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はじめに

本調査について

資金運用において正しい決断をするには、投資に
おける個人の行動や動機付けを理解することが大
切です。外部要因の影響を大きく受ける環境では、
特に重要になります。どの投資対象にもそれぞれリ
スクと期待されるリターンがあるため、投資家は無
数の決断をして投資対象を決めることになります。 

「 シュロ ー ダー · グロ ー バル 投 資 家 意 識 調 査
2020」は、世界各国の投資家2万3,000人を超える
投資家を対象に調査を行いました。

調査結果を概観すると、市場が混乱する中でも、投資
家の投資収益予想は高まっていることが明らかにな
りました。また、資産運用計画は十分な情報に基づい
て作成されるべきと認識しながらも、投資家のほとん
どは、資産運用に関する情報や専門知識を自分自身
で得ています。

シュローダーは2020年4月30日から6月15日までの
期間、世界32カ国／地域の投資家2万3,000名以上
を対象に、独自のオンライン調査を実施しました。調
査対象には、欧州、アジア、米州をはじめ世界各国が
含まれます。この調査では、今後12か月で1万ユーロ

（またはそれに相当する額）以上を投資する予定が
あり、過去10年以内に何らかの投資行動をとった方を

「投資家」と定義しています。

※ 資料中の値は、端数処理等のため、合計が100%
にならない場合があります。
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自身の今後5年間の投資成果について楽観
的すぎるほど明るい見通し
今後5年間の資産運用全体についての質問に対し、
投資家は年率10.92%のリターンが得られると予想
していることがわかりました。これは2年前の調査結
果より1.02ポイント高く、昨年よりも0.22ポイント上
回っています。

新型コロナウイルスが今後2年にわたって経
済に悪影響をもたらすと予想
新型コロナウイルスの影響は今後6カ月から2年程
度続くと答えた投資家が全体の66%を占めました。
しかし、新型コロナウイルスの影響が2年以上続くと
の回答はわずか21%に留まっています。

資産運用に関する助言を求める相談相手は
銀行とファイナンシャル·アドバイザー
投資家が資産運用に関する助言を得ている先は多
岐にわたりますが、相談相手として最も多く挙がっ
たのは銀行（46%）とファイナンシャル·アドバイザー

（42%）でした。

金融知識は自力で獲得
資産運用に関する知識は個人が努力して得るもの
と考えている投資家が過半数（68%）に上っていま
す。続いて多かったのは、金融事業者が資産運用に
関する知識を提供するべきだと考えている投資家で、
同じく過半数（62%）を占めました。しかし、政府や
教育機関などが果たす役割が軽視されるべきでは
ないでしょう。政府や教育機関に個人の資産運用に
関する知識を提供してほしいと期待している回答者は
全体の約半数（48%）に上りました。

専門知識の向上
97%の投資家が、資産運用に関してある程度の知
識を得たいと回答しました。そのうち最も多かった
のは、ファイナンシャル·アドバイザーからの助言を
正しく吟味できるようになるために必要な中程度の
知識を身につけたいと考える投資家でした（46%）。

パッシブ運用よりアクティブ運用が人気
パッシブ運用とは、市場の値動きに連動する運用成
果を目指すもの（例えばFTSE 100やMSCIワールド
指数などへの連動を目指す）です。これに対して、ア
クティブ運用では、運用者が調査·分析し投資判断
を行うことで、市場の値動きを上回る運用成果を目
指します。

投資家は一般にアクティブ運用を好んではいるもの
の、実際の資産配分では半分以上をパッシブ運用が
占めており、本来の投資志向と一致していないこと
を示しています。

調査結果の概要
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最近の市場の混乱にも関わらず、投資家は自身の投
資リターンに対し楽観的すぎるほど明るい見通しを
持っていることがわかりました。今後5年間の資産運
用の成果について尋ねたところ、投資家は平均で年
10.9%のリターンを予想しました。2年前の調査にお
ける予想リターンより1.02ポイント高く、前年よりも
0.2ポイント上回っています。

ただし、各国市場の値動きの違いを反映して、どの程
度楽観的な見通しを持つかは地域によって異なりま
した。

自身の投資成果を最も低く予想したのは、欧州の
投資家でした（9.4%）。最も高い予想をしたのは
米州の投資家で、予想する年率リターンの平均は
13.2%でした。

更に国別に見ると、予想する年率リターンは国ごと
に大きく異なることがわかります。欧州はより楽観
的な予想をした国と保守的な予想の国の2つにわ
かれています。前者の代表はポーランド（11.19%）
と英国（11.08%）で、後者のイタリア（7.93%）やス
イス（6.96%）と比較して高い予想値となりました。

