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はじめに  

人が生きていくためにはお金が必要不可欠であるといっても過言ではないだ

ろう。世の中に流通しているあらゆる商品はお金を払うことで手に入れること

ができる。食料や生活用品はもちろんのこと、住宅ローンや保険、子供の学費

など、将来的に必要なお金は増えるわけだし、自分が持っているお金をどのタ5 

イミングでどこに、どのくらい使うかを決めることは極めて重要なことである。 

しかし、2008 年のサブプライムローン問題によるリーマンショックなど、

金融危機は個人の金融リテラシーの低さが一因と言われているように、金融リ

テラシーの向上は世界的に見ても重大な課題となっている。とりわけ日本は米

国と比べると 10％ほど、ドイツと英国と比べると 7~9%低いと言われており、10 

より一層、金融リテラシーの向上が求められている。  

実際、2008 年に金融広報中央委員会が実施した「金融に関する消費者アンケ

ート調査」では「金融、経済の仕組み」についてはほとんど知識がないと回答

した人が  54.6%、「保険、年金の仕組み」については、ほとんど知識がないと

回答した人が  33.2%となっている。これらからもわかるように、日本の金融教15 

育が極めて低い水準にあり、日本にはより一層の金融リテラシー向上が求めら

れていることは明らかである。  

2012 年 6 月に OECD/INFF が「金融教育のための国家戦略に関するハイレ

ベル原則」を公表し、それ以降国際的な金融教育向上の取り組みが行われてお

り、日本においても 2012 年 11 月、金融庁金融研究センターに「金融経済教育20 

研究会」が設置された。このことから日本も含む国際レベルでの金融教育向上

の動きが近年みられていると言える。しかし「中学校、高等学校における金融

経済教育の実態調査報告書」（2014 年）において日本の金融経済教育の不十分

さが浮き彫りになってしまっている。  

そこで、本稿では日本における金融リテラシーのあり方について、金融リテ25 

ラシーの向上のために必要な取り組みを考察し、今後の日本社会の発展のため

に、金融リテラシーをどのように普及・向上させていくことが望ましいのかを

述べていく。第 1 章では金融リテラシーの定義やその意義について述べ、第 2

章では、日本の金融教育の指針となるリテラシーマップについて取り上げる。

第 3 章では米国と英国の金融リテラシー教育について述べ、それとの国際比較30 
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から、日本国内の金融リテラシー教育の現状について述べる。第 4 章では、今

後の日本社会の発展のために、金融リテラシーの向上がどのような役割を果た

すのかについて述べることにしたい。  

 

 5 

第 1 章  

	 一般的に「金融」とは、家計等の資金余剰主体から、企業等の資金必要（不

足）主体へ、資「金」を「融」通をすることを指す。その融通の形としては、

銀行の預金・貸出を通じた間接金融や、株式・社債等の発行を通じた直接金融

など、さまざまなものがある。その上で、金融リテラシーという場合は、通常、10 

家計等の資金余剰主体側の資金の提供手段に関わるリテラシーを主に指してい

る。すなわち、自らの資産の形成、運用、保持の手段として、銀行預金、株式、

社債等の金融商品をどのように用いるか、が主たる問題となる。このことを頭

に入れた上で金融リテラシーと金融ケイパビリティの 2 つを考察していく。  

 15 

第 1 節 金融リテラシーの定義  

	 初に金融リテラシーとは何かについて述べる。金融リテラシーの定義づけ

は様々な機関が行っているがここでは OECD の定義づけを例示する。OECD は

「金融リテラシーは、金融に関わる概念や  リスク、スキル、動機付け、信用に

ついての知識・理解であって、それらを金融という文脈の中で効果的に意志決20 

定するために活用し、個人や社会の金融的な福利を改善させ、経済生活への参

加を可能  にすることである」と定義づけをしている。つまり、金融リテラシー

とは個々の普段の経済生活の中でより良い意思決定に必要なものと言うことが

できる。ここから我々は、「金融リテラシーとは人間が生活していくうえで必

要な金融選択をよりよいものにするために必要な力であり、老若男女問わず必25 

要なもの。」と定義する。  

 
第 2 節 金融ケイパビリティの定義  

	 次に金融ケイパビリティについて考える。ケイパビリティとは、日本語の才

能、能力にあたる英語である。イギリスでは金融知識と理解，金融スキルとコ30 
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ンピテンス，金融責任という相互に関連した 3 つのテーマがあるとされ、特に

金融の社会的責任についても言及されている。すなわち、個人の金融選択が自

分の将来だけでなく家族や自分が所属しているコミュニティにまで影響を及ぼ

す金融責任があるとしている。米国財務省は 2009 年には「金融ケイパビリテ

ィとは，人々がいかに収支を一致させ，予め計画を立て，金融商品を選択・管5 

理し，金融の意思決定を行うための知識とスキルを，どれくらい持っているか，

を測定する用語である」としている。ここから我々は「金融ケイパビリティと

は金融リテラシーを含意しさらにそれから行動に至るまでをも含むもの」と考

える。  

 10 

第 3 節 金融リテラシーの意義と目的  

日本で金融リテラシーという言葉が広まる契機となった一つは、金融庁が示

した「生活スキルとして 低限身に付けるべき金融リテラシー」であろう。金

融庁では、2012 年 11 月に有識者・関係省庁・関係団体をメンバーとする「金

融経済教育研究会」を設置し、今後の金融経済教育のあり方について検討を行15 

い、2013 年 4 月に研究会報告書を公表した。この報告書の中で、「生活スキ

ルとして 低限身に付けるべき金融リテラシー」が示された。  

金融庁による「 低限に身に付けるべき金融リテラシー」では、4 分野・15

項目が記載されており、具体的には以下のようになっている。  

 20 

l 分野 1. 家計管理  

（1）適切な収支管理（赤字解消・黒字確保）を習慣にすること  

 

l 分野 2. 生活設計  

（2）ライフプランを明確にすること  25 

 

l 分野 3. 金融と経済の基礎知識と、金融商品を選ぶスキル  

【金融取引の基本としての素養】  

（3）契約をするとき、契約の基本的な姿勢（契約書をよく読む、相手方や

日付・金額・支払い条件などが明記されているか、不明点があれば確認す30 
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るなど）を習慣にすること  

（4）情報の入手先や契約の相手方である業者が信頼できるかどうかを必ず

確認すること  

（5）インターネット取引の利点と注意点を理解すること  

【金融分野共通】  5 

（6）金融と経済の基礎知識（単利・複利などの金利、インフレ、デフレ、

為替、リスク・リターンなど）や金融経済情勢に応じた金融商品の選択に

ついて理解すること  

（7）取引の実質的なコスト（価格、手数料）を必ず確認すること  

【保険商品】  10 

（8）自分にとって保険でカバーしたい事態（死亡、病気、火災など）が何

かを考えること  

（9）カバーすべき事態が起きたとき、必要になる金額を考えること  

【ローン・クレジット】  

（10）住宅ローンを組む際の留意点を理解すること  15 

      ア．無理のない借入限度額の設定、返済計画を立てること  

  	 	 イ．返済を難しくさせる事態に備えること  

（11）無計画・無謀なカードローンやクレジットカードなどの利用を行わ

ないことを習慣にすること  

【資産形成商品】  20 

（12）高いリターンを得ようとする場合には、より高いリスクを伴うこと

を理解すること  

（13）資産形成における分散（運用資産の分散、投資時期の分散）の効果

を理解すること  

（14）資産形成における長期運用の効果を理解すること  25 

 

l 分野 4. 外部の知見の適切な活用  

（15）金融商品を利用するにあたり、外部の知見を適切に利用する必要性

を理解すること  

 30 
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以上が、金融庁による「 低限に身に付けるべき金融リテラシー」であるが、

このような、金融リテラシーを身に着けることが、個人の生活設計に直接作用

し、よりよい生活につながるとされる。さらには、利用者に金融リテラシーが

身に付き金融商品を選別することができるようになれば、健全で質の高い金融

商品の供給を促すことや、我が国の家計金融資産の有効活用にもつながること5 

が期待されている。  

 

