
お客様に喜んでもらえる！

星野式
ドルコスト説明法

ドルコスト平均法協会 代表理事
星野泰平



　今後、日本は本格的な高齢化時代を迎える中、公的年金だけに頼らず、自助努力による資産作りの必要性が高
まります。

　そのじぶん年金作りに欠かせないのが、ドルコスト平均法です。これからの FP や資産運用のアドバイザーは、
ドルコスト平均法について、アドバイスする機会が増えるでしょう。

これまでのドルコスト平均法の説明は問題が多い

　しかし、これまでのドルコスト平均法の説明は問題があります。

　1つ目は平均買付単価の問題です。「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
か買わないので、平均買付単価を押し下げる効果がある ( 平準化される )」といった説明が定着しています。しか
し、この説明は問題があります。その点について、本書で解説します。

　2つ目は、リスクの説明についての問題です。ドルコスト平均法には幾つかのリスクがありますが、それが過少
評価されたり、逆に過大評価され、適切に説明されていません。

　過少評価されているリスクの典型例は、ドルコスト平均法の終盤のリスクです。複利効果はイメージを伝える
のに便利ですが、一方でその弊害として、将来高まるリスクがほとんど伝わりません。

　過大評価されているリスクは、スタートのタイミングのリスクです。ドルコスト平均法のスタートのタイミング
は、投資の成績全体に与える影響は軽微ですが、その点も説明されてきませんでした。リスクをきちんと伝えるの
に、従来式は向いていないのです。

　3つ目は、本来のドルコスト平均法の本質的な特徴が説明できてない問題です。ドルコスト平均法は、下落時の
安心感や、続けるストレスの低さ、いつ始めても良い安心感など、数値化できない価値が多数あります。しかし、
従来式ではそれらが伝わりません。

10年間の試行錯誤を経て生み出した「星野式ドルコスト説明法」

　私はこの 10 年間、ドルコスト平均法の研究を重ねてきました。最初は小さな証券会社の営業担当者として、そ
の必要性と可能性を感じ、面談での説明や検証を繰り返してきました。

　独立してからも検証を続け、ドルコスト平均法に特化した書籍を4冊執筆し、講演も300 回以上呼んで頂きま
した。

　また、大手銀行、証券会社、保険会社、地銀、運用会社、信金、労金など約 20 の金融機関の研修、講演、イーラ
ーニング作成、コンテンツ提供を行いました。

はじめに
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　それらの経験を積み重ねて、お客様に質の高いドルコスト平均法の説明をするために、その方法やポイントを
体系化したのが、本書で紹介する「星野式ドルコスト説明法」です。

「星野式ドルコスト説明法」の3つの特徴

「星野式ドルコスト説明法」は大きく3つの特徴があります。

1. 「投資の成績=量×価格」を用いる

　星野式は公式「投資の成績=量×価格」を用います。この式を用いることで、これまで説明されてこなかった
ドルコスト平均法の様々な価値や特徴、リスクやその対処方法を説明することができます。

2. 平均買付単価は使わない

　「星野式ドルコスト説明法」では「平均買付単価」は用いません。本書でその理由について、解説します。

3. クイズを使う

　「星野式ドルコスト説明法」は架空の商品を使ったクイズを用いて説明します。クイズを使うことで、視覚的に
説明できます。

　また、クイズ=質問なので、お客様に考えてもらうプロセスを挟むことで、気づきを与えやすくなります。

　しかし、クイズを使う本当の目的は、もっと深い意味もあります。本書の 5章で、「星野式」が生まれた理由、根底
にある思想を解説しています。少し難しいのですが、じっくり読んでみてください。

お客様もアドバイザーも両方が幸せになる説明法

　「星野式ドルコスト説明法」を使うことで、投資家も、アドバイザーも両方が幸せになれます。相場の下落時
もお客様が不安にならず、安心して続けてもらえます。お客様が不安にならずに、安心して続けてくれると、
アドバイザーも幸せです。「量」の視点を持つことで、お客様もアドバイザーも双方が幸せになるのです。

　「星野式ドルコスト説明法」をマスターして、将来資産不足に困る人を減らして、幸せな人を増やしていき
ましょう。
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「星野式ドルコスト説明法」の基本編は 3ステップで説明します。

STEP1：値下がり安心効果

(1)「半値になっても」のクイズを出す
　これは架空の投資信託の値動きです。スタート時の価格
は 10,000 円です。しかし、運用を始めた後、徐々に値下がり
を始め、7年後には、2,000 円まで下落しました。スタートし
た時の 1/5 の価格です。その後上昇し、10 年後、5,000 円ま
で回復しました。終値は、スタート時の半値です。

　この投資信託にドルコスト平均法をしたらどうなるでしょ
う？毎月1万円ずつ投資すると、1年間で 12 万円、10 年間
の投資金額は合計 120 万円になります。グラフの様な値動
きをする投資信託に毎月1万円ずつ 10 年間ドルコスト平
均法をした場合、10 年後、お客様の 120 万円はいくらにな
るでしょうか？次の選択肢からお選びください。

　いかがでしょう？正解は③です。投資した商品の価格が半値になっても、利益が出ているのです。
　仮に、ドルコスト平均法ではなく、最初に120万円を一括して投資した場合、10年後は半分の60万円になっています。
　しかし、ドルコスト平均法だと利益がでます。ここで、投資した商品の価格が下がっても利益がでた理由をお客様に説明す
るためにドルコスト平均法の公式「投資の成績=量×価格」を使います。

(2)ドルコスト平均法の公式を3つのポイントで説明する

　ドルコスト平均法の公式「投資の成績=量×価格」を解説します。
ドルコスト平均法の成績は、金融商品を買い込んだ「量」と、それを評価(売却)する「価格」の掛け算で決まります。

この式を、「量」の視点を軸に3つのポイントで解説します。

第1章：星野式ドルコスト説明法：基本編
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<答え>
①約 72 万円　　　②約 90 万円　　　③約 139 万円
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POINT1：「量」の視点を与える

　最初に、投資は「量」を買う行為と伝えます。多くのお客様は「量」の視点を持たずに、商品の「価格」ばかり見ているので、
「量」の視点を与えます。

　投資は、私たちが日常で買い物をするのと同じように、「量」を買う作業です。例えば、スーパーで 1個 100 円のリンゴがあ
ります。レジで 1万円を支払うと何個の「量」を買えるでしょうか？答えは「100 個」です。

　投資も同じです。1万円投資すると株式の場合は「株数」、投資信託の場合は「口数」を買います。初心者の方は、投資したお
金は「どこかにいってしまった」「よくわからない所に消えてしまった」というイメージを持たれる方が多いです。

　この様に、STEP1では投資は「量」を買う作業と伝えて、「量」の視点を与えます。

「投資の成績=量×価格」を書いておこう

　POINT1を説明するときに、紙やホワイトボードなどに「投資の成績=量×価格」を書いておきます。これがすごく重要です。
面談やセミナーで「投資の成績=量×価格」の説明をするときに、何度もこの式を示しながら説明します。「量」の部分を線
で囲ったり、「量」を見せたり隠したりして説明します。

　するとお客様は「ドルコスト平均法を考える時は、「投資の成績=量×価格」で考えればいい」と視覚的に理解できます。
POINT1 の時、必ず公式を書いておきましょう。
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公式を紙やホワイトボードに書いて、視覚的に説明する

投資の成績 価格量 ×＝

・
・
・

投資をするのは、リンゴを買うのと同じ
スーパーで、1個100円のリンゴを1万円分買うと100個買える
値段が100円の株を1万円分買うと、100株買える

投資 量



　さらに翌月(3ヶ月目)、リンゴは200円に値上がりしていました。今度も1万円を支払うと、残念ながら50個しか買えませんで
した。値段が上がると、買える「量」は減ってしまうのです。

　これは投資でも同じです。投資信託にドルコスト平均法をする場合、投資信託の値段が下がると、多くの量(口数)が買えま
す。値段が上がると少ない量(口数)しか買えません。

　日常の買い物でも、投資でも、買う商品の価格が下がればたくさんの量が買え、価格が上がると少ない量しか買えないの
です。

　POINT2では、毎月購入できる「量」が変わる点を伝えます。

　次に、ドルコスト平均法の場合、毎月買える「量」が
変化する点を伝えます。

　次の図をご覧ください。1ヶ月目、スーパーでリンゴ
が100円で販売されていて、1万円払うと100個買えま
した。

　翌月(2ヶ月目)、嬉しいことにリンゴが50円に値下
がりしていました。今度も1万円支払うと買える量は「
200個」になります。1ヶ月目は「100個」でしたので、2
倍の量を買えました。
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POINT2：毎回買える「量」が変わる

・投資は「量」を買う行為。日常生活の買い物と同じ
・スーパーで、1個100円のリンゴを1万円分買うと100個買える
・値段が100円の株を1万円分買うと、100個買える
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　ポイント2の注意点を解説します。一般的に、ドルコスト平均法は「投資する商品の価格が安くなった時にたくさんの「量」
を買い、価格が高くなった時、少ない「量」しか買わないので、平均買付単価が下がる ( 抑えらえる )」と説明されます。

　しかし、「星野式」では、そちらにはいきません。「平均買付単価」の持つ問題点については、第 3章で解説します。ここでは、
「平均買付単価」の話に行かないで、ポイント3に行くことを覚えておいてください。

POINT3：買った「量」を積み上げていく
　最後に、毎月買った「量」を積み上げていくと伝えます。1ヶ
月目はリンゴが 100円だったので、100 個買えました。2ヶ月
目は 50円に値下がりしたので、200個買えました。買った「量」
の合計は 300 個です (1ヶ月目：100 個、2ヶ月目：200 個 )。
3ヶ月目は 200円に値上がりしたので、50 個しか買えません
でした。同様に、買った「量」の合計は 350 個です (1ヶ月目：
100 個、2ヶ月目：200 個、3ヶ月目：50 個）。

　ドルコスト平均法は日本語で”積立投資”と呼ばれます。理由
は、毎月買った「量」を積み立てるからです。株式に投資する場
合は「株数」、投資信託の場合は「口数」を積み上げます。

　3つ目のポイントは、買い込んだ「量」を積み上げる点を伝
えましょう。

　今、お客様はリンゴを350 個持っています。そのリンゴを駅前広場で 1個 200 円で販売しました。すると、全部売れました。
この時、お客様はいくらの現金を手にするでしょう？

