
1 

 

 

 

 

平成 28 年度 証券ゼミナール大会  

 5 

 

 

 

 

第 6 テーマ  10 

 

日本の投資信託は 

家計の資産形成手段になりえるのか 

 

 15 

 

 

C ブロック  

 

獨協大学 高橋ゼミナール  20 

 

 

 



2 

 

目次  

第１章 投資信託について  .......................................................................... 3 

1-1 投資信託の定義  ................................................................................ 3 

1-2 投資信託の歴史  ................................................................................ 4 

1-2-1 イギリス  ..................................................................................... 4 5 

1-2-2 米国  ............................................................................................ 5 

1-2-3 日本  ............................................................................................ 6 

1-3 投資信託の法制度  ............................................................................ 7 

第 2 章 市場の現状と認知度  ....................................................................... 7 

2-1 市場の現状と商品設計の特徴  ........................................................... 7 10 

2-1-1 投資信託の分類  ........................................................................... 7 

2-1-2 投資信託の純資産残高と増加要因  ................................................ 8 

2-1-3 投資信託の買い付け額比較  ......................................................... 11 

2-1-4 投資信託の保有期間  .................................................................. 12 

2-1-5 投資信託にかかる費用  ............................................................... 13 15 

2-1-6 投資信託の最近の動向  ............................................................... 14 

2-2 国民の保有率と認知度  ..................................................................... 16 

第 3 章 家計・運用会社・販売会社 ........................................................... 20 

3-1 家計  ................................................................................................. 20 

3-2 運用会社  ........................................................................................ 23 20 

3－3 販売会社  ...................................................................................... 28 

第 4 章 諸外国との比較  ........................................................................... 31 

4-1 米国との比較  ................................................................................. 31 

4-2 イギリスとの比較  .......................................................................... 35 

第 5 章 提言  ............................................................................................ 37 25 

5-1 家計サイド  ........................................................................................ 38 

5-2 運用サイド  ........................................................................................ 39 

5-3 販売サイド  ........................................................................................ 41 

終章  .......................................................................................................... 42 

 30 



3 

 

序章  

投資信託は少額から購入でき、専門的な知識もいらない初心者向けの金融商

品である。日本における投資信託は経済成長、制度改革によって発展してきて

おり、投資信託の資産残高は年々増加の傾向にある。しかし、投資信託が家計

に十分に浸透してはおらず、預貯金のような認知度の高い資産運用方法として5 

成り立ってはいない。本稿では、投資信託の歴史や制度、現状、問題などを家

計、販売、運用の視点で論じつつ、家計の資産形成手段として投資信託がより

活用されるための方策を模索していく。  

 

第１章 投資信託について  10 

 

1-1 投資信託の定義  

 これから様々なことを述べていく前に、「投資信託とは何か」つまり投資信託

の特質的な定義を確認する必要がある。ここでいう定義は投信法上定められて

いる「定義」とは異なる意味であり、「典型的な投資信託の性格を表す」もので15 

ある。投資信託とは一般的に集団投資スキーム：「投資家から集めたお金を一つ

の大きな資金（ファンド）としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投

資・運用し、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組

みの金融商品」の形をとる。これを掘り下げると次の特質に分類される。（ⅰ）

少額の資金を広い投資家から集めること、（ⅱ）集めた資金は信託により保管さ20 

れること、（ⅲ）集めた資金を専門的な知識をもつ者が運用すること、（ⅳ）投

資は有価証券その他の一定の資産を対象として行われること、（ⅴ）投資は、発

行者の支配ではなく、配当やキャピタルゲインによる利益の獲得を目的とする

こと 1。これらの特質について歴史的には Steiner[1929]2がその特色についてや

はり「共同投資」、「分散投資」、「専門家による管理・運用」や「他の会社を支25 

配しない」などと定義しており、詳細な点で多少の変化はみられるかもしれな

いが、アメリカの投資信託草創期より現代までその流れが脈々と受け継がれて

いることがわかる。つまりそれはこれらの性質が投資信託にとって欠かせない

                                                   
1 神作 (2008)より  
2 高橋 (2009)より  
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重要な意味をもつという事を示している。また、高橋 [1966]は投資信託の性格

についてさらに踏み込んで、⑴有価証券投資に関する代行機関であって、その

運用には投信の専門家が危険分散的方法を通じ、長期視点に立ってあたるもの

である、⑵受益者の利益確保をその第一義的目的として運営されるべきもので

ある、⑶基準価格変動の利益と危険とが受益者に帰属するものである、と述べ5 

ている。  

 

1-2 投資信託の歴史  

この節では、投資信託の起源とされるイギリス、世界最大の投資信託市場を

持つアメリカ、そしてわが国日本の３つに分け、投資信託の歴史について記述10 

する。  

 

1-2-1 イギリス  

イギリスにおいて投資信託の原型となった「投資組合」が作られたのは 19 世

紀なかば頃である。これは同国に古くからある信託制度を利用したものであっ15 

たが、これが改組されて誕生したイギリスで最初の証券投資信託は 1868 年に

設立された「The Foreign and Colonial Government Trust」であるといわれて

いる。この投資信託は設立目的に、①海外・植民地政府証券への分散投資を行

う、②資本家以外の投資家にも投資機会を提供する、と明示されており、チリ

やエジプト、トルコなど 15 か国の国債に分散投資した今日でいうところの外20 

国国債ファンドであった。証券投資信託の商品特性をもっとも象徴する「分散

投資」が高らかにうたいあげられていたのである。初期の投資信託は確定利付

きであったが、1876 年に 2~3 の投資信託で利払い不能の事態が生じた。これ

を契機に 1879 年に訴訟事件があり、当時の投資信託は会社形態に転換させら

れた。1879 年以降は会社型（英国型）投資信託である投資会社が生まれた。イ25 

ギリスの投資信託において、ユニット・トラスト（オープン・エンドの信託型

投資信託）が現在みられるような形態で出現したのは 1931 年に設定された The 

First British Fixed Trust である。ユニット・トラストがポピュラーになると

ともに、その募集・販売方法に規制を設ける必要がないかが問題とされ、1939

年に詐欺（投資）防止法が立法された。同法により、ユニット・トラストは募30 
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集・販売する前に商務省の許可を得なければならないことになる。この規制は、

1986 年に金融サービス法が制定されるまで基本的に維持された。 1997 年に労

働党が政権につくと、金融サービス法に基づく制度の改革に着手し、2000 年に

金融サービス市場法が成立、翌年に施行された。イギリスの投資信託は現在、

オープンエンド型が主流となっている。  5 

 

1-2-2 米国  

米国の投資信託は、1921 年にイギリスの投資信託が米国に輸入されたところ

からはじまり、1929 年にかけて大きく発展した。その背景として、第一次世界

大戦において米国の経済が発展し、国民的資本の蓄積がなされたことが大きい。10 

米国最初の投資信託は 1921 年の The International Securities Trust of 

America であるといわれている。この投資信託はイギリスの投資会社の仕組み

を取り入れて設立された。この投資信託がクローズド・エンド型の投資信託で

あったのに対し、1924 年に設立された Massachusetts Investors Trust はオー

プン・エンド型であり、今日のミューチュアル・ファンドの元祖であるといえ15 

る。1929 年の金融恐慌によって、米国の経済はあらゆる面で深刻な打撃を受け

たが投資信託もその例外ではなかった。この恐慌によって、金融に関する様々

な法制度が整備されるようになった。1933 年には証券法、銀行法が、1934 年

には証券取引法が整備された。こういった制度の整備により、米国の投資信託

は質的な面で充実し、名実ともに健全な発展を遂げる基礎を与えられるように20 

なった。第二次世界大戦においては一時的な停滞を示したものの、大戦後の投

資信託に対する大衆の人気はめざましいものがあった。前述したミューチュア

ル・ファンドが主流になり、この背景には堅実性、分散投資、専門家管理に加

えて資産価値で買い戻しに応じるという仕組みが大衆の要求にマッチしたこと

があげられる。このようにミューチュアル・ファンドが大衆投資家に浸透しつ25 

つ、発展を遂げたのはいつでも売買が可能（オープン・タイプ）であったこと、

販売方法が組織的でかつ適切であったこと、少額投資家のためにも年金プラン

や累積投資プランなど各種プランを考案して大衆に投資をしやすい機会を与え

たことが関係している。1970 年代の景気後退においてミューチュアル・ファン

ドの販売は減少した。一方、1972 年には Money Market Fund（MMF）が創設30 
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された。1978 年の税制改正によって 401(k)プランが誕生し、ミューチュアル・

ファンドの拡大を支援した。1985 年に入ると、MMF を除く債券ファンドの資

産がはじめて株式ファンドの資産をしのぐようになる。そしてこの発展により

銀行からの高額引出しが発生し、銀行に危機感を生じさせるようになった。こ

の結果、金融自由化が進み、銀行が証券業に参入し始めた。  5 

 