第 4 節 日本の金融リテラシーの現状  

	 では、日本における金融リテラシーの現状はどのようなものであろうか。そ

の現状把握のために、金融広報中央委員会は 2016 年に「金融リテラシー調査」10 

を行った。18～79 歳を調査対象とし、金融リテラシーに関する問題の回答を求

めた結果、全体の正答率は 55.6％という結果であった。この結果は、アメリカ

でも同様の調査を行った際の正答率と比べると 10％程度下回っている。イギリ

スなどと比較しても 7～9％下回っており、「諸外国と比べると、金融リテラシ

ーは低い」という実態が見えている。  15 

とりわけ、日本人の正答率が低かった項目は「生活設計」と「金融・経済の

基礎」という項目であった。生活設計では、今後必要となる資金（結婚費、老

後費など）の金額を把握していなかったり、金融経済の基礎が分からないと金

融商品の見極めがつかなくなるなどお金に対する意識の低さが垣間見えるもの

である。  20 

また、全体的な傾向に関してだけでなく、同じ日本人の中でも、金融リテラ

シーはどの程度異なるのであろうか。これについても、同じ調査の結果によれ

ば、「①金融経済情報を週 1 回以上みる人の割合」、「②期日に遅れずに支払

をする人の割合」、「③商品性を理解して投資信託を購入している人の割合」

は、高リテラシー層（正答率上位 2 割）については 8 割を超えていることがわ25 

かった（図１）。  
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出所）金融広報中央委員会「金融リテラシー調査（2016 年）」より著者作成  

(https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016

/yoshi.html) 

 5 

この図１は、金融リテラシーが身についている層とそうでない層との差は、

具体的に上記の①～③のような行動の違いの差として顕著に表れていることが

わかる。  

対象をより限定化して、証券投資について調査したものが、下の図２である。

図２は、日本において年収別に証券投資に関するイメージについて調査しても10 

のであるが、この図からは、高収入者のほうが資金運用に関してプラスに考え

ていることがわかる。  

 

図１	 金融知識などの階級別調査  
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出所）日本証券業協会作成「証券投資に関する全国調査」（調査結果概要）  

(http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/data/files/h27/H27gaiyou.pdf) 

 

資金運用に関してプラスに考える人は、当然ながら、一定の金融リテラシー5 

を身に着けていると考えられる。このことは、金融リテラシーの向上が、証券

投資といった具体的行動につながり、それによって、家計の金融資産の増加に

つながる可能性を示している。  

	 実際、以下の図３が示すように、アメリカやイギリスの家計資産の増加の大

部分は、投資信託や株式保有といった資産の運用からのリターンによるものな10 

のである。このような資産運用のリターンによる家計の金融資産の増加をもた

らすためにも、日本においては金融リテラシーの向上が必要とされていると言

えよう。  

 

図２	 証券投資のイメージ（年収別）  
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金融庁「平成 28 事務年度・金融レポート」（平成 29 年 10 月）  

https://www.fsa.go.jp/news/29/Report2017.pdf	 より  

 
 5 

第 5 節 攻めと守りのリテラシー  

	 先ほど、家計資産運用に触れたが、この節では、攻めと守りという観点から、

金融リテラシーについて整理することにしたい。  

資金を運用するということは、言い換えれば、金融商品を選ぶことである。

この金融商品とは、銀行や保険会社、証券会社などが扱う商品のことであり、10 

具体的には預金、投資信託、株式、保険などが挙げられる。これを細分化して

みていくと、大きく預金などの貯蓄を目的としたもの、投資信託や株式などの

投資を目的としたもの、保険などの貯蓄と投資の両者を兼ね備えたものの 3 つ

に分けることができる。  

まず、1 つ目の貯蓄は、自分の手元にあるお金を守ることであり、このため15 

の知識を我々は「守りのリテラシー」と定義する。この「守りのリテラシー」

が備わっていなければ、自身が働いて得た収入は無駄遣いの果てに消えていま

うであろう。しかし、MOTTAINAI という言葉が世界に浸透するほど、日本人

は節約精神があり、積極的に貯蓄という活動は行われていると考えられる。  

図３	 日米英比較にみる資産形成の推移とその伸びの要因  
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実際、日本銀行による「資金循環日米欧比較」からも（図４）、日本では貯

蓄に積極的である傾向が見受けられる。  

 

出所）日本銀行「資金循環日米欧比較」（平成 30 年）  

(https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf) 5 

 
しかしながら、貯蓄という面からの「守りのリテラシー」は十分であるにし

ても、その他の面は必ずしも十分とは言えない。実際、金融広報中央委員会の

金融に関する消費者アンケート調査によると身近に金融トラブルが潜んでいる

ことが分かる。不適切な勧誘経験がある人は 31％あり、実際に金融トラブルに10 

巻き込まれた人も 13％もいることが分かる（図５）。  

	 こうした金融トラブルは、後述の「攻めのリテラシー」とも関連している面

もある。すなわち、十分な「攻めのリテラシー」を持たないまま、安易な勧誘

活動によって、高いリスクを伴う金融商品に手を出してしまい、結果として、

「守りのリテラシー」が不十分になる、といったケースである。「攻撃は 大15 

の防御なり」という言葉があるように、「守りのリテラシー」と「攻めのリテ

ラシー」は表裏一体として捉えなければならない。  

 

 

図４	 家計の金融資産構成  
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出所）金融広報中央委員会「金融に関する消費者アンケート調査」（平成 20

年）より  

 5 

2 つ目の投資は、貯蓄している現金や預金を投資に回すことであり、適切な

投資を行うためには十分な知識が必要である。この知識を我々は「攻めのリテ

図５	 身近な金融トラブル  
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ラシー」と定義する。この「攻めのリテラシー」は、金融商品の適切な選択の

ために必要であり、備わっていない場合、適切な投資が行えず、十分な資産形

成につながらない。言い換えれば、「積極的に適切なリスクを取りに行き、そ

れによって、自らの資産を増やしていく」ためのリテラシーである。  

先の図４「資金循環日米欧比較」は、日本の貯蓄の積極さを示すものでもあ5 

るが、同時に、その資産形成手段としては現金・預金に著しく偏っていること

も示している。日本の家計の現金・預金の占める割合は 52.5％と過半数を超え

ており、アメリカとユーロエリアはそれぞれ 13.1％、33.0％である。  

このように、日本における資産形成手段が預金に偏重している背景としては、

かつての預金金利の高さが挙げられる。以下の図６のように、日本はバブル期10 

には定期預金の預金金利は 6％超えていた。つまり、その時期はある程度の資

金がある人は低リスクの預金で資金保有するだけで、資産の運用・形成が十分

に可能だったのである。  

 

 15 
出所）はじめて個人年金  

(http://www.paci-nenkin.com/bank/2828/)  

 
言い換えれば、かつての日本人にとって「攻めのリテラシー」を身に着ける

必要性は低く、貯蓄という「可能な限りリスクを回避し、自らの資産を維持さ20 

せていく」ような「守りのリテラシー」だけで十分だったのである。  

図６	 普通預金、定期預金の金利の推移  
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	 実際、下の表１が示すように、積極的な資産運用につながるリスク性資産の

購入を経験した人は、日本では相対的に少ない。  

 

表１	 リスク性資産の購入経験  

 5 
出所）金融広報中央委員会「金融リテラシー調査（2016 年）」より  

 

表１にもあるように、株式の購入経験は 31.6％、投資信託は 25.8 パーセン

ト、外貨預金等は 17.3％となっておりおおよそ 2～3 割の人しかリスク性資産

を購入していないことがわかる。  10 

さらに、より重要な点は、下の表２が示すように、購入者のうち 2～3 割は

それらの商品性を理解しないまま購入している点である。  

 

表２	 リスク性資産の理解について  

 15 

出所）金融広報中央委員会「金融リテラシー調査（2016 年）」より  
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	 すなわち、積極的な資産運用につながるリスク性資産の購入者がそもそも少

