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はじめに 問題意識 

 

日本の家計の金融資産（ 1829 兆円）を見ると、現金・預金が 960 兆円

（52.5％）、投資信託が 73 兆円（4.0％）、株式等が 199 兆円（ 10.9％）であ

り 1、日本の家計は投資信託や株式等のリスク性金融資産よりも預貯金で資産5 

を保有することを選好している。           

1980 年代後半から 1990 年代前半バブル期のような高金利時代は終わり、預

貯金による資産形成は困難になっている。また、少子高齢化が進んでいること

から、公的年金制度における世代間扶養のバランスも崩れていくと考えられる。

そのため、リスク性資産を用いた資産形成の必要性が高まっている。しかし、10 

冒頭で述べた通り、日本の家計の金融資産構成は預貯金が大半を占めている。

同じ先進国の米国と比較しても日本のリスク性資産の普及率は低く、金融庁が

推進する「貯蓄から資産形成へ」の流れが浸透していない。  

投資信託は、リスク性資産の中でも、少額投資、分散投資、運用をプロに任

せることができるといった性格を有しているため、家計の資産形成手段として15 

有効であると考える。今年から施行された「つみたて NISA」では、対象商品

を株式や債券ではなく、一部の投資信託のみに限定しており、このことから国

も投資信託を普及させていく意向であることがわかる。  

家計の資産形成手段として有効である投資信託だが、現状として様々な課題

がある。例えば、日本における投資信託の資産運用力の不足や情報開示の低さ、20 

販売会社のフィデュ―シャリー・デューティーが不十分であること、さらに、

国民の金融リテラシーの低さなどが挙げられる。  

以上の問題意識に対して、本稿では第 1 章で投資信託の制度や歴史を分析し、

投資信託が資産形成手段として機能するのかを検証する。第 2 章では証券投資

に関する税制優遇制度について述べ、第 3 章で、投資信託需要側の現状を分析25 

し、続く第 4 章で、投資信託供給側の現状について論じる。第 5 章では各章か

ら上がった課題を解決し、投資信託が家計の資産形成手段として普及していく

ための提言を述べ、最後に総括とする。  

 

                                                   
1 日本銀行調査統計局 (2018)p.2 参照  



5 

 

第1章 投資信託市場の制度と歴史 

 

1-1 資産形成手段としての投資信託  

 

個人投資家が有価証券に投資する際は、分散投資を利用しポートフォリオ5 

（分散投資によって保有することになった複数の銘柄の組み合わせ全体のこと）

の値動きを抑制しながら長期的な視点で投資をすることが基本となる。  

また、適切な分散投資によるポートフォリオを作るための判断には、専門的

な知識・情報（およびインフラ）も必要となる。こうした要因から考えると、

投資資金が少なく、投資の専門知識もない個人にとって、きわめて重要な役割10 

を果たすのが「投資信託」である。  

投資信託の仕組みこそ投資資金が少なく、投資の専門知識がない個人でも、

分散投資を可能にする方法であると言える。投資信託の仕組みは、日米欧をは

じめとする多くの国々で多少の制度の違いはあるとはいえ、その本質は「小口」

「専門家」「分散」の 3 つで表すことができる。  15 

筆者は資産形成において、積立・分散投資が重要であると考える。積立投資

とは、定期的に一定額を買い続ける投資法である。積立投資は、ドルコスト平

均法 2により平均購入単価を抑えることができる。また、分散投資とは、投資

対象や投資期間を多様化させることで、市場の変動による資産価値の大幅な下

落を回避する手法である。投資信託はこの積立・分散投資が可能である。  20 

少子高齢化の進展により、国民自らによる安定した生活に向けた自助努力に

よる備えを合理性・効率性を追求した資産運用、すなわち国内外の株式や債券

などに長期的な視点で適切に分散投資を行うことは不可欠である。  

 そして、一般の人々がこれを達成するための現実的な金融機能を担っている

のが投資信託なのである。 3 25 

 

 

                                                   
2 定額購入によって、購入価額の平均を引き下げることを目指す投資方法  
3 羽土（ 2008） p.198 より引用  
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1-2 投資信託の制度  

  

投資信託とは、投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家が株式

や債券などに投資・運用する商品である。その運用成果（収益率がマイナスの

ときもある）が、投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組となってい5 

る。 4 

 

図表 1 投資信託の仕組み  

 

（出所）藤原（ 2016）より取得し筆者作成  10 

 

まず、投資信託は運用会社で作られ、運用会社はその運用を指示するという

役割がある。その投資信託を販売するのは、証券会社や銀行等の販売会社であ

り、投資家は販売会社を通じて投資信託の買い付けや解約を行うことになる。

そして投資家が買い付けた資金は一つの口座にまとめられ、受託会社である信15 

託銀行がその資産を管理する仕組みとなっている。そのため、ひとつのファン

ドに対して運用会社、販売会社、信託銀行が関わり、確認と検証をし合いなが

ら投資家の資金を運用 5している。  

投資家の資産管理として預かった資産は、信託銀行側で分別管理がされてお

                                                   
4 白木（ 2006） p.84 
5 藤原（ 2016） p.43 
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り、受託者には「分別管理義務」 6がある。分別管理とは、 1999 年 4 月に金融

証券取引法で義務づけられたものであり、投資家から預かった資産と証券会社

や信託銀行が保有する自社の資産と分けて管理することである。このように分

別して管理することにより、仮に会社が破綻してしまったとしても、顧客の資

産は返還される。つまり、株式投資よりも安心して投資を行うことができると5 

いえる。  

 

1-3 投資信託の歴史  

 

日本において、最初の投資信託は 1941 年に野村證券を委託者、野村信託を10 

受託者とする投資信託が発足である。これはイギリスのユニット・トラスト 7

の要件を備えたものであり、日本で最初の投資信託と言われている。  

しかし、この頃はまだ投資信託法という法律が制定されておらず、民法、信

託法および信託業法を根拠とした特定金銭信託という形態で運用されていたが

1945 年 8 月、第二次世界大戦の終結と共に終わりを迎える。  15 

現行の投資信託は、1951 年に誕生したといわれている。同年 6 月日本で｢証

券投資信託法｣が公布され、当時の野村、日興、山一、大和の４大証券会社が

第 1 の単位型投資信託の募集を開始した。発足当初は、日本株中心の運用で

あったが翌年、大和証券が追加型株式投資を設定し、それから投資信託が発展

していったのは、投資信託法および税法上の規則も整備された 1957 以降であ20 

る。 

1961 年には、公社債投資 8が発足。株式を取り入れないことで安全性の高い

国債、地方債、金融債を含む公社債を中心に安定した収益確保を目指したもの

である。この仕組みが誕生したのは、公社債が市中銀行を始めとする金融機関

に限定されていた為に個人消化の促進、償還機関の長さや換金性の不足などが25 

公社債になじみにくいという問題を解消する為である。  

1970 年にはファミリー・ファンドが発足。ファミリー・ファンドとは、無

期限のマザー・ファンドにいくつかの有期限のベビー・ファンドが結びつき、

                                                   
6 井上（ 2007） p.137 より引用  
7 投資信託のこと  
8 長期公社債投資信託  
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運用と管理の効率化を図る方式である。この時から投資信託に海外投資が認め

られるようになり、 1971 年に国際投資ファンドが誕生。翌年には、外国投資

の国内販売自由化が可能となったのである。  

1980 年には中期国債ファンドが開発され、金利の高利回り商品として人気

を得ていた。もともと、アメリカで実施されていた MMF 9に似た流動性と高利5 

回りを提供する目的で開発された。日本で MMF が始まったのは 1992 年であり、

順調に資産残高を伸ばしていった。  

しかし、2001 年 11 月にアメリカの大手エネルギー会社が発行する社債がデ

フォルトとなり、この社債を組み入れていた 4 つの投信会社の MMF が元本割れ

になるという問題が発生した。  10 

日本では、1997 年 10 月に証券総合口座の MRF10が設定されたが、今ではマ

イナス金利政策の影響により SBI 証券や楽天証券で廃止の動きが出ている。翌

年には｢証券投資信託法｣が改正され、｢証券投資信託及び証券投資法人に関す

る法律｣に変更された。  

また、会社型投資信託や私募投資の解禁、銀行等による投資信託の窓口販売15 

の導入が開始される。その後 2001 年には、不動産投資信託が発足し、加えて

ETF も解禁された。  

また 10 月から確定拠出年金制度が開始したことにより、 2002 年の投資信託

の商品構成は公社債投資 55%、株式投資 45%と 1989 年の頃と逆転した結果と

なった。2014 年には NISA 制度が始まり、毎年 100 万円の上限で購入し、その20 

配当と譲渡益を最長 5 年間非課税にする制度が始まった。 2016 年には NISA の

年間上限額が 120 万円に拡大され、新しく 0 歳から 19 歳の口座開設を認める

ジュニア NISA が導入。そして 2018 年に長期、積立、分散投資を行うつみたて

NISA が始まった。  

 25 

 

 

 

                                                   
9 マネー・マネジメント・ファンド  
10 マネー・リザーブ・ファンド  
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図表 2 投資信託の歴史  

 

 

（出所）杉田浩治（ 2011）「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―」 p.5 より引用  5 

 

 

 

年 制度 商品 運用

1951 証券投資信託法　公布・施行 単位型株式投信がスタート 国内株中心

1952 追加型株式投信がスタート

1960 委託会社が証券会社から分離

1961 公社債投信発足 国内債組入れ本格化

1967 投資信託法改正

・委託会社の受益者に対する忠実義務

・組み入れ証券にかかる議決権行使

1968 累積投資専用オープン

1970 外国証券組入れ開始

1971 ファミリー・ファンド発足

1983
国債型ユニット発足
選択型オープン・ファンド

1984 委託会社が投資顧問会社に進出

1985 インデックス・ファンド

1986 長期国債ファンド発足

1987 先物・オプションの利用可能

1990 外資系が投資信託業務に進出

1992 MMF発足

1993
銀行等国内金融機関が投資信託業務に
進出

1994 投資信託改革

・運用規制の緩和

・運用成績の公開

・ディスクロージャーの充実など

1995 日経300上場投信
デリバティブのヘッジ目的以外
への利用など運用規制緩和

1998 運用の外部委託が可能

1999
私募投資発足
ファンド・オブ・ファンズの設
定が可能

2000 投信委託業者の受託者責任を明確化 運用対象の拡大

2001 不動産投資発足

現物拠出型ETF上場

2014 NISA

2016 ジュニアNISA

2018 つみたてNISA
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1-4 投資信託の導入経緯  

 

