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序章   

日本では、「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと、国民の投資を促進する

様々な政策がとられてきた。しかし、現状として、投資信託の保有率はわずか

4%と、家計において投資信託が普及しているとはいえず、現金や預金といった

無リスク資産での金融商品の保有が主流である。  5 

 そんな中、平均寿命の長寿化により、老後に必要な資金は増加の一途をたど

り続けている。一方で、少子高齢化が進み、公的年金制度の維持が困難となっ

てきており、また、バブル崩壊以降の長期的なデフレや、日本銀行の金融緩和

政策によって、預金金利は超低金利となっており、預貯金のみでの資産形成は

困難といえる。さらに、現在、デフレからインフレに転換している日本におい10 

ては、資産の実質的価値が目減りし、購買力が低下してしまう。そこで、我々

の考える家計の資産形成の共通目的である、「インフレ率を上回るリターンを

実現し、購買力の維持または増加を実現する」ためには、資産形成の重要性が

高まってきていることは明らかである。  

本稿では、投資信託の運用面、販売面、制度面、家計面の現状を基に、家計15 

の資産形成手段としての投資信託の問題点を整理し、検討していく。その上で、

我々が考える望ましい資産形成の姿である「投資信託による長期・積立・分散

投資」を実現させるための提言を行っていく。  

第 1 章では、資産形成の重要性と、投資信託の仕組み、望ましい資産形成手

段のあり方について説明し、家計の資産形成手段としての投資信託の重要性に20 

ついて述べる。つづく第 2 章では、投資信託の歴史と導入経緯について整理す

る。第 3 章では、投資信託の現状と問題点について述べる。第 1 節では、運用

面から、投資信託の商品特性や現状について考察する。第 2 節では、販売面か

ら、顧客本位の業務運営が行われているのか、という点から考察する。第 3 節

では、制度面から、確定拠出年金制度、NISA・つみたて NISA、第 4 節では、家25 

計面から、金融リテラシー、金融ジェロントロジーをそれぞれ取り上げ、考察

する。第 5 節では、 Fintech のうち、資産形成の分野で注目されている、ロボ

ットアドバイザー、 PFM について取り上げる。そして、第 4 章では、第 3 章で

指摘した問題点を解決し、家計の資産形成手段として投資信託を普及させてい

く上での提言を行う。   30 
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第 1 章  家計において投資信託が必要とされる背景  

 本章では、第 1 節において家計で資産形成が重要になった背景、第 2 節にお

いて投資信託の仕組み、第 3 節において我々が考える望ましい資産形成手段に

ついて述べ、家計の資産形成手段として投資信託が必要とされる背景について

述べていく。  5 

 

第 1 節  家計の資産形成の重要性  

まず、家計の現状をみていく。金融広報中央委員会が行ったアンケート調査

によると、「複利」「分散投資」といった投資知識に関する項目で、大きな差

のあることがわかる 1【図表 1】。次に、株式、公社債、投資信託のなどの金10 

融商品の非購入理由については、「購入しなかった理由を考えたことがなかっ

た」がどれにおいても、 40%以上を占め、次に「十分な知識を持っていない」

「ギャンブルのようなもの」「必要な資金が準備できなかった」がそれぞれ

10%以上を占めており、理由として多かった 2。以上のことから、家計の現状と

して、「投資知識のない」こと、「投資資金の少ない」ことがあげられるた15 

め、一般的な家計とは「投資知識がなく、投資資金が少ない家計」であると考

えられる。しかし、一般的な家計と比べて、投資知識や投資資金を有している

家計も存在していることも、考慮しなければならない。  

 

図表 1 金融知識の諸外国比較  20 

 

出所）金融広報中央委員会 HP（2016）「「金融リテラシー調査」の結果」

pp.16-17 より作成  

                             
1 金融広報中央委員会  (2016a) pp.16-17 参照  
2 日本証券業協会  (2015) pp.120-121 参照  
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ここで、家計における資産形成の目的について考えていく。資産形成手段の

1 つである預貯金の目的をみてみると、三大資金（住宅・教育・老後）や趣味、

病気や災害への備えなど、資産形成の目的は様々であることがわかる 3。しかし、

将来の家計における資産形成には共通する点がある。それは、どの目的におい

ても、財やサービスを購入するために、資産形成を行うということである。現5 

在、日本では日本銀行による異次元緩和により、デフレからインフレに転換し

ており 4、2018 年現在のインフレ率は 1.2％になっている 5。このまま、インフ

レが続く場合、インフレ率以上のリターンで資産形成をしなければ、資産の実

質的価値が目減りしてしまい【図表 2】、購買力が低下してしまう。以上より、

家計における資産形成の共通目的は、「インフレ率を上回るリターンを実現し、10 

購買力の維持または増加を実現すること」であると我々は考える。  

 

図表 2 資産の実質的価値の低下  

 

 15 

 

出所）三菱 UFJ 信託銀行(2018)「スマート・クオリティ・オープン」 p.3 

より作成  

 

 20 

                             
3 R＆ D （ 2017）参照  
4 『日本経済新聞 (電子版 )』 (2018 年 10 月 19 日 )参照  
5 IMF(国際通貨基金 ) HP「 IMF COUNTRY INFORMATION」参照  
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次に、家計において資産形成が重要となる背景についてみていく。政府は長

い間「貯蓄から投資へ」のスローガンを掲げていた。現在では「貯蓄から資産

形成へ」のスローガンを掲げ、自助努力による資産形成を促進しようとしてい

る。この背景には、第 2 章第 2 節で詳しく述べるが、バブル崩壊後、家計は株

価や資産価格の大暴落を経験し、リスク資産の保有に消極的となったことがあ5 

る 6。失われた 20 年といわれる経済低迷に陥ったことから、政府は個人の金融

資産を株式や債券に回すことで日本経済を活発化させたいという意図があった

7。しかし、現在の日本における家計の金融資産構成比率を諸外国と比較する

と、現金・預金といった無リスク資産が 52.5%と半数以上を占めている。その

一方、債券・投資信託・株式といったリスク資産の合計は 16.2%と、無リスク10 

資産に比べて非常に少ない【図表 3】。この比率は 1990 年代から 2018 年現在

に至るまで大きく変化していない。  

 

図表 3 家計の金融資産別保有割合の国際比較  

 15 

 

 

出所)日本銀行調査統計局 (2018)「資金循環の日米欧比較」より作成  

 

家計の現預金保有割合が高い現状をふまえ、現在の日本の家計において資産20 

形成が必要な背景について述べていく。その背景として、①少子高齢化による

公的年金制度の限界 8、②低金利による預貯金のみでの資産運用の困難、③平

                             
6 鶴蒔靖夫  (2018)参照  
7 マネーセミナー (2018)参照   
8 生命保険協会  (2016) p.7 参照  
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均寿命の長寿化が考えられる。  

まず、①について説明する。現在の日本では少子高齢化が進行しており、現

役世代に対する 65 歳以上の人口の割合は、 1980 年代は現役世代 6.6 人に 1 人

であったが、2015 年は高齢者 2.3 人に 1 人、50 年後の 2065 年には 1.3 人に 1

人と、現役世代への負担が大きくなっていくことが予想される 9。実際に、公5 

的年金の所得代替率 10は現在約 62.7%であるが、将来 50%前後まで低下すると

予想されている 11。つまり今後、公的年金支給額の水準を維持することが困難

になることは明らかである。次に、②について説明する。日本では、バブル崩

壊以前は定期預金金利が約 3～6%12と高く、預貯金のみでの資産形成が可能で

あった。しかし、バブル崩壊後は長期のデフレの影響から預金金利が低下した10 

ことに加え、マイナス金利政策の影響もあり、現在の日本において定期預金金

利は 0.11%13と低くなっている。そのため、預貯金のみでの資産形成は困難と

なっている。最後に、③について説明する。現在、日本では世界のどの国も経

験したことのない高齢社会を迎えており、平均寿命も継続して伸び続けてい

る。厚生労働省の調査によると、平成 29 年の平均寿命は男性で 81.09 歳、女15 

性で 87.26 歳であり 14、2050 年には女性の平均寿命は 90 歳を超える見通しで

ある 15。これらのことから、今後も日本において、平均寿命は延び続けると考

えられる。したがって、退職後における生活資金が現在と比べ、相対的に増加

する。以上 3 点から、家計においての資産形成が重要であることがわかった。

つづく第 2 節では、投資信託の仕組みについて説明する。  20 

 

第 2 節  投資信託の仕組み  

そもそも投資信託とは「投資家から集めたお金を 1 つの大きな資金としてま

とめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果

                             
9 内閣府  (2018) pp.3-4 参照  
10 年金を受け取り始める時点（ 65 歳）における年金額が、現役世代の手取り収入額（ボーナス込

み）と比較してどのくらいの割合か、を示すもの  
11 厚生労働省  (2015) p.42 参照  
12 日本銀行  HP「時系列統計データ検索サイト」参照  

※定期預金は、預ける年数に応じて金利が変わってくるため、ここでは 1 年預けるときの金利につ

いて参照した  
13 日本銀行  (2018) 参照  

※ 2018 年 10 月 24 日時点での預入期間 1 年のときの数値  
14 厚生労働省  (2018) p.2 参照  
15 内閣府  (2018) p.5 参照  



9 

 

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」と定義され

ている 16。投資信託について、【図表 4】を見ると、一般的には「投資信託運用

会社」・「販売会社」・「信託銀行」・「投資家」の 4 者から成り立っている

ことがわかる。まず「投資信託運用会社」が投資信託を組成し、銀行や証券会

社などの「販売会社」を通じて販売され、多くの投資家から資金を集める。そ5 

の資金を 1 つにまとめ、資産管理を専門とする「信託銀行」に保管してもらう。

「運用会社」は集めた資金の運用方法を考え、運用指図を「信託銀行」に行う。

その指図に従って、「信託銀行」が株式や債券の売買を行い、運用で得られた

収益は、販売会社を通じて投資家に分配金として還元されるという仕組みであ

る。なお、日本では少数であるが、「運用会社」が「販売会社」を通さずに「投10 

資家」に投資信託を直接販売する販売チャネルも存在する。販売チャネルにつ

いては、第 3 章第 2 節第 1 項で詳しく述べる。  

 

図表 4 投資信託の仕組み  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

出所）セゾン投信 HP「投資信託の基本 2.投資信託の「直接販売」  

とは？」より作成  25 

 

投資信託のメリットとしては、①小口資金集約による規模の経済性の獲得、

②分散投資によるリスク低減、③専門家・分業化を通じた収益性の向上が挙げ

られる 17。①については、多数の投資家から集めた資金を集約することで、通

                             
16 投資信託協会 HP 「そもそも投資信託とは？」より引用  
17 日本証券業協会 HP 「金融商品の特徴」参照  
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常個人では扱うことのできない大きな金額を動かすことができるようになる。

そのため、個人では難しい投資対象に手が届くようになる。②については、 1

つの銘柄のみを保有していた場合、企業倒産や株価が値下がりすると、そこで

の影響をそのまま受けてしまい大きな損失を負う可能性があるが、投資信託に

よって複数の銘柄に資金を分けて投資することで、値下がりなどの様々なリス5 

クを分散、低減することができるようになる。③については、本来、個人が自

分のリスク許容度やニーズにあったポートフォリオを組むことは、一定の知識

や手間が必要となるが、投資信託では専門家が運用してくれるため、 1 つ 1 つ

の金融商品の種類や割合を考える必要はなく、比較的容易に運用することがで

きる。  10 

 

第 3 節  望ましい資産形成手段  

若年層から自助努力による資産形成を行う上で、金融庁が発表している金融

レポートに「家計の安定的な資産形成を進めるうえで、長期・積立・分散投資

の定着を促していくことは重要である」 18と指摘されていることから「投資資15 

産による長期・積立・分散投資」を望ましい資産形成として定義する。そこで

以下では長期・積立・分散投資それぞれの特徴とメリットをみていく。まず、

長期投資の最大のメリットは、複利効果を享受できる点である。投資で得た利

益を再投資することで、収益率は同じでも収益額は高くなる。次に、積立投資

の最大のメリットは、安い時には多く買い、高い時には少なく買うドルコスト20 

平均法によって平均購入単価を抑えることができるため、一括投資よりリスク

低減効果がある。分散投資の最大のメリットは、投資対象・地域・通貨・時間

などを分散させることにより、リスクを低減することができるため、大きな損

失を回避できる。つまり、長期・積立・分散投資を行うことで安定的な資産形

成を行うことができるといえる。  25 

では、なぜ投資信託が家計の資産形成手段に適しているといえるのだろう

か。ここで、家計の資産形成手段としては投資信託以外に、預貯金・株式・債

券が挙げられるが、以下についてみていく。預貯金においては、第 1 節で述べ

                             
18 金融庁  (2017a)p.10 より引用  
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たとおりである。株式においては、分散投資をするには巨額の資金が必要とな

