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序章 

「貯蓄から投資へ」。このキャッチフレーズはバブル崩壊以降から現在に至

るまで金融庁などを中心に掲げられてきたものである。20 年以上経過した現在、

私たち国民が資産形成手段として「貯蓄から投資へ」と選択をシフトした人々

は少なく、このキャッチフレーズが思い描く未来像とは離れているというのが5 

現状である。しかし、近年では NISA や確定拠出年金をはじめとした税制優遇制

度や Fintech の活用など、投資を推進するべくさまざまな工夫がなされてきた。

また、アベノミクスの影響で、円安株高の動きが見え始め、「貯蓄から投資へ」

の土台ができはじめたということができる。この土台を強固なものとし、日本

経済の発展を持続させていくためにも私たち国民のリスク資産 1への投資によ10 

る企業への資金供給が必要不可欠である。そして、この国民から企業への長期

的な資金供給を可能にするための入り口となりうるのが投資信託であると我々

は断言する。しかし、現状の投資信託を取り巻く環境では問題点が多く存在し、

日本の投資信託が家計の長期的な資産形成手段として機能してきたとはいいが

たい。我々はその問題点の本質は「投資へのハードルが高いことである」と考15 

え、「投資家本位の体制」と「リテラシー基盤の構築」によって解決し、家計に

おける資産形成手段として投資信託の割合が高い状態を目指す。これを今後望

ましい投資信託の状態と定義し、この状態が達成されると資金供給が活性化す

ることで日本経済の発展を促し、ひいては保有資産価値の上昇による家計の資

産形成手段の確立といったサイクルを生み出すことができると考えている。  20 

本論文では、下の［図表 1］のような展開で論ずる。第一章で我が国の投資

信託について、仕組みと歴史を踏まえた上で近年の社会情勢を捉え、その必要

性を明らかにする。また、今後望ましい投資信託の状態を詳細に論じていく。

そして第二章で投資信託を取り巻く環境の現状を捉え、問題点を抽出する。第

三章ではその現状と問題点を解決し、先で述べた我々の掲げる理想の状態を実25 

現するための具体的な施策を提案する。  

 

                                                   

1 将来的に資産が減る可能性とともに、増える可能性も含んでいる不確実性のある

資産  
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出典：筆者作成  

 

 

第 1 章 我が国の投資信託の概要 

 5 

本章では、現在の投資信託とはどういったもので、どのようにして成立した

かを振り返る。そして、公的年金の限界やインフレーションの可能性をあげ、

日本が「貯蓄から投資へ」へ向かうべきであることを示し、投資信託がこれを

実現するためのものであるかを考察していく。そして我々が考える今後望まし

い投資信託の状態を述べる。  10 

 

第 1 節 現在の投資信託 

（1）投資信託の仕組み  

投資信託とは、投資信託協会によって以下のように定義されている。「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15 

門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞ

れの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品である。」2 つまり、投資信託

は運用する商品によって商品性が異なり、さまざまな特性をもったファンドが

                                                   

2 投資信託協会ホームページより引用  

［図表  1］  本論文の展開  
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作られている。例えば、株式を組み入れて運用する「株式投資型」や公社債を

組み入れる「債券型」などがある。さらに、投資先も国内に加えて海外という

選択肢もあり、高いリターンを狙えるものから低リスクのものまでさまざまで

ある。  

 ここでは投資信託の基本的な仕組みを紹介するにあたって、一般的に普及し5 

ている「契約型」の投資信託について解説する。「契約型」の投資信託は、下記

の主体によって構成されており、「投資家」「販売会社」「運用会社」「受託銀行」

があげられる。当論文では、それぞれを以下のように定義づける。「投資家」を

商品である投資信託を購入し、資金を提供する日本国内の人々。「販売会社」は

投資家に商品を販売、アドバイスなどを行う窓口となる金融機関。「運用会社」10 

は実際に商品を設計し、資金の運用に関して指図する金融機関。「受託銀行」は

集まった資金を預かり、実際に資金を運用する金融機関である。［図表 2］にあ

るように、全体の流れとしては、まず、運用会社が商品を設計し、販売会社を

経由して投資家に販売して資金を集める。そして、集まった資金を受託銀行に

預け、運用会社は同銀行に対して運用指図を出し、リターンを狙う。その後、15 

得られたリターンは販売会社を経由して投資家に還元される仕組みである。  

  

［図表  2］ 契約型投資信託の仕組み  

 

出典：「契約型投資信託の仕組み」投資信託協会ホームページより筆者作成  20 
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 投資信託はこのような仕組みから、「初心者向け」であると我々は考えている。

具体的には、「少額投資」「リスク分散」「運用を専門家へ委託」の三点の特徴を

持っているからである。  

 一点目の「少額投資」は、少ない資金で投資をすることができるということ

だ。二点目の「リスク分散」とは、投資家の資金が減ってしまうリスクを減ら5 

すことができるということである。三点目の「運用を専門家へ委託」は、投資

家に手間や知識が要求されないということだ。［図表 2］からも分かるように、

投資家は資金を提供することのみがすべきことであり、自分で株や債権を購入

する場合に比べて圧倒的に手間や知識が不要となる。  

投資信託は、以上三点の特徴から「初心者向け」であるため、投資の入り口10 

としての役割を担う可能性のある金融商品である。  

 

（2）現在の投資信託に至るまで  

日本における投資信託は、企業の増資をしやすくするということを目的に、

1951 年に証券投資信託法が制定されたことにより始まった。当時は、太平洋戦15 

争の影響や財閥解体などにより企業の株式が供給過多の状態であり、株価が低

迷を続けていたため、戦後の復興に必要な企業の増資が困難な状況にあった。

そのため、少額から投資でき、さまざまな会社の株を組み込めて多くの株式の

受け皿にすることのできる投資信託が整備された。  

その後 1980 年代になると、「単位型 3」は衰退していき「追加型 4」の投資信託20 

が世に多く出回るようになった。その理由としては、バブル経済の終焉が大き

な要因だといえる。当時の日本はバブル経済を迎え日本株が急上昇しており、

投資信託も日本株をメインのポートフォリオにした投資信託が隆盛を極めた。

しかしながら、バブル崩壊後は日本の株価の暴落に伴い多くの投資信託が元本

割れしてしまい、投資信託の信頼は完全に失墜した。その要因としては、当時25 

の投資信託の特徴である「単位型」と「クローズド期間の設定」の二点である。

                                                   

3 運用開始前に一定の期間投資家を募集し、いったん運用がスタートすると追

加購入できないタイプの投資信託   

4 途中で自由に解約でき、追加購入できる投資信託  
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これらによって、解約のできない投資家たちは下がり続ける株価を傍観するこ

としかできず、追加購入による株価の回復も見込めないという状況に追い込ま

れ、結果的に大多数の投資家に大きな損害をもたらした。そのため、その後に

新規設定された投資信託は、「追加型」にシフトしていった。   

1990 年代の投資信託業界の象徴的な動きとしては、投資信託ビジネスの増大5 

があげられる。具体的には、運用会社の新規参入が増加したことと、販売金融

機関が拡大したことである。その背景には 1996 年に推し進められていた「金融

ビッグバン」という日本の金融市場の規制緩和改革がある。 改革前は、投資信

託会社は基本的に証券会社の子会社に絞られていた。しかし、改革後は、徐々

に外資系や保険会社、銀行などの子会社や、独立した会社にも投信ビジネスが10 

解禁されていき、その結果投資信託会社の新規参入が増加した。 また、改革前

は証券会社の専売特許であった投信の販売権利も銀行や保険会社に広がってい

き、投資信託の販売チャネルは大きく拡大していった。  

2000 年代に入ると、投資信託がより利用しやすいものになるよう規制の強化

や緩和、新しい制度や商品の誕生など、投資信託の利用者を増やす取り組みが15 

行われてきた。その理由として、純資産残高を増やす取り組みが行われてきた

からであると考えられる。例えば、規制の強化や緩和の例として「投資信託の

約款変更及び併合に係る受益者書面決議制度の見直し」、「運用報告書を二段階

化」、「投資リスク及びファンドの手数料・費用に関する情報提供の充実」など

があげられる。これらによって情報収集が容易になり、投資家にとってさらに20 

利用しやすいものになったといえる。他にも、新しい商品や制度の例として ETF

や REIT などの上場投資信託の登場、確定拠出年金制度や NISA 制度などの税制

優遇制度により投資信託を推し進めるさまざまな環境整備が行われてきた。し

かし、投資信託を選択する人々を増加させる決定打となる施策とは言い切れな

い現状である。  25 

  

