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はじめに  

 個人の金融リテラシーの低さがサブプライムローン問題を引き起こし、個人

金融資産の形成に停滞感を招き、証券市場の活性化を阻害し、社会全体から金

融市場にマイナスの影響を与えることになる。その現象を阻止すべく、世界各

国で個人の金融リテラシーの向上を図ろうとしている。しかし、日本は世界各5 

国よりも金融リテラシーは世界水準を下回る位置におり、金融教育に関しても

遅れを取っている状況である。そこで、日本では金融教育推進会議をはじめ、

金融庁、金融広報中央委員会、日本証券業協会等において、金融教育の発展と

充実度を上げる取り組みが始まった。しかし、金融リテラシー向上の取り組み

を見ても金融教育の必要性を理解している個人は少ないと考えられ、日本全体10 

で見て金融リテラシーが向上するという実感はない。そこで私たちは金融リテ

ラシーの定義をはじめ、金融リテラシーの向上のための取り組みについて欧米

諸国と比較し、世代別で学習方法を変えていく等具体的な提案を述べていきた

い。  

 15 

第 1 章 金融リテラシーとは何か  

 

第１節 金融リテラシーの定義  

金融リテラシーについては様々な機関にて定義付けられている。はじめに経

済協力開発機構、 OECD による定義について、日本証券業協会の金融リテラシ20 

ー報告調査では、『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

で効果的に意思決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』(日本証券協会 http://www.j

sda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/0819_PISA2012result.pdf  (pp2)引用 )25 

とされており、個人が積極的に経済活動に参加するためにも、大切だと言って

いる。また、OECD の定義づけを受けて、 PISA(Programme for Insternational

 Student Assesment)は「お金と取引」、「金融に関わる計画と管理」、「リスク

と報酬」、「金融情勢」の 4 つの区分を調査問題として挙げている。ここでは金

融行動と知識や態度との関連を分析しており、社会的視野での項目はあまり重30 

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/0819_PISA2012result.pdf
http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/0819_PISA2012result.pdf
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視されていない。つまり、 OECD 自身は、「社会や環境との相互作用」の観点を

採用しておらず、個人の意思決定と行動・態度という範囲で「金融リテラシ

ー」を使用している。  

また、ゆうちょ財団で行われている貯蓄経済研究では金融リテラシーについ

て『近年の金融の自由化の進展、それに伴う金融商品・サービスの高度化・多5 

様化が進む中で、個人として、より適切な金融取引等を行うためには、「必要

な金融の知識や情報を取得し、金融を主体的に判断できる能力」を養うことが

大切になってきている』と述べている。金融庁では、定義は記載されていない

が、最低限身に付けるべき金融リテラシーとして「家計管理」、「生活設計」、

「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択」、「外部の知10 

見の適切な活用」の 4 分野を挙げている。この 4 分野は第 3 節で詳しく説明す

る。海外では、 APEC の財務大臣は『金融リテラシーは 21 世紀に生きる全ての

者にとって肝要なスキルであるとともに、経済・金融の安定、インクルーシッ

プな発展、そして、個人や家族の福祉を効果的に下支えする、あらゆるエコノ

ミーの取り組みの重要な構成要素であらゆることを認識した』 (金融ケイパビ15 

リティの地平-「金融知識」から「消費者市民としての金融行動」へ -(千葉商

科大学大学院 会計ファイナンス研究科  伊藤宏一 (pp39)) http://www.jasfp.jp

/img/file53.pdf 引用 )と言われており、社会面、金融面、経済面のシステムの

発展や複雑化により消費者への金融商品、サービスが拡大し、個人にかかるリ

スク及び責任が大きくなってきていることから、金融リテラシーの強化が必要20 

と言われている。  

米国における金融リテラシーの定義を調べると、米国では機関による金融リ

テラシーの定義付けは行われていないが、「金融経済教育に関する新たな動き

としては、2003 年の信用取引の公正・適正化に関する法律 (Fair and 

Accurate Credit Transactions Act of 2003)が含まれており、この法律に基25 

づき、20 の連邦政府関係機関から構成される金融リテラシー教育委員会

(Financial Literacy and Education Commission)が設置された。」 (「海外に

おける金融経済教育の調査・研究」報告書 :東洋大学文学部  教授 栗原久(pp8) 

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf 引用)よう

に、金融教育に重要性が高まっていることがわかる。更に、金融教育委員会は30 

http://www.jasfp.jp/img/file53.pdf
http://www.jasfp.jp/img/file53.pdf
http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf
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2013 年から 2014 年の最優先課題として学生や新社会人を対象とした金融教育

強化も挙げていた。  

また英国における金融リテラシーの定義を調べると、英国における金融リテ

ラシーとは、「情報に基づく判断を行い、資金の活用及び管理に関して効率的な

意思決定を行う能力」であると定義している。また金融リテラシー教育とは「金5 

融サービスについて自分で質問でき情報を持った消費者になり、自分のファイ

ナンスを効率的に管理するために必要な知識・理解・スキルの土台を個人に付

与する教育」であるとしている。英国の金融サービス庁 (FSA)はブレア政権によ

って設立され、その翌年の 1998 年に「金融サービスに関する公衆の理解促進 :

消費者教育のための戦略」を公表した。さらに「消費者教育プログラム」を「金10 

融リテラシー教育」と「消費者への情報提供及び助言」の 2 つを柱として策定

された。英国風のリテラシー概念には、金融知識だけではなく金融行動に関す

る知識も含まれている。ブレア政権発足後に設立されたシチズンシップ諮問委

員会が 1998 年に報告書「シチズンシップの教育と学校における民主主義の教

育」を公表し、翌年 1999 年に政府は「ナショナルカリキュラム」を制定し、シ15 

チズンシップを推進した。  

 現代の社会では金融との関わりを持たずに生活していくことは避けられず、

一種の生活スキルとして金融リテラシーが求められている。『国民一人ひとり

の金融リテラシーが向上すれば、健全で質の高い金融商品の促進や、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つと考えら20 

れる』(金融リテラシー・マップ「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の

項目別・年齢層別スタンダード (2015 年 6 月改訂版 ):金融経済教育推進会議  

(事務局:金融広報委員会)https://www.shiruporuto.jp/public/document/cont

ainer/literacy/pdf/map.pdf 引用)ため、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ことが可能になる。  25 

 

第 2 節 金融ケイパビリティの必要性  

金融ケイパビリティとは、金融リテラシーを用いて実生活に活かし、よりよ

い暮らしをするための能力であり、ゆうちょ財団と金融リテラシー・マップで

は次のように提示されている。『個人を取り巻く経済・金融環境が近年大きく30 

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy/pdf/map.pdf
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy/pdf/map.pdf
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かつ急速に変化し、生活者としての個人にも自己責任が求められる場面が増え

てきており、金融取引等の場で自己責任を全うできる能力の養成が必要となっ

ています。自己責任が求められる場面は、自らの生活設計、金融商品の選択、

金融資産の運用、クレジットの使用など、また、最終段階としての金融取引契

約の締結が考えられます。正しく理解して、自ら質問し、意思決定する能力が5 

必要となります。「金融リテラシー」が云々されてきたのは、資産運用におけ

る「貯蓄から投資へ」の流れや、金融取引消費者被害の多発などを背景に、個

人にとって「より的確な金融資産運用」や金融取引に係る「消費者トラブル回

避」への対応のため、必要な金融の知識や情報を取得し、金融を主体的に判断

できる能力を養い、「賢い消費者」として行動することが求められてきたこと10 

にあるようです。』 (一般財団法人：ゆうちょ財団 https://www.yu-cho-

f.jp/research/knowledge/clm002.html 引用 ) 

(1)米国における金融ケイパビリティ  

米国では、従来の「金融リテラシーに関する大統領諮問委員会」をオバマ政

権で大統領令を発表し、「金融ケイパビリティに関する大統領諮問委員会」に名15 

称変更をした。ここでの金融ケイパビリティとは「知識とスキルとアクセスに

基づいて金融資源 (リソース )を効果的に管理する能力である。この能力を発展

させるために、個人は、金融商品や金融サービス・金融コンセプトに適切にア

クセスし、それらを理解しなければならない。金融ケイパビリティは、個人に、

情報を選択し、落とし穴を避け、どこに助けを求めにいったらよいかを知り、20 

現状を改善し長期的な記入的健全性ないし金銭面での良い暮らし (well-being)

を改善するための行動をとる力」と述べられている。  

 米国における金融ケイパビリティへの転換は、大きく分けて 3 つある。まず

第 1 に家計の金融的健全性の認識があることである。米国財務省の説明による

と、リーマン・ショック後の大恐慌からの回復以来、米国は金融システムのあ25 

らゆる側面を強化しており、これは規制保護や消費者保護だけではなく、金融

アクセスの改善も含まれている。国家の金融安定にはまず、すべての家計の金

融面での良い暮らしが必要であるとされており、オバマ政権ではすべての国民

が家庭の金融的将来が安全であるようにサポートするとしている。第 2 に、金

融行動の重視がある。サブプライムローン問題は、個人個人の返済能力の審査30 

https://www.yu-cho-f.jp/research/knowledge/clm002.html
https://www.yu-cho-f.jp/research/knowledge/clm002.html
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を厳密に行わず、住宅価格の上昇を大前提に低所得者層に住宅ローンを貸し付

けることから始まり、 2007 年に住宅価格の上昇が止まったことから引き起こ

されたショックにより現実となった。この原因は、金融機関が厳密な審査を怠

ったことにもあるが、安易に借りた消費者側にも責任があり、金融リテラシー

の不充分さが際立ったのである。そこで先の諮問委員会 (THE WHITE 5 

HOUSE,2010)は、行動経済学の知見に基づいて活動を進めるという原理を提案

した。『「金融リテラシーそれ自身が目的ではない、金融ケイパビリティは知識

に基づく行動を意味する」と述べており、実際の適切な金融行動の実行が重要

であることが指摘されている、この点は英国と共通である。』 (金融ケイパビリ

ティの地平-「金融知識」から「消費者市民としての金融行動」へ :伊藤宏一10 

(pp39) http://www.jasfp.jp/img/file53.pdf  引用 ) 

第 3 に金融システムへのアクセス問題、つまり金融排除である。米国では

Unbanked(金融機関に全くアクセスできない低所得層 )と Underbanked(銀行な

ど主要な金融機関へのアクセスが困難な低所得層 )といった層が広範囲に存在

していて、金融ツールへのアクセスが断たれている低所得層が増しており、金15 

融排除が英国以上にある。金融知識があっても金融アクセスが断たれていては

金融ケイパビリティを発揮することができない。よって米国においては、金融

アクセス問題が重要な問題となっている。  

米国における金融教育の目標とは、一般的に「金融リテラシーの増加」を意味

する。金融リテラシーは代表的な OECD の定義を用いて「物質的健全性に影響を20 

与える個人の金融状態に関して、理解し分析し管理し対話する能力」であり、

それは「金融の選択肢を識別し、マネーと金融事情について議論し、将来のた

めに計画を立て、経済一般の出来事に十分対応し、日々の金融に関する意思決

定に影響を与えるライフイベントに十分対応できる能力を含んでいる」。 (金融

ケイパビリティの地平 -「金融知識」から「消費者市民としての金融行動」へ - 25 

伊藤宏一 (pp43)http://www.jasfp.jp/img/file53.pdf  引用 )。しかし、金融リテラ

シーは助力になるが、不充分なアイデアであると Johnson and Sherraden(2007)

は述べている。『経済生活への参加は、人生のチャンスを最大化すべきであり、

人々を豊かな生活に導くようにすべきである。このためには、知識とその知識

に基づいて行動する能力、そして行動への機会が求められる。我々は、このこ30 

http://www.jasfp.jp/img/file53.pdf
http://www.jasfp.jp/img/file53.pdf
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とをケイパビリティと呼んでいる』とされている。適切な金融行動をとるため

