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序章  

 今日の日本は、バブル崩壊以降低下し続けた定期預金金利や、日本国債の利

回りの低下によって、安全資産を保有し続けることによる資産の増加は期待し

難い。また、安全資産である預金も、円安やインフレによって相対的な価値の

低下というリスクがある。このような安全資産の現状の中、2015 年における日5 

本の家計に占めるリスク資産の割合は 14%であり、対して安全資産は 53%であ

る。また、その内 52%を預貯金が占めているというのが現状である。現状の資

産構成が継続されることになれば、家計の資産は消費に伴って減少する一方で

あり、退職後の生活を考慮すると現状の資産構成を改善していく必要性がある。

そのような中、これまで日本では「貯蓄から投資」への流れを促す試みとして10 

投資信託の普及が行われてきた。しかし、日本の家計の資産構成において投資

信託の占める割合は 5%であり、投資信託の普及は達成できていないというの

が現状である。  

本稿では、投資信託が家計の資産形成手段になりえるという立場から、我々

の定義する望ましい家計の資産構成の在り方へ近づけるための方策を、投信大15 

国である米国との比較を交えて、投資信託の歴史や制度、投資信託商品や金融

リテラシーの分析を基に述べていく。  

第一章では投資信託の仕組みや種類、投資信託のリスクについて述べた後、

我々の定義する家計の資産構成の望ましい在り方について述べる。次に、第二

章では、日本の投資信託の歴史や制度、日本人の金融リテラシーの考察をする。20 

第三章では投信大国である米国の投資信託の歴史や制度、米国人の金融リテラ

シーの考察をする。第四章では日本の投資信託の制度や日本人の金融リテラシ

ー、投資信託商品の課題点を述べ、第五章では第四章で示した課題点を解決し、

我々の定義する望ましい家計の資産構成の在り方へ近づけるための提案をする。 

  25 
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第一章 投資信託とは  

 本章では、投資信託の仕組みや投資信託の形態、投資信託のリスクについて

述べた後、我々の定義する望ましい家計の資産構成の在り方について述べる。  

 

第一節 投資信託の仕組み  5 

投資信託は多くの投資家から資金を集め、その資金を元手に投資信託の運用

会社が様々な銘柄に臨機応変に投資するため、実質的に投資家が分散投資をし

ている形態をとる金融商品である。投資信託は 1 万円前後から投資できるため、

個人では実現不可能な分散投資を少額から行うことができ、その分散投資によ

ってリスクヘッジができるという利点がある。  10 

投資信託には様々な種類があり、投資信託という箱の中に何を入れるかによ

って、ローリスク・ローリターン型からハイリスク・ハイリターン型まで幅広

い特性を持つファンドを作ることができる 1。  

また、投資信託では個人では投資できないマーケットにも投資が可能である。

例えば、新興国市場のように、将来的に高い成長が期待できるものの、個人で15 

直接投資するには、その手段がないものがある。そうしたマーケットに投資す

るに際して、投資信託は非常に役に立つのである。  

次に投資信託の仕組みについて細かく見ていく。まず、投資信託の関係者と

いうのは三者に大別できる。三者というのは、ファンドの運用指図を行う「投

資信託委託会社（委託者）」、ファンドの資金を管理している「受託銀行（受託20 

者）」、そして「投資家（受益者）」である 2。その他には、販売窓口や分配金の

受渡窓口として投資家と直接やりとりを行う「販売金融会社」が存在する（図

表 1-1）。様々な販売金融機関を通じて集められた資金は受託銀行へと流れ、受

託銀行はファンドに組み入れられた株式や債券はもちろん、顧客が投資信託を

買うために販売金融機関に預けた資金など、全ての資産を管理している。この25 

ような方式を取っているため、販売金融機関や投資信託委託会社が倒産した場

合であっても、ファンドの資産は保全される。また、受託銀行が倒産した場合

であっても、投資信託の資産は受託銀行自身の資産と分別管理がなされている

                                                   
1 『入門投資信託のしくみ』中野晴啓 2016 年 p.50 
2 『投資信託  基礎と実務』田村威 2016 年 p.20 
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ため、差し押さえの対象となることはない。  

 

図表 1-1 投資信託の仕組み  

 

出所：『入門投資信託の仕組み』中野春啓 2014 年 p.52 を基に筆者作成  5 

 

第二節 投資信託の形態  

➀公募投資信託と私募投資信託  

 投資信託は、投資家を募集する方法によって分けると、公募投資信託と私募

投資信託に分けられる。公募投資信託とは、個人が金融機関を通じて購入する10 

投資信託を指す。公募投資信託は不特定多数の投資家を相手に販売されている。

それに対し私募投資信託は、適格機関投資家 3と呼ばれる投資家に販売されるも

のであり、販売を目的として投資家を勧誘する際も、2 名以上 50 名未満という

人数制限が設けられている。  

 2016 年 7 月末におけるそれぞれの資産残高は、公募投資信託が約 96 兆 6 千15 

億円、私募投資信託が約 69 兆 8 千億円となっている 4。  

 

②契約型と会社型  

 投資信託は設立形態の違いによって、契約型と会社型（投資法人）に分ける

                                                   
3 有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令

で定める者（金融商品取引法  2 条  3 項）  
4 「投資信託の全体像」投資信託協会 2016 年  
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ことが出来る。契約型も会社型も投資家から資金を集め、その資金で投資をし

ているという点では差異はない。しかし、制度面において契約型と会社型で差

異がある。  

 契約型の投資信託は、委託者である投資信託委託会社と信託銀行の間で締結

される信託契約から生じた受益権を細分化した受益証券を投資家が購入すると5 

いう形式である。一方、会社型の投資信託は、投資法人を設立し、その投資法

人が発行する投資口を投資家が購入するという形式である。会社型投資信託の

投資口の保有者（投資主）には、株式会社における株主総会にあたる、投資主

総会での議決権が保有する投資口に応じて与えられている。これによって、投

資主は投資法人の執行役員や監査役員、会計監査人の選任や解任等の一定事項10 

について、議決権を行使することができ、ファンドに対して一定の監査権限を

持つことが出来る 5。  

 2016 年 7 月末時点の公募投資信託における契約型、会社型の資産残高は、契

約型が約 88 兆 8 千億円、会社型が約 7 兆 8 千億円となっており 6、現在設定さ

れている投資信託の多くが契約型投資信託である。  15 

 

③単位型と追加型  

 投資信託は購入可能な期間の違いによって、単位型と追加型に分けることが

出来る。単位型の投資信託とは、最初の募集期間のみ購入することが可能な投

資信託を指し、ユニット型投資信託とも呼ばれる。解約に関しては、一定期間20 

解約ができないクローズド期間が設けられている商品を除けばいつでも解約で

きる。  

 一方、追加型投資信託とは、当初募集期間、または運用開始後に関わらず、

いつでも購入可能である投資信託を指し、オープン型投資信託とも呼ばれる。

当初募集期間中はそれぞれの投資信託において設定された申込価額での購入と25 

なり、運用開始後は時価である基準価額で購入することとなる 7。また、解約に

ついては期間制限がなく、自由に解約ができる。  

                                                   
5 投資信託資料館 HP http://www.toushin.com/faq/type-faq/kaishagata/ 
6 「投資信託の全体像」投資信託協会 2016 年  
7 SMBC 日興証券 HP 

http://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/tsu/J0144.html  



7 

 

 1980 年の資産残高比は単位型が 80%、追加型が 20%であったが、2016 年の

投資信託協会資料によると、単位型の資産残高は 1 兆 6 千億円、追加型の資産

残高は約 86 兆 1 千億円となっており、その比は単位型が 2%、追加型が 98%と

逆転しており、追加購入期間の制約がない追加型が主流となっている 8。  

 5 

第三節 投資信託のリスク  

 投資信託は金融商品であるため、リスクを含む商品である。本節では、投資

信託に関わるリスクを標準偏差と平均リターンの観点から分析する。  

まず、投資信託の価格変動リスクを図る指標は一般的に標準偏差が利用され

る。標準偏差とは、リターンの変動の度合いを数値で表した統計的ない指標で10 

あり、標準偏差の値が大きいほど価格変動が大きく、標準偏差が小さいほど価

格変動が小さいことを示している。図表 1-1 は投資カテゴリー別の標準偏差で

ある。投資信託のリスクを表す標準偏差には、±1 標準偏差と±2 標準偏差とい

うものが存在する。±1 標準偏差とは、1 年のリターンが 68%の確立で、ファ

ンドの平均リターンに標準偏差を足した値と引いた値の間でリターンの値が収15 

まることを示している。他方±2 標準偏差は、1 年のリターンが 95%の確率で、

ファンドの平均リターンに標準偏差の 2 倍を足した値と引いた値の間でリター

ンが収まることを示している。しかし、図表 1-1 における標準偏差を見ると、

投資信託のリスクは非常に高いように見えるが、あくまで一年のリターンにお

けるリスクを表していることに過ぎないということは頭に入れておく必要があ20 

る。  

 

  

                                                   
8 「投資信託の全体像」投資信託協会 2016 年  
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図表 1-1 投資カテゴリー別標準偏差（％）  

 