　350 個のリンゴを1つ 200 円で売却したので、正解は 7万円です。
　
　これが、「量」×「価格」の考え方です。たくさん買い込んだ「量」を、最後の「価格」で評価 ( 売却 ) するのです。

　ドルコスト平均法もリンゴと同じ様に考えます。ドルコスト平均法は毎月決まった金額を投資していきます。つまり、毎月、投
資信託などの「量」を買い込んでいきます。(POINT1)

　投資する投資信託の価格は、毎月変わりますので、買える「量」は変化します。価格が下がるとたくさんの「量」が買える一
方、価格が上がると少ない「量」しか買えません。毎回買える「量」が変化します。(POINT2)

　毎月買い込んだ「量」を積み上げていきます。前月までに買った分に、その月に買い込んだ量を積み重ねます。コツコツと
買った量を積み立てて増やしていきます。(POINT3)
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投資の成績 価格量 ×＝
70,000 円 350 個 200円

投資の成績の考え方

量
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2ヶ月目 = 300個
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3ヶ月目 = 350個

×200

×50



　最後に、その積み上げた「量」を、将来の「価格」で売却すると、投資の成績が決まるのです。売却しない場合は、将来の「価
格」で評価をすると、その時の「時価」が計算できます。投資もリンゴを販売する時と同じように、「量」×「価格」で成績が決ま
るのです。

　これが「投資の成績=量×価格」の説明方法です。公式を「量」の視点を軸に3つのポイントで解説する流れを押さえておき
ましょう。

(3)もう一度、「半値になっても」のグラフを見せる
　ドルコスト平均法の公式「投資の成績=量×価格」を説明した
後で、再度クイズをお客様に見せます。この順番が大切です。再びグ
ラフを見せると、先ほどまでお客様が意識してこなかった「量」が見
えてきます。

　グラフを見せながら、次の様に説明します。まず、10,000 円からス
タートしてから、価格が 2000 円下がっていますが、この間買える
「量」が増え続けていきます。7年目に 2000 円まで下落した際は、ス
タート時の 5倍の「量」が買えています。

　この時、私はよく「バーゲン」の例え話をします。「デパートで普段
1万円の洋服が 2000 円になったら、どうですか？1万円で 5着も
買えますよね。値段が下がるということは、たくさんの量が買えるの
でチャンスなんですよ。」という感じです。

　先ほどはリンゴを例えて話ましたが、いろいろな物に例えるとイメージしやすく効果的です。特に女性の場合は、洋服の例
えが、今までの経験では非常に反応が良かったので、ぜひ使ってみてください。

　もう一度、クイズの説明に戻ります。商品の価格が下がる中、ずっと買い続け、最後に 5000 円で売却しました。これを次の
様に解説します。
　
先ほど紙やホワイトボードに書いた「投資の成績=量×価格」の式の価格の下に目立つように黒以外のペンで 5,000 円と
書き込みましょう。そして「先ほどのリンゴは最後に 1つあたり200円で売却しましたが、今度の投資信託は最後に 5000 円
で売却しました。」と説明します。

　次に、量を四角で囲み、「たしかに、売却の価格はスタートした時の半値の 5000 円でした。しかし、途中で値下がりの期間
が長かったので、たくさんの「量」が買えました。最後に、このたくさん買い込んだ「量」を5000 円で売却したら、結果として約
139 万円になりました。これが、量×価格の考え方です。」

　この様に、まず「りんご」などの身近な例でドルコスト平均法の公式を説明し、再度クイズを使って、計算の仕方を説明して
あげると、お客様の理解度が深まります。
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もう一度グラフを見せると、
先ほど見えていなかった量が見えてくる
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　先ほど、ドルコスト平均法の公式を3つのポイントで解説しました。この3ポイントは、すべて「量」の視点で解説しています。
ステップ1で量の視点を与え、ステップ2で買える量が変化し、ステップ3で買い込んだ量を積み上げます。すべて、量で統一し
ている点を覚えておきましょう。

　STEP1の目的は、「量」の視点を与えて理解してもらうことです。「量」の視点を理解してもらえば、相場下落局面が「量」を買
い込むチャンスと理解できるので、下落局面でも「安心」してもらえます。ドルコスト平均法の「量」の視点を伝えることは、「安心
感」を伝えることを意味します。
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・投資は「量」を買う行為。日常生活の買い物と同じ
・スーパーで、1個100円のリンゴを1万円分買うと100個買える
・値段が100円の株を1万円分買うと、100個買える
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短期的悲観・長期的楽観

　「星野式ドルコスト説明法」のベースにある考え方を紹介します。それは「短期的悲観・長期的楽観」です。

　(そういう方はたまにいますが、悲観的な考えを変えようとするのは、非常に労力がかかりますので、早めに打ち切って、他
のことに時間を使った方がいいでしょう。)

　つまり、資産運用のセミナーに参加したり、説明を聞く人の多くはマーケットの将来に対して「楽観的」=「中長期的には上昇
する」という見通しを持っていると想定できます。

　次に、「短期的悲観」です。多くの初心者は中長期的に楽観的な見通しを持っているにも関わらず、なかなか投資に踏み切
りません。その理由は「そろそろ下がるんじゃないか？」「まだ下がるんじゃないか？」という不安が影響しています。

　確かにそういう人はいますが、少数派です。ほとんどの
資産運用に関心がある初心者は、目先の値下がりに怖さ
や不安を感じ(=短期的悲観)、中長期的には期待をしてい
る(長期的楽観)を合わせもっていると考えられます。

　まず、「長期的楽観」とは、資産運用に対する中長
期的な期待感です。資産運用に興味がある人は基
本的に、「預金にしておくより資産運用しておいた方
がいいんじゃないかな？」という期待を持っていま
す。

　「資産運用なんかしても損するだけだから、意味
ない。」という資産運用に対して悲観的な見通しを持
っている人は、セミナーに参加したり、みなさんの話
は聞かないでしょう。

日経新聞の調査

　投資家の短期的悲観・長期的楽観を示唆する調査を紹介します。毎年正月の日経新聞で、日本を代表する著名経営者20名
にその年の日経平均を予想するアンケートが公開されています。具体的にはその年の底値と高値の時期を予想してもらう内
容です。

　この調査は1985年から始まり、2016年まで数えて32回行われています。この調査結果が非常に興味深いのです。

　結論から言いますと、この32回全ての年で、過半数の経営者が「その1年間の後半に最高値」と答えています。これを毎年繰
り返しているのです。

　この間にはバブル崩壊やITバブル崩壊、サブプライムショック、リーマンショックと度々大きな下落局面がありました。むしろ
下落する局面の方が長かったです。それにも関わらず、毎年「目先は下がり、後半上昇する」という予想が並ぶのです。
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「値下がり安心」効果の目的：短期的不安を安心に変えること

　「星野式ドルコスト説明法」で最初に「値下がり安心効果」を説明する目的は、最初の短期的悲観の不安を取り除くためです。

　この様に、資産運用に興味がある人は、程度の
差はあれ、短期的悲観・長期的楽観を持つ可能性
が高いのです。ですから、「星野式ドルコスト説明
法」では、お客様が『「短期的悲観・長期的楽観」を
持っているだろう』という前提に立っています。

最初に安心感を伝える理由

　「星野式ドルコスト説明法」では、最初に「安心感」を伝えます。その理由を解説します。

　例えば、あなたが仕事仲間の候補として2人紹介されて、面接するとします。1人目の Aさんは、最初に、「私は年収 1億円
です！」と年収が高いことをPRしてきました。そして、自分の持っている資格などを延 と々話しました。一緒に働くかもしれない
あなたの考えを聞くこともありませんでした。

　もう1人の Bさんは、基本的な自己紹介をして、仕事に対する姿勢、大切にしていること、使命感、ビジョンなどを語り、あな
たの意見にも耳を傾けます。お互いにざっくばらんに意見を交換しあいました。そして、これまでの仕事の実績を聞き、最後に
流れで年収の話になった時、Bさんが「お陰様で業績も上がり、年収も1億円になりました」と言います。

　AさんとBさん、仮に同じ能力・同じ資格があった場合、どちらと一緒に仕事をしたいと思うでしょうか？明らかに Bさんで
すね。あなたは Aさんに信頼して仕事を任せられないと思うのではないでしょうか？

　Aさんが語っているのは、「定量価値」です。「定量価値」とは数値化できる価値です。今回の例でいえば、年収や資格、実績
などです。ただ、定量価値だけ聞かされても、「安心」や「信頼」は難しいのです。

　ほとんどの投資初心者が無意識に持っ
ているであろう「値下がりの不安」を払拭し
て、「安心感」をもってもらう為に使うので
す。

日経新聞の調査からわかること多くの人は無意識に、
相場をこの様に考えている

、上 る

、 る

「値下がり安心」効果の目的
=値下がりの不安を解消すること

を に げる
「 い」「 」
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　一方、Bさんは「定性価値」から話しました。「定性価値」とは、数値化できないけど、心で感じ取る価値です。面接担
当であるあなたが「安心」「信頼」できるように、あなたが知りたい内容を丁寧に話してくれました。これまでの経歴、仕
事への姿勢、目指す方向性、あなたの質問にも答えて、しっかりコミュニケーションもとりました。そして、「定性価値」を
話した後で、「定量価値」の資格や報酬の話しをしました。

　「定量価値」は確かに大切です。しかし、その価値をしっかり相手に伝えたければ、「安心感」や「信頼感」などの「定
性価値」を先に伝えた方が効果的なのです。

　資産運用も同じです。よく資産運用の説明で、次の様なキーワードがよくでます。「投資成績、投資効率、パフォーマンス、
リスク( ボラティリティ)、コスト、資産配分 (アセットアロケーション )・・・」
　これらは全て数値化できる「定量価値」です。「この投資信託は年率●%で運用されている」などが典型です。

　ただ、投資に慣れてない人や、初めての人に、いきなりドルコスト平均法の「定量価値」の話しをするより、ドルコスト
平均法をしても大丈夫という「安心感」や「信頼」を伝えた方が効果的なのです。

