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■はじめに

　投資信託が変わろうとしている。

　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・グループ」が12

年12月にまとめた報告書の結論に沿い、13年

に金商法・投信法が改正され、14年夏には政

令・内閣府令および自主規制の変更が行われ

て、14年12月から実施する運びとなった。

　そこで以下、今般の制度変更の内容紹介（一

部見込みを含む）とその評価を行うとともに、

投資信託の中長期的課題について考察してみ

た。なお、本稿においては証券投資信託にし

ぼって記述し投資法人（不動産投信）につい

ては触れないこと、本稿中の事実認識・意見

は筆者の私見であることをお断りしておく。

■Ⅰ．14年改革のポイントと
その評価

１．運用財産についてのリスク規制の導入

　前述の金融審議会「投資信託・投資法人法

制の見直しに関するワーキング・グループ」

の報告書（以下「WG報告書」）は、「商品の

複雑化・リスクの複合化が進行しており・・

・大きな信用リスクを抱えた・・投資信託も

存在している。このような複層化したリスク

や信用リスクは、説明・開示によりあらかじ

め投資家に認識させることは困難であり、・

・・・リスク量をあらかじめ制限するような

仕組みを構築することが考えられる。・・・

具体的には、信用リスクの分散については一

定の定量的な規制の枠組みを整備する、デリ
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バティブ取引を行う場合のリスク量制限につ

いては、リスク量に係る計算方法を一定程度

規格化し、その概要の情報を提供する」こと

を提言した。

　この提言に沿って、「金融商品取引業等に

関する内閣府令」と投資信託協会の「投資信

託等の運用に関する規則」等の変更が行われ

る。本稿執筆時点では内容が確定していない

が、金融審議会WGの第９回会合において次

の案が提示されており、ほぼこれに沿った内

容となる見込みである。

　先ず信用リスク規制については、①株式、

②債券・その他有価証券、③デリバティブ、

レポ取引など委託者が指図可能なその他の取

引、のそれぞれについて、同一者へのエクス

ポージャーを各ファンド純資産の10％以内に

制限するとともに、①〜③を通算して同一者

へのエクスポージャーを各ファンド純資産の

20％以内に制限する。また、デリバティブに

ついては、ポートフォリオ全体に関し、リス

ク量を投資信託協会規則が定める三つの手法

のいずれかにより計算し、その上限値以内に

抑える。

　以上のリスク規制の導入により、報告書が

指摘していた通り「投資家にとって突発的・

不連続な損失の発生」を防止する効果が働き、

投資家保護が促進されると評価できよう。ま

た、国際比較から見ても、従来の日本の投信

のリスク規制は緩かったので、グローバル・

スタンダードに近づくとも評価できよう。

２．ディスクロージャーの改善

　投資家向け情報開示については、①すべて

の投信購入者に交付することが義務付けられ

ている投資信託説明書（交付目論見書）に投

資リスクの分かりやすい表示を導入するこ

と、②運用報告書を２段階化したうえ、すべ

ての受益者に交付する交付運用報告書につい

て内容をしぼりこんで理解しやすくすること

の二つの改正が行われる。投資家の投信につ

いての理解度を深めることに貢献すると評価

できる。

①　交付目論見書のリスク表示の改善

　本件については、目論見書の記載事項を定

めた「特定有価証券の内容等の開示に関する

内閣府令」と、投資信託協会の「交付目論見

書に関する規則」等の改正が行われる。

　内容は、新しく①各ファンドの投資リスク

についての参考情報として、当該ファンドと

他の代表的なアセットクラス（株式・債券に

ついて日本・先進国・新興国の別に分けた６

種類程度）との騰落率の比較を、各ファンド

の内容に合わせて表示するとともに、②ファ

ンドの年間騰落率および分配金再投資後基準

価額の推移を過去５年間について月別に棒グ

ラフ等で表示することとなった。

　このリスクの量的表示について、ワーキン

グ・グループの議論の過程では、EUで12年

から始まった投信のリスク表示方法（各ファ

ンドの収益の過去５年平均値からの乖離率

（標準偏差）を用いて７段階に階級表示する

方法）が紹介されていた。筆者は、このEU
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方式（投信の中だけでの比較）よりも、株式