出所：K-ZONE MONEY HP 2011 年を基に筆者作成  

https://www.k-zone.co.jp/study/learning/fund/selection/284.html  

  5 

 このように、投資信託にはリスクが内在する。しかし、我々は投資信託が家

計の資産形成手段になりえると考える。その理由は 2 つある。1 つ目は投資信

託が運用の専門家によって運用されること、そして 2 つ目の理由は、投資信託

は長期保有という観点で見れば、リターンが安全資産と比較して高水準で推移

していることである。  10 

1 つ目の理由は、第一節で説明したように、投資信託は投資家の資金を集め、

運用の専門家によって運用指図が行われることに由来する。家計は必ずしも運

用について熟知しているわけではないため、運用の専門家が運用指図をする方

が遥かに効率的である。また、投資信託の仕組み上、運用会社が分散投資を行

い、投資家は投資した額に応じて分配金を得ることが出来るため、個人で投資15 

する以上にリスクヘッジが可能である。  

次に 2 つ目の理由を見ていく。図表 1-2 はモーニングスターインデックスに

おける過去 10 年間の平均リターンと過去 10 年間の平均定期預金金利を比較し

たものである。図表 1-2 を見ると分かるように、株式型投資信託は過去 10 年
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間において定期預金金利の約 50 倍～80 倍以上のリターンで推移している。投

資信託は先の 1 年リターンの図表で見たように、一見リスクの振れ幅が大きい

ように見えるが、10 年間という長期スパンで見ると、そのリターンは安定して

いることが分かる。また、図表 1-2 の数値は 2006～2015 年における数値であ

り、グローバル金融危機による世界的な株価の暴落を経験したにも関わらず、5 

10 年間で見たリターンがプラス域であり、そのリターンは定期預金金利の数十

倍であることは評価できると考察する。  

 

図表 1-2 投資信託の各資産別リターンと定期預金の金利の比較（ 10 年平均） 

 10 

出所：イオン銀行 HP を基に筆者作成  

https://www.aeonbank.co.jp/investment/special/2015_0601/  

 

 以上のように、投資信託は効率的且つ、長期的に見て安全資産を遥かに上回

る平均リターンであることから、投資信託は家計における資産形成手段になり15 

えるという視点から本稿を進めていくこととする。  

  

第四節 家計の資産構成の望ましい在り方  

 第三節に示したように我々は、投資信託が家計の資産形成手段になりえると

いう立場から、家計の資産構成の望ましい在り方を「家計の資産構成における20 

投資信託の割合を米国と同水準以上に引き上げること」とする。この望ましい

在り方を掲げる理由の背景には、日本の定期預金金利の低下と円安やインフレ
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による相対的な預金の価値低下が挙げられる。  

図表 1-3 を見ると分かるように、1990 年のバブル期における日本の定期預金

金利は約 6%であった。しかし、バブル崩壊から定期預金金利は徐々に下降して

いき、1990 年代後半になると景気刺激を目的とした金融緩和が行われ、さらな

る下降を辿ることになり、1999 年には 0.22%まで下降した。その後 2008 年の5 

リーマンショックを契機とするゼロ金利政策によってさらに預金金利は下降し、

2016 年 8 月の定期預金金利は 0.021%となった。定期預金金利がほぼ 0 と言っ

ても過言ではない現状の中、日本の家計の資産構成は預金が 52%を占めている。

預金によって資産の増加が見込めない中、現状の資産構成が継続されれば、家

計の資産は消費に伴って減少する一方であり、円安やインフレが起これば相対10 

的に預金の価値が低下する。これらのことから、退職後の生活を考慮すると日

本人は現状の資産構成を改善する必要があるのである。  

 

図表 1-3 日本の預金金利の推移  

 15 

出所：「金利の推移」杉並区 2008 年 p.1、「預金貸出統計」日本銀行 2016 年を

基に筆者作成  

 

現状の資産構成の改善には家計におけるリスク資産の占める割合の見直しが

必要であり、そのリスク資産の投資先として有用であるのが、先から述べてい20 

る投資信託なのである。このことから、家計の資産構成において投資信託が 11%

を占めており、投資信託を家計の資産形成手段として有効に活用できている投

信大国米国の家計に占める投資信託の割合と同水準以上に、日本の家計に占め
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る投資信託の割合を増加させることが、投資信託が家計の資産形成手段となる

第一歩であると考える。  

 

第二章 日本の投資信託の歴史・制度  

 本章では後の章で米国との比較を行うことと、日本の投資信託における課題5 

点を発見するために、日本の投資信託の歴史と制度について見ていく。  

 

第一節 日本の投資信託の歴史  

 本節では日本の投資信託が本格的に販売を増加させたバブル期から現在に至

るまでの投資信託の歴史を見ていく。  10 

 

➀バブル経済期～バブル崩壊  

 バブル経済期に公募投資信託の資産残高は 10 兆円台（1983 年）から 50 兆

円台後半（1989 年）に急上昇した。この背景には 8,000 円台で推移していた日

経平均株価がバブル絶頂期の 1989 年に 38,000 円台後半まで上昇したことが挙15 

げられるが、他にも理由ある。それは国債利回りの低下と預貯金金利の低下で

ある。  

国債利回りは 1983 年に約 7.5％であったが、徐々に低下し、1988 年には約

4.5％にまで落ち込んだ。それに対し投資信託は株価の上昇に伴って利回りは向

上していた。そのため、国債に変わる利回りの高い金融資産として投資信託の20 

需要が高まった 9。  

また、1983 年には 2％弱あった普通預金金利は、徐々に低下し、 1988 年に

は 1％未満に落ち込んでいる。そのため、国債保有者同様、利回りの高い金融

資産である投資信託の需要が高まった 10。  

 次に当時の家計の資産構成についてである。前述のような影響があったため、25 

図表 2-1 の通り、1983 年には家計の資産構成において 2％程度であった投資信

託の割合は、1989 年には 4％に増加した。これは額にすると、約 28 兆円と大

幅な増加である。一方、預貯金は 1983 年の 56％から大幅に減少し 46％となっ

                                                   
9 『投資信託 50 年史』投資信託協会 2002 年 p.187 
10 同上 p.191 
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た。  

 

図表 2-1 日本の家計の資産構成（1983 年、1989 年）  

 

出所：「日銀経済統計月報  資金循環勘定」日本銀行 2016 年を基に筆者作成  5 

 

 1990 年にバブルが崩壊すると、日経平均株価は 3 万円台後半から 2 万円台

まで急激に落ち込み、その下落率は約 48％であった。この影響で株式型投資信

託は大打撃を受け、公募投資信託の資産残高は 50 兆円台後半から 45 兆円台後

半まで急激に減少し、その減少率は 21.6％であった。大打撃を受けた影響によ10 

って、元本割れしたまま償還期間を迎えてしまう単位型投資信託が続出した。

苦肉の策として償還延長措置をとる投資信託が相次いだが、その後も基準価格

が回復する投資信託はほぼなかった 11。一方で、MMF などの公社債型投資信託

は逆に好転した。その理由は日経平均株価の暴落を受け、投資家が安定した利

回りを求めたためである 12。1990 年には MMF 資産残高が 1989 年の約 9.5 兆15 

円から約 13 兆円まで上昇した 13。  

 

②1990 年代における改革期～2013 年  

 1990 年代に入ると、投資信託会社への参入解禁や金融ビッグバンなど、投資

信託の改革が次々と行われる。  20 

改革の内容は 3 つある。1 つ目は投資信託会社に証券会社以外の金融機関の

                                                   
11 『投資信託 50 年史』投資信託協会 2015 年  p.218 
12 同上 p.217 
13 同上 p.224 
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参入解禁、2 つ目は運用規制緩和、3 つ目はディスクロージャーの充実である。  

これら 3 つの変更により、投資信託は販売チャネルの増加、投資家の商品選

択肢の拡大、金融商品としての透明性の向上に成功した。  

この頃の公募投資信託の資産残高は、山一證券の倒産やベアリング恐慌など

外部からの影響を受け、1994 年は約 43 兆円、1995 年には株式型投資信託が減5 

少するも公社債型投資信託が上昇し、前年より 10％増の約 48 兆円、1996 年も

昨年と同様の形で、約 48 兆円を保った。このような外部環境にもかかわらず

現状を維持できたのは、前述の改革の影響もあると考えられる 14。  

 その後 1998 年～2002 年にかけて、エンロン社債のデフォルトによる MMF

の元本割れや IT バブルの崩壊等が起こった。その結果 2002 年の公募投資信託10 

の資産残高は大幅に減少し、約 36 兆円となった。2003 年から日本の株式市場

は景気回復への期待により好転し始め、2002 年に 8,000 円台後半で推移して

いた日経平均株価は、 2007 年には 15,000 円台まで回復した。その結果、預貯

金から投資信託への資産移動が顕著となり 15、2007 年の公募投資信託の資産残

高は約 80 兆円に達した 16。  15 

 しかし、2008 年に入ると米国のサブプライム問題とリーマンショックによ

り、証券市場の暴落が世界規模で発生した。日経平均株価も 14,000 円台から

8,000 円台に逆戻りし、公募投資信託資産残高も約 52 兆円にまで落ち込んだ。 

 2009 年に入ると、落ち込んでいた世界中の証券市場が回復に向かい、投資信

託の資産残高もこれに伴って回復に向かった。その結果、 2012 年には約 64.120 

兆円まで回復した 17。さらに 2013 年に入ると、アベノミクスによる日本経済の

デフレ脱却期待により、国内株式市場は大きく上昇した。これにより、公募投

資信託の資産残高は約 81.5 兆円まで上昇した 18。  

 