1-2-3 日本  

  日本の投資信託が現在のように共同投資の概念に基づき有価証券に投資す

る形で登場したのは、1937 年に藤本ビル・ブローカーが設立した「藤本有価証

券投資組合」である。藤本有価証券投資組合は、イギリスのユニット・トラス10 

ト形態をとり、藤本ビル・ブローカー証券が投資組合を設立し、投資組合への

出資金により証券投資を行い、運用からの利子・配当・売買益を組合員に分配

するという形のものであった。また、中小投資家の出資金を統合して有価証券

に投資し、安全かつ有利に資産増加を図る目的で設立された。その後、1941 年

に野村証券を委託者、野村信託が受託者とした法律に基づいた証券投資信託が15 

発足した。これにより投資信託は順調な拡大を示すが、第二次世界大戦や戦後

の混乱により募集中止となった。戦後の 1951 年 6 月 4 日に「証券投資信託法」

が公布・施行され、株式投信が始まった。そして野村、日興、山一、大和の証

券会社 4 社が証券投資信託委託者登録を行い、第 1 回単位型投資信託の募集を

開始した。1961 年には公社債投信も加わり、株式や株式投信に距離を置いてい20 

た人たちにも購入層が広がった。この背景として、高度経済成長のなかで、社

債を発行して資金調達を試みた企業に設備投資の資金を供給するのが目的だっ

たといわれている。元本保証のないリスクがある商品という特性があるため、

投資信託の販売は証券会社に限定されていたが、90 年代にはじまったバブル崩

壊をきっかけに打ち出された金融ビックバン構想の一角として 98 年に銀行窓25 

口での取り扱いが開始されると、リスクがある金融商品になじみの薄かった層

にも投資信託が浸透し始めた。その後、2005 年 10 月より、日本郵政公社は全

国 575 局の郵便局で投資信託の販売を開始し、より幅広い顧客層の開拓が行わ

れるようになった。  

 30 
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1-3 投資信託の法制度  

 投資信託にかかる法律は主として「金融商品取引法（以下、金商法）」と「投

資信託及び投資法人に関わる法律（以下、投信法）」、受託者に係る「信託法」、

「信託業法」である。金商法は委託会社や販売会社を包括的に規制し受益者で

ある投資者保護を目的にしているのに対し、投信法は投資信託の定義に始まり、5 

投資信託のルール、投資信託における委託会社、受託会社の役割を定めている

3。投信法は「証券投資信託法」として昭和２６年に制定されたのが始まりで、

そこから数回、名称やルールの変更に伴って改正が行われ、現在に至る。昭和

２６年「証券投資信託法」では、戦後の財閥解体により供給過剰状態にあった

株式の受け皿としての役割が投資信託に求められた。また、投資者保護の仕組10 

みを規定している。昭和４２年「証券投資信託法」改正では、委託者の受益者

に対する忠実義務を規定し、ここで現在に至る投信協会を自主規制機関として

法定化している。平成６年には情報開示を充実させるなど投信協会の自主ルー

ルを改正した。平成１０年には日本版金融ビッグバンの具体策として「金融シ

ステム改革法」が施行され「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」へ15 

の改正が行われた。ここでは個別約款承認制から届け出制への変更、私募投資

信託及び会社型投資信託の導入などが行われた。平成１２年には現在の「投資

信託及び投資法人に関する法律」への改正が行われ、不動産投資法人の導入や

受託者責任のさらなる明確化を求め善管注意義務が規定された。平成１９年に

「金融商品取引法」が施行され前述の通り、投信法上の業規制が金商法に移管20 

された 4。これまでの改正によるルールの整備によって、金融技術の発展に伴っ

て多様化した商品の規制が充実し、投資家の保護がより健全化してきたといえ

る。  

 

第 2 章 市場の現状と認知度  25 

2-1 市場の現状と商品設計の特徴  

2-1-1 投資信託の分類  

投資信託はまず公募と私募に分けることができる。公募は多数の一般向けの

                                                   
3 大和証券 HP より  
4 金融庁 HP より  
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投資信託であり、私募は金融機関などのプロ向けの投資信託である。次に、公

社債投資信託と株式投資信託に分けることができる。公社債投資信託は債券な

どを中心とした資産運用を行う投資信託であるのに対して株式投資信託は株式

の組み入れを可能とした投資信託である。そして、それぞれに追加型、単位型

が付随している。追加型はオープン型とも呼ばれ、いつでも購入することがで5 

きる。一方、単位型はユニット型とも呼ばれ、募集期間のみ購入可能な投資信

託である。近年では単位型の投資信託は少なく、追加型の投資信託が単位型の

約 54.7 倍を占める状況となっている。  

投資信託は投資信託の設立形式の違いから契約型と会社型に分けることがで

きる。契約型は投資信託運用会社と信託銀行が信託契約を結ぶことにより形成10 

されるものである。信託銀行が信託財産の管理を行い、運用会社は運用の指示

を行う形態である。会社型は投資法人を設立し、法人が発行する投資口座を投

資家が購入するものである。こちらは運用会社自身が運用をおこなう形態であ

る。会社型では投資法人が行う投資主総会での議決権を投資家が有している。

株式企業の株主総会のようなもので投資家は投資法人に対して一定の権利を主15 

張、行使することができる。  

投資信託は途中で換金できるものとできないものがある。前者をオープンエ

ンド型、後者をクローズドエンド型という。日本の投資信託はオープンエンド

型が主流となっているが中にはクローズド期間という換金を行うことができな

い期間を設けているものもある。この期間は投資信託の安定した運用のために20 

設けられたものだと考えられる。  

 

2-1-2 投資信託の純資産残高と増加要因  

図表 2－1 は契約型公募投資信託の純資産残高を表したものであり、投資信

託の純資産額が年々増加していることが読み取れる。また、特徴的な点として25 

投資信託に占める株式投資信託と公社債投資信託の割合の差が挙げられる。株

式投資信託は公社債投資信託と異なり、様々なものがある。公社債投信は国債

などの債券を中心とした運用を行うため価格変動などのリスクは低いがリター

ンも少ない。一方で株式投資信託はリスクが高くリターンが大きいものから、

リスクが低くリターンが小さいものまで多種多様である。特性を考慮した上で30 
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もう一度純資産額の推移をみると 1990 年代には公社債が大半の割合を占めて

いる。この要因はバブルの崩壊やアジア通貨危機などの金融危機が生じたため

だと考えられる。市場のリスクが高まると株式投資信託は減少し、公社債投資

信託が増加する傾向にある。  

 5 

図表 2-1 投資信託純資産額の推移  

 

出所：投資信託協会から筆者作成  

 

投資信託純資産額が増加しているということは、投資信託の販売数が増加し10 

ていること、もしくは組入れ資産の値上がりが考えられる。販売数増加の要因

としては NISA の導入や確定拠出年金を採用する企業が増加していることが挙

げられる。NISA は 2014 年から導入されたもので正式名称は少額投資非課税

制度 (Nippon Individual Savings Accounts)と呼ばれイギリスの制度である

ISA を参考にして作られものである。NISA は株式や投資信託を年間 100 万円15 

以内で買った際に、売却益などにキャピタルゲイン課税がかからないという制

度でありかつそれが 5 年間続くというものだ。また、2016 年 4 月から 100 万

円から 120 万円までの株式、投資信託に対して 5 年間非課税という NISA の拡

大が行われた。さらには未成年者を対象としたジュニア NISA が 2016 年から

始まる。非課税枠は 80 万と NISA に比べ少ないが未成年者が投資に興味を持20 

つ 1 つのきっかけになるだろう。  

投資信託の販売数が増加している要因として NISA 以外に、確定拠出年金が

挙げられる。確定拠出年金は年金制度の一つであり掛け金を自らの判断で運用
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し、運用の結果次第で受給する額が変化するというものである。確定拠出年金

を実施している企業は年ごとに増加しており、2015 年 6 月末の時点では 20,232

社数と 2005 年の 4.350 社と比べ 10 年間で 5 倍に増加している。確定拠出型年

金は個人が任意に加入する個人型と企業が導入して従業員のために掛け金を支

払う企業型に分かれており、違いとしては取扱金融機関の選択の有無と金額上5 

限、加入要件、掛け金の納付方法、運営費の負担者などである。確定拠出年金

は転職によって違う企業に転職した際にも転職先の企業が企業型確定拠出年金

を導入していれば引き継ぐことができる。  

平成 29 年度 1 月から個人型確定拠出年金の加入範囲が変更され、専業主婦

や企業型確定拠出年金に加入しているものも個人型に加入できるようになって10 

くる。個人型の確定拠出年金には 3 つの税制優遇措置が存在している。1)掛け

金が全額控除される、 2)運用益も非課税で再投資される、3)受け取る際に税制

優遇措置を受けられる。1)は節税効果が期待でき、例えば毎月 2 万円ずつ掛け

金を拠出した際、税率が 20％だとすると年間で 4 万 8 千円の節税が期待でき

る。2)では金融商品を運用した際にはキャピタルゲイン税などの税金が発生す15 

るが確定拠出年金だと発生しない。3)は確定拠出の老齢給付金として受け取る

際には退職者所得税控除を、年金として受け取る際には公的年金等控除として

控除を受けることができる。留意点として、運用は自己が行うこと、原則 60 歳

まで引き出すことができないこと、口座管理などの各種手数料が発生すること

が挙げられる。確定拠出年金は中小企業では十分に浸透しているとは言い難く、20 

そのため簡易企業型年金が制定される予定となっている。確定拠出年金を採用

する企業や加入する個人は増加することとなり、それと比例するように投資信

託も増加していくことが望ましい。しかし、投資信託と同様認知度があまり高

くない点がネックとなっている。野村総合研究所が行ったアンケートによると

確定拠出年金の認知度は全体で 43％程度となっており決して高いとは言えな25 

い状況になっている。投資信託と同様、若年層の認知度が低く年齢が上がるに

つれて認知度が高いという状況である。投資信託同様、金融教育や確定拠出年

金のよりわかりやすい説明が必要である。  
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2-1-3 投資信託の買い付け額比較  

