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はじめに
現在、日本の家計の金融資産は 1848 兆円である。この家計の金融資産構成割合を見る
と、現預金が 971 兆円（52.5％）、投資信託が 73 兆円（4%）、株式等が 203 兆円（11％）1
5

を占めている。このように日本の家計は投資信託や株式といったリスク性資産よりも現預
金で資産を保有することを選好している。この眠っている資産を呼び起こし、より効率的
に活用させるべく、金融庁は「貯蓄から資産形成へ」とスローガンを掲げ、投資による資
産形成を促している。
今日に至るまで、日本の投資信託を保有する家計は 1990 年代のバブル崩壊期や 2008 年

10

のリーマンショックなどさまざまな損失を被ってきた。そして近年においても、日本銀行
によるマイナス金利政策により投資信託の順資金流入額が大きく減少するなど、資産形成
手段としての投資信託の是非が問われている。しかし、今年から始まったつみたて NISA
など家計に投資信託を浸透させるための政策が実施されている。
本稿では、日本で家計が積極的に投資を行わない背景にある問題点を挙げたうえで、日

15

本の投資信託を家計の資産形成手段とするための方策を提言する。

第1章

投資信託とは

本章では、投資信託の概要及び歴史について述べた後、投資信託の現状とそこから見え
20

る問題点について論述する。
第１節

投資信託の概要

投資信託とは「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・運用し、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分
25

配される仕組みの金融商品である」2と投資信託協会が定義している。運用されるまでの仕
組みとしては図表 1 の通りである。投資信託は投資信託運用会社で作られ、証券会社や銀
行、郵便局などの販売会社を通じて販売される。投資家から集めたお金、つまりファンド
はひとつにまとめられ、信用銀行に保管される。このファンドをどこにどのように投資す
るのかは運用会社から信託銀行に指示がなされる。このことを運用指図という。信託銀行

30

は運用指図を受けて、売買を行う。

1
2

日本銀行調査統計局（2018）「参考図表―2018 年第 2 四半期の資金循環 （速報）
」p.4
「そもそも投資信託とは」投資信託協会・2018 参照
3

図表 1 投資信託の仕組み

出所）投資信託協会 HP「投資信託の仕組み」より作成
5

投資信託に投資する投資家にとって、投資信託の主な特徴としては大きく三つあり、第
一に少額での投資が可能という点が挙げられる。通常投資家が株式や債券を直接購入する
場合、多くのまとまった資金がなければならないが、投資信託ならば多数の投資家から集
めた資金を一つにまとめるため、少額の資金で投資始めることが可能となる。第二に、分
散投資が可能という点が挙げられる。投資信託は一つにまとめた資金で複数の株式や債券

10

に投資するので、もし複数の株式や債券の内の一つの運用成績が悪くても他の投資対象で
カバーできるため、リスクの軽減を図ることができる。第三に、投資の専門家によって運
用されるという点が挙げられる。投資信託は投資信託委託会社のファンドマネージャーに
よって運用される。通常個人投資家が株式や債券に直接投資する場合、投資対象や販売タ
イミングなどを見極めなければならないが、ファンドマネージャーは経済や金融、企業に

15

ついて高度な知識を有しており、投資信託ならばそれらを投資の専門家に運用を任せるこ
とができる3。しかし運用成績は投資家に帰属するため、投資信託により利益を得られる場
合もあれば、損をする場合もあり、元本が保証されている金融商品ではないことに注意が
必要である。

20
第２節

投資信託の歴史

今日の投資信託制度が誕生したのは東京五輪よりも以前の 1951 年であった。証券投資
信託法が制定されたのは当時の野村證券、大和証券、日興証券、山一証券が国内の株式フ
3

投資信託協会「投資信託の仕組み」
（2018）
4

ァンドの販売を開始した。投資信託の仕組みが生まれた 1940 年代は戦後の財閥の解体で
大量の株式が市場に流れ出た。これにより株価が低迷し戦後復興の資金を調達することが
困難になった。このような時代背景から株価を安定させるために株式を買い取らせるため
に人々が投資信託を利用することになった。1951 年からの本格的な投資信託制度の開始後
5

は株式以外にも国債や社債といった債券の販売も開始された。
バブル崩壊後に打ち出された金融ビッグバン政策の一環として 1998 年に投資信託の販
売が証券会社だけでなく銀行でも販売が可能になると投資信託が広く普及し始めた。それ
までの運用方法は預金だけであったが銀行の中に溜まったままの現金を流出させる目的や
預金以外の運用方法を増やす目的があったためである。その後ゆうちょ銀行や地方の銀行

10

でも販売が広がり、さらに投資信託が広まった。ラップ口座が運用され始め、インターネ
ット証券会社の設立もこの金融ビッグバン政策の一環から始まった。特にインターネット
証券会社は今では存在が普通になっているが、当時は低価格の手数料で投資信託を購入で
きるとあって画期的な新規参入事業であった。
金融ビッグバン政策による規制緩和で投資信託が広く普及された。しかし今日の少子高

15

齢化社会が進み、一個人での資産形成が必須になってきた。そこで NISA や確定拠出年金
制度など様々な投資信託商品が現れている。これらの出現により個人投資家が増加し、家
計に安定的かつ長期的な資産形成を手助けすることができた。NISA 制度に関しては 2016
年から 19 歳以下の未成年を対象としたジュニア NISA が誕生し、さらなる個人投資家人口
を増加させることに成功した。また NISA の年間の投資上限額が 100 万円までだったのが

20

120 万円までに引き上げられ個人の投資額が増加したことは明らかである。
NISA だけではなく確定拠出年金制度も従来は企業型だけだったのが個人を対象とした
「iDeCo」という個人型確定拠出年金制度も 2016 年に誕生した。この制度により企業に勤
めるサラリーマンだけではなく主婦や学生、自営業者といったサラリーマン以外でも投資
信託を行えるようになった。2017 年からは原則として 20 歳以上ならだれでも加入できる

25

ようになった。
戦後の財閥解体による株式流用を防ぐ目的のために利用され始めた投資信託は現在個人
や企業が資産形成を行うという目的になっている。投資信託は長期的な利用が理想とされ
ているが投資信託の平均保有期間は 2~3 年であるというのが現実である。さらにリスク商
品であるため分散投資が良いといわれている。NISA や確定拠出年金制度によりお老後の資

30

産形成を目的にした金融商品が多いため流行の金融商品に乗っかってしまい保有期間が短
くなるといった悪い例にならないように気を付けなければならない。

第3節
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家計における投資信託

日米欧の家計の金融資産における現金、預金の割合は、日本は 52.5％、米国は 13.1％、
欧州は 33.0％と、日本は諸外国と比較してその比率の高さが際立っている。米国で金融資

