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はじめに 

2001 年 6 月に当時小泉内閣によって閣議決定された｢骨太の方針第１弾｣に

よって明確に取り上げられた「貯蓄から投資へ」が推進されるようになってか

ら 18 年が経ったが、未だにわが国での主な金融資産はセイフティアセットに

偏っているのが現状である。「人生 90 年」が当たり前の時代を迎え、公的年金5 

をはじめとする我が国の社会保障制度が、徐々にほころびを見せ始める中、自

助努力による資産形成が重要になっている。  

金融資産がセイフティアセットに偏る背景の 1 つとして、資産管理・資産運用

の繁雑性を挙げることができる。資産管理をするには、口座を持つ金融機関す

べての残高を表計算ソフトなどを使って計算し、様々のクレジットカードや保10 

険商品、オンライン・トレード、ネットバンキングなどをそれぞれ別のサイト

やアプリで管理し、ねんきんネットにログインして将来の年金受給額を確認し

て資産を管理しなければならない。そのため資産管理が繁雑になり、資産運用

への心理的ハードルが高くなってしまう。そこでこの論文では、現行の資産管

理の一元化の取り組みや PFM（Personal Financial Management)などの資産15 

管理サービスを取り上げ、金融情報へのアクセシビリティの向上の提言ととも

に、アクセシビリティの向上における法的側面、セキュリティ、リテラシーの

観点から課題と、解決策を述べていく。  

資産管理の一元化が進み、金融情報へのアクセシビリティが向上することで、

我が国の金融リテラシーは強化され、貯めるから増やすという資産形成の気運20 

は高まるに違いない。   
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１章 投資信託の現状  

1 節 年金制度と投資信託による資産形成  

現在の日本では長寿化が進み、「人生１００年時代」と言われている。  

長寿化が進み、老後の生活が長くなることで公的年金のみで生活をしていくこ

とは困難になりつつあり、資産形成の重要性が増している。  5 

 資産形成の方法は、大きく分けて預貯金などの元本保証がある商品で行う方

法と投資信託など、価格が変動する金融商品に投資する方法の２つがある。一

般に、預貯金よりも投資信託などの方が、収益性が高い特徴があるが、元本割

れのリスクを嫌い、投資に対して積極的になれないという人は少なくない  

図表  1 10 

 

 

「日本銀行統計局 資金循環統計」より作成  

  

家計の金融資産構成を見てみると、「現金・預金」の割合は 5２．５％であ15 

る。  

しかし、マイナス金利政策により現在の金利は低く、預貯金で収益を上げる

ことはできない。また、預貯金にはインフレに弱いという側面もある。インフ
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レとなってモノの値段が上がった場合、預貯金では預け入れているお金の価値

が相対的に下がる可能性がある。  

そこで、改めて資産形成の選択肢に預貯金だけではなく、投資を加えること

を考えてみたい。老後の生活費のような長期にわたって準備できる場合には長

期で投資を行うことである程度コントロールしながら、預貯金以上にお金を増5 

やすことが期待できる。そのリスクをコントロールするための考え方が、「分

散投資」である。  

資産形成の手段としてここでは年金制度と投資信託について述べる。年金制

度は「国民年金」「厚生年金」「共済年金」で構成される公的年金制度と、公

的年金の上乗せの給付を保障する制度である私的年金制度の二つに分けられ10 

る。  

私的年金制度には確定給付企業年金制度（ DB）や、確定拠出年金制度（ DC）

等がある。  

確定給付企業年金制度は、規約型確定給付企業年金、基金型確定給付企業年

金の２種類があり、労使の合意で比較的柔軟な制度設計が可能であり、受給権15 

が保護されているなどという長所がある。  

確定拠出年金制度は、拠出された掛金が加入者ごとに区分され、その掛金と

自らの指図による運用の運用益との合計額をもとに、給付額が決定される年金

制度であり、確定給付型の企業年金を行うことが難しい中小企業の従業員や自

営業者などのニーズに応え、離職・転職にも対応しやすくなることから、年々20 

その規模を拡大している。  

 投資信託とは、多数の投資家から資金を集め、その資金を運用の専門化であ

る機関投資家がまとめて運用する形態の金融商品である。  

投資信託には以下のようなメリットがある。  

1 つ目は、投資信託の運用は資産運用の専門家が行うため、個人の投資家で25 

は難しいような幅広い情報収集と、分析・投資が活用できる点である。  

2 つ目は、スケールメリットである。投資信託は共同投資であるため、本来

なら個人では投資できないような高額な金融商品やデリバティブなどの投資対

象にも投資が可能になる。  
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3 つ目は分散投資が行える点である。分散投資を行うことでリスクを分散で

きるので、利益を安定化させることができる。  

現在、金融庁は「貯蓄から投資」をスローガンに抱え投資の促進を促してい

る。個人が資産形成の手段として貯蓄以外の手段に目を向けていくべきである

といえる。  5 

  

