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投資リスクを理解すれば、投資パワーがドカンと上がる！ 

投資中級者を目指す２０のエッセンス 

 

 

 

 

 

こんにちは！資産形成マスター講座の中村です。 

 

この e-Book では、 

投資の「初心者」が、「中級者」を目指すためのエッセンスをまとめています。 

 

 

この e-Book を読むことで、 

投資リスクを理解し、より積極的な投資ができるようになります。 

 

「投資を始めたばかり」と言う人には少し難しい内容かもしれませんが、 

本気で結果を出したいなら、避けては通れない内容です。 

 

ぜひお楽しみください。 

 

資産形成マスター講座 中村俊也 
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１ もし 1,000 万あったら、900 万円の投資ができますか？ 

 

突然ですが、「1,000 万円の貯金」を持っているとしましょう。 

 

「貯金で眠らせておくのはもったいない！」 

「なんとか投資で増やしたい！」 

そう思うでしょ？ 

 

では、1,000 万円のうち、「900万円の一括投資」ができますか？ 

・・・多分、できませんよね？ 

 

「投資は怖い・・・」 

「万が一損したらどうしよう・・・」 

こうした恐怖心がブロックになって、思い切った投資はなかなかできません。 

 

しかしここで、次の事実に目を向けて欲しいのです。 

投資で結果を出すには、『運用額を上げる』ことが絶対条件です。 

 

もしあなたが、投資で人生にインパクトを与えるような結果を得たいのなら、 

運用額のアップは避けては通れません。 

投資のリターンは、せいぜい年６～７％。100 万円を運用しても、利益は月 5,000 円。 

この数字では、人生は何も変わらないでしょう。 

ですから、最低でも 500 万円、できれば数千万円の運用を目指してください。 

 

もちろん、いきなり高額の投資をする必要はありません。 

しかし、「少額」の「つみたて投資」をしているだけでは、結果はあまり期待できません。 

時間はかかっても良いので、まとまった金額の運用を目指しましょう。 

 

そして、大きな金額を運用するなら、「投資リスクの理解」は避けられません。 

リスクを理解できるようになると、運用額を上げた投資ができるようになります。 

運用額をコントロールできるかどうかが、成功の分かれ目です。 

 

この e-Book で、ポイントを押さえていきましょう。 
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２ 投資「初心者」を抜け出し、「中級者」になる方法 

 

投資初心者を抜け出して中級者になるには、リスクの理解と運用額のコントロールが必要

です。ここでは、投資入門者・初心者・中級者を、次のように定義しました。 

 

■入門者：投資について興味がある人 

■初心者：投資でお金が増える仕組みを理解して、実際に投資を始めている人 

■中級者：投資のリスクを理解して、運用額のコントロールができている人 

 

お金の教育を受けていない日本人にとって、投資は難しいもの。 

お金が増える仕組みを理解して、実際に投資の一歩を踏み出すことだけでも大変です。 

 

しかし、ここで学習を終えてはいけません。 

本当に結果を出したいのなら、さらに投資の深く学んでいきましょう。 

 

初心者と中級者が学ぶキーワードを比較してみましょう。 

 

【初心者が理解したいキーワード】 

金利・複利・株式・債券・投資信託・インデックスファンド・分散投資・長期投資・証券口

座・手数料・つみたてNISA・投資にかかる税金・分配金 

 

【中級者が理解したいキーワード】 

リスク（ブレ幅）・暴落率・資産配分（アセット・アロケーション）・年齢によるリスク・定

期売却・資産寿命・４％ルール・ドルコスト平均法・一括投資・iDeCo・特定口座 

 

投資を始めるだけなら、「初心者キーワード」だけ理解すれば十分です。 

しかし、本当に結果を出したいなら、「中級者キーワード」まで理解しましょう。 

ここまで理解することで、投資の成功率はぐっと高くなりますよ。 

 

残念ながら、ネットや書籍で発信されている情報のほとんどが、 

「初心者のための情報」ばかり。「中級者に向けの情報」があまり落ちていません。 

 

この e-Book を活用して、ぜひ中級者向けのエッセンスを理解してください。 
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３ 投資のリスク、ブレ幅って何？ 

 

投資の世界で言うリスクとは、ブレ幅のことです。 

 

リスクが小さい ＝ ブレ幅が小さい 

リスクが大きい ＝ ブレ幅が大きい 

 

 

投資ではよく、「年間リターンが＋７％」、みたいな話を聞きますよね？この＋７％とは、「確

実に＋７％増える」という意味ではなく、あくまで「ブレの中心が＋７％」という意味です。

実際には、＋２０％になることもあれば、－１５％になることもあります。 

 

