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はじめに 問題の所在と分析視角  

現状の投資信託は多くの問題を抱えており、家計の資産形成の手段として満

足できる金融商品とは言い難い。  

1980 年代後半から 1990 年代前半バブル期の普通預金の金利を見てみると

2％を超えており、家計の可処分所得を銀行の銀行預金に預け入れるだけで資5 

産形成を行うことができた。しかし、バブル崩壊後に高金利時代は終了し、預

貯金だけでは老後資産の形成を行うことは難しくなっている。また、平均年齢

の上昇によって長寿化となったが老後の必要資金の増加によって年金だけでは

対応出来ず、資金不足に陥ってしまうことや、少子高齢化による公的年金の受

給額の減少などが懸念される。そこで若い年齢から貯蓄ではなく投資によって10 

老後資金の資産形成が必要となる。  

政府は家計の可処分所得を投資へ促進させるべく貯蓄から資産形成へという

スローガンを掲げ、それに沿って NISA や確定拠出年金制度など、家計が投資

に促すような政策を行ってきた。しかし日本のリスク資産割合は極めて低く、

なかでも投資信託の保有割合は約 4％と、投資信託が家計の資産形成手段とし15 

て十分に機能しているとは言いがたいのが現状である。  

冒頭で書いた通り、現行の投資信託には多くの問題を抱えている。諸外国と

も比較しても手数料が高い、短期的な商品が多い、フィデューシャリー・

デューティーが不十分であるといった金融機関側の問題や、家計側の主観的知

識の低さなどといった問題が挙げられる。これらの諸問題を打破しない限りは20 

日本の投資信託の保有割合が増加すること、そして投資信託が家計の資産形成

手段として定着することは困難であると指摘したい。  

 以上の問題意識に対して、第 1 章では資産形成を行う重要性について考察し、

資産形成手段としての投資信託の必要性について論じる。第 2 章では投資信託

の概要や歴史について述べる。第 3 章では投資信託の買い手である家計の現状25 

と問題点について考察を行う。第 4 章では投資信託の売り手である金融機関側

の現状と問題点について考察を行う。第 5 章では税制優遇制度の仕組みと問題

点について論じる。第 6 章では第 3 章、第 4 章、第 5 章で指摘された問題点を

改善させる解決案を論じ、家計の資産形成手段として投資信託を促す。 
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第 1 章  貯蓄から資産形成へ  

 

1 節 資産形成を行う重要性  

資産形成を行わなければならない背景として①長寿化による老後必要資金の

増加と②少子高齢化による年金受給額の減額の 2 点を挙げることが出来る。  5 

 

①  長寿化による老後必要資金の増加  

 

我が国の平均寿命は、 2018 年の日本人の平均寿命は男性が 81.25 歳、女性

が 87.32 歳となっている。今後、 男女とも平均寿命は延びて、 2065 年には、10 

男性 84.95 年、女性 91.35 年となり、女性は 90 年を超えると見込まれている。

1これまで以上に長生きできること自体は喜ばしいことではあるが、一方で、

生きていくために必要なコストは年金などでは賄いきれない程に拡大すること

が考えられる。  

 15 

図表 1 老後必要資産形成額  

支出  収入 

退職後の生活費 2 7050 万円  公的年金  6630 万円 

住 宅 修 繕 費 ・ 医

療費  

500 万円～ 1000 万円 退職金・私的年金  810 万円～1650 万円 

介護費用  0 円～ 1000 万円  住宅・教育ローンの返

済（減算項目）  

▲1000 万円～0 円  

合計  7550 万円～ 9050 万円  合計 6440 万円～ 8280 万

円 

収 支 合 計 （ 資 産 形 成

額） 

2610 万円 

（出所）金融庁（ 2019a）「人生 100 年時代における資産形成」参照  

                                                   
1 内閣府（ 2019） p.6 より引用  
2 世帯主年齢が 65 歳以上の二人以上世帯の 1 ヶ月の消費支出を使用（総務省（ 2019）

「家計調査」参照）  
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図表 1 は貯蓄のない夫婦 2 人が、年金受給年齢に当たる 65 歳に退職してか

ら 90 歳までの 25 年間を想定したときの必要資産形成額である。長寿化によっ

て退職後における必要生活資金が増加するため、より多くの資金を必要とする。  

 

②  少子高齢化による年金受給額の減額  5 

 

現在の公的年金は賦課方式 3を採用している。そのため少子高齢化が進行し

ていき、現役世代と年金受給世代の比率が変わると、保険料負担の増加や年金

の受給額の減額が必要となる。 465 歳以上人口と 15〜64 歳人口の比率を見て

みると、1950 年には 65 歳以上の者 1 人に対して 12.1 人の現役世代が存在し10 

ていたが、2015 年  には現役世代 2.3 人 になっている。今後、高齢化率はさ

らに上昇し、現役世代の割合は低下する。2065 年には、 65 歳以上の者 1 人に

対して 1.3 人の現役世代という比率 5となり、いわゆる肩車社会となっていく

ことが推測される。  

以上 2 つの社会問題から福利の恩恵を受けやすい若年層からの資産形成が必15 

要となってくる。  

 

2 節 投資による資産形成の必要性  

 

 資産形成には「貯蓄」と「投資」の 2 種類の方法がある。貯蓄は低リスク20 

で安定的なリターンを得る事が可能であるが、資産形成手段として貯蓄のみで

は老後の資産を確保する事が困難である。理由として預金金利が超低金利とい

う点が挙げられる。  

 

 25 

 

 

                                                   
3 年金支給のために必要な財源を、その時々の保険料収入から用意する方式  
4 厚生労働省 HP「日本の公的年金は「賦課方式」～どうして積み立てておけないの？」

より引用  
5 内閣府（ 2019） p.5 より引用  
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図表 2 普通預金金利の推移  

 

 

 

（出所）日本銀行（ 2019）「金融経済統計月報」より取得し、筆者作成  5 

 

図表 2 はバブル期における日本の銀行の普通預金金利の推移を表したもので

ある。バブル経済時の預金金利は 2.08％もあり、銀行に預け入れいるだけで

十分なリターンを得ることが出来ていた。しかし、バブル経済の崩壊やゼロ金

利政策、マイナス金利政策などを経て預金金利は現在 0.001％となっている。  10 

現在の金利が資産形成においてどれくらい深刻なものであるかを 72 の法則 6

に当てはめてみると、バブル経済時の金利では、約 36 年で元本が 2 倍になる

のに対して、現在の金利だと、元本が 2 倍になるためには 72000 年かかる計算

となり、貯蓄による資産形成は非効率的であるといえる。よって、リスク性資

産への投資によって老後の資産を形成していくことが重要である。  15 

 

小括  

 

本章では、貯蓄から資産形成を行う重要性について、現状の日本の社会問題

である長寿化による老後必要資金の増加と少子高齢化による公的年金の受給額20 

                                                   
6 資産運用において、元本を 2 倍にする場合のおおよその年数や金利が求められる法則

「 72÷金利≒元本が 2 倍になる期間」  
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の減額について述べた。図表 1 から見て分かるとおり、公的年金と退職金だけ

では老後ゆとりある生活を送ることが困難となりつつある。加えて、少子高齢

化によって公的年金の受給額が減額されることにより、若年層からの資産形成

が重要となってくると考える。資産形成を行うにあたって、貯蓄と投資の 2 種

類の方法があるが、低金利時代によって貯蓄による資産形成は困難であること5 

を指摘した。  

次章では、投資信託が資産形成手段として有効であるかについて、投資信託

の概要と歴史について考察し、家計の望ましい運用手段について論じる。  

 

 10 

第 2 章 投資信託について 

 

1 節 概要  

図表 3 投資信託の仕組み  

 15 

 

 

（出所）投資信託協会 HP より取得し、筆者作成  

 

販売会社、運用会社、信託銀行が投資信託に関与している。それぞれの機関20 

が果たす役割として、証券会社や銀行などの販売会社は、分配金や償還金の支

払い事務を担当する。個人が投資信託などで資産を運用する場合の相談にも乗

る。委託者とも呼ばれる運用会社（投資信託会社）は販売会社によって集めら
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れた資金の運用をする会社で、運用のプロを社内に抱える。新たに投資信託を

立ち上げる役割も担い、ファンドの説明資料や運用報告書などの資料を作成し

ている。受託者とも呼ばれる信託銀行は、投資信託で保有している資金や証券

を保管する。投資信託会社の運用指図に従って外部の証券会社などと証券の受

け渡しを行う。販売・運用・保管の 3 つの役割をそれぞれの機関が行うことで5 

投資信託は成り立っている。  

 

2 節 投資信託の歴史と導入経緯  

 

①   投資信託の生い立ち  10 

 