2 節 投資信託商品の相違と判断  

投資信託には様々な種類に分類できる  

形態の違いで分類した場合、運用会社と信託銀行が信託契約を結ぶことによ

り組成される契約型投資信託投資を目的とする法人を設立することによって組10 

成される会社型投資信託の２つに分類できる。  

購入できる時期で分類した場合、投資信託が立ち上がる期間にのみ購入でき

る単位型投資信託と原則的に、投資信託が運用されている期間中いつでも購入

できる追加型投資信託がある。  

購入の対象者で分類した場合では、多数の投資家に取得させることを目的と15 

した公募投資信託と機関投資家などのみに取得させるほか、少数の投資家に取

得させることを目的とした私募投資信託がある。  

また、近年新しい投資信託の形として、積立投資信託が台頭してきた。積立

投資信託とは、毎月少額の資金を積み立て、投資信託を購入していく形態の金

融商品だ。  20 

この積立投資信託にはいくつかのメリットがある。  

まず、積立投資信託は少額から積み立てることができるので、まとまった資

金を用意する必要がなく始めやすい金融商品であるといえる。  

次に、定額積立投資を継続すれば、ドルコスト平均法の効果により、コストを

ファンドの平均基準価額より低くでき、長期投資におけるリスクを抑制できる25 

ので、顧客利回りの向上につながる。  

施策が充実する一方で、投資初心者の「どれを選べばいいかわからない」とい

う声も聞えてくる。投資信託協会のデータによれば、販売されている公募投資

信託の数は 6192 本（2017 年 10 月末現在）である。  
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 様々な投資信託の中から自分に適したファンドを選択する必要があるが、非

常に困難な現状にあり、この複雑さは投資信託の抱える課題といえる。  

 

3 節 金融市場の活性化と投資信託  

現在金融庁は投資の増加を推し進めており、投資信託全体の資産額は年々増加5 

している。  

図表  2 

 

 

「投資信託協会  投資信託全体の純資産総額」より作成  10 

投資信託協会の統計データを見てみると、 2010 年から 2017 年で 10 兆 4923 億

円増加した。  

そのうち公募投資信託の純資産の増減を見てみると、 2010 年での純資産合計

は約 637200 億円であり、2017 年では約 1111919 億円まで増加した。  

しかし、世界全体の投資信託の成長率と比較した場合、見劣りしている。世界15 

の公募証券投資信託残高は、 1999 年末 11.6 兆ドルか 2017 年９月末 43.1 兆ド

ルに 18 年間で 3.7 倍に拡大し、大きく成長したと言える。それに対し日本の

18 年間の伸びは 2.0 倍であった。  

日本の投資信託が世界と比較したときに成長率に差が出た要因としては。株価

不振（TOPIX は３％下落）など市況要因が世界と異なったほか、毎月分配型を20 
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中心とする分配金の大量流出（投信協会統計のある  2010 年以降だけで 39.1

兆円）があげられる。  

 

 

4 節 安全資産からリスク資産への取組み  5 

現在日本の個人金融資産の構成は「現金・預金」に偏っている。  

日本銀行調査統計局のデータによると家計の金融資産構成における「現金・

預金」の割合は 5２．５％であった。これからわかるように、家計の金融資産

の多くは貯蓄に回っていることがわかる。また、投資信託や、株式等のリスク

資産の割合が非常に低く 2 つの項目の合計では、 14.9％である。  10 

 

図表  3 

 

 

「日本銀行資金循環統計  資金循環の日米比較」より作成  15 

グラフ２は日米の家計の金融資産構成の比較である。このように日本はアメ

リカと比較したとき。日本の現金・預金の多さは高い値であり、リスク資産の

割合は非常に低い値であることが分かる  

金融庁は「貯蓄から投資へ」をスローガンに掲げ、家計の資産選択において、

現在銀行預金である部分を投資に回そうと取り組んでいる。  20 



9 

 

しかし、現状では貯蓄が投資へ移行したと言い難い。 2000 年日本銀行の資金

循環統計によると、家計の資産構成の「現金・預金」の割合は 53.9％であ

り、現在に至ってもその割合は 1.4％しか減少していない。また、リスク資産

である、投資信託と株式等の割合の合計は、 11.0％であり、これも 3.9％程度

の増加にとどまった。  5 

 また、金融広報中央委員会の家計の金融行動に関する世論調査の金融構成の

前年比較の質問の回答を見ると、以下のようであった。  

図表  4 

"現金や流動性の高い

預貯金から、長期  

運用型やリスク資産  

に振り向けた" 

"長期運用型やリス

ク資産から、現金や 

流動性の高い預貯

金  

に振り向けた" 

どちらにも

あてはまら

ない。 

無回答  

4.3％ 3.8％ 89.6％ 2.4％ 

「金融広報中央委員会  家計の金融行動に関する世論調査」より作成  

 10 

 

このように、資産構成のうち、リスク資産の割合を増やした人は 4.3％と非常

に少数であり、また多くの人が資産構成を変化させようとしていないことがわ

かる。  

金融庁の掲げた「貯蓄から投資へ」というスローガンはいまだ十分に浸透して15 

いないことがわかる。  

また、現在「NISA」「つみたて NISA」「iDeCo」のような税金優遇制度が始ま

っている。  

図表  5 

  NISA つみたて NISA iDeCo 
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利用で

きる人  

20 歳以上の居

住者  

20 歳以上の居住

者  

20 歳以上 60 歳までの

居住者  

投資可

能期間  

2023 年まで 積立は 2037 年ま

で 

掛金の拠出は 60 歳ま

で 

非課税

期間  

最長 5 年  最長 20 年  運用期間を通して非課

税（最長 70 歳まで） 

非課税

投資限

度額  

120 万円／年  40 万円／年  5,000～6 万 8,000 円/

月※1  

利用で

きる金

融機関  

銀行・証券会

社  

銀行・証券会社  銀行・証券会社・保険

会社  

手数料

※2 

不要  不要  加入時手数料（2,777

円）のほか口座管理手

数料などがかかる 

投資対

象商品  

上場株式、株

式投資信託、

ETF、REIT 

一定の条件を満

たした株式投資

信託および ETF 

定期預金・保険・投資

信託  

投資方

法  

制限なし 積立のみ 積立のみ 

資産の

払出し 

制限なくいつで

も可能  

制限なくいつでも

可能  

原則として 60 歳以降

（途中引出しはできな

い） 

「金融広報中央委員会  HP」より作成  
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通常の投資では得られる収益に対し 20.315％の税金がかかる。しかし、上