 1-3 で論じたとおり、投資信託は 1951 年に導入された。同年 6 月に証券投

資信託法が施行され、第 1 回ユニット型投資信託の募集開始によりスタートし

た。 11 5 

投資信託の導入経緯というのは戦後、財閥解体などによる国内株式市場の供

給過多という問題に対しての受け皿として活用されていた。しかし導入当初は、

投資信託の販売は証券会社のみと限定されており、あまり一般的なものではな

かった。  

その後、大きな改正法が 2 度行われ投資信託は現在の形態となったのである。  10 

１つ目が金融ビックバン 12である。この改正により投資信託は会社型投資信

託、私募投資信託の解禁、銀行での窓口販売、免許制から許可制への移行など

販売チャネルが拡大した。 

 2 つ目が 2013 年に導入された投資信託及び投資法人に関する改正法である。

この改正により、投資信託運営上の効率向上、目論見書や運用報告書の見直し、15 

信託報酬を定期的に通知、これらが投資信託を販売する上で義務化した。こう

いった改正は、どれも投資信託需要側による目線で導入されたものであるとい

える。  

 投資信託とは少額から分散投資を行うことを可能にするために生まれた金融

商品である。一般的に株式を購入する際には、多額の資金が必要である。しか20 

し、多額の資金を用意してなくても、投資信託を利用することによって少額か

ら分散投資が可能 13になった。  

 

 

 25 

 

                                                   
11 杉田浩治（ 2011） p.2 より参照  
12 1996 年度から 2001 年年度にかけて橋本龍太郎元首相の提唱によって進められた大規模

な金融制度改革参照  
13 一般社団法人  投資信託協会「資産運用と投資信託」

（ https://www.toushin.or.jp/start/relation/）参照  
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投資信託

公社債投資信託
（公社債）

単位型 追加型

MRF MMF その他

株式投資信託
（株+公社債）

単位型 追加型

その他ETF

1-5 投資信託の種類  

 

ここでは公募投信の株式投資信託と公社債投資信託、 REIT、オルタナティブ

投資について論じる。  

 5 

図表 3 投資信託の種類  

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

（出所）藤原（ 2016）から取得し筆者作成。  

 

投資信託は大きく公募投信と私募投信に分かれる。公募投信とは、不特定多

数の一般の投資家に対して募集しているものであり証券会社のほかに銀行、郵

便局や保険会社などで販売されている。次に私募投信とは不特定多数の一般の20 

投資家ではなく、私的な募集あるいは専門知識を持っている機関投資家を対象

に募集しているものである。私的の募集とは、 2 名以上 50 名未満の人を勧誘

するという意味で、とくに発行や運用に対して法的なルールが厳格でないのが

特徴である。  

公募投信には、公社債投資信託と株式投資信託に分けることができる。はじ25 

めに公社債投資信託とは、運用対象が国や地方公共団体が発行する債券、いわ

ゆる公社債に限られているものだけを扱っている。そのため、株式を一切組入

れていないことにより、株式よりリスクの低い公社債を中心に運用を行ってい

る。 

株式投資信託とは、運用対象が制限されておらず、株式、公社債、その他金30 
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融商品に及んでいる。株式以外にも投資出来ることで、株式を一切投資せず、

公社債だけで運用している株式投信もある。そして公社債投資信託も株式投資

信託も一定の募集期間の間だけにしか購入できない単位型と、いつでも購入で

き る 追 加 型 に 分 か れ る 14。 （ 図 3 参 照 ） 追 加 型 に 含 ま れ る ETF 15と は 、

Exchange-Traded Fund の略で「上場投資信託」と呼ばれている。連動する指5 

数は株式、債券、 REIT、通貨もあり、投資先も海外に広がっている。  

REIT とは、Real Estate Investment Trust の略で不動産投資信託という。

投資家から資金を集めてオフィスビル、マンション、ホテルや物流施設などを

運用して得た賃料収入等を元に投資家に分配する金融商品である。そして

REIT の魅力は配当利回りの高さであり、 60 銘柄の 2018 年 7 月時点で現在の分10 

配金の予想利回りは年率換算で 3～ 7%台 16となっている。また「配当可能利益

の 90％以上を投資家に分配するなどの用件を満たせば、分配した額に法人税

がかからない」 17仕組みになっている。  

オルタナティブ投資とは、一般的にヘッジファンド、商品ファンド、不動産

など、株式や債券以外を投資対象とする 18。 15 

  

小括 

 

本章では、投資信託の仕組みや歴史について述べつつ、投資信託が資産運用

手段として機能するかについて検証した。個人投資家が有価証券に投資を行う20 

際は、分散投資を利用しポートフォリオを作成するのが一般的である。そのた

め、専門的な知識・情報が必要となる。しかし、投資信託は、専門的な知識が

                                                   
14  岡林（ 2014） pp.86-103 より参照  
15 「 ETF のメリットは大きく分けて 4 つある。①透明性が高いこと、②流動性が高いとこ、

③維持コストが低いこと、④品ぞろえが豊富なこと」である。透明性が高いとは、「市

場の平均値を構成する銘柄を組み入れるため、バスケットの中に存在する銘柄および数

量があらかじめ決められて」おり何に投資しているのか分かるのである。流動性が高い

とは、「個別株式と同じように売買され、常に取引価格が変動」することである。維持

コストが低いというのは、 ETF は非上場投資信託に比べて継続的に支払う手数料が低いと

いうことである。品ぞろえが豊富なのは「海外 ETF の場合、日本のネット証券を通じて

購入できる本数は 120 本を超えて」いるからある。また、国内 ETF も 1000 本以上が国内

市場に上場されている。（ 2010 年 8 月末）カン（ 2010） pp.34-36 参照  
16 日本経済新聞（ 2018）「分散投資、 REIT に着目」（ 2018 年 8 月 11 日付）参照  
17 斎田（ 2014） p.136 より引用  
18 山内（ 2002） p.28 より引用  
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ない人でも少額から投資を行うことができる。日本においては、少子高齢化の

進展により国民自らが自助努力を行い、合理性・効率性を追求した長期的な資

産形成を行う必要がある。そこで、投資信託が欠かせないものになる。  

 投資信託の制度で投資家に専門知識がなくても、運用会社、販売会社、信託

銀行が関わり、投資家の資金を運用してくれる。また、株式投資と違い投資家5 

から預かった資産は分別管理されるため、例え会社が倒産しても投資家の資金

は返還されることから、投資家は一般株式と比較して安心して投資を行える。  

 投資信託は 1951 年に始まり、67 年の歴史がある。 2018 年 1 月にはつみたて

NISA という税制優遇制度が誕生した。投資信託に関連する制度は、現在でも

国民のニーズに合うものにするために検討し続けているのである。  10 

 以上を踏まえ、次章では、政府が掲げる「貯蓄から資産形成へ」を促進させ

るために、現在どのような制度が導入されているのか。証券投資に関する税制

優遇制度を海外の税制優遇制度と比較しながら論じる。  

 

第 2 章 証券投資に関する税制優遇制度 15 

 

2-1 日本で導入されている税制優遇制度  

 

 日本の投資における税制優遇制度として現在、 NISA（少額投資非課税制度）、

ジュニア NISA、つみたて NISA、確定拠出年金が導入されている。本章では20 

NISA、ジュニア NISA、つみたて NISA、確定拠出年金の順で論じる。  

NISA とは、2014 年 1 月にスタートした少額から投資を始められる個人投資

家のための税制優遇制度である。利用できるのは日本に住んでいる 20 歳以上

の人であり、１人１口座までの開設である。そして、毎年 120 万円の非課税投

資枠が設定され、上場株式・株式投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象と25 

なる。また、国内上場株式の配当金、 ETF・REIT の分配金は、証券会社を通じ

て受け取る場合のみ非課税となる。非課税期間は最長 5 年間で、投資可能期間

は 2014 年から 2023 年である 19。 投資の対象は「上場株式等と公募株式投資

信託」であり、上場株式等には外国株式や ETF(上場投資信託)、REIT（リート

                                                   
19 金融庁 HP より引用  
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＝不動産投資信託）も含まれる 20。  

 ジュニア NISA とは、 2016 年 1 月にスタートした「未成年者少額投資非課税

制度」である。利用できるのは日本に住んでいる 0 歳から 19 歳の人であり、1

人 1 口座までの開設である。そして、毎年 80 万円が上限の非課税投資枠が設

定される。非課税期間は最長 5 年間で投資可能期間は 2016 年から 2023 年であ5 

る。また、2023 年 12 月末以降、非課税期間の満了を迎えても、一定の金額ま

では 20 歳になるまで非課税になる。ジュニア NISA の運用管理者は口座開設者

本人（未成年者）に代理して、ジュニア NISA 口座で保有する投資判断を行う

ことができる。払出し制限では、 18 歳以降は非課税で払出しが行えるが 18 歳

以前に引き出してしまうと、ジュニア NISA 口座は廃止される。 21 10 

 つみたて NISA とは、 2018 年 1 月からスタートした少額からの長期・積立・

分散投資を支援するための非課税制度である。利用できるのは日本に住んでい

る 20 歳以上の人であるが、制度利用時につみたて NISA か一般 NISA どちらか

一方を選択しなければなく、口座は 1 人 1 口座までである。そして、毎年 40

万円の非課税投資枠が設定されている。非課税期間は最長 20 年間で、投資可15 

能期間は 2018 年から 2037 年までである。この投資を開設すると投資可能期間

終了まで非課税投資ができる 22。 

 確定拠出年金は、2001 年 10 月から始まった制度である。確定拠出年金の定

義は「拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との

合計額をもとに給付額が決定されている年金」である 23。確定拠出年金には 220 

つの種類があり、企業型拠出年金と個人型拠出年金（ iDeCo）がある。  

企業型確定拠出年金とは、会社員など厚生年金に加入している人が利用でき

る制度である。積み立てる（拠出）金額は一定で行い、従業員の給与の一部や

企業からの拠出によってまかなわれる 24。従業員は掛金をもとに、金融商品の

選択や資産配分の決定などさまざまな運用が行える。しかし、運用の結果は従25 

業員の責任となる。また、従業員が企業の掛金だけでは足りないと考えたとき

                                                   
20 日本経済新聞社（ 2017） p.14 より引用  
21 金融庁 HP より参照  
22 金融庁 HP より参照  
23 久保（ 2004） p.126 より引用  
24 川原（ 2000） p.169 より引用  
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にマッチング拠出という制度を利用することができる。マッチング拠出という

