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はじめに  

日本では小泉政権下以来、「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げて、

家計金融資産の証券投資による資産形成を図っている。既に 10 年以上が経っ5 

ているが、日本銀行の「 2018 年資金循環の日米欧比較」によると、現在でも日

本の家計金融資産は、現金・預金が 52.5％、債務証券が 1.3％、株式などで 10.9％、

保険・年金が 28.5％、投資信託で 4.0％、その他が 2.8％であり、現預金に偏

重していることが分かる 1。 

家計金融資産が預金に偏重した一因は、第二次大戦中の戦費調達、戦後のイ10 

ンフレ抑制、復興資金の調達を目的に行われた貯蓄奨励にある。当時、貯蓄を

奨励するため、預貯金の利子に対する分離課税、税率の軽減に加え、マル優な

どの非課税措置が行われた 2。また、高度経済成長期、バブル経済期は、預貯金

の金利が高かったことから利息収入が期待でき、リスク性資産を保有せずとも、

預貯金のみで資産形成が十分可能であった。  15 

しかし、バブル崩壊後、超低金利時代を迎え、しかもそれが長期に継続され

ているため、預貯金のみで資産を増やすのは難しい状況になった。また、平均

寿命の延び、少子高齢化による年金制度に対する不安から、自助努力で老後の

生活資金を準備する必要性が高まっている。  

証券投資は価格変動を伴うため、リスクがある、知識が必要などの理由から、20 

これまで家計からは忌避されてきた 3。他方、本稿で取り上げる投資信託は、少

額から投資ができ、投資家から集めた資金を合同して運用するため、分散投資

が可能となり、その運用はプロに任せることができる。このため、本来的には

個人が資産形成していく上で最適な金融商品であると言える。また、政府は近

年、長期的な資産形成の促進や、個人投資家拡大策として積立 NISA や iDeCo と25 

いった投資優遇制度を拡充してきた。  

                                                      
1 日本銀行（2018）「資金循環の日米欧比較」  
2 石弘光（2008）『現代税制改革史 : 終戦からバブル崩壊まで』東洋経済新報

社、p.243～256 
3 日本証券業協会（ 2015）「平成 27 年度 証券投資に関する全国調査（個人調

査）」p.36 
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それにも関わらず、家計金融資産に占める投資信託の割合は依然として低い。

このことに鑑みれば、投資信託市場を拡大させるためには、現在の投資信託に

は何らかの改善するべき課題があると考える。  

本稿では、日本と諸外国の投資信託を比較しつつ、日本では投資信託が家計

の資産形成手段として活用されていない理由や、投資信託が抱える課題を明ら5 

かにした上で、投資信託が家計の資産形成手段として用いられるために必要な

改善策を考察したい。  

そこで、以下、第 1 章では投資信託の仕組み、種類や特徴などを述べる。次

に、第 2 章では欧米と日本の投資信託の歴史を比較し、現在の日本の投資信託

の課題の根本を考察する。そして、第 3 章では、日本の投資信託がもつ構造的10 

問題から生じる課題を明らかにし、第 4 章で情報開示の不備などの構造的な問

題以外の課題を明らかにする。また、投資家にも課題はある。第 5 章ではこの

点を考察する。最後に第 6 章で、本稿で挙げた課題の解決策を提案する。  

 

第 1 章 投資信託とは  15 

第 1 節 投資信託の仕組みと種類  

投資信託は複数の投資家から資金を集めて大きな基金を作り、運用会社の定

める運用方針に沿って資金を管理している信託銀行が運用を行い、その運用成

果をそれぞれの投資額に応じて、投資家に分配する仕組みの商品である。委任

者指図型の投資信託における資金の流れと、販売会社、運用会社、信託銀行の20 

三つの機関の役割は図表 1 のようになる。  

まず、投資家と運用会社とをつなぐ役割を果たすのが、投資信託を販売する

販売会社である。投資信託の販売窓口は、証券会社、銀行、郵便局などが挙げ

られる。販売会社は、投資信託を販売するだけでなく、分配金や償還金の支払

いも運用会社に代理して行うほか、投資家が資産運用する際の相談にも答えて25 

いる。  

投資家が購入する商品を決めると、お金を払い込む。投資家から払い込まれ

た資金を管理するのが信託銀行である。信託銀行は受託銀行として、投資家の
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資金を管理する。このとき、信託銀行は受託銀行自身の資産などとは区別して、

分別管理するため、受託銀行や販売会社、運用会社が倒産した際も、顧客の資

産は保護される仕組みとなっている。  

そして、投資家から集めた資金の運用先を考え、信託銀行に対して具体的な

運用の指図を行うのが運用会社である。運用会社では、ファンドマネージャー5 

と呼ばれる投資の専門家たちが投資信託を運用する。なお、運用会社の指図に

従って、実際に株式や債券などの売買を行うのは受託銀行である 4。 

 

（図表 1）投資信託の仕組み  

 10 

〔出典〕投資信託協会「投資信託の仕組み」より作成  

 

次に、投資信託の種類を詳しくみていこう。まず、投資信託は募集対象の違

いから、公募投資信託と私募投資信託に区別されている。公募投資信託とは、

幅広い投資家を対象に募集が行われる。つまり、誰でも購入することができる。15 

一方、私募投資信託は、一般の投資家に幅広く募集をするのではなく、専門的

な知識を持つ者など、ごく限られた範囲で募集が行われる点が特徴である。  

 また、投資信託の形態としては契約型と会社型がある。契約型投資信託とは、

                                                      
4 大村敬一、俊野雅司（ 2014）『証券論』有斐閣、 p.351 
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委任者である運用会社と受託者である信託銀行が契約を結んで、委託者の指図

にしたがって運用や資産管理を行う。その結果得た収益は、受益者である投資

家に分配される。ちなみに、日本で販売されている投資信託は、契約型投資信

託がほとんどである。一方で会社型投資信託とは、投資法人が投資家から資金

を集めて、その資金の運用を運用会社に委託し、その資金は信託銀行が保管す5 

るものである。運用の利益は投資法人から投資家に分配される 5。日本の会社型

投資信託では J-REIT が代表的な商品である。  

そして、投資信託の区分として、クローズドエンド型とオープンエンド型が

ある。この二つの違いは、投資家が保有している投資信託を発行会社が買い取

るか、否かにある。クローズドエンド型は、運用会社が設定した満期時点まで10 

原則として買い取りが行われない。他方、オープンエンド型は運用会社がいつ

でも買い取りを行うため 6、資金の流出入が起こり、資金の集まるファンドと資

金が集まらないファンドがあることが特徴として挙げられる。  

このほかに、購入可能期間の違いで、単位型と追加型に区分される。単位型

投資信託は、設定当初の募集期間しか購入できないのに対し、追加型投資信託15 

はいつでも購入できる。  

 さらに、運用手法の違いでアクティブ運用商品とパッシブ運用商品がある。

パッシブ運用とは、別名「インデックス運用」とも言われ、日本株の場合、日

経 225 や TOPIX などの指標をベンチマークとし、これに連動するように運用が

行われる。一方、アクティブ運用の場合、指標となるベンチマークを上回る運20 

用パフォーマンスを達成するべく運用が行われている。日本ではアクティブ型

の商品が人気を集めている。  

最後に、運用収益の分配方法の違いから、分配型と無分配型に区分される。

分配型の投資信託は運用収益を決算時に分配する。毎月分配型の場合は毎月分

配が行われるため、複利効果は期待できない。一方、無分配型は決算時に分配25 

はせず、運用利益などはそのまま元本に加えて、継続して運用が行われる。こ

のため、複利効果が発揮され、中長期的な資産形成に向いている。日本では、

                                                      
5 前掲『証券論』p.351 
6 前掲『証券論』p.353 
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年金生活者が年金の上乗せとして利用したいというニーズから、分配型の商品

が人気を集めている。  

 

第 2 節 投資信託の特徴 

私たちは、日本人の長寿命化に伴う長生きリスク、その一方で少子高齢化や5 

財政悪化に伴う年金に対する不安、さらには超低金利の長期化に伴い、リスク

をとってでも資産形成をする必要があると考えていることは先に述べたとおり

である。ところが、日本の家計金融資産のうち、リスク性資産に投資している

割合は 16.2％にとどまっている。なぜ、日本人は投資をしないのであろう。    

そこで、図表 2 を示した。図表 2 は 2015 年に行われた投資無関心層に対し10 

て行われた証券投資に対するイメージ調査の結果である。投資無関心層は証券

投資に対して、「リスクが高い」、「素人には難しい」、「知識が必要」、「お金に

余裕がある人向け」といったマイナスイメージを抱いていること分かる。  

 

（図表 2）投資無関心層の投資に対するイメージ  15 

 

〔出典〕野村総合総研所（2015）「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」 p.26 より作成  

 

 20 
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しかし、投資信託は本来こうした投資に対するマイナスイメージを持つ人ほ