投資信託は 19 世紀のイギリスで誕生したとされている。イギリスでは 18 世

紀に産業革命が起こり、大工場などが次々と建設される中で大きな資金需要が

存在した。しかし 19 世紀の半ばになると産業革命は一段落し、高まった資金

需要が低下した。一方で、他国に目を向けてみると産業近代化のための資金需15 

要やアメリカにおける大陸横断鉄道をはじめとするインフラ整備需要などが存

在し、金利が高い状況にあった。イギリスの投資家は高い収益を求めて海外に

投資をしたが、知識や経験が無く、十分な調査を行えていなかった中小投資家

は利益を得ることが難しかった。  

そこで考案されたのが、多数の投資家による共同出資によって大きな資金を20 

つくり、分散投資によるリスク緩和と専門家による資金運用を可能とした投資

信託の仕組みである。  

こうして 1866 年にロンドンで生まれたフォーリン・アンド・コロニアル・

ガバメント・トラストが世界最初の投資信託である。同ファンド設立の目的と

して「主として外国および植民地の政府証券に分散投資を行って、中産階級の25 

投資家にも大資産家と同様の利益に均てんせしめようとすること」とある。  

 

 

 

 30 
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②   日本の投資信託の導入経緯  

 

日本においては、 1937 年に藤本ビル・ブローカーが設立した証券投資組合

があった。これは組合員たる投資家から集めた資金を有価証券に投資運用をし

て利益を組合員に分配する仕組みである。しかし、この証券投資組合の組織、5 

運営方法は信託類似行為として信託法に抵触すると疑惑が生じ、1940 年に解

散した。  

その後、1941 年に野村證券を委託者とし、野村信託を受託者とする日本で

初めての投資信託が発足された。これはイギリスのユニットトラストを模範に

したものであった。しかし、 1945 年 8 月に第二次世界大戦の終戦と共に募集10 

は打ち切られた。  

現行の投資信託は 1951 年の「証券投資信託法」施行によりスタートした。

これは当時、第二次世界大戦後の財閥解体や財産税の物納などによって株式は

供給過剰の状態にあり、株式市場は沈滞を余儀なくされていた。  

 そこで株式市場に広く一般大衆の資金を導入し、株式の需給を改善して戦後15 

の産業復興資金の調達を容易にする方策として活用された。  

 このような背景のもとに誕生した日本の投資信託はアメリカやヨーロッパの

投資信託のように投資家が資金を共同して運用するために自然発生的に生まれ

てきたものではなく、政策的要請で産業資金の調達を容易にする方策として生

み出された側面が強い。そのため株式投資に不慣れな一般大衆の資金を導入す20 

ることを目的に、投資信託に預金と類似した貯蓄性を持たせることが考案され、

その結果、本来変動商品である投資信託に強い元本観念を植えつける事になっ

た。後に投資信託を伸び悩ませる大きな要因となるが、諸外国の投資信託には

見られない日本の投資信託の特殊性は発足当時の事情に起因している。  

 25 

③   日本の投資信託の歴史  

 

導入経緯で論じたように、現行の日本の投資信託は 1951 年に証券投資信託

法の施行により始まった。国民が保有する預貯金の一部を証券投資に向けると

いう狙いに沿って、個人が購入しやすい単位型ファンドが採用された。  30 
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1961 年には公社債投資信託が発足した。発足の背景には日本の社債市場育

成の狙いがあったとされる。  

1970 年にはファミリーファンド 7が誕生した。また、経済の成長分野や市場

のテーマに合わせて随時設定する単位型で有期限のスポット型ファンドもこの

頃から増加した。  5 

1980 年代の 10 年間は、日本の投資信託が大発展を遂げた時期であった。投

資信託の純資産残高は 1980 年の 6 兆円から 1989 年末には 58 兆 6500 億円へと

約 10 倍に増大した。この期間は株式投資信託も公社債投資信託もこぞって拡

大するという、まさに投資信託の黄金時代ともいえる時期であった。  

1990 年代後半に、政府主導で進められた「直接金融から間接金融へ、個人10 

の資産運用の効率向上」へという狙いをもった金融ビッグバンのなかで、投資

家と投資信託の接点を広げるため 1998 年に銀行等による投資信託販売が始ま

り、2005 年には郵便局も販売に参画した。銀行窓販は、投資信託広告の増大

による効果を含め、投資信託の認知度を飛躍的に向上させた。  

2001 年には、投資対象が有価証券以外のものにも拡大されて不動産投資信15 

託（J－REIT）と、証券市場の活性化の観点から指数連動型上場投資信託（ ETF）

が導入された。同年 10 月には確定拠出年金制度がスタートし、投資信託がそ

の主力運用対象となっている。  

2014 年には NISA 制度がスタートし、 2016 年にはジュニア NISA の誕生と同

時に NISA の非課税投資枠が 100 万円から 120 万円へ拡大された。  20 

2018 年 1 月には小額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税

制度のつみたて NISA が誕生した。  

 

3 節 家計における投資信託と望ましい投資方法について  

 25 

 2 節では投資による資産形成の重要性について述べたが、投資の世界には、

                                                   
7 複数の投資信託の資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、マ

ザーファンドで株式や債券などに分散投資をして運用する方式のこと。一般の投資家は、

ベビーファンドと呼ばれる投資信託を購入し、ベビーファンドがマザーファンドに投資

をする仕組み  
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｢卵は一つのカゴに盛るな｣ 8という格言がある。これは、１つのカゴに卵を入

れてしまうと、カゴを落としたときに卵が全て割れてしまうため、あらかじめ

複数のカゴに分けておくことで、被害を最小限に抑えるという考え方である。

1 つの銘柄にのみ投資を行うと大きな損失を受けてしまう可能性が高く、資産

が減少してしまう危険性が高まる為、分散投資を行うことでリスクを可能な限5 

り抑える必要がある。  

しかし、分散投資を行うためには多額の投資資金を必要とするため誰にでも

出来るとは言いがたい。また、適切な分散投資によるポートフォリオを作成す

る際に、どの銘柄を選択するかの判断を行うためには専門的な知識や情報が必

要となる。こうした要因から考えると投資資金が小さく、投資の知識もない家10 

計にとって効果的に分散投資を行えるメリットが投資信託にはある。投資信託

の仕組みは多くの国々で多少の制度の違いはあるが本質は「小口・専門家・分

散」である。 9 

 

小括  15 

 

 本章では、投資信託の概要と歴史について考察し、家計の望ましい資産

形成手段について論じた。投資を行うにあたってリスク分散が重要である。

しかし、専門的な知識も無く、まとまった資金を有さない家計は有価証券

への投資を行う際に、リスク分散が困難であるといえる。一方で、投資信20 

託の本質は「小口・専門家・分散」の 3 つであり、専門的な知識も、まと

まった資金もない家計でも分散投資を行うことが可能であるため、家計に

とって望ましい資産形成手段であるといえる。  

 しかし、日本の投資信託の誕生の仕方は、米国やヨーロッパの投資信託

のように自然発生的に生まれてきたものではなく、産業資金の調達を容易25 

にする方策として生み出され、その特殊性から価格は変動していく商品で

ある投資信託にも元本観念を植え付けられた。したがって、元本保証の無

い現状の投資信託の保有割合は約 4％と低い数値にあると考える。  

                                                   
8 野村證券用語解説集より引用  
9 野村資本市場研究所（ 2008） p.198 より参照  
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 次章では、投資信託の買い手である家計について論じる。  

 

第 3 章 家計面の現状と問題点  

 

本章は家計の問題点として、金融資産割合と金融リテラシーを挙げ、現状を諸5 

外国と比較しながら論じる。  

 

1 節 金融資産割合  

 

1 章 2 節で筆者は、預貯金での資産形成ではなく投資による資産形成の重要10 

性を論じたが、図表 4 をみると現状の日本の家計は現金・預金で資産を持つこ

とを好んでおり、投資による資産形成は全体の約 15％程度、投資信託に関し

ては 4％と投資信託が十分に機能していないことが分かる。  

また、図表 5 は年齢別にみた投資信託の保有割合を表した図表だが、 70 歳

代の高齢者の割合が一番高く、年齢が下がっていくほど保有割合が減少してい15 

る。20 歳代では 7％と、10％を切っており、若年層の資産形成手段として投資

信託が成り立っているとは言い難い。  

 

図表 4 家計の金融資産割合の国際比較  

 20 

 

 

（出所）日本銀行調査統計局（ 2019）「日米欧の資金循環」より引用  
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図表 5 年齢別投資信託保有割合  

 

 

 5 

（出所）投資信託協会（ 2019）「投資信託に関するアンケート調査報告書（投資信託全

般）」より取得し、筆者作成  

 