投資成果の予想

今後5年間の資産運用における予想年率リターン（平均）

今後5年間の資産運用における予想年率リターン（平均、地域別）

投資成果に対する投資家の予想 は
楽観的すぎるほど明るい

8%

0%

2018年

欧州

9.9%

2019年

アジア 米州 

10.7%

2020年

その他 

10.9%

10%

9%

10%

5%

12%

11%

15%

9.4%

11.5%

13.2%

10.6%
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アジアでは、予想するリターンの格差は欧州よりはる
かに小さいですが、例外的に日本だけが非常に保守
的（つまり現実的である可能性が高い）で、今後5年
間の年率リターンを5.96%と予想しています。

米州では、カナダが他の国と比較してかなり保守
的な予想を示しており、予想年率リターンの平均は
9.55%でした。

国／地域 今後5年間の資産運用における 
予想年率リターン（予想値の高い順に表示）

米国 15.38%

インドネシア 14.80%

アルゼンチン 14.60%

台湾 14.03%

インド 13.64%

アラブ首長国連邦（UAE） 13.62%

ブラジル 13.33%

タイ 13.02%

南アフリカ 12.67%

中国 12.25%

チリ 12.20%

メキシコ 11.99%

ポーランド 11.19%

英国 11.08%

ロシア 11.07%

シンガポール 10.93%

ポルトガル 10.66%

デンマーク 10.62%

香港 10.28%

韓国 10.15%

スペイン 10.03%

ベルギー 9.69%

カナダ 9.55%

スウェーデン 9.23%

オランダ 9.06%

オーストラリア 8.94%

ドイツ 8.40%

フランス 8.31%

オーストリア 8.04%

イタリア 7.93%

スイス 6.96%

日本 5.96%

今後12カ月の資産運用で投資家が望む投資リターンと予想する投資リターン

   投資家が望む利益水準
   投資家が予想する利益水準

2019年
10.7%

10.3%

9.0%

8.8%
2020年

8%7% 9% 10%

今後12カ月間の投資成果についての投資家の予想
は、非現実なほど楽天的といえますが、それでも前
年に比べてかなり保守的になっています。また、投資
家が予想する投資成果と彼らが得たいと望む投資
成果とのかい離は、過去の調査に比べてはるかに小
さくなっています（予想するリターンは8.8%、得たい
と望むのは9%）。
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 投資家の予想が現実とかい離した要因は何でしょう
か？ 調査結果を見ると、投資家の8割が、市場環境が
良好だった過去10年間のリターンを前提として予想
を行ったことがわかります。そのため、投資家の予想
が現実とかい離して高まった可能性があります。今後
5年間の投資リターンは低下するという前提で予想し
た投資家は全体の67%に上りました。彼らは、新型コ
ロナウイルスが大流行する前から、投資リターンの低
下を予想していたと回答しています。

過半数をやや上回る投資家（62%）が、現在の金利水
準を前提として投資リターンを予想したと回答しまし
た。米連邦準備制度理事会（FRB）も低金利水準の継
続を示していることから、投資家の回答は自然なも
のと考えられます。ただし、この低金利下で過去と比
較して高い投資リターンが予想されたことは興味深
い結果といえます。

このような投資リターンの予想が、投資家の金融知
識の水準によってどう異なるのかを見ると、興味深
いことがわかります。新型コロナウイルスが大流行
する前と後、金利水準を考慮したかしなかったかを
比較した時に、予想する投資リターンに顕著な差は
ありませんでした。ただし、自身の投資知識を「専門
家」または「上級レベ ル」とした投資家は、過去の資
産運用の成果に基づいて判断する傾向が非常に強
い（85%）のに対し、自身の投資知識を「初心者」ま
たは「初級レベル」とした投資家では、過去の資産
運用の成果に基づいて今後の成果を判断するとし
た回答者は全体の67%に留まりました。

今後5年間のリターンを過去の投資成果に基づいて予想した投資家の割合

85%

80%

67%

専門家／上級レベル

中級レベル

初心者／初級レベル

※投資知識レベルは回答
者の自己評価による 

過去に同程度の投資リターンを得てきたので、
今後も同様の可能性が高いと思う

80%

20%

現時点の金利水準に基づいてリターンを 
予想した

62%
38%

自身の今後5年間の投資リターンは、過去5年
間より低下すると予想している。新型コロナウ
イルスの大流行以前からそう予想していた

67%

33%

投資リターン予想の前提 

 同意する    同意しない
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投資家は、新型コロナウイルスが自身の資産運用
に長期にわたって影響を与えるとは考えていませ
んが、それでも新型コロナウイルスが投資行動に影
響を及ぼしたことは確かです。

2020年2月～3月、株式市場が乱高下を繰り返し
た時期の対応を尋ねたところ、過半数を大きく超え
る投資家が資産配分を変更したと回答しました。
投資資産のうちかなりの割合をリスクが相対的に
低い投資対象に移した投資家が全体の4分の1以上

