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序章  

投資信託は 1951 年に誕生して以来、法改正を重ね、金額の多寡に関わらず

誰でも購入することができる金融商品として、日本政府はその普及に努めてき

た。特に、金融ビッグバン以降、日本では「貯蓄から投資」への流れを促すた

め、様々な政策を行ってきた。  5 

しかし、1989 年をピークに 1990 年代のバブル崩壊以降、株式市況の急落、

長期低迷の影響を受け、投資信託の純資産残高は減少し、元本割れしたファン

ドが相次いだ。その後、販売方法や商品の多様化により回復したようにも思わ

れたが、マイナス金利の導入による負担が投資信託へ転嫁され、運用難による

ファンドの償還も増加しており、未だに資産形成手段として定着していない。  10 

一方で、諸外国へ目を向けると、米国では確定拠出年金の普及と共に家計の

金融資産を投資信託へ回しており、英国では ISA（個人貯蓄勘定）により着実

に投資信託を資産形成手段として国民へ浸透させている。しかし、日本の家計

における金融資産では現金・預金が過半数を占め、リスクテイクを好まない傾

向にあり、依然として投資信託の普及には諸外国と非常に大きな差があるのが15 

現状である。また、日本の少子高齢化を考慮すると、国民年金への依存度を低

下させると共に、低金利時代における貯蓄ではなく、将来の生活を支えるため

の効率的な金融資産の運用がより一層重要になると考えられる。  

そこで我々は、日本の資産形成手段の選択肢として投資信託を定着させるた

め、現状の投資信託における課題を考察し、提案を行う。  20 

本稿の構成は以下の通りである。まず第 1 章では投資信託の概要や制度を説

明する。第 2 章では諸外国と日本の投資信託の現状や金融リテラシー、制度の

観点から比較・分析を行い、第 3 章で我々の考える投資信託の望ましい在り方

を述べる。第 4 章では日本の投資信託における課題を述べ、第 5 章ではその課

題を踏まえ、我々が考える資産形成手段としての投資信託を普及させるべく提25 

案を行う。  
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第１章  投資信託の概要  

本章では日本の投資信託の基本的な仕組みや形式を説明し、投資信託の制度

を整理する。  

 

第１節  投資信託の仕組み  5 

 投資信託は投資信託会社が投資家から資金を集め、独立した一つのファンド

を形成し、株式や債券などに投資する金融商品である。ファンドの保有者は投

資家であるため、運用によって得られた株式の配当金や債券の利子などは投資

家の利益となるが、投資のリスクも直接投資家が負わなければならない。また、

投資による損益はすべて投資家に還元されるため、投資家へのディスクロージ10 

ャーが積極的に行われている。  

日本の投資信託は、従来から信託契約をベースに委託者である投資信託会社、

受託者である信託銀行、受益者である投資家、さらに販売会社である販売金融

機関の 4 者から成り立っている。  

 15 

（１）投資信託会社（委託者）  

  信託財産の運用・指図を行う。委託者はファンドの運用指図権の一部また

は全部を、他の委託者や外国の運用会社に再委託することができる。  

（２）信託銀行（受託者）  

  委託者の指図にしたがって信託財産を自己の固有財産とは分別して管理・20 

処分を行う。信託財産の名義人でもある。  

（３）投資家（受益者）  

  受益権を取得した投資家を指す。受益権とは委託者との間で信託約款に基

づいて信託契約を締結し、均等に分割されるものである。  

（４）販売金融機関（販売会社）  25 

  委託者と契約して投資信託受益証券の募集・売出し、解約・買取りの取扱

いおよび収益分配金や償還金の支払い等を行う。  

 

投資家からの資金は販売金融機関を通じて投資信託会社に支払われ、指示を

受けた信託銀行によって取引が行われる。その後、投資信託会社が受益権を販30 



5 

 

売金融機関に、販売金融機関は投資家に受益権を受け渡し、投資信託会社と信

託銀行の間で信託契約を結ぶ。  

また、ファンドの資産は販売金融機関や投資信託会社ではなく、信託銀行が

保管・管理をしている。そのため、販売金融機関や投資信託会社が倒産しても、

投資家の資産は保護される仕組みとなっている。また、信託銀行が倒産した場5 

合でも、銀行の資産と分別管理されているため、差し押さえなどのリスクは回

避される。したがって、預金と比べ破綻リスクに強いという側面を持つ。  

 

 

第２節  投資信託の形式  10 

 投資信託は購入方法や募集方法、設立形態によって分けることができる。本

節では種類別にその特徴を述べる。  

 

（１）単位型投資信託と追加型投資信託  

 投資信託は運用期間中に購入可能か否かによって単位型投資信託と追加型投15 

資信託に分けられる。  

単位型投資信託とは、当初の募集期間のみ購入することができ、一度ファン

ドが設定されると、償還まで新規資金の追加設定が行われない投資信託を指す。

解約による資金の流出を防ぎ、資金の安定性を保つために、多くのファンドで

は一定期間解約を行えないクローズド期間が設けられている。  20 

 一方、追加型投資信託とは、運用が開始された後も常に購入することが可能

な投資信託を指す。また、設定後、資金の追加や解約が自由に行われるため、

オープン型とも呼ばれている。追加型の初期設定は額面価額で行われるが、追

加設定は時価を示す基準価額で行われる。追加型では追加設定や解約が自由に

行われるため、資金の流失が生じるといった懸念もある。しかし、投資家の利25 

便性から現在の日本の投資信託では、追加型投資信託が主流となっている。  

 

（２）公募投資信託と私募投資信託  

  投資信託の募集方法は公募投資信託と私募投資信託に分けられる。  

 公募投資信託は、金融機関を通じて購入できる投資信託である。これは、幅30 
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広く不特定多数の投資家に勧誘・販売が行われる。我々が目にする投資信託の

ほとんどが公募投資信託であり、勧誘・販売する際の目論見書の交付や運用報

告書の細かいディスクロージャーが義務化されている。  

 それに対して、私募投資信託は、主に銀行や 1投資法人など適格機関投資家と

呼ばれるプロの投資家向けに勧誘・販売される投資信託を指す。この場合、勧5 

誘できる投資家の数にも制限が設けられている。また、主に適格機関を対象に

勧誘・販売を行うため目論見書の交付義務がなく、運用に関する規制やディス

クロージャーなどに関しても公募投資信託と比較すると緩くなっている。  

 

（３）契約型投資信託と会社型投資信託  10 

 ファンドの設立形態の違いによって、契約型投資信託と会社型投資信託に分

けられる。  

 契約型投資信託は、投資信託会社と信託銀行の間で締結される信託契約の基

で発行される受益権を小口化し、投資家に販売する仕組みになっている。現在、

日本で運用されている投資信託の大半は契約型投資信託である。  15 

 一方、会社型投資信託は、証券投資を目的とする投資法人を設立し、投資家

はその株主となり、会社の運用収益の分配を受ける形式となっている。投資法

人では、決算を終えるごとに投資主総会が開かれ、会社型投資信託の投資主に

は投資主総会での議決権が与えられる。このため、運用に対する発言権は契約

型投資信託と比較すると会社型投資信託の方が大きい。  20 

 

 

  

                                                 
1 特定の資産への投資・運用を目的として設立される法人。この投資法人は、

投資証券を発行し、証券取引所に上場する  

https://www.nomura.co.jp/terms/japan/to/A02849.html  
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第３節  投資信託の制度  

 本節では投資信託の普及につながる諸制度についての説明を行う。  

 

（１）NISA 

 NISA は 2014 年の分配金・配当金に対する軽減税率といった優遇税制廃止5 

の代わりに導入された少額投資非課税制度である。この制度の目的は預金に偏

っている日本の家計の金融資産を投資環境の整備を行うことで、「貯蓄から投

資へ」の流れを促進させ、経済の活性化へつなげることである。NISA では年

間 120 万円の非課税口座が設けられ、上場株式・公募株式投資信託等の売却益

や配当金・分配金が非課税となる。対象者は日本に在住する 20 歳以上の人で、10 

非課税期間は投資を始めた年を含む 5 年間である。非課税期間が終了した際の

口座内資金の移動方法は、①売却②通常の証券口座への移動③ロールオーバー

の 3 つの選択肢がある。NISA を利用する上での注意点は、他の口座と損益通

算ができないことである。  

2金融庁によると、NISA 口座開設数は 2017 年 6 月末時点において 1,090 万15 

2,286 口座で増加傾向にある。NISA 口座内での投資信託は 6 兆 7,529 億 5,002

万円で全体における 60.4％と最も高い比率を誇っている。このことから、NISA

が投資信託の販売促進に大きく貢献していることが分かる。  

NISA のさらなる普及・拡大に向け 2016 年からジュニア NISA（未成年者少

額投資非課税制度）が開始された。これは、日本在住の未成年者（ 0～ 19 歳）20 

を対象者とし、年間 80 万円の非課税口座が設定され、売買益や配当金・分配金

が非課税対象となる。ジュニア NISA 口座における金融商品の払出しは、口座

開設者本人である子や孫がその年の 3 月 31 日時点で、 18 歳である年の 1 月 1

日以降に可能となる。それ以前に引き出した場合、それまでの非課税分が課税

され、ジュニア NISA 口座は廃止されることになる。また、ジュニア NISA 口25 

座開設者本人である子や孫が 20 歳になった場合（ 1 月 1 日時点）、自動的に

NISA 口座に移管される。  

                                                 
2 「一般 NISA・ジュニア NISA 口座の利用状況調査（平成 29 年 6 月末時

点）」・金融庁・ 2017 年  

http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20171006-1/01.pdf  
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3金融庁によると、2017 年 6 月末時点でのジュニア NISA 口座開設数は 22 万

