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要旨 

株価は投資家の平均的意見を反映して決定されるが、既公開株への投資で覚悟

しなければならないリスクは、「将来の」平均的意見がどうなるかよくわから

ないという意味での不確実性だけである。これに対して、新規公開株への投資

で覚悟しなければならないリスクは、それだけでなく、「現在の」平均的意見

さえもその水準がどこにあるかよくわからないという意味での不確実性があ

る。IPO の初期収益率が高いのは後者に対して投資家がプレミアムを要求する

ためであるという仮説を提示し、妥当性を検証したところ、強く支持する結果

が得られた。 
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＜要 約＞ 
 
IPO の公開価格決定方式として 1989 年に導入された部分入札方式は、その仕組みゆえに、
1）証券会社が投資家の需要構造を正確に把握できる、2）情報の非対称性からくる問題が
深刻となりえない、3）公開企業から投資家への所得移転が証券会社のキャッシュフローを
高めるように作用しないという性質を備えているので、証券会社による過小値付けの誘因

はほとんどないと考えられる。そこで、証券会社が落札加重平均を割り引く形で非入札株

の公開価格を決定するようになった 1993 年以降の IPO を対象に、公表された入札結果を
もとに非入札株の需給均衡価格を推定したところ、公開価格と一致しているという証拠が

得られた。では、なぜ just-pricing なのに平均で 11％強の初期収益率が実現したのだろう
か。この謎に対して筆者は、新規公開株の場合、投資家の「平均的意見」が公開前の段階

では不確実にしかわからないため、個々の投資家は、たとえ「自分の意見」に自信があっ

ても、平均的意見（を反映して決まる株価）がどの水準にあるのかについて自信が持てず、

そのため新規公開株に対するビッドを低めに提示する、という不確実性プレミアム仮説を

提示する。仮説の妥当性を検証したところ、強力に支持する結果が得られた。 

 
キーワード：IPO、部分入札方式、過小値付け、just-pricing、投資家の平均的意見、 

不確実性プレミアム仮説 

 
                                                  
＊ 本稿は 2006年度日本ファイナンス学会（2006年 6月 17・18日、東京大学）での報告用に作成された
ものである。未定稿なので無断引用は避けられたい。コメント歓迎。連絡先：kaneko@fbc.keio.ac.jp 
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１．はじめに 

 
 新規株式公開（IPO）において、公開初日に市場で成立する価格（以下、初値）が、公開

直前に公募・売出しの形で新規公開株が投資家に割り当てられるときの価格（以下、公開

価格）を平均的に大きく上回るという現象は、昔から世界中で観察されており、IPO 研究

者の間でいまだに最大の関心事となっている1。そして、長いこと研究者の間では、この「異

常に高い初期収益率」という現象と公開価格の「過小値付け（underpricing）」という現象

は、同じことの別表現とみなされてきた2。すなわち、初期収益率が異常に高いのは、引受

業者－日本流に言うと引受主幹事を務める証券会社のこと－ないし公開企業が何らかの理

由で公開価格を意図的に低く設定しているからであるというわけである。そして、その理

由を明らかにしようとする試みがいろいろとなされてきた。こうした試みを総称して過小

値付け説と呼ぶが、よく知られているように、逆選択仮説はその中で今日もっとも支持さ

れている解釈である。 
 過小値付け説の考え方を視覚的に示したのが図１である。公開価格は図の P0のように需

給均衡水準（P＊）より低いところに設定され、公開初日に P＊までジャンプする形で初値が

決定される。ここで、公開企業は面積 DFHG に相当する額の機会損失を被り、その分だけ

新規公開株の割当を受けた投資家に所得移転が起こっている点は注意を要する。 
＜図 1 挿入＞ 

 過小値付け説の考え方が米国を中心に生まれた背景には、株式市場は効率的であるとい

う信念にも似た考え方がある。すなわち、公開初日といえども市場で決定される株価は企

業価値に関する情報を正しく反映しているはずであり、それゆえ、初期収益率が異常に高

いのは市場で決定される初値が本来の水準より高いからではなく、引受業者らにより決定

される公開価格が本来の水準より低いからである、というわけである。 
 こうした考え方に対しては、もちろん異論がないわけではない。たとえばわが国では、

初期収益率が高いのは、投資家間に「新規公開株は必ず儲かる」という神話が根強く存在

し、それが公開前の割当を受けられなかった投資家を公開初日に買いに走らせ、初値を高

く押し上げているからだ、という解釈が実務家を中心に古くからある。しかし、ここでの

関心事は公開価格の決定メカニズムにあるので、ひとまず初値は妥当な水準に決定されて

いるとみなして話を進めよう。 
 いま、公開価格決定のイニシアチブを握っているのは引受業者－正確には引受主幹事を

務める証券会社－であるという現実的な仮定を置くと、彼らが公開価格を低めに設定する

誘因は大別すると次の３つしかない。 

                                                  
1 IPO に関する理論・実証研究を幅広く展望したものに Jenkinson and Ljungqvist (2001)がある。また、

より最近の米国における実証研究を展望したものに辰巳憲一（2006a）(2006b)がある。 
2 ここで初期収益率は（初値－公開価格）／公開価格で定義される。実務の世界では初値と言うと初日の

始値を指すが、欧米の IPO 研究者は初値を終値でとらえることが多い。 
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１つは、需給均衡水準がわからず公開価格を高めに設定してしまうことのリスクを回避

したいという誘因である。具体的には、売れ残り株を引き受けることの損失を回避したい

とか、公開後の価格維持に要する費用を減らしたいとか、損失を被った投資家から訴訟を

受けるような事態を回避したいなどの誘因である。しかし、もし仮に引受業者が投資家の

需要構造を正しく把握しているなら、需給均衡水準を事前に推測できるので、こうした誘

因は生じないはずである。 
2 つめは、公開企業の価値に関する「情報の非対称性」からくる問題を回避したいという

誘因である。たとえば、レモン（質の劣る企業の株式）をつかむのを恐れて新規公開株に

手を出そうとしない情報劣位の投資家が安心して購入できるように公開価格を低めに設定

するとか（逆選択仮説）、情報優位の投資家に事前のヒアリングで正しい情報を提供しても

らうための手段として過小値付けを利用する（情報収集仮説）、などが考えられる3。 
 ３つめは利益相反的な誘因である。すなわち、公開企業から投資家へと所得移転を引き

起こすことで引受業者の将来キャッシュフロー（CF）が高まるような場合には、公開価格

を低めに設定しようとする。たとえば、日本の総合証券会社のように、発行市場での引受

業務のみならず流通市場での委託売買業務も営んでおり、しかも後者が主たる収入源であ

る場合、発行企業の利益を犠牲にして大口投資家の利益を高めるという利益相反的行為が

評判効果を通して彼らのトータル CF を高めるという可能性は十分にある。 
引受業者が過小値付けすることの誘因は、大別すると以上の３つしかないと考えられる。

逆に言うと、１）投資家の需要構造が正確にわかり、２）情報の非対称性からくる問題が

無視しうるほど小さく、３）公開企業から投資家への所得移転が引受業者の将来 CF を高め

るように作用しない場合には、引受業者は過小値付けをしないはずである。 
理由は３節で述べるが、わが国で 1989 年 4 月に導入された部分入札方式は、これら３つ

の条件をかなりの程度満たしている。92 年 12 月までは、落札加重平均価格をそのまま公開

価格とする方式であったので、引受業者に裁量の余地はなかったが、93 年 1 月以降は引受

業者が落札加重平均価格を割り引く形で公開価格を決定するようになった。そのため、93
年以降に同方式下で実施された IPO のデータセットは、興味ある次の疑問に答えを与える

