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　三菱UFJ国際投信では、投信ブロガーをはじめとする多くの方をお招きして、2021年11月

18日にブロガーミーティングを開催いたしました。当日は、ブロガーMTG開催史上過去最高

の88名の方にご参加いただきました。

　今回は「つみたて投資徹底解説！～リスクをとらないことこそ、最大のリスク？！～」と題

して、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンCIOの小松原様をお招きし、最新の研究をもとに「

実はリスクが低いポートフォリオは長期でみるとダウンサイドリスクが残りやすくなる？」といっ

た内容についてご紹介しました。

　本レポートでは、当日の内容を一部ご紹介します。

使用した論文はコチラ
「山口勝業・小松原宰明・服部陽一 2021 「時間軸とダウンサイド・リスクを考慮する

積立投資のポートフォリオ選択」日本ファイナンス学会第 29 回大会報告論文」

※本レポート内スライドの著作権はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社に帰属します。本レポートでは、
　同社の許諾を得た上で掲載しております。無断転載はお控えください。 1
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開催の挨拶

　開会に先立ちまして弊社常務取締役の代田より、今回取り扱った論文に
ついての説明やご登壇いただいた小松原様のご紹介をいたしました。主な
内容は以下の通りです。

　本日は多くの方にブロガーミーティングにご参加いただきまして誠にありがと

うございます。

　今回はイボットソン・アソシエイツ・ジャパンの小松原様をお招きし、執筆さ

れた論文「時間軸とダウンサイド・リスクを考慮する積立投資のポートフォリオ

選択」の内容を皆さまにわかりやすくご説明していただきたいと思います。

　資産運用を行う中で、アセットアロケーションをどのようにしたらよいかにつ

いて1度は考えたことがあると思います。通常は平均分散アプローチから効率的

フロンティアを導き出し、その中で自身のリスク許容度について考慮し、最適な

アセットアロケーションを決めるというアプローチが一般的です。そうは言って

もなかなか自身のリスク許容度を把握することは難しいと思います。そうした中

で、今回執筆された小松原様の論文では、長期積立を前提にダウンサイドリスク

がどのように変化していくかということを可視化し、将来どのくらいのリスクが

起こりうるかということをより実感を持って理解することができます。また、今

回は積立投資を前提としていることで、ある1時点のリスクではなく、時間軸の

経過の中でダウンサイドリスクがどのように変化するかということを明らかにし

ています。このような論文は今まで目にすることはなかったので非常に楽しみに

しております。

　また、私自身も含めて今回参加されている皆さまは株式を中心に積立投資を

されている方が多いことと思います。果たして株式中心の積立投資が、今回の論

文でどのような結果が出ているのかという点も非常に興味深い点だと思いますの

で、皆さま最後までご参加いただければ幸いです。

スピーカー

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　CIO　小松原宰明

三菱UFJ国際投信　常務取締役　代田秀雄



つみたて投資徹底解説！

～リスクをとらないことこそ、 最大のリスク？！～

本日はよろしくお願いいたします。今回は、論文 「時間軸とダウン
サイド・リスクを考慮する積立投資のポートフォリオ選択」の内容
をダイジェストでお伝えできればと思います。

弊社イボットソン・アソシエイツ・ジャパンは資産形成の応援をする
会社です。皆さまに資産運用を通じて豊かな人生を送っていただきた
い、また、リスクが怖いという方にはそのリスクがどのくらいなのか
見ていただきたいと思い、論文を執筆させていただいたので、皆さま
の資産運用のご参考にしていただければ幸いです。

本レポートでは、①資産運用の基本とリスクについて、②論文の結
果と具体的な活用方法について、の2部構成でお話しさせていただき
たいと思います。それでは早速内容に入っていきたいと思います。

