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序章 問題意識と分析視角  

 

近年の我が国では「貯蓄から投資」へというスローガンのもと、家計の貯蓄

を投資に回そうとする動きが活発化し、その一つとして投資信託の普及が行わ

れてきた。しかし、日本の家計の金融資産構成を見てみると、預貯金が約 52%5 

なのに対し、投資信託の割合はわずか 5%程度である。日本の投資信託は、家

計の資産形成手段として役割を果たしてきたとはいえない。普及率が低い背景

には、日本人の投資への関心の低さやそれによる知識不足。普及していないが

故の投資信託自体の問題、さらには長年、預貯金などによって資産形成を行っ

ていたためにリスクを嫌う傾向が強いことなどが挙げられる。歴史から見ても10 

日本は長年、公的年金等が充実していたために、将来を見据えた資産形成を自

ら行う必要性がなかったことが大きい。それに対して、米国では日本に比べて

公的年金の年金支給額がそれほど大きくないため、個人が将来の資産形成につ

いて考える意味が日本よりも重く、それに即した改革や教育が行われ、高い普

及率を誇っている。  15 

しかし、近年、家計の資産形成手段としての「投資信託」が必要になってき

ている。現在、日本は少子高齢化が進み、これまで老後の資産形成手段として

頼られてきた公的年金の先行きが不透明になりつつある。さらに長年続く低金

利によって預金による資産運用は機能しなくなってきていることなど、社会の

変化によって家計の資産形成のあり方というものが変化してきている。さらに、20 

確定拠出年金や NISA の台頭によって個人の自助努力による資産形成というの

が求められてきたということも大きな要因といえる。こうした背景があるから

こそ、知識がなくても投資を行えるという特徴を持つ投資信託という資産運用

ツールが家計の資産形成手段になっていく必要があると考える。  

しかし、投資信託の普及には上述したような課題が多く存在し、普及への道25 

は険しい。そこで本稿においては投資信託が家計の資産形成手段になっていく

ために必要なことについて論じる。  

以上から、第 1 章では、社会の変化から投資信託が必要になっている背景に

ついて述べ、続く第 2 章では投資信託の概要や特徴について論じ、普及までの

歴史を米国と比較する。これらを元に第 3 章では投資信託の普及までの課題に30 
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ついて分析し、第 4 章では課題に対する解決策を提言する。その後終章を総括

とする。  

 

第 1 章 投資信託の必要性  

 5 

人の一生涯は長く、生活を送っていく上では多くのお金が必要になるため、

資産形成を行っていくことが求められる。資産形成の手段としては様々なもの

があるが、近年では、資産形成の手段として投資信託の必要性が高まってきて

いるといえる。そこで、第 1 章では投資信託の必要性が高まってきている要因

について述べる。  10 

 

第 1 節 社会の変化  

 

＜公的年金＞  

個人や家計に関わる社会制度として、公的年金 1がある。公的年金制度は、「安15 

心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組み 2」として大きな役割を担っ

てきた。しかし、「公的年金の財政は、過去 30 年にあって、収支悪化傾向が続

いている 3。」主な原因は、我が国において、少子高齢化が急速に進行している

ことである。公的年金は、「現役世代の負担する保険料が受給者世代への年金給

付金の原資になる 4」という世代間扶養の仕組みを基本としているため、年金受20 

給世代を支える現役世代の比率が低くなるほど、現役世代 1 人当たりの負担は

重くなっていく。1950 年には 1 人の高齢者を 12.1 人の現役世代で支えていた

                                                   
1 公的年金は、日本国内に住所のある 20 歳以上 60 歳未満の全ての人が加入を義務付けら

れている国民年金と、会社などに勤務している人が加入する厚生年金の 2 階建てとなって

いる。国民年金の被保険者は 1 号・ 2 号・ 3 号の 3 つに区分されており、 1 号は自営業者

など、 2 号は会社員・公務員など、 3 号は 2 号被保険者に扶養されている配偶者などであ

る。そして、国民年金の上乗せとして、会社員・公務員が加入する厚生年金がある。  

みずほ総合研究所 (2015)p.56 参照。  
2 日本年金機構「公的年金制度の役割」

(http:/ /www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20120614.html )参照。 (閲覧日

2016 年 10 月 11 日 )  
3 貝塚啓明・吉野直行・伊藤宏一 (2013)p.78 参照。  
4 みずほ総合研究所 (2015)p.118 参照。  
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のに対して、2015 年には高齢者 1 人に対して現役世代 2.3 人になっている 5。

更に、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2025 年頃までには現役

世代と高齢者世代の比率は 2 対 1 程度になり、2050 年には 1.3 対 1 程度になる

とされている 6。  

今後も少子高齢化が進むと予測される我が国において、公的年金制度を維持5 

していくためには「高齢者に対する給付金を減らす」、「受給開始年齢の引き上

げ」などの施策が必要といえる 7。生命保険文化センターが行った「生活保障に

関する調査 8」によると、「自分の老後の日常生活費を公的年金でまかなえなる

とは思わない」と回答した人は約 80%となっており、国民の年金に対する不安

をうかがうことができる。  10 

公的年金だけを頼りに老後を過ごすことは難しくなったといえる現在、公的

年金以外の手段でも老後の生活資金を準備していく自助努力が求められる。  

 

＜低金利＞  

近年、我が国は低金利が長く続いており、銀行等に預金をしているだけでは15 

資産を殖やすことが困難となっている。現在は、マイナス金利導入に伴う市場

金利低下を受けて、三菱東京 UFJ 銀行などメガバンク 3 行は普通預金の金利

を年 0.001%に引き下げている 9。その他の地方銀行やネット銀行でも金利の引

き下げが行われている。普通預金金利が 0.001%というと、仮に 100 万円を普

通預金口座に預けたとしても、1 年間で付く利息はわずか 10 円。1000 万円を20 

預けたとしても利息は 100 円しか付かないことになる。1980 年から 1990 年頃

には、普通預金金利が 2%ほど付いていた時期もあり、100 万円を預ければ 2

万円の利息。1000 万円を預ければ 20 万円の利息が付いていた。よって、従来

であれば、預金をしているだけで資産を殖やすことが可能であったといえる。

                                                   
5 内閣府「平成 28 年度版高齢社会白書 (全体版 )  第 1 章  高齢化の状況 (1)」 (http:/ /www8.

cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/zenbun/s1_1_1.html) 
6 みずほ総合研究所 (2015)p.22 参照。  
7 社会保険労務士・FP の井戸美枝さんは「今の 20～ 30 代の老後には、現在の年金受給者

よりも 2～ 3 割の減額や、受給開始年齢が遅れる可能性があります」と述べている。  

日経 WOMAN(2016)p.71 参照。  
8 生命保険文化センター「平成 28 年度  生活保障に関する調査 (速報版 )」 (http:/ /www.jil

i.or.jp/research/report/pdf/h28hosho.pdf )参照。  
9 日本経済新聞 (2016)「特集  マイナス金利でこう変わった、導入決定から１カ月、暮らし、

影響は両面、預金金利下げ続く、住宅ローン負担減。」 (2016 年 2 月 27 日 )参照。  

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/zenbun/s1_1_1.html
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/zenbun/s1_1_1.html
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更に定期預金に関しては、1990 年頃に 6%ほどの金利が付いていた時期もあっ

たため、銀行に預けているだけで資産は殖えていったといえる。  

 

図表 1 普通預金金利、定期預金金利の推移 (%) 

 5 

(出所 )日本銀行「時系列統計データ」 (https:/ /www.stat-search.boj.or.jp/#)より筆者作成   

 

 現在は低金利であり、また、マイナス金利の導入によって金利の上昇も期待

できない。つまり預金をしているだけでは、資産を殖やすことができないとい

える。また、将来インフレになった場合、現金に近い形だけでお金を貯めてい10 

くと、預金の実質的な価値が時間とともに減少してしまうことが考えられる。

これらのことを踏まえると、資産形成として資産を殖やすことを目的とするな

らば、株式や投資信託などへの投資を行うことが重要となってくるといえる。  

 

第 2 節 税制優遇制度の存在  15 

 

＜確定拠出年金＞  

 公的年金の先行きが不透明であることも受けて、公的年金以外に老後資金の

準備をしていく必要があると第 1 節で述べたが、公的年金を補完するものの一

つとして確定拠出年金を挙げることができる。確定拠出年金の大きな特徴は、20 

自ら掛け金を運用し、運用結果によって給付額が変動するという点である。ま

た、確定拠出年金は運用益等に対して税金がかからないなどのメリットが存在
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する。確定拠出年金には、会社が企業年金制度として採用する「企業型確定拠

出年金」と、個人が自助努力の資産形成として任意で加入する「個人型確定拠

出年金」の 2 種類がある 10。  

以前の企業年金制度は確定給付型 11の企業年金のみであったが、現在は、企

業型確定拠出年金の利用が増加してきている。確定給付型の場合、会社にとっ5 

ては支払いの準備責任の負担が大きい 12という問題があるため、企業年金の見

直しが行われ、2001 年に掛金拠出後の企業負担が発生しない「確定拠出年金制

度」が新たに導入された。  

確定拠出年金は確定給付型とは異なり、自己責任で運用等を行っていくため、

会社や金融機関の倒産の影響や給付額引き下げなどの心配がないといえる。運10 

用は加入者の判断で行うが、加入者は市場にある全ての投資商品を自由に購入

できるわけではなく、会社ごとに定められている運用商品の中から選択するこ

とになる。運用商品は、元本確保型商品である定期預金、保険商品と元本確保

型以外の商品である投資信託などがバランスよく構成されていることが一般的

で 13、元本確保型以外の商品としては、投資信託がほとんどとなっている。  15 

近年では、会社の規模を問わず確定拠出年金制度を利用している会社が増加

しており 14、2016 年には確定拠出年金の企業型加入者は 500 万人を超えている

15。世界的にも、確定拠出型の企業年金制度が主流になりつつあり、我が国に

おいても今後、より普及が進むものと考えられる 16。個人型確定拠出年金につ

いても、確定拠出年金法の改正によって、2017 年から加入対象者が広がるため、20 

今後普及が期待される。従来は、自営業者などが対象だったが、新たに公務員

や主婦なども対象となるため、より多くの人に資産形成のために活用されてい

                                                   
10 みずほ総合研究所 (2015)p.84 参照。  
11 「『老後において毎年受け取る給付額を企業等が保証する』給付建て制度」である。  

久保知行 (2009)p.128 参照。  
12 みずほ総合研究所によると、「バブル崩壊後は、実際の運用利回りが予定利率を下回る

年が多かったことから、企業の掛金負担が増大し… (中略 )…特に、 2000 年度から 2002 年

度は、株式市況の低迷などを受けて企業年金の運用利回りが 3 年連続で大幅なマイナスに

なったことから、企業年金の解散・廃止や、給付減額を行う企業が増加」したという。  

みずほ総合研究所 (2015)p.22 参照  
13 労働金庫連合会「はじめての確定拠出年金」 (http:/ /www.rokinren.com/kigyonenkin -s

upport/first_dc/ )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 10 日 )  
14 投資信託協会「これでわかる！確定拠出年金の仕組みとメリット」

(https://www.toushin.or.jp/dc/labo/vol1_yamasaki/ )参照。 (閲覧日 2016 年 9 月 24 日 )  
15 藤波大三郎 (2016)p.7 参照。  
16 藤波大三郎 (2016)p.7 参照。  

https://www.toushin.or.jp/dc/labo/vol1_yamasaki/
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くことが望まれている 17。今後、より普及が進むと考えられるが確定拠出年金