（28%）に上りました。一方で、投資資産の一部をリ
スクの高い投資対象に移したと答えた投資家が全
体の5分の1（20%）を占めています。

新型コロナウイルスの 
世界的感染拡大の影響

2020年2月～3月、
株式市場が大きく変
動した時期の対応を
尋ねたところ、過半
数を大きく上回る投
資家が資産配分を
変更したと回答資産配分を変更したがリスク水準は維持した投資家／ 

資産配分を変更しなかった投資家

ミレニアル世代 
（18～37歳）

23% 40%

ジェネレーションX 
（38～50歳）

32% 75%

ベビーブーマー世代
（51～70歳）

71歳以上

2020年2月～3月に行った資産配分の変更

市場が大きく変動した時期があったことに気づかなかった（よって何の変更もしていない）

資産配分は変更したが、全体のリスク水準は変更していない

投資資産のかなりの割合をリスクの高い投資対象に移した

投資資産の一部を現金化した

投資資産のかなりの割合を現金化した

何も変更していない。計画も投資対象も変更せず従来通り

投資資産の一部をリスクの高い投資対象に移した

投資資産の一部をリスクが相対的に低い投資対象に移した

投資資産のかなりの割合をリスクが相対的に低い投資対象に移した
28%

25%

20%

19%

18%

16%

15%

8%

3%

年齢層による違いも明らかになりました。具体的に
は、年齢層が高くなるにつれ、リスク水準を従来の
まま維持した投資家や、資産配分を変更しなかった
投資家の割合が高くなっています。投資資産のリ
スク水準を維持した投資家／資産配分を変更しな
かった投資家の割合は、ベビーブーマー世代では
40%、ミレニアル世代では23%と、ベビーブーマー
世代がミレニアル世代の約2倍に上り、71歳以上で
は75%と、ミレニアル世代の3倍以上でした。
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新型コロナウイルスが経済にもたらした悪影響に
ついて、その影響が今後6カ月から2年続くと回答し
た投資家は全体の66%を占めましたが、影響が2年
以上続くと考える人は21%に留まりました。新型コ
ロナウイルスの影響がこれだけ広く認識されている
ことを踏まえると、来年以降、自身の投資リターン
に新型コロナウイルスが影響を及ぼすと考えてい
ない投資家が、影響すると予想している投資家を上
回ったのは意外な結果でした。今後5年間の投資リ
ターンに対する調査結果とは異なり、新型コロナウ
イルスの影響についての見方には地域による大き
な差は見られず、どの地域もかなり似通った結果と
なりました。

資産運用に気を配る
新型コロナウイルスの流行以前、自身の投資につ
いて考える頻度を「週に1回以上」とした投資家は
全体の35%でした。しかし、新型コロナウイルスの
世界的な流行後には、「週1回」またはそれ以上の
頻度で投資について考えるとした投資家が全体の
半分近くに上っています（49%）。

自身の投資知識を「専門家」または「上級レベル」
とした投資家は、「自分の投資について週に1回以
上考える」と回答した人の割合が、「初心者」または 

「初級レベル」とした投資家の2倍近くに上り（前者
は44%、後者は22%）、投資知識が高いほうがより
自身の投資に気を配っていることがわかりました。

新型コロナウイルスの世界的流行以前に自身の投資について考えていた頻度

自身の投資について考える頻度は？

22% 32% 26%

1%

1%

3%

4%

17%

14%38%44%

5%22%41%31%

35%

49%

38%

34%

19%

16%
6%

自身の投資につい
て考える頻度は？

新型コロナウイルスの
世界的な流行以降、
自身の投資について

考える頻度はどのくら
いになったか？

新型コロナウイルスが経済にもたらす悪影響はどのくらいの期間続くか？ 

悪影響
はない 

6カ月以下 6カ月～1年 1～2年 2～4年 4～7年 7年以上

初心者／ 
初級レベル

中級レベル

専門家／ 
上級レベル

2%
15%

4% 2%
33%33%11%

しばしば考える 
（週に1回以上）

しばしば考える 
（週に1回以上）

めったに 
考えない

めったに 
考えない

全く考えない

全く考えない

ときどき考える 
（月に1回以上）

ときどき考える 
（月に1回以上）

金融機関等から通知を
受ける度に考える

金融機関等から通知を
受ける度に考える
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資産運用に悩む？ 

自分の投資について考える頻度が高まったことは、
投資家の不安を示しているわけではないようです。
自身の投資資産の評価額が下がった後でも、資産
運用について懸念していないと回答した投資家は
全体の5分の1以上（21%）を占めました。

市場の変動が少ない環境であっても、投資成果に
対しては不安を抱くものでしょう。特に2020年は激
動の年となっています。この環境は投資家の行動に
どのような影響を及ぼしているでしょうか？ 

自身の投資知識を「専門家」または「上級レベル」と
した投資家は、「自分の投資について心配したこと
はない」と回答した割合（16%）が、「中級レベル」に
おける割合（2%）より8倍高くなっています。