図表 6 は投資信託を購入しない理由であるが、「損をしそうで怖い」や「元本

保証が無い」という意見が目立つ。したがって、日本の家計はリスク資産運用10 

に対して保守的であると考えられる。  

 

図表 6 投資信託を購入しない理由  

 

 15 

 

（出所）投資信託協会（ 2019）「投資信託に関するアンケート調査報告書（投資信託全

般）」より取得し、筆者作成  
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2 節 金融リテラシー  

 

金融リテラシーとは「金融に関する知識や情報を正しく理解し、自らが主体

的に判断することのできる能力」 10のことである。これは、金融に関する知識

や情報を正しく理解して判断する能力を指しており、知識や情報だけを指して5 

いるのではないということがポイントであると考える。このための教育プロセ

スで金融経済の雑多な知識を身につけることは重要ではない 11と言える。 

 

図表 7  年代別金融リテラシー比較  

 10 

 

（出所）金融中央委員会（ 2019）「金融リテラシー調査」より引用  

 

 図表７を見たときに、日本の金融リテラシーは 18 歳から 29 歳の若年層の正

答率が最も低く、年齢階級別には、年齢層が高いほど、正答率は高くなる傾向15 

12にある。図表 6 で興味が無い、投資の知識が無い、まとまった資金が無いが

投資信託の非購入理由として挙げられているが、投資による資産形成の重要性

が認知できていないと推測できる。このことから、若年層から投資を身近に感

じさせることが金融リテラシーの向上に寄与するのではないかと考える。  

 20 

                                                   
10 日本証券業協会 HP より引用  
11 大庭（ 2017） p.38 より引用  
12 金融中央委員会（ 2019） p.12 より参照  
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図表 8 金融リテラシーの日米比較  

 

 日本 米国 

正誤問題 6 問平均  47％ 53％ 

①  複利 44％ 75％ 

②  インフレ  55％ 59％ 

③  住宅ローン  70％ 75％ 

④  分散効果  47％ 46％ 

⑤  債券価格  24％ 28％ 

⑥  72 の法則 42％ 33％ 

金 融 知 識 に 自 信 が あ る

割合 

12％ 76％ 

 

（出所）金融中央委員会（ 2019）「金融リテラシー調査」より引用  

 5 

 日本と米国で金融リテラシーを比較すると、共通の正誤問題の正答率は米国

が日本よりも 6％上回っているが、金融の知識にそれほど大きな差が生じてい

るわけではないことがわかる。そして正誤問題 6 問のうち、分散効果や 72 の

法則などの投資信託に関わる問題については日本のほうが高い正答率である。

投資に触れる機会がリテラシー向上に与える影響は大きいだろう。  10 

図表 8 で着目する点は金融知識に自信がある割合である。日本と米国で金融

知識に自信がある割合は約 6 倍も差があり、投資行動において金融に対する教

養よりも自信のほうが重要であると考える。  

大竹・明坂（2017）によるとリスク資産保有率を説明する上で、注目されて

いるものに行動経済学的な要素がある 13として、自信過剰を挙げている。自信15 

過剰の程度が強い人ほど危険資産 14の保有比率が高いという行動バイアスが確

認された 15という。  

                                                   
13 大竹・明坂（ 2017） pp.16-17 より引用  
14 株式や投資信託などのリスク性資産  
15 木成・筒井（ 2009） p.60 より引用  



16 

 

知識には二種類あり、一つは教養を意味する客観的知識、もう一つは自信を

意味する主観的知識であると我々は考える。「個々人が持つこれら二つの知識

に行動バイアスを引き起こしてリスク許容度に影響を与える」 16という。米国

人は自信過剰で主観的リスク許容度が高く、実際のポートフォリオの客観的リ

スク水準はさらに高くなりがちで、結果として株式や投信の保有割合が多く5 

なっていると解釈できる。一方で自信過少の日本人はリスク許容度が低く、客

観的リスク水準が低い貯金中心になりがちになる。つまり、「金融教育を通じ

てリテラシーが向上したとしても、それだけで日本人のリスク許容度が上昇し

て株式や投信の保有比率の上昇に結びつくと期待するのは甘いと言わざるを得

ない。なぜなら客観的知識（リテラシー）よりもむしろ主観的知識（自信）の10 

強さがリスク資産への投資を後押しするからである。」 17 

 

小括  

 

本章では、投資信託の買い手である家計の問題点として、金融資産割合15 

と金融リテラシーについて述べた。金融資産に対して保守的である日本は

諸外国と比較しても投資信託を含めたリスク性資産の保有率が低い。その

上、投資信託の保有率を年代別に比較してみると、本来資産形成を行わな

ければならないはずである若年層の保有割合が一番低く、資産形成手段と

して投資信託が成り立っていないことが改めてわかった。  20 

また、金融リテラシーを米国と比較してみると米国の平均正答率は 53％

に対し、日本は 47％と大きな差が見られなかった。しかし主観的知識を比

較してみると、日本と米国で 6 倍以上の差があり、自信の無さが投資信託

の保有率の低さに一因していると考えた。主観的知識を高めるためには、

投資を経験することが必要であり、日本人はもっと投資行動を行わなけれ25 

ばならない。投資に対して保守的な日本人が投資行動を行うためには、ロ

ボアドバイザーや IFA（金融商品仲介業者）などの第 3 者によって投資補

助を行うことで主観的知識を高めるべきではないだろうか。  

                                                   
16 山口（ 2017） p.28 より引用  
17 山口（ 2017） p.30 より参照  
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次章では、投資信託の売り手である販売会社と運用会社について論じる。  

 

 

第 4 章 投資信託の提供主体の現状と問題点 

 5 

1 節 フィデューシャリー・デューティー  

 

フィデューシャリー・デューティーとは、「『受託者責任』と訳される概念

で、資産運用を受託した者が、資産運用を委託した者に対して負う責任を言う。

運用会社など金融機関は、資産を預けた人の利益を最大化する事に務めるのが10 

義務で、利益に反するような行動は取ってはならない」 18という意味である。

このフィデューシャリ―・デューティーの考え方を「日本の金融業務運営に導

入したもの」 19として、 2017 年に金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」

を公表した。  

図表  9 顧客本位の業務運営に関する 7 つの原則  15 

 

①  顧客本位の業務運営に関する方針の策定・

公表等  

②  顧客の最善の利益の追求  

③  利益相反の適切な管理  

④  手数料等の明確化  

⑤  重要な情報の分かりやすい提供  

⑥  顧客にふさわしいサービスの提供  

⑦  従業員に対する適切な動機付けの枠組み等  

 

（出所）金融庁（ 2017a）「顧客本位の業務運営に関する原則」より引用  

 

 20 

                                                   
18 日経ビジネス（ 2016）より引用  
19 岡本（ 2019） p.230 より参照  
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「『顧客本位の業務運営に関する原則』は金融商品の販売、助言、商品開発、

資産管理、運用等を行う全ての金融機関等が顧客本位の業務運営におけるベス

トプラクティスを目指す上で有用と考えられる原則が定められている。」 20

「この原則は、法令などによって金融事業者が取るべき行動について規定がさ

れている『ルールベース・アプローチ』ではなく、金融機関が各々の置かれた5 

状況に応じて、形式ではなく、実質において顧客本位の業務運営を実現するこ

とができるよう、『プリンシプルベース・アプローチ』を採用している。」 21

「『プリンシプルベース・アプローチ』採用した理由として、これまで、金融

商品の分かりやすさの向上や、利益相反管理体制の整備といった目的で法令改

正等が行われ、投資者保護のための取組みが進められてきたが、一方で、これ10 

らが最低基準（ミニマム･スタンダード）となり、金融事業者による形式的・

画一的な対応を助長してきた面も指摘できるためである。」 22「金融機関がこ

の原則を受け入れる以上、各原則の主旨、精神を自ら理解し、これを実践して

いく上で、何が必要かを自社の置かれた状況を踏まえて自分で考える必要があ

る」 23ということである。  15 

 以下よりフィデューシャリー・デューティーに関する問題点について論じる。  

 

2 節 手数料体系  

 

 「我が国の投資信託の量的拡大は途上にあり、現在の規模では経費を投資信20 

託の残高に連動した信託報酬では賄いきれず、販売手数料が重視されている。」

24「販売手数料収入が重要な収益源である販売会社が商品供給に大きな影響力

を有している実態により、投資期間の短期化等の問題を招きかねず、投資信託

商品の開発・販売において必ずしも投資家の資産運用ニーズが反映されていな

いとの指摘がある。」 25すなわち、販売員のフィデューシャリー・デュー25 

ティーの欠如による回転売買問題が生じる。  

                                                   
20 岡本（ 2019） p.229 より引用  
21 金融庁（ 2017a） p.2 より参照  
22 金融庁（ 2017a） p.1 より引用  
23 証券経営研究会（ 2018） p.330 より引用  
24 金融審議会（ 2012） p.2 より引用  
25 金融審議会（ 2012） p.2 より引用  
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図表 10 投資信託販売額と残高  