制度は、「2012 年 1 月から企業型拠出年金を既に実施または実施を予定して

いる企業」 25に導入が可能となり、企業の掛金に従業員の掛金を上乗せできる

制度である。しかし、そこには上限があり従業員の積み立て分は、企業が拠出

する金額を上回ってはいけないのである。また企業が拠出する掛金と従業員が5 

拠出する掛金の合計額が掛金の拠出限度額を超えない 26ようにしなければいけ

ない。だが、マッチング拠出制度は全国の企業が取り入れている制度ではない

ため、従業員は勤務先企業がこの制度を取り入れているのかどうかを、各企業

の総務部などに確認する必要がある。そして、企業が拠出してきた掛金は、従

業員が 60 歳以上になったときに年金受取か一時金受取を選択することができ10 

る。原則として 60 歳まで運用資金を引き出すことはできないので、通常は長

期の運用となる。 27 

個人型確定拠出年金（ iDeCo）とは、2017 年 1 月から加入対象者が会社員、

公務員、専業主婦へと広がった 28。そして、「 iDeCo は私的年金制度の一つで

掛け金や運用益などが非課税になるという特徴がある。国民年金や厚生年金と15 

組み合わせることで、老後のための資金作りができる制度である。また iDeCo

は投資信託のほか定期預金などの元本確保型商品を選ぶことができる」 29ので

ある。  

 

2-2 優遇制度の利用者数  20 

 

確定拠出年金の企業型、個人型 (iDeCO)の加入者数について論じていく。  

企業型は 2001 年に制度が施行された当初の加入者は 8.8 万人 30である。加入

者推移は年々増加し、 2018 年 2 月末現在、約 648.2 万人が加入している。

iDeCO は 2017 年 1 月から加入者の範囲が広がり第 1 号加入者 120,144 人、第 225 

号加入者 710,381 人、第 3 号加入者 23,198 人の計 853,723 人が加入している。

                                                   
25 鹿野（ 2013） p.461 より引用  
26 一般社団法人投資信託協会 HP より引用  
27 吉井（ 2016） p.200 より引用  
28 週刊東洋経済（ 2018c） p.36 より引用  
29 週刊東洋経済（ 2018a） p.46 引用  
30 厚生労働省（ 2017a） p.12 より引用  
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31 

次に 2018 年 6 末時点における NISA 口座の利用状況について論じる。  

 

図表 4 NISA・つみたて NISA 口座数 32 

 5 

（出所）金融庁（ 2018）「 NISA 口座の利用状況調査」 pp.3-4 より引用  

 

口座開設数では、一般 NISA は 1,128 万 2,552 口座、つみたて NISA は 68 万

8,573 口座、ジュニア NISA は 28 万 5,544 口座である。図表 4 から NISA 口座

を開設している人は年齢層が高く、つみたて NISA は若年者層の割合が高いと10 

いえる。  

2018 年 1 月に導入された、つみたて NISA では 2018 年 3 月末からの増加率

が各世代約 30％と増加。 2018 年 6 月末の証券会社の一般 NISA 口座における投

資未経験者の割合は 33.5%であり、同年 3 月末の 32.5%と比較して、 1.0 ポイ

ント増加。一方、つみたて NISA 口座における投資未経験者の割合は 50.7％で15 

あり、同年 3 月末の 45.6％と比較して 5.1 ポイント増加 33している。  

 

 

                                                   
31 厚生労働省 HP

〈 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/seko

u.html〉より引用  
32 NISA 総口座数は、基準日時点で、金融機関に対してマイナンバーの告知がされておら

ず、平成 30 年の投資利用枠が設定されていない口座数を含む。なお、これまでに開設さ

れた総口座数から金融機関変更に伴う変更前口座の数を差し引いて計上。  
33 日本証券業協会（ 2018） p.3 より引用  

NISA 年代別比率 つみたてNISA 年代別比率
総数 1,128万2,552口座 100% 68万8,573口座 100%

20歳代 46万7,479口座 4.1% 10万3,081口座 15.0%

30歳代 113万9,764口座 10.1% 16万5,500口座 24.0%

40歳代 168万7,756口座 15.0% 17万8,548口座 25.9%

50歳代 186万7,359口座 16.6% 12万477口座 17.5%

60歳代 255万3,828口座 22.6% 7万6,590口座 11.1%

70歳代 222万6,123口座 19.7% 3万7,715口座 5.3%

80歳代以上 106万4,562口座 9.4% 6,662口座 1.0%
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2-3 海外の優遇制度  

 

日本の確定拠出年金制度は、米国の 401(k)をもとにして導入された制度で

ある。そこで、米国と日本の制度について比較していく。  

 米国の確定拠出年金制度 401(k)は、加入する際にいくら拠出するかを従業5 

員が自ら決める年金制度である。  

1974 年に従業員退職所得保障法 34が制定され、内容として①企業年金財政の

情報開示②加入資格と受給権付与の基準の設定③最低積立額基準の設定④受託

者責任の設定⑤制度終了保障の創設⑥個人退職勘定 (IRA)の導入である。 IRA

とは「税制上の優遇措置も基本的には 401(k)プランと同様で、拠出について10 

は所得控除でき、運用時には課税されない」 35制度である。そしてロス IRA 36

をはじめ、老後資金に限らず住宅購入、教育、医療等の幅広い分野で資産形成

ニーズを有しており資産形成支援制度が順調に普及している 37のである。  

この制定により確定拠出年金が確定給付型年金の資産残高を上回るように

なった。「近年は、加入、拠出、運用の各タイミングで、従業員自身が積極的15 

に行動を起こす必要性を軽減するように「自動化」へと仕組みが取り入れられ

る方向に変化」 38しているという。また「米国では 401(k)の普及が投資信託市

場を拡大させる原動力」 39になった。  

次に、米国の 401(k)プランの資産配分と日本の企業型確定拠出年金の資産

配分を比較する。米国の資産配分は 536.1 兆円 40であり株式ファンドが 43%を20 

占めている。次にバランス型ファンドが 25%、自社株が 7%、 REIT・コモディ

ティー等 5%、債券ファンド 8％、GIC（元本・利回り保証契約型保険商品）等

6%、マネーファンド 4%、その他 1%である。  

                                                   
34 従業員退職所得保障法（ Employee Retirement Income Security Act）。企業年金に関

する包括的な法律として 1974 年に制定。従業員の年金給付に対する権利を定め、企業の

年金積立の義務を強化し、年金基金破綻時の給付保証を行う年金給付保証公社（ PBGC）

を設立した。野村（ 2000） p.2 より引用  
35 羽土（ 2008） p.32 より引用  
36 1997 年に創設された制度で拠出時課税、給付時非課税、運用時非課税である。みずほ

総合研究所（ 2014） p.9 より参照  
37 みずほ総合研究所（ 2014） p.23 より引用  
38 羽土（ 2008） p.44 より引用  
39 前田（ 2005） p.178 より引用  
40 米国の資産配分の割合は 2014 年末の数値、運用資産額は 2015 年末の数値（ 1 ドル

=120.6 にて換算）。小森（ 2018） p.4 より引用  
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一方で、日本の企業型確定拠出年金の資産配分は 9.6 兆円 41であり、預貯金

が全体の 36％を占めており「加入者の大半が利息を生まない銀行預金などで

運用」 42していることがわかる。次に多いのは保険 19%である。これらは元本

確保型商品でありこれを足し合わせると、日本は 55％が元本確保型商品にな

る。このような割合になったのはデフォルト商品が関係しているのではないか5 

と考える。デフォルト商品の設定状況を見ると、「デフォルト設定がある企業

63.5%のうち、デフォルト設定は元本確保型商品が 95.%、投資信託が 5%」 43と

なっている。「現在、デフォルト商品で元本型商品により運用を行っているの

は DC 制度の全体の 9%」 44だが、加入者からの運用指示がなかった場合は自動

的にデフォルト商品に設定される可能性がある。したがって、日本は元本確保10 

型の割合が高くなっていると考えられる。  

米国では、元本確保型商品が 6%で株式ファンドが 43％であることから、確

定拠出年金においてリスク性資産を運用している人は多い。日本では預貯金の

割合が最も多いことから、確定拠出年金においてリスク性資産を運用している

人が少ないといえる。次に ISA と類似制度の比較を行う。  15 

図表 5 ISA と類似制度の比較  

 

（出所）EY 総合研究所株式会社（ 2016）「諸外国における家計の安定的な資産形成の促

進に向けた政策的取組みに関する調査研究」 p.58 より引用  

                                                   
41 日本の資産分配の割合及び運用資産は 2016 年 3 月末の数値。小森（ 2018） p.4 より引

用  
42 前田（ 2005） p.178 より引用   
43 厚生労働省（ 2017b） p.13 より引用  
44 厚生労働省（ 2017b） p.14 より引用  

イギリス ISA フランス PEA カナダ TFSA 日本 NISA

投資可能期限 恒久 恒久 恒久 2014年～2023年

投資対象 株式・預金 株式・株式投資 株式・預金・投資等 株式・株式投資等

上限額 毎年変動 累計15万ユーロ インフレ率で変動 120万円／年

上限額の考え方
年間で設定
（上限なし）

累計で設定
年間で設定

（累計上限なし）
年間で設定

引出精度 なし
8年未満部分
引き出し不可

なし なし

運用時の税制 非課税
保有期間に
応じた課税

非課税 非課税

普及率 43% 12% 45% 10%
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イギリスの ISA は、非課税期間は当初より恒久とされていたが、口座開設期

間には当初 10 年間という期限があった。導入から 7 年後に英国財務省による

ISA 制度の効果検証を行った結果、広く英国民に普及したこと、特に低所得者

層や若年層に対しても普及していることを高く評価し、制度の恒久化が決定さ

れた。恒久化決定の背景には金融機関や業界団体からの強い要望もあり、英国5 

政府が積極的に業界の声に耳を傾けた結果、実現したものといえよう。  

ISA 恒久化後、残高と口座数は共に大きく伸びた。恒久化後も、英国政府は制

度をシンプルにし、更なる英国民の貯蓄習慣の定着を目指してきたが、今後は

特に若年層の資産形成を促すためにターゲットを絞った拡充策も導入したいと

している。 45 10 

日本の NISA 制度は、口座数・買付額ともに順調に推移しているが、時限措

置のため「制度が終了してしまうのではないか」という不安がある。また、今

年から開始されたつみたて NISA は 2037 年までに 20 年間のつみたて期間が確

保されているが、来年以降からつみたて期間が 1 年ずつ逓減していくため、十

分な積立期間が確保されないことも考えられる。そのため ISA のように制度を15 

恒久化させ、我が国でも資産形成のツールとして支持される制度にするべきで

はないか。  

 

