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はじめに 

昨今、金融知識の向上は重要な意義を持つものであると世界的に頻繁に提唱されている。

金融のグローバル化や金融商品の多様化などによって、金融の世界がより複雑になったた

めである。現状のままでは正確な金融知識の向上は難しくなってきている。事実、サブプ

ライムローンは金融知識の不足が重大な金融危機を引き起こした代表的な例である。 

 また、日本国内においても、金融知識の向上によって国民個人が新しい資産形成手段を

獲得することが求められている。背景には、拡大する社会保障支出のもと公的年金給付額

の低下や近年の低金利政策によって預金金利はほぼゼロ付近を推移していることがあげら

れる。従来の日本国民は年金や預金で老後のための資産が確保できたであろうが、現在は

年金、預金両者とも期待できるレベルにはなく、国民が個人の責任で資産運用をし、資産

を増やすことの重要性が増している。 

そのため、日本においては学校段階の金融教育促進を中心に、官民挙げて様々な取り組

みが行われているが、国民の金融リテラシーは十分なレベルに達していない。そのレベル

は発展途上国に並ばれる、またはそれ以下の程度である。 

 そこで、本稿では、金融能力向上における用語の意義を再考し、日本経済が正常に発展

していくためにどのように金融能力を向上させていくのかについて、現状や金融先進国と

の比較、分析することで考察する。 
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第１章 金融教育における用語 

第１節 金融リテラシーとは 

 金融リテラシーとは、OECD1によって「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的に

は金融面での個人の暮らし（well being）を達成するために必要な、金融に関する意識、知

識、技術及び行動の総体」と定義されている。 

 また、日本証券業協会2によると、「金融に関する知識や情報を正しく理解し、自らが主

体的に判断することのできる能力であり、社会人として経済的に自立し、より良い暮らし

を送っていく上で欠かせない生活スキル」と定義されている。 

 金融広報中央委員会や金融教育研究センター等が、これら２つの組織の定義を参考にし

ているという点から、これらは日本の金融リテラシー向上に関して影響力を有していると

考えられる。 

第２節 金融ケイパビリティとは 

 金融リテラシーに続いて、金融ケイパビリティについてもみていきたい。 

金融経済教育研究会報告書3の中で、日本の金融リテラシーはイギリス、アメリカにおける

金融ケイパビリティの内容が含まれているとされている。事実、金融広報中央委員会の金

融リテラシーマップ作成の基となった、金融経済教育推進会議の委員の一人である伊藤宏

一は「金融経済教育をめぐる国内外の現状と課題」4において、金融リテラシーマップでは

イギリスの金融ケイパビリティにおける金融責任の部分が生活設計分野の問題として取り

上げていると述べている点からも、金融リテラシーに金融ケイパビリティを含んでいるこ

とが分かる。 

日本の金融リテラシーとは、その時代によって意味が変移してきたことが、伊藤宏一の

「金融ケイパビリティの地平」5によって述べられている。現在の金融リテラシーは金融知

識獲得、金融行動を経て、第３の段階にきている。この金融リテラシーの第３段階が、金

融ケイパビリティのことである。 

金融ケイパビリティは、現在イギリスとアメリカの金融教育の基礎概念として使用され

                                                      

1 OECD（2016）3 項 

2 日本証券業協会ホームページ「金融・証券用語集」（金融リテラシー） 

3 金融庁金融教育センター（2013）1 項 

4 伊藤宏一（2016）4 項 

5 伊藤宏一（2012）39 項 
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ている言葉である。イギリスの FSA6が Towards a national strategy for financial capability7

という報告書によってはじめて提唱されたものであり、これによると「金融ケイパビリテ

ィとは、金融知識と理解、金融スキルとコンピテンス、金融責任という 3 段階により成り

立つ」と示されている。 

 金融ケイパビリティの三段階は狭義の金融リテラシーにおける「金融における基礎知識

の向上」に当てはまっている。両者で述べられている内容において違う点は、「金融行動」

の部分である。狭義の金融リテラシーにおいて、金融行動を実際に行うことが意味の中に

含まれていることに対し、金融ケイパビリティは意味の中に金融行動を含んでいない。し

かし金融ケイパビリティが、金融知識の金融行動への波及を無視しているわけではないと

いう点に留意したい。FSA の adult financial capability framework 8によると、金融ケイパビ

リティにおける目標とは金融知識や環境の向上であり、金融行動の活性化を促すものでは

ないが、金融ケイパビリティの成果は金融行動によってのみ表れるものであるとされてい

る。つまり、金融ケイパビリティは金融行動の活発化は向上度の確認手段であり、目標に

はなりえないという立場にある。 

 また、金融ケイパビリティ独自の特徴として、個人の性格が金融ケイパビリティへ影響

を及ぼしていると述べられていることと、社会環境と個人の金融能力の関係にまで言及し

ているという点があげられる9。 

前者は FSA のよる「金融ケイパビリティ：行動経済学の地平」10のリサーチペーパーに

よって追加的に発表された。この中では、金融知識や金融スキルが行動に及ぼす影響は、

個人の心理が及ぼす影響に比べて劣っているとされている。 

 また、後者はアメリカの金融ケイパビリティに関する大統領諮問委員会に関する大統領

令11により「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を効

果的に管理 する能力である。（中略）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、 現状を改善し長期的な金融面

での暮らしを改善するための行動を取る力を与える。」とある。この中では、個人のため

                                                      

6 金融サービス庁 

7  FSA (2003)Towards a national strategy for financial capability（金融能力国家戦略に向

けて）3 項 

8  FSA（2005）adult financial capability framework（成人金融ケイパビリティフレームワ

ーク） 1 項  これは FSA (2003)Towards a national strategy for financial capability を

元に作成されている 

9 これら 2 点は金融リテラシーのなかでは言及されていない 

10  FSA（2008）Financial Capability: A Behavioral Economics Perspective（金融ケイパビ

リティフレームワーク：行動経済学の地平）68 項～70 項 

11 平成 22 年 1 月 29 日発令 
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の社会環境の整備や、環境活用のための教育が述べられており、社会環境は個人の金融行