は自身の判断で運用を行っていくことになるため、加入者には投資に関する知

識を身に付けていくことが求められる。  

 

＜NISA＞   5 

 我が国は低金利が続いているため、資産を殖やすためには投資も行っていく

ことが重要であると第 1 節で述べた。NISA には、投資を行う上で、配当金及

び売買益等に税金がかからないという大きなメリットが存在する 18。非課税期

間は 5 年間で、年間 120 万円まで購入可能となっている。年間の非課税枠 120

万円を超える投資を行うことはできず、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越10 

しや、売却した非課税枠を再利用することは不可となっている。NISA は利益

が出ないと非課税というメリットが活かせないので、なるべく損をしない運用

が基本となっている。例えば国内外の株式や債券など様々な資産に分散して運

用するタイプの投資信託は、株式などに比べて値動きが小さく、NISA 向きと

いえるだろう 19。実際に、NISA 口座で買い付けられた商品の割合をみると、15 

投資信託が 61.7%20と、過半数以上を占めている。  

また、NISA はこれまで投資の経験がない人に対して、投資を行うきっかけ

を与えてくれる制度といえる。野村総合研究所が行った「NISA についての利

用実態調査 (第 6 回 )21」によると、2014 年度に投資を開始した新規投資家のう

ち、52.2%の人が「NISA がきっかけとなった」と回答している。この結果から、20 

投資の未経験者が NISA をきっかけに投資を始めることを期待することができ

るだろう。  

                                                   
17 日本経済新聞 (2016)「確定拠出年金、誰でも活用、改正法が成立、主婦ら対象に、節税

メリット大きく。」 (2016 年 5 月 25 日 )参照。  
18 NISA 口座で購入した上場株式の配当金や ETF、REIT の分配金について非課税の取扱

いを受けるには、「株式数比例配分方式」を選択する必要がある。いったん「株式数比例

配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有

されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選

択される。なお、株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税となる。  

小田満 (2014)pp.128-129 参照。  
19 日本経済新聞 (2016)「NISA を使いこなす (5)投信の積み立て、損を抑制 (なるほど投資

講座 )」 (2016 年 6 月 7 日 )参照。  
20 金融庁「NISA・ジュニア NISA 口座の開設・利用状況調査 (平成 28 年 6 月末時点 )」

(http:/ /www.fsa.go.jp/policy/nisa/20160930 -1/01.pdf)参照。  
21 野村総合研究所「NISA についての利用実態調査 (第 6 回 )」

(http:/ /fis.nri.co.jp/ja -JP/news/2015/02/20150212.html )参照。(閲覧日 2016 年 9 月 26 日 ) 

http://fis.nri.co.jp/ja-JP/news/2015/02/20150212.html
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確定拠出年金や NISA は、資産形成をしていく際の手助けとなるような制度

となっている。これらの制度を有効に活用していくためには、投資に関する知

識を身に付けていくことが重要となってくる。  

社会の変化や税制優遇制度の台頭をうけて、現在、資産形成のあり方が変わ

ってきており、資産形成の手段の一つとして投資も重要となってきている。こ5 

のような状況を受け、投資信託の必要性が高まってきているといえる。投資信

託は個人にとって様々なメリットがあり、投資初心者にも活用しやすい資産運

用ツールといえるため、投資信託が家計の資産形成手段として活用されていく

ことが望ましいのではないかと考える。  

 10 

第 3 節 小括  

 

我が国では、公的年金制度が老後の生活を支える大きな役割を果たしてきた。

しかし、少子高齢化が急速に進行している我が国で、公的年金制度を維持して

いくためには、給付金の減額などの施策が必要である。今後は、公的年金以外15 

にも老後資金の資産形成を行っていくことが求められる。更に近年、低金利が

長く続き、預金をしているだけでは、資産を殖やしていくことができない。資

産形成のために資産を殖やしていく必要があるならば、株式や投資信託などへ

の投資も行っていくことが重要であるといえる。  

 このような社会の状況を受け、個人の資産形成を手助けしていく制度として、20 

確定拠出年金や NISA といった制度が挙げられる。確定拠出年金には運用益等

に対して税金がかからない等のメリットが存在する。また、NISA にも税制上

のメリットがあり、資産形成の手助けをしてくれるといえる。このような税制

優遇制度の台頭もあり、投資も含めた個人の自助努力による資産形成が求めら

れているといえるだろう。  25 

社会の変化などを受け、資産形成のあり方は変わってきており、投資も資産

形成手段の一つとして重要となってきている。このことから、投資初心者にも

活用しやすいといえる投資信託の必要性が高まってきているといえる。投資信

託が、家計の資産形成手段としての役割を果たしていくことが望ましいのでは

ないかと考える。  30 
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第 2 章 日本の投資信託  

 

第 1 章において日本の様々な事情から投資信託を活用する必要性が高まって

きていることを述べた。第 2 章においては、投資信託の全体的な仕組みや特徴

を論じるとともに、世界一の投信大国である米国と比較しつつ現在の投資信託5 

について述べる。  

 

第 1 節 投資信託とは  

 

＜投資信託の概念＞  10 

投資信託とは「複数の投資者から資金を集めて大きな基金をつくり、投資の

専門機関が株式や債券など様々な資産を運用し、その収益を投資額に応じて投

資者に分配する仕組みの商品 22」というもの。形態には大きく分けて契約型と

会社型の 2 種類がある。  

 15 

＜契約型投資信託 (委託者指図型投資信託 )＞  

契約型投資信託の具体的な流れは次のとおりである。「運用会社 (委託者 )」で

作られた商品 (投資信託 )は、主に証券会社、銀行、郵便局などの「販売会社」

を通じて販売され、多くの「投資家 (受益者 )」から資金を集める。投資家から

集めた資金は一つにまとめられ、資産管理を専門とする「信託銀行 (受託者 )」20 

に保管される。運用会社は集めた資金をどこに、どうやって投資するのかを考

え、その投資の実行を、資金を管理している信託銀行に指図する。このことを

運用指図といい、運用会社がその権限を持っている。そして信託銀行は運用会

社の指図を受けて、株や債券の売買を行う。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25 

商品といえる 23。現在設定されている投資信託の多くがこの契約型の投資信託

である。  

                                                   
22 日本証券経済研究所編 (2016)p.232 参照。  
23 投資信託協会「投資信託の仕組み」

(https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/ )参照。 (閲覧日 2016 年 9 月

27 日 )  

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/
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図表 2 ＜契約型＞委託者指図投資信託の運営の仕組み  

 

(出所 )日本証券経済研究所編 (2016)『図説  日本の証券市場  2016 年版』  

p.237 より筆者作成  

 5 

＜会社型投資信託 (投資法人 )＞  

投資信託の設立形態による分類上、投資を目的とする法人 (投資法人 )を設立

し、投資家 (投資主 )が投資法人に出資をしたうえで、投資法人からの収益の分

配を受けるタイプの投資信託を「会社型投資信託 (投資法人 )」という。投資家

は、この投資法人に出資をし、投資法人から収益の分配を受ける権利を持つば10 

かりでなく、投資法人内にある投資主総会における議決権も持つことができる。

この点が契約型投資信託との大きな違いである。欧米では広く普及していたが、

日本では 1998 年の投資信託法改正により導入された。証券取引所に上場して

いる不動産投資信託 (REIT)などが会社型にあたる 24。  

 15 

 

 

                                                   
24 SMBC 日興証券「初めてでもわかりやすい用語集  会社型投資信託」

(http:/ /www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ka/J0238.html)参照。 (閲覧日 9 月 27 日 )  
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＜購入から換金までの流れ＞  

購入から換金までの流れは図表 3 のようになっている。  

 

図表 3 購入から換金までの流れ  

 5 

(出所 )投資信託協会「購入から換金までの流れ」  

（https:/ /www.toushin.or.jp/investmenttrust/process/flow/）より筆者作成  

 

まず初めに自分の買いたい投資信託を決める必要がある。投資信託を購入す

る際にはどの程度までリスクを許容でき、リターンはどの程度ほしいのかなど、10 

自らの意思を明確にしておかなくてはならない。そこから「運用成果 25」、「元

                                                   
25 今までの運用成果を知ることができる。実際の過去のパフォーマンスに基づいているた

め、評価者の主観が入りにくいという意味で客観性が高い。  

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/process/flow/
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本の安全性 26」、「分配金の魅力、安定性 27」、「コスト 28」等を見て、自分のニー

ズにあった投資信託を選択する。  

金融機関によって取り扱っている投資信託が違う為、購入したい投資信託が

決定したら、その投資信託を売っている金融機関を探す必要がある 29。目的の

金融機関が見つかったら証券取引口座という投資信託専用の口座を開設し、代5 

金を入金し購入する。入金の 2~3 日後には取引の内容が記されている取引報告

書が交付される。その後は定期的に取引の明細や預かり残高などのお知らせが

取引残高報告書によって通知され、年に数回、運用成績など記された運用報告

書が交付される。分配金に関しては決算日より 5 営業日目までに支払われる。

換金の場合は販売会社に連絡することで行える。ファンドの償還日になると償10 

還金のお知らせが交付され、償還日より 5 営業日目までに支払いが開始される

30。といった流れになっている。  

このように投資信託を購入する際には、自身の資産を他者に任せるという性

質上、多くの手続きが必要になってくる。  

 15 

 

 

                                                                                                                                                     
楽天証券「投資信託のパフォーマンス」

(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/learn/yamazaki/basic19.html)参照。 (閲覧日

2016 年 9 月 26 日 )  
26 投資信託は運用実績が上がらず購入時よりも値下がりした場合、購入額よりも売却額が

下回る可能性がある (元本保証がない )ため。楽天証券「投資信託のメリットとデメリット」  

(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/learn/about/merit.html )参照。 (閲覧日 2016 年

9 月 26 日 )  
27 分配金は運用成果の一部を受け取るものであり、その分配金額は投資環境によって大き

く変化する可能性がある。そのため分配金は、過去の実績より増額されることもあれば減

額もしくは全く支払われないこともあり得る。ソニー銀行「投資信託の分配金」

(http:/ /moneykit.net/visitor/fund/fund34_01.html )参照。 (閲覧日 2016 年 9 月 26 日 )  
28 投資信託には多くの手数料がかかる。投資家が投資信託を取引する上で、いくらコスト

が発生するのかを知ることは、とても重要なことである。投資信託協会「投資信託のコス

ト」 (https:/ /www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/cost/ )参照。 (閲覧日 2016 年 9

月 26 日 )  
29 販売している金融機関は、各運用会社のホームページなどで調べることができる。  

モーニングスター「投資信託の買い方」

(http:/ /www.morningstar.co.jp/moneyschool/fund/d35.html )参照。 (閲覧日 2016 年 9 月

26 日 )  
30 投資信託協会「換金から購入までの流れ」

(https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/process/flow/ )参照。 (閲覧日 2016 年 9 月 26

日 )  

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/learn/yamazaki/basic19.html)(閲覧日2016年9月26
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/learn/yamazaki/basic19.html)(閲覧日2016年9月26
http://moneykit.net/visitor/fund/fund34_01.html
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/cost/)(2016年9月26
https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/cost/)(2016年9月26
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＜特徴、メリット＞  