 自身の投資について不安を感じた際、ファイナンシ
ャル·アドバイザーに専門的な助言を求めると回答
した投資家は全体の約半数に上っています（49%）。 
一方で、格付機関や金融ニュースサイトなど独立し
た情報源から自分で情報を得ていると回答した投
資家も全体の半数近くを占めました（44%）。

投資に不安を感じた際の行動

自身の投資知識を「専門家」または「上級レベル」とした投資家は
投資資産が短期的に値下がりした場合、どの程度懸念するか

0%
まったく 

懸念しない
少し懸念する 中程度、 

懸念する
かなり 

懸念する

10%

30%

40%

20%

50%

23%

44%

27%

6%

29%

49%

44%

32%

8%

8%

家族や友人に助言を求める

ファイナンシャル·アドバイザー 
に助言を求める

独立した情報源（格付機関、政府機関の情報、
金融ニュースサイトなど）から情報を得る

取引している金融機関に情報を求める

助言や情報を求めない

該当なし、投資に不安を感じることはない
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信頼できる助言
 投資家はさまざまな情報源から資産運用に関する
助言を受けています。今回の調査で最も多かったの
は、銀行（46%）と独立系ファイナンシャル·アドバ
イザー（42%）でした。情報源として挙げられた割合
が低かったのは保険会社です。資産運用に関する
助言を保険会社から受けていると回答した投資家
は、全体の27%に留まりました。 

また、地域別にみると、世界全体の結果とは異なる
点が2つ見られました。

今回の調査結果によると、アジアでは、資産運用
に関する助言を友人や家族に求める投資家の割合

（38%）が他の地域より高くなっていました。また、全
体的な傾向として、自分で調べると回答した投資家
は多くありませんでしたが、特に欧州では、資産運用
に関する情報は自分で得ているとした投資家の割合

（27%）が全地域の中で最も低くなっています。 

資産運用に関する助言の情報源（地域別） 

銀行 保険会社 独立系ファイナンシャ
ル·アドバイザー

ウェルス·マネジャ
ー／証券会社 友人／家族 自分で調べる

  世界全体   欧州   アジア                    米州                 その他
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自身の投資知識を「専門家／上級
レベル」とした投資家は、資産運用
に関する助言を、複数の専門家から
得ている
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資産運用に関する助言の情報源を世代別に見る
と、明確なパターンが見えてきます。資産運用に関す
る情報は自分で調べて得ていると回答した投資家
の割合は、71歳以上では58%で、ミレニアル世代の
26%と比べると2倍以上になっています。また、全体
的な傾向として、投資家の年齢が高まるにつれて、 

「自分で調べる」以外の情報源に対する依存度が
低くなるという傾向がみられました。

自 身の投 資 知 識 を「専 門 家」または「上 級レベ
ル」とした投資家は、資産運用に関する助言を、

「初 心 者」から「中 級レベル」とした投 資 家と比
べ 、より多くの専 門 家から得ていることが わか
りました 。「 専 門 家 ／ 上 級レベル」の 投 資 家で
は、「自分で調べる」とした人（29%）と「友人／
家 族 に 相 談する」とした 人 の 割 合（ 2 7 % ）は 、
最 も低くなっています。「 初 心 者 」と「 中 級レベ
ル」の両グループでは、「専門家／上級レベル」
と比 べて、家 族や友 人（それ ぞれ 3 6 ％ 、3 0 ％） 
もしくは自分で行った調査から情報を得る（それぞ
れ31％、33％）傾向がより強いことも明らかになり
ました。

 資産運用に関する助言の情報源（世代別）

資産運用に関する助言の情報源（投資知識レベル別）

  ミレニアル世代（18～37歳）                  ジェネレーションX（38～50歳）                 ベビーブーマー世代（51～70歳）             71歳以上

  初心者／初級レベル   中級レベル   専門家／上級レベル
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銀行 保険会社
独立系ファイナ
ンシャル·アド

バイザー

ウェルス·マネ
ジャー／証券

会社
友人／家族 自分で調べる

※投資知識レベルは回答者の自己評価による 

銀行 保険会社 独立系ファイナンシャ
ル·アドバイザー

ウェルス·マネジャ
ー／証券会社 友人／家族 自分で調べる
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最良の助言は無料？ 

 投資助言に対して支払う報酬は、全体として、購入
する金融商品の費用に含めることを求める傾向が
顕著でした（40%）。「71歳以上」では、その他の世代
では見られない特徴がひとつありました。全体では、