　これまで金融業界は定量価値の訴求ばかりしてきました。商品の実績や投資効率、分配金、コストなどです。しかし、それだ
けでは日本人はなかなか行動しませんでした。

　儲かるかどうかの前に、まず「安心感」をしっかりと持ってもらう事に注力しましょう。そして、「これなら私にもできそう」とい
う感覚をもってもらってから、定量価値を伝えるとさらに効果がでるのです。

儲けたいと損したくないは別の気持ち
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積立投資は、定性価値の宝庫
投資成績、投資効率、リスク
コスト、資産配分・・・ 定量価値=数値化できる価値

安心感
快適さ、楽しさ、期待、信頼感、気軽さ、容易さ・・・

定性価値 =数値化できない価値
→心で感じ取る価値

儲けたいと損したくないは別の気持ち (ニーズ )

儲けたい
期待リターン (定量価値 ) が重要
利益

損失

時間

投資に慣れてる人
利益を追求する人

損したくない
回復力・安心感 (定性価値 ) が重要
利益

損失

時間

投資初心者



この商品に毎月1万円ずつ 10 年間ドルコスト平均法をした
場合、10 年後、120 万円はいくらになるでしょうか？

【答え】
①132 万円　　　②約 180 万円　　　③約 241 万円

いかがでしょうか？正解は③約 241 万円です。この商品にドル
コスト平均法をすると、投資金額は倍以上になりました。元の
価格に戻っただけで、利益が出ました。非常にお得な感じがし
ませんか？これがドルコスト平均法の「リバウンド効果」です。

　「儲けたい」気持ちと、「損したくない」は別の気持ち (ニーズ )です。「儲けたい」気持ちは、利益 ( 定量価値 )を追求するもの
です。利益が出る確率が高かったり、期待利益の金額が大きいほど満たされます。

　しかし、それを追い求めると、損する確率が高まり、損の金額も大きくなるリスクがあります。儲けたいニーズを満たすのは、
「定量価値」なのです。

　一方、「損したくない」気持ちは、安心感 ( 定性価値 )を追求するものです。回復力があるほど満たされます。大きな利益が
出るかどうかより、損しないで済むことが重要なのです。

　一般的に、投資に慣れてない人は「儲けたい」気持ちより、「損したくない」気持ちの方が強いことが多いです。ですから、　
「星野式ドルコスト説明法」は、後者の「損したくない」ニーズに応えるために、まず安心感を伝えるのです。

STEP1：値下がり安心効果の説明法のまとめ

流れは次の通りです。
(1) 半値になってものクイズを出す
(2) ドルコスト平均法の公式を3つのポイントで説明する
(3) もう一度、グラフを見せて「値下がり安心」効果を説明する

　この段階の目的は安心感を伝えることです。量の視点を与えて、公式を理解してもらうことがゴールです。

STEP2：リバウンド効果

次に　「リバウンド」効果を説明します。

「元に戻ったら」のクイズ 

　次のグラフをご覧下さい。10,000円からスタートし、5年間で2,000円まで下落し、その後上昇して10年後に元の10,000円ま
で回復した投資信託があります。10年間投資をして元にもどりました。
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元に戻っただけで利益が出た理由

投資した商品が値下がりし、元に戻ると利益が出た理由をお客様に考えてもらいましょう。その時にドルコスト平均法の公式
を使います。

投資の成績=量×価格

今回も「値下がり安心」効果の時と同じ様に、値下がり期間に沢山の「口数」が買い込めました。最後の価格は10,000円でした
が、下落時に沢山の量を買い込んだので、「価格」が元に戻っただけで2倍になったのです。

投資の成績 価格量 ×＝
約 241 万円 大量 10,000 円

「リバウンド効果」とは

　このように、ドルコスト平均法の場合、開始して下落した後、価格が元にもどれば利益が出ます。

　つまり、値下がりが「量」を買い込むチャンスになるのです。それは将来、成長するために力を溜め込む時期になります。

　STEP1「値下がり安心」効果では、下落時に沢山の「量」が買えるので、少し戻れば回復しやすいので安心感があると
説明しました。

　今回のリバウンド効果は、期待を伝えます。下落の後、少し戻れば回復しやすいだけでなく、元の価格にもどった時に「利
益」が得られることを伝えるのです。

　下落の時に「安心感」だけでなく、もどったら利益も出るという「期待」も持てたら、大きな下落局面も自信を持ってド
ルコスト平均法を続けることができます。

　私はこれまで多くのお客様にお会いしてきました。せっかくドルコスト平均法をしていても、マーケットが下がりだすと怖
くなって停止してしまう方が大勢いました。本当にもったいないと思います。

　ドルコスト平均法は開始して、一度下がって元にもどった時に利益が出るという特徴をお客様に教えてあげましょう。

「リバウンド効果」の目的

　リバウンド効果を伝える目的は、「期待感」を伝えるためです。「ドルコスト平均法をすれば、儲かりそうだ！」という利益の期
待です。

　STEP1で、安心感を伝えました。安心感は非常に重要です。しかし、それだけではまだ弱いのです。自分にとってのベネフィッ
ト( 恩恵 ) の訴求が必要です。

　例えば、「安心して通えるエステ」は女性の行列ができるでしょうか？安心できるのは重要ですが、それだけではお客様の行
列はできないでしょう。そのエステに行くと、「いつまでもすべすべで、みずみずしいお肌になる！」という評判が続出すれば、お
客様が殺到するのではないでしょうか？



　これが「期待」です。そのサービスを使うことで、「自分がこう変わる」という変化への期待です。「自分が受けられるメリット」
です。

　英会話スクールであれば、「自然に口から英語がペラペラでてくる」、病院であれば「苦しんでいた痛みがすっかり消える」な
どです。

　　「安心感」と「期待」がセットになった時、人はお金を払います。商品の販売ページなどを見ても、「安心」と「期待」の訴求が
よくされています。

　「安心感」も「期待感」も重要なのは、「たしからしさ」と「再現性」です。PRしてる情報は嘘の情報ではない点と、それを自分が
やっても同じ効果がえられるかどうかです。

　「星野式ドルコスト説明法」は、それを公式で担保します。「投資の成績=量×価格」を一貫して用いて説明することで、個別
の商品によって変化するものではなく、恒久的なものであることを伝えられます。ですから、説得力が出ます。

　私の経験ですが、「値下がり安心」効果を伝えると「へ～」という反応だったのが、「リバウンド」効果を伝えると「へ～！！」にな
ります。これをセットで伝えることを覚えておきましょう。

値下がりをピンチではなくチャンスにする
　最初、あなたの説明を聞くまで、お客様にと
って値下がり=ピンチでした。できれば経験し
たくない嫌なことです。投資のデメリットです。

　しかし、STEP1「値下がり安心」効果で「量」の
視点を理解してもらうとどうなるでしょう？値下
がりが「良いとは言えないけど、悪くないのか
もしれない」というニュートラルな位置にきま
す。それまではすごくネガティブなイメージを
持っていたけど、そうではないという心理です。

　そして、STEP2「リバウンド」効果で期待を伝
えるとどうなるでしょう？「値下がり」=「チャンス
」になります。「値下がりするから儲かる」「値下
がりは量を買い込むチャンス」と捉えます。
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安心感と期待感を持てる時、人はお金を支払う

“値下がり”をピンチではなくチャンスにする

値下がり
=良いこと
チャンス！

リバウンド効果

値下がり安心効果

最初

値下がり
=悪くないこと
ダメではない

「値下がりはピンチではなく、
チャンスなんだ！」とわかった
人は、興味がわき「面白い！」
と思ってくれる。口コミ(紹介)もしてくれる。
どこまでそのギャップをプレゼンで
伝えられるか、伝え手の手腕次第で
広がりが変わってくる。

値下がり
=嫌なこと
ピンチ！

・実績
・頑丈さ
・信頼度
・サポート
・レビュー等

・お客様の声
・ビフォアアフター
・購入後のイメージ等

行
・購入
・申し込み
・決断
・振込み
・投資等

＝

値下がりを超ネガティブと思っていた所を
超ポジティブな解釈を変えてあげる
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　ネガティブなものが、ポジティブになって、一気にイメージがひっくり返るのです。これがポイントです。STEP1「値下がり安
心」効果だけだと弱いのです。STEP2「リバウンド」効果まで持っていくことで、お客様の解釈が真逆に変わるのです。

　投資に限らず、一般的に自分が思っていたことと真逆のことが真実だった場合、興味が湧き、面白く感じます。自分が誤解して
いたとわかると、人に話したくなります。

　これが「星野式ドルコスト説明法」のキモです。お客様の「誤解」を解くのです。お客様は「量」の視点を持っていないので、「
下がったら損する」と間違った理解をしています。その誤解を「量」の視点を与えて解きます。

　「誤解」は、一般的にネガティブなことです。誤解を解いてくれたあなたは、すごい価値をお客様に与えたことになります。そ
こで、あなたへの信頼も高まるのです。

　ただし、一気に値下がりをピンチからチャンスに持っていくのは難しいです。まず、第一段階で「値下がり安心」効果を伝え
て、「量」の視点を与えて「安心感」を持ってもらいます。第 2段階で値下がり後の「期待」を伝えて、量の力を実感してもらいま
す。そこで値下がりをピンチではなくチャンスと伝えるのです。この「量」のプレゼンが上手くいけば、その後の紹介なども含め
て、展開がすごく広がります。

　この STEP2を先ほどの短期的悲観・長期的楽観
で考えてみます。短期的悲観・長期的楽観を持って
いる人の頭の中には、「下がった後、元に戻る」ポイン
トがあります。

　将来、上昇するよりも先に、「元に戻る」ポイントが
来るので、「投資した時点よりも値上がりする」よりも、
「元に戻る」方が、価格が低くて済むので、より実現し
やすいと思えるのです。

　つまり、短期的悲観・長期的楽観を持っている人
であれば、下がった後に「元に戻る」という点につい
ては、すんなりと受け入れやすい説明になります。

最初、お客様は「量」の視点を持っていない

お客様に「量」の視点を与える=誤解を解く

投資の成績 価格量 ×＝

投資の成績 価格量 ×＝
「量」に覆いかぶさっていた
フタを取り除く

短期的悲観・長期的楽観に当てはめる

い る
「 ンド 」

は 的

は 的
「 」

長期投資家の心理



STEP2 のまとめ

(1) 元に戻ったらのクイズを出す
(2)公式を使い「量」の視点を復習して、期待を伝える
(3)値下がりをピンチではなく、「量」を買うチャンスと伝える
(4)お客様は誤解していたので、誤解を解いてあげたと伝える

