
ゼロから始めるIDECO＆NISA
セミナー（基本基礎編）



iDeCoとかNISAってなに？



iDeCoもNISAも税⾦がお得になる⼝座の事
• 預貯⾦でも保険でも税⾦でも、元本よりも増えたお⾦
（運⽤益）には約           ％の税⾦がかかる。

•  iDeCoやNISAは           にかかる税⾦がゼロになるお得
な⼝座のこと。

•             ％の税⾦が⾮課税になるって
すごいこと
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20

運⽤益

20



⼤事なのは『器』⾃体よりも 
『この器に何を⼊れるか？』です 

iDeCoもNISAも『器』でしかありません



iDeCo＆NISAという『器』に何を⼊れる？

投資信託
というわけで、 

まずは『投資信託』について学ぼう！ 



投資といえば・・・



株で⼤儲けする⼀番簡単な⽅法
•             時に買って、           時に売る

7

安い ⾼い



コレぞと思う企業の株を安い時に買う



投資先の株価が上がれば・・・
• ⾃分の資産価値も           
• この時売れば           
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上がる
儲かる



投資先の株価が下がったら・・・
• ⾃分の資産価値が           
• この時売れば           
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下がる
損する



最悪倒産してしまったら・・・
• 株は紙くずになって、問答無⽤で資産価値が           になる 
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ゼロ



株式投資は波が激しい
• これから株価が上がる企業を当てられる？ 
• 株価の安い時と⾼い時を⾒極められる？



どんなプロでも当て続けるのは⾄難の業
• ⼀時的には当てられても、継続的には厳しい 
• ⾃衛官という忙しい仕事の⽅には向かない



どうしたらいい？



        の会社に 
投資すればいい 

15

複数



個⼈で 
いくつの企業に 
投資できる？ 



株式の最低購⼊価格（H30/5/11 1200現在）



どれだけ分散できますか？

厳しい…



そこで出てくるのが・・・

投資信託



投資信託とは
•           や         がたくさん⼊った詰め合わせの⾦融商品 
•  世界中の何百何千という銘柄に投資できる 

•  個⼈では難しい地域にも投資できる 

•           から購⼊可能 
•  ⾦融機関によっては、             から購⼊できる 

•           が運⽤を代⾏してくれる 
•  銘柄選定や⽐率の調整などを            が私達の代わりにやってくれる 
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株 債券

少額
100円

プロ
プロ



インデックスファンドとアクティブファンド

• インデックスファンド
•  なるべく広く         し、                    に連動することを⽬指す
•  ⻑打はでにくいが、コツコツ安打を積み重ねていくイチロータイプ
•  ⼿数料は           

• アクティブファンド
•  担当者の⽬利きによって投資対象を絞り、             する。
•                     を上回る成果を⽬指す。
•  狙い⽟を絞って⻑打を狙う、ホームランバッタータイプ
•  ⼿数料は           

21

分散 市場平均

低め

集中
市場平均

⾼め



投資信託の仕組み、お⾦の流れ

信託銀⾏に対し 
運⽤の指図をする。 

販売会社に
⾃社商品を販売してもらう 

投資家から預かった 
お⾦は信託銀⾏へ。 

投資家のお⾦を管理する。 
運⽤会社の指⽰に従って、
株や債券等の売買をする。 

販売会社に 
お⾦を預ける 

投資信託には3つの会社が 
関わっている。 



販売会社が破綻した場合

販売会社は単なる窓⼝でし
かないので、投資家の資産
には                。 
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影響なし



運⽤会社が破綻した場合

運⽤会社は運⽤の指⽰をし
ているだけなので、破綻し
ても投資家の資産に 
                       はない。 
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直接の影響



信託銀⾏が破綻した場合
信託銀⾏が破綻しても、銀
⾏の資産と投資家の資産は
完全に               されてい
るので、                される。 
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分別管理
全額保護