ことを可能にしてくれる。すなわち、上記３条件が満たされている状況下において、引受

業者は公開価格を需給均衡水準に設定しているのではないだろうか。この推測を確かめる

ことが本稿の第一の目的である。 
具体的には、個々の銘柄ごとに、入札結果（総入札株式数、最高・最低落札価格、落札

加重平均価格）のデータを用いて投資家の需要曲線を推定し、非入札株を過不足なく売り

尽くすための価格水準を求める。そして、この推定均衡価格で公開価格を説明するクロス

                                                  
3 逆選択仮説の代表的文献として Rock (1986)と Beatty and Ritter (1986)があり、情報収集仮説の代表的

文献として Benveniste and Spindt (1989)がある。なお、本稿では引受業者が公開価格設定のイニシアチ

ブを握っていると仮定しているので、公開企業がイニシアチブを握っているとする立場の仮説－シグナリ

ング仮説、プリンシパル・エージェント・モデル、所有と経営の関係に着目した諸仮説など－は取り上げ

ない。詳しくは Jenkinson and Ljungqvist (2001)の 3～5 参照。 
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セクション回帰式を計測する。結果を先に述べるなら、驚くべきことに決定係数は 99％以

上であった。このことは、部分入札方式下において、引受業者は新規公開株を過小値付け

しているのではなく、just-pricing していることを意味する。 
 ここで新たな疑問が湧いてくる。表 1 は 93 年以降の新興企業向け 3 市場における IPO
の件数と平均初期収益率を年ごとに示したものである。これを見ると、97 年 9 月に「実質

的に」部分入札方式に取って代わる形で導入されたブックビルディング方式下の IPO ほど

ではないにしても、部分入札方式下の IPO も、制度移行過程の 97 年を別とすれば 2 桁台

の高い初期収益率を実現していることがわかる4。では、なぜ公開価格が just-pricing され

ているのに高い初期収益率が実現したのだろうか。このパズルに対して整合的な解釈を提

示し、その妥当性を検証することが本稿の第二のそして主たる目的である。 
＜表 1 挿入＞ 

 以下の構成を簡単に紹介しておこう。まず、2 節で部分入札方式の仕組みを本稿の議論に

関係のある範囲で紹介する。続いて 3 節で、引受業者に過小値付けの誘因が生じないのは

どういうときかをあらためて整理・検討した上で、部分入札方式がそれらの条件をいずれ

も満たしていることを説明する。引受業者は公開価格を需給均衡水準に設定しているので

はないかという推測を確かめるために、4 節では、入札結果のデータを用いて投資家の需要

曲線を推定する方法を説明する。5 節では、推定された需要曲線をもとに非入札株を過不足

なく売り尽くすための価格水準を計算し、この推定均衡価格と実際の公開価格が一致して

いるかどうかを調べる。両者が確かに一致しているという結果を受けて、続く 6 節では、

なぜ just-pricing なのに高い初期収益率が実現したのかを解明するために、投資家の平均的

意見に関する不確実性プレミアム仮説を提示し、7 節でその妥当性を検証する。最後の 8 節

で以上の分析結果を要約し、それのもつ含意を考察する5。 

 
  
２．部分入札方式の仕組み 

 
公開価格決定方式としての部分入札方式は、それまでの固定価格方式に取って代わる形

                                                  
4 表 1 を見るとただちに 2 つの疑問が湧いてこよう。１つは、なぜブックビルディング（BB）方式の平均

初期収益率が部分入札方式のそれよりはるかに高いのかという疑問である（Kaneko and Pettway (2003)
によると、企業属性や市場条件などをコントロールしても、BB 方式の初期収益率は部分入札方式のそれよ

り有意に高い）。2 つめは、97 年 9 月に BB 方式が導入されて以来、両方式は選択可能になったにもかかわ

らず、なぜ部分入札方式はその後まったく採用されていないのかという疑問である。本論から逸脱するの

で詳しい説明は省略するが、前者については、BB 方式のもつ自由度の高さ（制約の緩さ）ゆえに、引受業

者が過小値付けする誘因－とりわけ情報問題回避誘因や利益相反誘因－が強いと考えることで説明がつく

ように思われる。後者については、情報問題に着目した Kutsuna and Smith (2004）による説明と、利益

相反誘因に着目した金子隆（2002）による説明の 2 通りがいまのところ考えられる。 
5 本稿の４節から６節までの内容は、筆者が 1999 年 6 月の日本経済学会で報告した論文” IPOs Are not 
Under-priced but Just-priced: Evidence from Japan and Interpretation”をベースにしている。しかし、

本稿の執筆に当たっては、議論の展開方法を全面的に改め、仮説の検証（７節）を新たに加えている。 
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で 1989 年 4 月に導入された。その後、92 年 4 月と 12 月末に改正が行われ、93 年 1 月以

降は「現行の」方式となっている。ここで敢えて「現行の」と強調したのは、97 年 9 月に

ブックビルディング方式が導入されて以来、両者は選択可能となったにもかかわらず、移

行期ともいえる最初の１ヶ月余を別とすれば、現在に至るまで部分入札方式を採用した企

業は１社もないからである（脚注 4 参照）。ここで、部分入札方式の仕組みを以下の議論に

関係のある範囲で紹介しておこう。 
① 公開日の 1～2 週間前に、新規公開株数（＝公募株数＋売出し株数）の 50%以上を対象

として、コンベンショナル方式（複数価格決定方式）の競争価格入札を実施する。補足：

これは、入札参加者に各自の希望する価格と株数を入札させ、入札価格の高い順に予定

株数に達するまで落札していく方式である。以下では、新規公開株のうち入札に掛けら

れる部分を入札株と呼び、残りの部分（引受業者の裁量により割り当てられる部分）を

非入札株と呼ぶ。後者に適用される価格がここで言う公開価格である。 
② 公開企業の関係者（役員・従業員とその家族、10 大株主、証券会社の役員と従業員、

公開企業と人的ないし資本的関係にある企業の役員他）には入札参加資格がない。 
③ 一投資家が入札できる株数は、5 千株の範囲内で引受業者が定める１単位（多くの場合

1000 株）に制限されている。したがって、入札には株数は記さず価格のみを記すこと

になる。 
④ 入札に際しては、これより低い価格では入札できないという入札下限価格が示される。

これは、既に公開している同業他社（2 社以上）の株価と財務内容をもとに計算される

類似会社比準価格の 85%水準に設定される6。以前は、これより高い価格では入札でき

ないという入札上限価格もあったが、92 年 4 月に廃止された。 
⑤ 落札者のキャンセルを防止するため、入札参加者は申込時に入札預け金を納入すること

が義務づけられている。 
⑥ 入札結果（総入札株式数、最高・最低落札価格、落札加重平均）は即日公表される。 
⑦ 総入札株数（投資家が出してきた入札の総数）が入札株数に満たない場合、落札されな

かった部分は入札下限価格で落札されたものとみなして、落札加重平均が計算される。 
⑧ 引受業者は入札結果を参考にして公開価格を決定する。92 年 12 月以前は落札加重平均

をそのまま公開価格とすることが義務づけられていたが、それだと公開価格が高くなり

すぎてしまう傾向があるということで、93 年 1 月以降は落札加重平均を割り引く形で

公開価格を設定できるようになった7。 

                                                  
6 類似会社比準価格は以下のように計算される。類似会社の株価（直前月の平均株価）×1/2×｛(公開企

業の 1株当たり純利益／類似会社の 1株当たり純利益)＋（公開企業の 1株当たり純資産／類似会社の 1株

当たり純資産）｝。なお、類似会社をどこにするかは引受業者が公開企業と相談して決定することになって

いるが、93 年 1月以降は選択の理由を公表することが義務づけられている。 
7 『増資白書 1993 年版』（『旬刊商事法務』1993 年 6 月 30 日臨時増刊号）によると、「新制度では、落札

