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序章 

 

 現在の日本では 1998 年の金融ビッグバンをきっかけに「貯蓄から投資へ」

の動きを活性化させようとする声が上がっている。実際にアメリカやヨーロッ

パなどを手本にし「確定拠出年金」や「NISA」などの制度が確立されていく傾10 

向にある。しかし制度はアメリカやヨーロッパと比較するとまだ完全に成り立

っておらず、日本人はリスクを嫌う傾向にあるためか投資が浸透しているとは

言い難い。我々の意見は、「無理に投資信託で資産形成を行う必要はない」であ

る。  

以上のことを踏まえ本稿では若者を中心に焦点を置き、なぜ投資信託が浸透15 

していないのか、投資にはどのような制度があるのか、投資を促すための具体

例、なぜ我々が投資を推し進めないかを述べる。  

その前に投資信託について、ざっくりと説明する。  

投資信託（ファンド）は一言で説明すると、「投資家から集めたお金をまと

め、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が20 

投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」である。  

 

〈資料 0-1〉 投資信託とは  

 

出典：一般社団法人  投資信託協会「そもそも投資信託とは」より引用  25 
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第 1 章 若者に浸透していない理由  

 

 本章では投資信託の背景とリスクと学ぶきっかけを中心に触れ、なぜ若者に

投資信託が浸透していないかを述べる。  

 10 

第 1 節 投資信託のイメージが悪い 

 

 まずは、投資信託に対する世間のイメージを背景に触れつつ述べる。  

 

 投資に対するアンケートを取ると以下のような結果になる。投資の経験があ15 

る人が 47％、投資の経験が無い人が 53％とそれぞれほぼ同数という結果にな

る。次に投資経験がある人に「これまで経験したことのある投資対象」も答え

てもらった（複数回答可）〈資料 1-1〉。ここで注目したいのは「株  29%」と「投

資信託  23%」だ。投資経験者の 47％のうち、52％がリスク投資（株と投資信

託）を経験していると答えた。つまり「全体の 4 分の 1 しかリスク投資を経験20 

していない」ということがわかった。  

 

〈資料 1-1〉 投資経験者アンケート  

出典：東証マネ部！「【イメージ調査】「投資」の印象、経験者と未経験者の間
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にズレ」より筆者作成  5 

 

そして投資信託や株式投資を経験していない人に「投資信託を行わない理由」

も答えてもらった〈資料 1-2〉。「投資に関する知識が無いから」という理由で

投資を行わない人が半分以上いる結果により、日本の投資に対する教育制度が

不十分だということが分かった（後程第 3 章にて詳しく述べる。）。投資に興味10 

が無い限り自ら学ぼうという気持ちにはならない。筆者自身も大学に入るまで

投資に対する授業を受けたことが無かった。そしてもう一つ注目したいところ

は金銭面だ。〈資料 1-2〉を見ると手元の資金を確保したい思いや、手数料や損

失のリスクなど金銭面で不安を抱いている人が多数存在している。いくら少額

で投資できるシステムが確立されていようが、知識がある人か金銭面で余裕が15 

ある人しか投資に手を出していないことになる。  

 

〈資料 1-2〉 投資未経験者アンケート

 
出典：東証マネ部！「【イメージ調査】「投資」の印象、経験者と未経験者の間20 

にズレ」より筆者作成  
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義務教育のうちに教育されていなければ、学ぶだけでもお金がかかる。若いう5 

