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は じめに
公的年金制度への不安が高まり、確定拠出年金制度が新体制として普及する
中、今後の個人資産の形成にはさらなる自助努力が必要となっている。そこで
投資信託が個人の資産形成手段になりえると考えた。なぜなら、投資信託が資
5

産形成に適切で、優れた特徴を備えているからである。
日本の個人資産のうち約 52％は預貯金であり、米国の約 13％と比べてかな
り高い比率となっている。さらに米国では約 12％が投資信託、約 33％が株式
出資金となっており、投資信託の比率が約 5％の日本とは大きく異なっている。
そして、長期に渡るデフレに伴い預金金利が低下し、預貯金だけでは個人資産

10

の形成は困難になった。このような金融環境を踏まえて、投資信託を始めとす
るリスク性資産への投資がより重要になると考えられる。
投資信託は優れた特徴を持つにも関わらず、真に役立つ資産形成手段になっ
ているとは言えない。我々は投資信託の現状と課題を取り上げ、考察し、提案
にいたるまでを次のように構成した。第 1 章では今後の日本における資産形成

15

の必要性について検討する。第 2 章では投資信託の優れた特徴を述べ、投資信
託を活用する上で有効である制度(確定拠出年金、NISA)を紹介する。第 3 章
では日本では未だ十分に根付いていない投資信託に関する課題について、顧客
の保有状況、投資リテラシー不足という観点と、顧客と金融商品取引業者の利
益相反、運用会社のパフォーマンスについて分析、検討する。そして第 4 章で

20

は、課題を踏まえた我々の提案と、望ましい投資信託のあり方を述べる。
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2

第1章

投資の 必要性

本章では投資信託の話題の前提となる資産形成の必要性、とりわけ投資の必
要性について検討する。

第 1 節
5

資産形成の必要性

人生には様々なライフイベントが存在し、その度に資金が必要となる。特に
教育資金、住宅資金、老後資金は人生の三大資金と呼ばれ、大きな割合を占め
る。その中でも老後資金は全ての人が避けることのできない資金である。老後
資金の必要額とはいくらだろうか。世帯主が 65 歳以上の高齢無職世帯では月
の平均収入額が 214,700 円である。しかし支出額は 275,906 円であり、月あ

10

たり 61,206 円の赤字である。60 歳で還暦を迎え退職し、日本人のおおよそ
の平均寿命である 84 歳1まで生きることを仮定する。世帯主が 60 歳から 64
歳の無職世帯では月あたりの平均支出額は 307,883 円である。つまり、退職
から年金受給開始までの 5 年間の支出額と受給開始以降の赤字分の約 3243 万
円2の資金を捻出する必要がある。その資金は退職金で賄うこととなる。退職

15

金と一口に言ってもその額は〈図表 1-1〉に示すような勤続年数や学歴、また
企業規模などによってばらつきは大きい。一例として大学卒かつ勤続 35 年以
上の場合、平均 2,156 万円を受け取る。このことから、退職までに約 1087 万
円を用意する必要があるといえる。

20

1

厚生労働省「平成２７年簡易生命表」から、男女の平均寿命がそれぞれ

80.79 歳と 87.05 歳であり、男女合わせた平均値 83.92 歳を算出し、おおま
かに 84 歳とした。
2

60 歳から 84 歳までの必要総額を算出し千の位を四捨五入した。
3

〈図表 1-1〉学歴別退職者 1 人平均退職給付額
(勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の定年退職者)
大学卒
勤続年数・年

高校卒

1人平均退職給付額

5

高校卒

(管理・事務・技術系) (管理・事務・技術職)
1人平均退職給付額

(現場職)
1人平均退職給付額

万円
1,941

万円
1,673

万円
1,128

20~24年

826

505

433

25~29年

1,083

692

603

30~34年

1,856

938

856

35年以上

2,156

1,965

1,484

計

出所:厚生労働省｢平成 25 年就労条件総合調査結果の概況｣(第 29 表)を参考に筆者作成
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高齢無職世帯の収入を前述したが、このうち公的年金給付による収入は
182,753 円で、平均収入のうちのほとんどが公的年金によって賄われている。
〈図表 1-2〉に示すとおり、日本の人口に占める 65 歳以上の割合は増加傾向
にあり、今後も増加すると推測される。一方で、総人口は減少すると推測され
15

ており〈図表 1-3〉の国際比較で、2015 年、2050 年(推定)ともに日本の負
担が最も大きいことが確認できる。

〈図表 1-2〉日本の年齢別人口と 65 歳以上割合の推移
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〈 図 表 1 - 3 〉 高 齢 者 ( 6 5 歳 以 上 ) 1 人 を 何 人 の 生 産 年 齢 人 口 ( 1 5 〜5 4 歳 ) で 支 え る か

5
出所:杉田浩治｢確定拠出年金(DC)をめぐる世界の動き｣[2015]P20 を参考に筆者作成

また、厚生労働省が発表した平成 26 年財政検証結果レポートには公的年金
の所得代替率の推移が示されている。この結果によると、2014 年に 62.7%だ
10

った所得代替率3は将来的に 39%～51%になると推測されている。また、マク
ロ経済スライド4による調整を機械的に続けた場合、国民年金は 2055 年度に
積立金がなくなり、完全な賦課方式に移行する。その後、保険料と国庫負担で
賄うことのできる給付水準は所得代替率 35～37%程度とされている。少子高
齢化の問題に加え、国民年金の納付率が 6 割程度という低水準での推移、

15

GPIF の運用の不安定さなど、公的年金への不安が高まっている。
〈図表 1-4〉は老後の不安の内容に関するアンケートの結果である。｢公的
年金だけでは不十分｣を筆頭に経済的不安が認識されている。前述のとおり、
退職までに 1000 万円以上用意する必要があることに加え公的年金が将来不十
分になっていくことから生じる老後の経済的不安を払拭するため、早い段階で

20

何らかの形で資産形成をすることが必要である。

25

3

公的年金の給付水準を表す数値。モデル世帯(夫婦二人)の年金月額が現役世

代の男性の平均月収の何パーセントになるかで示す。
4

年金の被保険者の減少や平均寿命の延び、社会の経済状況を考慮して年金の

給付額を変動させる制度のこと。
5

〈図表 1-4〉老後生活に対する不安の内容

5

10

出所:生命保険文化センター｢平成 28 年度

生活保障に関する調査《速報版》｣P34 を参考に筆

者作成

第 2 節

預貯金による資産運用の問題点

〈図表 1-5〉は証券の種類別保有状況、〈図表 1-6〉は個人が保有する金融
資産の内訳を表している。これらによると、日本家計における最も一般的な金
15

融資産は預貯金であることがうかがえる。預貯金の保有率が 9 割を超えてい
る一方で株式などの証券への投資による保有が極端に少ない。証券投資の経験
者は 21%に過ぎないという現状になっている。家計が投資によってではなく
預貯金によって保有する現状に問題はあるのだろうか。

20

〈図表 1-5〉証券の種類別保有状況

保有比率
現在持っている

25

以前持っていたが

これまでに

現在は持っていない

持ったことがない

推計保有者数
(20歳以上)

株式

12.7%

8.0%

79.0%

約1,324万人

投資信託

8.70%

4.40%

86.50%

約90万人

公社債

3.60%

5.0%

91.30%

約375万人

出所:日本証券業協会 調査部｢証券投資に関する全国調査 平成 27 年度調査報告書(個人調
査)｣P12 より筆者作成

6

〈図表 1-6〉個人が保有する金融資産(複数回答)

5

10

出所:日本証券業協会 調査部｢証券投資に関する全国調査 平成 27 年度調査報告書(個人調
査)｣P19 より筆者作成

かつて、日本の預金金利は普通預金では 2％、定期預金では 6％を超えてい
た。しかし、長期のデフレの影響で預金金利が低下したことに加え、マイナス
15

金利の影響もあり、現在もその水準は低いものとなっている。日本銀行金融機
構局が 2016 年 9 月 14 日に発表した｢預金種類別店頭表示金利の平均年利率
等について｣によれば普通預金の平均年利率は 0.002%、最も金利が高くなる
1 千万円以上かつ預け入れ期間 10 年の定期預金でさえ 0.033%となっている。
前 節 で 退 職 ま で に 約 1087 万 円 用 意 す る 必 要 が あ る と 述 べ た 。 預 金 金 利 が

