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はじめに  

 

1980 年代の我が国は 9％も金利がある時代だったが、現在の我が国は「ゼロ

金利」と呼ばれる時代に突入し、銀行や郵便局の預金に頼った資産構成では資

産を増やすことが難しいといえる。また、近年我が国では少子高齢化の影響で5 

公的年金の受給額が減少すると懸念されている。こうした家計の危機に備える

べく、中長期的な資産運用の必要性が求められており、中でも投資信託の注目

度が高まっている。実際に 2014 年に政府が NISA（小額投資非課税制度）を打

ち出したこともあり、投資信託のシェア率は増加傾向を辿っている。しかし、

投資信託は家計にとっての長期・安定的な資産運用の手段として充分に機能し10 

ているとは言えない。現金・預金が家計資産構成の半数以上を占めている一

方、投資信託比率は 5％前後で推移しているのが現状である。この数字は投資

信託大国の米国に比べると大きな差があり、我が国ではまだまだ投資信託利用

者が少ないと言わざるを得ない。運用パフォーマンスにおいても良いとは言え

ず、投資家リターンが少ない現状である。金融庁は 2016 年に「平成 27 事務15 

年度金融レポート」を発表し「貯蓄から資産形成へ」という新たな理念の下長

期・積立・分散を通じた資産形成の必要性を前面に打ち出した。これまでの販

売側の利益ばかりを求めた商品ではなく顧客本位の商品設計を証券会社等の資

産運用業種に呼び掛けることによって投資家と販売側の相互理解を図ろうとし

ている。  20 

本稿では、１章で投資信託の概要について明らかにする。２章では我が国と

諸外国の比較について明らかにする。３章では我が国の投資信託の現状と問題

点を明らかにする。最後に４章で提言として、家計の資産形成の手段としての

投資信託の本来あるべき姿とは何かを考察していく。  

 25 

 

 

 

 

 30 
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１章 投資信託の概要  

   １ -１  投資信託の仕組み  

 

投資信託（ファンド）」とは、一言でいえば投資家から集めたお金をひとつ

の大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する5 

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。  

 「集めた資金をどのような対象に投資するかは、投資信託ごとの運用方針に

基づき専門家が行う。投資信託の運用成績は市場環境などによって変動する。

投資信託の購入後に、投資信託の運用がうまくいって利益が得られることもあ10 

れば、運用がうまくいかず投資した額を下回って、損をすることもある。この

ように、投資信託の運用によって生じた損益は、それぞれの投資額に応じてす

べて投資家に帰属する。つまり、投資信託は元本が保証されている金融商品で

はない。  

 15 

（図表１ -１）投資信託の仕組み  

 

 

出典：投資信託協会（ 2017）  「そもそも投資信託とは」  

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/ 20 

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/
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投資信託は「投資信託運用会社」で作られ、主に証券会社、銀行、郵便局な

どの「販売会社」を通じて販売され、多くの投資家からお金を集める。投資家

から集めたお金はひとつにまとめられ、資産管理を専門とする、「信託銀行」

に保管してもらう。運用会社は、集めたお金をどこにどうやって投資するのか5 

考え、その投資の実行を、お金を管理している信託銀行に指図する。このこと

を運用指図といい、運用会社がその権限を持っている。そして、信託銀行は運

用会社の指図を受けて、株や債券の売買を行う。 投資信託は、販売･運用･資

産の保管などの業務を行う、それぞれ専門の機関が役割を果たすことで成り立

つ金融商品である。  10 

 

 

（図表１-２）投資信託の仕組み  

 

 15 

 

 

出典：投資信託協会（ 2017） 「投資信託の仕組み」  

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/ 

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/
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 ここで、販売、運用、資産の保管を行う各機関の役割を細く分けて見てみ

る。 

 販売会社（証券会社、銀行など）の役割は、投資家ごとの口座を管理し、投5 

資信託の販売や換金、分配金・償還金の支払いなどを行う。また、投資家が資

産運用する際の質問に答えたり、相談にのるなど、いわば、投資家と投資信託

をつなぐ「窓口」だといえる。  

  投資信託運用会社の役割としては、投資信託を作り投資家から集めた資金を

運用する。運用会社では、経済・金融情勢などに関する様々なデータを収集・10 

分析し、専門家がノウハウを駆使しながら信託財産をどの資産にどのように投

資するのかを考え、信託銀行に対して運用を指図する。投資信託を作り、運用

する運用会社は投資信託において最も重要な役割を果たしていると言える。運

用会社は投資信託の法律上、「委託者」と呼ばれる。  

 信託銀行の役割としては、投資家から集めた資産を大切に保管・管理する。15 

信託銀行は運用会社からの運用の指図に従って、株式や債券などの売買や管理

を行う。なお、信託銀行では投資家から集めた信託財産を自分の財産とは区別

して、保管・管理（分別管理）していて、いわば投資信託の金庫番のような役

割を果たしていると言える。信託銀行は投資信託の法律上、「受託者」と呼ば

れる。  20 

  

 

 

 

 25 
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  １-２ 我が国の投資信託の歴史と導入経緯  

 

