老後資産形成のためのｉＤｅＣｏ講座
第 ３回

がら、Ａ銀 行 と、Ｂ生 命 保 険 会 社（ 生 保 ）

けた資産形成を行うなら、有利な条件でお

になるかもしれません。せっかく老後に向

もつ人がいます。

と結びついた福利厚生制度のような印象を

説明会を開催されることがあるなど、職場

場が対応していた場合）
、職域で金融機関が

ったり、掛金の天引きが可能であったり（職

加入時点で職場の証明印をもらう必要があ

い仕組みですから、個人においても、より

もともと自己責任で運用しなければいけな

す ることができる 仕 組 みになっていま す。

社は各様の運用商品ラインナップ等を提示

の競争原理を積極的に導入しています。各

一部としてスタートした経緯もあって、民間

確定拠出年金制度は、金融ビッグバンの

理手数料を徴収するような仕組みはありま

理手数料」です。今まで国の制度で口座管

まず最初のチェックポイントは、
「口座管

今回はまず、どの金融機関で iDeCo

しかし、iDeCo はどの金融機関で口

有利な金融機関を選択することができるよ

せんでした。また、個人が銀行や証券会社

っても問題ない）
。

iDeCo 口座を開設した金融機関が異な

基 金 連 合 会 な の で、 給 与 振 込 口 座 と

する必要もありません（入金先は国民年金

りと大きな変化も生じています。よって金融

機関あり、大幅な見直しを行う金融機関あ

拡大したのと合わせ、新規に参入する金融

2017 年１月から加入対象者が大幅に

ましたが、引かれないよう賢く使っている

間外ＡＴＭ手数料などがかかるようになり

ほとんどありませんでした。最近でこそ時

に口座開設をしても手数料を取られる例は

度に関わっていることもあり、それぞれが

iDeCo ではいろんなプレーヤーが制

人も多いと思います。
歳時
点での受け取り残高を大きく左右すること

60

む し ろ「 ど こ の 金 融 機 関 に す る か 」 は
iDeCo を上手に活用するための分岐点
です。というのも、同じ国の制度でありな

しかもこの条件の違い、あなたの

機関の競争が行われているというわけです。

チェックポイント１：
口座管理手数料が必ずかかる

介してみます。

口座を開設するか比較検討のポイントを紹

座 開設 す るかは個 人 が自 由に決 められ ま

うな自由があります。

ことになるからです。

またはＢ損害保険会社（損保）と、Ｃ証券

【やまさき・しゅんすけ】
企業年金研究所、FP 総研を経て独立。商工
会議所年金教育センター主任研究員、企業年
金連合会調査役 DC 担当などを歴任。退職金・
企業年金制度と投資教育が専門。著書に『誰
でもできる確定拠出年金投資術』
（2016 年、
ポプラ社）
『20 代から読んでおきたい「お金
のトリセツ」! 』
（2015 年、日本経済新聞出
版社）等がある。