・債券との比較を加えた日本の新方式の方が

投資家の理解を得られやすいと評価してい

る。しかも、株式・債券がそれぞれ日本・先

進国・新興国に分けて表示されることは、グ

ローバル投資時代にふさわしい投資教育効果

をも生もう。

②　運用報告書の２段階化

　本件についてWG報告書は「現在、運用報

告書に記載すべき事項は、一の運用報告書と

して受益者に交付することとされている結

果、・・・受益者は情報を取捨選択すること

が困難であり、運用会社には多大なコストが

発生している。こういった問題を改善するた

め、運用状況に関する極めて重要な事項を記

載した交付運用報告書と、より詳細な運用状

況等も含めて記載した運用報告書（全体版）

に二段階化することが適当である。・・・交

付運用報告書は、原則として受益者に書面ま

たは電子的な方法により交付し・・・他方、

運用報告書（全体版）は運用会社のホームペ

ージでの掲載など投資家にとってアクセスし

やすい電子的方法による提供を原則としつ

つ、受益者から請求があった場合にのみ書面

による交付を義務付けることが適当」と述べ

ていた。

　さらに交付運用報告書については、「他の

投資信託と比較可能な方式で当該投資信託の

現在及び過去の状況を記載する。また、グラ

フや図を活用し、平易かつ簡素な表現で文章

による解説を行うなどわかりやすい表示を行

う」ことを求めていた。

　この提言に沿い、投信法および「投資信託

の計算に関する規則」の改正、具体的記載事

項について投資信託協会の「投資信託及び投

資法人に係る運用報告書等に関する規則」等

が改正され、WG報告書の提言通りに改善が

実行されることとなった。

３�．投資家ごとにトータルリターンを

定期的に通知する制度の導入

　これは、近年において毎月分配型ファンド

の販売が急速に増加した中で、「分配金はフ

ァンド資産から支払われ、元本の払い戻しに

相当する場合があることを理解していない投

資家が多い。投信の収益は分配金に基準価額

変動を加えたトータルリターンで見ることを

徹底すべきだ」という問題意識のもとで取り

上げられた。

　WG報告書は「（投資家の）適切な投資判

断のための環境を整える観点から、受益者が

自分の保有する投資信託に係る投資期間全体

の累積分配金を含む累積損益を把握しやすく

することは重要である」とし、業界において

制度の実施を図ることを求めたうえで、計算

方法として「（計算時点の評価金額＋累計受

取分配金額＋累計換金金額）−累計買付金額」

とすることを示した。

　これに沿って日本証券業協会の「協会員の

投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の改正

が行われ、販売会社は14年12月から、顧客が

新たに買い付けるファンド（ETFなど一部
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を除く）について、年１回以上、上記の計算

方法によりトータルリターンを計算して顧客

に通知することになった。

　このように、投信を保有する個別投資家ご

とにトータルリターンを定期的に通知する制

度は、筆者の知る限り米国・EUでは採用さ

れていない。したがって他の国より一歩進ん

だ投資家サービス制度になると評価される。

そして、「投信の収益は（分配金だけでなく）

トータルリターンで計るべきこと」について

の投資家理解が進むことが期待される。

　

４．その他の改正

　その他には、⑴ファンド併合および約款変

更の手続きの簡素化、⑵金銭設定・金銭償還

の例外範囲の拡大などが実施される。⑴から

は併合によるファンド数の減少、ひいてはフ

ァンド１本当たりの規模の拡大によるコスト

削減効果を生むことが期待され、⑵からは

ETFの設定・償還が円滑化するとともに、

機関投資家向け商品設計の幅が広がることが

期待される。

■Ⅱ．今後の課題

　以上のように、14年には投信制度改革が実

施されるが、投信の今後の課題は何か。筆者

は次のように考える。

１．運用パフォーマンスの更なる向上

　日本の投信の運用実績を検証する意味で、

過去10年間の国内株ファンドの平均収益率と

国内株の代表的インデックスであるTOPIX

（東証株価指数）の収益率を比較すると図表

１の通りである。国内株ファンドの収益率が

TOPIXを上回っていた年が６回、下回って

いた年が４回あり、10年間の収益率を算術平

均すると、国内株ファンドが8.5％、TOPIX（配

当込）が7.5％と計算される。

　新聞等で時々「インデックスを上回る実績

（図表１）日本の国内株ファンドとTOPIXの収益率比較
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を挙げているファンドの数は全体の５割以