5

産が大きく成長したのには株式等の成長資産を多く保有しているという背景があり、平成
28 年度の金融レポートでは 2016 年の米国の家計の金融資産の伸びは 474 兆円で、そのうち
の 343 兆円分は運用リターンによるものだった。日本は同じ期間に 31 兆円増加しているが、
そのうちの運用リターンによる伸びは 10 兆円分に過ぎず、これは米国が運用リターンの高
5

い資産を運用していて、日本ではゼロ金利の預金で資産を保有しているからではないかと
考えられる。4日本でも以前に比べれば運用資産の割合は高まってきているが、依然として
金融資産の過半数は現金、預金が占めている。これは iDeCo という運用収益非課税の制度で
あっても、その運用の中身 65％を元本確保型商品が占めているという現状にもあらわれて
いる。

10
図表 2 家計の金融資産構成

出所）日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」2018 年度 ｐ.2 より引用
15

現在の日本で様々な社会問題がある中、高齢化、人口減少社会で資産を低金利で保有する
ことは最適な方法とは言いがたい。特に年金問題に関しては今の受給者と将来の受給者で
は大きな差があるとも言われている5。今後適切な資産形成をするために私たち一人一人が
自ら資産形成していくこと、投資が必要となってくる。

4
5

農中総研 調査と情報「最近の家計における金融資産と金融機関の動向」（2018）p.2
マネー総研「日本の老後を守る年金制度の現状と問題点」
6

第4節

投資信託の意義

意義という意味は広辞苑では「物事が他との連関において持つ価値・重要さ」と載ってい
る。つまり投資信託の持っている価値、投資信託を行うことによってどのような価値や重要
性があるのかを述べる。
5

投資信託は家計において最大の効力を発揮すると考える。企業のように多額の資金を持
っていない家計では少額かつ将来を見据えた安定的、長期的な資産運用が必要不可欠であ
る。投資信託はまさにその少額投資と安定的、長期的な面を持った金融商品である。債券や
株式を購入する場合ある程度の金額が必要になるが投資信託ならば 1 万円程度で始められ
る。最近では 1 円で投資信託できる証券会社も現れ、ますます家計が投資信託に手を出しや

10

すくなっている。さらにプロによる運用のため専門的な知識は必要なく高い専門性と知識
が求められる株式運用などよりも簡単である。しかし少額でプロが運用するからといって、
リスクが全くないということはない。
資産形成において重要なのはリスクを減らすことである6。リスクを減らすには分散投資
をし、長期間の保有、時間を分散することが重要である。上記で述べたように投資信託はプ

15

ロが集まった資金を元に色々な異なった銘柄を組み合わせて運用する。これによりある企
業の銘柄が悪くなっても他でカバーすることができるので大きな損失は出ない。これが分
散投資である。分散投資により安定度が増し、リスクを減らすことができる。これが他の資
産運用にはない大きな投資信託の利点である。
ではなぜ今までに述べたような投資信託の利点がありながら株式など、投資信託以外の

20

金融商品が未だに家計の金融資産の多くの割合を占めているのか。次章で投資信託の現状
を述べる。

25

30

35

図表 3 家計の金融資産
6

投資信託協会 「投資信託を学ぼう 資産運用で大切なこと」
7

出所） 日本銀行調査統計局（2018）「2018 年第 2 四半期の資産循環（速報）
」
https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf

より引用

5

第２章

投資信託を取り巻く現状

本章では、資産形成手段として投資信託の意義が高まるなか、少子高齢化による賦課制度
の問題、日本の金融リテラシーの水準、フィデューシャリー・デューティーの追求、諸外国
との比較、そして投資信託に関する制度について述べる。
10
第1節

少子高齢化による公的年金制度の賦課制度の限界

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金と 3 種類あり、日本国内に住所のあるすべ
ての人が加入を義務づけられている。国は年金制度を長い期間にわたって財政のバランス
が取れるように運営していかなければならない。だが、言うまでもなく、日本の公的年金は
15

制度疲労を見せている。賦課方式といわれる、年金受給世代の年金受給分を現役世代が仕送
り方式で支える仕組みを採用しているため、少子高齢化の影響を直に受けている。今後も日
本は総人口が減少する中で 65 歳以上の者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、
2036 年に 33.3％で 3 人に 1 人となる。2042 年以降は 65 歳以上人口が減少に転じても高齢
化率は上昇を続け、2065 年には 38.4％に達して、国民の約 2.6 人に 1 人が 65 歳以上の者

20

となる社会が到来すると推計されている7。
また、米コンサルティング会社マーサーが各国の年金制度の持続性などを比較したラン
キングでは、日本は 30 ヵ国中 29 位と前年に続き下位に留まる結果となった8。平均余命の
伸び、および低い投資リターンが、長期的に見て、世界中の多くの年金給付制度の現在およ

7

内閣府（2018）「高齢社会白書 第 1 章第 1 節 高齢化の状況」p.3
MERCER（2017）「マーサー 「グローバル年金指数ランキング」(2017 年度)を発表、日本
の年金制度は 30 ヵ国中 29 位」
8

8

び将来における退職給付の支給能力に影を落としている。また、このような差し迫った状況
が、世代間格差の問題の重要性を増大させていることを各国政府へ警告している。しかし、
2016 年に成立した年金改革法について国会で論争が繰り広げられた際、野党民進党は「年
金カット法案」と批判する一方で、安倍首相が「世代間の公平性が確保され、制度への信頼
5

を得る」と訴える場面があった9。こういった環境の中では、政府としても公的年金が制度
疲労を見せているので、国民自らも積み立てるようにと確定拠出年金制度拡充の狙いを明
確には説明できないのであろう。
すでにこのランキングに表れているように、年金制度の持続性は危ぶまれている。現役世
代が減り続ける以上、現役世代が年金受給世代を支える賦課方式では老後の生活資金を頼

10

ることは難しいと考える。
図表 4 高齢化率（65 歳以上の人口割合）の推移と男女平均寿命

出所）内閣府（2018）
「平成 29 年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」p.4-5 よ
15

り作成

第2節

金融リテラシーの現状

金融リテラシーとは、金融に関する知識や情報を正しく理解し、自らが主体的に判断する
20

ことのできる能力であり、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
欠かせないスキルのことである10。つまり、その金融商品の良い面、悪い面をしっかり理解
した上で投資をするかしないかを決定する判断能力である。また、金融経済教育研究会は
9
10

日経ビジネス ONLINE「確定拠出年金の制度改正、政府の隠れた意図とは」
日本証券協会 HP を参照
9

「最低限身に付けるべき金融リテラシー」として 4 分野 15 項目に示している。4 分野とは、
家計管理、生活設計、金融と経済の基礎知識と金融商品を選ぶスキル、外部の知見の適切な
活用である。では、この金融リテラシーは現在の日本ではどれほどの水準なのか。
金融広報中央委員会が「金融リテラシー・マップ」の 8 分野に基づいて、18 歳以上の個人
5