STEP3：ドルコスト平均法の鉄則を伝える

　STEP3も期待を伝えます。STEP2でも期待を伝えるのですが、より大きな期待を伝えるプロセスです。

　STEP2で伝えた「期待」は、「どんなに下がっても元に戻れば利益が得られる」という守りの意味での期待でした。一方、
STEP3で伝える「期待」は、将来の老後資産を作る為の「期待」です。長い時間をかけて、数百万円～数千万円の資産を作る大
きな期待について説明します。

　ただ、これはあまり難しくありません。もともと、長期的楽観や資産が増えて欲しいという欲求を持っているからです。預金に
寝かせておくよりは良い成果が期待できる点を伝えてあげるのです。

　世界の人口は増加してる点、世界の人々の所得は伸びている点、世界経済は成長・拡大している点、過去、世界の株式市場
は一時的な上下を繰り返しながらも上昇してきた点、それはまぐれではなく、世界経済の成長により企業の業績が伸びてきた
から・・・etc。中長期的に成長が期待できる話を伝えます。

　この時、抽象的な話だけでなく、個別の国のエピソードなど話すと、イメージがしやすくなります。

  　STEP3では、中長期的な成長期待と、それに沿ったポートフォリオの提案をします。

　以上、「星野式ドルコスト説明法」の基礎編を3ステップで解説しました。基礎編は、「値下がり安心」効果と「リバウンド」効果
が軸になります。お客さまに量の視点を与えて、「安心感」「期待感」という定性価値を教えてあげましょう。
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「 ンド 」

的
「 」

積立投資の説明の 3ステップ　STEP3は、ドルコスト平均法の鉄則を伝えま
す。ドルコスト平均法の鉄則は、中長期的に成
長が期待できる資産を中心に、分散投資する
ことです。

　ドルコスト平均法は序盤・中盤はいくら下
がっていても構わないのですが、最後まで下
がり続けてはダメです。終盤に向けて、じっくり
で構わないので、上昇していく必要があります。

　ですので、中長期的に成長が期待できる世
界の株式を中心に、一部他の資産なども組み
合わせてドルコスト平均法をするように伝え
ましょう。



平均買付単価の説明の4つの問題点

　従来のドルコスト平均法の説明では、「平均買付単価が下がる」「平均買付単価が抑えられる」ものとして解説されてきまし
た。しかし、この説明は問題があります。ここでは、「平均買付単価」の説明の4つの問題点を簡単に解説します。

　1つ目は、価格の値動きにより「平均買付単価が下がる(抑えられる)」の問題点です。これは、「投資する商品の価格が下がる
と多くの量を買い、価格が上がると少ない量しか買わないので、平均買付単価が下がる(抑えられる)」と言われている説明の
問題点です。

　2つ目は、一定口数購入する場合と比較して、一定金額投資する方が、平均買付単価が下がる(抑えられる)」の問題点です。ド
ルコスト平均法はよく一定口数(量)を購入していくより有利な方法として解説されます。その問題点です。

　3つ目は、「平均買付単価」が訴求する価値と、ドルコスト平均法の価値がミスマッチな点です。

　4つ目は、平均買付単価の説明は解りにくい点です。これは私生活に当てはめればすぐにわかります。この4つ問題点を、順
番に説明します。

問題1. 「価格の値動きにより平均買付単価が下がる」説

　ドルコスト平均法といえば「安いところで多く買い、高いところで少ない量を買うので、平均買付単価が下がる(抑えられる)」
という説明が定着しています。

第3章「平均買付単価」の説明の問題点
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　金融機関のHPを見ると、ジグザグしたグラフが書いてあり、「価格が下がると多くの量を買い、価格が上がると少ない量し
か買えない」という図がよく掲載されています。

　その図は主に、次の3つのステップで解説されます。

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(抑えらえる)

STEP1、STEP2は正しいです。しかし、STEP3が間違いです。先ほどの図の様に、値動きをしたらたしかに平均買付単価は下が
ります。しかし、次の図の様に値動きしたらどうでしょうか？

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

価格が上がると
少ない量しか買えない

価格が下がると
たくさん買える・・・

安いところでたくさんの量を買い、
高いところで、少ない量しか買えない。
これを中長期で続けていくと、
「平均買付単価が下がる」
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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。

　果たして、米国株式に、中長期的にドルコスト平均法
をした場合、平均買付単価は上がったでしょうか？下
がったでしょうか？

　私は過去、様々な資産で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、コモディティなどありとあらゆる資産を組み合わ
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。

　中長期のドルコスト平均法をした場合、ほぼ全ての資
産やポートフォリオで、平均買付単価は上昇しました。

たしかに、この様にジグザグしたら
短期的に平均買付単価は下がる
場面もあるかもしれないが・・・

マーケットは中長期的に上昇するので、
平均買付単価は上昇していく

値下がりのメリットは、平均買付単価の説明よりも、
もっと重要なポイントがある。
そちらを説明した方が、お客様にも伝える人にもメリットがある

安い所でたくさん買える・・・

買うごとに、価格が上昇しているので、
平均買付単価は上昇する

価格が上昇していく状態で買い続けるので、当
然「平均買付単価」は上昇します。

　つまり、ドルコスト平均法は値動きによって
は、「平均買付単価が下がる ( 抑えられる ) 場合
もある」というだけです。

アメリカの株式市場の推移
(USドル / 対数グラフ )
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　ほぼ全てと書いている理由は、例外もあるからです。バブル崩壊後の日本株だけでドルコスト平均法をした場合、平均買付
単価が下がることが多かったです。理由は、日本株式市場が下落し続けたからです。ただし、これはあくまで例外として捉える
べきです。その他の多くの場合は、平均買付単価が上昇するからです。 

　ドルコスト平均法は、成長資産に積み立てた場合、基本的には「平均買付単価が上がる」投資手法なのです。ですので、
平均買付単価が下がる(抑えられる)という説明は間違っているのです。

問題2.「一定口数買うより、一定金額買う方が有利」説

　2つ目の問題点について、解説します。ドルコスト平均法の説明で、「一定口数」を買う場合と、「一定金額」を買う場合、後者
の方が、「平均買付単価が下がるので有利な投資手法」と解説されています。

　確かに、「一定金額」ずつ購入した方が、「一定口数」購入する場合に比べて、平均買付単価は下がります。しかし、それは本
当に投資家にとって有利といえるのでしょうか？

　問題1で解説した内容を思い出してください。そもそも、成長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する
のです。ですから、正しく説明すると次の通りになります。

　株式などの成長資産にドルコスト平均法をする場合、「一定口数」投資しても、「一定金額」投資しても、両方共、「平均買付単
価」は上昇します。理由は、価格が上昇していくものを買っていけば、「平均買付単価」は上がるからです。

　ただ、「一定金額」買った方が、平均買付単価の上昇幅が少なくて済みます。

　あなたは、これをメリットとして感じますか？お客様のニーズは平均買付単価の上昇幅を抑えることでしょうか？なんとも微
妙な感じがします。

　結論を言います。「一定量」vs「一定金額」の比較は、投資家の目的によって有利不利は決まります。投資家が早くお金を
貯めたい場合、「一定口数」投資していった方が早く貯まります。ただ、毎月の投資金額が変動するというデメリットもあります。

　一方、「一定金額」ずつ投資していくと、毎月続けやすいというメリットはあります。そして、わずかに「平均買付単価」の上昇
幅は抑えられます。しかし、「一定口数」投資していくよりも、お金が貯まるのに時間がかかります。

　「一定量」vs「一定金額」の比較において、平均買付単価は一つの尺度に過ぎません。目標金額が貯まるまでの速度、続けや
すさなど他の重要な尺度があります。「一定量」vs「一定金額」で平均買付単価の上昇幅が少ないから「一定金額」が有利と言
う話ではありません。お客様の目的によってどちらが有利か変わります。

問題3：「平均買付単価」が訴求する価値と、ドルコスト平均法の価値がミスマッチ

　「平均買付単価」の説明は、「価格が下がった時に多くの量が買える」ということで、ドルコスト平均法の「効率性」を訴求し
ています。

　しかし、ドルコスト平均法は効率が良い投資方法とは言えません。
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　私の検証では、一括投資と比較すると、期待リターンが約半分程度になります(詳しくは拙書：積立投資のすべて参照)。

　ただ、ドルコスト平均法には一括投資にない様々な特徴があります。本書で解説してきたドルコスト平均法の固有の特徴や価
値は次の様なものでした。

・　どんなに下がっても、少し戻れば回復しやすいから安心感がある
・　途中は値下がりしていても、「量」を買い込むチャンスになるから、ストレスなく続けやすい
・　始めるタイミングは、たくさん買付るタイミングの1つに過ぎないので、気にしないで良い
・　ドルコスト平均法の場合、上がっても下がってもどちらでも良い
・　ドルコスト平均法の場合、商品のパフォーマンスは悪くても構わない
・　途中の細かい商品の成績はあまり気にしないで良い
・　ドルコスト平均法は序盤に下落すると多くの量が買えるので、終盤に投資の成績の伸びが期待できるetc

　これらのドルコスト平均法の特徴の共通点は「数値化できない」点です。「定性価値」です。

　平均買付単価で、これらの特徴や価値を説明できるでしょうか？それはかなり難しいです。たとえば、「平均買付単価」の説明
で、ドルコスト平均法の値上がり時のメリットを解説できるでしょうか？

　平均買付単価の説明は、効率性という「定量価値」を説明するためのもので、ドルコスト平均法に固有の「定性価
値」を伝えるのに向いていないのです。

問題4：そもそも平均買付単価の説明は解りづらい

　これは単純に、平均買付単価を説明に用いているサービスがほとんどないことを考えればわかるでしょう。人は基本的に、平
均買付単価ではなく「総額」で購入や買い物などの判断をします。

