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約650社を徹底リサーチ！正しい説明をしている金融機関は1社も無い事実！

「平均買付単価」を撲滅して、顧客本位のきちんとした説明を広めよう！

「平均買
付単価」

を撲滅し
よう！
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アドバイザー

アドバイザーは損益の責任を
取れない（取ってはいけない）

投資は自己責任。お客様が
最終的な損益の責任をとる

お客様

アドバイザー

アドバイザーの責任は？ お客様は「結果責任」を負う

お客様

はじめに：日本に「間違いだらけのドルコスト説明法」が定着している現状について

658の金融機関のうち、きちんとしたドルコスト平均
法を説明している金融機関は1社もない

　残念なことに、今の日本には「間違いだらけのドルコスト説明法」が定
着しています。ドルコスト平均法の真逆の印象を与えてしまうだけでな
く、重要な特徴やリスクが何一つ説明できない「平均買付単価が下が
る」という説明方法です。
　私は2018年に、全国の銀行・証券会社・信用金庫・労働金庫などの658の投資
信託を販売する金融機関のHP等を調べました。
　結論として、ドルコスト平均法の特徴やリスクをきちんと説明している
金融機関は1社もありませんでした。

　ドルコスト平均法を含めて、資産運用の原則は自己責任です。儲かろうが
損しようが、お客様が最終的な結果責任を負います。
　お客様の損をアドバイザーが穴埋めする損失補填は法律で禁止されてます。
それが認められると、「損した場合は私が穴埋めしますから・・・」などのいい加減
で質の低い勧誘をするアドバイザーが増えます。そうなると、「詐欺まがいの勧
誘」が広がり、多くのトラブルが発生し、被害者が増えます。それが積み重なると、
投資や証券市場に対する社会的な信頼も揺らぎます。そうならないために、資産
運用は自己責任で、お客様が結果責任を負うのです。

　それでは、資産運用のアドバイザーはどの様な責任を負うのでしょう？
最終的な損益に責任を取れない分、何に責任を持ってお客様にアドバイスする
必要があるのでしょうか？

 まず、658の金融機関のうち、ドルコスト平均法をHPで説明しているのは
たったの246社でした。今の時代、自社で推進するサービスをHPで告知するの
は当然です。しかし、半分にも満たない約37%の金融機関しかドルコスト平均法
を説明してないのです。
　2017年にiDeCo、2018年に「つみたてNISA」がスタートし、国主導でドルコス
ト平均法を広めようとする機運は高まっています。しかし、それを推進するはずの
金融業界は、未だ半数以上が告知もせず、静観しているのです。

HPでドルコストを紹介している金融機関は4割に満たない

投資の原則は自己責任

資産運用のアドバイザーが負う責任とは？

　ここからが本題ですが、ドルコスト平均法をHP等で解説している246社のう
ち、約92%に該当する226社が「平均買付単価が下がる」と説明していま
す。この説明方法は、ドルコスト平均法の真逆の印象を与えてしまうだけでなく、
顧客に重要なドルコスト平均法の特徴やリスクを伝えない間違った説明です。
　本レポートの第2章を見ていただくと一目瞭然ですが、多くの金融機関が判を
押したように、同様の説明をしています。
　ちなみに、残りの約8%の金融機関がきちんとした説明をしている訳で
はありません。ドルコスト平均法の説明を一言コメントや適当なグラフだけで済
ませたり、さらに質が低い説明ばかりです。

92%の金融機関は「平均買付単価が下がる」と解説
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説明の有無 平均買付単価が下がる

正しい説明

結果責任を負うお客様が、適切に判断できる様に、
アドバイザーは、正しく説明しなければいけない

アドバイザー

アドバイザーは「説明責任」を負う お客様は「結果責任」を負う

お客様

　答えは、説明責任です。最終的な損益の責任を取るお客様が、適切に判断し
やすい様に、特徴やリスクなどを正しく説明する責任です。

ドルコスト平均法には、この様
な特徴があります。また、こうい
うリスクがあります。

わかりやすい説明をありがとう。
自己責任だから、しっかり考え
て、判断します。



「平均買付単価」では、
何一つ説明できない。
今すぐ「平均買付単価」はやめて、
「投資の成績=量×価格」で説明しよう！

※詳しくは第3章をご覧ください

 詳しくは第3章で解説しますが、ドルコスト平均法には、一括投資にはない様々
な特徴やリスクがあります。ドルコスト平均法のアドバイザーは、それらの特徴や
リスクをお客様に正しく説明する責任があるのです。

　今後、日本は本格的に高齢化が進行します。医療や年金などの社会保障制度
の運営が非常に厳しくなるのは確実です。年金が減り、支給開始年齢は引き上が
ります。消費税含めて各種税負担は上がります。

　しかし、現在定着している「下がった時に多くの量を買い、上がったら少ない量
しか買わないので、平均買付単価が低くなります・・・」という説明は、真逆の印象
を与えるだけでなく、何一つドルコスト平均法の重要な特徴やリスクを説明でき
ません。
　ドルコスト平均法のアドバイザーは、結果責任を負うお客様が適切に
判断できる様に、「平均買付単価」の説明を今すぐ辞めるべきです。
　代わりに、「投資の成績=量×価格」を用いて、まだ全然知られていないドルコ
スト平均法の特徴やリスクを伝えるべきです。

「平均買付単価」では、ドルコスト平均法の特徴を
説明できない

一括投資にないドルコスト平均法の特徴

お客様をめぐる環境は、さらに厳しさを増す

P4

①安心感（回復力）
②下落から戻った時の成長力
③値上がりのメリット
④シーソーの関係

⑤細かい値動きを気にしないでOK
⑥スタートのタイミングは関係ない
　（早く始めてOK）
⑦終盤に向けてリスクは高くなる

　一方、昔の様に「右肩上がり」で収入が増える時代は終わりました。多少収入が
増えても、社会保険料の上昇などでなかなか可処分所得は伸びません。しかも、
ほぼゼロ金利で預金に寝かせていても増えません。
　そして医療技術の進展で、寿命は伸び「人生100年時代」です。人生の円熟期
に「お金がないから」という理由で楽しめないのは、非常に残念です。
　これからの日本人は、将来お金で困らない為に、しっかりと「じぶん年
金」を作る必要があります。

　将来、お金で困る人を1人でも減らす為に、ドルコスト平均法の啓蒙・普及が必
要です。国も、iDeCoやつみたてNISAを始め、ドルコスト平均法の推進に本腰を
入れてます。ドルコスト平均法の推進は、国家的な課題解決につながる
社会貢献活動なのです。
　しかし、「平均買付単価が下がる・・・」など間違った説明をする人材を増やして
も意味がありません。間違った説明は、お客様からすれば迷惑です。
　お客様のためにも、日本の社会のためにも、「投資の成績=量×価格」を用い
て、ドルコスト平均法の特徴やリスクを正しく説明できる人材を増やしましょう。
　本レポートで、現在「間違いだらけのドルコスト説明法」が定着している実態を
把握してください。そして、ドルコスト平均法を正しく説明できる人材を増やしま
しょう。質と志の高い伝道師が1人増えれば、数十～数百のご家庭にドル
コストが広がります。質と志の高いドルコストの伝道師の輪を広げ、ドル
コスト社会を実現しましょう。

質と志の高いドルコストの伝道師が必要

一般社団法人ドルコスト平均法協会
代表理事　星野泰平

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

平均買付単価？
で、結局、ドルコストって
どういう投資なの？



第1章　ドルコスト平均法の説明でよくある3つの間違い

　本章では、現在定着しているドルコスト説明法で、よくある3つの間違いを解
説します。定着している実態については、第2章で解説します。

　最も多い間違いは、「平均買付単価が下がる」という説明です。具体的に
は、ジグザグしたグラフを表示して、「価格が下がった時に多くの量を買い、上
がったら少ない量しか買わないので、平均買付単価が下がる（安くなる/低くなる
等）」という説明です。

　この商品に、ドルコスト平均法をするとどうなるでしょうか？Aのケース（下にジ
グザグ）では、「平均買付単価」は下がります。価格が下がっている時間が長いた
め、価格が安いところで量を買っているからです。
　しかし、Bのケース（上にジグザグ）では、「平均買付単価」は上がります。価格が
上がっている時間が長いので、価格が高いところで量を買っているからです。
　つまり、ドルコスト平均法は平均買付単価が下がる方法ではないのです。価格
が上がっていく商品なら、平均買付単価は上がります。価格が下がる商品なら、
平均買付単価は下がります。値動き次第でどちらにでもなります。

　昨今、ドルコスト平均法は、老後の資産の備えなどの目的で、株式などの成
長資産に「長期分散投資」をする方法として、説明されるのが一般的です。
　その場合、投資する資産は、短期的な上下を繰り返ししつつも、中長期的に
上昇することが前提になっていることが多いです。中長期的に上昇するも
のにドルコスト平均法をしていけば、平均買付単価は当然上がります。 

　これは1900年以降の米国株の推移です。米国株は、1900年初から2015年末
までに約264倍も上昇しています。
　米国株式に、中長期的にドルコスト平均法をした場合、平均買付単価は下が
るでしょうか？大抵のケースで上がるのは誰の目にも明らかでしょう。

　この説明を3つのステップに分類します。
STEP1:値下がり時に多くの「量」を買える
STEP2:値上がり時に少ない「量」しか買えない
STEP3:よって「平均買付単価」が下がる 

　STEP1、STEP2は正しいです。確かに、ドルコスト平均法で定期的に購入してい
くと、商品の価格が下がった時に多くの「量」を買い、価格が上がった時には少な
い「量」しか買えません。
　しかし、STEP3が間違っています。平均買付単価が上がるか下がるかは、
値動き次第だからです。

【間違い1】「平均買付単価が下がる」という説明

成長資産へのドルコスト平均法は基本的に
「平均買付単価」が上昇する

　こちらの図をご覧ください。これは、10,000円からスタートして、2年ごとに
4,000円の上下を20年間繰り返している架空の商品の値動きです。AとBは上下
対称の値動きです。

「平均買付単価」が上がるか下がるかは値動き次第

平均買付単価が下がる投資手法として用いられる図の例

平均買付単価が上がるか、下がるかは
値動き次第

アメリカの株式市場の推移
（USドル・対数グラフ）

92%の金融機関が犯している間違いとは
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価格が上がると
少ない「量」しか
買えない

価格が下がると
多くの「量」が買える たしかに、この様にジグザグしたら、

短期的に平均単価は下がる場面も
あるかもしれないが…

中長期的に上昇する資産に
積立れば、平均買付単価は
上昇する

価格が下がると
多くの「量」が買える



　私は過去、膨大なドルコスト平均法の検証を行いました。日本や欧米、新興国
の株式市場、債券市場、リートなど様々な資産を組み合わせて、中長期的にドル
コスト平均法をする検証を行いました。
　具体的な検証例としては、拙書「積立投資のすべて」（パンローリング）の第7章
をご覧ください。様々なポートフォリオで一括投資とドルコスト平均法を同じ値動
きを用いて、それぞれ16,830回検証した結果が紹介されてます。
　結果は、一括投資に比べて、ドルコスト平均法の利益は約半減しました。
理由は、ドルコスト平均法の平均買付単価が上がったからです。
　過去の証券市場（株式、債券、リートなど）は、基本的に中長期的に上昇しま
した。価格が上昇するものを定期的に買えば、「平均買付単価」は上がるのは
当然です。
　もちろん、今後についてはわかりません。ただ、既存の金融機関やFPの方がド
ルコストを説明する際に、中長期的に価格の上昇が期待できる資産（商品）を前
提に説明するなら、「平均買付単価は上昇しやすい」と伝えるのが顧客本位の説
明です。
　ただし、そんな説明をしてもドルコスト平均法の特徴やリスクは何一つ理解で
きません。それゆえ、「平均買付単価」で説明する意味もありません。それについて
は本レポートの第3章で解説します。

