
第１章

個人の資産・運用手段と
投資信託

投資信託は預貯金とは違い、価格変動や

元本割れが起こる可能性がありますので、

販売の際には十分な商品内容の説明をしな

ければいけません。

また、投資する目的、投資期間など顧客

の性向に合わせた商品設計が求められます。

この章では、投資信託の商品性を理解す

るために、まず、金融の知識を理解してい

きましょう。



� ～投資信託を理解するための基礎知識

経済の潤滑油 金融

Introduction

みなさんは、お小遣いのやりくりに困った経験がありませんか？以前から欲しい

と思っていた物がセールになっています。毎月のお小遣いだけでは買えませんし、

貯金もありません。来月分のお小遣いと合わせれば買えますが、セール期間は終わっ

てしまいます。

そんな時は、お小遣いの「前借り」という手があります。何とか奥さんのご機嫌

をとって、来月分を融通してもらうことで、今月のお小遣いでは買えない物を手に

入れたことのある方も多いはずです。

このように、「持っているお金」と「欲しい物を入手するために支払わなければ

ならないお金」は一致しないものです。そのような時に、「お金が余っている所」

から「お金が足りない所」にお金を融通するしくみを「金融」といいます。もう少

し詳しく説明しますと、金融という言葉には、大きく２つの意味があります。広義

では「お金の流れ」という意味に、狭義では「お金の貸借」という意味に使われま

す。

お金の流れとは

私たちの暮らしは、物やサービスを交換する活動で成り立っています。物やサー

ビスを交換する取引により、生産と消費という活動は循環しています。この循環活

動を「経済」といいます。物やサービスの交換取引は経済の基本です。この交換取

引を支えているのが「お金」です。

お金がない古代社会では、物々交換をしていました。物々交換は、かなり不便な

取引です。取引相手が自分の欲しい物を持っているとは限らず、交換の機会が限定

されていたからです。この不便さを解消したのがお金です。

お金は、異なったニーズを持つ買い手と売り手との間を仲立ちし、様々な交換取
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図表１－１ 広義と狭義のお金の流れ

お金の役割

広義 お金の流れ 不特定多数の相手との交換を実現 場所

狭義 お金の貸借 一時的なお金の融通 時間

引を可能としました。売り手と買い手が離れた場所にいる場合でも、お金が両者を

結ぶことで、交換取引が成立します。この「場所を越えての交換取引」の実現が、

お金の大きな役割です。

お金と経済活動は、密接な関係にあります。交換取引の裏には常にお金の流れが

存在し、逆に「お金の流れ」を見れば経済がわかります。お金の流れ（金融）は、

経済を支える大切なシステムです

お金の貸借

私たちの社会では、しばしばお金が足りなくなることがあります。こんな時、お

金が貸し借りできれば、時間を超えた交換取引が可能になります。クレジットやロー

ンなどを利用することで、今はお金がないけれど、後で支払うという取引が実現し

ます。お金の余っているところから足りないところへ、一時的なお金の過不足を貸

借で調整することによって、交換を円滑に進めることができるのです。この時間を

超えての交換取引の実現が、お金のもうひとつの大きな役割です。

お金の流れと、一時的なお金の貸し借りは、経済活動を円滑かつ活発にします。

金融がうまく機能することで、経済活動を促進させることができます。そのため、

� 経済の潤滑油―金融
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金融は「経済の潤滑油」と呼ばれています。経済の発展には、金融という仕組みは

欠かせないものです。

家計・企業・政府：３つの経済主体

経済社会では、家計、企業、政府の３つの経済主体が活躍しています。

家計とは、家の生活を維持するための経済行動のことですが、収入の一部を将来

のために備え、足りない資金は銀行などの金融機関から借りて自動車を買ったり、

家を建てたりします。

企業は、電気製品や自動車などの商品を作るために、人を雇い、機械を買い、原

材料や部品を仕入れます。そのために必要な資金を企業自身で用意することができ

ない場合、不足の資金は金融機関などから調達します。また、製品が売れて利益が

出れば、銀行に預けたり、株式、債券、投資信託などを買って運用します。

政府は、公共サービスを提供するための費用を税金でまかなっていますが、税収

が不足した場合は、債券（国債や地方債）を発行して資金を調達します。

このように、家計・企業・政府は、資金の需要者になったり、資金の供給者になっ

たりして、３者の間で資金は循環しています。わが国では、家計は常に「お金が余っ

ている」経済主体となっており、資金の供給者として、企業や政府という「お金が

足りない」経済主体（需要者）の資金を補うという重要な役割を担っています。
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� ～投資信託を理解するための基礎知識

