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第一章 日本の投資信託 
 
第一節 投資信託とは 
 投資信託はファンドとも呼ばれる金融商品のことである。投資信託協会によると投資信

託は、「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や

債券などに投資・運用する商品」と説明している。つまり私たちは投資の専門家にお金を払

うことで、金融知識が無くとも分配金が得られるということだ。（図 1 参考） 
 

 
 

図 1 出典：一般社団法人 投資信託協会 そもそも投資信託とは？ 
（https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/what/） 

 
投資信託によるメリットを大きく分けて 4 つで説明したい。 
一つ目のメリットは小額から始めることができることだ。通常、債券や株式などの金融商

品はまとまった資金が必要になる。しかし投資信託ならば一万円程度から購入可能だ。近年

ではワンコイン投資といって百円から始められるものもある。高校生でも始められる金額

だ。 
二つ目は分散投資できる点である。一つの銘柄だけに投資していた場合、企業倒産や株価

の値下がりで大きな影響を受けてしまい多大な損失を負う可能性がある。 投資信託は複数

の銘柄に資金を分けて投資をすることで値下がりなどの様々なリスクを、分散、軽減するこ

とができるのだ。 
三つ目は先に述べたように専門家によって資産運用されるため、金融知識が必要ない点

だ。 
四つ目は高い透明性がある点だ。原則として毎日、取引価格である基準価額が公表されて

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/what/
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おり、資産価値や値動きが分かりやすい金融商品である。また、決算ごとに監査法人などに

よる監査を受けているため、透明性も高いといえる。 
投資信託のデメリットに関して、上に挙げたようなメリットがある一方で、投資信託は値

動きのある株式や債券などに投資するため、基準価額は株式市場などの動向により変動す

る。したがって、投資信託には元本の保証はない。投資先の株式の価格の下落や為替の変動

により、結果として損失を被る可能性がある。リスクの許容度によってさまざまな商品があ

るが、一般的には、ハイリターンな商品ほどハイリスクであるなど、投資信託が持つリスク

もきちんと理解する必要がある。また 10 年以上続くような長期運用できる投資信託が少な

いことや、定期預金よりも手数料などコストがかかること、種類が多く選びにくいことがあ

げられる。 
  
第二節 投資信託の仕組み 
投資信託は「運用会社」で作られ、証券会社・銀行行・郵便局などの「販売会社」を通し

て販売される。投資家は上記の金融機関を通じて投資信託を買うことができる。投資家から

集められた資金は、「信託銀行」で保管される。この時点で、信託銀行は投資家から集めた

資金を自社の資金と分けて管理しているため、信託銀行が倒産したとしても投資家の資金

に影響は出ない仕組みになっている。「運用会社」は経済・金融情勢などデータを収集・分

析し、投資家から集めた資金でどの株を買うか、どのように運用するかを判断し、「信託銀

行」に売買の指示をする。この指示を受けた「信託銀行」は投資信託の売買を実行する。投

資信託は、販売･運用･資産の保管などの業務を行う、それぞれ専門の機関が役割を果たすこ

とで成り立つ金融商品となっている。 

 

図 2 出典：一般社団法人 投資信託協会 投資信託の仕組み 
（https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/） 

 
 

 

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/
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引用）信託協会 https://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/more/classification.html 
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第 3節 現状 

最近「貯蓄から投資へ」という言葉をよく聞く。投資信託協会によると「大切なお金を低金

利の預貯金に眠らせるのではなく、元手として積極的に働かせる努力が必要になってきた」

としている。背景に、日本は投資よりも貯蓄という観点の資産形成を重視している点がある。

それは、自分で資金を運用できるような知識やノウハウがないために、投資という選択をで

きないのだ。米国では NPOなどの様々な機関が、金融教育を率先して行っており、少なから

ず、日本でも中学・高校から投資を学んでいれば、今後の人生の助け舟になるのは間違いな

い。投資というものはリターンが高いため、老後になって日本と米国を比べると、投資信託

を行ってきた者の満足度は非常に高いと予測される。つまり金融リテラシーは問題点の 

 