小括 

 20 

本章では、確定拠出年金、 NISA 制度と海外の優遇制度について述べた。我

が国では、公的年金制度があり厚生年金に加入している者は企業の確定拠出年

金に加入できる。原則 60 歳まで引き出せず長期的な運用となるが、運用益が

非課税となる優遇措置がある。しかし、企業型確定拠出年金の資産配分の多く

が元本確保型といわれる預貯金の割合が 55％と半数を占めているという現状25 

がある。そのため元本割れのリスクはないが、低金利のため資産を増加させる

可能性は低い。  

そこで、資産形成を促進させるために、 NISA 制度を活用すること挙げる。

NISA 制度の導入前は、公的年金制度が老後の資産形成手段を担っていたが、

                                                   
45 日本証券業協会（ 2016）より引用  
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少子高齢化の進行により自助努力による資産形成が必要となっている。 NISA

制度はイギリスの ISA 制度をモデルとして導入され、個人投資家に向けた少額

から投資を始められる税制優遇制度である。また、 NISA とつみたて NISA の非

課税期間は 5 年と 20 年で設定されており、つみたて NISA は若年層の割合が高

い。 5 

しかし、つみたて NISA に関しては、非課税期間が設定されていることによ

り、投資開始期間が遅いほど投資可能期間が逓減し、長期、つみたて、分散投

資が行えなくなる。また、長期の積立投資を奨励する制度であるにもかかわら

ず、十分な積立期間が確保されないという課題がある。  

そこで、非課税期間を恒久化させ、家計の資産形成のツールとしてより広く10 

普及させていく必要があると考える。  

次章では投資信託市場における投資信託需要側の特徴を論じる。  

 

第 3 章 投資信託市場における需要側の特徴 

 15 

3-1 家計のアセットアロケーションと投資信託  

  

家計の金融資産構成について論じていく。  

 

図表 6 日本・米国・欧州による家計の金融資産構成比較  20 

 

（出所）日本銀行調査統計局（ 2018）「資金循環の日米欧比較」 p.2 より引用  
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図表 6 からみてわかるように、日本の家計は投資信託や株式等の金融資産よ

りも預貯金で資産を保有することを選好している。投資信託に関しては、4%と

非常に低い構成割合となっている。  

 

図表 7 家計における金融資産構成の推移  5 

 

（出所）日本銀行調査統計局（ 2018）「参考図表 2018 年第 2 四半期の資金循環  

（速報）」 p.4 より引用  

 

次に家計の金融資産構成の推移を見ていく。図表 7 は 2004 年から 2017 まで10 

の家計金融資産推移である。図表 7 からみて分るように金融資産合計の残高は

増え続けているが、投信信託の残高にあまり変化は見られない。株式等は投資

信託と比べて、緩やかではあるが残高は増えている。  

このことから投資信託は、家計の資産形成手段としてあまり機能してこな

かったのではないかということが言える。  15 
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3-2 投資信託保有層  

 

 日本の公的年金制度は、現役世代の納める保険料で高齢世代の生活費給付を

賄う世代間の仕組みで成り立っている 46。しかし現在の日本では、少子高齢化

が進んでいることから、公的年金制度における世代間扶養のバランスも崩れて5 

いくと考えられる。そのため、リスク性資産を用いた資産形成の必要性が高

まっている。   

 

図表  8 日本の年齢別にみた投資信託保有割合  

 10 

(出所 )  一般社団法人投資信託協会（ 2018）「投資信託に関するアンケート調査報告書」

p.23 より引用  

 

図表 8 から日本において、投資信託を保有している人の割合の多くは年齢層

が高めであるということが分かる。  15 

では海外の投資信託はどうなっているのであろうか。  

 

 

 

 20 

                                                   
46 厚生労働省『公的年金の仕組み』より参照  

20代, 5.20%

30代, 11.90%

40代, 15.10%

50代, 16.20%
60代, 26.70%

70代, 24.90%
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図表 9 米国の年齢別にみた投信保有比率  

 

（出所）杉田浩治（ 2016）「信託の販売動向をめぐる世界の動向」 p.3 より引用  

 

図表 9 より米国では、日本と比べ若年層の投資信託保有率が高いということ5 

が分かる。  

 

3-3 投資信託の保有期間  

 

図表 10 投資信託平均保有年数国際比較  10 

 

（出所）杉田浩治（ 2016）「信託の販売動向をめぐる世界の動向」 p.14 より引用  
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投資信託の性格上、長期期間保有することが望ましいとされている中で、図

表 10 より日本は海外諸国と比べ、平均保有年数が短いということが分かる。  

投資信託は長期で保有することが良いとされている。投資信託を長期で保有

することで複利の力を取り込むことができ、値動き幅などの運用リスクを減少

させる効果が期待できる。長期保有することで運用コストの削減にもつながる。5 

投資信託の複利の力を最大限化するというメリットは非常に大きいもので、長

期間投資を継続する事で、運用期間中に得られる利子や分配金などを再投資に

充てることができる 47。 

長期投信（株式投信・債券投信・バランスファンドの合計―ETF を除く）に

ついてデータの入手が可能な米・英・独の 15 年末に至る 10 年間  の実績を日10 

本と比較すると、 2010 年までは独の平均保有期間が短いことが目立つが、 12

年以降はおおむね英が 4 年台、米・ 独が 3 年台で推移している。これに対し

日本は、09 年以降に短期化が目立ち、 13 年に 1.7 年まで落ち込んだ。その後

は反転して 15 年には 2.7 年となった。英の ISA 口座で保有されている投信に

ついては、平均保有期間が 10 年間平均で 8.3 年と長くなっている。 48 15 

長期投資の効果を見る指標の一つに、保有期間リターンというものがある。

保有期間リターン（ローリングリターンとも言う）とは、ある時点より一定期

間保有をした場合の連続リターンの事を言う。例えば、 TOPIX に連動するファ

ンドを 5 年間保有した場合 49の保有期間リターンを見てみると、過去 5 年間の

うち 78％期間でプラスのリターンを獲得している。パフォーマンスが劣後す20 

るファンドを保有している場合、早く手放したくなったり、別のファンドに乗

り換えたくなるものだが、乗り換えた時に高値掴みをしてしまうこともあり、

得策とは言えない。  

 

 25 

 

 

                                                   
47  一般社団法人マネー総合研究所『投資信託の平均保有期間はどのくらいなのか？』よ

り参照  
48  杉田（ 2017） p.46 より引用  
49 期間： 2012 年 8 月末～ 2017 年 7 月末  
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3-4 投資信託未保有層の非購入理由  

 

図表 11 投資信託非購入理由  

 

（出所）一般社団法人投資信託協会（ 2018）「投資信託に関するアンケート調査報告書」5 

p.55 より引用  

 

 図表 11 からそもそも投資信託に興味がないという人が半数近くいることが

分かる。また投資の知識が無い、投信の仕組みが分からない、などといった意

見も挙げられている。  10 

これらの問題を解決する為には投資に対してのイメージの改善、投資に関して

の知識を養うということが必要になると考えた。  

 実際に投資信託の保有率が高い諸外国では、小学校や中学校など義務教育の

場で投資に関する知識を教えている 50。日本でも教育の場で投資に関する知識

を養う必要があると考える。日本でも投資に関する授業の必須化など、義務教15 

育の段階から投資に関する授業の導入が必要ではないのか。  

 

  

                                                   
50 金融庁（金融教育に関する国際比較）より参照  
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3-5 金融リテラシーの現状  

 

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。また、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である。国民一人ひとりが、よ5 

り自立的で安心かつ豊かな生活を実現するために必要である。現代社会では、

金融との関わりを持つことは避けられない。「生活スキル」として金融リテラ

シーを身に付ける必要がある。国民一人ひとりの金融リテラシーが向上すれば、

結果として健全で質の高い金融商品の提供の促進や、家計金融資産の有効活用

にもつながり、公正で持続可能な社会の実現に役立ち得ると考えられる（消費10 

者教育推進法においても、「公正かつ持続可能な社会の形成」が目指されてい

る）。金融広報中央委員会が日本の金融リテラシーを調査 51した結果によると、

全 25 問の正誤問題の正答率は全年代平均で 55.6％であった。正答率を分野別

にみると、「金融取引の基本」が 72.9％と最も高く、「金融・経済の基礎」

が 48.8％と最も低かった。  15 

 

図表 12 分野別正答率           図表 13 正誤問題の正答率  

金融リテラシーマップの分野  正答率  

家計管理  51.0％  

生活設計  50.4％  

 
 

 

金
融
知
識 

金融取引の基本  72.9％  

金融・経済の基礎  48.8％  

保険  52.5％  

ローン・クレジット  53.3％  

資産形成  54.3％  

外部の知見活用  65.3％  

合計  55.6％  

（出所）金融広報中央委員会（ 2016）「金融リテラシー 2016 年調査結果」 p.5 より引用  

                                                   
51 金融広報中央委員会（ 2016） p.5 引用  

 

(％ ) 
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また、正誤問題の正答率は、 18～ 29 歳の年齢層が最も低く、年齢が上がる

とともに上昇する傾向にある（ 70 代で若干低下）。  

金融リテラシーの国際比較として、図表 14 を見ると、日本と共通の正誤問

題についての比較では米国の正答率を日本が 10％下回り、ドイツや英国を 7～

9％下回っている。よって、日本人の金融リテラシーは諸外国と比較して決し5 

て高いとはいえない。  

 

図表  14 ドイツ・英国との比較と米国の比較  

 日本 ドイ
ツ 

英国   日本 米国 日米 
の差 

知識 
(正答率) 