述した制度を活用した場合、投資収益が一定期間非課税となる。このような制

度を活用することで、個人の資産形成促進につながるだろう。  

 

 5 

 

 ２章 資産形成の地域格差  

1 節 金融資産選択基準の地域格差  

我が国の家計の金融資産保有行動の特徴は、現金・預金比率が高く、株式や

投資信託などのリスク資産の比率が低いことが挙げられる。実際に、現金・預10 

金比率は 50％を超える一方、有価証券比率は 20％を下回っている。 (図表６)

また、有価証券等の金融商品を選択する際に最も重視することは「元本が保証

されている」からが 30.1％となり、次いで「取扱金融機関が信用できて安

心」が 16.5％と、「収益性」「安全性」「流動性」の三つの観点の内「安全

性」を重視する割合が強く、リスク資産に対する消極性というものが露わにな15 

った。(図表７)  

(％) 

図表  6 

  預貯金  保険  有価証券  その他  

2014 年  54.1 26.2 16.8 2.8 

2015 年  53.2 26.3 17.7 2.9 

2016 年  53.3 25.8 16.1 2.8 

2017 年  54.1 25.2 18.0 2.7 

「金融広報中央委員会  家計の金融行動に関する調査 2017」より作成  

  20 
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図表  7 金融商品を選択する際に重視すること (％ ) 

  2010

年  

2011

年  

2012

年  

2013

年  

2014

年  

2015

年  

2016

年  

2017

年  

収益性  15.8 18.7 16.9 14.7 16.7 17.6 17.5 18.7 

利回りが

いいい 

13.2 13.8 12.1 9.8 11.7 11.9 12.1 12.9 

将来の

値上がり

が期待で

きる 

2.6 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 5.4 5.9 

安全性  48.4 48.0 46.7 47.0 45.7 46.1 45.7 46.6 

元本が

保証され

ている 

29.8 30.3 28.7 29.6 29.5 29.3 29.9 30.1 

取扱金

融機関

が信用で

きて安心  

18.6 17.6 18.0 17.4 16.3 16.8 15.8 16.5 

流動性  28.5 23.7 24.7 25.0 25.1 23.1 24.7 21.0 

現金に

換えやす

い 

4.5 4.6 5.3 5.9 6.0 6.0 6.7 5.5 

少額でも

預け入れ

や引き出

24.0 19.0 19.4 19.1 19.1 17.2 18.0 15.5 
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しが自由

にできる 

商品内

容が理

解しやす

い 

1.8 2.2 2.5 2.5 3.1 3.2 2.4 3.2 

その他  4.4 5.4 6.7 8.5 7.9 8.4 7.9 9.1 

無回答  1.0 2.0 2.4 2.2 1.5 1.7 1.9 1.5 

「金融広報中央委員会  家計の金融行動に関する調査」より作成  

 

また、家計におけるリスク資産保有行動には地域差が存在する。  

家計における、株式等保有率は全国平均では約 20％だが、都道府県別にみ

ると地域差がみられる。図表８を見ると三大都市圏では相対的に株式等保有率5 

は高く、また三大都市圏以外では富山、広島、香川の三県が比較的高い数値と

なっている。一方で、北海道・東北・九州・沖縄地方では、全国平均を下回る

結果となっている。特に沖縄、鹿児島、宮崎、青森は 10％を下回るという結

果となってしまっていて、都市部と地方において大きな隔たりがある。  
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図表  8 

 

 

「総務省  平成 26 年全国消費実態調査」より作成  

 5 

こういった家計の金融資産の選択において地域差が生じる要因として、「世帯

における所得」「金融アクセス」「金融リテラシー」の３つが挙げられる。そ

こで、それぞれについて各節で見ていく。  
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2 節 所得の地域格差  

金融資産を選択する際の基準として、まず一つ目に「所得」が挙げられる。

一般的に所得が多いほど貯蓄残高も多いと考えられ、貯蓄残高が多いほど余裕

資産が生まれ、資産運用においてリスクテイクが可能となり、積極的な投資活5 

動を行うことができる。  

実際に、総務省「平成 26 年 全国消費実態調査」によると、二人以上世帯

の世帯全体の株式保有世帯割合は 20.9％だが、貯蓄現在高が上昇するにつれ

て保有率は伸びていき、貯蓄現在高 4000 万円以上の世帯となると 50％以上が

株式を保有している。 (図表９ ) 10 

図表  9 

 

 

「総務省  平成 26 年全国消費実態調査」より作成  

 15 

図表 10 は都道府県別の貯蓄現在高の平均なのだが、 1 節の図 8 と非常に似

通った形状をしていることが見て取れる。以上のことから、投資行動を行うに

当たって所得・貯蓄は重要な要素であり、投資行動の地域差を生み出している

要因の一つである。  
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図表  10 

 

 

