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序章  

近年、日本では、「貯蓄から投資へ」のスローガンの下、投資を促す政策を

進めてきた。しかし、十分な効果は得られておらず、以前から続く、現金預金

に頼る傾向から抜け出せずにいる。低金利の現在では、銀行や郵便局に現金を

預けているだけでは、資産はなかなか増えない現状にある。また、少子高齢化5 

問題により、公的年金制度への不安が拭えないため、家計には、投資による資

産形成が必要なのだ。  

 本稿では、第一章で投資信託の仕組み・歴史を整理し、投資の必要性を述

べる。第二章では、日本の投資信託における現状と問題点を述べる。第三章で

は、日本と外国の投資信託を比較する。そして、四章でそれぞれの考察を踏ま10 

えた上で、投資信託の今後の在り方を提案していく。  
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第一章 投資信託とは  

 

第一節 投資信託の仕組み  

投資信託とは、多数の投資家から資金を集め、株式、債券の運用を専門家に

委ねてその運用の利益を投資家に還元するという金融商品のこと。  5 

 投資信託の商品特性として、三つの点が挙げられる。  

①  共同投資  

投資するには資金量が十分ではない投資家に投資機会を与えるとともに、

不特定多数の投資家から資金を集め、それを合同で運用することによって

取引コストの節約を行うことができる。  10 

②  専門家運用  

証券の投資にはリスクが伴うため、企業分析や投資タイミングの判断が重

要であるが、そのための知識やテクニックなどを兼ねそろえた専門家が投

資家に代わって証券投資を行い、財産を運用、管理する。  

③  分散投資  15 

様々なリスクが伴うため、安全性と収益性の観点から集中投資ではなく、

分散投資を主として商品設計を行うとともに、金融派生商品などを駆使し

てリスク軽減を行うことができる。  

図表 1-1 投資信託の流れ  

 20 

 

出所：投資信託協会 HP から筆者作成  

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

 

 上図のように投資信託は一連の流れで動いて、簡単に説明をすると投資25 

信託の資金を集めるのが販売会社、運用の指図をするのが運用会社、実際

にお金を動かすのが信託銀行という役割を果たすことで成り立っている。  

 

投資家 販売会社 運用会社 信託銀行

http://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/
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第二節 投資信託の歴史  

日本における投資信託は、 1937 年に藤本ビルブローカー証券が「藤本有価

証券投資組合」を結成し、運用を開始したことから始まる。これは、藤本ビル

ブローカー証券が斡旋する形で投資組合を設立し、そこへの出資金により証券

投資を行い、運用からの利子・配当・売買益を組合員に分配する形で行われ5 

た。その後、1941 年に法令に基づき、野村證券が委託者、野村信託が受託者

の証券投資信託が発足した。しかし、この時点では現在の投資信託法は存在せ

ず、従来の法律の範囲内での設立だった。しかし、第二次世界大戦や戦後の混

乱により、運用や募集が中断されてしまうことになった。  

戦後、証券投資信託委託が発足したのは 1951 年になってからのことだ。こ10 

の年の 6 月 4 日に証券投資信託法が公布され、その 2 日後には、野村、日興、

山一、大和の証券会社 4 社が、証券投資信託委託者登録を行い、各社とも第 1

回単位型投資信託の募集を開始した。現在は、外資系などの参入もあり、数千

本の投資信託が運用されている。  

 15 
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図表 1-2 日本の投資信託の歴史  

 

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」、ｐ５より

筆者作成 www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1105_01.pdf 

法制 商品 販売 運用

1950 証券投資信託法施行、投信 単位型投資信託でスタート 証券会社のみで販売 国内株中心
年代 委託業務を証券会社の兼業 1951

によりスタート
1951 追加型株式投信発足　

1952

1960 委託会社の証券会社から 公社債投信発足　　　 国内債組入れ本格化
年代 の分離　（１９６０営業開始） 1961 1961

投資信託法改正、「委託会社の
受益者への忠実義務、組み入れ
証券にかかる議決権行使、ディスク
ロージャー義務」などを規定

1967

1970 マザーファンドを活用した運用 外国証券組入れ開始
年代 方式（ファミリーファンド）発足 外国投信の国内販売自由化

1970 1972

1980 中期国債ファンド発足
年代 委託会社が投資顧問業務に進出 1980

1984 先物・オプションの利用可
能となる　　　　　　　　　1987

1990 外資系が投信委託業務に進出
年代 1990 MMF　発足

銀行系が投信委託業務に進出 1992
1993 投信委託会社の直接販売

投信改革決定　　　　　　　　　　　　　　　1994　　 日経300上場投信発足 開始　　　　　　　　　　　　　1993 デリバティブのヘッジ目的
1995年に実施　　　　　　　　　　 1995 以外への利用など運用規制

緩和　　　　　　　　　　　　1995

金融システム改革法施行 私募投信発足　　　　　 銀行、保険等が本体で販売参入 運用の外部委託可能となる
1998 ファンド・オブ・ファンズの設定 1998 1998

が可能となる
1999

2000 投信委託業者の受託者責任を明確化 会社型投信発足 運用対象を不動産を含めた
年代 2000 2000 幅広い資産に拡大

2000
公社債投信時価評価へ移行 不動産投信発足 金融商品販売法施行

2001 現物拠出型ＥＴＦ上場 2001 一部のＭＭＦが元本割れ
2001 2001

確定拠出年金発足
2001 郵便局での投信販売開始

2005
金融商品取引法施行

2007 運用対象資産として商品
が加わる

2008
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第三節 投資信託の必要性  

資産運用とは、貯蓄や投資によって効率的に資産を増やしていくことである。

リスクが高い投資方法もあれば、元本確保した資産運用方法もある。 

「貯蓄から投資へ」とは、大切なお金を低金利で預貯金を眠らせるのではなく、5 

元手として積極的に働かせる努力が必要となってきたことを表す用語である。  

 