ちから投資を始めようとしても投資に対して悪いイメージを持っている親や先

生しか周りにいないと大人から止められてしまう可能性も出てくる。制度を作

る前に学ぶ機会やタイミング、悪いイメージを無くす環境から先に作っていか

なければ、投資は「貧富の差を広げる原因」になってしまう。  

 10 

いくら投資経験者だけが投資に対してのイメージが良くても、投資に対する

興味が無い人たちは投資に対して悪いイメージが染みついているのでなかなか

投資に手を出す人は増えないだろう。教育制度が整っていない点を理由の一つ

に挙げたが、そもそも比較対象にされがちなアメリカと投資の制度が出来上が

った流れが全然違う。アメリカでは南北戦争をきっかけとしてインフラ関係の15 

新しい事業がさかんになったことで多くの資金が必要となり、そこで登場した

「信託会社」が金融機関としての役割を担ったという自然な流れがあってこそ

投資信託が出来上がった。日本では戦後すぐからの「貯蓄運動」〈資料 1-3〉に

より政府から貯蓄を優先するよう促されたことにより「貯蓄は美徳」という考

えが浸透し、バブル期に投資が流行るが 1991 年のバブル崩壊により投資に対20 

して不信感を抱くようになってしまったため 20 年程度で急に投資へ切り替え

ることは難しい。投資を促す際にアメリカと比較をして説明しても投資を賛成

する人たちでなければ説得できないだろう。手本とする国もアメリカではなく

日本と似た境遇に置かれている国へ変更するか、日本独自の考えで投資信託の

制度を整えない限り投資に手を出す人の割合は増えない。  25 

 

〈資料 1-3〉 貯蓄運動  

昭和 24 年度貯蓄運動方策要綱  

昭和 24 年 4 月 12 日  閣議決定  

経済の終局的安定を図り、徹底的にインフレーションを終熄せしめ、更に豊

かなる経済的発展を遂げるためには、国民自らの強烈な自主的精神と耐乏生

活に徹した努力により、貯蓄の増強を図り、資金を蓄積することが急務であ

る。 よって、昭和二十四年度においては、この要綱により、全国民一致の
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協力の下に貯蓄運動を一層強力に展開し、経済の安定と自立に資するものと

する。  

 5 

出典：リサーチ・ナビ  国立国会図書館「昭和 24 年度貯蓄運動方策要綱」よ

り一部抜粋  

 

 

第 2 節 投資信託のリスク 10 

 

第 1 節で述べた投資信託の悪いイメージの一つである「投資のリスク」。これ

が投資信託の浸透していない理由の一つであると筆者は考えた。  

 

まずここで投資信託のリスクについて見てみる。  15 

【投資信託のリスク】  

（以下、一般社団法人信託協会（2018）を参考にした。）  

投資信託は値動きのある株式や債券などに投資するため、基準価格は株式市

場などの動向により変動する。したがって、投資信託には元本の保証はない。

基準価格に影響を及ぼす主な変動要因は大きく４つある。  20 

・価格変動リスク  

 投資信託が組み入られている株式や債券の価格が変動すること。  

株価は最終的には市場における需給によって決まるが、一般的に国内及び海外

の政治・経済情勢、企業の業績等の影響を受ける。  

・為替変動リスク  25 

 為替レートが変動する可能性のこと。  

外国通貨建ての資産に投資する投資信託の場合、一般的には円高になれば基準

価額にマイナス、円安ならプラスの影響がある。外国の株式や債券で運用する

投資信託には基本的に、為替変動リスクがある。  

・信用（デフォルト）リスク  30 

 債券等を発行する国や企業が、財政難・経営不振などの理由により利息や償

還金をあらかじめ定めた条件で支払うことができなくなる可能性のこと。  
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・金利変動リスク  5 

 金利が変動する可能性のこと。  

一般的に金利が上がると債券価格は下落し、金利が下がると債券の価格は上が

る。また、満期までの期間が長い債券ほど、金利変動の影響を大きく受ける。  

 

リスクを嫌う日本人にこれほどのリスクを与えれば当然手を出すことはない。10 

いくつか対策をすればリスクを軽減することは可能だろうが、制度が充実して

いないため対策をたてるには自分の知識が問われる。しかし先程述べたように

知識を蓄えるための教育も充実されていない。必然的にリスクを覚悟して投資

を行わなければならない。もし失敗して家計に支障をきたしてしまえば、失敗

した分を取り返す知識も学ばなければいけない。  15 

 