58% 67% 65% 合計 47% 57% ▲10% 

行動 65% 82% 72%  18~34 歳  35% 46% ▲11% 

 余裕
の確
認 

70% 82% 77% 35~54 歳  46% 58% ▲13% 

 考え
方 

45% 57% 43% 55~79 歳  56% 66% ▲10% 

(出所 )  金融広報中央委員会（ 2016）「金融リテラシー 2016 年調査結果」 p.6 より引用  

 10 

3-5-1 金融教育に関する国際比較  

 

金融リテラシー先進国であるアメリカとイギリスを挙げて比較していく。  

金融庁「金融教育に関する国際比較」によると、初めに教育基準・カリキュラ

ム作成に係る中央政府の権限について、アメリカでは州政府に教育基準、･各15 

学校に教育カリキュラム作成の権限がある。イギリスでは教育技能省に教育基

準・カリキュラム作成の権限があり、日本では文部科学省に教育課程の基準で

ある学習教育指導要領等作成の権限がある。  

次に省庁等、政府関連機関同士の連携（省庁横断的な戦略の策定等 )につい

て、アメリカでは財務省議長とし 20 の連邦省庁をメンバーとする「金融リテ20 

ラシー教育会議」を設置して、「金融リテラシー教育会議」が新たな国家戦略

を策定予定となっている。イギリスでは FSA、教育技能省、内国歳入庁の連携

の下、金融教育関連施策を実施し、また FSA、教育技能省、内国歳入庁、大蔵

省が連携し、「子供信託基金」を実施した。日本では、金融庁・金融広報中央
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委員会 (日銀内に事務局）・文部科学省が連携し、「金融経済教育懇談会」を

立上げ金融広報中央委員会の参与に金融庁･文部科学省等関係省庁が就任した。  

次にその他の取り組みについて、アメリカでは財務省が「金融教育室」を立

上げ、FRB による高校生向け全国金融経済コンテスト (Fed Challenge)の実施

している。イギリスでは FSA が「金融能力向上のための国家戦略」を策定し、5 

７つのワーキンググループを立上げ、日本では金融庁が「金融改革プログラム」

に金融経済教育の拡充を明記した。  

次に NPO 団体について、アメリカは･NCEE 52･Jum＄ tart 53 連盟等、多数であ

り、イギリスは PFEG54 他多数である。日本はエイプロシス ,金融知力普及協会、

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が高校生・社会人向けの活動を実施10 

している。NPO 等への財政支援と連携については、アメリカでは金融教育を推

進する NPO に、年間 150 万ドルの補助金の付与を可能とする「経済教育法」を

成立して、ミネアポリス連銀が NCEE と共同で金融教育サミットを開催した。

イギリスでは FSA、教育技能省による NPO への出資等、財政支援を行い、「子

供信託基金」の実施をした。日本では NPO 等への財政支援は行っておらず、連15 

携は「金融経済教育に関するシンポジウム」を金融庁が実施する際、金融知力

普及協会に協力を依頼し、各種シンポジウム等を金融広報中央委員会が実施す

る際、NPO に協力を依頼した。  

最後に必修教科、科目については、アメリカでは 7 州で金融教育関連の授業

が必修で、Personal Finance という個別科目がある。イギリスでは 14 歳～20 

16 歳の学生は金融システムのあり方を含む、経済の授業が必修であり、日本

では学校段階に応じ、社会や公民科、家庭科などの関係教科等で､金融の働き

や市場経済の考え方、家庭の経済生活や消費、金銭の大切さなどを指導する授

業が必須である。  

 25 

 

 

                                                   
52 NCEE： National Council on Ecnomic Education 
53 個人金融リテラシーとして生涯にわたる財務上の意思決定スキルを学生時代に身につ

けることを推進する非営利団体である  
54 PFEG： Personal Financial Education Group 
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小括 

 

日本の家計の金融資産構成を見ると現金預金が 52.5％を占めており、リス

ク性資産で資産形成を行う人が少ないことが分かる。また、図表 7 の金融資産

構成の推移をみても分かるように、投資信託の残高はあまり変化していない。  5 

投資信託の保有層について日本では、年齢層が高い人がほとんどであり、若

年層の保有割合は低い。特に、 20 代はまだ 10％に満たない現状である。日本

における投資信託の平均保有年数に関しては、2 年程度であり国際的に見ても

短い。日本の保有率が低い原因の中には、時事問題により株価が下がることを

懸念し短期で売ってしまう人が多い 55こともある。米国の投資信託保有層を見10 

ると若年層の割合と高年層の割合が均等になっており、投資信託保有年数も

2015 年時点で平均 3 年である。  

日本における投資信託未保有層の非購入理由として、「興味が無い」「投資

の知識が無い」と答える人が計 84.7%いることから、金融リテラシーが低いこ

とが要因で、リスク性資産による資産形成が進まないのではないかと考えられ15 

る。投資信託運用割合が高い国ほど、学校段階で金融教育を受けており、それ

が実際に資産形成の際に活かされていると考えられる。日本においても、学校

段階から金融に関することを学べる環境づくりを継続的に行う必要がある。ま

た、金融リテラシーの低さを補えるようなシステムや取り組みが発展すること

でも、リスク性資産による資産形成の促進に繋がるのでないだろうか。  20 

次章では、投資信託市場における供給側の特徴について論じる。  

 

 

第 4 章 投資信託市場における供給側の現状 

 25 

4-1 販売チャネル（販売主体と販売方法）  

  

投資信託の販売チャネルの分析にあたっては、証券会社や銀行といった販売

主体別の考え方と、人からの助言の有無や AI などのインターネット活用と

                                                   
55 週刊東洋経済（ 2018b） p.112 より参照  
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いった販売方法別の考え方が挙げられる。 56 

金融庁（ 2016b） 57によると日本における投資信託の販売チャネルは証券会

社と銀行での店頭販売が主である。米国の投資信託販売主体について、米国で

は DC 年金経由の販売が増加していることから、米国投信協会（ ICI）は、投資

家の購入経路をまず 401（k）など職域 DC 年金プラン経由と、職域 DC 年金プ5 

ラン以外に分けた上で職域 DC 年金プラン以外は誰を経由して購入しているか

を調査している。 2015 年現在では、401（k）など職域 DC 年金プラン内だけで

投信を購入している投資家が  40%、職域  DC 年金プラン以外の投資家が  60%

（職域 DC 年金プラン外だけで購入している 20%と、職域 DC 年金プランとそ

れ以外の両方で購入している 40%の合計）となっている。  10 

そして職域 DC 年金プラン以外で購入している投資家の利用経路を見ると以

下の図表 15 のようになっている。  

 

図表 15 職域 DC 年金プラン以外で購入している投資家の利用経路（複数回答）  

 15 

（出所）杉田浩治（ 2016）「投資信託をめぐる世界の動向」 p.7 より取得し筆者作成  

 

一方、 DC 年金が未発達の日本や欧州大陸（独・仏など）では、販売チャネ

ルを銀行・証券など販売主体別で区分することが一般的であり、日本は証券・

銀行中心、ユニバーサルバンキング制度をとる欧州大陸では銀行が中心となっ20 

                                                   
56 杉田（ 2016） P.6 より参考  
57 金融庁（ 2016b） P.11 より参照  
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ている。そして、日本以外では IFA58が活躍しており、米国では職域 DC 以外の

購入経路において銀行より IFA の利用度が高い。また投信会社の直接販売も一

定の役割を果たしている。 IFA 先進国の米国では、個人投資家は金融機関の看

板よりも、IFA に信頼感を持っており、たとえば提携している特定の金融機関

の商品ばかりを推奨するような IFA は信頼されない。  5 

次に、日本における投資信託を供給する側である販売会社・主体を取り挙げ

る。永沢（ 2017）では販売チャネルに関して、「チャネル別の運用資産残高

シェアは証券会社 71.9％、銀行等登録金融機関 27.4％、投信委託会社による

直販 0.7％となっている。直販は、米国では投信市場の成長をけん引してきた

チャネルであり期待する声があったが、わが国では販売会社を経由した販売が10 

引き続き圧倒的に強いことがこうした数字からも見てとれる。」 59と述べてお

り、図表 16 金融庁（ 2016b） 60でも日本における投資信託の販売チャネルは証

券会社や銀行での店頭販売が主であると述べられている。  

 

図表 16 日本における投資信託販売チャネル利用状況（重複回答）  15 

 

 

 

                                                   
58 独立フィナンシャル・アドバイザー  
59 永沢（ 2017） P.44 より引用  
60 金融庁（ 2016b） P.11 より参照  
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図表 17 米国における投資信託販売チャネル利用状況（重複回答）  

 

 

（出所）金融庁（ 2016b）「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」 p.11 より引用  5 

 

まず、証券会社だが投資信託販売の歴史が最も古く、品揃えが多いのが特徴

といえる。株式系やリスクの高い新興国資産等の販売に強いが、その分テーマ

が終わると資金を別のテーマのファンドに振り向ける営業を行う傾向にある。

そのため、委託会社としては残高が急減することもあり得る。売り時も示唆し10 

てくれるので投資家にとっても参考になるが、投資信託を販売する会社として

は販売手数料が主な収益源であるため、投資家もそうしたアドバイスに流され

ずに、コストをかけてでも乗り換えるべきか検討する必要がある。  

次に銀行だが、低金利時代であるため、運用商品に振り向けたい顧客の預金

を原資とし、外債の毎月分配型ファンドやバランスファンド等、元本リスクが15 

相対的に低いファンドの販売が得意な傾向にある。外貨預金等も扱っているた

め為替情報には慣れている反面、株式系や売り時のアドバイス等は不得手な販

売員が多い。しかし、竹川（ 2012）では銀行販売の問題点として  「顧客の預

金口座を通じて金融資産情報を入手できる立場  にあり、口座情報を活用した

営業の行き過ぎは問題であるとし、銀行の勧誘行為に対して一定の歯止めも必20 
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要」 61と述べられている。  