動に影響を与えることがわかる。またアメリカでは「金融リテラシーに関する大統領諮問

委員会」から「金融ケイパビリティに関する大統領諮問委員会」に名称を変更している。  

このことは、第１回金融経済教育研究会の議事録の中で、「アメリカの場合は、実は行動

とアクセスというところにケイパビリティという概念の重点があります。社会性、倫理的、

経済的意思決定ということではなくて、非常に多くのアンバンクトとかアンダーバンクト

といわれる金融機関にアクセスできない人がいるので、そこをアクセスするために行動に

力点を置くということで、この文章になっております。」と言及されているように、アメ

リカでは金融リテラシー以上に金融ケイパビリティ、とりわけ金融行動に影響を与えうる

環境を重要視していることがわかる。さらに、個人の金融行動も社会に影響を与えること

が考慮されている。アメリカの金融リテラシーに関する大統領諮問委員会の報告書は、サ

ブプライムローン問題の原因として、「金融危機の発生には複数の要因が関連しているが、

米国消費者の金融リテラシーの不足が根本的な原因の一つ」と指摘している。つまり、個

人の金融リテラシーと外部環境とを複合させたものが金融ケイパビリティである。 

これらを踏まえ、金融ケイパビリティの構造は金融知識、スキル、態度の 3 要素を中心

に、個人を取り巻く環境や個人の性格を巻き込んでいると FSA によって示されている12。 

金融行動に与えうる外部環境はこれらの構成要素すべてに影響を与えており、アメリカ

の金融ケイパビリティへの変化もこの影響性の大きさを考慮してのことだと言えるだろう。

なお、金融ケイパビリティの目標には行動が入っていないにも関わらず、構成要件に含ま

れているのは、行動は金融ケイパビリティの向上度を図る指標として用いられるためであ

る。 

  

                                                      

12 FSA（2005）adult financial capability framework 2 項～4 項 



6 

 

図表１ 金融ケイパビリティの構造モデル 

(FSA（2005） 「adult financial capability framework」及び 

伊藤 宏一（2012）「金融ケイパビリティの地平」より引用) 

 

第 3節 金融能力向上の先行研究 

 ここから、金融能力向上に対する先行研究を参考にし、日本における金融教育について

検討していく。 

 

伊藤宏一13 

 伊藤（2012）では、2000年代の初めにイギリスとアメリカが始めた金融教育が金融危機

を経て、重要性が見直されたことで世界各国が金融知識向上問題に取り組みだしたことを

指摘している。日本においては、2000 年代に金融リテラシーが提唱されたが、金融知識獲

得を目的としており、一度縮小、その後再び金融行動を焦点にした金融リテラシーが台頭

してきたと述べている。また、金融ケイパビリティとは金融知識を獲得する第１の金融リ

テラシー、金融行動を行う第２の金融リテラシーにつぎ、個人の金融行動が社会に与える

影響を考慮した次の段階であると説明している。 

 イギリスやアメリカのような個人の金融行動の社会に対する影響を知識として学校教育

段階から教えていき、実際に行動ができるようになることと共に、金融教育を消費者教育

                                                      

13  伊藤宏一（2012） 

金融行動に影響を与えうる外部環境 

 

経験と個人の環境 個人の性格 

自信と態度 スキル 

行動 

知識と理解 
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の一環として位置づけ、金融知識のアドバイスを身近に受けられる環境構築が課題である

と述べている。 

 

家森信善14 

 家森（2015）では、金融リテラシーの高さと住宅ローンの選択おける行動を比較するこ

とで、金融リテラシーの役割を実証している。金融行動のなかで利用者が極めて多い住宅

ローンを引き合いに出すことで、金融リテラシーのレベルがどれだけ金融行動に影響を与

えるのかを明らかにできると述べられている。 

 この検証の結果、金融リテラシーが高い人ほど、より多くの住宅ローンの選択肢を比較

していることが判明した。比較を行わなければ、最適な金融行動がとれないことは明白で

ある。また、明らかにリテラシーマップでも提起されているように、比較する選択肢が多

いほど、最適な金融行動がとれることも述べられている。検証の課題として、 

１ 検証対象者が中古物件をすでに購入した者であったこと 

２ 検証結果が国民に対して一般化してよいのかということ 

３ 金融リテラシーと比較内容の比較 

４ 金融リテラシーが及ぼすメリットは金融教育にかかるコストを上回るのかということ 

の４点があげられている。このように検証の課題になる点は多いが、金融リテラシーのレ 

ベルが人々の行動に影響を与えることは実証的に確認できたと述べられている。 

 

内田真人15 

 内田（2018）では、日本の金融広報活動の歴史より、資産形成手段としての金融リテラ

シーに必要性を指摘している。日本における金融広報活動の歴史とは、明治以降国民の貯

蓄が促されたことが始まり、時代の変化に伴い貯蓄の促進から貯蓄を含む金融全般に関す

る知識や情報の提供を中心とした活動に移行してきたというというものである。しかし、

実際には家計の貯蓄規模が増加しているにも関わらず、貯蓄率は低下している。このこと

から金融広報活動の移行はうまく国民に根付いておらず、国民の資産運用方法には多様性

が欠如していることがわかる。 

 また、金融教育の効果については、一定の効果が期待できるとされるが、そのためには

解決すべき課題として、 

1 現行の教育以上に実践的な金融教育の実施 

2 行政による金融情報の発信強化 

3 金融広報活動の足並みの統一 

4 金融教育の信頼性の向上 

                                                      

14  家森信善（2015） 

15 内田真人（2018） 
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の 4 点を解決する必要があると述べられている。 

 

藤野次雄16 

 藤野次雄（2016）では、日本を含めた東アジアの諸国の大学生を比較し、日本の大学生

における金融教育に関する課題を分析している。分析対象が大学生である点の裏付けとし

て、日本の大学における教育は学校教育の総仕上げであるからである。 

 日本人の学生はすべての年齢層において、とりわけ年齢層が上がるほど金融教育を受け

た経験が少ないと感じている割合が大きくなる。さらに東アジア諸国の大学生との比較で

は、金融教育に関する認知度が最も低い国が日本であるという結果も出ている。この結果

の原因は、金融教育という言葉の周知が学生時代に徹底されていないことが述べられてお

り、日本の金融教育の現状は不十分であるといえる。  

また、金融教育に対する親近感も日本は東アジアの中で最低であり、金融知識取得のため

の情報獲得に消極的であることも明らかである。 

これらの分析により、日本人は大学生を中心に金融教育に関して理解が行き届いておらず、

金融知識も乏しいうえに、情報獲得の積極性にも欠けるという特徴がある。この特徴のま

までは、金融教育推進は困難であり、解決策としてまず、学校教育段階において、金融教

育をより身近なものと感じさせ、主体的に情報獲得のための行動ができるようになる教育

の実践が必要であると述べられている。 

 

浅井義裕17 

 浅井義裕（2017）では、日本の大学生に焦点を当て、金融教育を促進することでの金融

リテラシーの向上効果を分析している。 

 この研究の中では、実際に日本の大学生 658 名に対して金融に関する調査を行っている。 

調査によると金融知識に関するビデオを見た後と見る前では前者のほうが、より合理的な

金融行動の選択肢が選ばれる割合が高くなっていることが示されている。しかし、過去に

金融に関する講義を受けたことのある学生はビデオを見ても結果は見る前と変わらなかっ

たと述べられている。 

 また、同じ大学生とは言っても金融知識の差が大きく開きがあることも明らかにされて

いる。この開きの理由としては、合理的な選択肢を選ぶ割合と金融に関する興味の高さと

の相関関係が発見されており、金融に関する興味は家庭環境、依存していることが明らか

にされている。 

 これらを明らかにしたうえで、日本の学校教育段階における金融教育は一定の意義を見

出せるものであるとされている。また、金融教育の在り方について、過去に金融に関する

                                                      

