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はじめに  

日本はこれまで「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと様々な対策を講

じてきた。このスローガンが打ち出されてから 17 年ほどになるが、個人の金融

資産総額は増大しているのにも関わらず、依然としてその内訳は現金・預金が

50％以上を占め、リスク性資産による保有割合は極めて低い。政府は保有資産5 

を投資へ促す目的から超低金利政策を講じているが、現預金から投資への流れ

は未だ確立されていない。このように、「貯蓄から投資へ」というスローガン

が十分に定着しなかったことから、政府は 2016 年頃から「貯蓄から資産形成へ」

に転換した。  

少子高齢化が進み、国民年金などの社会保障制度の維持が難しくなってきて10 

いる現在、国民と、政府、資産運用業界の 3 者それぞれが国民の安定的な資産

形成について真摯に考え、対策を講じていかなければならない。  

様々なリスク性資産が存在する中でも、資産運用を専門家に委託でき、知識

の少ない個人投資家でも比較的容易に扱うことができる投資信託は、家計の安

定的な資産形成手段の 1 つとして適切であると考える。  15 

諸外国に目を向けると、米国では確定拠出年金 401k プランの普及とともに投

資信託による運用が浸透し、英国においても個人貯蓄勘定 ISA により投資信託

が家計の資産形成手段として定着している。諸外国との比較からも分かる通り、

日本も投資信託を国民の家計の資産形成手段として定着させる必要がある。  

そこで本論文におき、日本の投資信託の現状や諸外国との比較を通じ問題点20 

を考察することで、投資信託を家計の安定的な資産形成手段として定着させる

ための方策を示す。  

本論文の構成は以下の通りである。まず、第 1 章では、投資信託の仕組み、

形態や歴史を確認し、そこからわかる投資信託の意義を述べる。第２章では、

現行の投資信託の諸制度と、近年注目が集まるフィンテックについて確認する。25 

第３章では、世界一の投資王国と言われているアメリカや金融先進国であるイ

ギリスとの違いを、構造、制度、金融リテラシーの３つの観点から比較し、考

察する。第４章では、日本の投資信託の現状と課題を述べる。第５章では、こ

れまでの章の内容を踏まえ、投資信託を家計の安定的な資産形成手段として定

着させるための方策を示す。  30 
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第1章  投資信託とは  

第１節  投資信託の仕組み  

投資信託とは、「複数の投資家から集めたお金をひとつの大きな資金（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・運用する商品で、

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」5 

のことである。 1 

この節では、投資信託の基礎的な仕組みについて述べる。投資信託は、投資

信託販売会社、信託銀行、運用会社、投資家の４者の関係において成り立つ。  

 

図１ 投資信託のしくみ  10 

出典：投資信託協会 HP「投資信託の仕組み」  

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/ 

 

①  運用会社（委託者）  15 

運用会社の主な業務はファンドの運用である。企画立案から各種リサーチ、

基準価格の計算等、投資信託を運用するために必要なことを行なっている。し

かし信託財産の保管は信託銀行が行なっており、この仕組みによってもし運用

会社が倒産しても購入者の財産が守られるようになっている。  

                                                   
1 投資信託協会 HP より引用 https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/what/  
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 日本の投資信託運用業務は、高度な専門的能力や信用力が求められるという

考えから免許制であったが、競争原理を導入すべきという意見により 1998 年投

信法の改正で認可制に移行された。そして 2007 年、金融商品取引法が施行され、

投資信託運用業務は登録制となり、規制緩和が行われた。その影響もあってか

2014 年には日本国内の運用会社は約 70 社にも及ぶようになる 2。その内訳は大5 

きく国内証券会社系・国内銀行系・国内保険会社系・外資系・独立系と分けら

れ、中でも主要なものはほとんど金融機関系列である。日本の運用会社の特徴

として、証券会社の親会社から派生して子会社が生まれるということが見られ、

そのため親会社の意向に沿った売りやすい商品が大量生産されることで、ファ

ンドが短命に終わるという傾向が生じている。運用会社において、この親会社10 

子会社問題が改善すれば、日本の投資信託状況はより良い商品の開発に貢献で

きるであろうと見られている。  

 

②  信託銀行（受託者）  

日本では、高度な専門的知識と経験を持つ運用会社に運用指図権を持たせて15 

いることにより、信託銀行の主な業務はその指図に従って信託財産の管理・処

分を行うという受動的なものである。  

注意しなくてはならない点が、信託財産の名義は運用会社であるが、運用会

社は自己の固有財産と信託財産を必ず分別して管理しなければならないという

ことである。この仕組みによりもし運用会社が倒産しても、分別管理されてい20 

る信託財産は差し押さえの対象にならないため、安全に守られるという訳であ

る。 

又、投信法により信託銀行は信託会社又は信託業務を営む金融機関でなけれ

ばならないとされているが、現在は主に銀行が行なっているため、受託銀行と

呼ばれることが多い。  25 

 

 

 

                                                   
2 『 [入門 ]投資信託のしくみ』 p53 より  
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③  販売会社  

証券会社及び登録金融期間を、販売会社と呼ぶ。これらは運用会社と契約して

投資信託受益証券を募集・販売し、買付金・契約金・償還金・分配金の受渡窓

口としての役割を持つ。投資信託の運用には関与していないが、これらの業務

にあたって投資信託の購入手数料、運用管理費用のうちの代行手数料分を受け5 

取っている。登録金融機関とは、金商法 33 条の 2 において「これに基づいて登

録することにより投資証券を販売できる金融機関」とされており、現在では証

券会社・銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行・労働金庫・保険会社など、

多岐にわたる。上記の証券会社以外のものをまとめて銀行等登録金融機関とす

ると、販売金融機関別の投資信託純資産残高は、証券会社（約 54 兆）・銀行等10 

登録金融機関（約 28 兆）・直販（約 5422 億）となり、圧倒的に証券会社の割合

が多いと分かる 3。 

 

第２節 投資信託の形態と種類  

この節では投資信託の形態と種類について述べていく。投資信託には細かく15 

様々な形態があるが、その中でも大きな分類である①契約型と会社型②オープ

ン・エンド型とクローズド・エンド型③単位型と追加型について詳しく説明す

る。（図２）  

図２ 投資信託の類型  

出典：『投資信託のしくみがわかる本』 p112 より筆者作成  20 

                                                   
3 『 [入門 ]投資信託の仕組み』p57 より引用  
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①  契約型と会社型  

まず、設立形態により、投資信託は『契約型投資信託』と『会社型投資信託』

に分類される。  

『契約型投資信託』は、委託者と受託者により信託契約を締結し、その契約に

従ってファンドが設立されるためこう呼ばれる。設立した信託財産は委託者の5 

指示により運用され、受益権を受益証券という有価証券の形態で発行して投資

家に取得させる。これまでの日本の投資信託は全て契約型であった。  

対して『会社型投資信託』は、株式会社として基金が設立される仕組みであ

る。委託者・受託者・投資家の３者から構成される『契約型投資信託』に対し、

会社型では、投資活動を行う会社と株主（投資家）の２者から構成される。一10 

般の事業会社と同じように投資法人が株主総会を開催し、今後の運用方針等の

情報を開示するため、株主は会社運営への直接的関わりが可能となる。ただし

一般の事業法人と異なるのが、一般の場合法人の収益から法人税が差し引かれ

て残りを配当金に回すが、投資法人の場合その収益の 90%以上を分配金に回す

という前提のもと法人税が免除されているということである。又、会社型と契15 

約型では設立根拠が『信託法』と『会社法』で異なるため、信託財産の運営の

面で、契約型は信託契約に従う、会社型は定款に従う、という違いが出てくる。  

 

②  オープン・エンド型とクローズド・エンド型  

主な分類基準は、発行証券（受益証券・株式）の買い戻しが可能かどうか、20 

ファンドの追加が可能かどうかの二点である。投資家が買い戻しを希望する場

合、オープン・エンド型では買い戻し請求時の１株あたりの純資産価額で発行

証券を買い戻すことが可能である。それに対しクローズド・エンド型ではファ

ンドの買い戻しは行われず、証券取引所などで市場価格により売買される。又

投資家がファンドの追加を希望する場合、オープン・エンド型では資金を追加25 

し新しい証券を発行することが可能であるが、クローズド・エンド型では増資

して新株を買うことは不可能であるため、市場で既発行証券を買う。クローズ

ド・エンド型では、買い戻しを希望する場合も追加を希望する場合も市場で取

引する必要があるが、市場での価格はその需給関係によって決定されるため、

必ずしも投資信託１株あたりの純資産価額と一致しない。通常は、市場価格の30 
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方が安いいわゆるディスカウント状態となっている。このようにクローズド・