 なぜここまでリスクに対する嫌悪感が強いかを考えてみた。  

リスクを嫌う根本的な部分に、「投資は長い目で見ると有効的な手段であるが、

先の未来が保証されなくなっていく日本では長い目でみることができなくなっ

てしまった。」ことが挙げられる。実際に今の日本は少子高齢化を中心に将来に20 

ついての不安をたくさん抱えている。年功序列が崩壊し、退職金や年金の安定

性が低くなる一方で、消費税率の引き上げなどによる消費金額の増加により、

人間としての「実力」や金銭面含め「即効性」、つまり現在の日本では「即戦力」

が求められる世の中となってしまった。投資と比べリスクが目立たない「預貯

金」があるにもかかわらず、確実ですぐに多額のお金を用意できるわけでもな25 

い投資にわざわざシフト変換をするチャレンジャーは滅多にいないだろう。10

～30 代の若者となると 60 代以降の定年退職を迎えた世代と比べると先も長く

平均寿命も上昇しているため大きな失敗を恐れることは当たり前である。今の

日本という国に投資信託を勧めることができる責任はあるようにも思えない。

個人で失敗しても「自己責任」だと片づけられるようにしか考えられない。結30 

局、手数料で儲けている金融機関の「カモ」として終わってしまう〈資料 1-4〉。

このような状況でわざわざ家計の資産形成手段としてまで投資信託を推し進め

る必要はないと我々筆者は考えた。  
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〈資料 1-4〉 金融機関は手数料でもうけている  5 

【2】金融機関は手数料でもうけている  

 

 「『運用利回り 3％』と聞くと、支払った金額が 3％で運用されると思いがち

ですが、実際は、そうではありません。先の外貨建て生命保険なら、保障の

ための手数料が、支払った保険料から差し引かれ、残った金額が運用に回り

ます。手数料は保険の商品設計や年齢・性別によって異なります。なかには、

初回保険料の 1 万円から、加入時手数料など 4,000 円が引かれて、運用に回

るのは 6,000 円という商品もあります。運用利回りが高くても、お得とは言

えません。金融機関にとっては、手数料がもうけになります。これを稼ぐた

めに、私たちに投資を勧めているのです」  

 

出典：女性自身「「老後のための投資は NG」荻原博子が語る理由とカラクリ」

より一部抜粋  

 

 10 

第 3 節 投資信託を学ぶきっかけ 

 

 我々筆者は教育制度が充実していないと述べたが、実際行われている教育や

投資信託を始めるきっかけがあるかを、この節で述べる。  

 15 

 まずは投資信託を始めたきっかけを調査したアンケート結果を見る。〈資料

1-5〉  
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〈資料 1-5〉 投資信託を買うきっかけ5 

 

 

出典：ALL About マネー「みんなが投資信託を買うきっかけとは」より筆者

作成  

 10 

このように他人からの勧めで始めている人の割合が過半数を占めている。よっ

て投資信託を始めるきっかけが出来上がっている環境や賛同してくれる身近な

存在が重要なキーポイントだということがわかった。  

 

 次に投資に関する教育制度について見る。投資教育はおおむね 3 パターン15 

ある。しかし先程述べた通り現在の教育制度は不十分である。合わせてダメな

理由も述べる。  

 

【投資教育】  

（以下、山崎元（2018）を参考にした。）  20 

・学校の社会型  

 お金の循環と投資の社会的意義を説く形である。  

証券会社や銀行等の人から勧め

られて
47%

家族・友人から良い

という話を聞いて
20%

新聞や雑誌記事等で良

さそうだったので
12%

商品広告等を見て

良さそうだったので
11%

景気や市場（相場）

の状況を見て
10%

証券会社や銀行等の人から勧められて 家族・友人から良いという話を聞いて

新聞や雑誌記事等で良さそうだったので 商品広告等を見て良さそうだったので

景気や市場（相場）の状況を見て
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こちらは投資家自身の立場から詳しく話を聞く機会が滅多に無く、押しつけに5 

近い形だ。  

・売買実技型  

 株式の模擬売買をゲームなどで行う実技型だ。  

こちらは投資家に売り買いで手数料を落とさせることをもくろむ「カモの養殖」

だ。  10 

・宗教勧誘型  

 長期投資と積み立て投資の効果を信じろと説かれる仕組みだ。  

長期投資と積み立て投資が常に合理的なわけではなく、こちらも悪くすると金

融機関の営業に取り込まれやすい。毎月積み立て投資をしてくれる人は金融機

関にとっていい顧客（カモ）だが、投資家としてこの行動は必ずしも合理的で15 

ないし、運用商品の実質的な手数料にもっと敏感になることが必要だ。年間１％

以上の手数料を払う運用は、それだけで「落第」だ。  

 

適切ではない投資教育が行われている理由は金融機関のスポンサーの下で行わ

れているからだ。少額から投資ができる「ジュニア NISA」という制度が確立20 

されているが、顧客にとって不利な教育が行われていると、ジュニア NISA も

フル活用できない。  

 

