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序章 
	 現在、第２次安倍改造内閣のもと、デフレ脱却、経済回復に向けて様々な金

融政策が行われている。証券市場の活性化に向けては、企業と投資家の対話促

進や個人投資家層の拡大のための政策が行われている1。そもそも、証券市場

とは、企業の経営を持続するのに不可欠な資金調達の場である。現在の国内企5 
業の資金調達は、従来のメインバンク制を重視しつつも、エクイティ・ファイ

ナンスの比率を高めつつあり、特に株式によるファイナンスの動きが高まって

いる2。一方で、企業に資金を提供する投資家の現状はどうであろうか。近年

では海外投資家の買いが進んでいたが、国際情勢や先進国の政治情勢のわずか

な変化によって売りが急伸したりなど、その行動は読みにくく、安定的ではな10 
い。２０１６年の年初から８月までには、外国人投資家による日本株の売越額

は約５兆円である3。国内投資家に目を向けると機関投資家は、国内年金の株

式による運用が本格的になった２０００年以降増加してきている4。その一方

で、個人投資家の割合は、１９７０年代頃は高かったものの、１９８０年代か

ら低水準になってきている5。国内家計資産構成のうち、現金・預金の割合は15 
５０％を超えているが、株式、債務証券、投資信託を合わせた割合は２０％に

満たない6という状況からも、国民個人が証券投資に積極的でないということ

がわかる。 
	 本稿では、証券流通市場の活性化策を論じるにあたって、証券の中でも特に

株式に限定して述べていく。第１章では、現在行われている方策について対象20 
別に、市場全体、機関投資家、個人投資家に分類し述べていく。第２章では、

                                            
1 首相官邸（2016年） 

2 日本証券経済研究所（2016）５頁を参照されたい。 

3 日本経済新聞（2016年９月 25日） 

4宮島英昭・保田隆明（2015） 

5 日本証券経済研究所（2016）51頁を参照されたい。 

6 日本銀行調査統計局（2016） 
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家計の保有金融資産の現状を踏まえ、少額で投資を行うことのできるシステム

を提案していく。第３章では、ベンチャー企業の必要性とＦｉｎｔｅｃｈを中

心に論じていく。第４章では株式による資金調達のニーズが高まりつつある国

内企業に向けた新たな提言を行っていく。 
第１章	 国内株式市場の現状 5 
	 株式市場は、株式を新たに発行する市場である発行市場と、既発行の証券が

売買される流通市場から構成されている。流通市場と発行市場が互いに機能す

るためには、流通市場での正当な株価形成が重要となる。流通市場で形成され

た価格は、発行市場での新規発行の際の指標となる。そもそも株式とは「出資

者の地位や権利を意味する資本証券（狭義の有価証券）」7である。そしてこ10 
れを保有する株主は、下図のような権利を有する。特に共益権は経営への参加

に関する権利のことであり、機関投資家などの大株主に強く反映される。 
図１	 株主の権利 

自益権 共益権 

・剰余金配当請求権	  
・新株引受権 
・残余財産分配請求権	  
・名簿名義書簡請求権	  
・株式買取請求権 

・総会議決権	 ・代表訴訟提起権 
・総会招集権	  
・取締役の違法行為差止請求権 
・株主提案権	 ・解散請求権	  
・役員解任請求権	 ・閲覧等請求権 

（出所）日本証券経済研究所（２０１６）３５頁より作成 
	  15 
	 このような権利を持つ投資家が、株式流通市場において拡大し、取引量を増

加させることが株式流通市場の活性化において重要である。そこで、第１章で

は、現在行われている株式市場活性化のための政策や制度に言及していく。第

１節では、日銀の金融政策の一環として行われてきた、日銀によるＥＴＦ買入

れの問題についてみていく。ここでは、株式市場においての公正な価格形成に20 
ついて考えていく。第２節では、国内機関投資家の現状とともに、国内 大の

機関投資家であるＧＰＩＦの現状をみていく。そして、国内の機関投資家の今

                                            
7日本証券経済研究所（2016）34頁を参照されたい。 
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後のあり方について考えていく。第３節では、個人投資家の投資への参加を促

している方策についてみていく。この章では、株式流通市場において個人投資

家層が少ない要因を考えていく。 
 
第１節	 日本銀行による株価下支えについて 5 
	 日銀は金融緩和政策の一環として、２０１０年から指数連動型上場投資信託

（ＥＴＦ）の買入れを行っている。２０１４年に決定した追加緩和では、ＥＴ

Ｆの保有額の増加ペースを拡大するなど、徐々に保有額を増やしている。買入

れ対象は、ＴＯＰＩＸ、日経２２５、ＪＰＸ日経４００である。図２は上場し

ているＥＴＦの銘柄数と時価総額の推移である。 10 
図２	 国内ＥＴＦの時価総額と銘柄数 

 
（出所）大塚理恵子（２０１５）３頁 

 
図２から読み取れるように、日銀がＥＴＦ買入れを始めて以来、時価総額、銘15 
柄数ともに伸び続けており、日銀のＥＴＦ買入れはＥＴＦ市場の拡大に貢献し

ている。それに加えて、実際のＥＴＦ買入れの目的は、市場に資金を供給し金

融緩和を促すこと、また株価下落局面での株価下支えを行うことである。しか

し、このペースで日銀による買入れが進むと、ＥＴＦの大部分を日銀が買い占
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めてしまい、売却の際に大きな混乱が起こることも予想されている8。よって

私たちは、株式市場において、株式を１つの巨大な投資家が買い占めるのでは

なくて、機関投資家や個人投資家に分散して保有されることが望ましいと考え

る。様々な投資家が存在する市場こそ、公正な価格形成や、健全な企業経営が

行われると思うからだ。今後、年間６兆円規模のＥＴＦの買入れ9が続いてい5 
くことを懸念する。 
 
第２節	 国内の機関投資家の現状 
	 第２節では、機関投資家について述べていきたい。機関投資家には、年金基

金、投資信託、証券会社、銀行などがある。機関投資家の定義は、「第３者か10 
ら資金の提供を受けて、その運用管理を行うことを主たる目的とする法人の投

資家」10である。よって、受託者責任が課されているため、高いリターンを求

めているという性質がある。国内では、１９６０年代以降、証券や市場の多用

化・複雑化に伴って、専門の運用能力をもつ機関投資家の市場参加が増加した

11。機関化は市場に必ずしも良い影響を与えたわけではなく、機関投資家は市15 
場の中で一種の圧力団体として存在するため、企業の中長期的な成長を阻害す

る可能性もある12。よって現在では、機関投資家としての役割や、責任が問わ

れている。本章では、機関投資家の例として、年金積立金管理運用独立行政法

人（ＧＰＩＦ）を取り上げる。 
	 日本 大の機関投資家として知られているのが、ＧＰＩＦである。平成１３20 
年度から運用を開始し、年間に１３０兆円もの運用を行っているＧＰＩＦは、

世界 大の年金基金としても知られている。このＧＰＩＦは日本を代表する機

関投資家として新しい取り組みを行っている。主に３つの注目すべき取組みに

                                            
8 日本経済新聞（2016年 10月 24日） 

9 日本銀行（2016年 7月 29日） 

10 大村・俊野（2014）315頁を参照されたい。 

11 大村・俊野（2014）19頁を参照されたい。 

12 大村・俊野（2014）334頁を参照されたい。 
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ついて述べていきたい。 
	 １つ目は、大規模な情報開示である。国民の信頼の向上のために、海外の年

金基金の情報開示方針に倣って、保有銘柄の開示が行われた。保有株式数など

も公表し、よりクリアな運営を目指している13。２つ目はスチュワード・シッ

プコードの取り組み14である。ＧＰＩＦは中長期的なリターンを獲得するため、5 
企業の継続的な成長に関わっていくスチュワードシップ責任を果たしていくこ

とも視野にいれている。その上で、「投資先企業や運用受託機関との『建設的

な対話』（エンゲージメント）を促進していく」15と述べている。 後に、社

会的責任投資（ＥＳＧ投資）の観点からの投資に積極的に取り組んでいく16と

いうものである。ＥＳＧ投資といえば、アメリカのカリフォルニア州職員退職10 
金基金（ＣＡＬＰＥＲＳ）が先行していて、長期的な視野での投資がリスクを

軽減し、収益につながるとされている。ＧＰＩＦもこのような運用を目指して

いる。 
	 国内 大の機関投資家として以上のような取組みを行っていることは、国内

の他の機関投資家の模範にもなり、今後の機関投資家のあり方を考える上でも、15 
重要である。また、ＧＰＩＦは、国内債券に偏った運用を行ってきたが、２０

１４年に基本ポートフォリオを見直し、図３から図４のように変更した。国内

株式、海外投資への積極的な姿勢をとった見直しといえる。しかしながら、図

５からわかるように、２０１４年度までは国内株式による運用の収益額は国内

債券の収益額を上回っていたが、２０１５年度には一転してマイナスとなって20 
いる17。２０１１年以前も不安定な収益額の変動を続けてきた事実18からも、

基本ポートフォリオの変更を批判する声が高まっている19。しかし、日銀のマ

                                            
13 年金積立金管理運用独立行政法人（2016年 7月 14日） 

14年金積立金管理運用独立行政法人（2014年 5月 30日） 

15 年金積立金管理運用独立行政法人（2016年１月 28日） 

16 日本経済新聞（2016年 7月 22日） 
17年金積立金管理運用独立行政法人（2015） 
18 年金積立金管理運用独立行政法人（2015） 

19 日本経済新聞（2016年 10月 9日） 
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イナス金利政策で債券の運用が難しくなっている20現在、国内債券の割合を増

やしても、収益が期待できない。よって、現在の図４のような分散型のポート

フォリオを続けていくには、国内株式市場の活性化が必要となる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 5 
 
	 	 	 	 	 	  

	 	 	 

（出所）年金積立金管理運用独立行政法人（２０１５） 
 10 

第３節	 個人投資家に対して行われている方策について 
	 現在日本で行われている個人投資家による投資を活性化させる制度として、

少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）、金融教育の整備、確定拠出年金制度（ＤＣ）

に注目してみよう。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＮＩＳＡとは、国民が保有

する銀行預金、貯金を投資に回してもらうことを目的に２０１４年１月に開始15 
した税制優遇制度である。非課税額は１２０万円であり、期間は５年間と決ま

っている。ＮＩＳＡの認知度は株式会社野村総合研究所の調査によると、図５

のようになる。ＮＩＳＡの名称自体を知っている人は全体で７８．４％と割合

は高い。しかし、制度について内容まで理解している人は３５．３％と半数以

下になっている。また、図６より実際に口座を利用して投資を行っているのは20 
全体の約４５％に滞まっていることがわかる。つまり、口座開設者の約半数が

                                            
20 日本掲載新聞（2016年 6月 18日） 

図３	 平成 25 年６月〜平成２
６年 10 月の基本ポートフォリ
オ 

図 4	 平成 26 年 10 月からの
基本ポートフォリオ 
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口座を開設したままで投資を行っていないのである。また、ＮＩＳＡの口座開

設対象者が２０歳以上であるのに対して、０～１９歳を対象としたジュニアＮ

ＩＳＡが２０１６年１月に始まった21。これは投資を若年層へ促すために開始

されたが、実際の稼働率は２８．９％とＮＩＳＡよりも低い。利用者が拡大し

ない要因としては、利用するにあたって口座開設の手続きが複雑であることや、5 
非課税額に制約があること、また損失が出た際に、利益が出ている他口座との

損益通算ができないことが挙げられる22。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡともに、

これでは個人投資家を増加させるうえで十分な施策とはいい難い。 
図５	 	 ＮＩＳＡの認知度 

 10 
（出所）株式会社野村総合研究所（２０１５）より作成 
図６	 ＮＩＳＡ口座における購入額 

 
（出所）金融庁（２０１４）より作成 

 15 

                                            
21 金融庁	  NISA特設ウェブサイトより	  

22 金融庁	 平成 27年度税制改革要望項目より 
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	 金融教育において日本では、文科省が学校教育にて金融教育を行うよう学習

