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“貯蓄から投資へ”の主役としての投資信託の現状 

 

金融ビックバン後の“貯蓄から投資へ”政策において、金

融商品の中心にあったのは投資信託（ファンド）だろう。普

通の個人が直接投資できないものや、資本規制のある新

興国への投資も、ファンドのかたちにすれば、投資単位を

小口化できるので、先ず政策的に投資信託の販売チャネ

ルの拡大が図られた。 

 

１９９８年１２月の銀行など金融機関による投資信託の窓

販解禁、２００５年１０月の郵便局での販売開始、そして２０

０４年４月にスタートした証券仲介業（現金融商品仲介業）、

いずれも個人が投資信託に触れる機会を増やした。また、

２００１年１０月に始まった確定拠出年金制度（日本版４０１

Ｋ）も、退職後の資金準備の為に、投資信託を活用した投

資が期待されていた。 

 

一方、証券会社の事業戦略として、手数料自由化された

株式取引から、投信販売に営業の軸足を移す動きが、大

手から始まり、今では中堅証券まで投信販売中心の営業 
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体制が広まっている。 

 

 販売チャネルも増加し、証券会社や銀行などの販売会社

も投信販売を積極的に取り組んでいるので、１０年前に比

べると投資信託残高も大きく増えた。しかし、個人金融資

産に占める比率は、欧米に大きく見劣りするし、最近の投

資信託残高全体は、資金流入より市況などでの影響によ

る増減が大きくなっている。つまり、投資信託の販売者に

とっては手数料収入が期待できる投資信託の重要度は増

しているが、買い手である個人にとって、自分の資金を置く

場所としての投資信託は、それなりの水準に留まっている

とも言える。 

 

 今後、“貯蓄から投資”政策が更に推進されていくのなら

ば、投資信託はその中心に有り続けるだろうが、より多く

の個人が利用していく為には、何が必要だろうか。先ず投

資信託の販売のあり方から見直してみたい。 

 

 日本の公募投資信託に関して、良く言われることの一つ

に、ファンドの組成と販売に関する製販の分業体制が成り 

 



立っている、といった指摘がある。これは、運用会社による

投資家への直接販売が、１％未満（公募の株式投信ベー

ス）ということもあって、投資信託を購入する個人層のニー

ズの把握が、殆ど証券会社などの営業現場で行われる。   

この投資家ニーズに応える形で、運用会社が新たなファン

ドを組成する。また、新ファンドの販売時には、販売会社の

営業員向けの勉強会、販売会社における投資家向けセミ

ナーの講師役を引き受ける。この様なファンドの組成時、

販売時における販売会社と運用会社の相互依存的な役

割の分胆を指すが、現状でもこの構図に変化はない。 

 

 但し、この分業体制にも長短があって、メリットが大きな

部分は投資家ニーズの変化に対応したファンドを供給しや

すい事が挙げられる。今や、公募株式投信残高の7割を占

める毎月分売型のファンドも、この様な組成経緯で増加し

ていったし、高分配金型のファンドも、販売現場での強い

ニーズがあったものだった。 

 一方、デメリットの方は投資テーマが時の話題を先取り

する形で取り込まれるので、少しテーマの古いものは、新

しいファンドに乗り換えられやすい。その結果、公募株式 
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投信の数が４０００を超える一方、投資残高がファンドの採

算分岐点（年間信託報酬）とみられる３０億円に満たないも

のが、全体の８割を超えている。 
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※日銀資金循環統計図表９月公表より 

日本と米国は、2012年6月末 

ユーロエリアは2012年3月末 

 

家計におけるリスク資産 

48.3兆円 
2012年9月 

15.9兆円 
2002年10月 

公募株式投信販売
チャネル別純資産 

※投資信託協会統計資料より 



投資信託の販売上の問題点とその変化 

 

 一般の個人に広く投資信託を保有してもらう為、その販売

においては、以下の様な取組みが為されている。 

 

【個人の状況に合わせた販売を行っているか：適合性の原

則】 

 従来の証券取引法から、「顧客の知識、経験及び財産の

状況に照らして不適当な勧誘行為を行ってはならない」とす

る適合性の原則はあったが、２００７年９月末に施行された

金融商品取引法においては、これに加えて「金融商品取引

契約を締結する目的」（投資の目的）に照らして、適切性を

判断することとされている。またこの原則に合わせて、当該

顧客がその金融商品取引契約を理解する為の説明義務も

課せられている。 

 

【投資信託の内容を解り易く：目論見書の平易化・簡素化】 

従来の投資信託目論見書は、次の様な指摘をされていた。

（金融審議会、2008年ディスクロージャー・ワーキンググ

ループ） 

①分量が非常に多い 

②全体的に専門用語が多く、表現が分かりづらい 
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③全体の構成が複雑で、どこに何が書かれているか分から