ないというだけでなく、本来、「攻めのリテラシー」を身に付けた上で購入す

べきものを、そうでない人が購入しているという点でも、日本の「攻めのリテ

ラシー」の不十分さが表れている。  

	 当然ながら、「攻めのリテラシー」を身に付けずに、リスク性資産を購入す5 

れば、それは大きな損失につながりかねず、結果として、資産を「守る」こと

はできなくなる。先ほど、「守りのリテラシー」と「攻めのリテラシー」は表

裏一体として捉えなければならない、と述べたが、日本の金融リテラシー向上

のためには、「守りのリテラシー」と「攻めのリテラシー」の両面から、その

向上を図ることが必要と言えよう。  10 

 

 

第 2 章 日本の金融リテラシー教育の指針「金融リテラシーマップ」  

先の第 1 章第 3 節では、金融庁が提示した「生活スキルとして 低限身に付

けるべき金融リテラシー」として、4 分野・15 項目について述べたが、その内15 

容を、金融広報中央委員会が、年齢層別に、体系的かつ具体的に記したものと

して公表されているのが、「金融リテラシーマップ」である。  

金融広報中央委員会（知るぽると）によれば、このマップは、「国民一人ひ

とりが、より自立的で安心かつ豊かな生活を実現するため」、さらには「国民

一人ひとりの金融リテラシーが向上すれば、結果として、健全で質の高い金融20 

商品の提供の促進や、家計金融資産の有効活用にもつながり、公正で持続可能

な社会の実現に役立ち得ると考えられ」る、としている。  

また、このマップの作成の目的として、「自治体、業界団体、各金融機関融、

NPO 団体など、さまざまな現場で実際に金融教育を担う方にご利用いただくた

め」としており、このマップの作製によって、「身に付けるべき内容が明確に25 

なり、より効果的・効率的に金融教育を推進することが可能になると考えられ」

る、としている。  

	 実際のリテラシーマップは、網羅的で多岐にわたるが、以下ではその主要な

ポイントについて、整理しておく。  

 30 
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第 1 節  家計管理  

小学校の段階は低学年、中学年、高学年の 3 つに分けて考えられている。家

計管理の分野において、低学年の段階では、「ものには価値があることを知り、

ものを大切に使う週間を身につける」、「欲しいものをすべて手にすることは

できないことを知る」、「ものやサービスを購入するときお金を払う必要があ5 

ることを理解する」などが望まれる。中学年の段階では、「ものやお金には限

りがあることやお金の大切さを理解する」、「お金は将来貯めて使えることを

理解する」、「お小遣い帳をつけることなどを通じてお金を管理する」などが

望まれる。高学年の段階では、「お金の使い方について見直しながら、自ら節

度を守り節制に心掛ける」、「暮らしを通じて様々なお金の動きを理解する」、10 

「商品の選び方を知り、工夫して買い物ができる」などが望まれる。  

中学生の段階では、「財やサービスの有限性、希少性を理解し、よりよい選

択をしようとする」、「時間やものを大切にすることなど望ましい生活習慣を

身につける」、「自分に必要なものやサービスの適切な選択・購入および使用

ができる」などが望まれる。  15 

高校生の段階では、「資源の有限性、希少性を理解し、財やサービスの購入

にあたって、よりよい選択ができる」、「長期的・計画的な資金管理の大切さ

を理解する」、「現代の消費生活の課題を認識し、消費者として適切な意思決

定ができる」などが望まれる。  

大学生の段階では、「必要に応じアルバイト収入を増やすなど、収支の改善20 

に努めることができる」、「現在の自分の生活や教育などのために支払われて

いる費用を知り、家族の一員として家計全体を意識した支出行為等ができる」、

「自分の能力向上や目標達成のために必要な支出  を、予算の範囲内で、計画的

に行うことができる」、などが望まれる。  

若年社会人の段階では、「家計の担い手として収支管理の必要性を理解し、25 

赤字を出さない (黒字を確保する )意思をもっている」、「収入のうち、一定額

を天引きにするなどの方法により、貯蓄を始めている」、「趣味や自分の能力

向上のための支出を、計画をたてて行うことができる」などが望まれる。  

一般社会人の段階では、「家計は主として支える立場から収入・支出を把握

し、家計簿で収支管理を行うなど、適切な収支管理が習慣化している。」、「必30 
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要性や収入等、様々な要素を勘定して、支出の適否を的確に判断できる」、「家

族構成等を踏まえたリタイア後の基本生活費の概要を把握するとともに、リタ

イア後の収入や金融資産の状況を予想し、必要に応じ改善のための行動がとれ

る」などが望まれる。  

高齢者の段階では、「リタイア後の収支計画に沿って、収支を管理し、改善5 

のために必要な行動がとれる」、「受給している (または受給予定の )年金額を

把握し、年金受給額等の範囲内で支出を行えるライフスタイルに切り替えてい

る」、「収支管理を行うことが困難になった場合に備え、家族  や公的な助力を

得るなど、対策を検討し、準備・実行することができる」などが望まれる。  

 10 

第 2 節  生活設計  

生活設計の分野において、小学生の低学年の段階では、「家の手伝いをする

ことで役立つ喜びを知る」、「働く人々の素晴らしさに気づく」、「お店の人

の工夫や努力に気づく」などが望まれる。中学年の段階では、「自分の仕事に

責任を持ち、 後までやりとげる態度を養う」、「栽培活動等を通して、働く15 

ことの喜びと大変さ、お金の価値の重さを理解する」、「働くことの大切さを

知り、進んでみんなのために働く」などが望まれる。高学年の段階では、「働

くことの大切さと金銭を得ることの苦労がわかる」、「働くことを通して社会

に役立っていることを理解する」、「自分の長所・短所をみつけ、将来就きた

い職業について考えてみる」などが望まれる。  20 

中学生の段階では、「収入を得ることが生活の安定のために必要であること

を理解する」、「労働と賃金ややりがいとの関係について理解する」、「職場

体験などを通じて、勤労を実感し、情報を収集し、就きたい職業について考え

る」、「ニートやフリーターについて考える」などが望まれる。  

高校生の段階では、「勤労により収入を得ることが経済的自立の基盤である25 

ことを理解する」、「働き方によって生涯所得に大きな差が生じることを理解

する」、「様々な職業の社会的意義を踏まえながら、職業選択と進路選択・生

活設計を関連付け、自分が就きた職業について考える」などが望まれる。  

大学生の段階では、「働き方や付加価値の付け方によって生涯所得などに大

きな差異が生じることを理解し、希望する職業などを展望した能力向上に向け、30 
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積極的に努力している」、「卒業後、勤労による収入を基盤に経済的に完全に

自立する必要があることを理解している」、「人生の三大資金 (教育・住宅・老

後資金 )など、ライフイベントに必要となる金額について現実的なイメージを持

っている」などが望まれる。  

若年社会人の段階では、「選択した職業を踏まえ、自分の夢、希望やそれを5 

踏まえたライフデザインの具体化、修正等を行い、職業との両立を図る形でラ

イフプランの実現に取り組んでいる」、「内的・外的な環境の変化に応じて、

ライフプランを見直すことができる」、「給与天引き貯蓄を行うなどの工夫も

行い、貯蓄行動を定着させる」などが望まれる。  

一般社会人の段階では、 「家族一人ひとりのライフプランを共有し、互いに10 

その実現に向けて協力できる」、「学校と連携しつつ、家庭内で子の金融教育 (例 :

こづかいの管理、職業観の育成等 )に取り組む」、「住宅・教育ローン等の計画

的返済に努める一方、リタイア後のライフプランを描き、将来の年金予定額を

前提に、必要な資金確保のための貯蓄など準備を進めている」などが望まれる。  

高齢者の段階では、「リタイア後のライフプランについて、余暇の活用、家15 

族や社会への貢献にも配慮した見直しを行いつつ、年金をベースとした生活ス

タイルに切り替え、心豊かに安定的な生活を過ごせるよう、堅実に取り組んで

いる」、「体力等の低下への備えも行いながら、人生の総仕上げとしての計画

や準備を行っている」、「年金受取額等をベースとした生活スタイルを確立す

るとともに、老後資金を万が一の備えとして確保し、  堅実に管理・運用する」20 

などが望まれる。  

 