20

0.033%とすると、大学卒業の 22 歳から退職する 60 歳までの 48 年間で簡略
化して 1000 万円の貯蓄が必要であると仮定する。そのためには、毎年 21 万
円積み立て続ける必要がある。仮に 2006 年から 2015 年まで JP モルガン・
アセット・マネジメント株式会社のバランス型ファンドに投資したとすると、
年平均リターンは 8.51%である。この利率で 48 年間運用できたとすると、毎

25

年 2 万円の積み立てで 1000 万円の貯蓄を作ることができる。貯蓄の 10 分の
1 以下で同額の資金を作ることができる可能性がある。
これまで述べてきたことは老後資金の備えに限ったことであるが、必要資金
はライフイベントごとに発生する。必要資金を用意する際、各個人は将来のた
めに自身のリスク許容度とリスク選好度に照らしてポートフォリオを組むこと

7

となる。ここで重要となるのがリスク許容度である。なぜなら、家庭や個人が
どれほどのリスク資産を持つことができるのかは、リスク許容度によるからで
ある。リスク許容度は年齢や収入に依存する。一般的に若年層ではリスク資産
で損が生じたとしても、労働による収入で補うことができる。しかし退職者に
5

は労働による収入がないため、補うことができる損失の額が相対的に小さくな
る。このように、年齢に限れば高齢者は若年層に比べリスク許容度が低くなり、
資産の選択余地が狭まる。また投資による資産形成にはインフレに強いという
メリットがある。預貯金の場合にはインフレ時に実質的価値が減少するリスク
がある。より効率的に資産形成をするために投資が重要である。特に、リスク

10

許容度が高く、ライフイベントを控えた若年層にこそ投資による資産運用が必
要であると主張する。

第2章

投資信 託とは

第 1 章で投資による資産形成の必要性を述べた。本章では、はじめに投資信
託の特徴について述べ、個人による直接投資ではなく投資信託が資産形成手段
15

に有効であることを述べる。次に資産形成を行う上で、投資信託を有効活用で
きる NISA と確定拠出年金について述べる。

第 1 節

投資信託の特徴

「投資信託(ファンド)」(以下、投信と略す)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、運用の専門家が株式や債券などに投
20

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」5である。投信は個人が直接証券に対して行う投資に
比べ特徴的な点が 2 つある。
まず 1 つ目に、専門家によって大規模資金で運用がなされる点である。個人
投資家が直接証券に投資をする際、時間面、金銭面、情報面で制約を受けるた

25

め投資対象は限られてくる。〈図表 2-1〉は 2004 年から 2015 年までの国、

5

投資信託協会 HP より引用。
8

地域別株式の年平均リターンを表しており、日本の株式の平均リターンは決し
て高くはないことが確認できる。仮に中国株のリターンに連動するインデック
スファンドが存在し、それに投資したとすれば 12 年間で年平均 19.2%のリタ
ーンを得ることができる。これは日本の場合の倍以上の値である。このように、
5

個人では投資が難しい海外の資産も投資対象とすることができる。さらに、大
規模投資によるポートフォリオによって効率的にリターンを得ることが可能で
ある。
〈図表 2-1〉国、地域別株式年平均リターン(単位:%)

10

15
出所:JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社「Guide to the Markets」[2016]P50 を参
考に筆者作成

2 つ目に、様々な対象に少額で分散投資できる点である。個人の投資家が自
20

分の資金のみで分散投資をするとなると多額の資金が必要となる。投信のよう
な集団投資では広く集めた大きな資金をまとめて運用する。上記した〈図表
2-1〉の中国株の例は、中国株全ての年平均リターンである。1 国の株式全て
に投資をするとなると莫大な資金が必要となるが、集団投資という手段をとる
ことで 1 国に限らず世界中全ての株式に投資をするファンドを作ることができ

25

る。また投資対象は不動産や、上述した世界の株式や債券など様々である。長
期的に様々な資産へ分散投資することにより、安定した収益を得られる傾向に
ある 。 実 際、 平 成 5 年 から 平成 25 年ま で 定 期預 金 を 行っ た 場 合は 年 平 均
0.08%、国内株・債券に半分ずつ投資した場合は年平均 1.3% 、国内・先進

9

国・新興国の株・債券に 6 分の 1 ずつ投資した場合は年平均 4.4%6より投資
対象を分散させた場合にリターンは高くなっている。
現行の投信は 1951 年に誕生した。当時の法的基礎となった｢証券投資信託
法｣には｢この法律は、証券投資信託の制度を確立し、証券投資信託の受益者
5

の保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にすることを目的
とする。｣と記されている。当時の日本は大戦後の財閥解体および財産物の納
物などによって株式が供給過剰の状態にあり、株式市場は沈滞していた。そこ
で株式市場の需給改善と一般大衆からの産業資金調達を容易にするために考案
されたものが投信であった。

10

1998 年に｢証券投資信託法｣は｢証券投資信託及び証券投資法人に関する法
律｣へと名称が改められ、さらに 2000 年に｢投資信託及び投資法人に関する法
律｣へ改められた。そして、その目的に｢国民経済の健全な発展に資すること｣
という制定当初にはなかった目的が追加されている。つまり、導入当初は産業
資金の調達のためという政策的要請によって導入された日本の投信であったが、

15

そこに国民のためにという要素が加わったのである。投信は導入以来、上述し
た 2 度の法改正をはじめ 60 年あまりの歴史の中で改革を繰り返してきた。前
述のように、設立当初は産業資金調達のためのものであった。そして現在では
前述の 2 つの特徴から、家計の資産形成を担うことのできる金融商品としての
役割が期待されている。

20

第 2 節

NISA

「貯蓄から投資へ」を加速させるため、英国の ISA 制度7に倣い創設された
NISA は、日本在住の 20 歳以上が対象となる「少額投資非課税制度」である。
年間 120 万円、5 年間で最大 600 万円までが非課税となる。その対象は上場
株式、公募株式投資信託、ETF、REIT 等である。通常の口座との違いとして、
25

NISA は非課税で運用できることが挙げられる。通常の口座では、投資で得た

6

平成 5 年～25 年

金融庁試算より

7

NISA 制度導入にあたって参考とされた個人貯蓄口座制度。1999 年に導入

され、個人の資産形成促進策として低所得層にも広く利用されている。
10

利益に対して 20.315%の税金がかかる。この違いが大きなメリットである。
導入の目的としては家計の資産形成の支援である。金融資産ゼロ世帯が年々
急増しており、約 3 割を占めている8。NISA 導入をきっかけに若年層や投資
未経験層が中長期的な資産形成に自助努力で取り組むことを期待されている 9。
5

しかし、〈図表 2-2〉に示すとおり、実際には制度を利用している人の約 5 割
が 60 歳代以上の高齢者であることが現状である。
このような現状がある中、NISA はライフプランに基づく積立投資が行いや
すく、資産形成世代において投資を拡大させる良いきっかけとなりえる。その
ため、NISA を資産形成世代である若年層に拡大させるための解決策が必要で

10

ある。
英国の株式型 ISA における資産配分を見ると、約 7 割が投信で、株式は 2
割に満たない数字になっている。英国資産運用協会(IMA)によると、2012 年
度の ISA における投信で上位となっているのは、①ストラテジック・ボンド
(ポンド建て10)、②バランス型(株式 20～60%)、③世界高配当株、④新興国

15

株、⑤アジア・パシフィック株となっている。上位セクターは昨年度も上位と
なっており、投資家がリバランスせずに保有し続けることのできるファンドが
好まれていると言える。この事実に加えて、〈図表 2-3〉で示すように ISA 内
で保有されている投信の保有期間は投信全体(ISA 以外での保有含む)よりも 3
年ほど長い。このことから、英国 ISA において非課税枠内でのファンドの乗

20

り換えは制度上認められているものの11、全体としては短期の回転売買は行わ
れていないと言える。リバランスの必要のないファンドが好まれている事実と
併せて、英国 ISA が国民による長期の資産形成のための手段として活用され
ている実態がうかがえる。

8

金融広報中央委員会

9

平成 27 年「家計の金融行動に関する世論調査」より

2016 年 4 月から子どもや孫の将来に向けた資産運用のためにジュニア

NISA が導入された。
10

ストラテジック・ポンド(ポンド建て)とは、少なくとも 80%以上がポンド

建てで運用されており、先進国の国債にハイ・イールド債など、あらゆる債権
を投資対象としたものである。
11

NISA では非課税枠内でのファンドの乗り換えは認められていない。
11

NISA が範とする ISA で長期の資産形成手段として投信が選択されている背
景を見る限り、NISA は投信普及率の低い若年層に長期の資産形成手段として
投信を保有してもらうための有効な手段であると考える。