③2014 年改革～現在  25 

 2014 年に入ると、国民が資産を有効に活用できる環境整備を図るための投資

                                                   
14 『投資信託 50 年史』投資信託協会 2002 年 p.249 
15 『投資信託  基礎と実務』田村威 2015 年  p.41 
16 同上 p.41 
17 同上 p.43 
18 同上 p.43 
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信託制度の改革が始まった。ここでは家計に直接関わりを持つ 6 つの改正内容

を紹介する。  

1 つ目は、運用報告書の 2 段階化である。当時の運用報告書は記載事項が多

く、受益者には難解なものとなっていた。そこで、今回の改正では運用報告書

が 2 段階に分けられた。交付運用報告書と請求運用報告書である。交付運用報5 

告書とは、運用報告書のうち、重要な事項を記載したものであり、必ず受益者

へ交付することを義務付けるものである。一方請求運用報告書とは、運用情報

の全てが記載されており、受益者からの請求があった場合に交付するものであ

る。  

2 つ目は、投資リスクの情報提供の充実である。当時の目論見書はリスクの10 

定性的な説明しかなされておらず、リスクを定量的に把握することが出来なか

った。そこで、今回の改正ではリスクの定量的な把握が可能となるように、図

表等を用いてわかりやすく説明することが義務付けられた。  

3 つ目は、NISA である。この NISA の具体的な内容については後に説明す

る。  15 

4 つ目は、確定拠出年金の継続教育の義務化である。これは、今回の制度改

革の目的である「ライフサイクルに応じた家計の資産形成の促進」の一環とし

て行われたものである。これにより、確定拠出年金向け投資信託の増大が期待

された 19。しかし、この継続教育の義務化はあくまでも努力義務であり、2015

年においても継続的に行われているのは 6.5 割程度にとどまっている 20。  20 

5 つ目は、投資信託手数料に関する説明の充実である。今回の改正では投資

信託手数料に関する説明について、3 つの事項の説明を充実させた。1 つ目は

投資信託の購入代金のうち、販売手数料の割合についてである。次に 2 つ目は、

販売手数料は投資信託の保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりの負担率が逓減

されることについてである。そして、3 つ目は投資信託の購入後、顧客が負担25 

する費用についてである。  

最後に 6 つ目の改革は、投資信託の運用体制の透明化である。委託会社等は

                                                   
19 『投資信託  基礎と実務』田村威 2015 年  p.113 
20 「企業型確定拠出年金（DC）担当者の意識調査  2015 年版（第 11 回）報

告書サマリー」NPO401(k)教育協会 2015 年 p.11 
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2 つの点について提示する必要がある。1 つ目は、運用責任者の経歴等、2 つ目

は投資判断の決定プロセスである。  

これらの改革の結果、 2015 年の公募投資信託の資産残高は約 100 兆円を超

えた 21。また、2014 年以降も投資信託に関する多くの制度改正が現在まで行わ

れている。この内容については後に記述することとする。  5 

 次に家計の資産構成であるが、図表 2-2 のように、投資信託の割合は 1996 年

の 2％から 5％に増加している。額にして約 63 兆 6000 億円の増加である。し

かし、未だに日本の家計の資産構成においては、預貯金が 52%を占めており、

投資信託が家計の資産形成手段となりえているとは程遠い。この現状を打破す

るためには、投資信託が普及しない原因を模索し、その原因を解決できる投資10 

信託の在り方を追求していかなければならないのである。  

 

図表 2-2 日本の家計の資産構成（2015 年）  

 

出所：「日銀経済統計  月報資金循環勘定」日本銀行 2016 年を基に筆者作成  15 

  

第二節 日本の投資信託を取り巻く制度  

 本節では、日本の投資信託に関わる制度や規制監督体制を見ていく。  

 

①NISA（少額投資非課税制度）  20 

 NISA とは 2014 年から始まった少額投資非課税制度である。 2016 年までは

非課税投資枠が毎年 100 万円であったが、2016 年からは毎年 120 万円の非課

                                                   
21 『投資信託  基礎と実務』田村威 2015 年 p.97~114 
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税投資枠が設定され、株式投資信託・上場株式等の運用益や配当が 5 年間（ロ

ールオーバーで最大 10 年間）非課税対象となる制度である。例えば株式投資

信託に投資した場合、「値上がり益」と「普通分配金」が非課税となる。ただし、

他の口座との損益通算はできない。  

 この制度の目的は 2 つあるといわれている。1 つ目は、社会保障対策のため5 

である。国の予算において、社会保障費の確保が難しくなっている。そのため

政府は、家計が自ら金融投資によって、資産を確保する環境を整備しようとし

た 22。  

2 つ目は、投資や消費を増加させるためである。序章でも記したとおり、日

本の家計のポートフォリオは 50％強が預貯金となっていて、これはアメリカの10 

13％、ユーロ圏の 35％と比べても圧倒的にその比率は高い。これでは、企業に

資金が流れず、好景気が続く可能性は低い。そこで政府は、投資しやすい環境

を整備したのである 23。  

 金融庁の資料によると、2016 年 6 月時点での NISA 口座の利用総額は 8.4 兆

円であり、商品別投資割合においては投資信託が 62%である。このことから、15 

NISA は投資信託の販売拡大に寄与していると言える。  

 

②ジュニア NISA 

 ジュニア NISA とは 2016 年から開始された制度である。毎年 80 万円の非課

税投資枠が設定され、株式投資信託・上場株式等の運用益や配当が 5 年間（ロ20 

ールオーバーで 10 年間）非課税対象となる制度である。口座資格者は未成年

を対象としており、口座管理者は親権者が代理で行うと定められている。  

NISA と大きく異なる点としては、口座内資金は原則口座資格者が 18 歳にな

るまで引き出すことができない点である。18 歳未満の時点で資金を引き出す際

には過去非課税となっていた運用益や配当にも課税される。つまり口座に入れ25 

た資金は引き出しにくく、流動性が低下してしまう。  

                                                   
22 「NISA をどのように活用するか－資産運用が家計改善の有力な選択肢に

－」大和総研 2014 年 p.1 
23 「NISA（ニーサ）［少額投資非課税制度（日本版 ISA）］の目的」東建コー

ポレーション HP http://www.token.co.jp/ir/nisa/object/index.shtml  
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この点が、家計がジュニア NISA を利用する際にどの程度障壁になるのかが、

今後のジュニア NISA の課題になる可能性がある。  

 

③確定給付企業年金  

 確定給付企業年金とは、決められた額を年金として受け取ることが出来る企5 

業年金制度である。将来給付される額を企業が事前に決定し、企業はその給付

額を目標に運用する。この制度のメリット、デメリットはそれぞれ 2 つある。 

まず、メリットの 1 つ目は、受給側が運用に労力を使わずに済むことである。

運用は企業が行うため、受給側は運用について関与しない。 2 つ目は、給付額

が決まっているため、老後の人生設計が容易になるということである。  10 

それに対し、デメリットの 1 つ目は転職の際、企業から企業へ年金の移換が

出来ないことである。転職する場合、一時金として退職までの期間分の金額を

受け取るか、企業年金連合会に移換するという選択肢がある。2 つ目は運用の

透明性が低いことである。運用主体はあくまで企業であるため、その運用実態

を詳しく知ることは出来ない。  15 

 

④確定拠出年金  

 確定拠出年金とは掛け金に上限があり、制限された銘柄の中で自ら運用し、

その運用結果を年金として受け取ることが出来る年金制度である。この確定拠

出年金には 2 種類ある。1 つは企業型、もう 1 つは個人型である。企業型は、20 

企業が資金を拠出する形、または企業が拠出した額に付け足す形で個人も拠出

する形（マッチング拠出）がある。個人型は自営業など、企業に属さず国民年

金保険料を納めている人々、または企業に属しているが企業年金のない人々が、

個人で拠出して行うものである。  

また、この年金制度には、拠出時、運用時、受益時に税制優遇が適用される。25 

まず拠出時について、企業型の場合は全額が損金処理、個人型の場合は全額が

所得控除される。次に運用時について、通常 20％の源泉分離課税となる利息や

配当金が非課税対象となる。最後に受益時について、一時金として受け取る際

は退職所得控除、年金として受け取る際は公的年金控除が適用される。  

次に、この制度のメリット、デメリットについて記述する。まずメリットは30 
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3 つある。  

1 つ目は、会社や金融機関の倒産から自身の老後の財産を守れるということ

である。確定拠出年金は運用面においては自己責任である一方、勤めている会

社の倒産や資金管理をしている金融機関の破綻から、老後の財産を保全する仕

組みが整備されている。  5 

2 つ目は、自らに運用決定権があることである。今までの年金制度では企業

の運用に不満があっても異議申し立てが出来なかった。しかし、この制度は、

運用についての決定権は個人にある。  

3 つ目は、転職の際に企業から企業への移換が可能であることである。転職

先の企業において、確定拠出年金が導入されていれば移換が可能である。それ10 

に対し、デメリットは 2 つある。  

1 つ目は 60 歳になるまで原則解約できないということである。確定拠出年金

制度はあくまで老後の資産形成の環境を整えるための制度であるため中途解約

はできない。  

2 つ目は、運用の結果については自己責任であることである。会社の倒産等15 

の信用リスクに対しての対策は整っているが、自らの運用による市場リスクに

関しては自己責任である。  

 日本では図表 2-3 を見ると分かるように、企業年金において、確定給付企業

年金の利用額が確定拠出年金を上回っているというのが現状である。  

 20 
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図表 2-3 確定給付企業年金と確定拠出年金の拠出額（千億円）  