る 19が、家計は投資資金が少ないため、望ましい資産形成手段とは言えない。

債券においても、国債や地方債は少額から購入ができるが、国債は 2018 年 10

月 24 日時点で-0.13～0.88％ 20と低い利回りになっており、社債はほとんどが

少額から買うことができない 21ため、望ましい資産形成手段とは言えない。一5 

方、投資信託においては、少額から分散投資が可能で、投資の専門家が運用を

行うため、一般的な家計に向いており、望ましい資産形成手段といえる。  

つづく第 2 章では、投資信託が発足した歴史について振り返り、第 3 章で

は、投資信託の現状と問題点を挙げ、最後の第 4 章では第 3 章で取り上げた問

題点を解決するための提案を述べる。  10 

 

第 2 章  投資信託の歴史と導入経緯  

投資信託は、半世紀にわたる歴史の中でも、かつてないほどの抜本的な制度

改正や大幅な運用規制の緩和、業務の自由化が行われている。よって本章では、

第 1 節において投資信託の起源、第 2 節において投資信託の発足から現在まで15 

の軌跡をみていき、投資信託の歴史と導入経緯について述べていく。  

 

第 1 節  現行の投資信託の登場  

第二次世界大戦後の 1948 年 4 月に証券取引法が公布され、日本の証券市場

は再開したが、「財閥の解体や財産税の物納等によって株式は供給過剰の状態20 

であり、株価は大幅に下落して株式市場は極度に沈滞していたことから、戦後

経済の復興と再建に必要な企業の増資を行うことが困難な状況にあった」 22。

そこで、株式市場に広く一般大衆の資金を導入し、株式の需給を改善して戦後

復興のための資金を調達する必要があるという、国家的な要請から 1951 年 6 月

に「証券投資信託法」が制定され、現在の日本の投資信託がスタートすること25 

となった。しかし、一般大衆には投資信託に不慣れで、投資信託を定期預金並

                             
19 SODATTE (2016)参照  
20 Bloomberg HP「日本国債・金利」参照  
21 日本証券業協会 HP 「個人向け社債の特徴やリスク、価格情報の入手方法」参照  
22 杉田浩治（ 2011） p.6 参照  
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みに考える人が多かった 23。そのため、一般大衆に馴染みやすい単位型で、信託

期間も 2 年と短く、一定の利回りが期待できる「預貯金類似型商品」が採用さ

れたことにより、本来変動商品であるべき投資信託に「貯蓄性」という強い元

本概念を植えつけることとなった。このような、戦後復興のための国策から日

本人の貯蓄志向が形作られ 24、第 1 章第 1 節で述べたような現在の日本におけ5 

るリスク資産保有率の低さを招いた。以上より、日本では、諸外国のように投

資家のニーズに沿って自然発生的に投資信託が誕生した 25のではないことがわ

かる。  

 

第 2 節  投資信託の軌跡  10 

投資信託を早く軌道に乗せるために、投資信託の運営経験がある証券会社が、

組成・運用と販売を兼業することとなった。 投資信託の設定額は順調に増加し、

好調なスタートを切った 26。その後、株式、証券市場の低迷に伴い、投資信託も

影響を受けることとなるが、時代の変遷に合わせた投信法の改正など、政府の

柔軟な対応によって、回復していった。そして、1980 年代の 10 年間には、投15 

信純資産残高は 6 兆円から 58 兆 6,500 億円へと約 10 倍に増加し、日本の投資

信託は大発展を遂げた。  

しかし、1990 年代初頭にバブル崩壊が起こり、株式市況の急落、長期低迷を

受けて、株式投信を中心に投信純資産残高は減少し続け、1992 年 4 月末には 38

兆 5,452 億円まで低下した 27。また、バブル崩壊により単位型中心の投資信託20 

は成立しなくなったため、バブル崩壊後の 90 年代後半からは、追加型ファンド

を日々変動する時価により「投資商品」として販売するという欧米並みの方式

が主流となり 28、18 年 7 月末時点では、投信の純資産総額の約 99％を追加型が

占めるに至っている 29。さらに、バブル崩壊によって、投資に対するイメージが

悪化することとなり、現在も投資に対するイメージは未だ払拭されていない 30。 25 

                             
2 3 磯山淳著（ 2008） p.41 参照  
24 西東美智子  (2017)参照  
25 杉田浩治（ 2011） p.1 参照  
26 磯山淳（ 2008） p.38 参照  
27 田村威（ 2016） p.39 参照  
28 杉田浩治  (2011 )p.6 参照   

29 投資信託協会  (2018a) 参照   
30 鶴蒔靖夫  (2018)参照   
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そのような状況の中で、1996 年には「間接金融から直接金融へ、個人の資産

運用の効率向上へ」という狙いから、橋本首相は「自由に競争できる市場 (フリ

ー)・透明性のある信頼できる市場 (フェア)・国際的な市場(グローバル )」の理

念を掲げ、金融市場の改革いわゆる金融ビッグバンを推進した。投資信託につ

いても規制緩和が進められ、 1998 年 12 月に半世紀ぶりに投信法が全面的に改5 

正された。この改正の中での画期的な改革は、「銀行等金融機関による投信窓販

の解禁」で、これにより投資信託購入者が、株式投資家層から銀行預金者層に

広がることになり、「貯蓄から投資へ」の流れが大きく加速された 31。1989 年末

に投信窓販が解禁になって以来、 2018 年 9 月末時点までの約 20 年で銀行等金

融機関経由の投信販売残高は、約 206 兆円の 47.6%を締めるほどの急成長を遂10 

げ、とくに私募分野では、証券会社経由よりも多くなっている 32。 

その後も時代の変遷に合わせて、投資信託に関してのさまざまな制度改正が

行われている。 2001 年には「不動産投資信託（ REIT）」「上場投資信託（ ETF）」

が導入され、また同年 10 月から、確定拠出年金制度がスタートした。 2005 年

10 月からは、日本郵政公社による投資信託の窓口販売が始まり、全国津々浦々15 

に販売拠点を持つ郵政公社の投信販売への参入は、投資信託の個人への普及を

いっそう加速させるものと期待されている。実際に、ゆうちょ銀行での投信販

売額は順調に増加している 33。2006 年には金融 (投資)商品の販売や運用、サー

ビスを横断的に規制する「金融商品取引法」が成立し、2007 年 9 月末から施行

され、2008 年には運用対象資産として商品が加わった。これにより投資家は、20 

投資信託を通じて証券、不動産、商品の 3 つの異なった資産への分散投資が可

能となった。また、 2014 年に NISA（少額投資非課税制度）が登場したことで、

投資信託への資金の流入が促された。2015 年以降も投資信託に関する数々の制

度改正が行われているが、これらの改正は、政府の「日本再興戦略」の柱の１

つである金融・資本市場の活性化政策に基づくものであり、前回の改正が、投25 

資家保護、利便性の向上を主として投資家の立場からの改正であったのに対し、

今回の改正は、投資信託の社会・経済的役割を活用するための制度改正といえ

                             
31 田村威（ 2016） p.1 参照  
32 投資信託協会  (2018b)参照   
33 ゆうちょ銀行  (2018) p.24 参照  
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る。具体的には、投資信託を通じた資産形成の促進を目指すという見地からの

改正である。これに関しては、 NISA の拡充、ジュニア NISA の創設、確定拠出

年金制度の拡充、投資信託手数料に関する説明の充実、投資信託の運用体制の

透明化が打ち出された 34。そして、金融庁が 2016 年に発表した「平成 27 事務

年度 金融レポート」において、家計が今まで貯蓄していたお金を少しでも投資5 

に回し、老後の資産形成を促進することを目的として、「貯蓄から資産形成」へ

というスローガンが掲げられた。 2016 年には、ジュニア NISA の登場、 2017 年

1 月に iDeCo の適用対象が拡大され、そして、今年の 2018 年 1 月からはつみた

て NISA がスタートした。また、同年 6 月 29 日には、金融庁が投資信託を販売

する銀行・証券会社に対して、比較可能な共通指標（ KPI）を導入することを発10 

表した。こうした制度を通じて長期の積立投資が普及し、家計の安定的な資産

形成に資する投資信託のさらなる普及が期待されている。  

 

第 3 章  投資信託の現状・問題点  

第 1 章第 2 節で投資信託の仕組みについて述べた。本章では、第 1 節におい15 

て運用面、第 2 節において販売面、第 3 節において制度面、第 4 節において家

計面のそれぞれから、現在の投資信託の現状と問題点について述べていく。  

 

第 1 節  運用面  

本節では、投資信託を実際に運用する際の商品特性や戦略の現状について、20 

アセットアロケーション、運用方法、運用対象、決算頻度に分けて述べていく。  

 

第 1 項  アセットアロケーション  

 アセットアロケーションとは、自身の資産を預貯金・株式・債券などの異な

るアセットクラスにどのような配分で投資するかを調整することで、リスクと25 

リターンのバランスをとる投資戦略である。アセットアロケーションの考え方

は、Harry Markowitz の現代ポートフォリオ理論に基づいたものであり、アセ

ットアロケーションによってリターンが大きく変化すると考えられている 35。

                             
34 田村威（ 2016） p.110 参照  
35Brinson Gary P, L. Randolph Hood, and Gilbert L. Beebow (1991)参照   
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一般的に、株式の比率が高いほどハイリスク・ハイリターン、債券の割合が高

いほどローリスク・ローリターンとなる 36。適切なアセットアロケーションは、

個人の好みや年齢によって変化する。また、時価の変動によって資産配分の見

直しを行う必要も出てくるため、定期的な見直しがかかせない。しかし、これ

を個人で行うとなると、市場の動向を把握する必要があり、難しいのが現状で5 

ある。そこで近年注目されているものに、ファンドラップやロボットアドバイ

ザー（以下、RA）など、利用者が金融機関と「投資一任契約」を締結すること

により、運用の専門家に商品選択から運用を任せることができるサービスがあ

る。他にも、投資家 1 人 1 人のニーズに合わせた運用を行うといった柔軟性は

ないものの、これらと同様に国内外の株式や債券などの複数の資産に分散し、10 

比率を柔軟に変更できるラップ型ファンドがある。ファンドラップについては、

本章第 2 節第 3 項、 RA については、本章第 5 節第 1 項で詳しく説明する。  

 

第 2 項  運用方法  

投資信託の運用方法は、特定の指標に連動したリターンの実現を目指すイン15 

デックス運用と、指標以上のリターンの実現を目指すアクティブ運用の二種類

に分けることができる。日本の現状として、株式型投資信託の純資産総額うち

にインデックス型ファンド（以下、インデックス型）が占める比率は約 45％ 37

と、近年上昇傾向にある。一般に、アクティブ型は銘柄分析のコストが必要と

なる背景から、インデックス型よりも信託報酬が高くなる傾向がある。米国市20 

場での分析において、アクティブ型は信託報酬が高いほど、また保有期間が長

くなるほど、インデックス型のリターンを上回ることができない確率が高まり、

累積リターンも小さくなるという結果が出ている 38。日本においても類似した

分析がなされており、アクティブ型全体の 1/3 の商品でリターンがマイナス、

さらに、71%の商品が日経 225 を指標とするインデックス型のリターンを下回25 

っていることがわかった 39。このことから、投資信託にかかるコストは、リター

ンを下げる大きな一因となっていることがわかる。また、投資に関する専門的

                             
36 『日本経済新聞』（ 2018 年 10 月 3 日）「「ほったらかし」参照  
37 投資信託協会「投資信託の主要統計等ファクトブック (2018 年 9 月末 )」参照  
38 山口勝業  (2017a) pp.4-5 参照  
39 金融庁（ 2017b） p.59 参照  
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な知識を有していても、長期にわたってリターンを出し続けるファンドを選別