価中平均価格を基準として、入札状況・期間リスク・需要見通し等を総合的に勘案して公開価格を決定す

ること」になっている。 
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⑨ 公開価格の設定に際して、引受業者は入札下限価格より低く設定することはできないが、

それ以外の制約は特にない。ただし、割引の理由を公表する義務がある。 
⑩ 非入札株の割当に際して、引受業者は公開企業の関係者（上記②参照）に割り当てるこ

とはできない。 
⑪ 引受業者が一投資家に割り当てることのできる非入札株数は、入札株と同様、1 単位に

制限されている（上記③参照）。 
⑫ 非入札株に対する投資家の需要が過多であっても、引受業者にオーバーアロットメント

は認められていない8。 
⑬ 参考までに、部分入札方式下の引受手数体系は以下のようになっている。 

94 年 11 月以前：（公開価格×3.1%＋2 円）×株数 …発行総額 500 億円以下の場合 
94 年 12 月以降：自由化（実勢は発行総額の 3.3％前後） 

 以上が部分入札方式の仕組み上の特徴である。この方式下では、引受業者に過小値付け

の誘因がほとんど生じないことを次節で説明する。 

 
 
３．部分入札方式下における引受業者の価格設定行動 

 
（１）所得移転による評判効果 
 すでに１節で触れたが、引受業者に過小値付けの誘因が生じないのはどういうときかを

あらためて整理しておこう。理論的に考える限り、以下の３つの条件がすべて満たされて

いるなら、引受業者に過小値付けの誘因は生じないはずである。 
条件１：引受業者が投資家の需要構造を正しく把握している。 
条件２：情報の非対称性からくる問題が無視しうるほど小さい。 
条件３：公開企業から投資家への所得移転が引受業者の将来 CF を高めるように 

作用しない。 
まず、条件 1 が満たされているなら、引受業者は需給均衡水準がわかるので、公開価格

を高めに設定してしまうことのリスク（例、売れ残りが生じた場合の損失）を恐れる必要

はない。また、条件 2 が満たされているなら、逆選択のような情報問題を解決するために

わざわざ公開価格を低く設定する必要もない。 
 条件３については補足説明が必要と思われる。図 1 で、公開価格をたとえば P0に設定す

ると、面積 DFHG に相当する額の所得移転が公開企業から投資家に起こることはすでに述

べた通りである。逆に、公開価格をたとえば P1 に設定すると、面積 ACFD に相当する額

の所得移転が投資家＆引受業者から公開企業に起こる。なぜなら、線分 AB だけの割当を

受けた投資家は面積 ABED に相当する額の機会損失を被り、線分 BC だけの売れ残りを抱

                                                  
8 オーバーアロットメントとは、当初の新規公開株数を超える需要があった場合に、引受業者が公開企業

の大株主から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売することを言う。 
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えた引受業者は（公開初日に P＊で売却するしかないので）面積 BCFE に相当する額の損

失を被るからである。 
以上のことを踏まえて、公開価格の高低がもたらす所得移転の大きさと方向を示したの

が図２である。図からもわかるように、引受業者が公開価格を低めに設定しようが高めに

設定しようが、誰かの損失が誰かの利得になるだけで、当事者の損失と利得を集計すれば

常にゼロとなる。しかし、こうした所得移転が評判効果を通じて引受業者（正確には証券

会社）の将来 CF に及ぼす効果は、必ずしも中立的ではない。なぜなら、投資家と企業と

では証券会社との業務上の関わり方が異なるからである。 
＜図 2 挿入＞ 

いま、日本のケースのように、発行市場での引受業務のみならず流通市場での委託売買

業務も営んでいる証券会社が引受主幹事を務めているとすると、過小値付けや過大値付け

による所得移転は一般に次のような評判効果を生むと考えられる。 
過小値付けによって利益を得れば、将来、同じ証券会社に売買の注文を出す 

     過大値付けによって損失を被れば、将来、違う証券会社に売買の注文を出す 
過小値付けによって損失を被れば、将来、違う証券会社に引受主幹事を依頼 

     過大値付けによって利益を得れば、将来、同じ証券会社に引受主幹事を依頼 
要するに、証券会社が過小値付けをすると、一方では、利益を得た投資家に対してプラ

スの評判効果が働き、将来の委託手数料収入を増やすように作用するが、他方では、損失

を被った企業に対してマイナスの評判効果が働き、将来の引受手数料収入を減らすように

作用する。では、証券会社の将来 CF に及ぼすプラスの評判効果とマイナスの評判効果は互

いに相殺され、ネットの効果はゼロになるのだろうか。少なくとも日本の証券会社につい

ての答えはノーである。その理由は以下の通りである。 
日本の場合、大手の総合証券会社といえども、受入手数料が営業収益の過半を占めてい

るが、その内訳を見ると、依然として委託手数料が中心であり、引受手数料の占める割合

はわずかである9。つまり、収益構造を見る限り、彼らにとっての上得意は流通市場で証券

を売買する投資家－それも規模の経済が働く大口投資家－であって、発行市場の顧客（企

業）ではないのである。そうした状況下では、過小値付けにより発行企業に損をさせ、上

得意の大口投資家に得をさせるという利益相反的行為が、証券会社の将来 CF を高めるよう

に作用することは容易に想像がつく。 
以上の関係を仮説数値例により直観的に示したのが表２である。ここでは、公開価格を

需給均衡水準より 20％高く設定（過大値付け）した場合と、20％低く設定（過小値付け）

した場合を想定し、単純化のため、いずれの場合もトータルで 100 の所得移転が起こると

想定している。過大値付けした場合、投資家は 60 の損失を被るので将来の委託手数料収入

                                                  
9 たとえば、野村證券の 2005 年 3 月決算によると、営業収益に占める受入手数料の割合は 52％であり、

受入手数料の内訳は、委託手数料が 44.7％、引受・売出し手数料が 13.6％、募集・売出しの取扱手数料が

16.5％、その他の受入手数料が 25.2％となっている。 

投資家 

企 業 
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に対してマイナスの評判効果が働き、発行企業は 100 の利益を得るので将来の引受手数料

収入に対してプラスの評判効果が働く。どちらの効果が大きいかは、投資家だけが損失を

被るわけではないので、日本の証券会社の場合であっても、一概に言えない。 
＜表 2 挿入＞ 

反対に、過小値付けした場合、発行企業は 100 の損失を被り、投資家は 100 の利益を得

る。その結果、将来の引受手数料収入に対してマイナスの評判効果が働き、委託手数料収

入に対してプラスの評判効果が働くが、大口投資家が一番の得意客という日本の証券会社

の収益構造を前提とする限り、CF に及ぼすネットの効果はプラスになると考えられる。 
ただし、以上の議論は、投資家への新規公開株の割当に際して割当株数と割当先に関す