～第 1 章  まとめ～  

 比較対象にされがちなアメリカは流れがあって投資信託が確立されていった25 

が、日本には自然な流れが無く「貯蓄は美徳」という考えが浸透している。さ

らに日本人はリスクを嫌うため、預貯金よりリスクが多い投資には手が出しに

くいと考えを持つ人が多い。そして我々投資初心者から見ると、教育制度が充

実しているとは捉え難い仕組みであるため、これから投資を始めるには難しい

環境に置かれている。  30 
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第 2 章 現在の制度 5 

 

本章では実際にどのような制度が存在しているかを述べる。分別管理制度な

ど、多様な消費者優遇制度があるが、中でもメジャーな制度である「NISA」・

「確定拠出年金」の 2 つを主に触れつつ紹介していく。  

 10 

第 1 節 証券取引法改正 

 

「証券取引法」は金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、投資をや

りやすくするため 2007 年 9 月 30 日に金融商品取引法に改正された。  

『主な改正内容』〈資料 2-1〉  15 

①投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度を整える。  

②株式公開買付に関する開示制度や大量保有報告制度を整える。  

③上場会社等に四半期報告制度を導入。  

④財務報告に係る内部統制の強化等に関する制度を整える。  

⑤開示書類の文章偽造やインサイダー取引などの不正な取引の罰則を強化。 20 

⑥証券が含まれる用語は基本的に金融商品に用語変更された。  

 

〈資料 2-1〉 証券取引法改正  

出典：金融庁「金融商品取引法について」より引用  
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 5 

 

第 2 節 分離管理制度 

 

 「分離管理制度」とは証券会社が顧客から預かった資産（株式、金銭、有価

証券）と証券会社自身を厳格に管理することによって、顧客の資産を保全する10 

制度だ。分別管理が守られている限りたとえ証券会社が破たんしたとしても、

基本的に顧客の資産に影響はなく、破綻した証券会社に対し顧客はご自身の資

産の返還を求めることができる。この分部管理制度によって顧客はリスクを減

らして投資を行うことができる。〈資料 2-2〉  

 15 

〈資料 2-2〉 分離管理制度  

出典：日本投資者保護基金「投資者保護のしくみ  その 1」より引用  
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 5 

 

第 3 節 確定拠出年金 

 

 「確定拠出年金」とは 60 歳以降の収入減を前もって確保しておく年金の 1 つ

である。加入者が自分で運用する商品を決められる年金資産が個人別に区分さ10 

れているので「残高を把握するのが容易」で「確定拠出年金相互間の資産の持

ち運びが可能」、「税金の優遇制度がある」という特徴を持つ年金である。現行

の企業年金制度は中小零細企業や自営業者に十分普及していないことや、離転

職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず、労働移動への対応が困難

という問題が指摘されたため平成 13 年 10 月に公的年金に上乗せされる部分に15 

おける新たな選択肢を増やすために導入された。確定拠出年金のポイントは自

分自身が選んだ金融商品次第で将来にもらえる年金の額を増やすことも減らす

こともできるところだ。  

 

『確定拠出年金制度のメリット』  20 

①加入者個人が運用方法を決めることができる。  

②社員の自立意識が高まる。  

③経済・投資等への関心が高まる。  

④掛金の複雑な計算は不要。  

『確定拠出年金制度のデメリット』  25 

①投資のリスクを各加入者が負うことになる。  

②老後に受け取る年金額が事前に確定しない。  

③運用するにあたって一定の知識が必要。  

④退職金の代わりにはならない。  

⑤管理コストが高くになりやすい。  30 

 

また、確定拠出年金の制度の種類は「企業型 DC」と「個人型 DC」の 2 種類

がある。  

「企業型 DC」とは企業型年金規約の承認を受けた企業（サリーマンなどが
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いる）が導入している制度である。もしその企業がこの制度を導入（取り入れ5 

ている）していると、従業員は強制的に加入することになる。企業が決まった

ルールに基づき、お金を出す（拠出する）。つまり、企業側がお金を出す仕組み

である。  

 

〈資料 2-3〉 DC 企業型10 

 
 

出典：厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より引用  

 

一方「個人型 DC」（ iDeCo）は任意で加入することができ、企業型確定拠出15 

年金に入れない 60 歳未満の人が入る確定拠出年金である。自営業やフリーラ

ンス（会社とか団体に入っていなく、仕事に応じて自由に契約する人のこと）

の人、企業型年金承認規約の承認を受けず企業型確定拠出年金を導入していな

い企業に勤めている人が入る確定拠出年金である。個人 DC は自分で掛け金（払

うお金）を決め、自分でお金を出す仕組みである。また、個人 DC には掛け金20 
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が全額、所得控除の対象になるため、確定申告や年末調整により税金の還付が5 