図表 1-3 金利の推移  

出所：投資信託協会  https://www.toushin.or.jp/start/why/ 

 10 

上のグラフを見ると、かつては、今に比べると高い金利であったが、近年では

ほぼ金利がない状態になっていることがわかる。銀行預金では、預金保護制度、

元本保証で安全だが、資産運用としては低金利のためほぼ変化がないのが現状

である。  

低金利より気になるのは将来の年金である。日本の年金制度は、今の現役世15 

代から集めた掛金を今の年金世代に渡す仕組みである。しかし、日本では少子

高齢化が進み、現役世代が減少し、年金生活者を支えることが難しくなってい

るため、老後は安心して生活費を年金に頼ることができなくなる。年を取るに

つれ、病気のリスク、医療費が増加するため、必要なお金は増える。年金支給

額だけでは充実してなく、余裕のある生活もできないため、老後の生活に不安20 

を抱える人は増えている。  

このように、低金利のため貯金ではお金がふえない、年金にも頼れないよう

https://www.toushin.or.jp/start/why/
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な時代となっている。そのため、自分の将来を自分で考える時代と変化してき

ている。  

現在は低金利の状況が続いて貯金は増加せず、また今後は年金にも期待できな

い。しかし、各自の人生にはライフイベント（結婚、教育、住宅の購入など）

といったお金がかかるイベントがある。現代では、ライフイベントにかかる費5 

用の目安を日本 FP 協会や多くの企業の調査によって知ることができる。その

ため、事前にかかる費用を考え、そのお金を準備しなければならない。今、預

貯金として眠っているお金の中で、当面使う予定のない資金を元手として、お

金を増やす資産運用の一つとして投資信託が必要である。  

 10 

第二章 現状と問題点  

 

第一節  日本の家計の資産構成  

図表 2-1 日米家計金融資産構成比率比較  

 15 

出所：ガベージニュース   

http://www.garbagenews.net/archives/2067203.html 

http://www.garbagenews.net/archives/2067203.html
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 家計の投資信託参入が課題となっている。  

 日本とアメリカの金融資産構成の比較  

 

グラフから日本は預金率がほかの国と比べてもとても高いことがわかる。こ

れは米国がリスクを許容し投資することで、成果に期待するが日本は確実性を5 

重視し、貯蓄をするという国民性が出ているといえる。また、日本で「現金・

預金」が多いのは主に高齢者による貯蓄傾向の表れでもある。この先高齢化社

会が進んでいくと予想される日本で、若者の投資を考えるよりも、高齢者のお

金をどういう風に投資へ促すことができるかが重要であるといえる。  

 10 
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図表 2-2 日本の家計金融資産構成比率  

 

出所：ガベージニュース   

http://www.garbagenews.net/archives/2067203.html 

 5 

上の図を見てわかるように 6 年間で金融資産構成比率はほぼ変化していない。 

以上のことから日本人の金融資産を投資に回していくためには、資産を現金・

預金に回すことで損をしているという意識を持たせることが必要だといえる。  

 金融資産構成比率の約 50 パーセントを株式や投資信託などに回しているア

メリカでは家計金融資産が 20 年余りで 3.11 倍になったのに対し、日本は同じ10 

期間で 1.47 倍しか成長していない。 2016 年の家計の金融資産の伸びを要因分

http://www.garbagenews.net/archives/2067203.html
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解してみると、米国で 474 兆円増加したうち 343 兆円分（増加額全体の約 72％）

は運用リターンによる伸びだ。日本は同じ期間に 31 兆円の増加になっている

が、うち運用リターンによる増加は 10 兆円（約 32％）に過ぎない。日米とも

に、資金流入による家計資産の伸びは 1.48％（米）と 1.15％（日）と大きな開

きはないものの、資産全体の伸び率が 5.7％（米）と 1.7％（日）と開いている。5 

日本人がゼロ金利の預金で資産を積み上げ、米国はより運用リターンの高い資

産で運用しているからといえる。英国は、個人金融資産の総額では日本の半分

程度だが、2016 年の資産の伸び（ 70 兆円）では日本を大きく上回った。伸びた

要因の大半は運用リターンにある。米国で、株式・投資信託の保有比率が高ま

った 1985 年から 2000 年の頃は、米国で 401(k)や IRA が始まって約 10 年が経10 

過し、この間は株価が 10 年で 3 倍なるような緩やかな上昇を続け、 90 年以降

は 2000 年のＩＴバブルに向けて株価が急激に上昇する局面を迎えている。株

式への関心の高まりは、株価の上昇が背景にないと難しいといえる。 

 

第二節 金融リテラシーとの関連  15 

 第１章では、主に投資信託の仕組みや資産形成手段を述べてきた。資産運用

を行うにあたって金融に対するリテラシーがどのように関連しているか述べて

いきたい。  

 日本証券業協会では、「金融リテラシー」というの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20 

してより良い生活を送っていく上で欠かせない生活スキルとある。そして金融

リテラシーを身に付けることで、健全で質の高い金融商品の供給を促し、家計

金融資産の有効活用につながることが期待される。 1 

今の日本の現状としては、金融に対するリテラシーが不足していることが問

題点に挙げられる。金融広報中央委員会による「金融リテラシー調査」の結果25 

について触れていきたい。  

 

 

 

 30 
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図表 2-3 金融知識に関する正解率  

 

 

 

 5 

 

 

 

 

出所：金融広報中央委員会「金融リテラシー調査の結果」より筆者作成  10 

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/

16literacy.pdf 

 

上図は、金融知識と含めて金融取引の基本、金融経済の基礎、保険、ロー

ン、クレジット、資産形成の正答率を調査したものだが、平均してみると金融15 

知識は 55.1%となった。  

この結果を見る限り、あまり金融知識を理解しているとは言い難い。  

 