　☆より厳密に「平均買付単価」の問題について理解したい人
は、ドルコスト平均法検定を受験してください。受験テキストで、
一定口数との比較など詳細なケースについて解説しています。
検定についてはP59をご覧ください。

補足：この「下がった時に多くの量を買い、上がった時に少ない量しか買わな
いため、平均買付単価が下がる」という説明の弊害は、さらに広がります。
　それは、資産運用の取り崩し方法（出口戦略）です。取り崩しについて、
「定額ずつ解約すると、ドルコスト平均法の逆になる。つまり、価格
が上がったときは少ない量しか解約しないが、価格が下がったとこ
ろで多くの量を解約してしまうので良くない（平均解約単価が下が
る為）。それゆえ、定率解約が望ましい」という説が広がっています。
しかし、そもそも前提となるドルコスト平均法の理解が間違っている
ので、この説明も間違っているのは明らかです。
　基本的には、老後の取り崩しで定率と定額を比較すれば、定額解約が望
ましいです。なぜなら、値動きが一定の場合、定率解約は最初の解約額
が最も多く、徐々に低くなっていくからです。老後の資産運用では、なる
べく資産を残そうという意図が働く人が多いでしょう。そういう人に定率
の取り崩しは不向きです。

　また、ドルコスト平均法の応用として、「バリュー平均法」を唱える人が
います。これについても、前提となるドルコスト平均法の理解が間違ってい
るので、色々変な議論になっています。詳しくは別の機会に解説します。とに
かく、「平均買付単価」の説明は「百害あって一利なし」なのです。

　定率解約は、残高に対す
る比率で解約することにな
る。値動きを一定とすると、
最初が最も取り崩し金額が
多い。常に、一番近い月の取
り崩し金額が多くなる。
　老後の資産運用では、先
に多めの金額を受け取り、
徐々に受け取り金額が減っ
ていくのは心細いのではな
いだろうか？

　ドルコスト平均法の検証は、「期間」の検証なので、「期初」と「期末」が必要で
す。しかし、今回のリサーチで、グラフを用いた説明をしている金融機関で、
1社を除いて全て間違ってました。
　次の図は、ドルコスト平均法の説明でよく見かける典型的な間違ったグラフで
す。毎月3万円ずつのドルコスト平均法と、毎月3万口ずつ購入していく方法を比
較しています。何が間違っているかわかりますか？少し考えてみてください。

【間違い2】「期初」と「期末」を考慮していない

1年間（12ヶ月）の検証をする時は、13個の価格データが必要
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　答えは、「期初」と「期末」が
考慮されてない点です。
　話を単純にする為に、ドルコス
ト平均法を1ヶ月間するケースを
考えます。その場合、月初に投資
して、月末に評価します。

　つまり、ドルコスト平均法を1か月する場合、「月初の価格」と、「月末の価格」の
2つの価格が必要なのです。
　この様に、ドルコスト平均法の検証には、「期間数+1」個の価格データが必要
なのです。3か月の検証なら4個の価格が必要になります。12か月の検証をする
なら、13個の価格が必要です。

ドルコスト平均法の検証は、「期間数+1」の
価格データが必要

1ヶ月間の検証をする時は、
２個の価格データが必要

毎月3万円のドルコストと、毎月3万口の一定口数投資の比較
価格

時間



　第2章で紹介する金融機関の説明状況や、FPや有識者と呼ばれる人が書いた
本などを見てもらえば分かりますが、ドルコスト平均法の特徴を説明する図表
は、検証期間の数と価格データの数が同じになっています。

　これは何を意味するかわかりますか？答えは、1回分投資金額が多いので
す。最後の1回は本当は入れずに計算すべきなのです。

　なぜ、この様な表による説明が定着しているのでしょう？答えは、「平均買付
単価が下がる」というメッセージを伝えるためです。
　【問題1】で述べたとおり、金融業界はドルコスト平均法を「平均買付単価が下
がるもの」として解説しています。その間違った結論を伝える為に、間違った検証
をしているのです。全く顧客本位でなく、本末転倒な最低な説明です。
　「期初」と「期末」の問題は、少しの検証をすれば誰でもわかります。1ヶ月で1
万円しか投資しないのに、2万円投資していたら結果がおかしくなるの
は自明です。
　第2章の金融機関の説明を見てください。「期初」と「期末」を考慮してない図
表ばかりです。ほとんどが数ヶ月の検証しか載せていません。そのレベルで間
違っているのは論外です。

「期初」と「期末」を意識しない図表は、
単に「平均買付単価が下がる」と言いたいだけ

　「そんな細かいことは気にしないでいいのでは？」と思われる方もいるかもし
れません。しかし、プロとして投資家に正しく説明する意識を持つなら、一
般の人よりも細部にこだわるのは当然です。
　お客様が気づかない様な細部にまで徹底的にこだわって、きちんとした説明
をするのが、プロたる所以ではないでしょうか？
　この「期初」と「期末」の関係は、真面目にドルコスト平均法を検証す
れば、すぐにわかる問題です。1年間（12ヶ月）の検証で、13万円投資していた
ら変なのは、すぐに気づきます。
　ここまで「期初」と「期末」について考慮されていないのは、これまで金融業
界がドルコスト平均法について、全く真剣に向き合ってこなかった証な
のです。

プロだからこそ、細部にこだわるのは当然

　例えば、1万円のドルコスト平均法を1か月間する場合の検証をする時に、図の
通り1か月後に投資する②のお金を入れるとどうなるでしょう？②のお金は投資し
た瞬間に評価の時期を迎えます。
　つまり、②の資金は実質、投資していないのと同じです。こんなお金を検証に入
れると間違った計算結果になります。投資金額は本来なら、1万円ですが2万円に
なってしまいます。また本来の投資の成果に1万円が加わってしまいます。
　これと同じことが、今の大半の金融機関やFPの説明で行われています。検証期
間の数と、価格のデータ数が同じ表を使っています。

金融機関等の図表は「期初」と「期末」がない
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　3つ目のよくある間違いは、「平均買付単価が平準化される」という説明で
す。そもそも、平均買付単価は平均化したものですので、平準化されるのは当た
り前です。これは「頭痛が痛い」と同じで、そもそも日本語として間違っています。
　これも、これまで述べた2つの問題と同様に、少し考えればわかる間違いです。
しかし、大手メガバンクなど、16の金融機関がこの様な日本語として変
な説明を当たり前の様に行っています。
　また、これに近いのですが、「買付単価」を「コスト」と表現している金融機関も
多いです。具体的には、「平均買付コスト」「平均取得コスト」「購入コスト」などで
す。【問題1】と合わせて、「平均買付コストが低下する・・・」などの説明をしている
金融機関も多数あります。
　これは、ドルコスト平均法のネーミングの由来から、「コストが平均化される」と
繋がり、コストという言葉を用いていると想定できます。
　しかし、現在投資信託などで「コスト」と言えば、手数料や信託報酬をイ
メージするのが一般的です。手数料や信託報酬は基本的には一定です。ドル
コスト平均法の説明で、「取得コストが低下する」などの説明は、顧客に誤解を与
えかねないのでやめるべきです。

　以上、ドルコスト平均法の説明で、「よくある3つの間違い」を解説しました。次
の章から、実際に日本の金融業界で「間違いだらけのドルコスト説明法」が定着
している実態を確認しましょう。

【間違い3】「平均買付単価が平準化される」という説明
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P9 - 27 銀　　行

P27 - 35 証券会社

P36 - 47 信用金庫・労働金庫

P47 業界団体

本章では、全国の銀行・証券会社・信用金庫・労働金庫など、投資

信託を販売している246の金融機関の「ドルコスト平均法」の説明

状況を解説します。これを見れば、どの金融機関も判を押した様

に、「平均買付単価が下がる」と間違った説明をしているのがわか

ります。第1章で説明した「よくある３つの間違い」と照らし合わせ

て、確認してください。
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・平均購入価格が下がるとコメント・
グラフ・図表で解説
・期間のズレの考慮無し

銀行1

・平均購入単価を平準化
させると解説
・グラフ・図表で平均購
入単価が下がると示し
ている
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価を平準化
させると解説
・グラフで平均購入単価
が下がると示している
・期間のズレの考慮無し

・平均購入価格が下がるとコ
メントで解説
・平均買付金額が一定なのが
ドルコスト平均法。平均買付
金額は抑えられない。
・図表による解説は無し

・平均購入単価が下がると
解説
・グラフによる解説は無し

銀行2

銀行4

銀行5

銀行3
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・図表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・図表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と解説
・図表による解説無し

・平均購入単価が下がる
とグラフと表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均コストが下がると
解説。コストは商品が
同じなら一定。実質的
には、平均買付単価
が下がることを説明。
・ファンドではなく、純
金積立

・平均購入単価が下がる
とは言及してない
・期間のズレの考慮無し
・為替への積立

銀行6 銀行9

銀行7

銀行11

銀行8

銀行10



・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し
・「投資コストは安定」と
書いてるが、コストは一
定では？

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と、コメント・グラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・星野式の「投資の成績
=量×価格」を意識した
グラフ
・しかし、期間のズレの考
慮無し

銀行12 銀行15

銀行13

銀行17
銀行14

銀行16
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・ドルコスト平均法の購入コ
スト=販売手数料は商品が
通常一定
・実質的に、「平均購入単価が
下がる」と解説

・平均購入単価が下がる
と、グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・星野式の「投資の成績=量×価格」を意識したグラフ
・しかし、期間のズレの考慮無し
・このグラフと、「購入価格が平均化されるんです！」という
解説は繋がりづらい。値上がりした場合の説明はどうなる
のか？値上がりのケースの説明無し。

・平均購入単価が下がる
と、グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメントで解説

銀行18 銀行20

銀行19 銀行21

銀行22
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・平均購入単価が平準化されると解説
・実質的に、平均購入単価が下がるとグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し
・まとめて購入すると「平均購入単価が上昇」と謎の解
説。まとめて購入したら、平均購入単価は購入時の価
格になる。

・平均購入単価が下が
ると、グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると、コメン
ト・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・有利な取得価額に分散をすることが
できると、意味がわからない説明。
・実質的に、平均買付価格が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と、グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

銀行23 銀行25

銀行24

銀行28

銀行26

銀行27
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・平均購入単価が平準化さ
れると解説
・実質的に、平均購入単価が
下がるとグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と、コメント・グラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・星野式の「投資の成績=量×価
格」を意識した説明(数年前に
星野にコンテンツ相談あり)
・期間のズレを考慮してるか微妙
・具体的なケースもなく、ドルコ
スト平均法の特徴の説明不足

・平均購入単価が平準
化されると解説
・実質的に、平均購入単
価が下がるとグラフ・
表で解説
・期間のズレの考慮無し

銀行29 銀行30

銀行31 銀行32
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が割安になる
とコメント・グラフ・表で解説
・一応、注釈で「一方向に動い
てる状況では必ずしもその
効果は認められない」と記
載あり。記載するなら、「堅調
に上昇するケース」などと記
載する必要あり
・期間のズレの考慮無し

