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2（出所）楽天証券経済研究所作成

ETF投資への扉（とびら）

ETF（上場投信）はインデックスファンドである

特徴１：
シンプルで
わかりやすい

特徴２：
低コストで
投資ができる

特徴３：
手軽に分散
投資ができる

＊インデックスファンドとは：

投資成果が市場指数に連動するように分散投資している低コストのファンド

2



3（出所）ETFGI（英国調査会社）のデータより楽天証券経済研究所作成

ETF投資への扉（とびら）

世界のETF市場規模は急拡大中
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4（出所）ICI（米国投信協会）より楽天証券経済研究所作成

米国株式投信の資金フローに潮流変化
単位：10億ドル

インデックス型米国株式ミューチュアルファンド

インデックス型米国株式ETF

アクティブ型米国株式ミューチュアルファンド

（年）

2011年から2020年までの累計資金流出入額

ETF投資への扉（とびら）
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ETF、株式、公募投信の相違点

ETF投資への扉（とびら）

比較項目の一覧 株　式 ＥＴＦ(上場投信) 追加型公募投信

取引所上場 上場(店頭銘柄除く) 上　場 非上場

取引(売買)価格
取引所時価

(取引時間中売買可能)
取引所時価

(取引時間中売買可能)
基準価額

(毎日一回の値洗い)

指値（さしね） できる できる できない

信用取引 できる できる できない

売買手数料
証券会社により

異なる
証券会社により異なる

(一般的に公募投信より低い)
証券会社により

異なる

信託報酬(運用費用) なし
あり

(一般的に公募投信より低い)

あり
(一般的にETFより高い)

（注）売買手数料や信託報酬（運用報酬）は取り扱い証券会社やファンドにより差があります

（出所）楽天証券経済研究所作成 5
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国内ETFと海外ETFの主な相違点

比較項目 国内ETF 海外ETF

上場取引所 主に東京証券取引所 米国など海外（例：NYSE、ナスダック、香港)

上場ETF本数 約247本 約2300本（米国ETFの場合)

売買可能ETF本数 全上場ETF 約365本＊（運用会社による届出済み海外ETF）

連動指数対象

日経平均やTOPIXなど国内株式指数、外国株式指

数、内外REIT、海外債券、金、原油など各種商

品、レバレッジ型など投資対象は幅広い

S&P500やﾅｽﾀﾞｯｸ100など各種米国株指数、業種別

指数、スタイル別指数、テーマ別指数、外国株式指

数、内外REIT、各種債券、金、原油など各種商

品、レバレッジ型など投資対象は幅広い

流動性 大型銘柄を除き海外ETFと比較すると低い 概して国内ETFと比較して流動性が高い

投資対象の通貨 円 外国通貨（米国ETFであれば米ドル）

為替リスク なし（外国投資型は為替リスクあり） 円からみて為替リスクあり

売買単位 1口あるいは10口など 株式と同様に1口から売買できる

経費率（信託報酬） 国内の公募投信と比較して低い 概して国内ETFと比較して低い

課税関係 国内株式と同様 外国税額控除のため確定申告を要する

＊海外ETFの売買可能ETF本数＝楽天証券で売買可能な海外ETF本数

国内上場ETFと海外上場ETFの相違点

ETF投資への扉（とびら）

（出所）楽天証券経済研究所作成 6
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外国株に分散投資する国内ETFの参考例

ETF投資への扉（とびら）

（出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成
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ナスダック100指数とは：

ナスダック総合指数を構成する約3400社のうち、時価総額上位100社

（金融を除く）で構成される株式指数。IT（ハイテク）、バイオテクノ

ロジー、ニュービジネス分野の主力企業が上位を占め、平均的に利益成長

期待が高い銘柄群が多い。毎年12月に構成銘柄の見直しが行われる。

＊上記パフォーマンスは配当収益を除く （出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成

ETF投資への扉（とびら）

ナスダック100の長期パフォーマンスを振り返る
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FIREとは？

「Financial Independence, Retire Early」の略

経済的な独立と早期のリタイアを実現するための方法論

＜イメージ例１：「億り人」（金融資産で1億円超を保有

する個人）になる＞

イメージ例２： 年間支出額の25年分を不労所得と金融

資産の取崩しで確保する＞

「FIRE」ブームとETFを考える

ETF投資への扉（とびら）
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10上記は市場実績にもとづくシミュレーションで将来の投資成果を保証しません。（出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成（2021年9月末時点）

当初100万円投資＋3カ月ごとに10万円を定時定額投資

長期分散投資のシミュレーション（検証）

ETF投資への扉（とびら）
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11(出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成

米国株は調整を交えつつ強気相場を維持

2022年の世界市場見通し
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12（出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成

米債市場の利回りが低位で順イールド

2022年の世界市場見通し
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長短金利差と株式の関係を検証する

(出所）Bloombergのデータより楽天証券経済研究所作成

＊

2022年の世界市場見通し
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14（出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成

2013年から2014年の米国株式（市場実績）

2022年の世界市場見通し
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米国のインフレ警戒感の行方に注意