投資信託の買い付け額を国内、海外で比較してみると国内投資信託の買い付

け額が海外投資信託の買い付けよりも多いことがうかがえる。国内、海外投資

信託の違いを挙げていく。国内投資信託は国内の株式で運用されるのに対して、

海外投資信託は海外の法律のもと海外で設定、運用されるものである。たとえ5 

海外に投資するものでも日本の法律に基づくのならば国内投資信託に分類され

る。今後、この海外投資信託の買い付け額が大きくなる可能性がある。理由と

して、日本が 2015 年 9 月 11 日にアジア地域ファンドパスポートへ参加表明し

たことが挙げられる。アジア地域ファンドパスポートは投資家保護上の要件を

満たした投資信託などに対して、各国での相互販売を容易にするために、規制10 

の共通化を図ったものである。参加する国において一定の要件を満たすパスポ

ート・ファンドとして承認を受けたファンドは、ほかのパスポート参加国で改

めて複雑な承認手続きを経ることなく当該パスポート参加国の投資家への販売

を可能とする仕組みとなっており、アジア地域の資産運用の拡大とクロスボー

ダー取引の効率性改善や資産運用業の高度化などが期待されている。まだ細か15 

な法令の整備や税制面など大きな課題はいくつか残っているが、これにより外

国投資信託の買い付け額の増加や外国籍ファンドの増加が考えられる。それに

伴い、投資信託市場の活性化が見込まれる。  

 

図表 2-2 投資信託買付の国内、国外比較 (私募＋公募 ) 20 

 

出所：投資信託協会より筆者作成  
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2-1-4 投資信託の保有期間  

投資信託を長期間保有することのメリットとして 1 年あたりのコストを下げ

ることができる点、収益が安定する点がある。次の節で詳しく触れるが投資信

託のコストとは投資信託購入時に支払う、申し込み手数料、毎年の信託報酬、

投資信託を途中で売却する際に発生する信託財産留保額がある。申し込み手数5 

料に対するコストは 1 度払えば投資信託を保有し続ける限り発生しない。投資

信託を 3 年間継続して持ち続けた者と 1 年ごとに売買を繰り返している者では

コストは 1 年ごとに売買を繰り返している者のほうが大きい。収益の面では短

期的な投資と比べ、収益は安定する傾向にある。大きな市場の変動によって生

じる短期売買の失敗を防ぐことができるためである。  10 

日本の投資信託の保有期間は年々長期化しており 2015 年 12 月の時点で平

均保有期間 2. 6 年となっている。しかしアメリカの平均保有期間である 4.6 年

やイギリスの平均保有期間の 4.5 年と比べるとまだまだ短い。原因としては 2

つの事柄が考えられる。  

1 つめは、投資信託販売会社による手数料目当ての短期間での投資信託の乗15 

換が多いことがあげられる。金融庁の指摘によると銀行の営業職員を評価する

際、販売額を重視する傾向がみられている。このことが投資信託の乗り換えが

多い原因と考えられる。投資信託の保有期間を長期化させるためには、販売会

社が営業職員を評価する方法の変化が必要になってくる。 2 つめは、投資信託

に対する考え方の違いのため日本の投資信託保有期間が他の国と比べて短いと20 

いうことが考えられる。その考え方は、ボラティリティ (株価などの変動性 )に

対する反応が日本とアメリカでは大きく異なっていることから伺える。  

日本では、マクロ的な情勢によって債券価格が不安定になった際 (ボラティリ

ティが大きい )に、変動が大きいがリターンも大きい高リスクの投資信託を買い、

その後短期で売却することで利益を得ようとする傾向がある。また、低リスク25 

投資信託の保持は一定であるが高リスク投資信託と低リスク投資信託の間にあ

る中リスク投資信託の保持が少ない。そのため債券全体の平均保有期間が短く

なっている。一方のアメリカでは、経済情勢が不安定な際には、低リスクの投

資信託を購入・保持し続け、その後、少しずつリスクの高い投資信託を購入し

ていく傾向にある。アメリカでは、低リスクから中リスク、高リスクと投資信30 
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託の購入が段階を経ており、投資信託全体の平均保有期間が長い傾向にある。  

両国ともに低リスク投資信託の保有率は安定しているが、平均保有期間の差

が生じている。原因は中間リスク投資信託の保有率の違いが考えられる。アメ

リカは低リスクから徐々に段階を経て、高リスクの投資信託へと至る傾向があ

るが、日本では低リスク投資信託を保有する一方で、経済情勢の変動により債5 

券の価格の変動が生じる際には儲けるチャンスと考え、高リスクへと向かう傾

向が考えられ、中間リスク投資信託の保有が少ない。これは日本での投資信託

のとらえ方がアメリカと異なっていることが原因と考えられる。日本にとって

の投資信託は短期的に儲けるための手段だと考えられているのに対して、海外

での投資信託は長期的であり、家計の資産形成の手段として考えられているこ10 

とが伺える。投資信託をより普及させるためにはこの考えを改善する必要があ

る。  

 

2-1-5 投資信託にかかる費用  

投資信託を購入し、保持し続ける際に個人投資家が負担する費用として、手15 

数料が存在している。投資信託の手数料は、販売手数料、信託報酬、信託財産

留保額の 3 つに分けることができる。販売手数料は販売時に生じる手数料であ

り、販売会社である証券会社や銀行などに支払う費用である。留意点として、

元本から支払われる点がある。例えば、販売手数料が 1％、100 万円の投資信

託を購入した際には 1 万円が元本から差し引かれ 99 万円分の投資運用が行わ20 

れることとなる。信託報酬は 3 つの機関、運用会社・受託会社・販売会社に支

払う報酬を合計したものである。信託報酬は年間で支払われ、ファンドごとに

設定されている。この信託報酬から投資信託の特徴を捉えることもできる。例

えば、ベンチマークを超えるように運用するアクティブ型では信託報酬は高く

なっており、ベンチマークに沿うように運用するインデックス型では低くなっ25 

ている。信託財産留保額は投資信託を売却または解約する際にかかる手数料で

ある。信託財産留保額もファンドごとに異なっている。投資信託の中には期間

を指定し、その期間以内に投資信託を売却・解約によって手放した際に違約金

として要求するものもある。投資信託は基本的には長期間持つことが望ましい

ものであり、個人投資家・運用会社双方にとって収益安定化のため投資信託の30 
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保有期間を長期化させる制度を設けることは有意義である。  

手数料以外にも投資信託にかかる費用として税金が挙げられる。投資信託に

よって生じる利益としては譲渡益と分配金がある。現在では 2011 年に発生し

た大震災の影響によって復興所得税が加わり、公募株式・公社債投資信託では

譲渡益・分配金ともに源泉分離課税 20.315％の税金が共通してかかる。また、5 

公募株式・公社債投資信託では損益通算をすることにより、税金を軽減するこ

とができる。公社債投資信託にかかる税金は 2016 年 1 月に改正され、より明

確化された。以前までは公募株式投資信託にのみ損益通算が可能であったが、

2016 年 1 月の金融所得課税の一本化によって公社債投資信託にも損益通算の

適応が可能になった。損益通算の例として損益通算が適応されていない改正前10 

と適応された改正後を比較する。上場株式市場で譲渡益 500 万円を得て公募株

式・公社債投資信託で譲渡損を 200 万円出した際に、改正前は損益通算が公募

株式・公社債投資信託には適用されないため 500 万円に申告分離課税 20.315％

がかかり、約 101 万円が税金として発生する。改正後では損益通算をすること

により譲渡益 500 万円から譲渡損 200 万円を差し引いた 300 万円に申告分離15 

課税 20.315％がかかり、約 60 万円が税金として発生することとなる。損益通

算の適応によって実際にかかる税金が異なり個人投資家にとってより有利にな

ったと考えられる。  

また近年では、納税の簡略化のため特定口座が各証券会社で取り入れられて

いる。特定口座は源泉徴収ありと源泉徴収なしの 2 種類に分かれており、販売20 

会社が扱っている。源泉徴収ありの特定口座では特定口座内にある投資信託の

損益を販売会社が計算し、税金を徴収した収益を口座に振り込む。源泉徴収な

しでは徴税手続きを個人投資家が行う。しかし、販売会社は特定口座内にある

投資信託などを通算し必要書類を送付するため特定口座なしの場合よりは簡素

なものになっている。公募投資信託にまで税制の優遇措置が広がったことや税25 

金納付の簡略化のための制度は投資信託を積極的に保有する誘因となりうる。  

 

2-1-6 投資信託の最近の動向  

投資信託の最近の動向としてラップ口座やラップ型投資信託が急激な成長を

遂げている点が挙げられる。ラップ口座 (SMA、 Separately Management 30 
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Account)とは金融機関が顧客と投資一任契約を締結し、顧客に代わって投資資