「総務省  平成 26 年全国消費実態調査」より作成  

 5 
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3 節 金融アクセスの地域格差  

金融機関の身近さや投資行動に関する情報の得やすさなどといった「金融ア

クセス」も家計における金融資産の選択に影響を与えている。  

図表 11 は都道府県別の日本証券業協会会員の営業所数を指すが、 1 位の東5 

京都は 553 店舗もあるのに対し、最下位の長崎県はたったの 5 店舗しかない。

また、長崎だけでなく県内に営業所数が１桁という県は 8 県と少なくない。営

業所数が多い都市圏において株式保有率が高いことから証券会社等の金融機関

が物理的に身近にあるということが、金融情報に触れる機会に繋がり投資行動

への「参加コスト」を引き下げていると考えられる。  10 
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図表  11 

 

 

「日本証券業協会  会員の都道府県別営業所数等一覧 (2018 年 7 月現在 )」より

作成  5 

 

さらに、都道府県内においても金融機関が多く、投資に関する情報が得やす

いだろうとされる地域として県庁所在地が挙げられる。そこで、同一の都道府
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県内のその他の市町村の世帯当たりの貯蓄現在高や株式保有率を比較すると、

ほとんどの都道府県で県庁所在地の家計のほうが数値が高いという結果となっ

た。このような、金融アクセス状況の違いも投資行動の地域差を生み出す要因

の一つである。  

 5 

4 節 金融リテラシーの地域格差  

家計において投資行動を行う際には、株式等の株価の変化に関する情報の収

集や判断を行ったり、投資に関する税制の理解などが必要である。  

金融庁が行ったアンケート調査 (図 12,13)では投資未経験者のうち、約 8 割が

「有価証券への投資は資産形成のために必要ない」と回答しており、その理由10 

として第一に「そもそも投資に興味がない」と 6 割が回答している。そして続

く 2，3 番目に多い回答として「投資はリスクがあり怖い」「投資の知識がな

い」がそれぞれ 3 割ずつと金融リテラシー不足が原因とみられる解凍が見られ

た。また、「有価証券投資は資産形成のために必要だ」と認識しながらこれま

で投資したことがない層も存在し、その理由として「まとまった資金がない」15 

が約 7 割、次いで「投資の知識がない」、「投資はリスクがあり怖い」という

回答がそれぞれ約 5 割、4 割となっており、こちらでも知識不足、金融リテラ

シー不足と見受けられる回答が上位に位置している。  
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図表  12 

 

 

「金融庁  平成 27 事務年度 金融レポート」より筆者作成  

図表  13 5 

 

 

「金融庁  平成 27 事務年度 金融レポート」より筆者作成  
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図表  14 

 

 

「金融庁  平成 27 事務年度 金融レポート」より筆者作成  

 5 

逆に、 金融教育を受けた人は投資を行うと回答した人が多い。また、商品性

を理解したうえで株式等を購入している。 (図 15， 16) 

図表  15 投資している人の割合  

  全体  金融教育を受けた人  

株式  31.6 52.3 

投資信託  25.8 43.8 

外貨預金等  17.3 35.0 

「金融庁  平成 27 事務年度  金融レポート」より作成  

  10 

商品性を理解して購入している人の割合  
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図表  16 

  全体  金融教育を受けた人  

株式  75.7 85.5 

投資信託  67.8 75.5 

外貨預金等  74.4 75.5 

「金融庁  平成 27 事務年度  金融レポート」より作成  

 

図 17 は、金融広報中央委員会が実施した金融リテラシー調査の都道府県別の

平均点だが 1 節で挙げた都道府県別の株式保有率が高い県は平均点も高く、逆5 

に低い県はリテラシー調査でも低い水準とおおよそなっており、似通った形状

のグラフとなっている。  
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図表  17 

 

「金融広報中央委員会  金融リテラシー調査 2016」より作成  
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金融リテラシー調査の正答率が高い県と低い県をそれぞれピックアップしてみ

ると、高い県では、いずれの県も正答率、投資している人の割合の両方で全国

平均を上回っている。  

一方、正答率が低い県ではどちらの数値も全国平均を下回る結果となってい

る。正答率が高い県では約 35％の人が投資を行っているのに対し低い県では5 

約 22％の人しか投資を行っておらず、非常に大きな隔たりがある。  

 

正答率が高い県 (％) 

図表  18 

  正答率  株式に投資している人の割合  

奈良県  60.5 35.1 

香川県  59.4 32.3 

京都府  58.2 36.6 

岡山県  58.0 36.3 

全国平均  55.6 31.6 

「金融広報中央委員会  金融リテラシー調査 2016」より作成  10 

正答率が低い県 (％) 

図表  19 

  正答率  株式に投資している人の割合  

山梨県  48.7 22.6 

沖縄県  51.3 22.6 

山形県  51.6 29.5 

青森県  51.7 22.4 

全国平均  55.6 31.6 
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「金融広報中央委員会  金融リテラシー調査 2016」より作成  

 

以上の投資未経験者が知識不足から投資活動を敬遠している、投資活動をする

人は金融教育を受けていたという人が多い、金融リテラシー調査上位の県では

投資している人の割合も大きい、ということから「金融リテラシー」というの5 

は投資行動において地域差を生み出している大きな要因と言える。  

これから、家計において資産形成を進めていくに当たり、金融アクセス、金融

リテラシー等の面で地域における格差を埋めていくことが重要となってくるだ

ろう。  

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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３章 家計におけるアセットアロケーション  

