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難しいと⾔われるファンド選びをわかりやすくするアプローチ

『ポイント』
 投資信託は5,000ファンド以上もあり、その中から選ぶことが難しいとよく⾔われるが、
それはファンド数が多いことだけが理由ではない。

 個⼈の運⽤の⽬的をわかりやすく分類し、それに適った基準でファンドを絞り込むこと
により、⽐較的容易に望ましいファンド群に辿りつくこともできる。

 個⼈が⾃らこれらを⾏うことは難しい。販売サイドでこれらの選択や誘導ができる環境
を整えることにより、顧客にあったファンド提供への道筋をつけることができる。⽬的
に適った投資信託の選択が簡単にできることが顧客本位に結び付く。

 ロボアドバイザーは機能的だが、現在提供されているものは、顧客の運⽤⽬的よりも許
容リスクの把握によるポートフォリオ提案に重点が置かれている。
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図表１：運⽤期間、残⾼⽔準によるファンドの絞り込み

出所）三菱アセット・ブレインズ
※ベースとなる４，５３５ファンドはＤＣ専⽤、ＥＴＦ、ラップ⼝座専⽤、公社債ファンドを除いたもの。

「運⽤期間・残⾼」

※運⽤期間はインデックスファンドは制約なし、アクティブファンドは3年以上。純資産残⾼は2017年4⽉末現在で30億円以上のファンド。
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図表２：運⽤実績の連動性、決算回数、費⽤⽔準によるファンドの絞り込み

出所）三菱アセット・ブレインズ
※運⽤実績の連動性は、資産内の平均的なリターンとの相関が上位半分に属するファンド。決算回数は年1回ファンド。費⽤⽔準は資産内で低い⽅から半分以内に属するファンド。

「連動性・決算回数・費⽤」「運⽤期間・残⾼」「公募販売ファンド」
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図表３：分散度合いが⾼いファンドを加えた絞り込み

出所）三菱アセット・ブレインズ
※分散度合いが⾼いファンドは、「⽇本・⽶国を除く特定国・地域へ投資するファンド」を除外したもの。

「分散度合い」「連動性・決算回数・費⽤」「運⽤期間・残⾼」
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図表４：分散度合いが⾼いファンドを加えた絞り込み

出所）三菱アセット・ブレインズ

アクティブファンド インデックスファンド
国内債券 0 4
外国債券（先進国） 2 11
ハイイールド債券 1 0
エマージング債券 0 1
国内株式 16 62
外国株式（先進国） 13 17
エマージング株式 2 3
REIT・⽇本 2 5
外国REIT 3 3
複合資産 17 14
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図表５：『安定志向』『⾦利志向』に向いているファンドの絞り込み

出所）三菱アセット・ブレインズ
※対象資産は国内債券を除く債券、ＲＥＩＴ、価格の動き（リスク⽔準）はリターンの標準偏差１０％未満。
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図表６：運⽤の⽬的・考慮すべき属性とファンド選びの基準例

資産 リターン
価格の動き
（リスク水

準）

資産内の連
動性

費用 分散度合い 分配金 決算回数
人気度

（流出入）
運用期間 規模（残高）

リテラシー ● ●
条件

（パッシブ以外）
条件

年齢 ● ●

長期資産形成 ● ● ●
条件

（パッシブ以外）
条件

安定志向 ● ●
条件

（パッシブ以外）
条件

金利志向 ●

分配志向 ● ●

リターン志向 ● ●

運用目的・

属性

基準
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運用目的

•資産形成

•初心者ｅｔｃ

選択基準

•目的に応じた
ファンドの選択
基準

選択できる環境

•簡単に選択でき
る環境

ファンド選択

•結果への誘導

図表７：わかりやすいファンド選びの誘導
ケースによっては、
運⽤⽬的から⼀気にファンド選択に誘導
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ファンド名 投信会社 資産分類
実質的な

運用管理費用
ファンド名 投信会社 資産分類

実質的な
運用管理費用

三菱ＵＦＪ海外債券オープン 三菱ＵＦＪ国際 外国債券 1.0800 セゾン資産形成の達人ファンド セゾン 外国株式 1.3500

東京海上セレクション・外国債券 東京海上 外国債券 1.1232 三井住友・バンガード海外株式ファンド 三井住友 外国株式 1.3180

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型） フィデリティ ハイイールド 1.6200 日興グラビティ・グローバル・ファンド（ＧＧ１０＋１０） 日　興 外国株式 1.5768