3 つ目にオンライン銀行・ネット証券が挙げられる。特徴としては品揃えが

圧倒的に豊富であることである。これは、店舗を持たず目論見書等の店頭在庫

負担がない為、商品を増やすことに対する制約が少ないためである。  

販売手数料は説明負担がない分、店頭で販売する販売会社より低めに設定され5 

る傾向にある。自分で相場観を持ち、資産や運用戦略の選択ができる投資家に

は特に向いているといえる。  

そして直接販売だが、一部の委託会社は販売会社経由の他に直接販売の免許

を持っているが、主に機関投資家向けで個人投資家が利用することは稀である。  

最後に、IFA を挙げる。 IFA は単なるアドバイスだけでなく、提携している10 

金融機関の有価証券などの金融商品を選択して、顧客のために売買を仲介する

点が特徴的である。さらに提携する金融機関は複数で、金融機関からの独立性

を重視している。中立の立場で顧客のポートフォリオを組み、投資するミュー

チュアルファンドも独自に研究し、最も高いパフォーマンスを約束してくれそ

うな銘柄への投資を勧めることが出来る。  15 

歴史的にみると、 1960 年代位までは、投信先進国の米国においてすら投信

販売チャネルは証券会社の外務員に限られていたが、投信へのニーズの拡大、

規制緩和、 IT の進歩などにより、投信販売チャネルは多様化の一途をたどっ

た。言い換えれば、  投資家と投信との接点が大きく広がり、それが更なる投

信市場の拡大に結び付いた。  20 

今後は、欧州では規制変化 62により、 IFA の数の減少や、 IFA の対象顧客の

絞り込み等が進む可能性がある。また販売方法については、ロボ・アドバイ

ザー取引の利用拡大、各国で DC プラン経由の販売増が見込まれるほか、日本

ではファンドラップの急拡大が進行中である。そして、フィンテックの進展な

どにより今後、新しいチャネルが生まれる可能性もある。販売主体について25 

グーグル・アマゾンなど IT 関連企業の参入が考えられている。  

 

                                                   
61 竹川（ 2012） p.12 より引用  
62 IFA が商品発行会社から販売報酬を得ることを禁止  
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4-2 フィデューシャリー・デューティー   

  

この節では投資信託供給側のフィデューシャリー・デューティーの現状につ

いて論じていく。  

平成 28 年 4 月 19 日の金融審議会総会において、金融担当大臣より諮問が5 

行われた。 63この諮問を受けて、金融審議会に市場ワーキング・グループが設

置され、国民の安定的な資産形成と顧客本位の業務運営（フィデューシャ

リー・デューティー 64）等について審議が行われた。これに伴い金融庁は顧客

本位の業務運営に関する原則を公表（図表 18 参照）、この原則の目的は「金

融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラクティスを目指す上で有10 

用と考えられる原則を定めるものである。」 65とある。顧客にとって望ましい

商品を販売するために投資信託供給側は、この原則や後述の共通 KPI、情報開

示への取り組み及び改善によってフィデューシャリー・デューティーを推進し

ていくべきと考える。  

 15 

図表 18 顧客本位の業務運営に関する原則  

原則 1、顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等  

原則 2、顧客の最善の利益の追求  

原則 3、利益相反の適切な管理  

原則 4、手数料等の明確化  

原則 5、重要な情報の分かりやすい提供  

原則 6、顧客にふさわしいサービスの提供  

原則 7、従業員に対する適切な動機づけの枠組み等  

（出所）金融庁（ 2017a）「顧客本位の業務運営に関する原則」 pp.4-6 より参照  

 

                                                   
63 「情報技術の進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続

的な成長及び国民の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題

について、幅広く検討を行うこと」金融庁（ 2017a） p.1 より引用  
64 フィデューシャリー・デューティーの概念は、しばしば、信託契約等に基づく受託者

が負うべき義務を指すものとして用いられてきたが、欧米等でも近時ではより広く、他

者の信認に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総

称として用いる動きが広がっている。  
65 金融庁（ 2017a） p.2 より引用  
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4-2-1 情報開示  

 

顧客本位という面では、投資信託を運用するファンドマネージャーの名前や

経歴の公開も検討すべきであろう。なぜなら、日本ではファンドマネージャー

の名前や経歴はほとんど公開されていない 66が、アメリカやヨーロッパでは投5 

資信託を運用するファンドマネージャーの顔や名前、運用方針、運用歴、自己

保有の有無などが、ホームページなどで公開されている。経歴や運用方針、運

用歴といった情報は、投資家にとって投資信託を選ぶ際の重要な判断基準にな

りうるので、情報開示の徹底が求められる。  

 10 

図表 19 モーニングスターによる情報開示に対する評価 67（2017） 

上位 68 平均以上  平均並み 69 平均以下  下位  

 インド  カナダ   デンマーク   オーストラリア  該当なし  

アメリカ  韓国   フィンランド  ベルギー   

 スウェーデン   香港 フランス   

  台湾   シンガポール  イタリア   

  タイ   南アフリカ  日本  

  英国  オランダ   

※  白丸の国は前回から評価が上がった国、黒丸の国は前回から評価が下がった国  

（出所） Ibbotson（ 2017b）「米国 Morningstar2 年に一度の投信投資家環境レポート」

より引用  

 15 

米モーニングスターが行った情報開示に基づく投資信託評価の国際評価では、

格付けが A から F あるうち日本は C と下から 3 番目の評価であった。 70 

                                                   
66「運用報告書は、信託報酬以外のコストや投資対象ファンドの費用も含めた『総計比率』

の記載、ファンドマネージャーの氏名、当該投信についてのファンドマネージャーの運

用年数の開示がない。」 Ibbotson（ 2017b）より引用  
67 グレード評価のランク分けは前回まで 12 段階だったが今回から 5 段階評価へ変更  
68 「上位」グレード評価のインド、アメリカのみがファンドマネジャーの報酬体系につ

いての情報開示を義務付けている。 Ibbotson（ 2017b）より引用  
69 評価は前回と同じだったため省略したが、中国・ドイツ・ニュージーランド・ノル

ウェー・スペイン・スイスなどが平均並みの評価を受けている。  
70 Morningstar Global Fund Investor Experience Study 2015” Jun,2015 p.14 より引用  
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「募集時の交付目論見書（欧州は重要情報書＝ KIID）については、欧州が

UCITS 指令により、全てのファンドが 2 頁にまとめられているのに対し、米国

は 7 頁程度、日本は 12 頁程度となっている。一方、交付運用報告書（米・欧

にあっては年次報告書）については、日本が、極めて重要な情報に絞った『交

付運用報告書』制度を設けた効果により、米・欧より頁数が少なくなっている。5 

投資家のより良い理解を得るために、情報開示については『常に見直しと改善』

が必要である。」 71 

Ibbotson（ 2017b）は「一般的な投資家が理解するには、交付目論見書はま

だ少し長くて厚く、扱いにくい。」と述べておりさらに「日本では年 1 回また

は半年に 1 回の文書による開示義務があり、多くの運用会社がそのミニマム･10 

スタンダードを遵守しているだけだ。開示頻度を上げ、電子開示を進めて投信

評価の向上に貢献するなどの積極的な取り組みがほとんどない」 72とある。  

Ibbotson（ 2017a）における総合評価と課題では評価向上の重石となったの

は「情報開示」とされ、また「総経費率の開示、追加型の 3 分の 1 以上を占め

るファンド･オブ･ファンズについての情報開示の質・量・分かりやすさの向上、15 

運用担当者（ファンドマネジャー）の氏名や当該ファンドの運用年数、担当者

が交代した場合の開示、ファンドの保有銘柄の電子的な開示と開示頻度の向上

など、いずれも投資家にとって購入や保有の判断に影響する“重要な事項”で

ある。」 73とあるように情報開示は投信投資家にとって重要なポイントであり、

日本における投資信託需給側の改善すべき点は多いと言える。これらのことか20 

ら日本の情報開示システムは、投資家にとって有益なものになっていないと言

えるのではないだろうか。  

図表 20 で述べる共通 KPI の特徴として、金融庁が掲げる共通 KPI、3 つの指

標の①は相場環境で大きくぶれるが、販売会社ごとの投信の売り方や品ぞろえ

が分かる。②、③だが、②はコストが高いばかりでリターンが出ていない投信25 

が多い場合、③は高リスクで低リターンの投信に偏っている場合、これらの場

合は販売会社の品ぞろえに問題があると考えられる。  

 

                                                   
71 杉田浩治（ 2018） p.26 より引用  
72 Ibbotson（ 2017b）より参考  
73 Ibbotson（ 2017a）より引用  
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図表 20 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI 

①  運用損益別顧客比率  

②  投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン  

③  投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン  

（出所）金融庁（ 2018）「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI を用いた分

析」 pp.2-3 より参照  

 

現時点では、共通 KPI を取り入れていない金融機関も存在するが、共通 KPI5 

を取り入れ公表していないということは、逆に運用がうまく行われていないと

いう投資家へのシグナルになりうるだろう。共通 KPI を取り入れつつ、さらに

業務改善にあたり運用損を減らすような努力が求められる。  

 

4-2-2 手数料  10 

 

投資信託を購入する際は手数料が必要となり、この手数料は投資信託の運用

成績を左右するものである。手数料は大きく分けて 3 つ存在し「購入時手数料

74」「信託報酬 75」「信託財産留保額」である。これらは投資信託説明書や、

証券会社などで確認することができる。  15 

まず購入時手数料 76だが、「購入時手数料は投信の取引にかかる費用のひと

つで、投信を購入する時に証券会社や銀行などの販売会社に直接支払う。投信

ごとに上限料率を定めており、販売会社がそれぞれ決めているため、同じ投信

でも販売会社によって手数料が異なる。購入金額や口数に応じて手数料を変え

る場合もあれば、窓口とインターネットで異なる手数料を適用することもある。20 

購入時手数料がかからない投信は『ノーロード型』と呼ばれる。」。  

購入時手数料は図表 21 の様に投資信託を長期で保有するほど逓減効果を得

られるため、費用負担を減らすことができる。  

 

                                                   
74 販売手数料や申込み手数料とも呼ばれる。  
75 運用管理費用とも呼ばれる。  
76 日本経済新聞（ 2018）「購入時手数料『買う場所で違う」（気になる投信用語）」よ

り引用  
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図表 21 長期保有による費用逓減効果 77 

年数 1 年目 2 年目 3 年目 …  10 年目  

手数料割合  3.24％  1.62％  1.08％  …  0.324％ 

（出 所） 日本 経済 新聞 （ 2018） 「購 入時 手数 料『 買う 場 所 で違 う』 （気 にな る投 信用

語）」より引用   

 