・平均単価(平均取得原
価)が下がるとコメン
ト・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフで解説
・「平均購入単価を安定
させる」は微妙な表現。
平均させたものなので、
安定しやすいのは当然。
・グラフを見る限り、期間
のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

銀行33 銀行34

銀行35

銀行37

銀行36
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると、コメント・グラフ・表で解説
・平均購入単価と平均買付価額を混合利用している意味が不明
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が割安
になるとコメント・グラ
フ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

銀行38 銀行39

銀行40 銀行41

銀行42
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下
がるとコメント・グラ
フ・表で解説
・期間のズレの考慮
無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

銀行43 銀行46

銀行44

銀行48
銀行45

銀行47
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・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下が
るとコメント・グラフ・
表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・平均購入単価は、平均
させたものなので安定
しやすいのは当然
・期間のズレの考慮無し

銀行49 銀行52

銀行54

銀行51

銀行53銀行50

みなと銀行
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

銀行55 銀行58

銀行56

銀行60銀行57

銀行59
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・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・平均購入単価は、平均
化したものなので安定
するのは当然
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・星野式ドルコスト説明
法を意識
・期間のズレが考慮され
てない(月末月初の考
慮なし)

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

銀行61 銀行66

銀行62

銀行70銀行63、銀行64、銀行65

銀行67、銀行68、銀行69
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・平均購入単価を平準化させると解説
・平均購入単価が下がるとグラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入コスト=販売手数料は
一定金額なので同じになる
・実質的に、平均購入価格が下が
るとコメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入価格が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

銀行71 銀行74

銀行72

銀行76

銀行73

銀行75
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価を平準化
させると解説
・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入価格が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入価格が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

銀行77 銀行80

銀行78

銀行82銀行79

銀行81
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・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均買付価額が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し
・購入コスト=販売手数料は
通常一定なので、長期的
に安定するのは当たり前

・平均購入単価を平準化
させると解説
・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価を平準化
させると解説
・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

銀行83 銀行86

銀行84

銀行88
銀行85

銀行87
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・ドルコスト平均法の重要な
特徴を何も解説してない

・平均購入価格が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均買付価格が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均買付価格が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入価格が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・ドルコスト平均法の重
要な特徴を何も解説し
てない
・「安定的」「効率的」の
根拠が示されてない

銀行89 銀行92

銀行90

銀行94
銀行91

銀行93
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・ドルコスト平均法の特徴
を何一つ説明してない

銀行95 銀行97

銀行96

銀行99

銀行98
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・平均購入単価が下がる
と、コメント・グラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と、コメント・グラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入コスト=販売手数
料は同じになる
・実質的に、平均購入単価が
下がるとグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価を平準化
すると解説。
・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

銀行100 銀行103

銀行101

銀行105、銀行106、銀行107銀行102

銀行104
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・「平均化」にこだわっている。
・ドルコスト平均法の重要な
特徴を解説してない。

・平均買付コスト
・平均購入単価が下がるとコメン
ト・グラフ・表で解説

・平均買付コスト=販売手数
料は一定のはず
・実質的に、平均購入単価が
下がるとグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・コストは一定
・実質的に平均購入単価
が下がると解説

・コストは一定
・実質的に平均購入単価
が下がると解説

・平均購入単価は、平均
させたものなので安定
化するのは当然
・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

銀行108 銀行109

証券1

証券4

証券3

銀行110

証券2

証券5
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・コストは同一商品なら
一定
・実質駅に、平均購入単
価が下がるとコメント

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

証券6 証券9

証券7

証券11

証券8

証券10
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価を平準化
させると解説
・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・ドルコスト平均法の重要な特徴を何一つ説明してない

・平均購入単価が下がるとグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説

証券12 証券13

証券14

証券17

証券18

証券15

証券16
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・購入コスト=販売手数
料は一定
・実施雨滴に平均購入
単価が下がるとコメン
ト・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が
下がるとコメント・
グラフ・表で解説 ・ドルコスト平均法の重要な

特徴を何一つ解説してない

・買付コスト=販売手数料は一定
・実質的に平均購入単価が下が
るとコメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・実質的に、平均購入単
価が下がるとグラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

証券19 証券21

証券20

証券24証券23

証券22
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・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入価格が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・毎月と説明しつつ、グラフ
は毎日購入で解説
・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

証券25 証券28

証券26

証券30
証券27

証券29
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・星野式のグラフをパクってる。
・星野式ドルコスト説明法「投資の成績=量×価格」で説明。
・本レポートで、唯一「期間のズレ」が考慮されている。
・ただ、平均取得価額が下がるなど、平均取得価額から抜け出
せてないのと、デメリットの説明などはなく、説明として不十分。

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下が
るとコメント・グラフ・
表で解説
・期間のズレの考慮無し

証券31 証券32

証券33

P32



・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と 解 説

・平均購入単価が下がると解説

・平均購入単価が下がる
と 解 説

・平均購入単価が下がる
と 解 説

・取得コスト=手数料は
一定
・実質的に平均購入単
価が下がると解説

証券34 証券36

証券35

証券39

証券40

証券37

証券38
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・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が
下がると解説

・平均購入単価が
下がると解説

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

証券41 証券43

証券42

証券46

証券44

証券45
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

証券47 証券50

証券48

証券49

証券51

P35



・平均購入単価を平準化さ
せると解説
・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫1、信用金庫2、信用金庫3、信用金庫4、信用金庫5、信用金庫6、信用金庫7、信用金庫8、
信用金庫9、信用金庫10、信用金庫11、信用金庫12、信用金庫13、信用金庫14、信用金庫15

信用金庫18,信用金庫19 ,信用金庫20

信用金庫16

信用金庫22
信用金庫17

信用金庫21
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・何もドルコスト平均法
の特徴を解説してない

・平均購入単価が下がる
と解説

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価を平準化さ
せると解説
・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫23 信用金庫24

信用金庫25

信用金庫28信用金庫27

信用金庫26
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・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・星野式を真似ている
・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫29 信用金庫32

信用金庫30

信用金庫31

信用金庫33
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・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫34 信用金庫36

信用金庫35

信用金庫38

信用金庫37
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と解説

・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫39 信用金庫41

信用金庫40

信用金庫43

信用金庫42
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・平均購入単価が下がる
とコメント・グラフ・表で
解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・ドルコスト平均法の重要
な特徴を解説してない ・平均購入単価が下がる

と解説

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫44 信用金庫47

信用金庫45

信用金庫49

信用金庫46

信用金庫48
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・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と解説

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・ドルコスト平均法の重要な特徴を解説してない

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫50 信用金庫53

信用金庫51

信用金庫55

信用金庫56

信用金庫54

信用金庫52
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・ドルコスト平均法の重要
な特徴を解説してない

・ドルコスト平均法の重要
な特徴を解説してない

・ドルコスト平均法の重要
な特徴を解説してない

・平均購入単価を平準化させると解説
・平均購入単価が下がるとコメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると解説

・平均購入単価が下がると解説

・平均購入単価が下がると解説

・平均購入単価が下がると解説

・平均購入単価が下がる
とグラフで解説

信用金庫57 信用金庫61

信用金庫58

信用金庫64

信用金庫59

信用金庫62

信用金庫60

信用金庫63

信用金庫65
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・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフで解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
と解説

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

信用金庫66 信用金庫69

信用金庫67

信用金庫71

信用金庫68

信用金庫70
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・平均購入単価を平準化させると解説
・平均購入単価が下がるとコメント・
グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価を平準化させると解説
・平均購入単価が下がるとグラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下
がるとコメント・グ
ラフ・表で解説
・期間のズレの考慮
無し

信用金庫72 信用金庫73

信用金庫74

労働金庫1

信用金庫75
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・平均購入単価は、平均
させたものなので安定
化するのは当然
・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がる
とグラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・購入コスト=手数料は一定
のはず
・実質的に、平均購入単価が
下がるとコメント・グラフ・表
で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

・平均購入単価が下がると
コメント・グラフ・表で解説
・期間のズレの考慮無し

労働金庫2 労働金庫5

労働金庫3

労働金庫7労働金庫4

労働金庫6
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信用金庫8

業界団体1

業界団体2
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P48

第3章  平均買付単価を用いるべきではない7つの理由　
　第2章で、日本の金融業界が、ドルコスト平均法は「平均買付単価が下がる手
法」として説明している状況を紹介しました。
　しかし、中長期的に成長が期待できる資産にドルコスト平均法をした場合、
「平均買付単価は上昇しやすい」ので、「平均買付単価が下がる」という説明はす
べきでないと解説しました。
　しかし、本当の問題はそこではありません。ドルコスト平均法には、一括投資に
ない様々な特徴・リスクがあります。「平均買付単価」を用いて説明する一番の弊
害は、ドルコスト平均法の特徴やリスクをきちんと説明出来ない点です。
　本章では、ドルコストの説明で「平均買付単価」を用いるべきではない7
つの理由を説明します。

　ドルコスト平均法は値下がり時に多くの「量」を買い込みます。それゆえ、「価
格」が戻ってきた時に、一気に投資の成績が伸びまです。つまり、下落期間が
「量」を買い込むチャンスになります。
　この特徴を知っていれば、相場の下落局面のストレスが抑えられ、その後
の上昇局面を楽しみに待てます。
　一括投資の場合、下落は単に「我慢」「忍耐」「辛抱」の時間です。一方、ドルコ
スト平均法の場合、「量」の視点を持っていれば、下落期間が「量を買い込むチャ
ンス」「量を買い込む楽しい時間」「ストレスが少ない期間」に変わるのです。
　しかし、残念なことに多くの投資家は「量」の視点を持っていません。それ
ゆえ、下落が続くと怖くなってしまい、せっかく始めたドルコスト平均法を辞めて
しまう事が多いのです。
　「投資の成績=量×価格」で、「量」の視点をお客様に伝えれば、相場下落から
の回復局面の投資資産の「成長力」「期待感」を簡単に説明できます。
　しかし、平均買付単価の説明では、「値下がりが量を買い込むチャン
ス」「下落から回復時の成長力」を説明できないので、今すぐやめるべき
です。お客様の為に、「投資の成績=量×価格」で説明しましょう。

理由2. 下落後に価格が上昇したとき、 投資成績が
　　　伸びる「期待感」を説明できないから

　ドルコスト平均法は、値下がり時に「量」を買い込むので、価格が少し戻した
時に回復しやすいです（回復力があります）。それゆえ、一括投資に比べて
「安心して始めやすく、続けやすい」のです。
　「投資の成績=量×価格」で、「量」の視点をお客様に伝えれば、容易に「下落
時の安心感」を説明できます。
　しかし、「平均買付単価」では、「下落時の安心感」「回復力」を説明でき
ませんので、今すぐやめるべきです。お客様の為に、「投資の成績=量×価格」
で説明しましょう。

毎月1万円のドルコストの場合、10年で投資金額120万円。商品の価格は半値になっ
ても、投資の成績は約139万円で黒字！ドルコストは回復しやすい。

＊平均買付単価の説明では、下落時に「量」を買うことによる安心感、回復力を説明
　できない（しづらい）、伝わらないのでNG。

ドルコストの重要な特徴①
回復力がある＝安心して始めやすい（続けやすい）

下落時に「量」を買うので、少し上昇したら回復しやすい
＝安心感がある

下落時に、多くの量を
買っている

価格

理由1.下落時の「安心感」=「回復力」を
             説明できないから

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

③価格が元に戻らなくても
回復しやすい

①下落時に
量が増える

②価格が
少し上昇

＊平均買付単価の説明では、下落時に「量」を買い込み、その後の上昇局面の「成長
　力」＝「期待感」を説明できないのでNG。

ドルコストの重要な特徴②
下落から回復したときの「成長力」

下落時に多くの「量」を買うから、下落後に上昇した時、
利益が伸びる＝儲かる“期待感”