受けられる、確定拠出年金制度内での運用益が非課税になる、受給時に所得控

除を受けられるというメリットがある。  

 

〈資料 2-4〉DC 個人型

 10 
 

出典：厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」より引用  

 

〈資料 2-5〉確定拠出年金  

 個人型  企業型  

加入対象者  ・自営業、自由業、学生など。

20 歳以上 60 歳未満の国民年金

の第 1 号被保険者で、国民年金

の保険料を納めている方。  

国民年金の第 2 号被保険者

で、労使合意に基づき確定

拠出年金制度を実施する企

業の従業員。  
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・会社員や公務員など。60 歳未

満の厚生年金の被保険者（国民

年金の第 2 号被保険者）  

・専業主婦・主夫等やパートタ

イム労働者など。20 歳以上 60

歳未満で厚生年金に加入して

いる第 2 号被保険者に扶養され

ている方。（国民年金の第 3 号

被保険者）  

掛金の拠出  個人からの拠出のみ。（中小事

業主掛金納付制度を導入して

いる場合、個人型において加入

者掛金に追加して事業主が掛

金を拠出することができる。）  

会社からの拠出に加え、規

約に定めれば、個人からの

拠出も可能。  

規約  ・国民年金基金連合会が規約を

制定。  

・本人の申請による任意加入。 

・労使合意に基づき確定拠

出年金規約を制定。  

・加入資格について差別的

取扱禁止。（一定条件の下、

特定の者を加入者とするこ

とも可。）  

 5 

出典：三井住友銀行「確定拠出年金とは（個人型と企業型）」より筆者作成  

 

 

次に日本の確定拠出年金の元になったアメリカの「401K プラン」について

も説明する。  10 

「401K プラン」とは作業員が給料やボーナスを企業から支払われた時点で

受け取るか、または将来に年金や一時金として受け取るか選択するという制度

である。401K プランは確定拠出年金制度と似て毎月決まった掛金を拠出して

積み立て、積立金の運用結果次第で受け取ることができる年金が変わります。
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従業員は給料から一定の資金を拠出し、将来に備えて自分でその資金を運用す5 

ることで 401K プランを利用している。アメリカではリスクを請け負ってでも

自分の老後の資金は自分で貯めるという思想を持っているため、この 401K 制

度が流行った。  

『401K プランのメリット』  

①401K プラン制度は課税を延期できる。  10 

②会社のマッチングプランを利用できる。  

③強制積み立てができる。  

 

〈資料 2-6〉 401ｋプラン

 15 
 

出典：投信資料館「確定拠出年金制度が手本とした米国の 401ｋとはどのよう

な制度だったのですか。」より引用  

 

 20 

第 4 節 NISA 

 

「NISA」（少額投資非課税制度）は、2014 年 1 月にスタートした、数ある優

遇制度の一つである。通常、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は

所得所得税や住民税の課税対象となる。NISA は毎年一定の新規購入分を対象25 

に、その配当や譲渡益を最長 5 年間、非課税にする制度である。NISA を利用

するためには、証券会社や銀行や郵便局などの金融機関で「NISA 口座」とい

う NISA 専用の口座を開設する必要がある。NISA 口座は、日本国内に住む 20

歳以上の方なら誰でも、1 人につき 1 口座自分の NISA 口座を開設することが
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できる。NISA 口座を利用して投資を行える期間は、今のところ 2014 年～20235 

年までの 10 年間である。また NISA にかかる税金は得税：15％、住民税：5％、

復興特別所得税：所得税額の 2.1％の合計 20.315％になる。  

 

〈資料 2-7〉少額投資非課税制度

 10 

出典：金融庁「NISA の概要」より引用  

 

『NISA の導入背景』  

 将来の生活への備えとなる、預貯金や株・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帯、いわゆる「金融資産ゼロ世帯（二人以上世帯）」が15 

年々増加しており、約 3 割（2016 年）を占めているので NISA 導入を一つのき

っかけに、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

ことが期待されて導入されている。  

 