するのは困難であり、インデックス型よりもリスクが大きいといえる。  

以上のことから、長期的な資産形成には、アクティブ型よりもインデックス

型が適切であると考えられるが、インデックス型の代表的な指数である TOPIX

や S&P500 などの時価総額加重平均株価指数 40には欠点が存在し、パフォーマン5 

スが毀損されているという指摘もある 41。この状況を受けて、時価総額加重指

数とは異なる形の株価指数であるスタイル指数 42、ファクター指数 43、スマート

ベータ指数 44（以下、スマートベータ）といった指数を利用した運用手法が注目

されており、この中でも特にスマートベータは、2014 年に、年金積立金管理運

用独立行政法人（ GPIF）が「スマートベータ型のファンドを採用した」と発表10 

したことをきっかけに、注目度が急速に高まった 45。  

スマートベータ運用は、TOPIX などの市場平均を上回るリターンを目指す点

ではアクティブ運用だが、特定の指数やルールによって組み入れ銘柄や比率を

機械的に決め、その指数に連動することを目指す点ではインデックス運用であ

り、アクティブ運用とインデックス運用の中間に位置するといえる。 そのため、15 

長期的にはインデックス運用のリターンを上回り、かつ信託報酬も「アクティ

ブ運用の 3 分の 1 から 5 分の 1 程度」と低くなっている 46。確かに、投資期間

が短期間の場合では、スマートベータが安定的に TOPIX よりも優位とはいえな

いが、10 年以上ではスマートベータのうちほとんどが勝率 80％以上、 20 年に

なると勝率 95％を超えており 47、資産形成が長期であることを考えると、スマ20 

ートベータは資産形成に適した運用方法の 1 つであるといえる。  

 

                             
40 組入銘柄の時価総額合計を、基準となる一時点での時価総額合計と比較することで求められる

もので、世界の多くの株価指数がこの方式を採用している。  
41 太田  紘司 (2015) p.28 参照  
42 サイズ，バリュー指数といった従来から存在する指数  
43 スタイル指数を、従来の指数では採用されてこなかったモメンタム，ボラティリティなどの新

しいファクターにまで拡張した指数  
44 従来の時価総額型の指数のように市場全体の平均や値動きを代表する指数ではなく、財務指標

（売上高、営業キャッシュフロー、配当金など）や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて

構成された指数。時価総額を用いる場合でも、１銘柄あたりの比率に上限を設けたり、価格変動に

よって変化した構成比率をリバランスする機能も備える。具体的には「 JPX 日経インデックス

400」や「 MSCI ジャパン最小分散指数」などがある。  
45 『日本経済新聞』  (2016 年 8 月 31 日）参照  
46 『日本経済新聞』  (2014 年 9 月 17 日 ) 参照  
47 井出真吾 (2014) pp.4-5 参照  
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第 3 項  運用対象  

(1)オルタナティブ  

オルタナティブ投資とは、伝統的な投資対象である株式、債券と相関しない

とされる一連の運用対象に投資することであると定義され、具体的にはヘッジ

ファンド・商品ファンド・不動産などがそれにあたり、従来にない資産に代替5 

する(=オルタナティブ )という意味で、この名称が使われている。  現在、会社

型、個人型の確定拠出年金ともに、オルタナティブ投資が取り入れられている

ものが存在し、個人の商品選択においてオルタナティブ投資に対する知識が必

要なものとなってきている。  

オルタナティブ投資のメリットとしては、①分散投資によるリスク分散効果10 

が得られること、②伝統的資産との相関の低さ、などが挙げられる。一方、デ

メリットとしては、①投資内容に関する情報開示が不十分であること、②商品

設計の複雑さ、などが挙げられる。これらのデメリットは、家計の資産形成手

段として用いる投資対象としては、必要な要素が欠けていることとなるため、

今後の制度面や商品面での改善が必要である。  15 

また、投資信託を通して、オルタナティブ投資を行うにあたっての問題点と

して、手数料が高くなる傾向がある 48。現在、オルタナティブ投資を行うには、

ファンド・オブ・ファンズ 49に投資を行う方法が主である。  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

                             
48 Morningstar HP 「投資信託講座■ファンドオブファンズってなに？」参照  
49 複数の投資信託を投資対象とする投資信託のこと  
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図表 5 ファンド・オブ・ファンズの収益構造  

  

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

出所)大和住銀投信投資顧問 HP「投資信託の仕組みに関するご質問」より作成  

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

図表 5 のような収益構造により、二重に信託報酬がかかる為、一般の投資信託

と比較するとコストの高い投資となってしまう。このような投資は複利の効果

が薄れるため、長期投資に向いているとはいえない。  25 

以上のように、オルタナティブ投資には、リスク分散などのメリットがある

ものの、商品設計の複雑さや手数料が高いなどの問題も多く、一般家計におけ

る投資対象としては取り入れづらいという現状がある。しかし、投資知識と投

資資金を有している家計には向いているといえる。  

 30 

受

益

者 

A 運用会社  

○ファンド  

A 運用会社  

X ファンド  

B 運用会社  

Y ファンド  

C 運用会社  

Z ファンド  

 

○○市場  

○○市場  

○○市場  
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(2)テーマ型投資信託  

 テーマ型投資信託 (以下、テーマ型 )とは、設定時に収益率が高く、話題性の

ある銘柄を対象に投資を行う投資信託のことである。テーマ型は 2018 年 1～3

月末までの資金流入額のランキングにおいて上位の半数を占めており、人気が

根強いのが現状である 50。このように、日本で売れ筋のテーマ型のメリットと5 

しては、ニュースや新聞などで見聞きすることが多く、一般家計にとって、投

資する企業のイメージがしやすいことが挙げられる。一方、デメリットとして

は、①話題性のある銘柄に絞って投資を行うため、分散投資の効果を十分に享

受できないこと、②関連銘柄の株価がすでに上昇し、割高になっていると判断

しても、テーマ以外の割安な株式等への投資や、現金比率を高めることが基本10 

的にできないため、運用成果の悪化へと繋がること、③テーマへの関心が薄れ

ると、新規資金の流入が減少し、純資産額が小さくなった結果、運用成果の悪

化へと繋がること、④売買のタイミングが重要となるが、家計にとって適切な

タイミングを継続的に見極めることは難しいこと、⑤テーマ型は期待収益率が

高く設定されているため、手数料も高く設定される傾向があることが挙げられ15 

る。具体的な数値を見ていくと、販売手数料が 2％～3％程度、信託報酬が 1.5％

程度と高いものが多い 51。 

以上より、テーマ型は分散投資の効果を得られず、運用成果の悪化へと繋が

りやすいこと、さらに、手数料が高いことから、家計の資産形成には適してい

ないといえる。  20 

 

第 4 項  決算頻度  

毎月分配型投資信託（以下、毎月分配型）とは、 1 か月ごとに決算を行い収

益の一部を収益分配金として毎月分配する運用方針になっている投資信託のこ

とである。日本では、投資信託全体における毎月分配型の割合は、2011 年 11 月25 

のピーク時である 70%から低下してきてはいるものの、 2017 年 11 月末時点で

48%といまだに高い比重を占めているのが現状である 52。一方、アメリカでは、

                             
50 『日本経済新聞』（ 2018 年 4 月 2 日）参照  
51 Yahoo!JAPAN ニュース  (2018)参照  
52 清家武 (2018)「苦境の毎月分配型投信「高分配のみに注目」に反動」参照  
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残高ベースで 20～30％の間で推移している 53。また、日本の毎月分配型の多く

は、海外 REIT やハイイールド債等に投資し、元本を取り崩しながら分配してい

るものも未だに多く存在する 54。一方、アメリカの毎月分配型の多くは、債券に

投資し、利子の範囲内で分配しており、さらに、近年の世界的な低金利状況を

反映し、平均分配金利回りを低下させている傾向にある 55。 5 

このように、いまだに高い比重を占めている毎月分配型のメリットとしては、

投資信託を売却せず運用を続けながら、その運用成果を毎月受け取ることがで

きることが挙げられる。一方、デメリットとしては、①分配金として支払わな

ければ、本来そのまま投資資金として運用し続けられていたはずが、分配金を

支払ったことで再投資額が少なくなるため、複利効果が得られにくいこと、②10 

分配金を減額すると解約する人が多くなり、運用が困難になることを懸念して、

現状でも述べた通り、元本の一部を分配金として支払うことがあること、③毎

月決算をして分配金を出すという手間がかかるため、手数料は高く設定されて

いること 56が挙げられる。  

 以上より、毎月分配型は複利効果が得られにくく、元本の一部を分配金とし15 

て支払うこともあること、さらに、手数料が高いことから、家計の資産形成に

は適していないといえる。しかし、資産運用を行いながら、毎月一定額の分配

金が支払われることから、高齢者の生活資金の形成においては一定のニーズが

存在する 57ため、毎月分配型の商品設計を一概には否定できない。  

 20 

第 2 節  販売面  

第 1 節では、投資信託の運用面からみた問題点を述べた。つづいて、本節で

は、投資信託がどのように販売されているのかについて着目し、販売チャネル

の現状、手数料体系について述べ、日本において、顧客本位の業務運営が行わ

れているのかを述べていく。  25 

 

                             
53 金融庁  (2017b) pp.58-59 参照  
54 『日本経済新聞』 (2018 年 9 月 12 日 ) 参照  
55 金融庁  (2017b) p.58 参照  
56 金融庁  (2017c) p.3 参照  
57 投資信託協会（ 2016） p.12 参照  



21 

 

第 1 項  販売チャネルの現状  

 日本の現状として図表 6 より、販売チャネルは諸外国と比較すると少なく、

主要な投資信託の販売チャネルは販売会社と運用会社の結びつきが強い 58、銀

行や証券会社に偏っていることがわかる。  

 5 

 

 

 

 

図表 6 投資信託の販売チャネル利用状況 (日米比較 ) 10 

 

■日本  

 

 

 15 

■米国  

 

                             
58 金融庁  (2017b) pp.63,64 参照  
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出所)金融庁 事務局説明資料「国民の安定的な資産形成とフィデュ―シャリ

ー・デューティー」平成 28 年度 p.11 より作成  

 5 

結びつきが強いことに加えて、日本では、親会社である販売会社の権限が強く

なっており 59、その結果、新たに投資信託を設立する際に、投資家の利益を追求

するよりも、販売会社が売りたい商品である、第 1 節第 3、4 項で述べたテーマ

型や毎月分配型といった手数料の高い商品を作らせ、優先販売している 60。実

際に、系列運用会社が提供する投資信託の設定後 2 年間における顧客パフォー10 

マンスをみてみると、平均マイナス 1.5％とコストに見合ったリターンを上げ

ているとはいえない。確かに、大手運用会社の投資信託の中に、ボトムアップ・

アプローチで高い顧客パフォーマンスを実現しているものも存在するが、こう

した投資信託は必ずしも積極的な販売がされておらず、純資産総額が増加して

いないのが現状である 61。 15 

一方、直接販売を行う独立系運用会社においては、ボトムアップ・アプロー

チによる投資信託で、平均 9.0%の顧客パフォーマンスを実現し、純資産総額の

合計は 2014 年 3 月の約 1,500 億円から 2016 年 3 月には約 4,700 億円と着実に

増加している 62。以上より、日本では、同一グループ内に銀行や証券会社といっ

た販売会社を持つ運用会社は、販売会社の影響を受けていることから、独立系20 

の販売チャネルの増加・拡大が必要である。 その独立系の販売チャネルとして、

現在、証券会社や銀行といった特定の金融機関に属さず、独立した立場で金融

                             
59 永沢裕美子  (2017) p.48-49 参照   
60 金融庁  (2017d) p.10 参照  
61 金融庁  (2017b) pp.63-65,67 参照  
62 金融庁  (2017b) p.67 参照  
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商品の購入についてのアドバイスが可能である、IFA（独立ファイナンシャル・

アドバイザー）が注目されている。資産形成を始めるにあたって、少なくとも

資産形成に関する投資知識が必要になることに加え、現在、投資信託だけでも

約 6000 もの商品数がある中で自分のライフプランに適したものを選ぶのは困

難であるといえる 63。しかし、日本では、IFA は普及していないのが現状であり、5 

その理由として、日本における IFA の認知度が低く、利用率が低いことから、

IFA の人数が少ないことが考えられる。米国と日本の IFA の人数を比較すると、

米国の IFA の数は 30 万人なのに対して、日本の IFA の数は 3000 人となってお

り、かなり少なくなっている。顧客本位の業務運営を行っていくためには、日

本においても、米国のように IFA をはじめとする独立系の販売チャネルを増や10 

していくことが、今後の問題として考えられる。  

 