第 4節 投資信託の歴史 

投資信託の発祥はイギリスの産業革命やナポレオン戦争まで遡る。イギリスの産業革命は

1770 年に始まって、1830 年代には終わっていたと言われている。 
国内の資本の本源的蓄積は他のヨーロッパ諸国に比べて格段に進んで、過剰傾向が強まっ

て金利は低下していったよう。またヨーロッパ大陸は、ナポレオン戦争による疲弊の中、戦

後の復興需要が高かった。アメリカも鉄道や道路、通信、通信、ガスといった社会インフラ

整備、いわば第一次産業革命のために資金需要が強かった。ここからわかることはこの時か

ら資金需要は高かったのかと推測できる。恐慌からの発明で小口投資家の知恵として、みん

なで一緒に投資する仕組みが編み出され。そして一般的に言われている世界初の投資信託

は、1868 年にイギリスで誕生した投資信託である。また、いくつか読んでみると投資信託

の誕生には諸説があるらしい。いずれにしても要約すると調査する術や時間を持たない

人々が、小口の資金でいかに安定的に増やすかという発想から自然に生まれたのが投資信

託だと考える。 
日本で投資信託法ができたのは昭和 26 年である。日本の投資信託の前身と言われている

のが、昭和 12 年に発足していたよう。それは民法上の組合で組合員かえら資金を集めて有

価証券に投資して運用し、その結果の利益を分配するといったものであった。ただ、実際の

運営は、証券会社が行っていたことから、信託上の疑問が生じ、昭和 15 年に解散したとの

こと。この頃から株式市場は国際政局の悪化、統制強化なので不振となった。 
証券業界は戦時体制下における業務発展を考え、政府は戦争遂行のための国債の消化など

を考えていた。そのような環境下、わが国における投資信託の実現の気運が高まり、投資信

託に関する研究が行われた。その翌年に設立された投資信託が、日本で初の投資信託といわ

れている。その後、昭和 17 年に、5 つの証券会社がそれぞれ証券信託業務を開始したとの

こと。商品は法律的には民法、信託法および信託業法を根拠とした特定金銭信託であった。 
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第三章 日本と諸外国の比較 
・諸外国と比較した家計の金融資産構成 
日本人は「現金・預金好き」といる。2017 年 9 月時点の個人金融資産に占める「現金・預

金」の比率は 51.1％。米国が 13.7％(2015 年末)、英国が 24.4％(同)と比較して、その比率

の高さが際立っている。この結果、米国の家計金融資産が 1995 年から 20 年あまりで 3.11
倍、英国で 2.27 倍に拡大したことに対し、日本は同じ期間で 1.47 倍と、日本の家計資産の

成長が極めて限定的になっていることがわかる。 
 
 
 
 
第二章 信託事業におけるフィデューシャリー・デューティー 
第一節 フィデューシャリー・デューティーとは 
金融庁は「フィデューシャリー・デューティー (Fiduciary duty) 」のことを「他者の信

認を得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々な役割・責任の総称」と定義

している。金融庁は、金融機関と一般顧客の間に情報格差が発生しやすい現状を鑑み、なる

べく情報格差を減らし、安心して投資・資産運用ができる環境作りをすることを求めている、

と解釈して良いだろう。 
フィデューシャリー・デューティーとは、金融庁が提示した「平成 26事務年度金融モニ

タリング基本方針（監督・検査基本方針）」の重要施策である「資産の高度化」の一つとし

てあげられた用語である。「家計や年金、機関投資家が運用する多額の資産が、それぞれの

資金の性格や資産保有者のニーズに即して適切に運用されることが重要である。このため、

商品開発、販売、運用、資産管理それぞれに携わる金融機関がその役割・責任（フィデュー

シャリー・デューティー）を実際に果たすことが求められる。」とある。今の時代までに金

融機関の役割や責任を再確認するという事は、金融機関と顧客との間での認識に違いがあ

ったと言えるだろう。フィデューシャリー・デューティーに関する注釈は、「他者の信認を

得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々な役割・責任の総称」とある。ま

た、金融庁が、国民の安定的な資産形成に向けた取組みや市場・取引所を巡る制度整備など

について、検討及び審議を行う市場ワーキング・グループをもとに、「顧客本位の業務運営

に関する原則（案）」を出し顧客本位の業務運営に努めることを重要とし、フィデューシャ

リー・デューティーが出された。金融会社の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、投資者を守るための取組みが進められてき

たが、一方で、これらが最低水準となり、金融事業者による形式的・定型的な対応を進行し

てきた。本来は、金融事業者が自らに創意工夫し、効率よい方法を目指し顧客本位の良質な

金融商品・サービスの提供を競い合い、より良い取組みを行う金融事業者が顧客により選択

されていく仕組みが望ましいとする。そのためには、従来のルールベースでの対応を重ねる
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のではなく、プリンシプルベースのアプローチを用いることが有効であるとされる。具体的