投資信託全体としての主な特徴は、多くの投資者から資金を集めることで実

現できる「少額からの投資」や「規模の経済性」、そして「効率的な分散投資」

の三つである。投資信託協会によると、「通常、株式投資や債券投資には、ある

程度まとまった資金が必要になります。しかし投資信託であれば、 1 万円程度5 

から手軽に始めることができます 31。」とあるように個人でも出すことのできる

金額から積極的な資産運用をすることができる。さらに、多数の投資家から資

金を集めることによって大きな資金で運用することができ、結果として多くの

銘柄への分散投資や資金力による規模の経済性を活かすことができる。  

また「海外へのグローバルな分散投資」をすることができるというのも大き10 

な特徴である。個人の投資家が世界の銘柄の情報を集め分析をすることは、情

報・通信技術が発達した現代でも労力や費用が大きくかかってしまうため難し

いといえる。効率性の観点から見ても非効率といえるだろう。その点、投資信

託は専門家というプロが情報収集から分析、投資までを行うため効率が良い。

さらに「個人投資家では直接アクセスできないような海外等の多種多様な市場15 

での運用ができる 32。」ということもあり、個人で海外分散を行うより多くの面

でメリットがあるといえる。そして運用面をプロに任せるため比較的に低い知

識でも市場に参加することができるという特徴もある。  

 

＜商品＞  20 

 投資信託の商品は、大きく分けて「株式投資信託」と「公社債投資信託」の

二つである。株式投資信託は投資対象に株式を組み入れることができる投資信

託のことで、株式の他にも債券等を組み入れることができる。それに対して、

公社債投資信託は株式を組み入れない投資信託のことで、株式以外の債券等を

中心に運用する投資信託である。一般的にリスク商品を組み入れることから株25 

式投資信託の方がリスクが高いといわれている。  

                                                   
31 投資信託協会「投資信託のメリットとリスク」

(https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/meritrisk/merit/ )参照。(閲覧日 2016 年 9 月

15 日 )  
32 蠟山昌一編 (1999)p.9 参照。  

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/meritrisk/merit/
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多くの商品が存在する中で、我が国の個人投資家に注目されてきたのが「毎

月分配型投信」、「上場投資信託 (ETF)」の二つの商品である。  

 

＜毎月分配型投信＞  

毎月分配型投信とは、「海外債券などを主に組み入れて運用するタイプの投資5 

信託で、一般には『バランス型 33』という分類に属している。毎月定期的に一

定金額の分配金を受け取ることができるのが最大の特徴 34」というもの。毎月

分配金を受け取ることができるので「運用しながら自分のために使いたい」と

いう考えや、「儲けが出たときに利益を確定させたい」という目的で投資信託を

購入する人にとって、とても良い商品であるといえる。  10 

しかし、分配金には利益から生まれる「普通分配金」と、利益が出なかった

場合に元本を取り崩して払う「特別分配金」があるため、何も考えずに「ただ

分配金がもらえるから」といった考えで購入すると損をすることもある 35。そ

のため、投資家の目的や考えによって変化する二面性を持ち合わせている商品

だということは知っておく必要がある。  15 

 

＜上場投資信託 (ETF)＞  

 上場投資信託は、ETF(Exchange Traded Fund)と呼ばれ、「取引所で取引さ

れる投資信託」という意味である。ETF はその名の通り、株式のように上場し

て取引されている少し変わった投資信託。一般的な (非上場 )投資信託は、売買20 

の指示を金融機関に申し込んでから実際にその商品を売買するまでに、国内の

株式や債券に投資するものでも最短 1 日、海外の資産に投資するもので数日の

タイムラグが発生する。これに対し ETF は、投資信託そのものを 1 銘柄とし

て株式市場に上場させることで、取引時間中であればリアルタイムに売買する

                                                   
33 投資対象として株式や債券、REIT(不動産投資信託 )など値動きの異なる資産を組み合

わせて運用するファンドのこと。全体としての価格の変動は、比較的緩やかな傾向になる

とされている。大和投資信託「バランス型ファンド」

(http:/ /www.daiwa-am.co.jp/guide/term/ha/baran_1.html )参照。 (閲覧日 2016 年 9 月 24

日 )  
34 松本弘樹 (2011)pp.54-55 参照。  
35 分配金＞ファンドの利益、というかたちで毎月、元本を取り崩してでも無理に分配をし

ていくと、気がついたときには元本が半分になり、ある日突然期待していた分配金が下が

る。こうなると当初計画していたペースなどで分配金を受け取ることができなくなってし

まうことがある。吉井崇裕 (2016)p.168 参照。  

http://www.daiwa-am.co.jp/guide/term/ha/baran_1.html
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ことができる 36。つまり、売りたいときに売り、買いたいときに買うことがで

きる。これが ETF の最大の特徴でありメリットといえる。  

他にも ETF は株式市場に上場する一つの銘柄であるため販売会社が介在せ

ず、一般的な投資信託に比べて信託報酬などの「維持コストが低い」という特

徴もある 37。維持コストが低いと、利益が出た際のトータルリターンは増える5 

ため、投資家にとって大きなメリットといえる。  

しかし、ETF にもデメリットは存在する。一般的な投資信託が 1 万円程度か

ら購入できるのに対し、ETF の多くは数万円から 10 万円程度のものが多く、

売買単位が高く設定されている。そのため、購入にはまとまった資金が必要に

なってくる。分配金に関しては、一般的な投資信託と違い、自動的に再投資を10 

することができないため 38、再投資しようとすれば、売買手数料を支払って自

分自身で行う必要がある。手間もコストもかかってしまうため難点といえる 39。 

まとまった資金があれば一般的な投資信託よりも低い維持コストで運用でき

るため、「分配金を再投資せずに受け取りたい」と考えている投資家にとっては

適した商品といえる。  15 

このように投資信託の商品は、投資家の考えや目的に合わせて多種多様であ

る。自らのニーズに適した商品を選ぶことができるのならば、良い資産運用ツ

ールとして活用することができるが、間違った商品選びをしてしまうと損をす

ることもある。つまり、投資信託をうまく活用していくには、「商品を知り、特

徴を認識すること」が重要といえるだろう。  20 

 

第 2 節 投資信託の歴史・普及への背景  

 

【1】米国での投資信託の歴史・普及への背景  

米国の投資信託は、1920 年代初頭に英国から輸入され、現在では世界の投信25 

残高の約半分を有する投信大国になっている。投信残高を見ると、投資会社法

                                                   
36 吉井崇裕 (2016)pp.27-28 参照。  
37 カン・チュンド (2010)pp.36-38 参照。  
38 一般的な投資信託では分配金は受け取るか、自動的に再投資するかの選択が可能。分配

金を自動的に再投資できれば、投資元本が積み上がるため、投資家のリターン向上に寄与

することになる。カン・チュンド (2010)p.99 参照。  
39 カン・チュンド (2010)p.99 参照。  
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制定時の 1940 年から 2014 年までの 74 年間に 34,600 倍に拡大した 40。74 年

をかけて急速に成長した米国の投資信託拡大の背景には、株価上昇や家計金融

資産の増大、その他にも商品の増加、販売チャネルの多様化、税制優遇制度の

普及など様々な要因があるとされている。その中で、401(k)や IRA(個人退職勘

定 )といった「税制優遇制度」の存在と「販売チャネルの多様化」の存在が特に5 

重要である 41。  

 

＜税制優遇制度＞  

 米国の投資信託普及には 401(k)や IRA といった税制優遇制度の存在が大き

い。まず概要を説明すると 401(k)とは、確定拠出型年金制度の一つで、この年10 

金に加入するのか、加入する場合には毎月いくら拠出するのかを自らで決めら

れることから、自助努力の年金制度ともいわれているものである。 401(k)の大

きな特徴は、企業と従業員のマッチング拠出を行うことができる点や、積立の

上限が高いことなどが挙げられる。さらに退職後のための資産形成ということ

で、拠出は所得控除になるなどの税制上の優遇措置も設けられている 42。  15 

 次に IRA とは、1974 年に創設された個人向けの確定拠出型年金制度であり、

IRA は 401(k)と同様に、個人が自ら加入し、拠出額や投資対象を決める仕組み

になっている。特徴は、拠出額は 401(k)よりも少ないが投資対象が幅広く認め

られている点である 43。税制上の優遇措置も 401(k)同様に存在し、この二つの

制度が投資信託の普及に大きく関わっている。  20 

 米国では日本に比べて公的年金の年金支給額がそれほど大きくないために、

公的年金以外の収入源が退職後の生活費確保には欠かせない存在となっている。

そのため、401(k)や IRA といった確定拠出年金の存在は、公的年金の次に位置

している。  

 こうした中で米国の一般的な就業世帯が十分な退職資産を準備するためには、25 

若いころから資産形成を開始することや、ある程度のリスク・リターンを伴う

ような運用をすることがきわめて重要になってくる。このような背景もあって、

                                                   
40 杉田浩治 (2015)p.1 参照。  
41 杉田浩治 (2015)p.1 参照。  
42 野村資本市場研究所編 (2008)p.30 参照。  
43 野村資本市場研究所編 (2008)p.32 参照。  
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米国では 401(k)や IRA を通じた投資信託による投資が拡大してきた。401(k)

における投資信託の比率は、1990 年代には 9%程度だったが 2007 年には 55%

まで増加し、 IRA においても同様に 1980 年代には預貯金が半分以上のシェア

を占めていたが、1996 年以降は投資信託が最大のシェアを占めている。  

こういった税制優遇制度の存在によって、確定拠出年金経由で初めて投資信5 

託を購入した人の割合は 57%にも上り、米国の投資信託普及の一翼を担ったと

いえる 44。  

 

＜販売チャネルの多様化＞  

 10 

図表 4 投資信託を保有する世帯が主として投資信託を購入するルート  

 

(出所 )大和証券 (2014)「米国の家計金融資産の現状と経験」

(http:/ /www.dir.co.jp/research/report/capital -mkt/20140130_008155.pdf  )より取得  

 15 

 もう一つ普及への背景として語る必要があるのは、米国における投資信託の

販売チャネルの多さである。米国投信は 1960 年代まではほとんどが証券会社

の外務員によって販売されていた。しかし、70 年代以降、投信の販売チャネル

は拡大・多様化し、投資家との接点は大きく拡がっている 45。  

                                                   
44 野村資本市場研究所編 (2008)p.36 参照。  
45 杉田浩治 (2015)p.10 参照。  
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 図表 4 を見てわかるように、最も多いのは退職者年金を通じて購入している

ケースだ。これは、上述したように 401(k)や IRA といった確定拠出年金の存在

で多くなっている。次に多いのはフル・サービス・ブローカー、いわゆる証券

会社での販売である。後述するが日本での証券会社での販売が 4 割近くである

のと比較するとかなり少ないということがわかる。他にも様々な購入ルートが5 

ある中で、注目したのは、「独立のファイナンシャル・プランナー」と「ディス

カウント・ブローカー」による購入ルートである。  

 米国のファイナンシャル・プランナーは独立した専門職として認知されてお

り、業務として顧客に合わせた専門的な助言を行う。また、米国では多くのフ

ァイナンシャル・プランナーが保険や証券の販売員としての資格を保有してい10 

るため、商品販売も行うケースが多い 46。米国では、富裕層だけでなく一般人

にも投資を促していくうえで、身近な相談相手という存在が必要とされ、販売

ルートの一つとして確立されているのだ。  

 ディスカウント・ブローカーは、通常の手数料よりも割安な手数料で注文を

とる証券会社の形態のことをいう。アメリカで 1975 年に手数料が自由化され15 

たのを機に急増した。顧客からの注文を受けるだけで、情報の提供や投資提言

などのサービスはないのが一般的とされている 47。このディスカウント・ブロ

ーカーはファンド・スーパーマーケット 48という、複数の会社が運用する投資

信託を一つに集めて、顧客に適した商品を提示するサービスを行っている。複

数の会社の商品を扱うため、ディスカウント・ブローカーは独立した販売形態20 

をとっており、それゆえの強みを発揮して増加してきている 49。こうした販売

チャネルの多様化によって、米国では投資信託が普及していった。  

                                                   
46 沼田優子・淵田康之 (2005)p.101 参照。  
47 野村証券「証券用語解説集」(http:/ /www.nomura.co.jp/terms/japan/te/discount.html )