ど、利用するのに相応しい商品である。その理由として、投資信託のもつ三つ

の特徴が挙げられる。  

1 点目として挙げられるのは、少額から投資ができることである。株式に投

資する場合、単元株単位で購入せねばならないため、ある程度まとまった資金5 

が必要となる。他方、投資信託は証券会社によって異なるが、少額から投資が

可能である。一例を挙げれば、楽天証券では楽天スーパーポイントを用いて 100

円から投資信託を購入することができ、 SBI 証券でも 100 円から投資信託を買

うことができる。また、カブドットコム証券は 500 円から、大和証券やマネッ

クス証券でも 1,000 円から投資信託を購入できる。このように、投資信託は余10 

裕資金の少ない若年層でも購入しやすい商品といえる。  

2 点目は、分散投資できることである。運用の対象は、国内株式、外国株式、

国内債券、外国債券といった伝統的資産に加え、最近では、ヘッジファンドや

不動産などのオルタナティブ資産に投資する商品もある。投資信託は、多くの

投資家から集めた資金をプールして、それを合同運用するため、1 人、1 人は少15 

額しか投資できなくても、さまざまな資産への分散投資を容易にし、リスクの

低減を図ることができるところに特徴がある。 

3 点目は、投資の専門家が運用する点が挙げられる。投資の専門家であるフ

ァンドマネージャーが、国内外の経済情勢や企業を分析して投資先を探し、投

資先や配分比率を決め、投資が行われる。また、投資が行われた後も、適宜、20 

投資先や資産配分の見直し（リバランス）を行ってくれるため、投資家は運用

をプロに一任することができる。それゆえ、投資知識のない人や投資経験のな

い投資初心者向けの商品であると言われている。  

このように、投資信託は合同運用、分散投資、プロによる運用という特徴を

もつため、投資家は知識がなくても投資でき、少額の資金から投資できるとい25 

う特徴を持つ。このことから、投資信託は投資初心者向けの商品といえるので

ある。  

また、複利効果をより発揮する投資信託の購入方法として、長期間、定期的

に同じ商品に対して積み立て投資を行う方法、ドル・コスト平均法がある。こ

れは、定期的に同金額を同じ商品に投資し続ける投資手法のことであり、購入30 
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を決めた商品の価格が高いときは購入口数が少なくなるが、逆に価格が低いと

きは購入口数が多くなる。このため、ドル･コスト平均法を用いた投資の方が、

長期的な視点で見ると、投資信託の平均買い付けコストが一括投資よりも低く

なることが多く、購入口数が増えることが多い。つまり、ドル・コスト平均法

を活用すれば、一括で投資した場合、投資家にとって不安要素となる価格変動5 

が、むしろメリットとして捉えられることが多くなる。加えて、投資家は定期

的に決まった金額を、同じ商品に投資するだけであるため、特別な知識を必要

としない点もメリットとして指摘できる。  

ここまで投資信託の三つの特徴を述べ、本来的には投資信託は投資初心者に

適した商品性をもつ金融商品であることを述べてきた。ところが、依然として、10 

日本では投資信託への資金流入が欧米に比べて少ない。では、その要因はどこ

にあるのだろうか。次に、欧米と日本の投資信託の歴史を遡り、日本の投資信

託が抱える課題を考察していきたい。  

 

第 2 章 投資信託の歴史  15 

第 1 節 欧米における投資信託誕生の背景  

 世界初の投資信託は 1868 年にイギリスで生まれた「フォーリン・アンド・コ

ロニアル・ガバメント・トラスト」と言われている。このファンドができた背

景は、1820 年代以降、欧米諸国ではインフラ整備や産業革命のための資本を必

要としており、それらの諸国への投資はイギリス国内でのそれより高い投資利20 

回りが期待できた。そのため、イギリスでは対外投資が活発に行われるように

なり、資本輸出国となっていた。  

ただ、当時のアメリカなどへの投資にはリスクも高く、大資本家しか対外投

資はできなかった。そこで、中産階級たちが資金を出し合って、大資本家にも

負けない資本プールを作り、経済的な才覚のある人に運用を委託することが考25 

え出された。そこで作られたのが、投資信託であった 7。「フォーリン・アンド・

コロニアル・ガバメント・トラスト」は現在も運用されており、 150 年の歴史

                                                      
7 江口行雄『投資信託発展史論』 1961 年、ダイヤモンド社、 p.19-29 
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をもっている。  

その後、1879 年以降、イギリスの投資信託は株式会社化し、会社型投資信託

として組成されるようになる 8。また、会社型にしたことにより、社債や借り入

れによる低利での資金調達も可能となり、約 10％を上回るリターンを得ること

ができた。また、当時イギリス経済が好調であったことや、低金利政策による5 

コンソル債の利回り低下もあり、投資信託への資金流入が続いたのであった。  

 他方、アメリカは第一次世界大戦まで債務国であり、産業発展やインフラ整

備資金をヨーロッパ諸国からの資金に依存した。しかし、第一次世界大戦を転

機として、アメリカは輸出の拡大を通じて資本輸出国に転じ、これに伴い、ア

メリカ国内でも株式所有の民主化が進んだ。これと並行して、イギリスの投資10 

信託を模倣して、対外投資をしようとする機運も高まり、1921 年から名実を伴

った投資信託の組成が始まるのであった 9。 

 このように、イギリスやアメリカでは、証券投資の民主化が根底にあり、そ

れに伴って、中小投資家の合同運用に対するニーズの高まりを背景にした、投

資信託の組成が始まったのであった。  15 

 

第 2 節 日本における投資信託誕生の背景  

他方、我が国における投資信託は、1941 年、野村証券を委託者とし、野村信

託を受託者とするものが始まりとされている 10。この投資信託が誕生した背景

は、戦争を継続するために大量に発行された戦時国債や、軍事関連企業の増資20 

株、国策会社の株式消化、そしてこれらの株式の価格維持にあった。そのため、

元本の 10％以上の国債投資や、株式売却にも一定の制約が設けられ、さらに信

託期間中の解約も禁止されていた。つまり、戦費の調達や、戦争を支えた軍需

                                                      
8 株式会社化した背景は、それまでの投資信託の多くは、高利回りを保証して

いたにもかかわらず、運用にも成功していたが、中に利払いができないファン

ドが現れてきた。そこで、それまでの投資信託は合法なのか、否かが裁判で争

われた。この裁判で、会社法による登録が必要との判決が出されたことをきっ

かけに、会社形態を採るものに改編されていく（前掲『投資信託発展史論』

p.32-40）。  
9 前掲『投資信託発展史論』 p.101-112 
10 日本ではそれ以前にも 1937 年に、藤本ビルブローカー証券が民法上の任意

組合として「藤本有価証券投資組合」を作っている。  
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企業の資金調達という国家的要請に基づくものであった。  

また、戦後の投資信託は、1951 年に施行された証券投資信託法に基づいて行

われる。我が国では戦後、財閥解体が行われ、証券民主化運動によって大衆株

主が誕生していた。ところが、ドッジ・デフレによる株価下落で、それに耐え

きれなかった一般の株主が株式を放出し、市場に大量の浮動株が存在した。そ5 

の一方で、企業は産業資金を必要としていたため、銀行や生命保険会社は大量

の貸付に応じなければならず、株式の買い入れはできなかったため、株価の下

落を招いた。また、当時の増資は、株主割当額面増資によって行われるのが主

流であり、増資を控えた会社は株価を額面以上にしておく必要があった。つま

り、浮動株を吸収することによる市価の安定や、増資の促進といった要請から、10 

投資信託が再開されたのである 11。そのため、投資信託には、個人の小口資金を

集めて、株式市場や債券市場へ資金を導入させる重要な役割が期待された。  

 このような背景のもとに誕生した日本の投資信託は、前節で取り上げた欧米

の投資信託のように、投資家のニーズに基づいて自生的に誕生したものではな

く、あくまでも国策の一環として作られたという側面が強い。その後作られて15 

いく公社債投資信託や、中期国債ファンドなどの新商品においても、国家の政

策的要請や市場改善のための道具として使われていった 12面がないとは言えな

い。 

このように、国家的要請から再開された日本の投資信託は、株式投資に不慣

れな一般大衆の資金を導入しなければならない。そこで、開始当初は単位型が20 

採用された 13。そして、スターリン暴落後のデフレ環境下で、元本割れが起こっ

た際は、償還期限を 1 年延長させ、結果として元本を上回る価格で償還が行わ

れた。そのことが、本来変動商品であるべき投資信託に強い元本観念を植え付

                                                      
11 このときに証券会社による投資信託業務の兼営が認められた。この決定に

対しては、運用の指図を行うのがブローカー、ディーラー業務を行っている証

券会社であることに、受益者との利益相反を懸念する声が上がっていたが、証

券会社側は採算性の問題から、将来の分離は約束したものの、当時は分離を受

け入れなかった。そのことが、後述する投資信託が抱える構造的な問題の基因

となるのであった。  
12 田村威（2017）『十四訂  投資信託基礎と実務』経済法令研究会、 p.52 
13 単位型が採用された背景には、 2 年間という短い信託期間を設定し、定期預

金に類似した商品性を持たせて、投資家を獲得していくという意図があった。  
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けさせた面がなかったとは言えないだろう 14。 

 

第 3 節 日米の投資信託市場の規模の推移とその比較  

 1980 年代までは、日本とアメリカでは家計金融資産に占める預貯金の比率に

大差はなかったが、現在では日本のそれが約 4 倍となっている。アメリカで家5 

計金融資産が、投資信託や株式等に振り向けられた理由として、 MMF の誕生や

401（k）の導入が言われている。その結果、アメリカでは投資信託市場の規模

は、1980 年と 2015 年を比較すると約 35 倍の拡大を見たのに対し、日本のそれ

は約 8 倍にとどまっている。そこで、アメリカの投資信託市場の拡大になぜ MMF

や 401（k）などが寄与したのかを考察したい。  10 

 まず、アメリカで投資信託への資金流入が拡大した主たる要因は、株価の上

昇にあるわけだが 15、そのほかにもいくつかの要因が言われている。まず、預金

に近い性質を持っている MMF の誕生である。1970 年代にアメリカの株価は長期

に亘って低迷が続いた。 MMF が誕生するまでは、株式市況が急変した時には、

株式や投資信託への投資資金は、銀行預金へ流出していたわけだが、 MMF の誕15 

生によって、それが投資資金の一時的な避難場所となり、銀行預金への資金流

出を防ぐ役割を果たした 16。 

 その後、1980 年代初頭には MMF への資金流入が拡大していく。当時、アメリ

カでは「双子の赤字」対策として、歳出削減、規制緩和、通貨供給量の抑制な

どを柱とするレーガノミクスが行われたが、結果的には軍事費の拡大による歳20 

出拡大と通貨供給量の抑制により、金利が高騰した。しかし、預金商品にはレ

ギュレーション Q によって、金利に上限が設定されていたのに対し、短期国債

や CP などで運用されていた MMF にはそのような制限がなく、MMF の利回りが預

金金利を上回っていたことから、預金から MMF へ資金が流入した 17。つまり、

                                                      
14 前掲『十四訂 投資信託の基礎と実務』 p.45 
15 杉田浩治（2015）「米国投資信託  4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」日