る制約がないという前提のもとに成り立っている。この前提が満たされているからこそ、

証券会社は「日頃お世話になっている大口投資家に過小値付けされた新規公開株（という

アメ玉）をたくさん割り当てる」ことが可能となり、またそうすることで将来 CF に対する

ネットの評判効果をプラスにすることができるのである。 
逆に言うと、もし何らかの理由でこの前提が満たされなければ、新規公開株を得意客に

割り当てるという行為自体が制約を受け、ネットの評判効果をプラスにすることは難しく

なる。つまり、それだけ上記の条件３が満たされる可能性は大となる。 

 
（２）部分入札方式下における引受業者の価格設定行動 
 2 節で仕組みを紹介した部分入札方式のもとでは、上記の条件１～３がいずれも満たされ

ている可能性が大である。その理由は以下の通りである。 
 第一に、入札結果が直ちに公表されるので、入札株に対する投資家の需要構造はかなり

正確にわかる。しかも、投資家はたとえ落札できたとしても１単位しか入手できないので、

彼らの需要は入札の段階では一部しか満たされていないと考えられる。したがって、同じ

く１単位しか入手できない非入札株に対する彼らの需要構造は、入札株に対する需要構造

と同じとみなして差し支えない。ゆえに、条件１は満たされていると言ってよい10。 
 第二に、内部情報を知りうる立場にある公開企業の関係者は、入札に参加できないだけ

でなく、引受業者からの割当も受けられないから、逆選択のような情報問題は起こりにく

いと考えられる。それに、仮に情報優位者が入札に参加できたり、引受業者からの割当を

受けられたりしても、所詮 1 単位しか入手できないから、そのことが情報劣位者に及ぼす

悪影響は取るに足らないと考えられる。ゆえに、条件２も満たされていると言ってよい11。 
 第三に、大口投資家といえども新規公開株は１単位しか割当を受けられないから、引受

業者が公開価格を低めに設定しても、個々の投資家から見たら所得移転の額はたかが知れ

                                                  
10 ブックビルディング（BB）方式の場合、BB 期間中に需要の積み上げが行われるので、やはり条件１が

満たされている可能性は大である。 
11 BB 方式の場合、新規公開株式の割当株数に制限はなく、割当先については「各証券会社が販売顧客の

禁止範囲を社内規制で定めること」になっているにすぎない（平成 9 年 8 月 8 日の日本証券業協会の理事

会決議）。したがって、条件２が満たされていない可能性は大である。 
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ている12。したがって、投資家への所得移転がもたらすプラスの評判効果はほとんど期待で

きない。ゆえに、条件３も満たされていると考えてよい13。 
以上の理由により、部分入札方式下においては、引受業者は公開価格を過小値付けする

誘因をもたないということが推察される。では、引受業者はどこに公開価格を設定してい

るのだろうか。過小値付けする誘因がないからといって、即、需給均衡水準に設定すると

考えてよいのだろうか。 
条件１～３が満たされている場合、引受業者は、引受業務から直接的に生じるに収入と

費用のみに着目して公開価格を決定すると考えるべきであろう。ここで、直接的な収入と

は引受手数料収入であり、直接的な費用とは引受業務にかかる経費と売れ残りが生じた場

合に被る損失である。常識的に言って、引受業務にかかる経費は公開価格の水準には依存

しないから、いま新規公開株数（N0）と引受手数料率（u）を所与とすると、引受業務に伴

う収入と費用は図３のように示される。 
＜図３挿入＞ 

厳密なモデル展開をしないと正確なことは言えないが、収入と費用の差が最大になるの

は、公開価格が需給均衡価格（P＊）またはその少し上の領域で設定されたときであること

が、図からも確認できる14。これより、部分入札方式下において引受業者は公開価格を需給

均衡水準の近辺に設定していることが推測される。 

 
 
４．公開前市場における需給均衡価格の推定方法 

 
では、本当に引受業者は公開価格を需給均衡水準近辺に設定しているのだろうか。これ

を確かめることが本稿の第一の目的である。そのためには、需給均衡価格を推定する必要

があるが、本節ではその方法を紹介する。 
最初に推定方法の全体像を述べておくなら、まず、公表された入札結果（総入札株式数、

最高・最低落札価格、落札加重平均価格）のデータを用いて「入札株に対する投資家の需

要曲線」を推定する。次に、これを「非入札株に対する投資家の需要曲線」とみなして、

残りの非入札株を過不足なく売り尽くすための価格水準（＝需給均衡価格）を求める。 
ここで当然浮かんでくるのは、なぜ、「入札株に対する需要曲線」を「非入札株に対する

需要曲線」とみなすことができるのかという疑問である。これについては次のように考え

                                                  
12 1993 年から 96 年までの 4 年間に店頭市場に上場した 407 銘柄の平均公開価格は 2,530 円であり（額

面 5 万円のネットワンシステムズは除く）、平均初期収益率は 12.8%であった。ほとんど銘柄で、1 単位は

1000 株に定められていたので、大口投資家といえども「過小値付け」によって平均で 32 万円しか稼げな

かったことになる。 
13 BB 方式の場合、脚注 10 で述べたのと同じ理由により、条件３が満たされていない可能性は大である。 
14 図 3 から容易にわかるように、引受手数料率（u）が低いほど、新規公開株数（N0）が少ないほど、そ

して限界的な売れ残り損失の逓増度が高いほど、需給均衡水準が最適値となる可能性は高まる。 
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ればよい。部分入札方式の性質により、入札株のみならず非入札株についても投資家は 1
単位（多くの場合 1000 株）しか入手できない。したがって、「投資家は少なくとも２単位

以上の新規公開株を入手したいと考えている」と仮定できるなら、２つの需要曲線を同じ

ものとみなして差し支えない。 
いま、投資家は個々の株式について「価格がいくら以下なら購入してもよい（逆に言う

と価格がその水準を少しでも超えたら購入したくない）」というビッド（bid price）を頭に

描いているとしよう。ただし、投資家が購入できるのは、入札株にしても非入札株にして

も１単位のみである。ビッドは投資家が頭に描く「本来の水準」に依存して決まると考え

られるが、ここではどのように決まるかはとりあえず不問とする。そして、ビッド P と、

その価格のときに初めて購入希望を表明してくる投資家の数（＝その価格のときに初めて

出てくる購入希望株数）Ｎの関係を表したものをビッド関数と呼び、N＝f(P)と表現する。

このビッド関数は入札日に明らかとなる「価格とその価格のもとでの入札株数」の関係を

表したものにほかならない。したがって、これを用いて入札株に対する需要関数を表すと

次式のようになる（ただし下端の P と区別するため積分変数は t で表してある）。 

( ) ( )∫== HP

P
dttfPDN                       ① 

ここでＰHは価格のとりうる上端（＝最高落札価格）である。要するに、ある価格のときの

需要量は、その価格から上端までの範囲におけるビッド関数の積分値ということになる。

需要関数とビッド関数の関係を視覚的に示したのが図４である。これを用いて入札情報に

関する定義を式で示すと以下のようになる。 
＜入札情報＞ NT：総入札株数（投資家が入札してきた株数の合計） 

NA：入札株数＝総落札株数（注：NT＞NAを想定） 
PF：入札下限価格（これより低い価格では入札できないという下限） 
PH：最高落札価格（落札した投資家の中での最高価格） 
PL：最低落札価格（落札した投資家の中での最低価格） 
PA：落札加重平均価格（落札価格を入札株数でｳｴｲﾄ付けした加重平均） 

＜定義式＞  T

P

P
NdP)P(fH

F

=∫                         ② 

     A

P

P
NdP)P(fH

L

=∫                         ③ 

     A

P

P
A

PdP
N
)P(fPH

L

=⋅∫                        ④ 

ここで、下線が付いていない変数は入札前の時点で値が判明しているものであり、下線が

付いている変数は入札結果が公表されてから値が判明するものである。 
＜図４挿入＞ 

 この 3 本の連立方程式に実際の入札情報（ＮT、ＮA、ＰF、ＰH、ＰL、PAの値）を代入し
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て解くことのできるビッド関数は、パラメターの数が高々3 個の２次関数である。そこで、

次のようなビッド関数を考える。 

cPbPa)P(fN 2 +⋅+⋅==                    ⑤ 
ビッド関数は、入札下限価格（ＰF）から最高落札価格（ＰH）までの領域における値（N）