金の配分から売買の執行、口座管理まで一括して請け負うものである。ラップ

口座を開設する際には数百万の資金が必要となっており富裕層向けとなってい

る。ラップ型投資信託は、このラップ口座を投資信託の形にしたものであるが

購入に何百万もの資金を用意する必要はなく 1 万円から投資することができる。5 

ラップ型投資信託は安定型、安定成長型、成長型のように目標利回りを設定し、

その利回りに対応した商品を販売している。安定型は国内債券や先進国債券を

中心としたリスクの少ない資産配分で運用されている。安定成長型、成長型に

なるにつれて先進国株式などのある程度のリスクが高い金融商品が資産構成に

組み込まれる。ラップ型投資信託の例として、りそなホールディングスが 1 月10 

から販売を開始したＲ 246 を見ていく。Ｒ246 はラップ型投資信託の目標利回

りを開示し運用目標にあった商品の選択がしやすいという点が優れている。Ｒ

246 の運用目標利回りは安定型、安定成長型、成長型ごとに決定されており、

安定型の利回りを短期金利プラス 2％、安定成長型の利回りを 4％、成長型の

利回りを 6％と目標を位置づけ運用している。信託報酬も安定型が年 0.648％、15 

安定成長型が年 1.080％、成長型が 1.188％とほかのラップ型投資信託の平均

である 1.61％と比べると低めなため長期間保有することが望ましく感じる。  

ラップ型投資信託は家計の資産運用手段として非常に有意義なものと考える

ことができる。しかし、全体的にラップ型投資信託は一般的な投資信託よりも

信託報酬が高い傾向にある。例えば野村證券のインデックス型国内投資信託の20 

平均は 0.43％、信託報酬の高い傾向にあるアクティブ型の平均は 0.939％とな

っているため、ラップ型投信全体の平均である 1.61％と比較すると低コストで

ある。長期間で見た際の手数料のかかり方について留意する必要がある。  

米モーニングスターが世界 25 か国の投資信託の市場を評価したグローバル・

ファンド・インベスター・エクスペリナンス (GFIE)によると日本の投資信託市25 

場の総合評価は C-と下から 2 番目の評価であった。評価は「規制及び税制」、

「目論見書や運用報告書での情報開示」、「手数料や各種費用」、「販売行為とメ

ディアの報道」の 4 項目から評価したうえで総合評価される。日本の投資信託

の評価がここまで低い原因として手数料が高すぎるという点と目論見書が複雑

であるという点があげられている。日本投資信託協会が目論見書の内容に対し30 
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てのアンケート (重複回答 )をとった結果、「内容が多すぎる」が 73.4％、「専門

用語が多すぎてわかりにくい」が 50.0％、「重要な個所が分かりづらい」が

29.8％となり肯定的な「読みやすい・分かりやすい」が 9.6％となった。日本の

目論見書は簡素化が図られてはいるがまだ改善する必要があるといえる。手数

料の面では、順当に下がってきているように感じる。しかし、まだ手数料が高5 

いことは GFIE が示しておりより一層の手数料引き下げが望ましく、家計が投

資信託を購入しやすくすることが望まれる。  

 

2-2 国民の保有率と認知度  

 この節では投資信託協会の一般層に対する投資信託アンケートを参考とし、10 

日本国民の投資信託に対しての保有率と認知度を論ずる。  

 認知率では「よく知っている」が 2.9％、「大体知っている」が 21.6％である。

「言葉だけ知っている」が 68.4％、「言葉も知らなかった」が 7.1％となってい

る。言葉だけでなく投資信託について知っているものは 24.5％とかなり低い一

方、言葉を聞いただけや、全く知らないものは 75.5％とかなり多い。年代別に15 

みていくと 20 代では「よく知っている」が 0.04％、「大体知っている」が 5.4％

と低く、「言葉だけ知っている」と「言葉も知らなかった」が 94.2％とほとんど

を占めている。30 代になると「大体知っている」が上昇し、14.9％となり「言

葉も知らなかった」が 5.4％とかなり減少している。40 台になると「よく知っ

ている」と「大体知っている」が上昇し、「言葉だけは知っている」が減少して20 

いる。年齢が上がるごとに「よく知っている」、「大体知っている」が上昇し、

「言葉だけ知っている」が減少する傾向になっており、 70 代以上では 46％も

の人が投資信託について認知している状況となっている。投資信託が家計の資

産形成手段となるためには投資信託はどのようなものなのか知らなければなら

ない。しかし、アンケートにあるように言葉だけ知っている、言葉も知らなか25 

ったとの回答が圧倒的に多くこれでは資産形成手段として投資信託を利用する

という選択がされないことになってしまう。投資信託の認知度を向上させるこ

と、これが目下の一番の課題といえよう。  

 

 30 
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図表 2-3 投資信託に対する認知度  

 

出所：投資信託協会  一般向け東阪調査結果より筆者作成  

注 )「大体知っている」は平成 25 年度より導入された。  

 5 

図表 2-4 年代別認知度 (2014 年度版 ) 

 

出所：投資信託協会  一般向け東阪調査結果より筆者作成   

 

認知度を見てみると 20 代の若年層に対して投資信託はなじみのないものと10 

なっている。また、働き盛りの 30 代、40 代も認知度が高いとは言えない。し

かし、確定拠出年金や NISA の導入によって認知度はこれから上昇していくこ

とが考えられる。投資信託が十分に認知されたのならば次は投資信託を利用し

てもらうためにはどうすればいいかが問題となってくる。投資信託についてど

う考えているかについてのアンケート結果では「仕組みが分かりづらい」と「元15 
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本割れが怖い」、「用語がわかりにくい」などリテラシー面での問題によって投

資信託のイメージが固まってしまっている。投資信託は元来長期的運用に向い

ている金融商品ではあるがサンプル 1.517 のうち僅か 9.4％が長期的運用に向

いているというイメージを持っている。金融のリテラシーを身につけることで

投資信託に対するイメージの改善を狙うことはできると考える。ただし、個人5 

投資家のリテラシー向上を待っているだけでは効率的だとは言えない。投資信

託の販売会社や運用会社など投資信託にかかわる機関も投資信託をよく理解し

てもらうための努力をするべきである。例えば改善していく必要のあるものと

して、目論見書と運用報告書が挙げられる。  

 10 

図表 2-5 投資信託のイメージ (重複回答 ) 

 

出所：投資信託協会  一般向け東阪調査結果より筆者作成   

 

投資信託は決算時に運用報告書を受益者に提出しなければならない。運用報15 

告書には投資環境や前期運用方針との比較、分配金決定の際の根拠などが掲載

されている。この運用報告書は投資信託保有者にとって今後の判断材料となり

うるもので保有者、保有経験者の運用報告書閲読状況では、すべて読んだが

6.8％、必要と思われる項目を読んだが 32.9％となっておりあまり読まなかっ

たが 58.6％となっている。重要な判断材料であるはずがしっかりと読んでいな20 

いものが約 59％と高い比率を表している。重複回答による運用報告書の感想と
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しては、内容が多く読む気がしなかったが 62.3％、専門用語が多すぎて興味な

しが 38.4％、重要な個所がわからなかったが 37.0％、グラフや図が分かりにく

いが 14.5％、わかりやすかったが 7.2％となっている。原因として運用報告書

を読むための金融リテラシーが不足していること、運用報告者が難しすぎるこ

とが考えられる。  5 

 また、運用報告書のほかにも投資信託を購入するにあたって渡される資料と

して目論見書 (投資信託説明書 )が存在している。投資信託協会の目論見書の定

義は「購入しようとしている投資信託について投資判断に必要な重要事項を説

明した書類のこと」5と定義されている。目論見書には以下の 4 つの事柄が記載

されている。1)ファンドの目的や特色、何を目的として、どのようなものに投10 

資しているか、ファンドの仕組みなど。  2)投資のリスク、価格・為替・金利

などの変動リスクや商品ごとのリスクについての説明。3)運用実績、純資産額・

基準価額の変遷や分配金の変遷など投資信託の年ごとの運用実績を知ることが

できる。  4)手続き・手数料など、ファンドの購入単位、購入時の手数料や信

託報酬など、ファンドにかかる諸費用について。これら 4 つはすべて統一され15 

ているためファンドごとの比較が容易になっている。投資信託を購入する際に

は非常に重要な書類となっているが目論見書に対してのアンケート結果を見る

と目論見書を『全部読んだ』は 6.8％と少なく『必要と思われる個所を読んだ』

は 32.9％となっている。合計 39.7％は目録書を閲読していることになるが、

58.6％はあまり読んでいない。年代別で比較すると 20 代 30 代は非常に少なく、20 

40 代でピークを迎え、50 代から 60 代でいったん減少し、70 代以上でまた高

くなってきている。投資信託がよく理解されていない原因として目論見書をよ

く読み理解していないことが挙げられる。しかし、それは個人投資家だけの問

題ではない。前項で論じたように国内の運用報告書と目論見書は外国のものに

比べ分かりづらく、難しい。投資信託が家計の資産構成の一部として頻繁に利25 

用されるためにはもっとわかりやすいものを作成するとともに個人投資家側か

らもリテラシーの向上を目指すような相互の努力が必要となっている。  

 

                                                   
5 投資信託協会 HP より  
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第 3 章 家計・運用会社・販売会社  

 

