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ＮＩＳＡ開始前後での個人投資家動向

個人投資家の動向に関しては、やはりＮＩＳＡ（少額投資

非課税制度）開始とともに始まる譲渡益課税の軽減措置

撤廃が大きく影響した。

個人の投資待機資金の性格が強いＭＲＦ（マネーリザー

ブファンド）は、昨年末に残高が１１兆１，７９０億円となり史

上最高額を更新している一方、過去１年以上のアベノミク

ス相場の中で、個人株主はほぼ一貫して売り越している。

取引所公表による投資部門別売買状況において個人は２

０１３年に約８．７兆円、２０１２年に１．９兆円と大きく売り

越している。特に昨年１１月・１２月にはそれぞれ２兆円前

後の売り越し金額となっており、これらの個人の株式売却

資金が、ＭＲＦなどに待機していると見られている。ただし、

ＮＩＳＡ開始後の株式市場は、基本的には調整局面となっ

ているにも関わらず、年明け後個人の買い越し（１月買い

越し金額１兆４，２７０億円）が続いている。

同様の傾向は公募の株式投信についても見られる。投

信信託協会が毎月公表している統計データによると、
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２０１３年の株式投信への資金流入は約４．６兆円と前年

の約１．１兆円に比べ４倍となったものの、１１月・１２月は

資金流出となり、特に１２月は５，７３１億円の資金流出超

過となっている。

また、個人向け国債の大量償還が２０１２年から始まって

いるが、本年以降は１０年債の償還が本格化し、来年にか

けては３ヵ月毎に２兆円を超える償還資金が必要となる。

これに対して、財務省による平成２６年度の当初の発行計

画は２．５兆円とされているので、償還額の３割弱程度と

なっている。つまり、約６兆円以上の個人の償還資金が別

の投資対象を求める可能性もある。

一方、個人の海外投資については財務省が公表する

「対外及び対内証券売買契約等の状況」（金融商品取引

業者取扱い分）より、外国株式が１２月こそ５ヵ月ぶり３２５

億円の売り越しとなったが、外国債券の方は月間で４～５

０００億円程度の買い越しが続いている。

この様な状況下でＮＩＳＡが開始されており、口座数は



１月末で５００万口座を超えたとみられ２０２０年まで１，５

００万口座の政府目標に対して好調なスタートとなってい

る。また証券会社関係者によると、１月のＮＩＳＡで買い付

けた商品の約７割程度が株式だったと言われているが、

待機資金の一部がＮＩＳＡの非課税枠を利用したものが多

かったと見られる。今後は５年間の非課税投資枠といった

ＮＩＳＡの特徴を活かした投資商品として、投資信託の利用

が増えると予想されており、ＮＩＳＡ用の商品開発も運用会

社では活発化している。

今回はＮＩＳＡを契機に変わる個人の投資信託利用を考

えてみたいが、次のような従来からの投資手法も見直され

ている。

○ドルコスト法による継続投資（投資目的は、日本の成

長戦略や世界経済の回復に合わせた長期投資）

○少額多銘柄による分散投資（投資目的は、個人の好

みや戦略に合わせたリスク分散投資）

○投資効率を上げる為の累積投資（従来の毎月分配型

から、非課税枠の効率的利用の為の累積投資型の見直し
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へ）

○少額継続投資（若年層や投資未経験層が利用しやすい

投資手段として）

これら個人の投資ニーズを取り入れて運用会社各社で組

成されるＮＩＳＡ用投資信託の最近の特徴として、買付手数

料のノーロード化や信託報酬を引き下げる動きも強まって

いる。

一方、上場投信であるＥＴＦの個人投資家の利用も進ん

でいるが、２０１３年のＥＴＦ・ＥＴＮの年間売買金額が約２５．

１兆円と前年の５倍に増加する中、個人投資家の売買シェ

アも昨年後半は４割近くまで上昇している。これは、レバ

レッジ型やインバース型のＥＴＦが大きく取引量を伸ばす中、

個人トレーダー層によって先物や指数オプション取引の代

替投資手段として利用されている様だ。
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２０１３年の個人投資家売買動向