指導要綱にて規定23をしている。また、認定ＮＰＯ法人である金融知力普及協

会などが学生や社会人に向けたセミナーを開催している24。他の先進国の例を

みてみる。イギリスでは、金融教育を学校で必修科目にしており、ＮＰＯ団体

であるｐｆｅｇ（ｐｅｒｓｏｎａｌ	 ｆｉｎａｎｃｅ	 ｅｄｕｃａｔｉｏｎ	 5 
ｇｒｏｕｐ）という機関をはじめとして、他の機関とも連携して金融教育に力

を入れている。また、アメリカの金融教育は全米経済教育協議会（ＮＣＥＥ）

とジャンプスタート連合（ＪｕｍｐＳｔａｒｔ	 Ｃｏａｌｉｔｉｏｎ	 ｆｏｒ	 

Ｐｅｒｓｏｎａｌ	 Ｆｉｎａｎｃｅ	 Ｌｉｔｅｒａｃｙ）というＮＰＯ団体が

作成した文章が、全米における金融教育の基礎となっている。主にＮＣＥＥが10 
金融教育で実施するための教材を作成し、全米５０州で主に学校教育に提供さ

れている仕組みになっている25。このように日本でも他国と似たような方策を

打ち出しているにもかかわらず、金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査」

によれば、個人の金融リテラシーは欧米に比べてやや低いことが明らかになっ

ている26。以上より金融教育に関する施策は浸透しにくく、投資行動が積極的15 
になるとは考えにくい。 
	 後にＤＣとは２００１年１０月に施行された制度である27。これは確定給

付年金とは異なり、加入者自身が資産を運用するため将来の年金額はその人自

身の運用の仕方によって変化する28。また、対象者は公務員と専業主婦を除く

６０歳未満であったが、２０１７年１月には６０歳未満なら誰でも加入できる20 

                                            
23 文部科学省（2016） 

24 金融知力普及協会（2016） 

25 伊藤宏一（2012） 

26金融リテラシーに関する正誤問題で日本は、アメリカよりも正答率は 10％下回っており、

他のドイツやイギリスとの共通正誤問題では、7～9％下回っていた。 

27 日本証券経済研究所（2016）248頁を参照されたい。 

28 三井住友銀行（2016） 
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ように範囲が拡大する予定である29。ＤＣは個人型と企業型があり、それぞれ

加入の対象者と掛け金の拠出元が個人か企業かという違いがある30。この制度

の仕組みは、それぞれが拠出した積立金を投資しながら自己責任で運用してい

き、その実績が将来受け取る年金額に反映されるというものである31。この制

度は個人の資産運用のために導入され32、これが国民の間で普及すれば個人投5 
資家の拡大につながると考えられる。しかし、図７、図８の通り２０１５年調

査の時点で加入可能者数のうち８％しか利用しておらず33、認知度も低いため、

投資家の拡大に今後貢献することは期待できないと考える。 
	  

図７	 実際のＤＣ加入率 10 

 
（出所）野村総合研究所（２０１５）より作成 

 
 

                                            
29 厚生労働省（2016） 

30 三井住友銀行（2016） 

31 日本証券経済研究所（2016）248頁を参照されたい。 

32「企業の年金債務問題、公的年金財政の悪化、国際会計基準の導入、雇用の流動化等、経済

社会情勢の変化に対応する」ことを目的に導入された。日本証券経済研究所（2016）294 頁

を参照されたい。 

33 野村総合研究所（2015） 
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図８	 ＤＣとＮＩＳＡの認知度 

 

（出所）野村総合研究所（２０１５）より作成 
 

このように制度はできてはいるが定着しておらず、今のままでは国内における5 
個人投資家による株式投資の活性化は見込めない。また、日本での株式投資が

積極的でない、投資を始めない理由として、図９のような調査結果が出ている。

このような個人投資家を株式投資に向かわせるには、株式を魅力的にしていく

必要がある。 
図９	 投資を行ったことがない理由 10 

 

（出所）野村総合研究所（２０１５）より作成	  
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第２章	 日本の株式市場と少額投資 
第１節	 個人投資家と家計の資産の現状 
	 	 第１章の第３節で述べたように、個人投資家による株式投資が積極的でな

い理由として、「難しそう・敷居が高い」がある。たしかに、株式は富裕層向

けの金融商品というイメージが強い。これに関連して「投資する資金・余裕が5 
ない」と考える人も多く、私たちはこの理由が重要であると考える。そこで、

実際に株式投資にはどの程度の資金が必要で、家計において手が出しにくいも

のなのかどうかを考えてみる。 
	 下図が示すように、個人投資家の株式保有額（時価）の割合は、１００〜３

００万円未満が も多く、１００万円以上が、７割程度を占めている。その理10 
由として、単元株制度がとられていることが挙げられる。単元株の単位は１０

０株か１０００株である34ため、企業の株価が数千円台や数万円台であっても、

低購入価格が数十万円台、数百万円台になるのである。 
図１０：個人投資家の株式保有額（時価） 

 15 
（出所）日本証券業協会の調査（２０１５）をもとに作成 

 
この 低購入価格を踏まえて、家計の金融資産の現状をみていく。はじめに、

高年齢層をみる。図１１より、６０歳代、７０歳代以上は他の世代と比べて保

有金融資産のうち有価証券の割合が高い。また、図１２をみると、高年齢層の20 

                                            
34 日本取引所グループ（2016）売買単位の統一 
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一世帯あたり金融資産保有額の平均が１，５００万円を超えている。２つの図

から考えると、有価証券の保有額は６０歳代で２５１．７４万円、７０歳以上

で３７４．６９７万円と計算できる。この金額は図１０と比べても、株式投資

をする資金が十分にあると考えられる。次に、中年層をみていく。中年層は高

年齢層に比べて保有金融資産に占める有価証券の割合が低い。これも図１２と5 
照らし合わせると、有価証券保有額は４０歳代が８３．３万円、５０歳代は１

３６．５７６万円となる。この世代は株式投資をするには少し厳しいようにみ

える。 後に若年層についてみていく。また同様に計算すると、３０歳代の有

価証券保有額は４５．８５９万円、若年層である２０歳代は、有価証券の保有

額は５．０３７万円である。この金額は図１０において、１０万円未満の株式10 
を保有している個人投資家が全体の３％であることから、株式投資とは程遠い

金額であるといえる。 
 
図１１	 年代別にみた金融商品保有額の種類別構成比（２０１３年） 

 15 

（出所）金融広報中央委員会（２０１４）より作成 

 
 
 
 20 
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図１２	 金融資産の有無と金融資産保有額（２０１３年） 

 
（注３）金融資産非保有世帯を含む平均、中央値。 

（出所）金融広報中央委員会（２０１４） 
 5 

図１３	 資金不足を投資しない理由に挙げる人の割合（保有金融資産額別） 
 

 
（出所）野村総合研究所（２０１５） 

 10 
よって、私たちは、年代別に次のように考える。高年齢層は、有価証券を含む

金融資産を多く保有しているという現状から、他の世代より株式投資をする余

力があるといえる。また、中年層は、株式投資を始めるには、資金力が十分で

あるとは言い難い。そして、若年層は、株式投資を行うには資金が不足してい

るといえる。図１３のグラフからわかるとおり、１００万円未満の金融資産保15 
有額の人の過半数が、投資をしない理由として資金不足を挙げている。このこ

とからも２０歳代などの若年層は、資金不足を解消すれば投資を前向きに検討

していく可能性がでてくるのではないか。 
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	 本章では若年層のような投資資金が不足している人に対して、提言を行う。

第２節では、現在、投資資金に余裕のない人に向けて行われている、少額投資

の制度の問題点を述べていく。それを踏まえ、３章では少額投資に関連して新

たな提言を行う。 
 5 
第２節	 国内の少額投資の問題点 
	 	 日本では単元株制度がとられており、その売買単位は企業によって異なっ

ている。そして現在、全国証券取引所では、投資家の利便性向上のため、２０

０７年１１月に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき売買単

位を１００株に統一するための取組みを進めている。開始当初８種類存在した10 
売買単位は、２０１４年までに１００株と１０００株の２種類に集約され、２

０１６年１０月３日時点で全国証券取引所上場会社の約７９．１％（２７７４

社）が既に１００株単位となっている。35株式というのは原則としてこの「単

元株」と呼ばれる一定の数量が取引 低単位となっているが、この単元株より

も少ない数量で株の売買をすることのできる制度やサービスが存在する。代表15 
的なものとして株式ミニ投資と呼ばれるものと単元未満株取引と呼ばれるもの

があり、どちらも同じ単元株未満で株を売買できる制度である。 
	 まず、株式ミニ投資は単元未満株の株式を通常の売買単位の１０分の１単位

で売買することができる制度である。１００株、１０００株単位だとある程度

まとまったお金が必要になるが、その１０分の１単位で株を買うことができる20 
ため少額投資が可能となる。 
この制度では、証券会社が市場を通じて株式を単元株で購入し、その内の一部

であるミニ株分が投資家の持ち分となる。株式の名義は証券会社名義となるが、

配当金については株の持ち分に応じて証券会社から投資家に支払われる。注意

点としては、ミニ株として売買可能な株は証券会社によって異なること、単元25 
株が１株の株はミニ株で売買できないこと、手数料が通常取引と比べると割高

になっていること、指値ができず寄り付き価格での購入となること、取引でき

                                            
35日本取引所グループ(2016)	  
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るのが１日１回のみであることが挙げられる。 
	 一方、単元未満株取引とは株式ミニ投資よりも後にできた取引サービスであ

る。この制度も株式ミニ投資同様、証券会社によって名称が異なっている。株

式ミニ投資の場合１０分の１単位での売買のみであるのに対して、単元未満株

取引の場合は単元株数に関わらず１株単位で売買することができる。取引可能5 
な銘柄についても、単元株が１株の銘柄や株式以外の上場証券を除いて大半の

銘柄が取引可能となっているので、取引の自由度も高いと言える。また、少額

から投資を始めることのできる例として株式累積投資というサービスもある。

これは、毎月一定日にあらかじめ証券会社に申し出た金額で同一銘柄の株式を

継続的に買い付けるといった積立式の投資である。購入単位が株数ベースでは10 
なく金額ベースであるという点で、前に述べた２つの制度とは違いがある。

低購入金額は１万円で、１万円以上の購入金額単位は証券会社によって異なる。

金額ベースでの購入となるため、株数は、購入代金を買付日の株価で割ったも

のとなる。原則としていつでも売却可能であり、銘柄・購入金額の変更、購入

の休止、再開も手続きによってすることができる。しかし、この株式累積投資15 
を取り扱っている証券会社が大手のみであることから、手数料が割高であると

いうデメリットがある。これらの取引の特徴をまとめたものが図１４の表であ

る。株式ミニ投資、単元未満株取引、株式累積投資はいずれも少額からの取引

が可能であり、余剰金の少ない者や投資初心者が株を始めるのに適した制度で

あるといえる。一方で、通常取引と比べて手数料が割高になる、注文方法や売20 
買のタイミングが制限されることなどのデメリットもあるのが現状である。ま

た、手数料が高い分、売買を頻繁に繰り返す短期投資にはあまり適していない

と考えられる。実際、単元未満株所有者、単元未満株のみを所有する株主数は

共に年々減少している。総株主数に占める割合も約１割であることから、あま

り活用されていないということが分かる36。 25 
	 しかし、投資資金のない人にとって、少額投資は魅力的な投資対象ではない

であろうか。よって、少額投資のシステムを更に普及させるための施策を第３

                                            
36日本取引所（2015）より作成 
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節では述べていきたい。 
	 次の節では、「投資する資金・余裕がない」「難しそう、敷居が高い」とい