5

〈図表 2-2〉年代別の口座開設者比率

80歳代
8.4%

20歳代
4.5%

70歳代
19.3%

40歳代
14.8%

10

60歳代
26.1%
15

30歳代
9.9%

50歳代
17.0%

出所:金融庁「NISA・ジュニア NISA 口座の開設・利用状況調(平成 28 年 3 月末時
点)」[2016]より筆者作成

〈図表 2-3〉日英の投信の平均保有期間比較

20

25

出所:日本証券業協会「英国の ISA の実施状況等について」[2012]P22 より筆者作成

12

第 3 節

確定拠出年金

確定拠出年金（以下、DC と略す）とは、公的年金に上乗せして給付を受け
る私的年金の一つである。掛金を定めて事業主や加入者が拠出し、加入者自ら
が運用し、掛金とその運用益との合計額をもとに将来の給付額が決定されると
5

いうもので、事業主が実施する「企業型 DC」と、個人で加入する「個人型
DC」がある12。 平成 29 年 1 月から、個人型 DC の加入範囲が拡大され13、
さらに利用者数の拡大が期待される。〈図表 2-4〉に示すように企業型 DC を
実施する事業者数は増加しており、DC を通じた投資が一般的になっていると
言える。

10

〈図表 2-4〉企業型 DC 実施事業者数の推移

15

20

出所:厚生労働省 HP(確定拠出年金、規約者等の推移)を参考に筆者作成

米国では 80 年代の株価の長期上昇時に、株価の影響を受けにくく長期安定
資金である DC を通して、投信の利用が拡大した。実際に〈図表 2-5〉をみて
も分かるように、90 年代前半から 2013 年にかけて、職域型 DC と IRA の両
25

方に占める投信の割合は大きく伸びている。このように個人が資産形成の重要

12
13

厚生労働省 HP より定義を引用。
新たに企業年金加入者・公務員等共済加入者・私学共済加入者・ 第 3 号被

保険者(専業主婦等)が加えられた。
13

性を理解し投信を利用するといった動きは、日本よりかなり早くから取り組ま
れてきたと言える。米国は世界最大の投信大国であり、世界の投信残高のうち
52％14を占めている。その投信純資産残高は 2016 年 6 月末時点で 18 兆円を
突破した。世帯普及率は 2014 年時点で 43％であり、35 歳未満の若年層でも
5

34％の投信を保有しており年代に関係なく投信の普及率が高いことが確認で
きる。
米国では 74 年に個人型年金に相当する個人退職口座である IRA が発足し、
81 年に企業年金である 401(k)プランが発足した。日本と米国の DC 制度を比
較した時には様々な違いがある。まず、日本の企業型 DC と 401(k)プランの

10

主な違いとして、米国は 401(k)プランへの加入についてオプトイン方式から
オプトアウト方式に改めた15点、従業員拠出限度額の平均世帯年収に対する割
合が日本は米国に比べて低い点16が挙げられる。特にオプトアウト方式に変更
した点は、401(k)プランの普及に大きな影響を与えた。次に、日本の個人型
DC と IRA の主な違いとして、加入者年齢の上限が米国に比べて低い点 17が挙

15

げられる。そして日本の個人型 DC と IRA、日本の企業型 DC と 401(k)プラ
ンを比べたときに共通する主な違いとしては、日本は原則として 60 歳まで引
き出せないが米国は 59.5 歳の引き出しが可能年齢に達する前でも 10％のペナ
ルティを支払うことで引き出せる点が挙げられる。日本も米国の DC を参考に、
これから DC に関する法律を整備していくことで、さらに制度の普及を推し進

20

めていくことが期待される。

14

投資信託協会「投資信託の世界統計(2016 年 第 2 四半期)」より

15

オプトイン方式とは従業員が積極的に加入の意思を示した場合にのみ加入

させる方式のことで、オプトアウト方式とは従業員が特に加入を拒否しなけれ
ば自動的に加入させることができる方式のことである。
16

2010 年時点で 401(k)の従業員拠出限度額の平均年収比を計算(50 歳以上

のキャッチアップ分を含めない場合) すると 24％、日本の企業型 DC で計算
（DB 型の年金を実施していない場合）すると 9.9%である。杉田浩治 2012
年 5 月「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」より
17

IRA は 70.5 歳、日本の個人型 DC は 60 歳が上限である。
14

〈図表 2-5〉確定拠出年金のうち投信で運用されている割合

5

出所:杉田浩治「米国投信 4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」2015 年 1 月 P13 より筆

10

者作成

まず、DC 制度の代表的な特徴として、運用を加入者自身が行う点が挙げら
れる。つまり、投資する商品を自分自身で選べるということである。加入者は、
それぞれのリスク許容度に応じて、投資対象をリスク性資産と安全資産から選
15

択することができる。
DC の最大のメリットは、掛金を拠出する際・掛金を運用する際・年金と一
時金の受取する際の 3 点全てにおいて税制優遇が適用されることである。税制
優遇を活用したかどうかは、資産形成に大きな差をもたらす。例えば毎月 1 万
円の積立を 22 歳から 60 歳まで 38 年続けたと仮定して、これを年利 3％で増

20

やしていくと仮定すると、DC を活用した場合、60 歳時点で 849 万円の資産
に育つ。もし、所得税や住民税として 20％が引かれ、運用益にも 20％課税さ
れたとすれば、60 歳時点での受取額は 595 万円である18。同じ積立期間でも
その差は 254 万円にのぼる。
また、非課税のメリットを最大限に活かす為には、投信などの自身のリスク

25

許容度の中で期待リターンの高い商品を活用するのが最善策である。その理由
は、期待リターンの高い商品は収益が大きく、またかかる税金も大きいからで
ある。さらに、DC の運用先として投信を選択した場合、金融機関の窓口で販
売されているものとは異なり原則として運用益に対する税金がかからない。投

18

投資信託協会 HP より引用。
15

資信託を購入する際には、銀行の窓口や証券会社で購入するよりも DC を通し
て購入する方にメリットがある。
また、2012 年 1 月の法改正によって「マッチング拠出」が可能となった。
マッチング拠出とは、加入者も一定の範囲内で事業主の掛金に上乗せ拠出が出
5

来る制度である。拠出額には上限が設けられている。会社の掛金との合計で拠
出限度額である月額 55,000 円を超えることはできない19。また、企業年金は
主たる拠出者は会社であるという考えにもとづき、会社の掛金を加入者本人の
掛金が上回ることもできない。
マッチング拠出の最大のメリットは、加入者の掛金にも税制優遇が適用され

10

ることである。毎月積み立てた掛金は全額が所得控除の対象となるため、将来
に向けて積み立てをすると、所得税・住民税が軽減されることとなる。また、
会社掛金と同様に、加入者の掛金も資産運用によって生じた利益については全
額が非課税となるため、効率的な資産形成が行える。これは現役時代に行う資
産形成における大きな税制優遇措置である。

15

マッチング拠出は加入者が掛金を負担する仕組みであることから、企業側の
コストは低く抑えることが可能である。つまり低コストで福利厚生の拡充が図
れることから、企業と従業員の双方にメリットの大きい制度であると言える。
このように大きなメリットを享受できる制度であっても、DC から投資を始
める人々にとっては制度の有効活用が難しく感じられるかもしれない。そこで

20

今年の 5 月に「DC 法等の一部を改正する法律」が成立し、投資経験が十分で
そ

じ

ない加入者にもさらに制度の普及を推進させる素地は整った。具体的には、吟
味して商品を選びやすいように提供商品数を抑制する規定の整備や、運用の効
率化に資する商品規定の整備が行われる。特に運用効率化の面では、企業型
DC において加入者が運用指図しない場合に、リスク分散が見込める複数資産
25

に投資するデフォルト商品で運用することを予め定めておくことが可能になっ
た。
第 1 章で述べたように、老後の資産形成をするにあたって預貯金だけでは資
金不足に陥ることや、公的年金に対する不安が高まっている中で、DC は現代

19

企業年金を併用している場合は月額 27,500 円が上限となる。
16

の日本に適した年金制度であると言える。DC では税制優遇のメリットを生か
してリスク資産である投資信託を中心に運用するという方法が老後への適切な
資産形成手段であると考えられる。