6,626 口座で、同様に増加傾向にある。投資信託の買付額は 269 億 6,692 万円

で全体の 56.2％と最も高い割合を占めている。NISAやジュニア NISAにより、

初めて投資を行う人が増加し、投資信託の普及にも貢献したと考えられる。  

 また、投資信託のさらなる普及に向け 2018 年から新たにつみたて NISA が5 

開始される。この新たな制度には、特徴が 3 つ存在する。     

まず、1 つ目は非課税投資限度額が年間 40 万円となっていることである。現

行の NISA やジュニア NISA と比較しても限度額が低く設定されている。 2 つ

目は非課税期間が 20 年に設定されていることである。よって、つみたて NISA

は長期投資に適していると考えられる。 3 つ目は投資対象商品が一定の条件を10 

満たす投資信託となっていることである。対象商品には販売手数料や運用報酬

に厳しい条件が課されており、リスクの低い商品に限定されている。そのため、

42017 年 10 月時点で運用対象の投資信託は 114 本と少ないが、今後増加が見

込まれている。  

このように、つみたて NISA には NISA やジュニア NISA と異なる点がある。15 

相違点の 2 つ目として述べたように、つみたて NISA は 20 年の非課税期間が

設定されており、投資信託のメリットを享受できる長期投資を達成することが

できる制度となっている。よって、つみたて NISA は資産形成手段としての役

割を果たすと期待されている。  

 20 

（２）確定給付企業年金  

 確定給付企業年金とは、将来の給付額を予め決めておき、 その給付額を賄う

ために必要な掛金を拠出する企業年金制度である。現在、日本で最も利用され

ている企業年金制度であり、52017 年 3 月末時点で約 818万人が加入している。  

                                                 
3 「一般 NISA・ジュニア NISA 口座の利用状況調査（平成 29 年 6 月末時

点）」・金融庁・ 2017 年  

http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20171006-1/01.pdf  
4 「つみたて NISA 受け付け開始―厳選投信 114 本、どこで買う、取扱数やサ

ービスに差」・日本経済新聞・ 2017 年  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO22223240T11C17A0PPE000/  
5 「企業年金の現況 (平成 29 年 9 月 1 日現在 )」・企業年金連合会・2017 年  

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/nenkin/files/genkyo_h290901.pdf  
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確定給付企業年金の特徴は、企業が拠出・運用・管理・給付までの責任を負

うという点である。また、外部積み立て・資金準備の平準化により、受給権の

保全性は比較的高い。このように従業員のメリットが大きい一方で、企業への

負担が重く、業績を圧迫するというリスクも抱えている。給付額が予め約束さ

れた制度ではあるが、年金資産の運用や企業の業績が著しく悪化した場合は給5 

付減額の可能性もあり、その影響が加入者に及ぶことも考えられる。  

 

（３）確定拠出年金  

確定拠出年金は、拠出額を予め決めておき、将来の給付額は拠出額とその運

用実績によって決まる年金制度である。これは、少子高齢化による確定給付企10 

業年金の限界と自助努力支援の必要性、雇用の流動化・多様化に対応できる退

職給付制度の必要性を背景に制定された。年金資産の運用は運営管理機関が提

示した金融商品の中から加入者自身が選択して行うため、運用リスクは加入者

が負うこととなる。以下でメリットとデメリットを述べる。  

メリットの 1 つ目は、税制面で大きな優遇措置があり節税ができることであ15 

る。具体的には、拠出した掛金分の全額所得控除や金融商品の運用益非課税、

さらに年金受け取りの際の税額控除が可能となる。2 つ目は、転職をする場合、

確定給付企業年金とは異なり確定拠出年金は持ち運びができることである。転

職先の企業に確定拠出年金が導入されていれば、引き続き掛金を拠出し、運用

を続けることができる。 3 つ目は、将来の年金額が企業の都合に左右されない20 

ことである。掛金を個人単位の口座で管理をしているため、倒産や業績悪化の

影響を受けることなく、全額が保護され年金受給額が後から引き下げられるこ

とはない。  

デメリットは運用によって拠出額より給付額が少なくなるリスクがあること

である。このような事態を防ぐために、加入者には運用能力や投資教育が必要25 

となる。  

また、企業が行う企業型確定拠出年金（401k）と加入・拠出を個人で行う個

人型確定拠出年金（ iDeCo）の 2 種類がある。以下で、それぞれ説明する。  

企業型確定拠出年金は、勤務先が企業型確定拠出年金を導入している場合、

社員は加入を選択できる。また、企業型確定拠出年金には加入者が一定の範囲30 
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内で事業主の掛金に上乗せ拠出ができるマッチング拠出もある。拠出限度額は、

企業型確定拠出年金のみ採用（もしくは退職一時金か中小企業退職金共済制度

を併用）している場合は月額 55,000 円、企業年金（確定給付企業年金もしくは

厚生年金基金）を併用している場合は月額 27,500 円となっている。また 2017

年 8 月末時点で、 6実施事業社数は約 2.8 万社で加入者数は約 630 万人である。5 

だが、現在日本に存在する 7企業数は約 382 万社であることを考慮すると、まだ

普及率は低いと言える。  

また、事務負担等により実施困難となる中小企業向けに設立手続き等を大幅

に緩和した簡易型 DC 制度が導入されるなど、あらゆる企業で企業型確定拠出

年金を導入するための環境が整えられてきたため、今後の増加が見込まれる。  10 

 

図表 1 企業型確定拠出年金の拠出限度額  

 

出典（「拠出金 (掛金 )について」・労働金庫連合会）より筆者作成  

http://www.rokinren.com/kigyonenkin-15 

support/company_dc/installment.html 

  

                                                 
6 「確定拠出年金の施行状況」・厚生労働省年金局・ 2017 年  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/

sekou.html 
7 「 2016 年版  中小企業白書概要」・中小企業庁調査室・ 2016 年・ p1 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/h28_pdf_mokujity

uuGaiyou.pdf 
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図表 2 企業型確定拠出年金の実施事業主数の推移 (全て 3 月末 ) 

 

出典（「規約数等の推移」・厚生労働省・ 2017 年）より筆者作成  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshuts

u/kiyakusu.html 5 

 

図表 3 簡易型 DC の概要  

 

出典（「『確定拠出年金制度の改正をめぐる今後の展望』（第三回）・NPO 活動

法人確定拠出年金研究所」・DC 総研・ 2015 年・p1）  10 

http://www.dcri.or.jp/files-usr/file_572843c2a2afc.pdf  
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一方、個人型確定拠出年金の加入対象者は当初、勤め先に企業年金が導入さ

れていない人か、自営業者などの国民年金の 81 号被保険者の人であったが、

2017 年 1 月に拡大された。これにより、企業年金を実施している企業の雇用

者や公務員、専業主婦も対象となり、基本的に全ての 20 歳以上 60 歳未満の

国民が加入できるようになった。拠出限度額は図表 4 の通り、属性によって5 

異なり年額 14.4 万円～ 81.6 万円である。加入者数は、 92017 年 9 月末の時点

で約 65 万人となっている。  

 

図表 4 個人型確定拠出年金の拠出限度額  

 10 

出典 (「個人型確定拠出年金  iDeCo(イデコ )のご案内」・厚生労働省・2016 年 )

より筆者作成  

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-

Nenkinkyoku/annai_5.pdf  

 15 

図表 5 から分かるように個人型確定拠出年金への加入対象者拡大により、

2017 年 1 月に大幅に増加した。また、他の年と比較して急激に伸びていること

から加入対象者拡大の法改正は効果的であったことも分かる。このように、加

入者が増え続けている一方で、 10投資資金不足などを理由に未加入の人も多く

                                                 
8 日本在住の 20 歳以上 60 歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無

職とその配偶者（厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第 3 号被保

険者でない人）  
9 「確定拠出年金の施行状況」・厚生労働省年金局・ 2017 年

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/

sekou.html 
10 「 iDeCo に関するアンケート調査結果 (2016 年 10 月実施 )」・野村総合研究

所・ 2017 年

https://www.nri.com/jp/event/mediaforum/2017/pdf/forum246.pdf  
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見受けられる。今後、個人型確定拠出年金をさらに拡大させていくには加入条