図表 2-4 リスク性資産の購入経験  

 20 

 

 

 

出所：金融広報中央委員会「金融リテラシー調査の結果」より筆者作成  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/25 

16literacy.pdf 

 

次の図は、実際に株式、投資信託、外貨預金などを購入したことがあるか調

査したものだが、これを見る限り購入したことがない人の方が大幅に多いこと

が見て取れる。なぜ購入したことがない人がここまで多くいるのか「金融リテ30 

  設問数  正答率  

金融知識  18 55.1％ 

金融取引の基本  3 72.9％ 

金融、経済の基礎  6 48.8％ 

保険  3 52.5％ 

ローン、クレジット  3 53.3％ 

資産形成  3 54.3％ 

 株式  
投資信

託 

外貨預金

等 

購入したことがある  31.6％ 25.8％ 17.3％ 

購入したことがない  68.4％ 74.2％ 82.7％ 

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
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ラシー教育」という観点で詳述していきたい。  

図表 2-5 金融知識等の階層別分析  

 出所：金融広報中央委員会「金融リテラシー調査の結果」より筆者作成  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/

16literacy.pdf 5 

 

上図は実際に金融教育を受けたかどうかを示すアンケートで 25000 人を対象

にしている。述べた金融知識調査で 0-24 点の範囲にある人は低リテラシー

層、52-64 点の範囲は中リテラシー層、 84-100 点の範囲は高リテラシー層と区

別される。このアンケートの結果から学校等で金融教育を受けるより家庭で教10 

育を受けた人の割合の方が多く、逆に学校等で教育を受けた人が少ないのは我

が国の課題であり、金融知識調査の正答率にリンクしてきているともいえる。   

 金融教育が遅れるということは、日本を支える経済が徐々に後退していくと

いっても過言ではないといえる。これからの将来、株式、投資信託などの商品

性を正しく理解し、これらに投資していく人が増えなければ資産形成をする上15 

で厳しくなっていくに違いない。また、海外との比較については第三章で述べ

ていきたい。  

 

  

低リテラシ

ー層  

第一階層  

0-24 点  

4827 人  

 

 

第二階層  

28-48 点  

4991 人  

中リテラシ

ー層  

第三階層  

52-64 点  

4426 人  

 

 

第四階層  

68-80 点  

5522 人  

高リテラシ

ー層  

第五階層  

84-100 点  

5234 人  

学校等で金融

教育を受けた

人の割合  

2.8％  6.4％  5.5％  6.7％  11％  

家庭で金融教

育を受けた人

の割合  

8.5％  17％  21.9％  24.5％  26.1％  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
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第三節 確定拠出年金の概要  

 確定拠出年金の概要としては、拠出された掛金が個人ごとに区分され、掛金

と運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金給付制度である。

掛金を企業が拠出する企業型年金と加入者自身が拠出する個人型年金 (iDeCo)

がある。  5 

(厚生労働省) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshut

su/gaiyou.html 

 

(1) 導入経緯  10 

平成 13 年に施行された確定拠出年金法に基づいた、私的年金制度のことで

ある。確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化による現役世代への負

担増加、超低金利の長期化による企業年金の積み立て不足から企業の負担が増

大していること、雇用をめぐる環境の変化などが挙げられる。  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
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図表 2-6 確定拠出年金の導入背景   

 

出所 りそな銀行  確定拠出年金  

https://www.resona-tb.co.jp/401k/dc/haikei.html 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

https://www.resona-tb.co.jp/401k/dc/haikei.html
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図表 2-7 確定拠出年金の位置づけ  

 

出所：asahi.com マネー 

http://www.asahi.com/money/pension/wakaru/TKY200302120130.html 

 5 

上図は日本の年金制度を表した図で、確定拠出年金の位置付けを表してい

る。日本の年金は四階建ての構造になっており、一階は国民みんなが関わる年

金で基礎年金と呼ばれるものになる。二階にはサラリーマンなどが加入する厚

生年金、公務員などが加入する共済年金があり、一階と二階を合わせて公的年

金と呼ぶ。下の年金ほど大切で老後年金としての重要度が高くなっている。三10 

階部分には主に企業年金や職域年金などがあり、確定拠出年金は三階部分の一

部を構成する企業年金と考えられる。さらにその上もあり、四階には保険会社

や証券会社から買ったりする個人年金などもある。  

 

(2) 個人型（ iDeCo）と企業型の違い  15 

  次に確定拠出年金には個人型と企業型がある。以下でそれぞれについて

の商品説明について二社の説明からみていく。  

 

http://www.asahi.com/money/pension/wakaru/TKY200302120130.html
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 個人型(iDeCo) 

 自分で掛金の金額を決め、自分で金を拠出する。  

 掛金が金額所得控除の対象となるので、確定申告、年末調整により税金

の還付が受けられる。  

 5 

〈メリット〉  

1. 掛金は全額所得控除となり、税金が戻ってくる  

2. 運用中に得た利益に税金はかからない  

3. 運用資産を受け取るときも、退職所得控除、公的年金等控除にな

る 10 

4. 月額 5000 円から始められる  

5. 運用する金融商品のコストが低い  

 〈デメリット〉  

1. 60 歳まで運用中に資産を引き出せない  

2. 口座開設、維持に意外と手数料がかかる  15 

 

  たあんと  https://www.tantonet.jp/qa/2257 

 

 企業型  

 企業が決まったルールに基づき、お金を拠出する。  20 

 企業が掛金を負担するので、企業側が会社の損金として処理する。  

※従業員が一部掛金を負担するケースもある (マッチング拠出 )   

 

(りそな銀行) https://www.resona-tb.co.jp/401k/begin/about/ 

 25 

〈メリット〉  

1. 給料でもらわないため、社会保険料負担が発生しない  

2. 手数料を負担してくれることが多い  

3. 運用時に運用収益が非課税となり、優遇税制がある  

4. 自分で運用の指図ができる  30 

https://www.tantonet.jp/qa/2257
https://www.resona-tb.co.jp/401k/begin/about/
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〈デメリット〉  