具体的に、私が推奨する「全世界株式」の場合で考えましょう。 

全世界株式の場合、リターンは７％、リスクは２０％が目安です。 

基準となる「＋７％」を中心に、ブレる場合を考えましょう。 

 

まずは、「ちょっとブレた場合」を考えます。 

７％に「プラスマイナス２０％」のブレを加えると、範囲は「－13%～＋27％」。 

この範囲に収まるケースが最も確率が高く、３年に２回はこの範囲内に収まります。 

 

続いて、「２倍ブレる」場合を考えます。 

７％に「プラスマイナス２０％×２倍」のブレを加えるので、範囲は「－33％～＋47％」。 

この範囲に収まる確率は先ほどより少なく、４年に１回くらいです。 
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最後に、「３倍ブレる」場合を考えます。 

７％に「プラスマイナス２０％×３倍」のブレを加えるので、範囲は「－53％～＋67％」。 

この範囲に収まる確率はかなりレアで、25 年に１回起きるかどうかの確率です。 

 

まとめるとこうなります。 

 

【全世界株のリスク（ブレ幅）の確率】 

＋47％～＋67％・・・50 年に１回 

＋27％～＋47％・・・８年に１回 

＋7％～＋27％・・・３年に１回 

－13～＋7％・・・３年に１回 

－33～－13％・・・８年に１回 

－53～－33％・・・50年に１回 

 

 

いかがでしょうか？これが、投資のリスク、「ブレ幅」の意味です。 

 

投資を始めたばかりの時は、「リターン」に注目しがちですよね？ 

でも、投資中級者は、「リスク」にもしっかりと目を向けています。 

ブレ幅（リスク）を理解することで、より思い切った投資ができるようになりますよ。 
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４ 最大暴落率とは？ 

 

投資をする上で考えておきたいのが、最悪のケースです。 

景気が悪く、最大でどのくらいのダメージ（損失）が出るかを知っておけば、 

事前の対策も可能ですよね。 

 

私は、 

「（リスク）－（リターン×２倍）」の値を「暴落」と呼び、 

「（リスク）－（リターン×３倍）」の値を「大暴落」と呼んでいます。 

 

暴落が起きる確率は、８年に１回くらい。 

2000 年の IT バブル崩壊がその事例で、世界の株価が 30％くらいダウンしました。 

 

大暴落が起きる確率は、50 年に１回くらい。 

2008 年のリーマンショックがその事例で、世界の株価が 50％くらいダウンしました。 

私は、大暴落が起きた時の下落幅を、「最大暴落率」と呼んでいます。 

全世界株式の場合、最大暴落率はなんと「－53％」！資産の半分が１年で吹き飛ぶ計算です。 

 

実際に、過去のデータを見てみましょう。 

青が全世界株式、赤が日本株を示しています。2008 年に注目すると、世界全体の株価が 50％

ほど下がっていますね。この時は、世界中が大混乱でした。 

 

引用：マイインデックス（2021 年 10 月データ） 
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確率論に過ぎませんが、「人生で２回」は大暴落に出会うでしょう。 

 

暴落を事前に察知することは不可能です。 

なので、 

投資は暴落が起きる前提でやりましょう。 

 

全世界株に 1,000 万円投資するなら、半分の 500万円が吹き飛ぶ覚悟をしてください。 

 

「500万円も吹き飛ぶなんて自分には耐えられない！」と思うのなら、リスクが高過ぎ。 

リスクを下げた運用に切り替えましょう。 

 

「余裕資金があるから、500万円なら大丈夫」 

「余裕資金があるから、15 年は回復を待てる」 

こんなケースならＯＫです。 

 

とにかく、 

最悪でどのくらいのダメージがあるのか。 

この金額は頭に入れておきましょう。 
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５ リスク（ブレ幅）の調べ方 

 

インデックスファンドのリスク（ブレ幅）を調べるＷＥＢサイトをご紹介します。 

「マイインデックス」 https://myindex.jp/ 

 

こちらの HPに、「主要なインデックスファンドのリスクとリターン」というページがあり、

ここを見れば一発でリスクとリターンが分かります。 

 

実際に、私が調べた時の結果が次の通りです。（※値は時期によって違います） 

 

これを見ると、「新興国株」はハイリスク・ハイリターン。 

「日本債券」や「日本国債」は、ローリスク・ローリターンであることが分かりますね。 

 

よく、「株」はリスクの高い資産で、「債券」は安全な資産と言いますが、その意味がよく分

かります。「日本」より「海外」、「先進国」より「新興国」のほうがハイリスクになること

も分かるでしょう。 

 