参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 10 日 )  
48 1992 年に、米証券会社のチャールズ・シュワプが始めた「 OneSource(ワンソース )」が

ファンド・スーパーマーケットの先駆けといわれている。現在、シュワプを通じて購入で

きる投資信託はおよそ 6300 本あり、米国内にある投資信託数が約 8000 本であるため、国

内の投資信託のほとんどがシュワプを通じて購入可能な状態といえる。  

野村総合研究所「ファンド・スーパーマーケット型投信販売を考える」

(http:/ /www.nri.com/jp/opinion/kinyu_itf/2006/pdf/itf20061104.pdf ) 参照。(閲覧日 2016

年 10 月 19 日 )   
49 野村資本市場研究所編 (2008)p.120 参照。  

http://www.nri.com/jp/opinion/kinyu_itf/2006/pdf/itf20061104.pdf)(閲覧日2016年10月19
http://www.nri.com/jp/opinion/kinyu_itf/2006/pdf/itf20061104.pdf)(閲覧日2016年10月19
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 米国では、このような「税制優遇制度」や「販売チャネルの多様化」という

ものを通じて投資信託が普及し、世界最大の投信大国にまで成長した。  

 

【2】日本での投資信託の歴史・普及への背景  

 日本の投資信託は 1941 年に野村証券が募集したのが最初である。この年は5 

太平洋戦争の勃発した年で、当時の国内経済は政府の軍需産業育成策の反動で、

一般企業の業績は落ち込み、株式市場は低迷を続けていた。このような時代背

景の下、株式市場のテコ入れ的な意味を含め、証券市場の安定化と、インフレ

抑制などの目的で最初の投資信託が誕生した 50。そして 1951 年、証券投資信託

法施行によりスタートした。欧米のような投資者のニーズに基づいて自然発生10 

的に生まれたものではなく、財閥解体で大量に放出された株式の需給調整や戦

後の資金不足時代の産業資金の調達等の意図のもとで政策的に導入された商品

であった 51。  

 その後、証券投資法は 1967 年に一部改正され、投資信託委託会社の受益者

に対する忠実義務 52の明確化や禁止行為に関する規定の強化・新設など投資信15 

託委託会社の行為準則が設けられた。1995 年には規制緩和とディスクロージャ

ーの強化を主要テーマとする大規模な改革が行われた。  

そして 1998 年には、日本版ビックバンを目指した金融・証券制度の大改革

の一環として、「フリー・フェア・グローバル」を標榜した「金融システム改革

法」が施行された。これにより、投信ビジネス参入の自由化や会社型投信と私20 

募投信の導入等の投信形態の多様化が進んだ。さらに銀行等の金融機関による

窓口販売も認められ、販売チャネルも大きく拡大した。その一方で投資家への

自己責任を重視したディスクロージャーの拡充も行われた 53。これにより投資

家はファンド内容を自分で確認し、自己責任で判断し、投資することが求めら

れるようになった。  25 

                                                   
50 乾一夫 (1998)pp.33-34 参照。  
51 日本証券経済研究所編 (2016) p.234 参照。  
52 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

業務を遂行しなければならないとする義務のこと。投資信託協会「忠実義務」

(https://www.toushin.or.jp/words/keyword/131/ )参照。 (閲覧日 2016 年 8 月 14 日 )  
53 田村威 (2003)pp.85-93 参照。  
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2000 年には不動産投資信託の設定が可能になるなど、投資対象が有価証券以

外のものにまで拡大されてきている。法律名も「投資信託及び投資法人に関す

る法律」と改められた。また投信委託会社の行為準則に善管注意義務 54が追加

されるなどの改正が行われた 55。  

このようにして、日本でも米国の後を追う形で、商品や販売チャネルなどが5 

増加してきた。米国での投資信託の普及要因として挙げた「税制優遇制度」は

第 1 章でも述べたように、近年では日本でも普及し始め、多くの人が優遇措置

を受けながら資産運用をできるようになってきている。商品に関してもグロー

バル化が進む現代では海外で流行したものが日本でも導入されるケースが多く、

近年では投資一任業務であるラップ口座なども米国の後を追う形で導入され 56、10 

それに伴う法改正なども行われてきた。  

しかし、もうひとつの米国で投資信託が普及する要因である「販売チャネル

の多様化」では、日本は多様化してきてはいるが、米国と比較するとまだ遅れ

ている。現在の主な投資信託の購入先としては、証券会社の店頭が 38.8%と一

番多く、次いで銀行の店頭が 38.4%と同程度で高い 57。米国で見られた、ファ15 

イナンシャル・プランナーやディスカウント・ブローカーからの購入は回答に

なく、他のアンケート項目を見ると、FP 等の外部の専門機関に相談して投資

信託を購入した人はわずか 2.4%しかいない 58。米国の普及をモデルとするのな

ら更なる販売チャネルの多様化が普及に向けて今後必要になってくるだろう。  

現在の投資信託の保有状況に関しては、次節の「投資信託の現状」で述べる。  20 

 

 

                                                   
54 「善良なる管理者として注意する義務」として金商法第 42 条第 2 項で定められている

義務のこと。受託者の社会的地位や経済的能力に応じて負うべき注意義務。投資信託委託

会社は受益者に対してこの義務を負う。投資信託協会「善管注意義務」

(https://www.toushin.or.jp/words/keyword/121/ )参照。 (閲覧日 2016 年 8 月 14 日 )  
55 日本証券経済研究所編 (2016)p.234 参照。  
56 野村総合研究所「ラップ口座」

(http:/ /fis.nri.co.jp/ja -JP/service/keyword/2011/201111.html )参照。 (閲覧日 2016 年 10

月 19 日 )  
57 投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査報告書  2014 年 (平成 26 年 )」

(https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2014/ )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月

11 日 )  
58 投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査報告書  2013 年 (平成 25 年 )」

(https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2013/10099/#c21694 )参照。(閲覧日

2016 年 10 月 24 日 )  

http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/keyword/2011/201111.html)(閲覧日2016年10月19
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/keyword/2011/201111.html)(閲覧日2016年10月19
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2014/
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2013/10099/#c21694
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第 3 節 投資信託の現状、保有率・購入目的  

 

これまでに日本や米国の投資信託普及までの歴史について述べ、様々な制度

改革を経て、投資信託の普及を目指してきたことを述べたが、本節では、日本

と米国を比較しつつ投資信託の現状について論ずる。  5 

日本の家計の金融資産構成は、現金・預金比率が 52.4%と過半数を占め、続

いて年金・預金・定期保険が 29.9%、そして株式が 9.0%で投資信託が 5.4%で

ある。米国の金融資産構成を見てみると株式は 34.9%、投資信託が 10.8%とな

っており、米国と比較し、日本の株式や投資信託の保有率は低い。これらのこ

とからもわかるように日本人が現金や預金を好む傾向が強く、投資信託はあま10 

り普及していない。  

 

図表 5 家計の金融資産構成  

(出所 )日本銀行調査統計局「平成 28 年度  資金循環の日米欧比較」15 
(https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf )より筆者作成  

 

 次に投資信託の年齢別保有比率 (各年齢層について投信保有者が何%いるか )

を日本と米国で比較すると、図表 6 の通りである。まず、全体の平均を見てわ

かるように米国が 43%なのに対し日本はわずか 8.7%程度と低く、日本の保有20 

率は米国の 5 分の 1 程度ということがわかる。年齢別で見てみると、特に若者

の保有率が低く、35 歳未満では米国の 10 分の 1 以下である。  

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf
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図表 6 年齢別投資信託保有率  

 
日本の投信保有率  

米国の投信保有率  
男性  女性  

全体  8.7% 43% 

20~24 歳  

25~29 歳  

30~34 歳  

0.9% 

1.4% 

4.6% 

1.1% 

3.8% 

1.0% 

32% 

35~39 歳  

40~44 歳  

7.3% 

7.6% 

4.3% 

4.3% 
48% 

45~49 歳  

50~54 歳  

6.3% 

10.7% 

7.6% 

8.2% 
54% 

55~59 歳  

60~64 歳  

11.5% 

11.8% 

8.5% 

12.2% 
48% 

65~69 歳  

70~74 歳  

75~79 歳  

80~84 歳  

85~89 歳  

90 歳以上  

14.6% 

18.4% 

11.8% 

17.2% 

15.4% 

16.7% 

12.6% 

11.4% 

9.6% 

9.7% 

4.2% 

0.0% 

36% 

(出所 )杉田浩治 (2016)「投資信託の販売をめぐる世界の動向」 p.3 

(http:/ /www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1609_01.pdf )より筆者作成  

 

 そして投資信託の購入目的について見てみると、日本は「特に目的はないが5 

資金を増やしたいため」という回答が 36.7%と最も多く、次に多いのが「老後

の生活資金」で 30.4%だった。対して米国は「退職後の資金」という回答が 74%

と最も多く他の回答と差をつけている。  

図表 2 を見てみると第 2 節で述べたように歴史的背景や年金制度等によって

米国の投資信託は幅広い年齢層が保有し、個人が明確な目的を持って投資信託10 

を購入していることがわかる。比べて日本は、まだ普及がさほど進んでいない

ために全体的に保有率は低く、特に若者の保有率が圧倒的に低い。購入目的に

関しても、目的を持たずにただ資金を増やしたいだけという回答が多く、米国

のように将来を見据えた資産形成手段として活用されていないのが現状だ。  

 15 

 

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1609_01.pdf
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図表 7 個人投資家の投資信託の購入目的  

日本  米国  

特に目的はないが資金を  

増やしたいため  
36.7% 退職後の資金  74% 

老後の生活資金  30.4% 現在の収入の補完  6% 

資産のリスク分散  17.7% 不時に備えて  6% 

経済の勉強のため  10.5% 教育資金  5% 

子供または孫の教育資金  8.4% 節税  3% 

レジャー資金  5.5% 住宅または高額商品の購入  3% 

住宅資金  1.7% その他  3% 

(出所 )日本証券経済研究所編 (2016)『図説  日本の証券市場  2016 年版』  

p.245 より筆者作成  

 

このため、米国のように投資信託を普及させていくためには、特に若い世代5 

への普及を促し、それと同時に将来を見据えて資産運用をしていく大切さなど

を教えていくような投資に関する教育というのも必要になってくるだろう。  

 