1. 将来いくら貰えるか確定しない  

2. 自分で運用管理機関を選ぶことが出来ない  

3. 60 歳まで引き出せない  5 

 

よい家計  

https://fromportal.com/kakei/money/social-security/advantages-and-

disadvantages-of-company-dc.html 

 10 

第二節  NISA 制度  

(1) NISA の発生  

 NISA とは、イギリスの ISA(Individual Savings Account)を基に導入された

少額投資非課税制度である。 NISA の種類は、従来の NISA を一般 NISA と呼び、

その他につみたて NISA、ジュニア NISA といった 3 種類ある。通常、上場株式15 

や公募株式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 20.315%の税金がかかる。しかし、 NISA を利用

すること投資した利益かかる税金が 0％になる。  

通常 NISA の口座は、 1 人 1 口座のみ開設できる。下の図のように NISA で購

入できる商品を分類できる。対象商品は、銀行では、株式投資信託が利用でき、20 

証券会社では、上場株式と株式投資信託、 ETF(上場投資信託 )、 REIT(不動産投

資信託)が対象である。また、預金や国際、公社債投資信託などが NISA の対象

外となっている。  

https://fromportal.com/kakei/money/social-security/advantages-and-disadvantages-of-company-dc.html
https://fromportal.com/kakei/money/social-security/advantages-and-disadvantages-of-company-dc.html
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図表 2-8 NISA で取引できる金融商品  

出所：金融庁「 NISA の基礎知識」  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/knowledge/index.html 

 

まず、一般 NISA から説明していく。これは、 2014 年から 2023 年までの 105 

年間、年間 120 万円を上限として、専用の非課税口座で新規に獲得した上場株

式や公募株式投資信託などの配当や譲渡益が獲得した年から最長 5 年間本来

20％課税される税金が非課税になる。  

 二つ目は、つみたて NISA という、2018 年から開始された制度である。年間

40 万円を上限とし、非課税対象となる商品は、長期・積立・分散投資に適した10 

ものとして一定の条件を満たす投資信託のみとなっている。一般 NISA よりも

金融商品の範囲は狭いが、定期的に積み立てることができ、長期投資に向いて

いる。また、一括で購入するよりもリスクは分散できるため投資初心者にもや

さしく、販売されている投資信託が金融庁の厳しい基準をクリアした商品に限

定されるため、選択しやすいものになっている。  15 

 三つ目は、ジュニア NISA である。ジュニア NISA は一般 NISA と比較すると、

非課税金額や口座開設者の年齢が異なる。このメリットとしては、現在金融リ

テラシー不足であるため、実際に NISA を扱うことで、投資教育の機会になると

考えることができる。親権者が子供の代理で運用することもできる。20 歳以降

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/knowledge/index.html
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は自動的に NISA の口座が開設される。デメリットとしては、原則として 18 歳

まで払い出しができない。その理由は、子どもや孫の将来に向けた資産形成が

目的であるため、途中で払い出しする場合は、課税の対象となる。  

 

(2) NISA の口座数  5 

NISA の口座数は、NISA(一般・つみたて )では、1,167 万 7,658 口座あり、その

うち、一般 NISA は 1117 万 196 口座、つみたて NISA は 50 万 7,462 口座を平成

30 年 3 月末時点では利用されている。ジュニア NISA は 26 万 9,723 口座が利用

されている。口座開設数では、平成 27 年から 29 年までは減少傾向にあったが、

平成 30 年につみたて NISA が開設されたことによって NISA の口座  10 

数は約 69 万口座まで増え、そのうち 50 万 7,462 口座が開設された。  

 

図表 2-9 一般 NISA・つみたて NISA の新規口座開設数の推移  

出所：お金に生きる https://ideco-ipo-nisa.com/15052 

 15 

(3) 一般 NISA とつみたて NISA の年齢層の比較  

 金融庁のデータによると、つみたて NISA では、20 代から 40 代が全体の 7 割

の割合を占めているのに対し、一般 NISA で見ると、３割にとどまっている。つ

みたて NISA の開始を契機に新規の口座を開設する割合も 66％となっている。

また、一般 NISA で非稼働からの切り替えを合計すると、約８割にもなる。この20 

ように、つみたて NISAの導入により NISAの利用者が拡大することにつながる。

しかし、まだまだ NISA の認知度が低い。  

https://ideco-ipo-nisa.com/15052
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図表 2-10 つみたて NISA と投資信託の認知シェアの推移  

出所：三菱 UFJ 国際投信株式会社「つみたて NISA」１万人認知度調査

https://www.am.mufg.jp/text/release_180919.pdf 

 

(4) NISA の認知度  5 

三菱 UFJ 国際投信によると、NISA だけでなく、投資信託も含めた認知度調査

を見ると、つみたて NISA と投資信託の両方を知らないと答えた割合が約６割

を占めている。しかし、この６割は１年間で横ばいの結果である。この認知度

の低さが NISA、投資信託の課題であるが、つみたて NISA はまだ開始されたば

かりなので、今後もっと認知度の向上が可能である。認知度の低さが NISA、投10 

資信託の課題であるが、つみたて NISA はまだ開始されて日がたっていないた

め、今後もっと認知度を上げるためには、つみたて NISA の認知度向上が必要で

ある。  

 

第三章 諸外国との比較  15 

 

第一節米国の投資信託  

ここでは、米国の投資信託の制度を述べ、日本と比較していく。米国で投資信

託が普及した理由として、 401（k）プランやＩＲＡといった、老後に向けた退

https://www.am.mufg.jp/text/release_180919.pdf


23 

 