第 2 節 投資信託の必要性  

（1）公的年金の限界  

私たちは、日々生活する中で加齢、障害、死亡のリスクを抱えている。しか

し、こうしたリスクの予測は困難である。そのため自身の貯蓄のみでこれらの30 
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リスクに備えることは限界があるという考えのもと、国民の将来の生活のため

に、社会保障の観点から作られたのが、公的年金制度である。この年金制度は

世界各国でも一般的なものであるが、日本の年金制度に対する評価は高いもの

ではない。日本では急速に少子高齢化が進んでおり、労働力人口が減少を続け

ている。世代間の扶養関係において、1960 年では高齢者 1 人に対して労働者は5 

11.2 人で支えていた。しかし、2014 年には 2.4 人となっており、労働者層の負

担が大きくなっていることがわかる。また、現状が継続した場合、2060 年には

1.3 人で支えなくてはならないとの予測 5がたてられている。また、平均寿命が

延びたことにより、予想される支給期間が長くなる。つまり、給付と負担のバ

ランスが崩れてきているのである。また、日本政府はこの公的年金制度に対す10 

る国庫負担を行っており、この国庫負担が一番の要因ではないにしろ、各国に

比べ GDP 比でみた債務残高が大きい 6。これらの現状を踏まえて、世界各国の年

金制度を包括的に比較した 2016 年度の「グローバル年金指数ランキング」では

調査対象 27 ヵ国中、日本は 26 位と下位に留まった。  

将来的に公的年金制度では、国民全体を保障することが難しくなる可能性を15 

考えると、今後私たちは公的年金制度に頼りすぎるのではなく、自助努力によ

って自分たちの将来のための資産形成を行わなくてはならない状況にあるとい

えよう。  

 

（2）インフレーションの可能性  20 

2012 年に安倍晋三内閣により経済成長を目標としたアベノミクスが実施さ

れた。以前はデフレーション状態が続いていたにもかかわらず、2017 年には GDP

速報値は年率換算で 2.2%増加すると言われている。非常に緩やかではあるが、

2015 年以降景気回復が続いていることが事実としてあげられる 7。アベノミク

スの影響により、日本は今後徐々にインフレーションに向かっていき、経済の25 

                                                   

5 内閣府（ 2015）「選択する未来  -人口推計から見えてくる未来像」p.32 より引用  

6 財務省 (2015)「債務残高の国際比較 (対 GDP 比 )」参照  

7 Excite ニュース（ 2017）「“アベノミクスは正しかった” GDP 年率 2.2%増 海

外メディアが安倍首相の手腕を再評価」参照  
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活性化が期待できる。  

しかし、アベノミクスによりインフレーションが発生し、経済が好調になっ

ていく流れは大多数の日本人にとっては脅威的な状況であることがあげられる。

日本人にとって、インフレーション効果が脅威に当たる理由としては、［図表 3］

が示すように、現在の日本の家計での保有資産割合を見ると外国に比べ現金で5 

保有している割合が圧倒的に多いためである。  

［図表  3］ 保有資産割合の海外比較  

 

出典：「資金循環の日米欧比較」日本銀行調査統計局 (2017)p.2 より筆者作成  

 10 

日本人の金融資産として過半数の割合を占めている現金預金は即座に使用で

きる金融資産であるため、日用品などの短期間の中での日常的な購買手段とし

て果たす役割は大きい。しかし、今後のインフレーションの可能性を考えると

現金預金は価値が目減りする金融資産であり、将来に向けた資産形成手段とし

て最適であるといえるだろうか。我々は家計の資産形成手段として株式や債券15 

への投資などによるリスク資産の保有が広がることが、先で述べた公的年金の

限界やインフレーションによる現金の価値の減少というリスクを避けるための

手段になりうると考える。  
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第 3 節 理想的な投資信託のあり方  

 前節では、私たちの今後の資産形成手段として現金預金ではなく、株式や債

券への投資などのリスク資産を保有する割合を増加させることの必要性を提言

した。また、第 1 章第 1 節で述べたように投資信託は少額での投資、リスクの

分散、専門家への運用委託などのメリットを持っている。これらのメリットを5 

持つ投資信託は投資初心者に適した商品であり、家計のリスク資産の保有割合

の増加を促進させる投資の入り口としての役割を果たすものであると我々は考

えている。投資信託が資産形成手段としての役割を果たすと、家計の長期的な

資産形成を実現するだけでなく、日本経済の活性化の鍵となる資産運用業にお

いても大きな意味を持つ。  10 

 我々は、資産運用業における投資信託の意義を、「国民の貯蓄を企業に、より

供給しやすくするための投資の活性化を促す投資の入り口」と定義する。ここ

で資産運用業の意義について再確認する。下の［図表 4］が意義についてまと

めたものであり、具体的には「投資家の保有資産の着実かつ安定的な成長 (資産

形成)と、経済の成長に結びつくリスクマネーを適切に供給し、産業の発展と企15 

業の持続的成長に貢献すること 8」が資産運用業の普遍的使命であるとされてい

る。 

 

                                                   

8 投資顧問業協会 (2015)「資産運用業の社会的使命と SMAM の事業戦略」p.2 より

引用  
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［図表  4］ 資産運用業の普遍的使命  

 

出典：「資産運用業の社会的使命と SMAM の事業戦略」投資顧問業協会（2015）

p.2 より引用  

 5 

家計が資産形成手段として投資信託を用いて、投資家としてリスクマネーを

供給することで、資産運用業の意義を果たすための一端を担うことができるで

あろう。つまり、投資信託の利用率が増えると、家計の資産形成と日本経済の

発展という二つの側面に寄与すると考えられる。  

我々は序章で述べたように今後望ましい投資信託のあり方として、「投資家10 

本位の体制」と「リテラシー基盤の構築」の二本の柱によって投資へのハード

ルを下げ、家計における資産形成手段としての投資信託の利用率が高い状態と

定義する。また、「投資家本位の体制」とは具体的には、「投資家が利用しやす

く、受託者責任が果たされた投資環境の設計」とする。そして「リテラシー基

盤の構築」とは「潜在投資家が投資へ関心を持ち、資産形成の必要性とともに15 

投資信託の商品内容やリスクを理解した状態」と定義する。我々はこれら二つ

の柱を軸とした今後望ましい投資信託のあり方を実現するために問題点を抽出

し、提案を行う。  

 

 20 

第 2 章 現状と問題点 
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本章では投資信託を取り囲む現状を、「税制優遇制度」「規制監督体制」「金融

リテラシー」「運用能力・商品設計」の観点から考察し、我々が目指す理想の状

態との間に介在する問題点を解決しうる近年の動きや、のちの我々の提案につ

ながる改善点を述べていく。  

 5 

第 1 節 税制優遇制度 

（1）確定拠出年金  

確定拠出年金とは、「拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金

とその運用収益との合計金額をもとに年金給付額が決定される年金制度 9」であ

る。運用結果によって給付金が変動するのが確定給付年金との最大の違いであ10 

る。［図表 5］で記されているように三段階で税制優遇が受けられるのが確定拠

出年金の最大のメリットである。また、転職時でも加入資格があれば資産を移

管できることもメリットのひとつである。  

［図表  5］  確定拠出年金のメリット  

時期  メリット  

拠出時  掛け金が全額所得控除になり所得

税・住民税を軽減できる  

運用時  運用中の収益が非課税になるため、  

その分で再投資でき  

福利効果が高まる  

給付時  給付金を受け取る際に退職所得控除

や公的年金等控除の対象となる  

出典：「お金持ち入門」中野晴啓（2016）p.183 より筆者作成  15 

 

確定拠出年金には企業が掛け金を負担し、拠出する企業型と自分で掛け金の

金額を決め、その金額分を自分で拠出する個人型（ iDeCo）の二つのタイプが存

在する。  

企業型においては会社の掛け金との合計が拠出限度額以下かつ会社の掛け金20 

                                                   

9 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より引用  
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以下の範囲内であれば個人で掛け金を上乗せできるマッチング拠出という制度