下」といった形で「ファンドの運用実績は悪

い」と報道されることがある。しかし、ファ

ンドの数ではなく、図表１のように平均収益

率の比較で見ると、少なくとも国内株ファン

ドはインデックスを上回っていた。

　しかし、運用パフォーマンスの向上は投信

運用会社の永遠の課題であることは言を俟た

ない。そしてパフォーマンスを上げるには、

運用技術の向上と併せて、良い投資素材への

投資が必要である。グローバルな視点から収

益性の高い投資素材を求める一方で、機関投

資家として日本株の投資価値を高めることに

貢献することも求められる。その意味で、投

信会社は14年に導入された日本版スチュワー

ドシップ・コードの履行その他を通じ、日本

企業のROE向上などに貢献すべきであろう。

２．顧客利回りの向上―積立投資の推進

　ファンドのパフォーマンスが良くても、投

資家が高いところで買って安いところで売っ

てしまったら、投資家の収益は上がらない。

　株式のリターンと株式投信への資金流入額

の関係を見ると、投信先進国の米国において

すら、株価が上がってくると買いが増え、下

がると売りが増えている。このため、投資家

利回りはファンドの運用利回りより低いとい

う分析結果が発表されている。2003年にボス

トンの調査会社Dalbar社が発表したレポー

トによると、1984年から2002年までの間につ

いて、株式ファンドに投資した投資家の平均

リターンは年率2.6％であったという。この

間の株式ファンドの平均リターンはリッパー

社調べで9.3％であった。またモーニングス

ター社の分析によると、2012年末に至る10年

間の米国投資家の長期投信への加重・年平均

リターンは6.10％となっており、長期ファン

ドの平均リターン7.05％を下回っていた。日

本についても、野村総合研究所の金子久氏に

よれば、97年４月〜03年９月についての分析

で、国内株式一般型ファンドの平均リターン

に対して投資家リターンは8.5％（年率）低

かったとのことである。

　この事実は、投資家がタイミングを選んで

投資するよりも、毎月積立など定額投資によ

りドルコスト平均法のメリットを生かす（“値

段の高いときには少ない量を買い、値段の安

いときには多くの量を買って”平均買付単価

を引き下げる）ことの有用性を示唆している。

　定額投資により投資家の平均購入単価をフ

ァンドの平均基準価額より引き下げられれ

ば、今までとは反対に「投資家利回りがファ

ンド利回りを上回る」可能性が出てくる。販

売会社による積立投資の推進が望まれる。

　

３．顧客層の拡大（特に若年層・女性）

　日本と米国の投信普及率を比較すると図表

２の通りである。全年代平均では日本の投信

保有率は米国の６分の１、65歳以上では３分

の１程度であるが、35歳未満では10分の１以

下である。また日本について男女を比べると

女性への普及度が低い。
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　若い内は金融資産の蓄積額が小さいため、

先ず預貯金や保険を持たざるを得ないことは

万国共通であるが、米国では若者が確定拠出

年金制度を通じ、月々の収入の中から退職後

に備える資産形成を実行している。そしてそ

の運用対象として投信が選ばれている結果、

図表２のように35歳未満でも投信保有率が34

％に達している。日本においても確定拠出年

金制度について個人拠出枠の拡大など一層の

制度充実が望まれるとともに、業界は「退職

後に備えるという長期運用の手段としてこそ

“短期的なリスクはあっても長期的には高い

リターンを期待できる株式投信”が適してい

る」ことをもっと訴えるべきであろう。

　一方、日本では14年からNISA（少額投資

非課税制度）がスタートした。NISAは若者

や女性など投資経験がない層や投資経験が浅

い層をも重要なターゲットにしている。投信

普及率の低いこれらの層に長期の資産形成

（積立て）手段として投信の保有を奨める絶

好の機会となろう。

４．長期安定資金の導入

　日本の投信の解約率が高い（言い換えれば

平均保有期間が短い）ことはよく指摘されて

おり、過去10年間の投信の平均保有期間を日

・米・英について比較すると図表３の通りで

ある。

　日本の投信の平均保有期間（年間解約率の

逆数）は、09年以降一貫して短期化し、13年

には1.7年に落ち込んだ（米・英はともに4.1

年）。13年は、株価上昇にともなうヤレヤレ

売り、株式優遇税制廃止前の駆け込み売却と

いう二つの特殊要因があったことにもよる

が、米・英に比べ半分以下である。

　これを改善するためにもNISAが一つのキ

ッカケになることが期待される。NISAは、

投資年の年初から５年間（再投資すれば10年

間）非課税措置が有効であるから、その期間

フルに保有し続けることが非課税枠の有効活

（図表２）年齢別投信保有率の日米比較（2012年）

（出所）日本は日本証券業協会「証券投資に関する全国調査（個人調査）」平成24年度版、米国
はICI“Ownership of Mutual Funds, Shareholder Sentiment, and Use of the Internet, 2012”
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用になる。日本では株価が長期に低迷したこ

