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至 2017年12月（通巻388号）

引

（注）○内数字は掲載月、右数字はページ

【明日への話題】

【レポート】

骨太の方針2017

吉川

洋……⑦・１

米国のフィデューシャリー・デューティー規則と金融

フィンテックを取り巻くエコシステムの整備に向けて

業界への影響



清田

瞭……⑧・１

債券市場の機能と金融政策の誤解

若者への投資

松元

崇……⑨・１



現在・未来

清水喜彦……⑩・１

ETFの現状と今後の展望について

リスクを追って涎を垂れ流す

福井俊彦……⑪・１



投資定着の方策を考える

古賀信行……⑫・１

2017年上期のJ-REIT市場と今後の展望

岡田功太……⑦・36
原田

泰……⑧・４

小沼泰之……⑧・14



河合延昭……⑧・36

日本株は業績改善に支えられて上昇基調を継続

【平成双紙おりおりの記】
メイ首相のBrexitとアイルランドの将来





大場智満……⑦・25

年金運用とオルタナティブ投資

剣友

國松孝次……⑧・25



ソ連の「壁」の思い出

森信茂樹……⑨・23

国際金融規制研究会意見書

初めての海外一人旅

岩崎俊博……⑩・23

国際金融規制の課題と国際基準のあり方について

比較するということ

神田秀樹……⑪・17



ガリヴァー旅行記と長寿日本

小島

つみたてNISAの制度概要と今後のNISA制度のあり

明……⑫・13

芳賀沼千里……⑧・44
樺山和也……⑨・38

増井喜一郎……⑨・48

方について

丹生健吾／荒井友里恵……⑨・55

2017年株主総会の分析とコーポレート・ガバナンスの

【特集：米・欧・中の動向】
ポスト・グローバル化時代の欧州の政治と今後のEU

動向



投資信託の現状と課題

神余隆博……⑨・４

政権交代より半年 米国経済の課題と展望


宿輪純一……⑨・16

中国経済の現状と展望

〜長期の資産形成のために〜


永沢裕美子……⑩・42

米国ETFのマーケットメイカー制度と日本への示唆

〜中国現地最前線から見える風景〜




瀬口清之……⑨・24

岡田功太……⑩・52

中国における証券業の更なる対外開放に向けた動き


関根栄一……⑪・４

欧州中央銀行が直面する３つの課題

【特集：政策が市場・運用を変える】
ETFが現物株式市場に与える影響


上田亮子…… ⑩・14

〜正常化、総裁人事、将来の緩和余地〜

芹田敏夫／花枝英樹……⑪・28



田中

理……⑪・18

GPIFのESG投資の取組みと今後の展望

異次元緩和の評価と金融政策正常化の展望





塩村賢史……⑪・38

木内登英……⑫・４

マイナス金利環境下におけるJ-REITリターンの実証
分析

山中孝太郎／田中勇毅……⑪・46
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日本株、買わない理由が見当たらない

【論 文】
フィンテック革命をリードする世界の有力企業



武者陵司……⑪・62



2017年の証券市場を振り返る

前田昌孝……⑫・46

藤田

勉／細沼藹芳／盧暁斐……⑦・４

平成29年金商法改正によるフェア・ディスクロージャ
ー・ルールの導入

荻野昭一……⑦・14

【講演録】

日本の産業別生産性動向と経済の再生に向けた生産性

取締役会改革とガバナンスの新たな局面

向上



滝澤美帆……⑦・26

中村直人……⑦・50

ESG投資評価のための非財務情報活用の課題と展望


加賀谷哲之……⑧・26

人的資本・知的資本と企業価値（PBR）の関係性の考察


柳

良平／吉野貴晶……⑩・４

グローバリゼーションと賃金の下落

フィンテックが資本市場を変える
藤田

勉……⑩・34

日本経済の現状と金融・財政政策の展望：
アベノミクスの再起動に向けて
議決権行使の個別開示データ分析〔前編〕
―投票行動と賛成率、ポートフォリオ重複などを中

………………………………………………………⑨・47
（第25回）オークの木
………………………………………………………⑩・33
………………………………………………………⑪・59
（第27回）ロンドン点描
………………………………………………………⑫・35

円谷昭一……⑫・24

西郷隆盛と経済問題

【明日へのかけ橋】

―近代日本の経済的発展とどう関わったか―


………………………………………………………⑧・35

（第26回）ロンドンでの待ち合わせ
若田部昌澄……⑫・14

心に―

………………………………………………………⑦・47

（第24回）ニューカッスルに石炭を運ぶ

第２回：フィンテックで進化する財務会計



（第22回）鍵
（第23回）集合住宅

水野和夫……⑩・24



小田島恒志

【イギリス的な情景】

家近良樹……⑫・36

森信茂樹

（第88話）「骨太2017」に見る財政ポピュリズム
………………………………………………………⑦・48
（第89話）ビッグデータと税制を考える
………………………………………………………⑧・54