第 4 節 小括  

 10 

 第 3 章では投資信託の概要や購入までの流れなどについて述べ、そして主な

特徴について述べた。投資信託は少額からの投資が可能なため、個人でも出す

ことのできる金額から投資に参加することができ、さらに多くの投資家が資金

を拠出しあうことによって規模の経済性を活かすこともできる。そしてプロに

運用を任せることで効率的な分散投資を行え、投資に関する知識がなくても株15 

式投資を行うことができる。  

 様々な特徴を持つ投資信託は、税制優遇制度と販売チャネルの多様化によっ

て、米国で大きく発展した。米国では公的年金の年金支給額が多くないために、

公的年金以外の収入源が退職後の生活費確保には欠かせない存在となっている。

こういった背景により 401(k)や IRA といった税制優遇制度を活用しながら、投20 

資信託を保有することが広まった。さらに富裕層に限られていた投資を一般層
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に普及するために、身近な相談役としてファイナンシャル・プランナーを活用

するなど、投資家のニーズに合わせた多様な販売チャネルが併設された。  

 日本でも米国の後を追う形で、商品や販売チャネルなどが増加していき、税

制優遇制度も普及し始めている。しかし、米国と比べるとファイナンシャル・

プランナーの活用やディスカウント・ブローカーによる販売は少なく、販売チ5 

ャネルの多様化は遅れているといえる。  

 様々な取り組みが行われてきた日本の投資信託だが、現在の家計の金融資産

構成の中には 5.4%程度しかなく、あまり普及していない。米国と比べると圧倒

的に 20 代の若年層の保有率が低く、投資信託の購入目的に関しても、多くの

人が特に目的を持っているわけでもなく、ただ資金を増やしたいからという理10 

由で購入していることが分かった。これらのことからも投資信託の普及に向け

て、更なる販売チャネルを創設していくことや、それと同時に投資に関する教

育というものも必要になってくるといえる。  

 

第 3 章 投資信託普及への課題  15 

 

 第 2 章の日本の投資信託で述べた通り、現在の日本の投資信託は普及してい

るとは言えず、家計などの一個人の資産形成手段にはなることができていない

のが現状である。そこで第 3 章においては、日本で投資信託が普及していくた

めの課題について分析する。  20 

 

第 1 節 買い手の投資に関する知識不足  

 

まず初めに、投資信託を普及させるにあたり大前提となる「投資」という行

為について必要性を感じているのか、というアンケートを見てみると図表 8 の25 

ような結果になっている。  

 

 

 

 30 
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図表 8 証券投資の必要性  

 
(出所 )日本証券業協会 (2015)「証券投資に関する全国調査」 p.16 

(http:/ /www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27gaiyou.pdf )より筆者作成  

 5 

 アンケートによると「投資が必要だと思う」と回答した人は 23.7%しかおら

ず、「必要と思わない」と回答した人は 75.8%も存在した。必要だと思うと回答

した人の理由を見ると、「預貯金だけで十分利息を期待できない」という回答が

66.4%と最も多く、次に「将来の生活資金を準備できる」という回答が 43.8%

であった。その他の回答を見てもわかるように、必要だと感じている多くの人10 

が将来の資産運用を見据えて、それに対する方法として投資を必要としている

ことがわかる。  

 その反対に、必要と思わないと回答した人の理由をみると、「金融や投資に関

する知識を持っていない」が 38.5%と最も多い。次に多いのが「損をする可能

性がある」38.0%であり、その他の回答を見ても、将来を見据えて考えた結果、15 

必要がないという回答に至ったわけではなく、その前段階の投資を行うために

必要な知識不足やリスクを嫌うというイメージでの回答ということがわかる。  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27gaiyou.pdf
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 次に投資経験者と投資関心層 (投資未経験者 )の投資に対するイメージを比較

してみる。  

 

図表 9 投資経験者と投資関心層のイメージの違い  

 5 

(出所 )野村総合研究所 (2016)「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用

促進に向けた課題に関する調査」

p.14(http:/ /www.fsa.go.jp/common/about/research/20151001 -1/02.pdf)より筆者作成  

 

投資経験者の多くは、投資をギャンブルではないということを理解している10 

ため、投資を「ギャンブル /賭博」とイメージしている人が 10.6%と少なくなっ

ている。また、リスクに関しても知識を持って分散などをすれば、ある程度抑

えることができることを理解しているため、「リスクが高い」とイメージしてい

る人が 20.2%と少ない。  

しかし、投資未経験者である投資関心層は、投資と投機の違いや、分散など15 

によってリスクを軽減できることなど、投資に関する知識をあまり有していな

い。そのため、投資が「ギャンブル /賭博」とイメージしている投資関心層は

20.3%であり、投資経験者と比較すると 9.7%増加している。また、「リスクが

高い」という回答も投資経験者より 19.7%増加していることから、投資関心層

はマイナスのイメージを多く持っていることがわかる。こういったことから投20 

http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20151001-1/02.pdf
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資の必要性に関して感じたリスクを嫌うという傾向は、知識がないがために過

度にリスクを意識しすぎている可能性もあるといえるだろう。  

投資に関する知識不足は、投資信託にも影響を及ぼしている。図表 10 は、

日本での投資信託の非購入理由のアンケート結果である。アンケートの回答は

「よくわからないので不安」という回答が 63.8%で最も多かった。  5 

 

図表 10 投資信託の非購入理由  

 

(出所 )投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査報告書 2014 年 (平成 26 年 )」  

(https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2014/ )より筆者作成  10 

 

投資信託を活用する多くの人は、その基盤ともいえる投資に関する知識を有

しているといえる。そのため、投資に対する知識を有していない人が多いと、

おのずと投資信託に対する知識も不足してくる。つまり、投資信託の知識と投

資に関する知識は、密接につながっているといえる。こういったことからもま15 

ず、投資に関する知識を身につけることが投資信託の普及に必要といえるだろ

う。  

第 2 章の「投資信託の現状」で日米の投資信託の購入目的の比較で判明した、

日本の投資信託を購入している多くの人が「目的意識を持たず、ただ資金を増

やしたいだけ」という理由で購入していることも、投資に対する知識が普及し20 

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2014/
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ていれば、図表 8 のアンケートで投資が必要だと思うと回答した約 20%の人の

ように将来を見据えることができるのではないかと考える。  

そこで筆者は、投資信託を普及させるには、早い段階からの投資に関する「投

資教育」が重要な役割を果たすと考えた。  

 5 

第 2 節 手続きや商品選びの複雑性  

 

投資信託の不満点を保有経験者や現在の保有者に聞いたところ図表 11 のよ

うな結果になった。  

 10 

図表 11 投資信託の不満に感じる点 (現在保有者・保有経験者 ) 

 

(出所 )投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査報告書 2014 年 (平成 26 年 )」

(https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2014/11681/#c24883 )より筆者作成  

 15 

まず元本保証がないことや手数料の高さなどが圧倒的に多いことが分かる。

その中で「種類が多く選択に迷う (20.7%)」や「購入手続きが煩わしい (7.6%)」

といった回答が不満点に挙がっている。現在の投資信託の商品の本数は 2015

年 9 月末時点で公募投信だけで 5776 本 59もあり、この中から自身の目的に合

わせたものを探さなくてはならない。個人が商品選びをする際に、ある程度の20 

                                                   
59 日本証券経済研究所編 (2016)p.239 参照。  

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2014/11681/#c24883
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絞り込みはできても、そこから本当に自分に適しているのか、利益はでるのか

などを考えて商品を選ぶのは容易ではない。購入手続きに関しても第 2 章の「購

入から換金までの流れ」で述べたように多くの手続きをしなくてはならない。  

このアンケート結果は現在、投資信託を保有している人や保有経験者に聞い

たものである。経験者ですら商品選びに迷っていたり、手続きが煩わしいと感5 

じている。そのため、投資の初心者にはもっと強く感じてしまうだろう。  

本来、投資信託は、投資の初心者でも運用面をプロが行うことによって知識

不足をカバーできる商品である。しかし、そのプロセスにたどり着く前の「商

品選び」や「購入手続きの煩わしさ」というのが、投資信託が普及していない

要因であるのならばそれは改善すべきである。本来とても高いポテンシャルを10 

持っている投資信託がこうした理由で活用されないのは望ましくない。  

第 2 章の投資信託の商品でも述べたように、投資信託において商品の特性を

理解し、商品選びをすることはとても重要である。投資信託の普及にはまずこ

ういった投資に興味がある人の商品選びなどをサポートしていく必要があるだ

ろう。  15 

 

第 3 節 売り手側の問題点  

 

 投資信託は資産運用ツールとして優れた性能を持っているが、その反面、投

資信託ならではの問題も存在する。  20 

投資信託の問題点について平成 24 年に行われた「投資信託・投資法人法制

の見直しに関するワーキング・グループ最終報告 60」を見てみると、「投資信託

商品の開発・販売において必ずしも投資家の資産運用ニーズが反映されていな

い」との指摘や「投資信託商品の開発・販売に当たっては、顧客 (投資家 )本位

の目線が一層必要である。」と述べられている。このことから筆者は投資信託の25 

問題は、売り手側が「投資家目線に立つことができていない」ことだと考える。  

 投資家目線に立てていない背景の一つとして、日本の投資信託の商品開発面

においての証券会社 (販売会社 )と運用会社の関係性というものがある。日本の

                                                   
60 金融庁「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ  最終報告  平

成 27 年度」 (http://www.fsa.go. jp/singi/singi_kinyu/tosin/20121212 -1/01.pdf)参照。 (閲

覧日 2016 年 10 月 27 日 )  

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20121212-1/01.pdf
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多くの証券会社はグループ会社に同じ系列の運用会社 (委託会社 )を持っている

形態が多く、運用会社が完全に独立していない場合が多い。委託会社の経営陣

には親会社の証券会社、あるいは金融機関の人間が就いている例が多く、親会

社が投資信託委託会社の経営に深く関わっていると、多かれ少なかれ、親会社

の意向が働いてしまうことがある 61。このため証券会社＞運用会社という力関5 

係が昔から成り立っている。  

こういった力関係があるため、運用会社は投資家目線に立った商品の開発で

はなく、販売会社である証券会社のための売れる商品を開発することが求めら

れ、「販売を主導する本社の意向とは別に投資家を見据えた商品開発を行えるか

どうかも大きな課題 62」という指摘もされている。もちろん証券会社の売りた10 

い商品をただ買ってしまう投資家の知識不足という問題も存在するが、この投

資信託の商品開発時における証券会社と運用会社の関係性が投資家目線に立つ

ことができない一因であるといえるだろう。  

 手数料という視点からも投資家目線に立つことができていない要因が存在す

る。米国の販売手数料の平均は 0.59%なのに対し、日本の販売手数料の平均は15 

3.20%63と高く、図表 11 の「投資信託の不満に感じる点」というアンケートを

見ても 45.1%の人が手数料が高いと感じている 64。こうしたことから日本の投

資信託の手数料は高いといわれている。  

高い手数料について「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・

グループ最終報告」では、「投資信託の量的拡大は途上にあり、現在の規模では20 

経費を投資信託の残高に連動した信託報酬で賄い切れず、販売手数料が重視さ

れている」と指摘されている。また「投資信託の手数料は、株式売買手数料や

利ざやといった従来の収益源が不振となっている金融機関にとって重要となっ

ている」とも述べられている。  

                                                   
61 乾一夫 (1998)p.209 参照。  
62 時事通信社金融情報部  鑓水圭介 (2014)内でのインタビュー記事において、作新学院大

学教授の高橋元氏が指摘している。  
63 金融庁「平成 27 事務年度  金融レポート」p.60(http:/ /www.fsa.go.jp/news/28/2016091