には、有効な教育方法を確立し、社会制度を整備することが重要であり、これ

が米国における金融ケイパビリティの強調点であるといえる。  

(2)英国における金融ケイパビリティ  

英国における金融ケイパビリティとは、大きく 4つに分けられている。第 1に、5 

シチズンシップ教育の一環として金融責任を市民ひとり 1 人が担うための育成

という点にある。英国で初めて「金融ケイパビリティ」という概念が使われた

のは、先の「パーソナルファイナンシャル教育による金融ケイパビリティ－学

校のためのガイダンス」だった。ブレア政権下において、良き市民になるため

の金融教育の基本コンセプトというのが金融ケイパビリティであった。金融ケ10 

イパビリティは、全ての人にとって重要なスキルの１つであるとこの「ガイダ

ンス」で規定された。また金融ケイパビリティには相互に関連したテーマとい

うものがあり、それが金融知識と理解、金融スキルとコンピテンス、金融責任

の 3 つである。  

第 2 の金融ケイパビリティに関する視点は反貧困戦略である。教育雇用省は15 

既に「パーソナルファイナンシャル教育による金融ケイパビリティ」を 2000 年

に実施し、金融商品や金融サービスにアクセスできない、いわゆる「金融排除」

にあたる人々への問題を取り上げていた。最近ではスコットランド政府が「我々

の潜在力を伸ばす」という文書を提出し、貧困予防のアプローチを行い、金融

ケイパビリティ理解へのニーズを強調している。  20 

第 3 は適切な金融行動をゆがめる心理的バイアスの認識である。人々の金融

行動は第 1 に心理的態度に依存しており、情報提供や教育による効果は控えめ

なインパクトしか期待できない。 FSA(Financial Services Agency)は「成し遂

げられつつある広範な行動の変化は、根深い行動バイアスのために長期のプロ

セスとなる」と認識している。具体的には、①現在志向バイアス－今現在の目25 

先の利益や楽しみを優先させる、②損失回避、③メンタル・アカウンティング

－例えば借入と貯蓄の口座を自分の心の中で分け、高利の借入をしている一方

で低利の貯蓄を選択するという非合理的な意思決定を行う、④現状維持バイア

スの 4 つが指摘されている。この４点は OECD において定義づけされている「金

融リテラシー」では言及されていない。  30 
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第 4 に、英国では他国とは異なり、金融ケイパビリティを発揮するためには中

立的なアドバイスが必要であると重要性を強調してきた。2011 年にはその方向

が充実し、消費者金融機関である CFEB(the Consumer Financial Education 

Body)の名称が「マネー・アドバイス・サービス」に変更された。また、無料で

公平なマネー･アドバイスを、オンライン、電話、対面を通じて提供を始めた。5 

このマネー・アドバイス・サービスでは 3 つのコアを設定している。『①人々の

行動に対して、またその結果、社会に対して、明確な影響を及ぼすことにより、

誰もがお金を上手に管理することができるような社会にすること。②金融サー

ビス業界、規制及び公共政策と連動し、影響を及ぼすことにより、より大きな

効果を上げること。③適切な価値観、スキル、能力及び資源を持ち、効率的で10 

安定し、持続的に進歩する組織を構築することにより、効率的で権威ある運営

を行うこと。』 (7)消費者が自ら金銭の管理をし、運営していくことのできるよ

うに、マネー・アドバイス・サービスは行動経済学と公的・私的セクターを問

わずに金融教育を諸団体と進め、強化していくことを挙げている。  

 15 

第3節  金融ケイパビリティの定義と必要になった背景  

1.金融ケイパビリティの定義  

金融ケイパビリティの基本要素は「家計管理」、「計画を立てる」、「金融知識が

ある」、「適切な金融商品選択ができる」の 4 つであり、更に 3 つの項目に分け

られている。  20 

英国 FSA の「金融ケイパビリティの測定 :予備研究」（ FSA 2005）によると金融

ケイパビリティの構成要素は、①収支を一致させる、②収支の記録をつける、

③予め予定を立てる、④金融商品の選択、⑤金融商品に精通していること、の

5 つとされた。  

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25 

リティとは、人々がいかに収支を一致させ、予め予定を立て、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、どれくらい持っている

か、を測定する用語である。」 (Lusardi 2011) 

OECD の「金融リテラシーベース調査発展のためのフレームワーク」(OECD/INFE 

2009)でも使用されており、項目名としては、①日々の資金管理、②ファイナン30 
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シャル・プランニング、③金融商品の適切な選択、④金融知識と理解となって

いる。  

また、英国における金融ケイパビリティとは、 Tony Hobman CFEB のケンブリ

ッジ・コンファレン  2010 により定義付けされている。その内容は、『金融能

力(ケイパビリティ )のある市民は、国の長期的な経済の健全性にとってきわめ5 

て重要な存在である。収支の記録をつけ、収入の範囲内でやりくりし、予め計

画を立てる人々の存在は、経済成長のための強固な基盤を形成し、経済的打撃

に耐えることを可能とする。そして、商品選択を適切に行ない金融問題に通じ

ている消費者は、健全な金融サービス市場の形成を促す。個人のレベルでは、

自分の金融を管理する能力がわれわれに大きな自由をもたらし、人生の選択肢10 

を増やし、われわれの幸福の実現に貢献する。そして、それがわれわれの家

族、コミュニティ、ひいては社会に貢献することになるのである。』としてい

る。(金融教育をめぐる国内外の状況と課題 -「金融知識」から「消費者市民と

しての金融行動」へ - :伊藤宏一 (pp18)  https://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/g

ijiroku/20121108/04.pdf 引用 )。  15 

また米国財務省では、 2009 年に行われた金融ケイパビリティ調査で『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、どれくらい持

っているか、を測定する用語である。』とされている。  

2.金融ケイパビリティが必要となった背景  20 

 ブレア労働党政権によって FSA(Financial Service Authority)が設立されて

からは、FSA が英国の金融教育を先導していた。ブレア政権は教育を重点に置

き、シチズンシップ教育を中心政策とした。教育雇用省はさらにカリキュラム

の一環として「個人、社会、健康教育 (PSHE)とシチズンシップ」に関するフレ

ームワークを出した。その一環として金融教育が位置付けられたた後に「パー25 

ソナルファイナンシャル教育による金融ケイパビリティ－学校のためのガイダ

ンス」が発表された。金融教育のこのシチズンシップにおいて重要である「社

会的責任」に基づく社会性を金融教育とし、2002 年に「金融ケイパビリティ向

上グループ」を発足させた。翌年に報告書「金融ケイパビリティのための国家

戦略に向けて」を作成し、基本コンセプトを「金融ケイパビリティ」とする国30 

https://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/gijiroku/20121108/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/gijiroku/20121108/04.pdf
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家 戦 略 の 転 換 を 図 っ た 。 し か し 、 2010 年 に 制 定 さ れ た 金 融 サ ー ビ ス 法

(Financial Services Act 2010)により FSA の規制目的の 1 つであった「公衆

の啓蒙」が「公衆による金融事情等の理解の向上」という機能に置き換えられ

た。この変更に伴い、消費者金融教育団体 (CFEB: The Consumer Financial 

Education Body)に移管されたのである。また、このことから金融教育を行うこ5 

とによって公衆を啓蒙するという目的から、人々が金銭を管理する能力を高め

るように支援すると重点が変わった。金融事情に対する国民 1 人ひとりの理解

と知識の向上、また国民自身が金融問題を管理する能力の向上を測るという役

割が CFEB に課せられた。  

3.日本版金融ビッグバンの実施  10 

 1985 年のプラザ合意を発端にして 1980 年代後半に起こったバブル景気の発

生と 90 年代の崩壊によって金融機関における不良債権の問題は大きな課題と

なっていた。このバブル崩壊をきっかけに日本の金融環境は大きく変化してき

た。1980 年代後半には中国などの工業化、先進国の脱工業化が始まり、先進国

で「金融で経済を回す」という考えが出てきた。この金融自由化の波が日本に15 

もやってきたことで、企業単位だけではなく消費者個人も金融商品の運用が必

要となる。日本版金融ビッグバンの内容をみると、消費者視点の金融サービス

利用だけでも、投資信託の銀行窓口での販売開始、確定拠出年金制度の導入、

ペイオフ解禁など自由化の進展が見られることから、金融ケイパビリティが 1

人ひとりに必要となった。  20 

【図 1－1 日本版金融ビッグバン】  

 

1996年11月
橋本首相「我が国金融システムの改革～2001年東京市場の再生へ向けて～」と題する声明文発

表

1997年6月 金融監督庁設置法成立・施行

1998年4月 改正外国為替法の施行

1998年6月 金融システム会かう法成立(12月施行)

1998年12月 投資信託の銀行等での窓販開始

1999年10月 株式売買委託手数料自由化

2000年4月 金融商品販売法成立

2000年7月 金融監督庁を金融庁に改編

2001年11月 証券関連税制改正(租税特別措置法改正)成立

2002年4月 ペイオフの一部解禁

2003年4月 郵政公社発足

2005年4月 ペイオフの全面解禁
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出典 :知るぽると :金融広報中央委員会 (事務局  日本銀行情報サービス局内 )  

https: / /www.shiruporuto. jp/publ ic / family/training/susume/susume401.html   

 英国の金融ビッグバンは、サッチャー政権下で 1986 年に取り組まれた証券

市場改革のことであり、この時初めて「ビッグバン」という言葉が使われた。

英国で証券市場改革が必要になった背景としては、①イギリス証券市場の相対5 

的地位低下、②国際化の進展とイギリス証券業者の対応の遅れ、③テクノロジ

ーの発展と取引所以外での取引の拡大の 3 つが挙げられている。この状況への

対処に、以下の 3 つの改革が行われた。①手数料の自由化。コストやサービス

に見合った手数料水準が達成された。例えば、大口に対する手数料は低下し、

小口に対する手数料は上昇したが、全体としては国際的にみても相対的に低い10 

水準となった。②単一資格制度の廃止。「単一資格制度とは、取引会員のなか

で、自己の勘定で売買を行うジョバーと顧客の注文の媒介を行うブローカーと

の兼業を禁止するという、イギリスの古くからの慣習的制度」 (金融庁 HP: ht

tps://www.fsa.go.jp/p_mof/big-bang/bb24.htm  引用 )。この制度を廃止し、

ジョバーやブローカーの兼業を解禁し、取引所会員の能力強化を図った。この15 

改革を受け翌年の 1987 年には取引所の立会場が廃止、スクリーン取引に移行

するなどの技術革新が行われた。③取引会員への外部資本出資の制限を撤廃。

「ビッグバン以前は、取引所会員会社への出資ができるのは、取引所会員に限

られていたが、世界的な機関化現象に伴い取引の大口化が進行する中で、取引

所会員会社の資本基盤の拡充のための外部資本 (非会員や金融機関等の資本 )を20 

導入することができるよう取引所規則を変更した。」 (金融庁:https://www.fsa.

go.jp/p_mof/big-bang/bb24.htm 引用)。こういった 3 つの改革によって、①

の他に次のような成果が出た。  

①  市場に関する効果。改革によって拡大した市場規模は、例を挙げると英国の

GDP に占める金融分野は、ビッグバン直前の 1985 年の 13.6％に対し、ビッ25 

グバン後の 1990 年には 17.2％と順調に拡大している。このことから株式に

よる資金調達も多少の波はあるものの、順調に拡大している。また、外国株

取引は特に大きく躍進している一方で、株主等投資家層の拡大は不徹底のま

まであるという問題も残っている。  

②  証券業界への影響は業者の資本力の強化、トレーディングやデリバティブな30 

https://www.shiruporuto.jp/public/family/training/susume/susume401.html
https://www.fsa.go.jp/p_mof/big-bang/bb24.htm
https://www.fsa.go.jp/p_mof/big-bang/bb24.htm
https://www.fsa.go.jp/p_mof/big-bang/bb24.htm
https://www.fsa.go.jp/p_mof/big-bang/bb24.htm
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ど、取引の高度なノウハウやイノベーションがロンドンに導入され、欧州の