　例えば、携帯電話の契約プランで次の様なものがあったとします。

・　夜21時まで：1分30円
・　夜21時以降：1分10円

　これを見たら、「夜に多くかけるから、お得だな」とか、「昼に多くかけるから高いな」と考えるでしょう。

　この考え方は料金=量(かける時間)×価格です。使うお金の「総額」で考えているのです。この量×価格は一般生活でよく使う
ので馴染みがあります。　

　「総額」の予想がついたら、そこからわざわざ、総利用時間で割って、平均利用単価を求めるでしょうか？一般の家庭で、そこま
でする人はほとんどいないでしょう。
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　また、携帯電話の料金プランが2つあったとします。1つは先ほどと同じです。

プランA
・　夜21時まで：1分30円
・ 　夜21時以降：1分10円

プランB
・　1日中20円

　これを比較する時、あなたは利用を想定する総額を考えますか？それとも、平均買付単価を考えますか？

　おそらく、99%の人は、「量(かける時間)×価格」を使って、かかると想定される総額を計算して比較するのではないでしょうか？

　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
かを計算する人は、ほぼいないでしょう。

　そもそも論ですが、平均買付単価は一般の人には理解しづらいのです。もし、それが理解しやすいのであれば、一般的な
サービスで平均利用単価の違いを訴求する告知方法が定着しているはずです。「平均利用単価で●円お得！」というチラシを見
たことがありますか？

　それよりも、「総額で●●円安くなる」「●●円お得！」という告知はよく見かけます。つまり、総額で考えた方が伝わりやすい証
です。

　「平均買付単価」は金融業界の都合の尺度です。税金を計算するには、平均買付単価が便利だからです。しかし、それが
お客様に分かりやすいかどうかは別です。お客様は「いくら使ったか(いくら投資したか)」の「総額」で考える癖があるので、そのロ
ジックで説明した方が、説明の理解度が深まるのです。

　以上、簡単にですが、平均買付単価で説明する4つの問題点を解説しました。平均買付単価を使うより、「投資の成績=量×価
格」を使って説明した方が、価値も説明しやすいし、伝わりやすいのです。
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　第1章で、「投資の成績=量×価格」を説明する3つのポイントで、平均買付単価に行かずに、量を積み上げる方向に行くことを
説明しました。

　それは、平均買付単価に行かないためですが、もうすこし噛み砕いて説明します。その理由は、「割り算ではなく、掛け算で説明
するため」です。
　
　平均買付単価は、次の式で求めます。

平均買付単価=総投資金額÷総購入口数

*手数料、消費税、特別分配金などは考慮せず

　これは割り算です。割り算は、イメージしづらいのです。例えば、あなたの家の電気代の平均買付単価はいくらですか？洋服の
平均買付単価はいくらでしょう？これを聞いて、パッと出てくる人はほぼいないでしょう。平均買付単価は、日常生活に馴染みのな
い計算だからです。

　私が、量を積み上げる話に行ったのは、「投資の成績=量×価格」という掛け算で説明するためです。
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「投資の成績=量×価格」の説明で平均買付単価に行かなかった理由

・投資は「量」を買う行為。日常生活の買い物と同じ
・スーパーで、1個100円のリンゴを1万円分買うと100個買える
・値段が100円の株を1万円分買うと、100個買える
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一般的な説明

平均買付単価の話に
行かない

星野式ドルコスト説明法は、
ポイント③「量」を
積み上げる話に行く

安い時に多くの量を買い、
高い時に少ない量しか買わ
ないので、平均買付単価が
下がる・・・



　「量」×「価格」の掛け算は、日常生活でよく行います。洋服がバーゲンで半額になっているから2着買えるとか、チーズの価格が
上がってしまったから、少ししか買えないという具合です。「量」×「価格」の掛け算の式は、平均買付単価の割り算の式の何倍も
理解しやすいからです。

　私はドルコスト平均法に特化した書籍を4冊執筆していますが、「平均買付単価」で特徴を説明したことは全くありません。平均
買付単価は税金の計算に用いるくらいでいいのです。

　むしろ、平均買付単価ではなく、「量」×「価格」の総額視点(時価視点)で説明した方が、お客さまにしっかりとドルコスト平均法
の特徴を説明できます。この様な理由で、「星野式ドルコスト説明法」では平均買付単価を使用していないのです。
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参考 1：グラフへの応酬話法

　グラフを使ってクイズ形式で説明すると、グラフに対す
るツッコミをしてくる人がたまにいます。その対処方法を
解説します。

　グラフに否定的な意見を述べてくる人の 99%は男性で
す。( 中高年の理屈っぽい人 )

　そういう人には、「違いますよ」と返してはいけません。
「その通りですよ」と受け入れて返します。
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例を出します。

お客様①：このグラフは意図的に作ってるんじゃないの？

あなた：そうですよ。ドルコスト平均法の特徴を伝える為に
説明しやすいグラフを用意しました。

　ドルコスト平均法の特徴で、「価格が下がった時に多く
の「量」が買える」という特徴を説明するために、このグラフ
を用いています。

　「価格が下がった時に多くの「量」が買える」という特徴を
説明するのに、価格が上昇しているケースを見せてもわか
りにくいですよね？

　実際はこんな商品はないんですけど、今はドルコスト平
均法の特徴を理解してもらいたいので、このグラフで説明
しています。

お客様②：この値動きだからこうなるんじゃないの？(こん
な商品ないんじゃないの？)

　そうですよ。ドルコスト平均法の特徴を伝える為に説明
しやすいグラフを用意しました。

　こんな商品はありませんよ。

　ドルコスト平均法の特徴で、「価格が下がった時に多く
の「量」が買える」という特徴を説明するために、このグラフ
を用いています。

　多くのお客さまは、「量」の視点を持っていないので、値
下がりすると不安になるケースが多いです。

　ですから、「量」の視点を理解してもらいたいために、わ
ざとカモフラージュしたケースでご説明してるんです。

お客様③：投資信託のコストや税金は考慮されてるの？

　このグラフでは考慮してません。このグラフはあくまで、
ドルコスト平均法の特徴を伝える為に用いてますので。

　コストは商品ごとに異なりますので、個別商品の時に確
認しましょう。

　税金もお客さまごとに異なります。仮にAファンドという
商品に、ドルコスト平均法をするとしても、始めるタイミン
グと終えるたいミングによって異なります。

　例えばですが、リーマンショックの前に始めた人と、リー
マンショックの後に始めた人では、同じ商品にドルコスト
平均法していても、投資の成績は全然異なりますから。

　だからこそ、ドルコスト平均法をする人は、「投資の成績
=量×価格」を理解して、ご自身の投資状況をしっかり理
解できるようになっておく必要があります。

　その為に、まずは、このグラフでドルコスト平均法をご説
明しています。

　いかがでしょうか？グラフに対するツッコミは反論する
のではなく、受けいれて、こちらの意図を伝えます。

　グラフを使うと、ビジュアル面で見せやすいメリットがあ
ります。しかし、グラフを選ぶ時点で、どうしても恣意性 (こ
ちらの意図 ) が生まれます。そして、それを極端に嫌がる人
がいます。

　説明に恣意性や意図はあって当たり前です。何かを伝え
るために話したり、文章を書いたりするわけですから。逆に
意図のない説明は時間の無駄です。ですから、意図的であ
ることを隠したり、否定することはありません。

　ただ、たまにグラフを毛嫌いする人もいるので、それに
対する受け応えの方法は覚えておきましょう。
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参考 2：「星野式ドルコスト説明法」は紹介が出る理由

　「星野式ドルコスト説明法」はご紹介が出やすい説明方法です。1対 1のご紹介だけでなく、1対多 (勉強会形式など)もよく
あります。理由は金融商品自体ではなく、投資手法そのものに焦点を当てているからです。

　多くの人は金融商品を口コミで紹介することに抵抗感を持ちます。(損をさせてしまっては嫌なので )

　しかし、「星野式」でドルコスト平均法の特徴を伝え、さらにその必要性や重要性を理解し共感してくれた方から、紹介をいた
だけます。

　今回は、ドルコスト平均法のファンの増やし方を4つのステップで解説します。

STEP1：誤解を解く(意外性)

　まず、最初にあなたが行うことは、お客様の誤解を解くことです。ほとんどの人は、投資における「量」の視点を持っていません。

　そうすることで、これまでお客様が思い込んでいた次の様な誤解を解きます。

「投資は下がったら損をすると思い込んでいた・・・」
「投資は下がるのはダメなことだと思い込んでいた・・・」
「投資は始めるタイミングが重要だと思い込んでいた・・・」

　まずこの段階で、相手に「へ～！」「ほ～！」と言ってもらうことが重要です。

STEP2：希少性を伝える
　STEP1で、相手の誤解を解いたら、次
の質問をしましょう。

　「ところで、お客様。このドルコスト平
均法の話、聞いた事ありますか？」

　すると、「知らなかった」「初めて聞い
た」という答えが返ってきます。
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最初、お客様は「量」の視点を持っていない

お客様に「量」の視点を与える=誤解を解く

投資の成績 価格量 ×＝

投資の成績 価格量 ×＝
「量」に覆いかぶさっていた
フタを取り除く

　そこで、「量」の視点を与えてください。

金融機関の1支店で
ドルコスト平均法をしているお客様は平均25人

投信積立のサービスを
HPで告知する証券会社
291社中13社 (2011年)

出所：ニッキン投信情報(2014年)より作成 出所：筆者調べ

4%
地方銀行
第二地銀
信金
信組
労金
農協系
合計(平均)

64
41
191
17
13
30
356
合計

7,421
3,029
6,065
423
620
5,058
22,616
合計

116
74
32
25
48
169
64
平均

8,274
972
186
62
297
15

1,634
平均

全店舗数 支店平均数金融機関数
(回答有)

契約顧客数
(平均)



　そうしたら、ドルコスト平均法を伝えている人が非常に少なかった事を伝えます。表の通り、2014 年の時点で全国の地銀な
ど356 の金融機関で投信積立をのお客様は各支店で平均約 25 人です。この数値は 16 年間の累積の数値です。各支店で半
年に 1人も増えていない計算です。いかに、銀行などがドルコスト平均法を推進してこなかったかがわかります。

　証券会社も同じです。私が 2011 年の時点で調べた結果、約 300 社の証券会社の 4%程度しかドルコスト平均法をWeb
でサービスとして告知していませんでした。

　今でこそ、ネット証券は投信積立に力を入れているように見えます。楽天証券は設立は 1999 年ですが、投信積立のサービ
スを開始したのは、2008 年です。設立から約 9年後です。