16 藤野次雄（2016） 

17  浅井義裕（2017） 
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講義を受けた人は正答率が変わらなかったという結果を受けて、特定の学生達に深く金融

教育を実施するよりも、より多くの学生に対して幅広い金融教育を行うほうが一定の金融

リテラシーまではより効率的に引き上げられる可能性があると述べられている。 

 

以上の先行研究から、金融リテラシーの向上が意味を持つものであることが分かる。し

かし、日本人は海外と比較して、金融リテラシーが非常に低く、その原因として、学校教

育段階における金融教育が不十分であることが考えられる。そのため、本稿では日本の金

融リテラシーの現状をより掘り下げて確認し、日本と金融教育先進国との違いを分析する

ことで、金融リテラシーの在り方や、金融能力を向上するためにどのような金融教育が行

われたら良いのかについて述べていきたい。 

 

第 4節 金融リテラシーと金融ケイパビリティの共存 

現在の日本において、金融ケイパビリティと金融リテラシーに明確な区別が設けられて

いない。そのため、金融教育における金融リテラシー向上のターゲットが明確に定めるこ

とができない現状にある。つまり、日本において、金融リテラシーという言葉に多くの意

味が含まれ過ぎているのである。これは金融教育の焦点が、個人の金融知識不足や積極的

な金融行動が欠けていることにばかり向けられていることからも分かる。 

2 節で述べたように、アメリカでは金融知識向上の意味を持つ金融リテラシーと、金融

知識及び金融行動による社会への影響を理解しやすくするための環境構築の意味を持つ金

融ケイパビリティを区別し、金融教育の目的を金融リテラシーの向上から金融ケイパビリ

ティの向上へ転換した。つまり、金融知識の不足を個人の問題だけではなく、外部環境か

らも改善するべきであるとしたのである。   

もちろん、金融ケイパビリティの意味も含んでいる金融リテラシーを唱えている日本に

おいても、外部環境を完全に無視しているわけではない。リテラシーマップの生活設計分

野を見ることで確認できることは 2 節で述べた通りである。しかし、これだけでは金融行

動が及ぼす社会への影響に対する責任が十分ではないこと、先行研究による金融能力の不

足の点からも明らかであり、このことは伊藤宏一（2016）18においても指摘されている。 

これらのことから、今後の日本において必要とされていることは、従来の金融知識獲得

や金融行動の活発化に向けた金融リテラシーの向上だけにとどまらず、金融ケイパビリテ

ィをより意識した、個人が金融知識を獲得しやすい外部環境の構築や、ケイパビリティと

リテラシーが融合し、現状の外部環境をうまく活用し、個人自らが金融リテラシーを向上

していけるような教育が重要である。 

                                                      

18 伊藤宏一（2016）4 項 
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第 2章 日本の金融リテラシー 

第１節 日本の金融リテラシーの現状 

日本人は金融リテラシーが海外に比べ著しく低いと言われている。では、なぜ日本人は

金融リテラシーが低いのか。それは、子供の頃に十分な金融教育を受ける機会が少ないう

えに、金融知識を獲得できる環境が未成熟でからであると私たちは考える。 

金融リテラシーは金融教育を受ける。もしくは独自で学習する。この二つのタイプに分

かれる。では、金融リテラシーを身につけること、金融教育を行うことがなぜ必要なのか。

理由として 2 つ挙げられる。第 1 に金融リテラシーが生きて行く上で必要不可欠であるこ

と。お金は日常生活と切っても切り離せない。家計管理や生活設計などお金の管理をする

上で金融リテラシーを身につけることは非常に重要である。簡単に言うとお小遣いの管理

をするにあたっても金融教育を受けている、受けていないで差が出るのである。第 2 に、

クレジットカードなどのキャッシュレスへの理解を深めるためである。クレジットカード

や、キャッシュカードをはじめインターネットバンキング、仮想通貨や電子マネーなどが

社会に浸透しつつある為、目に見える形でのやり取りが少なくなってきている。こうした

仕組みを使う人は確実に低年齢化している。知るぽるとの金融リテラシー調査（2016）に

よると、家計管理においては概ね 7～9 割の人が 1 か月の収入・支出や支払期日を管理して

いるほか、何かを買う前に家計の余裕について注意深く考えている。これは過半数の人が

病気、失業等に備えた生活費を確保しようとしているからである。しかし、クレジットカ

ード取引の内容については、必ずしも理解度は高くない結果となっている。このように、

キャッシュレスの仕組みを子供達が完全に理解しておらず、このままではお金の価値や役

割を理解しないままお金を使ってしまうことになる。よって先に子供達に道徳観念や金銭

観念を身につけさせることが必要になる。このことから金融教育を行うことは、これから

の社会に必要となるだろう。 

また、今の子供達が大人になった時の資産運用についても金融リテラシーが必要になっ

てくる。今後生活していく上で金融リテラシーとは切っても切れない存在であるという事

が分かる。 

次のグラフは日本人の金融資産の内訳を示したものである。 

 

図表２ 日本の家計の金融資産内訳 
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  （日本銀行調査統計局 資金循環の日米欧比較より引用） 

 

上記のグラフから、日本人の家計の内訳は現金、預金が 53%、保険、年金が 29%、株式、

投信が 15%、その他が 3%となっている。先でも述べたように預金率が高いのが見て取れ

る。 

このグラフから、日本人は投資や債権を買うなど資産を運用するよりも、預金に回して

いる人が多いことが分かる。銀行に預金するだけでは、現在において利率は 0.01％とかな

り少ないものになっている。この預金をどう賢く運用していくかが今後重要になってくる。 

うまく資産運用し、自分の老後を自分で楽にするためにも金融リテラシーを十分に身に

付ける必要がある。 

 

 

第２節 日本の金融教育の現状と課題 

この節では日本の義務教育段階における金融教育の現状について述べていく。義務教育

段階で私たちが身につけることのできる金融知識には次のようなものがある。下のグラフ

は文部科学省が発表した義務教育段階で学ぶ事のできる金融や消費者教育の内容の一覧で

ある。 

図表３ 義務教育段階で学ぶ事のできる金融や消費者教育の内容 

小学校 ●身近な消費生活  

物や金銭の大切さ、計画的な使い方、買い物など 

中学校 ●市場の働きと経済 

価格の動き、金融などの仕組みや働き、職業の意義と役割（労働

3%

29%

15%

1%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

保険年金

株式等

債務証券

現金・預金
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の権利と義務等） 

●国民の生活と政府の役割 

消費者の保護（消費者の自立支援等の消費者行政等）租税の意義

と役割など 

高等学校 ●現代経済の仕組みと特質 

経済活動の意義、国民経済における家計・企業・政府の役割、市

場経済の機能と限界（環境保全、消費者問題等）、物価、経済成長

と景気変動、財政、金融の仕組みと働きなど 

●生活における経済の計画と消費 

経済の計画や管理、意思決定・主体的判断、消費者の権利、生活

資源とその有効活用など 

（文部科学省 金融経済教育の取り組みについて 資料７より筆者作成） 

 