には、顧客本位の業務運営に関する原則を策定し、金融事業者に受け入れを呼びかけ、金融

事業者が、原則を踏まえ何が顧客のためになるかを真剣に考え、より良い金融商品・サービ

スの提供を競い合うよう促していくことが大切である。 

英国では、フィデューシャリー・デューティーの考え方は、2012 年 7 月に公表した、英国

株式市場の構造的問題、上場企業行動、コーポレート・ガバナンスについて調査・分析レポ

ートをしたケイ・レビュー（The Kay Review、2012年）（ジョン・ケイ教授のレポート）で

示されている。金融審議会「市場ワーキング・グループ」（第３回）議事録には「インベス

トメント・チェーンの全参加者が、顧客との関係において fiduciary standardsを遵守すべ

きであるとされ、その中身としては、顧客の利益を最優先すること、利益相反状態を避ける

べきことなどが掲げられている。それを踏まえて、提言として、欧州連合及び各国の規制当

局は、他人の投資に関する裁量権を持ち、または投資の意思決定に関し助言を行うインベス

トメント・チェーンの全関係者に fiduciary standards を適用すべきといった提言がなさ

れている。」とある。投資信託におけるフィデューシャリー・デューティーは、資産の運用

に携わる者が負う責任(受託者責任)や、投資信託委託業者が投資信託の受益者や投資法人

のために忠実に資産の運用に係る業務を行わなければならないとする義務(忠実義務)と、

投資信託委託会社が受益者に対して、「※善良なる管理者として負う義務」(善管注意義務)

などがある。 

 

・日本と諸外国とのフィデューシャリー・デューティーの比較 

［日本］ 

金融庁は 2015年 9月に公表した行政方針により、フィデューシャリー・デューティーの

考えが金融事業者に広まった。このような考えが求められる背景には、銀行員が顧客の利益

ではなく自社の利益を優先させて販売手数料の高い投資商品を販売することや、同じ金融

グループの利益を考え、信託報酬の高い投資信託を販売することなど、顧客の利益を優先し

ていないという実態が存在していることがあげられる。金融機関が投資商品を扱うとき、金

融機関の利益は販売手数料であることから、顧客に有益なものではなく、企業の利益を最大

化するために、手数料が高い商品を進めているのだ。手数料を稼ぐため投資信託を短期で解

約させて、別の投資信託を購入させる場合や、複雑な商品が目立つこともあげられる、金融

の自由化による金融持ち株会社が、銀行や信託銀行、保険会社などを同じ金融グループに統

合して、グループ会社の利益を増大させるために、投資商品を売っているのである。そこで、

金融庁は、顧客が不利益になる行為を抑えようと打ち出したのが、フィデューシャリー・デ

ューティーである。［貯蓄から投資へ］という方針を進めている中で、運用会社などは顧客

のニーズに沿った商品を開発して、販売側は商品のリスクや手数料について明確に顧客に

示すことが必要である。金融機関では第三者委員会を設けて商品内容などを確認する動き

が広がり、大手金融グループ内の運用部門を整理・統合する流れも生まれた。運用資産を取
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り崩して分配金に回すことも多い「毎月分配型投信」の販売も減った。 

［欧州・諸外国］ 

 日本でフィデューシャリー・デューティーの検討がなされている中で、諸外国ではフィデ

ューシャリー・デューティーの徹底化に向けた制度改正に動いている。英国では、2012 年

12 月に導入されたリテール投資商品販売制度改革の中で、販売会社が商品の提供者から委

託手数料を受領することが全面的に禁止され、受領できるのは投資家から投資家から直接

支払われる手数料に限定するとした。これは、販売会社が顧客にとって適切な商品ではなく、

自らが受け取る委託手数料が大きい商品を勧められているのではないかという疑問を払拭

し、販売会社にフィデューシャリー・デューティーを徹底することを狙いとするものである。 

ＥＵでも、2014 年 6 月に公布された第 2 次金融商品市場指令により、独立した投資アドバ

イスを行う事業者が運用会社をはじめとする第三者からの委託手数料を受け取ることが禁

止されるほか、費用や手数料を明らかにすることなどが行われる。欧州では、フィデューシ

ャリー・デューティーの徹底に向けた制度改正などが行われているのに対して、米国では証

券取引委員会と労働者がフィデューシャリー・ディーティーに関する規定について、別々に

検討を進めている段階だ。活発な議論は現在でも続いている。 
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第三章 日本と諸外国の比較 
第一節 諸外国と比較した家計の金融資産構成 
日本人は「現金・預金好き」という。2017 年 9 月時点の個人金融資産に占める「現金・預