ない 

④重複が多いなどから、投資を行う（ファンドを選ぶ）に当

たって、的確に情報を見つけにくい 

これを受けて、開示内閣府令が改正され、２０１０年７月以

降の提出された投資信託目論見書の平易化・簡素化が図

られている。なお、投資信託協会においては、公募の株式

投信検索機能強化の中で、この目論見書（交付目論見書）

のデータベース化が整備され、一般の利用も可能となって

いる。 

 

【リスクをちゃんと認識させる：通貨選択型を念頭に販売時

の顧客確認体制の強化】 

 本年２ 月には投資信託の販売に関する監督指針の改正

が金融庁により行われており、投資信託の販売者は次の

様な態勢整備が求められている。  

①通貨選択型ファンドについては、投資対象資産の価格変

動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴うことから、通

貨選択型ファンドへの投資経験が無い顧客への勧誘・販売

時において、顧客から、商品特性・リスク特性を理解した旨

の確認書を受け入れ、これを保存するなどの措置をとって

いるか。  
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②元本の安全性を重視するとしている顧客に対して、通貨

選択型ファンドなどのリスクの高い商品を販売する場合に

は、管理職による承認制とするなどの慎重な販売管理を

行っているか。  

③投資信託の分配金に関して、分配金の一部又は全てが

元本の一部払戻しに相当する場合があることを、顧客に分

かり易く説明しているか。 

 

以上に加えて、本来は長期投資が目的と考えられている投

資信託の、短期での解約に関して問題視されたことがあり、

現在は販売会社サイドの自主的なルールにより、新たな投

資信託へ乗換え目的の短期の解約は、勧誘しないことに

なっている。 

 

なお、２０１１年の株式投信（追加型）の解約率は、以下の

様になっている。（金融審議会資料：野村総研作成“金融自

由化以降の投信マーケットの状況と今後の課題”２０１２年

４月より ） 

●全体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０％ 

●窓販（金融機関）・・・・・・・・・・・２７％ 

●運用会社の直接販売・・・・・・・５．２％ 

●確定拠出年金（ＤＣ）購入分・・０．６％ 
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解約率が高いのが必ずしも問題というのではなく投資環境

や、投資目的によっても解約率は大きく異なる。ＤＣの様に

資産形成目的であれば、少額の資金を毎月継続的に投資

するので、短期的な解約は考え難いが、ある程度まとまっ

た資金の運用であれば、リスクに対して敏感にならざるを得

ない。 

昨年の様に、日本の大震災や欧州債務危機の顕在化など

大きな市場リスク要因が起きれば、解約率が高まることは

避けられない。また資産運用である以上、先行きが不透明

な場合に短期的な変動を取っていきたいと投資家サイドの

言うニーズもあるが、基準価格が２割上昇したら早期償還

を行うファンドの設計などは、これらのニーズに応えたもの

だ。 
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投資信託販売環境の変化 

適正な勧誘行為 

投信を 
分かり易く 

投信のリスクを
ちゃんと認識 

適合性原則と 
説明義務の強化 
（２００７年９月末～） 

目論見書の平易化・
簡素化 

（２０１０年７月～） 

通貨選択型を念頭に
販売時の 

顧客確認体制の強化 
（２０１０年７月～） 

販売活動でのイン
ターネット利用促進 

顧客データ収集と 
リスク説明の 
プロセス化 

営業プロセスの 
管理強化 
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投資家は何を知るべきか 

 

 現在、金融審議会のワーキング・グループにおいて行わ

れている投資信託制度の見直しにおいて、一般の個人投

資家を念頭に、次の様な事項が改善ポイントの実現案の検

討が進められている。 

 

【運用報告書の改善】 

基本的な考え方は、既に目論見書にて実施された平易化・

簡素化で、普通の個人にも解り易い記載項目の平易化と簡

素化を目的とした標準様式が検討されている。また、運用

報告書を個人投資家が扱い易いよう、最低限必要な部分を

交付し、その他の部分は請求部分とする運用報告書の２階

建化も示されている。  

 

【トータルリターン把握の為の定期的通知制度の導入】 

投資家が把握できる総投資結果については、トータルリ

ターンとして独自の基準で計算し、既に投資家に示している

販売会社もあるが、通知制度として導入するのであれば、

計算基準を一律化したり、システム対応の為の準備期間も

必要。対象となるのは、制度導入後に販売された公募投資

信託（外国投信も含む）が考えられており、計算式は次の 
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ものが検討されている。 

○（計算時の評価金額＋累計受取分配額＋累計換金金

額）－累計買付金額 

 

【販売手数料・信託報酬等に関する説明の充実】 

 この目的は、享受するサービス内容を投資家が理解する

こととともに、投資家のコスト意識の高まりからサービス対

価の競争を促進しようとするものだ。既に、一部のネット証

券では、ファンド毎投資家の購入金額に合わせて、販売会

社・運用会社・受託会社の報酬割合を示す取組みが行わ

れている。 

 