 

 

 

（出所）金融庁（ 2016）「平成 27 事務年度金融レポート」より引用  5 

 

図表 10 は投資信託の販売額の推移と残高の推移を表したもので、販売額は

2009 年をベース考えると毎年上回っているが、一方で残高金額は変わってい

ない。「投資信託販売額や収益が増加してきた一方、残高や保有顧客数が伸び

ていない状況を見ると、回転売買が行われていると推測される。」 26投資信託10 

が短期的なリターンを狙う回転売買の商品として使われ、長期的な資産形成に

資する商品としては十分に活用されていないといった状況は、第 3 章の 1 節の

家計の金融資産割合の株式・投資信託が約 15％にとどまっていることの一因

になっているものと考えられる。  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

                                                   
26 金融庁（ 2016） p.63 より参照  
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図表 11 国内アクティブ投資信託の信託報酬とリターン関係  

 

国内株式アクティ

ブ投資信託  

信託報酬（年率）  

0.5％～1％ 1％～1.5％ 1.5％～2％ 

全本数  36 本 104 本 141 本 

リターン 0％未満  4 本 38 本 53 本 

0％以上 5％未満  32 本 56 本 71 本 

5％以上 10％未満  0 本 9 本 16 本 

10％以上  0 本 1 本 1 本 

平均リターン  2.03％  1.26％  1.27％  

 

（出所）金融庁（ 2018c）「説明資料」より引用し、筆者作成  

 5 

図表 11 は国内アクティブ投資信託の信託報酬とリターン関係を表したもの

だが、信託報酬の利率が高い商品ほどリターンにブレがあるだけでなく、元本

が割れていた商品の割合も高い。「投信の保有に関連して発生する販売手数料

や信託報酬などのコストに対する負担感は、特に、運用効率が低下したときな

どに大きくなる。」 27 10 

このことから現状の手数料体系では収益とリターンが割に合わないため、投

資家にとって納得のいくものではないと考えた。  

 

 

 15 

 

 

 

 

                                                   

27 鈴木（ 2008） p.41 より参照  
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2節  販売商品  

 

図表 12 公募・証券ファンド数と 1 本当たりの金額の諸外国比較  

 

 ファンド数  純資産  １本あたりの金額  

日本 6152 本 1,111,919 億円 181 円 

米国 9788 本 24,948,589 億円 2549 円 

イギリス  2948 本 2,157,190 億円 732 円 

ドイツ  1993 本 519,923 億円 261 円 

フランス  10860 本  2,606,257 億円 240 円 

 5 

（出所）杉田（ 2019a）『投資信託の世界』 p.113 より取得し、筆者作成  

 

図表 12 でファンド数と 1 本当たりの金額を諸外国と比較したが、ファンド

1 本当たりの金額は 5 ヶ国中最低となっている。これは投資信託全体の純資産

に比べて、ファンド数が多いためである。「日本は、新商品の設定が多く、そ10 

の一方で小規模ファンドの整理や統合が進んでいないことが指摘される。」 28 

また、図表 13 は平均保有期間の推移を米国と比較したものであるが、日本

は保有年数が低い事が分かる。特に 2012 年ごろから 2014 年は保有年数が大き

く下がっているが、図表 10 の収益額の拡大をみるに、回転売買が盛んであっ

たのではないかと考察する。  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

                                                   
28 杉田（ 2019a） pp.113-114 より参照  
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図表 13 日米の平均保有期間の推移  

 

 

 

（出所）金融庁総務企画局（ 2018）「家計の資産形成等を巡る状況と課題」より取得し、5 

筆者作成  

 

4 節 共通 KPI 

図表 14 運用損益別顧客比率 29 

 10 

 

 

（出所）金融庁（ 2019b）「販売会社における比較可能な共通 KPI の傾向分析」より取得

し、筆者作成  

                                                   

29 基準日は 18 年 3 月末  
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投資信託の共通 KPI とは、企業目標の達成度を評価するための主要業績評価

指標のことである。金融庁は、「家計の安定的な資産形成を実現するために策

定した、『顧客本位の業務運営に関する原則』を基に、金融事業者の取組みの

『見える化』を促進してきた。『顧客が投資信託を購入する目的は、基本的に

はリターンを得るためであると考えられることから、長期的にリスクや手数料5 

等に見合ったリターンがどの程度生じているかを『見える化』すること』を目

的としている。」 30 そのため、リターンを重点に置いた共通 KPI が公表し、

金融事業者に改革をすることを促した。  

図表 14 によると、投資信託の運用損益別顧客比率について、 96 社合算ベー

スで、5 割弱の顧客の運用損益率がマイナスになっている  10 

 

図表 15 投資信託の運用損益別顧客比率（業態別）  

 

 

 15 

（出所）金融庁（ 2019b）「販売会社における比較可能な共通ＫＰＩの傾向分析」より

引用  

 

図表 15 は、図表 1 のデータを業態別で表しており、「直販を行っている独

立系の投信会社は、運用損益率が 0％以上の割合が、 9 割台と突出し、ネット20 

系証券や IFA も 6 割台となっている。」 31一方で、地域銀行や対面証券等の販

                                                   
30 金融庁（ 2019b） p.2 より参照  

31 金融庁（ 2019b） p.3 より引用  
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売会社では、半数近くが 0％未満となっている状況である。「主な原因として

は、銀行はマイナス金利による収益の減少を、手数料の高い投資信託や保険を

販売して、経営を支えている可能性が考えられる。」 32また「対面証券は厳し

いノルマによる営業で、コストの高い金融商品を売っていると思われる。」 33  

図表 16 から、対面証券と銀行系の投資信託のコスト・リターンは、コストの5 

上昇に伴いリターンが低下している。  

 

図表 16 各販売会社における投資信託のコスト・リターン 34 

 

 10 

 

（出所）金融庁（ 2019b）「販売会社における比較可能な共通ＫＰＩの傾向分析」より引

用  

 

共通 KPI の公表は、「顧客本位の業務運営の定着度を客観的に評価できるよ15 

うにするための働きかけ」 35である。「公表から約 1 年間で、自主的に KPI を

                                                   

32 週刊現代「銀行で投信を買うとマジで損するのか聞いたら…銀行の『意外な答え』」   

（ 2018 年 8 月 29 日付）記事より参照  

33 2019 年 7 月 4 日  日本経済新聞朝刊記事「『脱ノルマ』いばらの道」より参照   

34 預かり残高上位 20 銘柄の加重平均  

35  金融庁（ 2018a）「投資信託の販売会社における比較可能な共通  KPI について」 p.1

より参照  
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公開する投資信託の販売会社も増えてきた。」 36このことから、「共通 KPI の

公表によって、顧客と金融機関の双方のリターンへの関心を、高めたのではな

いかと思われる。」 37今後は、顧客側が投資信託を購入する際の情報としても

活躍するかもしれない。販売会社は、「『顧客担当者が適切な定性的説明がで

きるような（過度にシステムに頼らない）情報提供体制の整備と、顧客担当者5 

への教育を工夫していくべき』必要があるだろう。」 38 

 

小括  

 

本章では、投資信託の売り手である販売会社と運用会社の問題点として、10 

フィデューシャリー・デューティーについて述べた。金融庁が「顧客本位の業

務運営に関する原則」を公表する前から、投資者保護のための取組みが進めら

れてきたが、ルールベース・アプローチであったためにこれらが最低基準と

なってしまうことが指摘されたため、プリンシプルベース・アプローチが採用

されることとなった。  15 

 また、フィデューシャリー・デューティーにまつわる問題点として、手数料

体系と販売商品について指摘した。日本の手数料体系の問題点としては固定利

率であり回転売買が起こりやすい環境にあること、アクティブ運用株式投資信

託の信託報酬との高さと、リターンの高さが比例関係に無く、割に合わない手

数料体系にあることが挙げられた。販売商品の問題点として、小規模ファンド20 

多さについても指摘したい。  

 次章では、投資信託の購入を促すための税制優遇制度について触れていくと

共に、NISA 制度と確定拠出年金制度の問題点について論じる。  

 

                                                   

36 2018 年 3 月の 173 社から 2019 年 3 月の 513 社に増加。（金融庁（ 2019a） p.1 より

参照）  

37 From HC 「銀行で投資信託を買った人の 46％が損をしていることについて」 2018

年 8 月 23 日記事より参照  

38 明田雅昭（ 2018） p.16 より引用  
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第 5 章 税制優遇措置の現状と問題点 