金を増やしていきたいところです。

山崎 俊輔

会社において、違う条件で資産形成を行う

フィナンシャル・ウィズダム代表

す。また、給与振込口座と同じ金融機関に

iDeCo こと 個 人 型 確 定 拠 出 年 金 は、

ｉＤｅＣｏはどこの金融機関に
するかで大違い

ｉＤｅＣｏをスタートさせる
金融機関の選び方と
資産運用の行い方

家庭経済設計
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いは費用を取らない、という金融機関もあ

費用を取ることが認められています（ある
立てている限り必ずかかります。掛金の積

このうち、ＡとＢについては掛金を積み

が得られる安全性の高い仕組みですが、こ

で元本とあらかじめ提示されている利回り

保型商品」という）
。満期まで保有すること

ても、３００万円以上をまとめて預けたと

立を中断し運用のみ行っている場合もＢの
Ｃについては民間の金融機関同士で競争

きのスーパー定期金利を提示してくれるの

ります）
。基本的には左表の立場がそれぞれ

が行われている要素です。一般的には月４

が一般的です。つまり高利回りということ

の金利、毎月１０００円の預け入れであっ

００円弱を設定し、合計で月４５０～５０

になります。

残念ながら、今でこそマイナス金利政策

０円程度にしているところが多いようです。
しかし一定の条件を満たした場合など、月
ただし、口座管理手数料だけが決め手で

がつく時代には「iDeCo の定期預金は

め、金利差が生じていませんが、通常の金利

の余波を受けた超々低金利の時期であるた

はありません。次に述べる運用商品のライ

とても有利だ」と思うことになるでしょう。

０円にする金融機関が出始めています。

ンナップや運用にかかる手数料も総合的に

７７７円を徴収し、各金融機関（Ｃ）は無

かります。国民年金基金連合会（Ａ）が２

また、加入申し込み時点での手数料もか

万１５００円が正味の掛金となるわけです。

り１万２０００円が掛金であった場合、１

ん。仮に合計５００円が手数料としてかか

かれます。別途負担するわけではありませ

なお、これらの手数料は掛金の内枠で引

金額の３％相当」
「運用期間中は年３％」
「解

います。手数料が高い場合だと「購入時に

いほど最終的な手取りが少なくなってしま

いるのが一般的です。それぞれ手数料が高

中の手数料」
「解約時の手数料」を設定して

るのですが、
「購入時の手数料」
「 運用 期 間

を使って国内あるいは世界中に投資が行え

利になっています。投資信託という仕組み

iDeCo の投資条件は私たちにとって有

リスクを取って資 産 運用 を行う場 合 も、

料であるところもありますが１０００円程

約時には金額の１％相当」を手数料で取ら

勘案して、選ぶようにしてください。

度徴収するところがあります。こちらにつ

れることもあります。

料」についても、iDeCo 向けの投資信

てください ）
。 また、
「運用期間中の手数

がありますので、各社の説明書類で確認し

を無料とすることが一般的です（一部例外

は「購入時の手数料」と「解約時の手数料」

ところが、確定拠出年金の運用において

いても比較検討のポイントになります。

チェックポイント２：
運用にかかる手数料や金利が
違う
資産形成において重要な運用の条件も異
なります。金利や手数料が異なるのです。
まず、定期預金や保険商品です（
「元本確
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費用は必ずかかります。

事務委託先金融機関（信託銀行）
B 実際の資産を預かり管理する金融機関。信託
銀行が担当している。月 64 円。

口座管理手数料を取ります。
国民年金基金連合会
制度の実施主体として、掛金の引き落とし、
A
加入資格の確認、確定申告に必要となる掛金
の納付証明発行などを担当。月 103 円。

運営管理機関
金融商品をラインナップし、個人の直接的窓
C 口となる金融機関。運用指図はここから行い、
加入履歴のデータベースもここが管理してい
る。月０～約 400 円までさまざま。