エンド型に比べてオープン・エンド型には価値と価格の不一致が生まれないと

いう利点がある。又、いつでも時価に基づく純資産額で追加や買い戻しができ

ることにより、株価の上がり下がりが激しい株式への直接投資よりもリスクが

少ないという利点もあり、現在世界ではオープン・エンド投資信託が主流とな5 

っている。しかしデメリットもあり、一番はコストが高いということである。

販売手数料や運用・管理費用がクローズド・エンド型に比べてかなり高い。又、

買い戻しが可能なことにより、それに備えて流動性の高い資産を保有しなけれ

ばならないというように、資金量の変動に起因する制約も大きい。  

 10 

③  単位型と追加型  

あらかじめ定められた日時の募集以降に追加で新しく資金を買い付けること

を設定と呼ぶ。単位型と追加型の違いはこの資金調達方法であり、当初の設定

以外には追加で設定を行わないものを単位型、追加設定を行うものを追加型と

言う。  15 

単位型の場合、設定時の募集以降は新しい資金が流入してこない一方解約の

みが行われるため、元本は減少していく。また、運用実績の様子を見て購入を

決められないなど、運用面において困難な要素を持つが、1980 年代バブル崩壊

までは日本では単位型が主流であった。それは、当時の株式市場が右肩上がり

だったためリスクを無視していたことが理由として挙げられる。実際昭和 4020 

年証券不況期には、解約急増により運用困難に陥った。そのような事態を起こ

さぬよう、現在ではほとんどのファンドが、資金流出を抑えるため、クローズ

ド期間という中途解約に応じない期間を設定している。また、株価指数先物取

引やオプション取引といったリスクヘッジをかけた「リスク限定型ファンド」

が新規設定されている。単位型のメリットとしては、受益証券を一定のまとま25 

った価格で募集できるということが挙げられる。追加型における追加設定は設

定日の基準価額で取引されるため、販売価額に変動が生じる。この点では単位

型の方が取引しやすい。  

追加型は、設定後も追加設定が可能であり、また解約も常に受け付けている

投資信託である。単位型では上記のように元本が減少し続ける一方、追加型は30 
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新しい資金の流入してくるため解約による資金の減少が緩和され変動が少なく、

運用しやすいと言える。また、追加購入が可能なことにより過去の運用実績の

様子から判断してファンドを購入することも出来る。こうした利点も多いこと

から近年は追加型投資信託が主流となっているが、設定時期による販売価格変

動は運用が困難となる要素でもある。また、追加が可能なためクローズド期間5 

を設けないファンドもあるが、そのようなファンドでは運用を始めてすぐに解

約され、安定した運用が行われない場合も多い。不安定に資金流出が続くこと

により償還日前に繰り上げて償還されてしまうファンドもある。  

 

第３節 日本の投資信託の歴史  10 

この節では、「投資信託の始まり」「再開から証券恐慌まで」「回復からバブル

期まで」「バブル崩壊から現在まで」に分けて日本の投資信託の歴史を見ていく。

並行してその時代に生まれた投資信託の商品についても触れる。  

 

・投資信託の始まり  15 

日本における初めての投資信託に関しては諸説あるが、ここでは 1937 年に設

立した「藤本有価証券投資組合」を紹介したい。これは藤本ビル・ブローカー

が設立し、イギリスのユニット・トラストの制度を採用したものである。安全

な資産増加を目的として行われ、1940 年中止までの 3 年間でユニット数 127 本、

資金総額 1270 万の実績を残す。しかし、運営方法に対して『信託業法』に反す20 

るという批判が殺到し、 3 年間で中止となってしまった。  

この藤本有価証券投資組合を契機に、日本の投資信託は発展し始める。 1941

年、野村證券を委託者、野村信託を受託者とする投資信託が設立された。これ

は投資信託の特徴を完全に備えているものであったが、当時信託法はまだ存在

しないため、民法や信託法、信託業法を規定としていたところは現在と異なっ25 

ている。なぜ太平洋戦争が勃発する波乱の中この年に投資信託が設定されたか

というと、それは投資信託が国策として利用されていたからである。国際情勢

が悪化し株式市場も停滞していた状況で、投資信託が株価維持策の一案として

設立された。こうして戦争の中芽生えた投資信託であったが、終戦による影響

は大きく、本来の期間では償還できない現象が起きたため、 2 年間の償還延長30 
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が行われた。その後 1945 年に閉鎖された証券取引所が 1949 年に再開したこと

もあり 1950 年には全ユニット償還し終えたが、それでも全体の 3 割は元本割れ

での償還となった。  

 

・再開から証券恐慌まで  5 

終戦による打撃を受けた投資信託であったが、1951 年 6 月 4 日『証券投資信

託法』の公布、施行によって完全再開となる。前述のようにそれまで民法や信

託法、信託業法の規定で補う形を取っていたため、独立した特別法が施行され

たのは大きな進歩であった。また、この再開の裏にも国策としての投資信託と

いう特徴が隠れている。当時日本は、財閥解体や財産税の物納などにより供給10 

過剰の状態にあった。そこで、停滞する株式市場に一般大衆の資金を導入し株

式の受給を改善しようと、証券投資信託法が整備されたのである。  

再開後好況による株価上昇なので順調に進んでいたが、1954 年の不況により

元本割れが続出、 2 回目の償還延長が行われる次第となった。その後は神武景

気、岩戸景気を背景に急成長し、純資産は 1955 年の 686 億から 1962 年の 1 兆15 

2379 億円へと、18 倍にも増大した。  

この頃の投資信託は、ほとんどが単位型、残りが追加型、公社債投信、とい

う内訳であった。単位型、追加型の違いについては第３節③で説明した通りで

ある。単位型は 1951 年、追加型は遅れて 1952 年に発足した。単位型が多かっ

た理由については、投資に馴染みがなく預貯金に慣れていた当時の人々にとっ20 

て、日々購入価額が変動する追加型よりも一定の単位型の方が安心感を持てた

からだと思われる。公社債投資信託とは、国債や普通社債などの公社債を主要

投資対象とする投資信託であり、 41961 年に発足した直後、金融引き締め政策

によって解約が続出した。このように 1963 年頃から株式市場は不振となり、株

価も大幅に下落。 1965 年から 67 年に渡り償還延長せざるを得ない投信が続出25 

し、いわゆる証券恐慌を迎えた。  

 

 

                                                   
4 『投資信託のしくみがわかる本』 p127 より引用  
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・回復からバブル期まで  

証券不況によってどん底に陥った日本の投資信託であったが、この不況時の

経験をもとに 1967 年、証券投資信託法の改正が行われ、また、1965 年 10 月か

ら 1970年 7月にかけてのいざなぎ景気の影響もあり、株式市場は好転していく。

この発展期の中心となったのは、単位型株式投信と公社債投信である。単位型5 

については、1970 年、運用の効率化を目的に「ファミリー・ファンド方式」が

制度化された。これは、株式や公社債の運用を無期限のマザー・ファンドが行

い、そのマザー・ファンドの受益証券を有期限のベビー・ファンドが購入、投

資家はベビー・ファンドを買い付けてその資金をマザー・ファンドで合同運用

する、という仕組みである。（図３）  10 

 

図３ ファミリー・ファンド方式  

 

出典：『投資信託  基礎と実務』 p121 より筆者作成  

 15 

また、単位型の新しい形態、「スポット型ファンド」もこの頃から増加した。

スポット型とは、証券市況に合わせて適時募集、設定する投資信託のことであ

る。1980 年から 1981 年にかけては不況により投資信託の成長は停滞したが、

1980 年に開発された「中期国債ファンド」の好調により大幅な純資産残高減少

を免れた。これは、償還期限が 2 年から 4 年の中期国債を運用対象とするファ20 
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ンドである。買付時も無手数料で、預け入れ後一ヶ月経てばいつでも手数料な

しで解約できるという流動性、利便性から投資家の人気を得た。しかし近年は

超低金利政策により運用困難の状況が続いている。このように新しい投信の形

態も生まれつつ、 1989 年 12 月 29 日、日経平均株価は最高値 3 万 8915 円を付

け、投信全体の純資産残高は 58 兆 6492 億 7300 万円と、バブルのピークを迎え5 

る。 5 

 