投資信託が日本で最初に誕生したのは 1951 年に証券投資信託法が制定さ

れ、当時の野村、大和、日興、山一の 4 大証券が国内株式ファンドの販売を開

始したところからはじまる。  5 

日本の投資信託は、その受益証券が証券取引法上の有価証券であることか

ら、証券会社のみが販売する方式でスタートした。また投資信託に組み入れる

ことができる資産は、初め国内株式に限定されていた。その後、 60 年代には

国内債券、70 年代に外国投信の国内販売自由化が促進し外国証券まで拡大さ

れた。しかし、 1990 年初頭にバブルが崩壊し、 1973 年 12 月から続いた安定成10 

長期が終わり、「失われた 20 年」と呼ばれる低成長期に突入し、また国際社会

での日本の認識や日本人の価値観などにも大きな影響を及ぼした。だが我が国

はこれをきっかけに打ち出された金融ビッグバン構想の一角として投資家と投

信の接点を拡げるため、 98 年に銀行等による投信販売が始まり、これにより

リスク性の金融商品になじみの薄かった投資家層にも投資信託が浸透していっ15 

た。 

 

 

 

 20 
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（図表１-３）国内投信市場の歴史

 

 出典：篠田尚子「投資信託ガイド」より  

 https://allabout.co.jp/gm/gc/432104/ 

 5 

 

 

       １-３ 投資信託の種類  

 

投資信託には様々な商品の種類がある。まず、一つ目に公募投資信託と私募10 

投資信託がある。公募投資信託とは、一般投資家を対象に、幅広く募集を行う

ものである。それゆえ、公募投資信託の特徴として、誰でも購入することがで

きることが挙げられる。一方の私募投信は、一般投資家に幅広く募集をするの

ではなく、専門的な知識があるものにのみ募集をかけるところに特徴がある。

このように、募集対象の違いから公募と私募に区分されている。  15 

二つ目に契約型と会社型がある。契約型投資信託とは委託者である運用会社

と、受託者である信託銀行が契約を結んで、運用や資産管理を行い、受益者で

ある投資家が最終的に利益を受け取ることができるものである。ちなみに日本

で販売されている投資信託は、契約型投資信託がほとんどである。  

https://allabout.co.jp/gm/gc/432104/
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ8tL-vJneAhWLvrwKHbQRBM8QjRx6BAgBEAU&url=https://allabout.co.jp/gm/gc/432104/&psig=AOvVaw1KnWVarTiWMkQdvRUMLmsl&ust=1540277992380902
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一方の会社型投資信託とは、投資法人が投資家から資金を集めて、その資金

の運用を運用会社に委託をし、その資金は信託銀行が保管する仕組みになって

いる。運用の利益は投資法人から投資家に渡される。日本の会社型投資信託で

は、J-REIT が代表的な商品と位置付けられている。  

三つ目に、クローズドエンド型とオープンエンド型がある。この二つの違い5 

は、投資家が保有している投資信託を、発行会社が買い取りを行うか、否かに

ある。クローズドエンド型は、運用会社が設定した満期時点まで原則として買

い取りが行われない。もし売却をしたければ、上場市場や店頭市場での売買を

通じて売却しなければならない。また、発行後、運用会社が買い取りをしない

ので、発行数量は一定である。オープンエンド型は運用会社が買い取りを行う10 

ため、購入と解約が繰り返されるので、資金の集まるファンドと資金が集まら

ないファンドがあることが、特徴として挙げられる。  

そのほかに単位型と追加型がある。これはどの時点で購入するかで分類され

たものである。単位型投資信託は、設定当初の募集期間しか購入できない。他

方、追加型投資信託は、いつでも購入できる。また、無分配型と分配型の投資15 

信託がある。無分配型の投資信託は、決算時に分配金を投資家には還元せず、

運用収益や配当などはそのまま元本に加えて、継続して運用する。このため、

複利効果が発揮されるという特徴があり、中長期的な資産形成に向いていると

言える。一方で、分配型のそれは運用収益を決算時に分配するため、複利効果

は期待できなくなるが、年金生活者が年金の上乗せに利用したいというニーズ20 

を持っているため、人気が出ている商品である。 

  

 

 

 25 
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    １-４ 日本版ビッグバン  

 

1996 年～99 年にかけて集中的に進められた日本の金融・証券市場制度の大

改革。イギリスでは、ロンドンの金融街・シティーの活性化を図るため、 1986

年 10 月に証券市場の大改革が行われた。これがいわゆる「ビッグバン」で、5 

宇宙の始まりの大爆発から命名された。一方、日本ではバブル崩壊後、東京の

証券・金融市場も世界の３大市場の１つとしての地位が揺らぐなか、シティー

のビッグバンにならった大改革を実施することになった。これが「日本版ビッ

グバン」と呼ばれるものである。証券関係では、持ち株会社制度の導入、投資

信託の銀行窓口販売の解禁、株式売買手数料の自由化、有価証券取引税の廃止10 

が主な内容である。  

 

 

 