職貯蓄制度が普及したことが挙げられる。これらの制度には税制優遇があり、

個人の資産形成に資する制度として普及した。  

 

(1) 401（ｋ）プラン  

 401(k)プランとは、内国歳入法 401 条(k)項に規定する要件を満たす制度で5 

あり、1978 年の内国歳入法の改正によって創設された退職給付プランであり、

従業員が給料やボーナスを企業から支払われた時点で受け取るか、または将来、

年金や一時金として受け取るかを選択するという制度である。401（ｋ）プラン

は、従業員が給与の中から一定額を拠出し、制度で定められた金融商品の中か

ら従業員が自ら選択して投資する。このときの掛金は、給与所得から控除され10 

る。給付額は拠出額と運用収益によって変わるため、個人差は出てしまう。  

投資から生じる収益は、退職などにより積立金が引出しされるまで課税されな

い。 

 

(2) IRA（Individual Retirement Accounts 個人退職勘定）  15 

 IRA とは、１９７４年に従業員退職所得保障法によって創設された税制優遇

付きの個人向けの確定拠出年金である。 401（k）プランと同様に、個人の拠出

をベースとし、加入者自身で運用指図を行う仕組みである。また、従業員が離

転職する際に、制度間での幅広い資産移転が認められている。 IRA は退職に向

けた資産形成の最終的な受け皿として普及し、広く国民が利用できる資産形成20 

制度として、その地位を確立している。  

 

大和総研 「米国投信市場における退職貯蓄制度の役割」  2017 年 9 月 5 日  

https://www.dir.co.jp/report/research/capitalmkt/asset/20170905_012271

.pdf 25 

 

(3) 日本と米国の比較  

 現在、日本の家計の資産構成の 52.5％が現金預金となっている。それに対し

米国は、投資信託、株式等の割合が約半分を占めており、日本と比べて現金預

金の割合は 13.1％とかなり低くなっている。また、投資信託の割合を見ると日30 

https://www.dir.co.jp/report/research/capitalmkt/asset/20170905_012271.pdf
https://www.dir.co.jp/report/research/capitalmkt/asset/20170905_012271.pdf
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本の 4％に対して、米国は 11.8％となっており、日本がかなり低いことがわか

る。日本が米国に比べて投資信託の割合が低いのは、資産が減るかもしれない

というリスクを避ける傾向が強いからだと考える。また、日本の教育に金融教

育が組み込まれていないことから、資産を運用することの必要性を認識しづら

い環境にあることも挙げられる。米国では基本的に終身雇用がなく、いつ解雇5 

されるかわからない状況の中で、自力で資産を増やすための知識を得ることに

貪欲で、その情報を元に投資を行っている。日本は米国と比べて金融リテラシ

ーが低いために、投資を避け現金預金をする傾向があると考えられる。  

 

 10 

 

図表 3-1 日本の個人金融資産構成比率  

 

出所：投資信託協会「投資信託の主要統計等ファクトブック」  

https://www.toushin.or.jp/statistics/factbook/ 15 

 

 

 

 

現金・預金, 

52.5%

債券, 1.3%
投資信託, 

4.0%

株式・出資金, 

11.0%

保険・年金準

備金, 28.3%

その他, 2.8%

日本

https://www.toushin.or.jp/statistics/factbook/
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図表 3-2 米国の個人金融資産構成比率  

 

出所：投資信託協会「投資信託の主要統計等ファクトブック」  

https://www.toushin.or.jp/statistics/factbook/ 

 5 

第二節 イギリスの投資信託  

 

(1) ISA(Individual Savings Account)  

なぜ、イギリスでの資産運用の普及率が高いのかというと、イギリスには ISA

という制度がある。 ISA とは Individual Savings Account の略であり、イギリ10 

スで 1999 年に開始されたイギリス居住者対象の税制の優遇措置のついた個人

貯蓄口座また、その制度のことを言う。これをまねて作られたものが日本版 ISA

と呼ばれる NISA である。  

 ISA と NISA の違うところは、 ISA では預貯金や公社債も購入できるが、 NISA

はできない。ISA には運用期限がないが、 NISA にはある、というのが主なもの15 

である。  

 なぜ日本でこの NISA が導入されたのかというと、 2013 年末に証券優遇税制

が終了したのをきっかけに国民の預貯金等の保有しているマネーをリスクマネ

ー市場で活用させ、市場と企業活動を活性化させるためである。そのため、平

現金・預金, 

13.1%

債券, 5.9%

投資信託, 

11.8%

株式・出資金, 

36.2%

保険・年金準

備金, 30.2%

その他, 2.8%

米国

https://www.toushin.or.jp/statistics/factbook/
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成 26 年 1 月 1 日から平成 35 年 12 月 31 日までという期限もついている。この

違いがいくつかの問題点を生み出している。  

 まず、ISA には株式型と預金型があるが、人気があるのは預金型である。し

かし、日本では預金の金利が低すぎるため導入する意味がないと考えられてい

る。他にも投資限度額の違いや、運用期間が定められていることなどにより、5 

家庭の参入を遠ざけてしまっているといえる。しかし、 ISA の制度も時間をか

けて変わってきたので、NISA もこれから変わっていくのではないかと思われる。 

 次にファンド数の違いについて説明する。日本はファンド数がとても多い。

イギリスが 2802 なのに対して、 6060 もある。しかし、日本のファンドは規模

が小さい。そのため一本あたりの金額はとても低い。そのため、小規模ファン10 

ドの整理、統合が進んでいないことが指摘されている。  

 