・バブル崩壊から現在まで  

1989 年のピークを迎えた後、株式市況の急落の影響を受けた投資信託純資産

総額は、1992 年には 38 兆 5452 億円まで下落した。バブル期に大量生産された10 

単位型投信のほとんどは元本割れし、償還延長したにも関わらず元本割れで召

喚するファンドも出た。この影響を受け、これまで主流であった単位型投資信

託に取って代わり追加型投資信託の人気が増していく。この追加型の好調や、

MMF、公社債投資信託の設定増加により少しずつ回復の兆しを見せ始め、 1999

年末には 51.3 兆円まで回復した。 MMF（マネー・マネジメント・ファンド）と15 

は、短期金融商品を中心に運用する公社債投資信託である。中期国債ファンド

と同様、毎日決済、毎日分配が行われる。  

順調に回復していったように思えるが、2000 年以降再び残高は減少していっ

た。その主要な原因は、エンロン破綻による MMF、中期国債ファンドの元本割

れであると見られている。どちらも預貯金に近い安全性を持ち元本割れの心配20 

がない点で人気を集めていたため、大きな衝撃をもたらした。一方、株式市場

や不動産市場の活性化等を目的に、2001 年には新しく ETF、J-REIT が誕生した。

ETF とは、受益証券が証券取引所に上場され、株式同様に運用できる投資信託

のことである。また、J-REIT とは、アメリカで生まれた不動産投資信託のしく

み REIT に、日本の意味である J を付けたものである。同年 10 月、確定拠出年25 

金制度も開始された。確定拠出年金の誕生によって投資信託が幅広く活用され

るようになり、認知数も上がっていく。  

その後順調に株式投資信託が増加していき、貯蓄から投資の流れもあり、2007

                                                   
5  『入門  投資信託のしくみ』 p16 より  
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年 10 月には投信純資産総額 82.2 兆円となった。2008 年秋にはリーマンショッ

クの影響を受けたが通貨選択型ファンドの人気などにより 2009年 1月には回復

に向かった。2014 年になると証券税制の大幅見直しが行われ、株式や投資信託

の値上がり益及び配当金、分配金に対する税率が 10%から 20%に戻された。これ

には多くの不満も集まり、優遇措置として新しく NISA（少額投資非課税制度）5 

が登場した。2016 年にはジュニア NISA も導入された。ジュニア NISA は名義人

が 20 歳になるまで非課税で保有できる制度で、長期投資を促進するため、2027

年に非課税期間が終了してもなお、子供や孫が 20 歳になるまで非課税のまま保

有可能となっている。 2018 年にはつみたて NISA も登場する。  

このように新しい制度が開始されることで一気に発展していくように思えた10 

が、2016 年度より日銀のマイナス金利政策が導入されてから、運用困難となり

停滞が続いている。  

 

第４節 投資信託の意義  

日本は元来、資産を現金・貯蓄に頼る傾向にあった。しかし近年金融庁が「貯15 

蓄から資産形成へ」というスローガンを掲げているように、資産運用による家

計の資産形成の必要性が高まっている。  

その原因は主に２つあり、１つ目は、現在日本が低金利政策をとっているこ

とである。バブル期には日本の金利は 2%にものぼり、現金を預金で預けている

だけで資産が増える状態であったが、そこから低金利政策が取られるようにな20 

り、図４のように 2018 年現在の普通預金金利は、0.001%にまで下がってしまっ

た。つまり、資産を銀行に預けても受け取ることの可能な利息はほとんどない

ため、貯蓄しているだけではお金は増えない時代になったのである。  

２つ目の原因としては、高齢化社会における老後の資産問題が挙げられる。

金融広報中央委員会による「老後の生活について心配しているか」という調査25 

では、心配していないと答えたのが 17.5%に対し、81.5%が心配していると回答

した。6また、その心配している理由についての調査は、第一位が「年金や保険

                                                   
6 金融広報中央委員会 HP 資料 p１６より  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari/2017/pdf/yoronf17

.pdf 
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が十分でないから」第二位が「十分な金融資産がないから」という結果になり

（図５）、ここから資産に関する不安が多いことが分かる。  

 

図４ 預金金利の推移  

 5 

出典：日本銀行 HP より筆者作成  

http://www.boj.or.jp/statistics/pub/sk/data/sk2.pd 

 

現在日本では高齢者の多くが公的年金を老後の生活費の収入源としているが、

高齢化が進みその公的年金等の社会保障制度の現状維持は難しくなってきてい10 

る。事実、財務省は年金支給開始年齢を 60 歳から 65 歳へ引き上げており、こ

れ以上の引き上げについても検討されている。このような現状に影響され、図

５のように自分の将来の資産について不安に思う人々が増えているのである。  

１つ目の原因で挙げた超低金利政策においても、社会保障制度における不安に

ついても、ただ預金をしてじっと動かないのでは何の解決にもならないことは15 

明白であろう。これからは、自分自身で資産運用をして、将来の資産を自ら生

み出す力が今後の時代を生きていく上で求められていると言えるだろう。その

資産運用の一手段として、投資信託は大きな役割を果たさなければならない。  
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図５ 老後生活不安の理由  

 

出典：金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査  

（二人以上帯調査）」より筆者作成  5 

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari/2017/ 

 

第 2 章 現行投資信託の諸制度とフィンテック  

第 1 節 税制優遇制度  

 日本の投資信託には何種類かの税制優遇制度が設けられている。税制優遇制10 

度では所得税を節約できるため、投資信託の税制優遇制度を活用することで必

然的に家計の資産を増やすことが可能になる。代表的なものに触れていきたい。 

 NISA は 2014 年に始められた少額からの投資を推進する非課税制度である。

イギリスの ISA を参考に日本に導入された。導入の背景には近年の若年層の所

得水準の減少に対して、また、少子高齢化社会における老後の資産として、自15 

身で資産形成を行うことによって将来のライフスタイルの設計を手助けすると

いったことが挙げられる。非課税対象としては株式・投資信託への投資から得

ることができる配当金・分配金と譲渡益にかかる所得税と住民税である。これ

らは NISA を利用しなかった場合、所得税と住民税合わせて 20％ほどの課税が

されてしまうため NISA を利用する価値は大いにある。非課税枠は一人当たり年20 

間 120 万円までに限られており、 5 年で最大 600 万円までとなっている。  
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 ジュニア NISA は 2016 年に始められた未成年者少額投資非課税制度である。

NISA の年齢が 20 歳以上であったのに対し、ジュニア NISA では対象が０歳から

19 歳であること、毎年の非課税枠の上限が 80 万円であることが NISA との相違

点である。NISA 同様に非課税期間が最長５年間、2023 年まで適用される制度で

ある。また、ジュニア NISA は口座開設者本人と運用管理者が異なり、口座開設5 

者の父母あるいは未成年者後見人が特定口座において口座開設を行う  

 つみたて NISA は 2018 年に始められた、投資信託を対象とする非課税制度で

ある。NISA 同様に 20 歳以上を対象とし、非課税投資枠は年間 40 万円、非課税

期間を 20 年とし、最大で 800 万円を非課税で受け取ることができる。投資信託

の銘柄はある程度絞られ、対象の金融商品は金融庁が選んでいるため、投資家10 

にとっては安心して気軽にアセットアロケーションを組むことができる。  

  

第 2 節 確定拠出年金制度  

日本の年金制度は大きく 3 段階に分けることができる。一階層に国民年金が

あり、20 歳以上 60 歳未満すべての人の加入が義務付けられている。二階層に15 

厚生年金があり、会社員やサラリーマンを対象とし、国民年金に上乗せする形

での支給になる。これら二階層までは公的年金であるが、三階層に私的年金が

ある。少子高齢化が嘆かれる近年の日本において公的年金の減額、預貯金の低

金利、退職金の減少、それに伴う老後の生活苦が危惧される現状を踏まえ、私

的年金制度が充実してきた背景がある。私的年金はさらに大きく確定給付年金20 

と確定拠出年金の二つに分けられる。  

確定給付年金は加入期間と給与などからあらかじめ給付額が定められている

年金制度であり、企業が掛金を運用していく。給付額を企業が保証しているた

め、利回りがどのような結果であっても加入者への給付額は変わらない。運用

結果が芳しくない際には企業が補填して加入者に支給されるため、企業の負担25 

は大きい。  

それに対して確定拠出年金は拠出した掛金に加えて運用収益を得ることがで

きる。加入者自らが金融商品を選択するため、運用の責任は加入者本人にある。

そのため加入者にとっては運用が順調にいけば給付額は増加し、悪化すると給

付額が減少するリスクを抱えることになる。  30 
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確定拠出年金は個人型と企業型に別れており、どちらも税制優遇がある。年

金の運用に際して金融商品の中に投資信託の領域も含まれてくるため、先に述

べた税制優遇制度と類似するので、個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金

について触れておきたい。  

 5 

表１ 確定拠出年金の分類  

 

出典：『投資信託  基礎と実務』 p156 より筆者作成  

 

 個人型確定拠出年金（ iDeCo）は 2001 年に始められた制度である。これはア10 

メリカの IRA を日本に適す形で変えたものである。掛金拠出時には掛金が全額

所得控除となるため、課税所得から年間の掛金を差し引いた金額に課税される。

また、NISA 同様に積み立てによって発生する運用益が非課税であるため、所得

税と住民税あわせて 20％程の税金が徴収されずに済む。しかしながら受け取り

方には注意が必要になる。一括一時金として受け取った場合と年金のように分15 

割で受け取った場合でかかる税金の種類と額が異なる。一時金の受け取りでは

退職所得控除を活用して節税できる。分割で受け取る場合には公的年金等控除

の適用ができるため、他の公的年金や企業年金と合わせて雑所得に対する所得

税の負担額を減らすことができる。併用という選択肢もあるので利用者の金融

リテラシーが高ければうまく節税することができる。厚生労働省も老後の資産20 

形成を自主的に行うことができるようにするため、 iDeCo の加入条件を緩和し

続けてきた。2017 年 1 月の加入条件改正により 20 歳から 60 歳までのほぼ全て
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の人が加入対象となった。  