う問題点を克服し、投資をしやすくなるような新たな提案を行う。 
図１４	 	 通常取引と少額投資の比較 

	  通常取引 株式ミニ投

資 
単元未満株取引 株式累積投

資 

売 買 可

能銘柄 
すべて 証券会社が

指定する銘

柄 

ごく一部の株式や、ＲＥ

ＩＴ，ＥＴＦ等を除くす

べて 

証券会社が

指定する銘

柄 

売 買 単

位 
単元株単位 単元株の１

０分の１単

位 

１株単位 １ 株 単 位 
（金額ベー

ス） 

手数料 安い 割高 割高 割高 

注 文 方

法 
成行 成行 成行 成行 

指値 

売 買 タ

イ ミ ン

グ 

随時 １日１回 １日２回 売→随時 
買→一定 

配当金 受取可能 持ち株数に

応じて受取

可能 

受取可能 持ち株数に

応じて受取

可能 

株 主 優

待 
あればもら

うことがで

きる 

もらえない 企業により異なる 持ち株数に

応じて受取

可能 

（出所）「ｍｏｎｅｙ	 ｍａｇａｚｉｎｅ」より作成 5 
 
第３節	 日本におけるストックギフトの提案 
「株をプレゼントする」というアイデアはおそらく現在の日本人には考えら

れないものである。しかし、もし株をプレゼントされたら、興味を持ち、運用

を始めるきっかけとなるだろう。そのようなサービスはすでにアメリカで行わ10 
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れているが、この章では日本での導入について述べていきたい。 
	 この「株をプレゼントする」サービスに深く関わるのが、Ｆｉｎｔｅｃｈで

ある。３章でも詳しく述べていくが、金融サービスを効率よくするためのＦｉ

ｎｔｅｃｈがアメリカを中心に注目を集めている。Ｆｉｎｔｅｃｈ分野の開発

は年々増え続けていて、北米を中心に、ここ数年の伸び幅は目覚ましいもので5 
ある37と言える。 
	 このＦｉｎｔｅｃｈを使った「株をプレゼントする」サービスがアメリカに

ある。日本と同様に若年層の投資割合が消極的になりつつあるアメリカでは、

それをビジネスチャンスとして捉え、Ｆｉｎｔｅｃｈを利用して若年層の投資

を促すサービスが生まれた。その１つが、株をプレゼントすることのできる、10 
「Ｓｔｏｃｋｐｉｌｅ38」というサービスである。これはミニ株をプレゼント

できるサービスであり、手順はとても簡単なものである。贈り主は、スーパー

マーケット、またはインターネット上でギフドカードを購入する。ギフトカー

ドには、２５ドル、５０ドル、１００ドルの３種類がある。買う際はそれぞれ

２９．９５ドル、５６．９５ドル、１０７．９５ドルかかる。しかし受取人は15 
受け取る時点で費用を払う必要はない。インターネット上で買う際には、１ド

ルから１０００ドルまでを購入することができる。買う際の金額は１００ドル

までは１．９９ドル、１００ドルからは１．９９ドル＋３％のプレゼント負担

金がかかる。１０００ドルは個人のＳｔｏｃｋｐｉｌｅアカウント全体の取引

の上限でもある。「Ｓｔｏｃｋｐｉｌｅ」ではＥＴＦやＡＤＲ（米国預託証券）20 
を含む多数の株式を保有していて、それを分割して個人に割り当てているため、

プレゼントできる企業としてＡｐｐｌｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｇｏｏｇｌｅ、

など１０００以上の有名企業が登録されている。購入銘柄を検索する際には、

企業名のほか、スポーツ、ファッションなどのカテゴリーからも検索すること

ができるため、より効率的に自分の好きな銘柄を見つけることが可能な仕組み25 
になっている。プレゼントする際には、銘柄と金額、贈り主の名前とメールア

                                            
37 アクセンチュア（2015） 

38 Stockpile HP（2016） 
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ドレスとメッセージを入力し、支払いをする。受取人は、メールでの通知を受

け取り、３〜４分のアカウント作成時間で株のオーナーとなれるのである。午

後３時までに申し込みをすればその日の午後６時時点での終値の株価からスタ

ートする。それぞれの取引には９９セントの費用しかかからない。また、たと

え１株分を所有していなくとも、株主として配当金を受け取ることができ、一5 
定単位で保有することで株主としての経営参加の権利も得ることができる。受

け取った株を無料で別の株に変更することも可能である。取引金額は２０ドル

から売買可能であるため、様々な企業に分散投資が可能となる。年齢制限はな

く、１８歳以下であっても親の許可のもとにアカウントをチェックすることが

できる。もちろん、好きなときにいつでも現金に交換することもできるのであ10 
る。	 	 	 	 	  
	 これらのシステムは誰でも少額で気軽に株を始める「きっかけ」となり、煩

雑な手続きも必要ないため、より多くの人が利用するようになる可能性は高い。

贈り主には、リスクがなく話題性のあるプレゼントを提供できるというメリッ

トがある。受取人は、自分で運用資金を払っていないため、本来受け取った金15 
額にプレミアムが上乗せされる可能性があるというメリットがある。 
	 現在、日本にこのようなサービスを行っている企業はなく、気軽な株式投資

という概念が発達していない。日本の証券会社が資金の余裕のない人向けに行

っている「単元未満株」の売買サービスも、国内総株主数のわずか１０％にし

か満たないという現状39からも、株の売買システムを変えていく必要があるの20 
ではないか。 
	 では、アメリカの「Ｓｔｏｃｋｐｉｌｅ」の例に見たような「ギフトカード」

という商品は本当に効果的なものであるのであろうか。 近では、Ａｐｐｌｅ

やＡｍａｚｏｎ、株式会社ＬＩＮＥなどのギフトカードがスーパーマーケット

やコンビニエンスストアに並んでいる。クレジットカードなどとは違い、未成25 
年者も気軽に購入できるため、１０代の若者を中心に利用が広がっている。ま

た、ギフトカードは株主優待券としても多くの企業で使われている。このギフ

トカードの利点が図１５にある通りである。	  
                                            
39 日本取引所（2015） 
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図１５	 	 ギフトカードと他のカードの特長 

 
（出所）	 ＦＩＰ	 ｗｅｂソリューション（２００６）	  

 
	 ギフトカードは従来の他の買い物券などに比べて、汎用性はないが囲い込み5 
効果は高く、管理負担が少ないという特性をもち、発行する企業にとってメリ

ットがある。また、消費者にとっても贈答品効果が高い、デザイン性が高いな

どのメリットがある。実際に、日本国内で行われたアンケート調査40で「ギフ

トカードを使ってみたいか」という問いに関して８５％以上が高い関心を示し

ていて、１０代の若者からの支持が厚いというデータがある通り、日本国内で10 
のギフトカードに対する興味は期待できるものである。 
	 よって、アメリカと同様に、Ｆｉｎｔｅｃｈとギフトカードのサービスを兼

ね備えた「Ｓｔｏｃｋｐｉｌｅ」のようなサービス、「Ｊｐａｎｅｓｅ	 Ｓｏ

ｃｋ	 Ｇｉｆｔ」を導入することを提案する。アメリカではこのようなサービ

スを運営する企業があるが、日本では証券会社が行う様々なサービスの一部に15 
位置付ける。具体的には、１０００円、２５００円、５０００円のカードを作

る。購入者は、１５００円、３０００円、５５００円という金額で購入する。

購入者が払う追加の５００円は、証券会社のサービス運営費とする。ギフトカ

ードには株式購入可能な企業のマークや宣伝などのデザインを施し、広告料を

企業からもらい、ギフトカードサービスの運営資金の一部とする。企業は宣伝20 
効果があり、自社に投資をしてもらえるチャンスにもなる。 
	 そして、株式の運用にあたって考慮しなければならない問題が税金の問題で

                                            
40 FIP webソリューリョン（2006） 
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ある。プレゼントされた株を運用するにあたって税金をとられるというのはあ

まり好ましくない。そのような問題を解決するために、第１章で述べたＮＩＳ

Ａの口座で開設するという仕組みにする。ＮＩＳＡには、口座開設に約１ヶ月

程度かかるという問題点がある。主な原因は、税務署への申請の際に税務署の

確認に約１〜２週間程度を要するからである。これは事務的手続きであるため、5 
どうしても時間を省くことができない。そこで、その期間をバーチャル投資期

間として、その後の投資のシミュレーションを行えるようにする。これらの操

作はスマートフォンで行い、自己資産の管理がいつでも行えるようにする。 
	 このような少額の株式投資のプレゼント方式のサービスが、若年層のような、

今まで株とは疎遠であった層にとっての株式投資への入口となり、将来の資産10 
形成を考えるきっかけとなる。また、資金に余裕がある中年齢層や高年齢層が、

若年層に対してプレゼントすることもできる。第１節で述べた、「難しそう・

敷居が高い」「資金・余裕がない」という投資家が増えない原因を、この「Ｊ

ａｐａｎｅｓｅ	 Ｓｔｏｃｋ	 Ｇｉｆｔ」で克服できよう。 
 15 
第２章	 ベンチャー企業とロボット・アドバイザー 
	 株式市場が活性化するにはどのような状況が望ましいか。その答えとしては、

様々な案が考えられるが、私たちは我が国の産業のイノベーションを促進させ、

新しい技術やビジネスモデルを有し、大きなビジネスリスクをとって新規事業

に挑戦しようとするベンチャー企業の台頭は必要になってくるであると推測さ20 
れる。41そこでこの章では第１節でベンチャー企業の必要性について論じ、第

２節では近年台頭してきたＦｉｎｔｅｃｈとその成長性について論じたい。さ

らに第３節ではＦｉｎｔｅｃｈの提供するサービスの一つであるロボット・ア

ドバイザーを取り上げ、私たちが考える新しいロボット・アドバイザーを提案

する。このロボット・アドバイザーこそ、今後の株式市場を活性化させる一つ25 
の手段になると私たちは考える。 
 

                                            
41 経済産業省（2008 ） 
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第１節	 ベンチャー企業の必要性 
	 ベンチャー企業とは、革新的な技術やサービスを基軸として事業を推し進め

る新興企業のことである。ベンチャーの成長は経済の活力の源との認識のもと、

我が国の成長に向けてその期待は高まっている。42しかし我が国においてベン

チャー企業の起業が少ないことが挙げられる。 5 
図１６	 日米における人口に占める起業家割合 

 
（出所）総務省（２０１３） 

 
成長性の高い未上場企業に投資するベンチャーキャピタルの投資額が約１０億10 
円であり、個人投資家によるベンチャー企業への支援であるエンジェル投資家

の投資額約１２４０億円となるなど、ベンチャー企業の資金調達を補助する枠

組みは形成されているが、依然として日本はベンチャー企業の起業が少ないま

まである。43ベンチャーの起業が少ない原因として国内の起業家が不足してい

ることが挙げられる。上図を見ると、起業家の割合がアメリカとの比較では例15 
年約半分程度を推移していることが分かる。戦後すぐにＳＯＮＹやトヨタ自動

車が台頭し、１９９０年代後半から２０００年代のＩＴバブルの際も、ベンチ

ャー企業が多く台頭してきた。海外の例を見るとＡｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎな

どアメリカの経済を支えているのは近年台頭してきた企業である。しかし、現

                                            
42 総務省（2013） 

43 株式会社	 野村総合研究所（2016） 
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在の日本では証券市場を牽引していけるようなベンチャー企業の台頭を挙げら

れるだろうか。そこで、新しいベンチャー企業の台頭と、それによる日本の経

済のイノベーションが今後の株式市場の活性化には必要であると推測される。

また、これからの台頭が期待されている新業界であるＦｉｎｔｅｃｈについて

第２節で述べていく。 5 
 
第２節	 Ｆｉｎｔｅｃｈの台頭によるベンチャー企業の発展 
	 ＩＣＴやインターネットなどを多くの人が活用する時代なり、私たちの生活

はＩＣＴがなかった時代と大きく変化した。その変化は金融サービスにおいて

も同様に起こった。その変化とはＦｉｎｔｅｃｈの誕生である。Ｆｉｎｔｅｃ10 
ｈとは、Ｆｉｎａｎｃｅ（金融）とＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（技術）を組み合わ