 

出所：「企業年金 (確定給付型 )の受託概況（平成 27 年 3 月末現在）」一般社団法

人信託協会 2015 年 p.1 と「確定拠出年金 (企業型 )の受託概況（平成 27 年 3 月

末現在）」一般社団法人信託協会 2015 年 p.1 を基に筆者作成  5 

 

 また、企業型確定拠出年金における投資先としては、投資信託が約 41%を占

めており 24、投資信託を家計の資産形成手段とすることを促進している。  

 

⑤投資信託協会  10 

 投資信託協会とは、改正投資信託法に則り、投資家の保護と投資信託及び投

資法人の健全な発展を目的として設立された一般社団法人であり、自主規制機

関である。主に投資信託委託会社等を会員とし、平成 28 年 4 月 1 日時点で会

員会社数は正会員（投資信託及び J-REIT の運用会社）161 社及び賛助会員（投

資信託の販売会社および受託銀行）20 社となっている。  15 

 投資信託協会は自主規制や監督官庁等への意見表明を行う等の業務によって、

投資家保護を行っている。  

 

第三節 日本の金融リテラシー  

日本は金融リテラシー教育において、後進国と言わざるを得ない。米国では、20 

                                                   
24 「確定拠出年金実態調査結果」企業年金連合会 2013 年 p.5 
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1960 年代から学校において自立を促す実践的な教育としてカリキュラムに組

み込まれている 25。英国においても、学校での金融リテラシー教育導入が進行

中である 26。しかし、日本において金融リテラシー教育は義務教育の対象外で

ある。  

しかし、図表 2-4 を見ると分かるように、日本人と米国人の金融リテラシー5 

に関する共通問題の正答率は、複利の問題を除くと正答率に大差はない。また

図表 2-5 を見ると分かるように、米国以外の他の先進国と比較しても、日本人

の金融リテラシーは低いとは言い難い。この金融リテラシーについての分析は

後の第四章で行うこととする。  

 10 

図表 2-4 日本と米国の金融リテラシーに関する共通問題の正答率の比較  

日本 米国

複利（5年後） 43% 75%
インフレの定義 56% 61%

住宅ローン 68% 75%
分散効果 46% 48%
債券価格 24% 28%  

出所：「金融リテラシー調査の結果」金融広報中央委員会 2016 年 p.16 を基に

筆者作成  

 15 

図表 2-5 日本と欧州の金融リテラシーに関する共通問題の正答率の比較  

日本 イギリス ドイツ

金利 66% 61% 64%
複利 43% 37% 47%

インフレの定義 61% 94% 87%
リスクリターン 75% 77% 79%

分散投資 46% 55% 60%  

出所：「金融リテラシー調査の結果」金融広報中央委員会 2016 年 p.17 を基に

筆者作成  

                                                   
25 金融広報中央委員会 HP 

https://www.shiruporuto.jp/teach/katei/susume/susume404.html  
26 同上  
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第三章 米国の投資信託の歴史・制度  

一国の投資信託の市場規模として、最大の市場規模を誇っているのが米国で

ある。米国の投資信託の資産残高は、2016 年時点で約 16 兆ドルである。2016

年 10 月 24 日の円ドルレート 103 円 /1 ドルで円換算して、約 1680 兆円であ

り、その規模は日本の公募投資信託残高の約 10 倍以上となっている。  5 

しかし、米国の投資信託は以前からこれほどの規模であったわけではない。

1980 年の米国の投資信託の資産残高は 1 兆ドルにも満たなかった。つまり、米

国の投資信託は約 30 年の間に急発展を遂げたのである。  

このことから、米国の投資信託の発展から日本が学ぶべきことは多いだろう。

そこで本章では米国の投資信託の歴史と制度を見ていき、米国の投資信託の発10 

展の要因を見ていく。  

 

第一節 米国の投資信託発展の歴史  

現在、投信大国と呼ばれる米国も、当初からそれだけの市場規模であったわ

けではない。図表 3-1 をみると分かるように、米国の投資信託の資産残高は15 

1980 年の 1 兆ドルに満たなかった額から、 2016 年の 16 兆ドルまでの増加を

果たした。また、図表 3-2 のように 80 年代前半における投資信託の家計金融

資産に占める割合はわずか 1％ほどであったものの 27、後述する様々な要因に

よってその規模は拡大し続け、2013 年には投資信託は、家計金融資産の 11%を

占めるまでになった。  20 

 

  

                                                   
27 「米国の家計金融資産の現状と経験」大和総研 2014 年 p.4 
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図表 3-1 米国の投資信託資産残高の推移 (兆ドル ) 

 

出所：「米国投信 4 分の 3 の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.3 及び

「野村資本市場クォータリー  2016 Summer」野村資本市場研究所 2016 年

p.222 を基に筆者作成  5 

 

図表 3-2 米国の家計金融資産内訳 (1980 年 3 月末 ) 

 

出所：「米国の家計金融資産の現状と経験」大和総研 2014 年 p.4 を基に筆者作

成  10 

 

本節では、米国投資信託の商品や制度が多様化し始めた 1970 年代から、現

在に至るまでの歴史を見ていく。  
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➀1970 年代～1990 年代  

1970 年代の米国は、2 度のオイルショックによってスタグフレーションに陥

り、およそ 10 年間に渡って株価が低迷していた 28。株価の低迷に伴って株式投

資信託の残高が大きく減少し、投信全体に占める株式投資信託の比率は  70 年

末の  95%から  81 年末には  17%に落ち込んだ 29。そして図表 3-3 を見ると、5 

長期投信残高の成長倍率も 1970 年代には 1.01 倍と伸び悩んでいる。このこと

から見ても、米国投資信託は株価の影響を少なからず受けていることが分かる。 

 

図表 3-3 米国の長期投信残高の成長倍率 (倍 ) 

 10 

出所：「米国投信 4 分の 3 の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.3 を基に

筆者作成  

 

この頃、米国では 1971 年に MMF が発足し、投資家の選択肢が拡大された。

MMF は元本の安全性が高く、換金自由、利回りは預金を大きく上回る商品で15 

あったため、リスク商品を敬遠していた顧客を新たに得ることができるように

なった 30。投資信託は株価の影響を受けるものの、商品によってそのリスクの

大きさは異なるために、その時々の状況に合わせて商品を選ぶことでリスクを

                                                   
28 「歴史は繰り返す！米国の株価下落局面を全比較」東洋経済 2015 年  

http://jbpress.ismedia.jp/articles/ -/44762 

29 「米国投信 4 分の 3 の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.4 

30 同上  p.3 
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ヘッジすることが可能である。MMF は株価低迷によりリスク懐疑的になった

投資家の選択肢として大きな役割を持っていたといえる。  

1974 年には、その後の米国投資信託の発展に大きく貢献することになる確定

拠出型年金制度が開始した。1976 年には地方債ファンドが発足、また米国初の

インデックスファンドが公募された。1980 年代以降には確定拠出型年金が普及5 

し始め、そして 1993 年に米国初の ETF が上場された。こうして、米国投資信

託は投資家からの多様なニーズに応えることができるようになったのである。  

また、1990 年末には投資家に配布される目論見書を読みやすくし、利用しや

すくするためのディスクロージャー制度の改革が行われた。投資家に渡すこと

が義務付けられている目論見書は、伝えるべき情報が網羅的に記載されている10 

ものではあるが、その目論見書を本当に投資家が理解できているかは疑問視さ

れていた。そのため中身を簡素化し、表現・レイアウトによって分かりやすさ

を高め、電子媒体なども活用できるようにすることで開示方法の効率化を図っ

たのである。これは金融リテラシーが不足しているために、リスク資産への投

資を敬遠していた顧客を獲得する一助となった。  15 

 

②2000 年代～現在  

米国投資信託業界はそれまで、自らを金融サービスの中で最も厳しく規制し

ていると自負していたが 31、2003 年にヘッジファンドや富裕層といった有力顧

客を優遇した不公正な取引が行われていたことが発覚し、その規則体制の甘さ20 

が露見した。このような不正取引が発覚することによる投資家の意思決定への

影響は大きい。実際に不正取引を行っていた投資信託会社の中に不正発覚前に

は米国 9 位の運用資産を誇っていた投資信託会社があったが、2013 年末には

その会社の運用資産額は 42 位に転落したという事例がある 32。2003 年の問題

を受けて証券取引委員会 (SEC)は、時間外取引や短期売買などの不正取引に対25 

する規制、投資信託のガバナンス構造、コンプライアンス体制などの強化、投

資家との利益相反の除去、手数料の開示を中心とした投資家への情報開示の強

                                                   
31 『総解説  米国の投資信託』野村資本市場研究所 2008 年 p.160 
32 「米国投信 4 分の 3 の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.6 
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化などを目的とした新たな規則体制を提案していった 33。  