第 3 節  金融取引の基本としての素養  

この分野において、小学生の低学年の段階では、「目的を考えてものを選ん

で買うことができる」、「決まりを守ることの大切さを理解し、実践する」な25 

どが望まれる。中学年の段階では、「安全や環境に配慮した消費生活の大切さ

に気づく」、「困ったときにはすぐに身近な人に相談する態度を身につける」

などが望まれる。高学年の段階では、「ものの選び方、買い方を考え、適切に

購入する能力を身に付ける」、「お金のトラブルは家族に迷惑をかけることを

知り、気をつけるようにする」などが望まれる。  30 
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中学生の段階では、「契約の基本を理解し、日常生活において安易な約束を

せず、約束を守る態度を身につける」、「消費者基本法について理解し、消費

者の権利や責任について知り、日常生活に活かす態度を身につける」、「環境

や社会に配慮した消費生活ができる」などが望まれる。  

高校生の段階では、「契約の意味と留意点および契約に伴う責任について理5 

解し、内容をよく確認して契約する態度を身につける」、「契約に伴う手数料

の負担について理解する」、「消費者契約法について理解する」などが望まれ

る。  

大学生以降の段階では、「収集した情報を比較することにより、適切な消費

行動をすることができる」、「契約内容の確認の際、契約の必要性について改10 

めて吟味するとともに解約の可否や解約時のペナルティの発生、手数料の負担

についても確認することができる」、「契約内容および契約に伴う責任につい

て業者の説明を聞くだけでなく書面の上でも確認し、理解できたかどうか自問

することが習慣となっている」などが望まれる。  

 15 

第 4 節  金融分野共通  

この分野において、小学生の低学年の段階では、「ものやサービスを購入す

るとき、お金を払う必要があることを理解する」などが望まれる。中学年の段

階では、「お金は貯めて将来使えることを理解する」、「銀行や郵便局に預貯

金し、利息について理解する」などが望まれる。高学年な段階では、「暮らし20 

を通じてお金の様々な役割を理解する」、「銀行の基本的機能について理解す

る」などが望まれる。  

中学生の段階では、「お金の役割を整理して理解する」、「金融機関の種類

と機能について理解する」、「間接金融、直接金融の仕組みについて理解する」

などが望まれる。  25 

高校生の段階では、「お金の役割を理論的に把握する」、「間接金融、直接

金融の機能・特徴について理解する」、「金利の機能と変動の理由について理

解する」、「金融商品のリスクとリターンを理解する」などが望まれる。  

大学生以降の段階では、「金融商品の３つの特性 (流動性・安全性・収益性 )

を理解する」、「お金の価値と時間との関係について理解する (複利、割引現在30 
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価値など )」、「クレジットカード、電子マネー等、現金以外の決済手段を理解

する」などが望まれる。  

 

第 5 節  保険商品  

小学生の段階では、「アクシデントに対する備えの必要性を認識している」、5 

「家族や自分自身が事故や災害、死亡、疾病、傷害等にあった場合、生活に大

きな影響を受けることを認識している」、「防災、防犯、交通安全を通じて、

身の回りにある危険を認識し、その危険から身の安全を確保する方法 (回避・軽

減など )を理解し、実践する」などが望まれる。  

中学生から高校生の段階では、「社会生活には様々なリスクがあり、いつで10 

も、どこでも、誰にでもおこりうることを理解している」、「リスクを回避し

たり、損失を防止・軽減したりするための方法を学び、実践する」、「保険は

リスクを移転する手段であることを理解する」などが望まれる。  

大学生以降の段階では、「リスク管理の基本として、リスク (例えば怪我、死

亡、病気、交通事故、火災、地震など )を把握すること、コントロールすること15 

(回避する、損失を防止・軽減するなど )、保有すること (損失負担を想定する〈軽

微な損失などの場合〉 )、移転すること (損失を他者に転嫁する )を知る」、「保

険はリスクを移転させる手段であり、発生頻度が低いものの発生すると損失が

大きくなる場合などに向く商品であることを知る」などが望まれる。  

 20 

第 6 節  ローン・クレジット  

この分野では、小学校低学年の段階では、「こづかいの使い方を通して計画

的に買い物をする必要性に気づく」などが望まれる。中学年の段階では、「お

小遣い帳をつける」、「困ったときの対処方法や相談の仕方を身につける」な

どが望まれる。高学年の段階では、「将来を考え金銭を計画的に使うことの大25 

切さを理解する」、「小学生が巻き込まれる金融トラブルの実態について知る」

などが望まれる。  

中学年の段階では、「生活設計の必要性について理解し、自分の価値観に基

づいて生活設計をたててみる」、「クレジットカードの使用上の留意点につい
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て学ぶ」、「金利計算能力を身につけ、金利の重さを理解する」などが望まれ

る。  

高校生の段階では、「生活設計を立て、生涯収入、支出の内容を把握する」、

「各種カードの役割や機能と使用上の留意点を学ぶ」、「多重債務に陥った人

の現状を知り、安易な借入れを避ける」などが望まれる。  5 

大学生の段階では、「住宅資金の必要性について理解する」、「借入れには

信用が重要であることも考慮の上、ライフプランについて考える」などが望ま

れる。  

若年社会人の段階では、「住宅ニーズを考慮したライフプランを描いている」、

「住宅ローンについて基本的な特徴を理解している」、「住宅資金が必要にな10 

る時期を考え、資金の準備を計画することができる」などが望まれる。  

一般社会人の段階では、「現代とリタイア後の住宅ニーズを考慮したライフ

プランを着実に実行しつつある」などが望まれる。  

高齢者の段階では、「リタイア後の生活の安定のために、必要に応じて負債

と資産のバランスを見直せる」などが望まれる。  15 

 

第 7 節  資産形成商品  

この分野では、小中学生の段階では、「リスクとリターンの関係について理

解する」、「期間と金利の関係 (単純計算・複利計算 )を知り、継続して貯蓄に

取り組む態度を身につける」などが望まれる。  20 

高校生の段階では、「資産運用する場合の金融商品のリスクは一般に危険で

はなく不確実性を指すことを理解するとともにリスクには様々な種類があるこ

とを理解する (価格変動リスク、信用リスクなど )」、「家計資産のマネジメン

トとして、自らのリスクを許容度を把握することができる」、「資金運用のバ

ランスを考え、自己責任で金融商品を選択する意識をもつ」などが望まれる。  25 

大学生の段階では、「自らのリスク許容度を踏まえて、資産配分や金融商品

の選択を行うことができる」、「分散投資によりリスク軽減が図れることを理

解している」などが望まれる。  

若年社会人の段階では、「資産形成の観点から、リスク商品の重要性を理解

し、資産運用対象としてリスク商品を考えることができる」、「複数の異なる30 
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リスク特性をもつ金融商品に分散投資ことにより、リスクが軽減されることが

あることを理解している」などが望まれる。  

一般社会人の段階では、「リスク許容度は年齢や家族構成、生活スタイルな

どにより変化することを理解している」、「分散投資を行なっていても定期的

に投資対象 (投資する国や商品 )の見直しが必要であることを理解している」、5 

「長期運用には、急な市場低迷時にも慌てて損をしてしまうことを防ぐ効果も

期待できることを知っている」などが望まれる。  

高齢者の段階では、「リスクとリターンの関係を理解し、ノーリスク・ハイ

リターンをうたう金融商品などに疑いを持つことができる」、「年齢やライフ

スタイルなどを踏まえ、投資対象の配分比率を見直す必要があることを理解し10 

ている」、「年齢などを踏まえ、長期運用ではなく、流動性や安全性を重視ふ

ることができる」などが望まれる。  

 