第 2 項  手数料体系  

現在、日本では、販売手数料の自由化が進められており、販売会社の報酬体

系の多くで、販売時に手数料のかかるコミッション型が採用されている。コミ15 

ッション型とは、投資信託を販売した際、投資信託会社が、販売会社に商品ご

とに設定されているコミッションと呼ばれる手数料を支払う方式である。現在

日本で、コミッション型の報酬体系が多い理由は、投資信託の量的拡大が途上

にあり、現在の規模では経費を、投資信託の残高に連動した信託報酬で賄い切

れないため、販売手数料が重視されているからである 64。コミッション型の問20 

題点として、販売会社は販売手数料が主な収益となっているため、投資家に適

した商品を勧めるのではなく、第 1 節第 3、 4 項で述べたテーマ型や毎月分配

型といった顧客に勧めやすく、手数料の高い商品の優先販売・回転売買を促進

することが挙げられる。特に、テーマ型については、話題性のある銘柄に投資

するため、その銘柄のブームが過ぎてしまうと基準価額が下がる恐れがあり、25 

収益率は悪化する可能性が高い。その結果、解約が始まり、また新たな別のテ

ーマ型が登場するといった一連の流れが繰り返されるため、必然的に回転売買

になってしまう。回転売買が行われた結果、図表 7 のように 1 本あたりの規

                             
63 IFA ナビ HP 「 IFA が扉を開く「資産形成」新時代」参照  
64 金融審議会  (2012) p.2 より参照  
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模が小さいファンドが乱立し、コスト高となっており、さらに、図表  8 のよ

うに平均保有期間の短期化をもたらすこととなった。  

 

図表 7 公募・証券ファンド数と 1 本当たりの金額の海外比較  

 5 

 ファンド数  純資産  

(円換算・億円) 

1 本当たりの金額  

(円換算・億円 ) 

日本  6,060 966,415 159 

米国 9,782 22,096,438 2,259 

英国 2,802 1,769,504 632 

独国 1,834 439,459 240 

仏国 10,952 2,202,060 201 

(注)円換算は 16 年末レート (1 ドル＝117.11 円) 

出所)杉田浩治(2017)「投資信託の制度・実態の国際比較 (第 1 部)」 p.16 より

作成 

 

 10 

 

図表 8 公募株式投信 (除く ETF)の解約率と平均保有期間の推移  

 

 

 15 

出所）投資信託協会 HP（2018）「投資信託の主要統計等ファクトブック」
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p.15 より作成  

 

以上より、顧客に勧めた商品に最適な手数料体系であるとはいえない。この

問題に対する提言を、第 4 章第 1 節で行う。  

 5 

第 3 項  ファンドラップ  

 本節第 2 項で述べた、『乗り換え』手数料で儲ける仕組みを「平成 25 年事務

年度金融レポート」の中で金融庁が問題視し、顧客利益の優先に営業姿勢を改

めるよう求めたことから、金融機関は、商品の売買時に手数料が掛かるのでは

なく、資産残高に対する手数料があらかじめ決まっており、毎年一定で運用報10 

酬が入ってくるファンドラップに注力するようになった 65。ファンドラップで

は、顧客 1 人 1 人に合わせたポートフォリオを組み、運用まで行う投資一任が

できるため、投資初心者や忙しくて時間を確保できない人でも資産運用を始め

やすくなった。しかし、実際は、予めスタイルごとに設定された複数のコース

に当てはめ、運用するというパターンが多くなってきているのが現状である 66。15 

さらに、ファンドラップの手数料は、契約資産の時価評価額の平均 1～2％、フ

ァンドラップの信託報酬は、平均 1.5％、合計 3％前後と高く、ファンドラップ

の総コストは平均 2.2％ 67といわれている。一方、一般の投資信託の場合は、初

年度に平均 3％程度の販売手数料がかかるものの、毎年支払う手数料（信託報

酬等）は平均  1.5％程度となっている 68。金融庁は、「平成 27 年事務年度金融20 

レポート」において、これらの平均料率を使って、ファンドラップと複数の株

式・債券等に分散して投資するといった点で商品性が類似している一般のバラ

ンス型投資信託（以下、バランス型）の保有コストを比較してみると、４年を

超えて投資を継続する場合、ファンドラップの方が、一般のバランス型よりも

保有コストは高いことを示している。また、同レポートで、ファンドラップに25 

ついて運用対象の投資信託の 5～7 割が、販売会社の系列運用業者によって設

定されたものであることも指摘している 69。このような実態を受けて、「平成 28

                             
65 週刊現代  (2017)参照  
66 IFA online HP「ファンドラップで市場拡大。手軽さと手数料のバランスに注意」参照  
67 金融庁  (2016a) p.69 参照  
68 金融庁  (2016a) p.69 参照  
69 金融庁  (2016a) p.69 参照  
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年事務年度金融レポート」で金融庁は、毎月分配型、テーマ型と並んで、ファ

ンドラップを顧客のニーズに合わない金融商品としてあげており 70、ファンド

ラップ自体も問題視されているのが現状である。  

 長期投資により資産形成を目指す場合、年間の支払い手数料が運用成果に大

きな影響を及ぼすことを踏まえれば、投資家においては、ファンドラップと他5 

の投資商品の比較等により、ファンドラップの手数料が、提供されるサービス

や運用成果の対価として適正であるか確認することが重要となっている。例え

ばファンドラップと類似しており、手数料が低いものに、ラップ型ファンドと

RA が挙げられる。ラップ型ファンドについては、本章第 1 節第 1 項で述べた

が、1 万円などの少額から買うことができる投資信託であり、近年人気となっ10 

ており、実際に DC 専用ファンドの資金流入ランキングにおいては、1 位と 4 位

に入っている 71ことから今後、普及していくと考えられる。RA については本章

第 5 節第 1 項で述べる。  

 

第 4 項  フィデューシャリー・デューティー  15 

 顧客本位の業務運営いわゆるフィデューシャリー・デューティー（以下、FD）

とは、日本語訳で受託者責任と訳され、金融機関は資産を預けている顧客に対

し、利益を最大限にすることを目標に、利益に反する行為を行ってはならない

というものである。  

金融庁が 2014 年 9 月に公表した「平成 26 事務年度金融モニタリング基本方20 

針」の中で、FD が指摘されたことにより、注目されるようになった。しかし、

本章第 1、2、3 項で述べた通り、現在の日本では、FD が行われているといえな

い状況である。現在の FD では、金融機関が最低限のルールつまりミニマム・ス

タンダートを守っていれば、金融庁は金融機関を指導することができないため、

金融機関は最低限のルールしか守らず、顧客本位の業務運営がなされていない25 

現状になってしまっている。しかし、近年ではルールによる規制ではなく、顧

客本位の業務運営を行う上での原則だけを定め、顧客にとって何が最善である

かを、金融機関が自ら状況に応じて判断するプリンシプル・ベースの考え方へ

                             
70 金融庁  (2017b) pp.55-57 参照  
71 『日本経済新聞』（ 2018 年 8 月 30 日）参照  
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の転換が進んでいる 72。さらに、金融庁が 2018 年 6 月に、一定数の金融機関が

取組方針と併せて顧客本位の業務運営を評価可能とようにするための成果指標

として共通 KPI を公表した 73。10 月の時点で全ての金融機関において共通 KPI

が公表され第 3 者の目で客観的に金融機関を評価しやすくなった 74。今後も、

金融機関が共通 KPI の公表を継続的に行い、投資家にとって金融機関を比較し5 

易い環境を整え、顧客本位の業務運営を追求していくことが求められる。  

 

第 3 節  制度面  

 第 1 節では投資信託の運用面、第 2 節では販売面についての現状と課題とい

った、投資信託自体の問題点について述べた。本節では、第 2 章で述べたよう10 

に、投資信託を取り巻く制度・環境の変化が投資信託の普及に貢献していると

いう背景をふまえ、主たる制度として、確定拠出年金と NISA に注目し、制度面

についての現状と課題について述べていく。  

 

第 1 項  確定拠出年金制度  15 

（1）確定拠出年金について  

日本では、公的年金・退職給付制度・雇用を巡る環境の変化に伴って 2001 年

に確定拠出年金制度（以下、DC 制度）が導入された 75。DC 制度とは、米国 401K

を参考にして作られ、企業や個人の加入者が 60 歳になるまで毎月一定額の掛

け金を拠出し、運用することで、60 歳以降に老齢給付金や障害給付金、死亡一20 

時金として受け取ることのできる制度であり 76、掛金を企業が拠出する企業型

と加入者自身が拠出する個人型がある。企業型に加入できるのは、企業型 DC を

実施している企業に勤務する従業員であり、個人型に加入できるのは、自営業

者・専業主婦（夫）・企業年金規約で個人型への加入が認められている企業型

の加入者である。2017 年に「確定拠出年金法などの一部を改正する法律」の一25 

部が施行され、個人型 DC の加入範囲が拡大されたことにより、 60 歳未満のほ

とんど全ての人が DC に加入できるようになった。また、個人型は iDeCo と呼ば

                             
72 有吉尚哉  (2017)参照  
73 金融庁  (2018a)参照  
74 『日本経済新聞』  (2018 年 10 月 5 日 )参照  
75 りそな銀行 HP 「確定拠出年金について」参照  
76 三菱 UFJ 銀行 HP 「確定拠出年金ってなに？」参照   
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れ、掛金は個人からの拠出のみで行われ、企業型は、会社からの拠出が基本で

はあるが、個人からの拠出（マッチング拠出 77）も可能となっている。  

DC 制度のメリットとしては、①節税効果、②離転職の時に年金資金の持ち運

びが可能であること（ポータビリティ）が挙げられる。①については、DC で積

み立てた掛金は全額が所得控除の対象となり、毎年、所得税と住民税が減税さ5 

れ、運用時においては、投資信託の運用益には通常税金がかかるが、すべて非

課税になる。そのため、DC 制度を利用しない場合に生じる課税額分も、再投資

することができるので複利効果の恩恵を大きく受けることができる 78。そして、

60 歳以降に、積み立てた資金を受け取る際、年金で受け取る場合は公的年金控

除、一時金で受け取る場合は退職所得控除が適用され、税金がかからない場合10 

もある 79。このように拠出、運用、給付という全てのタイミングで税制優遇が受

けられることから、特に、①については、資産形成手段としての DC 制度の大き

なメリットであるといえる。②については、一定の要件を満たすことで、DC 制

度での拠出・運用を続けることができる。  

一方、デメリットとしては、①原則 60 歳までに途中引き出しができないこ15 

と、②払い戻しの際の受け取り方によっては税制優遇が受けられないという制

度自体の複雑さが挙げられる 80。①については、急に資金が必要になってしま

っても年金資金を引き出すことはできないが、DC 制度は老後の資金を作ること

が目的であるため、途中で引き出してしまっては資産形成にならないという点

から、あくまで老後の資産形成においては、有利な制度であるといえる。②に20 

ついては、今後、制度の簡略化が期待される。  

 

（2）確定拠出年金の現状と問題点  

 図表 9 より、DC 制度の加入者は企業型、個人型ともに年々増加し続けている

ことがわかる。しかし、株式会社 VOYAGE GROUP が国内在住の一般消費者 1,00025 

人(性別および年代は均等／ 20 代～50 代)に DC に対する実態調査を実施したと

                             
77 会社が拠出する年金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することが出来る。この仕

組みを「マッチング拠出」という。  
78 SBI 証券 HP「運用益が再投資できます」参照  
79 NIKEI STYLE (2016)参照  
80 りそな銀行 HP 「 2017 年から確定拠出年金はどう変わった？」参照  
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ころ、「個人型 DC」「企業型 DC」の認知度は 4 割程度であり、個人型 DC の加

入意向については、図表 10 より約 7 割弱の人が、加入意向がないことがわか

る 81。このことから、DC 制度の認知度、普及率の低さが見受けられる。さらに、

日本の企業型 DC 制度の加入方式は、任意加入と一定の条件付き自動加入方式

を採用していることから、制度の未加入に繋がる恐れがある。まず、任意加入5 

にすると、現状維持バイアス 82と双曲割引 83が生じることで、制度への未加入に

繋がってしまい 84、一定の条件付きにすると全員が加入できない可能性がある。 

 

図表 9 DC 制度の加入者数の推移  

 10 

 

出所）厚生労働省（ 2018）「規約者数等の推移」 p.1 より作成  

 

図表 10 個人型確定拠出年金の加入意向 (1 つ選択) 