が非負であればどのような形状でもよく、直線（a=0）や下方に凸（a<0）であっても構わ

ない。⑤式を②～④式に代入し、個別銘柄ごとの入札情報を代入して連立方程式を解けば、

パラメター（a、b、c）の推定値を求めることができる。こうして、非入札株に対する需要

関数が次のように導かれる（^は推定値の意味）。 

∫ +⋅+⋅== HP

P

2 dt}ĉtb̂tâ{)P(DN                 ⑥ 

最後に、⑥式左辺に非入札株の株数を代入すれば、非入札株を過不足なく売り尽くすため

の価格水準（以下で言う推定均衡価格）が求められる。 

 
 
５．推定均衡価格と公開価格の一致：Just-pricing の証拠 

 
 本節では実際に推定均衡価格を求め、それが公開価格と一致しているかどうかを確かめ

る。対象とする IPO は、1993 年 1 月から 1996 年 12 月までの 4 年間に店頭市場（現ジャ

スダック証券取引所）で新規株式公開した銘柄である（データの出所については表 1 参照）。

1997 年を対象から外したのは、この年は（9 月に導入されることが決まっていた）ブック

ビルディング方式への実質的な移行期間であり、制度選択の影響が分析結果に入り込むの

を回避するためである。この 4 年間に店頭市場では 407 件の IPO が実施されたが、以下に

述べる 3 つの特殊ケース（計 30 件）は計測の対象から排除すべきと考えられるので、それ

らを除く 377 銘柄を対象とする。 
イ）特殊ケース１：公開価格と入札下限価格が一致している 27 銘柄（排除の理由：入札下

限価格より低く公開価格を設定してはならないという制約のゆえに、これらの銘柄は

需給均衡水準まで公開価格を下げたくても下げられなかった可能性があるため） 
ロ）特殊ケース２：入札下限価格と最低落札価格が一致している 28 銘柄（ただしこのうち

の 26 銘柄は特殊ケース１と重複しているので純粋には 2 銘柄のみ）（排除の理由：②

式左辺と③式左辺が一致してしまい、連立方程式を解くことができなくなるため） 
ハ）特殊ケース３：96 年 10 月 14 日に公開したネットワンシステムズ（7518）（排除の理

由：公開価格が 11,830,000 円と異常に高く（他の銘柄は最高でも 16,000 円）、計測

結果に悪影響を及ぼすことが自明なため） 
 こうして 377 銘柄について推定均衡価格を求め、公開価格とともに散布図を描いたのが

図５である。これを見ると明らかなように、原点を通る 45 度線上にほとんどがプロットさ

れており、推定均衡価格と公開価格との一致性が視覚的に確認される。 
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＜図５＞ 
次に、一致性をより厳密に確認するため、公開価格を被説明変数、推定均衡価格を説明

変数とする単純回帰式を通常最小自乗法により計測してみる。ただし、銘柄間で価格水準

のバラツキが大きいので、分散不均一性の問題を回避するため、両変数とも自然対数値を

とることにする。計測された単純回帰式の決定係数が高く、切片が０、傾きが１であれば、

一致性が裏付けられたことになる。 
回帰分析の結果を載せたのが表３である。自由度修正済決定係数が 0.99 と極めて高く、

しかも、パラメターの推定値と標準誤差を見れば、「切片＝０」＆「傾き＝１」という帰無

仮説がともに棄却されないのは明らかである15。これらの結果は我々の推測が正しいことを

強力に支持している。 
＜表３＞ 

 ここで、なぜこれほどまでに結果が良かったのか、「種明かし」をしておこう。入札株数

は新規公開株数の 50％以上でなければならないという制約があるが（部分入札方式の仕組

み①参照）、計測対象となった 377 件のうち、約 70％の IPO が入札株数の比率を下限の 50％
丁度に設定している。そして、約 45％の IPO が公開価格を最低落札価格と同じ水準に設定

している。このことは非常に意味がある。なぜなら、最低落札価格というのは入札株を過

不足なく売り尽くす価格水準であり（図４参照）、入札株数と非入札株数を同じにしておけ

ば、それは同時に非入札株を過不足なく売り尽くす価格水準でもあるからである16。 
 このことは決して上記計測結果の意義を損なうものではない。なぜなら、公開価格を需

給均衡水準に設定しようと考えている引受業者なら、入札株数比率を 50％に設定すること

が、労せずして解（非入札株の需給均衡価格）を得ることを可能にしてくれるという意味

で、きわめて合理的な行動だからである。 
以上より、部分入札方式下では、引受業者は過小値付け（under-pricing）ではなく

just-pricing していると結論づけてよいであろう。 

 
 
６．なぜ just-pricing なのに高い初期収益率が実現するのか？ 

 
（１） 考えられる解釈 
では、引受業者が公開価格を just-pricing しているのに、なぜ平均的に高い初期収益率が

実現するのだろうか。1993 年から 96 年までの 4 年間に店頭市場に上場した 407 件の平均

初期収益率は 12.8%である。ブックビルディング方式下の初期収益率と比べればはるかに

                                                  
15 「傾き＝１」という帰無仮説が棄却されるかどうかを調べるときの検定統計量は、ｔ＝（傾きの推定値

－１）／傾きの標準誤差＝－1.0588 であり、これが棄却域の中に入らないことは明らかである。 
16 ただし、既に述べたように、入札株に対する需要曲線と非入札株に対する需要曲線を同じと考えた場合

の話である。1 単位しか購入できないという制約がある限り、この想定は非現実的ではない。 
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低いが、非入札株が割り当てられてから公開日までのほんの数日間で得られるリターンと

しては、異常に高いと言わざるを得ない。 
引受業者が公開価格を需給均衡水準に設定しているのに、公開日に実現する初値がそれ

より高くなるという現象は、図６に示したように「公開前の需要曲線」と「公開後の需要

曲線」を分けて考えることで、形式的には説明が付く。すなわち、公開初日に「何らかの

理由で」前者から後者へシフトしたと考えればよい。 
＜図６挿入＞ 

では、なぜ需要曲線が公開初日にシフトするのだろうか。考えられる解釈は以下に示す

ように２つある。 

 
（２） 未充足需要仮説 
部分入札方式下では、入札株にしても非入札株にしても、投資家は１単位しか購入でき

ないという制約があるので、彼らの需要は「公開前」の段階では必ずしも十分に満たされ

ない。その未充足需要の部分が（購入株数に制約のない）公開日以降に表面化するので、

需要曲線がシフトするに過ぎない。これが考えられる解釈の 1 つである。以下ではこれを

未充足需要仮説と呼ぶことにしよう。 
この解釈に従えば、「公開前の需要曲線」は真の需要曲線ではなく、購入単位数に制約が

あるために表れた tentative な需要曲線に過ぎない。そして、引受業者はこの tentative な

需要曲線をもとに需給「均衡」水準を推定し、公開価格を設定していることになる。 
これが原因で高い初期収益率が生み出された可能性は多分にある。実際、証券界の人々

にヒアリングをすると、こうした見方が多いことがわかる。しかし、これだけが原因だと

したら、購入単位数に関する制約がなければ高い初期収益率は実現しないことになるので、

この解釈は（少なくとも理論的には）面白くも何ともない。 

 
（３） 平均的意見に関する不確実性プレミアム仮説 
もう１つの解釈は筆者の提示するオリジナルな仮説である。最初に、この仮説で想定し

ている世界を説明しておこう。投資家は「この企業の株価はいくらが妥当な水準である」

という意見をそれぞれに持っている。以下ではこれを「妥当な水準」と呼ぶ。その水準が

妥当かどうかは各投資家が主観的に判断することであって、客観的にみて妥当かどうかは

問題でない。また、その水準がどのように決まるのかも差し当たり重要な問題ではない。

話を簡単にするため、投資家は妥当な水準についての「自分の意見」に自信をもっている

としよう。そのため、自分が頭に描く妥当な水準より株価が少しでも低ければ買いに出る

し、逆に少しでも高ければ売りに出る。すべての投資家がそうした行動を取る結果、妥当

な水準についての投資家の「平均的意見」を反映する形で株価が決定される。 
しかし、この話がそのまま当てはまるのは既公開株の場合のみである。なぜなら、新規

公開株の場合、公開前の段階では株価が存在せず、投資家の「平均的意見」を知ろうにも
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禁止的に高いコストがかかるからである。そうした状況において、投資家は、証券会社が