「投資助言に報酬を支払うつもりはない」と回答し
たのは5%なのに対し、71歳以上では、この割合が
24%にまで増えています。

投資助言に対する報酬をどう支払いたいか

40% 35% 20% 5%
購入する金融商品の費用に 
含めてもらいたい

投資助言を受ける度にアドバイ
ス料として別途支払いたい

アドバイス料として別途支払う
方法と、金融商品を購入する際
の費用に含める方法を組み合
わせて使いたい

投資助言に報酬を支払うつも
りはない

投資助言に対して 
支払う報酬は、 
購入する金融商品の
費用に含めることを
求める傾向が顕著

は「投資助言に報酬を支払うつもり
はない」と回答したが、71歳以上で
はこの割合は24%に増加

投資家のうち5%
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投資教育： 
投資家の期待と現実
ここまで、投資家が資産運用に関する助言を求める
対象について調査しました。では、投資家は、資産運
用に関する十分な知識を人々に持たせるようにする
責任は誰が負うべきと考えているのでしょうか？ 

資産運用に関する知識は個人が努力して得るもの
だと考えている投資家が過半数（68%）に上りまし
た。続いて多かったのは、金融事業者が資産運用に
関する知識を提供するべきとする考えで、やはり全
体の過半数（62%）を占めました。これは、資産運用
に関する助言についての調査結果と少し異なってい
ます。資産運用に関する助言についての調査では、
必要な情報は自分で調べると答えた投資家は31%
で、少数にとどまりました。一方で、一般的な資産運
用に関する知識については、投資家は自分で努力す
ることを厭わず、責任は自分にあると回答しました 

（全体の72%が、必要な知識は自分の責任で得て
いると回答）。

投資家の期待と現実 

投資家自身

金融事業者

独立系ファイ 
ナンシャル· 
アドバイザー

学校／教育制度

政府／規制当局

家族

72%

68%

59%

62%

64%

61%

51%

46%

44%

43%

39%

42%
雇用主

30% 40% 50% 60% 70% 80%

  投資教育を行う責任を負うべきと投資家が考える主体
  金融知識の主な情報源

また、投資家が実際に資産運用に関する知識を得
ている情報源と、投資教育を行う責任をもつべき
だと考えている対象をみると、投資家の期待と現
実との間にいくつか興味深いかい離があることが
わかりました。

最も大きなかい離が見られたのは、政府や規制当
局と教育機関·学校に対する投資家の見方です。投
資家がこれらの機関に期待する責任と、投資家の
実際の行動の一致度が最も低くなりました。投資家
の51%が「教育機関／学校が投資教育を行う責任
を負うべき」と答えているにもかかわらず、実際にこ
れらの機関から知識を得たとの回答は全体の40%
に留まりました。政府／規制当局についても同様で
す。政府／規制当局に責任があるとした投資家が
46%であったのに対して、実際にこれらの機関から
投資知識を得ている人は35%に留まりました。

40%

35%
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投資教育を行う責任がある主体として、雇用主と家
族を挙げている投資家も見られました。特にミレニ
アル世代とジェネレーションXでは、過半数に近い
投資家がそのように回答しています。また、ミレニア
ル世代では、「雇用主が投資教育を行う責任を負う
べき」とした投資家の割合（47%）が、71歳以上の回
答者における割合（15%）の3倍ほどになりました。
また、「家族が責任を持つべき」とした投資家の割合
も、ミレニアル世代（46%）では71歳以上（24%）の2
倍近くとなっています。

投資家の64%が資産運用に関する知識をファイナ
ンシャル·アドバイザーから得ているという結果を
踏まえ、これを更に精査し、投資家がファイナンシャ
ル·アドバイザーをどのくらい有効活用できているか
を調べてみると興味深い結果が得られるでしょう。

投資教育を行う責任は誰が負うべきか（世代別）

  ミレニアル世代（18～37歳）                  ジェネレーションX（38～50歳）                ベビーブーマー世代（51～70歳）             71歳以上

「資産運用に関する知識は個人が努力して
得るもの」とした投資家の割合

68%

政府／規制当局 学校／教育制度 家族 金融事業者 雇用主
独立系ファイナ
ンシャル·アドバ

イザー
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専門家を目指す？
資産運用に関する知識を得る責任は自分自身にあ
ると考えている投資家がこれほど多数を占めてい
る中で、投資家は資産運用についてどの程度の知
識を得たいと考えているのでしょうか？ 

投資家の97%が、資産運用に関してある程度の知
識を得たいと回答しました。中でも最も大きな割合
を占めたのは、ファイナンシャル·アドバイザーから
の助言を正しく吟味するために必要な中程度の知
識を身につけたいとの回答でした（46%）。

持ちたいと望む知識のレベルを地域別にみると、米
州が最も高くなっています。米州の投資家は、ファイ
ナンシャル·アドバイザーに頼らず、自分で決断を下
せる高度な専門知識を身につけたいと希望する投
資家が約半数（46%）を占めました。

これに対し、アジアでは、中程度の知識を持ちたい
とした投資家が全体の52%でした。このことから、
アジアの投資家は資産運用の監督役としてのファ
イナンシャル·アドバイザーの役割を重視している
ことがわかります。