 

1 節 NISA 

 

①  概要 5 

NISA（一般 NISA ）は家計の安定的な資産形成の支援及び経済成長に必要な

成長資金の供給拡大の両立を図ることを目的に 2014 年 1 月から導入された。

英国の税制優遇制度である、 Individual Saving Account（ISA）を基にした制

度で、一般口座・特定口座では配当金、分配金、売却益にかかる 20.315％の

税率がかかるが、 NISA 口座ならば、最長 5 年間非課税となる。毎年 120 万円、10 

合計 600 万円までが非課税投資枠が設けられている。投資対象は上場株式・公

募株式投資信託・ ETF・REIT などに限定されている。非課税期間が終了した後

は、保有している金融商品をロールオーバー 39することが可能である。なお、

「ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が 120 万円を超過している場

合も、その超過分を含めて、全ての金額を翌年の非課税投資枠に移すことがで15 

きる。」 40 

「一般 NISA はこれまで株式などのリスク資産への投資に親しみがなかった

方に継続的な資産形成を始めるインセンティブを付与する観点等から導入され

た制度だが、その利用者がこれまでも株式投資を行っていた高齢者層に偏って

いるなど、必ずしも制度趣旨に沿った利用がなされている状況にはなかった。」20 

41このため、「家計の安定的な資産形成を支援する観点から、特に少額からの

長期積立・分散投資を促進するための制度」 42として 2018 年 1 月よりつみた

て NISA が導入された。 NISA 制度に一般 NISA と つみたて NISA の 2 種類の制

度が出来たが、どちらかを選ぶ選択制になる。つみたて NISA の特徴として、

投資対象商品の譲渡益・分配金が取得後 20 年間非課税となる。投資可能期間25 

は 2018 年１月から 2037 年 12 月末までの 20 年間である。また、年間投資上限

額は 40 万円であり、最大で 800 万円の非課税枠を利用することができる。つ

                                                   
39 翌年の非課税投資枠に移すこと  
40 金融庁 HP「NISA の概要」より参照  
41 佐々木（ 2017） p.103 より引用  
42 佐々木（ 2017） pp.103-104 より引用  
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みたて NISA の投資対象商品は、一般 NISA と異なり、長期の積立・分散投資に

適した一定の公募株式投資信託・ ETF とされている。  

図表 17 NISA 制度の概要  

 

 一般 NISA  つみたて NISA 

対象者  日本に住む 20 歳以上  

投資方法  通常買付・積立方式  積立方式  

年間投資上限額  120 万円  40 万円 

非課税期間  最長 20 年  最長 20 年  

対象商品  国内株式・海外株式・  

投資信託  

国が定めた基準を満たした  

投資信託  

非課税対象  対象商品にかかる配当金・分配金・売却益  

口座開設期間  2023 年開始分まで  2037 年開始分まで  

金融機関変更  各年に変更可能  

 5 

（出所）楽天証券 HP より引用し、筆者作成  

 

②  現状 

図表 18NISA 口座数と買付価格の推移  

 10 

 

（出所）金融庁（ 2018b）「 NISA（一般・つみたて）の現状」  

金融庁（ 2019c）「 NISA・ジュニア NISA 口座の利用状況調査」より引用し、筆者作成  
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 図表で NISA の口座数及び買付価格が年々上昇していることから投資家に

とって利便性の高い制度であるといえる。  

 

図表 19 年代別つみたて NISA 利用割合  

 5 

 

 

（出所）金融庁（ 2019c）よりデータを取得し、筆者作成  

 

図表から 30 歳代、 40 歳代のつみたて NISA の利用割合は高いが、 20 歳代の10 

利用率は生産年齢人口の中で一番低く、若年層のつみたて NISA 定着は果たせ

ていないことが分かる。  

 

③  問題点  

 15 

「家計の安定的な資産形成を支援するという NISA の目的に立ち返れば、簡

素でわかりやすく、使いやすい制度にすべきである。」 43しかし、問題点とし

て一度投資したものを売却してしまうと、その非課税枠を再利用できない事、

非課税期間が一般 NISA では 5 年間、つみたて NISA では 20 年間と限りがある

                                                   
43 是枝（ 2017） p.20  
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事。この 2 点から、投資による複利効果を最大限享受することが困難である。

また、「損失を NISA 口座以外で得た利益と損益通算することができない」 44

なども問題点である。これらの問題点の多さは制度の複雑化の要因であり、

NISA の目的に反していると考える。  

「英国では、2008 年に ISA の期間の恒久化を行い、その結果、英国の成人5 

人口の約半数が ISA 口座を有していることや、多くの英国民の貯蓄習慣の定着

に寄与していることから、非常に成功した制度であると評価されている。」 45 

NISA の目的通り、家計の安定的な資産形成を支援するための制度にするた

めには、2 つの恒久化を行う必要があると考える。「2 つの恒久化とは『非課

税で保有できる期間』と『新規購入が可能な期間』の恒久化である。」 46 10 

「非課税で保有できる期間」は前述の通り、現状のままでは、長期投資を行

うことが出来ず、複利効果を最大限享受することが困難であるという点だ。  

「新規購入が可能な期間」は、一般 NISA が 2023 年に制度自体が終了する。

制度終了前に恒久化あるいは長期間の制度延長がなされる可能性もあるが、現

時点ではその保証はない。「制度が終了してしまうのではないかという不安が15 

残る以上、いかなる制度改善を行おうとも投資家は安心して制度を利用するこ

とができない。」 47 

 一方で、つみたて NISA は 2037 年に制度自体が終了する。「2023 年に制度が

終了する一般 NISA と比べると緊急性は高くはないが、 2018 年から投資を始め

る者は 20 年間の投資可能期間があるが、 2019 年から投資を始める者は 19 年20 

間の投資といったように、投資開始時期が遅ければ遅いほど投資可能期間が逓

減し、長期・積立・分散投資が行えない状況になるため、同じく早期の恒久化

が必要であろう。」 48 

 

 25 

                                                   
44 野村證券 HP より引用  
45 丹生・荒井（ 2016） p.46 より引用  
46 是枝（ 2017） p.21 より引用  
47 丹生・荒井（ 2017） p.60 より引用  
48  丹生・荒井（ 2017） p.60 より引用  
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2 節 確定拠出年金  

 

①  概要 

「日本の年金制度は、 3 つの年金から構成されているため、三階建てと呼ば

れている。まず、一階部分として、 20 歳以上の全国民が加入する国民年金が5 

ある。これは、加入期間の長さによってもらえる金額が決まる仕組みである。

次に、二階部分として民間のサラリーマン・公務員等が加入する厚生年金保険、

自営業者・フリーランスが加入する国民年金基金がある。厚生年金保険は強制

加入のため、選択の自由はない。最後に、三階部分として、従業員を対象とし

て企業が独自に運営する企業年金制度である。」 49 10 

しかし「企業年金制度は中小零細企業や自営業者に十分普及していない点や、

離転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず、労働移動への対応が

困難である点」 50から、 2001 年に新たな選択肢として確定拠出年金が導入され

た。 

「確定拠出年金には、『企業型』と『個人型』の 2 種類がある。企業型は職15 

場の福利厚生制度であり、企業が様々な条件設定を行う。自社の退職給付制度

における確定拠出年金の位置づけを決定し、確定拠出年金のサービス提供業者

である運営管理機関を選定し、運営管理機関などの協力を得つつ確定拠出年金

の制度設計を固める。従業員は加入資格を有すれば自動的に加入し，与えられ

た環境の中で確定拠出年金を活用していくことになる。」 51 20 

これに対して、「個人型は自営業者や企業年金のない企業の従業員が加入で

きる制度で、掛金の拠出は加入者のみである。運用は加入者自身が運用指図を

行い、離転職の際にはそれまで積み立てた年金資産を他の企業型確定拠出年金

や個人型確定拠出年金へ移換することができる。」 52  

 確定拠出年金の最大の特徴は、「拠出時・運用時・受給時の 3 段階で税制優25 

遇があることである。拠出時には企業型は企業が掛金を負担するので、企業側

が会社の損金として処理する。一方、個人型は、掛金が全額所得控除の対象と

                                                   
49 りそな銀行 HP より参照  
50 厚生労働省 HP より参照  
51 野村（ 2017） pp.24-25 より引用  
52 みずほ総合研究所（ 2015） p.2 より引用  
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なるので、確定申告・年末調整により税金の還付が受けられる。」 53 

運用時に得た利子や分配金に対して税金がかからず再投資が可能となる。受給

時にも、年金として受け取る場合は公的年金控除が、一時金として受け取る場

合は退職所得控除となる。  

 5 

②  現状 

 