余談ですが、海外の資産を持つ場合、ここに「為替レート」をかけ算します。ですから、こ

こで示す数字以上にハイリスクだと覚えておきましょう。 

 

「リスクの高い資産」と、「安全性の高い資産」が、どのくらいの数字なのか？ 

ここまで理解すればバッチリですよ！ 
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６ 資産配分を整えれば、簡単にリスクがコントロールできる！ 

 

資産配分を整えれば、簡単にリスクがコントロールできます。 

 

株・不動産・株式投資信託などのリスク資産と、 

債券・金・現金などの安全資産を、「バランス良く持とうね」という話です。 

 

超重要なので、ぜひマスターしてください！ 

 

ここでは話を簡単にするために、以下の条件で考えます。 

 

リスク資産・・・全世界株 リターン７％ リスク２０％ 

安全資産・・・・現金   リターン０％ リスク０％ 

 

もし、資産の 100％全てを全世界株で保有していた場合、 

リターンは７％と魅力的ですが、リスクが高めです。 

最大暴落率は－53％となるため、全財産を預ける勇気はないでしょう。 

 

ここで、株と現金を 50%ずつ持った場合はどうでしょう？ 

リターンは 3.5％に下がってしまいますが、その分だけ安全性が増します。 

最大暴落率は、約－27％。仮に 50 年に１回レベルの大暴落が起きたとしても、資産の約４

分の３は守られます。このくらいのリスクなら、許容範囲という人も多いでしょう。 
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このように、リスク資産に安全資産を組み込み、バランスを整えることを、 

アセット・アロケーションと呼びます。 

 

若い人や、積極的に運用したい人は、リスク重視が良いでしょう。 

シニアや、安全に運用したい人は、安全性重視が良いでしょう。 

 

 

 

自分の資産状況や年齢、家族構成、性格などを全てトータルで考え、ベストなリスク配分を

考えてみてください。 

 

あなたは、どのくらいのリスクが理想的ですか？ 
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７ プロ向けのアセット・アロケーションはいりません 

 

先ほど「資産配分（アセット・アロケーション）を整理して、 

リスクをコントロールすることが必要だ」と説明しました。 

 

しかし、ここで１つ注意点があります。 

「プロ」や「投資家」が勧める、複雑な資産配分は、あなたには不要です。 

投資は、シンプルが一番！ 

 

投資の世界では、「現代ポートフォリオ理論」と呼ばれる経済学の理論があります。 

1990 年にノーベル経済学賞を受賞した優秀な理論です。 

 

簡単にいうと、「いろんな資産をミックスして、最強の資産配分を作ろう」というもの。 

外国株を〇％、日本株を〇％、外国債券を〇％、日本債券を〇％、不動産を〇％、金を〇％・・・

というように、とにかくいろんな資産を混ぜて、ベストな資産配分を作ります。 

確かにこの方法は優秀ですが、私たち一般人には複雑すぎます。 

 

 

 

この方法が役立つのは、運用額が数十億レベルのお金持ち。 

私たち一般の投資家は、ざっくりでOK です。シンプルに、「現金＋全世界株」の２つだけ

で十分。もしやるとしても、３つまで。「現金＋株＋債券」とか、「現金＋株＋不動産」くら

いにしておきましょう。 
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これって、「アスリートの食事」に似ていませんか？ 

アスリートなら、栄養バランスが厳密に管理された食事が必要かもしれません。 

しかし、一般人は、「ざっくりした栄養バランス」で十分ですよね。 

投資もこれと同じで、プロのマネをする必要はありません。 

 

 

【注意！】 

手数料で稼ぎたい「金融機関」は、あなたに複雑な投資を勧めてくるでしょう。 

しかし、こうした勧誘は全て無視で OKです。 

 

投資はシンプルが一番。プロのマネは必要ありません。 
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８ 投資のゴールを描いて逆算しよう 

 

投資のゴールを描くことで、運用戦略が明確になります。 

 

ここでは、投資のゴール、終わり方について考えましょう。 

 

「まだ若いし、投資の終わり方なんて興味ないよ！」と思った方もいるかもしれません。 

しかし、最終的な目標が決めることは、若い方にも重要です。 

 

ゴールが見えるからこそ逆算ができ、 

「今はこれをやるべきだ」という行動目標が決まるのです。 

 

（世界的な名著『７つの習慣』の第２章「終わりを思い描くことから始める」を読んでみま

しょう。ゴール設定の重要性が分かりますよ） 

 

具体的に考えておいて欲しいことは、次の２つです。 

 

１、投資を何歳で終えるのか？ 

２、何歳からリスクを下げ始めるのか？ 

 