の金融リテラシーの現状を把握するために実施したアンケート調査によると、若者の金融
リテラシー不足が目立った。20 代の正答率が約 40％と１番正答率の高い 60 代と比べると、
約 20％の差が見られる。米国と比較すると、正答率は、10％下回っていて、ドイツ、英国と
比較すると、正答率は 7～9％下回っている11。また、何かを買う前にはそれを買う余裕があ
るかどうかを確かめるなど、 望ましい行動をとる人の割合も、7～17％下回っている。この

10

ような結果から、我が国の金融リテラシー不足が明らかになった。
図表 5 金融リテラシー問題 年代別正答率

出所）金融広報中央委員会（2016）
「知るぽると金融リテラシー調査」p.5 より作成
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金融広報中央委員会（2016）「知るぽると 金融リテラシー調査」p.6
10

図表 6 金融リテラシー・マップ

出所）金融広報中央委員会（2016）「金融リテラシー・マップ「最低限身に付けるべき金融
5

（お金のリテラシー知識・判断力）
」の項目別・年齢層別スタンダード」p.3-4 より引用

11

5

今、日本の家計は自助努力により金融リテラシーを身に付けたうえで、資産形成を行うこ
とが求められる。しかし、自らの判断のみに頼るのではなく、第三者にアドバイスを求める
必要があることも重要である。そのアドバイス役にファイナンシャルアドバイザー（FA）、
ファイナンシャルプランナー（FP）が存在する。彼らは顧客の人生の夢や目標をかなえるた
めに総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導くファイナンシャル・プランニン
グを行う。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住
宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になり、これらの知識を備え、
相談者の夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートするのが役割である。
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第 3 節 フィデューシャリー・デューティー
投資信託におけるフィデューシャリー・デューティ（以下、FD）は、経済の持続的な成長
及び国民の安定的な資産形成のための顧客本位の業務運営のことである。金融審議会に設
置された市場ワーキング・グループでは、国民の安定的な資産形成を図るために、金融商品
の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等が、インベストメント・
チェーンにおけるそれぞれの役割を認識し、顧客本位の業務運営に努めることが重要との
観点から審議が行われた。FD により家計や年金、機関投資家が運用する多額の資産がそれ
ぞれの資金保有者のニーズに合わせて適切に運用されることを目的としている12。
これまで、金融商品のわ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、投資者保護のための取組みが進められてきた一方で、これらが最低基準
となり、金融事業者による形式的・画一的な対応を助長してきた面もある。本来なら金融業
者が自ら創意工夫を発揮し、最も効率の良い方法を目指して顧客本位の良質な金融商品や
サービスの提供を競い合い、よりよい取り組みを行う金融業者が顧客から選択されていく
メカニズムの実現が望ましい。金融庁は、そのために従来型のルールベースでの対応のみを
重ねるのではなく、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考え、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て何が顧客のためになるかを
真剣に考え、横並びに陥ることなくより良い金融商品・サービスの提供を競い合うよう促し
ていくことが適当であるとし、顧客本位の業務運営に関する原則を策定した。
図表 7 顧客本位の業務運営に関する原則

出所）金融審議会「市場ワーキング・グループ」（第 10 回）参考資料より作成

35

この 7 つの原則を定着させる取り組みとして、
「金融業者の取り組みの見える化」
「当局
によるモニタリング」
「顧客の主体的な行動の促進」「顧客の主体的な行動を補う仕組み」
12

野村證券「フィデューシャリー・デューティー」用語解説
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を行っている。実際にプリンシプルベース・アプローチが採用し、ステークホルダーにプ
リンシプルに対する自社の考え方を理解してもらうことが重要である。ここで重要となっ
てくるのが情報開示で、顧客に自社の営業方針や商品・サービス提供に対する考え方など
を説明し、プリンシプルに如何に取組むか、あるいは取組まないか、を金融機関が自主的
に開示することによって「お客様に選択される」金融機関となることが期待されている
13
。また、金融の幅広い領域で利益相反のおそれは蔓延しているにもかかわらず、具体的
に利益相反の事実が問題にされることはない。なぜなら利益相反のおそれと利益相反自体
は異なるものであり、おそれがおそれに止まる限り、利益相反ではないと考えられている
からである。そこで原則の「利益相反の適切な管理」により、より厳格な FD のもとで、
利益相反の可能性として防止に向けた対策が求められるに至ったのである。

第４節 日本の投資信託の外国との比較
第1項 販売の仕方
日本と諸外国を販売仕法の面から比較し述べていく。日本では販売会社が販売手数料と
解約手数料で利益を出すために、売り買いを繰り返すよう販売会社が新商品を投資家に提
案する回転売買の手法が多く用いられている。これは日本の投資信託商品の運用期間が短
い要因の一つとして挙げられる。また回転売買が多い要因として、規制監督体制への意識問
題・金融リテラシーの欠如などが問題として挙げられる。
第 3 章第 3 節で述べたように販売会社は、
顧客本位の業務運営いわゆる FD の義務を負う。
しかし日本では実際に十分に定着しているとは言えない状況にある。これに対して、米国や
英国ではフィーベースへの移行が進んでいる。フィーベースは顧客から資産残高に応じて
定率で報酬を受け取る方式である。日本の多くの商品が販売時に手数料のかかるコミッシ
ョンベースであるのに対して、フィーベースは顧客の資産残高に応じて収入の増減が決定
されるようになるため、ファンドマネージャーはより真剣に運用を行うようになり、顧客に
とってフェアな投資の収入形態となる。英国では IFA とプラットフォームに対するコミッ
ションベースを禁止するなど FD 強化のための施策が取られている。これに伴いノーロード
ファンドと呼ばれる販売時無手数料ファンドに関心が寄せられてきている。
また、日本では毎月分配型の投資信託が多い。毎月分配型投資信託は、1 か月ごとに決算
を行い収益などの一部を収益分配金として毎月分配する運用方針である。しかし分配金に
ついては保証されているわけではなく、運用利益がでなかった場合は元本払戻金として元
本の減少をともなう場合がある。この分配方法を取ると複利効果が十分に見込めない。長期
保有を行い将来の資産形成手段を目的とする投資信託において、複利効果が見込めない毎
月分配型の商品は投資信託に向いていない。対して米国では自動分配金再投資の手法が取
り入れられている。分配金が発生する都度、自動的に元本に分配金額分が組み込まれ、再投
資されるため、十分な複利効果が見込める。
これらの点から日本では諸外国に比べ、手数料がかかる上に複利効果が見込めない商品
が多く資産形成手段として最適な制度となっていないことが分かる。

40

45
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金融庁 HP（2016）
「事務局説明資料（国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デ
ューティー）
」p.2
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図表 8 販売手数料に関する規制
日本
・自由化されている
販売手数料

（同一ファンドについて、
販売会社により、また顧
客・販売時期・販売方法に
よって異なる料率を適用
できる）
・手数料の上限なし

米国

欧州(UCITS 規制)

