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株式市況の回復と相俟って個人投資家の活躍が市場関係者の注目を集めている。03 年初め

頃までは外国系証券会社、外国人投資家(注 1)が市場の主導権を握りリードしていた。一方

我が国の金融機関や法人投資家は業績不振、不良債権処理、持ち合い株の解消に追われ、

専ら｢終戦処理｣の対応に忙殺されていた。市場は昨年 4 月下旬を底に反転し、企業業績の

急速且つ大幅改善と景況感の好転をバックに秋に掛け力強い騰勢を示した。その後、円高

や行き過ぎ感等から調整期に入り、2 月に入ると再び勢いを取り戻して来た。基本的にはこ

の間に於いても外資系証券・投資家による市場リードの構図に大きな変化は見当たらない。

既に外人持株比率が全上場銘柄で 20％前後にまで上昇し、豊富な実績と高度な金融･投資テ

クニックを有する海外投資家の実態を考えれば、こうした事情はそれなりに理解できよう。

こうした中、従来の国内機関投資家に代わり大きな役割を果たしてきたのが個人投資家で

ある。昨年初めに始まった値嵩株の急騰にも、個人投資家が積極的に参加していたと見ら

れるが、注目したい点はネット取引経由の個人投資家による積極的市場参加とその成果で

あろう。 
ここではこうして急速に影響力を持ち始めた個人投資家に焦点を当てその動向と投資環境

を探って見ることにする。企業にとっても今や彼等の動向は極めて重要であり、各上場企

業は HP の充実、個人向け説明会開催などその対応に積極的に取組んでいる。 
(注 1)；米英を中心とした投資家であったが、昨今では欧州大陸系、アジア系も積極的にな

って来た。 
個人投資家のタイプ 

インターネットの普及とブロードバンド化で新しいタイプの個人投資家が登場してきた。

初期の段階では彼等は必ずしも証券投資に精通し、実績を積んだ投資家のタイプではなか

ったように思われる。どちらかと言えば、彼等の多くはネット社会に関心があり、日常生

活で、PC 或いは携帯電話、PDA を多目的に使いこなす人々で(注 2)、たまたま或る機会に、

証券投資を一種のゲーム感覚で始めた人が多かったのではなかろうか。年代は 20 歳代半ば

から４０歳代までの世代である。証券市場が不振を極めた時期には、彼等の行動は市場の

注目を集めるに到らなかったが、市況の反転とともに急速に力を付けてきた。勿論この間、

売買手数料の自由化と大幅引下げ、ネット専業証券会社(松井、イートレイド、DLJ ディレ

クト SFG、カブドットコム、マネックス、日興ビーンズで店舗を持たない、オンライン証

券とも言う)の登場、ネット情報の拡充、個人投資家をターゲットにした企業の株主優待制

度や株式分割、単元株の引下げ、史上類を見ない超低金利時代の長期化、401K 導入などが

彼等の行動を大いに支援したことは言うまでもない。 
我が国の場合、携帯電話の急速な普及が情報媒体として有効な手段となると共に株式投資

時の利便性を高めており、個人株投資家形成に多大の貢献をしていると言える。 
０３年前半の段階でネット取引の個人株取引に占める割合は 70％強に上っている。日経新



聞(03-12-13)は昨年のネット専業証券会社経由の株売買代金は 40 兆円(一昨年 19.2 兆円)を
突破する見込みと報じている。こうした事情を反映し、主要なインターネット専業証券会

社 6 社の 03 年 10－12 月期業績は、同紙(04-2-7)によると 5 社の経常利益が四半期ベース

で過去最高を更新した。今や個人による株取引の主力は完全にネット専業証券会社に移行

してきた。 
一口にネット取引を行う個人株投資家と言っても、その実態は様々であるが、ここでは大

まかに投資金額をベースに以下の三つのグループに分けておく； 
①1 銘柄、1 回当たりの投資額が 300 万円以上 1､000 万円で、投資総額 1,000 万円以上②1
銘柄、1 回当たり 30 万円～300 万円、総投資額 300 万円～1,000 万円未満③その他投資家