億円



投資信託の在り方の変化

最近は、よく個人投資家の逆張り投資のことが話題とな

るが、個人が相場のトレンドや材料に反して投資行動をと

ることが可能なのは、期間収益を求める機関投資家と異

なり投資の時間軸が異なることと、投資ニーズが多様なこ

とがその理由である。例えば、個人の選好しやすい投資

テーマとしては次のようなものが挙げられる。

○高配当や配当増額企業への投資（個人投資家は、高

配当の裏付けとして企業経営者の業績への自信と見做す

傾向が強い）

○株主優待による実質的配分増加への興味（最近は、

長期保有の個人株主に手厚く報いる企業も増加。配当と

異なり、必ずしも株主間平等を守る必要はない）

○社会貢献度が高い企業や地元企業への投資（個人の

興味や、企業行動の理解しやすさ）

勿論、経済環境や市場のトレンドに合わせた投資テー

マが個人投資家でも投資の中核になるのだが、上記の様
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に機関投資家とは異なる投資ニーズは、投資家全体の多

様性を確保し、市場全体の健全性にも貢献する。ＮＩＳＡを

契機として、このような個人の長期投資力に注目した投資

信託の新規設定も活発化している。

一方、上場された投資信託であるＥＴＦでも個人投資家に

よる利用が進んでいるが、昨年１２月の銘柄別売買代金

では、ソフトバンクやトヨタに次いで月間売買金額１兆５，５

７０億円でNEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス

連動型ＥＴＦが第３位となっている。１月末現在で、ＥＴＦは

１５０銘柄上場されており、取引は日経平均やＴＯＰＩＸ・

ジャスダックやマザーズなどの株価指数物（含むレバレッ

ジ・インバース型）が取引の中心となっているが、ＥＴＦが上

場株式と同様の取引手数料で、かつ信用取引も利用でき

ることから、個人トレーダー層の短期的売買の対象とも

なっていることが大きく影響しているようだ。

また、新しい指数として日経インデックス４００指数が１月

より算定されているが、同指数は「資本の効率的活用や投

資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に



求められる諸要件を満たした、『投資者にとって投資魅力

の高い会社』で構成される」としているので、ＮＩＳＡにより

新たに日本株投資を始める個人投資家層にとっては海外

の長期投資の機関投資家などが好む銘柄などが分かり易

い。同指数に連動したＥＴＦも１月２８日に上場されており、

ＮＩＳＡによる個人の資産形成の為の長期投資の受け皿と

なりことも期待されている。

なおここ１～２年に上場されたＥＴＦは、サムスングルー

プの株式指数に連動したもの・米国株の各種株式指数に

連動したもの・新興国株式指数に連動したものなど海外株

式関連、レバレッジやボラティリティ（株価変動率）を扱った

指数関連など海外投資やディリバティブ取引の代替投資

機能を果たすものが多かった。

以上から、投資信託の在り方について次のよう動きが

強まる可能性がある。

◇個人の長期投資を目指したＮＩＳＡ専用投信や、短期売

買にも対応しやすいＥＴＦは、いずれも投資家が支払う
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手数料や年間費用の信託報酬が安く設定されているが、

現在は投信の商品性や手数料などが比較しやすくなって

いるため、今後海外投資ものも含めてパッシブ型公募投

信を中心に投資家が負うコストの引き下げる傾向が強まる

可能性がある。

◇今後予想されるＮＩＳＡ口座増加では、若年層や投資経

験のない投資家による少額の継続投資が中核になると見

られるが、販売者側のコストを考えるとインターネットでの

購入や管理をする対応が増える可能がある。また、運用

会社がＮＩＳＡ口座用に投資を直販することも増えそうだが、

昨年末の状況では株式投信の４．１６％（残高ベース）が

直販分となっており前年度の３％台から僅かに増加してい

る。

◇昨年は新規設定の公募株式投信が８６９本と前年の２

倍以上だった。先進国などの高配当株式や海外リート・日

本株ものに資金が集る一方、グロゾブなど外国債券に投

資するものからは資金流失が目立った。ファンドの新規設

定の一方、僅か数億円と少額残高となったファンドの



在り方もコストや運用上問題となっている。ちなみに公募

のファンド数は昨年末で４，９２２本もある。
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投資信託の在り方の変化