【コラム】
“FED view vs. BIS view”10年後の総括

（第90話）マイナンバー制度の税務への活用を



武者陵司……⑦・64

日本企業は強くなったのか

前田昌孝……⑧・56

世界の成長企業は種類株式を使いこなす


藤田

………………………………………………………⑩・60
勉……⑨・64

労働分配率の低下は続くのか
河野龍太郎……⑩・62

78

（第92話）観光財源の新税（出国税？）をどう考えるか
………………………………………………………⑪・60

賃金とインフレの上昇が遅れるもう一つの理由


………………………………………………………⑨・62
（第91話）消費税増税組み替えをどう考えるか

月
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（第93話）わが国ではなぜ対立軸が形成されないのか
………………………………………………………⑫・44
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【インサイド・アウト】

【解説コーナー】
「オープンAPI」が加速

（U.S.A.）
米国株式市場の構造変化の中で存在感を増すシタデル


岡田功太……⑧・72

ETFをはじめとする低コスト戦略の台頭


―ハードウェア・ボトルネックが課題だが…

岡田功太……⑩・74

米財務省による金融規制改革提言に関する考察


―金融サービス様変わりも……………………⑦・74
職場で普及が加速する特化型AI

岡田功太……⑫・60

………………………………………………………⑧・69
株主提案に賛成も
―機関投資家が議決権開示……………………⑨・78
高い利便性、バブル懸念も

（ヨーロッパ）
信頼回復に向けたEUの挑戦


―急拡大するビットコイン……………………⑩・78
山崎加津子……⑦・76

トルコは成長機会を逃してしまうのか？


児玉

電気自動車がもたらす「下克上」
―完成車メーカーは存亡の機に………………⑪・74

卓……⑨・74

営業最高益相次ぐ
―上場企業の９月中間決算……………………⑫・64

（アジア）
世界景気拡大の死角、アジアにバブルのリスク？


児玉

卓……⑪・70

【常盤橋】
（第79回）日銀、「出口」の具体化を封印
―残された課題は…

【Cityの窓から】
（第23回）英国とEUのBrexit交渉、EU市民の権利で
開始

アンナ・ヒル……⑧・77

（第24回）英政府、コーポレートガバナンス改革に関
する解決策を公表

アンナ・ヒル……⑩・80

（第25回）2017年、役員報酬に対する株主の反発はお
さまったのか

アンナ・ヒル……⑫・66

…………………………⑦・63

（第80回）黒田日銀、２％達成を断念
―「リフレ政策」の総括を……………………⑧・84
（第81回）１万円札廃止は妥当か
―「タンス預金」増加の理由…………………⑨・85
（第82回）片岡委員反対の影響
―「黒田緩和」を代替も………………………⑩・51
（第83回）日銀リポートが示す金融緩和の限界
―マイナス金利解除の必要……………………⑪・84

【From the Corner of Wall Street】
（第９回）2016年の米国IPO市場分析


（第84回）注目される「リバーサル・レート」

後藤潤一郎……⑦・80

―マイナス金利解除の布石？…………………⑫・59

（第10回）Nasdaqの市場改革提案レポート


セーラ・ビーム／木村亮太……⑨・80

（第11回）米国上場の外国籍企業によるADRの利用状況


後藤潤一郎……⑪・76

【兜町パトロール】
失政＝株高のニューノーマル……………………⑦・46
真夏のパリバショックから10年…………………⑧・55
大規模再開発で兜町の復権なるか………………⑨・63
電撃解散、選挙後見据え投資家も「賭け」へ
………………………………………………………⑩・50
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「国難突破相場」で大納会２万3,000円をうかがう

【参考指標】

………………………………………………………⑪・58

（５月）………………………………………………⑦・84

４半世紀ぶり株高に踊らぬ個人…………………⑫・34

（６月）………………………………………………⑧・80
（７月）………………………………………………⑨・86
（８月）………………………………………………⑩・84

【本石町パトロール】
目立つ弱気…………………………………………⑦・49

（９月）………………………………………………⑪・80

降ろせない２％……………………………………⑧・71

（10月）………………………………………………⑫・70

利用者にはリスクも………………………………⑨・73
賛成８反対１………………………………………⑩・61
抜本的な改革を……………………………………⑪・61
高まる黒田総裁再任論……………………………⑫・45
【霞が関パトロール】
バランス問われるフィンテック法制……………⑦・79
森改革、総仕上げへ………………………………⑧・88
本人確認、「脱郵便」模索 ………………………⑨・94
検査局廃止、「育成庁」へ ………………………⑩・73
仮想通貨、健全育成に課題………………………⑪・79
地銀改革に本腰……………………………………⑫・63
【株式市場概況】
（６月）２万円で足踏み …………………………⑦・86
（７月）２万円を中心に膠着 ……………………⑧・82
（８月）調整色強まる ……………………………⑨・88
（９月）日経平均、２万円回復 …………………⑩・86
（10月）景気・業績好調で上昇 …………………⑪・82
（11月）日経平均、バブル崩壊後の高値 ………⑫・72
【公社債市場概況】
（６月）「鎖国」の日本 たまるマグマ …………⑦・87
（７月）遠い「２％」日銀６度目の先送り ……⑧・83
（８月）マイナス金利の足音、再び ……………⑨・89
（９月）「政治の季節」到来か……………………⑩・87
（10月）日銀の「変われないリスク」 …………⑪・83
（11月）動かない金利 窒息する市場……………⑫・73
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