身につけたい金融知識のレベル（地域別） 
 

  世界 全体      欧州   アジア        米州   その他

まったく必要ない ：他者
から得られる助言に満足
している

3%

3%

3%

2%

2%

若干の知識：ファイナンシ
ャル·アドバイザーに自
信を持って質問できる程
度の知識

17%

20%

18%

13%

18%

中程度の知識：ファイナン
シャル·アドバイザーから
の助言を正しく吟味する
ために十分な知識

46%

46%

52%

39%

45%

高度な知識：ファイナンシ
ャル·アドバイザーに相談
しなくても、自分で自信を
持って投資判断を行うた
めに十分な知識

34%

31%

27%

46%

35%

ファイナンシャル·アドバイザーから
の助言を正しく吟味するために必要
な中程度の知識を身につけたいと
答えた投資家の割合

46%

個人的な金融資産 
や状況に関し、 
どの程度の知識を 
持ちたいと 
考えているか 
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金融知識の実態 
保有する知識の程度は一人ひとり違うということを
踏まえた上で、投資家が資産運用に関する知識をど
のような方法でどこから得ているか、そして得た知
識をどう活用しているか考えると、投資資産に対す
るアクセスのしやすさが金融知識と関係していると
考えられます。

例えば、プライベート·アセット投資という言葉を聞
いたことがあるかとの質問に対し、「聞いたことがあ
り、何を意味するかも知っている」と回答した投資家
は全体のわずか32%でした。残りの68%は、「内容
は漠然としか知らない」、「何を意味しているかはわ
からない」、「聞いたことがない」のいずれかと回答し
ました。

若い世代であるミレニアル世代では、プライベート·
アセット投資をより明確に理解している投資家の割
合が36%と、それ以外の世代の割合（28%）より高い
ことも明らかになりました。

また、自身の投資知識を「専門家」または「上級レベ
ル」とした投資家でも、プライベート·アセット投資に
ついて「内容は漠然としか知らない」と答えた人が
37％と、かなりの割合を占めているという意外な結
果も明らかになりました。そして、自身の投資知識を

「初心者」または「初級レベル」とした投資家では、
プライベート·アセット投資という言葉を聞いたこ
とが一度もないと回答した人が全体の5分の2以上

（42%）を占めました。

プライベート·アセット投資という言葉を聞いたことがありますか？

プライベート·アセット投資に関する理解（投資知識レベル別）

32%

36%

13%

19%

聞いたことがあり、 
何を意味するかも知っている

聞いたことはあるが、内容
は漠然としか知らない

いいえ

聞いたことはあるが、 
何を意味しているはわからない

   聞いたことがあり、何を意味するかも知っている
  聞いたことはあるが、内容は漠然としか知らない
  聞いたことはあるが、何を意味しているはわからない 
  いいえ

4%

5%

初心者／ 
初級レベル

中級レベル

専門家／ 
上級レベル

9% 44%

20%45%

37% 8%

42%

12%23%

51%
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投資家のプライベート·アセット投資に対する理解 

プライベート·アセット投資に対する理解（投資知識レベル別） 

ところが、プライベート·アセット投資をより具体的
に説明した場合（例えば、 不動産への投資、未公開
株式への投資など）、それぞれを理解している投資
家が全体の過半数に上りました。また、投資した資
金を換金するまで7年以上待たねばならない可能性
のある投資対象について抵抗を感じないと回答し
た人も、全体の69%を占めました。

投資知識との関係はどうなっているでしょうか？

自身の投資知識を「専門家」または「上級レベル」と
した投資家の投資知識は他のグループより高い結
果となり、未公開株式に投資するファンドとは何か
を理解している人の割合は75％（初心者/初級レベ
ルでは49％）、プライベート・デットに投資するファン
ドとは何かを理解している人の割合は71％（初心
者/初級レベルで44％）でした。また、この調査結果
から、自身の投資知識を「専門家」または「上級レベ
ル」とした投資家では、高いリターンが得られる可能
性のある長期投資に抵抗を感じないと答えた人の
割合が他のグループの投資家より高いことも明らか
になりました（73%）。

しかし、この結果は、プライベート·アセットに関する
知識に自信があるとする専門家の数とは一致してい
ません。このことは、本物の専門家と、「専門家」または

「上級レベル」を自任する人には、かい離があること
を示しています。

自身の投資知識を「初心者」または「初級レベル」と
した投資家では、不動産に投資するファンドの意味
を理解している人の割合（62%）が他の資産より高く
なりました。