２章 我が国と諸外国の比較  15 

  ２-１  投資信託の発祥  

  ここではまず英国の投資信託制度について説明する。投資信託の原型が作ら

れたのは 19 世紀のイギリスである。その後アメリカに渡り世界中に普及し

た。投資信託は中世イギリスに使われていた「ユース」が始まりであるとされ

ている。イギリス人は昔から宗教心が熱く、死後自分の土地を協会に寄進する20 

習慣があった。しかし、教会に土地が寄進されてしまうと地代や税金がとれな

くなってしまうので、これを禁止する法律が制定された。そこで、人々は土地

を直接教会に寄進することを避け、信頼できる人に譲渡し、譲渡を受けた人が

その土地からあがる収益を協会に寄付するという形がとられた。この制度を  

「ユース」という。英国の個人による資産形成の背景として、公的年金制度を25 

めぐる変遷が指摘できる。英国は、かつて「揺りかごから墓場まで」と言われ

る手厚い社会保障制度を擁したが、 1980 年代から他の先進諸国に先駆けて公

的年金改革を行った。英国年金制度の特徴として、公的年金は最低限度の生活

を約束する社会保障システムの位置づけで、現役世代の給与と比較した公的年



11 

 

金の給付水準は  38.3%と、諸外国に比べ元々低いことが挙げられる。公的年金

は定額の基礎年金と、報酬比例の国家第二年金で構成されているが、 1978 年

には一定の要件を満たす職域年金の加入者は、国家第二年金の適用除外 (コン

トラクト・アウト )が認められる制度が創設され、 1980 年代に要件緩和がなさ

れた。個人向け  DC のステークホルダー年金の導入や、職場に年金制度のない5 

従業員を私的年金に自動加入させる制度改正により、私的年金の普及拡大策が

講じられている。   

 

 

 10 

  ２-２  諸外国と我が国の比較  

 世界の投資信託残高を見ると、 2006 年の 21.76 兆ドルから  2016 年には

40.36 兆ドルと 10年間で約1.8倍拡大している。 2008年に起こったリーマンシ

ョク、2011 年の欧州危機により一時的に残高が減少した年もあったが、ほぼ

一貫して残高は年々上昇している。 2017年3月末現在、投資信託残高 1位の米国15 

は19 兆766 億ドルであり諸外国と大差で1位を誇っている。日本の投資信託残

高は9位で1兆5880億ドルであり、1位の米国の投資信託残高と比較すると 12分

の1程度である。  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 



12 

 

 

 

 

(図表２-１) 暮らしの好みと満足度についてのアンケート  

 5 

 

 

 出典：http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/ 

 

  10 

 わが国家計が保有する金融資産の内訳をみると、およそ半分が現預金となっ

ている一方、株式、投資信託といった、いわゆるリスク性金融資産の割合は 1

割程度に止まっており、欧米諸国と比べ、リスクテイクに慎重な投資姿勢が鮮

明となっている（図 2-1）。将来に向けた安定的な資産形成を促す観点から、

わが国では、銀行等による投信窓販解禁など、様々な取り組みがこれまで続け15 

られてきたが、わが国家計の主要な資産運用先は長期間にわたり現預金となっ

ている。こうした家計の慎重な投資姿勢の背景には、何が影響しているのだろ

うか。  

http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/
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（図表２ -２）暮らしの好みと満足度についてのアンケート  

 

 

 出典：http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/  5 

 

 

 

 

 10 

http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/
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（図表２-３）暮らしの好みと満足度についてのアンケート  

 

出典：http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/ 5 

 

  リスク資産の保有状況についてみると、日本は、リスク資産保有世帯の割合

が低い上に、リスク資産保有世帯に限定してみても、リスク資産の保有比率は

低くなっており、リスクテイクに慎重な姿が窺われる（図２-２）。次に、資

産選択に影響を及ぼす各要因についてみると、リスク資産を含む金融資産の期10 

待収益率は、日本の家計で低い収益率が見込まれている。また、予備的貯蓄動

機を惹起するとみられる老後の暮らしに対する不安は、日本の多くの世帯で意

識されている一方、借入を謝絶された経験は米国で多く、流動性制約を通じて

リスク資産保有に影響を及ぼしている可能がある。このほか、市場への参入を

左右すると指摘されてきた金融知識に関しては、利息、インフレ、分散投資、15 

http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/


15 

 

債券価格に関する質問全てにおいて、日本の正答率が低い傾向がみられている

（図表２-３）。こうした違いは、資産選択メカニズムを通じて、日米家計の

資産選択行動の違いに影響を及ぼしているものと考えられる。  

 

 (図表２-４) 暮らしの好みと満足度についてのアンケート  5 

 

出典：http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/  

 

 リスク回避度は、その計測手法や何のリスクに対するものかによって結果は

変わり得るほか、日米の国民性の違いを論じる場合には、両国の人口動態や社10 

会保障の違いなどを、どこまで勘案すべきか、という定義上の問題も存在す

る。このように、結果の解釈については、留意すべき論点もあるため、図表２

-４の結果が、「日本人はリスク回避的である」という見方を否定できるもの

では必ずしもないことには注意が必要である。  

 15 

  

http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab17j01.htm/
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 ３章  我が国の投資信託の現状と問題点   