銀⾏や保険会社の破綻よりも保護されている

• 銀⾏が破綻すると、預⾦は『                               』まで
しか保護されない。（ペイオフ制度） 

• 保険会社が破綻した場合、予定利率の              など契約
条件が変更されたり、                   がカットされたりす
る。

26

1000万円＋利息

引き下げ
解約返戻⾦



どんな投資信託を 
選べばいいの？



投資信託を選ぶための 
5つのポイント 



投資信託を選ぶポイント① 
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分散



投資で負けないための3つの分散

×



投資する『       』を分けよう！モノ



投資する『       』を分けよう！

↗↑

↗

↗

↘
↑

↑
↘

↘

↓
↓

→

→

→
↗

→

↘

場所



分散投資＝                             を組み合わせる違う値動きをするもの



どんなプロでも当て続けるのは⾄難の業
• ⼀時的には当てられても、継続的には厳しい 
• ⾃衛官という忙しい仕事の⽅には向かない



             を諦める 

35

当てること



                

36

世界分散投資



世界分散投資で波を穏やかに

出典：三菱UFJ信託銀⾏HP 
（https://www.tr.mufg.jp/life-shisan/method/risk02.html）



世界分散投資で波を穏やかに

出典：三菱UFJ信託銀⾏HP 
（https://www.tr.mufg.jp/life-shisan/method/risk02.html）



世界分散投資で波を穏やかに

出典：三菱UFJ信託銀⾏HP 
（https://www.tr.mufg.jp/life-shisan/method/risk02.html）



投資信託を選ぶポイント① 

なるべく広く 
        されたものを選ぶ 
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分散



投資信託を選ぶポイント② 

              

41

⻑期



世界分散投資 × 時間で更に穏やかに

出典：三菱UFJ信託銀⾏HP 
（https://www.tr.mufg.jp/life-shisan/method/risk02.html）



世界分散投資 × 時間で更に穏やかに

出典：三菱UFJ信託銀⾏HP 
（https://www.tr.mufg.jp/life-shisan/method/risk02.html）



世界分散投資 × 時間で更に穏やかに

出典：三菱UFJ信託銀⾏HP 
（https://www.tr.mufg.jp/life-shisan/method/risk02.html）



投資信託には『         』があるものも
• 投資信託の中には『                』が 
定められているものも。 

•                 ＝ 投資信託の寿命 

•  例）信託期間 2020年3⽉31⽇まで 

• その場合、信託期間がくると強制的
に             されてしまう。 

• ⻑期投資を⽬指す場合、 

『                        』のものを選ぼう。 

45

寿命
信託期間

信託期間

現⾦化

信託期間 無期限



投資信託を選ぶポイント② 

⻑期で投資できるように 
『                        』 

のものを選ぶ 
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信託期間 無期限



投資信託を選ぶポイント③ 
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つみたて



• 毎⽉同じ⾦額を               で積み⽴てる。 

• 共済貯⾦のを            と同じ 

つみたてで投資を             する

48

先取り貯⾦
定積

⾃動化



毎⽉淡々と同じ⾦額を積み⽴てる

価格が⾼いときは 
                購⼊

価格が安いときは 
              購⼊できる

ここが損得の 
ボーダーライン

49

少なく 多く



投資信託の価値はどう決まるか？

①  基準価額とは、投資信託における株価みたいなもの 

②  投資信託を買う＝            を⼿に⼊れる 

③  基準価額は         に1回変動する 

 

④  基準価額は                  の表⽰になっている 

⑤  よって             で割ると、⼀⼝あたりの価額が分かる 

⑥  ⼀⼝あたりの価額 ×               ＝⾃分の投信の資産価値 
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基準価額 ⼝

⼝数
 1⽇

1万⼝当り
10,000

⼝数



鶏⾁は 
100円/100g

桁が違うだけで、考え⽅は鶏⾁と⼀緒

投資信託

投資信託は 
1万円/1万⼝

1⼝あたりの価格 
=             ÷ 10,000 

1gあたりの価格 
= 価格 ÷ 100 
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基準価額



投資信託の資産価値を⾼める⼿段は2つ

①  基準価額が上がる 
⾃分ではどうにもできない（         的） 

⽇々上がったり下がったり           し続ける 

投信を買う段階で「これから          していきそうなもの」を選ぶ 

 

②  ⼝数を増やす 

⾃分で増やすことができる（         的） 

⾃分が             しない限り、⼀度購⼊した⼝数は減らない 
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受動
変動
成⻑

