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1 章  はじめに  

 小泉内閣の時代に「貯蓄から投資へ」という政府方針が明確にされてから長

い時間が経過するが，その効果が薄いことから「貯蓄から資産形成へ」という

スローガンが近年しばしば飛び交っている。２０００年の個人金融資産の総額

は１ ,４０９兆円であった。日銀の資金循環統計によると金融商品別の内訳は現5 

預金が５３ .９ ,債券が３ .４％ ,投資信託が２ .４％ ,株式が８ .６％ ,保険や年金が

２６ .７％ ,その他５ .１％である。スローガンの変更によってどのように変化し

たかというと，『日本銀行調査統計局  ２０１８年第２四半期の資金循環  

』によると，２０１８年６月時点で国民の個人金融資産の総額は１，８４８兆

円と３１％上昇した。その内訳としては，現預金が５２．５%,債券が１．３％ ,10 

投資信託が４．０％ ,株式が１１．０％ ,保険や年金が２８．３％ ,その他３．０％

とあまり変化していない。海外の投資制度に基づいて，ＮＩＳＡ（Nippon 

Individual Saving Account）や個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ（ individual-type 

Defined Contribution pension plan)，積立ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡといっ

た様々な制度が日本でも導入されている。しかし，それらが結果として現れな15 

いのはどうしてなのか，ということについて投資信託の歴史や海外の投資信託

に照らし合わせながら話を進めていくこととする。  

 

２章  投資信託とは  

 投資信託とは一般社団法人投資信託協会の定義によると「投資家から集めた20 

お金をひとつの大きな資金としてまとめ，運用の専門家が株式や債券などに投

資・運用する商品で，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」とされている。さらに簡単に述べるならば，株や債券

がたくさん入った詰め合わせということができる。  

個人で巨額の投資を行うことができない人にとって１０，０００円から，金融25 

機関によっては１，０００円や１００円といった少額で投資をすることができ

ることは大きなメリットであるといえる。その少額の投資額が集まることで数

十億円，数百億円となることで個人ではアクセスしにくい国や地域に投資した

り，たくさんの株式や債券に投資することができる。これまでは，投資家にと

ってのメリットを中心に述べてきたが，企業にとってもメリットが存在する。30 

https://www.weblio.jp/content/Nippon+Individual+Saving+Account
https://www.weblio.jp/content/Nippon+Individual+Saving+Account
https://www.toushin.or.jp/words/keyword/68/
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我々が投資した資金は運用会社を通してたくさんの企業に投資される。その資

金で企業の株式を購入することで，企業はその資金を用いて，新しい工場の建

設や新しい機械の購入を通して新しい製品やサービスを生み出す。このように，

企業に資金を投入することで長期的にそれらの企業が生み出す財やサービスの

価値が向上していくと，それに伴って会社の価値が向上し，キャピタルゲイン5 

や配当を得ることができ，株主は資産を増やすことができる。  

 投資信託も人の性格同様，十人十色である。それは何にどれだけ投資するか

によって投資信託の性格が異なってくるからである。トヨタ自動車株式会社や

楽天㈱といった日本企業の株式だけが入った商品もあれば，アップルやマイク

ロソフトといった海外の先進国の企業の株式だけが入った商品もある。また株10 

式だけでなく国債や社債といった債券が入っていたり，コモディティや不動産

などが入っていたりする。ここで不動産についてであるが，投資信託では不動

産に直接投資知るのではなく，上場不動産投資信託ＲＥＩＴ（ real estate 

investment trust）に投資する。ＲＥＩＴは投資家から集めた資金や借入金によ

って不動産を購入し，その不動産から得られる賃貸料収入や売却益を投資家に15 

還元する金融商品である。話を戻すと，投資信託の商品には株式のみ，債券の

みといったように１種類だけでなく，「株式と債券」といったように複数の資産

が一緒に入っていることもある。このように，投資信託の商品はどのような商

品が入っているかによって性格が異なる。  

 投資信託のメリットに関しては先ほど投資家の側と企業の側からメリットを20 

述べたが，デメリットについて述べていこうと思う。投資のプロに投資をお願

いするといったことから安心できる一方で，手数料が発生するといったことが

あげられる。もちろん，企業も投資信託をボランティアで行っているわけでは

ないので当然のことである。キャピタルゲインを得るということは逆に株が下

落して，損をしてしまうということがあげられる。このようにメリットばかり25 

のように見える投資信託だが，メリットばかりでない。  

 

３章  投資信託の歴史と経緯  

1 節  投資信託の歴史  

現在のように，お金を増やす手段としての投資信託の原型がつくられたのは30 
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１９世紀のイギリスだ。それがアメリカにわたって一層発展したと言われてい

る。  

ただ「財産の管理を誰かに任せる」という考え方はもっと古くから存在し，

中世のイギリスに遡る。１２～１３世紀頃の十字軍遠征の時代だ。当時は戦争

で死んでしまった人の土地を子が相続する場合，国王や領主に多額の税金を払5 

わなければならなかった。そこで重い負担を避けるために「ユース」と呼ばれ

る仕組みが考えられた。これが投資信託の起源の一つだと考えられている。ユ

ースは十字軍の遠征に参加した兵士たちの間で，国に残してきた家族のために

利用されたといわれている。イギリスでは当時，自分の死後に教会に土地を寄

進する慣習があったが，それを法律で禁止されたことに対抗するかたちで生ま10 

れたものがユースだ。それは「信頼できる人に土地を譲渡し，そこから得た収

益を教会に寄進してもらう」というもので，自分または他の人の利益のために

信頼できる人にその財産を譲渡する制度だった。  

イギリスで生まれた「ユース」という仕組みはお金を増やす目的ではなく、

いわば相続税対策のような意味合いで生まれたものだったが，これが長い歴史15 

の中で発展して、１９世紀になると投資手段として活用されるようになった。

当時のイギリスは産業革命を背景に工業生産が伸びた頃である。世界に植民地

を広げ，海外へ投資を進めていた時期にあたる。海外への投資には巨額の資金

が必要であり，さらには遠く離れた外国の事情についての高度な知識が必要に

なる。このような投資ができるのは一部の資本家に限られ，個人では無理だっ20 

た。そこで個人でも参加できるようにと多くの人々が少しずつお金を出し合っ

て深い知識や豊富な経験を持つ人に投資を任せる方法が考案された。これが「投

資組合」と呼ばれるもので，１８６８年には株式会社に改組されて初めての「会

社型」の投資信託が誕生した。その後アメリカに渡っていっそう発展し，多種

多様な投資信託が開発された。  25 

 