ともあって長期投資に対する不信感が強い

が、投資環境が好転していることや、NISA 

が海外投資ファンドにも適用されることも生

かして、投信への中長期投資を推進する有効

な手立てにしたいものである。

　ちなみに英国では、ISA口座で保有されて

いる投信の平均保有期間は13年現在で8.1年

と計算され、英国投信全体平均の２倍となっ

ている。

５．既存商品の育成

　日本は、米国に比べるとファンド数が多い。

日本と米国の投信残高・ファンド数・新商品

設定本数を掲げると図表４の通りである。日

本の投信残高は米国の５％であるのに対し、

日本のファンド数は米国の64％と多く、した

がって１ファンド当たりの規模は米国の８％

に止まっている。そして13年は日本の新商品

設定本数が（NISA対応商品の設定が300本以

上あったとはいえ）890本に達した。残高は

米国の20分の１であるのに、新商品の数は

1.35倍というのは異常であろう。

　この背景には、日本の投信募集が新商品に

偏っている（米国のように既存商品をじっく

り育てていない）ことがある。前述のWG報

（図表３）株式投信の平均保有期間の国際比較
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（注）平均保有期間は（年間平均残高／年間解約額）により算出した。年間平均残高は
前年末残高と当年末残高を平均した簡便計算値を用いた。日本は解約額に償還額を含
む。英国はデータの制約上全ファンドの平均、米国はハイブリッドファンドをふくむ。

（出所）各国投信協会データより筆者が計算。

（図表４）日米のファンド数・新商品数等の比較（2013年）

（出所）米国はICI、日本は投資信託協会資料より筆者作成

純資産残高 ファンド数
１ファンド当り

金額
年間の新商品
設定本数

米国 1,582兆円（100） 7,707（100） 2,053億円（100） 660（100）

日本 82兆円（5） 4,922（64） 166億円（8） 890（135）
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告書中の「次々と新商品が投入されることで、

投資信託の累増・小規模化を招き、運営コス

トが報酬を上回っている投資信託が多い」と

の指摘を真摯に受け止め、既存商品を育成す

る方向に営業の重点を移行させることが望ま

れる。

■おわりに

　以上、投資信託の14年改革の内容と今後の

課題について述べてきた。

　実は「今後の課題」の多くは、数十年前か

ら繰り返し指摘されてきたにも拘わらず解決

されていない事柄であり、その中心は「販売」

に係わる問題である。

　筆者は最近、業界の実態に精通しているあ

る識者が、NISA導入に関連して「日本の投

信が良くなるラストチャンスかな・・」と呟

いているのを聞いた。事態はそれほど深刻だ

ということだろう。

　投信の販売姿勢について、中央大学特任教

授・明田雅昭氏は、日本証券アナリスト協会

発行の『証券アナリストジャーナル』2014年

５月号の中で「・・・販売姿勢を販売会社が

自ら改めるのを期待するのには無理があろ

う。むしろ独立した第三者が販売会社の販売

姿勢を分析・評価し、その情報が投資家に豊

富に提供されるようになれば、投資家が自ら

の投資方針・姿勢に合致する販売会社を選ぶ

ようになり、そのことが販売会社の姿勢を変

えていく圧力になるのではないだろか」と述

べている。

　筆者は、米国の証券会社が、ビジネスモデ

ルを以前の売買コミッションベースから、（投

資家の利益と自己の利益が一致する）預かり

資産残高に対するフィーベースへと転換させ

ていることも参考になると考える。いずれに

しても、“顧客本位”などの「精神論」に依

るのではなく、販売姿勢の改善に有効にはた

らく何らかの「仕組み」の導入を検討すべき

時期に来ているのではなかろうか。

　幸いにも、投信の平均保有期間は昨年の

1.7年から14年１〜４月には2.8年にやや改善

し、フィーベースの投信ラップアカウントも

昨年から拡大している。また一部の証券会社

が新商品の設定を抑えて既存商品重点の営業

に切り替えている動きもある。さらに14年３

月までのNISA口座開設者の状況（証券会社

分）を見ると「若い年代ほど、投資未経験者

の割合が高くなっており、20歳代では40％超、

30歳代では30％弱が投資未経験者」（５月28

日・日本証券業協会公表資料）であり、顧客

層拡大の兆しも見られる。

　こうした改善のうごきを進化させながら抜

本的改革をめざす土壌が出来つつあるのかも

しれない。NISA発足の2014年が投信販売革

新のスタートの年となることを願って止まな

い。
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