・自由化されていない
（各ファンドの目論見書
記載の販売価格以外によ
る販売を禁止）
・FINRA 規則により手数料
の上限規定

・ＵＣＩＴＳ指令には
規定がない
・ＵＣＩＴＳ指令には手数
料の
上限の規定がない

出所）日本証券経済研究所 杉田浩治(2018)「投資信託の制度・実態の国際比較」ｐ30 よ
り作成
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第2項 保有率・保有期間
日本の投資信託保有率は下図の通りである。米国の全体の保有率が約 4 割なのに対して、
日本の 8.7％という数字は極端に低いことが分かる。特に若年層の保有率が低いことが読み
取れる。その理由として、
「興味がない・投資知識がない・投資の仕組みがよくわからない・
損しそうで怖い」などが投資信託協会によって行われた投資信託に関するアンケート調査
により挙げられた。これらから金融リテラシー欠如が日本の保有率の低さの原因の一つと
なっていることが指摘できる。
図表 9 日本における投資信託保有率

15

20

出所）投資信託協会 2018「投資信託に関するアンケート調査報告書」ｐ23 より作成
保有期間で見てみると、米国における投資信託平均保有期間は 4.6 年、英国の ISA は 7.3
年、日本は 2.7 年と14、近年 NISA の広がりを機に長期化されてきたが諸外国に比べるとま
だまだ長期保有できていないということが分かる。
短期保有の要因としては、回転売買や毎月分配型投信商品の存在などが挙げられる。これ
らの問題解決には NISA やつみたて NISA などの少額投資非課税制度を利用した長期積立投
資を行っていくことが重要であると考えられる。
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三菱 UFJ 国際投信 2017「投信コラム 日本版 ISA の道 その 129」ｐ.4
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第５節 投資信託に関する制度
第１項 確定拠出年金
確定拠出型年金は確定拠出年金法の制定によりできた 2001 年 10 月に導入された私的年
金の制度である。日本の年金制度は「三階建て」と呼ばれており、一階部分は 20 歳以上が
加入する国民年金、二階部分は厚生年金保険と国民年金基金で、三階部分は各企業が行って
いる企業年金となっている。
かつてはこの公的な年金制度だけであったが一個人が各自で自ら積み立てを行う私的年金
の制度が登場した。これが確定拠出型年金である。
このような制度ができたのにはいくつかの背景がある。まずは少子高齢化により私たち
現役世代の負担が大きくなっていることである。今後高齢者の年金給付額が減少し、給付開
始年齢が 65 歳に引き上げられる中で、年金受給者世代も自らの力で資産形成を行っていく
必要がある。
次に挙げられる背景としては退職給付会計の導入である。この制度の導入により貸借対
照表に退職給付引当金を計上しなければいけなくなった。退職給付金の積立不足は企業の
評価に影響し、さらに超低金利の現代において積立不足の企業が増加し企業の負担がます
ます増えていっている。企業側が従業員の年金や退職金を積み立てるのではなく従業員自
身が責任を持って自ら積み立てていく必要がある。また、雇用の流動化・多様化も背景に挙
げられる。終身雇用制度がなくなりつつある現代では早期退職や中途採用、人材派遣や契約
社員の採用など働き方が流動化・多様化している。確定給付型年金は離転職した場合企業年
金が終身雇用された場合に比べ、少額しか支給されない。確定拠出型年金では積み立てた年
金を従業員自身で保有しているため企業がこの制度を導入していると躊躇なく転職できる
ようになる。これにより優秀な人材の確保が容易になり企業側、従業員側の双方にメリット
ができる。
第２項 NISA
我が国では、英国の ISA（Individual Saving Account）に倣って 2014 年に家計の資産形
成の促進と市場への資金供給を目的として NISA（少額投資非課税制度）が導入された。通
常、株式・投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取
った配当に対して約 20%の税金がかかる。しかし、NISA を利用すると、年間 120 万円を上限
として、5 年間非課税投資を行うことができる。NISA を利用するには、日本に住む 20 歳以
上の居住者ではなくてはならない。非課税対象となるのは株式・投資信託等への投資から得
られる配当金・分配金や譲渡益であり、一度に限りさらに 5 年間非課税枠の延長が可能とな
るロールオーバー制がある。
図表 10
非課税投資枠の取り扱い
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出所）金融庁（2017）HP より引用
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5 年間の非課税期間が終了した場合、投資家には 3 つの選択肢がある。
1 つ目は非課税期間が終了するまでに売却する方法である。NISA で購入した株式等は、購
入した直後から非課税期間が終了するまでの間、いつでも売却可能である。売却価格が購入
価格よりも高ければ、利益が発生するが課税されずに NISA の非課税というメリットを享受
できる。一方、売却価格が購入価格より低ければ、NISA で取引したメリットはなかったこ
とになる。
2 つ目は前述した翌年の非課税投資枠に移管するロールオーバーである。例えば、2014 年
に NISA で購入して保有し続けた株式等の非課税期間は 2018 年末に終了する。同一金融機
関で 2019 年も NISA を利用する場合、2019 年の非課税投資枠に 2014 年に NISA で購入した
株式等を移管することができる。2019 年の非課税投資枠に移管した株式等の非課税期間は
2019 年に新たに NISA で購入したものと同様に扱われるため、実質的に非課税期間を 5 年間
延長することになる。なお、2014 年に購入した株式等の評価額が、非課税投資枠の 120 万
円を超えるとしてもロールオーバーは可能である。ロールオーバーは非課税期間が実質的
に延長できる便利な仕組みだが、問題点もある。まず、同一金融機関でしかロールオーバー
できない。また、非課税期間終了の翌年の非課税投資枠にロールオーバーをした場合、ロー
ルオーバーした評価額分が非課税投資枠を使ったことになり、その分新規に投資できる額
が少なくなる。ロールオーバーした評価額が 120 万円以上の場合、非課税投資枠を全て使い
切ることになり、その年は NISA で新規投資はできなくなる。さらに、NISA は恒久的な制度
ではないため、ロールオーバーが永遠にできるわけではなく、NISA 制度は 2014 年から 2023
年まで非課税投資枠を設定可能とされている。2014 年に購入した株式等を 2019 年の非課税
投資枠にロールオーバーしても、2024 年には非課税投資枠は存在しないため再度ロールオ
ーバーを行うことはできない。
3 つ目は課税口座に移管することである。課税口座とは利益が出た場合に税金が発生する
口座である。非課税期間内に売却せず、期間終了時に、ロールオーバーできる非課税投資枠
もない場合はこの選択肢のみとなる。例えば、NISA で購入した 120 万円の株式等が課税口
座への移管時に値上がりしており、150 万円になっていたとする。この場合、150 万円で購
入したのと同様にみなされて、今後の損益及び税金が計算されることになる。しかし、この
場合 NISA の最大のデメリットになるのが課税口座に移管時に値下がりしているときである。
120 万円購入した株式等が移管時に 80 万円まで値下がりしていたとすると、この場合、80
万円で購入したと同様に扱われる事となる。移管後、100 万円で売却した場合、80 万円との
差額で利益の 20 万円に対して課税されその利益分の税金を支払うことになる。しかし、当
初 120 万円で購入したため、実際のところ投資家は 20 万円の損失を被っている。
つまり、実質 20 万円の損失が発生したにもかかわらず納税が必要となってしまう。
このように現行 NISA には問題点も見られるが非課税制度は投資家にとって魅力的である。
しかし、NISA は長期積立投資として資産形成の役割を果たせていると考えにくい。その理
由として、非課税期間の短さが挙げられる。NISA の非課税期間は 5 年間であり、ロールオ
ーバーを行ったとしても投資額を繰り越すことで非課税投資枠を消費し、新規投資の幅を
狭める。現行 NISA は着実に浸透しているのだが、積立による利用は、総口座数の１割以下
であり、また、非稼動口座（一度も買付けが行われていない口座）が全体の 50％以上を占
めている。15これらのことから NISA は長期積立投資に向いていないにもかかわらず、実際
には NISA 口座を利用して投資信託による積立投資を行おうとする人は少なくない。NISA 口
座内の金融資産内訳は約 68％を投資信託が占めており、2015 年の NISA 口座の積立投資契