1 節 家計のリスク資産への態度  

 2018 年現在、我が国における家計の金融資産構成のうちリスク資産の保有割

合は 16.2%となっており、米国やユーロエリアと比較して、リスクテイクに慎

重な投資姿勢が鮮明である。また、知るぽるとのアンケートによれば、 20175 

年時点で我が国の二人以上世帯の家計が金融商品を選択する際に最も重視する

事は「安全性」が 46.6%、「流動性」が 21.0%である一方で、「収益性」を重

視する家計の割合が 18.7%となっており、この事からもリスクに対して消極的

な態度を取っていることが分かる。（図表 20）加えて、元本割れを起こす可

能性があるが、収益性の高いと見込まれる金融商品の保有についても、「そう10 

した商品を保有しようとは全く思わない」が 80.8％と最も高くなっている。  

図表  20 

 

 

「金融中央広報委員会  家計の金融行動に関する世論調査 2017」より作成  15 

 

一方で、金融資産保有世帯において、金融資産構成を前年と比較して「現金や

流動性の高い預貯金から、長期運用型やリスク資産に振り向けた」とした世帯

は 6.4％と、2017 年の 5.8％を上回る結果となっている。しかし同時に、 2013
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年の 5.6％から比較するとわずか 0.8％しか上昇していない事も確認できる。

（図表２１）  

図表  21 

 

 5 

 

「金融中央広報委員会  家計の金融行動に関する世論調査 2017」より作成  

 

以上より、我が国ではリスク資産に対する姿勢がネガティブなものである事が

確認できた。しかし一方で、老後の生活について『心配である』と考える世帯10 

は 81.5％と多く存在しており、その理由について「年金や保険が十分ではな

いから」が 72.7％、「十分な金融資産が無いから」が 69.6%となっている事か

ら（図 22）、少なくない世帯で、将来への不安はあるものの、それに対して

対策を講じることが出来ていない現状がある事が推測できる。  
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図表  22 

 

 

「金融中央広報委員会  家計の金融行動に関する世論調査 2017」より作成  

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 
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2 節 アセットアロケーションと金融資産  

資産運用をする上で、リスクを抑えるためにもアセットアロケーション [1]

（図 23）は 1 つの重要な要素になってくる。  

図表  23 5 

 

 

筆者作成  

 

資産運用において 1 つのアセットに資産の 100%を配分してしまう事は非常10 

にリスキーであり、例えば、極めてリスクが低いといわれている預貯金でさ

え、全ての資産をこれに配分してしまったらインフレや予想外の危機が起こっ

た時のダメージが大きくなってしまう。また、アセットアロケーションはリス

クを抑えるだけではなく、リスク許容度によって資産運用のパフォーマンスを

大きく左右させる。そのため、世界最大の機関投資家である GPIF において15 

も、「長期的な観点から安全かつ効率的な運用を」を行うために、各資産を組

み合わせた資産構成割合を定めている。  

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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[1] アセットアロケーションとは、アセット（資産）のアロケーション（配

分）、つまり投資対象のリスクをコントロールしながらリターンの資産配分の

こと。（野村証券 HP より引用）  

 5 

家計における資産配分では、ライフステージの変化などに応じて見直してい

く事が求められてくる。 20 代～ 30 代前半では、リスク許容度を高めて長期投

資のメリットを十分に生かした資産運用をする一方で、 40 代後半からは資産

運用での失敗を挽回するのが難しくなるためリスク許容度を低下させ、安全性

を重視する事が求められてくる。一方で、図 24 からも分かるように、全ての10 

年代のうち、20 代での株式投資割合が 8.2%と最も低くなっており、理想的な

資産配分が行われていないのが現状である。また、 1 章 1 節でも述べたよう

に、全年代でも金融資産の半分以上が現金・預金に回っており、資産配分が成

されているとはいえない状況である。  

  15 

図表  24 

 

 

「パークス・アセット・マネジメント」より作成  

 20 

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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3 節 アロケーションとフィデュシャリー・デューティー  

 

「貯蓄から投資へ」を進めていく中で、金融庁は「平成 26 年事務年度金融モ

ニタリング基本方針」で「フィデュ―シャリー・デューティー [1]」（以下

FD）という言葉を初めて使用し、金融機関がその役割・責任を果たす事で国民5 

の安定的な資産形成が図られると同時に資産運用市場や資産運用業も中長期的

に発展していくという好循環の実現が期待される、とした。金融庁は「顧客本

位の業務運営に関する原則」で、当該原則は金融事業者がとるべき行動につい

て詳細に規定する「ルール・ベース」ではなく、各金融事業者が置かれた状況

に応じて形式ではなく実質において顧客本位の業務運営を実現する事が出来る10 

ように、「プリンシプルベース・アプローチ」を採用するとしている。また、

「日本再興戦略 2016」においても金融機関に対して FD の徹底を図ることを求

め、それにより国民の安定的な資産形成への貢献を促すとするなど、 FD を我

が国での資産形成を促進させる手段の 1 つとして捉えている。その流れの中に

あって、銀行や証券等の金融機関はこれらに呼応する形で FD に関する宣言等15 

を発表するなど、FD に対して真正面から取り組む姿勢を見せている。  

一方で、金融庁が都銀や地銀の計 29 行を対象行った 2018 年 3 月末時点の運用

損益の調査では、損失を抱える顧客が 46%と、半分近くに達しており、また、

損失率が 50%以上の場合もあった。図表 25 加えて、図表 26 からも分かるよう

にコストとリターンの間に明瞭な関係はなく、コストに見合ったリターンは必20 

ずしも実現していない。  

 

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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図表  25 

 

 

「金融庁  投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について」より作成  

 5 

 

図表  26 

 

 

「金融庁  投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について」より作成  10 
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ここ数年は、緩和マネーの流入で世界的に株価が堅調に推移しており、本来