本証券経済研究所、 p.12 
16 日本証券経済研究所『図説・アメリカの証券市場』 2016 年版、 2016 年、

p.282 
17 アナト・アドマティ、マルティン・ヘルビッヒ著、土方奈美訳『銀行は裸

の王様である』東洋経済新報社、2014 年、p.58 
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預金に近い性質を持ちつつ、利回りは預金よりを大きく上回ったことが、それ

まで証券投資をしてこなかった投資家を、リスク性資産へと誘導するきっかけ

になったのである。  

 次に、二つ目は 401（k）や IRA（個人退職口座）の開始である。アメリカで

は 1974 年に IRA がスタートし、1981 年には 401（k）がスタートした。1985 年5 

の IRA の資産規模は 0.03 兆ドルであった 18が、2014 年には 7.17 兆ドルへと増

加 19し、401（k）も 1980 年代半ばには 0.24 兆ドルだったが 20、2014 年には 6.58

兆ドルへと拡大した。これらを合計すると、1980 年代には 0.3 兆ドル弱だった

資金規模は、2014 年には 13.75 兆ドルと約 46 倍の拡大を見た。  

IRA や 401（k）は超長期で運用されるため、長期、分散投資を特徴とする投10 

資信託に資金流入が続き、投資信託市場における IRA や 401（ k）のシェアは、

図表 3 に示したとおり拡大し、投資信託の資産規模の拡大に寄与したのである。

また、401（k）を通じて、アメリカの家計にも投資信託が普及した。  

図表 4 によれば、投資信託の世帯普及率は、1980 年には 5％台だったが、2014

年に 43％まで上昇している。特に注目すべきは、若年層への投資信託の普及率15 

が高い点である。すなわち、 401（k）を利用して毎月一定額を投資し、若年層

が老後資産を形成している姿が読み取れよう 21。 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

                                                      
18 杉田浩治（2016）「世界の投資信託  30 年の変化と今後の課題」日本証券経

済研究所、p.7 
19 前掲「米国投資信託  4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」 p.12 
20 前掲『図説・アメリカの証券市場』 2016 年版、p.292 
21 前掲「米国投資信託  4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」 p.14-15 
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（図表 3）アメリカ投資信託残高に占める確定拠出年金制資金の割合 (％) 

 

〔出典〕前掲「米国投資信託  4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」p.13 よ

り作成  

 5 

（図表 4）アメリカでの投資信託の世帯普及率の推移と 2014 年の年齢別普及率  

 

 

〔出典〕前掲「米国投資信託  4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」p.15 より

作成 10 
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これ以外にラップ口座も、投資信託への資金流入に寄与したという意見もあ

る。1980 年代後半には、独立系のアドバイザーは、顧客のライフプランに基づ

いたゴールベースのファイナンシャル・プランを立てた。この資金計画を実現

するためのアセットアロケーションを、投資信託の組み合わせによって構築し、

独自のラップ・プログラムを構築した。また、大手証券会社も 1975 年以降、マ5 

ネージド・アカウントを提供していた 22が、これは富裕層向けのサービスであ

ったため、一般層向けの商品として投資信託で運用するファンド・ラップの提

供を始めた 23。このことも投資信託市場の拡大に寄与したのであった。  

このように、アメリカでは投資信託の普及は、株価の上昇を主因としながら

も、MMF や 401（k）、IRA、ラップ口座の普及が投資信託市場の拡大に寄与し、10 

その市場規模は拡大を続けていくことになったのである。  

他方、日本の公募投資信託残高は、 1985 年の 19.97 兆円から、 2015 年には

97.76 兆円となり、 30 年間で 5 倍の増加を見た（図表 5）が、アメリカのそれ

とは比べるまでもなく、市場規模の差は拡大する一方であった。日本の投資信

託が伸び悩んだ要因は、バブル崩壊に伴う株価下落と、デフレの長期化による15 

株価低迷にあったと考えられる。特に、デフレ下では低金利でも実質的な購買

力は増しており、低迷が続く証券投資より、元本が保証された預貯金の方が結

果的には賢明な投資行動であったと言えよう。ただ、その結果、家計金融資産

は預貯金へと回帰し、家計金融資産に占めるリスク性資産の比重は再び低下し

ていった 24。 20 

 

 

 

 

                                                      
22 シドニー・ルブラン著、日興コーディアル・アドバイザー訳（ 2005）『SMA

－アメリカ発資産運用の新潮流』社団法人金融財政事情研究会、 p.63 
23 黒川敬之、石永幸司、相馬克哉（ 2017）「日本の個人資産形成におけるラッ

プビジネスの可能性について」『三菱  UFJ 信託資産運用情報』 2017 年 5 月

号、p.11 
24 1980 年代のバブル期には、巨額の資金が投資信託市場に流入し、運用資産

額は 1980 年末の約 6 兆円から 90 年末には 46 兆円まで急増した。  



17 

（図表 5）日本の投資信託残高の推移（単位 :百万円）  

 

 

〔出典〕投資信託協会ホームページ「投資信託の主要統計等ファクトブック

（2018 年 9 月末）」p2、投資信託協会 (2002)「投資信託５０年史 (資料編)」よ5 

り作成  

 

では、アメリカで投資信託市場拡大の牽引役となった 401（k）は、なぜ日本

では牽引役とならなかったのだろうか。日本でも確定拠出年金が 2001 年から

開始されたが、2018 年 7 月時点で加入者は 686 万人であり、これは就業者数の10 

約 10％に過ぎない。また、個人版確定拠出年金（ iDeCo）も 2017 年 1 月からス

タートしたが、 2018 年 8 月末時点での加入者は 100 万人に過ぎない 25。 

また、確定拠出年金加入者の運用商品もアメリカとは大きく異なり、運用資

産の 60％が元本保証商品で運用されている 26。その理由として、アメリカの 401

（k）では、運用商品に預金がないのに対し、日本では預金も運用商品に含まれ15 

ていることが挙げられる。また、最近は少し変化も見られるが、2014 年時点で

は加入企業が設定したデフォルト商品の 96％が預貯金などの元本確保型商品

                                                      
25 企業年金連合会ホームページ  
26 「日本経済新聞」 2018 年 6 月 13 日 朝刊   
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であった 27。このことが、アメリカとは異なり、投資信託への資金流入、市場規

模の拡大に寄与しなかった最大の要因と考えられる。  

また、資産の運用は年代によって取れるリスクに差がある。そこで、年代別

の確定拠出年金における運用資産構成を図表 6 に示した。一般的には勤労世代

は、勤労所得があるためリスクが取りやすいとされる。ところが、図表 6 によ5 

れば、どの世代も元本保証型商品での運用が 50％を超えていることが分かる。

現在の超低金利下では、元本保証型商品での運用収益はほとんど期待できず、

老後資産の形成にはほとんど役立っていないと言えよう。  

では、なぜこれほどまでに投資信託での運用が行われないのだろうか。もち

ろん、その一因として日本人の金融リテラシーの不足があると考えるが、その10 

ほかにも要因があるのではないだろうか。そこで、次に日本の投資信託が抱え

る構造的な課題について取り上げたい。  

 

 

（図表 6）年代別商品選択割合  15 

 

（注）運用資産構成は 2016 年 3 月末時点  

〔出典〕運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料」 p16.より作成  

                                                      
27 「日本経済新聞」 2014 年 11 月 26 日 朝刊  
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第 3 章 日本の投資信託が抱える構造的問題  

第 1 節 回転売買を助長する手数料体系  

前章では、日本の投資信託には歴史的経緯から、元本概念が根付いたことや、

アメリカで投資信託市場の拡大に寄与した 401（k）などの制度が、日本では投5 

資信託市場の拡大にあまり寄与していないことを述べた。しかし、日本の投資

信託市場に資金流入しない要因は、上記のみに留まらないと考える。本章では、

日本の投資信託が抱える構造的な問題について述べていく。  

バブル崩壊以降続く低金利政策は長期化し、もはや預貯金のみで資産を増や

すことは期待できなくなった。その一方で、長寿化と少子高齢化に伴い、今後10 

年金支給額の減額や支給開始年齢の引き上げも予想されている。したがって、

私たちミレニアル世代は、自助努力で老後の生活資金を準備する必要性が高ま

っている。こうした背景から、金融庁は「貯蓄から資産形成」を標榜し、長期

投資の必要性を訴えるようになった 28。  

他方で、各国の投資信託の平均保有年数を見てみると、アメリカが 4.6 年、15 

英国が 4.5 年であるのに対し、日本の投資信託の平均保有年数は 2.6 年である

（図表 7）。このように日本の投資信託市場は、短期保有志向に陥っていること

が分かる。この要因を私たちは、販売会社が顧客に短期で商品を乗り換えさせ

る回転売買を盛んに行っているためであると考える。  

 20 

 

 

 

 

 25 

 

                                                      
28 金融庁ホームページ「平成 27 事務年度金融レポート」平成 28 年 9 月、p．

44 
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（図表 7）日本の公募投資信託の平均保有期間  

 

〔出典〕三菱 UFJ 国際投信（ 2016）「日本版 nisa の道その 129」p.4 より作成  

 5 

ではなぜ、日本の投資信託市場では回転売買が頻繁に行われているのだろか。

その背景には、販売会社と運用会社の資本関係があると考える。すなわち、戦

後、日本で投資信託が再開された際、採算性の観点から販売会社と運用会社を

分離せず、投資家との利益相反を内包させたまま運用をスタートしたことに根

因があると考える。  10 

しかしその後、投資信託の委託者として信託財産の運用を行うことと、証券

業者としてブローカー・ディーラー業務を同時に行うことは、利益相反を起こ

しかねないと批判を浴び、投資信託委託業務は証券会社から分離され、投資信

託委託会社として独立することとなった。とはいえ、資本関係は維持されたま

ま、販売会社が親会社、運用会社は子会社というケースが大手運用会社を中心15 

に見られた 29。この資本関係を基礎にして、いくつかの構造的な問題を生み出

したのである。  

最初に回転売買を助長した手数料問題から取り上げよう。顧客が支払う投資

                                                      
29 前掲『証券論』 p.348 
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信託の手数料は、販売手数料と信託報酬の二つがある。販売手数料は、投資家