2008 年にはリーマンショックによって米国経済は大きな打撃を受けた、それ

に伴って、米国の投資信託も一時は資産残高が 42％減少することとなった 34。

また、図表 3-3 から分かるように、リーマンショックが発生した 2000 年代も

また投信の成長倍率は 1.49 倍と低下しており、1970 年代と同じく、株価低迷5 

時に投資信託は伸び悩むことが分かる。しかし、元本割れリスクの低い MMF

は信用不安が広がっているこの時期にはむしろ大量の資金流入が起き、2008 年

に大幅に増加した 35(図表 3-4)。このことから、投資家は株価低迷時にはリスク

の低い商品へ投資する傾向にあることが分かるだろう。  

 10 

図表 3-4 米国 MMF の残高推移 (億ドル ) 

 

出所：FRB “Flow of Funds Accounts of the United States”, ”First Quarter 

2012 ”p.44 より筆者作成  

 15 

その後の米国の投資信託は、米国の株価回復とともに順調に成長していき、

2016 年時点で約 16 兆ドルまで投資信託残高を拡大させたのである。  

このように、1970 年代以降米国の投資信託は、商品の選択肢を増やして利便

                                                   
33 「米国投信 4 分の 3 の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.7 
34 同上 p.8 
35 『総解説  米国の投資信託』野村資本市場研究所 2008 年 p.12 
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性を高め、規制を強化して投資家の信頼を向上させることで発展していったの

である。  

 

第二節 米国の投資信託を取り巻く制度  

 米国の投資信託の発展は様々な要因によるものではあるが、ここでは発展に5 

貢献し、日本の投資信託の発展の参考になる制度について 2 つ説明する。1 つ

目は確定拠出型年金、 2 つ目は 529 プランである。  

 

①確定拠出型年金  

米国の投資信託の拡大は目を見張るものがあり、図表 3-5 を見ると分かるよ10 

うに、その規模は現預金に比肩するものとなっている。この投資信託の普及に

は様々な要因が考えられるが、1980 年代以降の成長は、確定拠出型年金による

ところが大きいだろう。  

 

図表 3-5 米国の家計金融資産内訳 (2013 年 9 月 ) 15 

 

出所：「米国の家計金融資産の現状と経験」大和総研 2014 年 p.2 より転載   

 

 従来米国の年金は確定給付年金が主流だったが、1980 年代ごろから確定拠出

型は著しく成長し、資産残高・利用者共に確定給付型を上回った (図表 3-6)。  20 
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図表 3-6 米国における企業年金残高の推移 (単位：兆ドル ) 

 

出所：『総解説  米国の投資信託』野村資本市場研究所 2008 年 p.29 を基に筆者

作成  

 5 

このような逆転の背景としては、大きく 2 つの要因が挙げられる。1 つ目は、

経済・社会環境の変化である。サービス産業や IT 産業などの新興企業は転勤

が多く、確定給付型年金が馴染まなかったのである。そのため、それらの企業

の多くは確定拠出型のみを採用したのである 36。  

2 つ目は、積み立て基準の強化や年金会計の改正による情報開示の強化など10 

の制度改革によって、企業が確定給付年金を提供するための負担が増えたこと

である。元々従業員が退職するまで企業が運用し、赤字が出た場合は企業が負

担しなければならない確定給付年金は企業にとって重荷であった。その上制度

改正によってその負荷がさらに強まったことが、企業が確定拠出型を企業年金

の主流とする嚆矢となったのである。  15 

確定拠出型年金の運用手段として利用されている 60％近くが投資信託であ

り (図表 3-7)、これは確定拠出年金利用者の間で、「老後に備える長期の資産運

用では、短期的リスクはあっても長期的には高いリターンを期待できる株式組

入れ商品を中心とすべし」という認識が高まったからであるといわれている 37。

このように、米国の投資信託と確定拠出型年金は、強く結びついているのであ20 

                                                   
36 『総解説  米国の投資信託』野村資本市場研究所 2008 年 p.28 
37 「米国投信 4 分の 3 の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.13 
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る。  

 

図表 3-7 確定拠出年金資産のうち投信で運用されている割合  

 

出所：「米国投信 4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.135 

を基に筆者作成  

 

その米国の確定拠出年金の中で主流となっているのが、 401(k)プランと IRA

である。2008 年刊行の『総解説  米国の投資信託』における、野村資本市場研

究所の説明に基づき、ここでは 401(k)プランを企業型、IRA を個人型の確定拠10 

出年金として解説する。  

 401(k)プランとは、給与天引きで拠出を行う自助努力型の年金制度であり、

米国の多くの企業が採用している。この年金制度に加入するか否か、また加入

する場合は毎月の拠出額をどの程度に設定するかといった内容を従業員自ら決

定することができる。退職後の資産形成を目的としているために、拠出は所得15 

税控除となる、運用益は課税されずに再投資されるといった税制上の優遇措置

が取られている。その結果、長期運用の高い複利の効果を受けることができる

のである。  

 IRA(個人退職勘定 )は、1974 年に導入された確定拠出型年金制度で、こちら

は個人型となっている。401(k)プランと同様に個人が自ら加入し、拠出額や投20 

資対象を決める仕組みとなっている。IRA は職場に年金のない従業員の退職資

産形成手段の提供、従業員が離転職する際の職場の積み上げた資産を移す受け

皿となるという 2 つの目的により生まれた。IRA は幾度か制度改正を行ってお
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り、それによって所得のない配偶者のための拠出や、職場に年金プランのある

従業員も利用可能になるなど、利便性が向上していった。その結果、全世帯の

約 4 割が IRA を保有するほどになったのである。  

これらの確定拠出型年金は 1990 年代以降飛躍的に拡大し、2014 年末には

401(k)プランなどの職域確定拠出年金が 6 兆 5,860 億ドル、 IRA が 7 兆 1,7105 

億ドル、合計で 13 兆 7,570 億ドルに達し、家計金融資産に占める比率は 21％

程となった 38。  

 

②529 プラン  

529 プランとは、1988 年から開始された米国の家計向け高等教育資金積立制10 

度のことであり、将来子供を大学等に進学させるために、両親や祖父母が資金

を拠出し、教育資金を備えるというものである。  

529 プランを利用する口座に拠出された資金分の所得税が控除され、運用す

る金融商品は運用益・給付額が非課税となる。また、贈与税や遺産税上の優遇

措置が付与された家計向けの高等教育資金積立制度である。  15 

州政府や州機関、教育機関支援する制度で、各州政府がその導入を個別に決

定しているが、現在ではすべての州で導入されている 39。  

現在は加入者が子や孫を受益者に指定した個人口座へ資金を拠出し、あらか

じめ用意された運用商品の中から投資対象を選んで運用する「貯蓄型」が主流

となっていて、この運用商品として多く採用されているのが投資信託である。  20 

図表 3-8 からわかるように、利用者数及び残高が年々増加傾向にあり、子持

ち家庭の 15％が 529 プランを利用している 40。  

 

  

                                                   
38 「米国投信 4 分の 3 の歴史から何を学ぶか」杉田浩治 2015 年 p.12 
39 「米国 529 プラン拡大の背景と教育資金税制優遇の意義」宮本佐知子  

2012 年 p.112 
40 「英国ジュニア ISA、米国 529 プランの概要と我が国への示唆」  

丹生健吾、永田裕貴 2014 年 p.62 
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図表 3-8 529 プランの資産残高推移 (億ドル ) 

  

出所：「英国ジュニア ISA、米 529 プランの概要と我が国への示唆」丹生健吾、

永田裕貴 2014 年 p.112 を基に筆者作成  

 5 

米国で 529 プランが普及した背景としては、米国でも高等教育費の上昇が続

いていることが挙げられる。図表 3-9 から読み取れるように、米国の 4 年制私

立大学の授業料は、2000 年ごろから 2012 年までの 12 年ほどで約 2 倍の額に

まで急増している。この教育費高騰という点においては、米国と日本は類似し

た現状にあるといえるだろう。家計の三大支出の 1 つといわれる教育費の資金10 

調達手段として、この 529 プランは米国で重要な役割を果たしているのである。 
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図表 3-9 米国の大学授業料の推移 (ドル ) 

出所：「米国 529 プランの拡大の背景と教育資金税制優遇の意義」宮本佐知子  

2012 年 p.116 を基に筆者作成  

 5 

 また、529 プランの投資先としては投資信託が多くを占めており 41、家計に

とって重要な支出にも関与し、利用されていることが米国投資信託の特徴とい

えるだろう。  

 

第三節 米国の金融リテラシー  10 

米国は投資信託商品の多様化や投資信託に関わる諸制度を発展させていき、

「投信大国」と呼ばれるまでに投資信託市場を拡大させた。しかし、第二章の

各国の金融リテラシー調査で確認したように、金融リテラシーの高さに関して

は日本と大きな差異はない。しかし、日本は現状以上に金融リテラシーを向上

させる必要がある。その点については第四章で述べることとする。  15 

 

 

 

 

 20 

                                                   
41 「教育資金を通じた世代間資産移転促進制度に関する調査研究」金融庁

2013 年 p.10 
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第四章 日本の投資信託が抱える課題点  

 第二章では日本の投資信託の歴史と諸制度を見ていくことで、日本の投資信

託の現状を分析した。第三章では投信大国として世界最大の投資信託市場規模

を持つ米国を見ていき、その発展の経緯と要因を分析していった。本章では、

これらの章から浮き彫りになった日本の投資信託及びそれに関わる諸制度の課5 

題点を洗い出す。また、その他にも日本が解決すべき課題点を考察する。  

 