7

ＮＩＳＡ専用投信の増加

多様なＥＴＦの上場

一部の既存ファンドと
運用内容が重なる

パッシブ型の一部
ファンドへの手数料
引き下げ圧力

ファンド販売・管理の
ネット利用増加

運用会社による直販

環境変化による
一部ファンドの乗り換え

新規設定ファンド増加

残高の少ない
ファンドの増加



投信・ＥＴＦに関わる課題とその取組み

現状において投資信託が抱える課題について、公募

ファンドとＥＴＦに分けて見直したいが、証券会社や金融機

関などで販売される一般的なファンドでは次の様な課題が

指摘されている。

【販売上の問題】簡単に言い切ると、投資家のニーズに

合わせて適切な人にちゃんと説明して販売しているかとい

うことになるが、基本は金商法の金融商品取引業者が負

う行為規制のうち適合性の原則と説明義務の履行となる。

デリバティブ性の強い商品や通貨選択型などの投信販売

を念頭に、以下のような自主規制や行政指導が強化され

ている。

・店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債等の判断

基準（ガイドライン） (２０１１年４月１日～証券業協会）

・通貨選択型を念頭に販売時の顧客確認体制の強化（２

０１２年２月１５日～金融庁監督指針）

・高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン（２０１

３年１２月１６日～証券業協会）
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【投資家への情報を分かり易く】一般の個人に販売される

ファンドが、販売時においてその商品性など分かり易く、ま

た運用実態が把握しやすいようになっているか課題とされ

ている。販売時において利用される目論見書の平易化・単

純化は、２０１０年７月より運用会社で取り組まれ一定の成

果を上げているが、現在は運用実態を個人に分かり易く

伝える取組みが行われている過程であり、本年１２月より

証券業協会による投資信託等に係るトータルリターンの通

知に当たってのガイドラインが実施される予定となってい

る。

【商品性の理解について】個人に人気の高い毎月分配型

のファンドは、以前からファンド自体の運用効率を下げるこ

とが指摘されていた。しかし、一定の高齢化層にはこれら

の商品に対するニーズが強くあるのも一方の事実とされて

いる。問題は、毎月の高額分配金を得る為に投資家がと

るリスクがちゃんと理解されているかということに集約され

るが、ハイイールド債と新興国通貨の組み合わせた商品

のそれぞれのリスクの理解、運用実態を把握しやすくする

取組みが行われているところだ。



一方、出来高が急増し個人の利用も増加しているＥＴＦ

だか、次のような課題がある。

【対象となる指数との乖離】ＥＴＦの投資対象となる指数と

連動する基本的な仕組みは、機関投資家や運用会社自ら

が指数を構成する原資産とＥＴＦ間の裁定取引を行うことと

されている。しかし、一旦人気が離散して流動性が低下す

ると、裁定取引なども行い難い為、指数との乖離が大きい

状況が長期間続く銘柄も多いのが実態だ。今後、メーケッ

トメーカー制の導入や運用会社側の裁定義務のようなも

のが必要かも知れない。

【指数との連動性を高めたＥＴＮの課題】上記のような対

象指数との乖離問題を補う為に開発されたのがＥＴＮ（指

数連動証券）だが、信用力のある金融機関などが債券を

発行し、その債券の償還価格が対象指数と連動すること

を発行者が保障する仕組みで指数とのトラッキングエラー

が原則起きないとされている。２０１１年から東証でも上場

され、現在はバークレイズと野村が発行する２２銘柄が上

場されている。しかし、発行者の信用リスクと連動させる
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ことからオペレーションリスクは残っている。