提示した公開価格が（妥当な水準についての）「自分の意見」より少しでも安ければ、新規

公開株を買ってもよいと考えるだろうか。答えは否である。なぜなら、「平均的意見」（を

反映して決まる初日の株価）がどの水準にあるのか見当がつかないからである。 
少し別の角度から補足しておこう。株式投資には 2 種類の不確実性が伴う。１つは将来

の株価に関する不確実性である。つまり、投資家の平均的意見が将来どうなっているかを

正確に予測することはできないという意味での不確実性である。既公開株に投資するとき

のリスクは、言うまでもなくこの不確実性が原因である。 
では、新規公開株に投資するときのリスクは、この不確実性だけが原因だろうか。答え

は否である。なぜなら、現在の平均的意見でさえも、それを知ろうとしたら禁止的に高い

コストがかかるので正確に知ることはできず、その意味で不確実だからである。つまり、

新規公開株に投資する人は、将来の平均的意見に関する不確実性だけでなく、現在の平均

的意見に関する不確実性も覚悟しなければならない。以上のことを踏まえて、筆者は次の

ような仮説を提示する。 

 
平均的意見に関する不確実性プレミアム仮説：株価は妥当な水準についての投資家の平

均的意見を反映して決定されるが、新規公開株の場合、平均的意見がどうなっているかは

（調べるには禁止的に高いコストがかかるので）不確実にしかわからない。そのため、個々

の投資家は、たとえ自分の意見に自信があっても、平均的意見（を反映して決まる初日の

株価）がどの水準にあるのについては自信が持てない。そのため、新規公開株に対するビ

ッド－この水準以下なら購入してもよいという買い呼び値－を自分の意見より低めに提示

する。すべての投資家がビッドを自分の意見より低めに提示し、それをもとに公開価格が

決定される一方で、公開初日に投資家の平均的意見を反映する形で株価が決定されるので、

結果的に高い初期収益率が実現する。これは、平均的意見が不確実であることを承知の上

で新規公開株に投資することに対する報酬（プレミアム）とみなすことができる。 

 
なぜ公開初日に投資家の平均的意見が株価に反映されるのかについては、簡単な例をあ

げて説明することにしよう。いま、公開間近のある株式について、ある投資家が目論見書

等の情報をもとに 600 円が妥当な株価水準であると判断したとしよう。彼は 600 円という

自分の意見に自信をもっているが、投資家の平均的意見（を反映して決まる初日の株価）

がどの水準にあるのについては自信が持てない。そこで、自分の考える妥当な水準より 20％
低い 480 円で入札に参加したとしよう。入札の結果、落札できた投資家もいれば、できな

かった投資家もいるが、仮に彼は落札できたとして話を進めよう。引受業者は入札結果を

もとに非入札株が過不足なく売れる水準に公開価格を決定するが、投資家は皆同じような

行動をとっているので、公開価格は投資家の平均的意見よりかなり低いところに設定され

る。 
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さて、いま公開初日を迎え、寄り付きの値段が 530 円だったとしよう。ただし、この値

段は暫定的なものであって、初日の注文をフルに反映した株価ではないものとする。この

投資家はどういう行動に出るであろうか。彼が頭に描く妥当な水準（600 円）より株価が低

いので、買い注文を出すであろう。先に 480 円で落札した株式を売却すれば一株 50 円の利

益が得られるが、株価は 600 円まで上がると信じているので、この時点で売りに出すこと

はしない。 
逆に、もし寄り付きの値段が 680 円だったらどうであろうか。彼が頭に描く妥当な水準

（600 円）より株価が高いので、買い注文は出さない。そして、480 円で落札した株式を売

りに出すであろう。なぜなら、680 円という株価は彼の意見に従えば過大評価だからである。 
こうして、他の投資家も寄り付きの値段と自分の意見とを比較して売買注文を出すので、

結果的に株価は投資家の平均的意見を反映する形で落ち着くことになる。こういうふうに

考えれば、公開前にどの投資家も自分の意見より低めにビッドを提示したのに、なぜ公開

初日に彼らの平均的意見が株価に反映されるのかが理解できよう。 
この仮説のもつ実証的含意は明らかである。すなわち、企業価値に関する投資家の意見

がばらついている銘柄ほど平均的意見に関する不確実性は大きくなるので、プレミアムと

しての初期収益率は高くなる。なぜ意見がばらついているのかについてはいろいろな理由

が考えられる。投資家によって保有する情報が異なるということもあり得るし、投資家に

とって利用可能な情報が絶対的に不足しているということもあり得る。しかし、この仮説

にとってそうした理由づけは二義的な意味しかもたない。 
もしこの仮説が正しければ、高い初期収益率を生み出す真の原因は、調べるには禁止的

に高いコストがかかるという意味で「平均的意見が不確実にしかわからない」ことにある

のであって、「一部の投資家だけが正しい情報をつかんでいる」ことにあるのではない。こ

の点は、情報の非対称性に着目した仮説とは決定的に異なる。 
ここで強調しておきたいのは、著者は情報の非対称性のもたらす効果を否定しているわ

けではないということである。筆者がこの仮説を通して言いたいのは、部分入札方式下の

ように、１）投資家の需要構造が正確にわかり、２）情報の非対称性からくる問題が無視

しうるほど小さく、３）公開企業から投資家への所得移転が引受業者の将来 CF を高めるよ

うに作用しない場合でも、つまり引受業者に過小値付けの誘因が生じない場合でも、投資

家の平均的意見が公開前には不確実にしかわからないという理由だけで高い初期収益率が

実現するということである。したがって、１）２）３）の条件のどれか１つでも満たされ

なくなれば、「さらに」高い初期収益率が実現するであろうことは容易に想像される。 

 
 
７．仮説の検証 

 
（１） 検証方法とデータ 
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 本節では未充足需要仮説と不確実性プレミアム仮説の現実妥当性を検証する。ただし、

２つは互いに排他的な仮説ではなく、両立する可能性は多分にあるので、以下では初期収

益率（IR）を説明する計測式で、説明変数を区別する形で各々の妥当性を検証する。 
 まず、未充足需要仮説が正しければ、人気のある銘柄ほど需要が未充足となる程度が高

く、したがって初日に初値を押し上げる効果が強いので、初期収益率は高くなると考えら

れる。そこで、新規公開株に対する人気度を表す指標として次の２つを考案し、説明変数

として二者択一的に採用する。 
ａ）人気度指標１（USB）：入札参加者のうち落札できなかった人の割合（注：一人の投資

家が入札できるのは１単位のみ）。つまり、投資家が入札してきた株数（NT）のうち、

落札に失敗した株数（NT－NA）の占める比率。 
ｂ）人気度指標２（ACR）：落札加重平均価格／類似会社比準価格。つまり、入札前に投資

家に示された基準価格（としての意味を持つ類似会社比準価格）に比して、落札者は

平均でいくらの値を付けたかを表す指標（類似会社比準価格については脚注 6 参照）。 
これら 2 つの変数が人気度を表す指標であり、もし未充足需要仮説が正しければ初期収益