第一節 NISA 

 まず、投資信託に関わる諸制度として NISA を見ていく。第二章で述べたよ

うに 2016 年 6 月時点で総利用額は 8.4 兆円であり、規模を見ても日本の投資10 

活動活性化の一助になっていることが分かる。また、NISA の商品別投資割合

においては投資信託が 62%であることから、NISA は投資信託の販売拡大にも

寄与していると言える。  

しかし、これらの投資活動における貢献があるにも関わらず、NISA は 2023

年に廃止される予定である。序章で述べたように、日本の家計の資産構成は預15 

金が 52%を占めているにも関わらず、リスク資産は 16%と未だに投資活動は普

及していないという現状である。そのような中、NISA が 2023 年に廃止される

ことは、日本の家計の投資活動を減退させる可能性があり、現状の家計の投資

状況を踏まえると、制度の廃止は妥当ではない。これらの観点から、NISA の

廃止は今後見直されるべき課題である。  20 

 

第二節 金融リテラシー  

 課題の 2 つ目は日本人の金融リテラシーの強化不足である。金融リテラシー

の重要性は、リスク資産に対する許容度の高さへとつながる点である。金融広

報中央委員会の「金融リテラシー調査」によると 42、金融リテラシーが高いほ25 

どリスク資産への投資が増加するという調査結果が出ており、非リスク資産が

多くを占める日本の家計において金融リテラシーの強化は重要な課題である。  

まずは他国と日本人の金融リテラシーを比較していく。「金融リテラシー調

                                                   
42 「金融リテラシー調査の結果」金融広報中央委員会 2016 年 p.13 
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査」によると、金融リテラシーに自信があると答えた人の割合は日本人が 13％、

米国人が 73％と大きな開きがあった。しかし、第二章で示したように、日本人

と米国人の金融リテラシーに関する共通問題の正答率は、複利の問題を除くと

正答率に大差はない。また、米国以外の他の先進国と比較しても、日本人の金

融リテラシーは低いとは言い難い。  5 

しかし、現状として日本の家計の資産構成は非リスク資産が多くを占めてい

る。この原因は日本人が投資を活発に行うレベルに金融リテラシーが到達して

いないことが挙げられる。図表 4-1 を見ると分かるように、日本人は金融リテ

ラシーテストにおいて 81 点以上を取った層の投資経験率が他の層と比較して

非常に高い。また、金融リテラシーテストにおける点数が高得点であるほど、10 

老後の資金計画を行っているという結果も出ており 43、日本人は金融リテラシ

ーに対して 81 点以上の高得点を取れるレベルのリテラシーを持っていなけれ

ば、金融リテラシーに自信を持つことが出来ず、投資の活発化が起こらない。

そして、老後の資金計画に対する意識も低くなるということが分析できる。  

 15 

図表 4-1 金融リテラシー別の投資経験のある人の割合（投資信託）  

 

出所：「金融リテラシー調査の結果」金融広報中央委員会 2016 年 p.31 を基に

筆者作成  

 20 

                                                   
43 「金融リテラシー調査の結果」金融広報中央委員会 2016 年 p.15 
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以上のことから、現状の日本人の金融リテラシーを更に強化し、投資の活性

化を促進することが今後の課題である。  

 

第三節 家計の教育資金調達手段  

 家計の教育資金調達という面で、日本が米国から学ぶべき点として、 529 プ5 

ランが挙げられる。米国は人生の三大支出の 1 つである教育費の高騰に対して

529 プランという高等教育資金積立制度を導入し、その対策を行った。この制

度の利用者数は、子持ち家庭の 15％ほどにまでに増加し、教育資金調達手段と

して一役を担うようになった。  

一方、日本も米国と同じく教育費高騰という現状であるが、その資金調達手10 

段は限られている。そして、大学学部生 (昼間部 )284 万人のうち 52.5％が利用

している 44奨学金は滞納者が増加傾向にある。図表 4-2 から分かるように、2012

年の滞納者数は 33 万 4000 人まで上り、その滞納額は 925 億円となっている。

つまり、日本は家計の教育資金調達という課題に対処しきれていないのである。 

 15 

                                                   
44 文部化科学省の統計データ及び「奨学金利用が大学生の約 53％に。その意

味とは？」All About 2014 年 https://allabout.co.jp/gm/gc/442437/  
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図表 4-2 奨学金滞納者数 (万人 ) 

 

出所：「Ｎの現実  奨学金を返せない若者が増加…」フジテレビ 2013 年を基に

筆者作成 http://www.fujitv.co.jp/nj/n_real_01.html  

 5 

 また、そのほかの教育資金調達手段として考えられるのがジュニア NISA で

あるが、529 プランと比較すると教育資金調達に適しているとは言えない。  

その理由は大きく 3 つある。1 つ目は限度額、2 つ目は非課税期間、3 つ目は

資金引き出し制限である。  

1 つ目の限度額についてだが、529 プランは 1 受益者につき 20 万ドル (201610 

年 10 月 22 日時点のレートで約 2076 万円 )という上限を設けているものの、州

ごとに口座を開設して複数持つことができるために実質的な上限はない。一方、

ジュニア NISA は 1 口座につき年間で 80 万円という限度が設けられており、

複数口座を開設することはできない。また 80 万円の非課税枠は再利用ができ

ないために融通が利かない。  15 

次に、2 つ目の非課税期間についてである。 529 プランの非課税期間は生後

から高等教育終了までであるために、20 年以上もの非課税期間が設けられてい

る。一方、ジュニア NISA の非課税期間は 5 年間である。20 年以上もの長期運

用が可能な 529 プランと、5 年間のジュニア NISA ではコストや複利の面にお

いて大きな差が生まれるのは明らかである。  20 

日本学生支援機構の「平成 24 年度  学生生活調査」によると、日本の教育費
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は幼稚園から大学まで国公立に通うとして約 769 万円、私立に通うとすれば約

2,205 万円かかるとされている。つまり、限度額と非課税期間から分かるよう

に非課税期間 5 年間で年間 80 万円までの積み立て制限のあるジュニア NISA

では、教育費を賄うことはできないのである。  

最後に 3 つ目の差異としては、資金の引き出し制限が挙げられる。ジュニア5 

NISA は 18 歳までは資金を引き出し不可能という、引き出し制限が設けられて

いるが、529 プランではこういった制限は設けられていない。条件として、529

プランで運用した資金の用途は授業料や教科書代などの適格な教育費に使わな

ければならないと定められている。  

このように、教育資金の調達手段という点においても、日本は米国から学ぶ10 

べきであり、今後の日本の課題である。  

 

第四節 投資信託商品の改善  

日本の投資信託は米国の投資信託と比較して、ファンド 1 本あたり資産残高

が非常に少ないことに対し、ファンド数が多いというのが現状である。日本の15 

公募投資信託の数は米国の約 70％に達するものの、その資産残高は米国の約

5％に過ぎず、1 本当たりの残高平均は米国の約 7％に留まっているのである (図

表 4-3)。投信大国と呼ばれる米国のファンドと比較して明らかになったことは、

日本のファンドは市場規模相応以上にその数を増やしているということである。 

 20 

図表 4-3 日米の公募投信ファンド数と 1 本当たりの残高の比較 (円換算 ) 

 ファンド数  残高  1 本当たりの残高

平均  

日本  5,539 本  97 兆円  175 億円  

米国  7,986 本  1,940 兆円  2,429 億円  

出所：「金融モニタリングレポート」金融庁 2015 年 7 月を基に筆者作成  

 

ファンド 1 本あたりの規模が小さすぎると、想定していた分散投資が困難に
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なる可能性があり、最悪の場合ファンドが繰上償還となる可能性もある 45。ま

た、規模の経済におけるメリットが小さくなってしまうために、コスト高にな

る可能性が高く、投資者に対して不利益を被らせてしまうのである。  

米国では、投資家が新商品よりも最低  3 年程度の運用実績のあるファンド

を購入することが多く、投資信託会社側も「小さく生んで大きく育てる、すな5 

わち既存商品を大事にする」商品政策を貫いている 46。こういった取り組みに

よって、米国は既存商品を大きくすることに成功し、その結果規模の経済によ

るコスト安を生み出したのである。  

 図表 4-4 を見ると分かるように、日米の低コストアクティブファンドのコス

トは 1%以上差が開いている。また、信託報酬とは別に販売手数料もかかるた10 

め、日本の投信に関わるコストは非常に高い。  

 

図表 4-4 日米の米国株アクティブファンド低コスト上位比較  

ファンド名 コスト（％） ファンド名 コスト（％）
TIAAｰCREF　Social choice Eq Instl 0.18 明治安田　アメリカ株式ファンド 1.30
DFA US　Core Equity 1 Ⅰ 0.19 ニッセイ　世界戦略米国株式ファンド 1.49
DFA US　Large Gap Value Ⅰ 0.27 三菱UFJ　NASDAQオープンBコース 1.52

米国 日本

出所：「超低コストアクティブ投信にヒント、米国株“勝利の方程式」  15 

モーニングスター  2015 年 p.1 を基に筆者作成  

 