「高いリターンが得られる可能性があ
るが、投資した資金を換金できるまで7
年以上待たねばならない投資対象に
抵抗を感じない」

「不動産に投資するファンドとは何か
を理解している」

「未公開株式に投資するファンドとは
何かを理解している」

「プライベート·デットに投資するファン
ドとは何かを理解している」

「インフラに投資するファンドとは何か
を理解している」

  初心者／初級レベル  中級レベル   専門家／上級レベル

「高いリターンが得られる可能性があ
るが、投資した資金を換金できるまで7
年以上待たねばならない投資対象に
抵抗を感じない」

「不動産に投資するファンドとは何か
を理解している」

「未公開株式に投資するファンドとは
何かを理解している」

「プライベート·デットに投資するファン
ドとは何かを理解している」

「インフラに投資するファンドとは何か
を理解している」

自身の投資知識を 
「専門家」または 
「上級者レベル」とし

た投資家では、 
未公開株式に 
投資するファンドの 
意味を理解している 
人の割合が高い

69%

73%

66%

63%

68%

65%

67%

73%

62%

73%

78%

49%

64%

75%

44%

61%

71%

54%

68%

73%
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アクティブ運用とパッシブ運用

投資家のアクティブ運用とパッシブ運用の資産配分
はどうなっているのでしょう？ 

市場の値動きに連動した成果を目指す運用は投資
家にとって誰もが望むというものではなく、パッシブ
運用のファンドへの投資に関心があるとした投資
家は62%に留まりました。企業の詳細や将来の収
益成長などの評価に基づいて運用を行う方針のほ
うが人気が高く、こうした方針に基づき運用するフ
ァンドに関心があるとした投資家は全体の81%に
上っています。

この調査結果から、投資家は全般的にアクティブ運
用を好む傾向がみられるにもかかわらず、実際の資
産配分ではパッシブ運用が過半を占めており、投資
志向とは異なっていることが明らかになりました。

アクティブ運用 
運用者が調査·分析し、投資判断を行うこ
とで、市場の値動きを上回る運用成果を
目指す

パッシブ運用
市場の値動きと連動する運用成果を目指す

（FTSE 100やMSCIワールド指数への連動など）

以下の運用方針を採用するファンドへの投資
に関心があるとした投資家の割合 

投資資産に占めるアクティブ運用とパッシブ運用の割合 

53% 47%

78%

81%

75%

62%

パッシブ（市場の値動
きに連動する運用成果
を目指す（FTSE 100や
MSCIワールド指数への
連動など）

アクティブ（運用者が
調査·分析し、投資判
断を行うことで、市場
の値動きを上回る運

用成果を目指す）

 最先端のコンピュータおよび 
数理モデルに基づいて投資判断を行う

企業の詳細や将来の利益成長を 
評価し、その評価に基づいて 

投資判断を行う

最先端のコンピュータ／数理モデルと 
詳細な企業評価の両方を組み合わせて 

活用し、投資判断を行う 

市場とかい離する投資判断は行わず、市場の
値動きに連動する運用成果を目指す（FTSE 

100やMSCIワールド指数への連動など）

市場の値動きに 
連動する成果を 
目指す運用方針は 
誰もが望むという
ものではない
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ライフイベントと資産運用 
本調査で、72%の投資家が資産運用に関する知識
を自分で調べて得ていることが明らかになりまし
た。そんな中でも、投資家が専門家の助けを求める
動機となるライフイベントやきっかけがあるのでしょ
うか？ 

 答えは「イエス」です。34%の投資家が、定年退職が
近づいてきた時に専門家に資産運用の助言を求め
るだろうと回答しました。また、遺産を相続した際
や、新車などの大きな買い物をする際に専門家に
相談すると思うと答えた投資家も33%に上りまし
た。

ミレニアル世代では、遺産を相続した際に専門家か
ら資産運用に関する助言を受けたいとした投資家
の割合（46%）がそれ以外の世代（23%）の2倍に上
り、子どもが生まれたときに専門家から助言を受け
るとの回答も2倍となりました（ミレニアル世代では
34%に対し、その他の世代では17%）。

家族や友人などから助言を得ている投資家では、人
生の節目となるライフイベントを専門家の助言を求
める機会とみなしている割合が、他のグループより
高くなっていました。

専門家に資産運用に関する助言を求めるきっかけ 
となる可能性が高いライフイベント

  全体   家族や友人から投資助言を得ている投資家

ライフイベントが 
専門家に助言を 
求めるきっかけ

定年退職

遺産相続

大きな買い物 
（例：新車や別荘の購入など）

ボーナスの支給  
給与額の変更

新居への引っ越し

失業

病気、障がいを負った

出産

経済的に依存していた相手の 
病気、死亡

離婚·別居

結婚

子どもが経済的に自立

家族の介護が必要になった

50%25%0%

34%
40%

33%
39%

33%
42%

31%
41%

26%
38%

25%
33%

25%
33%

24%
40%

19%
25%

19%
21%

17%
27%

16%
22%

16%
26%



シュローダー·グローバル投資家意識調査2020 21

投資家が不信感を抱く要因

専門家の助言と自分で得た知識を併用して資産運
用を行う人が非常に多くなっていることに加え、若
い世代では資産運用に関する教育を家族から受け
る人が増えています。こうした環境下、運用商品提供
会社への信頼感はどのようにとらえられているので
しょう。