第3章
5

投資信 託の現 状と課 題

本章では、日本の投信が資産形成手段として機能しているのかということに
ついて現状と解決すべき課題に言及しながら述べていく。

第 1 節

日本人の投資信託保有の現状

投信が投資をする上で適切な商品であることは第 2 章で述べたとおりである。
世界、日本ともに〈図表 3-1〉に示すとおり、投信の残高は増加しており、金
10

融商品としての地位を築きつつあるといえる。

〈図表 3-1〉世界と日本の投資信託残高20

15

20

出所:投資信託協会 HP「投資信託の世界統計」2003 年第 2 四半期から 2014 年第 2 四半期
の各第 2 四半期のデータを参考に筆者作成

20

データは各年の 6 月末時点。また、2015 年以降は調査方法が変わりデータ

の連続性を欠くためグラフのデータに含めていない。2015 年以降の調査方法
では 2014 年 38.01 兆ドル。2015 年 39.22 兆ドル。2016 年 39.29 兆ドル
となっている。
17

しかし、一人当たりの保有額や投信残高の対 GDP 比率の伸び〈図表 3-2〉
から考えると日本における投信の普及状況は比較して伸び悩んでいる。また、
投信の世帯普及率では米国が 43.9％に対して日本は 7.9％に過ぎない。

5

〈図表 3-2〉投資信託残高の対 GDP 比率の変化

10

出所:杉田浩治「発足から満 60 年を迎える日本の投資信託-その軌跡・現状と今後の課題-」

15

[2011]P12 を参考に筆者作成

このことは日本では若い世代で特に投信の普及率が低いことが原因として考
えられる。〈図表 3-3〉の【a】は米国の投信保有家庭数に占める各年代の割
合である。【ｂ】は家計全体が保有する投信のうち各世代それぞれの保有割合
20

である。これを見ると米国では若年層まで保有していることが分かる。それに
対し、日本では〈図表 3-4〉に示すように、若年層での投信保有率の低さが顕
著である。第 1 章でも述べたように、投資による資産形成は若年層にこそ必要
である。

25

30
18

〈図表 3-3〉米国の家計における投資信託
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出所:米国投資信託協会「Profile of Mutual Fund Shareholders.2014」P23 を参考に筆

10

者作成
〈図表 3-4〉年代別投資信託保有状況

15

20
出所:投資信託協会「投資信託に関するアンケート調査報告書-2014 年(平成 26 年)調査結果
の概要-」を参考に筆者作成

第 2 節

家計のリテラシー不足

家計の金融資産に占めるリスク性資産(株式・債券・投信)の割合を日米で
25

比べると米国は日本の 2 倍から 3 倍ある。日本では「貯蓄から投資へ」という
動きが進められてきたが、大きな進展は見られない。これについては、国民の
金融リテラシー不足が原因で金融教育をすべきという意見がある。
教育が重要であることは明白である。しかし、日米家計のリスク性資産の保
有性向の違いの原因をここだけに求めることはできない。
19

確かに日米一般消費者を対象にした金融知識の理解度テストの結果を見ると、
米国人のほうがやや平均点は高い。しかし日米の社会的、経済的構造の差や統
計のとり方の違いを考慮すれば日米に大きな金融リテラシー格差はないと考え
られる。
5

そもそも金融リテラシーとは日本証券業協会によれば｢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｣とされてい
る。金融リテラシーと一口に言っても、金融に関する情報は多岐に渡りその範
囲は広い。ここで重要となるのが「資産形成に必要な金融リテラシー」を身に
着けることである。

10

「資産形成に必要な金融リテラシー」とは具体的にはどのようなものだろう
か。我々はそれを(1)資産形成の必要性の理解(2)資産形成のための制度に対
する理解(3)資産形成のために金融商品を理解、選択し適切な方法で運用でき
る能力であると提言する。
以上の提言を踏まえた「資産形成に必要な金融リテラシー」という視点から、

15

現状を分析する。
まず(1)について、資産形成の必要性を理解するためにはライフプランを考
える必要があると考えられる。なぜなら、自身のライフプランを考えることで
必要資金の額や時期を知ることができるからである。
金融広報中央委員会は 2016 年 2 月から 3 月にかけて金融リテラシー調査を

20

実施した。この調査は金融リテラシーマップの全分野から出題しその正答率を
測るものであった。その分野と分野別の結果は〈図表 3-5〉のとおりである。

〈図表 3-5〉金融リテラシーマップの分野別正答率(%)
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ローン・クレジット
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資産形成
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外部の知見活用
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合計
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出所:金融広報中央委員会｢「金融リテラシー調査」の結果｣[2016]P5 を参考に筆者作成

30
20

この中でライフプランや「資産形成の必要性」に関してのリテラシーを問う
ものは生活設計分野である。生活設計分野における正答率は 50.4%となって
いる。金融経済教育研究会報告書によれば、この分野において最低限取得すべ
きことは「ライフプランの明確化及びライフプランを踏まえた資金の確保の必
5

要性の理解」とされている。しかし現状では半分程度の理解にとどまっている
ことが推察できる。
次に(2)の資産形成のための制度の理解についてである。資産形成のための
制度とは第 1 章で述べた DC と NISA のことである。
〈図表 3-6〉は NISA と DC の認知度を示している。いずれの制度も年齢が

10

下がるにつれ認知度は低くなる傾向にある。特に DC は若年層で認知度が低い。

〈図表 3-6〉NISA、DC の世代別認知度
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20
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出所:株式会社野村総合研究所｢確定拠出年金の利用実態調査(2015/3)報告｣P20 を参考に
筆者作成

25

NISA では全体での認知度は半分を超えているが、〈図表 3-7〉に示すとお
り、内容に関しては知らないという場合が目立ち、投資経験者であっても 3 割
は内容を理解していない。

21

〈図表 3-7〉NISA の認知状況

100%
60%

5

5.5
26.5

21.6

80%

17.1

43.1

63.1

40%

51.9

67.9

20%

37.2

35.3

19.9

0%

全体

投資経験者

聞いたことがあり、内容も知っている

投資関心層

10.9
投資無関心層

聞いたことはあるが、内容は知らない

聞いたことはない

10

出所:野村総合研究所「「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用促進に向け
た課題に関する調査」報告書」[2015]P27 より筆者作成

また、DC に関しても加入者であっても理解が十分とは言えない。〈図表 38〉は DC 加入者が DC に関する 3 点の基本事項21の理解の程度を表している。
15

3 点全て知っている加入者は 6 割に過ぎない。

〈図表 3-8〉DC 加入者の制度理解
0点
14%

1点
13%

20
3点
61%

2点
12%

0点

25

1点

2点

3点

出所:株式会社野村総合研究所「確定拠出年金の利用実態調査(2015/3)報告」[2015]より
筆者作成

21

①拠出額は所得から控除され、税金が節約できること。②金融資産の運用

益には課税されないこと。③積み立てた資金は原則 60 歳まで引き出すことが
できないこと。
22

最後に(3)の資産形成のために金融商品を理解、選択し適切な方法で運用で
きる能力についてである。
〈図表 3-9〉は金融リテラシーのスコア別の DC 資産における投信比率で
ある。スコアが高い人ほど投信比率が高い。この調査でのテストは (1)分散投
5

資の方法(2)複利の効果(3)「東証株価指数」の意味(4)NISA の投資上限額
(5)「流動性」の意味の５つに関することを問うものであった。この中で制度
や運用方法についての問いで資産形成と特に関係の深い事柄は(1)(2)(4)であ
る。この調査で 2 点と 3 点の間で「投信比率が 50%以上の人」の割合の開き
が大きい。これは前述の 3 つを少なくとも 1 つは知っているということが大

10

きいと考察できる。

〈図表 3-9〉金融リテラシーのスコア別 DC 資産における投信比率

15

20
出所:株式会社野村総合研究所「確定拠出年金の利用実態調査(2015/3)報告」P40 を参
考に筆者作成

個人の安定的な資産形成を推進していくためには、分散投資や長期運用の有
25

効性の理解を含め、様々なリスク・リターンの金融商品を適切に選択する知
識・判断力の向上が必要である。
以上述べてきたとおり、日本人は資産形成のためのリテラシーが十分ではな
い。
前述のように金融リテラシーとは様々な分野からなる能力であるが、特に資