グループ。尚個人投資家の中には、現物株ではなく専ら日経平均先物、TOPIX 先物や日経

平均オプション等だけを取引対象とする人々も相当数いると言われるが、一般的な個人投

資家は現物株が中心でそれに信用取引を行う人もいるが、先物やオプション取引を行う投

資家は極めて限定されていると見てよいのではなかろうか。 
また個人投資家の中には東証一部、二部上場銘柄に留まらず、マザーズ、ジャスダック市

場、大証、名証、福岡、札幌などの取引所でネット取引を行う投資家もいる。 
数年前になるが、米国でネット専業証券会社のチャールス・シュワップ社が世界最大の証

券会社メリル・リンチ社を株式の取り扱い売買代金のみならず、時価総額でも抜き去り世

間をアット驚かせたことを思い出させる。現在金融資産を一番多く所有している世代は５

０歳代後半から上の世代だ。この世代はまだ株式投資に当たり、ネット取引を活用してい

る比率は非常に低いと推測されている(ウインドウズ 95 が登場する前にリタイアーした世

代を中心に)。今後ネット専業証券会社が期待するように彼らが参入してくるか否かは予断

を許さない。その為には、それなりの環境整備と教育を含めた実践的支援体制が関係者に

より確立されなければならない(注 3)。こうした施策が上手くいけば、将来のネット株取引

の潜在的個人投資家群は大変な数に上であろう。多くのネット株取引が現時点では短期売

買派(注 4)で構成されているが、中長期の投資を指向する資産形成派やオーソドックス派が

何処までネット取引(注 5)に関心を持ち、利用するようになるかも注目されるところである。 
(注 2)；e-メール、オークション、ゲーム、デジタル写真、e-ラーニング、情報の送受信等。 