3-1 家計  

我が国の家計における個人金融資産残高は、約 1700 兆円である。2016 年 6

月のデータでは「債券」の額が増え、「現金・預金」＝52.4％、「投資信託」＝5 

5.4％、「株式・出資金」＝9.0％などの額が減り、金融資産総額は減少した。し

かし例年と同じく高い貯蓄性向は継続されており、日本の「現金・預金」＝52.5％

と相変わらず 5 割を超えている。(日本銀行「資金循環の日米欧比較」の速報値 ) 

投資信託全体の市場規模として、投資信託市場では約 150 兆円の資産規模を

誇っている。昭和 55 年には、資産残高が 6 兆円であったが、バブル崩壊やリ10 

ーマンショック後、投資信託の販売経路の拡大や運用方法・投資信託商品の多

様化などにより現在の規模にまで拡大したと考えられる。加えて、個人金融資

産に占める投資信託比率も投資信託残高と同様増加傾向にあるが、個人金融資

産残高の投資信託の占める割合が 5.5％では、家計の資産運用手段として浸透

しているとは言えない。個人の投資信託保有率についても年齢の高い層が保有15 

する割合が大きく、50 歳以上が約 7 割を占めている。若年層にとっては、子育

てや住宅ローンの返済などにより家計に運用資金がなく、投資信託購入まで資

金が回らないなどが主な要因として考えられる。  

そこで、家計金融資産として、投資信託の保有状況を年齢別に詳しく見てい

く。図表 3-1 の投資信託協会が行ったアンケートである投資信託の保有状況を20 

見ると、投資信託の保有率（＝「現在持っている」）は 9.6％、保有経験率（＝

「以前持っていたが現在は持っていない」）は 6.1％。年代別では、保有率、保

有経験率ともに年代が上がるにつれて高くなり、 70 歳以上では保有率が 20％

近いことが分かる。また、年齢別では、保有率、保有経験率ともに年齢が上が

るにつれて高くなり、60 代、70 歳以上では 20％を超えている。高齢者におい25 

て高い数字を残している理由としては、退職金の使用や退職後の資産形成とし

て投資信託を購入していることが考えられる。また、 20 代から 30 代の若年層

では保有率が低く、投資信託のメリットである長期保有、図表 3-2 の投資信託

の優れていると感じる点で一位に挙げられる、「専門知識がなくても投信がで

きる」という面を考えると、課題が残っている現状である。図表 3-3 では投資30 
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信託を不安に感じる原因を挙げており、元本保証がないが最も多く、次いで手

数料が高い、運用実績が分かりにくいとなっている。手数料が高いことは銀行

や証券会社などが収益としての手数料を得ることを目的として投資信託を販売

しているということが考えられ、是正する必要がある。  

図表 3－4 の右グラフ (投信の販売額・収益の推移 )をみていくと投信の販売5 

額、収益ともに毎年上昇しているのに対し、図表 3－5 の投資信託窓販残高の

推移をみると変動があまりみらない。これは、投資信託を売却させ購入させる

回転売買が行われていることが考えられる。  

 

図表 3-1 投資信託の保有状況  10 

 

出所：投資信託協会 HP より抜粋  

 

 

 15 

 

 

 



22 

 

図表 3-2 投資信託の優れていると感じる点（現在保有層・保有経験

層）・複数回答  

 

出所：投資信託協会 HP より抜粋  

 5 

図表 3-3 投資信託の不安な点  

 

出所：投資信託協会 HP より抜粋  
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図表 3－4 投資信託の保有期間と販売額・収益の推移  

 

出所：金融庁より抜粋  

 

図表 3－5 投資信託窓販と預金の残高比較  5 

 

出所：金融庁より筆者作成  

 

3-2 運用会社  

  投資信託は運用会社で作られ、販売会社を通して販売されている。投資信10 

23 22 21 22 22 24

589 604 616
640

668
698

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014

（兆円）

(年度)

投資信託窓販と預金の残高比較

投信 預金



24 

 

託の販売によって集められたお金は資産管理を専門とする信託銀行に保管され

る。そして、保管されたお金をどこに投資するのかを運用会社が決め、運用会

社が信託銀行に指示している。運用会社は投資信託にとって非常に重要な存在

である。資産運用会社には以下の２つの留意する点がある。 1 つめは、運用会

社と顧客の情報ギャップによって顧客は運用会社に対して依存してしまうとい5 

う情報の非対称性が存在していること。  

2 つめは、顧客の資産を用いて運用するため、運用側が運用益を上げようと

し、無理のある運用を行ってしまう恐れが存在することである。運用会社につ

いて運用方法、会社形態について論じた後、運用会社がおかれている現状につ

いて論じていく。  10 

運用会社が行う運用の種類としては、インデックス運用とアクティブ運用、

トップダウン型とボトムアップ型、グロース型とバリュー型に大きく分けるこ

とができる。インデックス運用、アクティブ運用とは、インデックスではベン

チマークにする指標と同じ運用成績を目指す運用手法であり、アクティブでは

ベンチマークする指標を上回る運用成績を目指す運用手法である。ベンチマー15 

クとは指標を表しており、運用の際に用いられる指標は投資先によってそれぞ

れ異なっている。運用する際の投資先が国内株式ならば TOPIX や日経平均株

価、外国株式の際には MSCI コクサイインデックスや MSCI ワールドインデッ

クスが用いられている。TOPIX とは東証一部上場企業の内国普通株式全銘柄を

対象とする株価指数であり、1968 年 1 月 4 日の時価総額を 100 として、その20 

後の時価総額を指数化したものである。日経平均株価は東証 1 部上場企業の中

から選ばれた 225 銘柄の平均の株価を指す。MSCI コクサイインデックスは日

本を除く主要国を対象とする株価指数であり、MSCI ワールドインデックスは

新興国 21 か国を対象とした株価指数である。国内債券ではノムラ BPI 総合指

数を外国債券ではシティグループ世界国債インデックスや GBI-EM が代表的25 

な指数となっている。ノムラ BPI 総合指数は日本の公募債券流通市場全体の動

向を表すために開発された投資収益指数である。シティグループ世界国債イン

デックスは世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均し指

数化したものとなっている。GBI-EM(the Government Bond Index-Emerging 

Markets)シリーズは新興国の国債を対象とする指数であり、これらの指数に近30 
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似する成果を目指して運用する方法がインデックス運用、アウトパフォームを

目指す運用がアクティブ運用と呼ばれている。トップダウン運用、ボトムアッ

プ運用とはトップダウンでは経済成長率や金利などマクロ経済の見通しや業種

別の分析を行って銘柄を選択する運用手法であり、ボトムアップでは国や業種

を考えず、企業分析や調査を行い、将来が有望なもの選択する運用手法である。5 

グロース型、バリュー型とは、株で投資信託を運用する際に、まず株を発行し

た会社の時価総額と成長段階によって分ける。時価総額では時価総額が大きい

順から大型・中型・小型の 3 つの形で分け、成長段階ではバリュー型とグロー

ス型に分ける。時価総額は株価×発行済み株式数で算出され分けられている。

成長段階で分ける方法では主に PER や PBR を目安にしている。PER とは株価10 

収益率を表しており、株価÷一株当たり利益で算出され、会社の利益と株価の

関係を表している。PBR とは株価純資産倍率を表しており、株価÷発行済み株

式数で算出され、会社の純資産と株価の関係性を表している。バリュー型は

PER や PBR が割安だと判断できる会社の株で運用する手法である。グロース

型は将来成長が見込める会社に投資する運用手法である。運用会社はこのよう15 

な運用の手法をとっている。  

 運用会社の経営組織は設立出資者と経営執行部との関係から 2 つに大別する

ことができる。1 つは独立型、もう一つは子会社型である。独立型は設立出資

者と経営執行部が一体の関係となっている。独立型の特徴として、設立出資者

が経営に乗り出すため、株主と経営陣の境がないこと、創業者の思想、能力、20 

個性に強く経営が強く影響されることが挙げられる。独立系は 1960 年代以降、

アメリカで急速に発展してきたが、1990 年代後半に入ると巨大金融機関に買収

されるようになっていった。子会社型は設立出資者と経営執行部が別々に分か

れている。特徴としては、親会社の経営方針が強く影響していることが挙げら

れる。親会社の方針に引きずられるため、顧客よりも企業重視の経営が優先さ25 

れることが考えられる。日本では子会社型が主流となっている。投資信託の販

売において 3－1 に挙げたように手数料目当ての投資信託の販売が多発してお

り、このような中では顧客重視の経営というのはされにくい。顧客重視にする

ためには子会社ではなく、親会社の経営方針を変える、もしくは独立型の運用

会社を増加させる必要がある。  30 
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 投資信託運用会社の現状として運用会社のガバナンス体制の変化が求められ