 日本証券業協会によれば、金融リテラシーとは金融に関する知識や情報を

正しく理解し、自らが主体的に判断することのできる能力であり、社会人と5 

して、経済的に自立しより良い暮らしを送っていく上で欠かせない生活スキ

ルのことであるとされている。ここでの金融リテラシーとは資産形成のため

の金融リ テラシーのことであり、どの商品にどのように投資するかという

ことを選ぶ際 に重要な事項である。しかし、日本では資産形成のための金

融リテラシーが不十分であるという意見がある。個人を取り巻く経済・金融10 

環境が急に変化するなかで、「貯蓄から投資へ」の流れを促すためには、資

産形成のための金融リテラシーに対する意識を高め、それを拡充することが

必要である。  

 投資未経験者の 8 割以上が、有価証券投資を必要とは思わないと回答し、

投資教育を受けた経験がない人の約 7 割が、金融や投資に関する知識は必要15 

ないと回答している。つまり、日本人はそもそも投資に対して、関心がない

のではないのか。 投資未経験者の多くが、そもそも投資に関心がないとの

ことであったが、金融リテラシーが高ければ、投資をしているのか。そし

て、金融リテラシーと投資の有無は相関性があるのではないか。  

 投資信託の組成、販売において、我が国では構造的な問題を抱えている。20 

特に、販売に於いて、金融庁が目指している顧客本位の営業姿勢とは程遠い

営業実態を明らかにしてきた。もちろん、そういった販売方法に問題がある

ことは言うまでもないが、高額な商品を知識もないまま、営業マンに言われ

るままに購入している投資家にも、問題がまったくないとは言えないだろ

う。日本人の金融リテラシーが高まれば、投資家は商品の内  容をきちんと25 

理解して買うようになり、販売会社のこれまでのような販売手法  を許され
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なくなるだろう。したがって、今、日本人の金融リテラシーが問われている

と言える。  

 1980 年-90 年代の日本の機関投資家（特に生保）の間で、債券運用の際に最

終利回り（トータルリターン）よりも直接利回り（期近のインカム収入）を重

視する日本独特の運用ビヘイビアが見られたが、それがこうして今、個人投資5 

家に同じような分配金指向が見られるのは大変興味深い現象である。インカム

指向という投資ビヘイビアは、プロアマを問わず日本人の国民性に共通して根

付いているのだろうか。  

 

 10 

(図表３-１) 投資信託の保有者年齢  

 言葉も知らなかっ

た 

保有したことがな

い 

以前保有してい

た 

現在保有している  

20

代 

5.4％ 94.2％ 0.4％ 0％ 

30

代 

5.4％ 86.1％ 2.4％ 6.1％ 

40

代 

5.8％ 82.3％ 4.5％ 7.4％ 

50

代 

1.29％  77％ 8.2％ 13.6％  

60

代 

3.5％ 72.9％  9.7％ 14％ 

70

代 

5.9％ 61.6％  13.5％  18.9％  

出典：投資信託協会  
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 日本の場合。投資信託の保有者は圧倒的に高齢者に偏っている。図表２ -３

によると、投資信託の利用者は全体で見れば少ないものの（年代を問わず投資

信託の利用率は、２０代のほぼ０ %から７０代以上の 18.9%）、年齢を重ねるご

とに利用率は上昇している。年金生活者の運用ニーズが、長期的な資産成長よ

りも年金のように分配金を定期的に受け取れるインカム運用に関心が高いこ5 

とは理解できる。しかし、インカム重視に拍車がかかり通貨選択型、カバード

コールを活用して分配金を引き上げるタイプの商品が開発されるまでにいた

ると、常識的に考えて高齢層にとって理解が難しいほどに複雑かつリスク許

容度を超えた商品性は明らかに度を超えているだろう。日本では本来リスク

を取るべき若年層がリスクを取らずに、逆にリスク許容度の低い高齢層が過10 

剰なほどのリスクを取っている。投資利回りではなく、「分配金利回り」とい

う指標まで誕生し、販売の現場では商品の有利性を訴求する目的で実際に利

用されている。   

 

  ３ -１  NISA 15 

 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して

得た利益や受け取った配当に対して約 20%の税金がかかる。  

NISAは「NISA口座（非課税口座）」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこ

れらの金融商品から得られる利益が非課税になる。つまり、税金がかからなく

なる制度である。 NISA口座は、毎年120万円（2015年以前は 100万円）分の金融20 

商品（株式や投資信託など）が購入可能です。各年に購入した金融商品を保有

している間に得た配当金や、値上がりした後に売却して得た利益（譲渡益）が

購入した年から数えて 5年間、課税されません。非課税で保有できる投資総額

は最大600万円となります。  

非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課25 

税投資枠に移すことができるほか、 NISA口座以外の課税口座（一般口座や特定

口座）に移すこともできる。  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab4-9
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab12-3
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab12-5
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab12-5
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab12-2
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab4-15
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab4-15
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なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が 120万円を超過してい