（2）日本と英国の比較  

 世界の投資残高をみると、2000 年代に入ってからの 18 年間で３ .７倍に拡大

した（11.6 兆ドル→ 43.1 兆ドル）。しかし、日本の残高増加率をみると、 199915 

年から 2017 年で 86 パーセントしか伸びていない。それに対し同期間のイギリ

スを見てみると 385 パーセントの伸びを示している。その他諸外国と比較して

みても日本の伸び率は劣っているといえる。その理由を日本とイギリスの投資

信託の現状を比較しながら説明していく。  

まず、日本とイギリスの投資信託の現状の違いについて説明していく 16 年20 

末の日本とイギリスの投信会社数は、日本の 80 社（16 年末現在で公募証券投

信の運用残高がある会社の数）に対し、英 93 社となっている。  

 一社あたり運用額でみると日本は 12,080 億円、英は 15,436 億円と計算され

る。 

上位五社を比較すると日本は集中度が高い（上位五社が市場全体の七割以上の25 

シェアを持つ）一方、イギリスは低く競争が激しい。また、運用会社の資本系

列を証券系・銀行系・保険系・独立系に分けた場合、イギリスは独立系が多い。

一方、日本の上位会社は証券系・銀行系で占められている。  

 

 30 
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図表 3-3 主要国の投信会社上位 5 社の状況  

 

 

出 所 ：「 投 資 信 託 の 制 度 ・ 実 態 の 国 際 比 較 」 平 成 29 年 5 月  杉 田 浩 次  

http://www.jsri.or.jp/publish/review/pdf/5706/05.pdf 5 

 

 日本の新規参入の状況を見てみると 16 年に 9 社が参入し、新規参入率は 10％

に達した。  

 これらの要因から日本は資産運用の普及率が低いため、競争率も低く、新規

参入もしやすいといえる。  10 

 次にファンド数の違いについて説明する。日本はファンド数がとても多い。

イギリスが 2802 なのに対して、 6060 もある。しかし、日本のファンドは規模

が小さい。そのため一本あたりの金額はとても低い。そのため、小規模ファン

ドの整理、統合が進んでいないことが指摘されている。  

 15 

第三節 ドイツの投資信託  

 

(1) 現行金融制度の法律上の特徴  

 ドイツは、日本と同じオープンエンド原則を採用した契約型の投資信託であ

る。オープンエンド原則とは、原則、運用期間中に払い戻しに応じる投資信託20 

のことを言う。  

ドイツにおける銀行・金融制度はユニバーサル・バンク制度である。この業

務範囲は、預金業務、与信業務、割引業務、証券業務、寄託業務、投資業務、

保証業務、振替業務とされ、金融機関であり、金融業務をなしうるのがユニバ

日本 会社名 資本系列 運用資産（億円） シェア

1 野村 証券系 245,068 25.4%
2 大和 証券系 139,869 14.5%
3 日興 銀行系 113,050 11.7%
4 三菱UFJ 銀行系 98,184 10.2%
5 アセットマネジメントOne 銀行系 85,039 8.8%

イギリス 会社名 資本系列 運用資産（億ポンド） シェア

1 M＆G Securities 独立系 662 6.60%
2 Scottish Widdows 保険系 605 6.00%
3 Blackrock 独立系 511 5.10%
4 Capital Finnncial 独立系 483 4.80%
5 Standard Life 保険系 480 4.80%

http://www.jsri.or.jp/publish/review/pdf/5706/05.pdf
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ーサル・バンクである。  

 

(2) ユニバーサル・バンク制度のメリットとデメリット  

 顧客に対し様々な金融商品を同一店内で提供できる点と規模の経済と多角化

の経済のメリットが生じやすい点がメリットである。反対に、利益相反、金融5 

界における権力の蓄積と濫用、多業種併営による銀行の影響力の累積の 3 つが

デメリットとしてあげられる。  

 

(3) ドイツの状況  

＜株式会社設立前＞  10 

第二次大戦前は投資信託のきっかけはあったが、諸原則が欠けていることに

より初期段階で消滅した。1930 年代から、第２次大戦をはさんで、1940 年代は

投資信託がほとんどその存在意義を持たなかった。その理由としては、まず、

銀行がユニバーサル・バンクであるため、銀行業務と証券業務が同じ店内にあ

るためである。顧客はあえて証券業務に行かないことがあげられる。  15 

 

＜現在＞  

第二次大戦前は投資信託のきっかけはあったが、諸原則が欠けていることに

より初期段階で消滅した。1930 年代から、第２次大戦をはさんで、1940 年代は

投資信託がほとんどその存在意義を持たなかった。その理由としては、まず、20 

銀行がユニバーサル・バンクであるため、銀行業務と証券業務が同じ店内にあ

るためである。顧客はあえて証券業務に行かないことがあげられる。もう一つ

は、株式会社の数が少ないため、投資の対象となる株式やそれに関連した有価

証券が少ないことが証券規模の拡大につながらない原因である。  

 25 

(4) 現行ドイツの投資信託の問題点  

販売者である金融機関と保管期間が同一であり、人的に投資会社のユニバーサ

ル・バンクからの独立性が小さく、投資会社に行為規制がないことが利点でも

あり、又、問題点である。  

  30 
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(5) 日本とドイツの比較  

 

図表 3-4 主要国の投信残高、投信会社数、１社あたりの運用額  

出所：投資信託の制度・実態の国際比較、平成 29 年 5 月 25 日、杉田浩治  

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1705_02.pdf 5 

 

 日本は、1 位の野村が全体の 25.4％を占め、 2 位の大和に約 11%の差をつけ

て、全体の 4 分の 1 を 1 社で占め、 1 社独走状態であるとみることができる。

それに対して、ドイツでは、上位 3 社が 18、19％ずつ占め、 3 社で過半数をシ

ェアするという現状である。資本系列で見ると、日本は上位 2 社が証券系であ10 

るが、ドイツは銀行系が上位３つをシェアしていることも日本との違いが見え

てくる。  

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1705_02.pdf
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図表 3-5 日本とドイツトップ 5 社の比較  

出所：投資信託の制度・実態の国際比較、平成 29 年 5 月 25 日、杉田浩治  

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1705_02.pdf 

 