金融の種類

図表１－２ 直接金融

株式・債券への投資
材料の購入

設備投資
配当・利子

証券市場 貸し手
家計など

借り手
企業など

図表１－３ 間接金融

材料の購入

設備投資

貸し手
家計など

金融機関
銀行など

借り手
企業など

預金

配当利子

貸付

配当利子

直接金融と間接金融

金融は、資金の貸し手から資金の借り手へ資金が提供される経路によって、「直

接金融」と「間接金融」に分けられます。

１．直接金融の仕組み

直接金融とは、投資家のお金が直接、企業などに流れる金融の仕組みで、証券市

場が重要な役割を務めます。証券には企業が発行する株式や社債、政府や地方公共

団体が発行する国債や地方債などがあります。投資家は証券市場で、これらの証券

を買うことにより、企業などに資金を提供します。

２．間接金融の仕組み

間接金融は、貸し手と借り手の間を銀行が仲介して、間接的にお金を融通する仕

組みで、銀行が預金者から預かったお金をまとめて企業などに貸し付けることで資

金を提供します。
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３．時代の変遷

第２次世界大戦直後の日本は、物もなければそれを作る企業もないという状態で

した。企業が物を作るためには、新しく工場を建てたり、機械を購入したりと短期

的にたくさんのお金を必要としました。でも、まとまったお金を企業に貸し出すこ

とができる人はほとんどいませんでした。そこで国は、家計に貯蓄を進めました。

ひとりひとりが手元にあるお金を銀行に預け、銀行がまとめて重要な企業に貸し出

すようにしたのです。

お金の貸し手は銀行に預金をした人々であり、企業は銀行を通じて間接的に預金

者からお金を借りたことになります。企業からは、銀行に預金している人が誰なの

かはわかりません。また、預金者からは、預けたお金を銀行が誰に貸しているのか

わからないのです。これに対して、企業が自ら株式や社債を発行し、投資家（お金

の貸し手）からお金を直接調達するのが直接金融です。株式や社債の取引は証券会

社を介して行われ、証券市場で売買されます。

たとえば、ある自動車メーカーが新車を生産するため、新しい工場の建設を計画

し、その建設費のため株式を新たに発行したとしましょう。

投資家は自動車メーカーが新たに株式を発行することを知り、新車も売れるだろ

うと予測して証券会社を通じて新しい株式を購入することにしました。投資家は株

式を購入し、代金は建設費に使われました。その後、新車は予測どおりヒットし、

投資家は配当を受け取りました。

このように、直接金融は企業と投資家が直接結び付き、お金の貸し借りを行いま

す。また、株式や社債は投資家が証券市場で自由に売買することができます。

投資家は大切なお金を貸すために、その企業が信用できるかどうかを詳しく知る

必要があります。一方、企業はお金を借りるために、自分たちがどのような企業か

を知らせたり、社債の場合、借りたお金をきちんと返済できることを説明する経営

情報等の開示（ディスクロージャー）が求められます。

貯蓄が奨励され銀行にお金がたくさん集まった高度成長期までは、企業も銀行を

頼りにしていました。銀行との関係だけを大切にしていれば、お金を調達するのに

心配や苦労をすることはありませんでした。そのおかげもあって日本経済は急成長

し、経済大国になったのです。
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１９８０年代から、企業が次第に力をつけ、銀行だけでなく徐々に自分で資金を調達