る場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができる。  

現在、NISAは2023年までの制度とされているので、金融商品の購入を行うこと

ができるのは2023年までである。2023年中に購入した金融商品についても 5年

間（2027年まで）非課税で保有することができる。  5 

 2018 年 1 月から始まるつみたて NISAは、現行NISAと比べて年間投資上限額

が低く投資可能期間が長いのが特徴である。つみたて  NISA では非課 税対象

に個人株は入っておらず、インデックスファンド等長期のつみたてに適  した

投資信託のみとなっている。その中てでも設定期間が  20 年以上、非毎月分  

配型、販売手数料無料 (ノーロード)など様々な条件があり約 6000 本ある投 10 

資信託の中でも  120 本と限られている。現行  NISA よりも小額からのこつこ

つとした長期資産形成向けである。現行  NISA と併用はできない。  

 子供の就職または大学進学時の資金準備のために作られた制度であり、親や

祖父母が未成年者に代わり運用する。災害時など特別な事情がある場合以外 

15 は原則として  18 歳までは引き出すことはできず、引き出す場合は非課税15 

の恩 恵を受けることができなくなる。日本では高齢者が多くの金融資金を持

っているという現実があり、高齢者に生前贈与という形で若い世代にそれを移

転させるという狙いもある。祖父母が生前贈与した資産をジュニア  NISA で活

用し孫が消費に回したり、ジュニア NISAで活用した資金を大学進学の資金に

回せば親の教育費の負担が減り家計にゆとりが生まれその分消費に回したりす20 

ることで日本経済の活発化が期待できる。資金運用で出た利益が非課税になる

のみならず、生前贈与により相続税の節税になるというメリットもある。現行  

NISA、つみたて NISAと併用可能である。   

 

 25 

 

 

 

 

 30 

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab12-6
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab12-5
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/glossary/index.html#tab12-1
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３-２ 確定拠出年金  

 確定拠出年金制度 (以下 DC 制度)は、「国民の高齢期における所得の確保に

係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安

定と福祉の向上に寄与する」ことを目的とする制度である。  

まず、原則すべての国民に個人型確定拠出年金 (iDeCo)の加入を可能とし、簡5 

易型確定拠出年金など中小企業にも制度の普及・拡大を企図し、また DC 制度

から確定給付企業年金制度などへ年金資産の持ち運びを拡充させるなど、誰も

が確定拠出年金制度を利用できるようにするための制度改正を行った。また、

今まで資産運用や投資になじみのない者も含め、誰もが DC 制度を利用しうる

ことになるが、 DC 制度は加入者自身が運用商品を選択 (運用指図 )して運用を10 

行う制度であることから、年金資産として高齢期の所得確保に資するべく加入

者等の運用指図を支援するための制度改正を行った。具体的には、提示商品に

つき元本確保型商品の提供義務が外れ、リスク・  リターン特性の異なる 3 つ

以上のものを提供することとしたことに加え、  運用商品提供数に上限を設け

ることや、指定運用方法について、丁寧な手  続規定を設けた上で、その適用15 

に当たり加入者が指図したものとみなすものと法律に位置づけるとともに、物

価変動リスクを例示し、指定運用方法  において分散投資効果に資する商品が

選定されうることを示すなどの法改正を行った。  

  

   20 

３-２-１ 確定拠出年金における課題  

 １９８０年代以降の米国投資信託市場拡大の一因が４０１（ k）IRA の普及に

あった点を考えると、近年普及し始めた我が国の確定拠出年金制度を利用して

投資家層の拡大を図る上では、我が国の制度はアメリカの制度比べて見劣りし

ている。  25 
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 第一に、日本の個人型確定拠出年金を米国 IRA と比較すると、対象者には大

きな格差がある。日本の個人型確定拠出年金では、アメリカでは対象者として

認められている公務員や専業主婦は加入することができない。  

 第二に、企業型確定拠出年金制度に置ける拠出額拠出方法についても格差が

大きい。我が国の場合は、そもそも拠出限度額の水準自体が低いことに加え5 

て、確定給付型との併用の有無により拠出限度額に違いが生じる仕組みになっ

ている。また、アメリカの４０１（ k）プランでは、企業と従業員双方による

拠出が可能であるのに対して、我が国では従業員からの拠出が認められていな

い。従業員拠出については実務界からも実現を望む声が聞かれているものの、

現時点ではまだ制度として認められていない。  10 

 また、確定拠出年金において投資信託は運用商品として定着していくには、

デフォルト商品の取り扱いについても課題が残る。現行規制上では、デフォル

ト商品の選定についてのメールは特になく、ほとんどの確定拠出年金匂いて元

本保証商品（定期預金）がデフォルト商品となっているのが実態と思われる。  

 さらに、企業年金連合会（２００６）によれば、確定拠出年金を導入してい15 

る企業のうち加入者への継続教育を実施しているのは３３・５％の企業に限ら

れているほか、加入者の行動特性として、一旦選択した運用商品を見直す事を

しないとの指摘もある。我が国では、加入時点でデフォルト商品である定期預

金が自動的に選択され、その後も、ライフサイクルに応じて資産配分を見直す

ことはせずに、定期預金のまま放置するケースが多いと思われる。以上を踏ま20 

えると、確定拠出年金における継続教育を普及させると同時に、加入者行動を

把握した上で、適切な資産配分ができるような制度設計を考えていく必要があ

る。 

 