また、モーニングスターが 2015 年 7 月に発表した世界 25 カ国の投資信託市

場を評価した「グローバル・ファンド・インベスター・エクスペリエンス（GFIE）」

レポートにおいて、日本の投資信託の評価は「C－」であり、25 カ国中、イタ20 

リアと並んで下から 2 番目に低い評価となっている 47。  

 日本の投資信託の評価は各国と比較して低く、投資者により大きな負担を与

えてしまっていることから、投資信託商品の改善の必要性があると言える。  

                                                   
45 投信資料館 HP http://www.toushin.com/trend/others/monitoring_report/  
46 「投資信託の販売をめぐる世界の動向」杉田浩治 2016 年 p.9 
47 「日本は“投信後進国” !？グローバル調査下位の理由」モーニングスター  

2015 年

http://www.morningstar.co.jp/fund/analyst/2015/3q/MFA120150709.html  
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第五章 提案  

 本章では第四章で述べた課題点を解決し、我々の定義する家計の資産構成の

望ましい在り方である「家計の資産構成における投資信託の割合を米国と同水

準以上に引き上げること」に日本の家計の資産構成が近づくための提案を行う。 

 5 

提案１ NISA の制度恒久化  

 第四章で述べた通り、NISA の課題点は制度が 2023 年をもって終了する点

であり、NISA の終了によって家計の投資活動が減退してしまう可能性は十分

あり得る。  

 このことから、我々は NISA の制度恒久化を提案する。政府も NISA の恒久10 

化には前向きであり、「日本再興戦略 2016」には「家計の安定的な資産形成を

促すべく、NISA のさらなる普及と制度の恒久化を図る」と記している。  

 また、図表 5-1 を見れば分かるように、NISA の利用状況において投資信託

は実に 62％を占めており、NISA が投資信託の購入に繋がっていることが分か

る。そして、確定拠出年金の積み立て限度額では老後の資産に不安がある人に15 

とっては NISA によって、非課税での資産運用額の増額が可能となる。  

 

図表 5-1 NISA 口座の開設・利用状況調査（平成 28 年 6 月末現在）  

  

出所：｢NISA・ジュニアNISA口座の開設・利用状況調査（平成28年6月末時20 

点）｣金融庁2016年p.3 

 

これらのことから、投資信託の更なる発展と、家計の資産形成に投資信託が

上場株式
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利用されることの一助になるとして、我々は NISA の制度恒久化を提案する。  

 

提案２ 投資信託シミュレーションアプリの作成と普及促進活動  

 第四章で述べたように、日本人の金融リテラシーを向上させることは今後の

課題点である。また、金融リテラシーの向上によって、投資活動を増加させる5 

ことが望ましい家計の資産構成には必要である。我々は金融リテラシーの向上

を目的として、スマートフォン向け投資信託シミュレーションアプリの作成を

提案する。作成する主体は民間企業に公募をかけることを想定している。また、

アプリ普及を目的とした促進活動を行うことも提案する。  

 10 

➀投資信託シミュレーションアプリの作成  

 最初に、スマートフォン向け投資信託シュミレーションアプリによって金融

リテラシーが向上する理由を述べていく。理由は 2 つあり、1 つ目はスマート

フォンの影響力、2 つ目は後述するアプリの内容である。  

 1 つ目の理由であるスマートフォンの影響力とは、国民のスマートフォン普15 

及率の高さである。博報堂 DY メディアパートナーズの「メディア定点調

査 2016」によると、スマートフォンの普及率は 71%であり、国民の 7 割

はスマートフォンを保有している。また図表 5-2 を見ると分かるように、

世代別の保有率では男女ともに、これから資産形成をしていく世代である

15～ 30 代の保有率は平均で 8 割を超えており、スマートフォンはこれか20 

ら資産形成をしていく世代にアプローチする手段として、影響力の強いメ

ディアであると言える。  
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図表 5-2 スマートフォン保有状況（性別・世代別 ,東京地区）  

 

出所：「メディア定点調査 2016」博報堂 DY メディアパートナーズ 2016

年 p .5 を基に筆者作成  

 5 

 次に 2 つ目の理由であるアプリの内容について見ていく。アプリの構

成としては、まず 1 つ目にチュートリアル、2 つ目に投資信託シミュレー

ションとする。  

 まず、チュートリアルでは、家計の資産構成と収入・支出を入力し、現

状の資産構成と投資信託 48の比率を高めた資産構成の 2 パターンでの 1 年10 

後の資産残高を算出し、2 パターンでの差異を知ってもらう。この資産残

高推定に利用する投資信託の運用成績ならば、年収が 300 万円の世帯で、

年間 20 万円以上の差が資産を投資信託で運用しない場合と比較して生じ

るため、利用者の投資信託運用への興味を誘うことが期待できる。資産残

高推定の後には投資全般に関する初心者向け説明が始まり、その後実在す15 

る投資信託に投資シミュレーションとして仮想投資を体験し、チュートリ

アルが終了する。  

 チュートリアル終了後は 2 つ目の機能である、投資信託シミュレーシ

ョンアプリとして利用することができ、投資初心者が実物の資産をリスク

                                                   
48 この文における投資信託の運用成績には、ひふみ投信マザーファンドを利

用し、今年度の運用成績である 7.2%を計算では利用する。  
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に晒す必要なく、実在する投資信託に投資する体験ができる。身近なスマ

ートフォンで利用できることから、証券会社等のセミナーに参加すること

と比較して障壁は低く、仮想投資の機能によって、より実践に沿った投資

活動の練習ができることからも、日本人の金融リテラシー向上に寄与する

ものになることが期待できる。  5 

 

②アプリの普及促進活動  

 投資信託シミュレーションアプリを作成するのみでは実際に利用者を

確保できる確証がないことから、本提案ではアプリの普及促進活動を提案

する。  10 

具体的にはアプリのチュートリアルをすべてこなしたユーザーに対して抽

選で毎月 60 万人に 500 円分の QUO カードの進呈を行う制度を 1 年間行い、

アプリ利用のインセンティブをスマートフォン保有者に与え、利用者拡大を狙

う。  

 この普及促進活動による効果は MMD 研究所 2013 年調査結果による新15 

規購入・申込の影響度から推計できる。MMD 研究所が発表した「クーポ

ンが新規の消費者に与える影響度についての調査」において、調査対象の

500 人の内 85.6%の人々がクーポンによって新規の消費に影響を受ける

と回答し、その内 32.8%がとても影響すると回答した。日本のスマートフ

ォン保有者は前述のスマホ保有率（ 15 歳以上～）の資料から算出すると20 

下記の様になる。  

 

 日本の総人口が 1 .3 億人、 15 歳以上が総人口に占める割合が 71%であ

ることから、日本のスマートフォン保有者は、  

 25 

13 ,000（万人） ×0.87×0.71≒ 8 ,030（万人）  

 

特にクーポンに影響を受ける割合は 32.8%であることから、クーポンに

よる利用者数見込みは、  

 30 
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8 ,030（万人） ×0.328≒約 2 ,600（万人）  

 

この 2 ,600 万人が本アプリのユーザーになると仮定し、アクティブユー

ザー数が 8 万 5 千人である「電卓アプリ」の月間広告収入が 100 万円

であることから月間の広告収益を推定すると、  5 

 

2 ,600（万人） ÷8 .5（万人）≒ 306（倍）  

100（万円 /月） ×306（倍）≒ 36,000(万円 )  

 

よって年間の広告収益は、  10 

 

3 .6（億円）×12（ヶ月）≒ 43.2（億円）  

 

 他方アプリ利用者に付与するインセンティブにかかる費用は、  

 15 

500（円 /月） ×60（万人）＝ 30,000（万円）  

 

よって年間の費用は、  

 

3（億円） ×12（ヶ月）＝ 36（億円）  20 

 

上記試算より、収益が費用を上回ることから、アプリ普及促進活動の実

現は可能であり、またアプリを利用する人数も見込めることから、得られ

る効果の高いものとして我々は投資信託シミュレーションアプリの普及

促進活動を提案する。  25 

 

提案 3 日本版 529 プランの導入  

 第四章で述べた通り、日本の教育費は年々高騰している。図表 5-3 から分か

るように、2012 年時点では、国立大学でかかる教育費は年間約 53.5 万円、私

立大学は年間約 72.5 万円となっている。また、幼稚園から大学まで全て公立に30 
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通うとすると約 769 万円、全て私立に通うとすると約 2,205 万円かかるとされ

ている。  

 

図表 5-3 日本の大学の年間授業料の推移 (円 ) 

 5 

出所：「小物物価統計調査」総務省統計局 2012 年を基に筆者作成  

 

 教育費が高騰している原因としては、少子化が挙げられる。少子化によって

生徒・学生数の減少が起こり、学校側が生徒・学生一人当たりに求める教育費

が上がったのである 49。また、図表 5-4 を見ると、家計に占める教育費の割合10 

は 2000 年では平均 32.0％であったが、2013 年では平均 40.1％と家計の 4 割

に達している。また、その分布状況をみると、在学費用の割合が 40％を超える

世帯が増加傾向にあり、2010 年以降は 40％を超える世帯が最も多くなってい

る 50。これらのことから、教育費が家計に重い負担を強いているということが

分かる。  15 

 

  