ならば個人が高い収益を得ても良いはずだが、前述のように半数近い顧客がリ

ターンを得られていないのが現状である。そのため、 FD に対してどう取り組

むのかを含めて、資産形成を促進させる方法を考える必要があると筆者は考え5 

る。  

 

[1] 金融行政方針では「他者の信任に応えるべく一定の業務を遂行する者が負

うべき幅広い様々な役割・責任の総称」と説明  

 10 

 

4 節 家計における資産管理の現状  

貯蓄から資産形成へという意識が社会的に高まっているが、なかなか個人に

浸透する段階には至っていない。一方で、年金制度への不安などから個人を取

り巻く将来の生活やお金に対する不安は拡大しており、資産管理・資産運用の15 

必要性は非常に高いものとなっている。  

しかし、個人の資産の管理方法は預貯金、保険、株式、債権など多岐にわた

る。また、近年では電子マネーの普及、仮想通貨の登場など、これまで資産の

多くをセイフティアセットに頼ってきた個人にとって、何から手をつければ良

いのかわからないというのが現状である。  20 

加えて、資産管理方法が多様であることから、どこにどれだけ保管している

かなど自分自身の金融資産を把握していない人が多い。  

例としては、年金である。（図 27）によると 4 割近くの人が自身の年金受給

額を理解していないという結果となった。  

 25 

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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図表  27 

 

 

「保険クリニック  将来の自分のおおよその支給額を把握していますか？」  

より作成  5 

  

  

他には、投資信託が挙げられる。投資信託は分散投資ができ、金融機関など

に委託することができるため投資初心者に勧められることが多い。実際に投資

信託は資産形成の流れもあり、（図 2）を見ると純資産総額の増加から規模が10 

拡大してきていることが見て取れるが、投資信託にとどまらずリスク商品は商

品分類も多岐にわたること（図 28）運用による収支などが分かりにくいな

ど、個人の投資初心者にとっては非常にハードルが高いものとなっている。そ

こで、資産管理を一元化し資産総額や運用状況を分かりやすく目に見える形に

することで個人の資産形成への理解・関心が高まり、投資活動が促進される。  15 
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図表  28 

 

「投資信託協会  公募投資信託の資産増減状況・私募投資信託の資産増

減状況」 

より筆者作成  5 

 

 

 

４章 資産管理の一元化と投資信託  

1 節 投資信託普及における現状と課題  10 

 2 章、3 章で述べたように  

① 地方と都市の金融格差   

② 家計における投資マインドの低さ  

上記の要因により、投資信託は資産運用手段として広く普及していないのが現

状である。  15 

 

① 地方と都市の金融格差  
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2 章 3 節で述べた通り、地方と都市では日常的に利用することが出来る金融

機関の数に大きな格差があり、金融機関へアクセスするためにコストを要する

ために、投資への資産が押し下げられてしまう。  

また、金融広報中央委員会の調査（図表 29）では回答者の多くが金融機関の

選択理由として「近所に店舗や ATM がある」と回答しており、多くの利用者が5 

金融機関にアクセスの良さを求めている。  

図表  29 

 

 

「金融広報中央委員会  家計の金融行動に関する世論調査｣より作成  10 

 

そのため、金融機関数が少なく金融へのアクセスが悪い地方では、都市と比

べ投資信託を購入し資産運用を行うハードルが高くなってしまう。  

 

② 家計における投資マインドの低さ  15 
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3 章 1 節でも述べた通り老後を考え資産運用の必要性は感じながらも、リスク

商品には消極的であり、金融リテラシーの向上は投資信託の保有者においての

みであり、金融リテラシーの高い層については、日頃の金融商品に関する  情

報収集や金融取引に際して、金融機関の窓口のほか、新聞やマネー誌の記事、

ＤＭや金融機関の 印刷物などの活字媒体を中心に幅広い情報源を活用してお5 

り、その結果として、さらにリテラシーが高まるという、好循環が起こってい

ると考えるのが妥当であろう。  

そのため、①地方と都市の様々な金融格差、②家計における投資マインドの低

さを解決し、天井上げの施策を行うよりも底上げの施策を行うことが必要であ

る。  10 

  

2 節 金融情報へのアクセシビリティの向上  

通帳と印鑑を持ち窓口に並び、切符を買って改札を通ることが当たり前だっ

た時代から、ATM やキャッシュディスペンサーが登場し、 Suica やオートチャ

ージが当たり前となった現代では金融へのアクセシビリティが求められるよう15 

になっている。 FinTech によりスマートフォンでの決済や送金のシステムが構

築されスマホをかざすだけで決済が行われ、直接会うことなしに相手にお金を

送ることが出来る。   

図表  30  LINE Pay の利用方法  

 20 
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「LINE 公式 HP」より筆者作成  

 

2018 年 3 月 7 日に LINE 株式会社がサービスを開始した LINE Pay では、国内

でのキャッシュレス・ウォレットレス化を進めるためのコード決済が推し進め

られている。また、同社は今年度中に国内で 100 万店舗での LINE Pay 導入を5 

目指すと発表し、JCB の提供する「QUICPay」との提携も発表している。  

その他にも、マネーフォワードの提供する PFM サービスでは、様々な金融機関

と提携し、金融情報を紐づけすることで、資産管理の一元化を成し遂げてい

る。   

また、インターネットバンキングやクレジットカード情報を紐づけることで、10 

総資産を一目で確認することができ、有料で資産管理のアドバイスを受けるこ

ともできる。  

 

図表  31          

 15 

 

「マネーフォワード HP より引用」  
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図表  32 

 

 