図表 20 確定拠出年金加入者数の推移  

 

 10 

 

（出所）厚生労働省（ 2019）「規約数等の推移」より参照し、筆者作成  

 

図表 20 は確定拠出年金加入者数の推移を表している。企業型確定拠出年金

は 2001 年に開始された年の加入数は約 9 万人だったが、加入数は年々増加し15 

ており、2019 年 3 月末では約 687 万人と着々と増加していることが分かる。  

個人型確定拠出年金も開始当初からしばらくの間は、加入対象者が自営業の

人などに限られていたため、利用数増加に伸び悩んでいた。しかし、 2017 年 1

月より、加入対象者を原則すべての企業に勤めている人や専業主婦、公務員を

含め、 60 歳未満のすべての人が対象者となり、著しく加入数が伸びていった。  20 

                                                   
53 りそな銀行 HP より引用  
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③  問題点  

 

確定拠出年金の問題点として、運用商品の選定が挙げられる。図表 21 は運

用方法の選定状況を表したものだが、約 30％の加入者しか運用指図を行って5 

いない。運用の指図を行わないとデフォルト商品 54の中から選定を行うことと

なる。  

図表 21 指定運用方法の選定状況  

 

 10 

 

（出所）企業年金協会（ 2019）「確定拠出年金実態調査結果」より引用し、筆者作成  

 

「自らの運用状況について把握していない、運用商品の選択に困難を感じて

いる、といった加入者が少なくない。こうした加入者は運用指示をしないこと15 

が多いため、指示を行わない加入者の掛け金が自動的に投資されるように、あ

らかじめ指定する運用商品がデフォルト商品である。」 55 

確定拠出年金を導入している事業主の 96％以上が元本確保型商品を設定し

ており 56、デフォルト商品を設定しているが、そのほとんどが元本確保型 57の

商品となっている。このため「金利の低い現代では、運用リターンが低く、将20 

                                                   
54 DC 制度上、運営管理機関が運用商品のラインアップを提示し、加入者がその中から

選択することが原則ですが、加入者が商品を選択しなかった場合に、自動的に事業主

等が設定した商品。（モーニングスター HP より引用）  
55 佐川（ 2016） p.2 より引用  
56 厚生労働省（ 2017） p.25 より参照  
57 預貯金や保険商品などリスクが低い商品  
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来の年金資産が十分に積み立てられない可能性がある。」 58 

また、確定拠出年金の運用の現状をめぐる懸念は、未指図者の問題に対応す

れば解消するものではない。  

図表 22 は企業型確定拠出年金の指定運用方法の割合を表したものであるが、

約 70％が元本確保型商品を選択している。これは、「『DC 制度がよくわから5 

ないのでとりあえず元本確保型商品を選択した』、『長期分散投資について理

解はしたが具体的な投資信託の選択を先延ばしして元本確保型商品に入れた』

など、一見商品選択を行っている加入者の中に、いわば『消極的な元本確保型

選択者』が潜んでおり、結果的に非合理な運用行動につながっているのではな

いか、という懸念が存在している。」 59 10 

 

図表  22 企業型確定拠出年金の指定運用方法  

 

 

 15 

（出所）企業年金連合会（ 2019）「確定拠出年金実態調査結果」より引用し、筆者作

成  

 

現在の日本の税制優遇制度として、長期的な資産形成を行うに適した制度は

「つみたて NISA」と「確定拠出年金」の２つを挙げることができる。  20 

では、どちらの税制優遇制度を利用する事が望ましい資産形成手段なのであ

ろうか。  

                                                   
58 佐川（ 2016） p.2 より参照  
59 野村（ 2017） p.9 参照  
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図表  23 確定拠出年金とつみたて NISA の比較  

 

 確定拠出年金  つみたて NISA 

 

投資上限額（年

間） 

14.4 万円～81.6 万円（個人

型） 

33 万円～66 万円（企業型）  

 

40 万円 

 

税制上のメリット  

積立時の掛金が全額所得控

除 

運用益が非課税  

受取金額の一定額が非課税  

 

運用益が非課税  

運用期間  加入から、60 歳まで  20 年 

途中換金  原則不可  いつでも可能  

損金算入  不可 不可 

 

運用できる商品  

 

定期預金・投資信託・保険

商品 

長期投資に適した金融商

品として金融庁への届出

が受理された投資信託  

資金の引き出し  60 歳まで原則不可  いつでも可能  

 

（出所）松井証券 HP「 iDeCo と NISA の比較」を参照し、筆者作成  5 

 

図表 23 は確定拠出年金とつみたて NISA の概要の比較を表しているが、特徴

として途中換金と賃金の引き出しに大きな差が生じている。  

 つみたて NISA は 20 年間と長期の運用期間と、途中換金と賃金の引き出しが

いつでも可能である利便性の高い点から、目的を問わず資産形成を全般に活用10 

できる優遇制度であると考える。  

 一方、確定拠出年金は原則として、 60 歳まで引き出すことはできず、途中

換金が出来ない点から、利便性は低い。しかし、投資信託は確定拠出年金資産

の運用手段として最も適性を発揮する。なぜなら「投資信託を毎月購入し、退

職時まで保有する事により、時間分散投資をして、長期保有の果実を得る事が15 
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できるからである。」 60また、つみたて NISA より税制上のメリットが多く、

確定拠出年金は資産形成の目的を老後の資産形成と限定した優遇制度であると

考える。  

 

小括  5 

 

本章では、税制優遇制度である NISA 制度と確定拠出年金制度の問題点につ

いて論じた。  

 NISA 制度は、家計の安定的な資産形成の支援及び経済成長に必要な成長資

金の供給拡大の両立を図ることを目的に導入された。一般 NISA とつみたて10 

NISA の 2 種類あり、それぞれ 5 年間と 20 年間の非課税期間が設けられている。

しかし、非課税期間枠が設けられていることより、複利効果が最大限享受する

ことが困難である。また、新規購入が可能な期間にも制限があり、一般 NISA

は 2023 年、つみたて NISA は 2037 年に制度が終了してしまう。改善を行うた

めには、非課税期間と新規購入が可能な期間の 2 つの期間の恒久化が重要であ15 

ると考える。  

 確定拠出年金は、企業年金制度の問題点を払拭するために導入された。 NISA

制度と違い、原則 60 歳までは引き出すことが出来ないなどの問題点があるも

のの、拠出時・運用時・受給時の 3 段階で税制優遇があることなど多彩のメ

リットがあり、若年層が老後の資産形成手段として確定拠出年金を活用してい20 

くべきであると考えた。  

 しかし、現状の確定拠出年金の運用方法として、運用指図を行わない人が大

多数を占めていること、デフォルト商品として、元本確保型商品を選ぶ割合が

多いことを問題点として指摘した。  

 この現状を打破するためには、デフォルト商品を資産形成にふさわしい商品25 

に統一するべきではないかと考えた。  

次章では、3 章から 5 章までに挙げてきた問題点を踏まえて、若年層が資産形

成を行うことが出来る、望ましい投資信託のあり方について論じる。  

 

                                                   
60 杉田（ 2019a） p.310 より引用  
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第 6 章 今後望ましい投資信託  

 

第１節  堅実的な投資家に向けたデフォルト商品  

概要：企業型 DC 利用者が積み立てを行う際にターゲット・イヤー・ファンド5 

をデフォルト商品として設定する。ファンドの管理・運用は独立行政法

人を設立し行う。  

対象：運用会社、販売会社、家計  

効果：ターゲット・イヤー・ファンドの残高増加、元本確保型商品選択者の減  

   少  10 

 

背景 

企業年金連合会による調査では、「指定運用方法を設定した企業は 30.9%、

その内、元本確保型商品が 70.7%、投資信託が 29.3%」 61であった。この結果

から依然として企業 DC では元本確保型商品での運用が多くを締めており、15 

このまま運用し続けていたとしても老後資産を効率的に形成することは難し

い。また、運用指図がなされないまま掛け金の積み立てのみ行っている人や、

運用指図をしていても、何を選択していいのかわからないため、元本確保型

を選択している人がいるという可能性も指摘できる。  

そこで我々は、デフォルト商品をターゲット・イヤー・ファンドに設定20 

することを提言する。デフォルト商品を選択する人は主に以下の通りである。          

①金融商品に対して知識がないため、どのようにリスクマネジメントをすれ

ば良いかわからない人②運用指図をしない人である。  

デフォルト商品とは「運営管理機関が運用商品のラインアップを提示し、

加入者がその中から選択することが原則ですが、加入者が商品を選択しな25 

かった場合に自動的に事業主等が設定した商品（デフォルト商品）を選択し

たものとみなす」 62商品のことである。  

 