第 8 節  外部の知見の適切な活用  

この分野において、小学生の段階では、「困ったときの対処方法や相談の仕15 

方を身につける」、「情報を活用して選択できる能力を身につける」、「消費

生活センターの役割を知る」などが望まれる。  

中学生の段階では、「契約の基本を理解する」、「預貯金、株や債券につい

て理解する」、「インターネット、携帯電話によるトラブル事例を学び、予防

の仕方を理解する」、「悪徳商法や詐欺処方を見分け、詐欺にあわないように20 

することを学ぶ」などが望まれる。  

高校生の段階では、「預貯金、株式、債券、保険等について理解する」、「金

利の高さとローン返済額との関係を知り、金利の重要性を実感する」、「情報

を収集し、自分の消費生活に活用できる技能を身につける」、「資金運用のバ

ランスを考え自己責任について理解する」などが望まれる。  25 

大学生の段階では、「基本的な金融商品（預金、債券、株式、投資信託等）

の仕組みや特性の概要を理解している」、「経済の動向が金融商品の価格等に

どのような影響を及ぼすか、関心をもって見ている」、「高いリターンには高

いリスクが伴うことを理解している」、「金融商品を利用する際には、リスク
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の程度に応じ外部の知見を利用する必要があることを認識している」などが望

まれる。  

若年社会人以降の段階では、「金融商品を利用するにあたり、外部の知見を

適切に活用する必要があることを理解している」、「お金の運用などに関して、

心理的・感情的な要素にとらわれることがあることを理解している」、「金融5 

商品の利用の是非を自ら判断するうえで必要となる情報の内容と、相談しアド

バイスを求められる適切な機関等を把握し、的確に行動できる」などが望まれ

る。  

 

	 以上が、金融広報中央委員会（知るぽると）による「金融リテラシーマップ」10 

の主要なポイントであるが、 初に述べたように、マップの全体の内容は多岐

にわたり、かなり細かいことについてまで書いてある。  

この点は、内容が網羅的であり、極めて充実しているとも言えるが、一方で、

あまりに膨大過ぎて、実際の教育現場で消化できるのか、疑問が残る点でもあ

る。以下の第 3 章でも、実際の日本の教育機関では、金融教育に関する時間や15 

人材の不足が指摘されており、むしろ、「金融リテラシーマップ」の内容自体

の改正ではなく、その膨大な内容を実行に移すための方策が必要とされる段階

ではないかと考えられる。  

 

 20 

第 3 章  海外と日本の金融教育の現状  

この章においては、海外と日本の金融教育の現状を比較していきたい。アメ

リカやイギリスなどでは、金融リテラシーよりも金融ケイパビリティが重視さ

れている。金融ケイパビリティは、イギリスにおいては、英国 FSA の『金融ケ

イパビリティの測定 :予備研究』(FSA 2005)で金融ケイパビリティの構成要素は、25 

1 収支を一致させる、2 収支の  記録をつける、3 予め計画を立てる、4 金融商

品の選択、5 金融問  題に精通していること、の 5 つとされている。アメリカに

おいては、米国財務省が 2009 年に行った金融ケイパビリティ調査では「金融

ケイパビリティとは、人々がいかに収支を一致させ、予め計画を立て、 金融商

品を選択・管理し、金融の意思決定を行うための知識とスキルを、どれくらい30 
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持っているか、を測定する用語である。」とそれぞれ定義されている。これは、

金融リテラシーがお金に関する「知識」を身につけることであるとするならば、

金融ケイパビリティはその「知識」を実際に活用する「知恵」を身につけるこ

とだということができる。このような前提を踏まえ、以下でアメリカとイギリ

スにおける金融教育について詳しく述べていきたい。  5 

 

第 1 節 アメリカにおける金融教育の現状  

（1）アメリカの金融教育の背景  

この節では、アメリカと日本における金融教育のあり方を比較していきたい。

まず、日本の教育法は憲法や教育基本法、学校教育法関係法令などに基づき、10 

義務教育が行われているのに対し、アメリカの教育法は各州法によって定めら

れ、各州独自の教育が行われている。よって、アメリカ全体としての共通した

金融教育は行われていない。この点において国家の政策に基づき一国統一の教

育を行う日本と相違点がある。これは、日本とアメリカの金融教育を比較して

行く上で、重要な前提である。  15 

 

（2）Jamp$tart による金融教育  

アメリカでは、Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy(以下，

Jump$tart)という非営利団体が金融教育において大きな役割を果たしている。

個人金融リテラシーとして生涯にわたる財務上の意思決定スキルを学生時代に20 

身につけることを推進する非営利団体であり、金融リテラシーの重要性と効果

的な金融教育の重要性を高めることを目標としている。Jump$tart の活動とし

ては，まず１つ目として，教員志望者に対してパーソナルファイナンスの教授

法を教える  Jump$tart Teacher Training Alliance がある。２つ目に金融教育

コミュニティの形成を目的とした  Financial Literacy Dan on Capitol Hill  と  25 

Financial Literacy Month がある。3 つ目は、金融教育に  おける表彰制度とし

て  Jump$tart Awards。4 つ目に、現教員を支援するための情報提供の場とし

て  Jump$tart National Educator Conference がある。具体的には、金融教育

の内容を教育課程に盛り込むべく，金融リテラシーを定義し，年代別の目標の

マッピングも行った National Standards の策定・公表を行った。これにより30 
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具体性をもった指標ができたことで、アメリカにおける金融教育の普及、さら

には学校段階におけるパーソナルスタンードの必修化につながった。このよう

な点で Jamp$tart の活動は大きな役割を果たしたということができる。  

 

（3）経済学の必修化  5 

アメリカでは経済学が必修化されている。これもまたアメリカの金融教育が

発達している一因であると考える。アメリカにおける金融教育は中学校、高校

だけでなく、小学校、幼稚園においても行われており、それぞれのレベルにあ

った金融教育がなされている。具体的に、高校段階における授業内容は、パー

ソナルファイナンスが中心であり、クレジットカードの使い方や投資、学生ロ10 

ーンの返済方法など、個人がお金を計画・管理するための実用的なお金の知識

を身につけるためのものとなっている。このような金融教育を学校教育で受け

られるのは、日本の金融教育との大きな違いがある。このような実践的な教育

を学校段階から受けることで、攻めのリテラシーが身につき、投資に積極的に

なると考えられる。  15 

 

（4）金融教育の実績  

以上の金融教育によって、得られた結果は先の第 1 章の図４の「資金循環日

米欧比較」という調査の結果にも現れている。株式等と投資信託をリスク資産

とすれば、日本とアメリカのリスク資産の割合を比較するとアメリカは 48.0％、20 

日本は 14.9％と明らかなる差が生まれている。このような結果は、アメリカの

実用的な知識や積極的な投資を早期から学習し、身に付けることができる金融

教育が行われているからであると言える。つまり、「攻めのリテラシー」が国

民全体として身についているとも言える。  

 25 

第 2 節 イギリスにおける金融教育の現状  

（１）イギリスの金融教育の歴史的背景  

	 イギリスは 初に産業革命を成し遂げた国でもあり、政府主導の下、金融に

おいて 先端を行っており、19 世紀には世界を圧倒する国家であった。しかし、

戦後の長期にわたるイギリス経済の堕落により「英国病」と言われるほどに経30 
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済は停滞していった。そのうえオイルショックによって追い討ちをかけられ、

財政破綻となった。先進国では初の IMF からの融資を受ける国という結果にな

った。このような屈辱を経て、サッチャー首相は新たに経済的活力を取り戻し

始めるための新自由主義政策を断行した。  

1976 年の財政破綻、そして IMF からの融資に並んで大事となっているのが、5 

1992 年にイギリスがユーロ参加を断念したポンド危機である。ポンド危機とは、

当時イギリスの経済状態が低迷していたにもかかわらず、イギリスの通貨であ

るポンドが過大評価されていたことに疑問をもったジョージ・ソロスによって

大量の英ポンド売りが行われ、英国の通貨であるポンドの為替レートが急落し

た通貨危機のことである。  10 

新自由主義政策がすすめられたサッチャー政権では、社会保障の面において

従来の福祉国家政策から、公的年金の規模を縮小、また私的年金への移行奨励

策を進めた。しかし、このような政府の政策へ保険会社が便乗することで、個

人年金商品の商品性が説明不十分のまま勧誘・販売競争が加速することとなっ

た。そして、消費者間で個人年金商品の不正販売に対する批判が高まったこと15 

が社会問題となった。これらを踏まえイギリス政府は、このようなトラブルを

防ぐために政府として対策をする必要があると考えた。そして 1997 年、ブレ

ア政権によって従来の金融サービス法に代わって、金融サービス・市場法を制

定し、新たに FSA（金融サービス機構）によって金融教育が推進されるように

なった。  20 

 