＜重要事項＞
・Copyright ©2021 Ibbotson Associates Japan, Inc. All Rights Reserved.　当資料はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（以
　下「イボットソン」）の著作物です。イボットソンの事前の書面による承諾なしの利用、複製等は、全体一部分を問わず、損害賠償、
　著作権法の罰則の対象となります。当資料は、投資助言ではなく、情報提供のみを目的としたものです。いかなる投資の推奨・勧誘
　を行う、あるいは示唆するものではありません。
・当資料に運用実績を表示している場合は、過去の実績又はシミュレーションによるものであり、将来の運用成果の獲得を示唆あるい
　は保証するものではありません。資料上に図表等で、将来時点に関する計算結果や数値を例示している場合は、仮想的な特定の条件
　のもとでの計算結果や数値の例示を目的としています。当資料に記載されている情報、データ、分析、レポート、意見は、当資料作
　成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合もあります。
・当資料に掲載している情報は、イボットソンが信頼できると判断した資料に基づいていますが、その情報の正確性、完全性、適時性、
　及び将来の市況の変動等を保証するものではありません。
・イボットソンは、法律により定められている場合を除き、本レポートの情報、データ、分析、意見を利用して行ったいかなる投資の判断、
　損失、損害に責任は負いません。
・当資料にある指数はそれ自体運用商品ではなく、直接投資することはできません。
・過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではありません。 3



図1 資産運用のフレームワーク
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（以下「イボットソン」）の著作物です。イボットソンの事前の書面による承諾なしの利用、複製等は、全体一部分を問わず、損害賠償、著作権
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①資産運用の基本とリスクについて

まずは、資産運用の基本について改めて振り返りたいと思います。
図1をご覧ください。

こちらはかつてノーベル経済学者賞を受賞したウィリアム=シャープ
が示した運用のフレームワークです。ピンクの「自分自身の把握」、
ブルーの「金融商品の把握」、黄色の「最適資産配分（アセット・ア
ロケーション）」の大きく3つに分けることができます。

このように3つに分類されていますが、多くの人が「金融商品の把
握」に偏重しているかと思われます。しかしながら「自分自身の把
握」も最適資産配分を考えるうえで非常に重要な要素です。この
「自分自身の把握」には①運用目標、②投資家の特性、の2つの観
点があります。
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表1 各資産クラスのリスク水準
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1つ目の「運用目標」については、投資期間と目標金額の2つの要素
があります。自分が亡くなるまでに資産を使ってしまうことを前提
に考えるか、もしくは自分のお子さんやお孫さんにどのくらいの資
産を残すのかということを前提に考えるかで、投資期間や目標金額
は大きく変わってきます。

また、2つ目の「投資家の特徴」については、特にどのくらいリス
クをとれるのか把握することが非常に重要です。元本1,000万円に
対し、10万円の損失は耐えられるか、100万円の損失は耐えられる
か、はたまた短期であれば300万円まで損失が耐えられるかなどの
価格変動リスクを十分に把握しなければ適切なポートフォリオが決
定できないということになります。

以上で説明した通り、「自分自身の把握」と「金融商品の把握」を
併せて実施することで初めて「最適資産配分」を考えることができ
ます。

このような資産運用のフレームワークを理解した上で、「どのくら
いリスクをとれるのか」すなわち「リスク許容度」についてどのよ
うに考えるのかが今回の大きなポイントとなります。

表1は各資産クラスの市場リスクをまとめたものです。真ん中の列
に価格変動リスクの目安、右列に年間最大損失率の目安を記載して
います。
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表2 保有資産の期待リターンと推計リスクの目安（年率）
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リスクと聞くと難しい計算などが出てきて頭を悩ませてしまう人も
多いかと思いますが、そのようなことは覚えなくて大丈夫です！表
1にある各資産の市場リスクの数字を覚えていただくことが非常に
重要です。

具体的には、日本債券が5%、先進国債券が10%、新興国株式が30%、
それ以外が20%と覚えていただくと簡単かと思います。そしてなぜ
この数字を覚えていただくことが重要かというと、2倍した数値が
年間最大損失率の目安になるからです！

例えば年間最大損失率40%ということがどのようなことを意味する
かというと、長期にわたって運用をしていた場合、ある時点で100
だったものが40（100×40%）の損失を出し、60になってしまう年も
出てくるということです。このようなことを想定しておくことであ
らかじめ心の準備をすることができます。

また、現在のご自身のポートフォリオのリスクを把握する簡易的
な方法が表2になります。保有している各資産クラスの推計リスク
に組入比率を掛け、足し合わせることで求めることができます。
そしてそのリスクを2倍したものが年間最大損失率の目安というこ
とになります。

このように、ご自身のポートフォリオのリスクを把握したうえで、
もっとリスクを取り高いリターンを目指すか、もしくはもう少しリ
スクを小さくした方がよいか判断するということが、「リスク許容
度」を考える一つの方法になります。