23

産形成のためのリテラシー向上が重要である。

第３節

顧客と金融商品取引業者の利益相反

本稿で述べる金融商品取引業者とは販売会社と運用会社である。第 3 章 2
節では家計の金融リテラシー不足が課題であると述べた。一方で、この現状に
5

目を向けると、顧客と金融商品取引業者で利益相反が起こっているという課題
がある。利益相反とは具体的には大規模資金を長期で運用すべきであるにも関
わらず、顧客が求めるままに運用会社が分配型のファンドを設定しそちらに顧
客が流れてしまうということ、そして手数料で利益を挙げたい販売会社と長期
保有で安定的な資産形成を望む顧客側との間で適切な販売が行われていないこ

10

との 2 点である。
前者に関しては運用会社が顧客のために真に有益な商品を提供できていない
という課題もあるが、顧客側のリテラシーとも深く関わる問題である。投資信
託協会による「投資信託に関するアンケート調査報告書-2015 年(平成 27
年)」によれば投資に関して入手したい情報として、｢分配金が多い投信｣の割

15

合は 20.7％である。例えば 2015 年 3 月末時点での純資産上位の投信は〈図
表 3-10〉のとおり、1 位から 5 位まで全て毎月分配型の投信である。一方で
米国は上位 5 つに毎月分配型のファンドはない。毎月分配型の投信は年金の
補完商品として高齢者を中心に人気がある。しかし毎月配当型の投信は人気を
集めるために十分な利益が出ていないにも関わらず原資を配当してしまう｢タ

20

コ足配当｣の懸念がある。これでは、再投資による複利効果が得ることができ
ないばかりか、ファンドの資産が積み上がらず大規模化しない。

25

24

〈図表 3-10〉日米投資信託純資産残高トップ 5
順位

日本

新光 US-REIT

アクティブ

毎月分配

2

ラサール･グローバルREIT

アクティブ

毎月分配

3

フィディリティ･USハイ･イールド

アクティブ

毎月分配

アクティブ

毎月分配

4

5

米国

投信のタイプ

投信名

1

野村 ドイチェ･高配当インフラ関連株
(米ドル)

5

グローバル･ソプリン

アクティブ

毎月分配

1

バンガード･トータル･ストック

インデックス

―

2

バンガード500

インデックス

―

インデックス

―

3

バンガード･トータル･インターナ
ショナル

4

アメリカン･ファンズ･グロース

アクティブ

―

5

バンガード･トータル･ボンド

インデックス

―

出所:日本経済新聞(2015 年 5 月 27 日・日刊 P20)を参考に筆者作成

10
後者に関しては金融取引業者に大きくかかわる問題である。投信の現状に
ついて「投資信託の量的拡大は途上にあり、販売手数料を重視。販売会社が商
品供給に大きな影響力を有する中、新商品が次々と設定・販売される状況 22」
と指摘がある。高額な販売手数料は、販売会社に乗り換え販売のインセンティ
15

ブが生じ、投信保有期間の短期化に繋がる。
なぜ手数料重視の販売体系になるのか、それはファンドの運営費用を信託報
酬で賄い切れないためである。しかしその問題は信託報酬が低いために起こっ
ているのではない。〈図表 3-11〉は債券型ファンドの平均エクスペンスレシ
オ23の国際比較であるが、日本の信託報酬が高水準にあることが分かる。

20

25

22

日本証券業協会

「投資信託法制の見直し等に関する検討ワーキング・グ

ループ」[2013]より引用。
23

日本の信託報酬にほぼ相当。
25

〈図表 3-11〉国別信託報酬手数料
0.6％以下

0.6％超0.85％以下

0.85％超1.00％以下

1.00％超1.15%以下

1.15％超1.30％以下

1.30％超

デンマーク

5

オーストラリア

フィンランド

ベルギー

フランス

インド

ドイツ

韓国

ニュージーランド

中国

イタリア

オランダ

シンガポール

香港

英国

ノルウェー

南アフリカ

タイ

スペイン

米国

スウェーデン

カナダ

日本
台湾

スイス

出所:モーニングスター｢日本は“投信後退国”!?グローバル調査下位の理由｣[2015]を参考に

10

筆者作成

日本の公募投信の本数は増加を続け、2015 年末時点で 5843 億円に達して
いる。本数は増加したが、１本あたりの規模(純資産残高)は 160 億円前後で
ほぼ横ばいの状況が続いている。
15

他方、米国における投信のファンド数は 2000 年代に入り、8000 本前後で
推移し、ほとんど増えていない。一方で 2000 年末から 2015 年末に純資産残
高は、7 兆ドルから 16 兆ドルに拡大し 1 本あたりの規模は 8.5 億ドルから
19 億ドルへと 2.3 倍に拡大している。
投信の規模が小さければ、一般的にはスケールメリットが働かないため、管

20

理コスト等は割高になりがちであり、顧客が払う信託報酬等の手数料も高くな
ると考えられる。
このような手数料に偏重する現状は世界的にも低評価であり、米国モーニン
グスターが 2 年に 1 回発表する、世界 25 カ国の投信市場の評価である｢グロ
ーバル・ファンド・インベスター・エクスペリエンス(GFIE)｣レポートでイ

25

タリアと並んで下から 2 番目に低い評価となった。

26

〈図表 3-12〉GFIE の総合評価
A

↑韓国

＝米国

A-

↑オランダ

↑台湾

B+ ↑英国

5

B

↑スウェーデン

B-

↑オーストラリア

＝デンマーク ＊フィンランド ＝ノルウェー

＝スイス

C＋ ＝カナダ

↓ドイツ

↑インド

↑ニュージーランド

↓タイ

C

↓ベルギー

↓フランス

↑香港

↓シンガポール

↑南アフリカ ↓スペイン

C-

↓イタリア

↓日本

D+ ↓中国
D
DF

10

注)前回調査より ↑上昇 ↓低下 ＝変わらず ＊新規調査対象

出所:モーニングスター｢日本は“投信後退国”!?グローバル調査下位の理由｣[2015]を参考に
筆者作成

また、販売会社と運用会社が相互に独立しておらず、販売会社は系列運用会
15

社の商品ばかりを販売してしまいがちである。
こうした現状の中、金融庁によりフィデューシャリー・デューティー24の浸
透が図られている。例えば、投資運用業者に対しては系列販売会社との間の適
切な経営の独立性の確保、顧客の利益に適う商品の組成・運用等、販売会社に
対しては顧客本位の経営姿勢と整合的な業績評価、商品のリスク特性や各種手

20

数料の透明性の向上、これらを通じた顧客との間の利益相反や情報の非対称性
の排除等を促していくという。
顧客と販売金融機関との利益相反を排するために、顧客のリテラシー向上と
ともに金融商品取引業者へフィデューシャリー・デューティーを徹底させる必
要がある。

25

第 4 節

日本の投資信託のパフォーマンスの現状

第 3 章 3 節で顧客と金融商品取引業者に利益相反が生じ、フィデューシャ

24

他者の信任に応えるべく一定の任務を遂行するものが追う幅広い様々な役

割・責任の総称。
27

リー・デューティーの徹底が重要であり、なぜそのような利益相反が起こるの
かについて販売会社の手数料偏重の料金体系が原因であることを述べた。この
ような手数料偏重、さらに高額な信託報酬の料金体系の背後には日本の投信が
低パフォーマンスであるという問題が存在する。
5

〈図表 3-13〉は日米で販売されている規模の大きい投信25の概括的な比較
である。10 年という長期的な視点に立った場合、米国は収益率がプラスであ
るのに対し、日本はマイナスになっている。

〈図表 3-13〉規模の大きい投資信託の日米比較

10

国

規模(純資産)の
平均(兆円)

設定以来期間平均

販売手数料 信託報酬(年率)

収益率(年率)

平均(税抜き)

過去10年平均

日本

1.1

13年

3.20%

1.53%

▲0.11%

米国

22.6

31年

0.59%

0.28%

5.20%

出所:金融庁｢平成 27 年度 金融レポート｣[2016]P60 を参考に筆者作成

15
日本のパフォーマンスの低さはその運用方法に起因する。日本では第 3 章 3
節の〈図表 3-10〉でも示したとおり、規模の大きな投信はアクティブ運用商
品が多く、とりわけ、投資対象を特定の種類の資産に限定したテーマ型の商品
が多い。アクティブ運用はベンチマークとなる市場インデックスを上回る運用
20