が投資信託を購入する際、販売会社に対して支払う手数料である。これに対し

て、信託報酬は、顧客が投資信託を保有している間、投資信託の管理、運用の

ための経費として信託財産の中から毎日徴収される手数料である 30。 

日本の投資信託の手数料構造における問題点として、図表 8 に示したとおり、5 

信託報酬は販売会社と運用会社、信託銀行の 3 者で折半されるのに対し、販売

手数料は全額、販売会社の収入となるため、必然的に販売会社は販売手数料の

獲得を目指す構造になっていることが挙げられる。  

日本の販売手数料は平均で 3.20％であり、信託報酬は 1.53％である。他方

で、アメリカの販売手数料は 0.59％、信託報酬は 0.28％であり、日本よりはる10 

かに低い 31。その要因として、アメリカではさまざまな手数料体系があり、多様

な販売チャネルで販売されており、顧客の商品や購入場所選択の幅が多く、手

数料の引き下げ競争が存在することが挙げられる。また、アメリカにはノーロ

ード投資信託も多く存在する。この商品は販売手数料を徴収しない代わりに、

残高に連動して信託報酬を徴収するため、顧客と会社の利害が一致する手数料15 

体系になっていることが挙げられる。  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

                                                      
30 宇野淳（2010）『アセットマネジメントの世界』東洋経済新報社、 p.69 
31 前掲「平成 27 事務年度金融レポート  主なポイント」P.6 
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（図表 8）。投資信託の手数料の内訳  

 

〔出典〕前掲『アセットマネジメントの世界』 p.69 図表 3-3 より作成 

 

日本もアメリカも販売手数料が高いことは同じだが、その差は圧倒的に日本5 

の方が大きく、日本の手数料体系は販売会社に回転売買を助長するものとなっ

ている。そのため、利益が出ているファンドは、販売会社の回転売買の標的に

なりやすく、その弊害としてパフォーマンスの良いファンドほど、解約が起こ

ってパフォーマンスが低下するという問題が生じている 32。 

その結果、図表 9 から分かるように、日本の投資信託の残高は、他国に比べ10 

て残高増加率が低いことが分かる。販売会社の販売姿勢は、ファンドマネージ

ャーの努力も虚しく安定した運用が行えず、むしろパフォーマンスを低下させ

ているのである。つまり、販売手数料獲得を目的とした回転売買は、投資家か

ら何度も手数料を徴収し、投資家の負担を増やすだけでなく、運用パフォーマ

ンスの低下にもつながっており、二重の意味で投資家を裏切ることになるので15 

ある。  

 

                                                      
32 私たちが、大手運用会社の運用担当者の方にインタビューした際、伺った

話である。  
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（図表 9）世界の国別公募証券投資信託残高の変化  

 

〔出典〕杉田浩治 (2016 年)「世界の投資信託 30 年の変化と今後の課題」 P9 よ

り作成  

 5 

第 2 節 なぜ日本ではテーマ型のアクティブ商品が売れているのか  

次に、販売会社と運用会社の資本関係と手数料体系に依拠した課題として、

日本ではアクティブ運用の商品が売れていることを挙げられる。図表 10 によ

れば、日本では規模の大きい株式投資信託のすべてが、アクティブ型となって

いる。  10 

アクティブ運用の商品がなぜ売れるか言えば、顧客のニーズが高いからでは

なく、インデックス運用の商品より高い販売手数料を獲得できるためである。

そして、手数料の高いアクティブ運用の商品を販売するための甘味剤として、

テーマを設定しているのである 33。現在であれば、 REIT や AI、フィンテック、

環境関連などのテーマがそうである。  15 

また、図表 11 によれば、日本で販売されている投資信託のうち、純資産額上

位の 5 ファンドのうち三つが REIT である。それは販売会社が顧客に説明しや

                                                      
33 テーマの設定は系列関係にある運用会社では、販売会社主導で行われ、販

売会社が売りたい、売りやすい商品性が採用されていた。 (渋澤健、中野晴

啓、藤野英人(2017)『人生 100 年時代のらくちん投資』日経ビジネス人文庫、

p48-49) 
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すいテーマを設定すれば、販売会社が顧客に商品を販売しやすくなる。このこ

とから日本の投資信託ではテーマ性をもった商品が多く設定されているのであ

る。 

そして、こうしたテーマに沿って運用されるアクティブ運用の商品は、その

時々の旬のテーマを取り上げ、旬が過ぎればまた別の旬なテーマの商品を組成5 

する。この結果、販売会社は、顧客が現在保有している古いテーマの商品から、

新しいテーマの商品に乗り換えさせ易くなる。この結果、顧客が商品を買い替

える度に、販売会社は手数料が獲得できるので、日本ではテーマ性商品が数多

く組成されているのである。  

 10 

（図表 10）日本の規模の大きい株式投資信託  

 

〔出典〕金融庁（ 2017）「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議説明資

料」p.15 より作成  

 15 

さらに、低コストで運用が可能なインデックス運用の方が、長期的にはアク

ティブのパフォーマンスを上回るとされ 34、長期資産形成にはインデックスの

方が適していると言える。 

                                                      
34 「日本経済新聞」 2009 年 4 月 12 日朝刊、 p.13 
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 日本のアクティブファンドの運用リターンを、インデックスファンドのそれ

と比べてみると、アクティブ運用型の商品のうち 71％が、日経 225 を参照した

インデックス運用商品のリターンを下回るといわれている 35。それにもかかわ

らず、アクティブ運用の商品が売れているのは、販売手数料の獲得を目的に販

売されているためであり、本当に顧客本位の商品販売と言えるのか疑問が残る。 5 

 

（図表 11）日本の売れ筋ファンド上位 5 位  

 

〔出典〕投信まとなびホームページより作成 2018 年 9 月 21 日アクセス  

 10 

第 3 節 毎月分配型商品の課題  

 また、日本では毎月分配型の商品が売れている。前述したように、投資信託

の利益の一つに複利効果が挙げられるわけだが、毎月分配型はその利益を放棄

するものである。  

 図表 12 は、日本の投資信託の募集残高の多い商品を示したものである。主な15 

投資対象は、毎年変化が見られる一方、共通して言えることは、毎月分配型の

商品が売れていることである。  

たしかに、我が国では資産を保有しているのは高齢世代に偏っており、証券

                                                      
35 金融庁（2017）「平成 28 事務年度金融レポート  主なポイント」 p.9 
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投資をしているのも高齢世代が多い 36。毎月分配型の商品は、高齢者が年金の

上乗せに利用したいというニーズを持っており、そのニーズに合致している商

品ではある 37。しかし、分配金には普通分配金と特別分配金があり、普通分配金

は運用で生じた収益から支払われるが、特別分配金は顧客が投資した資産から

支払われる。毎月分配型の商品には特別分配金が支払われ、元本割れを起こし5 

ている商品も多くあるといわれている 38。 

 

（図表 12）日本の売れ筋投資信託  

 

〔出典〕金融庁（ 2016）「金融審議会市場ワーキング・グループ（第４回）事務10 

局説明資料」p.3 より作成  

 

さらに、もう一つの毎月分配型の問題点は、先述したとおり複利効果が期待

できないことが挙げられる。無分配型の商品は運用益や配当を分配せずに、そ

のまま元本に加えて運用を継続するため、複利効果が生まれる。一方で毎月分15 

配型の商品は運用益などを、投資家に分配するため、複利効果が期待できなく

なる。また、投資元本の一部を特別分配金として分配している場合、ファンド

                                                      
36 前掲「平成 27 年度  証券投資に関する全国調査（個人調査）」 p.145 
37 投資信託協会（ 2017）「投資信託に関するアンケート報告書－ 2016 年（平成

28 年）投資信託全般」 p.6 
38 「日本経済新聞」 2016 年 12 月 1 日夕刊  

主な投資対象 決算頻度 主な投資対象 決算頻度 主な投資対象 決算頻度 主な投資対象 決算頻度 主な投資対象 決算頻度

1
国外・債券（豪ドル

円為替オプション）
毎月 国内外・株式① 毎月

米国・ハイイー

ルド債
毎月

国内外特定セク

ター株式③
6ヶ月毎 米国・ REIT④ 毎月

2 米国・REIT① 毎月
米国・ハイイール

ド債
毎月

国内外・特定セ

クター株式①
毎月 新興国・株式② 毎月 米国・ REIT③ 毎月

3 新興国・株式① 毎月 米国・REIT③ 毎月 米国・REIT③ 毎月 新興国・REIT 毎月 国内外・REIT① 毎月

4 米国・REIT② 毎月
国内・株式（ブラジル

レアル通貨選択）
毎月

国内外・特定セ

クター株式②
3ヶ月毎 米国・REIT④ 毎月 国内外・REIT② 毎月

5 新興国・債券 毎月 国内外・REIT① 毎月
欧州・ハイイー

ルド債
毎月 国内外・株式② 毎月 米国・ REIT① 毎月

2016年3月
順位

2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月
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の資産減少をもたらし、運用を困難にして、結果的にパフォーマンスの低下を

引き起こすこともある。このため、長期運用を前提とした投資家が購入するに

は適さないわけだが、図表 13 によれば若者も毎月分配型商品の保有が多い。  

 

（図表 13）年代別毎月分配型投資信託の保有割合  5 

 

 〔出典〕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－2017

年（平成 29 年）投資信託全般」 p.33 より作成  

 