能動
売却



投信で資産を増やすために⼤事なこと

         を 
いかに増やすか

53

⼝数



⼝数を効率よく増やすためには
•           時にたくさん買う 
• 逆に⾔えば、        時は買わない

54

安い
⾼い



どんなプロでも当て続けるのは⾄難の業
• ⼀時的には当てられても、継続的には厳しい 
• ⾃衛官という忙しい仕事の⽅には向かない



56

          を捨てる 感情



積⽴投資にすると感情に左右されない
• 安いときは“⾃動的に”            買う。 

• ⾼いときは“⾃動的に“            しか買わない。 

• ⾃動的に積み⽴てられるので           に左右されない。
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多く
少なく

感情



ドルコスト平均法

価格が⾼いときは 
少なく購⼊

価格が安いときは 
多く購⼊できる

ここが損得の 
ボーダーライン



上がっても嬉しい、下がっても嬉しい

           アップ！          を増やせる！ 
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資産価値 ⼝数



世界分散 × ⻑期 × つみたて

出典：日興アセットマネジメントHP 
（http://www.nikkoam.com/fund-academy/rakuyomi/vol-1144）



積⽴投資 
その他のメリット 



積⽴投資は⾃由⾃在
•               の変更は⾃由（iDeCoは年１回）
• 積⽴を             のも              するのも⾃由
•              のも⾃由（iDeCoは60歳以降）
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掛⾦
やめる 再開

引き出す



投資信託を選ぶポイント③ 

毎⽉            が 
できるものを選ぶ 
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つみたて



投資信託を選ぶポイント④ 
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⼿数料



投資信託に関わる⼿数料
•  【購⼊時】購⼊時⼿数料：年率0〜3% 

•  【運⽤中】                  (運⽤管理⼿数料)：年率0.05%〜3% 

•  【解約時】信託財産留保額：0〜0.5% 
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信託報酬



特に『             』の差は超重要
•  信託報酬はリターンからそのままマイナスに
•  信託報酬の低さこそが、                                      ⼀番の強み

•  信託報酬の差はこう響く（１年の場合）
•  Ａファンド → リターン ＋6％ ー ⼿数料 3％ ＝ ⼿取り ＋3％
•  Ｉファンド → リターン ＋4％ ー ⼿数料 0.2％ ＝ ⼿取り ＋3.8％

•  ⾒た⽬の成績は                                   の⽅が勝っていても
                        の差で負けることは多い。

•  アクティブファンドの                はインデックスファンドに負けている
という統計もある。
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信託報酬

インデックスファンド

アクティブファンド
信託報酬

7〜8割



⼿数料の違いによる運⽤益の⽐較

【条件】 
・積⽴額：毎⽉３万円 
・運⽤期間：20年 
・期待リターン：4％ 
 

【⽐較対象】 
① 信託報酬 なし 
② 信託報酬 0.2% 
③ 信託報酬 3.0% 
 

【結果】 
・元本 720万円 
① 1100万円（＋380万円） 
② 1076万円（＋356万円） 
③   796万円（＋76万円） 

① ② ③

① ② ③



コントロールできるものに集中する
• コントロールできないもの →               や相場等
• コントロールできるもの →                等のコスト

• リターンよりも、⼿数料等による            を減らすこと
を重視する。

• 結果としてリスクを抑えつつ、成績がそこそこであって
も              が上がる。
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リターン
信託報酬

ロス

勝率



投資信託を選ぶポイント④ 

          の低いものを選ぶ 
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⼿数料



投資信託を選ぶポイント⑤ 

             

70

分配⾦



絶対に 
⼿を出しては 
いけない 
投資信託 



            型 
投資信託 
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毎⽉分配



毎⽉分配型に⼿を出してはいけない理由

投信の価値 ＝ (基準価額 ÷ 10000)× ⼝数 

1.  分配⾦は銀⾏預⾦の           とは違う 
1.  銀⾏預⾦の利息の出処は                     から。 

2.  分配⾦の出処は                             から。 

3.                  の増えた資産の中から、ちょっと返してもらっているだけ。 

2.  分配⾦を受け取ると基準価額が下がる 
1.  つまり「毎⽉分配型」とは毎⽉基準価額が下がり続ける投信である。 

2.  基準価額が下がると、⾃分の                   が下がる。 

3.  『                          』という投資の原則を無視している 
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利息
銀⾏の資産

投資家の資産
投資家

資産価値
相場は変動する



どんどんジリ貧になっていく運命

出典：NIKKEI STYLE（https://style.nikkei.com/article/DGXMZO08500000Y6A011C1000000?channel=DF260120166516/）