②論文の結果と具体的な活用方法

ここからは今回の本題である論文の結果について話していきたいと
思います。

簡単に結論を申し上げると「市場リスクを取らないことこそ、最大
のリスク」ということになります。その理由は、市場リスクを取る
と、短期間では元本割れリスクが高まりますが、長期間では元本割
れリスクが低下するからです。

ただし、条件があり、むやみやたらにリスクを取ればよいというわ
けではありません。しっかりと最適化、また、シャープレシオ（リ
スク当たりのリターン）を保持しながらリスクを取ることが重要に
なります。

それでは論文について具体的な内容に入っていきたいと思います。

図2は今回、分析対象とした7つのポートフォリオとなります。ベー
スとなるポートフォリオMP0を基準とし、これよりリスクの低いMP1
～MP3、リスクの高いMP4～MP6を設定しました。ベースラインポー
トフォリオMP0はつみたてNISAを想定しています。具体的には、毎
年年末の積立額を36万円（月額3万円相当）、積立期間を20年、目
標金額を1,000万円としたときの内部収益率（IRR）が3.3%となるた
め、それが達成できるようなポートフォリオとなっています。

図2 ポートフォリオの概要
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図3 モンテカルロ・シミュレーションのイメージ

Copyright ©2021 Ibbotson Associates Japan, Inc. All Rights Reserved. 当資料はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
（以下「イボットソン」）の著作物です。イボットソンの事前の書面による承諾なしの利用、複製等は、全体一部分を問わず、損害賠償、著作権
法の罰則の対象となります。当資料は、投資助言ではなく、情報提供のみを目的としたものです。いかなる投資の推奨・勧誘を行う、あるいは示唆
するものではありません。

各ポートフォリオのリスク・リターンは、図2左下の図のように一
直線上に並んでおり、効率的なポートフォリオとなっています。右
上に行けば行くほどリスク・リターンが高く、一番リスク・リター
ンが高い点は図2右下の図のMP6であり、外国株式、国内株式が約9
割を占めるポートフォリオになります。

これらのポートフォリオを毎月積み立てていった場合に、どれくら
い元本割れが発生するのかといったことを時間軸の観点で分析しま
した。

具体的には、①元本割れ確率（元本割れが起こる確率）、②損失率
（元本に対しどのくらいの平均損失額があるか） 、③平均損失額
（元本割れが起きた場合どのくらいの額であるか）、について分析
をしています。

また、分析手法としてモンテカルロ・シミュレーションを用いまし
た。どのようなイメージかといいますと、運用環境によって運用成
果は異なりますが、様々な運用環境をランダムで発生させ、運用収
益がどれくらいの範囲で分布するのかということを将来ベースで統
計的に算出する方法になります。
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このようなシミュレーションをMP1～MP6について実行した結果が
図4になります。

まず、結果から言えることは、黄色の50%点（平均値に近い点）が
リスクが高くなるにつれて、高くなるということです。こちらは期
待リターンが高くなるため当然かと思います。

一方で、リスクが高くなるにつれて、時間軸とともに資産額の分布
範囲（最高と最低）の広がりも大きくなります。ただ、皆さんの
懸念事項は赤い丸の「元本に対してどのくらい損失が出るのか」と
いう点かと思います。この点について詳しく見ていきたいと思い
ます。



図5は、MP0～MP6の元本割れ確率を示した結果となります。

図5 論文の結果（元本割れ確率）
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この結果からわかることの1つ目は、「投資期間が長くなるほど、
どのポートフォリオも元本割れ確率が低下する」ということです。

また、2つ目に読み取れることは、「リスクが高いポートフォリオ
の方が、どの経過年数を取っても元本割れ確率が低くなる」という
ことです。

ただ、こちらはあくまでも元本割れの確率であり、元本割れが起き
た場合に「元本に対してどのくらいの損失額が発生するか」につい
ても知っておかなければなりません。
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図6は、MP0～MP6の平均損失率を示した結果となります。

この結果をみると、リスクが高いポートフォリオの方が短期的には
平均損失率が高くなっています。ただ、3～5年後から徐々に平均損
失率は改善していきます。

そして経過年数20年を過ぎたタイミングで平均損失率はリスクが高
いポートフォリオとリスクが低いポートフォリオで逆転します。リ
スクが高いポートフォリオは損失額が大きいのではないかとのイメ
ージを持っている方も多いと思いますが、20年以上の積立投資に
おいては真逆の結果であり、これこそが「リスクを取らないこと
こそ、最大のリスク」ということの裏付けになります。