するようになりました。１９９８年から始まったいわゆる「金融ビックバン」によって、

様々な規制が取り除かれると、直接金融の方法も多様になり、証券市場も着実に成

長してきました。トヨタやソニーなど日本を代表する企業が数多く上場している東

京証券取引所１部市場の他にも、マザーズやヘラクレスなどの新しい市場が誕生し

ました。こうした新しい市場には、IT関連、バイオなど、新しい分野のベンチャー

企業が集まっています。こうした新しい企業は、投資家に株式を買ってもらうため、

魅力ある株主優待の特典を設けるなど知恵を絞っています。

４．直接金融と間接金融の違い

直接金融と間接金融の大きな差のひとつは、誰が資金の提供先を選び、資金の提

供先が破綻した場合に、損失を誰が負担するかにあります。

直接金融では、投資家が直接、企業などを選択し、その株式や社債を購入するこ

とによって資金を提供しますので、資金の提供先が破綻した場合による損失も投資

家が直接負担します。間接金融では、銀行が資金の提供先を選択して貸し出します

ので、資金の提供先が破綻した場合による損失も銀行が負担します。預金者は、利

子と預金元本が保証される一方で、資金の提供先を選択することはできません。

（注） 銀行が破綻した場合、預金の保護の範囲は２００２年４月から預金者当り元本１，０００
万円までとその利息分です。なお、１，０００万円を超える元本とその利息がまったく
戻ってこないわけではありません。その部分については、破綻した銀行に残され
た財産に応じて全部または一部が戻ってくる仕組みが用意されています。その分、
銀行が投資した先の株などが何百億、何千億になろうが、投資家がもらえるのは、

� 金融の種類
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わずかな預金金利と銀行に預けた元金の払い戻しだけです。

５．これからの資産運用

日本はバブル経済の崩壊をきっかけに、約１０年もの長い不景気が続きました。企

業は銀行に借りたお金を返せなくなり、倒産が増えました。そうなると、銀行も新

たな貸出しを控えるようになります。絶対にないと思われていた銀行の倒産も発生

しました。これまで日本経済を支えてきた間接金融の仕組みが機能しなくなってき

ているのです。

日本経済をふたたび復活させるために、直接金融への期待が高まるとともに重要

になってきています。

わが国では、高い貯蓄率にも関わらず、証券に関する知識は一部の専門家にのみ

必要なものであり、一般の人には関係ないとする風潮が根強くあります。とりわけ

株式投資には「ギャンブル」と同じ罪悪感をもつ人も多くいます。そのような社会

からは、世界一の資産家といわれるビル・ゲイツのような企業家精神や投資マイン

ドが沸き起こってくることはなく、企業成長力は鈍化し、新技術や新サービスの開

発に支障をきたし、雇用機会や所得向上にマイナスの影響を与えるなど、国民生活

全般のレベルを下げてしまう懸念があります。

銀行の預貯金に偏っていた家計の資金の再配分を促すものが金融商品の多様化で

あり、証券化の進展などを背景とした金融の自由化です。証券をベースとした多く

の金融商品が生まれ、企業はそれを元に証券市場からの資金調達を拡大させていま

す。また、銀行も預金者から集めた資金を貸し出しだけで運用するのが困難となり、
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証券市場での運用を積極的に行っています。家計の資産運用でも、従来よりも資産