投資銀行業務の拠点となった。ジョバーやブローカーについては、イギリス

やアメリカの業者によって買収が進んだが、イギリスを代表するマーチャン

トバンク等も買収され、ロンドン市場おけるナショナル・フラッグが消えつ

つあるのも事実である。 5 

また、英国のイングランドのロンドン中心部にあるシティ・オブ・ロンドンは、

現在 19 世紀から続くロンドン証券取引所やイングランド銀行、ロイズ本社等

の金融機関のオフィスが置かれ、米国のニューヨークにあるウォール街と並び

世界経済を先導する金融街となっている。世界でも有数のビジネス街として多

くの商談が行われており、金や銅、原油などの国際商品相場もここで決められ10 

ている。  

 

第4節  金融リテラシー向上の目的 

 金融経済教育の意義・目的として、公正で持続可能な社会の実現に向けて、

「最低限身に付けるべき金融リテラシー (4 分野・15 項目)について」が、平成15 

25 年の金融経済教育研究会の研究会報告書から金融庁が公表している。  
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 30 
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【図 1-2 最低限見に付けるべき金融リテラシー】  

 

出店 :金融庁 :金融経済教育研究会 https: / /www.fsa.go. jp/news/25/sonota/20131129 -1/01.pdf  

図 1-2 を見ると、家計管理では、お年玉やお小遣いから、給料まですべてに共

通するお金の管理について述べられている。自身のお金から、家族を支える家5 

計に変わると様々な支出が増えるため、管理が難しくなる。欲しい物、必要な

物をしっかりと見極め計画的に使うことが重要である。第 3 章では世代別に習

得すべきスタンダードを紹介する。  

 

 10 

 

 

 

1.家計管理

1)適切な収支管理(赤字解消・黒字確保)の習慣化

2.生活設計

2)ライフプランの明確化及びライフプランを踏まえた資金の確保の必要性の理解

3．金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択

【金融取引の基本としての素養】

3)契約にかかる基本的な姿勢の習慣化

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者であるかどうかの確認の習慣化

5)インターネット取引は利便性が高い一方、対面取引の場合とは異なる注意点があることの理解

【金融分野共通】

6)金融経済共有において基礎となる重要な事項(金利(単利、福利)、インフレ、デフレ、為替、リスク・リターン等)や金融経済情勢

におうじた金融商品の利用選択についての理解

7)取引の実質的なコスト(価格)について把握することの重要性の理解

【保険商品】

8)自分にとって保険でカバーすべき事象(死亡・疾病・火災等)が何かの理解

9)カバーすべき事象発生時の経済的保障の必要額の理解

【ローン・クレジット】

10)住宅ローンを組む際の留意点の理解

　①無理のない借入限度額の設定、返済計画を立てることの重要性

　②返済を困難とする諸事情の発生への備えの重要性

11)無計画・無謀なカードローン等やクレジットカードの利用を行わないことの習慣化

【資産形成商品】

12)人によってリスク許容度は異なるが、仮により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の理解

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)の効果の理解

14)資産形成における長期運用の効果の理解

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活用する必要性の理解

https://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131129-1/01.pdf
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【図 1-3 全年齢層を通じて習得すべきスタンダード :分類 2.家計管理】  

 

また、大学生・社会人になると一人暮らしをする人も増え、家計管理も自分

で行うようになる。支払いで各種クレジット機能を利用するにあたって、ロー

ンとクレジットはどちらも商品やサービスの代金を後から払うという点では同5 

じだが、違うものであることを理解しておきたい。クレジットは商品やサービ

スを購入する際にクレジット会社が代金を立て替えてくれるカードショッピン

グを指し、現金の持ち合わせがなくても購入することができる。また支払い方

法を選ぶこともできるが使う際には返済能力を考えて使うことが重要である。

一方、ローンとは金融機関からお金を借りることであり、クレジットとの大き10 

な違いは消費者が購入代金を手に取ることはなく、直接クレジット会社から商

品やサービスを購入した会社へ支払われるという点である。また、ローンには

借入先や内容によっていくつかの分類がある。資産形成とは、資産運用に回す

お金を作ることで、そのために利用する金融商品には様々な種類がある。その

中でも代表的なのは預金・株式・債券・投資信託・保険等が挙げられる。  15 

 

 

 

 

【図 1-4 分類 6.ローン・クレジット】  20 

家計管理

適切な収支管理(赤字解消・黒字確保)の習慣化

①家計の収支を適切に管理することが必要であることを理解し、習慣となっている

▼使えるお金・資源には限りがある(有限性、希少性)ことを理解している

▼収支をバランスさせること(赤字を発生させないこと)の重要性について理解し、実践で
きる
▼自ら考え、優先順位をつけるという意思決定の基本を理解し、支出管理について実践す
る態度を身に付けている
▼必要なもの(ニーズ)と欲しいもの(ウォンツ)を区別し、計画的に支出を行う(計画性のな
い抑える)ことができる
▼必要な見直しを行い、収支の改善(赤字解消・黒字確保)に努めることができる

▼家族一人ひとりが家計全体を意識して収支管理に努めることができる

②現状の収入や支出を的確に管理できる

▼収支を記録することの重要性について理解している

▼収入、支出の情報を的確に把握し、収支を記録することが習慣化している

▼収入のうち、手取り額を給料明細書等で把握している

▼収入(手取り額)、支出の特性(一時的か定常的か等)を的確に把握し、先行きの収支見通
しを立て、適切な収支管理(①)につなげることができる
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【図 1-5 分類 7.資産形成商品】  

 

図 1-3 から図 1-5 出典 :金融リテラシー・マップ「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の項目別・

年齢層別スタンダード (2015 年 6 月改訂版 ):金融経済教育推進会議 (事務局 :金融広報委員会 )  5 

https: / /www.shiruporuto. jp/publ ic /document/container/ l iteracy/pdf/map.pdf   

ローン・クレジット

住宅ローンを組む際の留意点の理解

①無理のない借入れ限度額の設定、返済計画を立てることの重要性

②返済を困難とする諸事情の発生への備えの重要性

①住宅ニーズを考慮したライフプランを描いている

▼ライフプランの中に、住宅ニーズを位置づけている

▼自らのライフプランを実現するうえで、住宅ローンによる住宅購入が、一括購入や賃貸等に比べてより適切であるか否か、様々な要素(収

入、年齢、家族構成、相続など)を考慮し、検討している

②住宅ローンについて基本的な特徴を理解している

▼年収を上回る借入額となることが多く、返済期間は多くが10年〜35年程度と長期にわたること

▼住宅ローンには、民間ローンと公的ローンがあり、種類や提供する金融機関によって金利タイプ、金利、諸費用、借入限度、借入条件など

が様々であること

▼自己資金を多く用意することによって、返済負担を軽減することができること

③住宅ローンを組むに当たっては、必要な具体的知識を有している

▼「変動金利型」、「全期間固定型金利」、「固定金利機関選択型」といった複数の金利タイプを用意している金融機関が多く、金利が変動

するタイプでは、ローンを組んだ後の国内の金利水準変動によって返済額が変わるリスクがあること

▼金利のほかに、諸費用を要すること(税、手数料、保証料、保険料など)

▼返済方法は、毎月元利均等返済する方法のほか、元金均等返済する方法もあること

▼余裕資金が増えた場合などは原則として繰上げ返済が可能であること(ただし手数料が発生する場合がある)

▼長期にわたる返済期間内に、金融経済情勢の変化によっては金利負担が上昇したり、失業その他による収入減によって返済できなくなる事

態があること

▼ライフプランの見直し(家族構成の変化、親の介護、転職など)により住居を売却したい場合でも、売却価格が住宅ローンの残債に満たない

可能性があること

④自己の返済能力等に応じた適切な住宅ローンを組むことができる

▼複数の金融機関、商品を比較し、金利タイプ、金利、諸費用、借入限度、借入条件などが自分のニーズにあったものを適切に選択すること

ができる

▼各種の金利タイプのメリット・デメリットを理解したうえで、経済状況と自らの返済能力(特に金利上昇時)に応じた金利タイプの選択を行

うことができる

▼「借りられる金額」と、安心して「返すことができる金額」は異なることを理解し、自らの返済能力を把握したうえで借入額・返済期間・

金利タイプを判断・決定し、無理のない返済計画を立てることができる

▼返済計画を立てるに当たっては、返済額のほか、住宅の取得・維持に要する税や諸費用などの負担、将来の教育資金や老後資金などの貯

蓄、ライフプランの見直しの可能性なども考慮することができる

⑤必要に応じて返済計画を見直すことができる

▼返済期間中は、定期的に返済額と収入、負債と資産のバランスをチェックのうえ返済計画の見直しを要しないかを確認し、必要に応じて、

金融機関や専門家に適宜相談しつつ、繰り上げ返済や条件変更を検討することができる

▼返済の延滞が生じる懸念がある場合には、直ちに金融機関や専門家に相談して対応を検討するようにし、安易に他の借入れを返済原資に充

てるなどをしない

資産形成商品

資産形成における長期運用の効果の理解

①複利効果は長期投資になればなるほど高い効果が得られることを理解している

▼資産形成における長期運用の効果として、「複利」(元本から生じた利子･配当等を次期の
元本に組み入れ、継続的に運用を行うことで、その利子･配当等相当部分に対しても次期の
利子がつくこと)の効果が期待できることを理解している

②長期運用により価格変動リスクなどを平準化できることを理解している

▼長期運用により時間分散の効果(たとえば、外貨建て資産への投資の際に、時期の分散を
組み合わせることで、為替リスクの軽減を図りやすいというメリットもあること)があるこ
とを理解している
▼長期運用には、金融危機のようなパニック時に低い値段で売却してしまい、結果的に損を
大きくしてしまうこと事態を防ぐ効果もあると考えられることを理解している
▼投資期間を設定した場合、その期間中は絶対に売ってはいけないということではなく、予
定通りの利益が出れば利益を確定するなどの方法もあることを理解している

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy/pdf/map.pdf
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 １人ひとりが金融リテラシーを身に付け、これからのライフイベントに備え、

お金を貯めることが重要であり、個人の資産を運用していくことが今後必要と

なってくる。資産運用といっても色々あるが、ここでは少しだけ確定拠出型年

金について触れておく。日本の確定拠出年金制度 (DC=Defined Contribution 

Plan)とは、「個人型」と「企業型」に分かれている。個人型は、自営業やサラ5 

リーマン (確定拠出年金制度を採用していない企業に勤務 )、また時期遅れたが

公務員や専業主婦 (夫 )も加入できるようになり、徐々に普及してきている。確

定拠出年金制度の位置付けは従来の「確定給付年金制度」と異なり、加入者自

身が資産を運用することで、将来支給される年金額が変わってくる。  

 今後、公的年金の支給や勤め先が必ずしも安定しているかわからない状況で10 

あるので、自分の身を守るためにも自身で資産を管理することが重要である。

そのためにも、金融に関する知識を学び、生きる力としての金融リテラシーを

身に付けていくことが必要である。  

 

第 2 章 日本と海外の金融リテラシーとケイパビリティの比較  15 

 

第 1 節 日本の現状  

 日本人は金融資産の保有額の割合を見ると、圧倒的に預貯金が多く、2017 年

の調査では保有率が 54.1％となっていることが図表 2−1 を見ると分かる。有価

証券(債券•株式•投資信託 )は 18.0％、生命保険は 16.7％となっている。有価証20 

券と生命保険が全体的には前年よりも上がっており、預貯金が下がっているが、

半分以上が預貯金という現状である。また、金融資産の保有目的では、「老後の

生活資金」という回答が最も多く、 69.2％である。そして、金融商品の選択の

際に最も重視していることでは、「元本が保証されているから」という回答が多

く 30.1％を占めている。  25 

 このように日本人の多くは、老後の生活資金のために多くの資産を預貯金

に回し、投資をする際にも、元本が保証されている金融商品を選択する傾向が

強いと考えられる。このため、リスクは高いが収益性の高い金融商品ではなく、

リスクが少なく収益性も低い金融商品を選択している。  

 30 
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【図 2−１ 金融資産の保有額】  

 