（２）FSA（金融サービス機構）による教育  

	 	 FSA は「金融教育活動に関する基本方針」を作成し、ベースライン調査を

実施し、教育プログラムの効果測定を行った。 重要課題として、消費者の金

融リテラシー不足の改善を挙げ、学校教育のカリキュラムに金融教育を追加す25 

ることを決定した。また 2003 年には、国家戦略運営委員会が設置され、「金

融判断能力に関する国家戦略」の策定に取り組んだ。この戦略は、日を追うご

とに進化し、多様化する金融商品の普及や、それとともに高まる消費者のリス

ク、そして高齢化に伴って計画的に貯蓄をし、ライフプランを設計することが

重要とされている。2006 年には「Delivering Change」という金融能力プログ30 
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ラムを策定した。それ以降も、イギリスは金融教育には力を入れ続けており、

ギリシャ危機やリーマン・ショックを踏まえ、金融システムの強化や見直しを

図った。2010 年には、金融サービス法に基づいて、FSA の金融教育部門が３

分割され、機能の一部がイングランド銀行（英国中央銀行）の傘下に入ること

が発表された。銀行を監督する義務がイングランド銀行の傘下に入り、残りの5 

二つである消費者保護の義務、金融犯罪の取り締まりは新たな組織の発足へと

発展した。このようにイギリスの金融教育は常に発展し続けていることがわか

る。  

 

(３ )年代別の金融教育  10 

	 イギリスでは、5~16 歳にかけて段階的な金融教育を構成し継続するシステム

を構築しており、以下の図７のように、体験型の学習方法も取り入れ、より具

体的で実践的な教育方法となっている。  

	 以下では、その段階的な金融教育の構成について、簡潔に整理することにし

たい。  15 

 

 

出所）鎌田（2014）「海外の消費者教育	 イギリス・フランス・国際機関」公

益財団法人消費者教育支援センター、p.22 より  

 20 

 

図７	 お金に関わる学習のフレームワーク  
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①key stage1	 5~7 歳の小学校低学年  

	 子供が生活する中で、お金とは何か、利用し貯蓄することを自分で決めるこ

とを学ぶ。お金を使う目的や出所も様々であることを学ぶ。また管理の重要性、

お金による社会的、道徳的トラブルについて学ぶ。  

②key stage2  7~11 歳の小学校中学年  5 

	 どのようにお金を利用すれば良いのか、自分の決定によってどのように社会

や個人、周りの環境に影響を与えるのかを学ぶ。そしてお金の管理についてし

っかりと学んだうえで、将来自分が必要とするものを買うために、日々の貯蓄

が重要になることを学ぶ。また経済状況、お金に対する価値観は人それぞれ異

なることを学ぶ。  10 

③key stage3	 11~14 歳の小学校高学年、中学生  

	 お金をどのように使うかによって、どんな影響が出るのか、またどうすれば

上手にお金を使うことができるのかを学ぶ。中央政府や地方政府がどうやって

資金調達をしているのか、リスクまた安全な生活のための自己選択を学ぶ。お

金を利用することで生まれる、社会上、道徳上のジレンマについて学ぶ。また15 

割合や比率などに関する計算の仕方を学ぶ。  

④key stage4  14~16 歳の中学生、高校生  

	 お金の扱い方に関する決定、資産の管理、金融商品やサービスの利用の仕方

について総合的に学ぶ。金融に関するアドバイスや支援を理解し、評価するこ

とを学ぶ。消費者が持つ権利、責任、雇用者と被雇用者がどのようなものか学20 

ぶ。そして貯蓄や投資に関わってくる、様々なリスクやリターンを学び、個人

のお金に関する意思決定によって、社会全体、道徳、倫理、周りの環境に影響

をもたらすことへの理解を深めさせる。割合や比率などの複雑な計算を解く力

を継続また育成させる  

 25 

＜具体的な教育方法＞	  

①知識と理解を深める  

（１）Key stage3  11~14 歳  

学習内容は、クレジットカードやカタログショッピングを含むクレジットと、

借金の様々な形態の意味を理解する。その学習方法は衣服の買い方を調べ、現30 
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金で払うのかまたは今買って後払いするかのどちらが 善の買い方であるかを

考える。  

（２）key stage4  14~16 歳  

学習内容は、当座貸越、多様にアレンジされたローンを含むクレジットと借

金の意味と利子率を比較する方法を理解する。学習方法は、全国規模銀行のロ5 

ーンと当座貸越を扱っている銀行について調べ、利子率の違いを比較するため

に、年利子率と年平均利子率をいかに用いることができるかを考える。  

 

②予算を作る  

（１）key stage3  11~14 歳  10 

学習内容は、個人の支出を管理するために予算をどのように用いるかを理解

し始める。学習方法は、ケーススタディを用いて、1 か月にわたり若い人のた

めの収入と支出の予算を立てる。若い人は衣服を買うために十分なお金をどの

ように貯蓄するかを考える。  

 15 

 

（２）key stage4	 14∼16 歳  

	 学習内容は、長期・中期・短期のお金に関する責務の違いと、これらの違い

に対してどのように計画し、意思決定するかを理解する。学習方法は一生にわ

たって個人が行う様々なお金に関する決定について、ブレインストーミングを20 

する。長期と短期のお金に関する責務の違いについて話し合う。  

 

③個人の生活上の選択をする  

（１）key stage3  11~14 歳  

	 学習内容は、有限なお金の制限の範囲内で実現できる様々な必要に対して優25 

先順位をつけられるようになる。学習方法はある限られた予算で学校行事を組

織する。また費用と優先したい事柄を確認して、お金をどのように使うか決め

る。  

（２）key stage4  14~16 歳  
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	 学習内容は、職業の選択や障害の学習機会の選択によって、個人金銭に関す

る結果がどうなるのかを予想することができるようになる。学習方法は、職業

選択の違いが、金銭的利益にどう影響するかを予想する。また金銭的利益と金

銭では計れない報酬や、個人的な満足とを比較する。  

 5 

このようにすべての年代で金融ケイパビリティ教育は行われている。そして

どれも実践的で大人でも十分勉強になるような内容をイギリスでは小学校や中

学校の授業で習っている。金融についての知識や理解、スキル（技術）やコン

ピテンス（能力）、責任、等々、基本的な知識はもちろん、日本人では通常の

大人でもわからないような、より踏み込んだ内容も、段階的に継続的に学べる10 

システムが整っている。このように学習することで、金融への苦手意識がなく

なり、より実生活に身近で必要なものとして受け入れられている。  

 

（４）イギリスのジュニア ISA 

後に、低年齢からの金融教育の実践を後押ししたものと考えられる、ジュ15 

ニア ISA について触れておく。ジュニア ISA は、子供の将来のための資産形成

を目的とした制度で、チャイルドトランスファンドに代わって導入された（図

８）。ジュニア ISA の口座を開設できるのは 18 歳未満のイギリス居住者のみ

である。親や祖父母などが資金を拠出し、子や孫に将来の資金形成のために利

用されるケースが中心となっている。ジュニア ISA の口座には株式型と預金型20 

があり、1 人につき 1 つの金融機関でしか開設できないという決まりがある。  

ジュニア ISAは１つの ISAマネージャーである証券業者などにしか口座を開

設できない点、名義人である子供が 18 歳になるまでの資金を引き出すことが

できない引出制限が設けられている点において、 ISA と異なっている。  

 25 

 

 

 

 