なぜ、多くの若者が毎月分配型を保持しているのだろうか。分配金の使途を10 

みると、自分のお小遣いや生活費が上位であり、高齢者と変わらない目的で毎

月分配型を購入していた 39。しかし、運用成績が良くないときは、分配金が支

払われないことに関して、若者は半数以上理解していない 40。本来、若者は無

分配型商品で、長期運用することにより、複利効果を受けて資産を増やすこと

が好ましいが、毎月分配型をあまり理解していない若者が目先の利益にとらわ15 

れ、 

 

                                                      

39 投資信託協会(2016)「投資信託に関するアンケート調査報告書」 P46 
40 投資信託協会(2017)「投資信託に関するアンケート調査  調査結果サマリ

ー」P29  

57.4

52.9

38.5

37.1

33.8

43.2

32.8

34.1

43.8

43.4

45.7

42.6

9.8
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17.7
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20.5

14.2

７０代

６０代

５０代

４０代

３０代

２０代

保有している 保有していない 不明・回答拒否
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購入させられていると考えられる。また販売会社側の説明が十分になされて

いたのかどうかも懐疑的である。  

 

（図表 14）分配型投信の特徴として知っているもの（％）5 

 

〔出典〕投資信託協会「 2017 年投資信託に関するアンケート調査  調査結果サ

マリー」P29 より作成  

 

 10 

第 4 章 運用パフォーマンスの上昇を阻害させる要因  

第 1 節 増加する小規模ファンド  

日本の投資信託のもう一つの課題として、運用パフォーマンスの低さが指摘

できる。アメリカの投資信託の収益率は 5.20％であるのに対し、日本のそれは

0.11％しかない 41。この運用パフォーマンスの差異は、先述した回転売買に加15 

えて、ファンド本数の多さも要因の一つであると考える。類似商品が作られる

                                                      
41 金融庁（2017）「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議説明資料」

p.5 
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ことにより、顧客の資金が複数の商品に分散し、結果として運用資産が小さく

なり、運用パフォーマンスを押し下げていると考える。  

図表 15 は日本、イギリス、アメリカの公募投資信託の数と 1 ファンド当たり

の資産額を比較したものである。日本は他国に比べ、残高規模との相対比較で

ファンド数が多く、 1 ファンド当たりの資産額はイギリスやアメリカより圧倒5 

的に少ない。アメリカでは 2000 年以降、投資信託のファンド数はほぼ一定で推

移しており、その間、純資産残高、1 ファンド当たりの資産額を倍以上に増や

してきた。ここから、日本では資産規模の小さなファンドが乱立していること

が理解できる  

 10 

 

 

 

 

 15 

（図表 15）公募・証券ファンド数と 1 本当り金額の比較  

 

〔出典〕杉田浩治（ 2018）「投資信託の制度、実態の国際比較」、日本証券経済

研究所、p.15 より作成  

 20 



30 

（図表 16）投資信託のファンド数の推移、 1 本当たりの残高平均の推移  

 

〔出典〕金融庁ホームページ「事務局説明資料 (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 )」p４より作成  

 5 

2007 年の投資信託法改正により、日本でも投資信託の併合が解禁された。し

かし、併合が進展しない要因が主として 2 点挙げられる。 1 点目に、複数の金

融機関によって販売されている商品の場合、各投資家に併合の同意を得る事務

作業が煩雑なことである。そして 2 点目に挙げられるのが、手数料の異なる商

品を併合する場合、どの手数料を採択するか検討する必要があることである。10 

以上の 2 点がハードルとなり、2017 年時点では一度も投資信託の併合は実現し

たことがなく、資金の流出が著しいファンドが閉鎖されずに残っていたのであ

る 42。 

日興リサーチセンターによると、国内で販売されている追加型公募投資信託

は約 5,400 本とされ、そのうち採算ラインとされる資産規模が 50 億円以下の15 

ファンドが、6 割超を占めている 43。つまり、日本の運用会社は、販売会社が販

売手数料を獲得しやすいように、テーマ性ファンドを乱造した結果、ブームの

                                                      
42 「日本経済新聞」 2017 年 3 月 8 日夕刊  
43 「日本経済新聞」 2017 年 3 月 8 日夕刊  
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過ぎ去ったファンドからは資産が流出し、資産規模の小さなファンドを次々と

生み出しているのである。 

このように資産規模の小さなファンドは、さまざまな資産へ分散が図れずに、

リスク管理が十分に行えない。また、ファンドマネージャー 1 人あたりが担当

するファンド数の増加から、運用管理報告書などの事務負担の増加は免れない。5 

それゆえに、運用パフォーマンス向上に向けた要となる銘柄発掘に割く時間の

減少を招き、結果として運用パフォーマンスの低下が危惧されると考える。 44 

 先述したように、日本の販売会社は、次々とテーマ性商品を作り、それを

顧客に短期間で商品を乗り換えさせて、販売手数料を徴収している。つまり、

販売会社による回転売買が、小規模ファンドの乱立の要因であると考える。第10 

6 章の提案では、運用パフォーマンス低下を引き起こす回転売買の抑止案を提

言したい。  

 

第 2 節 求められる運用会社の情報開示  

第 1 節では、販売会社が販売手数料獲得のため、テーマ性商品を乱造し、そ15 

れを回転売買させることで、ブームの去ったファンドから資金流出が起こり、

閉鎖されずに残された小規模ファンドでは運用が困難となり、運用パフォーマ

ンスの低下を招いていることを述べた。  

また、別の課題として、投資家と運用会社の情報の非対称性という課題があ

る。本来、投資信託は販売方法や商品性のみならず、ファンドマネージャーの20 

能力こそが競争源泉となるはずである。アメリカでは、運用会社のホームペー

ジで運用担当者の経歴や運用方針、過去の運用商品のパフォーマンスが開示さ

れており、それらを投資家が商品購入の判断材料の一つとして利用している。

また、Statement of Additional Information では、経営陣や運用担当者の自

己保有額も開示されている。これを開示することにより、投資家は、運用担当25 

者がどのような運用理念、運用方針でそのファンドを運用しているのか、その

ファンドマネージャーが過去に運用した商品のパフォーマンス、ファンドマネ

ージャーがその商品をどのくらい自己保有しているかが理解できる。 

                                                      
44 「日本経済新聞」 2017 年 3 月 8 日夕刊  
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 それに対し、日本の大手運用会社では、運用担当者に関する情報の開示義務

がないため、運用担当者の運用歴などが開示されておらず、ファンドマネージ

ャーの運用理念や方針、過去の実績が分からない。この要因には、運用方針の

決定プロセスが、アメリカと異なることが背景にあると考える。  

アメリカでは、ファンドマネージャーが運用方針を決定するが、日本では図5 

表 17 や図表 18 に示したように、運用委員会や運用会議で方針が決定される。

このため、ファンドマネージャー個人の運用理念や方針を掲載しても意味がな

いからであろう。しかし、その委員会などの会議体のメンバー、さらには彼ら

が過去に運用に関連した商品のパフォーマンスなどを開示することは可能なの

ではなかろうか。  10 

現状では、運用委員会などの会議体で運用方針や投資先が決められるため、

責任の所在が明確ではなく、運用パフォーマンスを向上させようというインセ

ンティブが働いていない。しかし、過去の運用歴、パフォーマンス実績などを

開示すれば、運用パフォーマンス向上に向けた動機付けとなるのではないか。  

また、前述したように、日本のファンドマネージャーは、自己運用ファンド15 

の保有額が開示されていない。アメリカではファンドマネージャーの自己保有

額が開示されており、投資家はその情報からファンドマネージャーの運用に対

する自身の表れと判断し、ファンドを選択する際の情報として活用されている。

しかし、日本では、運用担当者が自身の運用するファンドを自己保有している

のか、否か開示されていない。  20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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（図表 17）大和投資信託委託の運用プロセス  

 

〔出典〕大和投資信託委託ホームページより引用  

 

（図表 18）岡三アセットマネジメントの運用プロセス  5 

 

 

〔出典〕岡三アセットマネジメント株式会社ホームページより引用  
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一方、独立系運用会社では、多くのファンドでファンドマネージャーが自己

保有しているとのことだった 45。自己保有することは、投資家と利害が一致す

ることに加え、そのファンドのパフォーマンスが低下すれば、マネージャー自

身も損失を被るため、運用パフォーマンス向上に向けた動機づけになると考え

る。このため、自己保有の有無の開示が望まれるのである。  5 

 

第 3 節 投資先企業とのエンゲージメントの必要性  

 2014 年 2 月、金融庁より日本版スチュワードシップ・コードが発表された。

本コードでは、機関投資家と企業とのエンゲージメントの実施を強く指摘して

いる。  10 

 投資信託は投資家から預かったお金を、お金を投じてくれた投資家のために

運用する。日本証券業協会の「証券投資に関する全国調査」によると、投資家

が証券投資に興味、関心をもったり、検討するきっかけは、収入を増やしたい

であったり、株主優待である 46。 

また、同じ調査によれば、投資信託を購入する際に重視する点は、安定性や15 

リスクの低さとともに、成長性や収益性の高さが挙げられている 47。この調査

から明らかになるのは、投資家は投資信託に高い運用パフォーマンスを求めて

いることである。つまり、投資信託の運用会社にとっては、投資家に自社の商

品を選択してもらうには、いかに運用パフォーマンスを向上させるかが重要と

なる。運用パフォーマンスを向上させるには銘柄選定も重要であるが、その一20 

方で投資先企業の収益性向上に関与することも重要である。その際、カギにな

るのが議決権行使と対話である。  

 2014 年に日本版スチュワードシップ・コードが策定され、機関投資家は投

資家に対する受託者責任を果たすため、企業とのエンゲージメント（対話）を

通じた中長期的な成長を促すことが求められた。機関投資家によるエンゲージ25 

                                                      
45 2017 年 9 月に、大手運用会社のファンドマネージャーへヒアリングを行っ

た際に伺った話である。  
46 前掲「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 )」、

p.11 
47 前掲「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 )」

p.98  
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メントとは、「投資家の発言権を行使して、直接且つ柔軟に経営者の規律付け