がある。この制度の導入によって、より税制優遇を受けやすくなった。しかし

企業型は、下の［図表 6］でもわかるように個人型と比べて加入者数は多いも

のの、自らの運用資産の状況を把握しきれておらず、確定拠出年金の加入者で

ありながら制度の内容を知らないといった人々も約 3 割存在する 10。このよう5 

に投資信託の利用を推進する制度が広がっているにも関わらず、有効に活用さ

れていない問題点を解決するための施策が必要である。  

また、事業主は従業員に対して資産運用に関する資料の提供や説明などの導

入時投資教育が努力義務とされている。また近年、導入時の教育だけでなく、

現状で実施率の低い継続的な投資教育が重要視され、もともと配慮義務であっ10 

た継続教育は努力義務へと法律が変わった。この投資教育は、従業員の資産運

用に対する興味や金融リテラシーの向上を図る機会となりうるため、今後投資

の理解、拡大に際して重要な機会となる。  

個人型においては以前、主婦や公務員などは対象者ではなかったが、2017 年

1 月に制度が改正され主婦や公務員も対象者となり、それに加え企業年金の加15 

入者も利用できるようになったことで多くの人が確定拠出年金を利用できるよ

うになった。また、個人型に対し、中小企業の事業主が追加拠出できる個人型

確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度も創設されるため、個人型の利用

者が増えるような環境整備は進み始めている。［図表 6］が示しているように個

人型の加入者数は企業型と比べて依然として少ないが、対象者の拡大によって20 

2016 年から 2017 年の間で加入者は増加したため今後も徐々に増加することが

見込まれる。  

                                                   

10 フィデリティ退職・投資教育研究所 (2016)「DC 加入者は投資を通じて退職準備

に積極的」p.6 より引用  
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出典：「規約数等の推移」厚生労働省 (2017)より筆者作成  

 

しかしいまだ、確定拠出年金の制度全体が諸外国と比較して利用されていな

いという現状があることも事実である。その理由として加入方法の違いがあげ

られる。具体的に、日本は任意加入となっているが、オーストラリアやチリで5 

は加入が義務化されている。イギリスやアメリカでは自由意志で退会すること

ができる自動加入の方法がとられている。しかし、第 1 章第 2 節でふれたよう

に諸外国と比較して日本の少子高齢化は進んでおり、2060 年には 1.3 人で高齢

者を支えなければいけなくなると予想されているため、確定拠出年金の利用を

促す必要がある。  10 

  

（2）NISA 

NISA は多くの人に投資をしてもらいたいという国の意向で「貯蓄から投資

へ」のスローガンのもと始まり、イギリスの ISA を参考にした制度である。

NISA とは購入した株式や投資信託などの金融商品から得られる運用益・配当15 

金が年間一定額非課税になる制度であり、［図表 7］が NISA の詳細である。  

 

［図表  6］ 日本における確定拠出年金の加入者数  
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［図表  7］ NISA の概要  

対象者  日本在住の 20 歳以上  

非課税対象  株式・投資信託等から得られる運用

益・配当金・譲渡益  

年間投資上限  120 万円  

非課税期間  最長 5 年間  

口座開設期間  2023 年まで  

出典：「NISA の概要」金融庁より筆者作成  

 

また、非課税投資枠は上限年間 80 万円と下がるものの NISA では対象となら

ない 0～19 歳の国民を対象としたジュニア NISA が 2016 年度から始まった。こ5 

の制度は子供が将来必要とする資産形成の場として利用されている。  

しかし、［図表 8］が表しているように若者の NISA の利用率は低く 2016 年 3

月時点での 50 歳以下の利用率は 46.4％に留まる。この理由として若者は NISA

の概要やメリットを理解できていないこと、つまり金融リテラシー不足から由

来する NISA の認知度の低さがあげられる。また、 NISA 口座を開設しても実際10 

に投資に踏み切れず一度も買い付けを行わない人も多い。一度も買い付けが行

われていない非稼働口座は全体の 50％以上を占め、問題点のひとつといえる。

よって、税制優遇という大きなメリットを認識させるためにも金融リテラシー

の向上を図る必要があると考える。また、NISA への関心の喚起だけでなく、実

際に投資に踏み切るために投資のハードルを下げる施策が必要だと我々は考え15 

る。 

そして、今後の NISA の普及に向け、 2023 年に終了する利用期間が制限され

た制度であるが、恒久化するべきであると考える。NISA の参考となったイギリ

スの ISA も制度の恒久化によって、 ISA 資産残高は順調に増加する結果となっ

た 11。NISA も恒久化することで投資家がより利用しやすい制度となり、それに20 

伴い投資意欲も高まると考える。  

                                                   

11 EY 総合研究所株式会（ 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」 p.59 参照  



15 

 

 

［図表  8］ NISA 口座の年代別推移  

 

出典：「NISA 制度の効果検証効果」金融庁(2016)より筆者作成  

 5 

 現在の NISA の問題点と改善点の可能性について述べてきたが、新たな NISA

制度のひとつであるつみたて NISA が 2018 年 1 月から始まる。つみたて NISA は

「家計の少額からの長期・積立・分散投資を税制面から促進 12」するために確立

された制度である。 NISA とつみたて NISA を併用して利用することはできない

ため、どちらかを選択し利用する必要がある。［図表 9］がつみたて NISA の詳10 

細である。  

 

 

 

 15 

                                                   

12 金融庁 (2017)「導入直前 !『つみたて NISA』の制度説明」p.8 より引用  
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［図表  9］ つみたて NISA の概要  

対象者  日本在住の 20 歳以上  

非課税対象  一定の要件を備えた投資信託等  

年間投資上限  40 万円 

非課税期間  20 年間 

口座開設期間  2037 年まで  

出典：「導入直前！『つみたて NISA』の制度説明」金融庁(2017)p.9 より筆者作

成 

 

少額からの長期・積立・分散投資を支援するために、［図表 9］にもあるよう5 

に以下のような一定の要件を設け、対象商品の決定を行っている。  

１)信託契約期間が無期限または 20 年以上であること  

２)毎月分配型でないこと  

３)一定の場合を除き、デリバティブ取引による運用を行わないこと  

このほかにも手数料や運用手法などについても検討し、投資家本位の商品を提10 

供できるような制度を確立している。  

このような特徴があるため、つみたて NISA は投資家の長期的な資産形成に

適した商品が対象となっている制度であると我々は考えている。つみたて NISA

の普及が、我々の目指す「投資家本位の体制」を実現する投資信託の環境作り

となるであろう。  15 

 

第 2 節 規制監督体制 

（1）現在の規制監督体制  

 現在、金融庁によって金融商品取引業を行う者を規制監督する目的が以下の

ように明言されている。「金融商品取引業を行う者の業務の健全かつ適切な運20 

営を確保し、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の

流通を円滑にするほか、市場仲介機能等の適切な発揮を通じ、資本市場の機能

の十分な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の
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健全な発展及び、投資者の保護に資することにある 13」。このように、経済の発

展と投資者保護という目的に沿って規制監督は行われている。そこで、我々は

理想的な規制監督体制のあり方を「第三者機関による監督が効果的に機能し、

販売会社の投資家本位の体制を作り上げること」と定義し論ずる。  

しかし現状として、我々の定義の観点から見ると、法律による規制や各方面5 

の取り組みは十分に機能しているとは言い難い。なぜなら、投資信託の強みで

ある「投資家の金融リテラシーが低くても、プロに任せて運用できるため初心

者に優しい」という魅力が薄れる、販売会社の利己的な営業手法によって商品

が販売される回転売買が問題視されているためである。具体的には、金融機関

は資産の受託者として「投資家本位の業務運営」が必要であるのにも関わらず、10 

手数料目的の販売会社が顧客の利益よりも自社の利益を優先した買い替えを投

資家に推奨するという「自社本位の体制」になってしまっており、実際は投資

家が初心者であることを利用しているといえるのではないかということである。

回転売買が問題視されている理由は主に二点ある。一点目は、投資家の利益が

最大化されないことである。二点目は、小規模ファンドが多数発生して運用効15 

率が悪くなることである。以下でその理由を説明していく。  

まず一点目に、投資家の利益が最大化されない理由としては、販売会社はリ

ターン率が高い商品よりも、「信託報酬」や「販売手数料」が高い商品を購入さ

せる傾向にあるからである。具体的には、販売会社が投資家から頻繁に手数料

を徴収することで、費用が増加すると同時に、投資家の利益を考えた商品設計20 

が行われていないため、投資家が収益を上げることが難しくなってしまう。前

述したが、本来販売会社には「投資家本位」の業務運営が義務づけられている。

法律の上でも、投資運用業を行う金融機関は、投資家に対して善良な管理者の

注意義務・忠実義務を負うことが定められており、また、利益相反防止を目的

とした規制を遵守することも要求されている。14 しかしながら、販売会社の主25 

な収入が「販売手数料」や「信託報酬」であるため、投資家の利益を最大化す

ることよりも、自身の利益を優先した業務運営になってしまっている。他にも、

                                                   