 15 

                             
81 VOYAGE GROUP（ 2017）参照  
82 新たな行動を起こそうとしないバイアス  
83 遠い将来の年金受取の価値を非常に低く評価するバイアス  
84 臼杵政治  (2016) p.2 参照  
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出所）VOYAGE GROUP HP（2017/6/28）「確定拠出年金の認知度は約 4 割。  

「日本版 401K」「iDeCo」「DC」の別名認知度は 2 割足らず」より作成  

 5 

また、第 1 章で述べたように、バブル崩壊後の日本は、低金利時代に突入し、

現金や預貯金による資産形成は困難を極めている。そこで、我々が考える、資

産形成の目的である「インフレ率を上回るリターンを実現し、購買力の維持ま

たは増加を実現」するためには、株式や債券、投資信託などのリスク資産を活

用していく必要がある。しかし、加入者の運用商品における元本確保型と投資10 

信託等の平均投資比率を見てみると、資産残高ベース、掛金ベースのどちらも

元本確保型が約 55％、投資信託等が約 45％と、元本確保型が半数以上を占めて

いる状況で、図表 11 より、英国と比較すると、この割合は非常に高いもので

あるということがわかる。また、データを計測した時期に 1 年という誤差があ

るものの、米国との比較においても、日本の元本確保型商品の割合は高く、諸15 

外国に比べ大きな差があることがわかる 85。さらに、加入者の運用状況におい

て、元本確保型が 100％である加入者の割合の平均値  は 39.5 ％となっている

86。この原因として、運用指図をする人に対しては「運用商品提供数の多さ」、

運用指図をしないあるいはできない人に対しては「デフォルト商品の設定」や

「デフォルト適用方法の設計」が考えられる。  20 

 

図表 11 日本・英国の確定拠出年金運用資産の内訳  

 

                             
85 EY 総合研究所株式会社（ 2016）「諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた政策

的取り組みに関する調査研究報告書」 p.13 参照  
86 企業年金連合会（ 2018） pp.6-7,12,18 参照  
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出所）三菱 UFJ 信託銀行（ 2016）「DC 年金改革 -英国の例にみる日本への示唆

-」p.1 より作成  

 5 

 まず、「運用商品提供数の多さ」に関して、確定拠出年金法では、運用商品

提供数を少なくとも 3 つ以上提供することを義務としているが、近年、運用商

品提供数が増加傾向にあり、2016 年度は、平均 18.7 本となっている 87。ま

た、図表 12 より 21 本以上の割合も高いことがわかる。さらに、行動経済学

の知見から「投資家は選択すべき項目が増えたり、選択肢が多すぎると、選択10 

自体が困難になる」 88ということがわかっている。実際に米 401（k）に関する

研究では、選択可能なファンドが増加すればするほど、投資家の株式組み入れ

比率が低下し、一方で、債券や公社債投資信託（ MMF）の比重が高まったこと

から、選択肢の増加は結果的には不利な選択を促していたことが指摘されてい

る 89。 15 

 

図表 12 DC 運用商品提供数割合  

 

                             
87 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課  (2016) p.22 参照  
88 厚生労働省  (2014) p.39 参照  
89 第 1 回社会保障審議会企業年金部会  確定拠出年金の運用に関する専門委員会 (2017)pp.20-22 参

照  
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出所）企業年金連合会 HP（2018）「2016（平成 28）年度決算確定拠出年金  

実態調査結果（概要）」 p.10 より作成  

 5 

次に、「デフォルト商品の設定」に関して、日本の DC 制度において、デフォ

ルト商品を設定している企業は、 2016 年度では 64.9％あるが、そのうちの

95.9％が元本確保型である。しかし、米国の DC 制度においては、デフォルト商

品を資産形成に適した投資信託に設定していることから、日本でもデフォルト

商品の設定を見直す必要がある。さらに、「デフォルト適用方法の設定」に関10 

して、デフォルト適用条件が厳しいと、デフォルト商品を資産形成に適した商

品に設定したとしても、運用指図をしないあるいはできない者を、デフォルト

商品に誘導できない可能性がある。実際に、日本では、2018 年 5 月 1 日施行の

確定拠出年金法等省令等の改正で、デフォルト適用条件が変更した。 3 か月以

上運用指図がない場合、運営管理機関から運用指図をするよう郵便で通知され、15 

2 週間の猶予が与えられる。それでも運用指図がない場合にデフォルト商品が

適用される 90。しかし、英国の NEST では、加入時に選択肢は与えられず、自動

的にデフォルト商品が適用され、事後的に運用商品を変更可能とする方式であ

る。この方式から、実際に、英国の NEST では、加入者の 99%がデフォルト商品

で運用している 91。このように、英国と比較するとデフォルト商品の適用条件20 

が厳しいため、行動経済学の知見におけるデフォルト設定をうまく活用できな

いと考えられる。     

以上より、DC 制度において元本確保型が多く選択されていると考えられる。

                             
90 第一生命保険株式会社団体年金事業部 (2018) p.17 
91 三菱 UFJ 信託銀行（ 2016） p.3 
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他の原因として、日本人の投資へのイメージの悪さや、投資知識の不足が考え

られるが、このことについては本節第 3 項で詳しく述べる。  

 

さらに、現在、企業型 DC において、月ごとの平均拠出額は 1 万 2500 円と低

く 92、掛金の拠出ルールは「定額」「定率」「定額と定率の組み合わせ」のいず5 

れかで規約に定め、拠出限度額は年収に関わらず一律に設定されている 93。し

かし、年収の多い人ほど、「退職後の生活資金の総額は多く必要である」と考

えていることから、「年収が高い人ほど生活水準が高く、退職後もその生活水

準を維持するために生活資金が多くいる」と考えられる 94。そのため、年収に応

じて拠出額・拠出限度額を調整する必要がある。  10 

このように、DC 制度が効果的に利用されているとは言い難い現状であるため、

今後、家計の資産形成手段として、DC 制度がさらに普及し、投資信託が用いら

れていくことが望ましい。これらの問題に対する提言を、第 4 章第 2 節で行う。  

 

第 2 項  NISA・つみたて NISA 15 

（1）NISA 

 NISA とは、2014 年からスタートした少額投資非課税制度のことであり、2013

年末の証券優遇税制の終了を機に、英国の ISA を参考にし、日本版 ISA として

創設された。日本在住の 20 歳以上の人であれば、 NISA 用の口座を 1 つ開設で

き、毎年 120 万円、最長 5 年間の最大 600 万円が株式・投資信託等への投資か20 

ら得られる配当金・分配金や譲渡益において非課税となる。  

しかし、その一方で問題点も存在する。英国における ISA と比較すると、①

投資可能限度額の考え方、②運用期間の制限という 2 つの違いが見られる。①

については、ISA の場合、限度額を口座への「拠出額」で管理するため、所有し

ていた ISA 口座内の資産を売却し、別の資産を購入したとしても非課税枠は減25 

少しない。それに対し、NISA では、限度額を「購入額」で管理しているため、

一度購入すると非課税枠を使用したことになり、売却して非課税枠を再利用す

                             
92 運営管理機関連絡協議会 (2017) p.9 参照  
93 労働金庫連合会 HP「拠出金 (掛金 )について」参照  
94 野尻哲史  (2018a)参照  
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ることはできないという問題が生じる。しかし、これに関しては、拠出額では

なく、購入額で非課税枠を利用する仕組みとなっており、回転売買を抑制し、

長期保有を促進する制度設計となっているため、資産形成の面から考えると問

題にならないと考えられる。また、それに関連した違いとして、配当や分配金

の再投資が挙げられる。ISA では、ISA 口座で保有している商品から得られる配5 

当や分配金をそのまま ISA 口座に保有することができ、さらに、その扱いは拠

出金ではないため、再投資することによって非課税の恩恵を受けられる。一方、

NISA では、NISA 口座で得られた配当金や分配金を口座内に留めておくことが

できず、NISA 以外の口座に振り込まれることになる。そのため、それらを再投

資する際は、新たに商品を購入することになり、非課税枠を使い切っていた場10 

合、非課税の恩恵を受けることができないという問題が生じる。ロールオーバ

ーについても、限度額を超えていた場合は、超過分は非課税の恩恵を受けるこ

とができなかった。しかし、2018 年からの制度改正により、ロールオーバーの

上限額が撤廃されたため、ロールオーバーの際の問題については解決されてい

る。②については、 NISA には 5 年の非課税期間と 2023 年までの口座開設期間15 

が設けられており、この期間を超えると金融商品の購入額は課税対象となる。

それに対し、ISA は非課税期間が無制限で、口座開設期間にも制限がない。ISA

も導入当初は 10 年の口座開設期間が設けられていたが、導入から 7 年後に効

果検証を行い、その後、2008 年に ISA が恒久化された。恒久化されて以降、ISA

の資産残高は増加傾向にあり (図表 13)、口座数も 1 年間で 300 万口座も増加20 

した 95。このことから、現行の NISA もいずれは運用期間が廃止され、さらなる

家計の投資が促されることを期待する。  

 

図表 13 ISA 資産残高の推移  

 25 

                             
95 日本証券業協会  (2016)  p.12 参照  
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出所）ISA HP(2018)「Individual Savings Account(ISA) Statistics」 p.23

より作成  

 5 

2014 年に NISA が導入されて以降、 NISA の口座開設数は年々増加しており、

2018 年 3 月末時点における NISA の口座開設数は約 1118 万口座 96であり、また

口座内の金融資産の割合のうち、投資信託が大半を占めている 97。このことか

ら、NISA は、家計の資産形成手段としての投資信託を促進する役割を果たして

いるといえる。しかし、NISA の口座開設者に占める世代別の割合をみると、一10 

般的に「資産形成層」といわれる 30～40 歳代の割合は 25%と低く 98、また 2017

年 3 月末時点での NISA 口座稼働率は 6 割にとどまっているという現状がある

99。口座稼働率の現状の要因として、口座開設に 2 週間程度の時間を必要とし

ていたために、申込から口座開設までの間に、投資家が投資意欲を失ってしま

うことが考えられていたが、来年 1 月からの税制改正により、即日で口座開設15 

でき、買い付けが可能となることから改善に向かうことが期待される 100。 

 

 

図表 14 NISA 口座開設数の推移  

 20 

                             
96 金融庁（ 2018b） p.2 参照  
97 金融庁（ 2016b） p.7 参照  
98 金融庁（ 2018b） p.3 参照  
99 『日本経済新聞』（ 2017/8/23）参照  
100 金融庁  (2018c)p.39 参照  

(年 ) 
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出所）金融庁 HP（2018）「NISA（一般・積み立て）の現状」より作成 

 

図表 15 NISA 口座開設者の世代別割合  5 

  

 

 

出所）金融庁 HP （2018）「NISA（一般・つみたて）の現状」 p.3 より作成  

 10 

（2）つみたて NISA 

同項（1）で述べた NISA の現状を受け、長期・積立・分散投資を通して、さ

らに、家計の資産形成を促すことを目的として設計されたのがつみたて NISA で

ある。つみたて NISA は、2018 年 1 月から開始された少額からの非課税制度で、

年間投資可能額は 40 万円までと NISA と比べると少額ではあるが、非課税期間15 

が 20 年となっており、また、対象商品は、手数料が低水準で、頻繁に分配金が

支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株

式投資信託（ ETF）に限定されており、投資初心者をはじめ、幅広い年代の人に

とって利用しやすい仕組みとなっている。2018 年 9 月 28 日時点でのつみたて
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NISA の対象商品は 161 本（インデックス 141 本、アクティブ 17 本、 ETF 3 本）

である 101。 

日本経済新聞が、主な金融機関（つみたて NISA を扱う４証券と９銀行グルー

プ）に聞き取り調査したところ、13 機関の 1～6 月の口座開設数は約 53 万、累

計買い付け額は約 234 億円であることがわかった。変更しない限り、積立額は5 

同ペースで流入するため、年内に約 500 億円、来年には比較的大きな日本株投

信に匹敵する 1000 億円規模になる公算が大きいというのが現状である 102。ま

た、2014 年に始まった一般 NISA は、大手証券での口座開設が多かったが、つ

みたて NISA では、ネット証券が主導しており、さらに、つみたて NISA の口座

を開設した人の 7 割近くは 20～40 歳代となっていて 103、つみたて NISA の開始10 

を機に、新たに投資を行う層が広がりつつある。  

さらに、2017 年 10 月からは新たに、職場つみたて NISA が開始された。職場

つみたて NISA とは、職場と金融機関が連携して、投資を始めるきっかけを身近

な職場で得られるようにするための環境づくりの一環である。具体的には、職

場を通じて、①つみたて NISA・iDeCo の概要や加入申出の手続きに関する情報15 

提供・口座の開設、②投資教育の機会の提供行う制度である。また、積立の際、

NISA を利用した職場積立 NISA とは異なり、給与天引きだけでなく、口座振替

の採用が可能になったため、転職時の利便性が向上した。  

 2017 年 10 月に金融庁が職場つみたて NISA を導入し、厚生労働省も 2018 年

10 月に導入し始めた。2018 年 3 月 16 日時点で、すでに複数の企業が導入して20 

いる 104ことから、これから更なる普及が期待される。  

 