『NISA のメリット・デメリット』  20 

まず NISA のメリットは売却して利益や配当が出ても NISA だと非課税にな

るのでそこが NISA 最大のメリットである。一方で NISA のデメリットは手続
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きにかかるお金が高いのと、投資額は年間 120 万円と毎月に換算すると 10 万5 

円の投資となり、毎月 10 万を投資するとはいわなくても、やはりあまり資金

をもっていない学生などの目線からすると投資のハードルは高く、「投資をす

る」というイメージを持ちにくいと感じた。  

 

 10 

第 3 章 提案 

 

 本章では、第 1 節で投資信託を活性化させるにはどのような方法があるか、

第 2 節で投資信託を無理にやる必要はない理由を述べる。  

 15 

第 1 節 投資信託を活性化させるためには 

 

 我々は、投資信託を始めるきっかけや後押しは充実させるべきだと考えた。

そこでいくつか投資信託を活性化させる提案を述べる。  

 20 

第 1 項 趣味課金 

 まず先に投資を活性化させるために重要視したいことは「投資を始めるきっ

かけ作り」と「投資を身近な存在にすること」だ。NISA 以外に手軽な制度が

ほぼ存在していないので、投資に馴染みが無い人でも投資に手を出しやすい環

境を充実させていくべきだ。  25 

 そこで我々筆者は「趣味課金」というものを考えた〈資料 3-1〉。一言で「趣

味課金」と言われても想像するのは難しいだろうが、簡単に言うと海外の「チ

ップ」を連想するとわかりやすいだろう。近年流行しているスマホゲームや自

分の好きなアーティストのグッズ、服など自分の趣味に関する買い物をする際

に、一緒に投資する仕組みである。  30 
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〈資料 3-1〉 趣味課金  5 

例）28,000 円のゲーム機を購入した時  

 

 

 

 10 

 

筆者作成  

 

この仕組みを少額から始めることができれば NISA よりも革新的な「投資信託

を始めるきっかけ作り」になるだろう。クレジットカードや近年普及しつつあ15 

る電子マネー、スマートフォンを扱う企業と連携を取り、そこから個人情報を

伝える手間が無く直接自分が好きな企業に投資できるため、以下のメリットも

期待できるはずだ。  

『メリット』  

①クレジットカードや電子マネー、携帯・スマートフォンに投資情報を入力20 

して申請の手間を軽減できる。  

②この仕組みを採用した企業に優遇制度を与えると上場企業の拡大が見込

めるので投資の活性化に繋がる。  

③直接投資するため第 1 節の〈資料 1-4〉で述べたような手数料稼ぎの「カ

モ」になることが無い。  25 

④投資する側は自分の好きなものに投資したため、失敗しても精神的な損失

が軽減される。  

 

第 2 項 教育制度の充実化  

 先程第 1 章で述べた通り、教育制度を充実させることが投資を活性化させる30 

重要なポイントだと我々筆者は考えた。  

 

まず、金融教育を求める声についてのアンケート結果を見る。  

 

28,000 円のゲーム機  
2,000 円の投資  

（額は自由）  

会計  

30,000 円  
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〈資料 3-2〉金融教育 1 〈資料 3-3〉金融教育 2 5 

 金融教育を

行うべきと

の意見の人  

うち金融教

育を受けた

人  

回答者  

（単位：人） 

15,611 1,298 

構成比  

（単位：％） 

100.0 8.3 

 

出典：金融庁「金融リテラシーにかかる特徴」より引用  

 

次に金融リテラシー・マップの分野別の正答率を見る。  

 10 

〈資料 3-4〉 金融リテラシー・マップ分野別正答率  

金融リテラシー・マップの分野  正答率  

家計管理  51.0％  

生活設計  50.4％  

金融知識：金融取引の基本  72.9％  

金融知識：金融・経済の基礎  48.8％  

金融知識：保険  52.5％  

金融知識：ローン・クレジット  53.3％  

金融知識：資産形成  54.3％  

外部の知見活用  65.3％  

合計  55.6％  

 

出典：金融庁「金融リテラシーにかかる特徴」より筆者作成  

 

 15 

以上の結果をまとめると、「金融リテラシーが不十分であるため、金融教育を求
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める声が高まっている。」ということがわかった。需要はあるのでどんどん金融5 