　SBI 証券は、1999 年にインターネットによる取引を開始しました (イートレード証券時代 )。そして、2012 年にようやく投信
積立をサービスとしてリリースしました。ネット証券でさえ、サービスとして導入したのは、この数年間の話なのです。

　これまで、日本の金融業界はビジネスの採算に合わないため、全くと言っていいほど、ドルコスト平均法を伝えてきませんでした。

　だからこそ、その希少性を伝えることで、お客様は非常に希少価値の高い話を聞いたと理解します。

STEP3：必要性を伝える

　これから、日本人を取り巻くお金の環境は厳しくなります。預金に入れても利息はつかず、給料は増えず、もらえる年金も減
る一方、消費税など各種増税、社会保険料などの上昇が起こります。
　
こういう社会情勢の話をして、ドルコスト平均法の必要性を伝えます。

STEP4：社会性を伝える

　最後に、ドルコスト平均法を広める社会性を伝えます。ドルコスト平均法を世の中に広めることが、社会にとってどの様な意
味・価値があるかを説明します。例えば、「ドルコスト平均法を広めることが、年金不安の撲滅につながる！」というメッセージです。

　ピンクリボン運動をご存知でしょうか？ピンクリボン運動は、「乳がん撲滅」を旗印に掲げる啓発活動です。

　何かを啓蒙をするには、その活動の目指す旗印が必要です。あなたの言葉で、ドルコスト平均法を広める意味(旗印)を語って
ください。

　社会性を伝えるということは、「社会貢献活動」として意味づけをすることです。社会性は、お客様の紹介を後押しします。
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年金不安　撲滅
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収入
　

預金金利
給料
企業年金
公的年金

これまで
高い
上がった
多い
多い
低い
低い
低い
低い

これから
ゼロ
増えない
少ない（廃止）
少ない
高い（インフレ）
高い
高い
高い

物価
消費税
年金保険料
健康保険

支出



　「あなたがお友達にドルコスト平均法を教えてあげることは、お友達のためになるだけでなく、世のため・人のためになる(
社会貢献になる)」と伝えます。

　ドルコスト平均法を伝える=社会貢献活動というメッセージに、共感してもらえると紹介が格段に出やすくなります。

　そして、今の日本で年金を信頼している人はかなり少数派です。ですから、ドルコスト平均法は非常に共感を得られやすい
テーマです。

お客様の大切な人はドルコスト平均法をしてるか聞く

　このSTEP1からSTEP4までが1つのメッセージになります。そして、STEP1からSTEP4までのメッセージを伝えたら、お客様に
次の質問をします。

「お客様のご家族(友人・兄弟・同僚など)は、ドルコスト平均法をしてますか？」

　おそらく、していないでしょう。日本人でドルコスト平均法をしている人は、私の推計では3%もいません。
　次に、この様な質問をします。

「今日の話を、娘さんに聞かせてあげないでいいんですか？金融機関はこの話、しませんよ？」(②希少性)
「だって、必要じゃないですか。預金にしていても増えませんよね。」(③必要性)
「投資は怖い、投資はギャンブルという間違った思い込みをしていて、預金にしているなら、その誤解を解いてあげた方がいい
んじゃないですか？

最終的に、するかどうかは本人が決めることですが、誤解してるのを知っておきながら放置するのはかわいそうじゃないです
か？」(①誤解：意外性)
「部下の皆様に教えてあげたら喜ばれるんじゃないですか？」（④社会性)
「だって、金融機関が伝えない内容ですから・・・」（②希少性）
「一緒に、ドルコスト平均法を広めて、年金不安を撲滅しましょう！」(④社会性)・・・

①誤解、②希少性、③必要性、④社会性の4つをグルグルと話します。

　すると、どこかに共感した人が、紹介してくれます。

お客様をドルコスト平均法を広める仲間にしよう

　STEP1からSTEP4までを1つのメッセージにして、どんどん発信しましょう。人によって反応・共感する部分は異なります。
　①誤解を解いてあげるだけで、ドルコスト平均法のファンになって「これ、面白い♪」と言ってくれる人もいますし、②希少性
に反応して、「金融機関が言わないから、私が教えてあげよう！」となる人もいます。
　③必要性・④社会性に非常に共感して、勉強会などを企画してくれる方もいます。
　人それぞれ違いますが、とにかくSTEP1からSTEP4までを1つのメッセージにして、どんどん発信するのが重要です。
　そうすれば、ある一定の確率でドルコスト平均法に共感してくれるファンができます。そういう方を増やしていくことで、紹介
や勉強会の企画がどんどん生まれるのです。

小冊子はSTEP1からSTEP4のメッセージを具体化したもの
 私が作成した小冊子は、このSTEP1からSTEP4までを1つのテキストにしてまとめて冊子にしたものです。
冊子は渡すだけでメッセージの伝達ができます。
　ドルコスト平均法の教育、面談後のフォロー、セミナー参加者のノベルティとしてご活用ください。
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おわりに
　これまで、ドルコスト平均法の特徴は、「一括投資」と異なるのに、ほとんど説明されてきませんでした。

　本書で解説した「星野式ドルコスト説明法」は、ドルコスト平均法の安心感、快適さ、面白さ、楽しさ、期待感など、埋没してい
たドルコスト平均法の「定性価値」を説明する方法です。

　私は、この方法でドルコスト平均法の価値や魅力を人に教えてあげるのが大好きです。「えっ！？」「知らなかった！」「へ～！」と
いう反応が戻ってきて、お客様に本当に喜んでもらえるからです。

　私の 10 年間の研究の集大成を、この冊子で余すことなく解説いたしました。「星野式ドルコスト説明法」を使って、ドルコス
ト平均法の魅力を伝えてみてください。

ドルコスト平均法を伝えるのは社会貢献

　アメリカは約 7割の世帯でドルコスト平均法をしています。今でこそ、資産運用大国ですが、実は少し前まではそうではあり
ませんでした。
 
　この図は 1990 年と2014 年の日米の投資信託の残高の違いです。1990 年の時点では日本とアメリカで投資信託の残高は
約 60 兆円程度しか差がありませんでした。

　これだけ増えれば、当然ですが、税収・消費・景気に大きな影響を与えます。この差は、運用を活用しているかどうかです。
そして、アメリカにおける資産運用の普及の立役者こそがドルコスト平均法なのです。

　大切なのはこれからの 25 年間です。アメリカの人たちは、これまでと同様、運用の力を使い、資産を増やすでしょう。一方、
日本人はどうでしょうか？これまでと同様、預金にしていたら、再びお金を増やすチャンスを取り逃がす事になります。

　今から24 年後の 2040 年の日本社会の高齢化率は 36%を超えます。今よりも年金などの社会保障制度の状況は厳しさを
増しています。同じ轍を踏んでいる余裕はあるのでしょうか？ 

　ドルコスト平均法が社会に広がることは、個人の資産形成に役立つだけでなく、社会全体に非常に大きな価値があります。
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 　しかし、約 24 年で大きな差がつきました。ア
メリカではその間、ドルコスト平均法が普及し、
投資信託の残高が約 1585 兆円になりました。こ
のうち約半分はドルコスト平均法で積み上がり、
増えた資産です。
 
　一方、日本は全然増えていません。50 兆円程
度しか増えなかったのです。ドルコスト平均法が
広まるかどうかで、24 年後にここまで大きな差
が開きました。

約1500兆円増加!!

米国投資信託協会、日本証券業協会より作成
1990年 2014年

46 106 94

1585
日米の投信残高の推移
(兆円.1ドル=100円換算)



　今後、さらに高齢化が加速する日本で、個人金融資産を増やし景気を活性化し、老後不安を払拭するには、ドルコスト平均
法の普及が不可欠です。ドルコスト平均法を伝えることは、お客様を救うだけでなく、とても価値ある社会貢献活動なのです。

ドルコスト平均法を伝える人材が不足している

　しかし、「参考2」で説明した通り、日本ではドルコスト平均法を伝えている人の数が圧倒的に足りません。

　ですので、その人材不足を解消するために、私は一般社団法人ドルコスト平均法協会を設立しました。ドルコスト平均法を
きちんと説明できる人材を増やし、そしてその輪を広めていくためです。

　本書で「星野式ドルコスト説明法」で利用した図表やグラフは、ドルコスト平均法協会の会員にご登録いただくと自由にご
利用いただけます。

　あなたも私たちと一緒に、ドルコスト平均法の魅力や面白さを伝えていきませんか？そして、将来お金に困る人を減らし、幸
せな人を増やしていきましょう！ドルコスト平均法協会の会員登録をお待ちしています。
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ドルコスト平均法協会 代表理事
星野泰平

*会員登録については、次ページの協会案内のページをご覧ください。

に ドルコスト平均法

！

会 お ！
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65歳以上人口

20～64歳人口

高齢者1人を何人の現役世代で支えるか？

昔、10人で支えていたのに、1.2人で支えることはできるだろうか？
総務省、社会保障・人口問題研究所より作成

1950年 2010年

10.0人10.0人 2.6人2.6人

2050年

1.2人1.2人

ドルコスト平均法協会について

ますます厳しくなる社会環境

使命：ドルコスト平均法で幸せな人を増やす

協会HPもご覧下さい
http://dca23.com/
info@dca23.com

　今後、日本は本格的な高齢化社会に突入します。戦後100人中5人程度
だった高齢者の数が、すでに100人中26人まで達しました。2050年には
100人中40人が65歳以上の高齢者になります。

　今後急速に「年金を支える人」と「年金を受け取る人」のバランスが悪
化します。支払う人が激減し、受け取る人が激増する仕組みは限界があり
ます。将来の年金給付額が減るのは、ほぼ確実です。

ドルコスト平均法の 2つの課題
　しかし、ドルコスト平均法は大きな課題が 2点あります。

課題 1.ドルコスト平均法の特徴をやリスクが全然説明されてない

　1点目は、ドルコスト平均法の特徴やリスクがほとんど説明されていな
いことです。

　これまでの金融業界の説明は、「平均買付単価」や「複利効果」などの
キーワードを軸に、ドルコスト平均法を説明してきました。しかし、それで
は、ドルコスト平均法の重要な特徴を伝えられません。