2 節  日本での導入経緯  

法律に「信託」という言葉が初めて登場したのは１９００年である。日本興

業銀行法に「地方債券、社債券及株券ニ関スル信託ノ業務」と記されたのが最

初である。日本の場合，まず最初に事業会社を対象とする信託制度が導入され30 
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た。  

 その後日本では第一次世界大戦をきっかけに好景気を迎え，信託会社も数多

く設立され１９２１年末には４８８社を数えるまでになった。しかし当時は信

託に関する一定の概念も法制の整備もなかったために業務内容も様々で，資力

や信用力が不十分な信託会社も少なくなかった。そこで信託の概念を明確にし5 

て信託制度の健全な発展を図るため，１９２２年に「信託法」と「信託業法」

が制定された。これにより日本の信託制度は確立され，本格的な発展期を迎え

た。  

第二次世界大戦の戦時体制の下では経済に関しても厳しい統制が進められる

ようになり，金融機関や信託会社の統合も進められた。１９４３年には兼営法10 

が制定された。それを機に信託会社と銀行との間の合併や信託会社の統合が進

み，戦争が終わったときには専業の信託会社は７社となった。  

戦後，政府およびＧＨＱの方針もあり，１９４８年には信託会社が「銀行法」

による銀行に転換し，信託業務を兼営する信託銀行となった。１９４０年代後

半は戦後間もないということもあり，財閥の解体や財産税の物納などにより市15 

場には大量の株式が供給された。そのため株価は低迷し，戦後の復興と再建に

必要な資金を市場で調達することが困難な状況にあった。このような事態への

対処，つまり株式の受け皿（＝株価維持のための道具）として投資信託が多く

活用されるようになった。  

戦後の経済復興のため，１９５２年には信託銀行による貸付信託の取扱いが20 

始まった。貸付信託は戦後の復興期～高度成長期を通じて産業界への長期資金

の供給源として大きな役割を果たす一方，比較的高利の安定した長期の貯蓄手

段として広く国民から受け入れられた。  

その後，それまで株式中心だった投資信託に債券を投資対象とした商品が誕

生する。公社債市場（＝当時は社債が中心）育成や国債の取引を円滑に進める25 

といった国の政策意図を背景に１９６１年に公社債投信，１９８０年には中期

国債ファンドの販売が始まった。  

国主導のもと安定的に成長してきたかに見える投信市場だが，実際には証券

会社の自己勘定取引（＝自己資金を元手に利益を狙う取引のこと）の損失をこ

れらの投資信託に付け替えるなど，顧客ニーズを半ば無視した販売を前に個人30 
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投資家は大きな痛手を負うことも多かったようである。  

２０００年代に入ると低迷する日本の不動産・株式市場活性化のため，不動

産投資信託（ＲＥＩＴ）や上場投資信託（ＥＴＦ）が導入される。こうした政

策的な投資信託の設定と並行して，それまで証券会社でしか買えなかった投資

信託の銀行窓口での販売解禁（１９９８年）や郵便局窓口での販売解禁（２０5 

０５年）など，販売窓口の拡大も進められてきた。新たな収益基盤（販売手数

料）の確保ができたことで投資信託の本数も販売窓口の拡大に合わせ増え続け，

今や６，０００本前後のファンドが販売されている。  

 

4 章  日本の投資信託  10 

 

 我が国における投資信託の普及率は２割にも満たない。これは国際的にみて

も低い水準にある。では何故このような低い数字にとどまっているのか。考え

られる理由は二つある。    

一つは日本人の投資に対する知識不足だ。図表１は日本銀行調査統計局が２15 

０１６年に実施した金融資産形成に関する調査だ。日本では，資産形成手段に

おいて株式等を活用している人は１０％程度だ。投資信託においては５％にと

どまっている。一方，アメリカ，ユーロエリアにある国ではどちらも日本を上

回っている。特にアメリカでは株式等をしている人の割合が日本の約４倍。投

資信託では約２倍となっている。  20 

このような差が出る理由として挙げられる一つは国民性の問題だろう。日本

人は安全を好みリスクを嫌う。だが，より大きな理由は投資に対する教育だ。

アメリカでは，幼いうちから資産形成手段として投資に触れさせ学習していく。

一方日本では，投資について勉強する場は自分から行動しないと見つけること

が出来ない。  25 

 

図表１：金融資産形成に関する資料  
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出所：日本銀行調査統計局が２０１６年に実施した調査結果  

 

 図表２は，総務省金融庁が作成した，日本とアメリカでの年齢階級別株式・

債券・投資信託の資産の保有割合のデータを見てもその差は一目瞭然だ。日本5 

では，投資をしている人の半分以上が高齢者である。一方アメリカでは，６５

歳以上の高齢者の投資割合は３８ .５％であり過半数にも満たない。日本が，少

子高齢化社会であることを踏まえてもこれは大きな差といえるだろう。  

日本の世帯主の年齢階級別株式・債券・投資信託の資産の保有割合（２０１４

年）  10 
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米国の世帯主の年齢階級別株式・債券・投資信託等の資産の保有割合（２０１

３年）  

 

 

出所：総務省金融庁『』  5 

 

二つ目は，フィデューシャリー・デューティーから見た日本の投資信託の魅

力不足だ。  

フィデューシャリー・デューティーとは，信認を受けた者が履行すべき義務の

ことである。日本語では受託者責任と訳される。これは顧客本位の業務運営を10 

指し，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なってはならないとするものだ。フィデューシャリ

ー・デューティーという言葉は，２０１４年に金融庁が「平成２６事務年度金

融モニタリング基本方針」の中で初めて扱ったことで話題となった。  

２０１６年６月２日には安倍晋三内閣が成長戦略の「日本再興戦略２０１６」15 

を閣議決定した。その中に「フィデューシャリー・デューティー」という言葉

が出て来るのだ。「活力ある金融・資本市場の実現を通じた成長資金の円滑な供

給」という項目の具体策として，「フィデューシャリー・デューティーの徹底，

長期安定的投資を支えるツールの整備，市場の公正性・透明性・安定性の確保

といった論点について，金融審議会で検討する」とされたのである。しかも，20 

「本年度中に一定の結論を得ることを目指す」と明記されている。そのうえで，

「具体的な施策」として，以下のように書かれている。  

 「金融商品の販売・開発に携わる金融機関に対しては，顧客（家計）の利益
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を第一に考えた行動がとられるよう，また，家計や年金等の機関投資家の資産