金」の比率は 51.1％。米国が 13.7％(2015 年末)、英国が 24.4％(同)と比較して、その比率

の高さが際立っている。この結果、米国の家計金融資産が 1995 年から 20 年あまりで 3.11
倍、英国で 2.27 倍に拡大したことに対し、日本は同じ期間で 1.47 倍と、日本の家計資産の

成長が極めて限定的になっていることがわかる。（図 3） 

 
図 3 2017 年 9 月時点の個人金融資産 筆者作成 
 
実際に、米国と日本の家計金融資産の構成を見てみると、その違いは明らかだ。日本では家

計金融資産の 51.7％を現金・預金が占め、株式等の運用資産の割合（間接保有を含む株式・

投資信託投資割合）は 18.6％に過ぎないが、米国は現金・預金は 13.7％しかなく、運用資

産の割合が 46.2％になります。約 20 年前と比べると、日本でも運用資産の割合は高まって

きているが、依然として日本は、金融資産の過半を現金・預金という「運用しない資産」が

占めていうことがわかる。 
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第二節 家計の資産形成の促進に向けた政策対応 

米国では、税制優遇(IRA 等）などの政策対応によりバランスのとれたポートフォリオが実

現したことで金融資産も大きく増加。英国でも、NISA のモデルとなった ISA が導入・恒久

化され、投資額が増加（15年末の株式型 ISA残高：約 44兆円）。 

その結果、例えば米国では財産所得が家計所得に大きく貢献する姿が実現（勤労所得と財産

所得の比は、米国の３：１に対して、日本では８：１）。よって家計における資産形成を促

すためには、政策的な後押しが必要だとわかる。日本は積立 NISA、実践的な投資教育、金

融機関の顧客本位の業務運営の確立・定着等を総合的に推進するべきだ。 

 

何故日本では「貯蓄から投資へ」が広く浸透していかないのか 

日本全体の各家庭に存在している金融資産が総額1764兆円もあると言うデータには驚かさ

れるが、株式や投資信託の評価額に関して見れば、株式相場の下落の影響を受けて減少傾

向にあるようだ。しかしながら、16．6％減の株式（144兆円）と11．7％減の投資信託

（87兆円）に対して、現金・預金（920兆円）は1．2％も増加している。 

そしてこれらを全体の構成比率に換算すると、現金・預金が52％、保険・年金が30％、株

式・投資信託が15％、さらに残ったその他の3％と言う結果が現れる。 

一方、これがアメリカであった場合、現金・預金は14％、保険・年金は31％、株式・投資
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信託は29％、そしてその他の26％と言う結果に変わる（2015年度時点：平成28年9月金融

庁金融レポート参照）。 

 

 

つまり、日本は現金・預金の比率が他と比べて高い国であると言える。 

 実際のところ、アメリカでは家計資産の大半を投資に費やしている為、それに対する配

当やキャピタルゲインなどの財産所得が家計のおよそ3分の1にも上る。反面、日本の家庭

に於ける財産所得は勤労所得の約8分の1に留まっている。この原因の一つには、銀行にお

金を預けていても利子が付きにくいと言うことが挙げられる。 

 

52

30

15

3

日本の家庭の資産分布

現金・預金 保険・年金 株式・投資信託 その他

14

31

29

26

米国の家庭の資産分布

現金・預金 保険・年金 株式・投資信託 その他
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ではどうして日本人は投資と言う選択をしないのか？ 

20歳代・・・189万円 

30歳代・・・494万円 

40歳代・・・594万円 

50歳代・・・1，325万円 

60歳代・・・1，664万円 

70歳以上・・・1，618万円 

 （「家計の金融行動に関する世論調査（2人以上世帯）」2015年11月5日公表より） 

 