15

金融庁（2017）「積立 NISA について」p.4
16

5

10

約件数は 90 万 6316 件16、2016 年の契約件数は 116 万 2121 件17、2017 年の契約件数は 152
万 8104 件18と年々増加していることから NISA 口座を通した積立投資の需要がある。
一方で、ISA は NISA に比べて資産形成に向いている。ISA は非課税期間が半永久的であ
るため、金融商品を半永久的に保持でき、税制優遇を受けられる。ISA には 4 種類あり、そ
の中の株式型 ISA における金融商品のうち、投資信託が 77.6％と NISA より 10％ほど高い
ように投資信託に適した制度である。ISA の利点を NISA にも取り込むことでより資産形成
に適した制度にすることができる。
第３項 つみたて NISA
つみたて NISA とは、長期投資を軸とした資産形成を本格化させるため、2018 年 1 月から
開始された少額投資非課税制度である。
図表 11 つみたて NISA の概要
非課税投資枠等
年間投資上限額：40 万円、非課税保有期間：20 年間、投資可
能期間：平成 30 年～49 年（20 年間）
投資対象商品
長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託で以下の要件を
すべて満たすもの
○ 信託契約期間が無期限又は 20 年以上であること
○ 分配頻度が毎月でないこと
○ ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用
を行っていないこと
○ 告示で定める要件を満たしていること
投資方法
契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付け
現行 NISA との関係
現行 NISA と選択して適用可能
受付・購入
受付開始：平成 29 年 10 月１日、買付開始：平成 30 年１月１
日
出所）金融庁（2017）HP より作成
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/overview/index.html
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改善された点として、非課税期間が 20 年と長くなったことや、投資対象が公募投資信託
と ETF（上場投資信託）に限定されたことが挙げられる。これによって家計の資産形成を長
期積立・分散投資の面から支援する制度として確立されたといえる。つみたて NISA の投資
対象は長期積立・分散投資に適合する一部の投資信託に限定されている。対象商品に該当す
るためには、政令の要件では長期の継続的な投資を想定し、信託契約期間が無期限または 20
年以上であることを条件の 1 つとしている。しかし、現行 NISA と同様に期間が制限されて
おり、つみたて NISA は 2037 年に終了してしまうことから、ISA と比べると長期間投資信託
を十分に活用できないと考えられる。
また、つみたて NISA の投資方法は契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で投資しなけ
ればならないとされているが、具体的に毎月の投資を強制する制約はなく、投資初心者は長
期積立・分散投資の有効性を十分に理解し、実行する能力が低いと考えられるため、必ず投
資が行われるようにつみたて NISA を改良する必要がある。
政令の要件において、長期投資に不向きな毎月分配型の投資信託が対象から除外されて
いる。毎月分配型の投資信託は運用益や元本を取り崩す形で分配金を支払っていくため、再
投資される金額が少なくなってしまう。つまり、複利効果が見込めないことを意味し、長期
投資に向かない。つみたて NISA による長期投資を促進することで、毎月分配型の投資信託
16
17
18

金融庁（2015）「NISA 口座の開設・利用状況調査（平成 27 年 12 月末時点）
」p.7
金融庁（2016）「NISA 口座の開設・利用状況調査査（平成 28 年 12 月末時点）
」p.8
金融庁（2017）「NISA 口座の開設・利用状況調査（平成 29 年 12 月末時点」p.8
17

が長期投資に向かない認識を浸透させる効果も期待できる。

第３章

投資信託をめぐる問題点

5

第 2 章では投資信託を取り巻く現状をさまざまな観点から把握した。日本の投資信託は
現在に至るまであらゆる制度改革や規制緩和が施され、普及を続けてきたが、いまだに家計
の長期的な資産形成手段として十分に機能しているとはいえない状況である。本章では、現
在の投資信託の改善すべき問題点を述べる。

10

第 1 節 投資信託の運用コスト
日本の投資信託において、販売手数料や運用コストが顧客にとって様々な形で負担とな
っていることが問題として挙げられる。投資信託にかかるコストは、まず投資信託の購入時
にかかる販売手数料があり、中にはノーロードのものもあるが、ほとんどは 2～3％が手数
料としてかかる。また残高に応じて毎月加算される信託報酬もあり、これは投資信託を保有
している間は永久的にかかり続ける手数料である。
日本証券業協会が行った調査によると、投資信託保有者の不満点として「期待したほどの
分配金がない」、
「値下がりで損した」、などが挙げられている。これは現在の投資信託市場
のファンドの平均リターン率が低いために顧客側が求めている利益を出せていないためだ
と考える。そして、日本は他の主要先進国等と比較してそれほど高くないにもかかわらず
「手数料・信託報酬が高い」と感じている人も多い。これは、日本の投資信託は投資家の運
用パフォーマンスの悪さから期待した利益を得られていないにもかかわらず、常にかかる
手数料の割高感のためであると考えられる。
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図表 12 投資信託の不満点（複数回答あり）

25
出所)日本証券業協会(2015)「証券投資に関する全国調査」
、ｐ99 より作成
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35
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図表 13 主要先進国（G7）＋豪＋ルクセンブルクの公募投信のうちロード・ファンドの購
入手数料（平均値）