ここで最後に、第 1、 2 項で述べた確定拠出年金、 NISA、つみたて NISA の特

徴をそれぞれ比較してみると、確定拠出年金は、60 歳まで引き出すことのでき

ないという強制力が働き、計画通り資産形成を行えるため「老後の資産運用」25 

に適しており、いつでも引き出すことのできる NISA とつみたて NISA は、住宅

購入資金や教育資金など、様々な「用途の資産形成」に適しているといえる。   

                             
101 金融庁（ 2018d） p.1-2 参照  
102 日本経済新聞（ 2018 年 7 月 30 日）参照  
103 日本経済新聞（ 2018 年 7 月 17 日）参照  
104 永井志樹子  (2018) 参照  
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つまり、資産形成の目的・積み立てたい金額・いつ使う資金かによって、適切

な制度は変わるのである。また、NISA だけが個別株式に投資できることからも、

比較的投資経験者向けの制度であり、つみたて NISA は投資対象があらかじめ

限られており、投資信託のみであることからも、投資初心者向けであるといえ

る 105。 5 

 

第 4 節  家計面  

 第 1、2 節では投資信託自体の問題点、第 3 節では投資信託を取り巻く制度の

問題点を述べた。そこで本節では、投資信託を購入する側である家計面の現状

と問題点を述べていく。 10 

 

第 1 項  金融リテラシー  

 第 1 章第 1 節で、家計の金融資産保有割合の内、投資信託を含むリスク資産

の保有割合が低いことは述べた。このような現状をもたらしている家計面にお

ける問題点として、金融リテラシー 106のうち、①投資への偏ったイメージの定15 

着、②投資に関する知識の欠如の 2 つが挙げられる。  

①について、投資経験の無い人は、投資に対して「ギャンブル・賭博」「リス

クが高い」「素人には難しい」「お金に余裕がある人向け」という偏ったイメー

ジを持っているという現状がある 107。第 2 章第 2 節で、バブル崩壊後、投資に

対するイメージが悪化したことは述べた。家庭での金融教育は影響が大きい 10820 

ことから、バブル崩壊後、投資対して偏ったイメージを持った人が親となり、

その子供にも投資の偏ったイメージが定着したために、日本人全体として投資

に対して偏ったイメージ持っている。このような投資への偏ったイメージから、

家計は投資を敬遠しているために、そもそも投資に興味が湧かず、資産形成を

投資信託で行うべきか、適切な判断ができていないのである。つまり、家計に25 

おける投資への偏ったイメージの定着は、投資信託の普及の妨げになっている

                             
105 大藤  かなえ  (2017) 参照  
106 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、よりよい生活を送っていく上で欠かせない生活スキルのこと  
107 野村総合研究所 (2015) ｐ 14 
108 山口勝業  (2017b) p.31 参照  
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といえる。一方で、投資経験者の投資に対するイメージは、投資前後で大きく

変化している(図表 16）。以上より、投資に対する偏ったイメージを払拭するた

めには、継続的な投資経験が必要であると考えられる。  

 

図表 16 投資経験者の投資を始める前後でのイメージの変化  5 

 

 

 

出所) 株式会社野村総合研究所 (2015)「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.19 より作成  10 

 

つづいて、②について、戦後の日本では、金利が高く、定期預金での資産形

成で十分であったために、そもそも投資をする必要がなかったことは、第 1 章

第 1 節で述べた 109。投資の必要性がないため、当然、投資知識が必要となるこ

ともなかった。このような歴史的背景から、日本人の金融リテラシーのうち、15 

投資知識が低いと考えられる。ここで、諸外国と投資知識を比較してみると、

第 1 章第 1 節でも述べたように、大きな差があるのは、「複利」「分散効果」と

いう実際に投資をする上で必要となる投資知識の項目においてで、「インフレ」

や「リスクリターン」という投資知識のうち定義の項目においては大きな差は

ない 110。つまり、日本人は、金融リテラシーのうち実際に投資をする上で必要20 

となる投資知識が低い。投資信託は、専門的な投資知識を必要としないが、最

                             
109 北川邦弘  (2018)参照   
110 日本広報中央委員会 (2016)「金融リテラシー調査」 p.16 参照  



40 

 

低限、投資信託で投資を続けるための投資知識は必要であり、その投資知識と

は、「投資信託の仕組み」「長期積立分散投資の効果」であると我々は考える。

その理由は、一度の損失で売却してしまうという短期的な視点ではなく、我々

が考える望ましい資産形成である、長期積立分散投資という投資手法を使い、

長期的な視点に立って資産形成を行ってもらうためである。つまり、投資信託5 

での継続的な投資経験を積むためには、最低限の投資知識は必要となる。  

ここで、投資信託の非購入理由を見てみると、「そもそも興味がない」「投資

の知識がない」「投資信託の仕組みがよくわからない」が上位を占めている 111。

このことからも、投資へのイメージの改善と、投資信託に求められる必要最低

限の金融リテラシーが必要であることがわかる。一般的に、日本人の金融リテ10 

ラシーは、低学歴より高学歴の方が、低所得者よりも高所得者の方が、若年者

よりも高齢者の方が、高いとされている 112。現状、日本人の金融リテラシーは、

様々な属性別において差があり、金融リテラシーの水準ごとの商品アプローチ

が必要になってくると考えられる。このように、金融リテラシーに差があるも

のの、家計のあるべき姿として、「投資に対して正しいイメージを持ち、最低限15 

の投資知識を身につけていること」が望ましいと我々は考える。  

家計のあるべき姿へ導くための金融リテラシーに対する提言は、第 4 章第 3

節で行う。  

 

第 2 項  金融ジェロントロジーから見た問題点  20 

日本では、高齢化が進んでおり、内閣府の調査によると 2017 年の時点で  65 

歳以上の人口は 3,515 万人、総人口に占める割合 (高齢化率 )は 27.7%となっ

ていることがわかっており、2065 年には 38.4%にものぼるとされている 113。そ

れに伴う影響は、医療や福祉だけでなく、経済や文化など広範囲にわたる。こ

うしたなか、課題解決のために、高齢化社会を学問的に捉えるジェロントロジ25 

ー(老年学)の関心が高まっている。特に最近では、金融庁の金融行政方針に取

り上げられたこともあり、金融ジェロントロジーと呼ばれる高齢化に伴い、発

                             
111 投資信託協会 (2017)」 p.56 参照  
112 山口勝業 (2017b) p.31 参照  
113 内閣府  (2018) p.2,3 参照   
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生する経済や金融などの課題を研究する分野が注目されている。金融ジェロン

トロジーでは、平均寿命と資産寿命の差異を限りなく縮めることが重要とされ

ている。日本では、退職時に退職金を一括して受け取ることが多く、個人金融

資産の約 38％が 70 歳以上の世帯にあるとされ 114、その多くは預貯金となって

いる 115。「人生 100 年時代」と呼ばれている現代においては、預貯金を投資に5 

向けることで、生活資金を確保しつつ、資産寿命を延ばす必要がある 116。加藤

(2018)による、「老後の資金の引出しと資産枯渇リスクの管理」についての検

証結果から、リスク資産で保有せず預貯金で保有した結果、35 年後の生前枯渇

確率は、引き出し率が 3%、4%、5%の全てのパターンにおいて 100%に達すること

がわかっている 117。したがって、老後の生活を安定させるためには、リスク資10 

産の保有は重要であることがわかる。また、年を重ねるにつれ、認知能力は低

下していき、さらに、資産運用能力は 50 代あたりでピークになることが、

Agarwal らの研究で明らかになっており、それ以降は低下の一途をたどるのみ

である 118。Korniotis らの研究では、認知能力と資産運用成績との関係をみた

ものがあり、これは認知能力を説明できると確認されたパラメーターを用いて、15 

間接的に認知能力をスコア化し、認知能力の大小でリスク調整済みの資産の収

益率がどれくらい違うかを図ったものである。図表 17 より、ポートフォリオ

の規模に関わらず、認知能力が低ければ資産運用成績が下がることがわかる。  

以上より、老後においてもリスク資産の保有によって、資産枯渇リスクを逓

減させる必要があることがわかった。この問題に対する提言を、第 4 章第 5 節20 

で行う。  

 

 

 

図表 17 認知能力 (推計値)と資産運用成績  25 

                             
114 総務省統計局  (2017a) pp.14-15 より筆者計算  
115 金融広報中央委員会  (2016b)参照   
116 日興アセットマネジメント  (2018) 参照  
117 加藤康之 (2018) p20-21 参照   
118 清家篤 (2017)参照  
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出所）清水篤(2017)『金融ジェロントロジー -「健康寿命」と「資産寿命」を

いかに伸ばすか』より引用  

 5 

第 5 節  Fintech 

 Fintech とは、金融（ Finance）と技術（ Technology）を組み合わせた造語で

あり、ICT テクノロジーを利用し、金融サービスと情報技術を結び付けた様々

な動きを指す 119。本節では、近年成長が著しい分野である Fintech の中で、資

産形成に関わる代表的なサービスとして、ロボットアドバイザーと PFM につい10 

て述べていく。  

 

 

第 1 項  ロボットアドバイザー（ RA）  

RA とは、インターネットやアプリを通して、AI を利用した投資助言や運用を15 

行うサービスである。年齢や資産状況などのいくつかの質問に回答することで、

AI が利用者に対し、適切であると判断したポートフォリオを提示するアドバイ

ス型と、それに加えて運用・リバランスなどまで行う運用一任型の 2 種類が存

在する。利用者の中心は、20～50 代と幅広いが、投資未経験・初心者が多いと

                             
119 日本銀行 HP 「 FinTech（フィンテック）とは何ですか？」参照  
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いわれる。この理由として、RA の運用一任型のサービスは、若年層や資産形成

層の時間や投資に対する知識がないが、資産運用に興味がある層のニーズに適

していた点や、同じような運用一任型のサービスと比べて、少額から始められ

ることや、人の手を介さない分、手数料が低いことなどが挙げられる。また、

投資へのハードルを下げるための取り組みがなされており、RA での運用を開始5 

したことで、経済や金融への関心が高める傾向も見受けられていることから、

投資教育的な効果もあるとできる 120。米国では、既に RA が広く普及しており、

2018 年 6 月末時点で、約 30 兆円という巨額の市場に発展しているが、日本で

は、RA 大手四社（ウェルスナビ、お金のデザイン、マネックス、楽天証券）の

運用残高が 1400 億円に留まっている。確かに、日本と米国の金融市場の規模に10 

差があるため、単純に比較することはできないが、日本の公募投資信託の残高

が 110 兆円であることを考えると、日本において RA は伸び悩んでいるのが現

状である 121。 

 

第 2 項  PFM（Personal Financial Management）  15 

 PFM とは「個人財務管理」あるいは「個人金融管理」といわれ、お金の管理を

手助けするソフトウェアの総称とされている。一般的には、アカウントアグリ

ケーション機能 122を用いて、複数の銀行・証券・クレジットカードなどの口座

情報を一元的に確認できるオンラインサービスをさすことが多い 123。資産形成

を行うためには、自身の資産の全体像を把握する必要があるが、従来それらの20 

情報は、各口座や金融サービス毎に分断されており、自らの手で合算するか、

表計算ソフトへ入力する必要があった。 PFM は、それらの手間を省くことで、

資産の状況を手軽に把握することを可能にし、利用者は、自身の資産が可視化

されることで、より合理的に資産を管理することができるようになる。米国で

は、1990 年代後半から、複数の口座情報をまとめて表示する PFM のサービスが25 

始まり、現在では、ライフイベントでの支出に向けた資産運用管理や税金資金

の積み立てなど、個人のお金に関わる目的に対応したサービスを提供している

                             
120 証券業協会とフィンテックに関する研究会  (2018) pp.18－ 19 参照  
121 『日経新聞』 (2018 年 7 月 19 日 ) 参照  
122 インターネットバンキングなどに預金者が保有する、異なる金融機関の複数の口座の情報を、