出典 :「家計の金融行動に関する世論調査」［二人以上世帯調査］  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/movie/yoron/futari/2017/pdf/yoronf17.pdf 

 5 

【図 2-2 金融商品を選択する際に重視すること】  

 

出典 :「家計の金融行動に関する世論調査」［二人以上世帯調査］  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/movie/yoron/futari/2017/pdf/yoronf17.pdf 

このような傾向には、幾つかの要因があると考える。１つ目は、日本人の金融10 

知識の低さである。金融広報委員会の行った 2016 年の金融リテラシー調査で

は、金融教育を行うべきと答えた人の中で、金融教育を受けたことのある人は

8.3％とかなり少ない結果となっている。日本では金融教育が必要とされてい

https://www.shiruporuto.jp/public/data/movie/yoron/futari/2017/pdf/yoronf17.pdf
https://www.shiruporuto.jp/public/data/movie/yoron/futari/2017/pdf/yoronf17.pdf
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るが、十分な教育ができていないことが分かる。金融教育が十分に行われてい

ないことで、学生の金融知識はとても低く、社会人になった際に、金融商品や

それらの商品性について比較せず購入したり、理解せずに購入してしまう可能

性が高い。それによってリスクを負う場合や、安全を優先することで少しの収

益しか見込めなくなる。また、クレジットカードや住宅ローンの借入れの際に、5 

家計管理が上手くできずに自己破産してしまうことや、住宅ローンの借入れに

ついての知識がないため、返済に多くの時間がかかり、定年後の 60 歳になって

もローンを返済することになってしまう。  

金融教育を受けていないことで、金融知識のない世代が親になる。それによっ

て家庭内での金融教育も不足してしまう。家庭で金融教育を受けたことのある10 

人の割合は、金融広報委員会の金融リテラシー調査では、 25,000 人のうち約

20％のみである（図 2−3 を参照）。  

 

【図 2−3 金融教育に関するアンケート結果】  

 15 

出典 :「金融リテラシー調査」の結果  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf  

2 つ目は、金融教育への取り組みの低さである。社会科・公民科・家庭科及び

商業科は、全国の中学校・高等学校において、金融経済教育を授業で取り扱い

ことの多い教科だが、それらの教科書の金融経済教育に関する記述については、20 

不十分が約４割となっている (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 http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jitt

ai.pdf 引用)。その中でも各科目の担当教員は、クレジットカード・ローン・

証券・年金制度・株式市場の役割・保険について不十分と回答した教員が３割

以上である。どの内容も、実生活で必要とされる知識であることが分かる。ま25 

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf
http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf
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た、金融経済教育に関する授業時間も、教科によって差はあるものの、半数以

上が不十分であると回答した。教育現場では限られた時間の中で学習指導要領

に示された内容を指導しなければならないため、金融経済教育に当てられる授

業時間が十分に確保できなくなっている。特に、高等学校の公民科や家庭科に

おいて、その傾向が強い。具体的に年間の授業時間数を見ると、中学 3 年生で5 

1~5 時間程度、高等学校の各学年においても同様の時間にとどまっている。こ

のように、日本で行われている金融経済教育は不十分であり、授業時間の不足

から、実生活に密着した実用的な学習ができていないことが分かる。すなわち、

日本人の多くは金融経済教育を十分に受けられず、学校段階で金融リテラシー

を身に付けることが困難な状況である。  10 

 金融経済教育の不十分な理由には、授業時間の不足以外にも、教員の知識不

足も考えられる。半数近い教員が、金融経済教育を授業で取り上げる際、「教え

る側の専門知識が不足している」という問題を感じている。教員の知識が不足

しており、生徒が十分に理解できているのか不安を感じる教員が多くいるため、

実際に授業を行ったとしても、しっかりとした授業を行うことができないこと15 

が考えられる。そのため、教員に対する授業の指導方法に関する詳しい資料や

教員向けの研究会等の継続的な実施を行い、教員の不安や知識不足を補う必要

があると考えられる。これらの不足を補うため、金融広報中央委員会では金融

教育の出張授業などの学校への支援を行っている。「知るぽると」という金融広

報中央委員会のサイトでは、教員向けの小学生から高校生までの指導計画書が20 

掲載されている。また、無料の教材なども多く掲載されている。教材だけでは

なく、教員向けの金融教育セミナーや公開授業などを行い、今後授業で行おう

と考えている教員や学校のための活動も行なっている。また、金融機関でも金

融教育を行なっている。例えば、野村証券では 2017 年 7 月末時点で小学校 208

校、中学校 87 校、高等学校 77 校、大学(2017 年 3 月末時点)1,758 校、教員 5325 

校に出張授業を行なっている (図 2−4 参考)。 
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【図 2−4 野村証券の出張授業・講義の実績】  

 
出張した学校数  受講した生徒数  

小学校  208 校 11,948 人 

中学校  87 校 4,902 人  

高等学校  77 校 4,372 人  

大学生  １,758 校 228,200 人 

教員 53 校 2,109 人  

出典：野村証券ホームページ  金融・経済教育の普及  

http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/society/education.html 

また、宮城県の七十七銀行では、大学への提供授業として毎年出張授業を行な5 

っている。そして、就業体験施設での体験型教育プログラムとして、「スチュー

デント・シティー」という活動を行なっている。さらに再現された店舗や事務

所での従業員や顧客としての体験をし、仕事の流れについて学ぶことができる。

このプログラムは小学校 5、6 年生向けに行われている。  

 また、教育段階だけではなく、企業での金融教育や支援が不足している。社10 

会人になると、企業側が行なっているセミナーなどがない限り、金融教育を受

ける機会は少なくなる。しかし、年金・退職金・保険など企業に入ってから金

融リテラシーが必要になる。近年では確定拠出年金制度という私的年金を導入

する企業も増えてきている。確定拠出年金制度は 60 歳になるまで受け取るこ

とはできないが、税制優遇処置や運用コストの安い投資信託商品があるなど多15 

くのメリットがある。また、企業型確定拠出年金の場合、社外に拠出金を積み

立てているため、倒産しても従業員の年金資産として保護される。近年の景気

の悪化により、退職金だけでは老後の資金として活用することが難しくなって

きているため、資産形成の手段とすることができるのに、金融リテラシーがな

い日本人の多くは、確定給付企業年金で企業に任せきりになっているのが現状20 

である。詳しくは、第 3 章で述べる。  

そして、2018 年から新型 NISA が始まった。 NISA には NISA と積立 NISA とジ

ュニア NISA の 3 種類があり、3 つとも金融機関に投資収益が非課税となる口座

http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/society/education.html


21 

 

を設定し、その口座で「公募株式投資信託」・「上場株式」等に投資することで

「配当所得」と「譲渡所得」が非課税となる。 NISA の口座開設数は 2015 年に

9,876,361 口座となっている。しかし、実際に稼働している口座はそのうちの

役 60％ほどで、残り 40％の口座は稼働しておらず、知識がないためにどうすれ

ばいいか分からない人や、制度について理解できておらず口座を作ってそのま5 

まの人が多くいる。また、口座を作った年齢層は 60 代が最も多く、若い 20 代

は最も低い口座数になっていた。そのため、もっと若者に投資をしてもらえる

よう、若年層の金融リテラシーの向上が求められる。  

 

【図 2−5 年齢層別口座数】  10 

 

出典：「 NISA 口座の開設・利用状況調査 (平成 27 年 12 月末時点 )」  

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20160527-1/01.pdf 

このように、貯蓄するだけではなく、保有している資金を運用するよう促され

ており、貯蓄から投資への動きが高まっている。また、個人の金融リテラシー15 

の向上とそのリテラシーの活用、つまり金融ケイパビリティの向上が求められ

ている。  

 

第 2 節 米国の現状  

米国では、日本よりも貧富の差が大きく、貧しい人ほど金融知識が少ないため、20 

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20160527-1/01.pdf
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金融知識の不足により不利益を受けやすくなっている。こうした現状は社会問

題視されており、国は世代や環境に関わらず人々が広く金融教育を受けられる

ようにと考え、学校、家庭、地域社会、職場など様々な場面から取り組みを行

っている。金融教育委員会も、 2013 年度から 2014 年度の最優先課題として、

学生や新社会人に対する金融教育の体制強化を掲げた。また、国と民間が協力5 

して金融教育を行っており、全米経済協議委員会。ジャンプスタート個人金融

連盟などの NPO が中心となり、教材の開発や配布などを行っている。  

米国では、各教育段階での金融教育の内容が、各州の方針によって定められて

おり、金融リテラシーを高めるために、中学校や高等学校でファイナンス教育

を取り入れる動きが進んでいる。  10 

現在、米国国内でパーソナルファイナンスを必修科目に定める高等学校は

16,4％程度である。 5 つの州ではパーソナルファイナンスの授業が高等学校の

卒業必修単位に組み込まれている。ウィスコンシン州の高等学校では、2017 年

にパーソナルファイナンスの授業を全生徒に受講させると発表した。授業では、

クレジットカードの使い方・借地借家契約書の読み方・投資・学生ローンの返15 

済方法などを扱う。どれも将来役立つような知識ばかりである。  

経済教育協議会 (CEE)は、全米(50 州とコロンビア特別区 )について、隔年で K-

12 のパーソナルファイナンス教育の状況の調査を実施している。パーソナルフ

ァイナンス教育について、 1998 年から 2014 年の調査結果が図 2−5 である。こ

れによると、2014 年ではパーソナルファイナンス教育の評価基準でスタンダー20 

ドとされる州が、 43 ということが分かる。  

 

 

 

 25 
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【図 2-6 パーソナルファイナンス教育の評価】  

 

出典 :「海外における金融経済教育の調査・研究」報告書  

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf 

 また、金融教育ツールにも人々が取り組みやすい工夫がなされている。米国5 

では、学校の授業を受けて知識を習得するインプットする教育とゲーム感覚を

用いた示達的な学習を併用している。子供にとって理解しづらい金融という教

育も、ゲーム感覚で取り組むことで、親しみやすく実感できるようになってい

る。ゲームには様々な種類があり、 VISA 社では株式ゲーム (The Stock Market 

Game)やお金の管理の詳細を学ぶ生活シュミレーションゲーム (Gen I 10 

Revolution)などの金融教育の分野により進展していけるレベルアップしたゲ

ームも準備し、ゲームのミッションをクリアする楽しさを金融知識向上に向け

させている。また、教員が授業に取り込む際の指導書もあり、詳細に書かれて

おり、クイズ・記入式のプリント教材も含まれている。  

 最近は、子供用のデビットカードのグリーンライトが注目されている。カード15 

を子供にもたせて、その管理や設定は保護者が行えるようになっている。銀行

口座からアプリで必要な金額をカードに入金し、そのカードを使えるお店や金

額を指定することができる。また、子供がカードを使用した際に、携帯に通知

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf
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が来るようになっており、使いすぎた際はカードの使用を止めることもできる。

このカードは決められた金額しか使えないため、子供の頃から計画性を持って

お金を使う能力が身につくことを期待できる。  

 