率に対してプラスの効果を及ぼすことは、あらためて説明するまでもないであろう17。 
 次に、不確実性プレミアム仮説が正しければ、企業価値に関する投資家間の意見分散度

（意見のばらつき度合い）が大きい銘柄ほど平均的意見に関する不確実性は大きいので、

初期収益率は高くなると考えられる。では、どのようにして投資間の意見分散度を測れば

よいだろうか。 
一般に、投資家間の意見分散度が大きい銘柄ほどビッド関数の「横の広がり」は大きく

なるので、需要の価格弾力性は小さくなると考えられる。このことは、図４で、横の広が

り（横軸上の最小値から最大値までの幅）のみが異なる２つのビッド関数を描いてみると

視覚的に確認できる。すなわち、横の広がりが大きいビッド関数ほど、需要曲線の傾きは

緩やかとなり、需要の価格弾力性は小さくなる（横軸が価格であることに注意）。 
この点に着目すると、需要の価格弾力性（PED）を意見分散度の「逆」指標として採用

できることがわかる。もし不確実性プレミアム仮説が正しければ、意見分散度の大きい銘

柄（＝PED の小さい銘柄）ほど初期収益率は高くなるので、PED を説明変数としたときの

係数の符号はマイナスとなる。 
ただし、「意見分散度の大きい銘柄ほど PED は小さい」ということは常に言えても、逆

に「PED の小さい銘柄ほど意見分散度は大きい」ということは必ずしも言えない。需要の

価格弾力性に影響を及ぼすその他要因（仮に X と呼ぶ）が存在しうるからである。そして、

この X が同時に初期収益率にも何らかの理由で影響を及ぼすとしたら、以下で我々が得る

                                                  
17 人気度指標２の ACR は、（引受業者は公開価格を初値に向けて部分的にしか調整しないという）部分調

整現象を実証的に解明するのに Hanley (1993)が用いた投資家の関心度指標（＝公開価格／仮条件中間値）

と、形の上ではよく似ているが、意味するところはまったく異なる。ここで採用した価格比は単に、購入

単位数に制約があるために生じる投資家の未充足需要の程度を表しているに過ぎず、引受業者の公開価格

設定行動とは何の関係もない。 
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計測結果は単に「見せかけの相関」に過ぎない恐れがある。この点は結果の解釈に際して

注意を要するが、現時点では X についての有力な候補は見当たらない。 
さて、PED は⑥式の需要関数を用いて次式のように計算される。 

      )ĉPb̂Pâ(
N
P

N
P

dP
dNPED 2 −⋅−⋅−−=−=               ⑦ 

言うまでもなく、この値はどの価格水準で測るかで異なってくるが、以下では、分析の

焦点となっている公開価格水準における値を求めて採用することにする。 
検証すべき２つの仮説を表す人気度指標（USB、ACR）と意見分散指標（PED）の他に、

初期収益率（IR）に影響を及ぼしうる要因が存在するなら、それをコントロール変数とし

て採用する必要がある。ここでは、その時々の市場条件が初期収益率に影響を及ぼしうる

と考え、入札日から公開日までの市場収益率（MR）を採用する18。この間、もし市場が上

昇局面にあるなら、初値を押し上げるように作用するので、MR が初期収益率に及ぼす効果

はプラスと考えられる19。以下では店頭市場で公開した銘柄のみを対象に計測するので、市

場収益率はジャスダック指数を用いて計算する。 
こうして、次の２通りの計測式が用意される。なお、需要の価格弾力性（PED）につい

ては、値の取り得る範囲が大きいので、分散不均一性の問題を回避するため、自然対数値

を採用することにする20。 
Model１： i3i2i1i MRb)PEDln(bUSBbaIR ⋅+⋅+⋅+=             ⑧ 
Model２： i3i2i1i MRb)PEDln(bACRbaIR ⋅+⋅+⋅+=             ⑨ 

予想される各係数の符号は、いずれの計測式とも、b１＞0、b２＜0、b３＞0 である。我々に

とっての最大の関心事は、不確実性プレミアム仮説の妥当性をチェックするための変数で

ある PED の係数（b２）の符号と有意性である。 
使用するデータは以下の通りである。まず、５節で推定均衡価格を求めるのに使用した

サンプル（1993 年 1 月～96 年 12 月の 4 年間に店頭市場で新規株式公開した 407 銘柄から

特殊ケース 1～3 を排除した 377 銘柄）を「全サンプル」として採用する21。しかし、この

中には、次のような意味で変則的な需要曲線を有する銘柄が含まれている。それは、推定

されたビッド関数が、価格の中間領域において負の値をとっており、そのため需要関数の

形状が、価格の上昇につれて右下がり→右上がり→右下がりとなり、右下がりから右上が

りに転換する局面でマイナスの値をとっているものである。これは需要関数として経済学

                                                  
18 この他のコントロール変数として、たとえば引受業者ダミー（例：大手か否か）なども考えられるので、

実際に採用もしてみたが、有意な結果は得られなかった。 
19 本来なら、リスク指標のβ係数を MR に掛けた値（リスク調整済み市場収益率）を説明変数として採用

すべきであるが、当然のことながら公開前には株価が存在しないので、β係数を測ることができない。 
20 USB についても自然対数値を採用した方が（定数項の有意性が高まるという点で）結果は改善するの

だが、ACR とともに比率変数である USB について自然対数値を採用する理由が特に見当たらないので、

ここではそのままの値を採用する。 
21 ただし、ニッソー（7881）については、需要の価格弾力性（PED）が 1094 と異常に高いので、異常値

（outlier）とみなして排除している。したがって、「全サンプル」の観測数は 376 である。 
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的に意味がないばかりでなく、需要の価格弾力性を測定する上でも問題となりうるので、

排除した方がよいかもしれない。そこで、全サンプルからそれらを排除したサブサンプル

（315 銘柄）についても同様に計測してみる22。 
最後に、初期収益率（IR）の求め方について言及しておく。不確実性プレミアム仮説の

性質を考えると、本来なら IR は初日の終値を用いて計算すべきである。しかし、1998 年

12 月にマーケットメイク方式が導入されるまで、店頭市場では公開初日は一本しか値を付

けないというルールが全銘柄に適用されていたので、始値と終値の区別は存在しない。残

念であるが、データの制約上仕方がないので、一本値を用いて計算する。 

 
（２） 検証結果 
上記の Model1 と Model2を 2種類のサンプルについて計測した結果が表４に整理されて

いる。これを見るとわかるように、人気度指標として USB を採用した Model1 では、いず

れのサンプルにおいても USB の係数は 1％水準で有意であり、符号も予想通りである。し

かし、人気度指標として ACR を採用した Model2 では、ACR の係数は符号こそ予想通りで

あるが、全サンプルにおいてのみ 5％水準で有意となっている。この結果は、ACR が人気

度指標として不適切であるという可能性と、未充足需要仮説に妥当性がないという可能性

の両方を示唆している。しかし、Model1 の良好な結果を考えると前者の可能性の方が高い

ように思われる。 
＜表４挿入＞ 

これに対して、投資家間の意見分散度の逆指標として採用した PED の係数は、全サンプ

ルを対象とした Model2 のみ 5％水準であるが、それ以外のケースではすべて 1％水準で有

意であり、符号も予想通りである。先述したように、「意見分散度の大きい銘柄ほど PED
は小さい」ということは常に言えても、「PED の小さい銘柄ほど意見分散度は大きい」とい