このように私たちは、義務教育段階で幅広く金融に関することを学ぶ事ができる。しか

し、その内容の多くは租税の仕組みや経済について学ぶ事が多いと言える。資産運用や、

クレジットカードの仕組みなど、実際に社会に出て行く上で身に付けておくべき金融知識

を学ぶことのできる環境はない。 

その為、義務教育段階において金融能力を高めることのできる環境を、政府や民間が主

体となり作り上げていくべきである。では、日本の金融教育制度がどのようになれば、金

融リテラシーの向上を見込めるのだろうか。金融リテラシー向上の為、2006 年、政府・日

銀は教員向けのセミナーや公開授業など金融教育を推進している。 政府が金融リテラシ

ー向上の為取り組む内容は以下のものである。 

 

 

図表４ 金融リテラシー向上の為の政府の取り組み 

 主な取り組み内容 

学校教育 

 学習指導要領に基づき、教材・指導法の

工夫や教員の研修等を支援する活動 

・経済・金融に関する体系的なプログラム

の整備 

・経済教育に関する｢実践事例集｣作成 

・経済・金融に関する授業支援のための講

師の養成・派遣 

・教員対象セミナーの実施 
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生涯学習 

 広く社会人や高齢者が経済・金融につい

て、理解を深めることができるような学習

活動を支援 

・金融サービス利用者相談室から警告情報

を発信 

・全国キャラバン金融講座の実施 

・社会人が必要とする経済教育体系など生

涯学習における経済教育におけるあり方

の検討 

イベント等 

 経済教育を普及・啓蒙する活動の展開 

・｢経済教育サミット｣の開催 

・経済教育に関するフォーラムの実施 

・金融経済教育イベントの開催 

・金融教育フェスティバルの開催 

(政府 経済教育等に関する関係省庁等連絡会議資料より筆者作成) 

このように政府は金融教育に関して様々な政策を施行しているが、10 年以上経った現在

においても日本人の金融能力は向上していない。 

我々は日本の学校教育段階における金融教育の取り組みを早急に浸透させなければなら

ない。そもそも金融リテラシーの低い日本では、金融教育を行うことのできる指導者や講

師がいないという根本的な問題を抱えている。学校を卒業した直後から、自立し、個人で

家計をやりくりしなければいけない為、資産管理や資産を個人で形成していかなければな

らない。そのためにもしっかりと資産運用のリスクとリターンについて考え、預金してい

るだけでなく、投資をしていく必要があると私たちは考える。必要な知識や能力をつけら

れるような学習、金融教育がこれからの時代に必要である。 

その為、銀行員や証券会社の外部講師など金融業会に精通した方たちを積極的に講演会

や授業に招くなどして、金融に関する知識を生徒たちに共有する政策が必要だと私たちは

考える。 

第３節 海外との比較 

 前節では日本の金融リテラシー、金融教育の現状について見てきたが、この節では日

本とアメリカ・イギリス・ドイツといったリテラシー先進国との比較を行っていく。 

 次の図表は、金融広報委員会が 2016年 6月に発表した「金融リテラシー調査」による

ものである。 

まず、アメリカとの比較を見る。正誤問題の正答率は日本が 10％下回っている。また、

金融知識に自信がある人に関しては、アメリカが73％であるのに対して日本は13％と大き

く差が開いており、金融教育を学校で受けた人の割合はアメリカの３分の１程度にとどま

っている。一方で、緊急時の金銭的備えがある人の割合は 15％日本がアメリカを上回って

いる。そして、金融教育が必要との意見の割合はアメリカの 89％に劣りはするが、日本で

も 6 割を超える人が必要であると答えている。 
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以上のことから、日本はアメリカに比べ金融知識が身についておらず、自信がある人も

格段に少ないことがわかる。これは金融教育を学校で受けているかどうかも深く関わって

いるのではないか。前節でもあったように日本は学校段階における金融教育が進んでおら

ず、そのためこのような結果が現れたと考えられる。また、緊急時の金銭的備えがある人

の割合が多いのは、日本の預貯金率の高さが理由として挙げられる。投資などに資金を使

わない分金銭的備えがある人の割合が多くなったと考えられる。しかしながら、金融教育

が必要との意見が半分を超えていることから、金融知識や教育に対して関心はあるようで

ある。 

図表８ 日本とアメリカとの金融教育アンケートの比較 

      日本 米国 

      2016 年 2012 年 

正誤問題５問の正答率（平均） 5 問平均 47 57 

  ①複利（５年後） Q19 43 75 

  ②インフレ Q20 56 61 

  ③住宅ローン Q21-2 68 75 

  ④分散効果 Q21-4 46 48 

  ⑤債券価格 Q22 24 28 

  男性   54 64 

  女性   41 52 

  18～34 歳   35 46 

  35～54 歳   46 58 

  55～79 歳   56 66 

  中学・高校卒   41 46 

  
短大・専門学校等

卒 
  41 60 

  大学・大学院卒   56 70 

金融知識に自信がある人の割合 Q17 13 73 

緊急時の金銭的備えがある人の割合 Q11 55 40 

金融教育を学校で

受けた人の割合 
  Q39 7 19 

金融教育が必要と

の意見の割合 
  Q41 62 89 

（金融広報委員会 「金融リテラシー調査（2016）」より筆者作成） 

 

次に、ドイツ、イギリスと比べると正誤問題の正答率は日本が 7～9％下回っている。ま
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た、望ましい考え方を選択した回答者はイギリスをわずかに上回ったが、行動については、

両国に比べ 7～17％低い。アメリカとの比較と同様に、イギリス、ドイツと比べても日本

の金融リテラシーが低い水準であることがわかる。 

図表９ 金融知識に関する設問の正答率（％） 

 日本 ドイツ 英国 

知識（５問平均） 58 67 65 

 ①金利 

②複利 

③ｲﾝﾌﾚの定義 

④ﾘｽｸﾘﾀｰﾝ 

⑤分散投資 

Q18 

Q19 

Q21-1 

Q21-3 

Q21-4 

66 

43 

61 

75 

46 

64 

47 

87 

79 

60 

61 

37 

94 

77 

55 （金融広報委員会 「金融リテラシー調査（2016）」より筆者作成） 

 

