディング業務、法律
事務所、機関投資家、プライベートエクイティ
など）は今までのところニューヨークやロンド
ンなどの先進国市場に集中している。これは先
進国市場が活気に満ち溢れ、奥行のある市場で
有り続けることを示している」と同氏は主張し
ている。

17 Dealogic データ

「ロンドン市場は、外国からの投資割合が最も高い市場である。こうした理由によりロ
ンドン市場は非常に流動性の高い市場となっている」 
ロンドン証券取引所 株式発行市場ディレクター Tracey Pierce氏 
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まとめ
　新興市場は今後のグローバルにおける成長の
大部分を占めるものと見込まれており、IPO市場
に関して彼らの重要性はますます上昇してきて
いる。しかし、少なくとも今のところは、北米 
（特に米国が圧倒的な割合を保持している）
が、全体的な株式資本市場の取引量に関しては
中心であり続けている。今上半期、北米では株
式取引で最高額（前年同期比で46%増加の1,786
億米ドル）を記録した。そのうち米国が1,354
億 米 ド ル （ 前 年 比 5 6 % の 増 加 ） を 占 め て お
り、2008年以来上半期では最高額を記録してい
る。対照的に、アジア太平洋地域は唯一取引が
減少した地域であり、2011年上半期は12%の減
少の1,255億米ドルとなった17。

　金融危機と成長懸念は市場の自信を喪失させ
ているが、ヨーロッパ、中東、アフリカの市場
を除外するのは時期尚早と考えられる。日本を
除くアジア太平洋地域の新規上場による資金調
達金額は2010年の483億米ドルから473億米ド
ルに減少した。一方でヨーロッパ、中東、アフ
リカの新規上場金額はそれらより少なく上半期
で300億米ドルであったが、同第2四半期では
259億米ドルに一気に増加し、2007年第４四半
期以来の最高額となった。

　重複上場を検討する大企業が次第に増えてい
くであろうことは、当然の流れと考えられる。
「複数の取引所に上場することで持続的な取引
量が見込まれるのであれば、当該地域に株主を
持つことは会社にとってプラスに働くことにな
る。また、新興国市場を中心に活動をしている
大企業にとっては、投資家の視点から重複上場
に意味があるかどうか、また業務上関連する地
域での上場に意味があるかどうかが、大きな関
心事となる」とCredit Suisseの Reece氏は考えて
いる。

　Goldmanの Westerman氏によれば「重要なの
は世界が変化していることにある。世界のさま
ざまな場所での企業活動が増えていることは明
らかである。特に新興国市場での明確な方針を
採っている企業にとっては、今までより上場に
関して選択肢が増えている」。

「ロンドン、ニューヨーク市場には、さまざまな魅力がある。法律の専門家に
よるサービス水準やプライベートエクイティファンドの強さなど金融サービス
産業としての完成度の高さは市場活動を行うためには非常に重要であり、これ
は先進国市場における大きな利点である」  
Credit Suisse グローバルECM責任者 Joe Reece氏 
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　本レポートの調査結果から、私たちは今後数年
の間に劇的な資本市場の変化に立ち会うことにな
るのかもしれない。新興国地域が成長を続け金融
におけるプレゼンスを築くことになれば、市場イン
フラ、人的資源および投資活動がアジアへシフトし
ていくことになると思われる。

　他方、先進国と新興国どちらの証券取引所も既
に今後の戦いを見据えている。欧米における取引
所の統合は、取引の連携や資本にアクセスできる
資本の範囲の拡大を促進し続けている。また、新
興国市場においても、取引所グループが共同でイニ
シアチブをとりながら大きな枠組みで統合すること
により、大きな組織を作り上げようとしている動き
を見ることができる。

　ありとあらゆるシナリオを想定することができ
る。特に市場参加者はアジアへのシフトが阻害され
る、あるいは限定されてしまう重要な要因が存在す
ることを十分に認識している。そうした要因には次
のようなものが考えられる。

• 適切な規制環境が構築されていくか

• 政治不安は解消され政府による市場介入がなくな
るか

• 適切な市場インフラが構築されていくか

• 流動性は十分か

　株式公開は多くの企業が経験する大きな変化で
あり、とても困難な作業を伴うように思われるかも
しれない。また、適切な上場市場を選択することは
会社が行う多くの意思決定の中でも重要であり、
将来の企業経営に大きく影響することとなる。

　本レポートで示したように、今後、企業はより多く
の選択肢を検討することができることになる。企業
が考慮すべき重要なポイントは、ある企業にとって
相応しい市場があったとしても全ての企業に当ては
まるとは限らないということである。一旦上場を決
断すると、上場市場を決定するために多くの要因を
検討する必要がある。これらの中には、ビジネスラ
イフサイクルや企業の成熟度などの会社の成長ス
テージ、希望する投資家層と取引所の適合性、株価
インデックスに含まれることのメリット、上場後の
規制要件への遵守などさまざまなものが含ま 
れる。

PwCの見解

上場に成功しているほとんどの企業は、どこ
に上場するか検討する際、また短期的・長期
的視線に立って最良な市場選択を行う際、実
現可能な選択肢を評価し、さまざまな情報に
基づき意思決定を行っている。
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