運用・管理を受託する金融機関に対しては，利益相反の適切な管理や運用高度

化等を通じ真に顧客・受益者の利益にかなう業務運営がなされるよう，フィデ

ューシャリー・デューティーの徹底を図ることとし，これにより，国民の安定

的な資産形成への貢献を促す」  5 

金融機関が顧客の利益を第一に考えるのは当然で，当たり前のことを述べて

いる印象を受けるだろう。だが，政府このような発表をするのは，実際のとこ

ろ，日本の金融機関は顧客の利益を第一とは言えない利益相反の行動を取って

いる，ということに他ならない。  

銀行が，自社グループの運用会社の投信を売るのは，日本では半ば当たり前10 

だ。だが，フィデューシャリー・デューティーが課されている欧米では，まず

グループ会社の商品を売ることはしない。自社のグループの商品を売れば手数

料が稼げるが，資産運用を受託している顧客の利益を第一に考えると，自社グ

ループの商品がベストとは限らない。つまり，そこに利益相反があるわけだ。  

２０１７年１０月に金融庁から，「平成２８事務年度  金融レポート」が発表15 

された。その中に，投資信託に関するアンケートがある。投資信託に満足して

いるかの項目では，約７０％の投資家が満足していないという結果になってい

る。期待通り，期待以上と回答した割合は１６ .９％に留まっている。  満足し

ていないという回答をした人に，何故満足していないのかという質問では，米

国と比べ，リスクに見合うリターンをあげていない投資信託が多い。高い販売20 

手数料や信託報酬の投資信託が多い。販売会社と系列の運用会社の間の結びつ

きが強い。などの解答が全体の８０％以上を占めた。また，投資信託購入のき

っかけを訪ねたアンケートでは証券会社や銀行からの勧誘が一位であった。  

また，日本の投資信託の過半数を占めている毎月分配型投資信託は，複利効

果が働きにくく，元本を取り崩しながら分配される場合には，運用原資が大き25 

く目減りすることで，運用効率を下げてしまうということが問題点として指摘

されている。金融庁が作成した顧客へのアンケート調査結果を見ると，毎月分

配型投資信託を保有する顧客のうち，５６％が「分配金として元本の一部が払

い戻されることもある」ことを認識しておらず，「支払われた額だけ，基準価額

が下がる」ことを認識していない割合は約半数にものる。こうした毎月分配型30 
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投資信託の商品特性について，販売会社から十分に情報提供を受けた上で，顧

客が商品選択しているのかについては疑問が残る。  

また，アメリカでは，毎月分配型投資信託の多くは債券に投資し，利子の範

囲内で分配するものが多くなっています。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ります。一方，日本では，海外リ5 

ートやハイイールド債等の投資信託が多く，元本を取り崩しながら分配してい

るものも未だに散見されている。日本では毎月分配型投資信託そのものの運営

も適切になされているとは言えないのだ。  

このような日本投資信託の現状を危惧していち早く行動した会社もある。運

用業界大手の三井住友アセットマネジメントだ。三井住友アセットマネジメン10 

トは２０１５年８月に「フィデューシャリー・デューティー宣言」を出し，ア

クションプランの進捗状況を半年ごとに公表してきた。  

顧客への情報開示の徹底などを行った結果，業界全体の投信手数料の透明化

につながり，その結果，業界内の競争が激しくなり，平均的な手数料率が下が

ったのである。業界には，新興国の株式に投資するファンドなどで驚くような15 

高い手数料を取る商品があったが，手数料を分かりやすく顧客に示すようにな

って，そうした暴利が許されなくなったのだ。  

金融審議会では「国民の安定的な資産形成に向けた取り組みと市場・取引所

を巡る制度整備について」の検討項目の一つとして，顧客本位の業務運営（フ

ィデューシャリー・デューティー）が議論されている。昨年１２月に報告書が20 

まとめられ，パブリックコメントを経て本年３月３０日に「顧客本位の業務運

営に関する原則」として確定され，６月末から当面四半期毎に，各金融事業者

（証券会社や地域金融機関も含まれる）の同原則の策定と取り組み方針が公表

される。このようなＦＤに対する金融行政の進め方は，ＮＩＳＡの導入やその

強化，ｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金制度）の新設などで，投資に慣れない25 

個人も老後資金など必要な資産形成を，投資信託などを利用して行うことを想

定したものだ。そのため，投資運用業者のみならず投資信託の販売者である証

券会社や金融機関もフィデューシャリー・デューティーの対象となる金融業者

に含まれることになった。また，フィデューシャリー・デューティーの在り方

も原則だけを定め，その実践のためにどのような行動をとるべきかについては，30 
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金融事業者が自らの置かれた状況に応じて判断することが求められる，という