ここでは、日本とドイツに注目して比較していく。  5 

日本の投信会社の数は、 80 社あり、12,080 億円の 1 社あたり運用額になる

が、ドイツの投信会社数は日本の半分以下の 33 社であるが、 1 社あたりの運

用額は日本よりも多い 13,240 億円になる。  

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1705_02.pdf
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図表 3-5 投資資産運用業への参入規制の比較  

出所：投資信託の制度・実態の国際比較、平成 29 年 5 月 25 日、杉田浩治  

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1705_02.pdf 

 

金融の証券化と投資家保護、山田剛志 2000 年 8 月 28 日（1 ページ目で参考に5 

した）発行所信山社出版株式会社  

 

第四章 投資信託のこれからの在り方  

 

第一節  投資信託の現状を踏まえた問題提起  10 

 

 (1) 投資信託の現状  

日本の家計における金融資産構成では、現金・預金の割合が高く、投資信託

に使うための資産の割合が低い。第 2 節の図 2-2 を見てわかるように、2012 年

から比べると株式・出資金は上昇傾向にあるのに対し、投資信託は、ほぼ変化15 

のないという現状である。また、諸外国と比べると、金融リテラシーが低いこ

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1705_02.pdf
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とにより、投資におけるリスクを懸念し、リスクを避けるため、日本は現金・

預金の割合が非常に高く、投資信託の割合が低いことがわかる。  

つまり、金融リテラシーが低いため、投資信託の必要性が認識されていないと

いうことがいえる。  

また、銀行の預金の利子は低金利であるため、ほぼ増える見込みがなく、年5 

金にも頼れないという現状にあるため、投資信託は今の日本の資産運用の１つ

の手段として必要な存在であるといえる。  

 

(2) 投資信託の抱える問題点  

投資信託が抱える問題点は、金融リテラシーの欠如と将来の投資として確定10 

拠出年金が普及していないという２つである。  

 まずは、金融リテラシーの欠如について説明する。前節でも述べた通り、金融

リテラシーが低く、現金・預金の割合が高く、投資信託の割合が低いというの

が日本の現状である。第 2 章図表 2-4 でもふれたが、リスク性資産の購入経験

の低さが見えてくる。第２章図表 2-5 の金融知識等の階層別分析から学校等で15 

金融教育を受けるよりも家庭で金融教育を受ける割合が高く、正答率も家庭で

金融教育を受けた人のほうが高いというデータがある。このようにまだまだ学

校での金融教育ができていない状況にある。そのため、特に問題となっている

のは、学校等での金融教育不足を問題点として考えることができる。  

 20 

次に、将来の投資として確定拠出年金が普及していないことについて説明す

る。個人型(iDeCo)でみると、月額 5000 円から始めることができ、運用する金

融商品のコストが低く、メリットが多い。しかし、デメリットもあり、60 歳ま

で資産の引き出しができず、また、口座開設、維持に手数料がかかる。  

企業型では、給料でもらわないため、社会保険料負担がかからないことや運25 

用時に運用収益が非課税となり、優遇税制があるという点がメリットである。

しかし、将来いくらもらえるのか確定していなく、自分で運用管理機関を選ぶ

ことができない。また、個人型と同じく、 60 歳まで引き出すことができない。 

このような制度があるが、第 2 章図表 2-7 を参考にすると、確定拠出年金の

位置はかなり高く、また公的年金にも含まれていない。金融教育を受けていな30 
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い人からすると、公的年金のみ加入すれば大丈夫と考える人も少なくないと考

える。少子化であり、生活費をすべて年金に頼ることが難しくなっている中で、

ライフプランを考え、計画的に資産を増やす必要がある。そのためにも、投資

信託や確定拠出年金を活用し、自分自身でお金を作り出すことも必要になって

いく。その前段階として、投資信託や確定拠出年金を活用するためにも金融リ5 

テラシーの向上が不可欠であり、最も重要だと思われる。次の節では、問題点

で上げた部分を具体例に合わせた政策について説明していく。  

 

第二節  問題解決に向けての提案  

 10 

(1) 金融リテラシー政策案  

 第二章第二節で述べた通り、日本の現状として「金融リテラシー」が不足

していることが問題点に挙げられる。先にも述べた通り、25000 人を対象に

した「金融リテラシー調査」の結果だが、金融知識の結果を見る限りでは約

半数しか答えられていないのが現状だ。  15 

①  家計管理で金融リテラシー向上  

 

図表 4-1 収入別の家計簿をつける人の割合  

   

出所：よい家計  国立社会保障・人口問題研究所「国立社会保障・人口「生20 

活と支え合いに関する調査」を基に担当者が作成したものを引用  

https://fromportal.com/kakei/household/book/percentage-to-keep-

household-book.html 

https://fromportal.com/kakei/household/book/percentage-to-keep-household-book.html
https://fromportal.com/kakei/household/book/percentage-to-keep-household-book.html
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 ここでは普段の収入、支出を家計簿に記入することを提案したい。日本人

の金融リテラシーが不足している要因として考えられるのが、家計管理がし

っかりできていない点も問題に挙げられる。上図は収入別の家計簿をつける

人の割合を表したものだが、平均しても全体の三割を切っている結果となっ

た。現在、将来の収入、支出をしっかりと把握していなければライフプラン5 

が明確になってこない。その分、普段の生活に金融と関わることがないため、

日本人の金融リテラシーが低いといえるのではないか。  

 

②  子供に向けた金融教育  

先には家計簿をつけることを提案したが、それは多くの場合おとながつ10 

けるものであって子供が金融の知識を身に付けることとはあまり関係

性がない。ここで提案するのは子供に向けた金融教育で具体例としては

ゲーム、クイズ形式で参加できるアカデミーの開催を提案したい。  

 

図表 4-2 りそなキッズアカデミー参加人数  15 

 

 