(注 3)；既に関係者による教育機会が多く設けられているが、新たに東証では証券投資の基

礎知識などを教える｢東証アカデミー｣を先月 21 日に開校した。授業料は無料、入門コー

スに 180 名が参加。 

(注 4)；デートレイド、ネットトレーダーなど、一日に何度も売買を繰り返す。 

(注 5)；対面取引(証券会社などの営業マンを経由した取引)に対峙するもの。 

インターネットが投資環境を変革する 

インターネットの投資環境は｢市場｣がオープンであり、原則として情報の非対称性が少な

い社会である。誰でも努力と工夫次第で市場や関係先にアクセスし、必要な情報･データな

どを収集することが出来る。その為従来に比べ、プロとアマの情報格差が格段と狭まり、



アマチャー投資家が情報収集面で負っていた制約は大幅に軽減されるに到った。 
只、株式が売買される市場は決して価格形成上、公平且つ公正で浄化された万能な機構で

はないと言う実態については充分認識しておかなければならない。 
つぎに IT 化が社会の深層にまで普及する過程でインターネットが個人投資家の投資環境を

どの様に変革していくか、幾つかの特徴的な点を挙げてみたい。 
① インターネットが如何に万能な情報や注文伝達手段であったとしても、全ての個人株式

投資家をネット取引に誘導してしまうと言うことにはならない。 
② 銘柄選択や投資判断等において、特に資産形成派の場合、証券会社や研究所などの発行

する調査レポート或いは投資相談のニーズは重要性を高めよう。ネット専業の証券会社

からはこうしたサービスの提供は期待できない。 
③ 米国で見られるように、ネット取引と対面取引の適度なバランスを求める投資家がこれ

まで以上に増加する。 
④ 対面取引の手数料については常にネット取引の手数料との比較で投資家に大きな不満

が出ないような調整が各証券会社に望まれる。 
⑤ ネット取引がややもするとデートレイドのような短期売買に走る(その際市場の噂やデ

マなどの影響で価格形成機能が充分に機能しなくなる恐れがある)ことから市場の本来

持つ適正価格の形成メカニズムに支障が生じないよう、タイムリーなチェッキング機能

が働く制度･ルールの整備と工夫が常に必要となる。 
⑥ ネット専業証券会社のサービスは現株取引だけに限定されたものではない。投資家のニ

ーズに合わせて、既に信用取引(中には無期限のものもある)に留まらず、先物取引、オ

プション取引などに関し幅広いサービスも提供されている。こうしたサービスの向上は

当然今後も継続されよう。 
⑦ ネット専業証券会社と店舗証券会社の競争以外に、ネット専業証券会社間の競争は今後

益々熾烈になると予想される。統合や系列化なども起きるであろう。ネット専業証券会

社も当然の事ながら、コスト削減(アウトソーシング、事務処理の合理化、人員の削減

など)は至上命令で、収益性の確保(株価の低迷時対応を含めて)が最大の課題。 
リスクに対する考え方 

ネット取引には様々なタイプの個人投資家が参入し、概してその取引は短期売買型が主流

となる。ネット上に氾濫する膨大な量の情報や噂、投資に対する様々な姿勢・方針、駆け

引き等で相場が短期間に大きく変動するため、この種の投資家は常にリスク回避思考が強

く、売買のスピードを速める。つまり薄利多売･即決型だ。言い換えれば、昔の｢仕手筋｣に

近い投資行動を取るため、結果的には価格のボラティリティーを高めることになろう。ネ

ット取引はその性格上、売り買いのモーメンタムが瞬時に同調乃至共鳴する傾向があるた

め、従来とは違う、いずれの方向に対してもボラティリティーの異常に高い価格変動を起

こしやすい。 
この種投資家は株投資に当たり、彼等の投資行動の基幹をなすと思われる市場のモーメン



タムやチャート分析、市場心理、噂話などから程遠い地点にある、｢ファンダメンタルズ･

アナリシス｣(注 6)を一体重用しているのかどうか大変興味を呼ぶが、確たる資料は入手出来

ていない。個人株投資家が通常、どの程度のロットで取引を行っているかを知る材料があ

る。最近ネット専門業者の中に一回あたりの売買高が１０万円以下の場合には手数料を課

さないと宣伝しているところがある一方、ある掲示板にはそんなネット投資家はいるのか

なと疑問視する声も聴かれる。手数料が掛からないからネットで株取引と言う投資家はい

ずれにしろ、仮にいたとしても市場動向に大きく影響を及ぼすことにはならないであろう。 
(注 6)；株価に重大な影響を及ぼす経済、金融、企業、市場などの動向に関する基本的要因

を専門的に究明し、体系･理論化することで将来の企業価値、株価動向或いは株価を科学

的に予測しようとする方法。これに対しテクニカル・アナリシスは罫線等を活用し、過

去の株価形成、市場要因、投資家心理などを参考として、将来の予測を行うもの。 
安定株主とは 

個人投資家のネット取引が今後とも急増すると見るのは決して間違った予想ではなかろう。

市場動向次第であることは当然であるが、現在のような状況が続けば、個人投資家はネッ

ト株取引を主体に考えることになる。そのような時、この種の個人投資家は安定株主(注 7)
になりうるのか企業にとっても大変重要な課題である。企業からすれば、株主は出来るだ