最後にまた、別の角度からリスクについてみていきたいと思いま
す。図7は、経過年数ごとの資産額分布を示したものになります。
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図6 論文の結果（平均損失率）
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図7 論文の結果（経過年数ごとの資産額分布）
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図の赤い点はマーケットが好調であった場合、青い点はマーケット
が不調であった場合を示しております。このグラフから読み取れる
ポイントは2点あります。

ポイントの1つ目は、「投資期間によらず、平均資産額である黄色
の点はリスクが高いほど高くなる」という点です。赤の矢印で示し
たと通り、上昇していることが読み取れます。

また、ポイントの2つ目は、「短期でみるとリスクが高いポート
フォリオほど最大損失額は大きくなりますが、長期でみるとリスク
が高くなっても最大損失額は相対的に大きくならない」という点で
す。つまり長期では、マーケットが不調だったとしてもそこまで下
落しないということです。

まとめると、投資期間が十分に長ければリスクが高いポートフォリ
オほど、ターゲットとしているリターンに近づき、なおかつ元本割
れも確率・損失率ともに低下するということです。

以上が論文の結果となります。最後にこれまでのお話から具体的に
何を言えるかということについてお話ししたいと思います。

まず重要なのは、冒頭でもお話しした運用のフレームワークをしっ
かりと整理することです。無理なく拠出できる金額（余裕資金）、
無理なく継続できる年数（運用期間）、無理なく達成できる目標
（目標金額）の3つを決定し、必要な内部収益率を見積もるという
ことが資産運用のスタートになります。

これをベースにすると、将来、何年時点でどれくらいの元本割れリ
スクが発生するかが見えてきます。この元本割れリスクが自身のラ
イフステージに合わせてどれくらいのインパクトがあるのかを把握
していただくことで、実際にリスクが発生した場合でも心の準備を
しておくことができ、対処することが可能になります。

また、何より重要なのは、投資期間を伸ばすと元本割れリスクが軽
減し、一方で時間によって資産額が増えていくというメリットを享
受できるということです。いかに長く資産運用を継続するかが重要
となります。

では実際にどのようなファンドやアロケーションが良いかについて
まとめたのが図8になります。こちらは、つみたてNISA適格ファン
ドの基本資産配分のリスクとリターンをプロットしたものになりま
す。
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図8 つみたてNISA適格ファンドの基本資産配分のリスク・リターン

Copyright ©2021 Ibbotson Associates Japan, Inc. All Rights Reserved. 当資料はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
（以下「イボットソン」）の著作物です。イボットソンの事前の書面による承諾なしの利用、複製等は、全体一部分を問わず、損害賠償、著作権
法の罰則の対象となります。当資料は、投資助言ではなく、情報提供のみを目的としたものです。いかなる投資の推奨・勧誘を行う、あるいは示唆
するものではありません。
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図8の黒いラインはシャープレシオが約0.4となっています。このラ
イン上に乗っているファンドであれば、効率の良いファンドですの
でリスクを取るべきということになります。しかし、ラインより下
にあるファンドについては同じリスクでもリターンが低いというこ
とを意味するので、むやみやたらにリスクを負うべきではありませ
ん。ですので、皆さまにはライン上にある最適化されたファンドを
選択していただければと思います。

ただ、そうはいってもどうやって最適化されたファンドを選べばよ
いのかとお思いの方も多いかと思います。1つは、迷ったら販売会
社様に訊くというのが良いと思います。

それでも不安に思う場合は、コストが低い内外の先進国株式のファ
ンドに投資するというのも1つの手になります。図8の赤い点は単一
資産クラスのファンドであり、右から、新興国株式、北米株式、
日本株式および先進国株式になります。同じ資産クラスであれば
コストが高いとコスト控除後期待リターンが低くなることがわかり
ます。このリターンが一番高い内外の先進国株式のファンドであれ
ば、黒いラインに乗っているためリスク当たりリターンが高いと言
えますので、内外の先進国株式とキャッシュとの配分を調整するこ
とで黒のライン上を実現することができます。このような方法も参
考にアセットアロケーションを考えていただければと思います。

以上が「つみたて投資徹底解説！～リスクをとらないことこそ、最
大のリスク？！～」の内容になります。最後までお読みいただきあ
りがとうございました。
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Q&A セクション