件ではなく、投資資金の確保という根本的問題を解決しなければならないと考

えられる。  

 

図表 5 個人型確定拠出年金の加入者数の推移（全て 3 月末）  5 

 

出典（「規約数等の推移」・厚生労働省・ 2017 年）より筆者作成  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/

kiyakusu.html 
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第２章  諸外国との比較  

本章では、投資信託の現状や制度、内容について日本と諸外国を比較し、日

本の投資信託の特徴を捉える。  

 

第 1 節  投資信託の現状  5 

 本節では投資信託による資産形成が進んでいる米国や投資優遇制度が整って

いる英国などの諸外国との比較を交えながら、日本の投資信託の現状を述べて

いく。  

 

（１）投資信託の年齢別保有割合  10 

まず、日本と米国の年齢別保有割合を比較する。図表 6 によると、日本の全

年齢層合計の投資信託保有割合は米国の約 1/5 である。年齢別にみると、65 歳

以上では米国の約 1/3 であるのに対し、 35 歳未満では米国の 1/20 以下となっ

ている。ここから米国の若年層は、投資信託を用いて資産形成を行っているこ

とが分かる。しかし、日本の場合、特に若年層はリスクテイクを避ける傾向が15 

あるため、投資信託を保有する人は非常に少ない。このように、日本の投資信

託の保有割合は若年層が特に低く、高齢者層に偏っている。  

 

図表 6 年齢別の投資信託の保有割合（ 2015 年）

 20 

出典（「諸外国の投資信託の販売動向と我が国への示唆」・日本証券経済研究所・

2017 年・p44 及び「証券投資に関する全国調査」・日本証券業協会・ 2012 年

p50， 51）より筆者作成  
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https://www.yu-cho-

f.jp/publication/personalfinance/report/2017spring/feature_articles05.pdf  

http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h24/houkokusyo/04_toushishi

nntakuhenotoushijittai_20130329.pdf  

 5 

（２）保有期間  

 次に米国・英国・独国・日本の投資信託の平均保有期間をみていく。図表 7

によると米国・独国は 3 年～ 4 年、英国は 4 年～ 5 年ほど投資信託を保有して

いる。特に英国では、ISA（個人貯蓄口座、後述する）を利用した長期保有が進

んでおり、2015 年では ISA 利用者の保有期間は平均で 8.3 年と非常に長い。10 

これに対して日本の投資信託の平均保有期間は 2013 年には 1.7 年と短いもの

の、 2015 年には 2.7 年、 112016 年には 3.2 年に伸長した。  

 

図表 7 長期投資信託の平均保有期間の国際比較  

 15 

出典（「諸外国の投資信託の販売動向と我が国への示唆」・日本証券経済研究所・

2017 年・p46）  

https://www.yu-cho-

f.jp/publication/personalfinance/report/2017spring/feature_articles05.pdf  

 20 

                                                 
11 「投信保有 7 年ぶり長さ  16 年平均 3.2 年、NISA 拡充」・日本経済新聞・

2017 年

https://www.nikkei.com/article/DGXLASGD16HCW_R20C17A2MM0000/  

https://www.yu-cho-f.jp/publication/personalfinance/report/2017spring/feature_articles05.pdf
https://www.yu-cho-f.jp/publication/personalfinance/report/2017spring/feature_articles05.pdf
http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h24/houkokusyo/04_toushishinntakuhenotoushijittai_20130329.pdf
http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h24/houkokusyo/04_toushishinntakuhenotoushijittai_20130329.pdf
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（３）純資産残高   

 次に純資産残高について、米国と日本で比較する。図表 8 より日本の公募投

資信託の純資産残高は約 100 兆円である。それに対して、図表 9 を見ると米国

の投資信託の純資産残高は約 1,900 兆円である（当時のレート $1＝¥110.96 よ

り）。このように、投資信託大国の米国と比較すると日本の純資産残高は少ない5 

ことが分かる。  

 

図表 8 日本の公募投資信託の純資産残高推移（ 2007～ 2017 年 6 月末）  

 

出典（「野村資本市場クォ―タリー」・野村資本市場研究所・2017 年・p242）よ10 

り筆者作成  

http://www.nicmr.com/nicmr/data/market/trust.pdf  

 

図表 9 米国の投資信託の純資産残高推移（ 2007～ 2017 年 5 月末）  

 15 

出典（同上、及び「US ドル /円の為替レートの推移」・世界経済のネタ帳・2017

年）より筆者作成  

http://ecodb.net/exchange/usd_jpy.html 
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（４）売れ筋投資信託  

 次に、日米の売れ筋投資信託について述べる。日米の投資信託では売れ筋商

品が大きく異なっている。  

まず図表 10 から分かるように、日米では投資対象が大きく異なる。日本の

場合、上位には米国を中心とした海外へ投資する商品が多くなっており、上位5 

3 つは海外 REIT となっている。海外 REIT は高い利回りと高水準の分配金が

望めるため人気を得ているが、価格変動率が大きく、リスクが高い。一方、米

国の場合、自国の投資信託が投資対象になっている商品が上位を占めている。  

 

図表 10 日米の売れ筋投資信託  10 

 

出典（「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②）」・金融庁・2016 年・p2）より筆者作成  

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.pdf  

 15 

さらに、日米の売れ筋商品の決算頻度にも両国の投資信託の違いが大きく表

れている。米国は、四半期決算の商品が多い。一方で、日本の上位 5 つの売れ

筋投資信託は全て毎月分配型投資信託となっている。  

また、アクティブ型・インデックス型の違いはあるが、日米の販売手数料と

信託報酬には大きな差がある。米国にはノーロードファンドが多く存在するこ20 

とを考慮しても、日本の投資信託の販売手数料と信託報酬は高くなっている。

販売手数料 信託報酬(年率) 収益率(年率)

過去10年平均

1 米国リート アクティブ 毎月

2 海外リート アクティブ 毎月

3 米国リート アクティブ 毎月

4 海外株式 アクティブ 毎月

5 米国低格付け債券 アクティブ 毎月

1 米国株式インデックス インデックス 四半期

2 世界株式(除く米国)インデックス インデックス 四半期

3 米国株式インデックス インデックス 四半期

4 米国株式 アクティブ 年

5 米国債券インデックス インデックス 毎月

▲0.11％

5.20%

決算頻度
平均(税抜き)

3.20%

0.59%

1.53%

0.28%

日

本

米

国

順位 主な投資対象 投信のタイプ
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特に、日本の売れ筋上位 5 つの商品の平均販売手数料は米国の約 5.3 倍と著し

く高い。さらに、日本の投資信託は販売手数料や信託報酬が高いにもかかわら

ず、過去 10 年の平均収益率はマイナスを記録している。一方、米国の上位 5 つ

の投資信託は、過去 10 年の平均収益率 5.2％と高い数値を誇っている。  

このように、米国の投資信託の売れ筋商品は販売手数料や信託報酬は低く、5 

収益率が高いなど投資家の立場に立ったものであるように考えられる。それに

対して、日本の投資信託の売れ筋商品は販売手数料や信託報酬が高く、収益率

もマイナスを記録しており、投資家の立場に立ったものではない。日米でこの

ような違いが生じる理由の一つに投資信託の市場規模の大きさの違いがあると

考えられる。米国では市場規模が大きいため、手数料が低い数値であっても十10 

分な採算が確保できる。一方、日本では投資信託の市場規模は拡大しているが、

米国の投資信託の規模には程遠いため、手数料が高くなっていると考えられる。

以上のことから、日本の投資信託は投資家の立場に立った手数料や収益率を達

成すべきである。  

 15 

（５）販売チャネル  

最後に日米の販売チャネルの比較を行う。 12投資信託を個人保有する割合は

日本では約 7 割、米国では約 9 割と高い値となっている。図表 11 によると日

本では投資信託の購入先として証券会社や銀行等の店頭での購入が目立つ。一

方、図表 12 を見ると米国では確定拠出年金を通して投資信託を保有する割合20 

が 72％と高くなっている。  

 

  

                                                 
12 「投資信託の販売をめぐる世界の動向」・杉田浩治・ 2016 年  

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1609_01.pdf  
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図表 11 日本での投資信託購入先（複数回答可能）  

 

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②」・金

融庁・ 2016 年・p11）より筆者作成  

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.pdf  5 

 

図表 12 米国の投資信託購入先（複数回答可能）  

 