せた造語で広義では、ＩＴを活用した金融サービス全般を指すが、 近では特

に『ＩＴスタートアップ企業などにより提供される新しい金融サービス』を指

す。44現在、世界的にＦｉｎｔｅｃｈへの注目が集まっている。インターネッ

ト検索エンジンのＧｏｏｇｌｅでは、検索数が２０１４年１月から、２０１６15 
年１０月にかけて、約１６倍となっている。45この背景としては、『スマート

フォンが世界的に普及し、いつでもどこでもインターネットに接続可能となる

などＩＴの技術革新・普及が進んだことなどのほか、Ｆｉｎｔｅｃｈ特有の点

として２００８年の世界金融危機の際、米国において既存の金融機関から解雇

された従業員がベンチャー企業を立ち上げＩＣＴを活用した革新的な金融サー20 
ビスを提供し始めたことが挙げられる。』46と言われている。 
	 また、Ｆｉｎｔｅｃｈの提供する金融サービスとしては、（１）決済・送金、

（２）資産管理、（３）融資・調達、（４）ブロックチェーンの４類型が存在

する。47その中でも資産管理サービスに注目してＦｉｎｔｅｃｈの利便性を紹

                                            
44 みずほ総合研究所（2016） 

45 Google	 trends	 より調査 

46 総務省（2016）より引用 

47 総務省（2016） 
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介していく。 
ここでは、資産管理サービスを主に、家計管理と資産運用の２分野に分別して

推察する。資産運用サービスである、ロボット・アドバイザーについては、第

３節で詳しく述べていく。家計管理サービスの たるものとして、マネーフォ

ワードを紹介したい。マネーフォワードのサービスは『まとめづらい複数の口5 
座残高を一括管理、食費や光熱費などのカテゴリーに自動で分類・グラフ化す

る、新しいウェブサービス』48というものであり、今まで紙媒体などで管理し

てきた家計資産をＰＣやタブレット、スマートフォンを使って管理するのだ。

具体的には、自動で口座の入出金の記録を行う機能や、レシートをスマートフ

ォンに搭載されたカメラで撮影することで、自動的に家計簿に記録する機能、10 
専門家に資産形成の質問が行える機能など利便性の高いサービスを提供してい

る。また、利用者数は３５０万人を超えるなど、サービスの人気も高まってい

る。49このように、Ｆｉｎｔｅｃｈは、ＩＣＴの利用を行い従来の金融サービ

スよりも、遥かに利便性の高いサービスを提供しており、その人気は高まって

いることが推察できる。 15 
	 これより、Ｆｉｎｔｅｃｈがもたらす株式市場への影響を推測していく。ま

ず、日本で台頭してきているＦｉｎｔｅｃｈを開発している企業を紹介する。

モバイル決済・送金システムであるＬＩＮＥ	 Ｐａｙ、上述のマネーフォワー

ドや資産運用のためのロボット・アドバイザーなどが日本に台頭してきたＦｉ

ｎｔｅｃｈ企業である。しかし、世界的に見ると日本のＦｉｎｔｅｃｈ産業の20 
立場はどのようなものなのか。Ｆｉｎｔｅｃｈにおける市場規模（投資額）は、

２０１４年において米国が９６億１８００万ドルで約７８．７％の市場シェア

を誇るのに対して、日本は、５４００万ドルで市場シェアの全体に占める割合

は０．４０％に過ぎない。50つまり、国際的に日本のＦｉｎｔｅｃｈ産業は大

きく後れを取っているのだ。しかし、世界的に見ると非常に低い市場のシェア25 

                                            
48 マネーフォワード（2016）より引用 

49 経済産業省経済政策局産業資金課（2016年） 

50 アクセンチュア（2015） 
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であるが、逆を言えば非常に高い成長のポテンシャルを持っていると言える。 
	 図１７	 Ｆｉｎｔｅｃｈ系ベンチャー企業の国内市場規模の推移予測 

 
（出所）矢野経済研究所（２０１５） 

	  5 
	 上図は、Ｆｉｎｔｅｃｈが今後どの程度大きな国内市場規模を持つことが予

測されているのかを示している。２０２０年には現在の市場規模の約９倍が予

測されており、Ｆｉｎｔｅｃｈ業界でのベンチャー企業の誕生が日本の経済の

活性化に大きく貢献するのではないかと推察される。 
	 また、現在Ｆｉｎｔｅｃｈ関連株への注目度も高まっている。下図をみると、10 
Ｆｉｎｔｅｃｈ関連株が世界的に見ると近年台頭してきていることがわかる。

Ｆｉｎｔｅｃｈ・ベンチャー企業への投資は２０１４年に前年の３倍である１

２０億２，１００万ドルに達し、デジタル革命が金融サービス分野にも到来し

たことを浮き彫りにした。51	  
図１８	 Ｆｉｎｔｅｃｈ分野へのグローバルな投資活動（２０１０年〜２０１15 
５年） 

 
                                            
51 Accenture	 Consulting	 Fintech：フィンテックと銀行の将来像	  
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（出所）アクセンチュア（２０１５） 
そして、まだ市場が成熟していない新業界であることと、日本国内では今後、

高い成長性が見込めることから、国内のＦｉｎｔｅｃｈ企業の企業活動やＩＰ

Ｏが活性化されれば、高い成長性が見込め、株式市場の活性化に貢献できると

推測する。 5 
	 以上より、Ｆｉｎｔｅｃｈは利便性の高いサービスを提供しており、かつ国

際的にも、国内的にも成長が見込める業界であることがわかる。しかし、Ｆｉ

ｎｔｅｃｈを開発している企業はベンチャー企業である場合が多いことから、

ベンチャー企業の台頭とＦｉｎｔｅｃｈ産業の台頭を阻害しない市場整備が重

要となる。Ｆｉｎｔｅｃｈが興隆することにより、国内の経済や株式市場の活10 
性化が見込めることから現在多くの国が産業支援を行っている。Ｆｉｎｔｅｃ

ｈを推進する国々には、英国やシンガポールのほか、ルクセンブルクやアイル

ランド、そして韓国といったこれまで国策として金融政策を推進してきた国々

が挙げられる。例えば、ルクセンブルクでは、ユーロ圏での「フィンテック・

キャピタル（Ｆｉｎｔｅｃｈ	 Ｃａｐｉｔａｌ）」となることを目指すとして15 
いる。このように多くの国々が、規制緩和や財政支援を通じて、より自由で革

新的な金融サービスが生まれることを目指している。52このような環境整備を

日本でも取り入れることによって、自国市場にフィンテック・スタートアップ

が参入し、多くのチャレンジがなされ、革新的な金融サービスが誕生すれば、

国内Ｆｉｎｔｅｃｈ産業も他国に劣らないほどの隆盛を見込めるだろう。 20 
 
第３節	 ロボット・アドバイザーを利用した株式市場の活性化への提言 
これまで、Ｆｉｎｔｅｃｈによって日本経済が活性化につながることをみてき

た。そのＦｉｎｔｅｃｈが提供するサービスの一つとして上述にもあるが、ロ

ボット・アドバイザーがある。ロボット・アドバイザーとは、個人投資家に向25 
けた投資助言を人工知能が行うサービスであり、これまで一部の富裕層や機関

投資家だけが受けてきたプロの資産運用を、アルゴリズムによるロボット・ア

                                            
52 富士通総研（2016）	  
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ドバイザーによって、全ての人が使えるサービスとして提供する新しい運用の

システムである。53このシステムが投資の未経験者の投資を始める入口となり、

投資家層の拡大が見込めると考察される。それにより、投資への金額が増加す

れば株式市場の活性化にも貢献できると推察される。以下ではその根拠となる

システムについて触れていく。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  5 
	 現在、国内でロボット・アドバイザーを取り扱っているのは、「ＴＨＥＯ」

（お金のデザイン開発）、「ＳＭＡＲＴ	 ＦＯＬＩＯ」（みずほ銀行開発）な

どであり、また三菱ＵＦＪ信託でもその利用は始まっている。また、大和証券

ではロボット・アドバイザーの技術を活用したラップ口座のサービスを２０１

７年１月に開始する予定である。54その他大手証券会社でもロボット・アドバ10 
イザーの成果を認められ、設置に踏み出している。55２０１５年からは「Ｗｅ

ａｌｔｈ	 Ｎａｖｉ」というポートフォリオを組む段階から自動で資産運用ま

でしてくれるものがある。このようにロボット・アドバイザーの使用が増加し

ている要因として、ロボット・アドバイザーの持つ多彩なメリットがあげられ

る。そのメリットの一つとして手数料が安価であり、少額からの投資が可能で15 
あることが挙げられる。投資信託の場合では、専門知識を有したファンドマネ

ージャーを雇用するために人件費がかかっていたが、ロボット・アドバイザー

ではファンドマネージャーの代わりは人工知能のため人件費はかからない。 
図１９	 投資における手数料の比較 

 20 

                                            
53 日本経済新聞（2016年 5月 24日） 

54 日本経済新聞（2016年 5月 18日） 

55 日本経済新聞（2016年 10月 3日） 
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（出所）各公式サイトより作成 
 
	 上図は各ロボット・アドバイザーと信託銀行との手数料を比較したものであ

る。このグラフを見て分かるように、ロボット・アドバイザーの手数料は一律

に１％である。また３０００万円以上の投資には手数料が０．５％になる。565 
一方信託銀行では購入時の手数料が３～３．５％であり、更にこれに加えて、

信託報酬や換金手数料がかかるため、より高額になる。しかし、ロボット・ア

ドバイザーはこうした期間中の手数料も混みで１％である。また 低投資金額

についても同様で、「ＳＭＡＲＴ	 ＦＯＬＩＯ」に関しては５万円程度から投

資が可能であり、「ＴＨＥＯ」に関しては１０万円から可能である。一方信託10 
銀行では、 低投資金額が高額である。ポートフォリオから運用までファンド

マネージャーが行う、三井住友ＳＭＡでは 低投資金額が３０００万円以上で

あり、三菱ＵＦＪ銀行プライベートアカウントでは５０００万円以上からに設

定されており、富裕層向けのものが多い。「ＴＨＥＯ」や「ＳＭＡＲＴ	 ＦＯ

ＬＩＯ」などのロボット・アドバイザーは、比較すると投資コスト・金額とも15 
に少額であることは明確である。これは１つ目のメリットである。 
２つ目のメリットとして、顧客の目線に合わせた投資が可能であるということ

があげられる。ロボット・アドバイザーでは、投資を始める前にスマートフォ

ンで年収や収入、金融知識といった簡単な質問に回答するだけで、顧客のリス

ク許容度や運用の利益目標などを把握し、顧客に合った 適なポートフォリオ20 
を組んでくれる57。投資信託においても顧客のリスク許容度などを把握してい

たとはいえ、運用するのはファンドマネージャーである。やはりポートフォリ

オには人間的な主観が入ってしまうことは否めない。それに対してロボット・

アドバイザーは人工知能による銘柄選定を行うため、ファンドマネージャーの

主観が除かれた、客観的なポートフォリオを構成できるため、より顧客の目線25 
に沿った運用を提案できるのだ。 

                                            
56 Wealth Navi	 公式サイト 

57 THEO	 公式サイト 
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３つ目のメリットは、投資を初めて行う投資家の初期投資の節約である。投資

を始める前には経済誌を読むことや、景況分析といった事前学習が必要と考え

られるが、ロボット・アドバイザーを利用すれば世界中のインデックスファン

ドから幅広く投資先を選択してくれるため、その時間は省略できる。こうした

メリットからロボット・アドバイザーが投資の未経験者や運用のプロではない5 
人向けのサービスであり、顧客に沿った投資プランを提案するものであること

は理解できる。 
ロボット・アドバイザーにより、投資がより身近なものとなるだろう。しかし、

若年層や投資を行わない人を投資に向かわせるには足りないものがあると推察

される。それは金融に対する知識である。ＴＨＥＯの説明には資産運用はリス10 
ク分散化と収益安定化のため国際分散投資であり、それは海外ＥＴＦのインデ

ックス運用によって実現するとある。しかし、金融リテラシーのない人はこれ

を見て果たして投資をするだろうか。より多くの利用者の拡大と投資未経験者

の投資参入を狙うのならば、より確立したシステムを考案すべきである。 
そこで現状の問題点を解決した新しいロボット・アドバイザーのシステムを提15 
言する。先立って注目したいロボット・アドバイザーがある。それは「Ｗｅａ