13 金融庁 (2017)「金融取引業者等向けの総合的な監督指針」より引用  

14 金融商品取引法 42 条に記載  
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自主規制を行っている会社なども見られるが、回転売買に対する効果的な規制

監督にはなっていないと考える。  

 二点目に、小規模ファンドが多数発生して運用効率が悪くなってしまう理由

を述べる。なぜなら、資産規模が小さいとファンドマネージャーの設計にもあ

る程度制約がついてしまい、良質なサービスを提供しにくい状況になるからで5 

ある。具体的には、販売会社が「販売手数料」を得るために、投資家に既存の

ファンドを売らせて新設ファンドへの買い替えを勧めることで、既存ファンド

の資産が急減して小規模化してしまうのである。そして、新たなファンドが新

設されるたびにそのような行為を繰り返すことで、小規模ファンドが乱立して

いってしまう。金融庁の調査によると、2012 年に新設された投資信託 403 本の10 

うち約 7 割が 2016 年 3 月末までに一度も資産残高 100 億円を超えておらず、

残りの 3 割のうち 80％も残高が最盛期から半減してしまっていたことが明ら

かになった。 15 

 このように、回転売買は投資信託における重大な問題であり、現状の規制監

督では対処できていないことから、適切な対応、対策をしていかなければなら15 

ない。我々が理想とする規制監督体制のあり方である「第三者機関による監督

が効果的に機能し、販売会社の投資家本位の体制を作り上げること」を目指す

ためにも、公的な格付け機関や IFA による監督によって自社本位の販売会社の

淘汰を促進し、それにより半強制的に販売会社に投資家本位の運用体制に移行

させることが解決策として効果的なのではないかと考える。  20 

 

（2）IFA 

IFA とは、Independent Financial Advisor の略称で、日本語では「独立系

ファイナンシャルアドバイザー」と呼ばれる。 IFA は金融機関から独立した資

産運用アドバイザーであり、金融商品の仲介を行うこともできる。具体的には、25 

投資家にアドバイスするだけでなく、提携している複数の金融機関の商品の売

                                                   

15 金融庁 (2016)「金融審議会『市場ワーキング・グループ』第  4 回事務局説明資

料」p.7 より引用  
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買を仲介することができ、その独立性を活かした投資家目線による商品提供を

することができる。  

現在の日本ではあまり浸透しておらず、人数も全国で 3,000 人程度しかいな

いことが分かっている 16。しかし、金融先進国であるアメリカでは IFA が弁護

士や税理士と同等に扱われており、人数も 30 万人程度であると言われている5 

17。そのため、投資家にとって重大な役割を担っていると言え、日本でも十分に

活躍する余地がある。  

では、なぜ日本では IFA が広まらないのだろうか。その理由として、ひとつ

には IFA の顧客となる投資家が少ないことがあげられる。第 1 章第 2 節でも前

述したが、日本の総資産における貯蓄の割合は非常に高く、現金・預金は 51％10 

である一方、投資信託を含む投資商品の割合は 16％である。このことから分か

るように、日本の投資家の数は他国に比べても非常に少なく、 IFA が十分な顧

客を確保することができないために、人数が増えることもなく認知度の向上に

つながらないことが考えられる。  

このように、現状の課題として IFA が日本に浸透していない事実はあげられ15 

るが、その独立性を活かして第三者機関としての役割を担い、回転売買をはじ

めとした日本の投資信託における問題を解決でき、投資家本位の体制を実現で

きると考えている。そのためにも IFA を活用した施策が必要であると我々は考

える。  

 20 

第 3 節 金融リテラシー 

（1）若年層における金融リテラシー  

本項では中学校・高等学校・大学の各段階における日本の金融リテラシー教

育の現状を示していく。  

学校教育の根本的な枠組みを制定する学習指導要領によると、中学校におい25 

て金融に関して学ぶ機会が設けられている教科は「技術・家庭」「総合的な学習

の時間」があげられる。また高等学校においても、「公民（現代社会・政治経済）」

                                                   

16日本証券業協会 (2016)「協会員の従業員数等」より引用  

17 杉田浩治 (2015)「米国のフィナンシャル・プランナー」p.19 より引用  
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「家庭」「総合的な学習の時間」が金融を学ぶ教科としてあげられる。  

中学校の「技術・家庭」においては、消費者としての権利と責任の学習が主

であるため、日常生活における消費行動や消費生活に、高等学校においては、

消費行動に加え、家族・家庭・社会との関わりについて重点が置かれている。

そのため、金融に関する授業を組み込んでいる学校の割合は少ないと考えられ5 

る 18。 

高等学校の「公民」においては、現代の政治経済の本質や動向を客観的に理

解することに重点が置かれているため、日常生活に基づいた活用可能な金融の

知識の習得は現在の授業においては困難であると考えられる 19。さらに、「総合

的な学習の時間」における具体的な授業内容に関しては、学習指導要領に基づ10 

き各校の判断に委ねられているため、実際に金融に関する知識を習得でき、理

解を深めるための学習が行われているかは不明確であると考えられる。現状、

中学校・高等学校において金融リテラシー教育が十分に実施されていないが、

金融リテラシー教育に踏み切るにあたり、さまざまな問題が生じている。  

［図表 10］は「金融リテラシー教育の授業実施の際に難しいと感じる点」と15 

いう質問に対しての回答である。中学校・高等学校ともに、授業時間数が足り

ていないこと、また、教える側の専門知識が不足していることという時間的制

約と人的制約が顕著な問題としてあげられる。  

 

                                                   

18文部科学省（ 2017）「中学校学習指導要領」 p.117、p.144 参照  

19文部科学省（ 2014）「高等学校学習指導要領解説  公民編」p.4 参照  
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出典：「中学校高等学校における金融経済教育の実態調査報告書」日本証券業

協会(2014)p.32 より引用  

 

今後、中学校・高等学校の教員に金融リテラシー教育の指導を任せることは

困難であると考えられる。理由としては、中学校・高等学校の教員はこれ以上5 

授業を引き受けるキャパシティが残っていないと考えられるためである。 2015

年に HATO プロジェクトによって行われた教員と仕事の意識に関する調査にお

いて中学校・高等学校の教員の平日の労働時間は［図表 11］が示すように両者

10 時間を超える結果となっている。  

 10 

［図表  11］  一日の労働時間  

出典：「教員の仕事と意識に関する調査」HATO プロジェクト(2016)p.6 より筆者

作成 

［図表  10］ 金融リテラシー教育の授業実施の際に難しいと感じる点  
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また、［図表 12］にあるように両者の教師の約 7 割前後が平日も家で仕事を

していると回答した。平日に加え、休日出勤数も多く、授業以外への生徒指導

や授業の準備などの雑務は両者教員平均 11 時間前後であると考えられる。  

 5 

［図表  12］  一週間の仕事の時間配分  

 

出典：「教員の仕事と意識に関する調査」HATO プロジェクト(2016)p.7 より筆

者作成  

  10 

このことから教員が新たに金融リテラシー教育の指導を担当することは困難

であると容易に想像できる。  

 大学においては、2014 年に文部科学省が発表した「文部科学省における金融

経済教育の取り組みについて」によると、社会状況に対応した消費者教育を推

進する必要があると述べられている。そのため［図表 13］にある通り、金融に15 

関する教育よりも大学生が巻き込まれる可能性のある消費者トラブルに重点が

置かれているのが現状である。  
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［図表  13］ 学生に対する啓発・情報提供の内容（複数回答）  

 

出典 :「文部科学省における金融経済教育の取り組みについて」文部科学省

(2014)p.21 より筆者作成  

 5 

また、［図表 14］にあげられるように、大学での金融教育が発達しない問題

として、「指導者や講師となる人間がいない」ということがあげられる。加えて、

「どのような取り組みをすればいいかわからない」など、現在まで日本が全体

として、金融教育に重点を置いてこなかったことが如実に示されている。  

［図表  14］ 大学等における消費者教育推進の課題  10 

 

出典 :「文部科学省における金融経済教育の取り組みについて」文部科学省

(2014)p.22 より筆者作成 
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しかし、社会人として自立するための能力を養うために、金融経済教育の必