投資信託を選ぶポイント⑤ 

               をなるべく 
出さないものを選ぶ 
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分配⾦



結論 



【私達が選ぶべき投資信託】 
               が低くて、 
               で積⽴でき、 
               をなるべく出さない 
                     ファンド 

⼿数料
⾃動

分配⾦
インデックス



投資信託の 
デメリット



投資信託のデメリット
• ⼿数料がかかる 
•  投信 → 購⼊時⼿数料、                   、信託財産留保額 
•  iDeCo → 加⼊時、運営管理⼿数料、給付⼿数料等 

• ⼀気に             ことはできない 
•  分散投資によるリスク低減と引き換えに、⼀気に          には向かない。 

•                  ではない 
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信託報酬

増やす
増やす

元本保証



iDeCo＆NISAという『器』に何を⼊れる？

投資信託
投資信託の基本基礎が 

分かりましたか？ 



iDeCoもNISAも税⾦がお得になる⼝座の事
• 預貯⾦でも保険でも税⾦でも、元本よりも増えたお⾦
（運⽤益）には約           ％の税⾦がかかる。

•  iDeCoやNISAは           にかかる税⾦がゼロになるお得
な⼝座のこと。

•             ％の税⾦が⾮課税になるって
すごいこと
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20

運⽤益

20



NISAとは
• ⼤きな違いは                と年間             、投資できる商品
• ⼀般NISAとつみたてNISAはどちらかしか選べない。
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⾮課税期間 投資額



NISAのイメージ

出典：楽天証券HP 
（https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/）



iDeCo（確定拠出年⾦）とは
•                 専⽤のオトクな⼝座
• 『          ⾮課税』に加えて『全額                 』される。
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⽼後資⾦
運⽤益 所得控除



iDeCoの所得控除の威⼒
•  iDeCoで積み⽴てた掛⾦は『全額              』になる。 
•  → ⼩規模企業共済等掛⾦控除 
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所得控除



iDeCoも運⽤は⾃分で⾏う
• 毎⽉掛⾦を積み⽴てる。 

• 積み⽴てる掛⾦を、何で運⽤するか決める。 

• 運⽤の選択肢は主に3つ 
•  定期預⾦ 
•  保険（個⼈年⾦等） 
•  投資信託 

• 商品ラインナップは各⾦融機関によって違う 
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インデックス×iDeCo＆NISAがオススメ
•                       ファンドによる                         が、積⽴投資に
おける基本基礎である。 

•  基本は                  で有利な                       ファンドを 
中⼼に⻑期積⽴投資をしていく。 

•                     クラスには、優秀な                 ファンドも多いので
代替してもよい。 

•                                     で              のロスをなるべくなくし、 
⼝座はiDeCoとNISAを活⽤し           のロスをなくす。 
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インデックス 世界分散投資

⼿数料 インデックス

⽇本株式 アクティブ

インデックスファンド ⼿数料
税⾦



出典：陸上⾃衛隊HP

休憩 15分 
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ゼロから始めるIDECO＆NISA
セミナー（実践編）



投資信託 
iDeCo＆NISA 

あなたは 
どう使えばいい？ 



いつまでに、どこに⾏きたいの？



これを⾃衛隊的に⾔うと・・・



具体的に⾔うと・・・
1.  ⽬的地 

1.  何のために、いつまでに、どれくらいの資産を築きたいのか。
  

2.  現在地 
1.  今現在、どれくらい準備できているのか。 
2.  ⽬的と準備状況の差額はいくらなのか。 
3.  そのために毎⽉いくら積み⽴てできるのか。 

3.  ⼿段 
1.  上記の条件で⽬標を達成するためには、どんな⼿段があるのか。 
2.  各⼿段のリスクとリターンのバランスを⽐較して、取るべき⼿

段を決定する



⼿順１ ⽬的地を決める
1.  ⽬的地 

1.  何のために、いつまでに、どれくらいの資産を築きたいのか。
  

2.  現在地 
1.  今現在、どれくらい準備できているのか。 
2.  ⽬的と準備状況の差額はいくらなのか。 
3.  そのために毎⽉いくら積み⽴てできるのか。 