ｌｔｈ	 Ｎａｖｉ」である。このロボット・アドバイザーは、世界の富裕層・

機関投資家レベルの資産運用を提供している。従来のロボット・アドバイザー

の国際分散投資のポートフォリオを組むいわゆる「アドバイス型」だけではな

く、資産運用に関わる全プロセスを自動化してくれる「お任せ型」であり、投20 
資目標に沿って資産配分から金融商品の決定、入金を行う。そして口座に１万

円以上あれば自動で積立をしてくれる上、現金が一定以上になると再投資、そ

して自動リバランスによる利益の増加をしてくれるシステムである。「Ｗｅａ

ｌｔｈ	 Ｎａｖｉ」は大手金融機関や政府系ベンチャーキャピタルから巨額の

出資を受けており、期待が高まっている58。さらに「Ｗｅａｌｔｈ	 Ｎａｖｉ」25 
の提供する投資プランは中・長期投資を意識したものになっているため、今後、

個人投資家の長期投資が増加する可能性がある。しかし「Ｗｅａｌｔｈ	 Ｎａ

                                            
58 Wealth Navi公式サイト 
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ｖｉ」は富裕層向けの節があり、 低投資金額が１００万円からとなっている。

59「ＳＭＡＲＴ	 ＦＯＬＩＯ」の購入単価の中央値は１３万円である60ように、

多くが少額からの投資をしている点から、これでは第２章で述べたような資金

不足の若年層の投資の入り口としての効果は薄いと推測される。 
そこで日本の証券市場が活性化するため、私たちが考える新しいロボット・ア5 
ドバイザーを提案したい。このロボット・アドバイザーは既存のメリットを生

かしつつ、更なるシステムの高度化を目指すものである。まず投資家層の拡大

として狙うのは若年層と投資していない中・高年層である。これらの層が投資

すれば株式市場の大きな拡大につながると推察される。以上を考慮して、まず

ロボット・アドバイザーのシステムとして「Ｗｅａｌｔｈ	 Ｎａｖｉ」を中核10 
とする。これにより資産運用の全プロセスの自動化を可能にし、投資家の負担

を軽減する。また、Ｗｅａｌｔｈ	 Ｎａｖｉと同様に中・長期プランを意識し

た投資であるため、株価の安定が推計される。更に投資家の入り口としてアク

セス数が多い「ＴＨＥＯ」や「ＳＭＡＲＴ	 ＦＯＬＩＯ」と同様に 低投資金

額を１０万円に設定する。これによって投資のきっかけになり、若年層の参入15 
を可能にすると考えられる。更に顧客が投資を継続できるように、Ｆｉｎｔｅ

ｃｈを付け加えるサービスであるデータ・アグリゲーション61を導入したい。

これは金融機関から顧客の住宅ローンや保険、年金やクレジットカードなどの

金融資産による情報を収集し、一括してロボット・アドバイザーのｗｅｂ上で

集計するシステムである。このサービスにより顧客が資産全体をスマートフォ20 
ン一台で手軽に把握できる上、ロボット・アドバイザーが金融資産の変動も考

慮して投資の抑制・促進をしてくれるのである。これによって、より顧客目線

のサービスと考えられる。また、ロボット・アドバイザーは日本の東京証券取

引所を通じて海外銘柄やＥＴＦを購入する。つまり、円建てでの株式購入を行

っているということであり、為替相場の変化にも左右されず、日本の株式市場25 

                                            
59 ロボット・アドバイザー各サイトから比較 

60 日本経済新聞（2016年 7月 1日） 

61 ベンチャー企業ベターメントが使用 
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の活性化にも貢献できると考えられる。 
	 これまで述べてきたように、ロボット・アドバイザーを中心とする新しい金

融サービスの普及は、ベンチャー企業の発展とともに、個人投資家の拡大と長

期投資の増加をもたらし、国内の株式市場の活性化につながるであろう。 
	  5 
第４章	 国内企業のよりよいガバナンスのあり方 
	 第２章、第３章では、投資家の視点から株式流通市場の活性化のための提言

を行ってきた。本テーマでは、株式市場の中で特に流通市場の活性化について

論じることがテーマとなっている。それゆえ、株式流通市場に注目し、投資家

間の取引量の増加や、投資家層の拡大に重点を置き、株式を魅力的にする方策10 
について述べてきたわけである。そして、その流通市場と「車の両輪」ともい

われ、必要不可欠であるのが、発行市場である。第４章では、流通市場と密接

に関わりあっている発行市場に関連して、国内企業について論じていきたい。

本章では、本テーマである流通市場の活性化の裏テーマとして「株式発行市場

の活性化」を掲げる。発行市場は企業が新たな株式を発行する場であり、企業15 
の資金調達の場である。これまで投資家の視点から論じてきたが、第４章では、

流通市場の活性化のために、発行市場の主体である企業の視点から、どのよう

な行動をとればよいかに注目していく。 
 
第１節	 企業の資金調達の現状 20 
	 企業の資金調達の方法は、内部資金と外部資金に分類される62。内部資金は

内部留保等と減価償却に分類される。内部留保とは、利益の中から、税と役員

報酬を控除した部分から、株主への配当を差し引いたものであり、株主への還

元と密接に繋がり合っている。また、外部資金は、借入れと債券によるデッ

ド・ファイナンスと、株式によるエクイティ・ファイナンスに分類される。デ25 
ッド・ファイナンスは、返済期限があり、あらかじめ決められた金利を払うと

いう特徴がある。一方のエクイティ・ファイナンスは、返済する必要はないが、

                                            
62 大村・俊野（2014）28項を参照されたい 
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利益に応じて配当を配分しなければならない。そして、これらの資金調達方法

の比率は企業によって異なっている。では、実際の企業の資金調達はどのよう

になっているのであろうか。日本で伝統的な資金調達方法であるメインバンク

などからの借入れは、１９９０年代より２０００年代のほうが、構成比率が小

さくなっていると言える。一方で、有価証券の構成比率は増え続けていて、２5 
０１４年度末の有価証券の内訳では株式の比率がもっとも多くなっている63。

その原因として、１９８０年代以降の金融自由化の風潮を受けて、株式市場に

おける資金調達が活発になってきたことが挙げられる。また、２０１４年の株

式による資金調達の比率が高いことは，２０１２年から株価水準が上昇したこ

とが要因と考えられる64。 10 
 
第２節	 コーポレート・ガバナンスについて	 	 	 	  
	 	 第１節で述べたように、１９８０年代から見比べていくと企業の資金調達

の構成比は変化してきており、伝統的なメインバンク制から、今まで活発でな

かった株式による資金調達にシフトしている65。このような変化の中で、経営15 
者や企業に求められるのは、企業統治の形態を改善していくことだと考えられ

る。現在の日本では株主重視型の経営にシフトする動きがみられる66。実際の

例として、国内でも社外取締役を積極的に選任していることが挙げられる。社

外取締役の導入は、企業を客観的に見るきっかけとなり、中長期的な企業の成

長には重要だと考えられる。下図の通り、２０１５年の時点で、社外取締役を20 
選任した上場企業は、９４．３％に達した。この理由の一つが、２０１５年６

月に発表された、コーポレート・ガバナンスコードによるものであると考えら

れる67。しかし、社外取締役数でみると、取締役数全体の４人に１人にしか満

                                            
63日本証券経済研究所（２０１６）５頁を参照されたい。 
64	 2011 年末と 2012 年末の終値を比較すると、8,455 円から 10,395 円へと 22.9％上昇した。	 

65日本証券経済研究所（2016）5頁を参照されたい。 

66 日本経済新聞（2016年 10月 24日）	  

67 日本経済新聞（2016年 8月 14日） 
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たないという現状である68。これは、社外取締役数が取締役数全体の過半数を

締めるアメリカやイギリスと比べて、少ないことがわかる。よって、今後も社

外取締役数を増やしつつも、そのあり方について考えていく必要がある。 
図２０	 社外取締役選任上場会社（市場第一部）の比率推移 

 5 
（出所）株式会社東京証券取引所（２０１５） 

 
	 日本の内部統治は、元来、経営者と従業員の利害関係の一致を目指したもの

であったが、近年では、株式による資金調達のニーズの高まりとともに、社外

からの目を積極的に取り入れていく企業経営を意識している。これによって、10 
企業内の固定観念にとらわれず、これまで以上に株主を重視した企業統治を行

っていくことができる。そこで、他の主な国の企業統治をみていく。以前から

株式による資金調達を多く行っているアメリカの企業統治は、自分の利益を守

るために経営者に働きかけを行うアクティブな株主の意思が反映されやすいも

のである69。また、債権者の多いドイツの企業の内部統治は、株主と従業員に15 
よる経営者への働きかけが強いものである70。このように、企業の資本構成比

率によって企業統治のあり方が異なってくるのである。企業統治とはつまり、

コーポレート・ガバナンスであり、企業がクリアで効率的な経営をするために

重要視しなければならないものである。 
	 ここで、前述した米日独のコーポレート・ガバナンスの比較をしていきたい。 20 
アメリカは、１９６０年代頃から銀行を中心とする機関投資家による株式保有

                                            
68 日本経済新聞（2016年 8月 14日） 

69 尹（2016）53頁を参照されたい。 

70 尹（2016）62頁を参照されたい。 
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が進み、１９９０年代には、株式保有者比率の５０％が機関投資家になった。

アメリカの機関投資家は、企業の経営に物言う、アクティブな株主が多く、株

主主導のガバナンスが展開されている。代表的な例としてＣＡＬＰＥＲＳがあ

り、アメリカで 大の機関投資家である。ＣＡＬＰＥＲＳは、１９９２年ＧＭ

の会長兼ＣＥＯを更迭させ、取締役会会長とＣＥＯの分離を成功させた71。 5 
	 次に、日本のコーポレート・ガバナンスを見ていく。日本は前述したように、

メインバンク制の下で、平時の際には企業経営にほとんど干渉することはない

が、有事の際には、貸倒れをおそれて監視を強め、直接企業経営に介入してく

る72メインバンクの存在が大きい。このように日本では銀行との結びつきが強

い企業経営をしてきたため、株主との対話が少なく、いわゆるもの言わぬ株主10 
が多かった。しかし、先述した通り、 近では株主を中心とした社外からの意

見を意識するガバナンスが強まってきている。 
	 後に、ドイツの例を見ていく。ドイツは主に、ユニバーサル・バンク制か

らなっている。株式の保有比率は法人が多く、コーポレート・ガバナンスにお

いて積極的な存在は銀行である。１９９０年以降、機関投資家による大量株式15 
保有が進んだが、これらの機関投資家はアメリカとは違い、企業のガバナンス

に関心はあるものの、短期利益を追求する傾向が強い。 
	  
第３節	 国内企業のガバナンスの今後のあり方 
	 第１節でみたように、企業の資金調達における株式のニーズは高まっている。20 
また、第２節で各国の例をみてわかるように、資金調達の割合に応じて企業の

ガバナンスのあり方を多様化しなくてはならない。第３節では、今後の日本の

企業統治のあり方について提言していきたい。 
	 近年の日本では株主重視型の経営へのシフトが進んでいるが、改善の余地が

ある。多くの国内株主が企業経営に対して意見を述べることは少ない傾向にあ25 

                                            
71 尹（2016）54頁を参照されたい。 

72 菊澤（2004）62頁〜67頁を参照されたい。 
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ったが、株式による資金調達が増えてきている今日において、投資家の意見に