成績をあげることを目標とする運用方法である。しかし、〈図表 3-14〉に示
すように、実際のパフォーマンスを長期で見ると、過半数のファンドはベンチ
マークを下回る結果になることが多い。また、テーマ型の投信はその前提とな
る経済環境や市場の関心が変化してしまえば自ずと人気がなくなるため、ロン
グセラー商品として定着しにくい。つまりテーマ型の商品は資産形成のための

25

長期投資の手段にはなりにくい。〈図表 3-15〉は日米の投信の上位 10 銘柄
を時系列で比較したものである。5 年前および 10 年前に上位に入っていた銘
柄はそれぞれ色付きで示している。米国は 10 年前と同じファンドが 6 本存在
するのに対し、日本では 2 本に過ぎない。

25

純資産額上位 5 銘柄。2016 年 3 月末基準。
28

米国における規模の大きい投信は、米国株式、米国以外の株式、米国債など
を投資対象として、インデックス運用を行う一般的な商品が多く、信託報酬等
の手数料も高い水準になりにくい。こうした商品はロングセラーとして残高が
大きく積みあがっており、個人の資産形成の中核的な商品となっていることが
5

うかがえる。

〈図表 3-14〉 東証株価指数を上回ったアクティブファンドの割合
100%
32

80%
60%

10

65

40%
20%

32
64

55

36

45

54

48

46

42
65

79

68
35

52

68

58
35

21

0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
アクティブファンド

15

インデックスファンド

出所:日経デュアル

2014 年 5 月 22 日を参考に筆者作成

〈図表 3-15〉規模の大きい投資信託の日米比較
順位

20

日本

10年前(06年3月末)

先進国高格付債券

先進国高格付債券

2

海外リート②

海外低格付債券

海外債券①

3

米国リート②

海外高格付債券①

米国債券

4

海外株式

海外高格付債券②

世界資産複合①

5

米国低格付債券

海外株式

海外債券②

6

先進国高格付債券

新興国債券①

海外高格付債券③

7

米国リート③

米国リート②

日本株式

8

米国リート④

新興国債券②

海外株式

9

海外リート②

海外債券①

世界資産複合②

新興国株式

世界資産複合①

世界資産複合③

順位

米国

5年前(11年3月末)

米国リート①

10

25

現在(16年3月末)

1

現在(16年3月末)

5年前(11年3月末)

10年前(06年3月末)

1

米国株式インデックス①

米国債券

米国株式①

2

米国株式インデックス②

米国株式①

米国株式インデックス③

3

世界株式(除く米国)インデックス

米国株式インデックス①

米国債券

4

米国株式インデックス③

世界株式(除く米国)

米国株式③

5

米国株式①

米国株式インデックス③

世界株式(除く米国)

6

米国債券インデックス①

米国株式インデックス②

米国株式④

7

世界株式(除く米国)

世界株式②

米国株式・債券複合

8

米国株式②

世界株式①

米国株式②

9

世界株式①

米国株式②

米国株式インデックス①

米国伊債券インデックス②

米国債券インデックス①

世界株式①

10

出所:金融庁｢平成 27 年度 金融レポート｣[2016]P61 を参考に筆者作成
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第 ４章

提案

第 3 章では投信の課題を述べた。本章 1 節から 3 節ではその課題を受け我々
の提案を述べる。また、第 4 節では望ましい投信のあり方を示し、提案が望ま
しい投信のあり方に向けてどのように機能するかを述べる。
5

第 1 節

職場積立 NISA 奨励金制度導入

職場積立 NISA とは「投資信託を、給与・賞与等からの天引きにより、定
時・定額で NISA 口座を利用して投資信託等に投資するもの」26である。この
制度を導入している企業は平成 28 年 6 月末時点で 2,856 社27である。職場積
立 NISA を導入している企業の従業員は金融教育が受けることができる。ま
10

た、投資が少額から可能で、投資初心者に対してハードルの低い仕組みになっ
ている。そこで、投資での資産形成を促進するアプローチ方法の 1 つとして職
場積立 NISA のさらなる導入の推進が効果的であると考えた。

【職場積立 NISA の必要性】
15

主に老後資金の形成に用いられる企業型 DC は 60 歳まで引き出せないこと
がデメリットとして挙げられる。一方、職場積立 NISA は自由に売却・換金
することが可能で、かつ運用時に非課税のメリットを享受できる。つまり、住
宅資金など途中で使う可能性が高い資金は職場積立 NISA で、老後資金は DC
で運用するといった使い分けが可能になる。福利厚生の一環として効率的な資

20

産形成が可能となり、後述するが金融機関から投資アドバイスや投資セミナー
などの教育をうけられることから、第 3 章 2 節で課題として述べた従業員の金
融リテラシーの向上も見込めるメリットの多い制度になっている。
この制度を推進する根拠として単なるメリットの多さだけでなく、実際に従
業員が企業に対して財産形成の分野で福利厚生制度の更なる拡充を求めている

26
27

岡三にいがた証券 HP より引用。
NISA 推進・連絡協議会

平成 28 年 9 月「職場積立 NISA の導入状況等

について」より
30

ことが挙げられる。〈図表 4-1〉に示すように、財産形成の分野で、従業員は
24.3%が今後重点を置いてもらいたいと回答しているのに 対し、企業はそれ
ほどこの分野を重視していない。
職場積立 NISA はまだまだ導入率は低いが、従業員・金融機関・企業の 3 者
5

にメリットがあるシステムであり、利用を促進することによって NISA 自体の
知名度の向上が可能となる。我々は、職場積立 NISA が個人の中で「投資」と
「資産形成」を結びつける有効な手段となってくれると期待する。

〈図表 4-1〉今後、重点を置く福利厚生制度の分野（企業調査）

10

15

今後、重点を置いてもらいたい福利厚生制度の分野（従業員調査）

企業が、今後、重点を置く福利厚生制度の分野
（
％
従業員が、今後、重点を置いてもらいたい福利厚生制度の分野
）
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20

出所：三菱 UFJ 国際投信「職場積立 NISA 拡大の可能性は高い～職場積立 NISA
は、9 兆円の DC、16 兆円の財形、5 兆円の持株を補完出来る～」[2016] P5 より
筆者作成

【職場積立 NISA のメリット】
25

マイナス金利下で魅力が低下している預貯金に対して、NISA は少額から投
資が可能な上に投資成果に対する税制優遇もある。
まず従業員のメリットから述べる。職場積立 NISA であれば口座開設や商品
説明が職場ですむので手間が省ける。NISA 取り扱い業者に対して利用者への

31

投資教育義務が定められており28、利用者は投資教育セミナーといったサービ
スを受けられ投資経験が浅くても投資を始めやすい。また、給与天引き方式が
あることから、後者は面倒な入金や発注の手間がかからない。さらに投資初心
者にとっては、働いている企業が金融機関や投信を選択してくれる安心感、容
5

易さがあることから投資を身近に感じるきっかけとして有効であると考える。
次に、金融機関にとってのメリットを述べる。仕事などで金融機関になかな
か足を運べない現役世代に対して、セミナーを通して接点を持てる。職場積立
NISA を通して少額の投資であっても若い頃からある銀行で資産運用を経験す
ることで、定年退職後もそのまま関係を構築できる可能性が高い。また職場積

10

立 NISA は DC とは違い、外務員登録をしている担当者からの投資アドバイ
スの提供が可能である。さらに、職場積立 NISA は個人単位の働きかけで顧客
を獲得してきた従来の NISA とは違い、企業単位で働きかけるため、効率的な
営業形態と言える。
最後に、企業にとってのメリットを述べる。企業は職場積立 NISA を導入

15

することで、福利厚生の充実に積極的と捉えられる。従業員の定着率が高まる
とともにともに優秀な人材が確保でき、また社会的評価の向上にも繋がる。

【職場積立 NISA をより普及させるために】
職場積立 NISA を利用して投信を積み立てる従業員に一律、勤め先の企業が
20

月数千円の奨励金を支払う制度を推し進める。実際の資金の流れとして企業が
支払った奨励金を一旦、従業員の預金口座に入金し、次にその資金を投信口座
に毎月振り替えて従業員が払った資金と合わせて投信を購入する。職場積立
NISA の奨励金制度は、年金の掛け金を企業と従業員がともに支払うという点
で、企業型 DC のマッチング拠出制度と同様である。例としては〈図表 4-2〉