出典（同上）より筆者作成  

 10 

日本と米国の違いとして、独立系 FP（ファイナンシャルプランナー）の存

在が挙げられる。FP とは投資だけではなく人生設計を通して長期的な資産形

成に対するアドバイスまでを行う専門家のことを指す。法的定義は日米共に無

く、近年では FP を FA（ファイナンシャルアドバイザー）と呼ぶことも多

い。米国では FP や FA が広く認知されており、図表 12 によると投資信託を15 
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独立系 FP から購入する人は 28％となっている。  

一方、日本ではまだ FP 自体の認知度が低い。 13CFP の資格保有者は米国で

78,720 人に対し、 14日本では 21,228 人と少ない。さらに、図表 13 から分か

るように日本では FP 資格を保有していても証券会社や銀行で働く企業系 FP

が多い。今後、独立系 FP が増加した場合、投資家の資産形成を支える新たな5 

販売チャネルとして期待できるだろう。  

 

図表 13 FP 資格保有者の業種別属性  

 

出典（「データで見る FP 資格」・日本 FP 協会）より筆者作成  10 

https://www.jafp.or.jp/aim/fpshikaku/data/  

  

                                                 
13 「CFP® Professional Demographics」、CFP BOARD、 2017 年  

https://www.cfp.net/news-events/research-facts-figures/cfp-professional-

demographics 
14 北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界 24 カ国・地域

（ 2017 年 2 月現在）で導入されている「世界が認めるプロフェッショナル

FP の証」で、FP の頂点とも言えるもの。原則として一国一組織により資格

認定が行われており、日本においては日本 FP 協会が認定している  

https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/recog/  

23%

16%

14%11%

7%

6%

5%
4%

14%

生保・損保 証券 事業会社

銀行・金融 FP事務所・士業事務所 不動産・住宅

協同組合 官公庁・自治体・団体 学生・主婦・その他

https://www.jafp.or.jp/aim/fpshikaku/data/


21 

 

第２節  金融リテラシー

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必要なものの一つ

に金融リテラシーがある。 15金融リテラシーとは、社会人として金融に関する

知識や情報を正しく理解・判断することができる能力のことである。しかし、

日本の金融リテラシーは非常に低い。162016 年の金融リテラシー教育の調査に5 

よると、25,000 人のうち金融教育を行うべきと考えている人は 62.4％であっ

た。しかし、金融教育が必要と考えている人の中で、実際に金融教育を受けた

ことがある人は僅か 8.3％に留まっている。さらに、OECD による金融リテラ

シー教育の正誤問題において、日本の正答率は米国を 10％、英国や独国と比較

しても日本は 7～ 9％下回る。つまり、日本の金融リテラシーは金融大国の米国10 

だけでなく諸外国と比較しても低いことが分かる。  

米国では 1990 年代の金融イノベーションや 2000 年代のサブプライムロー

ン問題の発生に伴い、金融リテラシー教育の強化が認識され始めた。その後、

金融教育の普及が進み、9 割近くの州で高等学校までにパーソナルファイナン

ス教育が行われている。また、NPO 法人は教員への金融教育やコミュニティ形15 

成、分かりやすい教材の提供など、幼少期からの金融教育を積極的に支援して

いる。  

また、英国では国民の多くが過度な借り入れやクレジットカード利用により、

貯蓄が不十分であるとされていた。そこで、1990 年代からは金融教育が金融サ

ービス機構の責務となり、学校や職場における金融教育が本格的に始まった。20 

若年層に対しては公立学校のカリキュラムに金融教育を盛り込み、授業内で税

制優遇措置を伝えるなど身近な金融教育を実施している。それだけでなく、中

央銀行も社会人に対して金融政策や経済問題に関する教育を行っている。この

ように、英国では様々な機関が幅広い世代に金融教育を実施している。  

以上のように、米国や英国は若年層から社会人まで様々な世代を対象に、金25 

                                                 
15 「金融・証券用語集」・日本証券業協会 HP 

http://www.jsda.or.jp/manabu/word/word73.html 

16 「『金融リテラシー教育の調査』結果」・金融広報中央委員会・ 2016 年  

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

pdf/16literacy.pdf 
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融教育や学びの場の支援を行っている。日本においても金融教育を強化する必

要がある。  

 

 

第３節  制度・投資目的  5 

（１）NISA と ISA の比較  

 少額投資非課税制度（NISA）は、英国の個人貯蓄口座（ ISA）に倣った制度

である。以下で、NISA と ISA の相違点を比較しながら 3 点紹介する。  

1 つ目は、ISA の年間投資限度額が NISA と比較して高い点である。NISA の

年間投資限度額は 120 万円であるが、一方 ISA では、年間 250 万円（ £1=¥15010 

として）の拠出が可能となっている。つまり、NISA の年間投資限度額は ISA

の半額以下と少ない。  

2 つ目は、ISA は恒久化されている点である。ISA は既に恒久化されており、

永久に非課税で投資することが可能である。一方、NISA の口座開設期間は 2023

年までとなっている。また、NISA の非課税期間は 5 年間であり、ロールオー15 

バーをした場合でも最大 10 年間である。  

3 つ目は、ISA は高額な投資が可能な点である。年間拠出額が決まっており、

そこに分配金は含まれない。しかし、NISA は年間投資限度額が決められてい

るため、分配金もその中に含まれ投資額が少なくなってしまう。  

以上のように、NISA は ISA に倣ったものであるが、改良の余地が残る。  20 

 

（２）確定拠出年金の比較  

次に確定拠出型年金の日米比較を行う。日本では確定拠出年金がまだ根付い

ていないが、米国は確定拠出年金の導入によって投資信託普及に成功した。  

まず、制度の導入目的の点からみていく。初めに米国について述べる。197125 

年に IRA（個人型確定拠出年金）、1981 年に 401k（企業型確定拠出年金）が消

費性向の高い米国人に貯蓄を促す政策として導入された。2011 年末にはこの 2

つを合わせた残高は 600 兆円を超え、個人の金融資産における割合は 16％に

達している。以上のように、米国では確定拠出年金が広く普及していると言え

る。一方で、日本の企業型確定拠出年金は米国のように貯蓄推進のための政策30 
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ではなく、従来の確定給付企業年金に代わる新たな選択肢として導入された。

このように日米では確定拠出年金の導入理由が異なるため、意識にも差がみら

れる。  

次に、デフォルト商品の点からみていく。米国では加入者が運用方法を決め

なかった場合、企業は労働省の定める規制に沿った資産を選んだものとみなす5 

ことが可能となっている。それはデフォルト商品として①ライフサイクルファ

ンド②バランスファンド③投資顧問による運用勘定の 3 つとすることを規則と

して定めた。この 3 つはいずれも株式組み入れ可能商品であり、ここには MMF

などの元本安定商品を含めなかった。これは労働省によると 17「元本保証商品

では加入者が必要な老後資産を形成するために十分なリターンを生まない恐れ10 

がある」からである。つまり、米国の確定拠出年金は老後のリターンを重視し

ている。一方で、日本ではデフォルト商品内の 1896.4%が元本確保型商品である。

つまり、日本と米国ではデフォルト商品が大きく異なる。米国では老後の資産

を増やすためにある程度のリスクを受け入れるが、日本ではリスクを恐れるが

ゆえにローリスク・ローリターンの運用になっているのである。老後の資金を15 

確保するために確定拠出年金を普及させ、運用内容もリターンを追求したもの

に変えていく必要がある。  

 

（３）投資目的の比較  

日本の投資信託が活発化しない理由として「投資の目的がない」ことが挙げ20 

られる。つまり、制度だけでなく意識においても日米には大きな違いがある。  

 投資において目的を持つことは重要である。なぜなら、目的がなければどの

ように投資を行い、どの程度リターンを得るのかという明確な指針が立たない

からである。図表 14,15 によると、米国人は「老後の資金」のためという明

確な目的をもって投資信託を購入している人が 73％と多く、目的のない資金25 

                                                 
17 「米国の確定拠出年金  30 年の推移から  日本の DC ビジネスを考え

る」・日本証券経済研究所・ 2012 年  

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1205_01.pdf  
18 「確定拠出年金の運用における運用の改善について」・社会保障審議会企業

年金部会・2017 年  

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000151510.pdf  
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は僅か 4％に留まっている。つまり、米国では将来の資産形成手段として投資

信託を利用している人が多い。それに対して、日本では投資信託を購入する

際、目的を持たずに投資信託を購入している人が 48.5％も存在する。これで

は目標リターンや運用期間を決めることは困難である。  

 このように、日本人は目的を持たない投資が多いため、投資への意識が希薄5 

化してしまう。このような事態を防ぐため、投資を目標達成のための資産形成

手段として定着させ、その際の投資手段として手軽に始めやすい投資信託を認

識させることが必要である。  

 

図表 14「米国人の投資信託購入理由」（複数回答）  10 

 