 30 
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図８	 ジュニア ISA とチャイルド・トラスト・ファンド  

 

出所）日本証券業協会(2012)英国の	ISA（Individual	Savings	Account）の実

施状況等について～英国の	ISA	の実態調査報告～  

 5 

 

第 3 節 日本における金融教育の現状  

	 先に指摘したように、アメリカ・イギリスの両国では、その教育内容は、実

生活に結びついたものが多く、知識を身につけるだけに終わらず、実生活で活

用しやすい学習内容となっている。  10 

	 このような金融教育を日本においても実施するべきという点に関しては、現

在、金融教育が必要である、ある程度必要であると答えた教員は全体の約 90%

を占めていることは注目すべきである（図９）。  

	 にもかかわらず、実際の授業時間の確保状況が十分である、やや十分である

と答えた教師は 39.5%だけで、やや不十分である、不十分であると答えた教師15 

は 59.0%と過半数を占めている（図１０）。  
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出所）金融経済教育を推進する研究会「中学校、高等学校における金融経済教

育の実態調査報告書」の結果より筆者作成  5 

（http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf）  

 

このことは、金融教育を推進させる機運は高まりつつあるが、実際には、授

業時間の確保といった制度的な問題が大きな障害となっていることを示唆して

いる。  10 

また授業時間の確保と関連して、科目編成も大きな障害と考えられる。現在、

図９ 金融経済教育の必要性

必要である ある程度必要である あまり必要ではない 必要ではない 未回答

図１０ 授業時間の確保状況

十分である やや十分である やや不十分である 不十分である
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金融教育に関しては、小学校・高校段階では「家庭科」、中学校段階では「社会

科」の授業の中で行われており、小学校段階は「身近な物の選び方、買い方を

考え、適切に購入できるようにすること」、中学校段階では「契約の重要性やそ

れを守ることの意義、個人の責任に気付かせること」、高校段階では「クレジッ

トカードの適切な利用や多重債務問題など消費生活と生涯を見通した経済の計5 

画について理解させること」等を学ぶことになっている。言い換えれば、「金融」

全般をダイレクトに段階的に実生活と結び付けて考えさせるような科目がない

のである。  

また、実際の授業実施の際に難しいと感じる点を挙げてもらうと、生徒側の

理解の難しさと並んで、教える側の専門知識の不足が大きな割合を占めている10 

点も注意が必要である。  

 

 
出所）金融経経済教育を推進する研究会、「中学校、高等学校における金融経済

教育の実態調査報告書」  15 

 

先に、金融教育の必要性を感じている教員は多いことを指摘したが（図９）、

いわば教員側は、意欲はあるが知識がない、という状態に陥っているとも言え

る。  

以上のような、授業時間の不足や教員の知識不足に加えて、現場の教師から20 

は、「知識は身につくが、能力や態度が身につきにくい」や「金融商品の種類、

図１１	 授業実施の際に難しいと感じる点  
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リスクとリターンの関係など、実用的な知識が少ない」といった問題が指摘さ

れている点には注意したい。日本証券業協会が金融経済教育について実施した

アンケート（※出所を明らかにすること）では、「経済の基本的な仕組み」を

取り上げる中学校・高校は半数を超えるが、「クレジット、ローン、証券」や「保

険の働き」においては 3〜4 割に過ぎないという結果が出ている。先に、アメ5 

リカの金融教育は攻めのリテラシーの涵養に長けていると指摘したが、現在の

日本の金融教育においては、実用的な知識、すなわち、攻めのリテラシーを身

につけられる授業内容はかなり限られていると言える。  

以上、日本の金融教育の現状を要約すると、授業時間の不足、科目の不足、

教員の知識不足、といった制度的な要因によって、金融教育の推進が大きく阻10 

害されている状況と言える。  

一方で、金融教育を推し進めようという機運は高まっており、その方向性は、

アメリカやイギリスのような金融教育先進国に倣う必要があると考えられる。

日本と比較したとき、アメリカやイギリスの金融教育に共通する点は、いずれ

も実践的・実用的な内容が多く含まれているという点である。それによって、15 

アメリカでは「攻めのリテラシー」、イギリスでは「金融ケイパビリティ」の

向上が図られている。これに対して、日本では、不十分とはいえ現在行われて

いる金融教育は、いわば「知識」を身につけることに偏った内容であり、今後

は、アメリカやイギリスのように、実践的・実用的な内容を伴った「知識から

知恵の獲得へ」金融教育の内容を変化することが求められよう。  20 

 

 

第 4 章 日本の金融リテラシー向上のための意識改革  

	 前章では、日本の金融リテラシーを向上させるための金融教育に関して、そ

の制度的な阻害要因について述べたが、これについては、科目編成の変更や授25 

業時間の確保等の制度的な改革を考えることはできる。しかしながら、我々は

この章では、あえてそうした細かい個別・具体的な方策ではなく、あらためて

金融リテラシーを向上させる社会的な意義や目的を再考し、いわば具体的な政

策の方向性を規定する根本的な意識改革を提言することにしたい。  
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	 この章で我々が注目するのは、山岸（1999）によって提示された「安心社会

から信頼社会へ」という、今後の日本社会の行方を示したキーワードである。

これに注目することによって、今後の日本社会の発展のために、金融リテラシ

ーをどのように普及・向上させていくことが望ましいのか、今後の日本社会で

必要とされる「真の金融リテラシー」とは何か、金融リテラシーにおける「社会5 

的責任」のあり方とはどのようなものか、について、おぼろげながら明らかになる

ことを期待したい。  

 

第 1 節 「安心社会」から「信頼社会」へ  

山岸（1999）は、2 つの社会秩序の在り方として、「安心社会」と「信頼社10 

会」という類型を行い、これまでの日本社会は「安心社会」の典型であるとし

た。注意すべきは、ここでの「安心社会」とは、いわゆるセーフティーネット

の発達した安心な社会のことではなく、市場取引について「長期的」に利害関

係を共有する社会関係に基礎を置くことで、その結果、人に騙されることの少

ない社会のことを指している点である。  15 

「長期的」な関係の中では、他人に損害を及ぼしてまでも短期的な利益を追

求する者がいれば容易にそれが判明するため、彼らがそのような行動をとれば

取引関係から排除されるという慣行を作ることで、他人への損害を抑制するこ

とができ、その意味で安心できる社会となるのが「安心社会」である。  

具体的には、終身雇用や年功序列といった特徴をもつ日本企業に代表される、20 

いわゆる「日本型組織」は、長期雇用の下で、個人が特定の集団に長期間にわ

たって関与し、そのことによって集団のメンバーといて認知されるような長期

的相互依存をもたらす「安心社会」の もたるものである。また、一つの組織

内だけでなく、親会社・子会社間や系列会社間の長期的関係や株の持合などの

長期的な相互依存関係により「安心社会」を生み出す制度を日本は発達させて25 

きたとも言えるであろう。  

これらの「安心社会」の特徴は、経済における取引費用を大きく削減すると

いうメリットをもたらす。具体的には、労働の流動性が高い場合に比べ、終身

雇用は、雇用者の訓練費用も採用費用も大きく減少させる。また、組織間で長

期的関係があれば、将来の不測の事態に短期利益を追求する取引相手の行為に30 
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よって損害が生じることを防ぐために複雑なビジネス契約の締結も必要がない。