出所：りそなホールディングスホームページ  

https://www.resona-gr.co.jp/holdings/csr/speciality/kodomo/kinyu.html 

 20 

https://www.resona-gr.co.jp/holdings/csr/speciality/kodomo/kinyu.html
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 この図は、りそなホールディングスが実施している「りそなキッズア

カデミー」と呼ばれるもので、この結果を見てわかるように徐々にだが

参加人数と開催件数が増えている。また、開催場所へ行かなくてもホー

ムページにある Eラーニングを使えばクイズ形式で問題を解くことがで

きる。小学生以外にも中学生、高校生に向けた職業体験や出張授業、エ5 

コノミクス甲子園などの教育も実施している。  

 ここに載せたものはただの一例に過ぎないが、子供にとって「お金」

とは好きなものであり、逆に興味が湧くものだと思う。金融知識のない

大人が子供にむやみに「お金」とは汚いもの、「投資することはギャンブ

ルと同じだ」ということを教えてしまうのでなく、子供と一緒にこの紹10 

介したアカデミーなどに行って「一緒に学ぶ」ということを実践すれば

今まで知らなかった未知の知識を学べるのではないかと思う。良い方に

日本の金融に対する風潮を変えるのは今の子供たちに密接に関わって

いることは間違いない。  

 15 

参考文献：知るぽると  

https://www.shiruporuto.jp/public/family/training/susume/susume

201.html 

 

(2) 確定拠出年金の拡充案  20 

 先には、金融リテラシーを向上させるための提案をしてきたが、ここでは確

定拠出年金について提案していきたい。まず、確定拠出年金の問題点としては

金融リテラシーの欠如と普及率が低いことが挙げられる。この問題を踏まえて

ここでは主に確定拠出年金の普及という面で提案していきたい。  

 25 

中小企業への普及のための機関引受緩和  

 ここでは中小企業へ企業型 DC を普及させるために金融機関の引受緩和につ

いて説明していきたい。  

 

 30 

https://www.shiruporuto.jp/public/family/training/susume/susume201.html
https://www.shiruporuto.jp/public/family/training/susume/susume201.html
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図表 4-3 企業規模別普及状況  

業員数  
企業数  

（2014.9.1） 

確定拠出年金  実施事業

所数 

（2015.1.31） 

普及率  

1000 名以上  3,159 1,302 41.2% 

300～999 名  11,435 2,506 21.9% 

100～299 名  34,913 4,314 12.4% 

99 名以下 1,781,184 11,200 0.6% 

 

出所：さわかみ投信株式会社  「確定拠出年金の魅力と課題」  

https://401k.sawakami.co.jp/houjin/intention/problem/task1.html 

 5 

 この図は国内の大中小企業の企業型 DC への普及率を表したものだが、従業

員数が 1000 名以上の企業では四割普及しいて、中小企業になってくると導入

されていないところがほとんどのようだ。中小企業への普及率が進まない理由

として①金融機関が引き受けない②コストが高い③掛け金を払う余裕がないな

どの理由がある。今現在の日本において、中小企業の割合は 99%を占めており、10 

企業型 DC を取り入れている企業はほんのわずかに過ぎない。企業型 DC は掛金

を会社側が払ってくれるというメリットがあるが、会社側からみるとデメリッ

トになる場合が多い。そのような背景があるため企業型 DC を導入できない企

業は仕方がないと言うしかない。逆に企業型 DC を取り入れたいとする企業が

あったとして、先ほどの①金融機関が引き受けてくれないという現状がある。  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

https://401k.sawakami.co.jp/houjin/intention/problem/task1.html
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図表 4-4 メインバンクの有無と業態 (従業員規模別 ) 

 

 

出所：中小企業庁  「地方金融機関と中小企業の関係」  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/h19_hakusho/html/j2325 

0000.html 

 

 この図は従業員規模別においてのメインバンクの有無と業態を表したもので

ある。規模が大きい企業では都市銀行、メガバンクが主となるが、規模の小さ

い企業では地域金融機関がメインバンクとなっている。先にも述べたように日10 

本における中小企業の割合は 99%を占めていてこれをほとんど地方金融機関に

委託することは難しいことだと考えられる。以上のような理由で企業側は企業

型 DC を取り入れられないと予測した。  

 公的年金の限界を問題とする現在の日本において、個人型 DC より企業型 DC

の方が容易に入りやすいのではないか。確定拠出年金の拡充ということで、個15 

人一人ひとりでみていくよりも企業ごとにみていく方が確定拠出年金普及に向

けて理想的な結果が望めるのではないかと思う。  

 

 

 20 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/h19_hakusho/html/j2320000.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/h19_hakusho/html/j2320000.html
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終章  

 現在の日本では、低金利、少子高齢化問題による公的年金制度への不安など

により、「貯蓄から投資へ」というスローガンの下、現金預金ではなく資産を運

用することを推奨してきた。しかし、十分な効果は得られておらず、現在も現

金預金に頼る傾向から抜け出せず、投資が家計の資産構成として機能していな5 

い。諸外国の個人金融資産構成比率と比較すると、日本は投資信託・株式等の

割合が低く、資産を運用することへの意識が低いことがわかる。これらの原因

として、金融教育を行っていないための金融リテラシーの不足などが挙げられ

る。近年では NISA や確定拠出年金制度など、投資に関する非課税制度が充実し

ているが、家計の資産構成のために機能しているとは言えない。  10 

 本稿では第一章で投資信託の概要、第二章で投資信託の現状と問題点、第三

章で諸外国の投資信託との比較、第四章で今後の投資信託の今後の在り方への

提言を行った。  

 公的年金をはじめとする日本の社会保障制度がほころびを見せ始めている時

代だからこそ、投資信託の必要性を考え、「貯蓄から投資へ」の流れを確実なも15 

のとし、資産形成手段として機能することを願う。  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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