「マネーフォワード HP より引用」  5 

加えて、ねんきんネットを紐づけることで将来のもらえる年金を可視化するこ

とができ、将来を見据えた資産運用を行うことが出来るようになっている。  

【IoT による金融情報へのアクセシビリティの向上】  

現在では IoT の進歩によりスマートウォッチやスマートスピーカーが生活の一

部となっている。スマートスピーカーの本質的な機能は「外部連携」である。10 

「外部連携」とはスマートスピーカーを家のモノや外部サービスとつなげるこ

とで、スマートスピーカーを中心としたエコシステムを築くことを意味する。

そこでこれからのスマートスピーカーでは外部サービスとして金融情報へのア

クセスが求められると筆者は考える。  
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図表  33 

 

 

筆者作成  

朝起きれば、スマートスピーカーがインターネットバンキングや証券会社、5 

様々な金融機関からその日の総資産や株価、為替などの変動を伝え、ロボット

アドバイザーが投資の提案をし、子供たちは物心つく前から、様々な金融情報

に触れ、生活の中で自然と知識・関心を覚えていく。  

 加えて、スマートウォッチを用いる事でスマートフォンをかざすよりも決済

や送金などをより手軽に行うことが出来るようになる。そのうえ、ソーシャ10 

ル・トレーディング [1]などの新しいプラットフォームに対しても対応させる

事で、いっそう早く、簡単に金融情報にアクセスする事が可能になる。   

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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図表  34 

 

 

筆者作成  

 5 

 

[1] 投資に関するブログ、ツイッター、フェイスブックやホームページなどの

SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）情報を、ネットワーク内で共有

する、もしくは、SNS 情報を共有するなどして投資家同士がつながりをもち、

投資に成功している他の投資家の手法をそのまま真似したり、アドバイスを受10 

けたりしながら投資する運用手法を指す。（野村証券 HP より引用）  

 

 

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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また、トヨタや NTT が研究を進めている車のハンドルから健康状態を読み取

り、運転中の事故を未然に防ぐ技術や BMW のオペレーターが近隣でおすすめの5 

お店などを紹介する Connected Drive Premium のように、車を運転する際に

も、資産管理や資産運用ができるようになるだろう。   

図表  35 

 

 10 

筆者作成  

 

3 節 金融情報一元化によって生じる諸問題  

 資産管理の一元化によって生じる諸問題として、法律、セキュリティ、金融

リテラシーの 3 つをあげたい。  15 

【一元化に伴う法的問題】  
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法律は、得てして実体に対して後追いになりがちであるが「金融商品取引法」

に関しても同様である。例えば、 FX ではルール整備が後手に回り、様々なト

ラブルが発生した。資産管理の一元化に伴い、第三者が本人の同意なく資産情

報を見た場合や、勝手に資産を売買するなどの問題が生じてくる事が考えられ

るため、先手に回った法整備が求められる。  5 

FinTech については仮想通貨・ブロックチェーンにみるようにボーダーレスに

取引され、規制については立法管轄権，執行管轄権およびエンフォースメント

の面で実効性の確保は容易ではない。また金融システム全体の観点からは，  

FinTech 関連立法の整備が進むにつれ以下の点が懸念される。  

  リスク回避の視点からは米国における州法の域外適用にみるような過剰10 

な規制コスト問題が生まれ、市場流動性低下に至る点。  

  TBTF 問題の終結に逆行するリスクもあり、規制当局の危機対応の機動

性の維持が検討される点。  

  国内法制化の過程で金融規制のギャップが生じ、欧米の外国銀行規制の

ように各国が独自の金融規制導入を図る結果、グローバル金融システム15 

の分断が懸念される点。 [1] 

特に③では、仮想通貨に関して、改正資金決済法を整備する我が国に比し、最

近になって中国等で規制強化の動きがみられ、やはり規制の裁定から逆に我が

国における取引が今後は増加し、裁判に持ち込まれる事案も増えてくることが

予想される。[2] 20 

そのため、既存金融機関と FinTech 企業，更に各国規制機関の密な連絡の下で

短期的課題と中長期的な展望に分け、丁寧に目前の課題から対処していく必要

がある。  

【セキュリティ問題とブロックチェーン】  

各組織が個人情報の漏洩を防ぐためにファイアウォールの導入やパスワード管25 

理など様々なセキュリティ対策を施しているが、ハッカーからの攻撃により情

報の流出が相次いでいる。 2017 年 9 月には米信用情報大手エクイファクスか

ら約 1 億 4000 万人分の顧客情報が流出した。また、内部の人間が意図的に情

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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報を流出させる可能性も考えられる。住民登録番号として個人番号制度が導入

されている韓国では、 2014 年に大手クレジットカード 3 社からのべ約 1 億

4000 万人分の情報が流出した。この事件は、外部からのハッキングが原因で

はなく、不正使用検知システムの構築を担当したセキュリティ会社の社員が、

顧客の個人情報を盗み、ブローカーに売却していたため起きたものである。資5 

産管理の一元化では、外部からのハッキングに対するセキュリティを高めると

同時に、内部からの情報漏洩に対しても対策を講じる必要がある。近年新しい

情報管理システムとしてブロックチェーンが台頭している。筆者はこのブロッ

クチェーンを資産管理に用いることでセキュリティ問題への対策になると考え

ている。現状用いられている主な情報管理システムは中央管理型である。中央10 

管理型の情報管理システムは情報を１つのデータベースで管理するため、この

データベースが攻撃されると情報が漏洩・改竄されるという脆弱性がある。こ

れに対しブロックチェーンでは同じ情報を複数のデータベースで管理するため

過半数のデータベースが一斉に攻撃されない限りデータが改竄されることがな

いため、セキュリティの大幅な強化になると言える。また、ブロックチェーン15 

で取り扱われている情報は全て暗号化されており、当事者以外が実際のデータ

を見ることはできない。そのため内部からも外部からも情報が漏洩するリスク

を下げることが可能である。  

 