ていることが挙げられる。運用会社のガバナンスが問題となった背景には AIJ

投資顧問会社によって大きな損害が発生したこと、金融庁が 2014 年に制定し

たスチュワードシップ・コードの影響、低金利による運用難が深刻になってき

ていることなどがある。AIJ 投資顧問会社による問題は年金資産運用に失敗し5 

虚偽の報告書を顧客に提出していた問題であるが年金の運用はほとんどが運用

会社に委託されており、運用会社のガバナンス体制にも問題があることになる。

今年に入ってから世界的な低金利が続いており分配金の減額や元本を取り崩し

分配金としている投資信託会社が増加している。背景には世界的な低金利のほ

か、毎月分配型投資信託が登場した 1997 年以降、毎月分配型の投資信託が市10 

場を占める割合が増加してきたことがあげられる。増加の理由として、毎月分

配型は毎月安定した分配金を受け取ることができるという点があり、退職世代

の人気を集めることとなった。現在では日銀による低金利政策などによって運

用が悪化し毎月安定した分配金を収益だけでは賄えなくなっており、毎月分配

型ファンドの分配金は減少している。日本経済新聞 2016 年 7 月 4 日の夕刊で15 

は新規設定投資信託に占める割合が急速に減少していることを挙げている。配

当に資金を充ててしまい運用できる資産が限られ、資産の硬直化が生じている。

現状において分配額もしくは分配回数を減らして分配に充てる資金を減らさな

ければ毎月分配型投資信託は崩壊すると考えられる。短期的な運用益を目的と

した毎月分配型は、経済が好調時には成り立つことがあるが、停滞時や不況時20 

には成り立つことは考えにくい。そのため運用会社は毎月分配型のような短期

間の運用益を目的とするのではなく、長期的な運用益を目的とする運用の変化

が必要であり、運用会社のガバナンス体制の変化が求められることとなってい

る。  

運用会社は株主として投資先企業に株主の権利を行使することがある。この25 

株主として株主権を行使する行為がスチュワードシップ・コードにより変化を

求められている。スチュワードシップ・コードは機関投資家に対する規約であ

り、企業の持続的な成長のため企業の情勢の適切な理解や目的を持った対話な

ど、7 つの原則に分かれている。法的拘束力はないがコードを遵守しないので

あれば説明責任を負う。このコードは企業の持続的成長を促すため制定された30 
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ものであり、企業と投資家間の協調を求めるものである。日本版スチュワード

シップ・コードに対するアンケートによると、アンケートに回答した 184 社の

うち 108 社はコードを策定している。ほかの 76 社は日本株に投資をしていな

いためなどによってコードを策定していない。コードの策定によって企業と機

関投資家との間の関係性の変化としては以下のようになっており、経営戦略や5 

ESG(Environment Social Governance )に関する質問が増えている。しかし、

形式的な質問や面談を強要するケースが出てきているため運用会社はこの点も

考慮しなければならない。このコードの制定により、長期的な視点を持った運

用と対話が求められており運用会社の変化が促されることとなる。  

 10 

図表 3-6 スチュワードシップ・コード導入による機関投資家の変化  

  

出所：年金積立管理運用独立法人より筆者作成  
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61%

39%

コードの導入で機関投資家の対応が変化した

コードの導入で機関投資家の対応が変化なかった
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図表 3-7 スチュワードシップ・コードによって変化した内容  

好ましい変化 (％ ) 63.9％  

経営戦略・中長期的視野に立った質問が増えた  

ESG(ガバナンス )に関する質問が増えた  

資本効率・資本政策に関する質問が増えた  

その他  

36.0％  

29.4％  

20.8％  

13.7％  

好ましくない変化 (%) 36.1％  

形式的・画一的な質問が増えた  

資本効率・資本政策に関する質問が増えた  

面談を強要するケースが増えた  

その他  

34.1％  

31.8％  

17.0％  

17.0％  

出所：  年金積立管理運用独立法人より筆者作成  

 

包括的に見て、運用会社は長期的な視点を持って投資信託を運用しなければ5 

ならなくなってきていることが考えられる。短期的運用から長期的なものに変

化させていくことが必要になってきている。  

 

3－3 販売会社  

 投資信託の販売会社には証券会社、投資信託会社、銀行などがある。販売10 

数としては銀行と証券会社が大半を占めている。また、近年ではインターネッ

トを通じた販売や IFA を通じた販売、ロボットを用いた販売など投資信託販売

の多様性が見られてきている。 IFA は Independent Financial Advisor の略で

独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれており、独立的に顧客の資産運

用のサポートを行っている。 IFA は内閣総理大臣の登録を受け、証券会社と業15 

務委託契約を結び、個人投資家に対して投資信託や株式の売買の仲介を行って

いる。 IFA は個人投資家に対して、金融商品の提案やアドバイスなどを行い、

個人投資家は IFA が業務契約を結んでいる証券会社を通じて金融商品を購入す

る。個人投資家に対して投資信託などの金融商品の勧誘をする点では銀行や証
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券会社の勧誘などと同じ仕事を行っているが、 IFA は決められた商品を販売す

るのではなく、個人投資家とのコミュニケーションを通じて個人投資家が真に

欲するものを提案していくものであることに大きな違いを持っているといえる。

また完全に独立的であるため銀行の子会社型証券会社と比べ、個人投資家にと

ってより望ましいアドバイスや勧誘を受けることができる。日本において IFA5 

は 2004 年から登録することができるようになり 2015 年時点では約 3000 人程

度となっている。個人投資家がより良い資産運用を行うことができるよう IFA

の認知度を上げることが必要だと考える。  

銀行の証券業への参入は、1993 年の金融ビックバンによって銀行が業態別の

子会社を通じて証券業に参入できるようになったことから始まり、その後販売10 

シェアを 50％まで上昇させた。しかし、リーマンショック後は低下し、今では

36％のシェアになっている。シェア低下には 1)2007 年の金融商品取引法の施

行、特に注目すべき点として適合性原則と説明責任の強化があげられる。適合

性原則とは『知識・経験・財産の状況・投資目的』の 4 つの要素に照らして金

融商品の勧誘を行うもので、投資家保護を目的として定められた。また、適合15 

性原則は狭義と広義に分けられている。狭義の適合性原則はある特定の個人に

対してはどんなに説明をしたとしても一定の金融商品の勧誘・販売を行っては

ならないというものであり、広義では業者は『知識・経験・財産の状況・投資

目的』に適した形で金融商品の勧誘と販売を行わなければならないというもの

である。2)証券業協会による「高齢顧客への勧誘による販売にかかるガイドラ20 

イン」など投資信託の勧誘の厳格化、3)2009 年の金融商品取引法の改正による

ファイアーウォール規制緩和、ファイアーウォール規制の緩和によって銀行が

証券会社を子会社化し、子会社において証券業務の強化をするという動きが活

発化していった。このような要因から銀行のシェアは低下していった。子会社

化した証券会社に証券業務を行わせているため銀行のシェアが下がったように25 

見える。子会社化した証券会社と銀行の結びつきは強く、顧客の金融資産など

の把握ができるため、適合性原則に照らしたふさわしい金融商品の勧誘、販売

を行うことができる。しかし、結びつきが強いからといって顧客に対して最適

な勧誘、販売を必ず行っているとは限らない。現に金融庁が手数料目当ての投

資信託の乗り換えに対して販売体制の見直しを検討している。そのような中で30 
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銀行はマイナス金利の影響によって収益が悪化しており、証券業務により一層

力を入れてくることが予想される。投資信託に普及率を上げるためには銀行や

銀行の子会社である証券会社に対しての販売体制の是正が必要になってくる。  

  

図表 3-8 投資信託販売別資産残高  5 

 

出所：投資信託協会より筆者作成  

 

銀行などの登録金融機関は外務員以外が投資信託を販売することを認めてお

らず、投資信託を販売する際には外務員資格試験に合格し、外務員登録をする10 

必要がある。外務員資格試験は金融商品取引法などの法令や規則についての知

識が十分備わっているか否かを判断するものである。外務員資格試験の種類は

6 つあるが中の 2 つは試験の実施をしていない。6 種類の資格はそれぞれ、1)

一種外務員資格、2)二種外務員資格、3)特別会計一種外務員資格、4)特別二種外

務員資格、5)特別会員二種外務員資格、6)特別会員四種外務員資格となってい15 

る。1)と 2)は株式をはじめとした幅広い有価証券を取り扱うことができ、 3)と

~6)は国債や投資信託などの限定された有価証券しか取り扱うことができない。

投資信託は 1)~6)で取り扱うことができることとなっている。今まで投資を行

っていない人にとって、投資信託は専門的な知識が不必要であり少額から始め

られるため、初めて購入する金融商品となりやすい。投資信託協会が一般向け20 
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にとった 2014 年度アンケート結果では投資信託販売員の説明・勧誘方法は「と

ても満足した」「まあ満足した」を加算すると 46.4％が満足したという結果で

あり、高い数値とは言えない。近年では投資信託の中にデリバティブなどを組

み入れた高度な投資信託も販売されている。投資信託が高度化していくととも

に投資の初心者である者に対する適切な説明・勧誘を行うためにも外務員資格5 

試験の改良が必要だと考える。  

 

第 4 章 諸外国との比較  

 

4-1 米国との比較  10 

まず、市場規模について比較する。投資信託協会の「投資信託残高上位 10

カ国」というデータによると（図表 4-1）、米国が 1 位、日本は 8 位に位置し

ており、米国の投資信託残高は日本の投資信託残高の約 12.9 倍であるとわか

る。 

 15 

図表 4-1 投資信託残高上位 10 カ国  
 

国名  残高 (10 億ドル) 
 

国名  残高 (10 億ドル) 

1 米国  17,875 6 オーストラリア 1,584 

2 ルクセンブルク 3,609 7 イギリス 1,561 

3 アイルランド 2,084 8 日本  1,386 

4 ドイツ 1,916 9 中国  1,167 

5 フランス 1,897 10 カナダ 949 

出所：投資信託協会「投資信託残高上位 10 カ国」より筆者作成  

 