第 3 節 英国の現状  5 

 英国で学校における金融教育が行われるようになったきっかけは、英国にお

ける金融ビッグバンである。金融ビッグバンにより、金融の仕組みが変化し、

英国の個人・消費者にとっても新しい金融システムへの対応が必要になったた

めに、金融教育が必要となった。  

 英国の教育・雇用省は、 2000 年に学校向けのガイドブックとして、『個人金10 

融教育による金融能力』を発行している。この文書には、学校における金融教

育は、 Key stage3(11-14 歳 )と Key stage4(14-16 歳 )を中心とするが、 Key 

stage1(5-7 歳 )から全ての学年において実施するとされている (金融教育のマ

ニフェスト 山根栄次  引用)。そのため、長期的な金融教育が可能になる。 5

歳からお金について考える機会が設けられ、貨幣についてどのように使い貯蓄15 

するかなど、基本的なことから応用的なことまで、教育段階で学ぶことができ

るカリキュラムになっている。  

2013 年に公表された新ナショナル・カリキュラムにより内容が改正され、従

来数学・ICT・PSHE・シチズンシップで金融教育を行ってきたが、シチズンシ

ップを必修科目とし、 Key stage3 と Key stage4 に実施されることになった。20 

必修科目となったシチズンシップでは、「生徒が自分のお金をうまく管理する

とともに健全な金融上の決定をするように準備すべきである」と述べている

(海外における金融経済教育の調査・研究 http://www.jsda.or.jp/manabu/ken

kyukai/content/k_report.pdf 引用)。また、「生徒が毎日使うお金を管理で

きるようにするとともに、将来に必要となるお金を計画できるようにすること25 

がねらいの一つである」と述べている。すなわち、所得と支出、クレジットと

借金、貯蓄と年金、金融商品と金融サービス、そして税金がどのように払われ

どのように使われるかについて教えるべきとしている。このように、 Key stag

e3 と Key stage4 で行われる金融教育の内容が明確に位置付けられている。  

 図 2-6 のフレームワークを見ると、7〜9 歳の段階で給与や賃金などの収支に30 

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf
http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf
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関わることやより高価なもの、より安価なものなど価格の比較や価値について

学ぶ内容が含まれていることが分かる。さらに 9〜11 歳の段階ではクレジット

カードやデビットカードなど、日本では中学校から学ぶ内容が含まれている。

さらに、リスクやリターンなどについて、日本では高等学校の商業科が学ぶよ

うな専門的な内容も含まれている。  5 

 

【図 2-7 3 歳〜11 歳までのお金に関わる学習のフレームワーク】  

 

出典：「イギリスにおける金融教育」  

http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/7929/1/kusiroron -47-04.pdf 10 

 pfeg(Personal Finance Education Group)による金融教育への支援も充実し

ている。pfeg とは、主に学校用の金融教育カリキュラム作成、金融教育のた

めの教師教育・資料や教材提供・銀行員などのボランティア講師の派遣・プロ

ジェクトの提供などである。また、金融教育の普及のため、政府や議会に対す

る働きかけも積極的に行っている。 pfeg は 3-11 歳用と 11-19 歳用の教育内容15 

の開発をしており、「お金をいかに管理するか」、「批評力のある消費者にな

る」、「お金に関するリスクと感情の管理」、「私たちの生活においてお金が果た

している重要な役割」の 4 つのテーマにまたがり金融に関する知識、技術と態

http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/7929/1/kusiroron-47-04.pdf
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度を設定している (「海外における金融経済教育の調査・研究」報告書  http:

//www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf 引用 )。 

また、職場での教育にも力を入れている。金融サービス機構 (FSA)により、20

06 年『金融プログラム』が発表された。この金融プログラムでは、 5 年で達成

すべき戦略目標を設定した。職場に関するプロジェクトでは、「個人の資金を最5 

大限に活用できるようにする。入手可能な資源を使って、職場で従業員に一般

的な金融教育を実施する。また、金融サービス業界などから派遣される専門家

によって運営されるセミナーを職場で開催する」とされている (英国における

消費者教育-消費者の窓 http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/shohishaky

ouiku/2008syogaikoku/file/dai3-7.pdf 引用)。これは、2011 年までに 40010 

万人の従業員が印刷物ガイドを入手し、15 万人がセミナーに参加し、金融教育

を受けるという目標である。  

このように、教育と情報を重視した FAS の金融教育のアプローチから、助言と

行動を重視する MAS(the Money Advice Service)のアプローチへと英国の金融

教育が変化している。 MAS は FAS から引き継いだ金融能力国家戦略の仕上げを15 

終えた CFEB から名称を変更し、無料で公平なマネーアドバイスをオンライン、

電話および対面を通じて連合国全域に提供し、人々が金融問題を理解しファイ

ナンスをより上手に管理する手助けをすることを目的として、2011 年に設立さ

れた機関である。MAS が金融教育機関に加わり、FAS は教育と情報に、MAS は助

言と行動に力を入れて取り組むことができ、より内容の濃い金融教育を行うこ20 

とが可能となる。  

 また、英国では LISA が 2017 年から始まっている。LISA は 18 歳から 40 歳ま

での人が LISA 口座を開設することで、年 4000 ポンド(約 55 万円 )まで非課税

で運用ができる。そして、毎年積み立てられた金額の 25％が支給されるように

なっており、非課税だけでなくボーナスが支給される仕様になっている。この25 

LISA は 18 歳から 40 歳対象で、若者への投資を促すようになっており、実際に

学校段階で金融リテラシーを身につけた学生が、そのリテラシーを実生活で役

立てることができるようになっている。また、 LISA は 60 歳以降の引き出し以

外にも、引き出しが可能となっており、初めての居住用住宅の購入資金に充て

る場合に引き出しができる。  30 

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf
http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/k_report.pdf
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/shohishakyouiku/2008syogaikoku/file/dai3-7.pdf
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/shohishakyouiku/2008syogaikoku/file/dai3-7.pdf
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第 4 節 日本と海外の比較  

⑴日本と米国の比較  

 米国では、金融教育の内容としてクレジットカードの使い方などの実用的な

内容が多く起用されている。教育段階から実用的な学習を行うことで、金融リ

テラシーを身に付け、実際に大人になってから給料をもらって、収支の記録を5 

つけ、予定を立て、どのような金融商品に投資するかを考えることができる。

つまり、金融ケイパビリティが自然と身につくことになる。しかし、日本の金

融教育は授業時間の不足や教員の知識不足から、十分な教育が行えず、教育段

階での金融教育は難しくなっている。また、家庭科や社会科での限られた金融

教育の中でも、実用的な内容は少なく、暗記をして覚えるようなテスト向けの10 

授業しか行われていないのが現状である。  

米国の家系の金融資産は、預金・貯蓄の割合が 13％で日本の半分以下になっ

ていることが分かる（図 2−7 参考）。日本では資産のほとんどが貯蓄に回されて

おり、ほとんどの一般家庭では投資が行われていないことが分かる。米国では

貯蓄はせず、資産の多くを長期の投資などに回し資産形成をしている。そのた15 

め、多くの一般家庭は投資を行っており、金融リテラシーが十分にある家庭が

ほとんどであることが分かる。幼い頃から金融教育が行われることで、早い段

階で長期投資を行うことができるため、知識と時間を有効に使うことができる。 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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【図 2−7 家系の金融資産構成】  

 

出典：資金循環の日米欧比較  

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

 このように日本でも「貯蓄から資産形成へ」というスローガンが挙げられて5 

いるように、貯蓄ばかりをするのではなく、余裕のある資産を投資に回すよう

にすることが重要である。そのためにも金融教育を学校段階から積極的に行い、

金融リテラシーを身につけ、それを活用することで金融ケイパビリテイを身に

つけ自分で投資を行い資産形成できるようにすることが大切である。  

 10 

⑵日本と英国の比較  

 英国では、年代ごとにステージ化され、それぞれに適した金融教育を行って

いる。5 歳から金融教育を行い、お金に対する考え方を学ぶことで、早い段階

から金融リテラシーを身に付けることができる。しかし、日本では金融教育の

時間が不十分となっており、教員の知識不足も問題となっている。また、金融15 

教育を行う際の支援団体も多く、教材の配布や出張授業を行なっている。  

日本の金融教育は金融庁や金融広報中央委員会が担っており、消費者教育につ

いては、消費者教育支援センターが担っている。出張授業、金融教育のための

教材配布や学習指導要領に金融教育が反映されるなど、金融リテラシー向上の

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


29 

 

ために活動を行っているが、なかなか日本全国に浸透していない。そのため、

pfeg のような支援団体を充実させ、全国隅々まで金融教育を行う積極的な金融

教育が必要とされている。また、 FAS と MAS のようにそれぞれが特化した金融

教育機関があると、支援の際により濃い内容の金融教育を行うことが可能であ

る 5 

 

第 3 章 金融ケイパビリティに求められる金融上の意思決定と行動のあり方  

 

第1節  貯蓄から資産形成へ  

 第 1 章で金融リテラシーとはどのようなものなのか、習得する目的を論じた10 

が、第 3 章では金融ケイパビリティについて、つまり習得した金融リテラシー

をどのような場面で生かし、どのようにして我々の日々の生活に役立てられる

かを考えていきたい。2001 年 6 月、小泉内閣によって閣議決定された「今後の

経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針概要」より、貯蓄から

投資へというスローガンが打ち出され、政府方針として掲げられてきたが、預15 

貯金が家計の金融資産の過半数を占める状況が続いている。こうした状況を打

破する為、近年は国民の安定的な資産形成を実現する資金の流れへの転換をめ

ざし「貯蓄から資産形成へ」と言い方が変わってきている。これらの理由とし

て、資産形成という言葉には資産を堅実に増やしていく積み立てのイメージが

強いが、投資という言葉が難しく上手く国民に浸透しなかったこと、資産形成20 

という言葉の方が、コツコツと資産を増やしていくイメージが強いとされてい

るからだと考えられている。また、「貯蓄から投資へ」というスローガンが掲げ

られてから 17 年程経つが、個人株主の数は確実に増えてはいるものの、家計

の金融資産に占める株式や投資信託の比率が高まっていないことも理由の一つ

である。第 2 章で詳しく述べているが、日本の家計の金融資産は他国に比べ、25 

現金・預金の保有率が半分以上と極端に高く、次に年金・保険であり、債券や

株式への投資が少ない。この資産を中長期的に維持するとした場合、定期預金

のリターンはインフレ率の 3.3％とほとんど変わらないが、債券や株式のリタ

ーンはおおむね 6～8％とインフレ率を大きく上回る。つまり、同じ資産を現金・

預金として保持しているか、株式や債券に投資しているかで、我々の資産のリ30 
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ターンは大きく変わってしまう。例えば、年率 3％で 20 年運用した場合、20 年

後の資産額は元本の 1.8 倍の額にしかならないが、7％で 20 年運用すると資産

額は最終的に元本の 3.9 倍もの額になる。しかも、最近の預金の利率は 1％に

も満たないものが多い。  

高度経済成長期を迎えた頃の日本では、高い金利のおかげで預けているだけ5 

でお金が殖えていたが、90 年代のバブル崩壊を機に地価や住宅価格の急落に

より不良債権が拡大し、大手金融機関も次々と破綻に追い込まれた。これらの

ことから、マイナス成長を余儀なくされ、日本銀行はゼロ金利政策を敢行し、

今現在も続く低金利時代へと突入、お金を銀行に預けるだけでは貯金が殖える

ことは無くなった。従って、運用資産の中で大きな現金・預金を持つことは大10 

きな機会損失を生んでいることになる。そんな機会損失を知っていながらも

我々が債券や株式への投資を嫌がるのは、前述した「投資」という言葉への漠

然とした不安や、損をする年も儲かる年もあり、少しでも損をするのが嫌だと

いう気持ちがあるからである。実際に、経済学者であるダニエル・カーネマン

とエイモス・トベルスキーは、多くの人は利益が上がることによる効用の増加15 

よりも、同額だけ損失を受けたことによる効用の減少の方が大きいということ

をプロスペクト理論とし、実証的に表している。今現在の日本の家計の現金・

預金の保有率を見ていくと、多くの人は初めから利率が 1％しかないと分かっ

ていても、マイナスになる可能性のない銀行などの定期預金を選んでいること

が分かる。つまり、我々は金融リテラシーを身につけていないことによって、20 

知らず知らずの内にリスク回避型となってしまい、結果として損をしてしま

う。  

また、わが国の年金の制度も、色々と変化してきている。日本の年金制度は

大きく分けて全員が等しく受けとる国民年金（老齢基礎年金）、サラリーマン

が加入する厚生年金（老齢厚生年金）、個人や企業が任意に加入する年金の三25 

種類がある。国民年金や厚生年金は国の公的年金制度によってカバーされてい

るが、任意に加入する年金は、民間の制度を活用する。 2012 年 3 月末で受給

権の保護の問題により適格退職年金制度が廃止されたことや、厚生年金基金や

確定型給付企業年金などが中小零細企業や自営業者に十分に普及していないこ

と、離れる転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず、労働移動へ30 
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の対応が困難なことが問題点として指摘されたことにより、 2001 年度 10 月