単一のコンピュータスクリーンに集約して表示するサービスの総称  
123 藤吉栄二 (2014) p.14 参照  
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124。海外の主要な PFM を紹介すると、個人の資産形成の手助けのため、投資商

品の手数料やクレジットカードの金利一覧などの比較表を載せ、 SNS やコミュ

ニティー内で情報交換できる場を提供している米国の「 Mint」や、一般的な PFM

機能に加えて、行動経済学・ゲーミフィケーションを活用し、ランニングを行

うたびに、マラソン資金として自動貯蓄を行うといったルールを設定すること5 

で、貯蓄を促すスウェーデンの「 Qapital」などが挙げられる。日本でも、「マ

ネーフォワード」「マネーツリー」「 Zaim」などの PFM が普及してきており、

「マネーフォワード」の利用者に対する調査では、利用者の 20％前後が利用後

に資産形成について考えるようになったと回答していることからも、 PFM のサ

ービスが資産形成への意識の改善に繋がっていることがわかる 125。 10 

 

 

第 4 章  提言  

 第 3 章では、投資信託の現状と問題点を述べた。そこで本章では、第 1 節に

おいて手数料体系、第 2 節において企業型 DC 制度、第 3 章において金融リテ15 

ラシー、第 4 章において今後の高齢者に対しての提言を行う。  

 

第 1 節  手数料体系の改善  

 第 3 章第 2 節において、日本では、販売会社の多くで、コミッション型の手

数料体系が採用されており、また、販売チャネルが販売会社と運用会社との結20 

びつきが強い銀行や証券会社に偏っているために、第 3 章第 1 節で述べたよう

な商品の優先販売・回転売買が促進され、顧客本位の業務運営が行われていな

いことは述べた。そこで、販売会社の報酬体系を、コミッション型から残高フ

ィー型に移行し、顧客満足度に応じてフィーの払い戻す手数料体系を提言する。 

近年、販売会社の報酬体系を、本数ベースのコミッション型から残高フィー型25 

に移行する動きが各国で出てきており、米国では、残高フィー型が主流となっ

ている 126。しかし、日本では、コミッション型が多く採用されてしまっている。  

コミッション型では、販売会社は投資家から「販売手数料」を、そして運用

                             
124 MUFG innovation Hub (2016)参照  
125 マネーフォワード  (2017) p.4 参照  
126 杉田浩治 (2015) p.6 参照  
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会社からは「信託報酬のキックバック」を得るのに対し、残高フィー型では、

「販売手数料」を廃止し、運用会社からの「信託報酬のキックバック」も廃止

することで、販売会社の利益は、投資家の資産残高をベースとしたフィーのみ

となり、収益を目的とした売買回転数の増加、つまり過度な回転売買を防止す

ることに繋がる。これにより、販売会社は利益を生むため、投資家の資産残高5 

の増加を最優先の目的とする。そして、投資家は本来の目的である、資産残高

を増やせる投資信託を購入することでより高い利益を生むことができる。また、

販売会社や資産運用会社にとってもメリットがあり、 Morningstar Inc による

と、残高フィー型はコミッション型より 60%以上の収益を生むと予想されてい

る 127。 10 

しかし、残高フィー型への移行は、コミッション型が内包する利益相反の解

決策となり得ない問題点がある。米労働省は、売買回転数の少ない顧客をコミ

ッション型から残高フィー型に移行することで、不必要な手数料を負担させる

「リバース・チャーニング」は明らかな利益相反であり、投資信託を長期間に

わたり保有する投資家にとって、残高フィー型はコミッション型よりコストが15 

大きくなると指摘している 128。また、ウォールストリート・ジャーナルは、投

資家によってはコミッション型が有利なケースを紹介している 129。さらに、残

高フィー型は費用対効果の観点から経済的合理性に欠けており、投資額の大き

い投資家にサービスが集中する可能性もある 130。販売員の責任として、残高フ

ィー型が適切であるという意見があるが、以上より、顧客に勧めた商品に最適20 

な手数料体系であるとはいえない。  

そこで、顧客の満足度に応じて残高フィーを払い戻す手数料体系を提案する。

マネージド・アカウント (以下、MA)ではあるが、2013 年チャールズ・シュワブ

はどのような理由があろうと提供する資産運用サービスに満足できなければ、

アドバイス料としての手数料を返金するサービスを導入した。結果、 550 件程25 

度の顧客からの払い戻し要請があったが、 MA の講座全体の 1%以下の水準であ

った。加えて、 2014 年には TD アメリカも同様の残高フィーの払い戻しサービ

                             
127 Wursthorn Michael (2016)参照  
128 岡田功太  杉山祐一  (2017a) p.107 参照  
129 岡田功太  杉山祐一  (2017a) p.107 参照   
130 Wursthorn Michael (2016)参照  
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スを導入した。先行事例をもとに残高フィー型手数料体系を補完すれば、企業

は十分な収益を確保できる。  

 ファンドマネージャーのパフォーマンスの向上と顧客本位の販売の観点から、

手数料体系の見直しは必須である。上記のように、販売体制の見直しを行うこ

とで資産形成手段としての顧客本位の販売が行われる。手数料に満足できなけ5 

れば、フルサービスの証券会社から自分の口座を、より低い手数料で提供され

る RA を利用する手もある。  

 

第 2 節  DC 制度に対する提言  

 第 3 章第 3 節第 1 項において、DC 制度は老後の資産形成に適した制度である10 

にも関わらず、日本では、企業型 DC 制度を導入している企業は少なく、加入方

式は任意加入と一定の条件付き自動加入方式を採用しており、また、加入者の

運用商品について、元本確保型が約半数以上を占めていることは述べた。さら

に、家計がこのような非合理的な行動をとる要因として、現状維持バイアス・

双曲割引・近視眼的損失傾向がかかっていることも述べた。そこで、2017 年に15 

ノーベル経済学賞を授賞した、リチャード・セイラ―教授が提唱するナッジ金

融 131を用いた行動経済学の知見を、DC 制度に活用することで、人々を合理的な

行動へと導くための提言を行う。  

まず、従業員の自助努力による資産形成を推奨するために、確定給付年金制

度（以下、DB 制度）と中小企業退職金共済を採用している企業は DC 制度へ移20 

行し、さらに従業員が 100 人以下の小規模企業は簡易型 DC132を採用することを

義務づける。しかし、現 DB 加入者の内、40～50 代は DB 適用のままで、20～30

代のこれからの新入社員に対しては DC を適用する。このように、 DC に適用す

る年代を 20～30 代に限定する理由は、その年代は、 20 歳以下の子を持つ親が

多い年代であり、第 3 章第 4 節第 1 項で述べたように、家庭における金融教育25 

の影響は大きく、子の成長後の金融リテラシーに大きく寄与するためである。

また、DB 制度は、低金利により企業の運用コストが困難とされている 133ことか

                             
131 分析に基づいて、直接的・強制的な方法をよらずに、人間に一定の行動をとらせる技術  
132 厚生労働省 HP 「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要」参照  
133 『日本経済新聞 (朝刊 )』 (2017) 「マイナス金利下の年金運用――米澤康博・早稲田大学教授、

大野早苗・武蔵大学教授、投資先、商品・通貨多様化を（経済教室）」  
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らも、今後、20～30 代は自助努力による資産形成が必要となっている。金融庁

が、国民の自助努力による資産形成を推し勧めていることも、DC 制度への移行

の後押しになると考えられる。  

 次に、企業型 DC を現在採用している企業、これから採用する企業において、

加入方式に自動加入・オプトアウト方式を採用することを義務づける。自動加5 

入・オプトアウト方式とは、従業員は DC 制度に加入しないという反対の意思表

示をしない限りは、自動的に加入させることである。現在の DC 制度では、現状

維持バイアスがかかり、「意思表示をしない」ことを「加入しない」と捉えてい

たが、自動加入では現状維持バイアスがかかり、「意思表示をしない」ことを「加

入する」と捉えることで、全員一律に、DC 制度に加入させることができる。実10 

際に、日本の DC 制度が手本にしたとされる米国の 401Kでは、加入方式をオプ

トイン方式から自動加入方式に変更したことで加入率が有意に増加したことか

ら、日本でも同様の効果が期待できる 134。 

 また、企業型 DC の対象とならない自営業者は、老後に受け取る年金は、原則

国民年金だけとなっている。自営業者には、退職期が存在しないとされている15 

が、生涯働き続けられるという保証はない。仮に、老後、勤労収入がゼロとな

ってしまった場合、収入は国民年金と貯蓄の取り崩しのみとなってしまう。国

民年金の平均月額は 5 万 5 千円 135であることから、勤労収入がなくなってしま

った場合、資産寿命が平均寿命の長寿化に対応できなくなる。以上から、自営

業者においても自助努力による資産形成が必要である。  20 

 そこで、自営業者に対しては、個人型 DC への自動加入・オプトアウトを提言

する。この方式については、上記で述べた通りである。自動加入の流れについ

ては、開業時、税務署に開業届を提出する際に、税務署が上記で述べた「自営

業者の資産形成の重要性」を説明した上で、個人型 DC の自動加入・オプトアウ

トについて説明する。個人型 DC では、運営管理機関である金融機関を自営業者25 

が自ら選択しなければならないが、金融機関によって手数料や取扱商品が異な

る。また、多くの金融機関から選択することは困難であると考えられることか

                             
134 Madrian, B. C., & Shea, D. F.  (2001) "The power ofsuggestion: Inertia in 401 (k) 

participation and savings 

behavior" The Quarterly Journal of Economics  
135 厚生労働省「平成 28 年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」参照  
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ら、特定非営利活動法人の確定拠出年金教育協会が提供する「 iDeCo ナビ」 136

の QR コード・URL を提供する。そのサイトを活用する事で、手数料・取扱商品

を比較しやすくなり、個人型 DC に加入する金融機関を選択しやすくなると考

えられる。口座を開設した時点で、個人型 DC に加入したものとする。  

加入者は、運用指図をしない、あるいはできない人と、運用指図をする人の5 

2 通りに分けられるが、両者に対して元本確保型ではなく、投資信託を運用商

品として選択させるために、デフォルト商品の設定を義務づけ、デフォルト商

品の適用方法を加入方式と同様にする。さらに、デフォルト商品をターゲット

イヤー型ファンド (以下、 TYF)に設定する。  

デフォルト商品の適用方法について、現在は、 3 か月以上運用指図をしない10 

場合にデフォルト商品が適用されているが、我々の提言では、加入時からすで

にデフォルト商品が自動的に選択され、後から他の商品に運用指図をしない限

りはデフォルト商品が適用される。そのため、加入者は全員一度、デフォルト

商品に運用指図をしている状態となる。また、後悔回避バイアス 137がかかるこ

とを前提として、予め長期の資産形成に適した商品をデフォルト商品に設定し15 

ておくことで、自ら運用指図をしない人を合理的な行動へと導くことができる

ことから、デフォルト商品設定が重要となる。  

デフォルト商品設定について、年金運用では、時価の変動に伴う資産配分の

再調整 (リバランス )と、リスク許容度の変更に伴う資産配分の見直し (リアロ

ケーション )を行わなければならないが、行動回避バイアス 138が働きやすいた20 

め 139、自動的に資産配分の変更を行ってくれる TYF がデフォルト商品として最

適である。TYF では、年代別リスクの取り方を「導入期」、「資産拡大期」、「退職

準備期」3 段階に分ける。30 歳前後までは、「導入期」として、資産を保全しつ

つ、インフレ率との連動を目指し、大体 30 歳から 50 歳までは、「資産拡大期」

として、積極的にリスク資産での運用を行い、インフレ率以上の収益を目指し、25 

50 歳から退職日までは、「退職準備期」として、リスク資産の割合を徐々に減

らしていく。「導入期」において、ローリスクで運用するのは、損失回避による

                             
136 運営管理機関登録一覧と運営管理機関別提供商品・手数料・地域を検索できるサイト  
137 能動的に選択した結果、失敗した場合に生じうる後悔を避けようとするバイアス  
138 人間は自分の行動により発生した損害を過剰に捉えるバイアス  
139大沼  貴幸  (2017)「 DC 年金改革―英国の例にみる日本への示唆―」 p.7 参照  
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オプトアウトを防ぐためであり、ここでも行動経済学の知見を活用する。デフ