出所）三菱 UFJ 国際投信（2016）「投信コストの長期国際比較」ｐ3 より引用
5

10

また日本と米国の投信の売れ筋を比較すると、日本の売れ筋はアクティブファンドが多
く、平均販売手数料が平均 3.20％、平均運用報酬は 1.53％と米国より高い19。一方で米国は
インデックスファンドが多く、平均販売手数料が 0.59％、平均運用報酬が 0.28％と日本と
比較して低めに設定されており、収益の安定性が高いものが上位に並んでいる20。
決済頻度を比較すると日本はほとんどが毎月分配型で、米国では四半期分配型が多くを
占めている21。毎月分配型は再投資額が減少していくので複利効果が得にくいという欠点が
ある。このような毎月分配型小規模ファンドは短命で、無くなればまた市場の動向に応じて
新しいファンドを次々と設定・販売されている。
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金融庁 HP（2016）
「事務局説明資料（国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デ
ューティー）
」p.2
20
金融庁 HP（2016）
「事務局説明資料（国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デ
ューティー）
」p.2
21
金融庁 HP（2016）
「事務局説明資料（国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デ
ューティー）
」p.2
19

図表 14 日米売れ筋投資信託（純資産ベース）

出所）国民生活センター「投資信託（2）
」
（2016）ｐ30 より作成
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また日本は欧米と比較して投資信託の平均保有期間が短期間であり、大量販売・大量解約
の傾向が見られる。イギリス、アメリカ、ドイツ、日本の 2006 年から 2015 年までの 10 年
間の長期投信の実績を比較すると、2010 年まではドイツの平均保有期間が 2 年台と短いが、
2012 年以降はイギリスが 4 年台、ドイツが 3 年台アメリカは 3.5 年台である22。それに対し
日本は 2009 年以降短期化が目立ち、2013 年には 1.7 年までに落ち込んだ。2015 年には 2.7
年まで持ち直しているが、このことから他国と比較して投資信託の保有年数が短いことが
分かる。
このようなことが起こっているのは日本の販売会社の報酬形態のほとんどが本数ベース
のコミッション型であるためだと考えられる23。日本では販売会社を評価する際に販売額を
重視するため、顧客に投信の乗り換えを頻繁に進め、販売手数料での利益を優先してしまっ
ている。このように販売会社によりコストの高い投資信託の短期的運用を勧められるとい
う背景があるため、個人投資家によって投資信託の長期保有が行われず、それにより顧客本
位の業務運営がなされていないのである。

第 2 節 投資信託の認知度の低さ
第 2 章第 2 節で述べた通り、日本の家計は自助努力により金融リテラシーを身に付けた
うえで、資産形成を行うことが求められるが、我が国の金融リテラシー不足は明らかであっ
た。日本証券協会が実施した調査において、投資信託保有未経験者に投資信託非購入の理由
を調査した結果、
「購入しなかった理由を考えたことがない」を大半が占めており、2 位以
降も投資信託の具体的な問題より知識を持っていないや資金不足と答えた割合が多い 24。
NISA については「聞いたことがある」までを含めると認知度は 51.4％と過半数を占める結
果となったが、反対に 48.3％が「知らない」という結果で25、まだまだ認知されていない。
調査での投資信託購入意向のアンケートでは、89.9％が購入するつもりはないという回

22

三菱 UFJ 国際投信「投信の保有期間」p.1
https://www.am.mufg.jp/text/kam160201.pdf
23
ibbotson（2017）
「投資信託事情」p34
24
日本証券協会（2015）「証券投資に関する全国調査 平成 27 年度調査報告書（個人調
査）
」p.121 http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27honbun.pdf
25
日本証券協会（2015）「証券投資に関する全国調査 平成 27 年度調査報告書（個人調
査）p.39 http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27honbun.pdf
20

5

10

答であった26。投資信託や公社債に関しても同様で、投資という行動に対しては不安感があ
り、投資に対して積極的になれない人もまだまだ多いことがわかる。つまり、NISA 口座を
使う人は積極的に利用しているが、まだ不安感がある人も依然として多い。NISA に興味が
ない理由にも、
「NISA についてよくわからない」との回答が多い。他に「投資の方法がよく
わからない」という回答が入った27。証券会社や金融機関にも工夫を凝らした投資信託の普
及活動や販売活動が必要である。
また、我々は投資信託に関する意識調査として、独自にアンケートを実施した。その結果、
回答者の大学生 252 人中 113 人が投資信託の存在を知らなかった28。この結果から、非購入
者はそもそも投資信託に関心がなく、または多くの人は投資信託そのものを知らない。これ
は大きな問題だと我々は考える。
図表 15 投資信託非購入の理由 上位 5 つ
1位
購入しなかった理由を考えたことがない
57.0％
2位
十分な知識をまだ持っていない
17.9％
3位
ギャンブルのようなもの
15.4％
4位
値下がりの危険がある
15.0％
5位
必要な資金を準備できなかった
12.2％
出所）日本証券協会（2015）
「証券投資に関する全国調査 平成 27 年度調査報告書（個人調
査）
」p.121 より作成
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第４章

方策

本章では、投資信託の抱える問題を解決するべく 3 つの方策を提案する。この方策によ
り、家計が資産形成手段として投資信託を利用していくことを期待している。
20

25
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35

第１節 企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金（iDeCo）の自動加入
第 1 項 投資信託が普及しない理由
第 1 章 2 節のでも述べたように、投資信託とは本来長期保有が資産形成にはよいとされ
ている。しかし現在の日本の投資信託は保有期間が数年と短い。さらに投資信託をしない理
由としては「やり方がわからない」や「お金がない」
、
「投資信託についての情報を知らない」
といった初歩的な問題点もある。これらの理由は我々が実際に投資信託をやらない理由に
ついてのアンケートを取り、そこから得られたリアルな声である。若年層には普及していな
い理由は同じ若年層の我々も想像できた理由である。では我々若年層以外の人たちも投資
信託をやらない理由は何か。例えば以前は投資信託をしていたがやめてしまった人、勉強し
ているうちに投資信託の実態を知り、諦めてしまった人、様々な理由があると考えられる。
例えば販売手数料などの手数料が高い、毎年信託報酬を取られる、投資信託でなくても株式
市場で購入できるといった理由がある。しかし我々は長期的な投資信託がどれほど重要か
を提言するために確定拠出年金制度への自動加入を提言する。
第 2 項 企業型ＤＣの自動加入の必要性
企業型確定拠出年金（以下企業型 DC）と個人型確定拠出年金（以下 iDeCo）の自動加入は