 企業型確定拠出年金（ DC）は iDeCo 同様に 2001 年に始められた制度である。

これはアメリカの 401ｋプランを参考に作られた制度であることから、「日本版

401ｋ」とも称される。iDeCo 同様に運用益が非課税であり、受け取りの際にも

退職所得控除、公的年金等控除の対象となる。さらに、DC ではマッチング拠出5 

という制度が設けられており、企業が定めた掛金に追加して加入者が拠出でき

る仕組みがあり、これを利用した場合、掛金が全額所得控除となる。企業が拠

出した掛金だが、運用は加入者が行うため、運用の責任は加入者にある。  

 

第 3 節 フィンテック  10 

フィンテックは単なる金融サービスの IT 化にとどまらず、ブロックチェーン

技術の活用等による金融取引の仕組みの変革や、人工知能 (AI)・ビッグデータ

等、影響の大きいイノベーションを通じて、金融の将来的な姿を大きく変えて

いく可能性がある。最近、フィンテック分野における新興企業の台頭や大手金

融機関がフィンテックを含むイノベーションを取り込もうとする動きが全世界15 

に発生しており、日本においても、数多くの取り組みが行われ、今後の金融業

界に影響を与えると予想される。  

 そもそも金融は ICT との親和性が高く、ネットバンキング、ネット証券等は

今や一般化し、日常決済も高度な決済ネットワークに支えられている。ただこ

れらは、いずれも既存の金融機関が担う金融サービスの延長線上に過ぎず、そ20 

うした延長線上のみに留まることなく、投資信託ではフィンテックを活用して

いかなければならない。  

 金融商品としての投資信託の特徴として、自らの資産をプロに委託できる点

で金融リテラシーが乏しい人をターゲットにしているものの、そもそもの投資

信託の認知度が低い、投資信託のメリットを理解できていないなどの点から口25 

座開設まで至っていない現状がある。このような、これまで手の届かかなかっ

た利用層に安価で利便性の高い、投資信託のサービスを提供しなければいけな

いことが課題であった。  

 近年のスマートフォンの幅広い普及によってインターネットの利用は以前よ

りもはるかに容易になった。各証券会社はそれに対応できるようスマートフォ30 
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ン用のアプリ開発やロボアドバイザーを導入してきた。アプリの開発によって

利用者はタイムリーに自分の資産の動きを管理したり、店頭に行かなくても口

座開設ができるようになったり、値動きの変動をリアルタイムで把握できたり

するようになった。スムーズな開設、スマートフォンだけで投資を開始できる

点を見れば投資のハードルを下げることに貢献した。また、投資信託において5 

ロボアドバイザーは何種類か存在する。  

 運用一任型のロボアドバイザーは人工知能が管理する口座に資産を預け、投

資一任契約を結ぶものである。ファンドラップを人工知能が行っている。各証

券会社が用意する簡単な質問に回答すると、投資家自身のリスク許容度や人生

段階に合わせた投資先を人工知能が判断し、自動的にアセットアロケーション10 

を組んでいく。投資家自身がアセットアロケーションを組む際、定期的なリバ

ランスが面倒になることがあるが、運用一任型のロボアドバイザーでは自動で

リバランスを行うため、最適な資産バランスを維持できる。  

 アドバイス型のロボアドバイザーは質問に回答すると最適な投資信託を紹介

するものである。金融商品購入の意思は投資家に委ねられており、あくまでも15 

これはおすすめをする所に留まったものであり、投資家自身に購入やリバラン

スは全て一任される。しかしながらこれらアドバイス型のロボアドバイザーは

各証券会社が用意したものであり、一部の証券会社では自社が運営する商品ば

かり勧めてくるアドバイザーが横行し、ロボアドバイザーとは名ばかりのロボ

ット営業マンになっている実状もある。  20 

 

第 3 章 諸外国における投資信託  

現在の世界のオープンエンド投資信託の残高は 50，01 兆ドルであり、 2000

年代に入ってこの 18 年間で 3.7 倍に拡大している。だが、日本のこの 18 年間

の伸びは 2 倍であり、世界全体でみると見劣りしている。  25 

この章では投資信託の残高が一番多い、つまり市場の規模が一番大きい米国そ

して日本の投資信託の制度に大きく影響を与えたと考えられる英国のそれぞれ

の投資信託の制度と金融に関する教育について述べていく。  

 

 30 
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第１節 アメリカの投資信託  

 

表２ 世界の投資信託  

出典：『投資信託の世界統計』（日本投資信託協会、 2018、p2） 

https://www.toushin.or.jp/statistics/world/より  5 

 

上の表から分かるように米国の投資信託の残高は 220,780 億ドルと 2 位のル

クセンブルクを大きく離している。日本とも比べてみると 10 倍以上残高が多く

存在している。ここまでアメリカの投資信託が世界的に見て大きく成長したの

かを、以下では、アメリカの株式投資残高の割合を大きく占めている企業型確10 

定拠出年金 401k プランと個人退職勘定 IRA 制度を軸に考察していく。 

 

・401K プラン（企業型確定拠出年金）  

先にも述べたように、日本では確定拠出型年金制度が 2001 年度から導入され

たが、これは 1981 年にアメリカで導入され、成功を収めることができた企業型15 

確定拠出年金 401k プランを手本として作られたものである。  

アメリカの年金制度には公的年金と私的年金制度が存在するがこの確定拠年

金（DC）は私的年金制度にあたるものである。401K プランは、アメリカの内国

歳入法の 401 条 a 項の要件において税制適格な確定拠出年金（ DC）で、さらに

401 条 k 項の要件を満たしたものである。  20 

401k プランは、企業が自社の従業員に年金プランを提供するといった形式を

とっているものである。拠出額の上限は 18,500 ドルである。通常給与から毎月

決まった掛金を拠出し、積み立てを行いその運用結果を将来に受け取るのであ

https://www.toushin.or.jp/statistics/world/
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る。401k 口座からの引き出しは 59 歳半から可能であり、それ以前までに引き

出す場合は、所得税と 10％の罰金が課せられる。利点としては給与から天引き

されて自動的に積立てされるので拠出時の手続きもなく各自の残高や資産配分

を把握の安易さ、転職先への資産移管が可能であることなどがある。   

 5 

・IRA 制度（個人退職勘定）  

401K プランと並び、普及している資産形成手段として個人退職勘定 IRA 制度

というものが存在する。この IRA 制度は 1974 年より導入され、 2012 年末の資

産残高は約 5.5 兆ドルと大きく成長している。401K プランとの大きな違いとし

て 401K は企業側が提供したプランにそって行われているが、IRA 制度は個人で10 

IRA 口座に拠出するというものである。 401k プランでは企業が運用のルールを

決定するので、投資先や売買の頻度が制限される可能性もあり、手数料も一律

で定められるが、IRA 制度の運用は個人で行うので 401k プランより柔軟性が高

いといえる。しかし積立て上限の観点で見ると、 401k プランが 18,500 ドルで

IRA 制度が 5500 ドルなので 401k プランの方がより利益を得やすいといえる。  15 

 

図６ 確定拠出年金（ DC）と個人退職勘定（ IRA）の推移  

 

出典：『英国・米国における個人の中長期的・自助努力による資産形成の  

ための資産優遇税制等の実態調査』（日本証券業協会、 2014、p20） 20 
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・529 プラン  

アメリカの高等教育の高騰への対応として、高等教育費の貯蓄のための税制

上の優遇措置が付与された資産形成手段が 529 プランである。  

 

表３ 529 プラン  5 

 

出典：『英国・米国における個人の中長期的・自助努力による資産形成のための

資産優遇税制等の実態調査』（日本証券業協会、 2014、P13） 

 

 10 

図７ 529 プラン：前払型と貯蓄型  

 

出典『英国・米国における個人の中長期的・自助努力による資産形成のための

資産優遇税制等の実態調査』（日本証券業協会、 2014、P15） 
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529 プランには今日の学費水準であらかじめ支払うことができる、つまり将

来学費があがっても影響されない前払型、および州と提携している金融機関が

提供する商品を口座開設者が受益者のために運用する貯蓄型がある。  

529 プランは導入以来、利用者が拡大しており、子どものいる家庭の 15 パー

セントが 529 プランを利用している。  5 

529 プランは州から始まった制度であるので、運営は州ごとで行われており、

州によって金融機関も選定されているので投資者からの信頼も高い。  

 