さらに耳を傾ける必要性がある。これは国内企業もさることながら国内投資家

の意識改革にもつながるのではないだろうか。その上で、短期的利益を追求す

る株主と中長期的な利益を求める企業とのバランスを保つために第２節で述べ

た社外取締役の存在が重要になってくる。 5 
	 さらに、グローバルな資金調達を行うにあたっても、企業のガバナンスが重

要になってくる。アメリカの例でみたように多くの海外の機関投資家は日本の

投資家に比べ、アクティブな株主が多く、株式所有を通じて企業への経営参加

を求める傾向にある。よって、株主重視のガバナンスへのシフトは、現在、日

本の株式市場で不安定な売買の動きをしている海外の機関投資家の安定的保有10 
への一要因となるのではないか。また、外国人の社外取締役を招き入れ、経営

を監視させることによって、海外の機関投資家の増加につながることも考えら

れるのではないか。 
	 そして、コーポレート・ガバナンスコードにあるように、投資家が企業に積

極的に経営参加をする際に、ＲＯＥを重視することもある。特にこのような動15 
きは海外投資家に多く見られてきたが、下図からわかるように、投資家だけで

なく国内企業もＲＯＥの向上に積極的になってきている。今後このような動き

を強めていくことは、株主重視のガバナンスとも繋がってくるといえる。 
図２１	 株式価値向上に向け企業が重視することが望ましい経営指標 

 20 
（出所）粟野・小西・本間（２０１５） 

 



37 
 

	 このように、グローバルな視野で今後の国内株式市場を考えていくと、企業

のグローバルな資金調達及びよりよい企業統治をするためには、株主を中心と

する社外からの意見を積極的に取り入れるようなガバナンスを重点的に行って

いく必要があると考える。国際的な市場に一歩近づき、企業のガバナンスの改

善と投資家層の拡大が実現することによって、発行市場と流通市場の活性化が5 
見込めるのではないかと考える。 
 
終章 
証券流通市場の分析をし、国内証券市場の活性化策をここまで論じてきた。 
	 第２章、第３章ではＦｉｎｔｅｃｈに関連して、個人投資家向けの方策を提10 
案してきた。第２章では、投資資金がなく株式投資に対して消極的な株主向け

に「Ｊａｐａｎｅｓｅ	 Ｓｔｏｃｋ	 Ｇｉｆｔ」のサービス導入について述べ

た。このサービスが株を始めるきっかけとなり、ゆくゆくは投資家層の拡大に

つながると考えられる。 
	 第３章では、ベンチャー企業が経済の活力の源という認識により、ベンチャ15 
ー企業の必要性と、近年台頭してきたベンチャー起業主体の産業であるＦｉｎ

ｔｅｃｈについて述べてきた。また、新しいロボット・アドバイザーを提言と

して、より有効的な資産運用の方策を挙げ、個人投資家の拡大を促した。 
	 後に第４章では、企業に対してよりグローバルな資金調達ができるような

提案を行った。多様な投資家に対応した客観性のある企業のガバナンスによっ20 
て、国内投資家に加えて海外投資家を国内市場に呼び込むことができる。これ

によって取引量が増加するだろう。 
	 以上の提案により、国内証券流通市場が活性化し、日本の経済発展につなが

るのである。 

 25 
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佐々木幹夫（２０１３）『ど素人がはじめる株の本	 ＮＩＳＡ対応版』翔泳社	  
俊野雅司（２００４）『証券市場と行動ファイナンス』東洋経済新報社 
ジョン太郎（２０１５）『外資系金融マンがわが子に教えたい「お金」と「投10 
資」の本当の話』翔泳社 
田淵直也（２０１２）『入門実践金融−証券化のすべて−』日本実業出版社	  
田渕直也（２０１５）『投資と金融にまつわる１２の致命的な誤解について』

ダイヤモンド社 
東京証券取引所（２０１２）『東証要覧』東京証券取引所 15 
東洋経済新報社（２０１６）「週刊東洋経済」１月１６日号 
ダイヤモンド社（２０１６）「週刊ダイヤモンド」３月１２日号／８月２７ 
中島真志（２０１５）『入門	 企業金融論』東洋経済新報社 
日本証券業協会（２０１５）『ＦＡＣＴ	 ＢＯＯＫ	 ２０１５』日本証券業協

会 20 
日本証券経済研究所（２０１６）『図説日本の証券市場	 ２０１６	 年版』日

本証券経済研究所 
日本証券経済研究所（２０１６）『図説アメリカの証券市場』日本証券経済研

究所 
福島隆則・菅健彦（２０１４）『よくわかるインフラ投資ビジネス	 需要を読25 
む、リスクを知る、戦略を練る』日経ＢＰ	 社 
古川顕（２０１４）『現代の金融』東洋経済新報社 
毎日新聞社、「週刊エコノミスト」（２０１６）７月５日号 
マッキンゼー・アンド・カンパ二ー（２０１６）『企業価値評価〔第６版〕下
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−バリュエーションの理論と実践−』ダイヤモンド社 
宮島英昭	 保田隆明	 「株式所有構造と企業統治」財務省財務総合政策研究所

「ファイナンシャルレビュー」平成２７年第１号	 ２０１５年３月 
『山を動かす』研究会（２０１５）『ＲＯＥ 貧国日本を変える』日本経済新

聞出版社 5 
ロバート，Ｊ，シラー（２００１）『投機バブル	 根拠なき熱狂』ダイヤモン

ド社 
 
論文 
伊藤宏一（２０１２）「金融教育をめぐる国内外の状況と課題」 10 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｓａ．ｇｏ．ｊｐ／ｆｒｔｃ／ｋｅｎｋｙｕ／ｇｉ

ｊｉｒｏｋｕ／２０１２１１０８／０４．ｐｄｆ＃ｓｅａｒｃｈ＝％２７％Ｅ

９％８７％９１％Ｅ８％９Ｅ％８Ｄ％Ｅ６％９５％９９％Ｅ８％８２％Ｂ２

＋％Ｅ６％９７％Ａ５％Ｅ６％９Ｃ％ＡＣ％２７ 
ベンチャーエンタープライズセンター（２０１４）「平成	 ２５	 年度創業・15 
起業支援事業（起業家精神と成長ベンチャーに関する国際調査）「成長ベンチ

ャーの創出環境の国際比較認知度向上へむけて」」 
井上	 武（２００６）「取引所における株式売買仕法の多様化」野村資本市場

研究所 
太田珠美（２０１４）「日米株式市場の相違点」大和総研グループ 20 
大塚理恵子（２０１５）「日銀のＥＴＦ	 購入と株式市場」みずほ総合研究所 
大橋和彦（２０１２）	 「市場流動性について」『証券アナリストジャーナル』

第５０巻９号、９月 
東京証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所（２０

１６年）「２０１５年度株式分布状況調査の調査結果について」日本取引所グ25 
ループ	 ６月 
野村資本市場研究所（２０１２）「『我が国の個人金融資産の資産運用高度化

のための調査』報告書」経済産業省 
野村総合研究所（２０１５）「若年層を中心とした個人による投資の現状とＮ
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ＩＳＡの利用促進に向けた課題に対する調査」野村総合研究所	 ２月 
環太平洋ビジネス情報（２０１３）「アジアの投資機関化」日本総研 
神田眞人（２０１６年１月２１日）「スチュワードシップ・コード、及び、コ

ーポレートガバナンス・コードのフォローアップ」 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｄａ．ｏｒ．ｊｐ／ｍａｎａｂｕ／ｋｅｎｋｙｕ5 
ｋａｉ／ｃｏｎｔｅｎｔ／ｋ＿ｒｅｐｏｒｔ．ｐｄｆ 
金融庁（２００２）「証券市場の改革促進プログラム」 
嶋野智二（２０１４）「金融システムと企業投資に関する国際比較ー日米比較

を中心にー」 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｃｏｎ．ｋｙｏｔｏ－ｕ．ａｃ．ｊｐ／ｐｒｏｊｅ10 
ｃｔｃｅｎｔｅｒ／Ｐａｐｅｒ／Ｊ－１３－００２．ｐｄｆ 
竹内英二「我が国のソーシャルビジネスの『社会性』と『事業性』」 
辰巳憲一（２０１５）「企業金融の新展開ー進化する資金供給機能への期待」

時事通信社 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｊｆｃ．ｇｏ．ｊｐ／ｎ／ｆｉｎｄｉｎｇｓ／ｐｄ15 
ｆ／ｒｏｎｂｕｎ１５０５＿０１．ｐｄｆ 
東京証券取引所（２０１４）	 「２０１４	 年度株式分布状況調査結果の概要」

日本取引所グループ 
日本銀行調査統計局（２００３）「資金循環統計の国際比較」１２月 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｏｊ．ｏｒ．ｊｐ／ｒｅｓｅａｒｃｈ／ｂｒｐ／20 
ｒｏｎ＿２００３／ｄａｔａ／ｒｏｎ０３１２ａ．ｐｄｆ 
日本銀行調査統計局（２０１６）「資金循環の日米欧比較」 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｏｊ．ｏｒ．ｊｐ／ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ／ｓｊ

／ｓｊｈｉｑ．ｐｄｆ 
日本証券業協会	 調査部「証券投資に関する全国調査」 25 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｋｋｅｉ．ｃｏｍ／ａｒｔｉｃｌｅ／ＤＧＸＮＡ

ＳＧＤ１３０８Ｂ＿Ｕ４Ａ６１０Ｃ１ＮＮ１０００／ 
広田真一（２０１２）「企業の財務リスクとメインバンクの役割ー関係的契約

アプローチ」早稲田商学４３１号 
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松永悠子（２０１４）「社会的責任投資の動向」損保ジャパン日本興亜 
宮島英昭・保田隆明（２０１２）「変貌する日本企業の所有構造をいかに理解

するか－	 内外機関投資家の銘柄選択の分析を中心として－」日本経済新聞	 

２０１４年６月１５日朝刊 
宮島英昭・保田隆明（２０１５）「株式所有構造と企業統治ー機関投資家の増5 
加は企業パフォーマンスを改善したのかー」財務省財務総合政策研究所「フィ

ナンシャル・レビュー」 
横塚仁士・鈴木裕（２０１０）「米国における社会的責任投資（ＳＲＩ）市場

の動向」大和総研 
 10 
インターネット 
アクセンチュア（２０１６）「フィンテック、発展する市場環境：日本市場へ

の示唆」（ 終閲覧日２０１６年１０月２６日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ａｃｃｅｎｔｕｒｅ．ｃｏｍ／ｊｐ－ｊａ／ｉｎｓ

ｉｇｈｔ－ｆｉｎｔｅｃｈ－ｅｖｏｌｖｉｎｇ－ｌａｎｄｓｃａｐｅ 15 
アクセンチュア（２０１５）「アクセンチュア 新調査ー２０１５年における

日本でのフィンテック投資は堅調に推移、アジア・パシフィック地域における

投資額は前年比４倍以上に急増の見通し」（ 終閲覧日２０１６年１０月２日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ａｃｃｅｎｔｕｒｅ．ｃｏｍ／ｊｐ－ｊａ／ｃｏｍ

ｐａｎｙ－ｎｅｗｓ－ｒｅｌｅａｓｅｓ－２０１５１１２５ 20 
アクセンチュア（２０１６）「フィンテックと銀行の将来像」（ 終閲覧日２

０１６年１０月２６日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ａｃｃｅｎｔｕｒｅ．ｃｏｍ／ｊｐ－ｊａ／ｉｎｓ

ｉｇｈｔ－ｆｕｔｕｒｅ－ｆｉｎｔｅｃｈ－ｂａｎｋｉｎｇ 
アクセンチュア（２０１６）「フィンテック、発展する市場環境：日本市場へ25 
の示唆」（ 終閲覧日２０１６年１０月２６日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ａｃｃｅｎｔｕｒｅ．ｃｏｍ／ｊｐ－ｊａ／ｉｎｓ