これを参照すると、金融資産の実に8割近くが、50歳以上のシニア世代によって保有され

ていると分かる。この現象は「高齢化による人口構成の変化」と、「家計の資産形成の大

部分が退職金に依存していたこと」が主な理由である。 

要するに、長期間にわたって少しずつ資産を形成していくのではなく、退職金や遺産相

続、保険の満期金などによって、50代後半から60代にかけての間に、一足飛びに金融資産

が形成されるのが、日本に於ける一般的な流れなのだ。 

家計金融資産の8割近くを保有するシニア世代にリスクを感じさせずに、「貯蓄から投資

へ」の社会へと移行させるには、まず株式市場の長期的な安定成長が必要になる。 

 魅力的な市場を作り、安定した投資環境を持続的に整えていくこと、これこそが足踏みば

かりの「貯蓄から投資へ」を現実の日本経済の歩みとして未来に進めていく最大の鍵と言え

る。 

 

 

 

189

494
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1325

1664

1618

年代別資産
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第四章 投資信託に求められる金融リテラシー 

第一節 金融リテラシーとは 

金融リテラシーとは、日々の家計管理や資産形成、金融取引や保険、金利やローンの知識な

ど、お金と上手に付き合うために必要な知識や判断力のこと。経済的に自立した生活を送る

８０年代生まれの世代にとっても当然ながら必須の生活スキルといえる。金融リテラシー

は年齢に比例して増加する。 

 

 

 

 
 
出典︓金融広報中央委員会「金融リテラシー調査（2016） 
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また、同じ正誤問題の正答率を年齢層別に見ると、学生を含む 18 歳〜29 歳で最も低く、

年齢が上がるにつれて高くなり、60代でピークを迎えている（図 2）。これは、家族ができ

て貯蓄を考えるようになったり、実際に車や家を購入する際にローンを組んだり、年齢を重

ねるうちに自ずとお金に対する知識や経験が増えるためと想定される。 
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第五章 今後望ましい投資信託のあり方 
長期投資が企業の業績に投資するものだと考えるならば、短期投資は株価の値動きに投

資すると考えるのが正しいと考える。どれだけ業績の良い株でも、日経平均株価が暴落すれ

ば足を引っ張られて株価が下がる。また、どれだけ業績が良い株でも、すでに株価が上がり

すぎていれば決算発表で投資家の期待に答えられず暴落する可能性は十分ある。つまり、業

績が良い株は必ず上がるわけではなく、あくまでも株価は「美人投票」によって形成される

ので「みんなが株買うが上がる」というのが正しい。業績を予想することが、調査によって

バーゲンの内容や日程をチェックものだとすれば、値動きに対して投資することは、バーゲ

ンのチラシを見て多くの人と一緒にバーゲンに参加してお宝アイテムをゲットするという

感じでろうか。 

短期投資にはメリットが大きく２つある。1つめは事前のリサーチがいらないことだ。も

ちろん、前日の値上がりランキングや企業の決算発表など「値動きが大きくなりそうな銘柄」

にアテを付ける程度のリサーチは必要だ。しかし、決算書を読みこんだり、企業の IRに問

い合わせたりして時間をかけてリサーチすることは、短期投資には必要はない。２つめは値

動きさえあればいつでも利益のチャンスが得られることだ。長期投資は日経平均株価が暴

落している過程では利益が出しにくいが短期投資であれば短期間のリバウンド狙いや空売

りを利用して稼ぐことができろ。株価の動きがどうであれ、大きな値動きさえあれば利益が

出せるのは、大きなメリットです。 

しかし短期投資のデメリットもある。 

売買手数料（売買コスト）がかかってしまうことだ。 

短期投資は短期間で売買を行うため、売買が繰り返されることになります。そのため、一定

の期間あたりの売買回数が増えるため、売買手数料（売買コスト）がかかりやすくなります。

利益を上げることができても、相場の変動が小さく、利益の幅が小さい場合には売買手数料

や税金などが相対的に重い負担になり、ほとんど儲からないような場合もある。さらに、 

相場を常に追う必要があり時間がないとできない。 

短期投資は短期間で売買を行うため、買い場や売り場を探すため、相場動向を常にチェック

しなければいけない。また、値動きが少ない相場に弱いということだ。 

短期投資で、オプション取引など価格が変動しなくても設けられるような手法を用いない

場合には、値動きが少ない相場は利益を上げづらくなるだろう。 

値動きがあまりない場合には短期間で売買を繰り返すと売買手数料（コスト）がかさんでし

まい、手数料だけで損失が膨らんでしまうような状況になることもあります。 

また、投資信託への投資は長期が望ましいといわれているがなぜ長期投資が良いかメリ

ットが大きく３つある。1つ目は 1年当たりコストを下げられる 

投資信託のコストとして、①ファンド購入時に販売会社に支払う申込手数料②毎年の信託

報酬（ファンド財産の運用・保管・投資家サービス等に対する報酬で毎日ファンド資産から

引き落とされる）、③換金時に支払うファンド繰入金（「信託財産留保額」と呼ばれている）
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があります。 