まずは、何歳までやるか、そのゴールをなんとなくで良いので決めておきましょう。 

60歳で終える人と、80 歳で終える人では、運用戦略が全然違いますからね。 

 

続いて、リスクを下げ始める年齢を決めておきましょう。 

若い人なら、リスクを取った積極的な運用をしても良いでしょう。 

しかし、ある程度の年齢に達したら徐々にリスクを下げ、安全運用に切り替えたいですよね。 

 

このときに、極端な安全戦略はＮＧです。 

リスクとリターンは裏表の関係。 

リスクを下げて安全な運用をすれば、それだけリターンは下がります。 

 

もし資産形成で成功したいのなら、自分に合った『適切なリスク』を取ることが必要です。 

 



15 

©中村俊也 資産形成マスター講座 2021 

９ 投資は〇〇歳までやるべき！？ 

 

投資は何歳までやっていいのでしょうか？ 

 

これは私自身もまだまだ考え中なのですが、 

私なりに用意した「２つの模範解答」をお伝えします。 

 

参考にして、ぜひ自分にとってのベストな年齢を考えてみてください。 

 

１つ目の解答は、「一生続ける」ことです。 

 

投資を一生続けるメリットは、ずばり「資産寿命」が長くなること。 

投資をやる期間が長ければ長いほど資産は増えるので、 

貯金が尽きるまでの時間（＝資産寿命）も長くなりますね。 

 

このように考えると、「投資は一生続ける」のが、最も利益の出る模範解答と言えます。 

特に今は長寿化の時代ですから、できるだけ資産寿命は延ばしたいですよね。 

 

しかし、高齢での投資はいろいろとデメリットもありますから、次の解答を用意しました。 

 

 

２つ目の解答は、「７５歳で終える」ことです。 

 

その理由は、ずばり「判断力の低下」。 

もっとストレートに言えば、「認知症」への対策です。 

私は高齢の方と接することも多いのですが、 

やはり体力も判断力も、若い方に比べて衰えています。 

 

これは車の運転と同じ。高齢になると、「運転免許の返納」をする方もいますよね？ 

「事故を起こさないように、車の運転をしない」という判断です。 

 

投資も全く同じで、事故を起こさないように、 

どこかの年齢で手を引くことも必要ではないでしょうか？ 



16 

©中村俊也 資産形成マスター講座 2021 

特に「認知症」になった場合、自分で判断ができないだけでなく、 

銀行口座が凍結されて、投資ができなくなることもあるのです。 

 

こうなると厄介で、泣き寝入りするか、 

ものすごい高い手数料を払って、専門家に解決してもらうしかありません。 

 

ちなみに、認知症の発症率はこんな感じ。 

 

【認知症発症率】 

～69 歳 ２％ 

70～74 歳 ５％ 

75～79 歳 11％ 

80～84 歳 24％ 

85歳～ 56％ 

 

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究 H26 より」 

 

このしたデータを見ると、「75 歳くらいが限界かな？」と、私は思うわけです。 

あなたの考えはどうですか？  

 

投資を何歳までやるか、仮でもいいので決めておきましょう！ 
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10 リスクを下げ始めるのは〇〇歳から！ 

 

リスクを下げ始めるのは、何歳くらいが良いと思いますか？ 

50歳でしょうか？それとも 70 歳でしょうか？ 

 

私は、「65 歳」くらいがベストだと考えています。 

 

もしあなたが 60歳でも、ハイリスク運用をガンガンしちゃってOK です。 

 

「え！？60歳でハイリスク運用なんて危険じゃないの？」 

と思うかもしれません。 

 

でも今は人生 100 年時代。寿命が延びています。 

 

仮に 95歳まで生きると想定するなら、65歳の時点で、残りの人生は 30年。 

こう考えると、60 歳、65 歳なんて、まだまだ現役なんですよね。 

 

ですから私は、 

 

・65 歳まではリスクを積極的にとり、 

・65 歳から徐々にリスクを下げ、 

・75 歳で投資を終える 

 

これを、投資終盤の基本戦略として提案します。 

 

もちろん、具体的な数字は、資産状況、価値観、家族構成、健康などをベースに、 

自分に合ったスタイルに変えて OKです。 

 

50代で安全運用を始めるのは、ちょっと早い。 

「もったいないなぁ」と思ってしまうのです。 
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65歳までは、現金＋全世界株の２つだけで十分。 

他の方法に手を出す必要は一切ありません。 

 

65歳からは、ちょっとずつリスクを下げる。 

例えば、65歳時点で持っている株式を、毎年 10％ずつ現金に変える。 

こうすれば、75歳で投資を終えることができます。 

 

あるいは、株式の一部を債券などのリスク低めの資産に変えて、 

一生持ち続けるのも良いでしょう。 

 