け安定している方が好ましい。合理的に考えれば、企業業績が順調で、適正に維持され、

それを反映する形で株価が安定的に上昇すれば、株主は個人に限らず誰でも長期保有の方

針を貫くであろう。米国に於いては、伝統的に見ても機関投資家は安定投資家とは限らな

い。企業業績に陰りが出たり、株価の先行きに懸念が生ずれば、直ちに持株の処分に出る。

これは大事な資産管理を任された機関投資家の立場からすれば当然の責務であろう。尤も

巨大資産を運用する年金の場合は、そうした投資資産の処分は現実には簡単に出来ない。

大量の株式を処分すれば、市場外で特定な投資家に売却する場合を除き、市場実勢価格を

自ら大きく崩すことになり、全部処分できなければ、売却価格の低下のみならず、資産評

価上不当な評価を受けることになるからである。 
ここで問題にするのは、こうした原則論ではなく、ネット株取引の個人投資家はどの様な

行動様式と投資基準を持つかと言う点である。従来の個人投資家は一部短期の利鞘を稼ぐ

専門的な投資家(仕手筋など)などを除くと、その多くは長期的な視点に立ち、資産形成の一

環としての株式投資を指向する傾向を持っていた。従ってその投資基準は、専門家の領域

には遠く及ばないまでも、ファンダメンタルズ分析やアセット・アロケイション理論等に

ある程度配慮した比較的オーソドックスな手法をとって、中長期戦略を重視していた。こ

の点から見ると、新しく登場してきたネット取引中心の株式投資家の相当数は、短期的な

儲け主義に基づく投資や或いはマネー・ゲームを楽しむ傾向にあるようだ。その面では、

他の投機的ゲーム例えは、競馬、競輪、ルーレットなどと同等な尺度で株投資を行ってい

るところが多分にあるようだ。 
(注 7)；一般的に、株式持合いや金融機関、創業者、その他特定の関係者によって保有され



ている株式を安定株主と言う。安定株式化率が高ければ、それだけ市場に出回る株式が

少なくなるため、現在東証では、新たに浮動株指数の導入を検討している。これには二

つの案があって、①既存の東証株価指数と、開発する浮動株指数を併用させて公表する

②既存の東証株価指数自体を浮動株を反映したものに変える、につき広く意見を求めて

いる。これに対し、個人投資家などが保有する株式は｢浮動株式｣と言われる。 
プロ･アマのギャップは埋まるのか 

最近一部新聞報道で、株式投資に関連して個人投資家が、数は少ないがインターネットを

駆使して株式投資の腕を磨き、その成果は今やプロ級乃至はプロを凌ぐ勢いにあると紹介

されていた。果たしてその実態はどんなものか探ることにした。 
多くのスポーツ競技でアマチャー選手がプロに近い活躍をすることがある。しかし、一般

には相当なギャップがその間には存在し、改めてプロの力を見せ付けられるものだ。特に

相撲やゴルフとなるとその差は歴然としている。時限の異なる話であるが、株式投資にお

いてプロとアマの成績は果たしてどんなものであろう。アマチャー投資家の中には、好成

績をバックにセミプロになったり、本職を去り、完全に株式投資で生計を立てる｢プロ｣も

少なからず出てきた模様である。 
その背景には以下のような要因があるものと考えられる。 
① 従来の貴重な情報源である専門の新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどの質・量両面の拡充