3.  ⼿段 
1.  上記の条件で⽬標を達成するためには、どんな⼿段があるのか。 
2.  各⼿段のリスクとリターンのバランスを⽐較して、取るべき⼿

段を決定する



例えば⽼後資⾦で考える場合
・必要な⽼後資⾦を⾒積もるには・・・ 

①  収⼊ ＝ 年⾦はいくらもらえるか？ 

②  ⽀出 ＝ ⽣活費などはいくら必要か？ 

③  年数 ＝ 何歳までを⾒積もるか？

(       万円ー       万円)✕ 12ヶ⽉ ✕       年＝         万円

年⾦収⼊ ⽼後の⽣活費 必要貯蓄額年数



(       万円ー       万円)✕ 12ヶ⽉ ✕       年＝         万円

年⾦収⼊ ⽼後の⽣活費 必要貯蓄額年数

20

65歳までに準備すべき金額は・・・

• ⽣活費の他に予想される出費は？いつ頃、どれくらい？ 
• リフォーム代 

• ⽼⼈ホーム 
• ⾞購⼊ 

• 旅⾏、レジャー 

30 25
（65歳〜      歳）90

3000



⼿順２ 現在地を確認する
1.  ⽬的地 

1.  何のために、いつまでに、どれくらいの資産を築きたいのか。
  

2.  現在地 
1.  今現在、どれくらい準備できているのか。 

1.  貯蓄額と退職⾦、若年給付⾦の把握 

2.  ⽬的と準備状況の差額はいくらなのか。 
3.  ⽉々もしくはボーナスでどれくらい積み⽴てできるのか。 

3.  ⼿段 
1.  上記の条件で⽬標を達成するためには、どんな⼿段があるのか。 
2.  各⼿段のリスクとリターンのバランスを⽐較して、取るべき⼿

段を決定する



現在の準備状況を把握
1.  現在地 

1.  今現在、どれくらい準備できているのか。 
1.  ⽬的別に現在の貯蓄額を把握 
2.  退職⾦、若年給付⾦の把握 

2.  ⽬標と準備状況の差額はいくらなのか。 
1.  ⽼後資⾦⽬標3000万円 ー 現在の貯蓄額200万円 ＝ 差額2800万円 
2.  退職⾦＆若年給付⾦は、65歳のときにいくら残っているか？ 

3.  ⽉々もしくはボーナスでどれくらい積み⽴てできるのか。 
1.  ⽬的別に積⽴可能額を把握 



退職⾦

退職⾦はどれくらい⽀給される？

              円 ✕          倍 ＋             円＝               円
定年時の俸給

勤続年数に
応じた⽀給率 調整額

420,000 47.709
35年の場合

1,302,000 21,339,780
2尉〜1曹

（勤続25年以上）
の場合



若年給付⾦ってナニ？？
①  正式名称：若年定年退職者給付⾦ 
②  他の国家公務員よりも定年が早いことによる、収⼊的

な不利を補うための制度（1990年〜） 
③  2回に分けて⽀給される 

【1回⽬】 
•  1⽉〜3⽉：退職した年の4⽉ 
•  4⽉〜9⽉：退職した年の10⽉ 
•  10⽉〜12⽉：退職翌年の4⽉  

【2回⽬】 
•  ⼀律、退職翌々年の8⽉ 

④  退職翌年の所得によっては、減額の可能性がある。 



税⾦を引いた⼿取り額は？
• 退職⾦＆1回⽬の若年給付⾦の税⾦のポイント 
•  ①                として処理されるので、税⾦が優遇される。 
•  ②                のため、               はしなくていい。 

• 2回⽬の若年給付⾦の税⾦ 
•  ①                となり、1回⽬より税⾦が          なる可能性が⾼い。 
•  ②                されないため、               が必要。 