5-4/01.pdf)参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 26 日 )  
64 投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査報告書  2014 年 (平成 26 年 )」

(https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2014/11681/#c24883 )参照。(閲覧日

2016 年 10 月 26 日 )  

http://www.fsa.go.jp/news/28/20160915-4/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/28/20160915-4/01.pdf
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 こうした背景があるために、証券会社は販売員たちの成績評価の基準を手数

料の多寡で判断し、販売員に手数料の高い投資信託を売るインセンティブを与

えている 65。結果として、販売員は自身の成績に係ってくる手数料の高い投資

信託の販売を好み、さらにはより多くの手数料を稼ごうとして、過去には回転

売買 66のような投資家の利益を無視した販売方法も行われてきた 67。売り手側5 

である証券会社は投資家目線に立った商品の提供やアドバイスをすることが望

ましいが、それが行われずに投資家のニーズを無視して、売り手側の売りたい

商品を投資家へ押し売りするということが起こってしまっている。  

このような問題を受けてか、日本証券業協会の調査 68によると、証券会社の

イメージとして 39.9%の人が「あまり信用できない」と回答し、投資家の証券10 

会社に対する不信感をうかがうことができる。投資信託の普及のためには、こ

のような問題を改善し、投資家目線に立ち商品を開発していくことや、投資家

のニーズに適した商品が販売されていく環境を整えていく必要があると考える。 

 

第 4 節 小括  15 

 

投資信託が普及していくための課題として、三つの課題がある。一つ目の課

題は、「買い手の投資に関する知識不足」である。日本では投資に関しての知識

が不足している人が多く、投資のリスクについても過度に嫌ってしまっている

人が多い。投資に関する知識と投資信託に対する知識は密接な関係にあり、投20 

資に関する知識不足の人は、おのずと投資信託に対する知識も不足していると

いえる。よって、投資信託の普及には、投資に関する知識を身につけるための

投資教育が重要な役割を果たすと考えた。  

 二つ目の課題は、「手続きや商品選びの複雑性」である。投資信託は購入まで

に多くの手続きが必要なため手続きが煩わしいと感じる人も多く、また、多様25 

                                                   
65 乾一夫 (1998)p.206 参照。  
66 2015 年 4 月 1 日付日本経済新聞によると、新しい投信への乗り換えを頻繁に促して手

数料を稼ぐ手法のこと。  

日本経済新聞 (2015)「急増ラップ商品期待度はコストに合う成績見極め」 (2015 年 4 月 1

日 )参照。  
67 乾一夫 (1998)p.206 参照。  
68 日本証券業協会 (2015)「証券投資に関する全国調査」 (http:/ /www.jsda.or.jp/shiryo/ch

ousa/data/files/h27/H27gaiyou.pdf )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 28) 
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な商品があるため商品選びに迷ってしまう人も多い。このような「商品選びの

難しさ」や「購入手続きの煩わしさ」が、普及の妨げになっているのではない

かと考えられ、そのため、商品選び等をサポートしてくれる存在が必要なので

はないかと考えた。  

 三つ目は、証券会社や運用会社が「投資家目線に立つことができていない」5 

という売り手側の問題である。投資信託の商品開発面においては、証券会社と

運用会社の力関係から、証券会社のための売れる商品というものを開発するこ

とが求められ、投資家目線に立っているとはいい難い。販売面の手数料に関し

ても同様であり、このような問題を受けてか証券会社に対して不信感を抱いて

いる人も存在し、普及の妨げになっているといえる。そのため、投資家目線に10 

立った商品が提供されていくような環境を整えていく必要があると考えた。  

 これらの課題を改善していくことが、投資信託の普及には必要といえるだろ

う。  

 

第 4 章 投資信託が家計の資産形成手段になるために  15 

 

 第 3 章において投資信託の普及に向けた課題について述べたが第 4 章におい

てはその課題の解決策を企業による投資教育と商品選びでのアドバイザーの活

用、新たなる販売形態という三つを提言する。  

 20 

第 1 節 企業による投資教育  

 

第 1 章の第 2 節で述べたとおり、日本では確定拠出年金や NISA といった制

度が普及してきており、個人の自助努力による資産形成が求められてきている。

そのため、投資に関する知識を身に付けていくことが重要と考えられるが、第25 

3 章の第 1 節で指摘したとおり、日本では投資に関する知識が不足している人

が多い。個人の資産形成のために投資に関する知識を身に付けるための投資教

育を行っていくことが重要といえる。そして、投資信託を普及させていくため

にも投資教育を行っていくことが必要であると考えられる。  
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 日本の投資信託の保有者層を見ても、投資信託を普及させていくために必要

な投資に関する教育は、なるべく早い時期から若年層に教えていく必要がある

といえる。しかし、学校教育などで投資に関する知識を教えていくことは、現

状の教育カリキュラムや、学生になじみのない投資について教えることの難し

さなど、課題が多く、学校教育で十分な教育を行うことは難しいといえる 69。  5 

そのため筆者は、学校教育段階ではなく、実際に投資を行うことのできる年

齢に達した 20 代前半の若年層に企業が投資教育を行っていく必要があると考

えた。企業による投資教育のモデルとして企業型確定拠出年金を導入している

企業が行っている「投資教育」をモデルにする 70。  

投資教育を行う上で、 1 回限りの授業で終わってしまうと、投資教育の効果10 

が期待できない。また、初めから難しい内容の授業を行ってしまうと、投資無

関心層が授業内容を理解することが困難になってしまう。その結果、投資教育

の効果が低下してしまう可能性がある。そこで筆者は、投資教育を研修期間時

に行う「研修時教育」と「継続教育」に分けることを提言する。研修時教育を

行い理解した上で継続教育を受けることで、理解の推進につながると考えた。  15 

 

図表 12 研修時教育と継続教育で行う授業内容  

研修時教育  継続教育  

・投資と投機の違い  

・リスクの種類と特徴  

・リスクとリターンの関係性  

・運用商品の種類と特徴  

・分散投資の効果、長期投資の効果  

・確定拠出年金の概要 71 

・研修時教育の再教育  

・仮想投資の活用  

・運用指図の方法  

・報告書の読み方  

・定期的な情報提供  

(出所 )企業年金連合会 (2014)「企業型確定拠出年金投資教育ハンドブック」  

(https://www.pfa.or.jp/jigyo/jimushien/files/dc_handbook.pdf ) を参考に筆者作成  

                                                   
69 日本証券業協会「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査結果」

(http:/ /www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/news_jittai.pdf)参照。 (閲覧日 2016

年 10 月 26 日 )  
70 企業型確定拠出年金が導入されている企業では、法律により「投資教育」の実施が事業

主の努力義務として規定されている。このような投資教育は、限られた企業だけでなく、

新入社員を採用する全ての企業が行うべきであると考えた。  
71 実際に確定拠出年金を活用していくことも望まれるために、投資に関する基礎的なこと

を学ぶとともに確定拠出年金の概要についても学ぶべきと考えている。  
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＜研修時教育＞  

研修時教育では、投資を活用する上で必要不可欠である投資に関する基礎的

な知識を学ぶための授業を行う。  

初めに、投資と投機の違いを学ぶことによって投資はギャンブルではなく、

資産形成手段の一つであることを理解する。第 3 章で述べたように、投資関心5 

層の人でも、投資をギャンブルだとイメージしている人が多いため、こうした

基礎をまず学ぶことが必要であるといえる。  

また運用商品の種類と特徴を学ぶことで、株式投資や債券投資、プロに運用

を任せる投資信託などといったそれぞれ異なるリスクや仕組みの運用商品があ

ることを理解し、自身に適した運用商品を選ぶきっかけになると考える。加え10 

て投資を活用する際に様々な種類のリスク 72が存在することについても学ぶ必

要があるだろう。  

そして、様々なリスクを抑える方法として、分散投資 73と長期投資 74を活用

していくというリスクの抑え方についてなども教えていく必要があると考える。 

このようなリスクの抑え方を学んでおくことで、自身で投資をする際にリスク15 

を抑えることができるだけでなく、すでに分散が施されているパッケージと考

えられる投資信託を活用する 75といった考えにも至りやすくなるのではないか

と考えた。  

 

＜継続教育＞  20 

継続教育では、研修時教育によって投資に関する基礎知識が理解されている

ことを再確認するとともに、実践的な内容の授業内容を行う。  

                                                   
72 金融商品のリスクには、大きく分けると、「信用リスク」「価格変動リスク」「為替変動

リスク」「カントリーリスク」などがある。日本証券業協会「リスクの種類」  

(http:/ /www.jsda.or.jp/manabu/securities/level1/sec1_06.html )参照。(閲覧日  2016 年 10

月 23 日 )  
73 リスクを軽減する目的で投資対象の資産、投資の時期などを複数に分けること。資産内

で利益と損失を相殺し、全体としての収益 (場合によっては損失 )が安定化する効果がある。

野村證券投資情報部編 (2002)pp.129-130 参照。  
74 複数年を通して投資することにより、投資をまとめてある時期に行ったとしても、毎年

の価格上下変動が規則性なく発生するので、通算すればその価格変動リスクが低減される

という考え方。村上正人 (2008)pp.135-138 参照。  
75 村上正人 (2008)p.131 参照。  

http://www.jsda.or.jp/manabu/securities/level1/sec1_06.html
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ここでは、研修時教育で学んだ分散投資や長期投資等を実際に行うための練

習として「仮想投資」を行う。具体的には、みずほ証券が運用している「株式

トレーニング 76」や日経・QUICK グループが運営している「トレダビ 77」など

のような仮想投資ツールを活用して行う。ここで大事なのは仮想投資だからと

いってリスクを多く取るのではなく、実際に自分自身の将来設計を踏まえて、5 

リスクはどのくらいとるのか、リターンはどれだけほしいのかを考えることで

ある。  

仮想投資を行うことで、今まで座学で学んでいた知識を実際に活用すること

ができ、仮想投資を通じて自身の新たなニーズにも気がつくことができる。そ

して現実に投資を行うときに自身に適した商品を選択することが可能になるの10 

ではないかと考える。  

また、確定拠出年金を利用する際に必要となってくる運用指図の方法 78や、

投資信託などを活用した際に通知として届く運用報告書の読み方 79など、より

実践的なことについて学ぶ。  

そして、継続教育ではこれらの実践的な内容の投資教育だけでなく、研修時15 

教育の内容が理解されていない場合への再教育や定期的な情報提供 80も行って

いく。  

このような研修時教育から継続教育といった流れの授業の投資教育を行うこ

とで、投資に関する知識を普及させるとともに、図表 9 にあった投資関心層の

マイナスなイメージも減少させることができるのではないかと考えた。そして、20 

                                                   
76 登録を無料で行うことができるため、手軽に安心してはじめることができ、仮想マネー

1000 万円を使い、実際の株価を使って株式取引を行うことができる。みずほ証券が提供

しているため、みずほ証券ネット倶楽部と同様の注文画面を利用することができ、よりリ

アルに取引を疑似体験できる。株式トレーニング「サービス概要」

(https://k-zone.co.jp/sc/index.do )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 24 日 )  
77 50 万人が利用するバーチャル株式投資ゲーム。実在する上場企業のリアル株価を使用

し、証券会社の研修でも使われる本格派。株取引を体験したい未経験者、学習したい初心

者はもちろんのこと、経験者の練習の場としても広く使われている。トレダビ「トレダビ

の 4 つの特徴」 (https:/ /www.k-zone.co.jp/td/ )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 24 日 )  
78 運用指図方法を学ぶことで、確定拠出年金の運用の際に加入者が「いくら」「どの運用