を預貯金・不動産・有価証券に分けて保有することを推奨する、いわゆる「財産三

分法」が唱えられてきましたが、実際は預貯金と不動産の二分法になっていました。

しかし、これからは有価証券と外貨資産を加えた「財産四分法」の発想が必要にな

ると思われます。

わが国では高齢化の進行で、公的年金がさらに拡大することは困難と思われるだ

けに、これを補う企業年金、あるいは個人年金の重要性が高まっています。今後は

企業も個人も老後の備えは自らが汗を流し、知恵を絞っていかざるを得ません。

個人の資産形成が厚みを増していく中、これからの資産運用は各人の保有資産、

ライフスタイル、年齢などから収益性、安全性を判断し、多様な金融商品の中から

目的に最も合うものを組み合わせ、積極的に行っていくことが重要になってきてい

ます。

� 金融の種類
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� ～投資信託を理解するための基礎知識

投資のリスクとリターン

一般的なリスクと投資の世界のリスク

「リターン」とは、投資からの利息や配当、分配金、値上がり益などのことで、

一般に使っている意味と同じです。一方、「リスク」とは、一般的には「危険。危

険であること」という意味ですが、資産運用でのリスクとは運用成果が予想（期待）

と異なる可能性（確率や乖離）という意味です。株式や債券など、元本が保証され

ていないものに投資するのはリスクがあるといわれますが、どんなリスクがあるの

かを正しく理解している人は意外と少ないのです。しかし、リスクを正しく理解せ

ずに投資を行えば、思わぬ損がでて慌てることにもなりかねません。反対に、リス

クを十分理解すれば、どうすればリスクを少なくすることができるかということが

みえてきます。

投資の主なリスク

１．価格変動リスク

価格が変動することによって、得をすることもある反面、損をすることもある可

能性のことです。一般にリスクというと価格変動リスクを指します。株式のように

価格が日々大きく動くものから、債券のように値動きの幅が比較的少ないものまで、

大なり小なり投資には価格変動リスクがついて回ります。

２．信用リスク

たとえば、社債を発行している企業が経営危機に陥ったり破綻してしまうことに

より損をする可能性のことを指します。そのような企業に投資していた場合、利息

が支払われなくなったり、額面金額が戻ってこなかったりしますので、会社の経営
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状態をよく見きわめたうえで投資することが必要です。

３．流動性リスク

必要な時に換金できなくなる可能性のことをいいます。市場での取引が活発でな

い証券は、売ろうと思っても、なかなか買い手が見つからない場合があります。ま

た、投資信託の中には、一定期間は解約ができないものもあります。人生には、病

気・事故・失業・盗難など、時として予想していなかった災難が降りかかってくる

ことがあります。これらの出来事はいつ起こるかわかりません。ですから、いざと

いう時にすぐ換金できるよう、流動性を重視して金融商品を選ぶことが大切です。

４．為替変動リスク

価格変動リスクに含まれるリスクですが、とくに外貨建資産の為替相場による変

動を指します。たとえば、米国株式を保有している時、米ドルでの株価が１，０００ド

ルで変わらなくても、円ドルの為替レートが１２０円から１００円へ円高になると、株式

の円ベースでの価値は１２万円から１０万円に下がってしまいます。外貨建資産に投資

する場合には、為替相場の影響も考える必要があるのです。

５．金利変動リスク

価格変動リスクに含まれるもうひとつのリスクですが、とくに金利変動によって

価格が変化する可能性を指します。金利の変動は、債券の価格に大きな影響を与え

ます。たとえば、１年間で５％の利息がもらえる債券を保有している時、金利が５％

� 投資のリスクとリターン
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から６％に上昇したとします。新しく発行される債券は、金利の上昇を反映して６％