「プリンシプルベース・アプローチ」の手法がとられている。また，原則のう

ちの一部を実施しないことも許容されるが，その場合には実施しない理由等に

ついて十分な説明を行うことが求められる「コンプライ・オア・エクスプレイ

ン」の考え方も示されている。これは，機関投資家に対するスチュワードシッ5 

プ・コードや上場企業のコーポレートガバナンス・コードでも採用されている

手法である。  

 投資信託の魅力を高めるにはフィデューシャリー・デューティー規制を徹底，

強化する必要がある。その理由は三つある。  

一つは，リスク・リターンや手数料構造が分かり難い金融商品を投資経験が10 

必ずしも豊富でない顧客に推奨・販売が可能なことだ。運用を定額部分（外債

等で運用）と変額部分（投信等で運用）に分けた上で保険機能（外貨建て死亡

保障）を追加した商品で，為替手数料や運用管理手数料・販売手数料など投資

家が負担する総コストが７％近くなっている。また，手数料相当分について顧

客の運用資産から原資を差し引いており，顧客から直接徴収していない。この15 

ため，顧客は，どの程度の販売手数料を保険会社が金融機関代理店に支払って

いるか見えない状況にある。しかし，フィデューシャリー・デューティー規制

の導入をすると情報の透明化に繋がり，高額な手数料を取ってきたような従来

の方法が通らなくなるのだ。  

二つ目は取扱商品の内容について審査が不十分なまま勧誘・販売  がなくなる20 

ことだ。商品内容や発行会社等に係る実質的な審査を行うことなく証券化商品

を勧誘・販売した事例が従来の投資信託では可能になっていた。しかし，フィ

デューシャリー・デューティー規制を導入することによって販売者の商品審査，

モニタリング，投資家への定期的情報提供が義務付けられるようになる。つま

り，情報の透明性が向上し信託会社を監視することによって不正を未然に防ぐ25 

ことが可能となるのだ。  

三つ目は販売の現場における不適切・不十分な顧客対応  の撤廃だ。従来では

取扱商品の仕組みを十分理解しないまま自社商品，または関連会社の投資信託

を勧誘，販売することもあった。しかし，それでは投資家の利益を一番に考え

ているとは言えない。フィデューシャリー・デューティー規制を導入すること30 
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によって現場の職員から顧客本位の業務運営を徹底することが可能だ。  

 

6 章 日本と諸外国との比較  

 まず、海外投資と日本の投資の一番の違いとして、海外投資は豊富な種類

と高利回りが期待出来る。海外投資は種類が多く、これは日本よりも海外の5 

方が金融インフラが整っていることや、経済成長率が関係している。  

 しかし、海外投資には日本での投資にはないリスクが存在する。まず一つ

目に、為替変動リスクが挙げられる。海外投資を行うにはまず、日本の円を

外貨に変える必要があり、利益も外貨で獲得する。円高や円安と言われるよ

うにその時々で貨幣の価値は変わるので、為替によって利益が変動してしま10 

う。例えば、100 ドルの利益を得られたとしても、その時期の円や外貨の価

値に直すと 9000円の価値になったり、１万 2000 円になったりする。つまり、

その時の為替によって最終的に得られる利益や初期の投資に当てる資金に

変動が生じる。もう一つのリスクはカントリーリスクである。カントリーリ

スクは、その国の政治情勢などによって損害を受けるリスクのことである。15 

例えば、ある国の企業に投資していて、その企業の株価は上がっているのに、

その国でクーデターが起きてその国の企業全体の株価が下がってしまうな

どのケースである。しかしこれらのリスクは適切に対処することで対策可能

である。まず、為替変動リスクには長期積立投資である。長期積立投資とは、

長期的に少しずつ投資を行うことで為替変動リスクを軽減させる投資方法20 

である。また、カントリーリスクには格付け会社が出す各国の信用度を参考

にすることで対処できる。具体的には、香港・オーストラリア・スイス等の

国々の信用度が高い。  

 さらに海外投資信託は、信託報酬を低く押させることができる。信託報酬

は投資顧問会社に支払う資産運用の手数料を指す。海外投資信託の方が日本25 

より信託報酬を低く抑えられる理由としては、日本で主流の運用方法と海外

で主流の運用方法の違いによる。日本ではアクティブファンドと呼ばれる手

数料が高い運用方法が主流で、海外ではインデックスファンドと呼ばれる手

数料が安い運用方法が主流である。このほかに、海外ではノーロードファン

ドという販売手数料を取らないファンドがあり、日本より手数料を抑えるこ30 
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とができる。販売手数料を取らずに利益を出せるのは、日本と海外の投資顧

問会社の利益の稼ぎ方の違いにある。日本の投資顧問会社は資産の運用益と

ファンドの販売手数料から利益を出す。仮に運用に失敗して投資家に大損さ

せても、手数料で儲けているため、会社は損をしない。一方、海外投資信託

は手数料が低くそこでは稼げない。つまり実際に運用で稼ぐしかない。した5 

がって海外投資信託の方が投資家目線で運用をしてくれる。  

海外投資信託は、海外の投資信託で、日本の証券会社などで購入することが

できる。海外投資信託と日本の投資信託の違いとしては配当の分配方法の面

で違いがある。日本の投資信託では主に毎月配当型なのに対し、海外投資信

託では配当の自動再投資型で複利効果を狙えるというメリットがある。  10 

 海外投資信託の例として韓国を例にあげる。金氏の論文より、「第一の特

徴は、投資信託の純資産総額に占める株式の比率の上昇である。  

 

図表４：投資信託の純資産総額の構成  単位：％ 各年末  

 15 

出所：金融投資協会     l6  l9O～l9l ページより作成｡ 

 

図表 4 は投資信託の純資産総額の構成を示している。これをみると、 2007

年以降は株式の割合が債権のそれを上回るようになっている。一方、日本の

投資信託（公募の契約型の場合、 2008 年末）の総資産総額に占める株式の20 

割合は 22％、公社債は 47％となっており、韓国とは対照的で亜ある。さら

に、中国の投資信託も近年急拡大を見せているが、株式型投資信託の資産規

模が圧倒的に高く、債権型投資信託の割合は 9.8％にすぎない（ 2008 年末現
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在）。  

 第二の特徴は、海外へ運用する割合が大きく上昇したことである。  

 

図表５：海外投資ファンドの割合 対投資信託の純資産総額  

注：各年末基準    ただし²OO9 年は ll 月末現在｡ 5 

出所：金融投資協会     l6  l86～l9l ページより作成｡ 

 

図表 5 には、投資信託の総資産に占める海外投資ファンドの割合を示してい

るが、近年その割合が急増していることがわかる。ここでいう海外投資ファ

ンドとは 30％以上を海外資産へ投資する国内設定の投資信託を指す。  10 

 また、図表 5 の折れ線と図表 4 の株式の割合の動きがほぼ一致しているこ

とから、海外投資も債権よりは株式への運用が大幅に増えたと考えられる。

さらに、海外投資の地域別規模をみると、中国（香港を含む）が最も高い。

一方、日本の場合、投資信託の海外への運用状況をみると、7 割（2008 年末

現在）が海外の公社債となっている。また、中国では、 2006 年より15 

QDII(Qualified Domestic Institutional Investors:適格国内機関投資家 )