                                                   
61 企業年金連合会（ 2019） p.2 より引用  
62 モーニングスター用語集より引用  
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図表  24 ターゲット・イヤー・ファンド資産別構成比率  

 

 

（出所）  三井住友トラスト・アセットマネジメント「 DC ターゲット・イヤー・ファ

ンド交付目論見書」より数値を取得し筆者作成  5 

 

ターゲット・イヤー・ファンド（ターゲット・デート・ファンド）とは「最

初は積極低資産運用から始めてターゲット・イヤー（運用の最終目標時）に向

けてリスク資産比率を引き下げ、ターゲット・イヤーに達したら安定運用とな

るような資産配分変更を自動的に行う投資信託」 63のことである。購入者には、10 

資産配分を自ら調整したり、状況によって商品を変化させるといったことが必

要ないため、専門的知識のない家計に対し有効な商品であると言える。ター

ゲット・イヤー・ファンドを企業 DC のデフォルト商品として設定するために

大きく 4 つに分けて解説を行う。  

 15 

①  なぜ投資信託をデフォルト商品として設定するのか  

厚生労働省によると「 2018 年 5 月に施行された DC 法改正では、特定期間

（3 カ月以上）と猶予期間（ 2 週間以上）を規定としてデフォルト商品の設定

                                                   
63 企業年金連合用語集より引用  
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が出来ることとなった。」 64 また、事業主が運用結果に対しての損失につい

て責任を負わないとされた。  

 

図表  25 デフォルト商品  選択までの流れ  

 5 

 

（出所）  三井住友信託銀行（ 2018a）「【総まとめ版】確定拠出年金法の改正につい

て」を参考に筆者作成  

 

しかし、DC 法改正後、三井住友信託銀行では「『デフォルト商品あり』の10 

規約における具体的なデフォルト商品は 97％が『元本確保型』を設定してい

る」 65ことから、 DC 法改正後も依然として大多数が元本確保型のまま利用さ

れている現状がある。つまり、デフォルト商品とは、運用の指図を忘れてい

る、知らなかったというような利用者に対しての資産の保護を目的としたも

のである。  15 

現状の課題として、①企業型 DC において運用指図を行わない利用者が一定

数存在していること、②デフォルト商品の大半が元本確保型商品を選択して

いること、③消極的元本確保型商品選択者 66の存在があげられる。  

                                                   
64 厚生労働省 HP を参照  
65 三井住友信託銀行「確定拠出年金の改正について」参照  
66 どの商品を選択してよいのかわからないため、元本確保型商品を選択している人  
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無リスク資産の利子率が超低金利であり、限りなくゼロに近い現代におい

て、運用資産となる DC を元本確保型商品として保有しているままでは老後資

産を形成することは難しい。したがって、デフォルト商品が運用指図しない

利用者の資産保護としてではなく、「運用指図をしない、あるいはできない

加入者の老後に向けた資産形成を支援できるもの」 67といったように、商品5 

に対して専門的な知識を持ち合わせていない人や、自らリスクマネジメント

を行うことのできない人々が選択し、資産形成手段として運用される商品が

デフォルト商品として望ましいと考える。  

 

②  なぜデフォルト商品としてターゲット・イヤー・ファンドを設定するのか  10 

前述でデフォルト商品として投資信託を設定することの必要性について述

べたが、具体的な商品としてターゲット・イヤー・ファンドを設定すること

を提案する。例えば定職についている現役世代の労働者には、定期的な収入

と長期的な運用期間がある。すなわち、ある程度の損失が発生しても、挽回

するチャンスがあるため、比較的リスクを取りやすい。反対に、定年までの15 

年数が短い場合は年金受給年齢が近づくにつれて損失を取り戻すチャンスが

短くなってしまうためリスクを選択しづらいと言える。  

ターゲット・イヤー・ファンドの強みとして、年齢やライフサイクルに

よって変化するリスク許容度 68に応じて、自動的に運用商品の保有割合が調

整されることがあげられる。  20 

 

③  ターゲット・イヤー・ファンドをデフォルト化することによるねらいと付随

する問題  

ターゲット・イヤー・ファンドをデフォルト化することによる狙いは、前述

に加え、第一に、現金預金では実現できないパフォーマンスを実現し、老後資25 

産の形成を行う。第二に、残高の増加によってより多岐にわたる分散投資を行

うである。  

                                                   
67 佐川（ 2016） p.3 より参照  (デフォルト商品について長期運用、分散投資の必要性に

ついて考察がされている )  
68 みずほ証券「リターンがマイナスに振れてしまった場合、どれくらいまでならマイナ

スになっても受け入れることができるかという度合い」を参照  
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図表  26 現金預金とターゲット・イヤー・ファンド運用の比較  

 

 5 

 

（出所）  三菱 UFJ 国際投信「三菱 UFJ<DC>ターゲット・イヤー・ファンド 2040」交付

目論見書よりデータを取得し筆者作成。  

 

図表 26 は月に 1 万円 (年 12 万円）を現金預金と三菱 UFJ 国際投信で実際に運10 

用されている商品 (三菱 UFJ<DC>ターゲット・イヤー・ファンド 2040)の収益率

から数値を算出し比較したものである。グラフの結果から現金で積み立てた場

合と比較し 47 万円増加していた。  

 

一方で、米国においてファンドが成長した要因としてあげられるのが15 

「401(K)プランなど職場を通じた確定拠出年金及び IRA(わが国の個人型確定

拠出年金に相当 )を確定拠出年金経由が、残高の 9 割を占めるパターンが定着

している感がある」 69である。アメリカの成功例から、日本においてもター

ゲット・イヤー・ファンドデフォルト化によって企業 DC と iDeCo 経由のター

ゲット・イヤー・ファンド購入の増加が予想される。  20 

 ターゲット・イヤー・ファンド残高の日米比較では、「日本が 725 億円なの

                                                   
69 野村（ 2008） p.135 より引用  
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に対して米国が 1 兆 1010 ドルと 670 分の１」 70に過ぎない。より安定した資

産形成を行うためには多岐にわたるポートフォリオを形成することが必須であ

るが、現状の日本の投資信託の残高では行えない可能性がある。これら諸問題

が残高増加によって解消される。  

 5 

付随する問題点  

ターゲット・イヤー・ファンドのターゲットを退職時に設定したとしても、

長寿化に伴って老後資金も上昇し続ける。多くの商品は、ターゲット到達後に

資産別構成比率が定期預金に切り替わって運用されるにも関わらず信託報酬は

かかり続けるという問題がる。そのためターゲット・イヤー到達後も資産別構10 

成比率を自動的に無リスク資産 100％にするのではなく、個人のリスク許容度

に応じてリスク資産をある程度保有することが望ましいと考える。  

 

④  運用・管理を行う独立行政法人を設立する。  

 前述の通り米国では、確定拠出年金を通して投資信託の残高が増加してい15 

る。2019 年 4 月 22 日付けの日本経済新聞によると「運用会社ブラックロッ

クとバンガード・グループ、ステート・ストリートの米国勢 3 社は、約５兆

ドル（約 550 兆円）の上場投資信託（ ETF）市場でシェア 7 割を占める」 71と

いう。我々の提言するターゲット・イヤー・ファンドのデフォルト化によっ

て企業 DC 経由でファンドの残高増加が予想されるため米国同様に運用会社が20 

一部の企業に偏り業界が寡占化してしまう恐れがある。米国において現状で

は寡占化による問題は起きてないとされている。しかし、今後値上げなど消

費者にとって不利な状況に陥る可能性は十分にある。したがって我々はファ

ンドの管理・運用は独立行政法人 72を設立し行う。  

 25 

                                                   
70 杉田（ 2019b） pp.56-57 より参照  
71 2019 年 4 月 22 日付日本経済新聞朝刊「運用寡占化が招く試練（一目均衡）」  

72 日本においては年金制度の安定のために積立金の一部をファンドの運用・管理を

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が行い、運用受託機関を通じて運用を行

なっている。  
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図表  27 独立行政法人を介したファンドの運用・管理  

 

（出所）  GPIF ホームページを参考に筆者作成  5 

 

第 2 節  アクティブ投資家のための投資アドバイス  

 概要：金融商品に対して知識、自信のある人が、ロボアドバイザー（以下

RA）と IFA73を活用し効率的な資産形成を行う  

 対象：販売会社、運用会社、家計  10 

 効果：金融機関のフィデューシャリー・デューティー達成  

 リスク性資産の危険性を十分に理解し、より高いパフォーマンスで運

用したい家計に対して適切なアドバイスを付与し、多くの選択肢から

投資判断を行うことができるようにする。   

 15 

背景 

 現在の投資信託では、回転売買や高額な手数料などフィデューシャリー・

デューティーに対する諸問題が指摘されている。販売会社における現状の手数

                                                   
73 独立系ファイナンシャルアドバイザー  
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料体系では、商品を販売することで手数料が発生するため、販売会社にとって