  25 
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  3-３  アセット・アロケーション  

 アセット・アロケーション（資産配分）とは、株式や債券などの資産クラス

にどのように資金を配分するかという資産配分決定のプロセス策定とその結果

として導かれる資産配分比率のことである。株式７０ %、債券３０ %というポー

トフォリオは、株式３０ %、債券７０%というポートフォリオとは異なるリス5 

ク・リターン特性をもつ。投資家にとって、どのようなアセット・アロケーシ

ョンが適切かは投資家の運用基本方針や投資環境に依存する。アセット・アロ

ケーションは資産配分比率という結果に注目しがちであるが、資産配分比率を

決定するまでのプロセスが重要である。その理由として、資産配分比率を決定

するために用いる期待リターンなどの前提数値や分析モデルは、投資家の考え10 

方によって多種存在するからである。  

 

  ３-３-１  アセット・アロケーションの枠組み  

 アセット・アロケーションにはいくつかの考え方がある。ポートフォリオ・

マネジメントのプラン段階で最初に検討する考え方は、戦略的アセット・アロ15 

ケーションである。戦略的アセット・アロケーションでは、投資家のリターン

目標、リスク許容度、投資制約が長期の期待リターンと統合され、運用基本方

針で定められた資産クラスへの投資配分比率を決定する。  

 アセット・アロケーションには、戦術的アセット・アロケーションという考

え方もある。資産クラス間において、現時点で魅力的である。つまり割安であ20 

るために他のクラスと比べて価格上昇が期待できると判断して、戦術的に割安

な資産クラスに多めに資金配分を行うという考え方である。比較的短期的な投

資を元にして、投資の意思決定が行われる。短中期的な見通しを判断材料にし

ているが、順張りではなく逆張りの戦略である。つまり、過去に価格上昇が長

く続いているから今後も上昇するという考え方ではなく、価格が大きく下落し25 

たから他の資産クラスよりも魅力度が増したので価格が反転して上昇するだろ

うという考え方である。  
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 そのほかに、ダイナミック・アセット・アロケーションという保有資産の価

値変化に着目した考え方がある。戦術的アセット・アロケーションとは異な

り、資本市場の期待リターンに依存せず、保有資産価値の下落をヘッジする戦

略である。ポートフォリオインシュアランスが代表的な戦略である。  

 5 

   

  ３-３-２  アセット・アロケーションの意義  

 アセット・アロケーションを策定することは、運用基本方針に定められたリ

ターン目標を達成する上で大きな役割を果たしている。リターン目標だけでな

く、投資家のリスク許容度や投資制約など運用基本方針の基本的な項目をポー10 

トフォリオに表現したプロセスと結果がアセット・アロケーションであるから

である。最近では、株式や債券だけでなく、ヘッジファンド、不動産、プライ

ベート・エクイティ、コモディティなど資産クラスの候補となりうる投資対象

が増えてきた。これは、タイミングやアクティブ運用といったアルファ戦略に

依存しなくても、アセット・アロケーションの中でベータ戦略によって従来よ15 

りも容易にリターン目標を達成できる機会が増えたとも解釈できる。  

 

  

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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 ３-４  長期保有と短期保有  

   

（図表３-１）保有期間が長くなれば一年あたりのコストが小さくなる  

 

 5 

  

 

出典：https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/specialist/vol_03/ 

 

 10 

 投資信託のコストとして、ファンド購入時に販売会社に支払う申し込み手数

料、毎年の信託報酬（ファンド財産の運用・保管・投資家サービス等に対する

報酬で毎日ファンド資産から引き落とされる）、換金時に支払うファンド繰入

金（信託財務留保額）がある。  

これらを合計して、保有期間に応じ１年当たりのコストを計算すると図表３- 15 

１のようになる（申込手数料 3%、毎年の信託報酬 1%、信託財務留保額0.3%の例

で計算）。申込手数料や信託財産留保額は、申し込み時または換金時にそれぞ

れ1回だけ支払うコストなので、保有期間が長くなれば１年当り負担率が下が

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/specialist/vol_03/
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る。したがって信託報酬を加えた合計コストも、保有期間が長くなれば 1年当

たり負担率が下がる。  

 

 

 （図表３-２）投資期間別にみた株式投資の年平均収益率  5 

 

 

  

 

出典：https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/specialist/vol_03/ 10 

 

 証券に長期投資すると、短期投資に比べ収益のフレ具合が小さくなり安定的

収益を得られる。フレの大きい証券である株式の例で見る。図表３ -２は、過

去40年間について東京証券取引所１部上場銘柄全体の投資収益（年当たり）を

投資期間別に見たものである。  15 

https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/specialist/vol_03/
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1年投資の場合は最高 72.1％、最低（－） 24.8％なので、その開きは 96.9％に