から、公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として、第 2 章で

述べた確定拠出年金（401k）が導入された。企業が毎月一定額を掛け金とし

て拠出し、加入者が選んだ投資信託などの金融商品で運用する。転職や独立時

に資産の持ち運びが容易になるなど利点があるが、運用次第で将来の受取額が5 

変わる。既に 401k を導入している企業や、導入を検討している企業も多く、

ソニーも 2019 年 10 月には、確定給付年金から確定拠出年金に完全移行する

ことが決まっている。 401k におけるメリット・デメリットは以下の通りであ

る。  

 10 

【図 3－1 確定拠出年金制度のメリット・デメリット】  

 

出典：厚生労働省  確定拠出年金制度の概要

https: / /www.mhlw.go. jp/st f/ seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html  

 15 

401k を選択することにはいくつもメリットがあるが、最も大きなメリット

として考えられるのは、加入者個人が自由に金融商品を運用できる所である。

また、手数料が安い投資信託も多い。ところが、今の 401k では多くの企業が

元本割れを回避しているために、その拠出額の 50％以上が預金として眠って

いる状態になっている。このまま眠らせたままにしておくと、 2005 年時の株20 

バブルのように日本の株式が 50％以上も上がったとき、そもそも株式を持っ

ていないためにその利益を享受できなくなってしまう。  

確定拠出年金制度は、どういう資産運用をするのか、その運用成果により年

金の額が全く異なってくるため、運用商品の内容をよく理解することが必要で

ある。また、金融庁が示している「最低限身に付けるべき金融リテラシーの 425 

・加入者個人が運用の方法を決めることができる。 ・投資リスクを各加入者が負うことになる。
・社員の自立意識が高まる。 ・老後に受け取る年金額が事前に確定しない。
・経済・投資等への関心が高まる。 ・運用するために一定の知識が必要。
・運用が好調であれば年金額が増える。 ・運用が不調であれば年金額が減る。
・年金資産が加入者ごとに管理されるので、各加入者が常に残高を把握できる。 ・原則60歳までに途中引き出しができない。
・一定の要件を満たせば、離転職に際して年金資産の持ち運びが可能。 (退職金の代わりにはならない)
・企業にとっては、掛金の追加負担が生じないので、将来の掛金負担の予測が容易。 ・勤続期間が3年未満の場合には、資産の持ち運びができない可能性がある。
・掛金を算定するための複雑な数理計算が不要。 ・加入者ごとに記録の管理が必要になるため、管理コストが高くなりやすい。
・拠出限度額の範囲で掛金が税控除される。

メリット デメリット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
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分野・15 項目」でも、金融経済情勢に応じた金融商品の利用選択についての

理解・取引の実質的なコストについて把握することの重要性の理解・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の理解・資産形成に

おける分散（運用資産の分散・投資時期の分散）の効果の理解、資産形成にお

ける長期運用の効果の理解など、資産運用に必要不可欠な知識を得ることが求5 

められている。  

 

第2節  消費者における意思決定のあり方  

 第 1 節で、「投資から資産形成へ」というスローガン、個人投資家の増加に

ついて触れたが、資産形成という言葉とともに、「NISA」という制度が盛んに10 

なってきた。NISA（少額投資非課税制度）は 2014 年 1 月から 2023 年度まで

の 10 年間、個人投資家に向けた税制優遇措置であり、それまで株や投資信託

などの金融商品に投資し、売却して得た利益には約 20％の税金がかかってい

たが、NISA 口座での売買については、毎年一定金額の範囲内で購入した商品

であれば、投資で得られた配当や分配金、譲渡益が非課税になるという制度で15 

ある。2016 年には未成年でも口座を開設できるジュニア NISA、2018 年 1 月

には積立型の少額投資非課税制度「つみたて NISA」が開始された（参照 :図 3

－2）。  

 

【図 3－2 投資に関する主な優遇制度比較】  20 

 

出典：四国銀行  つみたて NISA より自主作成  

http: / /www.shikokubank.co . jp/ individual/tameru/toushin/tsumitatenisa/   

http://www.shikokubank.co.jp/individual/tameru/toushin/tsumitatenisa/
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それまで現行 NISA では 120 万円の非課税枠が設定されていたが、平成 29

年度の税制改正によって上限が撤廃されたことからも、近年加入者が大きく増

加している制度である。NISA の新規口座開設数が増加している原因は、やは

り得られた利益が非課税になる点にある。少額から投資が可能であり、 5 年間

の非課税期間（つみたて NISA は 20 年間）が終了した後でも、保有している5 

金融商品をロールオーバーすることが出来る。ロールオーバー可能な金額に上

限は無く、その全てを非課税投資枠に移すことができる。NISA が導入された

背景として、将来の蓄えとなる資産づくりの促進が期待されており、第一節で

述べた家計の金融資産保有状況からも見て分かるように、将来の生活の蓄えと

なる預貯金・株・投資信託・保険といった金融資産を全く保有していない世10 

帯、いわゆる「金融資産ゼロ世帯」が年々増加していることから、NISA 導入

によって少しでも多くの人々が、将来に向けた資産形成に取り組んでもらうこ

と、また、日本国内において家計が保有する金融資産は 1829 兆円（参考：日

本銀行 2018 年第一四半期資金循環の日米比較レポート）にも上るがそのう

ち預貯金が占める割合は半数以上と、他国と比べ突出して高い。そこで、家計15 

から虚業への資金供給が拡大し、経済が成長するとともに、家計も潤い、さら

なる投資につながる好循環を生み出すという効果も、NISA には期待されてい

る。また、つみたて NISA は若年層を念頭に、長期投資に資するという特徴を

持ち、また投資に不慣れなことを想定して、投資対象商品も限定的である。

SBI 証券、楽天証券、マネックス証券などの金融機関によっては最低積立額を20 

100 円から設定することが可能であり、学生などでも無理のない範囲で資産形

成をすることができる。積立額を安価に設定することで、学生などの投資への

ハードルを低くすることができ、また、投資対象商品を限定的にしたことで、

投資経験の無かった人でも、銘柄を選ぶ負担を軽減することができる。これま

で長く続いてきた収入から現金・預金に流れる貯蓄行動を、「収入から有価証25 

券」に流れる資産形成行動に変えられることができると考える。  

 これまでのことを踏まえて、我々消費者は学校教育段階での金融教育を経て

ただ単に個人の金融知識を身に付けるだけではなく、金融の持つ社会的な影響

力や将来生活する上で必要不可欠な年金制度や投資制度についての理解、家計

資産を運用し、それによって得た利益を銀行・証券会社などの金融市場に流す30 
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ことによって産業界の活性が生まれることを理解し、お金の流れについて学ぶ

べきだと考える。  

 

第3節  金融機関における利用者保護のあり方  

NISA などの制度によって個人投資家が増加してきたことで、わが国の金融5 

機関における個人の資産形成への取り組みも、盛んになってきた。しかし、第

二章でも述べたように、諸外国と比較すると、わが国全体の金融リテラシーは

まだまだ低い。消費者の金融リテラシーが低いことを良いことに、FP（ファ

イナンシャルプランナー）の肩書きを信用力にしている金融機関側が自社の金

融商品を販売するために、適切な助言や情報提供をしないまま販売したことに10 

よるトラブルや、購入の際に金融商品の仕組みやリスクの説明を受けずに損を

してしまったというケースが幾つもある。複雑な金融商品や取引が増え、トラ

ブルが増加しており、金融取引においても、合理的で自立した行動を問われる

時代になってきている。  

これらのトラブルの対策として、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対15 

応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、市場機能の確保及び金

融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成 18 年度に金融商品

取引法が成立し、公布された。この法によって、金融商品取引業者は全て金融

商品取引業と位置付けられ、内閣総理大臣に申請・登録した業者でないと、販

売が出来なくなった。また、販売・勧誘の場面を中心に業者の行為ルールが強20 

化され、広告を打つ場合には、リスクや手数料などの表示の明確化、大きな字

で表示化することが義務づけられた。また、平成 29 年度に金融庁から提言さ

れた「顧客本位の業務運営に関する法則」より、金融機関が金融商品購入者に

果たすべき義務、つまり資産運用を委託した者に対して負う責任という意味合

いであるフィデュ―シャリー・デューティーを徹底するように提言され、金融25 

機関は説明責任が一段と厳しく問われるようになった。例えば銀行が投資信託

を販売する際、自社グループの商品を売れば手数料を稼ぐことができる。しか

し、顧客の利益を考えた場合、それがベストとは言い切れないことがある。フ

ィデュ―シャリー・デューティーの考えとしては、この場合は自社グループの

商品を売るのではく、手数料収入には目をつぶり、より顧客にとって利益のあ30 
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る他者の商品を売らなくてはならない。投資家にとっては大変望ましい動きで

はあるが、金融機関にとっては収益のマイナス要因にもなりうる。しかし、欧

米ではこのフィデュ―シャリー・デューティーの概念は定着しており、日本で

も避けては通れない。既に三井住友アセットマネジメント株式会社や、りそな

ホールディングスなどの多くの金融機関がフィデュ―シャリー・デューティー5 

宣言、あるいは分かりやすくお客様本位宣言と言い換えて宣言している。金融

機関は、元本が保証されていない金融商品を販売する際には顧客の意向を確認

し、顧客が設けるリスクの許容度をしっかり確認すること、高齢者には複数人

での説明や、理解してもらうまで何度も説明し、顧客が契約内容を十分に理解

するまで、販売をすることが求められる。日本における金融リテラシーの向上10 

の為には、金融機関などで働いている金融知識のある者が、知識のない者に教

えていくこと、また、金融商品を販売する際には商品をよく理解し、顧客に適

切な説明をした上で販売することも必要であると考える。  

 

第 4 章 身につけるべき金融リテラシー  15 

 

まず、各世代において、効果的な学習方法を提案すべく、各世代がどのよう

な金融リテラシーが必要とされていて、そのためには何をすべきかを見ていき

たい。金融広報中央委員会が作成した「金融リテラシー・マップ」は世代別に

小学生・中学生・高等学校・大学・若手社会人・一般社会人・高齢者と区分し、20 

分野別には家計管理、生活設計、金融知識及び経済諸事情の理解と適切な金融

商品の利用、外部の知見の適切などに区分して、さらに 8 項目に分類している

(図 4-1 を参照 )。  

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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【図 4-1 金融リテラシー・マップ（小学生～高校生）】  
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 15 

 

 

 