ｉｇｈｔ－ｆｉｎｔｅｃｈ－ｅｖｏｌｖｉｎｇ－ｌａｎｄｓｃａｐｅ 
伊藤宏一（２０１２）「金融教育をめぐる国内外の状況と課題」（ 終閲覧日
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２０１６年１０月２０日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｓａ．ｇｏ．ｊｐ／ｆｒｔｃ／ｋｅｎｋｙｕ／ｇｉ

ｊｉｒｏｋｕ／２０１２１１０８／０４．ｐｄｆ＃ｓｅａｒｃｈ＝％２７％Ｅ

９％８７％９１％Ｅ８％９Ｅ％８Ｄ％Ｅ６％９５％９９％Ｅ８％８２％Ｂ２

＋％Ｅ６％９７％Ａ５％Ｅ６％９Ｃ％ＡＣ％２７ 5 
粟野智之・小西健史・本間丈明（２０１５）「投資指標としてのＲＯＥ」三菱

ＵＦＪ信託銀行（ 終閲覧日２０１６年１０月２１日） 
株式会社東京証券取引所（２０１５）「取締役会関連	 参考データ（社外取締

役の選任）」（ 終閲覧日２０１６年１０月１日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｓａ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｉｎｇｉ／ｆｏｌｌｏｗ－ｕ10 
ｐ／ｓｉｒｙｏｕ／２０１５１０２０／０１．ｐｄｆ 
金融広報中央委員会（２０１４）「知るぽると	 暮らしと金融なんでもデータ	 

２金融資産と負債」（ 終閲覧日２０１６年１０月１５日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｒｕｐｏｒｕｔｏ．ｊｐ／ｆｉｎａｎｃｅ／

ｔｏｋｅｉ／ｓｔａｔ／ｓｔａｔ００２．ｈｔｍｌ 15 
金融広報中央委員会	 （２０１６）「金融リテラシ－調査」（ 終閲覧日２０

１６年１０月２１日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｒｕｐｏｒｕｔｏ．ｊｐ／ｆｉｎａｎｃｅ／ｃ

ｈｏｓａ／ｌｉｔｅｒａｃｙ２０１６／ｐｄｆ／１６ｌｉｔｅｒａｃｙ．ｐｄ

ｆ 20 
金融庁（２０１４）「平成２７年度税制改革要望項目」（ 終閲覧日２０１６

年１０月２８日）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｓａ．ｇｏ．ｊｐ／ｎｅｗｓ／２

６／ｓｏｎｏｔａ／２０１４０８２９－９／０１．ｐｄｆ 
金融庁（２０１４）	 「ＮＩＳＡ	 口座の開設・利用状況調査」（ 終閲覧日

２０１６年１０月２８日） 25 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｓａ．ｇｏ．ｊｐ／ｐｏｌｉｃｙ／ｎｉｓａ／２０

１５０４２４－１／０２．ｐｄｆ	  
金融庁（２０１６）ＮＩＳＡ特設ＷＥＢサイト（ 終閲覧日２０１６年１０月

２６日） 
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ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｓａ．ｇｏ．ｊｐ／ｐｏｌｉｃｙ／ｎｉｓａ２／ 
グッディー株式会社（２０１６）「ローリスク・ハイリターン投資のグッドイ

シュー」（ 終閲覧日２０１６年９月４日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｌｌｅｒ．ｃｏ．ｊｐ／ｒｅｐｏｒｔ／ｗａｋａ

ｒｕ／２０１１０４０１．ｈｔｍｌ 5 
経済産業省経済政策局産業資金課（２０１６）「産業・金融・ＩＴ融合（Ｆｉ

ｎｔｅｃｈ）に関する	 参考データ集」（ 終閲覧日２０１６年１０月２６日） 
ｗｗｗ．ｍｅｔｉ．ｇｏ．ｊｐ／ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ／ｋｅｎｋｙｕｋａｉ／

ｓａｎｓｅｉ／ｆｉｎｔｅｃｈ／ｐｄｆ／ｓａｎｋｏ＿ｄａｔａ．ｐｄｆ 
厚生労働省	 （２０１６）「確定拠出年金制度」（ 終閲覧日２０１６年１０10 
月２７日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｔｆ／ｓｅｉｓａｋｕｎｉ

ｔｓｕｉｔｅ／ｂｕｎｙａ／ｎｅｎｋｉｎ／ｎｅｎｋｉｎ／ｋｙｏｓｈｕｔｓ

ｕ／ 
投資信託協会「資産運用の必要性」（２０１６）（ 終閲覧日２０１６年８月15 
８日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｏｕｓｈｉｎ．ｏｒ．ｊｐ／ｓｔａｒｔ／ｗｈｙ

／ 
産経ニュース（２０１６）「ＮＩＳＡ非課税期間の延長検討	 金融庁、制度の

恒久化も」６月７日（ 終閲覧日	 ２０１６年８月５日） 20 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎｋｅｉ．ｃｏｍ／ｅｃｏｎｏｍｙ／ｎｅｗｓ／

１６０６０７／ｅｃｎ１６０６０７００３５－ｎ１．ｈｔｍｌ 
首相官邸（２０１６年）「アベノミクス成長戦略〜これまでの施策情報〜」

（ 終閲覧日２０１６年１０月１４日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｎｔｅｉ．ｇｏ．ｊｐ／ｊｐ／ｈｅａｄｌｉｎｅ25 
／ｓｅｉｃｈｏ＿ｓｅｎｒｙａｋｕ２０１３．ｈｔｍｌ 
政府公報オンライン「ソーシャルビジネスを支援」（ 終閲覧日２０１６年５

月２３日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ－ｏｎｌｉｎｅ．ｇｏ．ｊｐ／ｕｓｅｆｕｌ／
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ａｒｔｉｃｌｅ／２０１４１０／３．ｈｔｍｌ 
総務省（２０１６）「２８年度情報通信白書特集	 第一部ＩＯＴ・ビッグデー

タ・ＡＩ～ネットワークとデータが創造する新たな価値～」より「第３章	 Ｉ

ＯＴ時代の新製品・サービス」（ 終閲覧日２０１６年１０月２６日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ／ｊｏｈｏｔｓｕｓｉｎｔｏ5 
ｋｅｉ／ｗｈｉｔｅｐａｐｅｒ／ｊａ／ｈ２８／ｈｔｍｌ／ｎｃ１３１１１０．

ｈｔｍｌ 
総務省（２０１６）「２５年度情報通信白書特集	 第一部『スマートＩＣＴ』

の戦略的活用でいかに日本に元気と成長をもたらすか」より「第１章『スマー

トＩＣＴ』の進展による新たな価値の創造」（ 終閲覧日	 ２０１６年１０月10 
２６日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ／ｊｏｈｏｔｓｕｓｉｎｔｏ

ｋｅｉ／ｗｈｉｔｅｐａｐｅｒ／ｊａ／ｈ２５／ｈｔｍｌ／ｎａ００００００．

ｈｔｍｌ 
総務省（２０１３）情報通信白書「ベンチャーとＩＣＴの動向」（ 終閲覧日15 
２０１６年１０月１５日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ／ｊｏｈｏｔｓｕｓｉｎｔｏ

ｋｅｉ／ｗｈｉｔｅｐａｐｅｒ／ｊａ／ｈ２５／ｈｔｍｌ／ｎｃ１１２１４０．

ｈｔｍｌ 
総務省統計局「ｅ－ｓｔａｒｔ、学校基本調査、進学率」（ 終閲覧日２０１20 
６年９月１８日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｓｔａｔ．ｇｏ．ｊｐ／ＳＧ１／ｅｓｔａｔ／Ｌ

ｉｓｔ．ｄｏ？ｂｉｄ＝０００００１０１５８４３ 
ダイヤモンドＯＮＬＩＮＥ（２０１６）「【２０１５年の日本株】日銀の「Ｅ

ＴＦドカ買い」で年末に日経平均は２万２０００円へ」（ 終閲覧日２０１６25 
年９月４日） 
ｈｔｔｐ：／／ｄｉａｍｏｎｄ．ｊｐ／ａｒｔｉｃｌｅｓ／－／６４６１４？

ｐａｇｅ＝２ 
富永健司（２０１６）「参考統計」（ 終閲覧日２０１６年９月２９日） 
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ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｃｍｒ．ｃｏｍ／ｎｉｃｍｒ／ｄａｔａ／ｍａｒ

ｋｅｔ／ｓｔｏｃｋ．ｐｄｆ 
日本銀行（２０１６年７月１９日）「金融緩和の強化について」（ 終閲覧日

２０１６年１０月２３日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｏｊ．ｏｒ．ｊｐ／ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔｓ5 
／ｒｅｌｅａｓｅ＿２０１６／ｋ１６０７２９ａ．ｐｄｆ 
日本証券業協会（２０１６）「少額からはじめられる株式投資	 株式累積投資」

（ 終閲覧日２０１６年１０月２０日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｄａ．ｏｒ．ｊｐ／ｍａｎａｂｕ／ｓｔｏｃｋ／

ｌｅｖｅｌ３／ｓｔｏｃｋ３＿６９．ｈｔｍｌ 10 
日本証券業協会（２０１６）「調査レポート２０１４年度株式分布状況調査の

調査結果について」（ 終閲覧日２０１６年８月４日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｐｘ．ｃｏ．ｊｐ／ｍａｒｋｅｔｓ／ｓｔａｔｉｓ

ｔｉｃｓ－ｅｑｕｉｔｉｅｓ／ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ／０１－ａｒｃｈｉｖ

ｅｓ－０１．ｈｔｍｌ 15 
日本証券業協会主要証券会社「１０社のＮＩＳＡ口座利用数」（ 終閲覧日２

０１６年１０月２０日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｄａ．ｏｒ．ｊｐ／ｓｈｉｒｙｏ／ｃｈｏｕｓａ

／ｎｉｓａｊｏｕｋｙｏｕ／ｎｉｓａ１０．ｐｄｆ 
日本取引所グループ（２０１６）「調査レポート２０１５年度株式分布状況調20 
査の調査結果について」（ 終閲覧日２０１６年９月４日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｐｘ．ｃｏ．ｊｐ／ｍａｒｋｅｔｓ／ｓｔａｔｉｓ

ｔｉｃｓ－ｅｑｕｉｔｉｅｓ／ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ／０１．ｈｔｍｌ 
日本取引所グループ（２０１６）「売買単位の１００株への移行期限の決定に

ついて」（ 終閲覧日２０１６年８月２８日） 25 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｐｘ．ｃｏ．ｊｐ／ｅｑｕｉｔｉｅｓ／ｉｍｐｒｏ

ｖｅｍｅｎｔｓ／ｕｎｉｔ／０１．ｈｔｍｌ 
日本取引所グループ（２０１６）「売買単位の統一」（ 終閲覧日２０１６年

１０月２０日） 
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ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｐｘ．ｃｏ．ｊｐ／ｅｑｕｉｔｉｅｓ／ｉｍｐｒｏ

ｖｅｍｅｎｔｓ／ｕｎｉｔ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 
ｍｏｎｅｙ	 ｍａｇａｚｉｎｅ（２０１６）「ミニ株（株式ミニ投資）と単元

未満株取引（プチ株）の違い」（ 終閲覧日２０１６年１０月２日） 
ｈｔｔｐ：／／ｍｏｎｅｙ－ｍａｇａｚｉｎｅ．ｏｒｇ／％ｅ３％８３％９5 
ｆ％ｅ３％８３％８ｂ％ｅ６％ａ０％ａａ％ｅｆ％ｂｃ％８８％ｅ６％ａ０％

ａａ％ｅ５％ｂｃ％８ｆ％ｅ３％８３％９ｆ％ｅ３％８３％８ｂ％ｅ６％８

ａ％９５％ｅ８％ｂ３％８７％ｅｆ％ｂｃ％８９％ｅ３％８１％ａ８％ｅ５％

８ｄ％９８％ｅ５％８５％８３％ｅ６％９ｃ％ａａ％ｅ６％ｂａ％８０％ｅ

６％ａ０％ａａ％ｅ５％８ｆ％９６％ｅ５％ｂｃ％９５％ｅｆ％ｂｃ％８８％10 
ｅ３％８３％９７％ｅ３％８３％８１／	  
日本ファンドレイジング協会（２０１６）「ソーシャル・インパクト・ボンド