これらを合計して、保有期間に応じ１年当たりのコストを計算しますと図表 1 のように

なります（申込手数料 3%、毎年の信託報酬 1%、信託財産留保額 0.3%の例で計算した）。申

込手数料や信託財産留保額は、申し込み時または換金時にそれぞれ 1 回だけ支払うコスト

ですから、保有期間が長くなれば１年当り負担率が下がります。したがって信託報酬を加え

た合計コストも、保有期間が長くなれば 1年当たり負担率が下がるわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/specialist/vol_03/ 

 

２つ目は収益が安定することだ。 

証券に長期投資すると、短期投資に比べ収益のフレ具合が小さくなり安定的収益を得ら

れます。フレの大きい証券である株式の例で見ましょう。図表 2は、過去 40年間について

東京証券取引所 1部上場銘柄全体の投資収益（年当たり）を投資期間別に見たものです。 

1 年投資の場合は最高 72.1％、最低（－）24.8％ですから、その開きは 96.9％にも及ん

でいます。それが 10 年投資では最高 22.8％、最低（－）3.5％の開きに縮まります。そし

て 20年投資では最高 20.5％に対し最低でも 4.4％のプラス（バブル崩壊後の株価暴落を挟
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んでもプラスの投資実績）で最高と最低の開きは 16.1％となり、さらに 30年保有すると最

高 12.8％、最低 6.8％ですから開きはわずか 6.0％となっています。長期になるほど収益が

安定化しているわけです。 

株式中心に投資する株式投資信託の場合もこれと似たような傾向になることが想定され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つ目は短期売買の失敗を防げる 

 

市況の動きを正確に予測できるという人は、長期投資ではなく売り買いにより値ザヤを

とろうとするかもしれません。しかし実際にはなかなか困難で、むしろ「高値で買って安値

で売る」ことになりかねません。 

株式投資の格言に「"もう"は"まだ"なり、"まだ"は"もう"なり」というのがあります。も

う底値だろうと思って買ったらまだ下がる、反対にまだ下がるだろうと買い控えていたら

もう上がり始めていた、といったことがよくある。つまり、相場の高安は後になってみない
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と分からないといっているのです。 

アメリカでは「短期売買は難しい。なぜなら"買い時"だけでなく"売り時"も当てなくては成

功しない。二つとも当てるのは困難だ」という人もいます。 

以上のように、コスト、収益実績、市況予想の難しさなどから考えて、平均的には長期投資

の方がより良い成果を期待できるといえるでしょう。 

しかしながら長期投資のデメリットもある。 

①利益がすぐに得られない 

当たり前のことですが長期投資は 10年、20年、30年と期間を決めて行う投資方法です。 

実際に利益が得られるのは数年先になります。 

長期投資では購入したファンドが短期的に値上がりした場合でも、 極端な値上がりでなけ

れば保有することを選びます。 

将来的なインデックスファンドの成長を見込んでの投資であり数週間という短期的での成

長は、ほとんどありえません。 

ですから、長期投資を行う際、利益を得られるのは 10年、20年先をイメージする必要があ

ります。 

②運用コストが大きくなる 

投資信託やロボアドバイザー等で長期投資を行った場合は 投資商品を保有しているだけ

でコストが発生します。実際の運用はファンドが行うため 「運用管理費」や｢手数料｣とい

った費用が発生します。 

運用コストも含めた運用益を期待できる商品を選定しないと値上がり益はあっても収支が

マイナスになることもあります。 

配当が受け取れるファンド等は、元金から配当が支払われる場合もあります。 

ファンド選びが重要になりますが言ってしまえば ETF を購入して毎月買い続けることによ

って手数料を安く済ませることができるでしょう。 

③ファンド選びで失敗するとお金と時間のロスが大きい 

長期投資の場合、結果が分かるまでに時間がかかるため最終的に損切りで終わるとその投

資資金だけでなく、それまでの多くの時間を無駄にしてしまいます。 

＊長期投資の場合は損切りをせずに買い続けることです。 

そのため、値下がりしたファンドを「いつか上がるはず」と保有していても、 

10年経っても上がらずに終わった場合は、10年もの年月と資金を無駄にすることになりま

す。 

以上が長期投資のデメリットである。 
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