26

日本証券協会（2015）「証券投資に関する全国調査 平成 27 年度調査報告書（個人調
査）
」p.31 http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27honbun.pdf
27
日本証券協会（2015）「証券投資に関する全国調査 平成 27 年度調査報告書（個人調
査）p.45 http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27honbun.pdf
28
学内で学生 252 人を対象に行った投資信託に関するアンケート
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多くのメリットが存在すると考える。まずは企業型 DC のメリットである。1 つ目は税制上
の優遇措置である。掛け金は全額所得税控除で iDeCo の場合は拠出した掛け金によって所
得税や住民税が軽減される。さらに運用により得た利益は非課税であり、60 歳から受け取
る老齢給付金には年金で受給する場合は「公的年金等控除」
、退職金として受給する場合に
は「退職所得控除」がある。どちらにしても所得控除が受けられる。2 つ目のメリットは企
業が販売手数料などの手数料を負担してくれることである。さらに企業型 DC の場合必要な
手続きはすべて企業が行ってくれる。手数料を払ったり、諸々の手続きを行ったりすること
は個人が行うのは煩雑なことであり、投資信託が普及しない要因でもある。それらをすべて
企業側が行ってくれるのであれば企業型 DC に自動加入するメリットはとても大きいと考え
られる。3 つ目のメリットは転職や退職した後も運用している企業型 DC の口座は個人の口
座として管理できるため自分の財産にして保有できる。従来の確定給付型給付年金であれ
ば積み立てている口座は企業の口座として保有されるため転職や離職した時点でその口座
は使われなくなる。DC であればそのようなことはないので加入しているメリットは大いに
あると考える。
次に自動加入の対象者であるが、自動加入は従業員が新卒で卒業後に最初に入社した段
階で加入し、必ず企業側から必要書類や適宜、セミナーの開催などを行うものとする。原則
として退会できない。新卒後に入社した段階で自動加入されていれば定年退職をするまで
約 40 年以上積み立てることになり、さらに 3 つ目のメリットにもあったように転職後も口
座を個人で保有できるので早期での転職もしやすくなる。
自動加入により企業型 DC の加入者は増え、長期で投資信託を保有することが理解されれ
ば、我々日本人の金融資産割合も預金や株式投資などから長期保有を目的にした投資信託
が増えていくのではないだろうか。
第 3 項 iDeCo の自動加入の必要性
iDeCo の自動加入のメリットは第 2 節でものべたように税制上の優遇措置があることで
ある。全額所得税控除になり、毎年所得税と住民税が軽減される。そして運用益にも税金が
掛からず、60 歳以降になって iDeCo の積み立てたお金を受け取るときも税制優遇がなされ
る。これは企業型 DC のメリットとほとんど同じである。
iDeCo は平成 13 年に施行された私的年金制度であり、従来は自営業者と企業型 DC や企業
年金のない会社員などの一部の人だけが対象であった。それが平成 29 年度からは公務員や
主婦、企業年金や企業型 DC のある会社員も加入できるようになった。つまり、iDeCo の自
動加入の最大のメリットは公務員や主婦、学生など企業型 DC に加入できない 20 歳以上の
人すべてが加入できるようになったことである。
iDeCo の自動加入の対象者は 20 歳以上の成人とし、我々のような学生は国民年金などの
ように控除や延期をすることが可能とする。
主婦や自営業の人は将来、公的年金しか受給できないのが常識であったが、iDeCo に加入
すれば公的年金に加え私的年金が受給できるので安心して老後の生活を送ることができる。
自動加入であれば必然と iDeCo に関する金融リテラシーが身につく。金融庁が昨年作成
した「顧客本位の業務運営に関する原則」29では投資信託を含む金融商品を売る側が顧客に
対し、リスクとリターンや顧客の損益状況などを定期的に情報公開することを求めた。これ
により情報の透明性が高まり、顧客も自分が投資している金融機関先の情報を多く知る必
要がある。専門的なデータなどが公開されれば必然と知識を得られ、金融リテラシーが身に
つくと考える。20 歳以上の人を対象としたセミナーや講演会などを国や地方自治体で開催
し金融リテラシーを教えるべきである。だが iDeCo のような投資信託商品の場合、運用する
のはプロなので株式や債券を運用するほどの金融リテラシーは必要ではない。日本の投資
は自己責任であるため、なかなか金融資産を貯蓄から投資に移すことができない。そんなな
29

金融庁（2017）「顧客本位の業務運営に関する原則」
22

5

か、投資信託はプロが運用するので金融リテラシーが顧客に求められることは少ない。現代
の日本において投資信託こそが貯蓄から投資への 1 歩目になると考える。
では、なぜ iDeCo の自動加入なのか理由を述べる。上記でも述べたように iDeCo は自営業
者や企業年金のない会社員も加入できる。つまり自営業者や企業年金のない会社員が退職
すれば公的年金しかない。そのような不安から長期的な運用による投資信託による資産形
成がよいと考える。企業型 DC とは違い、iDeCo の自動加入の場合、対象者が多いため国側
の制度体制をしっかりしておく必要がある。さらに自動加入する我々も責任と自覚を持っ
て iDeCo について学習するべきである。
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第 2 節 マッチング拠出を利用した企業型 DC
第 1 項 マッチング拠出について
マッチング拠出とは、企業型 DC において企業が拠出する掛け金にプラスして従業員が自
らも掛け金を上乗せすることができる仕組みのことである。企業型 DC 導入企業がマッチン
グ拠出も導入しているかどうかは企業により異なるが、マッチング拠出を活用することに
より、さらに老後に受給される年金額を増やすことができる。
この仕組みは企業型 DC に加入していて強制されるものではなく任意で加入できる。さら
に企業型 DC や iDeCo と同じように税制上の優遇もあるのでマッチング拠出を活用する利点
は大きい。
マッチング拠出はルールがある。従業員が上乗せできる掛け金は企業が拠出している掛
け金を超えてはいけないというルールである。企業型 DC の掛け金は企業年金がない場合は
5 万 5000 円まで、企業年金を併用している場合は 2 万 7500 円までと上限が決められてい
る。例えば上限額が 5 万 5000 円までの場合、企業の掛け金が 3 万円の場合、従業員が拠出
できる掛け金は 2 万 5000 円以下、4 万円企業が掛け金を拠出している場合は 1 万 5000 円以
下まで従業員が掛け金を拠出できる。これは 2 万 7500 円が上限の場合も同様である。
マッチング拠出の仕組みがない場合は、企業型 DC に加入している従業員は企業がどのよ
うに自分たちの給与が運用されているかということだけに注目していたが、マッチング拠
出を活用して従業員自らも掛け金を拠出することで従業員も金融リテラシーが身につくと
考えられる。
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第 2 項 マッチング拠出を活用する利点
ではマッチング拠出の仕組みを利用した方策を述べていく。2017 年 3 月末時点では企業
型ＤＣの規約数は 5231 件、つまり 5231 社の企業が企業型ＤＣを導入している。そしてそ
のうちマッチング拠出を導入している企業が 1846 件である。およそ 3 割強がマッチング拠
出を導入している。3 割強がとても多いとは言えない。マッチング拠出を導入していない理
由としては会社の事務負担が大きいという理由や、加入者の関心が低いという理由、事業主
掛け金以下という規約があるからといった理由などが挙げられている。さらにマッチング
拠出の平均掛け金額は 6700 円とかなり低い。
しかし企業型 DC と iDeCo の同時加入をすでにしている企業はわずか 2.6％しかいない。
そして同時加入を可能とする予定はない、未定という企業は 94.4％である30。
ほとんどの企業が iDeCo と企業型 DC の両方を加入することを予定していない。つまり
iDeCo と企業型 DC の両方に加入し、両方を限度額まで拠出することは難しいのである。そ
こでマッチング拠出を活用し、企業型ＤＣを限度額まで拠出するのである。iDeCo において
企業型 DC がある会社員の場合月 2 万円まで拠出できる。しかし、その 2 万円をマッチング
30