　ブロガーミーティングの開催にあたって、事前にブロガーの皆さまから
たくさんのご意見・ご質問を頂きました。当日はミーティング中に頂いた
質問も併せてご回答させていただきました。ここでは事前に頂いた質問に
加え、当日ご回答させていただいた質問についてもご紹介します。

今回、ファンド選びのポイントを教えていただき、コストの部分にも言及い
ただきましたが、コスト以外の部分も含めてファンドの選び方や注意点につ
いてあれば教えてください。

重要なことは、シャープレシオ（リスク当たりリターン）の水準になります。
なるべくシャープレシオが高いファンドを選ぶことが重要です。シャープ
レシオの水準が同じである場合は、期待リターンがより高いファンドを選ぶ
ことで目標金額を早く達成することができます。

A

Q

長期投資においてはリスクを取った方がいいとのお話でしたが、レバレッジ
をかけた商品についてはいかがでしょうか？

リスクを取った方が良いという話だったので、レバレッジをかけた方が良い
のではないかとお考えの方も多いと思います。ただ、MTGの中でもお話させ
ていただいた通り、単純にリスクを取ればよいということではありません。
レバレッジをかけた商品は元本を同じにした場合にシャープレシオが落ちて
しまいます。具体的には、元本100万円を2倍のレバレッジで投資した場合と
元本200万円で投資した場合では、後者の方が結果的に良くなる傾向があり
ます。そのため、資金が少額しかなくレバレッジをかけるしかない場合は選
択肢の一つとなりますが、余裕資金がある方についてはレバレッジをかけず
に200万円投資をした方が、シャープレシオが高くなりやすいです。

A

Q

今回の論文の中では積立投資を前提にお話がされていましたが、一括投資に
ついてはいかがでしょうか？積立投資と比較してお答えしていただけると幸
いです。

一括投資と積立投資どちらが良いのかというお話は永遠の課題ではあります
が、こちらについては「最終的な金額を重視するのか」もしくは「ダウンサ
イドリスクを抑えるのか」の2点によるのではないかなと思います。積立投
資をお勧めされることも多いかと思いますが、これについてはファイナンス
的に期待効用を最大化させるということよりも、行動ファイナンスの観点か
ら損失を最小化し継続的に投資を行うことで結果的に大きな利益を獲得でき
ることを目標にしたものです。そのため、投資経験が長くマーケットにも慣
れている方であれば一括投資も選択肢の1つとして活用していただければと
思います。

A

Q

＊上記は個人の見解であり、必ずしも所属する企業や組織の立場、戦略、意見を代表するものではありません。
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＊上記は個人の見解であり、必ずしも所属する企業や組織の立場、戦略、意見を代表するものではありません。

ポートフォリオについて、論文では資産配分が一定でしたが、ターゲットイ
ヤーファンドのような年齢に合わせてリスクを下げていく方法や年齢に合わ
せたリスクの取り方についてはいかがでしょうか？

資産配分を一定として投資を行う方法と年齢に合わせて資産配分を変更して
いく方法を、同じ期待リターンであるという条件で比較した場合、後者の
ターゲットイヤーファンドの方が初期にリスクを取っている分短期のダウン
サイド確率は高くなりますが、20年ほど経過すると逆転現象が起き、長期で
は有利な結果が出ています。ただこちらに関しては、投資金額が一定なのか
などのキャッシュフローの状況によって異なる部分もあるので注意が必要で
す。このような注意点もありますが、ターゲットイヤーファンドは一定程度
有効な手段であると考えています。

A

Q

低金利の今、内外債券に投資をする意味はあるのでしょうか？

こちらについては2つの観点で考える必要があります。1つ目は単一アセット
として投資を行う場合です。これについては、あまり意味がないと思われま
す。2つ目は複数アセットを組み合わせて投資をする中で内外債券へ投資を
行う場合です。これについては、債券は株式と逆相関の関係にあるため、ポ
ートフォリオのリスク調整としてキャッシュを利用するよりも債券を利用し
た方がシャープレシオが高くなります。そのため、複数アセットでの投資に
おいて内外債券は重要な投資対象となります。