を可能にするもの 48」と定義されている。以前は株主提案や議決権行使などを

通じて、投資家が経営に関与することを株主アクティビズムと呼んでいたが、

近年では、目的を持った対話を重視するエンゲージメントを含めた投資家の行

動を包括した概念として確立されてきた。  5 

 既にアメリカでは、エンゲージメントは、投資家から預かった運用資産の価

値増大による受託者責任の遂行が目的とされている。つまり、投資先企業に対

する理解を深めるだけではなく、投資先企業が行った重大なイベントに対する

理解の向上や、投資先企業の収益性が不十分と判断した場合に、お互いの対話

を通じてその原因を明らかにする。その対話の過程から、機関投資家は投資先10 

企業に対する理解を深め、投資先企業にも株主が求めているもの、考えを理解

してもらうことを目的として対話が行われているようである。  

日本でもスチュワードシップ・コードの策定から 4 年が経過し、 2018 年 8

月末時点で、233 の機関投資家がスチュワードシップ・コードを受け入れてい

る。これまでも機関投資家と投資先企業との対話は行われ、スチュワードシッ15 

プ活動に関する情報開示の一つとして、 2017 年から機関投資家による議決権

行使結果の個別開示も始まった。これは、持ち合い関係や取引上の関係から機

関投資家が「もの言わぬ株主」になっていたことを改めさせる重要な改善では

あったが、私たちはこれだけでは不十分ではないかと考えている。  

投資家が行うスチュワードシップ活動は議決権行使だけにとどまらず、投資20 

先企業とのエンゲージメントも重要である。投資家と投資先企業との間で行わ

れるエンゲージメントでは、対話を通じて投資先企業の経営判断への理解を高

めるだけでなく、経営側に対して改善を促すこともある。しかし、ここで問題

になるのは、こうしたエンゲージメント活動に関する情報の開示がされていな

いことである。  25 

例えば、東京海上アセットマネジメントの東京海上日本株 TOPIX ファンドに

は、1,089 銘柄が組み入れられているが、 1,089 の企業と対話することは不可

能である。先日、運用会社を訪問した際、このことを質問したが、インデック

                                                      
48 環境省ホームページ  
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スファンドの組入企業へのエンゲージメントは、すべての企業に対しては行わ

れていないようであった。また、経営者との対話も、重点的に対話を行う企業

と、そうでない企業に分けて行われているようであり、対話内容にも濃淡があ

るようであった。  

現在、議決権行使結果は個別開示されているが、なぜそのような行使を判断5 

するに至ったのか。また、日常的にどのような対話が行われていたのかは一切

開示されていない。もちろん、エンゲージメントでは、投資先企業の経営戦略

に関わる内容も含まれるため、すべてを明らかにすることは不可能だが、何度

対話が行われ、投資先企業に対する理解を深めるための対話だったのか、経営

改善を求める対話だったのかという表面的な事項の開示は可能だと考える。し10 

かし、現時点ではそのことは開示されておらず、機関投資家がどの程度、企業

との対話を行っているかが分からない。投資家の利益を第一に位置づけるので

あれば、開示できる範囲で情報を開示するべきではないかと考える。  

 

 15 

第 5 章 低い金融リテラシーと金融教育の課題  

第 1 節 金融リテラシーと投資行動  

日本証券業協会は、金融リテラシーを「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、社会人として経済的

に自立し、より良い暮らしを行っていく上で欠かせない生活スキル 49」 と定義20 

している。また、「国民一人ひとりが金融リテラシーを身に付けることは、健全

で質の高い金融商品の供給を促し、我が国の家計金融資産の有効活用につなが

ることが期待される 50」と、国民の金融リテラシーの向上は、資産運用のみなら

ず、商品供給にも好影響を与えると、その重要性を謳っている。  

さて、金融リテラシーと証券投資には相関性があるのだろうか。図表 20 に25 

                                                      
49 日本証券業協会ホームページ  

50 前掲 2018 年 10 月 25 日アクセス  
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よれば、金融リテラシーが高い人ほど、投資経験のあることが分かる 51。また

金融教育を受けた人は、受けていない人に比べて積極的に投資をしており、金

融リテラシーと、投資行動には強い相関性があることが分かる。では、日本人

の金融リテラシーは高いのだろうか。  

 5 

 

 

（図表 20）金融知識等の階層別の投資行動  

 

〔出典〕金融広報中央委員会（2016）「「金融リテラシー調査」の結果」p.31 よ10 

り作成  

 

図表 21 は、日本とアメリカで行われた金融リテラシー調査の共通問題の正

答率の比較である。日本人は共通問題（5 問）の平均正答率が 47％であるのに

対し、アメリカ人は 57％と 10％の差がある。この共通問題には、資産形成の15 

上で必要不可欠な知識である複利効果に関する問題もあり、これの正答率は日

本人が 43％に対し、アメリカ人 75％であり、 32％も差がある 52。 

                                                      
51 同様の結果は、家森信善、上山仁恵（ 2016）「若年社会人の金融経済教育と

金融行動」『神戸大学経済経営研究所ディスカッションペーパー』 DP2016-J02

でも明らかにされている。  
52金融広報中央委員会「金融リテラシーの調査の結果」 p.16 
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（図表 21）米国と日本の金融リテラシー正誤問題 5 問の平均正答率

 

〔出典〕金融広報中央委員会「金融リテラシーの調査の結果」より作成  

 

 そして、この日本人の金融リテラシーの低さが、家計金融資産の預貯金偏重5 

を生み、回転売買、テーマ性商品や毎月分配型商品、アクティブ運用型の商品

の購入が多い一因になっているのではないかと考える。では、日本ではどのよ

うな金融教育が行われているのであろうか。次に、日本の金融教育の現状をみ

ていきたい。  

 10 

第 2 節 日本の金融教育の課題  

日本人は金融リテラシーが低いことも一因となって、投資に慎重であること

を指摘した。しかし、なぜ日本人の金融リテラシーは他国と比較して低いのだ

ろうか。マクロミルの調査によると、日本のミレニアル世代の約 44％が投資、

資産運用に興味があると回答している 53。これは 40 代以上の世代より高い数字15 

である。ミレニアル世代である 2、30 代は、将来の年金受給への不安から、自

助努力による老後資産の形成が必要な層である。  

しかし、投資や運用の経験は、9 割が投資未経験である（図表 22）。投資や資

                                                      

53 honote「ミレニアム世代のマネー事情」 2017 年 
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産運用に興味を感じているにもかかわらず、投資経験がないのは、若年社会人

に対する金融教育の機会が少ないことが理由の一つと考える。金融リテラシー

調査では、金融教育を行うべきと答えた人が 62.4％を占め、多くの人が金融教

育の必要性を感じている。しかし、その中で実際に金融教育を受けた人はわず

か 8.3％しかいない。これはアメリカの 3 分の 1 の割合である 54。 5 

 

（図表 22）ミレニアル世代の投資経験

 

〔出典〕ジャパンネット銀行「ミレニアル世代のマネー事情を調査」 p.6 よ

り作成  10 

 

社会人に対する金融教育を日本とアメリカで比較すると、アメリカでは、401

（k）加入者に対して、加入時のみならず継続教育も行われている。これは 2000

年代初めの IT バブル崩壊とエンロン事件をきっかけに、アメリカの 401（k）

加入者への教育方法の見直しが行われたことによるものである。  15 

従来の加入者教育は、新規加入時の教育に重点が置かれていた。しかし、 IT

バブル崩壊で、加入時の教育だけでは、合理的な投資を行える力を修得するこ

                                                      
54前掲「金融リテラシー調査」 2016 年、P20 
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とは不可能であることが確認された 55。また、エンロン事件では、エンロンの社

員が 401（k）でも多額の自社株投資をしており、エンロンの破綻によって、失

業と年金受給権の喪失という二重のリスクが顕在化した。このことは加入者に

分散投資の利点が理解されていないことの証左であり、これらをきっかけに加

入者への継続教育が行われることとなった。さらに、 401（k）の加入者教育で5 

は、加入者の世代やリスク許容度、目標額など、加入者ごとの情報に基づいて、

個別で加入者教育の内容や、アプローチに違いを持たせた投資アドバイスが行

われた。  

 

（図表 23）401（ k）プラン加入者の主なメニュー  10 

 

〔出典〕野村資本市場研究所『総図説  米国の投資信託』 P38 より作成  

 

一方、日本では確定拠出年金の継続教育は努力義務であり、2014 年度以降の

企業の 4 割が継続教育を実施していない 56。また、ほとんどの企業が年に 1 回15 

か、必要に応じてしか実施していない。そして、日本では、確定拠出年金の継

続教育は、運用管理機関が行うセミナーが主であるが、その担当者の確定拠出

年金制度に関する悩みとして挙げられたのは、継続教育の問題以前に、加入者

の興味関心、理解が低いことである。加入したにも関わらず、確定拠出年金の

                                                      
55 野村資本市場研究所『総図説  米国の投資信託』 P38 
56 NPO401（k）教育協会「確定拠出年金 (DC)担当者の意識調査 2017 年版報告

サマリー」2018 年 1 月、P3 
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メリットを理解している人がそもそも少ないのではないだろうか。確定拠出年

金の運用で元本保証型商品が多く選ばれているのは、これが一因と考えられる。

日本の確定拠出年金の教育現場は、アメリカのような金融リテラシー向上の場

とは、今のところ言えない。  

 5 

第 6 章 提案  

 ここまで、投資信託を巡る課題を挙げてきた。それは大きく四つある。一つ

目は資本関係を背景とした回転売買を助長する手数料体系と、これに関連して

テーマ型のアクティブ運用商品の販売が行われている点である。これらは顧客

本位の営業ではないとも言い換えられよう。そして、二つ目にファンド併合が10 

難しく、ブームが去ったファンドの運用パフォーマンスが低いことである。三

つ目が情報開示の不徹底であり、具体的にはファンドマネージャーなどに関す

る情報や、エンゲージメントに関する情報開示が不十分であることである。そ

して、最後が、若年社会人に対する金融教育のチャンスが少なく、 401（k）が

アメリカのような貯蓄から資産形成の起爆剤になれていないことであった。以15 

下、これらの課題に対する提案を行いたい。  

 