制度が導入され、国内投資家も海外に投資できるようになっているが、その

運用は香港を中心とするアジア地域（日本を除く）の株式に集中している。 

 投資信託と個人金融資産については図表 6 に示している。  

 20 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

預金 48.8 46.8 46 41.7 45.9 43.4

保険・年金 22.6 21.9 22.7 22.8 25.2 23.8

投資信託 5.1 5.8 7.2 9.8 7.3 6.6

株式 16.6 19.2 17.7 20.2 14.9 19.4

その他 6.9 6.3 6.4 5.4 6.8 6.8

図表６：個人部門の金融資産残高の割合（％）各年末

注：個人部門には、家計、民間非営利団体、個人企業を含む

出所：韓国銀行[２５]８ページより作成。  

 

韓国の場合、 2009 年末現在、個人金融資産の残高は 2004 兆ウォンであり、

預金がその 43％をしめている。だが、個人金融資産に占める預金の比率は

減少傾向にある。これに対して、投資信託の割合は、2009 年末、6.6％にな5 

っている。2007 年末に 9.8％まで上昇したが、リーマンショックの影響でそ

の割合は減少している。  

 日本の場合は、2008 年末現在、1434 兆円の個人金融資産があるが、55.2％

が現預金、そして 3.3％が投資信託となっている。これをみると韓国の方が

日本より積極的に投資信託を個人金融資産の運用手段として取り入れてい10 

ることがわかる。  

 また、証券市場において投資信託は代表的な機関投資家の一つである。韓

国でいう機関投資家は法律的に決められた定義が存在しないため、すべての

金融機関と年金・基金が機関投資家に含まれる。すでに述べたように、投資

信託の海外資産運用が増加しているものの、依然として国内証券市場でのプ15 

レゼンスも高い。図表 7 に証券市場における投資信託の比重を示している。 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

株式 3.25 5.67 6.59 8.18 9.63 8.39

債券 16.78 12.26 11.47 7.68 7.58 9

図表７：証券市場における投資信託の比重（％）各年末

債券は公社債時価総額比投資信託の債権評価額の割合である。

２００９年は１１月末時点。

出所：金融投資協会[１６]１８３ページ

注：株式はＫＯＳＰＩの時価総額比ＫＯＳＰＩ投資の株式評価額の割合である。

 

 

これをみると、2009 年 11 月末現在、時価総額を基準に株式は 8.39％、証券

は 9％を投資信託の運用資産が占めている。」このように、日本と海外の投

資信託には大きな違いがある。  5 

 

７章  フィンテックの意義  

1 節  フィンテックの由来  

 「フィンテック（Ｆｉｎｔｅｃｈ）」とは，金融（Ｆｉｎａｎｃｅ）と情報技

術（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を掛け合わせた造語である。ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒ10 

ｎｅｔ  ｏｆ  Ｔｈｉｎｇｓ）や膨大な情報の処理・分析，ＡＩ（人工知能）な

どの先進技術を使い，爆発的に普及したスマートフォンやタブレット端末を通

じて，革新的な金融サービスが生み出される動きを捉えようとする言葉である。 

 

2 節  フィンテックの発展  15 

 今日話題となっているフィンテックは，リーマンショック後の米国において

ベンチャー企業を担い手として勃興し，ミレニアル世代と呼ばれる若い利用者

に受け入れられ，発展してきた。これには３つの要因が存在する。  

 １つ目は，ＩＴ技術の飛躍的な発達である。９０年代末のスーパーコンピュ

ータの３０倍を超す演算能力を持つスマートフォンが世界的に普及拡大した。20 

さらに，ビックデータやＡＩ，ブロックチェーン，ＡＰＩ，クラウドコンピュ

ーティングなどの技術が発展し，金融サービス関連のビジネスに広く活用され

るようになった。  

 ２つ目は，２１世紀に入って成人した「ミレニアル世代」と呼ばれるＩＴリ
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テラシーの高い世代が，社会の最多層となってきたことである。ミレニアル世

代は，日常のあらゆる場面において，積極的に情報機器を使いこなしている。  

 ３つ目は，金融サービスに対する需要が多様化してきたことである。例えば，

現金を持たずにスマートフォンで決済がしたい，どこの店でもクレジットカー

ドを使って決済がしたい，気軽に効率的な資産運用をしてお金を貯めたい，家5 

計簿を管理して無駄遣いを減らしたい，などである。  

 

3 節  フィンテックがもたらす金融サービス  

 上記のような利用者とその需要に対して，ベンチャー企業から新たな金融サ

ービスの提供が始まった。その１つとして，お金のキャッシュレス化が挙げら10 

れる。  

 フィンテックはお金のかたちや流れを変えるものである。硬貨や紙幣などの

現金はクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレスへと変化した。世

界の決済におけるキャッシュレス比率は急速に増加し，２０１５年の時点で米

国は約４０％，中国や韓国では５０％を超える割合となっている。日本におい15 

てもキャッシュレス決済比率は増加傾向にあるが，諸外国と比較すると，１８％

と低く，現金比率が高くなっている。（図表８）  
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図表８  キャッシュレス決済比率の各国比較（2015）  

 

（出典：経済産業省（2017）「クレジットカード産業の更なる発展に向けて  

～データ利活用と API 連携～」より引用）  

 5 

全てのお金が電子情報となってネットワークを瞬時に移動し，計算され，記

録されることで，あらゆる経済取引においてフィンテックが利用可能となって

いる。これが，フィンテックによる大きな変化の１つであり，経済・社会に新

たな価値や事業機会を提供している。  

 また，フィンテックの発達によって誕生したサービスの１つとして，ロボッ10 

トアドバイザーがある。ロボットアドバイザーとは，投資に関する質問に答え

た利用者に対して，コンピュータが投資家のリスク許容度などを見極めたうえ

で，その利用者に合った投資信託の提案や運用計画の提案を行うサービスであ

る。自動的に投資商品の選択を行うため，投資の知識や経験の浅いような投資

初心者でも気軽に投資を行うことが可能となっている。  15 

 フィンテックは，個人の生活や家計管理に関わる様々な金融接点のあり方を

大きく変えようとしている。個人向けローンはフィンテックにおいて最も活発

に投資が行われている分野の１つであり，個人向け資産運用は新たな高成長分

野として期待されている。フィンテックは，上記のようなＡＩなどを用いた高

度な運用手法を個人が利用できる環境や，資産負債状況に応じた助言，個人が20 
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自分の家計を自動的に把握できるサービスを提供するなど，貯蓄や資産運用を