要性が叫ばれ始めた。その結果、2013 年に「金融経済教育研究会報告書」にお

いて「最低限身につけるべき金融リテラシー」が示された。内容としては、キ

ャッシュフローの分析演習や漫画で学ぶ投資信託や保険の基礎知識などがあげ5 

られる 20。さらに上記で課題としてあげられていた、「指導者や講師となる人間

がいない」という問題に関しても CFP 認定者 21を派遣することでカバーしてい

る。実際に、2015 年には全国 5 校で実際に講座が展開され、2016 年度には 8 校

にまで増加したことが実績としてあげられており、若年層への金融教育の重要

性が示された。  10 

また、［図表 15］にあるように金融リテラシー調査によると 62.4%の人が「金

融教育を行うべき」と回答しているにもかかわらず、実際にその中で金融教育

を受けた人の割合は 8.3%に留まるという結果も示されている。  

 

［図表  15］  金融教育を行うべきであるか  15 

 

出典：「金融リテラシー調査」知るぽると（ 2016）p.7 より筆者作成  

                                                   

20大学ジャーナルオンライン編集部 (2017)「大学生に最低限の金融リテラシーを」

参照  

21同上  
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このように金融リテラシー教育の必要性は叫ばれており、今後「貯蓄から投

資へ」の動きを取るにあたり必要不可欠な要素にもかかわらず、上記にあげた

ように一部の中学校・高等学校、もしくは大学のように限られた範囲でのみ金

融教育が推し進められているというのが現状である。  5 

 

（2）労働者層以上の金融リテラシー  

金融広報中央委員会によって平成 28 年に行われた 18〜79 歳を対象にした金

融リテラシー調査によると、日本の若年労働者以上の金融知識に関する正誤問

題の正答率の平均は約 47%であった 22。年齢層別においては、若年社会人層が最10 

も低い 35%であり、年齢が上がるにつれて正答率も上がる傾向にある。金融リ

テラシーが年齢に応じて向上していく要因としては、学生時代には少なかった

金融教育の機会や将来の蓄えを考えるにあたり金融に関して考える時間を増加

したことが可能性としてあげられると考えられる。  

次に海外と日本の労働者層以上の金融リテラシーを比較してみる。金融知識15 

に関する正答率をアメリカと比較すると、日本よりもアメリカのほうが 10%以

上 23高い。このことは、学生時代に金融教育に触れる機会の海外との差が根本

的な要因であると考えられる。実際にアメリカでは小学校から高等学校卒業時

まで金融教育が組み込まれており、高等学校卒業時に実世界で金融に関する確

かな意思決定ができるようになるほどの金融リテラシーを身につけることを目20 

標に定めている。  

アメリカでの金融教育に対する取り組みの特徴としてあげられる点は教育内

容が実践的であることである。具体的には、学校において NPO 法人であるジャ

ンプスタートと人美が認定した 4 つの金融療育（所得・金銭管理・支払いとク

レジット・貯蓄と投資）において、ロールプレイング方式・アクティビティ方25 

式等を利用し、概念的な金融の理解を深めるだけでなく、将来的に実際に活用

                                                   

22知るぽると（ 2016）「金融リテラシー調査の結果」 p.6 より引用  

23知るぽると（ 2016）「金融リテラシー調査の結果」 p.6 より引用  
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することを目標とした教育を行っていることである。 24 

我々の本論文の軸として、「リテラシー基盤の構築」によって投資信託の割合

を高めることがあげられる。現状の日本においては、金融リテラシーが低いた

め、投資家本位の体制のみを実現したとしても、国民が投資信託を資産形成手

段として選択する割合は低いだろう。そのため「投資家本位の体制」と「リテ5 

ラシー基盤の構築」の両面からの実現が必要なのである。我々の目指す投資信

託のあり方の実現のためにも、教育課程に身を置く時期から自分の将来の資産

形成のために金融リテラシーを身につける必要性は高い。  

 

第 4 節 投資信託の商品設計と運用能力 10 

（1）商品設計  

投資信託の商品設計における問題点について焦点をあてる。ここで述べる商

品設計の問題とは、親会社である販売会社が提供する商品を選択するため、親

会社と同じ系列の商品のみを優先的に設計、販売することである。［図表 16］

にあるように、現在の日本の大手投資運用会社上位 10 社中 9 社が、証券または15 

銀行の子会社であり、独立している運用会社は 1 社のみである。これとは対照

的に、アメリカでは独立系の投資運用会社が過半数を占めており、上位 10 社内

で銀行の子会社は 4 社のみである。このことから、アメリカなどの外国と比較

しても、日本の投資運用会社は販売会社とのつながりが強いことがわかる。そ

のため、子会社である運用会社が、投資家よりも親会社である銀行や証券会社20 

に配慮してしまうのではないかという問題があげられる。  

  

［図表  16］  日本とアメリカの大手投資運用会社の比較  

順位 日本（ 2015 年 6 月末） 米国（ 2015 年 12 月末） 

 運用会社  資本系列  純資産総額  運用会社  資本系列  純資産総額  

1 野村投信  証子会社  24.8 兆円  ブラックロック  独立系  4.6 兆ドル  

2 大和投信  証子会社  14.8 兆円  バンガード  独立系  3.3 兆ドル  

3 日興 AM 銀子会社  10.7 兆円  ス テ ー ト ス ト リ 銀子会社  2.2 兆ドル  

                                                   

24栗原久（ 2014）「海外における金融経済教育の調査・研究」 p.9 参照  
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ート  

4 三菱 UFJ 国際

投信  

銀子会社  6.8 兆円  フィデリティ  独立系  2.0 兆ドル  

5 新光投信  証子会社  3.8 兆円  JP モルガン  銀子会社  1.7 兆ドル  

6 国 際 投 信 投 資

顧問  

銀子会社  3.8 兆円  BNY メロン AM 銀子会社  1.6 兆ドル  

7 三井住友 TA  銀子会社  3.5 兆円  キ ャ ピ タ ル リ サ

ーチ  

独立系  1.3 兆ドル  

8 フィデリティ  独立系  3.2 兆円  ゴールドマン・サ

ックス  

独立系  1.2 兆ドル  

9 大和住銀  銀子会社  2.7 兆円  プルデンシャル  生 保 子 会

社 

1.1 兆ドル  

10 三井住友  銀子会社  2.5 兆円  ウェリントン  独立系  0.9 兆ドル  

出典：「契約型公募投資信託の投資信託会社別資産増減状況 (実額 )」投資信託協

会(2015)・「The World’s 500 Largest Asset Managers year end 2015」Willis 

Towers Watson (2015)より筆者作成  

 

自らの利益を求める以上、販売会社・運用会社と投資家ではそれぞれ投資信5 

託の商品に求める目的は異なってくるだろう。販売会社・運用会社は、信託報

酬と運用時に発生する手数料を求めて商品を販売する。その一方で投資家は、

収益性があり、リスクなどのさまざまな条件が個々のニーズに合ったものを求

めて商品を購入する。しかし現状として、販売会社が運用会社を子会社化して

いることにより、投資家の利益を一番に考慮できていない。これは、商品の設10 

計者である運用会社が子会社化してしまっていることで、自社本位の商品設計

をしてしまうために起こる問題であると我々は考える。  

実際に［図表 17］によると、日本の大手銀行は 62%、証券会社は 56%以上も

の会社が系列投資運用業者を保有しており、そこで取り扱う商品は過半数が同

系列グループの商品である。例えば、大和証券で販売している商品は、全体の15 
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540 本中 365 本 25が系列グループである大和証券投資信託委による運用であり、

56 本 26が大和住銀投信投資顧問の運用である。これは全体の 77%以上にものぼ

り、系列グループの商品を優先に販売していることがわかる。一方で競合であ

る野村アセットマネジメントにより運用される商品の数は 0 本で、三井住友ア

セットマネジメントの商品は 1 本のみである。つまり、系列グループの商品は5 

優先的に販売され、競合会社の商品の取り扱い率は極めて低いことになる。こ

れにより、投資家はほとんど販売窓口の会社の系列の商品しか見ることができ

ず、他社の良い商品を比較し、検討する機会を逃している可能性がある。この

系列グループを優先した商品設計は投資家本位の体制とはいいがたく、これを

解消する施策が必要であると考える。  10 

  

［図表  17］  

銀行・証券会社  系列投資運用業者を保

有する大手銀行 4 行  

系列投資運用業者を保

有する大手証券会社 5

社  

  

本数平均  

  

175 

  

616 

  

系列平均  

  

62% 

  

56% 

出典：「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」金融庁

(2016)p.17 より筆者作成  

  15 

（2）ファンドマネージャーの現状  

ファンドマネージャーとは、資産運用の専門家であり、個人投資家に代わり

ファンドを運用する担当者のことである。投資信託の運用成績に直結する運用

指図を行うファンドマネージャーは投資信託にとって重要な存在である。しか

し、日本のファンドマネージャーの現状は海外と比べて悪く、政府が掲げる「貯20 

                                                   