リスクを下げ始める年齢を、仮でもいいので決めておきましょう！ 

 

 

 

 

「１ 投資を終える年齢」 

「２ リスクを下げ始める年齢」 

 

この２つは決まりましたか？ここが決まると、運用戦略がガチッと決まりますよ！ 

だいたいで OKなので、決めておきましょうね。 
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11 資産寿命を伸ばす方法 

 

先ほど 75 歳で投資を終えるパターンを紹介しましたが、 

一生投資を続けるのも有効な戦略です。 

 

投資を一生続けるメリットは、ずばり資産寿命が延びること！ 

 

「預貯金だけで取り崩すパターン」と、 

「運用しながら取り崩すパターン」では、 

後者の方が資産の寿命が長くなります。 

 

仮に 3,000 万円の資産があって、 

これを毎年 200 万円ずつ取り崩すケースを考えてみましょう。 

 

貯金だけの場合、3,000÷200＝15ですから、『15年間』で資産がゼロになります。 

 

しかし、金利 3%で運用しながら取り崩すと、資産がゼロになるのは『23年後』です。 

おぉ～、投資を続けると、資産寿命が『８年間』も延びるんですね。 

（資産は 1,600 万増えます） 
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12 「定期売却」は「つみたて投資」と並ぶ重要戦略です！ 

 

定期的に資産を取り崩す方法を、「定期売却」と呼びます。 

「定期売却」は、「つみたて投資」と並ぶ、極めて重要な投資の基本戦略です。 

 

株や投資信託を買う時を考えてください。 

理想は「安い時に買って高く売る」ことですが、タイミングを見極めるのは困難です。 

そこで役に立つのが「つみたて投資」！ 

買うタイミングを分散することで、リスクを下げた購入が可能です。 

 

同じことを、売却時で考えてください。 

理想は「高く売る」ことですが、こちらもタイミングを見極めるのは困難です。 

そこで役に立つのが「定期売却」！ 

売るタイミングを分散することで、リスクを下げた売却が可能です。 

 

特に、全世界株などで運用していた場合、価格は大きく変動します。 

投資終盤で、資産が数千万という額になっている場合、 

売るタイミングがちょっと違うだけで、数百万円の差になるでしょう。 
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定期売却サービスは、自動設定も可能です。 

2021 年現在では、ネット証券大手の SBI 証券と楽天証券にこのサービスがあります。 

 

つみたて投資と同じく、一度設定すれば、自動で定期売却ができます。 

相場を見るコトなく売却ができるので、ストレスなく投資を終えることができます。 

しかも、一括売却に比べて、資産寿命も延びるので、良いことづくしですね。 

 

 

↓楽天証券の HP 

 

 

定期売却は、つみたて投資に並ぶ重要な基本戦略だと覚えておきましょう。 
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13 投資の終わり方戦略「４％ルール」とは？ 

 

一生投資を続けるなら、４％ルールを検討しましょう。 

 

４％ルールとは、運用している株式や債券などの資産を、 

「毎年４％ずつ定率で売却する」というルールです。 

1,000 万円運用しているなら、40万円ですね。 

 

年間リターンが５％の資産運用をしていた場合、 

それよりも低い４％で売却すれば、「資産が一生減らない」状況が作れます！ 

 

実際にアメリカにおいて、株式 75%、債券 25%運用した場合、 

30年後に資産が残る確率は次の通りです。（トリニティ研究より） 

 

３％取り崩し・・・100％ 

４％取り崩し・・・100％ 

５％取り崩し・・・82％ 

６％取り崩し・・・60％ 

７％取り崩し・・・45% 

８％取り崩し・・・35％ 

 

５％以上で売却を続けると、資産がなくなる可能性があります。 

しかし、４％以下なら、100％の確率で資産が残ります。 

 

老後までに数千万円の資産を築くことに成功し、 

「資産を減らしたくない」「資産寿命を延ばしたい」と思うのなら、 

４％ルールで定期売却をするのはどうでしょうか？ 

 

もちろん、考え方は人それぞれです。 

10％ずつ売却して投資を終えても良いし、 

一括で売却するのも良いでしょう。 

 

「こんな戦略もある」ということは覚えておきましょうね。 
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14 やっぱり優秀 ドルコスト平均法 

 

投資を始めるなら、まずは「つみたて投資」がおススメです。 

 

「つみたて投資」のメリットは、何と言っても買うタイミングを分散できること。 

相場を見る必要がなく、負ける確率がぐっと低くなります。 

ストレスなく投資ができるという意味では、初心者にも安心な方法ですね。 

 