• 具体的にどれくらいの税⾦がかかるの？ 
•  所得税・住⺠税合わせて、              万円前後の⽅が多い。 

退職所得
源泉徴収 確定申告

⼀時所得
源泉徴収 確定申告

⾼く

150



         万円 ー          万円 ✕12ヶ⽉ ✕        年＝            万円
世帯収⼊ 定年後の⽣活費 取り崩し額

60歳〜65歳
までの年数

         万円 ー          万円 ✕12ヶ⽉ ✕        年＝            万円
世帯収⼊ 定年後の⽣活費 取り崩し額

定年〜60歳
までの年数

65歳まで働くか、60歳で⾃由になるか。

         万円 ー          万円 ✕12ヶ⽉ ✕        年＝            万円
世帯収⼊ 定年後の⽣活費 取り崩し額

定年〜65歳
までの年数

【65歳まで働いた場合】

【60歳で退職した場合】

20 30 11 1320

20 30 6 720

0 30 5 1800

① 定年〜60歳まで

② 60歳〜65歳まで

取り崩し額合計                 万円2520



             万円 ー             万円 ＝             万円

退職⾦＋
若年給付⾦ 65歳時残額取り崩す額

【60歳で退職した場合】

65歳時点での退職⾦・若年給付⾦の残額は？

•  ⽣活費の他に予想される出費は？いつ頃、どれくらい？ 

             万円 ー             万円 ＝             万円

退職⾦＋
若年給付⾦ 65歳時残額取り崩す額

【65歳まで働いた場合】

13203300 1980

78025203300



退職⾦ありきか、ゼロからか？
• ⽼後資⾦は退職⾦込みで貯めますか？ 
• それとも、ないものとしてゼロから貯めますか？ 

            万円 ー             万円 ＝               万円
⽬標額 退職⾦の残り 必要貯蓄額

【          歳で退職した場合】

【ゼロから貯める場合】

            万円 ー             万円 ＝               万円
⽬標額 退職⾦の残り 準備すべき額

03000 3000

102019803000

65



⼿順３ ⼿段を決める
1.  ⽬的地 

1.  何のために、いつまでに、どれくらいの資産を築きたいのか。
  

2.  現在地 
1.  今現在、どれくらい準備できているのか。 
2.  ⽬的と準備状況の差額はいくらなのか。 
3.  そのために毎⽉いくら積み⽴てできるのか。 

3.  ⼿段 
1.  上記の条件で⽬標を達成するためには、どんな⼿段があるのか。 
2.  各⼿段のリスクとリターンのバランスを⽐較して、取るべき⼿

段を決定する



35歳⾃衛官が3000万円準備する場合
• 預⾦（0.001%）保険（0.3%）投資信託（5%）で⽐較

【運⽤益の差】
預⾦：4,487円
保険：1,326,005円
投信：17,023,265円

投信：36,046円

【積⽴⽉額の差】
預⾦：83,321円
保険：79,650円



どんな投資信託を 
いくら積み⽴てればいい？ 



毎⽉の積⽴可能額から 
割り出す⽅法 



楽天証券『積⽴かんたんシミュレーション』を開く

• 積⽴投資に関する４つの計算ができる無料便利ツール

• 『積⽴かんたん』で検索

• もしくは右のQRコードからジャンプ →

• ブックマーク推奨



⽉々の積⽴額から割り出す⽅法
• 『⽬標⾦額達成のためのリターンを計算する』を使⽤



⽉々の積⽴額から割り出す⽅法
• 例）2000万円を毎⽉3万円、30年間の積⽴で達成するには



⽉々の積⽴額から割り出す⽅法
• ⽬標を達成するためには、年率3.8%の期待リターンが必要



期待リターンは 
どうやって 
決まる？



期待リターンは何で決まる？

資産配分
超重要

タイミングでも銘柄でもない 
投資成果の9割は『資産配分』で決まる 

と⾔われるくらい超重要



これらの組み合わせでリスクとリターンは決まる



私がオススメする組み合わせは

⽇本債券

⽇本株式

先進国株式 

新興国株式

【株式の⽐率】 
   ⽇本株式 １ 
先進国株式 ８ 
新興国株式 １ 

※世界の株式の時価総額⽐率 

資産配分の肝 



求める期待リターンに近い 
資産配分を採⽤する 



『ファンドの海』で計算できる



投資における 
リスクって 

どういう事？



投資における“リスク”とは

• リスク＝期待リターンからのフレ幅

・ 期待リターン

＋



期待リターン ・



リスク⼩ ⼤

リスクとリターンの関係
• マンモスを狙うか⽜を狙うかウサギを狙うか

リターン⼩ ⼤



リスクとリターンは⽐例する
• リターンとリスクは振り⼦の関係。 

• 期待リターンを上げれば、リスクも上がる。 
• リスクを下げれば、期待リターンも下がる。 

• 期待リターンよりもリスク⾯からよく検討しよう 
•  ⾃分は⼀時的とは⾔え、どれくらいのマイナスなら耐えられる？ 
•  どれくらいのマイナスなら、積⽴投資を続けていける？ 