第 1 節 顧客本位の販売姿勢の確立  

 金融庁が都銀や地銀の計 29 行を対象に、 2018 年 3 月末時点の投資信託の運

用損益を調べたところ、損失を抱える顧客が 46％もいることが分かった 57。そ20 

の理由として、顧客に手数料の高い商品やテーマ性商品を購入させ、短期で売

買させることによって十分な運用収益が得られなかったことが考えられる 58。

これは、販売会社が顧客本位の営業をしていない証左と言えよう。  

                                                      
57 金融庁ホームページ (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」 2018 年 6 月、ｐ1 
58 テーマ型投資信託は、ブームのテーマを取り上げて設定されるため、高値

のときにファンドに株式組み入れるため、高値づかみがされやすいとされる

（「日本経済新聞」 2018 年 8 月 2 日朝刊）。また、金融庁の分析によれば保有

期間が長期になるほど、運用収益も高くなっている（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」）。  
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 そこで、私たちは販売会社の販売姿勢の見直しが必要だと考える。販売会社

が顧客本位でないのは、販売手数料の高い商品の販売額を増やすことに注力

し、手数料を多く得るために顧客に短期で売買を繰り返させていることにある

と考える。  

 私たちは会社ごとに、設定から期間に関係なく、すべてのファンドの運用パ5 

フォーマンスを販売額順に共通 KPI で公表することを提案する。現行の共通

KPI は主に設定から 5 年以上の投資信託を対象としている。しかし、短期での

回転売買を問題視しているのであれば、 5 年以下のファンドも情報開示をする

べきだと考える。金融庁が指摘したとおり、短期での回転売買が行われている

のであれば、販売額順にファンドのパフォーマンスを公表したとき、上位には10 

手数料が高い商品やテーマ型商品、毎月分配型商品がくるはずである。同時に

運用パフォーマンスを開示させることで、もし運用パフォーマンスの高い商品

が下位にランクしていたら、顧客本位の営業が行われているのか疑問視され、

販売会社に顧客本位の営業を行わせるプレッシャーをかけることができると考

える。  15 

 

第 2 節 ファンドの償還整理  

欧米と日本の投資信託を比較すると、ファンドの数が多く、一本当たりの預

かり資産も他国に比べて小さいことを述べた。現在日本では、 6,000 本以上の

公募投信が乱立し、世界最大規模の市場を誇る米国の 8,000 本に迫る勢いであ20 

る 59。販売会社が次々とブームを迫ったテーマ型の新商品の販売に注力する営

業手法が、投資信託の本数を増やしてきた。  

第 4 章の課題で挙げたとおり、このため資産の流出による資産規模の縮小が

分散投資を十分に行えなくし、運用のパフォーマンス低下を引き起こしてい

る。 25 

そこで、小規模ファンドの整理が必要と考える。これに対処するには 2 つの

方法が考えられる。１つはファンドの併合である。ただしこれは複数の金融機

関によって販売されている商品の場合、各投資家に併合の同意を得る事務作業

                                                      

59 「日本経済新聞」 2017 年 5 月 12 日朝刊  
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が煩雑なことなどが理由としてあげられ、実現が難しい。とはいえ、ファンド

が残っていると、管理コストも必要となり、運用会社の収益性を圧迫させる。

そこで私たちは、一定の基準を設けて、繰り上げ償還することを提案する。  

野村アセットマネジメントの調べによると、 16 年度の株式投信 (追加型)の繰

り上げ償還本数は 326 本あり、償還されたファンドの平均残高は 7 億円弱だっ5 

た 60。これをもとに、私たちは設定から 5 年以上で残り資産残高が 7 億円以下

のファンドを整理対象とし、定期的に、小規模ファンドの整理を提案する。繰

り上げ償還が決まれば、投資家との手続きは販売会社に委託する。ファンドの

整理をすることで、人的資源を他のファンドに移せるため、ファンドマネージ

ャーの効率的な配置が期待できる。また、残されたファンドの質を高めること10 

で、運用パフォーマンスの向上を目指す。  

 

第 3 節 運用パフォーマンス向上のための情報開示  

(1)ファンドマネージャーの情報開示  

第 4 章 2 節でも述べたが、本来、投資信託は販売方法や商品性のみならず、15 

ファンドマネージャーの能力こそが競争源泉となるはずである。アメリカでは、

運用会社のホームページで運用担当者の経歴や運用方針、過去の運用商品のパ

フォーマンスを開示している。これと同様に、日本でもファンドマネージャー

の情報開示を提案したい。  

 しかしながら、運用方針の決定権限がファンドマネージャーになく、運用委20 

員会などの会議体で決定している日本では、責任の所在が明確でない。そのた

め、運用に携わるすべての運用担当者の過去に携わった運用商品、過去の運用

パフォーマンス、加えて運用担当者の年齢の開示を提案する。   

 

(2)エンゲージメントの情報開示  25 

先述したとおり、第 4 章第 3 節で日本のエンゲージメントの情報の開示が不

徹底であること述べた。しかし、投資先企業の経営戦略に関わる内容も含まれ

るため、すべてを明らかにすることは不可能である。そこで、機関投資家と投

                                                      

60 「日本経済新聞」 2017 年 5 月 12 日朝刊  
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資先との対話の内容のいくつかの項目を設け、何回それについて対話したかの

公表することを提案する。具体的な項目には、① IR や資本政策について②経営

戦略について③それらの実行支援について、などを設ける。  

 これによりエンゲージメントに力を入れているか一目で分かり、投資家の判

断材料となる。また公表は任意とするが、公表しなければ、しっかりと対話が5 

できていないのではないかと疑念がもたれ、逆に公表するなら、運用会社はし

っかりとしたエンゲージメントを行うインセンティブをつけられる。本来、エ

ンゲージメントは投資先の理解を深め、企業価値向上のために行われる。それ

をできる限り開示して投資家に伝えていくべきである。  

 10 

(3)運用会社による自社製ファンドの自己保有義務化  

 第 4 章 2 節で述べたように、アメリカではファンドマネージャーの自己保有

額が開示されている。ファンドに自己資金を投じた場合、運用成績が芳しくな

くなれば、同時にファンドマネージャー自身も損失を被るため、運用パフォー

マンスの向上に向けた努力をするインセンティブになっている。他方、日本で15 

は、ファンドマネージャーに投資先決定などの権限が与えられていないため、

ファンドマネージャーに自己保有させても、あまり意味がないと考える。そこ

で、運用会社への自社商品の保有義務化の導入を提案する。  

 これは各商品を一定比率で自己保有させ、投資家と利害を一致させ、顧客本

位の運用をさせることが目的である。また、自己保有させれば、親会社からの20 

テーマ性商品の組成要請に対しても、収益性を第一に考えた判断をするように

なるのではないかと考えたのである。そうすれば、テーマ性の強いファンドが

減り、中長期的に運用収益が確保できそうな商品だけが組成されるようになる

のではないだろうかと考え、提案した。  

 25 

第 4 節 雑誌を用いた金融教育  

日本人の金融リテラシーの低さを改善する解決策として結婚情報誌や出産情

報誌などに、金融のページや金融教育の DVD を付録としてつけることを提案す

る。第 5 章で説明したとおり、62.4％の人が金融教育の必要性を感じているも

のの、そのうちの 8.3％しか金融教育を受けていない。金融リテラシーと証券30 
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投資には相関性があることを示したが、特に今後、資産形成を必要とする若年

社会人に対する金融教育のチャンスを増やしていく必要がある。  

既に、社会人に向けてはセミナーや講習会などで金融教育が実施されている

が、関心のある人は自主的に参加するものの、投資無関心層への効果は限られ

ていると考える。そこで、資産形成の重要性に気づいてもらうため、お金につ5 

いて考える時期に読む雑誌（結婚情報誌、出産情報誌）に、結婚後に必要なお

金や、子供の教育にかかるお金などの広告記事を掲載し、お金についての関心

を高めたい。また、付録として金融教育の DVD を付け、記事の内容に関心を持

った人への資産運用に対する関心を高めるような追加的な情報提供を行う。  

ライフステージが変化するときは、お金に対する関心が高まる時期でもある10 

ため、ニーズも高いと考える。そうした関心の高い時期を狙って、資産運用へ

の関心を高めるのである。読者の中にはお金について無関心な人もいるので

61、記事では基礎的なお金に関する情報のみにし、内容を深めたい人は付録

DVD を見ればよいので、効率的にお金に関する知識をつける場として利用した

い。 15 

これまで日本では金融教育はあまり行われておらず、身近なものではなかっ

ただけに、日ごろ目にする雑誌を利用して、金融教育をより身近なものにする

ことを目指したい。  

 

第 5 節 年金加入者に対する動画配信による金融教育の提供  20 

また、広く国民に資産形成の必要性を訴えるため、国民年金加入者や確定拠出

年金加入者へのリテラシー教育を、動画配信サイトを用いて行いうことを提案

する。  

 国民年金は 20 歳以上の国民が強制加入するため、老後資金の重要性や、そ

もそも年金制度への理解に乏しい人も多いと考える。そこで、国民年金加入者25 

に対して、厚生労働省と金融庁が作成した動画サイトの URL を送付し、パソコ

ンやスマホで視聴できるサービスを提供する。ここでのコンテンツは、年金制

                                                      
61 さらに金融に興味を持った人は、DVD 教材に次に提案する動画サイトの情報

を添付してあるので、それで理解を深めてもらおうと考えている。  
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度の説明や、老後資金の重要性、資産形成の必要性を訴えるものとする。ま