つみたて投資では、ドルコスト平均法の効果が発揮されます。 

 

ドルコスト平均法とは、「毎月３万円」のように、常に一定の金額で定期購入する方法です。 

 

購入する金額が毎月固定されているので、 

「高い時には買う量を減らし」、 

「安い時には買う量を増やす」ことができます。 

 

図の例だと、 

17,000 円の時は少なく買って、 

6,000 円、7,000 円の時に多く買うんですね。 

 

 

出典：三井住友銀行 HPより 
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ドルコスト平均法が優秀と言われる理由は、「人の心理」にあります。 

 

人間の心の中では、次のような心理が働きます。 

 

・世の中で高く評価されるもの → 値上がりする → 買いたい！ 

・世の中で低く評価されるもの → 値下がりする → 買いたくない！ 

 

こう思ってしまうのが普通ですよね。 

しかし、これは投資では絶対にやってはいけないＮＧパターンですよね。 

 

投資で成功するためには、心の動きとは逆の行動をすることです。 

 

つまり、 

「みんなが評価しているものを買わずに、みんなが評価していないものを買う」んです。 

文章で書くのは簡単ですが、実際に実行するのは至難のワザ。 

 

だから、投資タイミングの判断はできるだけしない方が良いんです。 

心の動きに合わせて売買をしても、ろくなことになりませんからね。 

 

そこで役立つのがつみたて投資、ドルコスト平均法です。 

自動で、機械的に、高い時に少し買って、安い時にたくさん買う。 

これが思考停止でできるから、結果が出るんです。 

 

 

どうでしょうか？ 

ドルコスト平均法の魅力が伝わりましたか？ 

 

これが、「まずはつみたて投資から始めよう」と言われる理由です。 
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15 つみたて投資 VS 一括投資、どっちがいいの？ 

 

「つみたて投資」だけでなく、「一括投資」も使っていきましょう！ 

 

さきほど、つみたて投資（ドルコスト平均法）の優秀さを語ったばかりですが、 

つみたて投資にも、弱点があります。 

利益が出るまでに、時間がかかることです。 

 

投資で利益を出すためには、ある程度の金額を運用することが欠かせません。 

つみたて投資の場合、運用額が大きくなるまでに長い年月が必要で、 

「いつまでたっても結果が出ない」というケースにもあるでしょう。 

 

ここで検討して欲しいのが、「一括投資」です！ 

まとまった金額を一括で投資できれば、積み上がるまでの時間を一気に短縮できます。 

 

ここでは、つみたて投資と一括投資を比較するツールを紹介します。 

「i ツール ドルコスト平均法シミュレーション」https://ifree.qri.jp/ifree/iTool.html 

 

61万円を５年間つみたてた場合、プラス 136,820 円 

61万円を一括投資して５年間放置した場合、プラス 253,533 円 
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このように、相場が良い場合は、一括投資の方が強力です。 

 

つみたて投資の場合、投資をしていないお金が長く「死に金」となっているのに対し、 

一括投資は、全額が「生きた金」として運用されます。 

一括投資の方が成果が出て当然です。 

 

しかし、一括投資で成功するかどうかは、相場によります。 

もし買った後に値段が下がれば、大きなダメージを受けるでしょう。 

 

ですから、一括投資をする場合、次の２つのポイントを押さえてください。 

 

１つ目は、「余裕資金」でやること。 

大切な生活費を一括投資するのは論外。 

しばらくは使う予定のない貯金で一括投資をしましょう。 

 

２つ目は、「15 年以上の長期投資」をすること。 

 

投資の大原則は長期投資です。 

株などは値動きが激しいので、短期投資はギャンブルのようなものです。 

しかし、長期で見た場合は、株は安定して右肩上がりに成長します。 

 

運用期間が長くなればなるほど、負ける確率は下がります。 

 

アメリカの株式（S&P500）に 15年間投資した場合のデータを見ると、 

なんと、「絶対に負けることがない」んです。 

それだけ、長期投資は優秀なのです。 

 

安全な投資をするには、①分散、②長期、③つみたての３つが基本です。 

このうち、③つみたてを止めて一括投資をするのですから、①と②の条件は死守してくださ

い。 

 

一括投資にはリスクがありますが、投資のパワーをガツンと上げることができます。 

余裕があれば、使ってみましょう。 
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16  iDeCo（個人型確定拠出年金）を始めよう！ 

 

つみたて NISA に慣れた後は、iDeCo で老後資金の準備を始めましょう。 

 

iDeCo（個人型確定拠出年金）は、老後資金を作るためにはぴったりの制度。 

仮に 40歳から 20年間、毎月 2.3 万円を運用できれば、 

1,000 万円近くの老後資金を準備することもできるでしょう。 

 