第２節 イギリスの投資信託  

イギリスの投資残高は、先の図７にもあるように日本の残高を上回っており、10 

残高増加率もイギリスは 2008 年から 2015 年にかけて 200%であるが日本は 41%

にとどまっている。この理由の一つである ISA を考察する。  

 

・ISA 

ISA とは貯蓄率の向上を目的とした、これまでの税制優遇措置である PEP と15 

TESSA を発展的に解消・統合する形で 1999 年に英国民を対象に導入されたもの

である。  

非課税対象となる年間の拠出額には制限があるが、非課税期間は無期限とな

っている。  

ISA導入当初は 10年間という期間が制定されていたが、それが恒久化され ISA20 

に対する懸念がなくなり、これが ISA の利用者増加に大きく関わっているとい

える。  

ISA には、大きく株式型 ISA、預金型 ISA の二種類が存在する。株式型は .満

18 歳以上の居住者が、預金型は満 16 歳以上の居住者が口座を開設することが

できる。対象商品は株式型が株式、債券、投資信託、保険があり、預金型が預25 

金、MMF がある。  

また 2017 年より導入されたライフタイム ISA というものがあるが、この制度

は初めての住宅購入時もしくは 60 歳の誕生日以降に非課税で払い出すことが

でき、政府から拠出額の 25％のボーナスを受け取ることができる。対象商品は

株式、預金型 ISA と同様であり、対象者は 18 歳から 40 歳までの英国居住者に30 
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限られている。  

ISA 恒久化以降も政府の制度改善努力は続けられている一方でまた、投資教

育という面にも充実している。  

 

図８  イギリスの株式型 ISA、預金型 ISA 5 

  

出典：『英国・米国における個人の中長期的・自助努力による資産形成のため

の資産優遇税制等の実態調査』（日本証券業協会、 2014、p17）  

 

 10 

第３節 英米の金融教育制度  

・アメリカの教育制度  

アメリカでは、金融リテラシーを高めようと中学や高校からファイナンスに

関する教育を推し進めようとする動きがある。アメリカでは学校教育に関する

方針が州政府や地方の教育委員会に委ねられている分散体制であり、パーソナ15 

ルファイナンスという個人がお金を稼ぐ、守る、貯蓄、投資する、使う、借り

ることに関する授業を幼稚園児から高等学校最終学年までの教育スタンダード

に含んでいるのは 2016 年の段階では 45 州、さらに 22 州では高等学校段階での

パーソナルファイナンスに関するコースの提供を義務付けられている。ここま

でアメリカで金融教育の波が立ったのは Jump$tart と呼ばれるものが大きく関20 

わっていると考えられる。  

この Jump$tart とは 1995 年に「K-12（幼稚園児から高等学校最終学年まで）

の国内の学校において、パーソナルファイナンス教育のためのカリキュラムの

質と範囲を改善するための戦略的な計画を進展させる」という考えに基づき、
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金融教育に関心を抱いている民間金融機関や財団、学術団体、政府機関など 150

もの機関が共同出資して設立された NPO 法人であり、教員志望者にパーソナル

ファイナンスの教授法を指導し、金融教育コミュニティの形成、金融教育にお

けるリーダーシップや顕著な業績し、教員を支援する情報を提供するとなどを

目的としている。この Jump$tart は 1990 年代に行われた金融改革により金融教5 

育の縮小化に反する策として設立されたのである。  

 

・イギリスの教育制度  

金融リテラシーの発祥国であるイギリスは金融教育に関して非常に力を入れ

ている。学校内で金融教育の時間を確保するために大幅な金融改革が 1998 年に10 

行われ、新たに金融教育のコンテンツが含まれたナショナル・カリキュラム（我

が国の学習指導要領に相当）が組まれ、2009 年には金融教育が含まれる総合学

習科目を必修とする教育改革法案が英国議会に提出された。また政府と NPO と

の連携体制によって「金融教育を通じて全ての学生が社会人となるまでに金融

取引を行うために必要な知識・スキルを習得すること」を目的とした PFEG が組15 

織され、電子メールによる相談から最大 3 日間に及ぶ金融コンサルタントの学

校派遣まで様々な手厚いサービスを行っている。  

イギリスの金融教育の特徴は学年ごとに学ぶ内容が決められており、長期的

な教育が進められている点である。具体的な教育内容を挙げると、 11-14 歳の

小学校高学年・中学生には衣服の買う際に現金で買うのか、あるいは後払いの20 

どちらが最善であるかを考え、クレジットと借金のあり方を理解し、 14-16 歳

の中学・高校生には全国規模の銀行のローンと当座貸越をあつかっている銀行

について調べて年利子率と年金利子率を理解するなどが挙げられる。  

 

第 4 章 日本の投資信託の現状と問題点  25 

第１節 日本における投資信託の現状  

 日本政府は現在、投資による資産形成を推進しているが、普及は実現してい

ないのが現状である。日本銀行調査統計局の「資金循環の日米欧比較」（ 2018

年 8 月 14 日）では、 2018 年 3 月末の時点での日米欧の家計の金融資産構成の

比較がされている。  30 
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図 9 日米欧の家計の金融資産構成  

 

  

 出典：日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」（ 2018 年 8 月 14 日）5 

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf 

 

上の図 9 の金融資産構成における投資信託に着目すると、アメリカが 11.8％、

EU が 9.6％であるのに対して、日本はわずか 4.0％であり、半分にも満たない

ことが分かる。貯蓄から資産形成へというスローガンを掲げて投資信託の普及10 

を促してきたが、投資信託先進国にはまだまだ追い付いていないのが現状であ

る。 

 次に投資信託利用者の年齢層についてみていきたい。以下の図 10 は 2017 年

の投資信託保有層を年代別に分けたグラフである。60 歳以上の高齢者の保有割

合は合わせて 51.6％であることが分かる。  15 

 

 

 

 

 20 
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図 10 投資信託保有の年代層  

 

出典：投資信託協会 HP「投資信託に関するアンケート」 p8  

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research/  

より筆者作成  5 

 

 一般的に、複利的に運用が可能である投資信託では、投資家にとっては長期

保有によるメリットが大きい。下表は毎月 1 万円、3 万円ずつ、貯蓄した場合

と投資信託で運用した場合に分け、10 年、40 年でどれほどの差が現れるか計算

したものである。10 年の場合でも貯蓄と投資信託では十分に差が現れるが、4010 

年間の投資信託では貯蓄の倍近く増えることが分かる。これは長期保有の複利

的運用でのみ受けられるメリットであり、投資信託では短期保有によるメリッ

トはさほど感じられない。上の図 1013 で示したように、投資信託現在保有層の

なかでは高齢者の割合が圧倒的に多いことから、若年層が投資信託を長期保有

するメリットを理解していないことが示唆されている。この意味において、若15 

年層における投資信託の普及の余地が大きいことが考えらえるので、長期保有

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research/
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の勧めによって若年層への投資信託の普及を図るのが、日本の投資信託の課題

であると言える。  

 

10 年運用 

利率 毎月１万円  毎月３万円  

０％（貯蓄）  120 万円  360 万円  

３％（投資信託）  137.5 万円  412.6 万円  

 5 

40 年運用 

利率 毎月 1 万円  毎月 3 万円  

0％（貯蓄）  480 万円  1440 万円 

３％（投資信託）  904.8 万円  2714.4 万円  

 

 

第２節 金融リテラシーに関して  

 前章での他国との金融リテラシー政策の比較を見れば、日本人の金融リテラ10 

シー不足は言うまでもない。義務教育段階における金融リテラシーの重視度が

投資信託の保有率に大きな影響を与えていると考えられる。  

金融庁は「金融に関する知識や商法を正しく理解し、自らが主体的に判断す

る能力であり、社会人として経済的に自立し、より良い暮らしを送っていく上

で欠かせない生活スキル」と定義されていることから、重要な位置付けである15 

ことにも関わらず、金融教育の面で日本は諸外国に後れを取っている。投資信

託の仕組みとして、自分より金融リテラシーに富んだプロの投資家に投資を委

託する形が一般的ではあるものの、投資信託を始めるにあたって注意すべき点

が「資産形成の重要性と理解」、「投資という選択、貯蓄と投資の違い」、「金融

商品の選択、リスクとリターンの理解」となっている。どれも投資家にとって20 

金融リテラシーが必要不可欠であることは明白である。  

 日本では現在、金融リテラシー向上を目指す声が政府から上がっている。金

融庁では最低限身に付けるべき金融リテラシーの項目を挙げ、「金融知識及び金

融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」の項目において資産形成の重
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要性を謳っている。また、同じく金融庁が公開している「金融リテラシーマッ

プ」では、人生という長い期間をある程度の段階別に分け、各段階で身に付け

るべき金融リテラシーについて触れている。国民生活センターでは「金融経済

教育のすすめ」と題して、先の金融庁が挙げる最低限身に付けるべき金融リテ

ラシーの項目を一つずつ分かりやすく解説を行っている。民間の証券会社や銀5 

行のウェブサイトにおいても金融専門用語の解説や、金融リテラシー向上を図

るページが設けられているように見受けられる。  

 