出典（「『まず投資目的をはっきりさせよう』 -投資信託（第 2 回）‐ビギナー・

基礎知識」・K-ZONE MONEY・ 2013 年）より筆者作成  

https://www.k-zone.co.jp/study/learning/know/toshin/02.html  

 15 

図表 15「日本人の投資信託購入理由」（複数回答）  

 

出典（同上）より筆者作成  
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第３章  投資信託の望ましい在り方  

投資信託には他の金融商品と異なる特徴がある。  

1 つ目は少額で容易に投資・運用することができる点である。日本では任天

堂株式会社や SMC 株式会社など 100 万円以上の資金がなければ購入できない

株式が 100 銘柄以上ある。さらに、個人で諸外国の株式や債券を買う場合に5 

は、複雑な手続きを自ら行わなければならない。一方で投資信託は、専門家が

売買から運用まで行うため、個人が少額から容易に投資することが可能であ

る。  

2 つ目は他の金融商品と比べるとリスクを分散できる点である。株式や債券

では特定の銘柄への集中投資となるため、値下がりした際の損失が大きくなる10 

可能性が高い。一方、投資信託では一つのファンドで様々な銘柄へ投資できる

ため、値下がりした際にも影響は少なく、安定した運用ができる。  

 このように、投資信託は少額で、様々な銘柄へリスク分散させながら投資す

ることができるという特徴がある。  

しかし、序章から述べているように、家計の金融資産の半分以上が現金・預15 

金へ回され、図表 16 から分かるように投資信託はわずか 5.4％となってい

る。米国や欧州と比較しても、日本の金融資産の預金・現金への偏りは明らか

である。  

 

20 
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図表 16 日米欧の家計の金融資産割合

 

出典（「資金循環の日米欧比較」・日本銀行・ 2017 年・p2）より筆者作成  

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

 5 

たしかに、現金・預金で保有することで元本が減ることなく、預貯金で保有

することで金利も手に入る。しかし、図表 17 によると日本の預金に対する金

利は年々低下している。例えば、 1,000 万円を 10 年間運用した場合を考え

る。定期預金の場合は 19平均年利約 0.023％であるため、その利子は 1.8 万円

と低い。一方で、 20投資信託の平均利回りは約 4％であり、複利効果もあるた10 

めその運用利益は 368 万円と高く、その差は明らかである。  

 

 

 

 15 

 

                                                 
19 「金融経済統計月報」・日本銀行・ 2017 年  

https://www.boj.or.jp/statistics/dl/depo/tento/te171018.pdf#search=%27 0.02

3%EF%BC%85+%E6%97%A5%E9%8A%80%27 
20 「自分に最適な資産配分ってどういうこと？どうすれば判るの？」・モーニ

ングスター・ 2017 年  

https://www.morningstar.co.jp/moneyschool/fund/d02.html  
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図表 17 預け入れ平均年利  

 

出典（「金融経済統計月報」・日本銀行・ 2017 年）より筆者作成  

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

 5 

さらに、日本では少子高齢化が急激に進んでおり、内閣府によると 21「 2060

年には、1 人の高齢者に対して 1.3 人の現役世代という比率になる」と負担の

増加を示している。それにより、年金受給額も減り、このまま家計の金融資産

割合の多くを預金・現金が占めた状態が続くと、自身の将来の生活を支えるだ

けの資産の増加は望めない。さらに、現金・預金での保有はインフレの影響を10 

受けて資産価値が下がることも予想される。そのため、現金・預金保有以外で

の新たな資産形成手段が必要である。  

このような現状を踏まえ、我々は①投資信託には株式や債券などに比べリス

クが低く、専門家が運用するため個人でも投資しやすい②低金利の預金よりも

高い利回りが得られる、という 2 つの点から資産形成手段として有効である15 

と考え、その選択肢として日本において投資信託を定着させるべきであると考

える。  

そのためには、まず投資信託を利用しやすい仕組みへと整備する。それと共

に、投資信託を定着させるために金融リテラシーを向上させ、現状の投資信託

における課題の解決が求められる。このような課題が解決され、投資家の立場20 

に立った投資信託へ変化することで、国民が利用しやすい資産形成手段として

定着する一助となるであろう。  

                                                 
21 「平成 28 年版高齢社会白書（全体版）」・内閣府・ 2017 年  

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/29pdf_index.html 
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第４章  課題  

第 3 章まで、日本の投資信託の制度内容や諸外国との比較を行い、我々は日

本の投資信託の仕組みや制度を改革すべきであると考える。そこで、本章では

第 3 章までの内容を基に、投資信託の問題点や改善点を明らかにする。  

 5 

第１節  手数料における課題  

投資信託は法改正により販売チャネルが多様化しており、現在はインターネ

ットでも手軽に購入することが可能になった。だが、そのような時代において

も、図表 11 によると最も利用されている投資信託購入先は証券会社や銀行等

の店頭が多い。投資家が直接販売会社で説明してもらい、購入するニーズが未10 

だに高いことがうかがえる。しかし、現行の投資信託の売買において、販売会

社が販売手数料を稼ぐための販売をしていることが問題視されている。  

この問題が進んでいる背景として、販売会社の販売体制に原因がある。投資

信託の販売会社の収益には、①販売手数料（1～ 3％）②運用会社が徴収した信

託報酬（ 0.1～ 2.5％）から販売会社へキックバックされる収益、と大きく分け15 

て 2 つある。22ドイツ証券株式会社によると、前者は販売会社の収益の 40％を

占めており、後者は 15％程度に留まっている。つまり、販売会社にとって販売

手数料の方が効率的に収益を得やすいことが分かる。このままでは、 23回転販

売の温床や販売手数料の高いファンドを販売会社が勧めることにもなりかねな

い。  20 

金融庁においても販売会社による回転販売が問題視されている。図表 18 に

よると主要銀行 8 行及び、地域銀行 10 行へ行った調査では投資信託の販売額

とほぼ同額の解約・償還が行われており、販売会社による回転販売が推測され

ている。  

                                                 
22 「ウェルスマネジメント事業の現状」・ドイツ証券株式会社・2012 年  

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/toushi/siryou/20120406/02.pdf#searc

h=%27%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3

%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E4%BA%8B%

E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%27 

23 投資信託を「販売手数料を稼ぐための商品」と考え、個人投資家に長期で

保有してもらうより新しい商品を次々に発売し、乗り換えさせること  
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図表 18 投資信託の推移  

 

出典（「『顧客本位の業務運営に関する原則』の定着に向けた取組み」・金融

庁・ 2017 年・p2）  

http://www.fsa.go.jp/news/28/20170330-1/03.pdf  5 

 

第 2 章においても日本の売れ筋ファンド上位は販売手数料や信託報酬が高

く、収益率はマイナスとなっており、販売会社や運用会社目線での売買が懸念

されていた。 24金融庁長官も手数料が高い投資信託の場合、それを上回るリタ

ーンを上げるのは容易ではないと指摘している。  10 

本来ならば、販売会社は顧客本位で運用し、受託者責任（フィデューシャリ

ー・デューティー）を果たすべきであろう。顧客である投資家の目線で販売す

る場合、純資産残高が多く、長期保有が可能などの特徴を持つ良質な投資信託

を勧めるべきである。しかし、現状では販売手数料が販売会社の主な収益とな

るため、販売会社本位で投資信託を販売してしまうことが考えられる。投資信15 

託を資産形成手段の選択肢として定着させるためにも、投資信託の普及と共に

このような販売体制に関する問題を解決させるべきである。  

                                                 
24 「日本の資産運用業界への期待」・森金融庁長官基調講演・ 2017 年  

http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20170407/01.pdf  
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第２節  金融リテラシーにおける課題  

 前章でも述べたように米国や英国などの諸外国と比較して、日本は金融リテ

ラシーが低い。その金融リテラシーの低さにより、日本では投資信託に対する

理解が進まず、その拡大に至っていない。図表 19 を見て分かるように、投資信

託を購入しない理由は、「投資の知識がない」が 36.5％、「投資信託の仕組みが5 

よく分からない」が 23.4％を占めている。このように、上記のような理由が多

く占めていることからも、日本の投資信託に関する金融リテラシーが十分でな

いことが分かる。  

 

図表 19 投資信託を非購入の理由  10 

 

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 年・

p39）より筆者作成   

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx

_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/resea15 

rch2016/%E3%80%90%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%91%

E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A

2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%

BC%E3%83%88.pdf&t=1510472357&hash=eb63f8ae291846ca97e106f595ae

91ab 20 
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また、図表 20 によると、投資信託の購入のきっかけにおいて、「金融や投資

を勉強して理解できたら」という理由が全体の 21.6％となっている。したがっ

て、金融リテラシーの向上は、投資信託の購入のきっかけにつながると期待で

きる。  

 5 

図表 20 投資信託の購入のきっかけ  

 

出典（同上・p40）より筆者作成  

 