含む家計管理の水準を高めようとしている。また，個人や家計向けのフィンテ

ックサービスにおいては，既存の金融機関等と連携して，当該金融機関の顧客

向けに利便性や安全性を高めるサービスを提供するＢ  ｔｏ  Ｂ  ｔｏ  Ｃと言わ

れる分野も大きな位置を占めている。  5 

 

 日本は他国に比べてフィンテックの導入が遅れているといわれている。日本

でフィンテックをより浸透させるには，資産運用に関する教育に力を入れる必

要がある。フィンテックが普及することで，世の中のお金はより効率的に動き，

そこから新たなビジネスチャンスが生まれると考えられる。また，メリットや10 

デメリットの把握ができていれば，フィンテックはその真価をより発揮するの

ではないかと考えられる。  

 

８章  オルタナティブ投資の意義  

1 節  オルタナティブ投資の由来  15 

 オルタナティブ投資とは，「代替投資」とも呼ばれ，株式や債券などの伝統的

な資産とは異なる資産への投資のことである。具体的な投資対象としては，未

公開株式やヘッジファンド，プライベート・エクイティ・ファンド，証券化商

品，不動産，コモディティ，デリバティブ（金融派生商品）などがある。また，

実際の運用にあたっては，様々な投資手法を用いることや，異なったリスクを20 

持つ投資対象が組み込まれることがある。投資信託では，市場環境によらず投

資元本より高い利益を得ることを目指して，この運用手法を用いる場合がある。 

 一般にオルタナティブ投資において，その投資対象は，株式や債券などとの

価格連動性が低いとされている。そのため，海外投資家の間では，分散投資先

としての一つの選択肢となっている。また，今日では国内投資家の間でも関心25 

が高まっており，個人投資家向けにもオルタナティブファンドなどが販売され

ている。個人投資家でも，ＲＥＩＴや商品指数連動ＥＴＦ，金，商品先物取引，

差金決済取引（Ｃｏｎｔｒａｃｔ  Ｆｏｒ  Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ：ＣＦＤ）な

どを活用すれば，独自のオルタナティブ投資を行うことが可能である。  

 30 
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2 節  オルタナティブ投資のメリットとデメリット  

 オルタナティブ投資のメリットは主に２つ存在する。１つ目は株式や債券市

場との相関関係が低いことである。オルタナティブ投資の対象となる資産は，

株式や債券とは異なった値動きをする。つまり，市場の変動に左右されにくい

ため，株式市場や債券市場が低迷しているときでも収益を上げることが期待で5 

きる。２つ目は分散投資になることである。オルタナティブ投資を行うことで，

投資対象となる資産を増やすことや，投資の手法の多様化が可能となる。また，

投資する国や地域が増加する。そのため，伝統的な資産である株式や債券に投

資している場合と比較すると，投資対象資産が多様化し，分散投資を行うこと

が可能となる。分散投資を行うことで，１つの金融商品が暴落したとしても，10 

安定して利益を得られる，というようにリスクを抑えることができる。  

 一方で，オルタナティブ投資のデメリットは主に５つ存在する。１つ目は仕

組みが複雑で分かりづらく，初心者の投資家には難しく感じることである。私

募で富裕層などの少数の投資家から資金を集めるヘッジファンドなどには高度

な手法を用いた取引があるが，高度であるということは複雑で難解であること15 

を意味する。しかし，このように仕組みが複雑なオルタナティブ投資商品につ

いては，専門家向けの商品である場合も多い。そのため，投資顧問やプライベ

ートバンクなどに投資を一任することも１つの方法である。２つ目はオルタナ

ティブ投資の対象となる資産の中には妥当な価格の目安となるものがない場合

があることである。株価収益率のように割安・割高を判断する物差しがないた20 

め，資産価格の妥当性の判断が困難となっている。３つ目は取引コストが高い

場合があることである。オルタナティブ投資の対象となる資産は，伝統的な資

産である株式などと比べ，全般的に売買手数料などの各種手数料や投資信託さ

れているときの運用管理費用等の報酬が高い傾向にある。そのため，このよう

な知識を持ったうえでオルタナティブ投資に臨む必要がある。４つ目は流動25 

性・換金性が低いことである。オルタナティブ投資は私募で資金を集めること

が一般的である。少ない人数から資金を集めるため，流動性が低下する。これ

は，現金が欲しく，ものを売りたいときに買い手が現れにくいということであ

る。思ったようなタイミングで売却や換金が不可能な資産が存在している。５

つ目は短期投資に向かないことである。再生ファンドやベンチャーキャピタル30 
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の性質上，オルタナティブ投資は長期での投資となる。投資期間が長い場合，

途中でリスクが発生する可能性も高まる。例えば，ベンチャーキャピタルであ

れば，成長を見込んだ企業に投資したにも関わらず，その企業の経営が傾き，

最悪の場合倒産した際にリスクが発生する。リスクがある分リターンは大きい

が，短期投資のように１日で多くの利益を上げることは不可能である。  5 

 オルタナティブ投資は資産の種類が豊富である。そのため，金融商品それぞ

れの特徴をよく考え，見極める必要がある。また，投資先の選択肢が広がるこ

とが投資家に好影響をもたらすことは確実であるため，市場の動向や世界情勢

にも注目しておくことが求められる。投資対象の動きを見極め，理解を深める

ことで，より自分に合った資産運用が可能となる。  10 

 