図 11 日本の金融リテラシー調査  

 10 

  出典：金融広報中央委員会 HP 知るぽると「「金融リテラシー調査」の結果  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/

pdf/16literacy.pdf 

ｐ12 より筆者作成  

 15 

 現在の日本において、金融リテラシーがどれほど浸透しているのかが問題と

なってくる。金融庁が 2016 年に「金融リテラシー調査」を行っている。これは

18 歳以上の個人を対象にした調査である。調査方法は金融の知識問題に対する

年代別の正答率である。  

図 11 から、若年層の正答率が低く、年齢と共に金融リテラシーもある程度向20 

上していくことが分かる。つまり、日本では「金融教育」の浸透よりも、実際

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
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の自身の経験を経て金融に対する知識を得ていく傾向があることが見て取れる

ため、金融教育がリテラシーを高める役割を果たしていないことが分かる。  

実際に、同調査では金融教育を行うべきとの声が 62.4％あったのに対して、

金融教育を受けたことがあると回答したのは、行うべきと回答した人のうちの

8.3％に留まっており、金融教育は日本において重要な課題の１つである。  5 

日本における義務教育の内容は、文部科学省が公表している平成 29 年 3 月に

更新された最新の学習指導要領において決まっている。その中から「金銭」、「金

融」の記載がある部分をまとめたのが下記の表である  

 

表４  日本の義務教育における金融教育  10 

小１、２学年（道徳）  物や金銭を大切にする  

小５，６学年（家庭）  物や金銭の使い方や買物の仕方、計画的な使い方の理

解 

中（社会、公民分野）  現代の金融の仕組みや働きの理解  

中（技術家庭、家庭分野） 金銭の管理と購入に関する知識の習得  

出典：小学校学習指導要領および中学校学習指導要領 7を基に作成  

  

 このように義務教育である小、中学校の学習指導要領における金銭、金融の

記述はこれら 4 つに限られている。これらの内容では金融リテラシーマップが

掲げている小中学校の段階での教育内容は到底カバーできず、金融庁と文部科15 

学省の提携ができていないことが分かる。  

 アメリカでは先に述べたように Jump$tart が金融リテラシーの教育について

関与している。日本の学習指導要領の役割をこの団体が果たしているため、現

場の教育に反映されている可能性は大いにある。 Jump$tart の推奨するパーソ

ナル・ファイナンス教育では、所得、金銭管理、支払いとクレジット、投資と20 

貯蓄、という４つの領域について、すべてが必要な教育であると定義されてい

                                                   
7文部科学省 HP 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/__icsFiles/afieldf

ile/2010/12/16/121504.pdf  
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る。これらは高校卒業までに効率よく学ぶことができるように、学年段階別到

達目標と学習例が用意されており、教育機関においても実用的でわかりやすい

指導が行えるようになっている。実際の教育では金融機関、貯蓄手段、投資手

段の種類、それらの選択にあたっての考察すべき事項、考察の手段と方法など

について、シミュレーションを用いた教育を行っている。また、紹介したい教5 

材の中にストック・マーケット・ゲームがある。10 万ドルの架空のお金を用い

て株式を学習していく。ニューヨーク証券取引所とナスダックが正式に提携し

ているため、購入できる銘柄数も圧倒的に多いのが特徴である。さらにこのゲ

ームを通して自分が購入した銘柄の株価変動折れ線グラフを実際に書き、株価

が上下した理由をレポートにまとめるなどといったゲームを利用した一貫のプ10 

ログラムが取り入れられている。日本で言いうところの株式学習ゲームである

が、日本ではこの教材を有効に活用していくことが今後好ましいと思われる。  

 

第３節 投資信託販売の仕組みに関して  

 投資信託購入の際、先に述べたよう、多数の会社を経由して運用が成立する15 

ため、手数料が多くの箇所に設定されている。主に二つの手数料を挙げたい。  

 １つ目が販売手数料である。これは投資信託を販売会社から購入する際に発

生する手数料である。証券会社によってその額は異なってくるが、大手の証券

会社に比べてネット証券は手数料が低い傾向にある。  

２つ目が信託報酬である。これは投資信託を保有している期間中に毎日支払20 

わなくてはならない手数料である。インデックスファンドは株価指数などに連

動するように作られているため、信託報酬が比較的低くなっている傾向にある

が、アクティブファンドはアドバイザーによって銘柄を組み替えたり、調査し

たりするコストが発生するため、高くなる傾向にある。  

以下の表５は、規模の大きい上位 5 位の投資信託の手数料と収益率について25 

日米比較したものである。日本は手数料が販売手数料、信託報酬どちらも高額

であるにも関わらず、10 年平均の収益率はマイナスであることがわかる。逆に

アメリカは手数料が低い上に、10 年平均の収益率においてもプラスの数値を出

しており、投資家にとっては理想に近い形での投資信託の販売と購入が行われ

ているといえる。運用能力が低い、あるいはマイナスであるファンドを利用し30 
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たい投資家は存在しないだろう。  

 

表５  投資信託の手数料と収益率の日米比較  

 

   出典：金融庁・家計の安定的な資産形成に関する有識者会議  5 

（第 2 回事務局資料 8）をもとに作成  

 

また下の図 12 は、規模の大きい投資信託ランキング上位 20 位に入っている

ファンドを日米比較したデータである。日本の上位 20 位以内はすべてアクティ

ブファンドであることがわかる。  10 

 

図 12 インデックス型・アクティブ型の日米比較  

 

出典：図 11 と同じ  

 15 

                                                   
8 金融庁 HP 

https://www.fsa.go.jp/singi/kakei/siryou/20170330/03.pdf   

販売手数料 信託報酬 収益率

10年平均

日本 1.1 3.20% 1.53% ▲0.11％

米国 22.6 0.59% 0.28% 5.20%

平均
規模の平均

https://www.fsa.go.jp/singi/kakei/siryou/20170330/03.pdf
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 これら二つの図から、日本の投資信託では販売手数料がそもそも高額である

こと、信託報酬が高く収益率が低いアクティブファンドばかりを販売会社が勧

めていることが問題視される。そもそも、先に述べたように日本人の金融リテ

ラシーは極めて低いことも問題視されるため、初心者投資家にとっては日本の

投資信託の手数料が高いという認識がない可能性がある。販売会社が手数料の5 

内訳に対する説明を行っていないとすれば、それはフィデューシャリーデュー

ティーの欠如であり、それもまた日本の投資信託における問題点である。  

 フィデューシャリーデューティーの欠如に関してさらに触れておきたい項目

が手数料のほかに三点ある。  

一つ目は毎月分配型の投資信託である。毎月分配型の投資信託とは、収益の10 

内の一部を毎月分配することを売りにした商品である。毎月お金が振り込まれ

ることから、高齢者にとっては投資をしながら年金と分配金を貰うことができ

るという安心感を生み出し、人気の商品になった。しかしながら分配金は運用

による収益を分配するものではなく、投資家が振り込んだお金がそのまま帰っ

てきているような状態であり、投資信託のメリットである複利的運用ができな15 

くなるため、投資家にとってはメリットが少ない商品になった。本当に顧客本

位の業務運営であればこれらの説明はなされているはずである。そもそも毎月

分配型が人気商品となったのは日本だけであり、金融庁も 2016 年の金融レポー

トにおいて、毎月分配型投信について「経済合理性に欠ける」9と指摘するまで

に至っている  20 

二つ目は回転売買である。回転売買とは、短期的な売却益を求めて頻繁に投

資信託の売買を繰り返す投資方法のことだ。投資信託のメリットは長期保有に

あることは先に説明した通りであるが、それに反する形での投資方法になる。

投資信託は複数の商品を同時にまとめて運用するため、レートや相場を先読み

して売買することは非常に難しい。回転売買では短期的取引を繰り返すことか25 

ら、投資信託販売会社が手数料で稼ぐことを目的としていることが危惧される。

金融庁も 2016 年の金融レポートにおいて「銀行において、投資信託販売額や収

                                                   
9金融庁「平成 27 事務年度  金融レポート」（平成 28 年 9 月）、p.65  

https://www.fsa.go.jp/news/28/20160915-4/01.pdf 
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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、今な