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止

価格

C

③レバレッジが効いて、
　成績が増える

①下落時に
　量が増える

②下落後に
　価格が回復

下落時に、多くの量を
買っている

毎月1万円のドルコストの場合、10年で投資金額120万円。元の価格に戻っただけ
で、投資の成績は倍の約241万円！



 ドルコスト平均法は、投資した商品が順調に上昇しても、きちんと利益が
出ます。上のグラフの例では、赤や青は価格が堅調に上昇していて、投資の成績
を見ても、安定的に利益が出ているのが分かります。
 価格が順調に上昇すると、買える「量」は減ります。しかし、買った「量」が値上がり
すれば、利益が出ます。
 しかし、「平均買付単価が下がる」という説明では、値上がりのメリットを
説明できません。そもそも、価格が上昇する商品にドルコストをすると、「平均買
付単価」は上がります。「平均買付単価が抑えられる・低くなる」という趣旨
の説明と矛盾してしまいます。
 平均買付単価の説明は、ドルコストの値上がりのメリットを説明できな
いので、今すぐ辞めるべきです。お客様の為に、「投資の成績=量×価格」で説
明しましょう。

理由3. 値上がりのメリットを説明できないから 理由4.シーソーの関係を説明できないから
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 ドルコスト平均法の場合、価格は上がるのと下がるのはどちらがいいのでしょ
う？正解は「どちらでもいい」です。中長期的にみて、終盤に向けて上昇基調で
あればどちらでも大丈夫です。
 価格が下がった場合、買える「量」が増え、積み上がります。その後、少し価格が
上昇したら、掛け算の力で投資の成績が伸びやすいのです。
 一方、価格が順調に上昇すると、買える「量」は減ります。しかし、買える「量」が減
るとはいえ、買った「量」の価格が上昇すれば利益は出ます。
 つまり、ドルコスト平均法の「量」と「価格」はシーソーの関係なのです。どち
らかが上昇する（増える）方が有利というものではありません。バランス良く双方
が上昇しても（増えても）いいのです。大切なのは、「量」と「価格」を掛け算し
た結果です。
 このシーソーの関係を理解すれば、ドルコスト平均法をする際に、細かい商品
のパフォーマンスをそこまで気にしないでいいことが分かります。
 「平均買付単価」の説明では、ドルコスト平均法の「シーソーの関係」を
全く説明できないので、今すぐ辞めるべきです。お客様の為に、「投資の成績
=量×価格」で説明しましょう。

＊平均買付単価の説明の場合、値上がりすると平均買付単価が上がってしまうの
　で、値上がりに「デメリット」の印象を与えてしまう。値上がりのメリットが伝わらな
　いので、NG。

ドルコストの重要な特徴③
順調に値上がりしてもOK!

赤や青は順調に上昇している

赤や青も、きちんと
利益が出ている

③買える量は減っても
　買った量が値上がりすれば
　利益が出る

②買える量は
　減っていく

①価格が
　少し上昇

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

下落が続いた黄色や緑も、
順調に上昇した赤や青も
利益がしっかり出ている

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

＊平均買付単価の説明の場合、「量」と「価格」の関係が全く伝わらないのでNG

ドルコストの重要な特徴④
シーソーの関係

ドルコスト平均法のシーソーの関係

ドルコストは、経過はあがっても、
下がってもどちらでもよい、
重要なのは、最後に
ふわっと上昇していること

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C
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　上の例では、赤と青の価格の値動き（商品の成績）はかなり似ています。しか
し、投資の成績をみると、赤が青の約2倍の利益が出ています。あなたは、
上の価格の推移を見て、赤色が2倍も儲かると想像できたでしょうか？
　ドルコスト平均法では、投資した商品の成績が芳しくなくても、その分「量」を
多く買うことができるので、一概に悪いとは言えません。
　ドルコストで大切なのは「価格」が上昇することではなく、「量」と「価格」の掛け
算を増やすことだからです。
　ドルコスト平均法では、細かい商品の値動きはあまり気にする必要は
ありません。長く続けて、中長期的に成長する資産に積み立てて行けばOKです。
　しかし、平均買付単価の説明では、細かい成績まで気にする必要がな
いことを説明できないので、今すぐやめるべきです。お客様の為に、「投資
の成績=量×価格」で説明しましょう。

理由5. 細かい値動きはあまり気にしないで
　　　良いことを説明できないから

理由6. 始めるタイミングが重要でないことを
　　　説明できないから

　ドルコスト平均法をスタートするタイミングは全く重要ではありません。理由
は、始めた当初は「量」が溜まってないからです。「量」が溜まってない状
態で、いくら価格が変動しても、投資の成績に与える影響は限定的です。
　さらに言えば、「量」を積み上げていくには、なるべく早く始めた方がいいので
す。早く始めて、長く続けて「量」を積み上げればいいのです。ドルコスト平均法
の始めるタイミングを図る意味はありません。
　しかし、多くの投資家は「量」の視点がないため、「投資を始めるタイミングが
重要」「投資を始めて下がったら損をする」と誤解してます。スタートのリスクが
過大評価しています。
　平均買付単価の説明では、スタートのタイミングは全く気にしないで
いい点を説明できないので、今すぐやめるべきです。お客様の為に、「投資
の成績=量×価格」で説明しましょう。

＊平均買付単価の説明の場合、商品の成績は、投資の成績を決める１つの要因に
　過ぎない点が伝わらないのでNG。（量の大切さが伝わらないのでNG）

ドルコストの重要な特徴⑤
細かい値動きは気にしないでOK

赤や青の値動きは
非常に似ているが・・・

③赤は「量」も多く買い、最後の
　「価格」も高く、結果として利益が
　青の２倍になった

①赤の方が下落が
　長く量を買ってる

②赤が最後の
　価格で勝つ

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

＊平均買付単価の説明の場合、スタートのタイミングについて一切説明できないの
　でNG。これまで、ドルコストのスタートのリスクは過大評価されていた。ほとんど
　きにする必要ないのに、全く説明されてなかった。

ドルコストの重要な特徴⑥
スタートのタイミングは気にしないでOK

序盤の成績のブレ幅は小さい。
理由は量が溜まってないから。

③量が少ないので、価格が大きく
　動いても投資の成績に与える
　影響は限定的

最初に量が少ない
（溜まってない）

②価格が大きく
　動いても・・・

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

ドルコストは早く始めて構わない。
早く始めて、長く続けて、
量を積み上げるのが重要

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C



　ドルコスト平均法は、終盤に向けて、投資の成績の変動幅が大きくなります。理
由は「量」です。量が積み上がると、少しの価格変動で、投資の成績は大きく動く
のです。
　しかし、平均買付単価を用いた説明では、終盤に向けて少しずつリスクが高ま
る点を全く説明できません。

　いかがでしょうか？これまでの「平均買付単価を用いた説明」は、ドルコスト
平均法の重要な特徴やリスクを何一つ説明できていないのが理解できた
でしょうか？
　安くなった時に多くの量を買い、高くなった時に少ない量しか買わないので、
　・「効率よく口数を買い込みます・・・」
　・「平均買付単価が抑えられます（低くなります）・・・」
　この様な平均買付単価を用いた説明は、フィデューシャリー・デューティー（顧
客本位）が求められる時代に、全くそぐいません。「平均買付単価」は、お客様に
何のメリットもない「百害あって一利なし」の説明なので、今すぐやめるべきです。 
（平均買付単価は売却時の税金の計算に用いる程度で十分です）

　アドバイザーが負う責任は、説明責任です。お客様が正しく理解し判断で
きる様に、ドルコスト平均法の特徴やリスクをわかりやすく説明するのがアドバイ
ザーの役割です。
　「平均買付単価」の説明を今すぐやめて、お客様のために「投資の成
績=量×価格」で説明しましょう。そして、同様の説明ができるドルコスト
の伝道師を増やして行きましょう！それが将来お金に困る世帯を減らす
ことに繋がります。多くの人がドルコストで資産づくりをするドルコスト
社会を実現しましょう！

星野式ドルコスト説明法=「投資の成績=量
×価格」を用いて説明すれば、一括投資には
ないドルコスト平均法固有の特徴やリスク
をわかりやすく説明できます。
「はじめに」でも述べましたが、アドバイザー
は資産運用の結果の責任を取れませんし、
取ってはいけません。最終的な損益の結果
責任はお客様が取るものだからです。それ
が自己責任の原則です。

　これまで金融業界は、ドルコストの将
来を「複利効果」の説明で終えてまし
た。それゆえ、終盤のリスクを過小評価
して伝えていたのです。
　「平均買付単価」を用いた説明では、
ドルコスト平均法の終盤のリスクを正し
く説明できないので、今すぐやめるべき
です。お客様の為に、「投資の成績=量
×価格」で説明しましょう。

理由7.終盤のリスクを説明できないから 平均買付単価の説明はドルコストの重要な特徴を
何一つ説明してない

「投資の成績=量×価格」を用いて説明できる
人材を増やそう！
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「平均買付単価」では、
何一つ説明できない。
今すぐ「平均買付単価」はやめて、
「投資の成績=量×価格」で説明しよう！

一括投資にないドルコスト平均法の特徴

①安心感（回復力）
②下落から戻った時の成長力
③値上がりのメリット
④シーソーの関係

⑤細かい値動きを気にしないでOK
⑥スタートのタイミングは関係ない
　（早く始めてOK）
⑦終盤に向けてリスクは高くなる

＊平均買付単価の説明は、終盤のリスクについて一切説明できないのでNG。これ
までドルコストの終盤のリスクは過小評価されていた。平均買付単価と複利効果の
説明で、全く説明されてこなかった。

ドルコストの重要な特徴⑦
終盤に成績のブレ幅が大きくなる

③量が多いので、価格が少し動い
　ても投資の成績は大きく動く

毎月２万円積立投資した場合の
複利効果の例（単位：万円）

終盤は量が多い
（溜まっている）

②価格が少し
　動いても・・・

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C

終盤に向けて、成績の
ブレ幅は大きくなる

 　ドルコスト平均法協会
無断転載禁止
C
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複利の力で
右肩上がりで成長！
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平均買付単価？
で、結局、ドルコストって
どういう投資なの？
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【補足】  「平均買付単価」の致命的な欠点について

　第3章で、「平均買付単価」を用いるべきではない7つの理由について、解説し
ました。本章は補足として、「平均買付単価」の根本的な欠点を指摘します。

　結論から言うと、「平均買付単価」の根本的な欠点は、「わかりづらい」
点です。あなたは、私生活で何かモノやサービスを買うとき、「平均買付単価」を
計算しますか？毎月のガス代や電気代、野菜の平均買付単価を計算する人はほ
とんどいません。そもそも、「平均買付単価」は計算しづらく、理解しにくいの
で、考えない人が多いのです。

