（その１）

八百屋で投資信託
何の

何を選ぶか？

日本の投資信託の数は二千種
類を越えています。でも販売窓
口に行っても数本の投信しか勧
めて貰えません。数ある商品か
らほんのわずかだけ。
投信初めての人にはまず値動
きに慣れるという意味でイン
デックス型の投資信託をまずお
奨めしています。これは「指数
に連動する投資信託」です。
指数というのは例えば、
「日
経平均」であったり、
「ＴＯＰ
ＩＸ」であったり、はたまた、
円ドルレートであったりいろい
ろなものがあります。
このような指数は新聞や
ニュースで毎日報道されますし
比較的身近であること。
そして、
これらの値動きに連動して動く
というのは投信初心者にとって
わかりやすいと思います。
これで投資信託に慣れれば、
次の分散を是非考えてくださ
い。

・日本株式

・海外株式

・日本債券

・海外債券

分散すれば利益が減るからと
いう方もいますが、大損したく
ないなら分散です。

8,000
04年4月 04年10月 05年4月 05年10月 06年4月 06年10月 07年4月 07年10月

買う？

12,000
10,000

ため？
何を

16,000
14,000

三年間で約二倍になりまし
た。今年に入って世界的株安の
影響は受けていますがほぼ持ち
直しています。
ヨーロッパ株も好調です。「大
和ユーロファンド」四年で二倍
越えています。
こ の 他 に もブ ラ ッ ク ロ ッ ク
ジャパン（メリルリンチの投信
会社）のインド株ファンド」二
年経たないうちに 1.7
倍の成績
でこれからが楽しみです。

22,000

う物が決まってそれを買ってい
ますね。
私もよく飲み友達から「何か
良い投資信託ない？」なんて聞
かれます。
「お前それなぁ、百貨店の総
合窓口で『何かいい服ありませ
んか』って聞いているのと同じ
だよ、もうちょっと勉強しろ」

三年で二倍の
ファンド
私もいろいろ投信を持ってい
ます。成績が悪くて手放そう
と考えているものもあれば、そ
こそこ良い成績のものもありま
す。
その中で一番いい成績のもの
がこれです。
「チャイナ・エクイティ」

３年で２倍
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投資信託は昔は証券会社でな
いと買うことが出来ませんでし
た。今や銀行でも買えます。金
融自由化です。このままどんど
ん自由化が進めばそのうち八百
屋で買えるようになるかも知れ
ません。

さてみなさん、投資信託選び
はどうやっておられますか？
銀行の資産運用窓口に行くと、
みなさん、
「何かいいものない
で す か？」っ て 聞 い て い ら っ
しゃいます。
「アジアのファン
ドください」とか「中国株のも
の」なんて銘柄を指定して買わ
れる方はあまりいません。
商品選び。毎日買い物する時
にいろいろ商品を選んでいると
思います。みなさん八百屋で野
菜を買う時、どうやっておられ
ますか？
「 何かいいものないですか？ 」

なんて言って買っておられる
でしょうか？ 大抵の方は、買

大和 チャイナ・エクイティ
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皆様にお役立て
戴くための宣伝用
情報誌です。

分散にもいろいろ
時間分散、銘柄分散。
リスクを下げるのには大事で
す。闇雲に銘柄数だけ増やして
もダメです。どういったものに
投資しているのかこれを考えな
ければ、
「気が付けば同じよう
な投信ばかり」なんてことにな
ります。これでは分散になりま
せん。目論見書の投資対象は必
ずチェックしましょう。
そ し て 時 間 分 散。
「こ
れっ！」って思った商品でも、
時間をずらして購入する。全額
は投資しない。

うまくいかない
思ったように上がってくれな
いことはよくあります。金融情
勢は刻々と変化するからです。
投信を買ったらそのまま、そ
のまま放ったらかし、こういう
人が多いように思います。
「だいぶ上がったな」
なんて思っていても、またま
たずるずると下がっていくこと
も多いものです。所詮、安くて
お得なものを買って高くなった
ら売らないと収益はでません。
うまくいかなくて、この投

信はダメだねなんて思ったら、
少々の損なら勉強代と思って
さっさと解約しちゃう。そんで
もって、次の投信に期待を掛け
る。
正しい銘柄を正しく買った人
にとっては、ある意味「買い時
な訳です。
」
オーバーリスクだっ
た訳です。下がった時のことも
考えて余裕資金を残して投資す
るスタンス、絶対必要です。
余裕資金が百万ある。でこれ
をすぐに全額使う。こういう人
はうまくいかない。
人間の感情というのは不思議
なもので、リスクがあると分
かっていても、
「買いたい」と
思った時は「 上がるはず 」と
思っているものなんです。そう
言う時に「百万のうちの三〇万
だけにしておきませんか？」な
んて言えるのは、私のような企
業に縛られない独立系ファイナ
ンシャルプランナーだけじゃな
いかと思います。

ドルコスト法って
ご存じですか？
経済情勢はどうか市況はどう
か、
知りうる情報を元に、
ちょっ
とずつ分散して投資する。なか
なか先読みは難しい。だから

もう考えなくて良い方法。定期
的な積立です。毎月一万円なら
一万円、一〇万円なら一〇万円
を定期的に買っていく、これを
ドルコスト法と言います。

（定期積立の方式）

ドルコスト法

高値づかみが無くなる
有名な手法

初心者には特にお勧めです。
投信歴二〇年の私もいまだにこ
れで数銘柄を買いつづけていま
すよ。

私からの
アドバイス

●一〇年くらい使わない資金、
それを五年掛けて時間分散
●積立貯金のつもりで毎月投信
信託に回す。
●生命保険の見直しで浮いた予
算を投資信託にまわす。

○年後には ○％±○％増えてい
る予定、なんていう目標を立て
てライフプランを組みます。
例えば、五年前から投信をは
じめて、五年後に家を購入する
予定の方がいらしたとして、私
が五年前に先の中国ファンドを
勧めていたとします、 とする
とこんな具合になります。

「 中国経済は 、北京オリンピッ

クがひとつのピークになります

か ら、こ れ か ら は ５ 年 国 債 で 安

心運用の方がいいんじゃないで

すか 」

後半の五年間を安心運用して
も三・一倍の結果になります。
三年で三倍になったからと
いってその後もその調子で増え
るなんてまずあり得ません。そ
の後も同じように上がりつづけ
ると思って結局失敗したするこ
とも多い。
下がる前に利益確定。
相場ものは上がったり下
がったり、リスクがありますか
ら、それで「自分の人生プラン
が崩れては元も子もありませ
ん」
。
プランがないと引け際が判断
出来なくて失敗する。だから
投資の前にライフプラン作りで
す。
大事なことは「資金を殖やす
ことが目的ではな
く、それでどんな
人生を描くのか」
、
これがより豊かな
人生を歩むポイン
トでしょう。それ
が本当の意味での

「 自 己 責 任 」だと

思います。

貴方のライフプランと
損をしない
資 金 計 画 作 り
ご相談は ライブリ
フッドプランニングへ