うことは必ずしも言えないという問題点はあるものの、PED と IR の両方に影響を及ぼす

その他要因（X）について有力な候補が見当たらないので、この結果は平均的意見に関する

不確実性プレミアム仮説の妥当性を強く支持するものと言えよう。 

 
 
８．結び 

 
以上の分析結果を簡単に要約しておこう。1989 年に導入された部分入札方式は、その仕

組みゆえに、1）引受業者が投資家の需要構造を正確に把握できる、2）情報の非対称性か

らくる問題が深刻となりえない、3）公開企業から投資家への所得移転が引受業者の将来

CF を高めるように作用しないという性質を備えているので、引受業者による過小値付けの

                                                  
22 排除に当たっては、１銘柄ずつ需要曲線の形状を調べ、価格の中間領域で明らかにマイナスの値を

とっているもの 61 件を排除した。 
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誘因はほとんどないと考えられる。そこで、公表された入札結果を用いて非入札株の需給

均衡価格を推定したところ、公開価格と一致しているという強い証拠が得られた。 
では、なぜ just-pricing なのに平均で 11％強の初期収益率が実現したのだろうか。この

謎に対して筆者は、新規公開株の場合、妥当な株価水準についての投資家の平均的意見が

公開前の段階では不確実にしかわからないため、個々の投資家は、たとえ自分の意見に自

信があっても、公開日の株価がどこに落ち着くかについては自信が持てず、そのため新規

公開株に対するビッドを低めに提示するという「平均的意見に関する不確実性プレミアム

仮説」を提示した。そして妥当性を検証したところ、強力に支持する結果が得られた。 

最後に、本稿で筆者がもっとも伝えたいメッセージを、あらためて強調しておきたい。

新規公開株への投資が既公開株への投資と決定的に異なる点は何か。既公開株に投資する

人が覚悟しなければならないのは、投資家の平均的意見（を反映して決まる株価）が将来

どうなるかよくわからないという意味での不確実性である。したがって、彼らの要求する

プレミアムは、「将来の」平均的意見に関する不確実性に対してのみである。 
これに対して、新規公開株に投資する人は、それだけでなく、「現在の」平均的意見さえ

も（それを知ろうとしたら禁止的に高いコストがかかるので）よくわからないという意味

での不確実性を覚悟しなければならない。したがって、それに対するプレミアムが上乗せ

されなければ、誰も新規公開株に投資しようとしない。 
こうした違いは、言われてみれば当然のことであるが、この点に着目して「高い初期収

益率」現象を説明しようとした試みは、筆者の知るかぎり、皆無である23。 
断っておくが、筆者は情報の非対称性が高い初期収益率をもたらす要因の１つであるこ

とを否定する者ではない。強調したいのは、情報の非対称性や利益相反誘因がまったく存

在しなくても、「公開前の時点では投資家の平均的意見が不確実にしかわからない」という

理由だけで、高い初期収益率が生み出されるということである。これに情報の非対称性や

利益相反誘因が加われば、さらに高い初期収益率が実現するであろうことは言うまでもな

い。 

 

                                                  
23 投資家の意見分散（異質的期待）に着目して IPO 株の「長期パフォーマンスの悪さ」を説明したもの

に Miller (1977)があるが、「高い初期収益率」を説明するものではない。Miller (1977)の流れをくむ研究

については、Jenkinson and Ljungqvist (2001)の 6.2 を参照。 
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図 1 新規公開株の需給と公開価格：過小値付け説の考え方 
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図 2 公開価格の高低がもたらす所得移転 
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図３ 引受業務に伴う収入と費用： 

条件１～３が満たされている場合 
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図４ 新規公開株に対するビッド関数と需要関数 
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表３　公開価格と推定均衡価格の関係： 回帰式（OLS）

推定均衡価格
の自然対数値

公開価格の 0.00196 0.9964 0.9956
自然対数値 (0.0263) (0.0034)

観測数：377
括弧内は標準誤差

被説明変数

説明変数
自由度修正済
決定係数定数項

図５ 公開価格と推定均衡価格の関係：散布図
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図６ 新規公開株の需給と公開価格：本稿の考え方 
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表１　IPOの件数と初期収益率の推移：1993年－2004年

件数
平均初期
収益率

件数
平均初期
収益率

件数
平均初期
収益率

件数
平均初期
収益率

1993 54 11.9%

1994 106 10.8%

1995 137 12.6%

1996 110 15.5%

1997 74 3.6% 28 9.9%

1998 0 62 23.8%

1999 0 75 136.8% 2 227.6%

2000 0 97 21.2% 27 7.6% 33 27.0%

2001 0 97 34.4% 7 98.0% 43 76.3%

2002 0 68 27.5% 8 19.1% 24 56.6%

2003 0 62 37.2% 31 101.9% 7 73.3%

2004 0 71 94.2% 56 137.6% 16 105.1%

全体 481 11.4% 560 50.5% 131 94.4% 123 62.8%

注１．新興企業向け３市場のみを対象

注２．部分入札方式の導入は1989年4月（ただし「現行」制度への変更は1992年12月28日）

　　　ブックビルディング方式の導入は1997年9月

注３．東証マザーズの創設は1999年12月、ナスダック・ジャパンの創設は2000年6月

注４．初期収益率＝（初値－公開価格）／公開価格　（％）

　　　ただし、欧米のIPO研究の慣例に従い、初値には公開初日の終値を採用
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表２　所得移転による評判効果：日本の証券会社の場合（仮設数値例）

委託手数料収入 大小 引受手数料収入

投資家 証券会社 発行企業 への影響 関係 への影響

＋２０％ －６０ －４０ ＋１００ 評判効果 マイナス ？ プラス

需給均衡水準 ０ ０ ０ ➪ ナシ ＝ ナシ

－２０％ ＋１００ ０ －１００ プラス ＞ マイナス

（注）

注：投資家への新規公開株の割当に際して、「割当株数と割当先に制約なし」という前提を置いている。もし、部分入札方式の

　　ように、大口投資家も小口投資家も一律１単位という制約がある場合は、この不等号は成立しない可能性が大である。

公開価格
所得移転



表４　未充足需要仮説＆不確実性プレミアム仮説の検証結果

0.0689 0.1374 0.1076 0.2457
(1.126) (2.850) *** (1.420) (3.128) ***

0.1855 0.2728
(2.658) *** (3.395) ***

0.0447 0.0303
(2.120) ** (1.304)

-0.0283 -0.0242 -0.0793 -0.0658
(-3.153) *** (-2.368) ** (-4.196) *** (-2.753) ***

0.7915 0.8193 0.7306 0.7255
(3.136) *** (3.285) *** (2.681) *** (2.668) ***

0.0694 0.0697 0.0917 0.0699

376 376 315 315

被説明変数：初期収益率（IR)

USB： 　入札参加者のうち落札できなかった人の割合（人気のある銘柄ほどこの値は大）
ACR： 　落札加重平均価格／類似会社比準価格（人気のある銘柄ほどこの値は大）
PED：　 需要の価格弾力性の自然対数値（投資家間の意見分散度が大きい銘柄ほどこの値は小）
MR：　　入札日から公開日までの市場収益率（ジャスダック指数より計算）
計測方法は最小自乗法。括弧内はWhiteの不均一分散修正済み標準誤差を用いたｔ値（***は1％水準、

**は5％水準、*は1％水準でそれぞれ統計的に有意であることを示す）

Model 2Model 1

変則的需要曲線を排除
したサブサンプル

自由度修正済決定係数

+

-

+

符号
条件

市場収益率

人気度指標１

意見分散指標

Model 1

全サンプル
説明変数

USB

定数項

Model 2

人気度指標２ ACR +

観測数

PED

MR