このような形で、経済取引に伴う様々な、目に見えない、費用（コスト）を節

約する機能を「安心社会」は持っていると言える。  

しかし、「安心社会」には決定的なデメリットが存在する。それは「安心社

会」では、経済取引を長期的関係に頼るため、短期的関係に基づく取引機会を5 

失う、という大きな機会費用を払うという点である。外部の世界が大きく変化

するような状況において、その変化に適切に対応できず、そういう不確実性の

高い状況で「リスクをチャンスに変える」力がない、というデメリットである。  

例えば、日本型組織の特徴でもある内部昇進者のみから上層部がつくられる

組織では、同じ組織出身の上層部は当然ながら、同じような経験しか持たない10 

ため、大きな外部の変化に対して対応できる情報力も判断力も持たず、組織自

体の崩壊へつながることは、日本の大企業の昨今の経営破たんを目にすれば明

らかであろう。  

また実際にも、日本では、一人の個人が一生涯、同じ組織に所属することは

必ずしも一般的とはいえなくなってきており、組織の側でも、所属メンバーを15 

生涯にわたって丸抱えすることが難しくなっており、個人の側でも、固定した

人間関係に縛られることを忌避するようになっている。このような意味で、社

会の流動性が次第に高まっており、従来の安心社会に変化が見られる状況にあ

る。  

このような「安心社会」に代わる、異なる社会秩序の在り方として「信頼社20 

会」が対置される。「信頼社会」とはなにか。人間を囲む外部環境は複雑であ

る。無数の人々や組織がそれぞれの活動を行い、そのすべてを把握することは

不可能である。そのような外部環境を把握してから、自分の行動を決定しよう

とすれば、いつまでたっても決められない状況が続く。そのような状況に対し

て、なんとかして環境の複雑さを減らすしかない。そこで出てくるのが「信頼」25 

である。もちろん人間は自由な存在なので、こちらの想定通りに行動するとは

限らない。とはいえ、周りのすべての人間について、「この人は予想外の行動

をするかもしれない」と疑っていては、社会生活を送ることができない。一定

のリスクをともないつつ、人は他人を「信頼」せざるをえないのである。  

経済取引に関して言えば、たとえ短期的取引関係でも、相手に損害を与えて30 
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まで自己利益を追求しない信頼のできる取引相手か否かを、与えられた情報か

ら正しく見分ける力である「社会的知性」を身に着けることが、「信頼社会」

を作り上げるのに重要であるとされる。  

実際、既にそのような「信頼社会」の社会的知性を獲得した者が平均的には

多いとされるアメリカでは、日本に比べ「他人」に対し情報がない場合での信5 

頼性が遥かに高いことも示されている。つまり、他人を「まず信じてみて誤っ

ていたら訂正する」という姿勢がアメリカ人に多く、他人を「まず疑ってかか

る」姿勢が日本人に多いというのである。「信頼社会」とは短期的関係の「他

人」でも、その信頼性を見極める知性を持つので、他人と信頼関係を積極的に

結ぶことのできる者が多い社会とも言える。  10 

 

第 2 節 「信頼社会」の金融リテラシー  

	 さらに山岸（1999）の重要な指摘は、日本人とアメリカ人の行動の違いにつ

いて、それを単なる価値観や国民性の違いではなく、異なる行動がそれぞれそ

の社会環境における適応行動になっているから起こると主張している点である。15 

すなわち、日本人とアメリカ人の行動の違いは、それぞれが「安心社会」と「信

頼社会」への適応行動になっているから生じるのである。これを念頭に置けば、

これまで指摘してきた日本の金融リテラシーの低さは、これまでの日本の「安

心社会」の特徴に起因するとも言える。  

第 1 章第 5 節の「攻めと守りのリテラシー」において、日本における家計の20 

資産形成手段が預金に偏重している背景として、かつての預金金利の高さを指

摘したが、これも、いわゆる護送船団方式と呼ばれるような、銀行業界と監督

官庁との長期的な関係によって国民にもたらされたとも言える。これによって、

預金金利が十分なものであれば、国民が積極的に資金運用を行うための「攻め

のリテラシー」を身に着ける必要性はなく、可能な限りリスクを回避し、自ず25 

と資産が増えていくことをじっと待つ「守りのリテラシー」だけで十分なのは

明らかである。  

	 また同じ第 1 章第 5 節の「攻めと守りのリテラシー」では、本来、「攻めの

リテラシー」を身に付けた上で購入すべきリスク性資産を、そうでない人が購

入しているという実態を指摘したが、これも「安心社会」の帰結とも言える。30 
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すなわち、「安心社会」では、他人に損害を及ぼしてまでも短期的な利益を追

求する者は社会から排除されているため、それを前提にし、例えば、証券会社

等の金融機関から勧められた金融商品は自分に損害を与えるものでないであろ

う、と安易に判断し、リスク性資産を購入する、というのは、金融トラブルの

典型である。さらにお粗末な金融商品を模した詐欺などは、その被害者は「安5 

心社会」のつもりで鵜呑みにしていた、と捉えることもできるであろう。  

 

第 3 章第 3 節では、今後の日本の金融教育は、単なる「知識」偏重ではなく、

「知識から知恵の獲得へ」その内容を変化すべきと論じたが、この「知恵の獲

得」こそが、前節で述べた、与えられた情報から正しく見分ける力である「社10 

会的知性」を身に着けることである。このような社会的知性こそが「信頼社会」

を作り上げるのに必要となってくるのである。言い換えれば、長期的な利害関

係の一致を前提とする「安心社会」の前提をいったん頭から外して、「信頼社

会」では、誰が、どの情報が、信頼できるのかを、自分の「目」で判断しなく

てはならないのである。  15 

また、第 1 章第 3 節では、金融リテラシーの意義として、利用者に金融リテ

ラシーが身に付き金融商品を選別することができるようになれば、健全で質の

高い金融商品の供給を促すことを指摘した。これも「信頼社会」と深く関連す

る。  

「信頼社会」では、「安心社会」の長期的利害関係の一致に代わって、信頼20 

関係を築く土台は、個人や組織がどのように行動するかに関する信頼できる指

標の発達とその利用にあるとされる。例えば、企業であれば、その企業が市場

に提供する財やサービスの品質の高さに関する「名声」がその代表例である。

そうした「名声」は、獲得のための時間が多くかかるのに対し、信頼を裏切る

行為があれば一瞬で失うことになる。それゆえ、信頼性の指標である「名声」25 

の獲得は「信頼社会」おいて極めて重要視されることになる。  

これに関して、例えば、投資信託などの金融商品の普及・拡大の阻害要因と

して、しばしば指摘されるものに、金融機関の手数料ビジネスモデルがある。

すなわち、顧客の資産形成に資するような、顧客本位のビジネスになっていな

いために、投資信託などの積極的な資金運用手段の拡大をかえって阻害してい30 
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るのではないかと指摘されることがある。これは顧客に損害を与えても企業の

短期的利益を得ようとした結果とも捉えることができ、「信頼社会」にとって

有用な「名声」の価値が未だ深く認識されていない結果とも言える。  

金融機関が「信頼社会」における名声の保持の重要性について認識せず、顧

客を裏切る短期的な利益追求をしたり、金融機関そのものが日本型組織の特徴5 

である同質的な構成員からなる組織のため、その社員が職業倫理よりも組織内

の規律や組織の利益を優先することが常態化していれば、「信頼社会」の構築

には程遠い状況にあると言わざるを得ない。  

こうした、悪しき慣習による社会秩序の崩壊を乗り越えて、新たな「信頼社

会」を築くための方策として、日本の金融リテラシー向上を位置づけることが10 

重要である。  

 

 

おわりに  

本稿では日本における金融リテラシーのあり方をめぐって、金融リテラシー15 

の定義やその意義、日本の金融リテラシーの教育の現状や、米英との比較など

を行った。  

	 日本の金融リテラシー向上の具体的指針としては、第 2 章で取り上げたリテ

ラシーマップのように、既に十分なものがある。また、第 3 章でも指摘したよ

うに、教育現場でも金融リテラシー教育を推し進めようとする機運は認められ20 

る。いわば、金融リテラシー向上のための材料は整いつつある、というのが我々

の判断である。  

	 それゆえ、我々は 後に、そうした材料や機運を実行に移すための意識改革

として、「安心社会から信頼社会へ」という、今後の日本社会の発展のあり方

を強調した。様々な面で社会の流動性が高まっている日本は、もはや「安心社25 

会」ではない。「安心社会」を前提とした様々な制度は機能しなくなってきて

おり、新たな社会秩序を形成するために、日本でも「信頼社会」を構築しなけ

ればならない。そうした新たな「信頼社会」の構築に、日本における金融リテ

ラシー向上が資することを期待したい。  

 30 
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