小学生 中学生 高校生

社会の中で生きていく素地を形成

していく時期

将来の自立に向けた基本的な力を養

う時期

社会人として自立す

るための基礎的な能力を養う時期

家計管理 家計管理

必要なもの（ニーズ）と欲しいも

の（ウォンツ）を区別し、計画を

立てて買い物ができる

家計の収入・支出に

ついて理解を深め、学校活動等を通

じて収支管理を実践する

自分のために支払われている費用を知

り、家計全体を意識しながらより良い

選択・意思決定ができる

生活設計 生活設計

働くことを通してお金を得ること

及び将来を考え、金銭を計画的に

使うことの大切さを理解し、貯蓄

する態度を身につける

勤労に関する理解を深めるととも

に、生活設計の必要性を理解し自分

の価値観に基づいて生活設計を立て

てみる

職業選択と生活設計を関連付けて考

え、将来の収支内容を理解して生活設

計を立てる

金融取引の基本と

しての素養

小学生が巻き込まれる金銭トラブ

ルの実態について知り、消費生活

に関する情報を活用して比較・選

択する力を身につける

契約の基本を理解し悪徳商法等を見

分け、被害に遭わないようにする

契約および契約に伴う責任に関する理

解を深めるとともに、自ら情報を収集

し消費生活に活用できる技能を身につ

ける

金融分野共通
暮らしを通じてお金の様々な働き

を理解する

お金や金融・経済の基本的な役割を

理解する

お金や金融・経済の機能・役割を把握

するとともに、預金、株式、保険など

基本的な金融商品の内容を理解する

保険商品

事故や疾病等が生活に大きな影響

を与えることを理解し、自らも安

全に行動する。不測の事態に備え

る方法として貯蓄以外に保険があ

ることを理解する

リスクを予測して行動するととも

に、人を負傷させたり、人のものを

壊した場合には弁償しなければなら

ないことを理解する

リスクを予測・制御して行動するとと

もに、加害事故を起こした場合には責

任や補償問題が生じることを理解す

る。事故や病気のリスクや負担を軽減

させる手段のなかに保険があることを

理解する。

ローン・クレジッ

ト

子供同士でお金の貸し借りをしな

いようにする

ローン等の仕組みや留意点について

理解する

貸与型の奨学金などローンの仕組みを

理解し、返済方法や金利、延對寺の影

響について考える。各種カードの機能

や使用上の留意点を理解し、適切に行

動する態度を身につける。

資産形成商品

金利計算（単利）などを通じて、

主な預金商品とその利息の 違いに

ついて理解する

リスクとリターンの関 係について

理解する金利計算（複利）を理解

し、継続して貯蓄・ 運用に取り組

む態度を身に付ける

基本的な金融商品の特徴とリスク・リ

ターンの関係について理解し、自己責

任で金融商品を選択する必要があるこ

とを理解するリスク管理の方法や定期

的に貯蓄・運用し続けることの大切さ

を理解する

外部の知見の適

切な活用

外部の知見の適切

な活用

困ったときにはすぐに身近な人に

相談する態度を身に付ける

トラブルに遭ったときの相談窓口

に、必要に応じて連絡する方法を身

に付ける

トラブルに対処できる具体的方法を学

び、実際に行使できる技能を身に付け

る

分野 分類

金融知識及び経

済諸事情の理解

と適切な金融商

品の利用
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【図 4-2 金融リテラシー・マップ（大学生～高齢者）】  

 

図 4-1 と図 4-2 出典 : 金融リテラシー・マップ「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の項目別・年

齢層別スタンダード (2015 年 6 月改訂版 ):金融経済教育推進会議 (事務局 :金融広報委員会 )  

https: / /www.shiruporuto. jp/publ ic /document/container/ l iteracy/pdf/map.pdf   5 

大学生 若手社会人 一般社会人 高齢者

社会人として自立するた

めの能力を確立する時期

生活面・経済面で自立する

時期

社会人として自立し、本

格的な責任を担う時期

年金収入や金融資産取

り崩しが生活費の主な

源となる時期

家計管理 家計管理

収支管理の必要性を理解

し、必要に応じアルバイ

ト等で収支改善をしつ

つ、自分の能力向上のた

めの支出を計画的に行え

る

家計の担い手として適切に

収支管理をしつつ、趣味や

自己の能力向上のための支

出を計画的に行える

家計を主として支える立

場から家計簿などで収入

支出や資産負債を把握管

理し、必要に応じ収支の

改善、 資産負債のバラン

ス改善を行える

リタイア後の収支計画

に沿って、収支を管理

し、改善のために必要

な行動がとれる

生活設計 生活設計

卒業後の職業との両立を

前提に夢や希望をライフ

プランとして具体的に描

き、その実現に向けて勉

学、訓練等に励んでいる

人生の３大資金等を念頭

に置きながら、現実的な

生活の収支イメー ジを持

つ

選択した職業との両立を図

る形でライフプランの実現

に取り組んでいるライフプ

ランの実現のためにお金が

どの程度必要かを考え、計

画的に貯蓄、資産運用を行

える

環境変化等を踏まえ、 必

要に応じライフプランや

資金計画、保有資産の見

直しを検討しつつ、自分

の老後を展望したライフ

プランの実現に向け着実

に取り組んでいる学校と

連携しつつ、家庭内で子

の金融教育に取り組む

リタイア後のライフプ

ランについて、余暇の

活用、家族や社会への

貢献にも配慮した見直

し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

金融取引の基本とし

ての素養

金融分野共通

保険商品

自分自身が備えるべきリ

スクの種類や内容を理解

し、それに応じた対応

（リスク削減、保険加入

等）を行うことができる

自動車事故を起こした場

合、自賠責保険では賄え

ないことがあることを理

解している

左に同じ

高齢期における保険 加

入の必要性・有効性 や

保険の種類を理解 して

いる

様々な金融商品のリスク

とリターンを理解し、自

己責任の下で貯蓄・運用

する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

長期運用には「時間分

散」の効果があることを

理解している

リスクとリターンの関係を

踏まえ、求めるリターンと

許容できるリスクを把握し

ている分散投資・長期投資

のメリットを理解し、活用

している

左に同じ

分散投資を行っていて

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

自ら理解できない商 品

への投資はしない ノー

リスク・ハイリタ ーン

をうたう金融商品に疑

いをもつこと 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

している

外部の知見の適

切な活用

外部の知見の適切な

活用

金融商品を利用する際に相談等ができる適切な機関等を把握する必要があることを認識している 金融商

品を利用するに当たり、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 金融商品の利用の

是非を自ら判断するうえで必要となる情報の内容や、相談しアドバイスを求められる適切で中立的な機

関・専門家等を把握し、的確に行動できる

奨学金を借りている場

合、返済を延滞した場 合

の影響等を理解する とと

もに、自力で返済 する意

思をもち、返済 計画を立

てることがで きる

住宅ローンの基本的な特徴を理解し、必要に応じ具体

的知識を習得し返済能力に応じた借入れを組むことが

できる

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
ローン・クレジット

ローンやクレジットは資金を費消してしまいやすいことに留意する クレジットカードの分割払いやリボ

ルビング払いには手数料（金利）負担が生じる点に留意する ローンやクレジットの返済を適切に履行し

ない場合には、信用情報機関に記録が残り、他の金融機関等からも借入等が難しくなることを理解する

自らの生活設計の中で、どのように資産形成をしていくかを考えている。

資産形成商品

金融知識及び金

融経済事情の理

解と適切な金融

商品の利用選択

分野 分類

収集した情報を比較検討し、適切な消費行動をするこ

とができる

金融商品を含む様々な販売・勧誘行為に適用される法

令や制度を理解し、慎重な契約締結など、適切な対応

を行うことができる

詐欺など悪質なものに狙われないよう慎重な契約を心

がける

左に同じ

資産管理面で高齢者が必要とする基本的な知識を

習得し、必要に応じて専門家に相談することがで

きる

金融商品の３つの特性（流動性・安全性・収益性）とリスク管理の方法、および長期的な視点から貯蓄・

運用することの大切さを理解する

お金の価値と時間との関係について理解する（複利、割引現在価値など）

景気の動向、金利の動き、インフレ・デフレ、為替の動きが、金融商品の価格、実質価値、金利(利 回

り)等に及ぼす影響について理解している

左に同じ

備えるべきリスクと必要な金額をカバーする ために適

切な保険商品を検討、選択し、家族構 成や収入等の変

化に応じた見直しを行うこと ができる

住宅ニーズを考慮したライフプランを描いている現在

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

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy/pdf/map.pdf
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第 1 節 学生世代の効果的な学習方法  

図 4-1 から取り上げていくと現在の小学生の金融教育の現状は金融教育とい

うより金銭教育に近いものである。金銭教育とは、一般的に健全な金銭感覚を

養いものやお金を大切にし、資源の無駄遣いを避ける態度を身につけさせ、そ

れを通じて自立して生きていくことができるような人間形成を目指すものとさ5 

れている。すなわち、金銭トラブルに巻き込まれないための方法や将来を考え

させ計画的に金銭を使い、貯蓄の大切さを教える、といったお金から身を守る

ための学習である。  

この学習を効果的に覚えるためには金融庁のホームページに掲載されている

資料を有効に使うことを提案する。具体的には「お金のあれこれ」「くらしと金10 

融」の資料を副教材として活用し、授業を進め、パソコン学習の中で「ファイ

ナンスランド」を取り入れ、学習していくべきであると考える。この「ファイ

ナンスランド」の中には税金の役割と使いみち、税はどのように役立てられて

いるのかなど人生ゲームのように進めていき、クイズを正解してゴールにたど

り着くというゲームが含まれている。この中に小学生でも分かるように解説が15 

書かれているため、教員も前もって見ることで容易に教えることができるだろ

う。ゲーム感覚でこのような授業をしていくことで小学生でも「金融」の知識

を少しでも多く蓄えておくことができるので日々の生活に支障を侵すようなこ

とは起きないだろう。  

また、リテラシーをケイパビリティの向上にしていくために実践的な学習を20 

するべきである。その一つとして、学校全体の行事として模擬紙幣を使ったお

店の出店体験をすべきであると考える。簡単に言うと、本物のお金を使わない

文化祭のようなものである。お店を出すのは小学 4 年生から小学 6 年生まで、

内容としては小学 1 年生から小学 3 年生は模擬紙幣を担当教員から配られ、そ

れぞれのお店に遊びに行くというようなものである。そこで、どのお店が一番25 

人気であったか、と学校全体で競っていく。もちろん、飲食店はなしで、子供

たちのアイデアのみでお店を作り上げていくものである。そして、そのお店に

どれほどの価値があるかを見極め、そのお店に入るのにどれくらいのお金を設

定するかを考える。ここで、問われるのは小学 1 年生から小学 3 年生はそのお

金と時間を上手に使い、管理できるか、小学 4 年生から小学 6 年生はどうすれ30 
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ば人気の出るお店にするためにそのお店の価格帯を見極めることができるか、