教育を義務教育のうちから取り組むべきである。将来投資をやらなかったとし

ても、金融に対する知識を身に着けておくことによって投資や金融に対する意

識の変化を期待できる。小学校の頃から買い物などの簡単な部分から徐々に学

んでいき、義務教育が終了する前の中学校の頃から投資家などの当事者から話

を聞くことができる社会見学をするなど、実際に触れ、「これから生活していく10 

上で重要だ」とわかる教育をすると学習意欲がわくだろう。  

 

第 2 節 投資信託を無理にやる必要はない 

 

 先程述べたが我々筆者の意見は「無理に投資信託で資産形成を行う必要はな15 

い」である。投資に興味があり、リスク許容度が高く、環境が整っているなど

どうしても投資をやりたい意思がある人がやる分には悪くない。しかし投資に

抵抗があるにも関わらず無理に始める必要は無いはずだ。  

 まず日本人の性格には合わないだろう。リスクを嫌う上に、まだ全体の 4 分

の 1 程度しか投資を始めていないにも関わらず〈資料 1-1〉、集団心理に惑わさ20 

れる人が大多数を占めている国であるため興味やきっかけがない限り投資を始

めないだろう。先がわからない今の日本でかつマイナスにはならない預貯金が

存在するならば、かなりお金に余裕がない限り確実に手を出さないだろう。始

めたとしても周りからの支援は期待できず完全に自分の力が試されてしまうた

め相当な覚悟が必要だ。  25 

 次に第 1 節や第 1 章でも触れたが教育制度が成り立っていない点だ。義務教

育で金融教育を行っていなければどうしても独学や進学が必須事項となり、資

産形成を目的としているのにも関わらず多額のお金が必要となる。  

 そして制度が充実していない点も重要だ。制度は整いつつあるが手数料の「カ

モ」にしかされないような不完全さのまま、先が見えない状態の中「長い目で30 

見るととても有効だ」と言われても話の筋が通ってない。我々が一番有効だと

考えた NISA という制度も限りがある。投資する金額や期間にも限度があるが、

それを超えた先をどうすればいいか。具体的に述べると、NISA 口座を利用し

て投資を行える期間が初めて終えるタイミングの 2024 年がどうなるかはっき
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りとわかってない。  5 

 「家計資産」という生きてく上で重要なものを、不完全な「投資」に身を委

ねることはまだ早いと我々筆者は考える。投資を行うならばもっと制度が充実

し日本という国が安定してからのほうが有効活用できるだろう。  

 

最終章 10 

 

 「投資信託」というものが浸透していない理由に投資のリスクや教育・制度

が充実されていないなど、日本人の人柄に合っていないからだということが見

えてきた。アメリカやヨーロッパなどの投資で成功している国は自然な流れが

出来上がっている上で完成しているため、無理に投資信託を家計の資産形成手15 

段として利用することはないはずだと我々筆者は考える。しかし確定拠出年金

や NISA など有効的な制度が出来上がってきているというのも事実だ。もし投

資を行うならばバイトで稼ぐような感覚で生活の足しにするくらいが一番適切

である。投資を軸に生計を立てるなど投資に執着する必要はない。  

  20 
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（2018 年 10 月 9 日アクセス）  

・厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」  

〈 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshut20 

su/gaiyou.html〉  

（2018 年 10 月 9 日アクセス）  

・三井住友銀行「確定拠出年金とは（個人型と企業型）」  

〈http://www.smbc.co.jp/kojin/401k/kakutei/〉  

（2018 年 10 月 9 日アクセス）  25 

・投信資料館「確定拠出年金制度が手本とした米国の 401k とはどのような制

度だったのですか。」  

〈https://www.toushin.com/faq/other-faq/us401k/〉  

（2018 年 10 月 12 日アクセス）  

・金融庁「NISA の概要」  30 

〈https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/overview/index.html〉  

（2018 年 10 月 6 日アクセス）  

 

 

http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20141225/ecn1412251140006-n2.htm
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20141225/ecn1412251140006-n2.htm
https://www.fsa.go.jp/common/diet/164/02/youkou.pdf
https://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.html
http://jipf.or.jp/introduction/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
http://www.smbc.co.jp/kojin/401k/kakutei/
https://www.toushin.com/faq/other-faq/us401k/
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/overview/index.html
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・金融庁「金融リテラシー調査（2016）」  5 

〈https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/201

6/yoshi.html〉  

（2018 年 10 月 19 日）  

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