も及んでいる。それが 10年投資では最高 22.8％、最低（－） 3.5％の開きに縮

まる。そして20年投資では最高 20.5％に対し最低でも 4.4％のプラス（バブル

崩壊後の株価暴落を挟んでもプラスの投資実績）で最高と最低の開きは 16.1％

となり、さらに 30年保有すると最高12.8％、最低6.8％なので開きはわずか5 

6.0％となっている。長期になるほど収益が安定化している。  

 以上のように、コスト、収益実績の難しさなどから考えて、平均的には長期

投資の方がより良い成果を期待できるといえる。 

 

 10 

４章 提言  

  ４ -１投資信託にかかわる説明責任義務、受託者責任義務の確立  

これまでの間、長年にわたって投資信託（主として株式投信）は、証券会社

による株式の委託売買手数料稼ぎの手っ取り早い手段として利用されたことも

あり、一般投資家の投資信託に対するイメージは概して良くない。こうした過15 

去のマイナスイメージを払拭するとともに、投資信託を投資家が信頼できる資

産運用手段とするためにも、投資信託にかかわる説明責任義務、受託者責任義

務の早期確立が求められる。このうち、説明責任義務に関してはすでに指摘し

たとおりであり、投資家の安全性・利便性向上・事業者の収益性・予見可能性

の確保という相反する 2 つの要請のバランスにも配慮のうえ、 21 世紀という20 

新しい時代環境の下での説明責任義務を具体的に定めることが求められる。こ

のほか、投資家からの投資信託に対する信頼感を回復するに際しては、受託者

の資産運用にかかわる不適切な行為を明確なかたちであらかじめ禁止しておく

ことが求められる。投資家は、多くの場合、商品購入後の資産運用などに対し

影響力を行使しえないため、運用者など受託者の不注意あるいは不誠実な行為25 

によって被害を蒙るおそれを排除できないからである。アメリカでは、年金や
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投資信託の運用者に対し、プルーデント・インベスタ－・ル－ルを媒介とし

て、受託者責任が明確に課されているが、残念ながら、わが国投資信託の場

合、そういったところまで環境の整備は進んでいない。それゆえ、わが国の投

資信託に対しても、金融サービス法の制定などを通じて、資産の運用担当者に

合理的かつ慎重な投資を義務づける受託者責任の明確化を早急に図ることが求5 

められる。  

   

   ４ -２投資信託に内在するリスク情報にかかわるディスクロージャーの整備  

投資家が株式や社債といった有価証券を購入するに際しては、まずパンフレ

ットや目論見書と呼ばれる説明書類に目を通すことになる。しかし、多くの個10 

人投資家にとっては、そういった書類を読みこなし、個々の有価証券の収益

性・安全性を判断のうえ自らの資金運用ニーズに適した商品を選択するのは至

難の業といわざるを得ない。大多数の人は、どの商品を選択すればよいのか迷

ってしまう。また、もっぱら預貯金で資産を運用していた個人投資家にいきな

り、株式や社債への投資を求めるのも現実的ではない。まずはプロフェッショ15 

ナルが銘柄を選択し、多くの銘柄に分散投資することで信用リスクの軽減を図

る投資信託への投資から促進する必要がある。しかし、この場合でも、有価証

券投資に際し求められるのと同様の選択問題が発生する。  

それゆえ、個人投資家による投資信託への投資を活発化させるためには、数

多くの投信商品のなかから自らのニ－ズにあったものを選択する際に必要とな20 

る情報が理解しやすいかたちで安価かつタイムリ－に入手できる環境が整備さ

れているか否かが重要となる。1998 年 12 月に施行された金融システム改革関

連法案により証取法上のディスクロージャー規制が投資信託にも及び、投資信

託の投資家に対しても証取法に規定された目論見書の交付が義務づけられた。

このこと自体、投資信託のディスクロージャー体制が法的に明確になったとい25 

う点において前向きに評価できる。しかし、問題がないわけではない。例えば

過去 3 年間のトラックレコードや金利が 1％上昇した場合の損失見込みなど、
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リスクに関する詳細な情報が投資家にとって理解しやすいかたちで、かつわか

りやすく説明されているかという基準に照らすと、残念ながら、なお不十分で

あるといわざるをえない。  

この点、投資信託に関する情報開示の先進国であるアメリカを見習う必要が

あると思われる。すなわち、アメリカの証券監督当局である SEC は昨年 35 

月、重要な情報をぼやかすような特殊法律用語等を目論見書から一掃のうえ、

平易な日常用語で投資家が真に必要とする情報が正しく提供されることを目的

として、ディスクロージャー規則を改定したのである。このような動きを参考

にしつつ日本においても、政府当局と投資信託業界とが一致協力のうえ、投資

家の立場に立った平易でわかりやすい目論見書の作成・公表を目指すことを提10 

案したい。  

   