　また、ドルコスト平均法のリスクや、その対処方法や考え方も説明でき
ません。リバランスについて、説明できません。

　当協会は、講座やドルコスト平均法検定を行い、「投資の成績=量×
価格」を使い、ドルコスト平均法のすべてを説明できるエキスパートを育
成します。

課題 2.ドルコスト平均法を伝える人が不足している

　2点目の問題点は、ドルコスト平均法を提案する人が不足していること
です。
これまで、金融機関はドルコスト平均法をお客様に対して、ほとんど提案
してきませんでした。

　2014 年からNISA が始まったので、取り扱う金融機関は増えたのです
が、2011 年の時点で、全国の約 300 社の証券会社のうち、投資信託をド
ルコスト平均法で購入できるサービスをHPで紹介しているのはたった
の 13 社でした。たったの 4%程度です。

　証券会社だけではありません。銀行や信用金庫、労働金庫などの金融
機関も同じです。

　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
スト平均法のサービスを利用しているのは、1支店あたり約 25 人だけで
す。1年に 2人も増えてない計算です。

　この様に、ドルコスト平均法は全くと言っていいほど、推進されてきま
せんでした。

ドルコスト平均法の 2つの課題を解決が必要

　この様に、ドルコスト平均法には 2つの大きな課題があります。
この課題を解決するために、ドルコスト平均法協会を設立しました。

　まず、ドルコスト平均法を適切に説明できる人材を育成します。その為
の各種講座や検定を行います。
　そして、理念に賛同する方を増やし、その輪を広めていきます。

ドルコスト平均法を日本の文化にしよう

　アメリカは今でこそ、資産運用が定着していますが、30 年前は全く根
付いていませんでした。確定拠出年金がスタートした頃も、当初は皆元本
確保型でした。徐々に、ドルコスト平均法をしていく投資家が増えたので
す。
　
　日本もまだ、ドルコスト平均法は根付いていません。しかし、コツコツと
堅実に取り組むスタンスは、日本人に合っています。そして、その重要性も
高まっています。

　全国に、ドルコスト平均法をきちんと説明する人材が増え、結果として
ドルコスト平均法 ( 積立投資 ) が日本の文化になる。そんな姿をイメー
ジしています。

　ドルコスト平均法を伝えて、将来お金に困る人を減らしましょう。そし
て、幸せな人や家庭を増やしましょう。
　私たちの使命、ビジョンに共感する方、一緒にきちんとドルコスト平均
法を伝えていきたい方のご入会をお待ちしています。

　さらに、現役世代の収入は増えない時代になりました。戦後、48年間増
え続けた日本人の収入は2000年頃を境に増えなくなりました。昔のよう
に、年功序列で給料を増やすのは厳しくなっています。

　収入がなかなか増えない中、税金や社会保険料などの負担は増えま
す。限られた収入を上手に活用し、老後資産を確保する為にもドルコスト
平均法は必要です。

　そして、医療技術の進展により、現代日本人には長い老後が待っていま
す。
60 歳まで生きた方は 80 歳・90 歳・100 歳まで生きる時代です。人生
の円熟期になる老後生活を「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。

　長い老後生活を楽しく充実した時間にする為にも、しっかりと「じぶん
年金」を作る必要があります。

　そんな時代だからこそ、ドルコスト平均法の必要性・重要性は、今後、
さらに高まっていくのです。

設立趣旨
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ドルコスト平均法協会
代表理事　星野泰平

http://dca23.com/
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ドルコスト平均法協会 会員について

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

 1.ドルコスト平均法コンテンツ・バンクの利用権
→本冊子で紹介しているグラフやコンテンツなどを
すべてご利用いただけます。

3. 各種サービスを会員価格で購入可能
→各種講座や、小冊子などのツールを会員価格で
お買い求め頂けます。

2. 会員限定コンテンツの閲覧
→星野が書き下ろしている会員限定コンテンツを
HPでご覧いただけます。お客様との会話のやセミナーの
ヒントになります。

　当協会は、「ドルコスト平均法を多くの人に伝えたい！」と思う方の為
に、設立しました。

　前ページの設立趣旨でも説明しましたが、ドルコスト平均法を伝える
ことは、個々人の老後の資産形成に役立つだけでなく、社会全体に大き
な影響を与えます。

　しかし、ドルコスト平均法は多くの金融機関はほとんど提案をしませ
ん。
だからこそ、「ドルコスト平均法を何としても伝えたい！」という志を同じく
する人達で、力を合わせて、推進していく必要があります。

　1人でできることは限られていますが、みんなで力を合わせれば大き
な力になります。

　当協会の設立趣旨に賛同し、「ドルコスト平均法を広めていこう！」と思
われる方はご入会をお待ちしています。

　二宮金次郎といえば、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。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、成人してから、天災や飢饉などで食料不足に苦しむ約610の村々を再生させたのです。
彼は、「分度推譲」という考え方を村民たちに伝えて、村々を再生しました。

　「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。

　ドルコスト平均法は、「分度推譲」を現代版にしたものです。ドルコスト平均法を広める当協
会の会員は、現代の二宮金次郎とも言うべき存在です。

　当協会は、「現代の二宮金次郎を増やそう！」というメッセージを込めて、ドルコスト平均法を
伝える二宮金次郎をモチーフにしたロゴにしています。
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積立 太郎

ロゴの意味

当協会会員の5つの基本指針

会員登録する3つのメリット
1. 会員証の発行
2. 「ドルコスト平均法協会 会員」の肩書き利用が可能
3. ロゴの利用が可能
4.ドルコスト平均法協会 会員の名刺を作成が可能 ( 有料 )
5.ドルコスト平均法アドバイザーの資格名利用権
6. 会員限定メルマガの配信
7. 会員価格で講演依頼が可能

会員登録するその他のメリット

会費について

☆新しい企画もどんどん作ります！

入会料金：5400円 ( 税込) カード発行費用含む
月額会費：980円 /月 ( 税込：1058 円 /月 )
・入会費はクレジットカード払いも対応していますが、
月の会費は口座振替のみとなります。

会 コ ら

分度推譲 Bundo Suijyo

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

http://dca23.com/member-2/
http://dca23.com/member-2/
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じぶん年金ゲームで楽しく
ドルコスト平均法を伝えよう
じぶん年金ゲームは、ドルコスト平均法をクイズ形式で楽しみながら、わ
かりやすく伝えるツールです。
　ドルコスト平均法の基本となる「量」×「価格」の考え方を、しっかり教
育できます。「量」×「価格」の考え方をしっかり理解すれば、下落時に怖く
なったり、不安にならずに安心して続けることができます。

クイズ形式だから楽しく盛り上がる

　じぶん年金ゲームは、クイズ形式なので、誰でも何人でも楽しめます。
ドルコスト平均法は、今までの投資の常識と全く異なる特徴があるので、
それをクイズ形式で出すと、初めてドルコスト平均法の特徴を知った方
は、その魅力に惹かれるのです。

　何回もクイズを出すと、どんどん理解が深まり、ドルコスト平均法の面
白さが伝わります。使い方も目的に応じて、自由自在です。

　面談時に、2,3 分で簡単に済ませることもできますし、勉強会などで 30
分程度時間をかけて、じっくり楽しむこともできます。

　タブレットで出来ますので、打ち合わせスペースがあれば、2,3 人の少
人数でも出来ます。

　いつでも、どこでも、誰にでもドルコスト平均法の面白さを共有できる
ゲームです。

　じぶん年金ゲームを使うと、運営者がドルコスト平均法を教えるのが
楽しくなっていきます。

少人数のゲーム開催がオススメ

　特に、このゲームを数人の少人数で開催するのがオススメです。2,3 人
でも構いません。少人数だと会話もしながら、気軽に楽しめます。

　少人数であれば、会議室を借りなくても、打ち合わせスペースで気軽に
できます。
　特に、女性は気軽にお友達を連れて参加しれくれることが多いです。少
人数の女性対象のゲームはオススメです。

確定拠出年金の加入者教育とも相性が◎

　じぶん年金ゲームは、確定拠出年金の加入者教育に適しています。確
定拠出年金の加入者教育の場合、会社が設定するものなので、通常のセ
ミナーと比べて、参加意識が低い人がいる比率が高いです。

　だからこそ、単なる座学のお勉強スタイルだけでなく、ゲームを入れて
楽しめる時間にすることが重要です。

面談でも気軽にサクっと使える

　ゲームと言うと、時間がかかりそうなイメージを持つかもしれません。
しかし、このゲームはランダム入力機能をつかえば 1秒で終わらせること
もできます。

ですから、面談の時でも気軽にサクッとできるのです。

Q.ゲームを運営するのは難しいですか？

A. マニュアルがありますので、その通りにしていただけば簡単に開催で
きます。盛り上がる為のポイントなどもありますので、そちらをご覧くださ
い。

また、説明会も随時開催しています。ホームページにスケジュールがあり
ますので、一度足を運んでみてください。

Q.ゲームにかかる時間はどの程度ですか？

短く終わらせようとしたら2,3 分で終わります。15 分あれば、しっかり教
育できます。30 分かけると、かなり理解も深まります。

2時間のマネーセミナーの中で、15 分～30 分だけゲームをするのもオ
ススメです。

Q. 何人くらいで開催するのがいいのでしょうか？

参加者は 1人でも大丈夫です。勉強会形式でしたら、3,4 人の少人数から
100 人規模の大人数まで対応できます。

運営の方法については、マニュアルでサポートしてますのでご安心くだ
さい。

Q. 何かツールは必要ですか？

特に必要ありません。数字をお客様に選んでいただくだけでゲームは進
みます。

Q.タブレットで使えますか？

PCでも、タブレットでも使えますので、訪問先で気軽に開催できます。
スマホは対応していません。

Q.ゲーム以外にも利用方法はありますか？

じぶん年金ゲームは、ドルコスト平均法の特徴を伝えるプレゼンツール
としてもご利用いただけます。プレゼンのポイントもヘルプサイトでご紹
介しています。

Q. 説明会はありますか？

定期的にセミナーを開催しています。スケジュールについては、ホームペ
ージをご覧下さい。

■初期登録料
個人 ( 法人 1名 ) 10,000 円 ( 税抜 )
法人 (5 名まで ) 30,000 円 ( 税抜 ) 