なおファンド数が増加する一方で、ファンド残高が大きく

減少し運用にも支障を及ぼす規模（一般的には、２０～３０

億円の運用規模が必要とされている）以下のファンドが全

体の８割まで増加している。このため金融審議会の投資

信託・投資法人法制の見直しに関するワーキングでは、

ファンド間の併合を行いやすくしたり、金銭・現物での償還

を促す制度の導入が検討され、今後法制度の改正が行わ

れる予定である。
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投信・ＥＴＦに関わる課題とその取組み

投信販売について ＥＴＦの課題 ファンドの運用規模問題

投信販売の在り方に関して
（販売ガイドライン等）

投信情報を分かり易く
（目論見書・運用報告書）

商品性の理解と投資ニーズ

指数との乖離問題

ＥＴＮの活用と発行者リスク

ファンド数の８割を占める小
規模ファンド運用効率とコスト

併合しやすい仕組みの導入

金銭や現物での
償還をより容易に

今後予定



個人投資家の多様化に合わせた

商品・サービス供給のために

資本市場の健全性を支える為の投資家の多様性確保

に、個人投資家の果たす役割は大きいが、個人投資家そ

のものもまた多様な投資ニーズをもっていることも事実だ。

その多様な投資ニーズの受け皿として、投資信託の商品性

やサービス内容は今後も進化していくと思われる。その方

向性は投資家の大概のカテゴリーによって、３つほどに分

かれる。

【個人トレーダー層に対するトレーディング・ツールとして】

仮に月一回以上株式などを売買する個人を個人トレーダー

層と仮定すると全体の２％、約３０万人程度と推測される

が、個人による株式売買の約８割以上を占めている。ＥＴＦ

は既にトレーディングの対象として利用されているが、今後

もレバレッジ型・海外株価や債券指数などトレーダー好みの

ＥＴＦの増加が予想されている。

【一般個人投資家の投資に対して】投資信託に関するアン

ケート調査報告書-２０１３年（投信信託協会）によると、投資

信託の保有者は、全体の８．３％（成人ベース）で約
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８００万人程度と推測されるが、平均購入額が４７３万円と

なっている。６０歳以上と２０～３０歳台では、平均保有額で

５倍以上の開きがあるが、これは投資の目的が異なるから

だ。既存個人投資家の投資目的を仮に年代別に、資産運

用層（６０歳以上）・資産形成層（４０～５０歳台）・資産形成

開始層（２０～３０歳台）と分けてみたが、当然投資目的に

よって、投資する対象や投資手法が異なってくる。一般の

個人投資家による投資信託購入をサポートする販売チャネ

ルは、金融機関などに窓販解禁で随分増加しているが、前

述の調査によると「証券会社の店頭（電話注文を含む）」４

６．８％、「銀行の店頭（電話注文を含む）」３８．８％、「証券

会社のインターネット取引」１０．０％、「投資信託会社（直

販）」７．６％となっている。

【新規に投資を開始する人たちの為に】ＮＩＳＡは、証券会社

や金融機関などの営業努力もありスタート時点で５００万口

座が開設されたが、既存の投資家層が非課税枠を確保す

るのが中心だったようだ。しかし、今後２０２０年に向け政府

目標達成のために新たに１０００万口座を増加させていく為

には、新規に投資を始める個人層のＮＩＳＡ利用促進が重要

となる。一方、ＮＩＳＡと親和性があるとされる日本版４０１Ｋ

（確定拠出年金制度）は、昨年１１月末時点で４７６万人の
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加入者だが、今後確定給付型の年金制度から日本版４０１

Ｋへ制度移行する大企業が増加することは予想されてお

り、また中小企業も利用しやすいように解約制限などが今

後緩和されれば参加数が大きく増えるだろう。米国などで

は、これら非課税投資制度が個人に浸透していく過程で、

個人の投資信託への投資も大きく拡大していったので、投

資信託の新たな購入層として期待されている。ただし、既存

の個人投資家層とは投資手段が大きく異なり、少額継続投

資が中心となるので、それに沿ったサービス提供が求めら

れている。

個人投資家の多様な投資ニーズに応える為、投資信託へ

の投資でも全体としてはインターネット利用が進んでいくと

みられるが、個人トレーダー層のＥＴＦ利用拡大以外は、イ

ンターネット利用は当面商品情報・商品比較・運用情報など

情報提供面が中心となると予想される。個人が実際に投資

判断を行う際の助言は、対面やそれを補うコールセンター

対応が個人投資家にとても重要視されることに変わりはな

いだろう。逆に言えば、ネットでの投信販売では投資判断に

対する助言の在り方が課題となっている。また、対面営業

においては、多様な個人ニーズの中で自ら得意とする顧客

カテゴリーに特化し、それ以外の部分やインフラを他社と

株式会社資本市場研究所きずな

協働化する戦略も、今後重要になってくるだろう。
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個人の投資信託利用の多様化

既存の個人投資家

個人トレーダー層

新規投資開始層

投資目的の多様化

投資手法の多様化

投資ニーズの多様化

資産運営層

資産形成層

資産形成開始層

新たなＮＩＳＡ利用者

日本版４０１Ｋ参加者

インターネット、コールセンター、対面
営業を使って個人の多様なニーズに応
えるサービス提供

投資信託提供者
短期利益重視層