25大和証券ホームページより引用  

26 同上  
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蓄から投資へ」の流れを進めるためにもファンドマネージャーについての問題

解決、および質の向上が重要となってくると我々は考える。  

現在、日本でファンドマネージャーになる場合に明確な資格は必要ない。そ

のため、ファンドマネージャーになるための基準が定まっておらず、人によっ

てキャリアや運用成績にはばらつきが見られる。それに加えて運用時の損失が5 

でた際にファンドマネージャーに罰が課されることはない。そのため、日本の

ファンドマネージャーの責任不足や知識不足、思うようにリターンを得られな

いなどの問題が発生する。日本のファンドマネージャーはほとんどが証券会社

社員のため、良い実績をあげても成績不振の際も同じ額をもらう給料制である。

このことは、ファンドマネージャーの責任不足に関係してくるのではないかと10 

考える。それに対して海外の給与形態は出来高制が多いため、日本の優秀なフ

ァンドマネージャーは外資系企業への就職が多くなり、日系運用会社・販売会

社でのファンドマネージャーの人手不足も深刻な問題としてあげられる。そこ

で、顧客の資産形成のためにファンドマネージャーのリテラシー改善、および

給与形態の改善が必要であると我々は考える。  15 

  

（3）アクティブファンドの運用実績  

運用会社の金融リテラシー不足といえる運用能力の問題は、アクティブファ

ンドの運用実績によって問題点が明確化する。アクティブファンドとは、日経

平均株価や TOPIX などを指標とした投資信託の商品の内ベンチマークを上回る20 

運用成績を目指すものであり、その分平均近くを目指すインデックスファンド

よりもリスクが高く、ハイリスク・ハイリターンという特徴がある。  

先でファンドマネージャーのリテラシー不足をあげたが、現状として日本の

アクティブファンドの運用実績は上がらず、［図表 18］にあるように、日本株

以外のファンドの運用実績は、ベンチマークを下回った割合が非常に多いこと25 

が見てとれる。ファンドマネージャーに運用を委託することで、投資信託の顧

客は個人投資家では購入が難しい海外の株式などにも投資が可能になる。しか

し、リテラシー不足により海外の株式に精通した日本のファンドマネージャー

は少なく、十分に運用実績をあげることができていない。それに加えて、アク

ティブファンドの運用はファンドに組み込むための調査や分析を要するため手30 
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数料が高く、投資家にとっては負担が大きくなってしまうという問題がある。

これらのことから、アクティブファンドは運用パフォーマンスが悪く、投資家

のニーズにあった資産形成が難しくなってしまう。そのためファンドマネージ

ャーのリテラシー不足を解決し、アクティブファンドの運用成績の改善が必要

となると我々は考える。  5 

  

 

［図表  18］ 指数を下回る運用成績のファンドの割合  

フ ァ ン ド ・カ

テゴリー 

比較する指数  1 年（ %） 3 年（ %） 5 年（ %） 10 年（ %） 

日 本 の 大 型株

ファンド 

S&P/TOPIX 

150 指数  

63.61 60.30 73.72 68.67 

日 本 の 中 小型

株ファンド  

S&P 日 本 中 小

株式指数  

54.61 62.60 52.41 67.69 

全 て の 日 本株

ファンド 

S&P 日本  500 

指数  

58.20 62.88 69.33 69.06 

米 国 株 式 ファ

ンド 

S&P 500 61.29 100.00 96.55 90.00 

グ ロ ー バ ル株

式ファンド  

S&P グ ロ ー バ

ル  1200 指数  

90.06 90.73 91.43 93.65 

国 際 株 式 ファ

ンド 

S&P グ ロ ー バ

ル （ 日 本 除 ）

1200 指数  

88.68 94.12 92.31 97.67 

新 興 国 株 式フ

ァンド 

S&P エ マ ー ジ

ング  BMI 指数  

82.89 83.33 93.15 95.45 

出典：「SPIVA 日本スコアカード」S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（ 2016）

p.4 より筆者作成  10 

 

我々は、投資信託における商品設計と運用能力の問題を解決し、運用会社は
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顧客のニーズにあった商品を常に提供できるようにすることが必要であると考

える。運用成績が改善されることは、投資家にとって資産形成手段として投資

信託を選択するための理由となり、選択する人々が増えることが考えられる。

投資信託の運用における問題解決は、我々が理想とする今後望ましい投資信託

のあり方の実現に向けて重要な要素のひとつといえるだろう。  5 

 

 

第 3 章 提案 

 

本章では、前述した問題点を解決する 4 つの提案を述べる。目的として、我々10 

が理想とする「投資家本位の体制」と「リテラシー基盤の構築」によって投資

へのハードルを下げることで家計における資産形成手段としての投資信託の利

用率が高い状態を目指す。  

 

第 1 節 残高端数投資 15 

概要：預金額の残高下三桁を投資にまわす  

解決する問題：投資のハードルが高い  

影響を与える対象：潜在的な投資家  

効果：リテラシー基盤構築の入り口  

 20 

【提案詳細】  

我々が考える残高端数投資とは、現在日本人の大多数が所有している預金口

座の 1,000 円未満の端数を自動的に投資にまわすものである。預金を ATM など

から引き出す際に 1,000 円未満を引き出す人は少ない。そこで我々は、預金口

座に眠った端数の預金を自動的に投資に回すことを提案する。この投資はスマ25 

ートフォンで口座情報との連結が行えるようにする PFM という Fintech サービ

スを用いる。このサービスでは、毎月自分の給料日など、お金が入るタイミン

グに合わせて引き落とし日を設定できるようにする。それにより投資への作業

負担が減り、毎月の継続した投資が可能となる。投資先のポートフォリオの作
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成にあたっては、ロボアドバイザー 27を利用し、投資家はリスク許容度などの

簡単な質問に答えるだけで個人に沿ったポートフォリオを組むことが可能とな

る。高いリスクは負うが、よりリターンを多く得たい人や、毎月少額で投資を

行って安定的なリターンを得たい人など、自分で選べるようにすることで各年

代のニーズの違いに最適なポートフォリオの作成をすることができる。これに5 

より、投資家は自分に合ったスタイルで無理せず投資を行うことができるよう

になり、投資のハードルを下げることにつながるであろう。また、［図表 19］

から見て取れるようにスマートフォン保有率は 20 代 30 代ともに 90%を超えて

いる。このことから、若者にとって Fintech を利用した投資は今よりも身近な

ものになるといえるだろう。  10 

図表  19 スマートフォンの保有状況  

 

出典：「平成 27 年版情報通信白書スマートフォンの登場と普及」総務省(2016)

より筆者作成  

 15 

【提案効果】  

この提案により、手軽に投資が可能になると、若年層の投資家の増加が期待

できると考えられる。［図表 20］にあるように、現在投資信託の保有者は 60 代

                                                   

27 資産運用を人工知能がサポートするサービスのこと  
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以降が約半数を占めており、20 代 30 代の若い世代は約 16%と少ない。スマート

フォンと連携したこの残高端数投資はミレニアル世代である若者に効果の高い

提案である。  

 

［図表  20］ 投資信託現在保有層の年代構成  5 

 

出典：「投資信託に関するアンケート調査報告書」投資信託協会 (2016)p.7 よ

り筆者作成  

 

また、少額ながらも投資の経験をすることは非常に大きな意味を持つ。投資信10 

託保有未経験者が購入する際に求める条件として、投資信託に関する知識が増

えることが上位となっている。 28このことから、投資の知識不足がハードルと

なっていると推測される。しかし、残高端数投資により簡単に始められるよう

になれば経験と知識も増え、投資信託へのハードルは下がり投資信託の保有率

は上がるのではないかと考える。［図表 21］にあるように投資信託購入の際の15 

決め手は、新聞などから得た情報の次に友人・知人からの意見が多くなってい

る。そのため、手軽に始められる残高端数投資が広まれば、友人からの紹介に

よりさらに投資信託が広まると期待できる。  

 

                                                   

28 日本証券業協会（ 2012）「平成 24 年度証券投資に関する全国調査」p.61 参照  

20代

5%
30代

11%

40代

15%

50代

16%

60代

28%

70代

25%
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［図表  21］  投資信託購入の際の決め手  

 