  何かのサービスや商品の広告についても考えてみましょう。新聞広告やテレビ
広告などは、「わかりやすく商品やサービスの魅力を伝えること」が重要で
す。限られたスペースや時間で、いかに商品やサービスの魅力を伝えるか、広告
作成に携われる方は、日夜必死に考えています。
 さて、商品やサービスの広告で「平均購入単価」を訴求している事例を
見たことがありますか？「このプランの場合、平均購入単価が●●円低くなりま
す！」などの広告です。私は見たことがありません。
 よく見るのは、「この家電製品は省エネなので、年間の電気量が総額●●円ほど
安くなります！」などの「総額」を訴求する広告です。
 もし、「平均買付単価」が一般のお客様に理解しやすいのであれば、モノやサー
ビスの広告で、「平均利用単価」の違いを訴求する方法が定着しているは
ずです。しかし、それがないのは、「平均買付単価」は一般の人にはわか
りにくいことの証です。

　「平均買付単価」は金融業界の都合の尺度です。お客様が「理解しやす
いか」どうかという視点が欠落しています。
　たしかに、税金を計算するには、平均買付単価が便利です。しかし、それは
運用を始めてしばらく時間がたった時に必要なもので、スタートする時の説明に適
したものではありません。
　お客様に、本当にドルコスト平均法の特徴を理解してもらいたければ、「平均買
付単価」は使うべきではありません。それはわかりづらいし、第3章で述べた通
り、ドルコスト平均法の特徴を説明できないからです。
　「投資の成績=量×価格」で、ドルコスト平均法の特徴を教えてあげましょう！

　携帯電話の料金プランを例に考えましょう。上の2つのプランがあったとしま
す。最近は定額制が主流ですが、少し前まで掛ける時間帯によって料金が変わる
プランが多かったです。（ラインなどもない時代の話です）
　これを比較する時、あなたはどの様に考えますか？例えば、学生などで日中よ
り、夜に友達と電話をよくする人は、夜の通話料金が安いプランAを選ぶでしょ
う。日中、仕事で頻繁に電話をかける人は、昼間の通話料金が安いプランBを選
ぶでしょう。
　この考え方は「料金=量（通話時間）×価格」がベースです。つまり、使う
お金の「総額」で考えています。
　この時、「平均買付単価」を用いて比較する人はどれほどいるでしょうか？プラン
Aの想定使用金額を計算し、想定使用時間で割って、電話料金の平均買
付単価を求めて、プランBの20円より高いか低いかを計算する方法です。
　「総額」の予想がついたら、そこからわざわざ、総利用時間で除して、平均利用
単価を求めるでしょうか？そんなことをする人は、ほとんどいないでしょう。そこま
でするのは、よほどマニアックか変わった人です。

【欠点】そもそも平均買付単価の説明は解りづらい

「平均買付単価」を訴求している広告を見たことあるか？

「平均買付単価」は、お客様のことを無視した
金融業界の都合による説明

　私達は日常生活で、「量×価格」をよく使います。「バーゲンで半額になった
ら普段より多く買える」とか、「野菜の値段が上がったから、少ししか買えない」な
どです。「量×価格」は「掛け算」なので、直感的に理解しやすいのです。
　一方、日常生活で「平均買付単価」を求めることはほとんどありません。「平均買
付単価」は「割り算」なので、直感的にも理解しづらいのです。

日常生活で「量×価格」をよく使うので馴染みやすい

携帯電話のプランを選ぶ場合



おわりに

　資産運用を自己責任ではなく、アドバイザー責任（損失補填がOK）にす
ると、金融商品が売れやすくなる分、トラブルも発生しやすいのです。ま
た、売れやすいので、スキルやモラルが低いアドバイザーも大勢出てきま
す。そうすると、詐欺まがいの提案が増え、結果として投資に関するトラブル
が多発してしまうのです。
　それが積み重なると、証券市場への信頼が低下し、社会的にも大きな弊害に
なります。実際、過去に証券業界が大口顧客の損失補填を行い、それが原因で倒
産し、一般投資家に多大な迷惑をかけた事もありました。「損失補填」は、社会的
に見ても、金融市場への信頼を低下させるので、絶対にしてはいけないのです。
　それゆえ、資産運用はお客様が最終的な損益の責任をとる「自己責
任」が原則なのです。それはアドバイザーが自己保身する為ではなく、お客様
を守るための社会のルールなのです。

　世の中には様々な職業があります。そして、各職業には社会から求められる
責任（社会的責任）があります。
　例えば、パイロットで考えてみましょう。あなたが飛行機に乗り、機内アナウンスで
「パイロットの●●です。今から当機は宙返りをします。ご安心ください。私、腕には
自信があります。上空1万メートルで宙返りするスリルをお楽しみください」と流れ
たら、どう思いますか？
　「そんなことは、やめて！」と思うでしょう。パイロットに、曲芸スキルや、スリルなど
求めてないからです。パイロットに対して「社会が求める責任」は「安全に、時間
通りに、目的地まで乗客を届けること」で、パイロットはその責任感を持って、
職務を全うすべきなのです。
　それでは、資産運用の「結果責任」を取れないし、取ってはいけない資産運用
アドバイザーの「社会的責任」は何でしょうか？資産運用のアドバイザーは、
何に対して、責任を負うのでしょうか？

資産運用アドバイザーの「社会的責任」は何か？

　もし、資産運用が自己責任でなかったらどうなるでしょう？アドバイザーが「損
を穴埋めしていい」となった時を考えてみてください。
　同じファンドを提案するアドバイザーが2人います。アドバイザーAは、「この
ファンドには、こういうリスクがあります。手数料はこの様になってます。投資は
自己責任です。」と、重要事項もリスクもきちんと説明して自己責任として提案
します。
　一方、アドバイザーBは「このファンドには、こういうリスクがあります。手数料は
この様になってます。ただし、ご安心ください。損をしても私が損した分は穴
埋めします。」と提案します。
　同じ商品を提案する場合、アドバイザーAとB、どちらの方が商品を売れるで
しょうか？当然、アドバイザーBです。「損失補てん」すると伝えた方が、簡単に金融
商品が売れるのです。
　しかし、「販売しやすいから」という理由で損失補てんを約束するアドバ
イザーが、本当に損失補てんするでしょうか？
　金額が少なければ、払えるかもしれません。しかし、本当に大きな損失が出た
場合や、リーマンショックの様に大幅な暴落が来て一斉に損するお客様が出た
時、アドバイザーの経済力的に穴埋めできないケースもあるでしょう。また、いざ
損失補填を求められた時、「そんな約束はしてない」と開き直るケースもある
でしょう。
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自己責任はお客様を守るルール

2人の資産運用アドバイザー

同じ商品を販売する場合、
どちらの方が売りやすい？

アドバイザーA アドバイザーB

自己責任は、お客様を守るためのルール

きちんとした
アドバイザー

　「はじめに」でも述べましたが、資産運用は「自己責任」です。最終的な損益
の責任は、お客様がとります。
　この「自己責任」の原則を、「アドバイザーの自己保身のため」と誤解し
ているお客様やアドバイザーが非常に多いです。お客様が損をした時、アドバ
イザーが「自己責任なんで・・・」と言うと、言い逃れの様に捉えられるパター
ンです。
　しかし、「自己責任」の原則は「アドバイザーを守るため」ではありません。それ
は「お客様を守るため」だからです。

「自己責任」という誤解

間違った
自己責任論

自己責任にしないと、怪しい勧誘が増え、被害が続出する・・・

〇 怪しい
アドバイザー×

パイロットの社会的役割は？

投資は
自己責任です

損したら、私が
損失補填します

損は私が損失補填します
つまり、あなたは損をする
リスクはゼロです。
絶対大丈夫です

こういう特徴の商品
です。こういうリスク
があります。投資は
自己責任です。

今から、宙返りしま～す！
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　私たちと共に、質と志の高いドルコスト伝道師を増
やし、ドルコスト社会を実現したい方は、ドルコスト協
会の入会をお待ちしています。詳しくは次のページを
ご覧ください。

　答えは、「説明責任」です。損益の「結果責任」を負うお客様が、適切に判断し
やすいように、「正しく説明する責任」を負います。それゆえ、良い面だけで
なく、リスクなども正しく伝えなければいけないのです。

資産運用のアドバイザーの「社会的責任」は「説明責任」

お客様の責任とアドバイザーの責任は違う
アドバイザー

アドバイザーはお客様が適切
に判断しやすいように正しく
説明する「説明責任」を負う

お客様は、利益が出ても、
損が出ても、「結果責任」を
負う

お客様

　「説明責任」を負う資産運用のアドバイザーは、「平均買付単価」の説明を
今すぐやめるべきです。第3章で述べた通り、それはドルコスト平均法の
特徴やリスクを何一つ説明できないからです。
　しかし、残念ながら今の日本で「平均買付単価」が定着しています。この状
況を変えなければいけません。あなたの周りで「平均買付単価」でドルコストを
説明しているアドバイザーがいたら、「投資の成績=量×価格」で説明するよう
に、教えましょう。

「平均買付単価」ではなく
「投資の成績=量×価格」で説明しよう

　「説明責任」を果たすのは決して簡単ではありません。ある意味、売上にブ
レーキをかけることに繋がるので、非常に高い倫理が求められるからです。
　例えば、あなたが寿司屋に行ったとします。カウンターに座って、大将にマグロ
を注文した時、「このマグロ、生モノだから、変な菌や虫がいるかもしれな
いよ。お腹下すかもしれないからね。それでもいい？」と言って、「マグロ
のリスクを理解し、自己責任で食べる承諾書」にサインを求められたら、ど
う思いますか？「こんな店で寿司を食べたくない」と思う人が多いでしょう。
　一般の社会生活では、ある程度の「自己責任」は当然で、いちいち説明しない
ことが多いです。お腹をこわすかもしれないと言って、寿司を売るのは非
常に大変です。そんなこと言わない方が、商売はしやすいのは当然です。
　しかし、資産運用のアドバイザーは、「結果責任」を負うお客様のため
に、正しく特徴やリスクを説明しなければいけないのです。それが売上に
ブレーキがかかることでも、言わなければいけません。　資産運用のアドバイ
ザーは、普通の職業では求められないレベルで「説明責任」負っています。それ
だけ高い倫理が求められるのです。

説明責任を果たすには高い「倫理」が必要

こんな寿司屋に行きたいか？

ドルコスト平均法協会
代表理事　星野泰平

　

　質と志の高いドルコストの伝道師が1人増えると、数十から数百のご
家庭にドルコストが広がり、それだけ将来お金で困る人が減ります。
　さらに、その人が「ドルコスト社会の実現」に共鳴し、ドルコスト勉強会を開い
てドルコストの伝道師を増やせば、レバレッジがかかり、さらに数百から数千の
世帯にドルコストが広がります。
　この様に、質と志の高いドルコストの伝道師の育成こそが、ドルコスト
社会の実現に繋がるのです。
　あなたの周りの仲間や同僚に、本レポートの内容を伝えて、質と志の
高いドルコストの伝道師を育成しましょう！そして、将来お金で困る人を
1人でも減らし、ドルコスト社会を実現しましょう！

質と志の高いドルコストのアドバイザーの育成が、
ドルコスト社会の実現につながる

ドルコスト社会の実現

　これまで、金融業界は目先の利益を優先し、ドルコストを本気で推進して
きませんでした。「間違いだらけのドルコスト説明法」が定着しているの
は、その証です。
　iDeCoや「つみたてNISA」が始まった今でも、ドルコストを積極的に推進
しているアドバイザーは、非常に少数です。もっとドルコストの伝道師を増
やさないといけません。単に増やすのではなく、「高い倫理」と「強い使命」を
併せ持ったドルコストの伝道師の育成が必要です。