９章  我々の提案  

 現在，日本は伸び悩む売上に対し利益が回復している。その裏側にはリスト

ラの進展がある。しかし、ＧＤＰ（国内総生産）は減少している。世界の名目

ＧＤＰランキングも２位から３位に下落した。消費主体である「家計」の動向15 

を見てみると、消費が伸びない傾向にある。日本ではこれまで「貯蓄から投資

へ」と国民に訴えてきたが，雇用や給料の関係でお金を使いたがらない。その

ため「貯蓄から資産形成へ」に転換している。国内景気は２０１２年末から拡

大が続いている。また，高齢化社会の到来が確実視されているなかで，人手不

足が深刻である。しかし，非正規雇用の定着，外国人労働力の浸透などを背景20 

に賃金はあまり上昇していない。企業から見れば，景気拡大下で人件費が抑制

され，史上最高水準の業績を支える原動力になっていると言える。一方，収益

拡大により贅沢なキャッシュを持つ企業から，旺盛な資金需要は発生しない。

金利の急上昇は考えにくく，低金利で企業業績が拡大していけば株価が上がる

のは当然である。株価上昇のメリットは企業だけでなく株式保有者にもある。25 

しかし，現在日本株式の最大の保有者は外国人投資家である。個人投資家の保

有比率は外国人の約半分にとどまり，株価上昇の恩恵に十分浴しているとは言

えない状況である。景気が良くなれば，企業収益・賃金ともに上昇するという

考え方が通用しない時代である。だからこそ，個人にとって賃金以外に景気拡

大メリットを享受する方法を獲得することが必要不可欠である。  30 
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また，老後をサポートする社会保障への不安が高まっている。例えば，現時

点ですでに一般的な高齢者の生活費が年金受給額をオーバーしている。しかし，

支給額は年々減少している。今後も改善される見込みは薄く，年金をアテにし

ていると老後破産する可能性もありうる。  

 日本の現状をふまえた上で，今まで勉強してきた知識を活用して私たちは２5 

つの投資信託の方法を提案する。  

 １つ目は「ＮＩＳＡ：ニーサ（少額投資非課税制度）」である。ＮＩＳＡとは

新規投資の上場株式等の売却益・配当金分等が非課税になる制度である。２０

１４年１月から始まる。通常，上場株式や投資信託などから得られた売却益や

配当金などは所得税や地方税の課税対象となる。ＮＩＳＡは、毎年１２０万円10 

を上限とする新規購入分を対象に，その売却益や配当金などを最長５年間非課

税にする制度である。ＮＩＳＡ導入の背景として，個人の資産づくりの促進と

「貯蓄から投資へ」の流れを促すことによる経済の活性化を期待がある。ちな

みに２０１６年より１００万円から１２０万円に拡大した。資産形成を優遇す

るためである。しかし，非課税となる売却益や配当金等に上限額は設けられて15 

いない。この制度を最大限に活用することができたら，最長１４年間にわたっ

て非課税のメリットを受けられる。ＮＩＳＡの導入をきっかけに「投資」への

関心の高まりとともに２つにことが期待できる。１つ目は将来への備えとなる

資産づくりの促進である。家計の安定的な資産形成の支援である。将来の生活

への備えとなる預貯金や株式・投資信託・保険といった金融資産を全く保有し20 

ていない世帯，いわゆる「金融資産ゼロ世帯（２人以上世帯）」が日本では年々

急増している。２０１７年には約３割という割合を占めている。ＮＩＳＡ導入

を１つのきっかけに，若い世代を中心に少しでも多くの人が将来に向けた資産

形成に取り組むようになることを期待している。２つ目は経済成長のために家

計の金融資産を有効活用している。家計からの成長資金の供給拡大である。日25 

本国内において家計が保有する金融資産は１８２９兆円である。そのうち預貯

金が占める割合は半数以上と他国と比べ突出して高くなっている。そこで「貯

蓄から投資へ」の流れが促進される。家計から企業への資金供給が拡大し，経

済が成長するとともに，家計も潤いさらなる投資につながるという好循環を生

み出す。このような意義にもＮＩＳＡは期待されている。ＮＩＳＡには口座名30 
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義人が２０歳以上である場合に利用できる「成人向けＮＩＳＡ」と口座名義人

が２０歳未満である場合に利用できる「ジュニアＮＩＳＡ」がある。それぞれ

制度が異なるので自分にあったＮＩＳＡを選ぶことができる。口座名義人が２

０歳以上の場合により利用できる。成人向けＮＩＳＡには「一般ＮＩＳＡ」と

「つみたてＮＩＳＡ」がある。同１年内に「一般ＮＩＳＡ」と「つみたてＮＩ5 

ＳＡ」の併用はできない。一般ＮＩＳＡは非課税であり，少額からはじめられ

る。非課税のメリットを受けながら資産形成を図ることができる。一般ＮＩＳ

Ａには３つの特徴がある。１つ目は売却益・配当金・分配金等が非課税である。

一般ＮＩＳＡ口座で購入すると，上場株式・公募株式信託等の売却益や配当金・

分配金等が非課税となる。２つ目は非課税期間が５年間で年間１２０万円まで10 

である。非課税期間は投資を始めた年を含めた５年間である。一般ＮＩＳＡ口

座は、平成２６年（２０１４年）から平成３５年（２０２３年）までの１０年

間開設できる。毎年１２０万円まで非課税枠として購入できる。５年間の非課

税機関が終了した時点で保有している上場株式等を継続して非課税対象とした

い場合には，翌年設定される非課税投資枠へ繰り返すこと（ロールオーバー）15 

ができる。３つ目は日本に住む２０歳以上の方が対象である。一般ＮＩＳＡの

注意点が２つある。１つ目はＮＩＳＡ口座が一人につき１口座である。２つ目

は上場株式等の配当金等を非課税にするに配当金の受け取りを「株式比例配分

方式」に指定する必要がある。つみたてＮＩＳＡは長期的な資産形成にぴった

りである。つみたてＮＩＳＡには３つの特徴がある。１つ目は非課税期間が最20 

長２０年間，年間４０万円までである。月々の積立契約により購入した公募株

式投資信託等の売却益・配当金・分配金等が非課税になる。２つ目は長期・積

立・分散投資に適した低コスト商品である。例えば購入手数料が無料であり，

低い水準の信託報酬である。３つ目は投資タイミングの分散によりリスクを低

減できる。つみたてＮＩＳＡの投資方法は月々の投資信託積立契約に限られる。25 

毎月決まった日に，決まった金額の銘柄を買い付けるので投資タイミングに悩

む必要がない。また，定期的に継続して一定金額ずつ購入することで，平均購

入単価を抑える期待ができる。  

ジュニアＮＩＳＡは未成年向けＮＩＳＡであり、口座名義人が２０歳未満で

ある。子供や孫の将来の資産形成を応援する制度である。教育資金の準備や生30 
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前贈与などに活用できる。ジュニアＮＩＳＡには特徴が３つある。１つ目は売