                                                   
49「私立大学の授業料､なぜ右肩上がりなのか」東洋経済 2015 年  

http://toyokeizai.net/articles/ -/61272 
50 ここでの教育費は、学習塾や参考書などの費用も含んだものである。  
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図表 5-4 家計に占める教育費の割合 (％ ) 

 

出所：「教育費負担の実態調査」株式会社日本政策金融金庫  2013 年  p.7 を基

に筆者作成  

 5 

 問題は日本での教育資金調達手段は限られていることである。また、第四章

で述べたように、大学生の半数以上が利用している奨学金も滞納者は年々増加

しており、うまく機能しているとは言い難いというのが現状である。  

金融広報中央委員会が発表した 2013 年の「家計の金融動向に関する世論調

査」によると、30 代の 2 人以上の世帯で「貯蓄がない」と答えた世帯の割合は10 

30.2％に達した。このように、多くの家計において十分な貯蓄がなく、教育費

の資金調達に困窮しているのが日本の現状なのである。人生の三大支出の 1 つ

である教育費の資金調達手段の改善は急務といえる。  

 そこで我々は、教育費高騰によって家計が大きな負担を強いられている日本

に、日本版の 529 プランの設立を提案する。第三章の図表 3-9 で見たように、15 

教育費の高騰という日本と同じ問題を抱えている米国で導入され、米国民の教

育資金調達手段として一角を担っているこの制度を日本で導入することは、日

本の教育費高騰問題の解決や投資の活性化に大きく貢献するだろう。  

本提案が上記の問題解決や投資の活性化に貢献することを証明するために、

提案の内容を見ていく。ここでは、第四章で述べたジュニア NISA との比較結20 
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果を参考にして、日本版 529 プランの制度を確立していく。  

529 プランは、ジュニア NISA と比べて大きく 3 つの特徴が優れていた。1

つ目が限度額、2 つ目が非課税期間、3 つ目が資金の引き出し制限である。  

1 つ目の限度額についてみていく。ジュニア NISA の年間 80 万円という限度

額に対して 529 プランは年間 20 万ドル (2016 年 10 月 24 日のレートで約 20775 

万円 )であり、そして複数口座開設できるため実質的に限度はなかった。日本版

529 プランでは利便性を高めるために、1 口座における投資限度額を撤廃する

ことにする。日本版 529 プランの用途は教育資金捻出に限られるため、限度額

をなくすことによる問題は起こらないと考える。  

2 つ目は非課税期間である。非課税期間もジュニア NISA は 5 年間 (ロールオ10 

ーバーで 10 年間 )に限られているが、529 プランは生後から高等教育終了まで

の 20 年以上と長かった。これに倣い、日本版 529 プランの非課税期間は生後

から高等教育終了までとする。  

3 つ目は資金の引き出し制限である。ジュニア NISA は、18 歳までは資金の

引き出しが不可能という、引き出し制限が設けられているが、529 プランでは15 

教育費に使うのであれば年齢に制限なく引き出すことができる。大学進学前の

教育費にも利用できるようにするため、日本版 529 プランも引き出し制限をか

けないこととする。  

また、529 プランの税制優遇措置の特徴の 1 つとして贈与税・遺産税の控除

がある。図表 5-5 は 1 世帯当たりの平均貯蓄額を表しているグラフだが、70 歳20 

以上の平均貯蓄額は 30 歳未満の平均貯蓄額の 8.2 倍にも及んでいる。529 プラ

ンは口座開設資格に所得や年齢制限がないため、高齢者に「孫・息子へのプレ

ゼント」として位置づけ、積極的な制度の利用を見込むことができるのである。  

 

  25 
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図表 5-5 1 世帯当たりの平均貯蓄額 (万円 ) 2013 年  

 

出所：「各種世帯の所得等の状況」厚生労働省 2013 年 p.17 のデータを基に筆

者作成  

 5 

この高齢者層の潤沢な資金を若者の教育費に回すことも実現化されれば、若

年層家計の負担が軽減されるだけでなく、負担が減って資金に余裕ができるこ

とにより、若者の投資活動を活発化させることも期待できるのである。  

 日本版 529 プランを導入し、教育資金調達手段を増やす。それは教育費高騰

が続き、多額の負担を背負い苦しむ家計を救う一助となる。それだけではなく、10 

このような自助努力の資産形成手段を増やすことは、国民の投資活動の活発化

に貢献することが期待できることから、我々は日本版 529 プランを提案する。 

 

提案 4   金融商品取引法に MiFIDⅡの一部を適用する  

 第四章で述べたように、日本のファンドというのは市場規模相応以上にその15 

数を増やしているという現状である。その影響によって、投資信託の運用に支

障をきたす可能性があることや、規模の経済のメリットが享受できないために、

コスト高になり投資家の不利益を被る可能性がある。  

 このような課題に対して、我々は EU における金融商品、サービス、市場に

関する規制を定めた金融商品市場指令である MiFIDⅡの一部を日本の金融商20 

品取引法に適用することを提案する。  

MiFIDⅡでは金融商品の組成に関する規制が定められている。例えば 24 条
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2 項においては「金融商品を組成する金融機関は末端顧客のニーズに合わせて

設計されていること」や、「特定の市場をターゲットに商品を組成すること」と

定められている。また、「金融機関は自身が提供・推奨する金融商品を理解し、

識別した末端顧客とのニーズとの適合性を評価し、顧客の利益にかなうときの

み、金融商品を提供・推奨することを担保しなければならない」としている 51。  5 

さらに日本証券経済研究所の杉田浩治氏によると、今後 MiFIDⅡに金融商品

販売会社に対して、販売商品の顧客への適合性を販売後も継続的にチェックす

ることを義務づける規定が入る見込みであり、むやみに販売商品の数を増やせ

なくなる可能性がある 52と言及しており、MiFIDⅡにおける 24 条 2 項や、杉田

氏が言及している今後 MiFIDⅡに追加される規定を金融商品取引法に適用さ10 

せることによって、むやみに販売商品を増やすことを未然に防ぐことや、投資

家のニーズに合致した商品を組成し販売することを実現できると考える。  

 また、本提案は投資家のみでなく、投資信託の運用会社にもメリットがある。

投資家から本当にニーズのある商品を提供し、むやみな販売商品の増加を防ぐ

ことによって、米国の様に既存商品の拡大を運用会社も目指すようになり、商15 

品の拡大が達成されれば規模の経済によるメリットを享受できることは然り、

資産流出による運用パフォーマンスの低下のリスクも減るのである。  

 最後に、上記の MiFIDⅡにおける制裁について述べる。MiFIDⅡでは、顧客

に適合した商品の販売がなされない場合における制裁が規定されている。また、

制裁において考慮すべき点に対してコンサルテーションペーパー（CP）による20 

提言がされており、それを踏まえた上で日本でも制裁を適用する。提言の内容

としては、金融商品・サービスについて、適切な顧客に販売されていなかった

り、費用や手数料の開示の仕方に問題があったりするなどの問題が生じた際に、

「投資者保護に重大な懸念がある」等と判断されるように委任規定（delegated 

acts）が定められ、その下で金融当局により金融商品・サービスに対して販売25 

停止や制限が命じられるものと考えられる 53とされている。法的整備の一環と

                                                   
51 「MiFIDⅡ・MiFIR による投資者保護規制強化の概要」大和総研  

2014 年 p.4 
52 「投資信託の販売をめぐる世界の動向」杉田浩治 2016 年 p.16 
53 「MiFIDⅡ・MiFIR による投資者保護規制強化の概要」大和総研 2014 年

p.10 
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して、このような制裁を設けることは日本であっても妥当であると考える。  

 本提案によって、日本の投資信託商品の質の向上や、それに伴う投資家の利

益の向上が期待できることから、我々は金融商品取引法に MiFIDⅡを一部適用

することを提案する。  

 5 

終章  

 本稿は、日本の定期預金金利の低下や、預金という安全資産がインフレや円

安によって相対的に価値を低下させてしまうという観点から、現状家計の資産

構成においてその半分以上を預金が占めている日本の家計は資産構成の改善を

する必要があり、その資産形成手段として有用であるのが投資信託であるとい10 

う立場から執筆していった。  

第一章では、投資信託の仕組みや種類、リスクについて述べた上で、我々の

定義する望ましい家計の資産構成の在り方を「家計の資産構成における投資信

託の割合を米国と同水準以上に引き上げること」とした。第二章では日本の投

資信託の歴史や制度について考察し、第三章では投信大国である米国の投資信15 

託の歴史や制度について考察した。それを踏まえて第四章では、日本の投資信

託や日本の投資家における課題点 4 つ挙げた。1 つ目は NISA が 2023 年に廃

止されること、2 つ目は日本人の金融リテラシーが強化不足であること、3 つ

目は教育資金調達手段が不足していること、4 つ目は日本において、金融商品

に対する規制に改善の余地があることである。そして、第五章では 4 つ課題点20 

を解決し、我々の掲げる望ましい在り方に近づくため、NISA の制度恒久化、

投資信託シミュレーションアプリの作成、日本版 529 プランの導入、金融商品

取引法に MiFIDⅡを一部適用するという 4 つの提案を行った。  

日本の投資信託が発足して 66 年、短期間での劇的な家計の資産構成の変化

は困難であるだろう。しかし、本稿が長期的な視点で日本の投資信託や日本人25 

の投資意識の抱える課題を解決することに貢献し、日本の投資信託が更なる発

展をすることを願う。   
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