「高い倫理」と「強い使命」を持ったドルコストの
アドバイザーを育成しよう

　ドルコストのアドバイザーは、高い倫理だけでなく強い使命も必要です。
　これから日本人のお金を巡る環境は厳しさを増します。収入がなかなか
増えない一方、増税や社会保険料の負担で、支出は増えます。将来もらえる年金
は減り、受取り時期も遅れ、寿命は伸びます。
　その環境の中、将来お金で困る人を1人でも減らすために、ドルコストを伝え
続けるには、強い使命も不可欠です。

ドルコストアドバイザーは「強い使命」も必要

高い倫理と強い使命が必要
アドバイザー

高い倫理

お客様が判断しやすい
ように、正しい説明をし
よう！

強い使命

将来、お金で困る人を1人
でも減らすために、ドルコ
ストコストを伝えよう！

変な菌が入ってて、腹壊
すかもしれないけど、自己
責任で！サインして！



　ドルコストで成功体験を積むと、大きな波及効果があります。　まず、一括
投資への波及です。ドルコストで、資産運用の「成功体験」をした人は、相続な
どで「まとまった資金」が出来た時、「一括投資」を自然にします。そうすると、さら
に運用資産の増大に繋がります。
　それだけではありません。ドルコストで成功して多額の退職金を受け取る事例
が身近にいると、「私も真似しよう！」と考える若い人が増えます。アメリカでは、若
い人が社会人になり、銀行に口座を作ると同時に、ドルコスト平均法を
スタートするのが一般的です。
　この様に、ドルコストの普及は、それが効率的な資産形成に繋がるだけでな
く、「一括投資」の促進や、「若者の自発的な実践」を生み出し、国民全体が資産
運用の果実を得られる流れを生み出すのです。
　国民の金融資産が増えると、消費の活性化・消費税や相続税など税収の
増加、景気の活性化につながります。ドルコストの普及は、個々人の資産
形成に役立つだけでなく、豊かな社会づくりに貢献する社会貢献活動
なのです。

　急速に進む高齢化により、年金・医療・介護などの日本の社会保障制度は、
今後非常に厳しい局面を迎えます。2000年に約78兆円だった社会保障給付
費は、2016年には118兆円、団塊の世代が75歳になる2025年には約148兆円まで
膨張し、その後も増え続けるのです。

　金融庁は重点施策として、「貯蓄から資産形成」を掲げ、長期・分散・積立による
資産形成（ドルコスト）を推奨し、iDeCoやつみたてNISA等の制度を創設し、ドル
コストの啓蒙・普及に精力的に取り組んでいます。
　ドルコスト平均法の推進は、国家の重要かつ緊急に対処すべき課題
になったのです。つまり、ドルコストの啓蒙・普及は国家的な課題の解
決行為であり、金融業界の新しい社会的な使命になったのです。

　これからの日本人
は、国に頼るのではな
く、自助努力による
資産形成が不可欠
になります。
　国も「自助努力によ
る資産づくり」を定着さ
せるために、ドルコスト
を推奨し、国民への
メッセージを強化して
います。

日本でもドルコストの普及は国家的な課題になった

P55

ドルコスト普及は豊かな社会作りにつながる

ドルコストの普及は豊かな社会を作る
ドルコストの普及で、国民の金融資産が増える

　この図はアメリカと日本の各国民が保有する投資信託の残高の比較です。
（赤がアメリカ、青が日本。単位は兆円）。
　日本は1990年以降の27年間で65兆円程度しか増やしていないのに
対して、アメリカは約1700兆円も増やしています。（為替は1ドル100円で計
算しています）
　現在、日本人の預金や保険なども含めた個人金融資産は約1750兆円です。つ
まり、アメリカの人たちは、1990年以降の27年で、日本人の金融資産に匹敵
する金額を投資信託だけで増やしたのです。

27年間で大きく差がついた日米の個人金融資産 

のご案内ドルコスト平均法協会

何のためにドルコストを伝えるのか？
～ドルコスト社会を実現するために～

約1700兆円増加!!

日米の投資信託協会より作成
1990年 2017年

46 106 111

1875

日米の投信残高の推移
（兆円.1ドル=100円換算）

　この差が生まれた要因は何でしょうか？複数の要因がありますが、一番重要
なのが「ドルコストの普及」です。アメリカでは1990年以降、ドルコストが一般
世帯の資産づくりの手法として広がり、結果として約7割の世帯に普及しました。

アメリカにはドルコストの成功者が大勢いる

日米の投信残高の推移
（兆円.1ドル=100円換算）

約1700兆円増加!!

日米の投資信託協会より作成
1990年 2017年

46 106 111

1875

約半分は
ドルコストで
積上っている

・ドルコストによる資産形成の成功
・成功体験を積み、一括投資への波及
・若い人が、真似してドルコストを開始…

豊かな経済社会につながる

・消費が活性化。景気を刺激
・消費税、相続税などの税収増加

　ドルコストが広がった結果、投資信託の残高のうち、約半分は「ドルコスト
平均法」で積み上がりました。しかも、401k（日本でいう確定拠出年金）
や、IRA（日本でいうiDeCo） など、1人あたりの掛け金に上限がある制度で、そ
れだけ積み上がったのです。
　この間、アメリカの株価は約10倍になりました。つまり、アメリカにはドルコ
ストで資産形成に成功した人たちが、大勢いるのです。

65歳以上人口

20～64歳人口

高齢者1人を支える現役世代の人数

1970年 2010年

8.58.5人 2.6人2.6人

2050年

1.2人1.2人
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ドルコスト平均法普及の課題とは？
課題1. ドルコスト平均法を理解している人材の不足

　

日本人のお金を巡る環境は非常に厳しくなる

　私は、この2つの課題を克服し、日本をドルコスト社会にするために、ドルコスト
平均法協会を設立しました。
　1つ目の課題「ドルコストを理解している人材不足」を解決するために、「星野式
ドルコスト説明法」を習得する人材を育成します。「投資の成績=量×価格」の
公式を用いて、提案時だけでなく、リバランス、出口戦略まで含めて、体系的に理解
し、アドバイスできる人材を育成します。ドルコスト平均法アドバイザー検定を
実施し、協会認定のドルコスト平均法アドバイザーを育成します。
　2つ目の課題「ドルコストを伝える人材不足」を解決するために、本気でドルコ
ストを広めようとする人材を育成します。想いを同じくする仲間を増やし、
その仲間がさらにメッセージを発信することで、志の高いドルコストの伝
道師の輪を拡大させます。高い倫理観と、強い使命観を兼ね備えたドルコスト
平均法の伝道師を増やし、力強くドルコスト社会の実現に向けて進んでいきます。

ドルコスト平均法協会を設立した理由

　このままでは、将来お金に困る人が続出します。そういう人を1人でも減らす
ために、ドルコストを伝える必要があります。

　しかし、ドルコスト平均法の普及には2つの大
きな課題あります。
　1つ目の課題は、ドルコスト平均法の特徴
やリスクを理解し、適切に説明できる人材
の不足です。
　現在の金融業界には「平均買付単価が下
がる」という間違った説明が定着していま
す。この説明は、ドルコスト平均法の重要な
特徴やリスクを全く説明できないので、今
すぐやめるべきです。

　私が10年以上の歳月を費やし生み出した星
野式ドルコスト説明法は、「投資の成績=量
×価格」を用いて、ドルコスト平均法の重
要な特徴やリスクなどを全てを体系的に説
明できます。
　お客様に正しくドルコスト平均法を伝えるた
めに、「投資の成績=量×価格」を用いて説明で
きる人材を育成する必要があります。

パンローリング　
2011年12月

積立投資について、あ
りとあらゆる角度から
徹底した検証した結果
を解説。一括投資との
比較で、積立投資を徹
底解説。上級者向け。

積立投資のすべて
きんざい　
2015年12月

積立投資の説明のポイ
ントを解説した金融業
界の関係者向け書籍。
金融機関の研修教材。
プロ向け。

積立投資のススメ方

講談社
2010年12月
V字グラフなど、つみた
て投資の特徴をクイズ
形式で丁寧に解説。星
野泰平の「つみたて投
資研究記」も収録。初
心者向け。

半値になっても儲かる「つみたて投資」
講談社　
2015年11月
これまで説明されてこ
なかったつみたて投資
の終盤の重要性を解
説した書籍。つみたて
投資を疑似体験する内
容。中級者向け。

終わりで大きく儲かる「つみたて投資」
（社）ドルコスト平均法協会　
代表理事
星野泰平（ほしの やすひら）

資産形成層でも取り組みやすいドルコ
スト平均法（積立投資・定時定額投資）
の研究に10年以上従事。

　これまで説明されてこなかったドルコスト平均法の特徴やリスクを、「投資の成績=量×価
格」の公式で体型化して、「星野式ドルコスト説明法」を考案。多数の金融機関にドルコスト平
均法の伝え方等を研修・指導する。

　日本をドルコスト社会にするため、ドルコスト平均法協会を設立。圧倒的に不足しているド
ルコスト平均法の伝道師を育成し、ドルコスト社会の実現を目指す。また、世界に「星野式ド
ルコスト説明法」を伝えて、世界のドルコストの説明の「再定義」を目指す。

著作物

設立者紹介 ご入会について、詳しくは次のページをご覧ください

　最も多くの人が取り組めて、資産作りの役に立つのに、最も誤解され、
最も提案されていないドルコスト平均法。
　この価値のある資産作りの方法を日本に広めることは、日本人1人1人の老
後の資産不足解消になるだけでなく、日本社会全体の富の増大に貢献し
ます。国民の富が増えれば、消費が刺激され、景気が良くなり、税収も増え、豊か
で明るい社会につながります。
　ドルコストの啓蒙・普及は新しい国家の課題になりました。その国家的な課題
の解決に向けて、ドルコスト平均法を啓蒙・普及し、またドルコストの伝道師を
増やしていきましょう。そして、日本をドルコスト社会にしましょう！
　上記の趣旨に賛同し、私たちと一緒に活動する方のご入会をお待ちし
ています。

国家的課題を解決し、日本をドルコスト社会にしよう！

一般社団法人 ドルコスト平均法協会
代表理事 星野泰平

　今はiDeCoや、つみたてNISAが
始まり、その頃に比べれば、提案は
増えました。しかし、ドルコスト平均
法で収益を稼ぐのは現実的に厳し
いので、本気でドルコスト平均法
を推進している金融機関はまだ
少数です。ドルコストを広く普及す
る為に必要なドルコストの伝道師
が圧倒的に不足しているのです。

金融機関でドルコスト平均法の
営業をしていたら怒られる

今月の
数値足りない！

　2点目の課題点は、ドルコスト平均法を伝える人材の不足です。これまで、
金融業界はドルコスト平均法をお客様に対して、積極的に推進してきませんでし
た。全国の銀行や信用金庫などの356の金融機関で、投資信託のドルコスト平
均法サービスを利用しているお客様は、各支店で1年に1～2人程度しか増えて
いませんでした。（1998年～2014年）

課題2.ドルコスト平均法を伝える人材の不足

　給料が右肩上がりで増え
続ける時代は終わりました。
預金だけで増える時代も終
わりました。
　消費税などの各種税金や社
会保険料は今後、さらに上がり
続けます。　
　日本人をめぐるお金の環
境は非常に厳しくなるのは確
実です。