図表１０ 望ましい行動・考え方を選択した回答者の割合（％） 

 日本 ドイツ 英国 

行動（４問平均） 65 82 72 

 商品購入時の資 

金的余裕の確認 

Q1-1 70 82 77 

支払期限の遵守 Q1-2 85 96 89 

お金に関する 

長期計画の策定 

Q1-4 47 61 43 

お金の運用や 

管理への注意 

Q1-7 58 87 80 

考え方（２問平均） 45 57 43 

 消費より将来の 

備えを重視 

Q1-5 36 49 35 

その日暮らしの 

回避 

Q1-6 55 65 50 

（金融広報委員会 「金融リテラシー調査（2016）」より筆者作成） 

第 4 節 金融リテラシーとの社会的意義 

第２章を通して、日本人の金融リテラシーが海外に比べ著しく低く、金融教育も進んで

いないことがわかった。金融庁では金融リテラシーを生活スキルとして身につける必要が

あるとしている。なぜ金融リテラシーを身につける必要があるのか。金融庁は国民一人ひ

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商品の提供の促進
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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。金融庁の発表の背景には、日常生活のキャッシュレス化が進んで

いることがあると考えられる。クレジットカードや、キャッシュカードをはじめインター

ネットバンキング、仮想通貨や電子マネーなどの目に見えない金融取引が増えた。これは

金融ケイパビリティの向上の観点から見るとむしろ良いことのように見える。しかし、こ

うした仕組みを使う人は確実に低年齢化している。キャッシュレスの仕組みを子供達が完

全に理解しておらず、このままではお金の価値や役割を考えることなくお金を使ってしま

うことになる。 

つまり現在は生きていく上で金融リテラシーは必要なのである。投資信託や株式投資を

行うためだけでなく、家計簿やお小遣い帳をつけるに至るまで金融リテラシーが必要にな

ってくるのである。さらに総務省「家計調査年報（家計収支編）家計の概要（2016 年）」

に示されているデータを見ると老後資金は 3.6 万(毎月の不足分)×12×20(老後期間 20 年

間として算出)+介護費用 550 万(平均)+葬祭費 200 万で、1 人につき約 1,600 万円必要（図

表 13 参照）であり、貯蓄だけで賄うことは困難であると考えられる。その中で金融リテラ

シーを正しく身につけ、資産を運用していくことが重要視されているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１１ 高齢者単身（独身）無職世帯の家計収支（2016 年） 
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（総務省「家計調査年報（家計収支編）家計の概要（２０１６）」より筆者作成） 

金利が高く定期預金でお金が増えた高度成長期と違い現在は預金に対する金利は微々た

る物である。つまり現在は預金だけではお金が増えない。だが現状日本の家計金融資産の

52%が現預金と投資額が少なく、家計金融資産を有効活用できていない。金融庁も「貯蓄

から資産形成へ」を指針とし、ＮＩＳＡや投資の基礎に関するＨＰを作成するなど「貯め

る」だけではなく「増やす」ための対策を行っている。貯蓄から資産形成への移行のため

に国民に金融リテラシーが身についていることは重要であり、金融庁は各成長段階におい

て「最低限身に付けるべき金融リテラシー」を項目別に発表している金融リテラシーマッ

プを作成している。「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の内容は、「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」「外部の知見の

適切な活用」の４分野に分かれている。その内容を、年齢層別に、体系的かつ具体的に記

したものが以下の表である。 

 

図表１２ 年齢別身に着けておくべき金融リテラシー 

分野 分類 小学生 中学生 高校生 

社会の中で生きて

いく力の素地を形

成する時期 

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 家計の収入・支 自分のために支
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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 

出について理解

を深め、学校活

動等を通じて支

出管理を実践す

る 

払われている費

用を知り、家計

全体を意識しな

がらよりよい選

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

を身に付ける 

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、生涯の

支出内容を理解

して生活設計を

立てる 

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

の要素 

小学生が巻き込ま

れる金融トラブル

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

力を身に付ける 

契約の基本を理

解し、悪質商法

等を見分け、被

害に遭わないよ

うにする 

契約及び契約に

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

付ける 

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 

 

分野 分野 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

活費の源と

なる時期 
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家計管理 家計管理 支出管理の

必要性を理

解し、必要

に応じてア

ルバイト等

で支出改善

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 

家族の担い

手として適

切に支出を

管 理 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 

家計の担い

手として支

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

に応じ支出

の改善、資

産負債のバ

ランス改善

を行える 

リタイヤ後

の支出計画

に沿って、

支出を管理

し、改善の

ために必要

な行動が取

れる 

生活設計 生活設計 卒業後の職

業と両立を

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

支出イメー

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 

リタイヤ後

のライフプ

ランについ

て、余暇の

活用、家族

や社会の貢

献にも配慮

した見直し

を行ってい

る 

年金受給等

をベースと

した生活ス

タイルに切

り替え、安

定的な生活

を過ごせる

よう、堅実

に取り組ん

でいる 

金融知識及

び金融経済

事情の理解

と適切な金

金融取引の

基本として

の要素 

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

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 

資産管理面で高齢者が必要



20 

 

融商品の利

用選択 

売・勧誘行動に適用される

方法や行動を理解し、慎重

な契約締結など、適切な対

応を行うことができる 

詐欺など悪質な者に狙われ

ないよう慎重な契約を心掛

ける 

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 

金融分野共

通 

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、及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 

お金の価値と時間の関係について理解する(権利・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)などに及ぼ

す影響について理解している 

（金融広報中央委員会「金融リテラシーマップ」より筆者作成） 

 

自らの欲しいものを正しく買う能力や契約について理解できる能力など義務教育段階で

身に着けるべき金融リテラシーも多い。そして義務教育を終え、特に高校生、大学生から

は自らのライフプランを具体的に描き実現に向かわせなければならない。また高齢者も社

会保障のみに頼るのではなく、家族や社会に貢献に配慮する必要がありこの力を身に着け

るためにも学校教育段階での金融に対する理解が重要になってくると考えられる。（表参

照） 

金融リテラシーとは第２章第４節の冒頭と図表１４で記されている通り社会で経済的に

自立した生活を送るため、また自らのライフプランを実現させるために必要なスキルであ

る。その社会的意義とは正しい金融知識を身に着けることにより個人の経済的自立を促し

国民全体の経済的自立を促すこと。また経済的自立が消費活動にも繋がり、公正で持続可

能な社会の実現に役立ち社会に貢献できるだけでなく、少子高齢化社会の中で高齢者にな

っても自らの意思決定で行動するためにあるのではないだろうか。 

第３章 海外と日本の金融教育の差異、解決策 

第１節 オーストラリアにおける金融教育 

①金融の自由化・複雑化 

1989 年 12 月、東西冷戦が終焉した。冷戦構造の終焉によって資本主義自由市場経済が

世界的展開し、経済の自由化・グローバル化は国際社会の趨勢となった。経済の自由化・
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グローバル化により、外国為替市場での為替 fx トレードや株の短期売買がみられた。その

結果、為替や株価の乱高下により世界経済を不安定化させた。資本主義自由市場経済が世

界を席捲している昨今では、経済的諸課題について自由かつ主体的に判断することが求め

られているため、それに対応できる力を子供たちに育成する必要がある。また、多数決決

定により決定がなされる民主主義社会で誤った政策が支持された場合には、誤りに自ら気

付き、正しい判断ができる経済意思決定能力を育成する必要がある。 

 