は顧客の利益よりも商品を販売することが目標となっている点があげられる。

多くの場合、現場の営業員には高いノルマが課せられていることからノルマ達

成のために顧客にとって本当に適切でない商品を販促している可能性も考えら

れる。  5 

2017 年 3 月金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」 74を発表した。こ

れを受け、金融機関サイドは顧客との情報の非対称性を解消するために、積極

的な情報開示を行っている。過度な情報開示について、専門家ではない顧客に

責任を押し付けているだけではないのかという疑問も残る。また、 2019 年 4

月には「三井住友銀行は現場の行員に課す投資信託や保険商品などの新規販売10 

のノルマ」 75を廃止する試みを始めた。同銀行は段階的に資産残高ベースの営

業評価に移行するとしているが、資産残高重視の営業は収益を下げる可能性が

高く金融機関に対して苦しい決断となっている。このため、金融機関側には投

資信託の運用能力の向上が求められる。しかし、依然として固定フィー 76ベー

スの手数料体系は根強く、投資家と金融機関の利害が一致しているとは言えな15 

い。 

 

詳細 

第 1 節では、金融商品についてあまり知識がない人を中心にデフォルト商品

としてターゲット・イヤー・ファンドを選択しリスク性資産で運用することを20 

提案した。しかし、既に金融商品に対しある程度の知識を有しており、リスク

を十分に理解できる家計の中に、より高いパフォーマンスを目指し運用する商

品に需要が生まれる可能性が考えられる。そして、その様な家計には専門家で

ある第三者からの協力を受けながら商品を選択できることが望ましい。本節で

                                                   
74 顧客本位の業務運営に関する７つの原則が明示された。本原則に強制力はないが、こ

れを実施しない場合はその理由や代替策を提案することを求められたことから非常に効

力の強い提言であるといえる。  
75 2019 年７月４日付日本経済新聞朝刊「『脱ノルマ』いばらの道」同記事によると、り

そな銀行が 17 年度、三菱 UFJ 銀行も 18 年度に同様の試みを始めた。  
76 一律で決定した手数料を徴収する方式のこと。資産残高の増加によって手数料を決定

する方式を残高フィーという。  
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は、このような家計に対し以下の図表の様な RA＋IFA を活用した投資アドバイ

スと残高フィー型の報酬体系を提案する。  

 

図表  28 残高フィーの導入と RA＋IFA のイメージ図  

 5 

 

（出所）筆者作成  

 

図表の一連の流れは以下の通りである。よりアクティブに運用したい家計は

IFA の運営する RA からアドバイスを受けることができる。しかし現状の RA10 

はまだまだ進歩している段階であり、より具体的な内容については IFA 自ら

がアドバイスを行うことができるサービスを付随させるものとする。これら

が提案する商品は、複数の販売会社から手数料を受け販売委託された商品で

あり、個人の経済状況やリスク許容度に応じて IFA と RA から家計に提案さ

れる。  15 

 

①  RA と IFA 

 

近年米国では、 IFA を活用した販売体系が広がっている。 IFA は金融機関か

ら独立し、ノルマなどに縛られることなく、家計のライフプランに合わせた提20 

案を行うことが出来る。 2019 年 7 月 9 日付日本経済新聞によると「米国では
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独立アドバイザーは資産の『かかりつけ医』のような存在で、対面の金融商品

販売で全体の半分をしめるようになっている」 77という。前述の通り、リスク

について知識があり、デフォルト以外で運用したい利用者にとって、金融機関

から紹介された商品が、本当に利用者にとって最適な商品かどうかわからない。

したがって日本でも第三者である IFA を仲介した商品選択が行われるべきでは5 

ないだろうか。  

 近年成長を続けている RA にも注目したい。 2016 年 8 月 26 日付けの日経新

聞より「ロボット・アドバイザーはコンピュータプログラムが個々の投資家の

思考に応じ、最適な資産の配分を提案するサービス」と定義付けられた。実際

の証券会社では、 SBI 証券が提供する「 SBI ファンドロボ」やカブドットコム10 

証券の「ファンドミー」があげられる。 78  RA の特徴として、小林 (2018)では

「RA は、質問する顧客の回答からアルゴリズムがロジカルに推奨ポートフォ

リオを提示する。そこには、人間の判断や感情が入り込む余地はなく、 RA に

は顧客との利益相反が生じにくいというメリットが考えられる」と述べている。

しかし、多くの RA が販売会社から提供されていることから、本当に顧客に15 

とって最善の商品を提供しているのかについては人間の販売員同様に疑問が残

る。そこで、RA を IFA が運用することによって、複数の販売会社の商品を提

案することができる。より多くの選択肢からアドバイスを行えるため家計の持

つ個別具体的な相談に柔軟に対応したアドバイスを行うことができると考える。  

 20 

②  残高フィー  

 

背景で述べたように、現状の手数料体系はコミッションベースが主流であ

り、販売会社は顧客の利益を追求しなくても、商品を販売さえできれば利益

を得るしくみとなっている。利益を上げれば株価が上昇するため株主に利益25 

を還元させることができる。したがって顧客と金融機関の利害が一致してい

るとは言い難く、回転売買など顧客との利益相反に繋がる行為を助長してい

                                                   
77 2019 年７月 9 日付日本経済新聞朝刊「顧客本位へ改革急務」  
78 これらの RA は最適なポートフォリオを組んだり、税金面について最適化してくれる

サービスでアドバイス型と呼ばれる。他にも自動で運用を行う一任型と呼ばれるサービ

スもあるが、本論文ではアドバイス型の RA を扱うものとする。  
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る面が指摘できる。そこで現状のコミッションベースの手数料を残高フィー

型へと移行させる。残高フィー型に移行することによって、販売会社は商品

を売るだけでは利益を上げることができないためファンドの保有期間の長期

化が見込める。さらに、運用機関が得る信託報酬は顧客の利益によって変動

するため運用会社はパフォーマンスを向上させることが必須となるはずであ5 

ろう。手数料を改善することによって金融業界におけるフィデューシャ

リー・デューティーにかかる諸問題の解決について大きく寄与できると考え

る。 

 

 10 

終わりに 総括と提言 

現代の日本は長寿化によって老後の必要資金が増加、少子高齢化によって年

金の受給額の減額の懸念が社会問題となっている。そこで若年層からの資産形

成をすることで老後の生活資金を補うべきだが、預金金利の低金利によってバ

ブル経済時のような利息を受け取ることが出来ず、貯蓄による資産形成ではな15 

く、投資による資産形成をしなくてはならない時代となった。しかし、依然と

して家計の金融資産割合は預貯金が大半を占めており、投資信託に至っては全

体の 4％と投資が家計の生活に馴染んでいないことがわかり、本稿では、投資

信託にまつわる現状と問題点を分析し、家計が資産形成手段としての投資信託

について考察をした。  20 

第 1 章では、資産形成の重要性についてと資産形成における投資信託の必要

性と最適な投資方法について考察した。第 2 章では投資信託の概要と歴史、導

入経緯について論じた。第 3 章では投資信託の買い手である家計の現状と問題

点について考察し、家計は投資信託に対する負のイメージだけでなく、自身の

度合いである主観的知識の低さから、保守的になっていると分析した。また、25 

損をすることを恐れて近視眼的思考に陥り、毎月分配型などの目先の利益にと

らわれてしまっていることを指摘した。第 4 章では投資信託の売り手である金

融機関側の現状と問題点について考察し、収益と割に合わない手数料体系と

フィデューシャリー・デューティーから背いた不適切なインセンティブを狙っ

た回転売買などの問題点について指摘した。第 5 章では、日本に現在ある税制30 
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優遇制度について考察し、確定拠出年金が老後の資産形成に適していると述べ

た。しかし、現状選ばれている金融商品は預金や保険商品などのリターンの低

い元本確保型商品が選ばれているという点を指摘した。第 6 章では第 4 章、第

5 章で指摘された問題点を改善させる解決案を論じた。  

リターンの低い元本確保型に偏っていた確定拠出年金の運用に対しては、デ5 

フォルト商品にターゲット・イヤー・ファンドを設定することで年齢に合った

資産形成を自動で行う事が可能となる。また、フィデューシャリー・デュー

ティーが不十分であった現状に対しては、手数料体系を残高フィーに変更し、

RA や IFA などを起用することでより高いパフォーマンスで運用したい家計に

対して、適切な金融商品を提供する事が可能になるのではないだろうか。  10 
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