た、iDeCo の魅力も伝え、その加入を促していく。  

 動画配信によるサービス提供を考えた理由は、「自身が必要と思うタイミン

グで教育が受けられる仕組みにしてほしい」、「 PC やスマホ等で手軽に教育を

受けられる仕組みにしてほしい」というニーズに応え、誰もがいつでもすき間5 

時間で老後資産の形成について考えられるようにしたいと考えたためである

62。 

次に、確定拠出年金加入者に対する教育である。現在、確定拠出年金加入者

の運用資産は、「確定拠出年金統計資料」によれば、その約半分が元本保証商

品で運用されているが、現在の低金利では元本が増えない。にもかかわらず、10 

元本保証型商品が約半分保有されている要因は、金融リテラシーの低さに一因

があると考える。そこで、企業版確定拠出年金の加入者への継続教育を努力義

務ではなく義務化し、このサイトを使って継続教育を行うこととする。  

 仕組みは国民年金加入者に対するものと同様、厚生労働省と金融庁が作成し

た動画配信によって行う動画の内容は、テーマごとにレベル別の動画をいくつ15 

か用意し、見終わるごとに確認テストを行う。テストを行う目的は、理解の乏

しい部がどこかを可視化し、その部分の動画を再度見て知識を深める機会を作

るためである。ただし、動画だけでは理解しきれない場合や、動画では取り扱

っていない疑問が出てくることも想定される。  

これに対しては、確定拠出年金加入者を対象とした無料相談ダイヤルを設置20 

する。この仕組みは、区役所などで無料法律相談を行っているように、 FP や

IFA など金融のプロに電話で相談できる機会を設けるものである。その運営に

かかる費用は、確定拠出年金加入企業や国で負担する。これにより確定拠出年

金加入者の資産形成を手助けする。  

逆に確定拠出年金加入者に対しては、金融教育サイトに結婚や出産の URL を25 

添付し、ワンクリックで雑誌と同じ金融教育の電子版と DVD を閲覧できるよう

にするというものである。  

                                                      
62 NPO401ｋ教育協会（ 2018）「企業型確定拠出年金（ DC）担当者の意識調査  

2017 年版（第 13 回）報告書サマリー」 p.12 
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この二つの金融教育は投資教育が身近にないという現状を解決し、すべての

人に教育の機会を与えるものである。また結婚や出産などの高い需要があると

きにサポートができる体制を整えたことで、今よりも金融教育をうける人は増

えると考える。  

 5 

 

 

終わりに  

 本稿では、今後の家計の資産形成手段としての投資信託のあり方について述

べてきた。現在、日銀の低金利政策や老後の年金問題を受けて、政府は「貯蓄10 

から資産形成へ」を標榜し、確定拠出型年金や NISA などの税制優遇制度を整

備した。これらを受けて、家計からリスク性金融資産への資金流出が起こるこ

とが考えられる。とりわけ、投資信託は、合同運用、分散投資、専門家に運用

を任せることから、投資初心者にとって最も親和的な商品であると言える。そ

れにも関わらず、依然として投資信託への資金流出が金融資産全体の４ .０%に15 

留まっていることを鑑みると、私たちは投資信託市場に何らかの課題があると

考える。  

 そこで私たちは、まず販売会社が顧客本位の販売姿勢を確立させるために、

すべてのファンドの運用パフォーマンスを販売額順に、共通 KPI で公表するこ

とを提案した。これにより、運用パフォーマンスの高い商品の販売が促進され20 

ると考える。  

 次に運用パフォーマンス向上の提案として、小規模ファンドの整理、運用会

社に対する自己保有の導入、ファンドマネージャーの経歴全面開示、エンゲー

ジメントの情報開示をすることを提案した。これらは運用パフォーマンスの向

上につながると考える。 25 

 次に投資家の金融リテラシーの向上のために雑誌と動画を使った金融教育を

提案した。これにより、身近に金融教育がない現状を打破し、教育を施すこと
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で資産形成を自助努力で行えることが考えられる。  

 私たちは、以上の提案により、本稿で述べてきた投資信託市場の課題が解決

されたならば、政府の掲げる「貯蓄から資産形成へ」が実現し、投資信託が家

計の資産形成の最良の手段になると考える。  

 5 
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https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/about/scheme/
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20151001-1/01.pdf
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10 月 25 日アクセス  

図表３：アメリカ投資信託残高に占める確定拠出年金制資金の割合 (％) 

〔出典〕前掲「米国投資信託  4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」 p.13 

<http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1501_01.pdf>2018 年 10 月 25

日アクセス  5 

図表４：アメリカでの投資信託の世帯普及率の推移と 2014 年の年齢別普及率  

〔出典〕前掲「米国投資信託  4 分の 3 世紀の歴史から何を学ぶか」 p.15 

<http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1501_01.pdf>2018 年 10 月 25

日アクセス  

図表５：〔出典〕投資信託協会ホームページ「投資信託の主要統計等ファクト10 

ブック(2018 年 9 月末 )」p.2、「投資信託５０年史 [資料編]」より作成  

＜https://www.toushin.or.jp/statistics/factbook/＞2018 年 10 月 25 日ア

クセス  

図表６： 年代別商品選択割合（注）運用資産構成は 2016 年 3 月末時点  

〔出典〕運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料」 p.16 より作成  15 

＜https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf＞ 2018

年 10 月 25 日アクセス  

図表７：日本の公募投資信託の平均保有期間〔出典〕三菱 UFJ 国際投信

（2016）「日本版 nisa の道その 129p.4 

<https://www.am.mufg.jp/text/kam160201.pdf>2018 年 10 月 25 日アクセス  20 

図表８：投資信託の手数料の内訳〔出典〕前掲『アセットマネジメントの世

界』p.69 図表 3-3 

図表９：世界の国別公募証券投資信託残高の変化〔出典〕金融庁ホームページ

「平成 28 事務年度金融レポート主なポイント」  

<https://www.fsa.go.jp/news/29/Point2017.pdf>2018 年 10 月 25 日アクセス  25 

図表１０：日本の規模の大きい株式投資信託〔出典〕金融庁（ 2017）「家計の

安定的な資産形成に関する有識者会議説明資料」 p.15 より  

<https://www.fsa.go.jp/singi/kakei/siryou/20170330/03.pdf>2018 年 10 月

20 日アクセス  

図表１１：日本の売れ筋ファンド上位 5 位 投信まとなびホームページより引30 

http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1501_01.pdf
http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1501_01.pdf
https://www.toushin.or.jp/statistics/factbook/
https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/files/dc_toukei_2016.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/kam160201.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/29/Point2017.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/kakei/siryou/20170330/03.pdf
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用 

<https://www.matonavi.jp/fund/ranking.html> ２０１８年 9 月 21 日アクセ

ス 

図表１２：日本の売れ筋投資信託〔出典〕金融庁（ 2016）「金融審議会市場ワ

ーキング・グループ（第４回）事務局説明資料」 p.3 より作成  5 

<https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.

pdf> 2018 年 10 月 20 日アクセス  

図表１３：年代別毎月分配型投資信託の保有割合〔出典〕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－ 2017 年（平成 29 年）投

資信託全般」p.33 より作成  10 

<https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2017/>2018 年 10

月 25 日アクセス  

図表１４：（図表 16）分配型投信の特徴として知っているもの（％）  

〔出典〕投資信託協会「 2017 年投資信託に関するアンケート調査  調査結果サ

マリー」より作成  15 

<https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2017/> 2018 年 10

月 25 日アクセス  

図表１５：公募・証券ファンド数と 1 本当り金額の比較〔出典〕杉田浩治

（2018）「投資信託の制度、実態の国際比較」、日本証券経済研究所、 p.15 よ

り作成  20 

<http://www.jsri.or.jp/publish/general/pdf/g26/g26.pdf> 2018 年 10 月

25 日アクセス  

図表１６：投資信託のファンド数の推移、 1 本当たりの残高平均の推移  

〔出典〕金融庁「事務局説明資料」より作成  

<https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.25 

pdf> 2018 年 10 月 25 日アクセス  

図表１７：大和投資信託委託の運用プロセス  

〔出典〕大和投資信託委託ホームページより引用  

<http://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/investment.html> 2018 年 10

月 25 日アクセス  30 

https://www.matonavi.jp/fund/ranking.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.pdf
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2017/
https://www.toushin.or.jp/statistics/report/research2017/
http://www.jsri.or.jp/publish/general/pdf/g26/g26.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20160802/02.pdf
http://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/investment.html
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図表 1８：岡三アセットマネジメントの運用プロセス〔出典〕岡三アセットマ

ネジメント株式会社ホームページより引用  

<http://www.okasan-am.jp/company/invest.html>2018 年 10 月 25 日アクセス  

図表１９：フィーレベル別の対 TOPIX(配当込 )勝率 

〔出典〕モーニングスター「アクティブ運用 10 年で明暗―国内大型株、超低5 

コストなら“勝率 9 割”」より引用  2018 年 8 月 25 日アクセス  

※対象は「国内株大型・アクティブ」に属するファンド。 2018 年 3 月末時点  

<https://www.morningstar.co.jp/fund/analyst/2018/2q/MFA120180412.html>

2018 年 10 月 25 日アクセス  

図表２０：金融知識等の階層別の投資行動〔出典〕金融広報中央委員会10 

（2016）「「金融リテラシー調査」の結果」 p.31＜                

<https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2

016/pdf/16literacy.pdf>2018 年 10 月 25 日アクセス  

図表２１：米国と日本の金融リテラシー正誤問題 5 問の平均正答率〔出典〕金

融広報中央委員会「金融リテラシーの調査の結果」より作成  15 

<https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2

016/pdf/16literacy.pdf>2018 年 10 月 25 日アクセス  

図表２２：ミレニアル世代の投資経験  

〔出典〕ジャパンネット銀行より作成 2017 年 6 月 15 日、p.6 参考資料 Q７よ

り作成<https://www.japannetbank.co.jp/company/news2017/pdf/170615.pdf> 20 

2018 年 10 月 25 日  アクセス  

図表２３：401（k）プラン加入者の主なメニュー〔出典〕野村資本市場研究所

『総図説 米国の投資信託』 p38 より作成  

<http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2003/2003sum16.pdf> 2018 年 10

月 25 日アクセス  25 
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