② スーパーアニュエーション導入 

 将来的な人口高齢化が予想され、1992 年に個人の自助努力を前提とする年金制度改革が

進められた。これは全従業員が私的年金であるスーパーアニュエーションに強制加入する

制度である。加入者は個人口座資産を運用して自助努力の資産形成を実践しなければなら

ない。学校を卒業してすぐ自分でお金の管理をしなければならないため、全員が一定以上

の金融リテラシーを備えることが必要となった。 

 

③ リーマンショック 

 2008 年にサブプライムローン問題に端を発した。リーマンショックによって国際金融危

機が発生し、世界経済が混乱したことにより、金融リテラシーの重要性がより一層高まっ

た。 

次に政府の取り組み、国家戦略に至る出来事を見ていく。 

下の図表１５の上から順に、2004 年 2 月オーストラリア政府財務省の下に「消費者・金融

リテラシー・タスクフォース」を設置した。ここでは、全ての国民を対象とする消費者・

金融リテラシーに関する国家戦略を始めて策定することを目的としており、金融経済教育

に携わる多様な関係者の協力体制を強化し、効率性と有効性を高め、小学校段階から教育

課程に消費者・金融リテラシーを組み込むことを目指した。 

 2005 年 6 月には、財務省の下に「金融リテラシー機構」が設置され、2008 年、2009 年

の 2 年間で 500 万ドルの予算が付与された。また、オーストラリア政府及び 8 つの州政府

の大臣からなる MCEETYA のワーキンググループが招集され、「国家消費者・金融リテラ

シー・フレームワーク」が策定された。この中で既存の複数の教科の一部に金融リテラシ

ーを組み込むことが定められた。 

 また 2008 年に、金融リテラシーの政策責任省庁が財務省から金融規制当局である ASIC

に移行した。これまではオーストラリア政府及び州政府の関係省庁、金融機関、コミュニ

ティーなどがそれぞれ提供してきた金融教育について、ASICを中心として金融機関を含む

関係者とのパートナーシップの下で施策を進める体制を取り、国家戦略に沿った連携を確

保した。 

 翌年2009年には、メルボルン宣言の発表により全豪で統一的な教育カリキュラムを設定

する動きが後押しされ、「オーストラリアン・カリキュラム」が策定された。 
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 さらに 2011 年 3 月、「国家金融リテラシー戦略」が策定された。その中で戦略目標とし

て「金融リテラシーの水準改善によりオーストラリア国民の金融面での幸福を改善するこ

と」が掲げられた。 

 

 

図表１３ オーストラリアの国家金融リテラシー戦略の動向 

時期 出来事 備考 

2002 年 各州の消費者問題担当省庁が、若年者の負債に

対する懸念を表明。 

 

2004 年 オーストラリア政府財務省の下に「消費者・金

融リテラシー・タスクフォース」を設置。 

スーパーアニュエーショ

ン基金選択法の成立。 

総選挙で保守連合が再選

される。 

2005 年 ・財務省の下に「金融リテラシー機構」が設置

される。2008/09 年度まで毎年 500 万ドルのフ

ァンディング。 

「金融リテラシー諮問会議」の設置。 

・金融・雇用・研修・若年層問題に関する大臣

協議会(MCEETYA19)のワーキンググループが招

集される。 

・MCEETYA による「国家消費者・金融リテラ

シー・フレームワーク」の策定。 

 

2008 年 金融リテラシーの政策責任省庁が、財務省から

ASIC20に移行。 

2007 年の総選挙で労働

党が勝利、政権交代。 

グローバル金融危機。 

2009 年 MCEETYA、学校教育に関する次の 10 年のビジ

ョンを策定。全豪の教育大臣による「メルボル

ン宣言」。これを受け、「オーストラリアン・カ

リキュラム」の策定作業開始。金融リテラシー

が組み込まれていく。 

 

2011 年 

 

・「オーストラリアン・カリキュラム」との関連

性を強化するべく、「国家消費者・金融リテラシ

 

                                                      

19 Ministerial Council on Educational Employment and Youth Affairs 

    （教育・雇用・訓練及び若者問題政府協議会） 

20 Australian Securities and Investments Commission 

 （オーストラリア証券投資委員会） 
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ー・フレームワーク」の見直し。 

・ASIC による「国家金融リテラシー戦略」の策

定。 

2013 年 「国家金融リテラシー戦略」のレビュー。2014

－17 の戦略策定。 

総選挙で保守連合が勝

利、政権交代。 

（野村亜紀子(2014)「オーストラリアの国家金融リテラシー戦略」より筆者作成） 

 

図表１４ 国家金融リテラシー戦略において優先順位が高いとされる分野 2014-2017 

１．フォーマルな教育システムを通じた次

世代の教育 

・金融リテラシーの学校教育課程への取り

組み、より多くの教員の研修、専門学校と

大学への拡張が、2014－17 年国家戦略の

中心を占めるという見解が、圧倒的な支持

を得た。 

２．信頼できる情報源、ツール、リソース

の利用の向上 

・危機的状況に陥る前に、消費者の人生を

通じた「学習の瞬間」を捉えることの重要

性が強調された。 

・コミュニティー全般でお金について話す

ことのタブーを打破し、ツール、リソース

について認知度を高めるには、家族へのア

プローチが欠かせないとされた。 

・職域プログラムは、より多くのオースト

ラリア人にアプローチするための多大なポ

テンシャルを有するとされた。 

３．良質でターゲットを絞ったガイダンス

とサポートの提供 

不遇な人々や、弱者のための、ターゲット

を絞ったガイダンスとサポートに対する支

持は強かった。原住民と女性の固有のニー

ズに合致する形で内容を拡張するという提

案があった。 

４．協調とパートナーシップの強化 ・教育プログラム、情報、リソース、ター

ゲットを絞ったガイダンスとサポートの届

く範囲を拡張するにあたり、パートナーシ

ップが有効であるとされた。 

・政府機関同士の協調、部門を超えたパー

トナーシップの醸成には ASIC のリーダー

シップが不可欠という意見が多かった。 

５．調査、計測、評価の改善 何が機能するか共有し他社から学ぶ機会を

増やすことが、調査、計測、グッド・プラ
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クティス評価の改善の方法と指摘された。 

（野村亜紀子(2014)「オーストラリア国家金融リテラシー戦略」より筆者作成） 

 