日本に定着してしまった

「間違いだらけ」の
ドルコスト説明法とは？

ドルコスト平均法協会 代表理事
星野泰平

約650社を徹底リサーチ！正しい説明をしている金融機関は1社も無い事実！

「平均買付単価」を撲滅して、顧客本位のきちんとした説明を広めよう！

「平均買
付単価」

を撲滅し
よう！
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　・星野泰平が作成したドルコ
スト平均法を伝えるのに役立
つグラフ・コンテンツをご利用
いただけます。セミナーや面談
での説明にご活用ください。
　・コンテンツバンクには、星
野泰平の最新のセミナー資料
や、会員コラムで紹介したグラ
フなど500種類以上のコンテン
ツが収録されています。随時
アップデートして行きます。

　・星野泰平が書き下ろしたドルコストの
推進に役立つコラムを購読できます。
　・海外のレポートや、金融業界の最新情
報などを星野泰平が独自の視点で
解説しています。（1週間に2,3本程度、更
新予定です）
　・会員限定コラムは、650記事以上収録
されています。（2020年9月1日現在）。

　・累計発売部数18万部の「ド
ルコストを伝える小冊子」や、ド
ルコストマグカップ、ドルコストポ
ロシャツなど、ドルコスト平均法
協会が販売する各種商品を購入
いただけます。

　

　

1. ドルコスト平均法を正しく積極的に伝える
2. ドルコスト平均法を「量」の視点で説明する
3. ドルコスト平均法のリスクをしっかり伝える
4. 過度に期待や不安を煽らない
5. 伝え手不足を解消する為に会員を増やす

私達の使命

ドルコスト社会の実現
ドルコスト平均法で幸せな人を増やし、
豊かな社会作りに貢献する

　ドルコスト平均法協会の会員特典についてご紹介します。ドルコスト平均法協会のご入会をお待ちしています。

ドルコスト協会の会員特典について

協会概要について

【1】  コンテンツバンクを利用可能

【2】  会員限定コラムを購読可能

【3】  「ドルコストを伝える小冊子」などの
　　　　　　ドルコスト協会が販売する商品を購入可能

名称

代表理事

住所

連絡先

受付対応時間

一般社団法人 ドルコスト平均法協会

星野 泰平

〒103-0027　
東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F 

info@dca23.com

平日 AM10:00 ‒ PM17:00  土日祝日はお休みです

　会員Noが記された会員証
を発行します。会員証を見せ
て、「ドルコストの伝道師」と伝
えましょう！また、ドルコスト平
均法協会 会員と肩書きの利
用もご利用いただけます。

　・ドルコスト平均法検定に合格後、
ドルコスト平均法アドバイザーとして
認定されます。（受験は会員でない方
も可能ですが、合格には会員登録が
必須になります）

　・ドルコスト平均法協会の
名刺を作成可能です。（有料
になります）
　名刺を作れば、ドルコスト
平均法の伝道師としてPRでき
ます。

【4】  会員証の発行・肩書きの利用が可能

【5】  ドルコスト平均法検定に合格後、
　　　             ドルコスト平均法アドバイザーとして認定

【6】  名刺を作成可能（有料）

入会料金：5,500円（税込）
月額会費：1,078円/月（税込）
ご入会は、ドルコスト平均法協会HPから！
http://dca23.com

当協会会員の5つの基本指針

ドルコスト平均法協会について 会員2,000名 突破しました！

ドルコスト平均法の伝道師は、まだまだ足りません。
将来、お金で困る人を1人でも減らす為に、ドルコスト平均法を広め
ましょう！
そして、ドルコスト社会を実現しましょう！ご入会、お待ちしています！



P58

【1】世界経済の成長力を伝える（需要サイド） 

　会員向けコラムは、星野泰平が日本だけでなく海外も含めて様々なレポートや
統計などから考察した内容などを書き下ろしています。

会員限定コラムについて
（1） 希少価値の高い情報/視点を厳選して紹介

会員限定コラムのタイトル例
　目的別に6つの種類で執筆しています。（累計650本以上。2020年9月1日時点）

　

ドルコスト平均法協会のロゴについて
薪を拾い勉強する「勤勉な少年」の本当の活躍とは？

　二宮金治郎といえば、薪を背負って勉強している「勤勉な少年」の象徴と
して知られています。全国の小学校等で銅像になっているので、見たことがある
人も多いでしょう。
　しかし、彼の本当の功績はほとんど知られていません。彼は、江戸時代後
期、飢饉や天災が続いた頃、食料不足に苦しむ約610の村々を再生させた
のです。二宮金治郎（成人後の名前は二宮尊徳）は、ある「考え方」を村民たちに
伝えて、貧困に苦しむ村を再生し続けました。

　日本は今後、本格的に高齢化を迎えます。年金や医療などの社会保障制度の
受給バランスは、深刻なレベルに悪化します。公的年金の受給額は減り、現役世
代の負担は増え、支給開始年齢もさらに上がります。このままでは、20年後の日
本は、今とは比べものにならないほど貧困で苦しむ老人が溢れ出ます。
　だからこそ、現代版「分度推譲」と言えるドルコスト平均法を地道に伝
える人材、現代の「ニノミヤキンジロウ」が必要です。当協会は、ドルコス
ト平均法を啓蒙・普及する現代版「キンジロウ」を育成し、増やします。
その思いを込めて、キンジロウロゴを作りました。

全国に、現代の「キンジロウ」を増やそう

　彼は「分度推譲」と言う考え方を広め、村民に実践させました。「分度」と
は、「使えるお金の限度額を決め、支出を収入の範囲内に抑えること」
です。「推譲」とは、「残りを将来などのために残したり、再投資すること」
です。
　将来のために残す部分を決め、支出を収入に見合った範囲に収めるのは、ド
ルコスト平均法と同じです。彼は貧困に苦しむ村人たちに、「分度推譲」の大
切さを説き、人々に実践させて610の村々の再生に貢献したのです。

二宮金治郎が村人に伝えた「分度推譲」

将来のために残す部分

度をわきまえた支出に抑えること

推譲

分度

分度推譲とは
・世界経済の成長力を支える「掛け算」の威力　

・世界経済の成長を構成する「3つの要素」とは？

・2025年に向けて42億人に増える「消費者人口」

・世界経済の約6割は●●が消費している

・新興国の消費は15年間で2.5倍拡大する

・今後の世界人口は99%新興国で増える

・インドの出生児の数は日本の何倍か？　

・世界の人は、飛行機に乗って移動しまくっている

【2】世界経済の成長力を伝えるグラフ（供給サイド）  
・世界経済を成長させるイノベーションの力とは？

・生産性が上がると●●●が出てくる

・1989年のランキングから激減した業種とは？

・世界的に見ると金融業界は成長産業

・世界経済を牽引する起業家は日本より圧倒的に

　海外で生まれている

・創業19年で世界時価総額2位！googleが起こし

　たイノベーションとは？

【3】日本経済の環境を説明する
・日本社会に重くのしかかる「掛け算」の負担

・「掛け算」の威力で膨張を続ける社会保障給

　付費

・日本の社会保障制度の見落としがちな視点

・日本の年金制度を作った頃の厚生省の考え方

・日本の企業をじわじわと苦しめる社会保険料

・社会保険料率の増加が企業に与える影響

・戦後から119倍上がった1人当たり国民医療費

・昔は3%だった厚生年金保険料

【4】投資家心理を説明する
・マーケットの大幅な下落は2度美味しい

・投資家が投資をやめてしまう理由の第1位は？

・相場下落時にドルコストを辞めてしまう投資

　家達

・投資家を守るのがアドバイザーの役割

・日本人がドルコストに向いている理由

・ライフプランを考えるのは本能に背く行為

・「複利効果の説明」の落とし穴とは？

・世界の投資家が株式に投資する時に持つ癖

　とは

【5】海外の金融業界 / 投資状況を説明する
・アメリカの投資家の20代と60代の株式保有比

・貯金が苦手すぎるアメリカ人　

・先進国31ヶ国の年金ファンドの資産配分

・先進国の年金支給開始年齢

・多くの先進国でも株式が資産を増やしてきた  

　事実

・先進国の半分の国で強制加入の私的年金制

　度がある意味

・アメリカ人も8割は「元本確保型」を選択して　

　いた

【6】日本の金融業界 / 投資状況に関するグラフ
・検索数で理解する「確定拠出年金」の本当の姿

・確定拠出年金の「新規性」に関する2つの問題点

・確定拠出年金と日経平均の関係について

・確定拠出年金の「悩みの深さ」について

・「日本の投資信託のコストが高い」は本当か

・パワーアップした金融庁のメッセージ

・ドルコストと個人保険の圧倒的な差

・ドルコスト平均法の認知度は？

　コラムに掲載されている図表を、セミナー資料・プレゼン資料などに利用いただ
けます。コラムに掲載した図表は、随時「コンテンツバンク」にアップロードしていき
ますので、常に新しいコンテンツを利用可能です。
　「お客様に伝えたくなる切り口」で、星野泰平が独自の視点で作成した図表をセ
ミナー資料・プレゼン資料にご活用くださいませ。

（3） 掲載図表を、セミナー・プレゼン資料などに利用可能

　各コラムは、過去のコラムと関連づけられて書かれています。構造的に学べる
為、理解が深まります。このコラムを読み続ければ、アドバイスの質は確実に上昇
します。

（2） 構造的・体系的に解説
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ドルコスト平均法検定について

　このひどい状況は、日本の金融業界には、有識者と呼ばれる人達にも「ドルコ
ストを正しく理解している人がいない」ことを意味します。
　もし、「ドルコスト平均法」を正しく理解している人が、各金融機関や金融庁に
数人いれば、「このパンフレットの説明はおかしい」と声があがり修正されるで
しょう。
　しかし、1社も正しい説明をしていません。全国の金融機関や、それを監督
する金融庁が間違った説明をしていることこそが、「ドルコスト平均法を
正しく理解している人材がいない」ことの証なのです。

日本の金融業界には、ドルコスト平均法を
正しく理解している人材がいないのが最大の問題

間違いだらけの「ドルコスト説明法」が定着している
　残念なことに、今の日本の金融業界にド
ルコスト平均法の間違った説明が定
着しています。2018年に銀行・証券会社・
信用金庫・労働金庫など658の金融機関
のドルコスト平均法の説明状況を調べ
たところ、ドルコスト平均法を正しく説
明している金融機関は1社もありませ
んでした。
　金融機関だけでなく、日本証券業協会、
投資信託協会、さらには金融庁などの公
的な組織まで含めて全て間違った説明を
してます。

アドバイザーはドルコスト平均法を正しく説明する責任がある

　ドルコスト平均法を含めて、資産運用の原則は自己責任です。儲かろうが
損しようが、お客様が最終的な結果責任を負います。
　それでは、資産運用のアドバイザーはどの様な責任を負うのでしょう？
答えは、説明責任です。最終的な損益の責任を取るお客様が、適切に判
断しやすい様に、特徴やリスクなどを正しく説明する責任です。 間違った
説明をされても、最終的な結果責任を負うお客様にとって迷惑です。
　これからの日本人は自助努力による資産形成は不可欠になります。だからこそ
ドルコスト平均法を多くの人に伝える必要があります。
　そのためには、正しくドルコスト平均法を理解しているアドバイザーの
育成が急務です。そこで、ドルコスト平均法検定で、正しくドルコスト平均法を理
解している人材をドルコスト平均法アドバイザーとして認定します。