の利息がもらえます。すると５％の利息がもらえる債券は、新しく発行された債券

より１％もらえる利息が少ないため、その分値段が下がるのです。債券に投資する

際には、金利の動きに注意することが必要です。

６．リスクとリターンの関係

一般に、リスクが高い商品はリターンも高くなります。銀行に預けた預貯金は、

資金が入用の時、ただちに現金化できます（流動性リスク小）。また銀行が破綻し

た場合には、預金者を保護するため、一定額の預金を保証する（ペイオフ）制度が

あります（信用リスク小）。しかし、有価証券投資と比べ、値上がりが期待できる

というリターン（利率）は大変少ない額となります。

一方、有価証券投資は、価格が日々変動しているため、価格変動リスクが高く、

時価が高騰した場合には、売却によりリターンを得ることができますが、時価が急

落している時期に、換金の必要に迫られて売却する場合には損失が生じます。

このように、高いリターンが期待できる商品のリスクは高い傾向にあります。ハ

イリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターンの関係にあるということを

しっかり覚えておきましょう。リスクが低く高いリターンが期待できるといった都

合のよい商品は現実にはありません。

運用を行う場合には、勧誘を行っている商品の特徴、仕組みおよびリスクについ

て説明すべき義務を負っていることを理解してください。

投資者自身の判断と責任において金融商品を売買してもらう（いわゆる「自己責

任原則」といいます）ため、金融商品を販売する時の顧客の投資経験、資金の状況

などに応じて適切に説明、アドバイスを行う必要があるのです。

リスクを小さくするための方策

リスクを軽減する対策があれば、それを実行していくのが「投資」の考えであり、

これがリスクを無視した「投機」との違いです。ここでは、その具体的な方法につ

いて紹介します。
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１．分散投資

「卵をひとつのカゴに入れるな」ということわざがあります。すべての卵をひと

つのカゴに盛っていた場合、カゴを落とせばすべての卵が割れてしまいますが、い

くつかのカゴに分けて卵を盛っていれば、１カゴを落としてもすべての卵を割って

しまうことは避けられるということを表わしており、リスクを小さくするひとつの

方法です。分けてもつ、つまり分散させることによって危険を少なくしようという

考え方です。

資産運用においても同じことがいえます。以下に３つの分散投資の方法について

説明します。

２．銘柄分散

ひとつの銘柄に全部の資金を投資すれば、その銘柄が値下がりすることで大きな

損失を被る可能性がありますが、複数の銘柄に分散して投資をすれば、ひとつの銘

柄が値下がりしても、他の銘柄が値上がりすれば、全体では損を打ち消しあうかも

しれません。

また、株式、債券、預貯金というように、異なる金融商品に資金を分散させれば、

株式市場が暴落して損失がでたとしても、債券や預貯金がある分だけ損失を抑えら

れます。

３．地域分散

投資先を、日本だけでなく世界に広げて国際的に資産を分散させる方法です。日

本、アジア、米国、欧州、豪州など世界の各地域の株式や債券に分散投資すること

によって、ひとつの地域で不況が起こっても、他の地域の経済は活況であったりす

ることにより、地域固有のリスクを避けるという考え方です。

４．時間分散（ドルコスト平均法）

株式のように値動きの激しい金融商品は、買うタイミングをとらえることが非常

に難しいものです。一番値段が安い時に買えばいいのですが、それがいつなのかは

資産運用のプロにもわかりません。そこで、ひとつの金融商品を一度に買わずに、

� 投資のリスクとリターン

第
１
章

13



時期を分散させて少しずつ買う「ドルコスト平均法」という手法（図表１－４参照）

があります。

たとえば、毎月１万円で、ある投資信託を値段に関係なく買っていく場合を考え

ます。１月は、投資信託の値段が２５０円だったので４０口買うことができました（１０，０００

円÷２５０円＝４０口）。２月は投資信託の値段が上がって４００円だったので２５口買うこ

とができました（１０，０００円÷４００円＝２５口）。

このようにして、６ヵ月間、１万円でこの投資信託を買い続けたとします。

ここで気が付いてほしいことは、この方法だと価格が安い時には多い口数を購入

して、価格が高い時には少ない口数を購入しているという点です。その結果、毎月

一定の口数を購入する場合より、平均購入価格が安くなるというメリットがありま

す。今回の例では、毎月一定の口数を買った場合の平均購入単価は２８８円ですが、

ドルコスト平均法による１口の平均購入単価は２３５円と、１口あたり５３円も安く購

入できたことになります。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 合計

投資信託の値段 ２５０ ４００ ２００ ５００ １２５ ２５０ 平均２８８円

１万円で買った口数 ４０ ２５ ５０ ２０ ８０ ４０ 合計２５５口

平均購入価格 ２５０ ３０８ ２６１ ２９６ １８６ ２３５ ２３５円

図表１－４ ドルコスト平均法

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
（円）

2月 3月 4月 5月 6月

投資信託の値段
毎月一定口数を購入した場合の平均購入単価(A)
毎月一定金額を購入した場合の平均購入単価(B)

288円（A)

235円(B)
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