却益・配当金・分配金等が非課税である。ジュニアＮＩＳＡ口座で購入すると，

上場株式・公募株式投資信託等の売却益や配当金・分配金等が非課税となる。

ジュニアＮＩＳＡ口座で保有する上場株式の配当金等を非課税で受け取るため

には，配当金等の受取方法を「株式比例分配方式」に指定する必要がある。非5 

課税期間は５年間で年間８０万円までである。非課税期間は投資を始めた年を

含めて５年間である。ジュニアＮＩＳＡ口座の投資可能期間は，平成２８年（２

０１６年４月）から平成３５年（２０２３年）１２月である。毎年８０万円ま

で非課税枠として購入できる。１８歳以降はジュニアＮＩＳＡ口座内の資金や

預かりは引き出しが可能になる。３つ目は日本に住む０歳から１９歳の未成年10 

者が対象である。ジュニアＮＩＳＡ口座の運用は、原則親権者等が代理で行う。

ジュニアＮＩＳＡ口座はすべての金融機関を通じて一人１口座しか開設できな

い。また，口座開設後の金融機関の変更はできない。  

２つ目は「ｉＤｅＣｏ：イデコ (個人型確定年金 )」である。２０１７年１月

から企業年金を実施している企業に勤めている方や公務員・専業主婦の方を含15 

め，基本的に６０歳未満のすべての方から加入できる。確定拠出型年金とは，

あらかじめ毎月の掛金額を決めておき，積立金の運用成績に応じて将来の給付

額が決まる制度である。従業員ひとりずつ個別に口座が設けられ，その口座に

毎月の掛金・事業主からの奨励金・運用収益が蓄積される。運用方法について

は，事業主が提示する，金融商品を組み合わせた複数のプランから自分で選定20 

する。企業年金には２つある。１つ目は確定給付型年金である。企業が年金を

支払うための資産をまとめて管理する制度である。あらかじめ決められて給付

額に応じて，掛け金（積立額）が算定される仕組みである。運用状況などによ

り掛け金が変動する可能性があり，資金が積立不足になった場合は企業側が追

加資金を拠出する。２つ目は確定拠出型年金である。「個人型」と「企業型」が25 

ある。個人型は個人が自分の意思で加入する制度である。企業型は会社が中心

となり，社員から同意を得たルールに基づいた制度を作る。会社が加入を決め

る制度で，社員が決めることはできない。特徴が３つある。１つ目は少額低リ

スクである。５，０００円から始められる積立投資である。ｉＤｅＣｏなら毎

月５，０００円から積立が可能である。資産が少ない人や投資初心者にも始め30 
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やすい。銀行などの身近な金融機関で取り扱っている。２つ目は非課税であり，

節税になる。運用益が非課税なうえ，所得税を安くできる。積み立てたお金は，

全国所得控除の対象となり，所得税や住民税を安くできる。更に運用中に出た

利益（運用益）は非課税である。６０歳以降の受取時にも税控除が適用される。

３つ目はほったらかしでも良い。６０歳まで自動で設定金額を積立でき，ほっ5 

たらかしで大丈夫である。ｉＤｅＣｏは、原則 60 歳まで積み立てた資産を引

き出せない強制貯金のようなものである。更に投資信託などはプロが資産運用

を行うため，運用の手間もかからない。留意点が２つある。１つ目は６０歳ま

で引き出しができない。２つ目は運用リスクを負う。  

税制メリットを活かせる積み立てＮＩＳＡとｉＤｅＣｏは、積立投資という10 

点で共通するので、どちらを選択するか迷う人も多いと考える。両者の違いを

整理すると、ｉＤｅＣｏは毎月の掛金が全額所得控除の対象となる。６０歳ま

で預けた掛金を引き出すことができないという点だ。いわば流動性がないため，

強制的な貯蓄機能を持つ。考え方として老後の資産づくりの一環として，まず

はｉＤｅＣｏで無理のない額を毎月積み立てる。一方で，５年後や１０年後に15 

まとまった資金が必要となりそうなら補てんする目的でつみたてＮＩＳＡを選

ぶのも良い。しかし，投資信託はあくまで運用するため，積立額より増えてい

るか減っているかは、そのときどきの相場や運用状況にもよる。ｉＤｅＣｏで

所得控除のメリットを最大限活かしつつ，万一に備えて流動性も確保するため

に，つみたてＮＩＳＡを併用するのも良いと考える。どちらも積立金額は変更20 

できるので，収入に応じて増額するのも手である。  

 

9 章  おわりに  

 現在，ジュニアＮＩＳＡなど２０歳未満に向けた資産形成制度などがある。

私たちのグループにもＮＩＳＡやｉＤｅＣｏをいち早く取り入れている人がい25 

て，アルバイトをせず株で生計を立てている人もいる。もっと多くの人に資産

形成制度を使用してもらうためには，株式の本源的な意味や資産運用の方法な

ど，金融教育を協力に推進する必要があると考える。野村證券では日経ＳＴＯ

ＣＫリーグや日経未来投資プログラムなど，中高生に向けたプログラムも実施

されている。また、小学生から教員までそれぞれの世代にあった金融経済教育30 



27 

 

プログラムがある。講座・親子向け講座・学習教材・出版物・インターネット

など幅広い。  

主要科目と並ぶほど金融教育は大切だと考える。これから世界は今まで以上に

キャッシュレス社会が進む。その意味での金融の勉強もこれから必要になる。

このような事実も踏まえたうえで，金融教育を充実させるべきである。国民一5 

人ひとりがより自律的で安心かつ豊かな生活を実現するために，金融リテラシ

ーを身につける必要がある。  
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