■月額利用料
個人 /法人 (1 ユーザー ) の方： 5,000 円 /月 ( 税抜 )
法人 (2～5ユーザー ) の方：15,000 円 /月 ( 税抜 )  

* それ以上、あるいは大企業の場合、別途お見積りになります

定期的に説明会を行ってますので、HPで日時をご確認ください。ご来場、お待ちしています！

料金について

http://dca23.com/game2/
http://dca23.com/game2/
http://dca23.com/game2/
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ドルコスト平均法の小冊子
　小冊子は非常に教育効果が高いツールです。あなたに代わって、教育
を代行してくれます。

　セミナー参加者に配るなど、ドルコスト平均法を伝える効率が飛躍的
にあがります。

質の高い小冊子を作るのは大変・・・

　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、いまいち伝わらない文章になることはよ
くあります。

　また、デザイン・イラストなどまでこだわると、かなりの労力がかかり
ます。せっかく作っても、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。

質の高い小冊子を提供

　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。

他の人が書いた小冊子との最大の違い

　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。

　一切の営業をしてませんし、講師紹介サービスなどに登録したことも
ありません。

　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、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。

価格は自分で作るより圧倒的に安い

　しかも、料金は自身で作るより、安くご利用いただけます。この小冊子
は 64 ページあります。全面カラーで豊富な図表を入れてます。自前で作
ろうとすると、それなりのコストがかかります。

　印刷費は部数が少ないほど割高になるため、自分たちで作るにはそれ
なりの予算が必要です。

　しかし、当協会の小冊子を活用すれば、誰でも手の届く価格で気軽に
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。

内容について

　この小冊子はドルコストを伝えることに特化していて、2段階の構成に
なっています。

前半：読みやすさを重視したメインの部分

　p23_p24　前半がメインの教育部分です。

　この部分は文字を大きくしたり、図表を入れて、一般の本を読むよりも
抵抗感が少なく読めるように工夫してあります。

後半：興味を持った人をさらに惹きつける部分

　p39_p40_3　後半は、前半を読み興味を持ってくれた人が、さらに「ド
ルコストを面白い」と思ってもらえるようなネタをコラム形式で紹介して
います。

　すでに興味を持っている人を対象にしているので、文字は通常の書籍
と同様小さめにして、その代わりに内容を濃くしてあります。

　これまでの経験上、反応がいい話を、色々な切り口で紹介しています。
また、かなり図表も入れてるので、資料集としても使えます。

星野の経験を凝縮した内容

　前半も後半も、私のこれまでの経験を凝縮して作りました。きっと、あな
たにもお気に入りになるネタが収録されているはずです。私が約 10 年
かけて積み上げてきた経験値を全て詰め込んであります。

使い方の例

セミナー参加者に渡して、ご家族みんなで読んでもらう
ドルコスト平均法を気に入ったり、必要性を感じる人から、知り合いの人
に配ってもらう
金融機関のセミナーのノベルティに活用する ( サランラップより、
教育効果高い。金融機関の活用事例あり。)

* 会員の方は 2回目以降のリピート購入の方は 230円 ( 税抜 ) に割引に
なります。
*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。

発売 4か月で
3万部以上の
ご注文を頂きました

料金について
表記は税抜きです。別途、送料がかかります。
( 部数によって送料は変わります ) 詳しくはHPをご覧ください。

20 冊
一般価格
会員価格

500円
400 円

10,000 円
8,000 円

20 冊1冊

50 冊
一般価格
会員価格

400円
300 円

20,000 円
15,000 円

20 冊1冊

100 冊
一般価格
会員価格

350円
280 円

35,000 円
28,000 円

20 冊1冊

http://dca23.com/booklet/
http://dca23.com/booklet/
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ドルコスト平均法検定®

　日本でドルコスト平均法の特徴やメリット・デメリットをきちんと説明
できる人はまだ少数です。

　しかし、それでは、ドルコスト平均法が持つ特徴や、重要なリスク、そして
リスクへの対処方法も説明できない為、不十分な説明になってしまいま
す。

　ドルコスト平均法には一括投資と異なる様々な特徴があるのに、それを
説明しないのは価値があるアドバイスとは言えません。

　また、ドルコスト平均法は数年～数十年継続するものですが、フォロー
(リバランス )や終盤の出口戦略について適切な助言が出来ない人は、信
頼できるアドバイザーと言えません。

　そして、ドルコスト平均法の話だけでなく、一括投資との組み合わせ投
資や、一時金の分割投資まで助言出来ない人は、優秀なアドバイザーと
は言えません。

　あなたがもし、ドルコスト平均法を推進して、ビジネスをするなら、ドル
コスト平均法検定を受験し、きっちりとドルコスト平均法の特徴を伝えら
れる説明を覚えることをお勧めします。

理由① お客様のため

これまでのドルコスト平均法の説明では、ドルコスト平均法の特徴やメリ
ット、リスクを理解してもらうことができません。

お客様に誠実に、きちんと理解してもらうために、ドルコスト平均法をき
ちんと説明できるスキルが必要です。

理由② あなた自身のため

　ドルコスト平均法の特徴をきちんと理解してもらうと、相場下落時の解
約率、クレームやトラブルの数、ご契約いただく単価、紹介の本数、フォロ
ーの手間など、すべての面において、プラス ( 良い方向 )に働きます。

　また、根拠を持って説明できるのとそうでないのでは、説得力に大きな
差が生まれます。既存のドルコスト平均法の説明では、フォロー・リバラ
ンス・出口戦略などについて、根拠を持って説得力のある説明はできま
せん。

　職業倫理上も、結果には責任が取れないアドバイザーだからこそ、アド
バイスの価値にこだわるべきであり、その質を高めるためにベストを尽く
す必要があります。

理由③日本の社会のため

　ドルコスト平均法が広がることで、実際にアメリカがそうなったように、
将来の日本の税収・景気・個人金融資産に大きな影響を及ぼします。

　多くの日本人が安心して、ドルコスト平均法をスタートすることができ
る用になる為にも、まずはアドバイスする人間が、しっかりとした知識を
身につける必要があるのです。

　ドルコスト平均法を、きちんと理解して、お客様に説明したい方の受験
をお待ちしています。

受験方法：オンライン受験です。試験当日の午前中 (AM 8:00～AM 
12:00) に、PC から受験サイト( 協会 HP) にログインして受験してくだ
さい。

・オリジナルテキストについて：受験月の初旬に郵送でお送りします。
指定の市販されているテキストはご自身でご用意ください。

・合格発表について：受験終了時、即座に合否が出ます。

・3級に合格し、会員登録が済むと、ドルコスト平均法アドバイザー 3
級と資格名を名乗れます。 *ドルコスト平均法アドバイザー 3級と認
定されるには合格後、会員登録が必要です。

*2 級 ,1 級の受験は会員の方のみ受験可能です。

・問題数：20 問

資産運用のアドバイスをする方 (FP の方など)
金融機関にお勤めの方 ( 銀行、証券会社、保険会社、運用会社、地銀、
第二地銀、信用金庫、労働金庫、運営管理機関 etc)
マネーセミナーの講師をする方
確定拠出年金の業務に携わる方
マネー本などを執筆する方
マネー関係のメディア関係者
ドルコスト平均法を伝える楽しみを味わいたい方
ドルコスト平均法を広めることが、お客様のためになるのは勿論、日
本の社会のためになると思う方

次の様な方の受験をお待ちしています

プロとしてお客様のためになる説明をしよう

ドルコスト平均法検定に合格すると、
ドルコスト平均法アドバイザー®として認定されます。

会 コ ら

【3級の内容】
これまでの問題点・ドルコスト平均法の基礎
■ドルコスト平均法の公式について
■ドルコスト平均法の基本的特徴
■ドルコスト平均法のリスクについて
■ドルコスト平均法の鉄則
■これまでのドルコスト平均法の説明の問題点

【2級の内容】
ドルコスト平均法の提案の実務
■ドルコスト平均法の説明の 3ステップ
■「投資の成績=量×価格」の公式の説明方法
■ドルコスト平均法から一時金投資へのつなげ方
■分割投資について
■組み合わせ投資について
■ドルコスト平均法での紹介の獲得法

【1級の内容】
ドルコスト平均法のサポートの実務
■ドルコスト平均法のリバランス
■ドルコスト平均法の取り崩しについて
■ドルコスト平均法の状況説明力
■ドルコスト平均法の回復力について

締め切り：前月月末
試験日：毎月最終土曜日

3級・2級→10,000円
1 級→15000円受験料

http://dca23.com/member-2/
http://dca23.com/verification/
http://dca23.com/verification/


(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)

証券会社勤務時代より、資産形成層でも取り組みやすいドルコスト平均法の研
究に従事。

10年の歳月を経て、これまでほとんど説明されてこなかったドルコスト平均法
の特徴を説明できる「星野式ドルコスト説明法」を考案する。

ドルコスト平均法の特徴やリスクを適切に説明できる人材を育成し、その伝道
師を増やすために、ドルコスト平均法協会を設立する。

銀行、証券会社、運用会社、保険会社、信用金庫、労働金庫などの金融機関の研
修・コンサルティングも行う。

HP: http://dca23.com   
 

OTHER BOOKS

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」

https://www.amazon.co.jp/%E5%8D%8A%E5%80%A4%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E5%84%B2%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%81%A4%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%80%8D-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE-%CE%B1%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%98%9F%E9%87%8E-%E6%B3%B0%E5%B9%B3/dp/4062726947/ref=pd_rhf_gw_p_img_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=2BYVS49SWQMP6B818388
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4062729172/ref=pd_cp_0_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=FPSYHS36W1XSNVD4PMNK
https://www.amazon.co.jp/%E7%A9%8D%E7%AB%8B%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6-%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%AE%E9%8C%AC%E9%87%91%E8%A1%93%E5%B8%AB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6%98%9F%E9%87%8E-%E6%B3%B0%E5%B9%B3/dp/4775991094/ref=pd_sim_14_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=JR3Q1DVDR20EXEHRSX5Y
https://www.amazon.co.jp/KINZAI%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E5%8F%A2%E6%9B%B8-%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E7%A9%8D%E7%AB%8B%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1%E6%96%B9-%E6%98%9F%E9%87%8E-%E6%B3%B0%E5%B9%B3/dp/4322128505/ref=pd_sim_14_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=NW4BWASYWYV8GSEV3CXV
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