お、いわゆる回転売買が相当程度行われていることが推測される」10と指摘し、

2017 年の金融レポートにおいても回転売買廃止への動きを見せ、フィデューシ

ャリーデューティー欠如について言及している。  

 5 

第４節 税制優遇制度に関して  

2014 年から開始された NISA は、口座開設数約 1.000 万口座、買付金額約 7.8

兆円と着実に普及が進んでいるが、実際の NISA 口座の利用状況をみると非稼

働口座が全体の 50％以上存在している。 11また、2016 年 2 月に金融庁が行っ

た「国民の NISA 利用状況等に関するアンケート調査」によると、「投資は国民10 

の資産形成に必要だと思うが投資を行わない理由」として、「まとまった資金が

ないから」が 70％以上を占め、少額による積立投資が普及していないことが分

かる。 12 

このような現状を踏まえ 2017 年度には、NISA のさらなる普及を目指し、手

元資金が十分でない若年層の利用を促進する観点から、少額からの積立・分散15 

投資に適した「つみたて NISA」が創設された。2018 年 3 月時点のつみたて

NISA の利用状況をみると、総口座数 50 万 7462 口座、総買付額は、110 億 9,681

万円に及ぶ。 13また、一般 NISA と比べ、つみたて NISA は 20 代～40 代によ

る口座開設の割合が全体の 7 割と高く、若年層の利用促進に最適であることが

伺える。NISA 口座の非開設意向理由を見ると、「そもそも投資をする気がない20 

から」が 70％強で突出しており、非開設者は「金融・投資教育経験」が少なく、

「金融リテラシー」も低いことから 14、金融教育の促進により、保有者の拡大

が可能になると考えられる。  

一方で、口座開設層の NISA 制度改善要望を見ると、「制度の恒久化または延

                                                   

10金融庁「平成 27 事務年度  金融レポート」（平成 28 年 9 月）、p.63 

https://www.fsa.go.jp/news/28/20160915-4/01.pdf 

11 金融庁（2016）「NISA 制度の効果検証結果」  
12 金融庁（2016）「国民の NISA 利用状況等に関するアンケート調査」  
13 金融庁（2018）「NISA（一般・つみたて）の現状」  
14 脚注 12 に同じ。  
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長」「非課税機関の無限化または拡大」の解答が多く 15、長期投資を促進すると

いう面でも、現行制度の対象期間では真に国民の安定的な資産形成を行う上で

十分とはいえない。NISA 制度改善要望にあるように、制度の恒久化や非課税

機関の拡大を検討するべきであろう。  

 5 

図 13 非課税投資枠の使用状況  

 

出典：金融庁（2016）「NISA 制度の効果検証結果」  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20161021-1/01.pdf  

（2018 年 10 月 24 日アクセス）  10 

 

図 14  NISA 口座開設者の世代別比較  

出典：金融庁（2018）「NISA（一般・つみたて）の現状」  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20180702-3/01.pdf  

（2018 年 10 月 22 日アクセス）  15 

                                                   
15 脚注 12 に同じ。  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20180702-3/01.pdf
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第 5 章 提案  

前章では、投資信託の普及状況や、日本における投資信託の問題点について

述べた。本章ではこれらの問題点をもとに、家計の安定的な資産形成の手段と

して投資信託をより定着させるための方策を示す。  

 5 

第１節 金融リテラシーの向上  

前章では日本人の金融リテラシーが諸外国に比べ極めて低く、そのリテラシ

ーの低さが投資信託の保有率の低さにも大きく影響を与えていることを明らか

にした。また、金融リテラシーを身に付けることは、投資信託を始めるきっか

けになるだけでなく、正しい投資判断をすることや、真に顧客本位の業務を行10 

っている資産運用業者・金融商品の選定に役立ち、ひいては健全な資産運用業

界の維持につながる。長期的で安定的な家計の資産形成に、国民一人一人の金

融リテラシーの向上が非常に重要なのである。  

金融教育は、幼少期より体系的に、且つ長期的な視点で徐々に行うべきであ

り、アメリカやイギリスでもそのような視点から金融教育が行われている。16近15 

年日本においても金融教育の重要性が見直され、2012 年には今後の金融経済教

育の在り方について検討を行う「金融経済教育研究会」の設置、2013 年には金

融リテラシーマップの公表など、金融教育をより一層推進していく傾向がみら

れる。一方で、肝心の金融教育の実施状況は決して十分であるとはいえない状

況である。2016 年の「金融教育を推進する研究会」の調査によると、金融経済20 

教育の必要性について、「必要である」「ある程度必要である」の合計は９５％

に達し、ほとんどの教育者がその必要性を認識しているにも関わらず、実際に

金融教育を「行っている」と回答した教員は４０％にとどまっている。 17  

そこで我々が提案するのが、義務教育段階におけるインターネット教材を用

いた金融教育の導入である。この政策によって幼少期からの継続的な金融教育25 

が行われることで、国民の金融リテラシーを向上することができれば、将来的

に国民に保有資産の運用という選択肢を与えることが可能になる。加えて、真

                                                   
16 新保恵志（ 2008）『金融商品とどうつき合うか―仕組みとリスク』  
17 金融経済教育を推進する研究会（ 2014）「中学校・高等学校における  

金融経済教育の実態調査報告書」  
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に顧客本位の金融業者を見分ける国民の選別眼が養われ、健全な資産運用業界

の維持につながることで、家計の長期的かつ安定的な資産成形の一助になると

私たちは考える。  

 我々は、金融リテラシーの向上を図り、進学率が一番高い義務教育段階であ

る小学校・中学校・高等学校に焦点をあて、それらの授業プログラムにインタ5 

ーネット教材を用いた金融教育を導入することを提案する。近年、幼少期から

の継続的な金融教育の重要性が認識されているものの、授業時間の不足や教員

の知識の不足などを理由に十分な金融教育は行われていないのが現状である。

また、小学校・中学校・高等学校の各教育段階において金融教育が組み込まれ

ている科目が統一されておらず、各段階で重複箇所が存在することで、限られ10 

た時間の中で効率的な教育がなされていない。これらの問題を解決するには、

インターネット教材を用いた金融教育の導入が最適だと考える。将来的に家計

の資産形成や人生のライフプランニングに役立つ金融リテラシーの基礎を幼少

期から体系的に学習することが可能になる。以下、インターネット教材の作成・

公開と、インターネット教育の導入方法の 2 つの側面について詳しく説明する。 15 

 

・インターネット教材の作成・公開  

 インターネット教材の作成・公開を主導する機関は金融広報中央委員会を想

定する。金融広報中央委員会の前身である貯蓄増強中央委員会は、戦後の高度

成長期時代の日本で「貯蓄」に主眼を置いたお金の教育の普及を図っていた。1820 

政府が 2005 年を「教育元年」と名付けてからも金融商品やサービスの多様化に

伴いより広い意味での金融教育を主導してきた。今日では、「金融経済情報の提

供」と「金融経済学習の支援」を車の両輪とし金融に関する情報普及活動を通

して健全で合理的な家計運営の支援を行っている。 19同機関が運営するホーム

ページ「知るぽると」では多数の金融経済情報や金融経済学習の教材・指導計25 

画例等が公開されている。また、都道府県金融広報委員会や、全国の金融広報

アドバイザーとの連携など広く金融教育を推進する上で必要なネットワークが

                                                   
18 鈴木さや子（ 2012）「金融教育が必要な 3 つのワケ」  
19 金融広報中央委員会 HP、https://www.shiruporuto.jp/education/ 2018 年 10 月 14 日

アクセス  

https://www.shiruporuto.jp/education/
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整備されており、今後さらなる金融リテラシーの向上を図り金融教育を主導し

ていく機関として最適であると考えた。  

公開する教材の作成にあたっては、金融広報中央委員会が連携する金融アド

バイザーやフィナンシャルプランナーが講義を行うことを提案する。2014 年に

公表された「中学校・高等学校における金融経済教育の実態報告書」によると、5 

現 在 金 融 経 済 教 育 が 十 分 に 行 わ れ て い な い 要 因 と し て 教 員 の 知 識 不 足 が

48.4％と示されているが、金融アドバイザーや FP が講義を行うことでこの知識

不足という課題が解決されることに加え、仕事柄説明することにも長けている

と考えられるため、生徒にとって分かりやすい教材の作成が可能になる。  

 10 

・インターネット教育の導入方法  

 上記のように、金融広報中央委員会が中心となって作成・公開した教材を各

教育段階に導入し、宿題のような形式で動画を視聴してきてもらい、授業時間

には知識の定着を図る小テストや、前章で紹介した株式学習ゲーム等の体感型

のワークを行うことを推奨する。このような導入方法により、現在金融教育が15 

十分になされていない要因の１つである、授業時間の不足を解決することが可

能である。単に宿題として動画の視聴を促すだけでは生徒の自主性に依存する

部分が大きく、確実な知識の定着が見込めないため、授業内での小テスト等で

生徒の学修進度を把握することが重要である。授業を行う科目は総合学習の時

間を想定しているが、インターネット教材を軸に学習を進めることで授業内容20 

の重複は起こらないため、各学校で余裕のある科目に導入することも可能であ

る。 

 以上のような導入方法を推奨するにあたって、家庭環境の差などによるイン

ターネット環境の確保に関する問題が想定されるが、その場合は、放課後のパ

ソコンルームの解放や、校内でのパソコンの貸出しで対応することが望ましい25 

と考える。また、インターネット教材による一方的な教育による疑問点の消化

不足を解消するために、授業内でも学習時間を確保するとともに、金融広報中

央委員会の HP に質問用フォームを開設し、疑問点の解消が可能な環境を確保す

ることが重要である。教員の知識不足を考慮し、授業内で上記のファームを活

用し、生徒とともに疑問点を解消することも有効であると考える。  30 
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第２節 顧客本位の業務運営の定着  