【販売・勧誘時等におけるリスク等についての情報提供の

充実】 

 高齢者層に需要の高いとされる高分配金型の代表的なも

のに、通貨選択型ハイ・イールドボンドファンドや同新興国

債券ファンドなどがあるが、これらのファンドを構成する外

国投信の運用内容には、投資リターンを高める為、投資不

適格（ＢＢ+以下の格付け）債に多く投資するものもある。つ

まり、一般の個人には低格付債投資にともなう信用リスク

が直接は分かり難い。また、選択した通貨の為替リスク、デ

リバティブを利用した場合のカウンターパティー・リスク（ 
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契約不履行リスク）など、これらのリスクをどの様に解り易く

示すかが検討されている。その検討過程で、欧州で採用さ

れているファンドの分配金込みの変動率（標準偏差）を７段

階に分けて示す方式もワーキングでは議論されているが、

一律的なリスクレベルの表示には反対論も多いようだ。 

 

【運用資産の内容に対して一定のリスク制限をする規制の

検討】 

 現在は、ファンド毎若しくは運用会社独自の基準として、

運用資産に対する信用リスク（例えば同一銘柄には何％以

下の投資）やデリバティブの利用規制はあるが、法制度上

は企業支配禁止の観点から、投資先株式の議決権の５

０％を超えてはならないとの規制のみがある。これを、欧州

の規制などを参考にして、同一者へのエクスポージャーが

純資産の一定比率以内とすることが検討されている。この

目的は、信用リスクの集中回避の為の投資制限だが、検

討・議論には時間がかかりそうだ。 
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個人投資家による投資信託の選択 
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個人投資家拡大へ、それぞれの戦略 

 

 投資信託の販売におけるインターネット利用は進んでいる

ようだ。金融情報誌によると、ネットで販売されたファンドの

金額ベースの最近のシェア推計は、証券会社分で約３％、

金融機関などの窓販部分で約７％、地銀だけの分では約１

０％となっており、特に金融機関取扱いでの増加が目立ち

始めている。これは、営業プロセスの厳格化が求められて

いるという販売会社側の事情もあるが、目論見書の平易化

などでファンドの内容が依然よりも分かり易くなっていること

も影響している。人数ベースの調査では、昨年９月に野村

総研が実施した生活者１万人アンケートがあるが、全体の

１４％がネットを利用しており、資産形成層となる３０才台に

限りみると５１％に達している。 

 

 実際の大手ネット証券における投資信託販売を見てみる

と、取扱いのファンド数が６００～１２００と大量の品揃えか

ら選択させるので、売れ筋ランキングといった旧来からの方

法がメイン画面を占めるが、販売促進の為の新しい取組み

もなされている。資産のポートフォリオから参考ファンドを示

すもの、ワンコイン（500円）などの少額の継続積立、自分年

金といったテーマ性、いずれも投資する目的・方法を明確・ 
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単純化して資産形成の為の持続したファンド投資を促すも

のだ。 

 

 同じくネット環境を利用する販売チャネルとして、現在約４

５０万人が加入する確定拠出年金制度での投資信託購入

がある。現在５兆円の資産の内、約２兆円弱が投資信託で

運用されている。今後、主婦や公務員の制度加入などが可

能になれば、一段の増加が期待できるが、年金制度全体

の問題なので時間がかかりそうだ。 

 

 替わって最近期待が高まっているのが、日本版ＩＳＡ（少額

非課税投資制度）の本格導入だ。これは、現在、試験的な

制度導入（３年間、合計300万円投資枠）として２０１４年か

ら予定されているが、経済界や金融業界などから本格的（５

年間、500万円以上）な導入要望が強い。若し、本格的に導

入されれば、２０挑円以上の資金が投資信託購入に向かう

といった試算もされている。 

 

 一方、証券会社などでの対面営業の投資信託販売がど

の様になっていくか考えると、やはり資産運用層に的を絞っ

た営業推進は変わらないだろう。但し、現在求められている

営業プロセスの厳格化は、現場のコストを引き上げる。その 



為、収益性を上げる方法としては、成功報酬型のラップ口

座や私募ファンドの販売に注力する動きもあるだろう。販売

会社としては、高い手数料の対価としての現場の投資助言

機能を高めるのが王道だが、公募投資信託においても、投

資家・販売会社・運用会社の利益が一致するような、成功

報酬的手数料体系が検討されれば、店頭での販売拡大に

繋がるだろし、販売のあり方も変わっていく。 

その事を期待したい。 
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投資信託購入のきっかけ 

※投資信託協会2011年度アンケート調査より作成 

自分で情報を取得する 
資産形成層 

助言が必要な
資産運用層 

対面営業での販売強化 

インターネット利用での 
販売拡大 

商品・リスクの分か
り易さ 

制度的な 
投資支援 

投資家・販売者の
利益が共有できる

報酬体系 