25

に示すとおり、北関東に本社を置くある中堅メーカーが、取引先の常陽銀行と
この制度を実施している。

28

日本証券業協会

平成 26 年「職場積立 NISA に関するガイドライン」第 3

章 3 項より
32

〈図表 4-2〉職場積立 NISA 奨励金制度の仕組み

5

10

出所：日本経済新聞電子版

2016 年 5 月 27 日付の記事を参考に筆者作成

厚生年金の解散が加速し、社員の将来への不安が一層強くなり資産形成制度
の充実がさらに求められる中で、職場積立 NISA は非常に有効な手段といえ
る。さらにこの制度を普及させるために、我々は職場積立 NISA 奨励金制度を
15

提案する。

第２節

確定拠出年金の継続投資教育の拡充

投信の利用を促進するためにまず貯蓄の習慣を身につけることが必要であり、
そのために日々の家計管理を習慣化させることが重要である。企業型 DC は、
知識の習得と体験の機会を同時に提供でき投資の理解を深めるのに有効な手段
20

であるといえる。
2016 年 5 月に DC 法が改正され、制度を運営する事業主の責務として、加
入者等に対する投資教育を継続して実施することが努力義務化された。継続教
育実施率が 70.9%29となり、企業の継続教育に対する取組姿勢は今後も積極
化することが予想される。我々は DC のさらなる普及に向けて投資教育の徹底

25

を図り、投資への理解や必要性に対する認識を深めることが重要であると考え
た。

29

確定拠出年金総合研究所

2015 年「第 12 回：企業型確定拠出年金制度の

制度運営管理に関する調査」より
33

【具体案】
まず、投資無関心層を投資関心層に引き上げることが重要である。無関心層
は、簡単な理解度セルフチェックや e ラーニングなどを通して特定する。簡単
なテストなどであればコストが高くなる心配はない。
5

投資無関心層への効果的なアプローチは定期的な全員参加型の教育である。
投資に関心のない層にとっては、印刷物の配布やメルマガ、DVD による情報
提供といった教育方法は適さない。また、自由参加では無関心層の参加を期待
できないことから、全体教育で基礎的な内容を繰り返してまず DC や投資・資
産運用に対する理解を深めることが効果的であると考える。彼らの理解の底上

10

げを図ることによって、セミナーを中心とした既存の継続教育の参加率の向上
が見込まれる。
次に、従業員全体に対して最も効果的なアプローチは、「ライフプランを絡
めた教育」の実施である。〈図表 4-3〉〈図表 4-4〉で示したように、ライフ
プランに関する興味は 80%の人が感じているが、実際に考えたことがある人

15

は全体の 23.8％にとどまっており差が見られる。この差を埋めるために、企
業がこれまでより積極的にライフプランを考える機会を提供することが必要で
ある。
〈図表 4-3〉ライフプランへの関心・興味

20

25

出所：「財産形成支援制度及び企業型確定拠出年金制度の理解・活用の現状に関する DC 加
入者調査」報告書

2013 年 12 月 P25 を参考に筆者作成

30
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〈図表 4-4〉ライフプランへの取り組み

5

10

出所：「財産形成支援制度及び企業型確定拠出年金制度の理解・活用の現状に関する DC 加
入者調査」報告書

2013 年 12 月 P25 を参考に筆者作成

また、ライフプランに関する情報提供のタイミングを調査し年代別にまとめ
た所〈図表 4-5〉、自分の年齢と同じ時期の情報提供を希望している人が多い
15

ことが確認できた。さらに、20～30 代の若年層でも自分の年齢と同じ時期の
情報提供を適切なタイミングと考えている人の割合が高いことから、早期から
の情報提供を求めている人が多いことも確認できる。企業は若年層に対しても
積極的にライフプランの作成を推し進める必要がある。

20

〈図表 4-5〉社員特性別：ライフプランに関する情報提供のタイミング（単位：％）

25

出所：「財産形成支援制度及び企業型確定拠出年金制度の理解・活用の現状に関する DC 加
入者調査」報告書

2013 年 12 月 P31 を参考に筆者作成

35

DC をさらに普及させるためには、制度自体の理解を深めようとするだけで
はなく、企業が従業員にライフプランの作成を積極的に促し、制度が自分の身
にどう関わってくるのかを訴えかけるのが有効的だ。セミナーは従業員全体に
投資の理解を深めてもらうのに効果的でコストもかからないが、個人の個別の
5

事情を反映した情報提供には限界がある。そこで具体的には従業員からの希望
が多い個別相談会の回数を増やし、さらに夫婦・家族同伴の相談会またはセミ
ナーを拡充する。個人が容易にライフプランを作ることができるように、適切
な情報提供やアドバイスのサービスを充実させるべきである。このような場を
設けることで投資活動が自分や家族までにも影響を及ぼすものであることを強

10

く実感させることが可能である。個別相談会にはコストがかかるという意見も
あるが、投資の必要性を訴えるのに最も有効な手段であることから、それ以降
従業員が積極的にセミナーを受け始めたりライフプランを作成したりすること
が期待される。これは金融リテラシー面の向上にも直接的に繋がるといえる。

第３節
15

ロボ・アドバイザーの活用

これまで述べてきたように、投信は家計の資産形成に適切な性質を持つ金
融商品である。また、NISA や DC の活用が有効であることも既に述べたとお
りである。しかし一方で、第 3 章 2 節で述べたような家計に金融リテラシー不
足が課題として存在し、適切な金融教育を実施することが求められている。こ
うした現状を踏まえ、家計のリテラシーを補い、最適な資産形成を望ましいも

20

のとするためにロボ・アドバイザーの活用を提案する。
ロボ・アドバイザーとは金融工学やポートフォリオ理論の専門家の戦略を活
用し、低コストで個々の投資家の志向に応じた、最適な運用資産の配分を提案
する自動投資助言サービスである。
ロボ・アドバイザーの主なメリットは、(1)スマートフォンでいつでもアク

25

セスが可能で、インターネットを使い慣れている若年層を取り込みやすい、ポ
ータビリティがある点。(2)数ある資産の中から、資産毎のリターン、リスク
に基づいた資産配分上のクラス、選択肢を提供する資産配分能力がある点。
(3)人のアドバイスを介さないため、比較的コストが高いアクティブ運用では
なく、ETF などのパッシブ運用を通じて低コスト化に成功している点。以上
36

の 3 点である。
米国では、ロボ・アドバイザーを手がけるベンチャー企業がデジタル・ウェ
ルス・マネジメント30を提供している。企業は、金融危機を経験し、投資に消
極的なミレニアル世代31の顧客化に成功している。
5

米国証券取引委員会の調査では 2014 年 7 月末時点で米国には約 25 のロ
ボ・アドバイザーが存在する。そのほとんどで非富裕層の個人投資家が 76％
以上を占めており、所得が多くはない投資家にも容易に利用されている。
日本国内に目を向けてみると、〈図 4-6〉に示すとおり、ラップ口座の件数、
金額ともに増加している。ラップ口座とは個人が証券会社や信託銀行と投資一

10

任契約を結んで、資金の運用から管理までを任せることができるサービスであ
る。このことから投資にアドバイスを求める投資家が増えていると推測できる。
サービスが始まった当初は、最低投資金額 1 億円以上と富裕層向けのサービス
であった。2014 年 6 月 28 日付日本経済新聞電子版の記事によると、大和証
券が最低投資金額を 300 万円まで引き下げるなど間口が広がっている。しか

15

し、未だ若年層が気軽に投資できる金額とは言い難い。さらに年齢層に関わら
ず運用商品に困った経験がある人が多く存在し、〈図 4-7〉から多くの人が具
体的な投資アドバイスを求めていることが分かる。このことから投資アドバイ
スに対する需要は高いと思われ、ロボ・アドバイザーへのニーズがうかがえる。

20

25

30

個人投資家に対してスマートフォンなどを通じて資産運用を提供するこ

と。
31

40 歳以下の米国若年層
37

〈図 4-6〉ラップ口座の推移

5

10
出所:投資顧問業協会｢統計資料(平成 28 年 3 月末)｣[2016]P4 を参考に筆者作成

〈図 4-7〉DC の商品の選択や組み合わせを決める際に、FP などからアドバイスを受けたいと思う
か

15

20

出所:株式会社野村総合研究所「確定拠出年金の利用実態調査(2015/3)報告」[2015]P35
を参考に筆者作成

25

日本におけるロボ・アドバイザーの第一号である「株式会社お金のデザイン」
の THEO を例に挙げロボ・アドバイザーの有用性を述べる。THEO のサービ
スの主なメリットは (1)シンプルで低コストであることに加え、顧客が負担す
る運用報酬はフィー型方式となっており、投資一任契約となっていること。
(2)プロファイリングによる顧客一人ひとりのカスタマイズ運用が可能である