 調査結果を見ると、さまざまな要因が運用商品提供
会社に対する信頼感を損なう可能性があることが
わかります。信頼感を低下させる最大の要因は、

「提供される情報の信頼性が低い」と「サイバーセ
キュリティのレベルが低い」でした（64%）。一方で、
信頼感を損なう可能性が高い要因として投資家が
選んだ割合が最も低かったのは、「新型コロナウイ
ルスの大流行が自身の資産運用に影響する可能性に
ついての説明のレベル」でした（54%）。

運用商品提供会社に対する信頼感の低下を招く要因

提供される情報の信頼性が低い

サイバーセキュリティのレベルが低い

必要な時に資産配分の変更や換金ができない

投資資産の情報がわかりにくい

手数料や費用が不明確

評判の悪い投資商品や不適切な投資商品を提供している

サービスが期待する水準を満たしていない（運用成果、投資開始や換金のしやすさ、費用など）

サステナビリティに関する認証·資格などの開示が不足している

新型コロナウイルスの大流行が自身の資産運用に影響する可能性についての説明のレベル

64%

64%

63%

60%

60%

60%

60%

58%

54%

運用商品提供会社へ
の信頼感を損なう 
要因はさまざま

70%60%50%40%30%20%10%0%
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今年の消費性向
新型コロナウイルスによって難しい課題に直面し経
済への悪影響も懸念されることから、今年一杯は、
ライフスタイルを変えるための消費は限られてくる
ようです。2017年の調査で可処分所得の支出先を
尋ねた結果と比較すると、旅行や車などの贅沢品
への支出が大きな影響を受けました（2017年の調
査で贅沢品を挙げた投資家は11%であったのに対
し、2020年は6%）。不動産への投資·購入を支出
の最優先に挙げた投資家も、2017年の13%に対し
2020年は5%と、半分以下に減少しました。

興味深いことに、支出先として一般的な投資、銀行
預金、タンス貯金を最優先するとした投資家の割合
がいずれも増加しています。これはおそらく投資家
が、市場の変動に備えているからでしょう。

投資知識レベル別の全てのグループで概ね同じよう
な傾向が見られましたが、「初心者／初級レベル」の
投資家では、他のグループとは異なる顕著な傾向が
ひとつ見られました。「初心者／初級レベル」の24%
が銀行預金すると回答しましたが、「専門家／上級
者レベル」では、その割合は14%に留まりました。

2017年と2020年の調査結果：最優先する可処分所得の支出先

  2017年   2020年

年金に投資

今までと違う資産に投資 
（株式、債券、 
コモディティなど）

銀行預金

自分の事業に投資

自宅に現金で保管

贅沢品（旅行、車、イベ
ント参加など）を購入

借入金の返済 
（繰り上げ返済など）

不動産に投資、 
または不動産を購入

慈善団体などに寄付

その他

0% 5% 10% 15% 20% 25%

25%

10%

23%

16%

8%

4%

11%

9%

13%

4%

3%

25%

17%

7%

6%

6%

6%

5%

2%

0%
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重要なお知らせ：
本資料は、情報提供を目的として、Schroders Investment Management 
Limitedが作成した資料をシュローダー·インベストメント·マネジメント
株式会社が抄訳したものであり、いかなる有価証券の売買の申し込み、
その他勧誘を目的とするものではありません。本資料に示されている運
用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるい
は保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされ
る収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合が
あります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値
が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した
情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるい
は完全性について、これを保証するものではありません。本資料中に記載
されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提
に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証
するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告
なく変更する場合があります。本資料に記載された予測値は、様々な仮

定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経
済や市場の要因に関する高い不確実性により変動し、将来の投資成果に
影響を与える可能性があります。これらの予測値は、本資料使用時点に
おける情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変化
するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測
値が大きく変動する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる
仮定、経済および市場状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更
新について情報提供を行う義務を有しません。本資料中に含まれる第三
者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使
用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供データは
いかなる保証も提供いたしません。第三者提供データに関して、本資料
の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。シ
ュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー·グル
ープに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。本資料を弊
社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。

資産運用知識の向上がカギ？ 

年金であれ、普通預金であれ、投資家は自分の判断
が正しいかどうか知りたいと考えています。しかし、
行動バイアスが、投資判断に影響を与える場合が
あります。特に市場の不確実性が高い難しい環境で
は、この傾向が強くなります。

今後10年間で投資家が得られるリターンは、予想と
は違うものになる可能性が高いでしょう。世界中の
投資家が資産運用に関する知識を身につけたいと
考えていますが、専門家と自任するほどの自信があ
る人はほとんどいません。困難な時期にあっても投
資家が資産運用の舵取りを自ら行い、自分にあった
資産運用を行えるようにするためには、資産運用に
関する知識不足の解消に対処していくことがカギと
なるでしょう。

シュローダー·インベストメント·マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第90号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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