採用されてライバル会社の定期預金や投資

するのが一般的です。

ランス」の文字が含まれている投資信託の

託は割安設計になっていることが多く、有
で、金融機関をどこに選ぶかの違いが出て

場合、先ほど紹介した４種類の投資対象に

）
」のように「バ

定拠出年金専用ファンド」のような名称に

きます。競争は自由ですから、自社グルー

ついて１つの投資信託でまとめ買いしてい

「○○バランス（株式

なっている投資信託は、一般に販売されて

プの金融商品を並べることそのものがＮＧ

る仕組みになります。商品説明書類に「日

信託はないというような違いが現れるだけ

いる同名の投資信託より運用にかかる手数

ではありません。しかし金利格差や手数料

利になっています。
「ＤＣ向け」ないし「確

料を低くしています。

本株式 ％、外国株式 ％、国内債券 ％、

手数料が割安に投資できることで、普通
に銀行で投資信託を買うより有利な条件で

％に投資します」のように書か

いたとしたら、 年後の受け取り額はそれ

用成績が得られ、毎月１万円の積立をして

の投資信託があって、それぞれ年４％の運

％の運用手数料を取る投資信託と０・２％

取り額は大きく変わります。仮に年０・７

年０・５％の割安であっても最終的な受け

す。ただし、マイナス金利政策の影響下に

で同じ銀行の商品が複数並ぶこともありま

の定期と５年もの定期のように満期の違い

保の安全性の高い商品が並びます。３年も

らいを並べることが多く、銀行や生保・損

元本確保型商品については、１～５本く

方が有利になることもある）
。

合、単一の投資を行う投資信託を４本買う

ます（ただし手数料があまりにも割高の場

バランス型の投資信託はその選択肢となり

が iDeCo の投 資 方 法には 向いており、

一点集中ではなく分散投資を心がける方

投 資 信 託については、投 資 を 行う 対 象、

手数料」と「運用の手数料」がかかること

さて、金融機関選びにおいて「口座管理

手数料は気になるが
税制メリットでカバーできる

ある現在は、長期の定期預金ほど金利が高

万円も違いが出たということになります。

せっかく iDeCo を活用するなら、運

本程度
をラインナップしています。大きく分ける

は気になると思います。特に投資未経験の

運用の方針の違いで、 本程度～

リットはもちろん、さらに「運用の手数料

と「単一の投資対象」に投資するものと、「複

手数料の比較もさることながら、そもそ

資をしません。投資信託はあらかじめ運用

国には（どんなにチャンスであろうと）投

託は日本の株式にのみ投資をしており、外

デックスファンド」と書かれている投資信

たとえば「日本株式（ＴＯＰＩＸ）イン

iDeCo への

りません。

数料で運用が実質マイナスになることはあ

非課税メリットを勘案すれば、こうした手

しかし、掛金段階での所得税や住民税の

20

万２０００円の掛金のう

1

チェックポイント３：
運用商品ラインナップが違う

もの金融商品のリスト自体が各社異なるの

方針を示していることが特徴で、このよう

ち２４００円は「本来なら税金で引かれて

％であった場 合、
が iDeCo の魅力の１つであり、検討の

な投資信託を日本株式、
外国株式、
日本債券、

仮に実 質 的 な税 率 が
難しさでもあります。

いた分」です。だとすれば口座管理手数料
自社系列の銀行の定期預金や投資信託が

外国債券の４種類については１本以上用意

です。

も割安」というメリットも享受したいもの

用によって得られた収益は非課税であるメ

ありません。

ぞれ６７０万 円 と６１４万 円 となり ま す。

信託を４つ買わなくてもいいわけです。

れており、単一の投資対象に投資する投資

外国債券

35

まる関係がありませんので、ほとんど差が

っていない、ということです。

ープで揃えたラインナップが顧客本位にな

格差が明らかに劣っているなら、自社グル

50

20

運用成績は同じなのに手数料の差だけで

投資ができることになります。

30

15

人ほどびっくりしているかもしれません。

30

30