といった二つの観点から見ることができる。ここで教員は今まで学習した、ま

たこれから学習する金融の資料を参考に教えることで教員側も新たな資料を作

る作業が軽減できるだろう。  

次に現在の中学生に対する効果的な金融教育について述べていきたい。まず5 

現在の中学生の金融教育の現状としては金銭教育という意味合いよりも経済金

融教育という意味合いが強くなる。ここに経済が含むと、家庭科的要素よりも

社会科的要素が強くなる（「金融・投資教育のススメ」著  新保恵志  p19 より 

参考）。そこで図 4-1 から、中学生は「将来の自立に向けた基本的な力を養う時」

であるため、効果的な学習方法として経済新聞を取り入れ、インフレーション10 

やデフレーションを理解させたうえで、政治・経済がどのようになっているか

と共に金融の動きを見ていくといった授業を取り入れるべきであると考える。

さらに深い学習にしていくために班ごとのグループワークを取り入れ、新聞の

内容を議題にして、それぞれの出来事が金融にどのような影響を与えているか

を話し合っていくといったものである。実践的な学習として、リスクがゼロで15 

学びながら遊ぶことができる株式のシュミレーションゲームである。  

このシュミレーションゲームの利点として、以下の 4 つを挙げることができる。 

・リスクゼロで実戦さながらのトレードが体験できる  

・リスクを負うことなくいろいろな手法を試せる  

・リアルなトレード練習で実践感覚が身に付く  20 

・負けても冷静に自分の取引を分析することができる  

これらを踏まえたうえで実施することで本格的な株式投資の方法も見えてくる。

しかし、この資産運用方法を将来行っていくには、多大なリスクを負わなけれ

ばならないことを認識したうえで行うことが必要であると説明しなければなら

ない。  25 

 次に高校生に対する金融教育の効果的な学習方法を述べていきたい。まず、

高校生の金融教育の現状として、社会科の①現代社会、②政治・経済の「金融」

における学習内容として、以下のように記載されている。  

高等学校の学習指導要領（2009 年 3 月告示）には、このように説明されてい

る。  30 
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①現代社会  

「金融」については、現代の経済社会において、金融の意義や役割を理解させ

るとともに、金融市場の仕組み、中央銀行の役割や金融政策の目的と手段につ

いて理解させることが大切である。その際、「金融制度や資金の流れの変化など

にもふれ」、近年、金融の自由化が進展していることや直接金融の比率が高まっ5 

ていること、さらに近年の金融制度や資金の流れ、金融政策の変化などを理解

させる。その際、クレジットカードや電子マネーなどの普及によるキャッシュ

レス社会の進行、金融商品の多様化など身近で具体的な事例を通して指導の工

夫を図ることが求められる。  

②政治・経済  10 

「金融の仕組みと働き」については、金融とは経済主体間の資金の融通である

ことを理解させ、資金の需給が金融市場における金利の変化や、株式市場と債

券市場の動向などによって調節されることを、銀行、証券会社など各種金融機

関の役割や間接金融、直接金融の意義と併せて理解させる。また、金融市場に

おける金利の動向が通貨供給量の変化に波及し、消費や貯蓄、投資行動に影響15 

したり、物価や株価、さらには景気の変動に大きな役割を果たしたりすること

を理解させ、その関連において中央銀行の金融政策に触れる。なお、「金融の仕

組みと働き」については、「金融に関する環境の変化にも触れること」とあるよ

うに金融業務の自由化や金利の自由化に伴う金融に関する経済環境の変化によ

る国民経済や家計、企業への影響について理解させることが大切である。  20 

さらに、金融機関の倒産などにより、金融市場の信頼性が著しく損なわれる

と、大規模な信用収縮が起き、資金の流れが滞ってしまい、経済活動に大きな

影響を与えることに気付かせる必要がある。また、クレジットやローンなど日

常生活の中での金融の役割、貸し手及び借り手の自己責任の原則や契約の重要

性について具体的に理解させるようにする。その際、多重債務問題にも触れる25 

ようにする（「文部科学省における金融経済教育の取組について」）。  

この内容と図 4-1 から効果的な学習として挙げられるのは証券会社への訪問、

また日本銀行や地方銀行へ訪問するなど金融が関わっている企業に話を聞き、

現状を学ぶことである。身につけた知識を根強いものにするために直前の授業

で学習してから企業へ向かうことが必要である。また、訪問するだけでなく、30 
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企業が実際に学校へ出向き、出張講義をすることでさらに深く、高校生の知識

を深いものにできると考えられる。そして、実践力・応用力を身につけるため

にクラスの中で班に分かれ、高校 2 年の学校行事として日経 STOCK リーグの

参加を推進するべきである。この日経 STOCK リーグとは学校教育の場におけ

る投資学習の 1 つのツールとして企画されたコンテスト形式の株式投資学習プ5 

ログラムのことである（日経 STOCK リーグ  ホームページ参考）。  

中学生の時はシュミレーションゲームで「学習し、遊ぶ」が、高校生のでは

「競う」と言うことがさらにプラスされ、金融経済を考えていかなければなら

ない。現在の株式がどう動くかを予測するためには、先ほど記述した企業訪問

や出張講義が活きてくる。そして、高校生で詳しい資金運用方法を学ぶことで10 

社会人となったときに貯蓄のほかに投資による方法でお金を運用する人が増え

ていくのではないかと考えられる。  

 次に大学生に対する金融の効果的な学習方法について述べていきたい。まず、

日本の大学の金融教育の現状として金融教育が体系立って教えられているわけ

ではない。そもそも大学における教育内容については、その自主性・自立性に15 

基づいて大学が自ら決定するものという大前提があるからである。すなわち、

各学部・各学科における科目の設置方針によって、金融論やファイナンス理論

などの名称を付した金融に関連する科目を学生が選択し、履修することになる。

このため、理系の学生が経済についてはある程度学ぶ機会があったとしても、

「金融」を学ぶことはなく卒業してしまうという現状にある。  20 

また、文系の学部においても、金融関連の科目でないものを履修してしまえ

ば理系の学生と同じように「金融」を知らずに社会に出ていくことが多くなっ

ている（『金融・投資教育のススメ』著 新保恵志  p37 参考）。筆者が言って

いる通り選択を希望しない限り、「金融」を学習しないまま卒業していく学生も

多くなるということである。そこで効果的な学習方法として「金融」という科25 

目を必修科目とするのも一つであるが、学部によって補えないところも存在す

る可能性も高いので、すぐ実践するとしたら、キャリアアップセミナーを設け、

金融機関からの話を設ける時間をつくることで少しでも多く、金融の知識を身

につけることができる。また、金融機関は大学生に向けて、第 2 章や第 3 章で

述べた 20 歳から始められる少額の積立 NISA や NISA についてわかりやすい30 
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運用方法を説明することで口座を開設し、実際に運用を試みる学生が増えるの

ではないかと考える。図 4-2 から大学生は自分でアルバイトをし、人によって

家計を独自に持っている者もいる。また、クレジットカードや奨学金といった

直接お金にかかわり、お金に対しての責任を問われる時期である。ここで金融

教育の実践力・応用力として進路と共にお金に関するライフプランを設計する5 

ことを進めるべきである。自分がどの企業でどのくらい稼ぎ、どのくらいを返

済に回し、貯蓄し資産運用すべきかを現実的に考えることで金銭的なリスクを

少しでも回避することができるのではないかと考えられる。  

 

第 2 節 社会人世代の現状と効果的な学習方法  10 

現在の若手社会人の金融リテラシーの現状として高校生までに金融リテラシ

ーを学んできた者は金融リテラシーが高く、学んでないものは低い状態である。

また、株式会社Ｇ oodＭoneyger が行った「金融リテラシーに関するアンケート

調査」では、ニュースなど経済に関する情報を日常的にチェックしている人は

少なく（11.6%）、｢自身の収入や支出の状況をきちんと把握している｣人はわず15 

か 23.2%。 つまり、自身の収支状況を十分に把握できていないと感じている人

は、若年層の約 8 割を占めることになる。  

こうした金融リテラシーの低さに対する自覚もあり、約 9 割（93%）が｢自身

の金融リテラシーは高くはないと思う｣と答えている。また、GoodMoneyger は、

日本人の金融リテラシーに対する問題意識についても調査している。その調査20 

では、｢日本人の金融リテラシーの  低さに対して、問題だと感じますか？｣と聞

いたところ、｢問題だと感じる｣と回答した人は 60.2％にとどまり、若年層の約

4 割が、日本人の金融リテラシーの低さに対して問題意識を抱いていないとい

うことがわかった。この現状では、図 4-2 にある「生活面・経済面で自立する

時期」であるのにも関わらず、若手社会人はこの必要である項目を理解してい25 

ないということである。  

そのための効果的な学習方法として挙げるとすると各々の企業で行う若手社

会人向けの金融セミナーを開くべきだと考える。具体的な時期としては、入社

してから設けられる新入社員研修で行うべきである。社会人になると確定給付

企業年金制度や保険といった金融商品と多くかかわることがあるだろう。ここ30 
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で見極めなければいけないのは正しい金融商品を選んでいるかどうかである。

だからこそ、新人社員研修で金融セミナーを開くことで社会人になったという

更なる重みを実感させ、年金や保険といった将来のために考える機会を持たせ

るべきである。  

次に一般社会人における金融リテラシーの現状と効果的な学習方法ついて述5 

べていきたい。知るぽるとの「金融リテラシーの調査」結果によると、望まし

い金融行動をとる人の割合の中で一般社会人は 55％を超え、ほかの世代よりも

高い割合を占めている。この現状から推測されるのは、若手社会人は金融商品

の利用する機会が増えるからである。特に人生の大きな買い物とされる住宅を

買う時には現金で一括で購入することは少なく、多くの場合は住宅ローンを利10 

用することが多いだろう。また 30 代・40 代で結婚をしている人も多く、そこ

には子供がいる家庭もある。そこでまた養育費が出てくる。現在、大学進学率

が 50％を超える時代であるため、子供のために積み立ての教育ローンを組む家

庭も多くいる。このように一般社会人は自分一人ではなく家族の分まで資産形

成を行わなければいけないという責任がある。  15 

そこで一般社会人における効果的な学習方法として、会社で投資や金融に関

する書物を配布し、それに向けた簡単なテストを行うべきであると考える。現

在、様々な金融に関する知識を習得できる参考書が増えている。例えば、フィ

ンテックという言葉がある。これは金融 (finance)と技術 (technology)を組み合

わせて生まれた言葉である。インターネットやスマートフォンなどの IT を活20 

用して生み出された革新的な金融サービス、あるいは金融サービスの分野にお

ける IT 活用のことをフィンテックと呼んでいる。このフィンテックを筆頭に

様々な金融サービスが発展している。現在の一般社会人はこれら新語が分から

ないことが多い。そこで会社が主尊し、社員全員が新しい金融の知識を身に着

ける学習会を設けることで、その会社の従業員も時代に後れを取らないですむ25 

のではないかと考えられる。なお、テストを行うべきであるという理由として

は金融に関する書物を配っても見ない人が多いのではないかということである。

そのため、テストは人事評価や処遇と切り離して、従業員の意識を向上させる

ために行うことを説明し、理解させることが肝心である。  

第 3 節 リタイア世代の効果的な学習方法  30 
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最後にリタイア世代、つまり定年退職者高齢者における金融リテラシーの効

果的な学習方法について述べていきたい。社会問題となっているオレオレ詐欺

や振り込め詐欺の被害者は大半が高齢者である。このような被害に遭うのは高

齢者の金融リテラシーの低さに問題があるからだ。先ほど挙げた「知るぽると」

の金融リテラシー調査の結果のなかに高齢者の金融トラブルにあった人たちの5 

アンケート調査が載っている。調査結果では、金融リテラシーの低い高齢者が

金融トラブルの被害に遭う割合が金融リテラシーの高い高齢者と比べて高いの

である。このことから高齢者も金融リテラシーを身に着けることで金融トラブ

ルを回避し、老後を豊かに暮らすための資産形成ができると考える。  

その効果的な学習方法として、あらゆる金融機関へ出向き、金融セミナーや10 

投資セミナーを受けることがよいと考える。高齢者は多くの余裕時間がある人

が多い。それらの多くの時間を資産形成や金融トラブルの回避するための知識

を身につけてお金の管理と、自身を守り、お金を詐取されないことが必要であ

ると考える。具体的な対策として、金融セミナーや投資セミナーを団体で映像

授業のような方式で行うべきである。なぜなら、映像授業は座談会より頭に入15 

ってきやすいからである。これらを自治体が主要として、65 歳以上の年金を受

給者および健康な高齢者を地域別に集め、毎年定期的に講習を受けることがで

きれば高齢者の金融トラブルを防ぐことができる。また、お金に余裕のある高

齢者が投資を行うことで子や孫に影響を与えるであろう。  

 20 

おわりに  

 日本において今後必要とされる金融リテラシーについて、日本の現状と課題

を踏まえ、今後の改善策を提案し、消費者と金融機関それぞれの今後の意思決

定と行動のあり方について述べてきた。消費者は、教育段階で将来使える実用

的な内容を学び、金融リテラシーを身につけることが必要である。また、確定25 

拠出年金制度の導入により、今後自ら資産形成を行うことが増えると考えられ

る。そのため、身につけた金融リテラシーを活用し、実際に投資などに資産を

運用することで金融ケイパビリティが身につき、悪徳商法に騙されることも少

なくなり、より豊かな生活を実現できると考える。金融機関では、消費者に分

かりやすく金融商品を説明する義務があり、それが果たされていない現状があ30 
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る。そのため、自社の利益のみを考えるのではなく、消費者のことを考えた説

明を行い、より投資に積極的になれるよう努めるべきである。  

 日本では「貯蓄から資産形成へ」というスローガンが政府から発表され、経

済金融システムを改善しようと積極的に国民に呼びかけている。また、金融商

品の多様化やフィンテックの浸透などにより、さらに高度な金融知識が必要と5 

される時代となってきた。そのため、金融教育や金融消費者教育を充実させ、

企業がしっかりと消費者に金融商品の説明を行い、内容を理解し適切な金融商

品の取引きができるような金融ケイパビリティの向上のために、社会的責任を

果たす努力が求められている。また、消費者も一人一人がより良い生活を実現

するために身につける必要がある。  10 
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