（ＳＩＢ）とは？」（ 終閲覧日２０１６年８月２８日） 
ｈｔｔｐ：／／ｊｆｒａ．ｊｐ 
認定ＮＰＯ法人（２０１６）「金融知力普及協会ウェブサイト」（ 終閲覧日15 
２０１６年１０月２５日） 
ｈｔｔｐ：／／ａｐｆｌ．ｏｒ．ｊｐ／ 
年金積立金管理運用独立行政法人「日本版スチュワードシップコードの受入れ

について」（ 終閲覧日２０１６年１０月２０日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｐｉｆ．ｇｏ．ｊｐ／ｐｕｂｌｉｃ／ｐｏｌｉｃｙ20 
／ｐｄｆ／ｕｋｅｉｒｅｈｙｏｕｍｅｉ．ｐｄｆ 
年金積立金管理運用独立行政法人「２０１５年度	 業務概況書	 会見」（ 終

閲覧日２０１６年１０月２１日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｐｉｆ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｏｐｉｃｓ／２０１６／ｐ

ｄｆ／０７２９＿ｋａｉｋｅｎ＿ｓｉｒｙｏｕ．ｐｄｆ 25 
年金積立金管理運用独立行政法人（２０１５）「運用状況	 平成２７年度	 収

益額」（ 終閲覧日２０１６年９月１５日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｐｉｆ．ｇｏ．ｊｐ／ｏｐｅｒａｔｉｏｎ／ｓｔａ

ｔｅ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 
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年金積立金管理運用独立行政法人（２０１６）「日本版スチュワードシップ・

コードへの対応状況について」（ 終閲覧日２０１６年１０月１５日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｐｉｆ．ｇｏ．ｊｐ／ｏｐｅｒａｔｉｏｎ／ｐｄｆ

／ｖｏｔｉｎｇ＿ｈ２７．ｐｄｆ 
年金積立金管理運用独立行政法人（２０１６）「第１０８会運用委員会	 資料」5 
（ 終閲覧日２０１６年７月２９日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｐｉｆ．ｇｏ．ｊｐ／ｏｐｅｒａｔｉｏｎ／ｃｏｍ

ｍｉｔｔｅｅ／ｐｄｆ／ｋａｎｒｉ０２ｉｉｎｋａｉ１０８２．ｐｄｆ 
年金積立金管理運用独立行政法人（２０１５）「管理運用状況	 基本ポートフ

ォリオの考え方」（際週閲覧日２０１６年１０月１９日） 10 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｐｉｆ．ｇｏ．ｊｐ／ｏｐｅｒａｔｉｏｎ／ｓｔａ

ｔｅ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 
野村総合研究所（２０１５）「確定拠出年金の利用実態調査報告」（ 終閲覧

日２０１６年１０月２７日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｎｒｉ．ｃｏｍ／ｊｐ／ｅｖｅｎｔ／ｍｅｄｉａｆ15 
ｏｒｕｍ／２０１５／ｐｄｆ／ｆｏｒｕｍ２２５．ｐｄｆ 
野村総合研究所（２０１６）「起業・ベンチャー支援に関する調査	 エンジェ

ル投資家などを中心としたベンチャーエコシステムについて」（ 終閲覧日２

０１６年１０月２８日） 
ｗｗｗ．ｍｅｔｉ．ｇｏ．ｊｐ／ｍｅｔｉ＿ｌｉｂ／ｒｅｐｏｒｔ／２０１５20 
ｆｙ／００１０７４．ｐｄｆ 
 
富士通総研（２０１４）「金融ベンチャーカンファレンス	 Ｆｉｎｏｖａｔｅ

Ｓｐｒｉｎｇ２０１４参加報告（その１）～ 新テクノロジーを活用した金融

サービスの提供～」（ 終閲覧日２０１６年８月２８日） 25 
ｆｉｌｅ：／／／Ｕｓｅｒｓ／ａｙａｎｏ／Ｄｅｓｋｔｏｐ／富士通．ｗｅｂ

ａｒｃｈｉｖｅ 
富士通総研（２０１６）「Ｆｉｎｔｅｃｈによる金融サービスの革新」（ 終

閲覧日２０１６年１０月１０日） 
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ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｊｉｔｓｕ．ｃｏｍ／ｊｐ／ｇｒｏｕｐ／ｆｒｉ

／ｂｕｓｉｎｅｓｓｔｏｐｉｃｓ／ｆｉｎｔｅｃｈ／ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ／ 
みずほ総合研究所（２０１６）「Ｆｉｎｔｅｃｈ革命と銀行への影響」（ 終

閲覧日２０１６年１０月２６日） 5 
ｗｗｗ．ｍｉｚｕｈｏ－ｒｉ．ｃｏ．ｊｐ／ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ／ｒｅｓ

ｅａｒｃｈ／ｐｄｆ／ｕｒｇｅｎｃｙ／ｒｅｐｏｒｔ１６０５１０．ｐｄｆ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  
三井住友銀行	 （２０１６）「確定拠出年金とは」（ 終閲覧日２０１６年１

０月２７日） 10 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｍｂｃ．ｃｏ．ｊｐ／ｋｏｊｉｎ／４０１ｋ／ｋａ

ｋｕｔｅｉ／ 
文部科学省（２０１６）「現行学習指導要領・生きる力」（ 終閲覧日２０１

６年７月５日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｘｔ．ｇｏ．ｊｐ／ａ＿ｍｅｎｕ／ｓｈｏｔｏｕ15 
／ｎｅｗ－ｃｓ／ 
文部科学省	 （２０１６）「学習指導要綱」（ 終閲覧日２０１６年１０月２

０日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｘｔ．ｇｏ．ｊｐ／ａ＿ｍｅｎｕ／ｓｈｏｔｏｕ

／ｙｏｕｒｙｏｕ／ｍａｉｎ４＿ａ２．ｈｔｍ 20 
矢野経済研究所「国内Ｆｉｎｔｅｃｈ市場に関する調査結果２０１５」（ 終

閲覧日２０１６年１０月１８日）ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｏ．ｃｏ．

ｊｐ／ｐｒｅｓｓ／ｐｒｅｓｓ．ｐｈｐ／００１５０５ 
ＦＩＰ	 ｗｅｂソリューション（２００６）	 「ギフトカード総合支援サービ

スがプレゼントを、ショッピングを、ビジネスを変える」（ 終閲覧日２０１25 
６年１０月４日） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｊｉｔｓｕ．ｃｏｍ／ｄｏｗｎｌｏａｄｓ／ＪＰ

／ａｒｃｈｉｖｅ／ｉｍｇｊｐ／ｇｒｏｕｐ／ｆｉｐ／ｉｔｂｏｘ／ｖｏｌ３

０．ｐｄｆ 
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ＳＢＩ証券「ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ」（ 終閲覧日２０１６年９月４日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｂｉｓｅｃ．ｃｏ．ｊｐ／ＥＴＧａｔｅ／？＿Ｃ

ｏｎｔｒｏｌＩＤ＝ＷＰＬＥＴｍｇＲ００１Ｃｏｎｔｒｏｌ＆＿ＤａｔａＳｔ

ｏｒｅＩＤ＝ＤＳＷＰＬＥＴｍｇＲ００１Ｃｏｎｔｒｏｌ＆ｂｕｒｌ＝ｓｅａ

ｒｃｈ＿ｎｉｓａ＆ｄｉｒ＝ｆｌｏｗ％２Ｆ＆ｆｉｌｅ＝ｎｉｓａ＿ｆｌｏｗ．5 
ｈｔｍｌ＆ｃａｔ１＝ｎｉｓａ＆ｃａｔ２＝ｆｌｏｗ＆ｇｅｔＦｌｇ＝ｏｎ 
Ｓｔｏｃｋｐｉｌｅ	 ＨＰ（２０１６）（ 終閲覧日２０１６年１０月１８日） 
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｐｉｌｅ．ｃｏｍ 
Ｓｐａｒｋｇｉｆｔ	 （２０１６）「ＦＡＱ	 ｓｐａｒｋｇｉｆｔ	 ｈｅｌｐ」

（ 終閲覧日２０１６年１０月１０日） 10 
ｈｔｔｐ：／／ｆａｑ．ｓｐａｒｋｇｉｆｔ．ｃｏｍ／ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ＿

ｂａｓｅ／ｔｏｐｉｃｓ／ｈｏｗ－ｄｏｅｓ－ｉｔ－ｗｏｒｋ－８ 
Ｒｏｂｅｒｔ	 Ｓｔａｍｍｅｒｓ（２０１６）	 Ｎｏｗ	 Ｙｏｕ	 Ｃａｎ	 Ｂ

ｕｙ	 Ｓｔｏｃｋｓ…ａｔ	 ｔｈｅ	 Ｇｒｏｃｅｒｙ	 Ｓｔｏｒｅ	 ，	 Ｍｏ

ｎｅｙ	 Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ	 （ 終閲覧日２０１６年１月２６日） 15 
Ｓｈｅｙｎａ	 Ｓｔｅｉｎｅｒ（２０１５）	 Ｈｏｗ	 ｔｏ	 ｂｕｙ	 ｓｔｏ

ｃｋ	 ｔｏ	 ｇｉｖｅ	 ａｓ	 ａ	 ｇｉｆｔ	 ，	 Ｂａｎｋｒａｔｅ（ 終閲

覧日２０１６年１０月２２日） 
Ｌｉｂｂｙ	 Ｋａｎｅ（２０１５）	 Ｙｏｕ	 ｃａｎ	 ｎｏｗ	 ｂｕｙ	 ｓｈ

ａｒｅｓ	 ｏｆ	 ｃｏｍｐａｎｉｅｓ	 ｌｉｋｅ	 Ａｐｐｌｅ	 ａｎｄ	 Ｇｏ20 
ｏｇｌｅ	 ｉｎ	 ｔｈｅ	 ｇｒｏｃｅｒｙ－ｓｔｏｒｅ	 ｃｈｅｃｋ－ｏｕｔ	 

ｌｉｎｅ	 ，	 ＢＵＳＩＮＥＳＳ	 ＩＮＳＩＤＥＲ	 （ 終閲覧日２０１６年

１０月２２日） 
ＴＨＥＯ（２０１６）	 ｈｔｔｐｓ：／／ｔｈｅｏ．ｂｌｕｅ／	 （ 終閲覧

日２０１６年１０月１０日） 25 
ＷＥＡＬＴＨ	 ＮＡＶＩ（２０１６）	 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｗｅａｌｔ

ｈｎａｖｉ．ｃｏｍ	 （ 終閲覧日２０１６年１０月１０日） 
 
新聞 
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日本経済新聞 
「株の高速取引検証へ審議会」（２０１６年４月８日夕刊）、「公的年金が選

別投資	 環境・企業統治など重視」（２０１６年７月２２日ｗｅｂ刊）、

「『帰りは怖い』日銀の６兆円買い」（２０１６年１０月２４日ｗｅｂ刊）、

「ロボアドバイザーで資産運用	 適な分散投資を提示」（２０１６年５月１5 
８日朝刊）、「家計にフィンテック（２）ロボアドバイザー活用	 適な分散

投資を提示」（２０１６年５月１８日朝刊）、「企業年金、進む株式離れ」

（２０１６年６月１８ｗｅｂ刊）、「取締役、４人に１人、『社外』統治指針

が後押し」（２０１６年８月１４日ｗｅｂ刊	 ）、「株価下支え	 日銀ＥＴＦ

購入を生かす」（２０１６年９月２５日Ｗｅｂ刊）、「逆風化、成長探る	 金10 
融ニッポン・トップシンポ」（２０１６年１０月３日ｗｅｂ刊）、「政争の具

となる年金運用」（２０１６年１０月９日ｗｅｂ刊）、「ファミマＡＴＭ、ゆ

うちょ銀の手数料無料に」（２０１６年１０月２８日ｗｅｂ刊） 