このように投資信託購入・非購入の理由を合わせて見ても、金融リテラシー10 

の向上は、投資信託の購入のきっかけに大きく寄与する。つまり今後、日本に

おいて投資信託を幅広く拡大させていくには、金融リテラシーの向上が望める

ような環境を整備していくことが必要である。  

 

 15 

第３節  毎月分配型投資信託における課題  

 前章では日本の投資信託の売れ筋商品において毎月分配型投資信託が人気を

得ていると述べた。この人気を支えているのが高齢者層である。図表 21 より、

60 歳以上の高齢者が毎月分配型投資信託を購入している割合は 60.3％と、中

心となっている。高齢者は年金を受給しているが、年金の受け取りは 2 か月に20 

13.5%

14.2%

14.5%

15.1%

15.4%

19.8%

21.2%

21.6%

初心者向けのセミナーなど説明機会があ

れば

低リスクの投信商品が充実してきたら

経済が上向きになり値上がりが期待でき

るようになったら

貯蓄が一定額に達したら

税制上の優遇措置がより拡充してきたら

身近な人に勧められたら

手取り収入が増えたら

金融や投資を勉強して理解できたら
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1 回しか行われない。そこで、毎月分配型投資信託を購入することにより、年

金の給付がない月にも分配金を受け取ることができるといった利点がある。こ

れが高齢者層において毎月分配型投資信託の人気を支える理由の一つになって

いる。また、毎月分配型投資信託を購入する理由として「自分の小遣い」や「生

活費」の割合が高くなっており、毎月の生活の足しにすることを目的に毎月分5 

配型投資信託を購入していると考えられる。図表 22 の金融庁によると、2016

年の下半期の主要行等 8 行・地域銀行 8 行における売れ筋投資信託では、毎月

分配型の比率が約 9 割を占めており、その人気の高さが分かる。  

 

図表 21 世代別毎月分配型投資信託の保有割合  10 

 

出典（「2016 年 (平成 28 年 )投資信託に関するアンケート調査  調査結果サマリ

ー」・投資信託協会・2016 年・p14）より筆者作成  

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_

nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/resear15 

ch2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%91201

6%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81

%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%

82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E

6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1520 

10472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5  

4.4%

8.2%

13.1%

14.0%

60.3%

20代 30代 40代 50代 60歳以上

https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2016/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/fileadmin/open/kouhou/file/statistics/report/research2016/%E3%80%90%E5%85%AC%E8%A1%A8%E7%94%A8%E3%80%912016%E5%B9%B4%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC_01.pdf&t=1510472528&hash=fe23a50c8d2d4d91d8acca1df1f021e5
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図表 22 売れ筋投資信託における毎月分配型の比率の推移  

 

出典（「説明資料」・金融庁・2017 年・ p10）より筆者作成  

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

 5 

 しかし、毎月分配型投資信託には問題点が存在する。毎月分配型投資信託の

問題点は毎月の分配金が運用収益を超えて支払われていることである。一部の

優良なファンドを除き、多くの毎月分配型投資信託の分配金は運用益からでは

なく、元本の取り崩しから支払われている。金融庁の調査によると、2016 年の

毎月分配型投資信託の分配金は約 5 兆円あったが、その約 9 割が元本を取り崩10 

しての分配金であった。だが、運用によって増加した資産からの分配金でなけ

れば、投資家の資産が増加したことにはならない。また、元本から分配金を取

り崩すため、ファンドの規模が縮小し、運用が困難になることも考えられる。  

 以上のように、日本の投資信託業界において、高い人気を誇る毎月分配型投

資信託には多くの問題点が存在していることが分かる。投資信託を資産形成手15 

段として考える上で、毎月分配型投資信託がその役割を果たしているかは甚だ

疑問である。こういった現状を考慮し、金融庁も毎月分配型投資信託に対して

資産形成手段に不向きであると問題視しており、「顧客本位でない」と苦言を呈

した。これにより、2017 年には売却・償還が進み、資金流失が生じた。しかし、

毎月安定した分配金を受け取ることができ、年金の足しになると考える高齢者20 

を中心に依然として販売されているのが現状である。毎月分配型投資信託は、

投資信託を今後幅広く普及させていく上で大きな問題であると考えられる。  

82%
63%

86% 87%

18%
37%

14% 13%

2014 2015 2016上半期 2016下半期

毎月分配型 それ以外 年  
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第４節  確定拠出年金における課題  

 前章で述べたように、確定拠出年金には企業型と個人型の 2 種類があり、我々

は企業型確定拠出年金にアプローチする。企業型確定拠出年金は 2017 年現在、

加入者が 630 万人を超えており、簡易型 DC 制度の導入などによって今後も増

加が見込まれる。しかし、企業型確定拠出年金では選択商品が元本確保型商品5 

の割合が高く、老後の資産形成手段としての確定拠出年金の役割が果たせてい

ないのである。  

図表 23 から運用商品において金額ベースで見ると、投資信託よりも元本確

保型商品が 54%と過半数以上の割合になっていることが分かる。  

 10 

図表 23 企業型確定拠出年金における商品選択の割合  

 

出典（「確定拠出年金統計資料」・運営管理機関連絡協議会・ 2016 年・p14）よ

り筆者作成  

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf  15 

 

また、NPO401k 教育協会によると、企業型確定拠出年金の加入者の元本確

保型商品の選択率の平均は 57.6％と過半数以上の割合を占めている。さらに、

図表 24 の野村総合研究所のアンケートによると、選択する金融商品を 100％

元本確保型商品にしている加入者は 30％にも上る。  20 

 

  

預貯金

54%

投資信託等

46%

2016年3月末

資産額 9.5兆円

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf
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図表 24 DC の運用資産における元本確保型商品の比率  

 

出典（「確定拠出型年金の利用実態調査（ 2015/3）」・野村総合研究所・2015 年・

p24）より筆者作成  

https://www.nri.com/jp/event/mediaforum/2015/pdf/forum225.pdf  5 

 

このように、元本確保型商品の割合が高い状況であると、利回りが低くな

り、必要とされる老後資金を準備することができない。 25格付投資情報センタ

ーによると、 2017 年 3 月末までの確定拠出年金の平均運用利回り（累積、年

率換算ベース）は 2.76％であり、現在のような元本確保型商品の割合が高い10 

商品選択では、老後資金を十分に準備するための運用は不可能と言える。つま

り、将来の年金資産額を増加させるためには、元本確保型と比較すると投資リ

スクはあるが、中長期的に高い利回りが期待できる投資信託等のリスク性を含

む商品を選択する必要がある。  

 15 

  

                                                 
25 「確定拠出年金、利回り上昇  16 年度は 2.76％  R＆ I 調べ」・日本経済新

聞・ 2017 年  

https://www.nikkei.com/article/DGXLZO17637190T10C17A6DTA000/  
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第５章  提案  

 前章では、投資信託における問題点を明らかにした。本章ではこれらを基に、

我々の考える「資産形成手段の選択肢として日本において投資信託を定着させ

るべき」という望ましい在り方を実現させるべく、提案を行う。  

 5 

第１節  手数料に対する提案  

前章で問題点として販売手数料が主な収益であることにより、販売会社本位

の投資信託を販売している状況であることを挙げた。そのため、投資信託の普

及と共にこれらの問題点を解決すべきであることが明らかであった。  

そこで我々は、「投資信託資産残高からの一律報酬」を提案する。現行の販売10 

体制では、投資家が販売手数料を一括で支払い、運用会社から信託報酬がキッ

クバックされる仕組みであった。我々の提案では前述した 2 つの販売体制を図

表 25 のように大きく 3 つ改革する。  

 

図表 25 一律報酬販売体制イメージ図  15 

 

筆者作成  
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まず 1 つ目は投資家から販売手数料の支払いを廃止する。販売手数料を廃止

することで根本的に販売体制を見直すことが可能となる。  

2 つ目は運用会社が徴収した信託報酬からのキックバックを廃止する。販売

手数料が廃止され信託報酬からのキックバックが残った場合、キックバックの

多いファンドを販売会社が販売する可能性があるため、これを未然に防止する。 5 

3 つ目は販売会社が投資家から投資信託の資産残高に対して一律で報酬をも

らえることとする。一律報酬の割合は導入する販売会社ごとに設定し、国内・

外国、アクティブファンド・インデックスファンドに分けて決める。これによ

り、販売会社はより長期で、投資信託の資産残高が増加するようなファンドを

投資家に勧める販売体制へと改革される。つまり、販売会社が顧客本位で売る10 

べき商品を考え、受託者責任を果たすこととなる。さらに、運用会社はより良

いファンドを作り、販売会社が投資家へ勧めるような良質なファンドを作るよ

うに努める。  

以上のように、投資信託の普及と共に販売会社の販売体制を改革することで、

投資信託が資産形成手段としてより顧客に寄り添った商品として販売される環15 

境へ変化することが期待される。  

 