 さらに、学校教育段階についても見ていく。 

①「金融経済教育」の基本理念 

 2008 年 12 月にオーストラリアの若者にとっての教育的目標に関するメルボルン宣言が

全国的な規模で出された。メルボルン宣言では「21 世紀オーストラリアにおいて教育はグ

ローバル経済競争の時代に全ての人々がよりよい生活を出来るための知識や技術革新を提

供しなければならない」としている。「金融経済教育」には 5 つの基本理念が存在し、その

一つ目が「経済とビジネス」である。これは、若者がよりよい生活を追求できる世界水準

かつ未来志向型のカリキュラムであり、子供たちが経済に参加・貢献するのを奨励するた

めの知識・理解・技能を育成させることを目標としている。二つ目は経済とビジネスを合

科にすることで、「経済」を現実的活実践的に将来の労働やビジネスに結び付けようとし

ている。三つ目は内容を労働者・生産者、消費者に焦点化することで、労働者・生産者は

仕事とビジネス、消費者は消費とパーソナル・ファイナンスの内容が扱われている。四つ

目は教育方法を多様化かつアクティブなものにすることである。それによって、教員主導

の講義形式とは対極にある教育方法となり、子供たちに資料を収集し、その資料から確か

な根拠による意思決定と応用、討論や結果の再検討をする力を付ける。五つ目は、基本的

な経済や微視ネス概念を習得させることである。以上より、「金融経済教育」目標を明確

化、国家戦略家していることがわかる。 

 

②「一貫性」教育 

 オーストラリアの教育行政は地方分権化を特徴としているが、「金融経済教育」におい

てはヴィクトリア州の基本理念をオーストラリア全体の基本理念とする VELS21が発刊され

た。VELS では「ヴィクトリア州の学校では子供たちが将来において成功するためには複

雑化、急速な変化、情報化、グローバル化する世界において成功するための知識・技能・

態度を育てる必要があり、成功するためには持続可能であり、革新的な、強い共同体の絆

による未来を創造する必要がある」と述べられている。また、「経済」の定義及び「経済

教育」の目標、「基本的経済概念」、「各段階にわたる内容」、「各段階における学習構造」

の四つに分けられ、各段階で明確な目標が設定されており、関連性・発展性を持って各段

階の学習が一貫的に構造化されている。 

 

図表１５ オーストラリア VELS に見る「経済教育」カリキュラムの一貫性 

 経済とは、各々の社会においてその構成員の「欲求」や「必

                                                      

21 Victorian Essential Learning Standards （ヴィクトリア州必須学習基準） 
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「経済」の定義及び 

「経済教育」の目標 

の係わる一貫性 

要性」を満足させるために、希少性のある資源をどのように

分配するかを学習することである。また、経済は希少性ある

資源の最も良いやり繰り方法や、人類の生存及び持続可能な

経済を求める方法の関するものである。経済は個々人及び国

民の繁栄を生むため、経済問題に関わり自分自身や他人のた

めに効果的な経済的意思決定ができるための知識や技能を提

供する。 

基本的経済概念に 

関わる一貫性 

費用便益分析、お金のやり繰り能力、マクロ経済、ミクロ経

済、機会費用、その他 

 

各段階にわたる 

内容の一貫性 

・資源の配分、環境における持続可能性、経済活動に係わる

問題への認識と調査 

・仕事の性質や意義に係わる問題絵の認識と調査 

・経済的な理由付けや解釈のための技能の活用 

各段階における学習構

造上の一貫性 

・学習の焦点とその発達段階ごとの深化 

・学習基準としての経済知識及び理解とその発達段階ごとの

深化 

・学習基準としての経済上の理由付けお飛び解釈とその発達

段階ごとの深化 

（宮原悟「オーストラリアにおける金融経済教育」より筆者作成） 

 

VELS 以後の高等学校の第 11・12 学年22で学習される Economics においても継続性・連

続性・発展性を持って堅持されている。これより、オーストラリアにおける小・中・高一

貫性「金融経済教育」が構成されている。 

 また、学校への組み込みとしては、「国家・金融リテラシー・フレームワーク」は、10

年生以下の初等・中等教育課程に消費者・金融リテラシーを組み込んだ。これは単独では

なく、算数・数学、国語、科学などの主要な科目に組み込む形である。新たに金融リテラ

シーという科目を追加するのではなく、既存の教科に組み込むことで、教育現場の負担を

軽減する配慮がなされた。初等教育前半ではお金についての理解、初等教育後半で消費者

リテラシー、中等教育後半でパーソナル・ファイナンス、中等教育後半でマネー・マネジ

メントが学ばれる。 

  

③マネースマート・ティーチング 

 これは、教員向けのリソース提供を行っている。この中には初等・中等教育用の教材、

                                                      

22 ４年生までは Humanities として地理や歴史との合科、５年生から 10 年生（高 1）まで

は「経済とビジネス」を学ぶ。 
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教員免許更新に必要な講座としても認定される教員向けの金融リテラシー教育研修プログ

ラム、教員個人の消費者・金融リテラシー及びスキル向上のための情報が含まれている。

教員の個人としての金融面のスキル向上を支援することで、教員自身がお金についての自

信がつき、教えるスキル向上につながる。 

 オーストラリアの金融経済教育では、金融教育では何を学ぶのか、段階ごとに達成しな

ければならない目標を明確にしている。学校教育では、既存の主要な科目に消費者・金融

リテラシーを組み込んだ。また、金融経済教育においては ASIC が中心となることで、政

府やさまざまな金融機関の連携を確保し、国全体で金融経済教育に取り組んでいる。 

 

第 2 節 イギリスにおける金融教育 

 イギリスでは、1980 年代後半に起きた個人年金商品の不正販売問題を経て、トラブル発

生を未然に防ぐため、従来の金融システムの見直しの必要性が認識され、政府が体系的に

金融教育を推進することとなった。メージャー政権に代わり1997年に誕生したブレア政権

は、金融規制監督体制の大幅な見直しを行い、2000 年に金融サービス・市場法を制定した。

また、これまでの SIB（証券投資委員会）に代わり、新たに FSA（金融サービス機構）が

規制監督機関として設立され、イギリスの金融教育はこの FSA により推進されることとな

った。 

 金融サービス・市場法においては、市場の信頼性・消費者の保護・金融犯罪の削減・公

衆の啓蒙の 4 つの規制目的があげられたが、そのうちの消費者の保護と公衆の啓蒙を達成

するための FSA の業務が「消費者教育」である。FSA はこの消費者教育を、金融サービス

市場における公正で効率的な機能を高める規制課題の重要な一部であるとした。また、

「金融リテラシー教育」と「消費者への情報提供と助言」を優先課題とし、「金融リテラ

シー教育」においては、金融リテラシーを学校の教育課程に組み込むために、ナショナ

ル・カリキュラムの見直しを最優先課題とした。 

 また FSA は教育プログラムの策定に必要な国民の金融リテラシーの実態調査として、ベ

ースライン・サーベイを行い、この結果から４つの重大なテーマが浮かび上がった。 

 

 

 

 

 

図表１６ 金融リテラシーの実態調査の結果より浮かんだ 4 つのテーマ 

 

将来の計画を適切に立案することができない人々が、所得階層にかかわりなく

多数存在している。 
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借金にかかわる問題を経験した人々の割合はそれほど多いとは言えないが、そ

れを経験した人々は極めて深刻な問題に直面している。 

人々は、彼らのニーズに合わせて商品を選ぶための適切なステップを踏んでい

ない。 

40 歳以下の世代は、彼らより上の世代に比べて、平均的に金融能力が低い。特

に、18 歳から 30 歳のグループにこの傾向が顕著である。 

（大橋善晃（2011）「英国における金融教育の最新情報」より筆者作成） 

 

こうした結果を受け、FSA は今後 5 年間で達成すべき新たな戦略目標を設定するととも

に、それを「Delivering Change」と題した報告書に取りまとめ、これを 2006 年に公表し

た。また「Delivering Charge」と重ねて、以下のような具体的な教育プロジェクトと達成

すべき目標数値も掲げられ、この教育プロジェクトを中心に 2011 年までに、延べ 1000 万

人を対象に金融教育を実施することを目標とした。 

 

図表１７ 具体的な教育プロジェクトと達成すべき目標数値 

 

具体的な教育プロジェクト 達成すべき目標数値 

 「学校教育支援」 
2011 年までに約 4000 校の約 180 万人の中

学生を対象. 