日本再興戦略株式オープン２０１４（なでしこ） 三井住友 国内株式 1.4580 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース ＡＭ－Ｏｎｅ 外国株式 1.7172

損保ジャパン日本株ファンド 損保Ｊ日本興亜 国内株式 1.5120 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） アライアンス エマージング 1.8144

フコク日本株式ファンド 明治安田 国内株式 1.5120 日興新世代新興国株式ファンド（ネクストＢＲＩＣｓ） 日　興 エマージング 1.9224

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 日　興 国内株式 1.2960 しんきんＪリートオープン（１年決算型） しんきん REIT・日本 1.0044

コモンズ３０ファンド コモンズ 国内株式 1.2420 ダイワ日本リート・ファンド 大　和 REIT・日本 0.8532

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） ＡＭ－Ｏｎｅ 国内株式 1.2420 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型） 日　興 外国REIT 1.6200

しんきん好配当利回り株ファンド しんきん 国内株式 1.0800 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）（ゼウスⅡ（年１回決算型）） ＡＭ－Ｏｎｅ 外国REIT 1.6200

スーパートレンドオープン 野　村 国内株式 0.8856 フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし） フィデリティ 外国REIT 1.4364

ハイブリッド・セレクション ＡＭ－Ｏｎｅ 国内株式 1.1664 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 三井住友トラスト 複合資産 0.5940

ＭＨＡＭ株式オープン ＡＭ－Ｏｎｅ 国内株式 0.8100 楽天資産形成ファンド（楽天５２５） 明治安田 複合資産 0.5400

三井住友・日本株オープン 三井住友 国内株式 0.8640 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） Ｓストリート 複合資産 0.8100

ニッセイ日本勝ち組ファンド ニッセイ 国内株式 1.0800 グローバル・インデックス・バランス・ファンド（投資生活） 三井住友トラスト 複合資産 0.6480

利益還元成長株オープン（Ｊグロース） 日　興 国内株式 0.8856 インデックスコレクション（バランス株式７０） 三井住友トラスト 複合資産 0.2052

日本再興戦略株式オープン 三井住友 国内株式 1.4580 インデックスコレクション（バランス株式５０） 三井住友トラスト 複合資産 0.1944

ニッセイ日本株ファンド ニッセイ 国内株式 1.0800 インデックスコレクション（バランス株式３０） 三井住友トラスト 複合資産 0.1836

さわかみファンド さわかみ 国内株式 1.0800 ハッピーエイジング５０ 損保Ｊ日本興亜 複合資産 1.1988

ユニオンファンド ユニオン 外国株式 0.8640 日興アジア資産３分法（資産成長型） 日　興 複合資産 1.2417

野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資） 野　村 外国株式 1.6200 東京海上セレクション・バランス３０ 東京海上 複合資産 1.0260

野村グローバルＳＲＩ１００（野村世界社会的責任投資） 野　村 外国株式 1.0260 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト 複合資産 0.5400

ＮＮ海外株式オープン（コルベッティー・ファンド） ＮＮインベスト 外国株式 1.6740 ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）（スゴ６） 三井住友トラスト 複合資産 0.7344

キャピタル世界株式ファンド キャピタル 外国株式 1.6702 マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ ＡＭ－Ｏｎｅ 複合資産 1.0260

ＵＢＳ地球温暖化対応関連株ファンド（クールアース） ＵＢＳ 外国株式 1.8036 ハッピーエイジング４０ 損保Ｊ日本興亜 複合資産 1.3824

ＪＰＭ世界鉄道関連株投信 ＪＰモルガン 外国株式 1.7820 のむラップ・ファンド（普通型） 野　村 複合資産 1.3284

三菱ＵＦＪグローバル・エコ・ウォーター・ファンド（ブルーゴールド） 三菱ＵＦＪ国際 外国株式 1.7800 東京海上セレクション・バランス５０ 東京海上 複合資産 1.2312

東京海上セレクション・外国株式 東京海上 外国株式 1.7064 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン 複合資産 0.6800

出所）三菱アセット・ブレインズ
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