ただし、iDeCoはものすごく複雑！ 

「税金の知識」が必要で、つみたて NISAに比べると、運用の難しさはケタ違いです。 

 

ですから、 

まずは「つみたてNISA」で投資の知識をバッチリ身につけ、 

その後に「iDeCo」をやると、無理のないスタートができますね。 

 

また、始める場合は「全世界株式」でガンガン運用しましょう。 

iDeCo では、定期預金など、安全な「元本保証型」の商品を入れることもできます。 

しかし、投資のパワーを生み出すなら、投資信託一択。 

特に、外国株に広く分散できる全世界株式への投資がオススメです。 

（※あとで解説しますが、60 歳以降はリスクを下げましょう） 

 

会社員なら、最高で毎月 2.3 万円。 

個人事業主なら、毎月 6.8 万円の積み立てができます。 

 

iDeCo を頑張って続ければ、将来は大きな老後資金が準備できるでしょう。 
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17  iDeCo は「全額が課税対象」になる！？ 

 

iDeCo で失敗したくなければ、受取り方は慎重に考えてください。 

 

iDeCo には３つのメリットがあると言われます。 

 

１、つみたて時に節税できる 

２、運用益が非課税 

３、受取り時も税優遇 

 

「とにかく税金がおトク」なイメージがある iDeCo ですが、ちょっと待ってください。 

 

「３、受取り時も税優遇」ということは・・・「税金がかかる」ってことですよね？ 

 

銀行口座からお金を受け取る時は、税金はかかりません。 

しかし、iDeCoから受け取る時は、税金がかかるんです。 

 

ここはすご～く難しいのですが、 

iDeCo では「全額が課税対象」になります。 

 

「全額」ですよ！？やばくないですか？ 

 

普通の特定口座や生命保険なら、「利益だけが課税」されます。 

しかし iDeCoの場合は、元本を含めて、「全額が課税対象」になります。 

 

このとき、 

・上手に受け取ると、税金が優遇されますが、 

・受取り方に失敗すると、多額の税金がかかります。 

 

ですから、iDeCo の３つ目のメリット、「受け取り時も税優遇」というのは、 

半分ウソなんです。 

 

この注意点を頭に入れて、受取り方を考えましょう。 
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18 iDeCo は「受取り方が９割」です 

 

iDeCo は「一括」で受け取ると税優遇されますが、 

「分割」で受け取るとほとんど税優遇されません。 

この仕組みを、簡単に説明しますね。 

 

iDeCo には、２つの受け取り方があります。 

１つは「一括」で受け取る「一時金受け取り」、 

もう１つは「分割」で受け取る「年金受取り」です。 

（※両方を併用する方法もあります） 

 

「一時金受け取り」の場合、税制上は「退職金」と同じ扱いになります。 

 

実は退職金って、税金がものすごく優遇されるんです。 

人によっては、2,000 万円くらいの大金になりますよね？でも、大事な退職金にがっつり

税金をかけるのは可哀そうですから、高額になる分、税金も大きく優遇されます。そのた

め、iDeCoで作った資産を退職金と同じように受け取ることで、税金がかなり優遇される

という仕組みです。 

 

一方で、「年金受け取り」の場合、税制上は「公的年金」と同じ扱いになります。 

 

公的年金には、退職金のような大きな税優遇はありません。 

そもそも、１年当たりに受け取る公的年金は、せいぜい 200万円くらい。そこまで大きな

税優遇は必要ありません。このため、iDeCo で作った資産を年金と同じように受け取って

しまうと、がっつり税金がかかることがあるのです。 

しかも、「健康保険料」が上がったり、「家族の扶養」から外れたり、「医療費の窓口負担

額」が増える可能性だってあります。 

 

「年金受け取り」が有利になるケースも確かにありますが、 

基本的には「一時金受け取り」が有利になるでしょう。 

 

iDeCo は一括受け取りが基本！これを覚えておきましょう。 
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19 iDeCo 最大の落とし穴は、「定期売却」ができないこと 

 

iDeCo 最大の落とし穴は、「定期売却」ができないことです。 

 

かなり難しいところですが、頑張ってついてきてくださいね！ 

 

「iDeCo では、一括売却（一括受け取り）が基本」と説明しましたね？ 

しかし、ちょっと思い返してください。 

投資って、「一括売却」で終わって良いんでしたっけ？ 

 

違います。 

投資を終える時は、「定期売却」が基本です。 

 

株価が激しく動く相場の中で、全額を一括で売却するのはなかなか困難です。 

しかも、投資終盤は運用額も大きいので、タイミングがちょっと違うだけで数百万円の差

になるでしょう。 

 