出典：「平成 24 年度証券投資に関する全国調査」日本証券業協会 (2012)p.62 よ

り筆者作成  

 5 

我々はこの提案によって、現在資産を投資ではなく貯蓄にまわしている潜在

投資家に対して、投資への接触回数を増加させることが期待できると考えてい

る。もちろん投資であるため運用がベンチマークを下回ってしまった際に損失

を引き起こすリスクもある。しかし運用がうまくいかなかった際に投資家が商

品の内容、特徴、リスクとリターンの理解を深めようと思い立つ契機となる。10 

結果として、投資家の金融リテラシーの向上に向けた第一歩となることが期待

できる。  

毎月自動で 1,000 円未満の低額を投資に回す、この残高端数投資は、潜在的

な投資家の投資に対してのハードルを下げ、さらに投資家への作業負担の軽減

を実現することで、投資信託の利用率の向上が期待できる。また、近年広がり15 

つつある Fintech を利用することで現在投資信託の保有割合の低い若年層に焦

点をあてることができ、投資への関心という形で我々の掲げるリテラシー基盤

構築の入り口となる提案だといえるだろう。  

 

29.3 28.8 23.4 19.9 18.5 16.9 15.9

決め手

新聞などで得た情報 友人・知人の意見 金融機関の資料

インターネットの情報 基準価格の動き 営業員の説明

テレビなどの情報
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第 2 節 確定拠出年金提案  

 

概要：中小企業の投資教育を外部委託し、デフォルト商品としてライフサイク

ル型投資信託の商品を設定  

解決する問題点：確定拠出年金を通した投資信託の普及率   5 

影響を与える対象：中小企業・中小企業従業員  

効果：リテラシー基盤の構築・投資家本位の体制  

  

【提案詳細】  

我々は、投資信託の利用率を高めることに寄与すると考える確定拠出年金制10 

度の改善案を提案する。この提案において現在との大きな変更点は二つである。 

第一に、中小企業における企業型確定拠出年金の投資教育を外部委託するこ

とを提案する。導入時教育は加入者全体でのセミナー方式で行うが、努力義務

となった継続教育に関してはスマホや PC を用いた e ラーニングの形式で行い、

個人が手軽に必要だと思うタイミングで行うシステムとする。これによって加15 

入者の理解度に差が生じていても効率の良い継続教育を行うことができる。ま

た、企業から働きかける教育だけでなく、加入者からの質疑に応えるためにも、

チャットボットサービスを導入する。このサービスは、株式会社ジェナの「 hitTO」

が代表例であり、クラウド上で人工知能を活用する自動質疑応答システムであ

る。この導入によって 24 時間での対応を可能にし、限られた定型の質問に対し20 

てのみ回答できるといったシステムでは実現できない多様な応答を可能とする。

そして、企業と加入者の双方向での情報共有ができ、より高次元な継続教育を

行うことができる。また、加入者全体の疑問点・不透明な点をデータとして吸

い上げることができるため、現在明確化していない企業における継続教育の実

施基準策定に寄与する役割も果たすと考えられる。  25 

 第二に、デフォルト商品としてライフサイクル型投資信託の商品を設定する

ことを提案する。デフォルト商品とは確定拠出年金制度に加入しているものの、

投資先資産を選択しない人に向けて便宜上設定された商品であり、法律上位置

付けられたあらかじめ企業が指定した運用資産である。また、ライフサイクル

型投資信託とは、確定拠出年金に加入してから給付までの期間を、年齢を中心30 
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としたライフサイクルの場面ごとに分け、運用商品のリスクを変化させるもの

である。しかるべきタイミングでリスクをとることで、インフレ率を上回る収

益の確保を目標として掲げる。具体的には、下の［図表 22］のように、加入か

ら給付までを「基礎フェーズ」・「成長フェーズ」・「退職前フェーズ」の三つに

分ける。「基礎フェーズ」では、インフレ率と同程度の利回りを維持し、資産価5 

値の暴落のリスクを避ける。次に給与の上昇によって生まれたある程度の資金

の余裕を背景に、「成長フェーズ」へと移り、インフレ率よりも高い利回りを目

指したリスクを高めた多様な運用を行い、資産形成を行っていく。最後に給付

が近づくと「退職前フェーズ」へと移り、収益性を重視した資産構成からリス

クの低い資産へと資産構成を移行させ、退職間際の人々の資産を保護する。  10 

  

出典：「確定拠出年金制度における現状と課題について 」企業年金連合会

(2016)p.48 より引用  

  

このような特性を持つライフサイクル型投資信託をデフォルト商品として設定15 

する。これにより年齢に合わせた適度なリスクをとることのできる資産形成を

可能とする。つまり、デフォルト商品を資産形成において適格である商品に設

定することで、金融リテラシーの少ない制度利用者が、現金預金をしたことで

価値が目減りし、老後資金が足りないという将来のリスクを低減することに寄

与できると考えている。 OECD29の DC ロードマップにおける DC の投資方針の中20 

                                                   

29 経済協力開発機構の略  

［図表  22］ ライフサイクル型投資信託概要  
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でも、ライフサイクル型投資信託をデフォルト商品として検討すべきであると

述べられている。実際にイギリスでは 2012 年に中小企業向けの確定拠出年金

制度である NEST(National Employment Savings Trust)がスタートしており、

デフォルト商品としてライフサイクル型投資信託を設定し、加入者の 9 割以上

が選択している。アメリカの 401k プランにおいても、適格デフォルト商品はラ5 

イフサイクル型投資信託を中心とした商品タイプであるとされ設定された。  

また、確定拠出年金加入者が拡大することを考えると想定利回り 30の設定に

おいても着目するべきである。この想定利回りは制度上義務ではないが、従来

の退職給付制度との比較や制度変更による影響を明らかにする上でも重要な項

目であり、労使間で慎重に検討することが確定拠出年金制度のさらなる環境整10 

備に寄与すると考える。  

  

【提案効果】  

投資教育の環境作りは、実施率の向上を目的としたものである。投資教育の

実施率の向上は金融リテラシーの向上に直結し、自らのライフプランや老後の15 

生活設計を考える機会となることで、資産形成の必要性と金融商品の理解を促

すことができる。このリテラシー基盤の構築によって、我々が目指す投資信託

を含むリスク資産の割合が増えることを期待できる。  

また、厚生年金基金が減少の一途をたどり、今後確定拠出年金制度などの企

業年金に対する需要が高まることを考えると、制度利用者は増えると考えられ20 

る。しかし、上で述べたような投資教育を精力的に行っても、行動メカニズム

によって一定数の人が投資商品を選択しないと考えられている。そのため、デ

フォルト商品の重要性は高まると考えられる。しかし我が国は現在、デフォル

ト商品を設定している企業の 95%31が元本確保型商品を設定しており、資産形成

に向けたデフォルト商品の役割を果たしているとはいえないであろう。そこで25 

我々が提案する、デフォルト商品をライフサイクル型投資信託に設定すること

                                                   

30 確定拠出年金制度にどの程度の運用結果を求めるかの指標のこと  

31 企業年金連合会（ 2017）「 2015 年度決算  確定拠出年金実態調査結果」 p.12 よ

り引用  
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で、一定数の人々の資産形成を助ける受け皿としての役割を担うことができる。

確定拠出年金は加入者拡大に向けて、簡易型確定拠出年金など、現在さまざま

な法整備などの動きが推進されている。我々はこの提案の実現によって、この

推進の流れをさらに推し進めるべく投資家本位の環境整備を行い、確定拠出年

金の利用拡大を通した投資信託の利用拡大という最終的な目標を目指す。  5 

 

第 3 節 ファンドスーパー  

 

概要：IFA が選定した幅広い商品が並ぶファンドスーパーの設立  

解決する問題点：回転売買・ IFA の知名度不足  10 

影響を与える対象：既存の販売会社と運用会社・IFA・投資家  

効果：投資家本位の体制  

 