【金融リテラシーに関わる問題】  20 

我が国では、金融教育を受ける制度が整っていないため、金融リテラシーが低

い状況になっている。金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査」による

と、学校等で金融教育を受けた事がある人の割合が 19.8%と低いことが明らか

になっている。また、同調査では、金融教育を受けていない人ほど他の商品と

比較せずに金融商品を購入し、商品性を理解せずに外貨預金を購入するなど、25 

金融商品に対して安直な行動を取る割合が高くなっていることも明らかになっ

ている。資産管理の一元化に伴いより多くの人が金融商品に触れるようになる

と考えられるが、商品購入に際しては金融知識も求められる。そこで、資産管

理を簡素化し、資産運用への関心を高めることでそれに付随して金融リテラシ

ーが強化される。  30 
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2016 年に金融広報中央委員会が実施した金融リテラシー調査によると、金融

リテラシーが低い人ほど金融や経済に対しての関心が低いという結果が出てい

る。日常的に利用しやすいウェアラブル端末で一括して情報管理ができるよう

になることで資産に対して関心がわき、金融リテラシーの強化につながる。  

また金融リテラシーが低く、自身の金融資産について把握していない人ほど金5 

融リテラシーが低い傾向にある。 1.でも述べたように 37.2%の人が自身の年金

支給額を把握していない現状にある。アプリのような手軽なインターフェイス

で資産管理ができるようになれば、現状保有している資産を把握しやすくな

る。また、2016 年の調査結果より金融商品の選択時の情報源として 1 番多い

ものはウェブサイトであった。インターネットと資産管理の連携は金融商品に10 

対する購入にも繋がる。  

  

4 節 家計資産と投資信託の展望  

我が国は年金制度や社会保障制度が諸外国と比べ充実しており、資産管理の中

で投資のようなリスク商品での資産運用をする必要性が低くセイフティアセッ15 

トに偏る傾向にあり、資産運用に無関心であった。しかし、これからは年金だ

けの収入で老後の生活を賄うことが難しくなってくることが予測され、今まで

以上に資産形成の重要性が高まってくる。  

【家計資産と投資信託の展望】  

そのような背景からこれまで、資産管理の繁雑性やそれに対する改善策につい20 

て述べてきた。今までは資産管理をするためには取引のある金融機関すべての

通帳を開き、自ら表計算ソフトを使い家計簿をつけるように金融資産を管理す

る必要があった。  

しかし、スマートフォンやウェアラブル端末のような日常的に利用しやすい端

末での PFM サービスが一般に広く普及し、セイフティアセットからリスキーア25 

セット、それに加え保険や年金などの金融資産の管理を一元化し金融情報への

アクセシビリティが向上すれば資産形成そのものがより身近なものになる。現

在、資産形成としてリスキーアセットを検討せずに貯蓄に偏っていた家計であ

っても、資産管理を一元化し資産形成の検討をしやすい環境を整えることで、

投資信託のようなリスキーアセットの割合が高くなっていくと筆者は考える。30 
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また、リスキーアセットの割合が高まっていく中で、長期にわたる資産管理で

は特に投資信託の重要性が高まることは想像に難くない。  

資産管理が一元化され金融情報へのアクセシビリティを向上させることで資産

管理をより身近にし、多くの人が関心を持つようにすることで、我が国全体の

金融リテラシー強化を実現するとともに、「貯めるから増やす」への実現を目5 

指さなければならない。  

  

 

 

[1] 藤川信夫（ 2018）FinTech 法制の現状と展望に向けて―近時の銀行法改正10 

と国際金融規制の影響など―  千葉商大論叢  第 55 巻  第 2 号 p. 213 

[2] 藤川信夫（ 2018）FinTech 法制の現状と展望に向けて―近時の銀行法改正

と国際金融規制の影響など―  千葉商大論叢  第 55 巻  第 2 号 p. 214 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
https://paper.dropbox.com/doc/--APhHqRdaKBwPcCeHulKiVnxyAg-qTw6NOXLu6Z6iWE7wuqES
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おわりに 

「貯蓄から資産形成へ」が掲げられてはいるが、現状の日本において投資信託

が家計の資産形成手段として十分に普及しているとは言えない。また、少子高5 

齢化による年金制度の限界、超低金利時代の到来などから自助努力による資産

形成の必要性は非常に高いものとなっている。  

しかし、未だ国民の投資に対する意識・意欲は低い。加えて、個人の資産管理

方法は預貯金、保険、株式、債権など多岐にわたる。さらに、電子マネーの普

及、仮想通貨の登場などにより、個人は資産形成に対し何から手をつければ良10 

いのか分からないというのが現状である。  

そこで本稿では資産管理の一元化をし、資産総額や運用状況を分かりやすく目

に見える形にすることで個人の資産形成への理解・関心を高め、投資活動が促

進されると考えた。   

資産管理の一元化により金融情報へのアクセシビリティを向上させることで資15 

産管理がより身近で初心者にも易しく扱いやすいものになることで、投資行動

が促進され、金融リテラシーの向上を伴い「貯めるから増やす」の実現を成し

遂げられるだろう。   
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