前章では、回転売買や高額な手数料による利益の拡大など、足元の収益目標

達成を意識した事業者本位の営業が横行しており、真に家計の資産形成を促す

金融商品やサービスが提供されていないことを指摘した。そこで我々は、真に5 

顧客本位の業務運営の定着を図り、自主的 KPI の格付けを提案する。  

 金融庁は、2017 年 3 月に「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表し、原

則を採択した金融事業者に対し、顧客本位の業務運営を実現するための明確な

方針を策定・公表することを求めている。 20さらに、顧客本位の業務運営の客

観的な評価を可能とする成果指標（KPI）の公表を促してきた。 212018 年には、10 

「見える化」のさらなる促進を図り、各金融事業者の「自主的 KPI」とは別に

「比較可能な共通 KPI」として 3 つの指標も公表している。 22 

金融庁のこうした取り組みにより、原則を採択し取組方針を公表した金融事

業者は、2018 年 6 月時点で 1,426 社となった。そのうち、自主的 KPI を公表し

ている金融事業者は 347 社であり、その公表は決して十分であるとはいえない15 

のが現状である。指標の策定が各金事業者に一任されており、一定の指針等が

設けられていないために、自主的 KPI の設定に及んでいない金融事業者が多く

存在するように見受けられる。また、自主的 KPI を公表している金融事業者に

おいても、今後の業務運営の改善が見込まれる良好な自主的 KPI を設定する企

業も多い中、単に形式的なものにとどまっていると思われる自主的 KPI を公表20 

している機関も少なからず存在する。  

金融庁は 2018 年 7 月に自主的 KPI の好事例の公表を行っており、これは顧客

本位の業務運営に関する PDCA サイクルの管理に非常に有効であると感じられ

る。そこで我々は、自主的 KPI 公表のさらなる促進を図り、本指標の格付けを

提案する。自主的 KPI の格付けを行い、それをガイドラインとして用いること25 

で、未だ自主的 KPI の設定に踏み込めていない金融事業者に指標の設定に役立

                                                   
20 金融庁（ 2018）「『顧客本位の業務運営に関する原則』を採択し、取組方針・ KPI を公表

した金融事業者のリストの公表について」  
21 金融庁（ 2018）「『顧客本位の業務運営に関する原則』の定着に向けた取り組み」  
22 金融庁（ 2018）「投資信託等の販売会社における顧客本位の業務運営のモニタリング結

果について」  
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てるとともに、すでに公表している金融事業者のさらなる指標の改善を図るこ

とが望ましい。また、この格付けは 1 年ごとに改訂し、各金融事業者も自主的

KPI の格付けの改訂に伴い、さらなる指標の改善が可能であると考える場合は、

KPI の再設定をすることが好ましい。  

このように、自主的 KPI の格付けを行うことにより、金融事業者はベスト・5 

プラクティスを目指して真に顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競

い合うようになり、よりよい業務運営を行う金融事業者が国民によって選別さ

れていくメカニズムを生み出すことが可能になる。このメカニズムの構築によ

って、事業者本位の金融事業者が淘汰されることで、真に顧客本位の金融事業

者によって構成される健全な資産運用業界が形成され、ひいては国民の長期的10 

で安定的な資産形成につながると考えられる。 

 

表６ 顧客本位の業務運営に関する原則についての現状  

 

 15 

出典：金融庁 (2018)「『顧客本位の業務運営に関する原則』を採択し、取組方針・

KPI を公表した金融事業者のリストの公表について」 23より筆者作成  

 

 

                                                   
23 金融庁 HP https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/fd_kouhyou.html   

（ 2018 年 10 月 2 日アクセス）  
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第３節 つみたて NISA の恒久化  

第 2 章では、政府が促進する税制優遇制度の概要について述べた。また、前章

では、積立投資が十分に普及していないことに加え、長期投資を促進するとい

う面で、現行制度の対象年数では真に国民の安定的な資産形成を行う上で十分5 

ではないことを指摘した。そこで本章では、さらなる税制優遇制度の改善を図

り、つみたて NISA の恒久化を提案する。  

国民の安定的な資産形成のためには、家計の金融資産を投資信託等のリスク

性資産にまわすことが重要であるが、リスク性商品への投資は、それ相応のリ

ターンが見込める一方で、元本割れのリスクが存在することも確かである。こ10 

のリスクを可能な限り軽減し、国民の安定的な資産形成を行うために重要とな

るのが、長期・積立・分散投資である。金融商品の長期的保有は、複利効果の

増大により投資リターンの安定化を可能とする。また、投資対象の分散や投資

時期の分散（積立投資）により、リスクの影響の限定化、高値掴み等のリスク

の軽減が可能となる。 24この長期・積立・分散投資が知識のない個人投資家で15 

も比較的容易に行える制度がつみたて NISA であるが、先にも述べたように、

長期投資を促進するという面では、現行の対象期間では決して十分であるとは

いえない。  

 NISA のもととなった英国の税制優遇制度である ISA も、1999 年の設立当初

は 10 年の時限措置として導入されたが、その後、若年層への普及等の成果が20 

評価され、恒久化措置が行われたという経緯がある。2008 年の恒久化以降、ISA

の資産残高は 1.7 倍へと飛躍的に増大しており、現在では、成人人口の約半数

が ISA 制度を利用している。 25英国の例にも見て取れるように、恒久化措置は

税制優遇制度を今以上に広く国民に受け入れてもらうために非常に有効であり、

国民の安定的な資産形成の一助となると考える。  25 

 

                                                   
24 金融庁（2017）「『長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキン

ググループ』報告書」  
25 日本証券業協会（2016）「『英国における個人の中長期的・自助努力における

資産形成のための投資優遇税制等の実態調査』報告書」  
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図 15 ISA 資産残高の推移  

 

 

出典：日本証券業協会（2016）「『英国における個人の中長期的・自助努力にお5 

ける資産形成のための投資優遇税制等の実態調査』報告書  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/kaigai_houkokusyo_160623.p

df （2018 年 10 月 22 日アクセス）  

 

終わりに  10 

以前に増して、国民一人一人と、政府・資産運用業界の 3 者それぞれが、家

計の安定的な資産形成について真摯に考え、対策を講じる必要性が高まってい

る。しかしながら、現在の日本は依然として現金・預金が家計の保有資産の多

くを占め、決して家計の安定的な資産形成がなされているとは言えない。投資

信託は、資産運用を専門家に委託することができるため、家計の安定的な資産15 

形成手段の 1 つとして適切であると思われるが、日本ではあまり定着しておら

ず、解決すべき課題も多く残っている。  

 国民は、家計の安定的な資産形成手段として投資信託などのリスク性資産を

選択し、自身の資産の増大を図り投資に関する選択を行ってく上で、金融リテ

ラシーの向上が重要である。また、真に顧客本位の業務運営を行っている金融20 

事業者を見抜く選別眼を養い、健全な資産運用業界を維持するという点でも金

融リテラシーの向上が欠かせない。金融リテラシーを向上させるためには、幼

少期から体系的に、継続的な金融教育を行う必要がある。教育者の知識不足や

http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/kaigai_houkokusyo_160623.pdf
http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/kaigai_houkokusyo_160623.pdf


42 

 

授業時間の不足という課題が残る現代では、インターネットを活用した金融教

育を義務教育段階に導入することが、限られた環境のなかで金融教育を行うた

めに適切であると考える。  

 企業は、家計の安定的な資産形成を第一に考えた、真に顧客本位の業務運営

を定着させなければならない。そのために、どのようにフィデュ―シャリーデ5 

ューティ―を果たすかという指針である KPI の公表を進めていくことが重要で

ある。政府が定めた比較可能な共通 KPI に合わせて質の良い自主的 KPI を公表

することで、国民により真に顧客本位の業務運営を行っている金融事業者だけ

が選別され、健全な資産運用業界が維持されるというメカニズムの構築が可能

となる。  10 

 政府は、家計の安定的な資産形成を支援する制度の改革を行い、家計の資産

形成手段として、投資信託のより一層の定着を図る必要がある。知識のない個

人投資家でも比較的容易に長期・積立・分散投資を行うことができるつみたて

NISA の恒久化は、その一助となるだろう。  

 以上の、国民・政府・資産運用業者のそれぞれに焦点を当てた政策により、15 

投資信託がより一層定着し、家計の安定的な資産形成、ひいては安定的で長期

的な経済の拡大につながると考える。  

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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