 

第２節  金融リテラシーに対する提案  

 前章では、アンケートの回答において金融リテラシーの向上をきっかけに投20 

資信託を購入する人が一番高くなっていると述べ、非購入の理由も知識がない

からというものが多く、金融リテラシー向上の重要性を訴えた。  

そこで我々は、「大学での投資信託に関する授業の導入」を提案する。 26中

学・高等学校における金融教育の実施には根本的な授業時間や担当する教職員

の知識が不足している。そのため中学・高等学校の授業に金融教育を導入する25 

ことは難しい。そこで我々は、授業時間が確保でき、十分な金融知識を持つ講

師を招待することができる大学に注目した。また、近々社会人となる大学生に

                                                 
26 「中学校・高等学校における金融経済  教育のさらなる拡充に向けて要望

書」・日本証券業協会・2015 年  

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/youbousho.pdf  

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/youbousho.pdf
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とって実践的な金融教育は必要であると考え、学習の需要も見込める。  

では、具体的な授業の内容を説明する。今回の提案では、映像授業と実践型

シミュレーションゲームによる授業を行う。期間は十分な習得を目指すために

も通年とし、知識定着のため前期と後期の 2 回テストを行う。また、様々な

人が受けられるよう全学部が履修可能なリベラルアーツとして授業を設ける。5 

また、これは文部科学省が全国の大学に導入することを推奨する。  

まず、映像授業においては投資について基礎的な知識を幅広く学習する。映

像授業にした理由は、金融教育を全国の大学生が同水準の教育を受けられるよ

うにするためである。内容は金融広報中央委員会のモデル講義計画を利用する。

この計画は、金融リテラシーの重要性や投資信託の仕組みなど幅広く金融につ10 

いて学べるものとなっている。このような映像授業において講師を任せるのは、

日本 FP 協会に所属する FP とする。日本 FP 協会とは、 27「フィナンシャル・

プランニングの重要性を伝えるとともに、質の高いフィナンシャルプランナー

の育成を通して、社会全体の利益の増進に寄与する特定非営利活動法人」のこ

とである。現在、日本 FP 協会では金融に関する資料を積極的に配布している。15 

その内容はライフプランニングなどについてのもので、資金の使い方、投資の

重要性などを紹介している。このように FP は豊富な金融知識を持ち、金融リ

テラシー向上にも努めているため、講師として適していると考えられる。  

次にシミュレーションゲームについて述べる。我々は基礎的な金融リテラシ

ーがある場合においても、自身が経験することではじめて投資の実践に結び付20 

くと考え、現実に即したシミュレーションゲームを考案する。しかし、 1 年間

では長期投資が前提である投資信託を授業時間内でシミュレーションすること

は不可能である。そのため、このゲームでは過去のレートを使用してシミュレ

ーションを行う。また、今回は本稿の目的である投資信託の活性化を目的とし

た投資信託のシミュレーションゲームとし、監修は映像授業と同様に日本 FP25 

協会に依頼する。  

このゲームは 15 年前の実際の投資信託販売ランキング 1 位から 500 位まで

を使って行う。年間 30 万円ずつ積み立てを行い、現在ならば 2002 年の 1 月か

                                                 
27 「ひとりひとりの夢をかたちに FP の日®」・日本 FP 協会、 2017 年  

http://fpday.jp/ 
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ら始める。その際、所持金 30 万円を自由に使って投資を行う。その年ごとにポ

ートフォリオの見直しを行うと同時に、現在までにどれだけ利益を上げられる

のかをシミュレートする仕組みである。基準価額の推移や期間別騰落率、分配

金や純資産総額の推移、トータルリターン等を表示し、検索方法もファンド分

類、投資先地域、購入手数料、信託報酬、決算頻度、純資産額と詳細に揃える5 

ことで、実際に投資信託を売買している感覚になれるようにする。また、見直

しを行うタイミングで投資信託の選択肢を追加させていく。追加される選択肢

は見直し時期のランキングで 1 位から 500 位のものとし、豊富な選択肢を学生

に与えることが可能となる。図表 26 は以上の流れの例である。  

 10 

図表 26 シミュレーションの一例  

 

筆者作成  

 

このように、大学において映像授業とシミュレーションゲームによる金融リ15 

テラシー教育を導入することで、これから社会人となる大学生に豊富な知識と

経験を与え、投資信託を普及させることができると考える。  

 

 

  20 
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第３節  毎月分配型投資信託に対する提案  

 前章では人気の高い毎月分配型投資信託の問題点を述べた。そこで、我々は

投資信託で健全な資産形成を達成するため、「全ての投資信託に対して収益を

超えた分配金支払いの禁止」を提案する。  

 毎月分配型投資信託に関する問題点として、毎月の分配金を運用による収益5 

からではなく、元本から支払っていることを挙げた。元本を取り崩して分配金

を支払っているため、十分な運用収益を上げていないファンドも運用すること

が可能となっている。このような状況において、我々の収益を超えた分配金の

支払いを禁止する提案は、収益を上げ配当を行う健全なファンドとそうでない

不健全なファンドを選別することができるという効果をもたらす。また、運用10 

によって十分な収益を上げているファンドは、今後も存続することが可能だが、

運用収益が十分でないファンドは毎月の分配金を支払うことが困難になるため、

存続が難しくなる。これにより、十分な運用収益のあるファンドのみが残り、

投資家がそのファンドに投資することで純資産の多い良質なファンドへと成長

することも期待できる。さらに、収益を超えた分配金の創出が禁止されるため、15 

運用会社もさらなる運用努力を行うと考えられる。  

以上のように、この提案は課題の多い毎月分配型投資信託の改善に寄与する

と共に、資産形成手段としての役割を果たしていないファンドを減少させるこ

とも可能である。  

 20 

 

第４節  確定拠出年金に対する提案  

前章で述べたように、企業型確定拠出年金の加入者の元本確保型商品の選択

率は、平均 57.6%となっている。また、選択した商品が全て元本確保型商品で

ある人も多く存在し、日本の企業型確定拠出年金ではリスクを回避した選択が25 

行われていると言える。元本確保型商品を選択することによりリスクを軽減す

ることはできるが、利回りは低く、老後のための十分な資産形成手段として役

割を果たしているとは言えない。そこで、企業型確定拠出年金において投資信

託の選択率を上げるための提案を行う。  

まず、全企業に企業型確定拠出年金への加入を義務付ける（従業員が 10030 
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人以下の小規模企業は簡易型 DC を選択することも可能とする）。このように

することで、より提案の効果を大きくするとともに、多くの国民に投資教育を

行うことができる。これを実施した上で、投資信託の割合を増加させ加入者の

資産残高の増加につなげるために 2 つの施策を行う。  

1 つ目は「元本確保型商品保有の低割合化」である。 2017 年 1 月 1 日施行5 

の確定拠出年金改正法により従来の条件から、リスク・リターン特性の異なる

3 つ以上の運用商品の提供へと改正された。しかし、商品の提供条件が変更し

ても元本確保型商品に偏ってしまう可能性が高い。そこで、元本確保型商品の

保有上限を定めることが有効であると考える。具体的には、最初に 50％に設

定する。その後、段階的に低下させ将来的には 0％、つまり投資信託のみでの10 

運用を目指す。最終的に 0％を目指す理由は、図表 27 より利回りの平均は元

本確保型商品が 0.39%であり、これを保有すると老後に必要な資産形成を行い

にくいからである。よって、このように割合を定めることで、十分な資産形成

のための適切な分散投資が促されることとなる。  

 15 

図表 27 元本確保型商品（企業型）・有価証券の運用利回り  

商品  運用利回り  

預貯金  0.117% 

保険（生命保険）  0.490% 

保険（損害保険）  0.563% 

国内株式  3.5% 

国内債券  1.6% 

外国株式  7.0% 

外国債券  3.4% 

バランス型  3.0% 

出典（「確定拠出年金における運用について」・社会保障審議会企業年金部会・

2014 年・p16）より筆者作成  

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065603.pdf  20 
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2 つ目は、「デフォルト商品改革」である。我々が現在の利用率がそれほど

高くないデフォルト商品に着目した理由は、全企業へ加入を義務付けた場合、

自ら商品選択を行わずにデフォルト商品を利用する人が増加することが見込ま

れるからである。そのため、現在のように元本確保型商品中心の設定である

と、結果的に加入者のリターンは低く、十分な資産形成を行うことができな5 

い。このような事態を防ぐため、今回デフォルト商品についても改革する。具

体的には、「タイプ別の 3 つのラインナップに絞る」ということと「ライフサ

イクルファンドを設定する」という 2 つである。まず、 3 つのラインナップに

絞ることについて説明をする。図表 28 から分かるように、現在、預貯金等の

元本確保型商品を設定する企業が 96.4％も存在する。  10 

 