ですから、投資の終盤は、ちょっとずつ売っていく「定期売却」が基本。 

これは、「つみたて投資」と並ぶ、極めて重要な投資の基本戦略だと説明しました。 

 

・・・ということは？ 

 

iDeCo の場合、 

税金の優遇を考えるなら「一括売却」が有利で、 

投資のセオリーを考えるなら「定期売却」が基本ということです。 
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矛盾してますよね？ 

 

税金を優先するなら、基本の投資戦略が取れなくなる。 

これこそが、iDeCoの最大の落とし穴なのです。 

 

では、どうすればよいのでしょうか？ 
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20 iDeCo で疑似的な定期売却をする方法 

 

スイッチングで疑似的な定期売却をすることが可能です！ 

 

先ほど、「iDeCo は一括売却が基本。定期売却は不利」という話をしました。 

 

しかし、「スイッチング」という手法を使えば、 

iDeCo の口座内で「疑似的な定期売却」をすることができるのです。 

 

これをマスターすれば、税優遇を最大限受けつつ、安全な定期売却が可能になります。 

 

「スイッチング」とは、運用している商品を入れ替えること。 

 

例えば、株式投資信託を売却し、その分を定期預金に買い替えるようなケースです。 

リスク資産を安全資産に入れ替えれば、iDeCo 口座で保有している資産全体のリスクを下

げることができます。 

この時に、定期預金などの元本確保型の商品へスイッチングすれば、 

iDeCo の口座内で、事実上は利益を確定することがきるのです。 

 

さて、ここから先は、私がおススメする「疑似的な定期売却」のワザをお伝えします。 

 

その方法とは、 

 

60 歳までは全世界株 100％で運用し、 

60～70 歳にかけて毎年 10％を定期預金にスイッチングし、 

70 歳で iDeCo を終える 

 

こんな方法です。 
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20代～50 代のうちは、投資パワーを活かすために、全世界株でのハイリスク運用がオス

スメです。 

 

しかし、株式には暴落の危険があります。 

このリスクを考えると、iDeCo の終盤ではできるだけリスクを下げて、少し余裕を持って

終えるのが良いのではないでしょうか？ 

 

iDeCo は 75歳までできますが、終わりを 70歳に定めます。 

60～70 歳の 10年間、毎年 10％ずつ定期預金にスイッチングしていけば、 

70歳で iDeCo を終えることができますね。 

 

いかがでしょうか？ 

このスイッチングを使えば、iDeCoの口座内で疑似的な定期売却ができるのです。 

iDeCo での「定期売却が不利」という強烈なデメリットを避けつつ、 

投資の王道である「定期売却」を同時に達成する裏技です。 

 

もちろん、iDeCo の口座内が安全な定期預金になった後は、 

税優遇が受けられる「一括売却」で受けとるようにしてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

さて、iDeCo の話を聞いてみて、どうだったでしょうか？ 

かなり難しい内容でしたが、ここまで理解できれば OKです。 

 

とりあえず今は、「受け取り方が大事！」ということだけ頭に入れて、 

始めてみてくださいね。 
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まとめ 投資で結果を出すために 

 

この e-Book では 

投資の「初心者」が、「中級者」を目指すためのエッセンスをまとめてみました。 

初心者向けの内容と比べて、少し難しかったかもしれません。 

 

この e-Book でお伝えしたいことは、 

投資のリスクを理解すれば、投資パワーがドカンと上がる！ 

ということです。 

 

「リスク」の話は非常に奥が深くて、 

単純に、「ブレ幅」、「暴落率」、「資産配分（アセット・アロケーション）」の３つ 

を理解して終わりではありません。 

 

「投資を終える年齢」を考えることで、「リスクを下げ始める年齢」が分かり、 

今の自分がどれだけのリスクを負うべきかを逆算できます。 

 

また、リスクをとりながら運用を続ける方法、「定期売却」「４％ルール」などをマスター

しておくことで、資産寿命を延ばすこともできます。 

 

つみたてNISA を使った投資だけでは物足りない人は、より大きなリスクを取ることが必

要です。この時に改めて考えて欲しいのが、「ドルコスト平均法」の優秀さと、「一括投

資」の魅力です。 

一括投資は怖いかもしれませんが、これができるとグッとパワーが増してきます。 

 

さらに、「つみたてNISA」だけでなく、「iDeCo」あるいは「特定口座」を駆使すること

で、より大きな運用もできるでしょう。 

 

いかがだったでしょうか？ 

この e-Book の内容を理解すれば、かなり積極的な運用ができるようになるはずです。 

ぜひ参考にしてみてくださいね。 

 


