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iDeCoの銘柄選び

ズバリ！おすすめの投資信託を教えて！

銘柄はどう選べば良いですか？
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銘柄選びの手順

資産配分（投資先市場の組み合わせ）の決定

個別銘柄（投資信託）の選定

1

2
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投資先市場を選ぶときの疑問

金融引き締めのなか、

株式、リート、債券が薄れていくのでは？

（今後の市場見通しが気になる）
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市場見通しが気になってしまう方へ。資産運用には２つの考え方がある

買い？ 売り？

・短期売買（相場観の運用）
・上がるか下がるか（ギャンブル）
・価格は市場心理で動く（悲観⇓、楽観⇑）
・難しい？悩む？続かない？

・長期投資（学術的理論の運用）
・株価は経済成長とともに上昇（達観）

・金利・配当収入を長期にわたり積み上げ
る
・簡単、悩まない、放っておく（誰でもできる）

期待リターン
（長期的に成長）

リスク
（不確実な振れ幅）

分散投資（投資先を分ける）
積立投資（タイミングを分ける）
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期待リターン（目標利回り）やリスク許容度を決めるときの疑問

どれくらいリスクを取るのが一般的ですか？

どれくらい投資すると、どれくらい貯まるのか？
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期待リターン（目標利回り）やリスク許容度を決めるために

期待利回り（年率）
0.01% 3% 5% 7%

運
用
期
間

5年 600,153 647,402 680,900 715,984
10年 1,200,605 1,397,919 1,549,921 1,720,189
15年 1,801,358 2,267,974 2,659,035 3,128,638
20年 2,402,411 3,276,606 4,074,578 5,104,061
25年 3,003,765 4,445,886 5,881,209 7,874,693
30年 3,605,420 5,801,403 8,186,978 11,760,649
35年 4,207,376 7,372,818 11,129,790 17,210,902
40年 4,809,632 9,194,520 14,885,646 24,855,165

毎月1万円を積立投資した場合、期待利回りと運用期間別の運用成果の目安
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投資先ごとに期待リターンや価格変動の目安がある

投資先市場の期待リターン（長期の成長）と標準偏差（リスク＝価格の振れ幅）

資産クラス（投資先市場） 期待リターン（年率）標準偏差（年率） 短期的な価格変動の目安（年率）
（標準偏差×2）

国内株式 6.16% 18.08% ±36%
先進国株式 7.30% 20.25% ±40%
新興国株式 9.31% 24.73% ±49%
国内ＲＥＩＴ 5.59% 19.93% ±40%
先進国ＲＥＩＴ 8.00% 23.79% ±47%
国内債券 －0.02% 1.84% ±4%
先進国債券（為替ヘッジ） 0.39% 3.66% ±7%
先進国債券 1.47% 9.65% ±19%
ハイイールド債券 4.84% 14.16% ±28%
新興国債券（現地通貨建て） 5.66% 14.28% ±28%
金（ゴールド） 2.41% 18.45% ±34%

※計算基準日は2018年3月末時点。各資産クラスの期待リターンは、各市場の成長率、平均配当利回り、最終利回り、期待インフレ率等から
講師が独自に推計した数値。標準偏差は、各資産クラスを代表する市場インデックスの月次リターン（2006年4月～2018年3月）をもとに算
出した実績値。上記数値は、将来の期待値や過去の実績をもとに試算した数値であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
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投資先の組み合わせはどう考えれば良いか？

何銘柄くらい組み合わせれば良いか？

やはり、バランス型は成績安定していますか？
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分散投資のコツ。異なる値動きを組み合わせることが大事！

Ａファンドの値動き

Ｂファンドの値動き

ＡファンドとＢファンドに

分散投資した値動き
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資産クラスには相性（値動きの方向の違い）がある
各資産クラス間の相関係数（+1は全く同じ動き、-1は全く逆の動き、0は無関係の動き）

※2018年3月末時点。各資産クラスを代表する市場インデックスの月次リターン（2006年4月～2018年3月）をもとに算出した相関係数。

国内
株式

先進国
株式

新興国
株式

国内
債券

先進国
債券

先進国
債券

（ヘッジ）

ハイ
イールド
債券

新興国
債券

国内
ＲＥＩＴ

先進国
ＲＥＩＴ

金
（ゴールド）

国内株式 1.00 
先進国株式 0.81 1.00 
新興国株式 0.72 0.88 1.00 
国内債券 -0.32 -0.30 -0.25 1.00 
先進国債券 0.61 0.70 0.63 -0.14 1.00 
先進国債券
（ヘッジ） -0.30 -0.37 -0.30 0.53 -0.02 1.00 
ハイイールド債券 0.73 0.87 0.77 -0.30 0.69 -0.36 1.00 
新興国債券 0.70 0.81 0.87 -0.16 0.75 -0.13 0.75 1.00 
国内ＲＥＩＴ 0.61 0.52 0.49 0.07 0.35 -0.10 0.48 0.48 1.00 
先進国ＲＥＩＴ 0.68 0.83 0.72 -0.13 0.57 -0.12 0.78 0.74 0.51 1.00 
金（ゴールド） -0.20 -0.11 0.13 0.17 -0.06 0.17 -0.12 0.13 0.02 -0.05 1.00 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自分で銘柄選び、組合せ考えるのが良いか、バランス型が良いか
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バランス型投信の安定性を確認するには、リスク水準（標準偏差）に注目
ファンド名 1年 3年 5年