図表 28 デフォルト商品として設定されている商品  

出典（「確定拠出年金の運用における運用の改善について」・社会保障審議会企

業年金部会・ 2017 年・p35）より筆者作成  15 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000151510.pdf  

 

社会保障審議会企業年金部会によると、「その理由としては、安全資産であ

70.2%

26.2%

1.2%

1.2% 0.8%
0.8% 2.1% 2.7%

元本確保(預金)

元本確保(保険商品)

主に日本株式投資商品

主に日本債券投資商品

主に外国株式投資商品

主に外国債券投資商品

バランス型

その他
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ることも挙げられるが、最も多く挙げられる理由は運営管理機関からの提案に

沿ったことである」と言われている。つまり、専門機関である運営管理機関が

元本確保型商品を推奨しているという現状がある。しかし、これでは、前述し

たように、加入者がデフォルト商品によって、リターンが得られないという課

題が生じる可能性が高い。そこで、商品の中身における元本確保型商品の割合5 

を低下させるためにこの提案をする。尚、この提案においても、より効果的に

するため全企業にデフォルト商品の設定を行わせることを前提とする。具体的

には、図表 29 のように、投資信託と元本確保型商品の割合が変化する 3 タイ

プを用意する。このような設定を行うことで、現在の問題点を打破し、加入者

はよりデフォルト商品を利用しやすくなると考える。  10 

 

図表 29 デフォルト商品の種類（元本確保型商品：投資信託）  

 

筆者作成  

 15 

次にライフサイクルファンドの設定について述べる。ライフサイクルファン

ドとは、国内外の株や債券を組み合わせて運用する「バランス型ファンド」の

一種であり、特徴は投資家のライフサイクルに合わせて、資産配分が変わるこ

とである。また、ライフサイクルファンドの多くは、株式と債券を組み合わせ

て再投資する「ファンド・オブ・ファンズ」の形態を取っている。これを設定20 

することによって、加入者は自分の知識に自信がなくても手軽にリスク特性や

リスク許容度に応じた最適な投資を行うことが可能となり、確定拠出年金を老

後の資産形成手段として望ましい活用ができるようになる。尚、ライフサイク

ルファンドを選択した場合のみ、元本保証型商品が 0％時の際にも、年齢に適

した資産形成バランスがファンド内で設定されているため元本保証型商品の選25 

択を可能とする。  
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以上のように、企業型確定拠出年金において投資信託を運用することで、加

入者にとってより良い資産形成手段となり、また、投資信託の普及にもつなが

ると考えられる。  

 

 5 

第５節  「夢をかなえる」投資信託  

第 3 章において、日米比較を行った際、日本では目的を持たずに投資信託

を購入する人が多い現状が明らかとなった。目的がなければ目標金額を設定で

きず、どのように投資し、どれほどのリターンを得る必要があるのかという指

針が立たない。したがって、日本人は明確な目的を持ち投資する習慣を身に着10 

ける必要がある。我々はその習慣を身に付けさせるための第一歩として「夢を

かなえる」投資信託を提案する。人は皆、あれがしたい、これが欲しいなど、

人生において夢を持っている。まとまった資金さえあれば実現できるのに、と

いう夢も少なくない。そこで、夢の実現を投資目的とする提案として、今回は

具体的に「マイカーNISA」を提言する。  15 

現在、若者の自動車離れが問題視されている中、28アンケートによると、「購

入するのに多くのお金がかかる」「駐車場代などの維持費がかかる」といった金

銭面での意見が目立った。このように、自動車に対して経済的にネガティブな

イメージが強く、購入に至らないケースが多い。また図表 30 を見ると、若年層

は自動車に対して興味があり、必要性を感じているものの、経済的余裕がない20 

ことで購入に至っていないことが分かる。さらに、図表 31 によると自動車維

持において税金が大きな負担になっていることが分かる。  

 

  

                                                 
28 「 2015 年度乗用車市場動向調査について」・一般社団法人日本自動車工業

会・ 2016 年  

http://www.jama.or.jp/lib/invest_analysis/pdf/2015PassengerCars.pdf  
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図表 30 自動車に関するアンケート  

 

出典（「2017 年  新成人のカーライフ意識調査」・ソニー損保・ 2017 年）よ

り筆者作成  

http://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2017/01/20170105_01.html  5 

 

図表 31 自動車にかかる税金負担に関するアンケート  

 

出典（「自動車税制に関するアンケート調査」・一般社団法人日本自動車連盟・

2016 年・p3）より筆者作成  10 

http://www.jaf.or.jp/profile/report/youbou/image/20160906_enquete.pdf  

40.0%

26.5%

15.6%

28.4%

28.9%

33.3%

18.9%

18.2%

17.8%

8.6%

16.0%

19.8%

4.1%

10.4%

13.5%

所有する経済的余裕がない

車に乗る必要性を感じる

車に興味がある
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また自動車産業は日本において大きな存在感を放つ。現在、世界的に電気自

動車の開発が進んでいる。世界の自動車メーカーに打ち勝つためにも日本の自

動車産業の発展は重要であり、日本経済にもプラスの影響をもたらすことがで

きる。また、 29現在国内新車販売も 2017 年前期において前年同期比 7.7％増

と好調であり、日本の自動車産業は成長余地が未だに残されているのが分か5 

る。  

このような状況を踏まえ、我々は投資信託の普及と共に、若者の自動車購入

の一助となる「マイカーNISA」を提案する。対象者は 20 歳以上、運用期間は

最長 10 年、年 30 万円を上限とし、NISA 同様分配金を非課税とする。この制

度によって購入できるのは国産車のみとし、口座から資金を引き出す際、自動10 

車を購入することを申請しなければならないものとする。引き出す際、申請し

なかった場合、それまで非課税になっていた税金を支払わなければならない。

また 6 年以上に渡って合計 120 万円をこの口座を用いて投資した場合、購入か

ら 2 年間（環境に配慮した自動車は 3 年）自動車税が半額になる。運用商品は

つみたて NISA と同じとする。これは目的達成に向け安定的に資産を増やすた15 

めにリスクの高い投資信託や株式を排除するためである。  

この「夢をかなえる」投資信託によって、資産形成手段として認識され、日

本でも明確な目的を持った投資が行われる。そして、この対象となるのが日本

の主要産業である自動車産業であるため、日本経済の活性化も期待できる。一

度投資信託を運用し成功した経験を得ることにより、意欲的に次の投資信託の20 

運用を試みる人々の増加が期待できる。  

 

  

                                                 
29 「国内新車販売好調、新型車が牽引役に上期 7.7％増」・産経ニュース・

2017 年  

http://www.sankei.com/economy/news/171002/ecn1710020027-n1.html 
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終章  

本稿では、低金利時代である現在において預貯金の割合が高い日本は、今後、

投資信託を普及させ、資産形成手段の選択肢として定着させることが望ましい

在り方であると考え、課題と提案を取り上げた。  

 第 1 章では投資信託の仕組みや形式を述べ、投資信託の制度を整理した。日5 

本において投資信託を普及させるべく、度々法改正が行われている他、新たな

制度が設立されてきた。  

 第 2 章では、日本と諸外国の比較を行った。現状については投資信託の保有

率、保有年数、純資産残高など全てにおいて諸外国に比べ低くなっており、売

れ筋ファンド、販売チャネルについても投資大国の米国とは大きく異なってい10 

た。また、金融リテラシーも諸外国と比較すると定着しておらず、投資信託を

普及させるための教育の必要性が浮き彫りとなった。さらに、諸外国と同様の

制度についても日本版の制度には改善点が多いこと、投資に対する意識に関し

ては目的のない投資が比較的多いことが分かった。  

 第 3 章では前章までの投資信託の現状や比較を踏まえ、我々は投資信託の望15 

ましい在り方とは「資産形成手段の選択肢として定着すること」であると結論

付けた。  

第 4 章では我々の考える望ましい在り方を実現させるべく、現状の投資信託

に対する問題点を明らかにした。①手数料制度②金融リテラシー③毎月分配型

投資信託④確定拠出年金、以上 4 点に対して問題点を提示した。  20 

 第 5 章では第 4 章で提示した問題点に対し、それぞれ解決策を述べた。①投

資信託資産残高からの一律報酬②大学での投資信託に関する授業の導入③全て

の投資信託に対する収益を越えた分配金支払いの禁止④全企業へ企業型確定拠

出年金を導入し、元本確保型商品保有の低割合化、デフォルト商品改革。さら

に、第 2 章において米国と比べ目的のない投資が多いという問題点が明らかに25 

なっていたため、⑤「夢をかなえる」投資信託を提案した。  

 我々は投資信託が家計の資産形成手段になると考えており、提示した提案が

投資信託を幅広く普及させ、制度拡充への一助となることを切に願う。  
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