に加え、情報の電子化、媒体としてのインターネットの普及と利便性向上、企業側の個

人投資家に対する姿勢の変化(改善)等で情報の収集力(量･質･速度など)に限ると、これ

まであったプロとアマの領域を隔てたバーの高さは非常に低くなってしまった。 
② 分析能力、判断力、機動力、組織力、資金力、人材面などの総合力で見れば、機関投資

家の優位性を疑う余地はないが、限定された産業、銘柄となるとアマの株式投資家は優

れた個人技を発揮する。中にはそれらの職場や様々な産業に在籍した経験を持ち、その

後独立した個人投資家もいて、その力は機関投資家に勝るとも劣らない。 
③ 実際に自己資金を運用する個人投資家は、経験を踏むことで、より実践的で、真剣勝負

に挑むため、証券会社などの行うプロプライエタリー取引以上にプロプライエタリーの

性格を発揮しうる。 
④ 機関投資家は株式投資の運用、分析、評価、戦略、成果など、組織に帰属していている

ため、どうしてもサラリーマン的枠から完全に開放されることのない宿命を負う。サラ

リーマン化した専門家集団が現在の機関投資家である。この点一部プロ化した｢アマチ

ャー投資家｣は事業家であり、充分に機関投資家と渡り合うことが出来る。 
留意すべきは、個人投資家は機関投資家のように組織力や、資金力もなく、それに業界活

動などにも携わっていないので、その総合的技量や業界内の情報収集力の限界は明らかだ。

新規銘柄の発掘、専門外の産業動向や会社情報などは、それらの多くを証券会社をはじめ

とする外部の専門機関や企業自体などから入手せざるを得ないことだ。そうして入手した

情報を如何に取捨選択し、加工し、且つ有効に利用しながら、独自の投資判断を行い、実



行するかがこうした個人株投資家の腕の見せ所と言うことになる。換言すれば、個人投資

家が主体的に投資方針や戦略を立て、何から何まで全部自分で行う｢自己完結型｣の投資家

ではなく、アウトソーシングのメリットを充分認識し、それを極限まで活用することが出

来れば、優れた投資家として、機関投資家と同等或いはそれ以上の成績を挙げることも出

来よう。 
以上は個人投資家が現物株取引や信用取引を想定したものである。実際には、個人投資家

でも本格的株取引を行おうとすれば、更に各種デリバティブ分野にも足を踏み入れざるを

得ない。投資戦略上、投機的行為を意図しなくとも、リスクヘッジのため、こうした手法

の活用は必要になる。ところが株価指数先物やオプション取引に絡む課税は個人投資家に

大変不利になっている。現物株のキャピタルゲインには譲渡税が掛かるが、先物やオプシ

ョン取引の利益は雑所得に分類され、所得と合算されるため高額となる。その上現物株の

売買損益との相殺も認められていない。この点はなんとも不合理な税体系と言わざるを得

ない。 
そこで、これを回避しようとすれば、会社を設立するしかない。中には既にこうした目的

で会社を設立した個人投資家も生まれている。 
これらは、個人株投資家が機関投資家と比べて負うハンデキャップの一つであるが、更に

最近話題の各種ファンド(例投資ファンド、再生ファンドなど)の購入に当たっても情報収集、

投資金額、投資評価などの面で不利な立場に立たされている。 
又 IT 化した情報化社会は何事にも従来とは比較にならない大きなコストが掛かる。PC 並

びに周辺情報機器への初期投資、ランニングコスト(通信費、紙･インク代など)、所要時間

など莫大だ。これまで企業サイドが負担していたものの多くを今や個人投資家が負担する

時代になった。こうして掛かる諸経費は個人投資家には経費処理が出来ない。ここでも本

格的に株式投資を行う場合、法人化が必要となる。 
株式投資の収益性向上に当たっては、本源的投資収益に加えて、付随的事項に属すること

だが売買手数料、税金、情報収集を含めた事務処理経費などをどれだけ削減できるかがポ

イントとなる。個人投資家のケースでもこうした点への考察を疎かに出来ない。 
証券会社の役割と戦略 

昨今の如く、市場出来高に占める個人投資家のシェアーが 30％～40％にまで上昇し、その

状態が持続し、且つ個人投資家の株式売買手法としてネット専業証券会社の利用率が 70％
にも上昇すると、この分野での証券会社の勢力図にも、従来にない大きな変化が出て来た。

かつて大証券とか、中堅証券と言われたところも、今では大手ネット専業証券会社の完全

な後塵を拝している。その大きな要因になっているのが、手数料の劇的切下げ競争(ブロッ

クレート、10 万円以下無料など)にあるため、以前の勢力図を回復することは不可能に近い。

尤も、大手証券も悪戯に事態を傍観している訳ではなく、子会社等を経由して株式のネッ

ト取引サービスを提供しているが、ネット専業証券会社に本格的に挑むものではないよう

だ(ネット専業証券会社の市場占拠率 60～70%と見られるー日経 03-12-13)。 



従って、これら従来型の証券会社(店舗証券)は、ネット株取引の時代を向かえ、その規模を

維持しようと思えば、個人のネット株取引以外の分野、つまり｢対面取引｣の強化であろう。 
一方個人投資家の視点で見ると、ネット取引を主体とするが、情報の収集、投資アドバイ

ス、IPO 等の取得などの面を考慮すると、完全に従来型の証券会社を疎遠にすることは必

ずしも得策ではなかろう。更に、大証券の場合には今後の戦略として｢インベストメント・

バンキング｣に一段と注力することになろう。中でもこれからは資産運用分野が益々重要に

なる。この分野は、既に欧米の投資銀行、証券会社、銀行をはじめとする金融機関が技術、

人材、実績等の面で独占しており、国内のみならず、競争の激しいアジア諸国での苦戦は

免れない。 
こうした中注目されるのは、電通が 2 月 25 日にまとめた個人投資家に関する調査である。

それによると株式相場の回復に伴い、休眠客などによる｢担当者･外務員との電話取引｣が増

え、2 年ぶりに｢ネット取引｣を抜き、シェアー40%に上昇した。2 位がネット取引で同 33%。

一年前の調査ではトップがネット取引で 37%、担当者･外務員との電話取引は 35%であった。 
ここで注目すべきは本年 4 月からスタートした｢証券仲介業務｣と｢ラップ口座｣の動きであ