【提案詳細】  

ファンドスーパーとは系列など一部の運用会社に偏った投資信託の商品だけ15 

でなく、多数の運用会社の投資信託の商品を販売する金融機関のことである。

低コストかつ豊富な品揃えであるため、スーパーマーケットになぞらえてファ

ンドスーパーと呼ばれている。豊富な品揃えによって投資家の幅広い選択肢の

確保を実現することを目的とした金融機関である。既にアメリカや欧州各国で

はファンドスーパーの機関が導入されており、販売手数料をとらないノーロー20 

ド投資信託・低い手数料で購入可能なローロード投資信託を多数取り扱い、異

なる投資信託に乗り換えるスイッチングコストが無料であることが特徴として

あげられる。そしてファンドスーパーの仕組みについてだが、［図表 23］のと

おり我々は IFA が第三者機関として主体となりファンドスーパーの業務を行う

ことを提案する。多数の運用会社の投資信託商品を取り扱うものの IFA の独立25 

性を活かした商品選択によって、 IFA が投資信託商品の格付け機関としての役

割を果たすと考える。この提案により、第 2 章第 4 節で前述した、多くの運用

会社が系列の親会社である販売会社を経由して投資信託商品を販売していると

いった問題を解決することができ、投資家本位な体制を確立させることができ

る。また、IFA には販売ノルマがないため販売会社の位置に置くことで販売手30 
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数料目当てに行われる回転売買を防ぐことができる。  

 

［図表  23］ ファンドスーパーの仕組み  

 

出典：筆者作成  5 

 

そして我々はファンドスーパーのネット上でのサービス、これに加え少数店

舗でのサービスを考えている。ネット上のサービスとして、投資家が自分に合

った投資信託商品を見つけられるようにさまざまなキーワードから投資信託の

詳細情報を検索できる機能を提供できると考える。また、 IFA は独立性を有す10 

るという特徴を生かし、 IFA が独自の基準で選んだものをおすすめ商品として

提供することもできると考える。しかし、高齢者のようにネットの活用にハー

ドルを感じている人や対面でのサービスを希望する人もいるため我々は店舗を

構えることを提案する。そして、少数店舗にすることにより相談相手である担

当者との長期的なつながりを構築し、担当者も投資家の運用結果に責任感を持15 

つため運用パフォーマンスが上がると考える。  

 

【提案効果】  

 この提案の効果について運用会社・投資家・ IFA に分けて述べる。まず運用

会社については、互いに競争に勝つために投資家向けのより良い商品設計の努20 

力をするようになると期待できる。また、販売チャネルが増えるため親会社で

ある販売会社頼りの販売ではなくなり自由な商品設計が可能になると考える。  

次に投資家については、ファンドスーパーは多種多様な商品をそろえている
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ので選択肢が増え、選択の幅が広がるというメリットがある。また、ノーロー

ド型など商品内容の充実によって投資へのハードルを下げることで、投資家が

増加することが予想される。つまり、運用会社の競争によって商品内容が充実

し、投資信託業界全体が活性化すると考えられる。  

最後に IFA においては、この提案によって IFA の認知度の向上と職業として5 

の価値を高めることができると考えている。第 2 章第 2 節で前述したようにア

メリカに比べて日本の IFA の価値や認知度は低い。日本でもファンドスーパー

の仕組みの中に取り入れることで IFA を、アメリカ同様の資産運用における重

要な役割として機能させることができると考える。  

 本節ではファンドスーパーの概要・効果について述べたが、ファンドスーパ10 

ーの導入によって投資家本位の投資信託商品の充実・ IFA の認知度・価値の向

上の実現が可能であると我々は考える。  

 

第 4 節 金融リテラシー改善案  

 15 

概要：中学校・高等学校の「総合的な学習の時間」に IFA を教員として金融リ

テラシー教育の授業の導入 

解決する問題点：金融リテラシー不足・ IFA の雇用機会  

影響を与える対象： IFA、中学校・高等学校の教員・生徒  

効果：リテラシー基盤の構築  20 

 

【提案詳細】  

第 2 章第 3 節で前述した中学校・高等学校での金融リテラシー教育が促進され

ない原因としてあげた時間的制約と人的制約という観点から提案を行う。  

時間的制約に関しては、金融リテラシー教育を新規科目として導入するのでは25 

なく、既存の科目に組み込むことでカバーすることが可能だと考えられる。  

「総合的な学習の時間」を導入授業として選択した理由としては、［図表 24］

で示すように中学校・高等学校ともに総合的な学習の時間の授業目標が将来的

な実生活に密接につながり、今後必要とされる金融リテラシーと関連があると

考えられるためである。  30 
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［図表  24］ 総合的な学習の時間の中学校・高等学校の授業目標  

中学校  探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うこと

を通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくため

の資質・能力を次の通り育成することを目指す。  

(1)探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技

能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究的な学習の良さを

理解するようにする。  

(2)実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、

情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるよう

にする。  

(3)探究的な学習に主体的・協同的に取り組むとともに、互いのよ

さを生かしながら積極的に社会に参画しようという態度を養う。  

高 等 学

校  

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、自らの課題を見付

け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決す

る資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え方を身に

付け、問題の解決や探究活動に主体的・創造的・協同的に取り組む

態度を育て、自己の在り方生き方を考えることができるようにす

る。 

出典：「中学校学習指導要領解説  総合的な学習の時間編」文部科学省（2017）

p.13・「高等学校学習指導要領  総合的な学習の時間編」文部科学省 (2009)p.9

より筆者作成  5 

  

金融リテラシー教育を必須として組み込むと仮定すると「総合的な学習の時

間」において実施されていた授業内容の減少は避けられない。そのため、金融

リテラシー教育は隔週で実施し、それぞれで生産性と質を高い授業を提供する

ことが金融リテラシー教育を導入する上で重要であると考えられる。  10 

その手段として、金融リテラシー教育においては、 IFA を外部講師として活

用することが妥当だといえる。IFA を活用することで、人的制約を解消できる

可能性が高い。IFA は独立系ファイナンシャルアドバイザーであり、通常業務
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として、顧客の資産運用サポートを行っている。そのため、金融リテラシーに

関する知識は豊富であり、また独立系であるため色眼鏡を通した教育を行わな

いことが期待できる。また NPO 法人 IFA 協会の事業内容としては、「広く一般国

民を対象として投資に必要な金融知識を普及させるために真に独立・中立な立

場で資産形成・管理に関する教育を行うこと」32があげられる。そのため、中学5 

校・高等学校の金融リテラシー教育にも協力的であることが期待できる。  

 

【提案効果】  

この提案における効果は二点存在する。  

一点目に中高生の金融リテラシーの向上である。今後、投資という選択をす10 

る上で金融リテラシーは必要不可欠な知識であり、教育である。そのため、現

在は金融リテラシー教育の導入の裁量が各学校に与えられているが、教育機関

全体に金融リテラシー教育を徹底させる必要がある。これにより、本論文の軸

であるリテラシー基盤の構築が整うと考える。  

二点目は、IFA の認知度向上と雇用機会の創出である。現在日本での IFA の15 

認知度は低く、資産の半分以上を現金として保有する日本人には必要性の低い

存在であると考えられる。しかし、学校教育と関係づけ、IFA を活用すること

で認知度の向上・新たな雇用機会の創出になると考えられる。  

  

                                                   

32 NPO 法人日本 IFA 協会ホームページより引用  
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終章 

本論文においては、我々は投資信託の現状を踏まえた上で、投資信託の理想

の状態を、「投資家本位の体制」と「リテラシー基盤の構築」によって投資への

ハードルを下げることで家計における資産形成手段としての投資信託の割合が

高い状態を達成するべく議論を行ってきた。第一章においては、投資信託の仕5 

組みや歴史、意義について述べた。第二章において、節ごとにそれぞれの現状

と問題点を整理することで、投資信託における問題点の明確化を図った。第三

章において、それぞれの問題点に対しての解決策を提案した。再度確認すると

以下の通りである。  

残高派数投資  口座の 1,000 円未満の端数を自動的に投資に回す。 

効果：リテラシー基盤構築の入り口  

確定拠出年金  中小企業の投資教育の外部委託・デフォルト商品と

してライフサイクル型投資信託の商品を組み込む。 

効果：リテラシー基盤の構築・投資家本位の体制の

確立 

ファンドスーパー  第三者機関として IFAが管理監督を行うファンドス

ーパーの設立  

効果：投資家本位の体制の確立  

金融リテラシー改善案  IFA が外部教員として行う金融リテラシー教育授業

の導入  

効果：リテラシー基盤の構築  

 10 

以上の提案の実現により、我々が理想と考える状態への底上げを図るととも

に現在発展途上である「貯蓄から投資へ」の流れを確実なものとする。また、

日本経済の発展には「貯蓄から投資へ」の流れだけでなく、日本企業の成長が

必須である。ベンチャー企業や中小企業などへの資金供給が円滑となり、イノ

ベーションが起こりやすい環境整備をもって、両輪の相乗効果によって初めて15 

実現するものであると考える。  

我々は本論文を通して投資信託が家計の資産形成の手段となり、日本経済の

発展に寄与することを切に願う。  
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