ォルト商品を投資信託（＝リスク資産）に設定することによって、リスク資産

での運用が標準的な運用方法であるというアナウンスメント効果が生まれ 140、

運用指図をする人にも、投資信託を選択するように誘導することが期待できる。 

 次に、導入時投資教育の実施方法について、企業型 DC においては、従来通り5 

職場で行う。個人型 DC では、個人型 DC の口座を金融機関の店頭で開設にその

金融機関で導入時投資教育を行う。個人型 DC の口座をネットバンクで開設す

る場合、個人型 DC の口座開設時に、ネットバンクのページ内において、自動的

に導入時投資教育のウェブセミナー動画を流す。その際、ウェブセミナー動画

を最後まで視聴するまでは口座開設を完了することができないようにすること10 

で、ウェブセミナー動画を見せることができる。その導入時投資教育の内容に、

「年齢別リスク許容度の変化」「 TYF の説明」を追加する。これにより、老後に

向けた長期の資産形成において、 TYF が適しているとインプットすることがで

きる。その結果、資産形成に適している TYF に誘導することができる。  

 また、デフォルト商品以外の商品提供数を 5 本に設定することを義務づける。15 

日本では、DC 制度加入者のうち、運用商品の特性を理解し、識別できている人

が最も多かった商品数が 1～5 本であるが 141、第 3 章第 3 節第 1 項でも述べた

ように、選択肢が増加しており、元本確保型への選択を促してしまっているの

が現状である。そこで、商品提供数を 5 本にすることによって、デフォルト商

品以外を運用指図する人に対して、商品の特性を理解したうえで、元本確保型20 

ではなく投資信託への選択を促すことが期待できる。  

 さらに、企業型 DC 制度での掛金の拠出ルールにもデフォルト設定を採用す

る。第 3 章第 3 節第 1 項でも述べたように、企業型 DC での平均拠出額は低く、

年収が上がるほど、老後の生活資金総額は多く必要になる。そのため、拠出方

式を拠出額ではなく一律給与に応じた拠出率にする。また、日本人の目標とす25 

る所得代替率は 68%であり 142、公的年金の所得代替率は現在約 62.7%であるが、

                             
140 『日本経済新聞』  (2018) 「確定拠出年金  幻の改革」  参照  
141 NPO401K 教育協会  (2018)「第 3 回  確定拠出年金の運用商品に関する調査報告書」  p.5 参照  
142 野尻哲史  (2018) 「第 93 回： 3 つの定説に騙されない」  フィディリティ退職・投資教育研究

所参照  
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将来 50%前後まで低下すると予想されている 143。目標とする所得代替率を達成

するためには、毎月、給与の 10％を 40 年間拠出する必要があり、そうするこ

とで、91.7％の確率で目標所得代替率を達成できる 144。このことから、拠出率

のデフォルト設定を 10％に設定し、拠出率の上限も 10%とする。しかし、現在

の限度額である 5 万 5000 円を超えない場合は、 5 万 5000 円まで拠出可能とす5 

る。掛金の下限については、個人型 DC の下限額である 5000 円とする。また、

後から拠出率を変更したい場合は変更可能とする。このように、拠出方法を拠

出率にし、10％をデフォルト設定にすることで、拠出額が年収に応じた生活水

準に対応できるようになる。  

以上より、人間には、様々なバイアスがかかることを前提として、DC 制度設10 

計を行うことで、投資信託での資産形成をさせることができる。つづく第 3 節

では、DC 制度を通じた投資教育、継続的な投資経験を利用し、金融リテラシー

に対する提言を行う。  

 

第 3 節  金融リテラシーに対する提言  15 

 第 3 章第 4 節第 1 項において、投資経験の無い家計は、投資に対して偏った

イメージを持っており、その偏ったイメージを改善するには、継続的な投資経

験を経て、成功体験を得る必要があることを述べた。  

 そこで、DC 制度において、継続的な投資経験を実現するために、最低限の投

資知識を教育する、 TYF の「導入期」での継続投資教育の実施を義務づける。20 

投資教育に関して、事業主の負担が大きくなるため、企業年金連合会もしくは

運営管理機関に委託することが望ましい。その際の費用に関しては、事業主負

担とする。また、実施方法について、受託者の負担を考慮し、複数企業に対し

て同時に行う共同セミナーを、勤務時間終了後に行う。その投資教育内容に「長

期・積立・分散投資」を追加し、その効果をグラフ等で可視化することで、長25 

期・積立・分散投資の効果について理解しやすくする。TYF の「導入期」での投

資教育を義務づけ、上記の投資教育内容にする理由は、「資産拡大期」にリスク

を積極的にとることで、拠出開始時から見て短期的に損失が出た場合に、DC 制

                             
143 厚生労働省  (2014) 「平成 26 年財政検証結果」参照  
144 杉田浩治「確定拠出年金 (DC)をめぐる世界の動き」 p.6 参照  
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度のオプトアウトや元本確保型への運用指図を防ぐためである。こうして、継

続的な投資経験を積むことで、投資に対する偏ったイメージを改善できる。実

際に、企業型 DC 加入者は非加入者と比べ、投資に対して良いイメージを持って

おり、DC 以外でも投資を行う傾向がある 145。さらに、DC 以外で投資を行う際、

企業型 DC 加入者は非加入者と比べて、①長期的な目標をもち、②資産分散を意5 

識し、③「過去の運用成績」「信託報酬」「投信の投資対象」「運用スタイル」

を意識することがわかっている 146。このように、DC でも DC 以外でも家計が正

しい資産形成（＝保有資産を現預金のみとするのではなく、長期的な視点で一

部投資信託を用いた資産形成）ができるようになり、資産形成の目的を達成で

きる。  10 

さらに、投資へのイメージが改善され、余裕資金があり、DC 以外でも投資を

したい人向けに、職場つみたて NISA を導入する。職場において、つみたて NISA

の情報の取得から口座の開設まで行えることで、DC 以外での投資を始めるきっ

かけとなる 147。しかし、つみたて NISA の口座を開設しても、「いつ、どの商品

を、どれだけ買うべきか」を適切に判断することは難しいと考えられる。そこ15 

で、提携金融機関は、職場でライフプランセミナー及びライフプラン個別相談

会を実施する。そうすることで、参加者は、どのライフイベントでどのくらい

の費用がかかるか、大まかに把握できるようになる。金融機関も 1 人 1 人に合

った商品を勧めやすくなるため、利用者は、口座開設から適切な商品選択まで

行うことができる。  20 

 以上より、企業型 DC を通しての投資教育で、最低限の投資知識を身につける

ことで、企業型 DC で最低限の正しい資産形成（＝元本確保型ではなく投資信託

を用いた資産形成）をできるようにする。その結果、投資に対するイメージを

改善し、家計が DC 以外でも正しい資産形成が行えるようにする。  

また、第 3 章第 4 節第 1 項で述べた通り、家庭での教育は影響が大きいこと25 

から、現役世代が投資に対して正しいイメージを持つことで、親となった時に

子供に対して正しいイメージの定着を促すことが期待できる。  

                             
145 フィディリティ退職・投資教育研究所 (2015) pp.16-17 参照  
146 金子久 (2018) p.9 参照  
147 金融庁 (2018e) p.1 参照  
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第 4 節  高齢者に対する提言  

第 3 章第 4 節第 2 項において、50 歳をピークに認知能力が低下し、運用能力

が低下することは述べた。したがって、老後において例外を除き、個人で個別

株を購入するより、投資信託において資産運用を行うことが望ましい。そのた5 

め、退職後の資産運用において、DC 口座内での運用続行を推奨することを提言

する。現在、日本では、老後破産 148の危険性が謳われており、実際、2017 年の

家計調査年報において、高齢夫婦無職世帯の収入不足額は 5 万円強となってい

る 149。少子高齢化が進行し、公的年金の受給額が減少していくことも考えると、

今後、この金額は増加すると予想される。これまでの章で老後の生活を豊かに10 

するためにも、投資信託における資産運用を推奨してきたが、平均寿命が延び

る現在、老後に必要な資金が具体的にどのような数値か明確に知る術はない。

また、予測不能な様々なライフイベントに対応するために、老後においても余

剰資金を用いた資産運用を行うことで、急なライフイベントに対応できる資産

を形成していく必要性がある。  15 

現状、日本の DC 制度では、第 3 章第 3 節第 1 項で述べたように 60 歳から受

給が可能となり、加入者がその時点で①一時金②年金③一時金と年金の併用の

3 つの受給方法から選択することとなっている。現在、多くの割合を占めてい

るのが①の受給方法である 150。確かに、この受給方法を用いた場合、一時金の

受け取りにより控除枠を有効に活用することが可能なため、合理的な選択であ20 

るように考えられる。しかし、この受給方法を利用した場合、この方法で一時

金として受け取った場合と、その金額を運用した際の資産の将来価値を比較す

ると大きな差が生じてくる。  

DC 制度におけるこの問題を解決するために、退職期前に加入者に対して、ラ

イフプランの設計を行ってもらう。その中で、現在の日本の老後における資産25 

不足の現状を伝え、老後における資産運用の必要性を認知してもらう。また、

新たな選択肢として、一時金と運用継続の併用を加える。ここにおける運用継

                             
148 社会において存在する高齢者に関する問題であり、これは単身世帯の高齢者が貧困により破産

状態の生活を送らざるを得ないような状態になっているということ  
149 総務省統計局  (2017b) p.28 参照  
150 ZOO online HP「確定拠出年金の「ベスト」な受け取り方  年金、一時払いどっち？」参照  
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続とは、一時金として受け取った残金を DC 口座内に残し、そのまま運用を続け

ることを指す。この選択をした場合、 70 歳以降は DC 口座の管理費用が実費負

担となり、運用益は課税対象となるが、後述するような控除枠の有効な活用を

行う。この結果、一時金として受け取り、他口座に移管して運用する際の手数

料や、数多くの商品から再び選択するという加入者にとっての負担が軽減でき5 

る。ファンドにとっても、口座内に存在する資産の減少を防げるため、高齢者

に適した商品を設計するインセンティブが働く。前述の通り、ここで控除枠が

問題となってくるが、運用継続を選択する際に、一時金として受けとる際に余

った控除枠を解約時の運用益に適用できるようにする。この控除枠を超える運

用益については、課税対象とする。税としては元来控除される金額である為、10 

税制面的にも問題ないと考える。  

以上のような、 DC 制度における制度改変を行うことで、老後破産を未然に

防ぎ、投資信託を用いた資産形成を老後においても容易に行うことが可能にな

ると考える。  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

終章  

本稿では、まず第 1 章で、現在の日本において、少子高齢化が進んでおり、

これから年金だけでは資金不足になることが予測されること、バブル崩壊以来30 



54 

 

の預金金利の低下のために旧来から浸透してきた、預貯金での資産形成が困難

を極めていることから、資産形成の重要性を述べた。さらに投資信託の仕組み

を述べ、いかに家計の資産形成手段として投資信託が必要であるかを述べた。

つづく第 2 章では、投資信託の歴史を振り返りながら、投資信託の起源、発足、

軌跡、そして導入経緯をみていき、その中で、投資信託を取り巻く環境は大き5 

く変化していることを明らかにした。  

そこで、第 3 章では、投資信託の運用面、販売面、制度面、家計面から、投

資信託の現状と問題点について述べ、具体化していった。その内容は、投資信

託の運用面、販売面については、販売手数料を重視するあまり、運用面で取り

上げた資産形成に適さない商品が、優先的に販売されており、顧客本位の運営10 

になっていないことを述べた。投資信託の制度面、家計面については、投資信

託の普及に貢献している諸制度、確定拠出年金制度や NISA、つみたて NISA に

ついて説明し、メリットを述べたうえで、問題点を明らかにし、また、家計に

おいて投資信託が普及していない理由として、投資への偏ったイメージと投資

知識の低さを述べ、高齢者の資産形成に関しては、最近注目されている金融ジ15 

ェロントロジーの面から問題点を述べた。  

そして、第 4 章では第 3 章で取り上げた問題点を解決するために、運用面、

販売面に対して手数料体系の改善、制度面に対して企業型 DC 制度の自動加入

とデフォルト商品設定、家計面に対して、企業型 DC 制度における投資教育と投

資経験、今後の高齢者に対して DC 口座内での運用続行の推奨を提言した。  20 

 我々は、本稿の提言によって投資信託の問題点が解決され、投資信託による

資産形成が家計において普及し、我々が考える家計の資産形成の共通目的であ

る、「インフレ率を上回るリターンを実現し、購買力の維持または増加を実現

すること」に繋がると考え、これを結びとする。  

 25 
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