次に信託報酬 78だが、「投信を保有する投資家が負担する費用のひとつであ5 

る。信託報酬は、目論見書などに記載された『名目』がすべてでない場合があ

る。複数の投信に投資するファンド・オブ・ファンズ 79の形態では、組み入れ

た投信にも信託報酬がかかるためだ。費用の高低は、投資先を含めた『実質』

で確認したい。信託報酬は投信の運用・管理にかかる手数料で、委託会社（運

用会社）と販売会社、受託会社（信託銀行）の 3 者にそれぞれ支払う。保有残10 

高の中から日々差し引かれる形で負担するため、『隠れたコスト』と呼ばれ

る。」  

最後に信託財産留保額 80とは、「投信の売却があった場合、運用会社はその

投信に組み入れている株式や債券などの資産を売って、投資家に支払う現金を

用意しなければならない。その際に発生する費用について、継続して保有する15 

投資家が負担するのは不公平なであるため、投信を売却する投資家にコストを

支払ってもらうもの。売却する投資家が負担する『迷惑料』『ペナルティー料』

と言える。信託財産留保額は運用会社や販売会社の収益にならず、信託財産と

して投信内に留保され、基準価格に反映される。信託財産留保額を一切徴収し

ない投信や購入時に徴収する投信もある。」  20 

 

 

 

 

                                                   
77 購入時手数料を 3.24％とし 10 年間保有し続けた場合を想定。  
78 日本経済新聞（ 2018）「信託報酬、名目と実質の違いは（気になる投信用語）」引用  
79 複数の投資信託を投資対象とする投資信託のこと  
80 日本経済新聞（ 2018）「信託財産留保額は『迷惑料？』（気になる投信用語）」より

引用  
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図表 22 投資家が負担する手数料の流れ  

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

（出所）日本経済新聞（ 2018）「信託報酬、名目と実質の違いは（気になる投信用語）」

を参考に筆者作成  

 15 

投資信託にかかる手数料は、運用成績の良い・悪いに関わらず支払うもので

ある。ここでかかるコストは、将来のリターンに影響する部分なので、投資家

としては、なるべく低く抑えたい。販売手数料は、同じファンドでも購入窓口

によって異なる場合がある。また、信託報酬は投資信託を持っている期間中は

日々支払われる費用である。信託報酬の高さは、運用成績の良さと必ず比例す20 

るものではない。  

図表 23 規模の大きい投資信託の日米比較（純資産額上位 5 商品） 81 

 規模（純資産）

の平均（兆円）  

販売手数料  信託報酬（年率）  収益率  

平均（税抜き）  過去 10 年間  

日本 1.1 3.20％  1.53％  ▲0.11％ 

米国 22.6 0.59％  0.28％ 82 5.20％  

（出所）金融庁（ 2017b）「説明資料」 p.8 より引用  

                                                   
81 2016 年 3 月末基準。 ETF、確定拠出年金専用、機関投資家専用は除く。米国投信純資産

額は 1 ドル＝ 112.43 円にて換算。金融庁（ 2017b） p.8 より引用  
82 米国の信託報酬は、代表的なシェアクラスのもの。金融庁（ 2017b） p.8 より引用  

投資家  

受託会社  

販売会社  

委託会社  

販売会社  委託会社  

購

入

時

手

数

料  

購入時手数料  



40 

 

日米の規模の大きい公募投資信託のコストを比較すると、日本の投資信託は

米国のものに比べ、 1 本あたりの販売手数料、信託報酬ともに高いことが図表

19 からも分かる。  

 その一方で米国の販売手数料、信託報酬が低い理由として杉田（ 2015）は、

「米国証券会社のビジネスモデルが 90 年代以降『売買コミッション中心から5 

対残高フィー中心へ』転換していることが背景にある。」 83と述べているよう

に、米国ではフィー方式中心であり、日本のようなコミッション方式が主流で

はない。米国でフィー方式が主流となるまでには 20 年弱の期間を要した。米

国で株式手数料が自由化されたのは 1975 年であり、それに伴って大手証券会

社は市場の競争激化による収益低下を懸念し、新たなビジネスとして顧客の資10 

産残高に応じて手数料を取る残高フィービジネスに力を注ぎ、ラップ口座 84が

誕生した。 85しかし、「残高フィービジネスは FA86が株式売買手数料を顧客か

ら得られないことから、 FA が受け取る報酬体系（歩合給などの評価体系）に

与える影響もあり、 1975～1990 年代まで SMA (Separately Managed Account／

セパレトリー・マネージド・アカウント )は脚光を浴びることはなかった。」15 

87と述べられている。  

だが、1990 年頃から証券会社や FA のビジネスモデルが個別商品販売型から

資産管理型営業に変わり、 FA の収入源は販売手数料などによるコミッション

方式から、顧客の管理資産残高に対し定率で受け取るフィー方式が中心を占め

るようになっていったようである。 88このことを杉田（ 2018）は、「米国を中20 

心に投信販売者の顧客からの報酬受取方法が『販売手数料から残高報酬へ』変

化している。」と述べている。  

 

4-2-3 投資信託継続期間  

 25 

次に公募株式投信（約 5400 本）の信託設定期間と経過年数を述べる。  

                                                   
83 杉田（ 2015） p.6 より引用  
84 このラップ口座が SMA の原型といわれる  
85 三菱 UFJ 信託銀行（ 2017） p.11 より参考  
86 ファイナンシャルアドバイザー  
87 三菱 UFJ 信託銀行（ 2017） p.11 より引用  
88 杉田（ 2018） p.41 より参考  
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図表 24 ファンド設立経過年数別の内訳   図表 25 信託設定期間別の内訳  

 

 

（出所）金融庁（ 2017）「説明資料」 p.2 より取得  

 5 

 図表 24 はファンド設立時からの経過年数だが、 5 年以上継続しているファ

ンドはおよそ半数あるが、逆を言えば約半数ものファンドが設立から 5 年未満

であるということがわかる。投資信託で投資をする場合は分散投資の効果や複

利効果を得られるためより長期間の保有が望ましい。  

同様に図表 25 より投資信託の信託設定期間が 10 年以内のものが約半数を占10 

めており、これらは全て長期運用には対応していない。設定期限を無期限と設

定している商品が 41％あるにも関わらず 20 年以上の長期運用を予定している

商品はたった 1％であることがわかる。  

図表 26 では、投資信託設立から 5 年以内のファンドに 52％と半数以上も資

金が流入しており 10 年を超えるファンドには 3 分の 1 程度となっていること15 

が分かる。短期運用の投資信託では分散投資の効果や複利効果も効きにくく、

逆に手数料によって運用損が発生し投資家が損失を被ることになる。  

これらのことから、我が国では投資信託が家計の長期的な資産形成手段とし

て機能しているとは言えない状況にあるといえる。  

 20 
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図表 26 運用期間別の年間資金流入額の状況（ 2015 年）  

 

 

（出所）金融庁（ 2016b）「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」 p.6 より引用  5 

 

図表 27 売れ筋投資信託の日米比較 (純資産額ベース ) 

順位  主な  

投資対象  

投信  

のタイプ  

決算  

頻度  

純資産  

総額平均  

(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 米国リート  アクティブ  毎月  

1.1 13 年  3.20％  1.53％  ▲ 0.11％  

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  

米

国  

1 米国株式イン

デックス  

インデック

ス  

四半  

期  

22.6 

 
31 年  0.59％  0.28％  5.20％  

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  

(出所 )金融庁 (2016b)「  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」 p.2 より取得、筆者作成  

 10 
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 図表 27 から、売れ筋上位５位の投資信託においても米国に比べて、設定以

来の期間年数も短いということが分かる。このことから、我が国の投資信託商

品は米国と比べ、突発的かつ短期的な利益目的として活用されている商品であ

ると言える。「販売会社は運用成績が悪化すると、顧客に対しその投信の売却

を促し、値上がり傾向のある新しい分配型への乗り換えを勧めた」 89とあるよ5 

うに、日本の販売会社では、一時の損失を見て他の投信に乗り換えさせ、回転

率を上げることで利益を得ていることが多い。 

 

小括 

 10 

本章では、投資信託市場における供給側の販売チャネルや手数料・情報開

示・継続期間といった供給側のフィデューシャリー・デューティーについて述

べてきた。  

日本における投資信託の販売経路は銀行や証券会社が中心だが、欧州では銀

行中心、米国では確定拠出型年金プランの利用が最も多く、銀行以上に IFA の15 

利用度が高いことを確認できた。  

フィデューシャリー・デューティーに関する点については、顧客本位の業務

運営に関する原則や 3 つの共通 KPI、情報開示への取り組み及び改善による

フィデューシャリー・デューティー推進の意義を述べたが、顧客本位という点

において情報開示・手数料・継続期間は検討する必要があると考えそれぞれ論20 

じてきた。情報開示においてはファンドマネージャーの情報公開の必要性と日

本の情報開示の現状、 3 つの共通 KPI について、手数料では、日本で主流と

なっているコミッション方式とそれに則する手数料について確認した上で、費

用の高さは運用成績と比例しないこと、また日本と米国における供給側の報酬

体系の差異について論じ結果として、米国では「コミッション方式」と呼ばれ25 

る販売手数料による報酬体系ではなく、顧客の資産残高に比例し報酬が増減す

る「フィー方式」が主流であることが分かった。継続期間においては、日本の

投資信託は実際に短期間しか運用されていない、長期間の運用を予定していな

いファンドが多く見受けられる。短期運用の投資信託では分散投資の効果や複

                                                   
89 広岡・武田（ 2017） p.55 より引用  
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利効果も効きにくい状態であると言える。  

以上のことから現時点で、投資信託は家計の長期的な資産形成手段として機

能しているとは言えない状況である。しかし、これらの問題を解決することに

より家計における資産形成手段として投資信託が十分に機能すると考える。  

 次章では、これまでの 1 章から 4 章までの内容を踏まえた上で今後望ましい5 

投資信託のあり方について提言をしていく。  

 

第 5 章 今後望ましい投資信託のあり方   

 

5-1 販売手数料から残高報酬へ  10 

 