る。｢証券仲介業務｣は主に個人投資家をターゲット(法人投資家も対象になるが)に、より広

い層に証券投資を活用した資産形成をして貰おうと行われるもので、従来にない、高い利

便性を提供するものとして導入される。これは証券会社のある種代理人として証券取引に

関する勧誘、アドバイス等のサービスを仲介業者を経て行うものである。それによりこれ

まで以上に広範囲な投資家に、身近に且つフェイスツーフェイスな関係を構築することに

より証券仲介業務のサービスを提供するもので、証券会社の期待も大きい。既に証券会社

の中には、異業種との連携、例えば日興コーディアル証券とコンビニエンス・ストアー、

ローソンの提携等が日経(04 年 2 月 23 日)で報ぜられている。これにはネット証券や年内に

は銀行の参入も視野に入っており、投資家獲得競争の激化は避けられない。 
今一つが投資顧問業法の改正・施行で証券会社に導入される｢ラップ口座｣である。これま

で証券会社による｢一任勘定｣開設は原則個人投資家に開放されてこなかった。これが、4 月

より条件付ながら、いよいよ開放され、投資家は、ラップ口座経由、｢投資一任勘定＝株式

売買｣、｢口座管理サービス｣等を証券会社に一任する契約を結び、実行することが可能にな

った。ここでの手数料は運用資産残高に応じてチャージされる。但し実際にこうしたサー

ビスが投資家に提供されるには、各証券会社の受け入れ態勢が充分に整備される必要があ

り、尚少し時間が掛かる模様。 
更に証券会社･銀行が共同で行う｢共同店舗｣の開設も店舗証券会社にとっては追い風とな

ろう(ワン・ストップ・サービス)。 
こうした新たな業務環境の出現で、従来の証券会社がネット専業証券に対抗し失地回復を

果たすことが出来るのか予断は許されない。そこには顧客と証券会社間の信頼関係や投資

運用の成果と言った極めて重要な要素が介在しているからである。筆者はかねてより、一

任勘定が定着した時初めて証券会社が社会的信用を勝ち得る時だと考えていた。しかしこ



れは制度や規則が変わったから直ちに出来上るものではない。欧米諸国の一部金融機関に

定着している｢プライベイト・バンキング｣に酷似しており、長い年月を掛けなければ構築

されないことを歴史は教えている。 
新生銀行株取引に見る個人投資家動向 

新規公開株(IPO)がいずれも人気を博している。ネット個人投資家も当然関心が高い。しか

しこうした IPO は専ら大証券が主幹事を努めることが多く、勢い主幹事証券を中心にした

引受幹事団のメンバー会社と取引がある投資家が恵まれることになる。従って、先に述べ

たようにネット取引の投資家もこの時ばかりは大証券との関係強化を図ろうとする。しか

し大証券に口座を開けば誰でも望み通りの IPO にありつけるかと言うとその保証はない。

最近では、ブックビルディング方式(注 8)が採用されており、申し込んだ株数や顧客の重要

度などを考慮して玉割り当てが行われるようだ。そのため申し込んでも全く割り当てのな

い投資家も多く、不満は募る。 

新生銀行の例で見ると、公開価格は 525 円、2 月 19 日の公開後の初値は 827 円(58％増)と

急騰して始まった。翌日にはさすがに 731 円まで下げたがその後は上昇基調に転じ 3 月 17

日には 892 円を付けた。銀行株が急伸した市場では、多くの投資家が IPO に応募したが、

割り当てを受けた投資家は一部のラッキーの人であったようだ。 

昨今行われる IPO は人気化するため、公開価格と初値に異常な格差が生じやすく、投資家

の不信を招く場面が多い。かつて政府により売り出された公開株価が高く、投資家が大き

な損害を被るケースも出たが、この様に株価が上場と共に異常に急騰(或いは急反落)する

ことも問題だ。話は多少逸れるが、最近話題となった 10 年前の売れ残りの公団住宅が当初

の売り出し価格を 70％も割り込んで販売しようとしたところ、なんと 1000 倍もの応募があ

った。これなどは売り手と買い手の満足を得るために、もっと合理的価格形成に誘導でき

る余地は多分にあった筈である。両者に共通する問題は関係者にそれを解決する能力も意

欲もないということであろう。こんな状態を放置すれば投資家の市場への信頼感は揺らい

でしまう。証券界、発行会社など関係機関は適正な公開価格の決定になるよう今後とも最

大限の努力と工夫が求められる。 

(注 8)；投資家の潜在需要を予測するため採用される方式で、事前に応募の条件等を幹事証

券会社が発行体と協議し決め、それぞれにどの程度の需要があるかを具体的(株価に対する

数量を提示させて)に期限を切って投資家にサウンドするもの。 

特記事項；4 月 19 日からジャスダック市場に制度信用、貸借取引がスタート。 

以上。 