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 14.03 19.12 18.75
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け） 13.68 18.09 17.3
三井住友・ＤＣ世界バランスファンド（動的配分型） 3.86 --- ---
三菱ＵＦＪＤＣバランス・イノベーション 4.49 3.39 ---
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 3.04 3.47 ---
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 7.43 11.13 10.54
楽天・インデックス・バランス（ＤＣ年金） --- --- ---
楽天ターゲットイヤー2030 6.33 --- ---
楽天ターゲットイヤー2040 9.88 --- ---
楽天ターゲットイヤー2050 9.90 --- ---
明治安田DC日本債券オープン 1.16 1.96 1.89
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ 2.60 --- ---
たわらノーロード 先進国債券 5.93 --- ---
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型） 8.76 12.97 11.96
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ 7.25 11.36 10.39
※2018年8月14日末時点。各ファンドの個別ページのパフォーマンス表に記載のリスク（年率）の数値を記載。各期間の数値は年率の数値。
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iDeCoの制度（仕組み）に適した投資先とは？

強気で運用したい！この先10年、どう考えれば？

長期運用だが日本国債を入れる必要あるか？
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iDeCoの仕組み

長期投資
（60歳以降のための資産形成。最低10年）

積立投資
（タイミングを分けて毎月一定額を拠出する）

1

2
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iDeCoの制度（仕組み）に適した投資先とは？

長期的に大きな成長が期待される投資先は株式（またはREIT）。
ただし、短期的に大きく変動する。

株式市場の動き
（短期的に上下に変

動）

長期的な大きな成長
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積立投資は変動が大きい資産を平均的な価格で買う効果が期待できる
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積立投資では、価格が戻らなくても利益が出る可能性がある
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株式投信は3地域に分散。わかりやすさ？時価総額？
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個別銘柄を選ぶときの疑問

ファンド選びで気をつけることは？

信用あるファンドはどれですか？
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同じ投資先のファンドで運用コストや運用成績を比べることが大事
インデックス（パッシブ）運用 アクティブ運用

・運用目標＝市場の動きに連動すること
（消極的な運用）

・メリット ：運用コストが安い
：成績を把握しやすい
：選ぶのが簡単

・デメリット：ほとんどない
：市場構成に問題があると・・

良くも悪くも市場並みの成績！

・運用目標＝市場の動きを上回ること
（積極的な運用）

・メリット ：市場を上回る可能性がある

・デメリット：市場を下回る可能性がある
：運用コストが高い
：継続的な運用評価が必要
：運用が変わる可能性がある
：選ぶのが難しい

良くも悪くも運用者の腕次第！
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ファンドスコアや運用コスト、チャートで分類平均と成績を比較する
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ファンドスコアや運用コスト、チャートで分類平均と成績を比較する
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ファンドスコアの推移で運用成績の変化、傾向を見る①
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ファンドスコアの推移で運用成績の変化、傾向を見る②
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ファンドスコアの推移で運用成績の変化、傾向を見る③
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時価総額 VS 地域３均等？ インデックス運用 VS アクティブ運
用？

インデックス運用

アクティブ運用

全
世
界
・
時
価
総
額
投
資

３
地
域
・
均
等
投
資
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運用を開始した後の疑問

利益をあげるためにやるべきことは？

スイッチは実行したほうが良いか？



28

スイッチとは、銘柄の入れ替えのこと。スイッチの目的は３種類。

リバランス（資産配分の修正）

個別銘柄の変更（運用の信頼度の変化）

1

2

リアロケーション
（資産配分の変更、運用目標の変更）

3
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投資信託のリスクと費用について
投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、申込手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよく
お読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
投資信託の取引にかかるリスク主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用
各商品は、銘柄ごとに設定された購入又は換金手数料（最大税込4.32％）および運営管理費用（信託報酬等）の諸経費をご負担いただく場合があります。ま
た、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
ご購入時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「お申込手数料」：ファンドによって異なります。

保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「信託報酬」：ファンドによって異なります。

ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」：ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、信託報酬、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかか
る租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等があります
が、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表
示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたしま
す。
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投資信託に関する情報提供について

楽天証券株式会社がウェブページ上で掲載している投資信託関連ページは、お取引の参考となる情報の提供を目的として作成し
たものであり、投資勧誘や特定銘柄への投資を推奨するものではありません。

各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。
投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示
唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。

（楽天証券分類およびファンドスコアについて）
楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆
するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流
出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
情報提供：株式会社QUICK
各投資信託関連ページに掲載している情報（以下「本情報」という）に関する知的財産権は、楽天証券株式会社、株式会社
QUICKまたは同社の情報提供元（以下三社を合わせて「情報提供元」という）に帰属します。本情報の内容については万全を期
しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問
わず一切の責任を負いません。本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行う
ことがあります。
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セミナー資料について

本資料に掲載している内容は情報提供を目的としており、特定の商品、個別銘柄、取引手法等を推奨するものではありません。
最終的な投資決定はお客様ご自身で判断していただくようにお願いいたします。

本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において
使用されるものであり、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何ら責任を負うものではありませんの
でご了承ください。

お客様よりご提示いただきました情報以外で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、
諸情勢により変化し実際とは異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するものでもございません。
尚、お取引を締結する際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもございませんので、予めご了承下さいます様お願
い申し上げます。

確定拠出年金運営機関 登録番号774
商号等：楽天証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品
取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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