38

ということ。(3)京都大学大学院加藤康之教授の監修のもと構築された最先端
のポートフォリオモデルが提供され、このモデルを活用した場合、ETF によ
る低コストのグローバル分散投資が可能であることの 3 点である。
また実際に、国内初 DC にロボ・アドバイザーを組みこんだ企業がある。
5

SBI ホールディングス株式会社グループであるモーニングスター株式会社は、
モーニングスターアセットマネジメント株式会社を通じて、DC 加入者向けに
ロボ・アドバイザー運用ツールにより、加入者の掛け金ならびに積立金の最適
な資産配分と具体的な商品選定の助言サービスを開始した。DC 加入者向けに
提供するのは国内初の試みであり、DC 加入者向けにカスタマイズして提供す

10

るとしている。さらに、モーニングスター株式会社はこれまで、商品のライン
ナップ分析、加入者への投資教育セミナー、商品分析評価情報の提供などを
DC 向けサービスとして続けており、これらの知識・技術を踏まえて、様々な
角度から加入者の最適な資産形成に貢献できるとしている。この例に続けて、
大手金融機関も次々と参入を表明している。ベンチャー企業を合わせれば来春

15

までに 20 社弱がサービスを提供することは、業界のロボ・アドバイザーに対
する期待が高まっていることを表している。
上述してきたように、ロボ・アドバイザーを活用することは長期資産形成を
体験するきっかけとなり、結果として長期分散の効果を経験することによる金
融リテラシーの向上が可能である。このことから第 3 章 2 節に述べたような家

20

計の金融リテラシー不足を補完することができる。さらにこのサービスは人員
を介せず、利用者のニーズに沿った金融商品の提供を支援するものであるため、
第 3 章 3 節にも述べた金融機関に求められているフィデューシャリー・デュー
ティーの取り組みにも貢献することが期待される。
IT 化の進展が見込まれることや、既に米国においては ロボ・アドバイザー

25

や資産管理プラットフォーム32アプリ等がビジネスとして成功していることも
踏まえ、日本においても資産運用関連の Fintech ビジネスの推進を検討する
べきだと提案する。

32

コンピューターにおいて、主にオペレーティングシステムやハードウェア

といった基礎部分を指す。
39

第 4 節

望ましい投資信託のあり方

第 3 章 3 節では日本の投信の問題点として顧客と金融取引業者との利益相反
を指摘した。利益相反は、高額な手数料、家計のリテラシー不足、販売会社と
運用会社の癒着が原因である。そして 4 節ではパフォーマンスの低さを述べた。
5

低パフォーマンスの背景には規模、運用方法の問題がある。
日本では長期的に利益を出すことが難しいアクティブファンドが中心となっ
ている。ファンドのパフォーマンスが低くては、投信が普及しにくく、販売手
数料は高くなる。高額な販売手数料は、販売会社に回転売買へのインセンティ
ブを働かせ、小型ファンドの乱立へつながる。小型ファンドでは規模の経済が

10

働きにくく、投信のもつ大規模集団投資のメリットを生かせない。その結果、
ファンドの低パフォーマンスにつながる。また、販売会社と運用会社が独立し
ていないことで、顧客にとって最適な商品を提案しにくくなる。これらのこと
が、投信を望ましいあり方から遠ざけているのである。
望ましい投信のあり方とは、金融商品取引業者にフィデューシャリー・デュ

15

ーティーが浸透すること。なおかつ、顧客が投信に関心を持ち金融リテラシー
を高めることで、顧客本位の商品設計や販売が行われるものであると我々は考
える。そのためにはファンドの規模を大きくするために似た性質のファンドを
統合し、長期的に運用成果を上げるため、運用方法をアクティブ運用中心から
パッシブ運用中心へ転換することが必要である。さらに、運用会社から独立し

20

た販売を徹底させることが求められる。長期的に利益を上げられるようになり、
顧客に最適な商品を提案できるようになれば、国民の資産形成手段として投信
の地位は確かなものとなる。
現在の日本の投信は、第３章でも述べたとおり、アクティブ運用で毎月分配
型のファンドが主流となっている。アクティブ運用は一時的に利益を出すこと

25

ができても、長期的に利益を出し続けることは難しい。そのため、家計の長期
資産形成の核として活用することには適さず、インデックスファンドを活用す
ることが適している。家計に金融リテラシーが拡充すると、資産形成のために
は利益再投資型のインデックスファンドが長期保有に有効であると理解される。
それにより、顧客のニーズは毎月分配型のアクティブファンドから利益再投資

40

型のインデックスファンドへ移り、ファンドの資産が積み上がりやすい。これ
により、ファンドが大規模化し易い環境が整うと考える。そして、大規模イン
デックスファンドの活用が日本の投信の長期的なパフォーマンス向上へつなが
るのである。
5

我々の本章 3 節までの提案の役割とは、職場積立 NISA 奨励金制度によって
NISA を家計に有効活用させ、投信の顧客を増やすこと。DC の継続投資教育
によって金融リテラシーを定着させ、家計に適切な運用を理解させること。 ロ
ボ・アドバイザーの活用によって商品選択や運用をサポートすることである。
我々が述べた提案によって、パフォーマンス、手数料の改善につながり、家

10

計が資産形成をする上で、望ましい投信のあり方へ近づくことができる。

お わりに
我々は本稿を通し、第１章で投資の必要性を主張した。まず年金の面では、
深刻な社会問題である少子高齢化によって公的年金制度に対する不安が高まっ
ていると考えた。次に金利の面では、預金金利が低いことから、資産形成のた
15

めにはさらなる自助努力が必要であると考えた。
そして、第 2 章でその投信の優れた特徴について述べ、資産形成に対し投信
がいかに有効であるかを示した。そして、DC と NISA を紹介し、この 2 つの
制度が投信を資産形成手段にするために有効であることを述べた。
また第 3 章では、投信の現状と課題を述べ、今後の改善につなげるべきであ

20

ると主張した。我々は投信が資産形成手段になるために、金融商品取引業者の
みが改善されても効果はないと考えている。なぜなら、顧客である家計の金融
リテラシー不足、教育不足も大きな課題であるからである。現在の日本はこの
2 点は十分とは言えず、金融商品取引業者の問題と合わせて対策すべきである
と考える。また、顧客と金融商品取引業者との利益相反も大きな課題として捉

25

え、フィデューシャリー・デューティーの浸透を徹底すべきであると考える。
日本の投信のパフォーマンスの現状では、米国と比較し、長期的なパフォーマ
ンスが高くないことを問題視している。
第 4 章は、それまでの章で述べた課題を踏まえて我々の考えた提案と望まし
41

い投信のあり方を示した。提案とは「職場積立 NISA 奨励金制度導入」「確定
拠年金制度の継続投資教育の拡充」「ロボ・アドバイザーの活用」である。ま
ず、「職場積立 NISA 奨励金制度導入」では、企業型 DC と職場積立 NISA
の相違点を比較し、職場積立 NISA を導入することによるメリットを主張し
5

た。そして、「確定拠出年金制度の継続投資教育の拡充」では、現在の日本で
問題になっている金融リテラシー不足の側面から提案をした。投資家に知識を
拡充することで、資産形成に関するリテラシーを高め、個人資産の形成に DC
を有効活用させるための提案である。最後に「ロボ・アドバイザーの活用」は、
金融リテラシー不足に対する補完策としても有効な上に、手数料コストを抑え

10

られることなどの可能性を紹介した。ロボ・アドバイザーは、日本で普及期に
あり、今後の発展、応用が見込まれる金融サービスである。
また我々の考える望ましい投信のあり方は、顧客の利益を重視し、高いパフ
ォーマンスを維持するものである。この提言は、提案の教育拡充によって図る
ことができる。

15

「貯蓄から投資へ」と言われ続けながらも、投資が普及していない現状があ
る。我々の提案によってこの現状に終止符を打ち、投資信託が家計の資産形成
に有効な手段になることを願う。

20
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