数の投資対象」に投資するものがあります。

10

56

14

に５００円、運用の手数料として１００円

口座管理手数料はほどほど」という選択肢

iDeCo は投資を行うもの、というイメ

は「 資 産 運 用 」の や り 方 で す。 お そ ら く

ーを感じている人もいるかもしれません。

のない人が多い中、投資についてプレッシャ

ージがあると思います。定期預金しか経験

は十分にありえると考えてみてください。

比較検討に悩んだ場合は

程度引かれても損にはならないというわけ
です。
税金を勘案した損得の整理はなかなかぴ
んとこないと思いますが、月１万円以上の

しかし、確定拠出年金の運用はそれほど

金融機関に惹かれることは間違いありませ

最安の口座管理手数料月 167 円である

が悩ましい課題かもしれません。

と「運用の手数料」のどちらを優先するか

ても大丈夫です。むしろ「口座管理手数料」

に、 具 体 的 な 金 融 機 関 の

善 し 悪 し を 述 べる 代 わ り

的な金融 機 関 名 をあげて

いますが、本連載では具体

たいという読者も多いと思

具体的な金融機関を知り

あります。

が、定期預金や保険商品などの安全資産も

式や債券で運用を行う投資信託もあります

で確認してきたとおり、iDeCo には株

うことです。すでに金融機関選びのところ

まず「iDeCo ＝投資」ではないとい

どこにす れ ばいいのか、

んが、こうした金融機関で運用手数料が割

比較検討に役立つサイトを

「１００％、全額を投資しなければならな

積立をしていればあまり神経質にならなく

高の場合、これを帳消しにしてしまう恐れ

いくつか紹介しましょう。

難しく考える必要はありません。

があります。というのも口座管理手数料は

月１６７円 →年２００４円（０・２％相当）

管理手数料が

仮に１００万円の残高があったとき、口座

コストも増えていく関係にあるからです。

「定率」なので資産が増えていくほど支払う

http://dcnenkin.jp/
▽モーニングスター iDeCo

金融機関比較が簡単に行えます。

手です。手数料、商品ラインナップなどで

るサイトで、iDeCo の比較サイト最大

ＮＰＯ法人確定拠出年金教育協会が運営す

▽ iDeCo ナビ

人が半 分 くらいは投 資してみたいと考 え、

できます。毎月の掛金が１万２０００円の

ほとんど利息はつきません。

資産形成ですから、
それもありです。ただし、

階での税制メリットだけでも十分に有利な

ていくのも iDeCo で行えます。掛金段

を定期預金に預け入れ、安全確実に増やし

い」というルールはありませんから、全額

月４５０円 →年５４００円（０・５％相当）

iDeCo ナビが運営される以前から比較

「投資信託を６０００円買って、定期預金を

「定額」なので資産が積み上がるほどに影響

になりますが、運用にかかる手数料が

サイトを運営してきた老舗サイトの１つで

６０００円預け入れる」ということもでき

は軽微になっていきますが、運用手数料は

年０・３％ →年３０００円相当

す。サイトの使い勝手比較ランキングなど

ら「掛金の１万２０００円をすべて投資信

もちろん、積極的に投資をしてみたいな

まいません。

０００円、定期預金を８０００円」でもか

チャレンジしてみたいなら「投資信託を４

「資産の一部分を投資する」ということも

年１・０％ →年１万円相当

ます。あるいは掛金の３分の１くらいから

今回もう１つ押さえておきたいポイント

確定拠出年金＝投資ではない

https://ideco.morningstar.co.jp/

もあります。

となってしまい、せっかく口座管理手数
料が安い金融機関を選んでも、運用にかか
る手数料が割高になるとそれを帳消しする
ほど高い費用になることが分かります。
可能であれば両方低いに越したことはあ
りません。しかし、
「運用の手数料は低く、
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託のＡとＢに振り向ける」という選択をし
てもかまわないわけです。