(出所）Bloombergのデータより楽天証券経済研究所作成

2022年の世界市場見通し
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16（出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成

インフレ圧力は22年に緩和傾向へ

2022年の世界市場見通し

Factors boosting inflation are expected to be transitory (FOMC).
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17(出所）Bloombergのデータより楽天証券経済研究所作成

＊

2022年の世界市場見通し

「利上げは時期尚早」（パウエルFRB議長）
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世界経済の成長率は「巡航速度」へ

(出所）Bloomberg集計調査より楽天証券経済研究所作成

2022年の世界市場見通し
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企業収益は最高益を更新する見込み

＊MSCI株価指数ベース、予想EPSは市場予想平均 (出所）Bloombergのデータより楽天証券経済研究所作成

2022年の世界市場見通し
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2022年の世界市場見通し

22年にS&P500指数は5,000に到達も

＊予想は参考情報であり将来の投資成果を確約するものではありません。（出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成

↓リスクシナリオ↓

①FRBによる早期利上げ懸念や長期金利急上昇

②恒大集団発の中国信用危機と世界市場への波及

③米国債務上限問題の混迷化とデフォルト懸念

④バイデン政権の増税観測本格化と節税売り

⑤地政学リスク（対米テロ･中東情勢･朝鮮半島）

メインシナリオ
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2022年の世界市場見通し

主な株価指数のメインシナリオ

＊予想は参考情報であり将来の投資成果を確約するものではありません。（出所）Bloombergより楽天証券経済研究所作成

株価指数名 単位
2021年末迄

の予想水準

2022年央迄

の予想水準

2022年末迄

の予想水準

S&P500指数 ポイント 4,700 4,800 5,000

ナスダック100指数 ポイント 16,500 17,500 18,500

NYダウ平均 ドル 36,500 37,500 39,000

日経平均株価 円 31,000 32,500 33,500
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本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の
取引の勧誘を目的とした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、当社は何らの責任を負うものではありません。

本資料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はなく、お取引をなさ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、予めご了承くださいます
ようお願いいたします。

ご注意事項

22
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投資にかかる手数料等およびリスク

■国内株式 国内ETF／ETN 上場新株予約権証券（ライツ）
【株式等のお取引にかかるリスク】
株式等は株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券（ETN）は連
動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転
換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額
失うことがあります。

【信用取引にかかるリスク】
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこな
うことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。

〔超割コース（現物取引）〕 〔超割コース（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。 1回のお取引金額で手数料が決まります。

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブペー
ジをご参照ください。

取引金額 取引手数料

5万円まで 55円（税込）

10万円まで 99円（税込）

20万円まで 115円（税込）

50万円まで 275円（税込）

100万円まで 535円（税込）

150万円まで 640円（税込）

3,000万円まで 1,013円（税込）

3,000万円超 1,070円（税込）

取引金額 取引手数料
10万円まで 99円（税込）

20万円まで 148円（税込）

50万円まで 198円（税込）

50万円超 385円（税込）
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投資にかかる手数料等およびリスク
〔超割コース 大口優遇（現物取引）〕 〔いちにち定額コース〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。 1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で手数料が決まります。

〔超割コース 大口優遇（信用取引）〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料（最大
で4,950円（税込））を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が20％です。委
託保証金の保証金率が20％未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要が
あります。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】
（貸株サービスのみ）
●リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません
（無担保取引）。
（信用貸株のみ）
●株券等の貸出設定について
信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く）のうち、一部の銘柄に限定して貸出
すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。
（貸株サービス・信用貸株共通）
●当社の信用リスク
当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡し が、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用
取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得ら
れる権利（株主優待、議決権等）は、お客様は取得できません。

取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 110円（税込）
50万円まで 261円（税込）
100万円まで 468円（税込）
150万円まで 559円（税込）

3,000万円まで 886円（税込）
3,000万円超 936円（税込）

1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで 0円
200万円まで 2,200円（税込）
300万円まで

以降、100万円増えるごとに1,100円（税込）
追加。

3,300円（税込）

※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円
です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
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●投資者保護基金の対象とはなりません
貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。

●手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。

●配当金等、株主の権利・義務について
（貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式
を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。（但し、信用貸株では貸借期間中の全
部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。）株式分割等コーポレートアクションが
発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なり
ますのでご注意ください。
貸借期間中 に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券か
らお客様へ支払われます。

●株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、
分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；東京証券取引所）より提
供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホー
ムページ等で内容をご確認ください。

●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書（同法第27条の
25第２項）を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいていると
きは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類（株券消費貸借契約である旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記
載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

●税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対
象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益
金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

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

投資にかかる手数料等およびリスク



投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、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。

投資にかかる手数料等およびリスク
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【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買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費
用（含む信託報酬）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。

●お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

「買付手数料」：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

「ファンドの管理費用（含む信託報酬）」：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。

投資にかかる手数料等およびリスク
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買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、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。

【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。

投資にかかる手数料等およびリスク
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（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。

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

投資にかかる手数料等およびリスク
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