正しい説明

結果責任を負うお客様が、適切に判断できる様に、
アドバイザーは、正しく説明しなければいけない

アドバイザー

アドバイザーは「説明責任」を負う お客様は「結果責任」を負う

お客様

ドルコスト平均法には、この様な特徴があり
ます。また、こういうリスクがあります。

わかりやすい説明をありがとう。自己責任
だから、しっかり考えて、判断します。

ドルコスト平均法検定
「平均買付単価」の説明は、もうやめよう！

ドルコスト平均法検定について、
詳しくはHPをご覧ください！
http://dca23.com/dorukosutokentei/

　次の2冊とオリジナルテキスト（2冊）が検定テキストになります。下2冊は
Amazonなどで各自ご用意ください。オリジナルテキストは、受験案内と合わせて
郵送します。

パンローリング　
2011年12月

積立投資について、あ
りとあらゆる角度から
徹底した検証した結果
を解説。一括投資との
比較で、積立投資を徹
底解説。上級者向け。

講談社
2010年12月
V字グラフなど、つみた
て投資の特徴をクイズ
形式で丁寧に解説。星
野泰平の「つみたて投
資研究記」も収録。初
心者向け。

積立投資のすべて半値になっても儲かる「つみたて投資」

検定のテキストについて

ドルコスト平均法の基礎 ドルコスト平均法の詳細な検証

　名刺などの肩書きに、ドルコスト平均法アドバイザーと記載いただく事も
可能です。
　質と志の高いドルコスト平均法の伝道師になる第一歩として、ドルコ
スト平均法検定を受験してください。そして、合格してドルコスト平均法アド
バイザーとなり、お客様に正しくドルコスト平均法を伝えましょう！

　ドルコスト平均法検定に合格し、
ドルコスト平均法協会の会員にな
ると、「ドルコスト平均法アドバイ
ザー」として、認定されます。
　認定アドバイザーには、認定
カードが送られます。

ドルコスト平均法アドバイザーになろう

受験資格

試験形式 

試験時間

受験料金

試験テキスト

合格基準

認定証の発送

受験日について

ドルコスト平均法の業務に携われる方はどなたでも可（ただし、合格後に認
定されるには会員登録が必須。一般の方の受験はお断りしています。

Web受験になります。PCやタブレットから受験してください。試験当日のAM 10:00
～PM 14:00に、PCから検定サイトにログインして、受験を開始してください。

60分

27,000円（税込）（Web受験料）
※ 不合格で再受験の場合は5,400円（税込）

指定テキストをAmazon等でご用意ください。
補足テキストは別途お送りします。

合格後、ドルコスト平均法協会の会員に登録完了後に、ドルコスト平均法ア
ドバイザーの認定証を発行します。 （会員登録まで、郵送手続きがあるため、
1週間程度かかります）

毎月最終週の火曜日 （お休みの場合は翌営業日） *最終週の火曜日が月末
の場合は、前の週の火曜日に変更となります

70点（100点満点中）

日本に定着してしまった

「間違いだらけ」の
ドルコスト説明法とは？

ドルコスト平均法協会 代表理事
星野泰平

約650社を徹底リサーチ！正しい説明をしている金融機関は1社も無い事実！

「平均買付単価」を撲滅して、顧客本位のきちんとした説明を広めよう！

「平均買
付単価」

を撲滅し
よう！
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投資して
値下がりしたら
損をする

商品の成績が
重要

投資を始める
タイミングが大切

誤解
①

誤解
②

誤解
③

■月額利用料
個人/法人(1ユーザー)の方:5,500円/月
法人(2ユーザー)の方:8800円/月
法人(それ以上):お問い合わせください

じぶん年金ゲームを使うと、
お客様が持つ「3つの誤解」を簡単に解けます！

正しく楽しくドルコストを説明できていますか？

こんな悩みはありませんか？
・お客様に楽しくわかりやすくドルコストの説明をしたい！
・お客様に正しくドルコストの特徴やリスクを説明したい！
・オンラインでも、お客様に喜んでもらえるドルコストのプレゼンをしたい！
・マネーセミナーのコンテンツを差別化したい！
・マネーセミナーやDC教育で楽しくドルコストを説明したい！

そういう悩みをお持ちの方は、

じぶん年金ゲームがオススメです。

じぶん年金ゲームを使うメリット
プレゼンの「型」があるので、再現性が高く誰でも実演できる

15分のプレゼンで、投資の3大誤解を解き、ドルコストのファンになってもらえる

15分のプレゼンで、ドルコストの特徴をきちんと説明できる

ドルコストのリスクと対処方法を説明することで、担当者の重要性を伝えられる

オンライン面談でも使える

「ゲーム」という言葉で、お客様やセミナー参加者に興味を持ってもらえる

ランダムゲーム・オプションプレゼンを使うと、さらに高度なプレゼンが可能

面談・マネーセミナー・DCの教育などに使える

積立投資の第一人者：星野泰平が開発

じぶん年金ゲームは初期費用無料！
1ヶ月お試し無料でご利用いただけます！
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“渡すだけ”で勝手に教育してくれる 「次に会うまでに、読んでおいてください！」と手渡すだけでOK！
18万部突破！すごく売れてます！！

星野泰平書き下ろし
ドルコスト平均法 小冊子
□　教育効率を上げたい方
□　より簡単に多くの方に伝えたい方
□　興味ある人を効率よく見つけたい方

もっと上手く、効率よくドルコスト平均法を伝えることはできないだろうか？

こんな悩みを抱えている方は多いと思います。
　そういう方にお勧めなのが「小冊子」です。小冊子は「渡すだけ」でいいので、非常に簡単に
教育が出来ます。小冊子を使うメリットを5つ紹介します。

①小冊子は、相手の都合に合わせて伝えられる
　小冊子は渡しておけば、あとは相手が都合のよい時に、読んでくれます。興味がある人はじ
っくりと、少し興味がある人はさっくりと読んでくれます。
　いちいち、面談をして時間や場所を決めないでも、相手が読みたい時に、読みたいレベル
に合わせて無理なく教育できるのです。

②時間の成約を取り払うことができる
　時間は有限です。1日に24時間しかありません。実際に、ドルコストの説明に割ける時間は
さらに限られるでしょう。
　小冊子を使うことで、その時間の制約を取り払うことができます。渡しておくだけで、後は相
手の都合の良い時に、興味のある範囲で読んでいただけるからです。小冊子はあなたが持っ
ている時間の制約を取り払って、あなたの知らない間に説明してくれます。

③紹介や展開が広がる
　勉強会を開催しようとすると、それなりに手間がかかります。職域で開催するにも、準備をし
たり、集客したりと運営側もそれなりの負担がかかります。
　代わりに、小冊子を渡して「配ってもらうように依頼」したらどうでしょうか？興味のある人は
読んでくれます。
　興味のない人は、仮に勉強会を開催できたとしても参加しませんし、無理やり参加してもら
ってもほとんど聞かないでしょうし、あまり意味がありません。
　結局、興味のある人に伝えるなら、小冊子でも十分効果的ですし、効率もいいですし、スピ
ーディーで楽なのです。

④興味のある人を効率よく探せる
　小冊子を使うと、ドルコストに興味のある人を選別できます。興味がない人は、渡しても読
みませんが、興味がある人は読んでくれます。そして、読んでくれた人からの質問や問い合わ
せは、具体的なものが多いのです。
　興味がない人を振り向かせるのは、一番大変な作業です。興味がある人を効率よく探すた
めに、小冊子は威力を発揮します。

⑤最初のメッセージになる
　あなたは「なんでも相談してください」などと言ってませんか？今の時代、何でもできるは何
もできないことを意味します。
　小冊子を使えば、「私はこの冊子に書いてあることを伝えています」と一言添えて渡すだけ
で、いいのです。
　また、メッセージを出すことで、「私はそれには関心はないけど、これに関心があるの・・・」な
どと反応を引き出すことができます。メッセージを持つ人には、反応が返ってくるのです。
　小冊子を活用するだけで、どこにでもいる平凡な人ではなく、信念を持ち、メッセージを持
ったエキスパートになれます。

　以上が小冊子を使う5つのメリットです。伝達効率、教育効率、時間効率を考えた時、小冊子
は大きな力を発揮します。
　私自身、以前に小冊子を作り、使っていた経験があるので、その効果を確信しています。リー
マンショックの中、ドルコストが伸びた大きな要因に「小冊子」の展開力があったからです。 ※金融機関はじぶん年金ゲームを導入頂くと、小冊子をご購入頂くことが可能です。

※1000部以上など大口でのご注文の方は割引もあります。お問い合わせください。

■料金（税込）　小冊子は会員のみ購入可能

20冊

50冊

100冊

200冊

300冊

540円

1冊料金 送料 価格（総額）

432円

324円

302円

302円

1,200円

1,500円

1,800円

3,600円

5,400円

12,000円

23,100円

34,200円

64,000円

96,000円

　小冊子は非常に便利ですが、ゼロから作成するのは大変です。構成を考えて、ライティング
してみても、質が低くて「この人の文章、読みづらい・・・」と思われたら逆効果です。
　そこで、その負担をなくすために、ドルコスト平均法に特化した書籍を4冊執筆し、他にも
多数のドルコスト平均法に関する連載や原稿を執筆してきた星野が書き下ろしました。これ
を使えば、ゼロから作る必要はありません。構成を考え、原稿を書いたりする必要はありませ
ん。余計なことに時間を取られる必要もありません。

　私が書いた小冊子と、他の人が書いた小冊子の最大の違いは、メッセージが持つ「共感」
の差です。メッセージに「共感」してくれた方は、あなたの仲間になってくれます。
　手前味噌になりますが、私が独立後、ドルコスト平均法のテーマだけで、上場企業、大学、
地方公共団体、金融機関、各種団体などから、数百本の講演に呼ばれたのは、ほぼ全て私の
メッセージに「共感」していただいた方からのご紹介です。

　私のメッセージに「共感」して頂けた理由は、おそらく2006年から10年以上、誰も見向きも
しないドルコスト平均法に本気で向き合った経験があるからだと思います。
　そこには、数え切れないほどの不安、苦しみ、葛藤、悩み、失敗、挫折があり、その数だけ「次
はこうしてみよう」というトライアンドエラーの積み重ねがあるからです。
　どうすれば、ドルコスト平均法をわかりやすく伝えられるか。このテーマに、真摯に向き合っ
た経験の積み重ねが、「共感」を生むと私は信じています。
　そして、数百回の講演の中で、毎回小さな改善を重ねて、「いいね！」と言ってもらえるメッセ
ージに磨き上げてきました。

　この小冊子は、私の10年間の経験を結晶化した産物です。そして、私の積み上げてきた経
験を「ドルコスト平均法をしっかり伝えたい」という志を同じくするあなたにも使ってもらいた
いと考え、今回、小冊子を作ることにしたのです。
　この冊子は2ステップで教育をします。前半は文字を少なくして、あまり関心がない人でも
抵抗感少なく読んでもらえるようにして、基礎教育をします。
　後半は、ある程度関心をもってくれた人を、さらに動機付けするために、18のテーマのコラ
ムを紹介しています。どれもこれまでの経験上、反応がよい切り口なので、きっと気に入っても
らえるテーマがあるはずです。
　
　かなりこだわって作った冊子ですが、皆さんご自身で作るより、安くご利用いただけます。
私の本を何冊も買い込み配っていただいている方もいますが、小冊子の方が負担ははるか
に少なくなります。
　小冊子は教育効果が抜群で、かつ、コストパフォーマンスに優れた教育ツールです。一度、
試しに配ってみてくさい。お申し込みをお待ちしています。

ドルコスト平均法協会　
代表理事　星野泰平　



平均買付単価を
撲滅しよう！