納得⾏かなかったら最初に戻る
• 例えば・・・ 
•  ⽬標⾦額は適正か？ → ⽬標⾦額を再検討する。 
•  積⽴額を増やせないか？ → 家計を⾒直してみる。 
•  積⽴期間は適当か？→ 積⽴期間をもう少し伸ばすことは可能か？ 

• 必要な期待リターンが6%以上になってしまった場合は、
投資信託では実現が難しいので上記の点を⾒直す  

• 前提となる数値を⾒直すことで、期待リターンも変わる。

• その期待リターンを元に早⾒表から資産配分を選び直す。





GPIFの資産配分を⾒てみよう

http://www.gpif.go.jp/operation/highlight.html



GPIFの資産配分の期待リターンは



実際のリターンは・・・

http://www.gpif.go.jp/index.html



資産配分が 
決まったら… 



⽉々の積⽴額を、iDeCoとNISAに配分
•  iDeCoを優先、枠に⼊りきらないものをNISAで積み⽴て
•  例）積⽴額 ⽉3万円 → 1.2万円をiDeCoに、1.8万円をNISAに

• それぞれの積⽴額に資産配分に応じた積⽴設定をする
•  【国内債券 30%】
•  iDeCo：1.2万円 × 30% ＝ 3,600円/⽉
•  NISA ：1.8万円 × 30％ ＝ 5,400円/⽉

•  【国内株式 7%】
•  iDeCo：1.2万円 × 7% ＝ 840円/⽉
•  NISA ：1.8万円 × 7％ ＝ 5,400円/⽉

•  【先進国株式 7%】
•  iDeCo：1.2万円 × 56% ＝ 6,720円/⽉
•  NISA ：1.8万円 × 56％ ＝ 10,080円/⽉

•  【新興国株式 7%】
•  iDeCo：1.2万円 × 7% ＝ 840円/⽉
•  NISA ：1.8万円 × 7％ ＝ 5,400円/⽉



具体的に投資信託を選んでいく
• 基本は⼿数料で有利なインデックスファンドを中⼼に
• 資産クラスごとに検索をかけていく

• それぞれの資産クラス毎に
• 広く分散されたインデックスファンドの中で
• 最も⼿数料の低くて
• 信託期間が無期限で
• 積⽴設定できる投資信託を選ぶ。

⽇本債券

⽇本株式

先進国株式 

新興国株式



実際に検索してみよう！
• 楽天証券 投信スーパーサーチで実際に検索してみよう 

• 【検索条件】 
•  （つみたて）NISA買付け可能 
•  検索したいNISAにチェック 

•  資産タイプ 
•  資産クラス毎にチェック 
•  国内株式、海外株式、国内債券 

•  投資地域 
•  新興国株式を検索するときは『エマージング（新興国）』を選択 

•  ファンドタイプ 
•  『インデックスタイプ』にチェック 



オススメ銘柄（楽天証券iDeCo）
•  国内債券：たわらノーロード 国内債券（0.1512%） 

•  国内株式：三井住友・DCつみたてNISA・⽇本株インデックスファンド
（0.1728%） 

•  先進国株式：たわらノーロード 先進国株式（0.2160%) 

•  新興国株式：インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式
（0.5940%） 

•  全世界株式：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（0.2396%） 



オススメ銘柄（楽天証券 NISA）
•  国内債券：たわらノーロード 国内債券（0.1512%）※特定⼝座 

•  国内株式：eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）（0.17172%） 

•  先進国株式：eMAXIS Slim 先進国株式（0.11826%) 

•  新興国株式：eMAXIS Slim 新興国株式（0.2052%） 

•  全世界株式：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（0.2396%） 



銘柄は変わらない。⽬的により配分が変わるだけ

•  iDeCoもNISAも銘柄は同じ

• ⽬的別に資産配分が変わるだけ
•  ⽼後資⾦は⽉いくら積み⽴てて、期待リターンはどれくらいか？
•  教育資⾦は⽉いくら積み⽴てて、期待リターンはどれくらいか？