  ４ -３投資家教育の充実  

日本の個人投資家は一般に、リスクアセットに対する投資経験に乏しいこと

もあって、リスクを負って収益の拡大を目指すというごく当たり前の資金運用15 

感覚を欠いているといっても過言ではない。しかし、経済の成熟化、高齢化の

進行とともに国内における有利な投資機会が減少する見込にあるなか、リスク

を負うことなく高収益を得ること自体、もはや不可能となっている。また、雇

用が定年まで保証され、年功序列の賃金体系の下で安定的な賃金上昇や退職後

の退職金・年金給付が期待できた時代は去ったため、個々人自らの意思で生涯20 

におけるマネ－プランを真剣に考える必要性が急速な勢いで高まっている。ま

た、確定拠出型企業年金の導入が実現すれば、企業年金加入者は自らの責任で

金融資産運用の選択を迫られる。  

こうした環境変化を受け、投資家に対しては、資金運用の重要性を認識のう

え自らのライフプランに基づいた資産運用のあり方を考え、自らの責任で金融25 

商品を選択することが求められるようになっている。もちろん、投信会社等も
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投資家向けセミナ－を積極的に開催しているが、そうした場合、営業面への配

慮から一般的な資産運用に関する説明よりもむしろ、販売希望の金融商品の説

明に重点が置かれることが多い。それゆえ、貯蓄・投資活動に関する一般投資

家向け啓蒙活動の重要性を考慮すると、公的機関も積極的に関与する必要があ

ると判断される。実際、アメリカにおいては、「アメリカ人に対し、投資に関5 

する情報入手、理解の促進を図る」ことを目指して投資家教育連盟（The 

Alliance for Investor Education）が組織され、証券業協会、証券取引所、フィ

ナンシャル・プランナ－協会を始め業界団体の多くが加盟しているほか、

FRB、SEC といった政府機関もアドバイザ－となって大々的に投資家教育キ

ャンペ－ンを推進している。   10 

日本では現在、日本証券業協会等が投資家教育活動を行っているが、個別活

動の域を出てない。今や、投資についての国民的な意識改革を推し進めるべき

時期が到来しており、金融サ－ビスに携わる業界団体が協力して、その推進母

体設立に当たることが求められている。日本銀行においても、貯蓄推進運動の

母体として、貯蓄広報中央委員会が活動を行っている。金融ビッグバンの時代15 

に相応しい、国民一般に向けた啓蒙教育活動の推進体制の充実を図るために

も、これらを統合した組織を作ることが重要と判断される。  

また、今後は、初中等教育課程でも金銭教育、投資家教育をカリキュラム

のなかに取り入れていくことが求められる。資金運用・借入などは社会生活を

営むうえで必要な知識であり、経済活動の血流にあたる金融の基礎的なメカニ20 

ズムをわかり易く教えることは意義あることである。平成 14 年の新学習指導

要領においては、社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を目指して「総

合的学習」の時間が盛り込まれることになっている。リスクの性質を的確に判

断のうえ収益の拡大を目指すという資金運用の考え方はすべてのビジネスに通

ずるものであるため、この機会を捉えて投資家教育をカリキュラムに組み入れ25 

ることを提案したい。実際、アメリカでは、高校生に対し株式投資を学校でわ

かり易く教育している。そうした教育のなかで金融に興味を持った学生が、大
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学でファイナンスに関する高等教育を受け、金融エンジニアリングの中核を担

う人材に育っているという点にも留意する必要がある。  

  ４ -４投資家にやさしい税制の確立  

投資家はキャピタルゲインの獲得を目指して資本市場に参加するという事実

からも明らかなように、キャピタルゲインはリスクを負担した投資家に対する5 

成功報酬にほかならない。しかし、わが国の個人所得税制においては、そうい

った観点に対する考慮が不足している。先んじてリスクをとろうとする投資家

の登場を促し、資本市場の健全な発達を促すためにも、有価証券の譲渡益課税

に関しては、思い切った軽減措置の実施が求められる。   

また、配当に関しても、同じくリスクをとった者に対する報酬と解釈できる10 

ため、現行の二重課税的な配当税制を改めることを提案したい。このほか、不

動産の登録免許税など金融商品の取引コストを高める税制についても抜本的な

見直しを行う必要がある。  

  



31 

 

おわりに  

現在の日本では低金利や少子高齢化などによりこれまで行ってきた資産形成

手段だけでは、生活資金や老後資金に困窮する可能性が出てくる。日本政府は

国民に貯蓄だけでなく、資金を投資へ回すことを促すために、NISA や確定拠

出年金など様々な制度を構築し、工夫を凝らしてきた。こういった制度は、政5 

府がスローガンに掲げている「貯蓄から投資へ」を促進したのか。答えは否

だ。10 現在でも、決して、投資が増えてはおらず、家計は資産形成を貯蓄・

貯金に依存している状態が続いている。この問題を解決するために、私たち

は、投資信託にかかわる説明責任義務、プルーデントマンルールの確立、投資

信託に内在するリスク情報にかかわるディスクロージャーの整備、投資家教育10 

の充実、投資家にやさしい税制の確立を提案した。本稿が投資信託と家計を一

層結び付け、新たな資産形成の時代を切り拓くことを切に願う。  
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