商品で」運用するのかなど、運営管理機関に指示することができる。  
79 運用報告書の読み方を学ぶことで、自分が保有している投資信託の運用成績や期中の運

用経過、今後の運用方針を確認することができるのではないかと考えた。  
80 一定期間を経過すると、投資への関心が薄れてしまうことや間違った知識で理解してし

まっているなどの問題が生じてしまう場合もあるために行う必要がある。  
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自主的に投資に関わる人が増え、日本の投資信託普及に繋がるのではないかと

考えた。  

 

第 2 節 アドバイザーの活用  

 5 

第 2 章において、投資信託の購入から換金までの間に手続きが多いことを述

べ、この手続きの多さというのが第 3 章では不満点に挙がっていた。また投資

信託の商品選びにおいては、商品を知り、特徴を認識することが重要と述べた

が、現状の商品の種類の多さから個人で適切な商品選びを行うことは難しい。

そこで投資初心者や個人をサポートするために、米国の投資信託の普及要因で10 

もあった身近な相談役としてロボ・アドバイザーと FP、IFA といったアドバイ

ザーを提言する。  

 

＜ロボ・アドバイザー＞  

近年、「スマートフォン (スマホ )のアプリなどを使い、コンピューターが資産15 

運用方法を助言する個人投資家向けのサービスが増えている 81。」そのサービス

の一つにロボ・アドバイザーが挙げられる。ロボ・アドバイザーとは、「投資へ

の考え方等、簡易な質問に対する回答に基づき、コンピューターがリスク許容

度を分析して利用者に適したポートフォリオ (資産配分 )を提案する仕組み 82」で

ある。最大の強みは金融と IT(情報技術 )を組み合わせたフィンテックが可能に20 

したコストの低さで、手数料は運用額の 0.2~1%になっている 83。簡単な利用方

法と手数料の低さによって、機関投資家や富裕層向けに限られつつあった金融

サービスが初心者にも身近になっていくことが期待されている。  

                                                   
81 日本経済新聞 (2015)「便利――資産運用、アプリが指南、最適のポートフォリオ作成」

(2015 年 8 月 8 日 )参照。  
82 千葉銀行「ロボ・アドバイザー『 PORT STAR(ポートスター )』の導入および  

投資信託の取扱銘柄追加について」

(http:/ /www.chibabank.co.jp/news/kojin/2016/0704_01/pdf/news20160704_01_001.pdf )

参照。 (閲覧日 2016 年 9 月 26 日 )  
83 日本経済新聞 (2016)「ロボット運用日本で起動」 (2016 年 8 月 26 日 )参照。  

http://www.chibabank.co.jp/news/kojin/2016/0704_01/pdf/news20160704_01_001.pdf
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 既にロボ・アドバイザーは、多くの金融機関やフィンテックベンチャーによ

って提供されている 84。例えば、千葉銀行は三菱 UFJ 国際投信が提供している

「PORT STAR(ポートスター )」を導入しており、フィンテックベンチャーであ

るお金のデザインは「THEO(テオ )」をインターネット上で提供している。  

 ポートスターは、投資に関する簡単な 5 つの質問 85に答えるだけで、それぞ5 

れの投資家のリスク許容度に応じた投資信託を提示してくれるものである。な

お、お勧めされる投資信託は、サッカー用語で表現した全 5 種類である。リス

ク許容度が一番低い場合は「マイゴールキーパー」というベンチマーク 866%の

ファンドであり、リスク許容度が一番高い場合は「マイストライカー」という

ベンチマーク 20%のファンドとなっている。  10 

ポートスターをインターネット上のアドバイザーとして活用することで、投

資信託選びを手助けしてくれるだけでなく、「資産運用を考えたいが、何から始

めていいかわからない」、「忙しくて相談に行く時間がない」といった今まで対

応することのできなかった顧客のニーズに応えることができる 87。  

 お金のデザインが提供しているテオでは、簡単な 9 つの質問に答えるだけで15 

「90 ヵ国、62 通貨、約 1 万 1000 の銘柄。これらを含む 6000 本の ETF の中

から 35~45 本の ETF を組み合わせたプランをユーザーの嗜好性に応じて提示

88」という地理的分散を特徴に持つロボ・アドバイザーである。さらに長期運

用による時間的分散にも力を入れ、徹底した分散投資を行うことでリスクを低

下させ、収益を安定化させることに主眼を置いている。  20 

                                                   
84 世界最大の運用会社、米ブラックロックが近くサービスを始めるほか大和証券などの証

券会社も参入する。ベンチャー企業を合わせれば来春までに 20 社弱がサービスを提供す

る。日本経済新聞 (2016)「ロボット運用日本で起動」 (2016 年 8 月 26 日 )参照。  
85 質問の内容は、投資期間や投資方針、ハイリスク・ハイリターンかローリスク・ローリ

ターンどちらを選ぶか等。三菱 UFJ 国際投信「ポートスターについて」(https:/ /portstar.

mukam.jp/)参照。 (閲覧日  2016 年 9 月 26 日 )  
86 ベンチマークとは、投資信託などが運用指標としている基準のことで、 TOPIX や日経

平均株価などの指標がこれにあたる。 SMBC 日興証券「初めてでもわかりやすい用語集  

ベンチマーク」 (http:/ /www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/he/J0134.html )参照。 (閲覧日

2016 年 9 月 26 日 )  
87 千葉銀行「ロボ・アドバイザー『 PORT STAR(ポートスター )』の導入および  

投資信託の取扱銘柄追加について」 (http://www.chibabank.co.jp/news/kojin/2016/0704_

01/pdf/news20160704_01_001.pdf)参照。 (閲覧日 2016 年 9 月 26 日 )  
88 THEO[テオ ]ホームページ  

(https://theo.blue/ )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 23 日 )  

http://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/he/J0134.html
http://www.chibabank.co.jp/news/kojin/2016/0704_01/pdf/news20160704_01_001.pdf
http://www.chibabank.co.jp/news/kojin/2016/0704_01/pdf/news20160704_01_001.pdf
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こうしたリスクに対する意識から、公開されているテオ運用のパフォーマン

スは、元本を割り込む期間はあるものの、長期的にはプラスの試算結果が出て

おり、期待リターン 5%(過去 8 年間のシミュレーションに基づく収益率の年率

換算 )となっている 89。こうした高い期待リターンを誇るため、サービス開始か

ら 100 日で 5000 人が利用し、現在では 9 つの質問に答える無料診断を活用し5 

た人は 10 万人を突破している。公開されているテオの利用者データを見ると

全体の 87%の人が「資産運用がほぼ未経験」であることが判明している 90。簡

単な操作と低い手数料という魅力によって投資市場への新規参入者を呼び込む

ことが期待できる。  

 これらの様々な機能を持つロボ・アドバイザー 91を活用することで、知識が10 

あまり身に付いていない人でも気軽に自分にあった投資信託を選ぶことができ

る。  

 

＜FP、 IFA＞  

次は「人」によるアドバイザーを提言する。  15 

FP(ファイナンシャル・プランナー )とは「個人の生活目標や企業の経営目標

を実現するために、資産運用・資金調達や不動産活用・税務対策などをアドバ

イスする専門家である 92。」FP の業務は、単に資産を殖やすだけの投資アドバ

イスとは異なり、ライフデザインとライフプランが目的となる 93。2016 年 7 月

現在、日本に CFP94と AFP95を合わせた FP の人数は 17 万 5160 人存在する 96。20 

                                                   
89 THEO[テオ ]「THEO ができること」 (https:/ /theo.blue/portfolio )参照。 (閲覧日 2016

年 10 月 23 日 )  
90 お金のデザイン「ニュースリリース」 (https:/ /www.money-design.com/release/201606

03.html)参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 23 日 )  
91 みずほ銀行では「 SMART FOLIO(スマートフォリオ )」というロボ・アドバイザーに「ゴ

ールドアプローチ分析」という新機能を追加しており、顧客が設定した投資目標を達成す

るにあたり、将来のキャッシュフローを踏まえた各年齢における理想的な資産配分を分析

することなども可能にしている。みずほ銀行「国内初のゴールアプローチ分析等の新機能

追加について」 (https:/ /www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20160331_3release_jp.pdf )

参照。閲覧日 (2016 年 9 月 26 日 )  
92 赤堀勝彦 (2012)p.13 参照。  
93 赤堀勝彦 (2012)p.14 参照。  
94 CFP は 2016 年 7 月現在、日本に 2 万 751 人いる。CFP とは、北米、アジア、ヨーロ

ッパ、オセアニアを中心に世界 24 カ国・地域で導入されている。「世界が認めるプロフェ

ッショナル FP の証」であり、FP の頂点といえる。原則として一国一組織により資格認定

が行われており、日本においては日本 FP 協会が認定している。  
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この人数は日本の証券会社の従業員数、約 7 万 7000 人 97と比べても相当数お

り、資産運用におけるアドバイスの一翼を担うことができると考える。  

IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー )とは、英国に存在する資産運用

の相談を受けるプロである。英国の IFA には 8 段階の知識レベルがあり、4 レ

ベル以上でなければ IFA になることができないので、投資家目線にあったアド5 

バイスができる知識レベルの高い優秀な人材が揃っている 98。FP はライフプラ

ンニングにおける幅広い知識のアドバイザーだが、 IFA は FP よりも資産運用

に特化しており、商品の購入までを行うことができる。そのため、英国では IFA

を通じた個人向けの投資信託販売が 90%を占めている 99。  

日本では 2004 年に IFA の導入が始まったばかりであり、まだ人数は約 300010 

人と少ない 100。しかし、資産運用の重要性が高まりつつある日本では、今後、

商品の購入まで行える IFA というアドバイザーの存在はますます必要になるだ

ろう。ロボ・アドバイザーの場合、営業員を介さないため手数料が比較的低い

反面、市場の急変時にどのように動けばいいのか等の踏み込んだ助言を受ける

ことができない。しかし FP や IFA ならば市場の変化にも対応でき、顧客との15 

信頼関係を築くことができる。ロボ・アドバイザーでは補うことができない部

分も補うことができる。使いやすい投資信託のために、ロボ・アドバイザーだ

けでなく、FP や IFA も介在することで、より投資家目線に立つことができる

といえる。  

 ロボ・アドバイザーと FP、IFA を活用することによって、商品選びをサポー20 

トすることや手続きの煩わしさを軽減できるのではないかと考える。  

                                                                                                                                                     
日本 FP 協会「CFP 資格とは」(https:/ /www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/ )参照。(閲覧日 2016

年 9 月 26 日 )  
95 AFP は 2016 年 7 月現在、15 万 4409 人いる。AFP とは、FP として必要かつ十分な基

礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができる FP 技能を修得した者に

与えられる資格。  

日本 FP 協会「AFP 資格とは」 (https:/ /www.jafp.or.jp/aim/afp/afptoha/ )参照。 (閲覧日 2

016 年 9 月 26 日 )  
96 日本 FP 協会「データで見る FP 資格」 (https:/ /www.jafp.or.jp/aim/fpshikaku/data/ )

参照。 (閲覧日 2016 年 9 月 26 日 )  
97 日本証券業協会「協会員の従業員数等」

(http:/ /www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/jyugyoinsu/ )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 26 日 )  
98 松尾健治・窪田真美 (2015)p.6 参照。  
99 田中健太郎 (2013)p.2 参照。  
100 FP 事務所 GAIA「 IFA(Independent Financial Advisor )とは」