•  iDeCoもNISAも資産配分は統⼀する

• 夫婦の⼝座を⽬的別に使い分ける
•  例）⽼後資⾦は、夫のiDeCoとつみたてNISAで積み⽴てる。

      教育資⾦は、妻のつみたてNISAで積み⽴てる。
      もしくはお⼦さん名義のジュニアNISAで積み⽴てる。



リバランス



リターンとリスクを想定に戻す
債券の⽐率が上がって 
株式の⽐率が下がる 

↓ 
リスクが下がるが 
リターンも下がる 

↓ 
⽬標額に 

届かなくなる 
可能性がある 

株式の⽐率が上がって 
債券の⽐率が下がる 

↓ 
リターンが上がるが 

リスクも上がる 
↓ 

想定以上の 
マイナスになる 
可能性がある 

1年後の資産配分 

当初の資産配分 

元の想定に戻す 



年に1回リバランスで成績が向上
• リスクとリターンを想定の範囲に戻す作業

出典：NIKKEI STYLE 
（https://style.nikkei.com/article/DGXMZO88704670Q5A630C1PPE001）



オススメの証券会社
• ⼿数料の低いネット証券がオススメ 

• 楽天証券 or SBI証券がオススメ 
•  商品ラインナップが豊富で、iDeCoの⼿数料も最安（2,004円） 

• 私は楽天証券を使っています。 
•  理由１：低コスト 
•  理由２：商品ラインナップが良く、導⼊が早い 
•  理由３：楽天ポイントで投資信託が購⼊できる 



⼝座解説⼿順 
スマホ編 



① ②



④③



⑥⑤



⑧⑦

『ご案内メール』は 
どちらでもOK



⑩⑨

特別な理由がない限り 
『確定申告は原則不要』 

を選択

NISA⼝座は 
すぐに使わなくても 

申請はしておきましょう



⑫⑪
『楽天銀⾏⼝座』で 

なくても積⽴は可能なので 
どちらでも良い 

iDeCoも合わせて 
申し込みましょう 

FX⼝座と信⽤取引⼝座は 
基本不要です。 



⑭⑬

本⼈確認は 
お好きな⽅でどうぞ 



iDeCoを受け取るときの税⾦
•  iDeCoは受け取り⽅で税⾦のかかり⽅が変わる 
•  ⼀括受け取り：退職所得（退職所得控除 掛⾦年数による） 

•  年⾦受け取り：雑所得（公的年⾦等掛け⾦控除額 年70万円まで） 

•  年⾦＋⼀括受け取り 



iDeCoは税⾦が優遇されている
• 掛け⾦を⽀払った年数に応じて、退職所得控除が使える。 

 

• 例）iDeCoを30年積み⽴て続けた⾃衛官の退職所得控除 
•  800万円＋70万円×(30年20年)＝1500万円 

•  つまり、受け取った額が1500万円以内なら税⾦はかからない。 

•  所得控除しきれなかった⾦額の2分の1に税⾦がかかる。



退職所得にかかる税率

• 例）控除しきれなかった所得が1000万円あった場合 
•  退職所得：1000万円×1/2=500万円 

•  所得税：500万円×20%427,500円＝572,500円 

•  住⺠税：500万円×10％＝500,000円 

•  税⾦総額：572,500円＋500,000円＝1,072,500円 

住⺠税は⼀律10％



自衛官のiDeCoはどれくらいまで増える？

• 毎⽉12,000円を投資信託で30年間積み⽴てたとしても、
1000万円前後だと思われるので、退職所得控除内に収ま
り税⾦はかからない可能性が⾼い。 



iDeCoを受け取るときの税⾦
•  iDeCoは受け取り⽅で税⾦のかかり⽅が変わる 
•  ⼀括受け取り：退職所得（退職所得控除 掛⾦年数による） 

•  年⾦受け取り：雑所得（公的年⾦等掛け⾦控除額 年70万円まで） 

•  年⾦＋⼀括受け取り 

• ⼀括で受け取る場合は、退職⾦と若年給付⾦（1回⽬）と
控除枠が共⽤になる。 

• 年⾦で受け取る場合は、公的年⾦と控除枠が共⽤になる。 



退職⾦とiDeCoの所得控除の共⽤のイメージ

勤続年数と被っている
年数が使えなくなってしまう



これを回避する⽅法が⼀つだけ。 
iDeCoの受け取りを退職⾦を受け取ってから 

        年以上たってからにする。 15

iDeCoの年数が復活する



メモ