 次に、日米の家計の金融資産構成について比較する。図表 4-2 の日本銀行の

調査によると、日本の家計の資産に占める投資信託の割合は 5.4％なのに対し、20 

米国の割合は 10.8%であり、日本の 2 倍ということがわかる。また、日本は預

貯金・現金の割合が 52.4%と米国の 13.8%に比べ非常に高いのも特徴的である。 

 投資信託を保有する世帯数の割合は 2011 年で 50％を超えており、全世帯の
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約半分に当たる 5,000 万超が投資信託を保有している。図表３の年齢別の内訳

によると、64 歳以下の現役世代の保有率が 82％を占め、若い世代にも投資信

託が広く普及していることが分かる。一方、日本の投資信託の保有状況は、現

在保有している人の割合が 9.6%、以前保有していたが現在は持っていない人の

割合が 6.1%となっている。年齢別にみると、年代が上がるにつれて保有率が高5 

くなっており、現役世代よりも退役世代のほうが投資信託を活用している割合

が高い。  

 

図表 4-2 家計の金融資産構成  

 10 

出所：日本銀行「資金循環の日米欧比較」より筆者作成  

 

図表 4-3 米国の投資信託保有者の年齢別内訳  

 

出所：株式会社野村資本市場研究所「我が国の個人金融資産の資産運用高度化15 

のための調査」より筆者作成  

 

 このように米国で投資信託市場が拡大し、投資信託が家計にとって身近なも

のとなった大きな要因として①確定拠出年金制度の普及②販売チャネルの多様
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化が指摘できる。日本の確定拠出年金制度は個人型、企業型の 2 種類に分かれ

ているが、米国の確定拠出年金制度はさらに細かく分類されている。日本で言

う個人型は IRA と呼ばれ、企業型は 401k と呼ばれている。また日本では確定

拠出年金制度に加入できない公務員も米国では加入することができ、 457 6や

403b7といった制度を利用することが可能だ。米国投資信託協会の調査による5 

と、企業が提供する確定拠出型年金制度を通じて初めて投資信託を購入した人

の割合は 6 割に上り、また現在投資信託を保有しているチャネルが、企業が提

供する確定拠出年金制度のみである人は 3 割となっていることから、401k の

ような企業が提供する確定拠出年金制度を通じて投資信託に投資を始め、その

後それ以外のチャネルも使い投資信託に投資し始めた人が多数存在するといえ10 

るだろう。  

また、米国では投資信託の販売チャネルも多様化している。もともとは証券

会社の営業担当者が系列の運用会社の商品を対面で販売するという方法がほと

んどであったが、現在は証券会社の営業担当者だけではなく、銀行や直販、証

券会社以外の営業担当者による販売、401k など確定拠出年金を経由する販売15 

チャネルも拡大している。  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

                                                   
6 米国で最も普及している公務員向け確定拠出年金のこと。  
7 非営利団体職員のための確定拠出年金のこと。  
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図表 4-4 米国の投資信託の販売チャネル別の資産残高  

 

出所：野村資本市場研究所より抜粋  

 

 図表 4-4 より IRA や 401k プランなどを経由する販売チャネルの占める割合5 

は大きく、これらを通じた投資信託の保有残高は全体の 4 割を超えるまでに拡

大している。こういった確定拠出年金制度は定期的な資金積み立てを基本とし、

投資家の判断に基づき販売される他の販売チャネルとは異なる。米国では公的

年金の給付額が少なく老後の蓄えは企業年金を中心とする私的年金などで補わ

なければならない為、個人が将来の安定的な生活に向けて必要な資金を稼ぐ方10 

法として重要な役割を果たしている。  

 また、日米では人気のある投資信託に大きな違いがある。2011 年の米国にお

けるファンド別純資産残高の上位 10 本のうち 4 本が運用開始から 40 年以上経

過している。比べて日本では、上位 10 本のうち 9 本は運用開始から 10 年未満

だ。米国では低コストのインデックスファンドを利用した長期資産形成を目的15 

としている投資が人気であり、株式型あるいは様々な資産に分散投資するタイ

プなどオーソドックスなファンドが上位を占めている。日本は分配金を好み、

高コストのアクティブファンドが人気で、投資対象が限定的でコストを顧みず

高値掴みになりやすい投資を好む傾向がある。  

 20 
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4-2 イギリスとの比較  

 日本とイギリスの家計金融資産を比較してみると、前節の図表 5-2 を参照し

たときにも述べたが、日本の預貯金・現金の占める割合は 52.4%と飛びぬけて

高い比率である。アメリカ、イギリス以外の世界の先進国の預貯金・預金の占

める割合は大体 20～30％なので、日本がいかに預貯金信仰が進んでいる国かが5 

わかる。イギリスの特徴として、保険・年金・定型保証の割合が他国に比べて

高く、日本の約 2 倍となっている。これは、日本でいう生命保険などに単に加

入しているというわけではない。イギリスでは税制上の優遇措置によって、一

時払いの個人年金などが個人の貯蓄の手法として広く普及していること、公的

年金が民営化していることが原因である。  10 

 また、税制優遇措置の代表的なものとして ISA がある。 ISA は 1999 年に低

い貯蓄率を解消するために政治的リーダーシップの下、その前身である PEP

（個人特殊計画）と TESSA（非課税特別貯蓄口座）を整理・統合することによ

り導入された。現在は、幅広いイギリス居住者に利用され、非常に人気が高い

制度として認知されている。 ISA が評価されている要因は主に３つあり、①恒15 

久的な制度である②制約が少なくシンプルでわかりやすい③官民の協働により

ブランド化されていることがあげられる。  日本の NISA（少額投資非課税制

度）はイギリスの ISA をもとに創設され、共通点として「大人の国内居住者な

らだれでも口座を開設できて、口座内で購入した上場株式や投資信託等の配分

や分配金が非課税になる」ことだ。相違点は、まず、運用対象となる商品が異20 

なっている。日本の NISA で運用対象になる商品は主に上場株式と公募株式投

資信託であり、他には ETF や REIT なども対象に含まれるが、公社債や公社債

投資信託、預貯金などは対象となっていない。一方、イギリスの ISA には株式

型 ISA と預金型 ISA があり、前者には株式、公社債、投資信託、保険などが含

まれ、後者には預金・MMF などが含まれる。特にイギリスでは預金型が人気25 

で、株式型と預金型の２口座を持つことが可能である。  

 

 

 

 30 
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図表４－５ イギリスの ISA と日本の ISA の運用対象商品  

         イギリス           日本  

 

 

出所：大和総研金融調査部制度調査課のホームぺージより筆者作成  5 

 

投資限度額にも違いがある。日本の NISA は年間の購入額に 120 万円の限度

を設けているのに対し、イギリスの ISA では株式型と預金型の口座への拠出額

に合計で年間 11,250 ポンド（日本円で約 143 万円）の限度がある。運用期間

については、日本の NISA で株式や投資信託を非課税で保有できる期間は 5 年10 

とされている。この期間が終了した後は、株式や投資信託を他の口座に払いだ

すか、翌年分の NISA 口座にロールオーバーすることが可能だ。イギリスの株

式型 ISA は運用機関の制限がなく恒久化されている。加えて異なる金融機関へ

の口座移管も可能であるため、金融機関も口座獲得のため、常にキャンペーン

に熱心に取り組んでいる状況がある。  15 

 NISA の年齢別口座開設数をみてみると、図 5-6 より 20 歳代の利用者数が少

なく、60 歳代の利用者数が最も多いことがわかる。  
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図表４－６ NISA 口座開設数  

 NISA 口座数  

総数  9,876,361 

20 歳代  448,724 

30 歳代  970,585 

40 歳代  1,437,632 

50 歳代  1,695,716 

60 歳代  2,593,165 

70 歳代  1,934,143 

80 歳代以上  796,396 

出所：金融庁「NISA 口座の利用状況に関する調査結果の公表について」より

筆者作成  

 

クロス・マーケティングの調査によると、NISA に対するイメージについて5 

全体では「少額から投資可能」「非課税」などの回答が上位に入ったが、 20 代

は他の世代と比べて「名前のみ知っていて内容はわからない」との回答が多く

みられた。NISA は利用者の半数以上を 60 代以上が占めており、若年層への普

及が課題となっているが、現状では金銭的な難しさや利用する上でのメリット

の浸透不足などの問題が考えられる。  10 

 このように日本の NISA はイギリスの ISA をもとに創設された制度ではある

が、使い勝手が悪い部分がある。今後イギリスのように進化し、運用期限も延

長される可能性があるといえるだろう。  

 

第 5 章 提言  15 

 投資信託についてこれまで論じてきた結果として投資信託は家計の資産形成

手段になりうると考える。そして投資信託が家計の資産形成手段としてより活

用されるようになるためには、家計・運用・販売、それぞれが抱えている課題

に対して向き合い投資信託が家計の資産形成手段として選択してもらえるよう

にする必要がある。前章で述べた問題を再度確認し、問題点の解決策を提示、20 



38 

 

もしくは模索していく。  

 