第 4 章から分かるように、日本において投資信託販売手数料は、他国と比べ

ても高い現状にある。  

そこで我々は、報酬体系をコミッション方式からフィー方式への移行を提案

したい。  15 

まず、投資信託供給側の報酬体系がコミッション方式からフィー方式に変わ

るとどうなるのだろうか。コミッションベースの場合、販売担当者は投資信託

の乗換えや為替取引などの手数料を受け取れるためメリットといえるが、顧客

は手数料というコストを払ったことにより資産が目減りしてしまう。一方、

フィーベースの場合、販売担当者は販売手数料などを受け取らないため、顧客20 

の資産残高減少と比例してアドバイザーの受け取る報酬は減少する。一方で顧

客の資産残高増加に伴いフィーベースアドバイザーの報酬も比例して増加する。

このことから、フィーベースのアドバイザーは顧客の資産残高を増やす最善の

方法を検討でき、逆に高コスト商品の排除や、不必要な売買の回避、場合に

よっては「売買しない」という選択肢を持って顧客と共に資産残高増加という25 

同じ方向性を目指すことができる。 90 

また、フィー方式の普及はこの様に言い変えることが出来るのではないだろ

うか。それは、橋本（ 2017）にて紹介された中桐 91が述べた「お客さんが儲

                                                   
90 安東（ 2017） p.8 より参考  
91 自身が代表取締役を務める独立系 FP 法人「 GAIA」にて、 2016 年 9 月に運用成績にかか
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かっていないのに、自分だけ儲けて良いのか。お客さんが儲かっていて、それ

で自分たちが儲かるのが筋だ」 92と、我々は、この考え方こそ日本の金融業界

に必要なフィデューシャリー・デューティーだと考える。  

安東（2017）は「コミッションベースからフィーベースへの流れが今後も加

速することは、運用コストの面で顧客本位であるといえるのではないか。」 935 

と述べている。  

杉田（2018）でも「販売者報酬が顧客資産の時価評価残高に対するフィーに

なることは、『顧客の資産が増えれば販売者の収入も増える」ことを意味し、

『投資家と販売者がウィンウィンの関係になる』という観点からも望ましいと

考えられる。」 94とあり、販売会社が投資信託による効果を自社利益と考えた10 

とき、コミッション方式では、手数料が高い商品を優先的に販売する傾向 95に

ある。これによって顧客の資産残高が増えなくとも高い手数料収入によって利

益を上げられるが、フィー方式に移行した場合、仮に高い手数料の商品を販売

しても顧客の資産残高が増加しなければ販売会社は利益を上げられないことに

なる。逆に顧客の資産残高が増加すればそれに比例して販売会社の収入が増加15 

することになる。  

以上により、報酬体系がコミッション方式からフィー方式に変わることで、

販売会社のフィデューシャリー・デューティーの促進に繋がるのでないか。  

 

5-2  NISA 制度の恒久化  20 

 

第 2 章では、NISA 制度が長期・積立・分散投資を支援するための非課税制

度であるにもかかわらず、非課税期間があることで投資開始時期が遅いと十分

な積立期間が確保されないと指摘した。そこで一般 NISA とつみたて NISA の制

度改善案として、共に制度を恒久化させることを提案する。  25 

NISA 制度は時限措置のため、制度の持続性を求める声が多い。実際、 NISA

                                                                                                                                                     
わらず販売手数料を取る「コミッション方式」をやめ、ファンドラップの残高に応じて

手数料を受け取る「フィー方式」に切り替えた。  
92 橋本（ 2017） p.229 より引用  
93 安東（ 2017） p.9 より参考  
94 杉田（ 2018） p.44 より引用  
95 杉田（ 2018） p.44 より参考  
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口座の金融商品保有層は NISA 制度改善要望点（ NISA 口座開設者ベース）とし

て「非課税期間の無期限化又は拡大」 51.9%、「制度の恒久化又は延長」

38.1%96と多くが改善を求めており、 5 年間の非課税期間では不十分だと感じて

いることがわかる。年代別でみると若年層ほど両項目共に制度改善の要望を求

めていることから、投資信託を行うことが家計の資産形成に結びついていると5 

考えられる。制度を恒久化することで「英国のように若年層の投資家に制度が

永続する」 97という効果があると述べている。  

つみたて NISA は長期間の時間分散投資を行うことで、「高値掴み等のリス

クを軽減しリターンの安定化が可能になる」として、 2017 年度に金融庁が要

望し 2018 年から導入されたものである。 2017 年度の金融庁の要望では「国内10 

外の株式・債券に分散投資した場合の収益率の分布」として、「 20 年の保有

期間では、投資収益率 2～8%（年率）に収斂」することを示し、 20 年間の積立

投資を行う意義を主張していた 98。しかし、 2018 年から投資を始める人は 20

年間の非課税期間が確保されるが投資開始時期が遅くなると、投資可能期間が

逓減し、長期・積立・分散投資が行えなくなる。したがって長期の積立投資を15 

奨励する制度であるためには恒久化することが望ましいと考える。  

NISA 制度導入にあたり参考とした ISA 制度も導入当初は 10 年間の口座開設

期間があった。しかし、英国では特に低所得者や若年層への普及が財務省に高

く評価され恒久化が実現。後に「残高と口座数は共に大きく伸びた」 99のであ

る。 20 

家計の安定した資産形成を後押しするために非課税期間を無くし、恒久化す

ることによって今後若年者層の加入もより増えると考える。そして利便性が高

まり家計の資産形成のツールとしてより普及していくだろう。  

 

5-3 ロボ・アドバイザーの活用  25 

 

第 3 章、4 章で述べたように、投資信託需要側では金融リテラシーが低いこ

                                                   
96 金融庁（ 2016c） p.52 より参照  
97 丹生・荒井（ 2017） p.60 より引用  
98 是枝（ 2018） p.2 
99 日本証券業協会 p.22 より引用  
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と、投資信託供給側の現状ではフィデューシャリー・デューティーが不十分で

あることがわかった。そこで我々は、これらの問題を解決する為に販売面にお

いて、ロボ・アドバイザーを導入ということを提案する。  

 ロボ・アドバイザーを導入することで、投資信託需要側にとって、最適な商

品販売が行われることが可能になる。同時に投資信託供給側では作業の効率化5 

が進み、フィデュ―シャリー・デューティーの達成に繋がると考える。  

近年、金融と IT のテクノロジーを融合させたフィンテック 100が注目されて

いる。一般的に顧客が投資信託商品を購入する場合銀行の窓口などで相談を行

い、購入を検討するか否かを選択するのが一般的であった。しかし、近年ロ

ボ・アドバイザーというサービスが普及し始めた。  10 

顧客は、自身の選好に従って、リスク許容度を設定することによってロボ・

アドバイザーが、リスク許容度に合わせ、資産規模・流動性・コストなどの客

観的な基準により、最適なポートフォリオを自動で構築することができる 101 

ロボ・アドバイザーを活用するメリットは大きく分け 3 つあり、一つ目は運用

に関することを自動で行ってくれるということである。投資信託を運用する企15 

業は投資商品を運用し、株価の変動と共にポートフォリオのバランスを変更、

調整する必要がある。この作業は通常であれば、投資信託を運用する企業に

とってコストのかかる作業になるが、ロボ・アドバイザーを導入することに

よって企業はコスト削減になり手数料の低下にも繋げることが可能なのではな

いか。  20 

 二つ目に時間や手間を省くことが可能になるということだ。投資家が投資信

託を行うにあたり、多くのは場合では銀行や証券会社などの販売会社を訪れ、

販売員のアドバイスを参考に投資を行うのが一般的である。しかしロボ・アド

バイザーを利用することで自分にあった投資信託をロボットが提案し、その

ポートフォリオの作成から購入までを行うことができる。これは投資家、販売25 

会社両者のコストカットになる。  

 三つ目に、運用結果を一目で確認できるということである。通常運用会社は

自社が運用している商品に関しての報告書を決算期ごとに投資家に報告する規

                                                   
100 金融（ Finance）と技術（ Technology）を組み合わせた造語  
101 フィンテックに関する現状と金融庁における取り組み参照  
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定になっている。その為、日ごとや週ごとなどの株価の細かい変化や成績を確

認することが必要である。しかし、ロボ・アドバイザーで運用を行うと常に運

用されている情報が管理されているおり、運用会社は報告書の作成する手間が

減りまた、投資家は運用成績を細かく確認することが出来る為、投資家にとっ

て、より安心かつ信頼性の高い運用が可能になる。  5 

 「投資の結果を予想するのは難しい。この不安をテクノロジーで軽減できれ

ば、『貯蓄から資産形成』が日本で根づくはず」 102といわれている。また米

国では、すでに多くの企業が参入し日々競争が進んでいる。日本でもロボ・ア

ドバイザーを活用していくことで投資信託の普及に繋がるのではないか。  

 10 

おわりに 総括 

 

 現在、日本においては、低金利時代により預貯金による資産形成は困難に

なっている。また、少子高齢化が進んでおり、公的年金制度における世代間扶

養のバランスも崩れていくことから、リスク性資産を用いた資産形成の必要性15 

が高まっている。しかし、日本の家計の金融資産構成は預貯金が大半を占めて

いる。同じ先進国の米国と比較しても日本のリスク性資産の普及率は低く、金

融庁が推進する「貯蓄から資産形成へ」の流れが浸透していない。このような

現状だが、我々は資産形成手段として投資信託が有効であるという立場から本

稿を執筆した。  20 

第 1 章では、投資信託市場の制度や歴史について述べつつ、投資信託が家計

の資産形成手段として機能するのかを検証した。第 2 章では、優遇制度につい

て述べ、各国と日本の優遇制度を比較した。第 3 章では、日本の投資信託市場

における需要側の特徴を論じ、家計のアセットアロケーションや投資信託保有

期間、投資信託費購入理由、金融リテラシーを分析した。第 4 章では、日本の25 

投資信託市場における供給側の特徴を論じた。ここでは販売チャネルの現状と、

供給側のフィデューシャリー・デューティーに関する分析を行った。第 5 章で

は、今後望ましい投資信託のあり方として、各章から挙がった課題に対する提

案を行った。  

                                                   
102 日経ビジネス（ 2018 年 4 月号） pp.70-72 より引用  
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本稿で我々が挙げた提案は四つあり、一つ目の提案は、投資信託手数料のあ

り方を変えるもので、販売手数料から残高報酬へ変更するというものだ。二つ

目は、NISA 制度の恒久化という提案である。 NISA 制度を家計の安定的かつ長

期的な資産形成手段としてのツールにするべくこの提案を行った。三つ目はロ

ボ・アドバイザーの活用という提案だ。ロボ・アドバイザーを活用することに5 

より、投資信託需要側にとって最適な商品販売が行われ、同時に投資信託供給

側では作業の効率化が進み、フィデュ―シャリー・デューティーの達成にも繋

がる。  

 これらの提案により、投資信託が改善・普及するだけでなく、投資信託が家

計の資産形成手段として機能するようになり、貯蓄から資産形成の流れも促進10 

するのではないだろうか。  

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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