書類と同時に、掛金の資産配分書類を記入・

ちなみに、iDeCo の場合、加入申込

０％、急落時の値動きマイナス

元本割れなし」「投資信託商品 利回り年４・

仮に「元本確保型商品 利回り年０・５％、

％」とす

提出するのが一般的です。つまり、
「とりあ

れば、左表の通りとなります。

全体で－15％

えず口座開設してあとで考えよう」という
めることが iDeCo スタートに必須とい

もし、金融商品選びに悩んだときは２つ
のステップで考えてみてください。

毎月の掛金について投資をする割合を決

全体で－10.35％

ようなことはできません。運用の方針を決
一般的な iDeCo の商品ラインナップ

うことになります（とりあえず定期預金１

してもかまいません。配分する割合を均等
にしなければならない、というルールもあ
りませんので、
「Ｄ投資信託に ％、Ｅ投資

ときどき、すべての商品をちょっとずつ

めます。
「元本確保型商品：投資信託」の比

［ステップ１］投資する割合を決める

買っている人がいますが、ほとんど意味が

率をしっかり決めるのです。

全体で2.95％

％分買えばい
10

りこみ、購入する指図を行えばいいのです。

用方針を勘案して、必要な投資信託をしぼ

で買うことになってしまいます。手数料や運

同じ投資対象を意味もなく複数の金融商品

したときにはその影響は避けられません。

が可能になります。しかし、大きく値下がり

金等では期待不可能な高利回りを得ること

響を大きく受けることになりますが、定期預

投資信託を多くもてば株価の値動きの影

ください。

さそうなリスクの取り具合を検討してみて

的に考えながら、自分にとってちょうどよ

に占める投資資金のボリュームなどを総合

資に対する期待や信頼、あなたの資産全体

投資信託も全部の選択肢を均等に買うと、

いのです。

が高い商品を１つ、掛金の

元本確保型商品を多くもてば株価の値動

投資７割程度
（元本確保型商品30％）の場合

えばＡ銀行の３年満期定期と５年満期定期

全体で－7.25％

きの影響は軽微になるため、大きく下がっ

全体で2.25％

を５％ずつ買ったり、Ａ銀行の定期とＢ銀

投資５割程度
（元本確保型商品50％）の場合

どれくらいリスクを取るのがちょうどい

全体で－4.15％

たときの損 失 も 小 さく なり ま す。しかし、

全体で1.55％

行の定期を５％ずつ買うくらいなら、金利

投資３割程度
（元本確保型商品70％）の場合

いかは、自分で判断しなければなりません。

全体で+ ０.5％

大きく値上がりしたときの利回りもあまり

全体で0.5％

それが自己責任の原則です。投資経験、投

投資ゼロ
（元本確保型商品100％）の場合

獲得できません。

株価が大きく
値下がりしたとき

15

期待できる
利回り

すべて買わなくてもいいし、
何％買ってもいい

本の商品リストが提示されてい

～

００％とすることはできますが、こういう

では
ま す。しかし、すべての 商 品 を 理 解 して、

ぼ１００％です。最初にじっくり悩んで必

人はそのあと見直しを行わない可能性がほ

「Ａ定期預金だけ１００％掛金で買う」の

ず決定してください）
。

「Ｂ投資信託を ％、
Ｃ投資信託を ％買う」
50

のようにいくつかの商品だけを選んで配分

50

ありませんのでやめておきましょう。たと

かまいません。

金融商品選びに悩んだときの
商品選び

ような一点集中で買ってもかまいませんし、

ちょっとずつ買う必要はありません。

20

信託に ％」というように割合を変えても

25

全体で4.0％

すべて投資
（元本確保型商品0％）の場合

10
75

16

［ステップ２］２つの商品を選んで購入する
投資割合を決定した場合、その後の運用
商品の決定はそれほど難しくありません。
まず、元本確保型商品の購入割合にあた
る部分については全額を高利回りが期待でき

あれば、
「株式投資比率 」ないし「安定運
レンジであり老後資産形成として長期的な

用型」を選ぶ、月額１万円程度の積立チャ

ば自然に回復し消えていくことになります。

価であった部分）は、株価が上昇に転じれ

含み損（実際には売っていないがマイナス評

おくとむしろ、株価が下落したとき生じた

経済成長に投資したいと考えるなら「株式

また、毎月の掛金についても投資を続け

投資比率

期が短い元本確保型商品を選んでもいいで

ので、将来金利が回復したときに備えて満

現在は満期期間の違いで金利差がありません

だけ買えばいいわけです。
「投資する割合」

極運用型」を買うなら、真ん中のものを１つ

ありません。たとえば「安定運用型」と「積

バランス型ファンドはいくつも買う必要は

いるときに投資を続けていくことが

行う人がいますが、むしろ株価が下がって

ばらくお休みしよう」と考え、運用指図を

た時期だからと「毎月の掛金での投資はし

する、という具合です。

しょう。
さらに検討を加え、複数の投資信託を組み

購入するよう記入すればいいでしょう。

もう１つは投資信託の部分です。ここで
合わせて保有するのが上級者のステップに
なりますが、ここでは投資経験が浅い人で

ｉＤｅＣｏの投資では
「損をしても絶対売らない」
つもりで長期でがんばる

続けるということは、より割安に新規購入

を行うということですし、その後の株価の
これから iDeCo を通じて初めて投資

投資といえば何度も売買するイメージが

回復が伴えば大きな利回りになってくるの

して、バランス型ファンドを１つ選んで投資

をスタートする人が多いと思います。短期

ありますが、iDeCo を何十年も続けて

る時期が数年続くこともあります。しかし、
経済が生き続けている限りいつかは株価は

３つのバリエーションを設定していることが

が一番 良 く ない iDeCo 投 資 方法です。

このとき「元本割れしたので怖くて売る」

回復します。
多いのですが、自分の取りたいリスク度合

なぜなら、
「損してしまった分をどこかで取
こそ初心者には難しいことです。

り戻す投資」が必要になるからです。それ

いに近いものを１つ選びます。
たとえば「投資初心者なので値動きはあ
まり大きくない方がいいが、定期預金より

ところが、何もせずにそのまま放置して

した、というのも立派な投資方法なのです。

60

です。

割合分について全額購入する方法を紹介し

的には株価は上下動するものですが、ぜひ

」あるいは「安

10

歳が近づいてきた頃、初めて売却を

ます。

年に２回ほど大きな上下

きた

先ほど、
金融商品の種類を紹介する際、「複

一般に株価は

動をします。下がるときは資産の ％以上

数の投資対象」に１つの投資信託で運用す
ることのできる選択肢としてバランス型フ

下がることもありますし、大きく下げ続け

10

粘り強く投資を続けていってください。

も十分に効率的な資産運用が行える方法と

株価が下がっているとき投資信託を買い

iDeCo では大切な投資の方法です。

ていくようにしてください。株価が下がっ

」ないし「積極運用型」を購入

30

について全額を１つのバランス型ファンドを

る１つの商品に振り向けてもかまいません。

70

ァンドを紹介しました。
、 、

バランス型ファンドは、株式投資比率な
どに着目して「

70

定運用型、中間型、積極運用型」のように

50

は高い運用成績に期待したい」と思うので
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