5-1 家計サイド  

家計サイドの課題としては、投資信託認知度の向上と金融リテラシーの向上

である。家計サイドの投資信託の認知度は高いとは言えず、認知度の向上を目5 

指す必要がある。また、リテラシーを向上させることで自身のライフプランを

考えさせるようにし、投資信託へと向かわせるためには金融教育にも力を入れ

る必要がある。投資信託の認知度と家計のリテラシー向上を同時に行うことは

望ましい。  

投資信託協会がとったアンケートによると投資信託を知るようになった主な10 

情報源は新聞、テレビ、インターネットとなっている。年代別に比較すると若

年層はテレビやネットから投資信託の情報を得ており、高齢者は新聞とテレビ

を中心として情報を得ている。認知度は年代別にみると高齢層が高く若年層が

低い状況にあり、この是正を図るため新聞やネット、テレビを用いた投資信託

に対する広告を積極的に行い、認知度を向上させるべきだ。投資信託の認知度15 

が向上させることで、投資の世界に興味を抱かせ、ライフプランとしての投資

信託を提供する流れが望ましい。  

投資家のリテラシー向上に対しては投資家に対して一方的な押し付けではな

く、投資家に協力してくれる、相談所のような機関を設立すること、もしくは

そのような機関の認知度を向上させることが望ましい。個人に対して金融の教20 

育を施すといっても限度があり、国民全員に一定の基準のリテラシーを身に着

けさせることは非常に難しい。ならば、金融に対して学ぼうとする意欲を持つ

ものを増やし学ぶ意欲のあるものに協力したほうがはるかに有意義である。意

欲を持ったものや投資信託に対して相談事があるものがアドバイスを求めて訪

れる場所としての相談所を設ける必要がある。この相談所は、完全に独立した25 

存在であり、かつ金融機関と投資家の仲介を行えることが望ましい。民間の子

会社が行った場合、子会社の大本が有利になるように情報を伝える可能性が考

えられるためである。また金融機関との仲介を行えるようにすれば金融商品に

よる問題が発生した際、スムーズに物事を進められるためである。そして特定

の場所に行かなくてはいけないようなものではなくネットを介して相談ができ30 
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るような居住地による差別が生じないことが望ましい。  

上述したような機関は今日ではいくつか存在している。例えば、証券に対す

る相談や苦情を受け付ける機関としては FINMAC(証券・金融商品斡旋相談セ

ンター )という機関が存在している。この機関は基本的に金融商品によるトラブ

ルを扱っており、原則無料で苦情や相談を受け、金融機関との仲介役をし、問5 

題を解決している。トラブルに対する専門家のような機関である。金融経済情

報の提供や金融経済学習の支援を行っている機関としては、金融広報中央委員

会という中立・公正な機関がある。この組織は様々な団体や学識経験者の参加

によって運営されており、金融教育や金融教育研究など金融リテラシーに関す

る様々なことを行っている。3 章で取り上げた IFA もまた、相談所のような役10 

割を担っている。相談所のような機関はいくつも存在しているにも関わらず家

計のリテラシー不足が否めない。この原因は上述したような機関の認知度が低

い、もしくは家計が金融の知識を必要と思っていないことが考えられる。上述

した機関の認知度を向上させるためには機関の存在を投資信託販売会社が伝え

るべきであり、投資信託の説明の際に利用できる上述した機関等があることの15 

情報提供を義務化する必要がある。機関の存在を認知すれば相談や金融知識を

蓄えることができるため金融のリテラシー不足を解消できると考える。預金に

金利がほとんどつかず、銀行の収益悪化によって預金の引き出し手数料の増加

など金利による恩恵より手数料のほうが高い今日では投資に興味を持つ層が増

加すると考えることができ、金融の知識の必要性は日々増していくと考える。20 

また、それ以外にも本人が積極的に行動を起こさなくとも金融教育を必要とす

る環境を作ることが必要である。例えば、確定拠出年金を採用している企業で

働く者は自身の賃金運用について一定の金融教育を受けなければならない。こ

のような環境づくりも重要である。  

 25 

5-2 運用サイド  

  運用サイドでの課題は、運用会社のガバナンス体制である。スチュワードシッ

プ・コードの制定によって企業との協調による持続的な成長が望まれるようにな

り、今までの短期的な運用から長期的な運用へのガバナンス体制の変化が課題と

なっている。また日本では子会社型の運用会社が多く、顧客利益優先の運用が行わ30 
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れづらいという点も、ガバナンス体制に変化が求められる一つの所以である。「短

期から長期へ」という点はもとより叫ばれてきたが、長期的な運用のメリットとし

てまず考えられるのは一年当たり運用コストが削減でき、それに加え短期的な運

用に比べ収益率が安定する、といったことである。一般的に投資信託のコストとし

て、①販売会社へ支払う申し込み手数料、②信託報酬、③信託財産留保額があるが、5 

①と②に関してはファンドの購入・解約時にのみ発生するもので、保有期間が長く

なるほど１年当たりの負担が小さくなる。また長期にわたって保有することで収

益のギャップが抑えられ、安定した資産形成につながることが図表５－１に示さ

れている。保有期間５年では収益率がマイナスとなっているものも見受けられる

が、２０年ではプラス収益でギャップが小さく安定している。  10 

  

 図表５－１ 投資信託の保有期間と投資収益  

 

出所：金融庁「平成２７年度版金融レポート」より抜粋  

 15 

また、長期投資だけでなく、投資対象・投資時期双方の分散も必要ではある。こ

こで前述した高橋 [1969]の投資信託における定義を再度確認する。  

⑴ 有価証券投資に関する代行機関であって、その運用には投信の専門家が危険

分散的方法を通じ、長期視点に立ってあたるものである   



41 

 

⑵ 受益者の利益確保をその第一義的目的として運営されるべきものである。   

⑶ 基準価格変動の利益と危険とが受益者に帰属するものである。  

⑴と⑵にあるように顧客本位の運用が行われるよう、運用会社のガバナンス強化

が求められる。  

 5 

5-3 販売サイド  

販売サイドの課題としては、手数料と外務員資格試験である。手数料は低下

傾向にあるがより一層の低下が望ましい。手数料によって、投資信託への参入

を鈍化させてはならないからであり、また投資信託を購入しやすくするためで

ある。投資信託販売員は外務員試験を受け合格しなければ、投資信託販売を行10 

うことができない。投資信託は投資初心者向けの金融商品であり、また 1 部の

投資信託が複雑化、高度化していくなかで適切な説明・勧誘を行えるようにす

るため、外務員試験の改良が課題と考える。  

 手数料引き下げ競争はネット証券の参入などによって激化している。手数料

引き下げは投資家にとっては非常に望ましいが投資信託を扱う販売会社や運用15 

会社にとっては収益の減少につながってしまう。収益の減少によって人件費が

削減され、優秀な人材が投資信託関連機関から離脱する可能性が高くなり投資

信託の運用が悪化してしまう可能性がある。どちらか一方を優先しすぎてしま

うことは望ましくない。そこで手数料の中でも販売手数料について注目する。

販売手数料は販売会社が投資信託を販売した際に得る手数料であり、投資信託20 

ごとに異なっている。この販売手数料が高い投資信託の提案を販売会社、特に

銀行が行っていることが伺える。提案を行っている背景には販売員の業績評価

に「収益・販売額」が関わっているためである。この業績の評価方法を顧客数

が拡大したか預かっている資産が増加したかを重視した評価方法に変化させる

必要がある。評価方法を変化させることで手数料目当ての販売を減少させ、販25 

売手数料をより引きさげることができる。  

外務員試験の改良では、現在行っている〇×の 2 択式と 5 択選択式の試験か

ら全て 5 択選択式の試験への変更と面接試験の導入を提案する。外務員は投資

信託などの金融商品を勧誘や説明を行う。投資信託は専門的な知識が必要なく、

小額からも購入できるため投資初心者が最初に購入する金融商品になりやすく、30 



42 

 

投資の世界に対しての入り口となりやすい。そのような位置づけが考えられる

投資信託は単なる金融商品の説明だけでなく、これから投資をしていく投資家

に対して金融商品の興味を引き、金融の知識の向上を促すような役割があると

もいえる。投資信託販売員の説明や勧誘はその後の投資商品に対する印象を大

きく位置づけるものと捉えることができ、重要な役割も担っている。そのため、5 

投資信託に対して知識が豊富な人物が接客に当たることが望ましく現在行われ

ている〇×の 2 択方式と 5 択選択方式から全てを 5 択選択式に変更することで

より知識を持つ人材が増加することを狙う。また、面接試験の導入により投資

についてよりわかりやすく説明できる人材を増やし、投資初心者をさらに投資

に引き付ける糸口としたい。  10 

 

終章  

 投資信託は、非常に優れた金融商品である。しかし、投資信託が家計の資産

形成手段として預金と同じ立場に立つためにはまだ先は遠い。投資信託を貯蓄

のための手段と考えるか、短期的な投資商品として考えるかで投資信託のあり15 

方は大きく変化する。家計の資産形成手段として投資信託がより活用されるた

めには短期的な考えではなく、貯蓄のための手段、長期的な手段としての考え

を広く認知させる必要がある。今後、NISA や確定拠出年金の導入によって投

資への関心をもつ者が増加することが期待できる。そのような層にとって投資

信託を貯蓄のための手段として認知させるには販売会社・運用会社の協力が不20 

可欠である。家計も与えられることをただ待つのではなく、自身の資産運用に

ついて考える機会を設ける必要がある。そして家計・販売会社・運用会社が互

いに協力し合い、日本の投資信託がより発展することに期待したい。  

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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