A

Q

IRRからポートフォリオを決定するとのことでしたが、もう少し詳しく教え
てください。

MTGの中でもお話しさせていただきましたが、まず毎月の積立額、積立期間、
目標金額を決めていただくとIRRを算出することができます。IRRの算出につ
いては、エクセル等を活用していただければと思います。IRRを求めていただ
いたら、本レポートp.7にある図2左下の図を参照していただければと思いま
す。IRRは同図にあるコスト控除後のリターンを意味していますので、算出し
たIRRに近いコスト控除後のリターンを特定していただきますと、それを実現
するポートフォリオがご自身の目標を達成できるようなポートフォリオにな
ります。

A

Q



コラム

　今回のブロガーミーティングでは、自分自身の把握（①余裕資金②運用
期間③目標金額）を実施し、必要な内部収益率（IRR）を導き出すことで、
資産配分を決定することができるとお話しさせていただきました。その具
体的な方法についてもう少し詳しくご説明できればと思います！
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参加者の声

非常に勉強になります。運用の本質が分かり、かつ分かり
やすいです。運用側の本気度が伝わってきます。

　当日ご参加いただいた皆さまから多くのご感想を頂きましたので、その
一部をご紹介したいと思います！

参加者の声 ・ 編集後記

解説はわかりやすかった。投資歴がある人にはちょうどよ
いレベルだったように感じる。リターンや市場動向に注目
しがちであるが，リスクや自分の状況に着目することは投
資を継続していくうえでも非常に重要だと思う。

わかりやすく解説いただきありがとうございました。これ
からも自分のリスク許容度に応じて投資を続け、資産を目
標額に近づけていきたいです。

　ブロガーミーティングにご応募・ご参加いただきました皆さま、誠にありがとう
ございます。

　前回に引き続き、開催レポートの編集をさせていただきましたが、今回は小松原
様が執筆された論文をテーマとして取り上げたということで少し専門的な内容も多
く、ご参加いただいた皆さまの感想でも「少し内容が難しかった」との声が多かっ
たです。私自身も論文の内容を正しく理解することに非常に苦労しました。そのよ
うなこともあり、当日だけではすべての内容を理解できなかった方にもこの開催レ
ポートで少しでも理解度を高めていただければと思い、精一杯作成させていただき
ました。また、残念ながら当日はご参加できなかった皆さまにも、少しでも当日の
雰囲気や内容がお伝えできれば非常に嬉しいです。

　もし今回ご参加されなかった方で少しでも興味を持ってくださった方がいらっし
ゃれば、継続的な開催を予定しておりますので気軽にご参加していただければと思
います。

　また、ぜひ身近なご家族やご友人にもご共有していただけると嬉しいです。

　改めまして、今回ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。次回以降
のご参加も心よりお待ちしております。
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編集後記



当社では、今後もブロガーミーティングなどの開催を予定しております。
詳細は追って当社HPでご案内します。

【過去に開催したブロガーミーティングのレポートはコチラ！

■2021年7月「世の中の投資に関するウソホントクイズ！」

■2020年11月「インデックスファンドに関するパフォーマンス要因のご紹介など」

■2020年5月「運用会社への質問会」

■2019年6月「ファンドマネジャーが語る、インデックス運用のあれこれなど」

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】
・本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料であり、また、当日使用した資料はイボットソン・ 
　アソシエイツ・ジャパンが作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
　ません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）
　の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
・本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
・本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証する
　ものではありません。
・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
　ません。
・投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
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※下記のような質問も頂きましたが、こちらについては過去のブロガーミーティングで
　取り上げた内容になりますので、過去の開催レポートをご覧ください。

Q
ファミリーファンド方式の投資信託が多くございます。 ファミリーファンド方式を採用する

メリット ・ デメリット等、 加えてファンドオブファンズとの違いも踏まえて、 教えてください。

→2020 年 11 月 「インデックスファンドに関するパフォーマンス要因のご紹介など」 をご覧ください。

Q
ETF と投資信託の違いに関して、 それぞれの特徴やメリット ・ デメリットや、

                                        それぞれの使い分けのコツ等あれば、 教えてください。

→2021 年 7 月 「世の中の投資に関するウソホントクイズ！」 をご覧ください。

https://www.am.mufg.jp/text/blogger_meeting_2107_2.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/blogger_meeting_2011_2.pdf?side_bn=meeting
https://www.am.mufg.jp/text/blogger_meeting_2005.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/meeting_201906_04.pdf
https://www.am.mufg.jp/text/blogger_meeting_2011_2.pdf?side_bn=meeting
https://www.am.mufg.jp/text/blogger_meeting_2107_2.pdf