運営管理機関連絡協議会（2017）「確定拠出年金統計資料 」
https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf
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拠出に拠出し、企業型 DC を限度額まで拠出したほうが良いと我々は考える。
現在、退職金制度がない企業が増加している。中小企業になるほど割合は高くなっている。
退職金制度がない企業は企業型 DC では 5 万 5000 円まで拠出できる。対して退職金制度が
ある企業は 2 万 7500 円までしか拠出できない31。iDeCo をと同時加入して限度額の 2 万円ま
で拠出しても合計 4 万 7500 円である。企業年金のない企業は iDeCo と企業型 DC の両方に
加入するのではなく、5 万 5000 円の限度額まで拠出したほうが良いのではないかと考える。
企業型 DC と iDeCo の同時加入をしている企業が少なく、企業年金のない企業が増えている
中で、マッチング拠出は現代に合っている仕組みである。将来少しでも多くの年金をもらう
ためにマッチング拠出を利用し、限度額まで拠出したほうが良いと考える。
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第３節 制限手数料制度
第１項 問題点への対応
第３章第２節で述べたように、日本の投資信託において投資信託の不満点で「手数料・信
託報酬が高い」と感じる人が多く、投資信託に手を出しづらいという問題、また、日本の報
酬形態のほとんどが本数ベースのコミッション型であるための回転売買の問題が挙げられ
る。これらの手数料の高さに対する問題を解決するための方策を考えた。
第２項 方策の内容
第３章第 1 節の通り、日本の売れ筋投資信託（純資産ベース）の上位５社の販売手数料の
平均が 3.20％と非常に高く、この販売手数料で回転売買が行われると投資家は利益を十分
に受け取ることができない。具体案としては、金融庁が主導して行うものとし、まず適切な
基準を設ける対象の分類を、株式だけの投資信託の国内のインデックス・アクティブ、海外
のインデックス・アクティブ、債券が含まれている投資信託の国内のインデックス・アクテ
ィブ、海外のインデックス・アクティブ、REIT の海外・国内とし、金融庁がそれぞれ別々の
基準を設ける。そうすることで投資家が投資信託の購入時に販売手数料の比較をすること
でと、手数料の高低を投資家自身が判断しやすくなる。さらに販売手数料の基準はその時々
で変化するものなので、その都度設定することにより変化に対応した基準を設けることで、
販売手数料を適切に保つ。これらに加えて売買頻度が比較的高い投資信託を金融庁が投資
家に注意喚起することで回転売買を防ぐことができる。
このように、金融庁が適切な手数料について積極的に発表することにより、顧客の利益を
無視した商品の販売を抑制し、販売会社は長期的運用で利回りが得られる投資信託商品を
販売するようになり、顧客にとって望ましい資産形成手段となる投資信託商品の販売が可
能となる。
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第 4 節 銀行口座開設時、NISA 口座またはつみたて NISA 口座の自動開設
第 1 項 問題点への対応
第 3 章第 2 節で述べたように投資信託保有未経験者の投資信託を買わない理由の大半を
「購入しなかった理由を考えたことがない」が占めていることから、そもそも投資信託に関
心がなく、投資信託の存在を知らない人がいると考えた。そこで我々はそのような人々へ投
資信託を普及させるための方策を考えた。
第 2 項 方策の内容
現在、銀行との取引には口座開設が必要で、各金融機関では原則として 1 人につき 1 口座
を開設できるとされている。企業からの給与は手渡し方式から銀行口座振込方式の時代へ
31

投資信託協会「企業型 DC の概要」
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と移り変わり、こうした影響から、今や誰もが銀行口座を保有しているであろう。また、こ
れからも銀行口座開設数も一定数あり続けると考える。本方策はこの銀行口座開設のタイ
ミングに目を付けたものである。
具体案として、銀行口座開設時に NISA 口座またはつみたて NISA 口座の自動開設を提案す
る。通常、NISA 口座またはつみたて NISA 口座を開設するにはその金融機関の銀行口座開設
と投資信託口座開設が必要である。2017 年までは銀行口座開設には本人確認書類と印鑑（届
印）が必要で、NISA 口座またはつみたて NISA 口座開設（投資信託口座開設も過程にある）
には個人番号確認としてマイナンバーカードが必要であった。しかし、2018 年からは「個
人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、個人番号や法人番号を預貯金口座に紐付
ける「預貯金口座付番制度」が開始された。これにより、銀行口座開設には以前まで不必要
であったマイナンバーカードの提出も義務づけられている。つまり、銀行口座開設時に提出
する書類だけで NISA 口座またはつみたて NISA 口座開設が可能となった。この方策を実施
すれば、口座開設と同時に金融商品を勧めやすくなるという利点が銀行側にもある。購入し
た人にはコンビニ ATM 利用回数に優遇を設けるなど、各銀行の特色に基づいた特典を付け
ることで購入するきっかけになるかもしれない。また、自動開設により銀行が商品を充実さ
せ、将来に向けて NISA、つみたて NISA がさらに進展するきっかけにもなるかもしれない
この方策では、ただ単に投資信託を知るきっかけを作るだけでなく、資産形成の必要性を
伝えることも重要であると考える。その必要性とともに投資信託が知れ渡れば、普及への第
1 歩になりえるだろう。
図表 16 NISA 口座またはつみたて NISA 口座開設（投資信託口座開設）に必要な書類

25

出所）三菱 UFJ 銀行（2018）「三菱 UFJ ダイレクト（インターネットバンキング）からの
NISA 口座お申込方法 ①個人番号確認書類と本人確認書類の準備」より引用 http
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終わりに

5

10

我が国では「貯蓄から投資へ」とスローガンを掲げ、家計に眠っている預貯金を投資に充
てることで、家計の資産形成を促し、日本経済をより活性化させることを意図し、今年から
開始されたつみたて NISA など投資を始めやすくする制度が整えられている。だが、今の日
本の投資信託は家計の資産形成手段になりえていない。日本の投資信託は多くの課題があ
り、日本人の金融リテラシー不足や資金不足等が明らかになっている。家計に資産形成にお
いて投資信託による長期の投資が効率的であること認識し、投資信託を始めることの妨げ
になっている問題点が解決されることで家計がリスク資産による資産形成の必要性を感じ
れば、日本の投資信託は家計の資産形成手段になりえるのではないだろうか。そこで我々は
第４章では、確定拠出年金の自動加入、制限手数料制度や銀行口座開設時、NISA 口座また
はつみたて NISA 口座の自動開設を提案した。
これらの方策が普及することで日本の投資信託を家計の資産形成手段とすることができ
ると考える。
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