(http:/ /www.gaiainc.jp/brokerage/ifa.html )参照。 (閲覧日 2016 年 10 月 26 日 )  

https://www.jafp.or.jp/aim/afp/afptoha/
https://www.jafp.or.jp/aim/fpshikaku/data/
http://www.jsda.or.jp/shiryo/toukei/jyugyoinsu/
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第 3 節 ファンド・プラットフォームを活用した販売形態  

 

販売会社と運用会社の関係性や、手数料を求める証券会社の姿勢によって投  

資家目線に立つことができなくなっている問題の解決策として、ファンド・プ  

ラットフォームを活用した販売形態を提言する。  5 

 ファンド・プラットフォームとは、インターネット上で金融情報サービスを

提供するとともに、投信のほか、個人年金などを取り扱っており、さまざまな

運用会社が運用する数千の投信を幅広く取り扱うスーパーマーケットのような

ものである 101。米国の歴史で述べたように、米国ではファンド・スーパーマー

ケットという名で呼ばれ、ディスカウント・ブローカーによって運営されてい10 

る。本稿においては、米国の投信スーパーマーケットと英国のファンド・プラ

ットフォームを参考にする。  

 

図表 13 ファンド・プラットフォーム   

 15 
(出所 )田中健太郎 (2013)「英国リテール金融業界に構造改革を迫る RDR」  

(http:/ /www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2013/2013spr03web.pdf)を参考に筆者作成  

                                                   
101 ダイヤモンドザイオンライン「イギリスの ISA で重要な役割を果たす「ファンド・プ

ラットフォーム」とは？」 (http:/ /diamond.jp/articles/ -/41622)参照。閲覧日 (2016 年 9 月

20 日 )  

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2013/2013spr03web.pdf
http://diamond.jp/articles/-/41622
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構造としては図表 13 のように、ファンド・プラットフォームを販売会社に

置き換え、投資家と運用会社の間を繋ぐ第三者機関として設置する。さらにフ

ァンド・プラットフォームと投資家の間には IFA や FP、ロボ・アドバイザー

のようなアドバイザーを設置する。  

例として IFA を活用した購入までの全体的な流れは次のようになっている。 5 

図表 13 の①において様々な運用会社からプラットフォームに金融商品が提

供される。運用会社とプラットフォーム会社が繋がっていては現在の販売会社

と運用会社との癒着と変わりないので、プラッフォーム会社の独立性を考え、

運用会社とプラットフォーム会社のグループ会社化などは禁止する必要がある。 

② IFA は顧客である投資家から資産運用の相談をうける。投資信託を購入す10 

る場合は投資家にヒアリングを行い、投資家目線に立ちニーズを把握する。こ

の時 IFA には投資家から相談料 (報酬 )や購入時手数料である FEE(フィー )102が

支払われる。信託報酬等は投資家から運用会社に支払われる。  

③プラットフォームに集まった金融商品を IFA が選択し購入する。プラット

フォームから商品販売が行われた場合、運用会社からはプラットフォーム会社15 

に商品販売の仲介料とした COM(コミュッション )103が支払われる。  

 このような販売形態をとることにより、まず販売会社と運用会社との癒着が

改善され、販売会社に位置するプラットフォーム会社は独立して自由に販売を

行うことができる。  

回転売買などの販売会社による手数料稼ぎに関しては、 IFA を通じてプラッ20 

トフォームから商品販売が行われるため、安易に商品を押し売りすることはで

きなくなり、手数料稼ぎはできなくなる。  

更にプラットフォームにある商品はより良い物から売れていくと考えられる

ため、運用会社では、販売会社の売りたい商品ではなく、投資家目線に立った

商品開発が行われる。今までよりも投資家のニーズに適した商品が提供されて25 

いくことになり、結果として好循環を作ることができるのではないかと考える。 

                                                   
102 投資家から IFA 等に支払われる購入時の別枠手数料や残高にかかる別枠手数料のこと。

松尾健治・窪田真美 (2015)p.6 参照。  
103 投信会社等から IFA 等に払われる販売奨励金等のこと。松尾健治・窪田真美 (2015)p.6

参照。  
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投資家にとっては、販売会社によって選ばれた一部の投資信託の中から商品

を選択するのではなく、様々な運用会社が提供する多数の投資信託が集まるプ

ラットフォームから選択することになるため、選択肢の幅が広がる。また、選

択肢の幅が広がるだけではなく、専門家のアドバイザーに商品選び等の相談を

することができるため、商品選びの複雑性を緩和できる。そして、商品選びを5 

サポートしてくれる存在がいることで、投資経験がない人などは安心感を持つ

ことができる。  

具体的にアドバイザーを活用する際には、個人の要望や状況に合わせた最適

なアドバイザーを活用していく。アドバイザーを選択する一つの目安として、

個人の知識レベルによって選択することを提案する。知識レベルの内容につい10 

ては図表 14 のようになっており、知識レベルごとにふさわしいと思われるア

ドバイザーの種類は図表 15 のようになっている。  

 

図表 14 知識レベルについて  

知識レベル  内容  

レベル 1 投資に興味はあるが、何から始めて良いか分からない人  

レベル 2 投資に関心を持ち、実際に何を購入するべきかを悩んでいる人  

レベル 3 
投資に対してのある程度の知識を有し、購入するべき投資信託

の認識もしているが、さらに良いものを探している人  

(出所 )筆者作成  15 

 

図表 15 知識レベルによるアドバイザーの種類  

 

(出所 )筆者作成  
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ロボ・アドバイザーはパソコンやスマートフォン等から気軽に利用すること

ができるため、知識レベル 1 の投資に興味はあるが何から始めれば良いか分か

らないという人に適している。投資初心者が投資を行うきっかけとして有効で

あると考えられ、また、投資相談に行く時間がない人などにも適しているとい

える。  5 

 FP は実際に商品の購入をすることはできないが、ライフプランや資産運用

の相談について特化しているため、知識レベル 1・レベル 2 に当てはまる人に

とって適したアドバイザーといえる。特に、商品を購入するかは迷っているが、

まずは自分のライフプランや資産運用についての相談をしたい人にとって最適

といえる。自分のライフプランを明確にすることで、どのような商品を選択す10 

れば良いかも明確になってくると考えられる。  

IFA は資産運用の相談から商品の購入までを包括的に行ってくれるため、知

識レベルに問わず適したアドバイザーであるといえる。特に、実際に投資信託

の購入を考えている人にとって最適といえる。商品の購入にあたっては、顧客

に対して、資産状況、投資目的、リスク許容度などについてのヒアリングを行15 

い、その結果を基に IFA が、顧客のニーズに適した商品を提示してくれる 104。 

ファンド・プラットフォームを活用した販売形態により、販売会社と運用会

社の関係性や手数料を得るための販売方法などが解消され、投資家目線に立っ

た商品の開発・提供がなされていくといえる。また、 IFA 等のアドバイザーが

介在することによって、投資家は自らのニーズに適した投資信託を購入するこ20 

とが可能になっていくと考える。  

 

第 4 節 小括  

 

第 3 章で挙げた投資信託の普及への課題の解決策として、企業による投資教25 

育と商品選びでのアドバイザーの活用、新たなる販売形態の三つの側面から提

言した。  

 まず、買い手の投資に関する知識不足を改善するために、企業による投資教

育を提案した。確定拠出年金を導入している企業では法律により投資教育を行

                                                   
104 田中健太郎 (2013)p.3 参照。  
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う義務があるが、このような投資教育を新入社員を採用する全ての企業で行っ

ていくべきだと考えた。投資教育を行っていく上では、理解を深めやすくする

ために「研修時教育」と「継続教育」に分ける。まず、研修時教育で投資に関

する基礎的な知識を学び、次の継続教育では運用を行う上で重要な実践的な内

容を学ぶ。研修時教育から継続教育といったように 2 段階的に投資教育を行う5 

ことで、投資に関する知識を普及させることができると考えた。投資教育を行

うことで自主的に投資に関わる人が増え、日本の投資信託普及に繋がるのでは

ないかと考えた。  

 次に、商品選びの難しさ等を改善するために、アドバイザーの活用を提案し

た。アドバイザーとしてはロボ・アドバイザーと FP、IFA の三つを挙げ、これ10 

らのアドバイザーを活用することで、商品選びの複雑性を緩和し、購入手続き

の煩わしさも軽減することができるのではないかと考えた。  

 また、売り手側の問題により投資家目線に立つことができていないことを改

善するために、ファンド・プラットフォームを活用した販売形態を提案した。

ファンド・プラットフォームを販売会社に置き換え、投資家と運用会社の間を15 

繋ぐ第三者機関として設置することで、今までよりも投資家のニーズに適した

商品が提供されていくことになると考えた。更に、この販売形態ではファンド・

プラットフォームと投資家の間には IFA 等のアドバイザーを設置するため、投

資家は自らのニーズに適した商品を購入することが可能となる。  

 企業による投資教育の実施、商品を購入する際のアドバイザーの活用、新た20 

な販売形態を導入することにより投資信託が普及し、家計の資産形成手段にな

っていくのではないかと考える。  

 

終章 総括  

 25 

近年、我が国では家計の資産形成手段としての「投資信託」が必要になって

きている。この理由は、従来の資産形成手段が機能しなくなってきていること

が大きい。現在の日本では少子高齢化が進み、長年日本で老後の資産形成手段

として頼られてきた公的年金の先行きが不透明になりつつある。さらに、今ま

で多くの人が資産運用手段として頼ってきた預金に関しても低金利が続き、定30 
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期預金などで家計の資金を殖やすということは難しくなった。また、確定拠出

年金や NISA の台頭によって個人の自助努力による資産形成というのが求めら

れてきたということも大きな要因といえる。こういった理由から今、家計の資

産形成手段として投資信託が求められている。  

投資信託は、プロに運用を任せるため、あまり投資に関する知識がなくても5 

株式投資を行うことができ、効率的な分散投資を期待することもできる。こう

した資産運用手段として優れた仕組みを持つ投資信託だが、現在の日本の家計

の金融資産構成を見てみると、保有率が低く、あまり普及していないのが現状

である。  

普及していない要因として筆者は、買い手の投資に対する知識不足と投資信10 

託の手続きや商品選びの複雑性、さらに売り手側の問題点という三つがあると

考えた。  

 まず、買い手の投資に対する知識不足を解決するために、企業で行う投資教

育を考えた。研修時に行う研修時教育ではリスクとリターンの関係性など投資

に関する基礎的な教育を行い、さらにその後実践的な運用方法など学ぶ継続教15 

育を継続的に行っていくことで投資に関する知識が身に付き、投資信託の普及

にも繋がってくるのではないかと考えた。  

 手続きや商品選びの複雑性では、ロボ・アドバイザーや FP、IFA といったア

ドバイザーを活用することで、複雑性を緩和できるだけではなく、新たに投資

に興味がある人の入り口にもなることができるのではないかと考えた。  20 

売り手側の問題に関してはファンド・プラットフォームを活用することによ

って解消され、さらにアドバイザーを投資家の知識レベルごとに活用すること

によって自身に適した最適の投資信託選びなどができるようになると考えた。  

こうした取り組みによって投資信託の普及に繋がり、投資信託が家計の資産

形成手段になることができるのではないかと考える。  25 
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