「青少年教育」 
約 230 万人の大学生と約 110 万人のニート

層を対象。 

「職場教育」 
2011 年までに 400 万人の雇用者に情報提

供、約 50 万人を無料セミナーに招待。 

「金融情報発信の強化策」 
FSA の専用ホームページへ年間 400 万アク

セスを目標。 

「ウェブサイト上での生活診断ツール等

の提供」 
利用者実績の集計。 

   「子供のいる夫婦に対する情報提供」 2011 年までに 150 万組の夫婦を対象。 

  「中立・公正なアドバイスの提供」 具体的計画の決定後に目標を設定予定。 

（福原敏恭（2010）「グローバルに拡大する金融教育ニーズと英国における金融教

育の動向 ―ポスト・クライシスの金融教育に向けて―」より筆者作成） 

 

 ナショナル・カリキュラムは 1998 年の教育改革法による大幅な教育改革で、2000 年に

義務教育課程の公立学校に導入されたもので、日本では学習指導要領にあたるものである。
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そもそもイギリスでは、学校の教育課程に金融教育を組み込むうえで金融教育の時間を確

保することと、金融教育を行う教員自身の金融に関する知識やスキルが必要であった。ナ

ショナル・カリキュラムでは、PSHE（Personal, Social and Health Education）・公民・数

学において、既存科目の学習内容をまとめたガイドブックを発行した（ここでいう PSHE

とは、人格的社会的健康教育と呼ばれる、社会的スキルの涵養を担う授業のことである）。

さらに 2008 年の改訂では、この PSHE が必修科目化され、イギリスにおいて金融教育は

義務化されることになった。 

 イギリスでは、政府だけでなく NPO 団体も金融教育において重要な役割を担っている。

2000 年に発足した NPO 団体の PFEG（Personal Financial Education Group）は「金融教

育を通じてすべての学生が社会人となるまでに金融取引を行うために必要な知識・スキル

を習得すること」を活動目的とし、政府の掲げる国家戦略としての金融教育の推進に協力

する形をとっている。また、政府も PFEG などの NPO 団体を支援し、連携を図ることを

国家戦略に盛り込んでおり、政府・民間団体の連携体制が構築されているといえる。

PFEG は学校における金融教育に関して、学校用の教育カリキュラムの作成、金融教育の

ための教師教育、飼料・教材提供、ボランティア派遣、無料相談、プロジェクトの提供な

ど幅広い支援を行っている。それだけでなく金融教育の普及のために政府・議会に対する

働きかけも行っている。 

 PFEG の行う活動には「Learning Money Matters」がある。これは 2006 年から国家戦略

に協力する形で始まった金融教育支援プロジェクトで、支援内容は電子メールによる相談

からコンサルタントの学校派遣までの 5 段階からなるもので、支援を受ける学校側がサポ

ート内容を選択することができる。国家戦略では 2006 年から 2011 年の 5 年間で 4000 校

をサポートすることが目標とされていたが、2009 年 4 月時点ですでに 3000 校のサポート

を達成した。このほか 2007 年に開始した、「What Money Means」と呼ばれる、小学校を

対象とした 5 年計画の教育プログラムでは、地方公共団体や民間金融機関も資金援助や職

員派遣などの形で協力した。これらのような学校における金融教育に対する直接的な支援

の他、金融教育部分に関するナショナル・カリキュラムの作成作業への関与や、他の機関

が作成した金融教育教材のうち、PFEG の定めた基準を満たしたものに対する品質保証マ

ークの付与といった活動も行っている。 

 

第３節 アメリカにおける金融教育 

アメリカでは、1980 年代に開始された金融自由化を契機として、国民の金融に関する関

心が高まり、その後も民間の団体や政府機関によって金融教育が推進された。そのような

中で起きた2007年のサブプライムローン問題により、金融教育の重要性が政府や国民の中

で再認識されることとなった。アメリカでは、イギリスにおけるナショナル・カリキュラ

ムや、日本でいう学習指導要領のような、全国に共通する教育課程は存在せず、各州、各
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団体、各学校においてそれぞれの取り組みがなされている。よって、イギリスや日本が金

融教育を政府主導で行っているのに対して、アメリカでは民間が主体となって金融教育を

行っている。その代表的な団体が 1949 年に設立された NCEE｛（経済教育評議会）

National Council for Economic Education （現NEE）｝と、1997年に設立された Jump$Start

連盟（Jump$Start Coalition for Personal Finance Lit-eracy）である。 

 

・NCEE（アメリカ経済教育評議会） 

1949 年に設立。幼稚園から高校卒業までに身に付けるべき金融リテラシ―を示した文書

「A Framework for Teaching the Basic Concepts；Economics America Edition」を発

行。 

・Jump$Start 連盟 

1997 年に設立。150 以上のアメリカ銀行協会教育財団や全米消費者教育研究所等の法人、

学術機関、NPO 団体、政府機関などから構成されている。 

 

アメリカでは州単位で教育カリキュラムが策定されているため、NCEE が 1997 年に発

表した、「経済教育における任意の全国基準」や、Jump$Start が 1998 年に公表した、「K-

12 対象のパーソナルファイナンス教育の全国基準」といった、民間の団体が定めたプログ

ラムなどが教育基準として採用されている。また、全米統一の教育カリキュラムがないの

と同時に、予算に関しても、教育費の財源が主に州政府にあり、連邦政府からの拠出が 1

割にも満たないことから、金融教育を全国的に広めるためには、地域ネットワークの活用

が不可欠であり、地区連銀23や Jump$Start 連盟、NCEE 等の全国規模で活動を行う NPO

団体が地方の主要大学や州政府と連携して金融教育を行っている。 

 また、アメリカでは従来の金融リテラシーから新たに金融ケイパビリティへと焦点が当

てられていることも特徴である。サブプライムローン問題が発生し、アメリカ全体の金融

リテラシーの欠如が表面化したことを受け、金融リテラシーの向上が急務とされた。 

その中で、2008 年のブッシュ政権時に、「金融リテラシーに関する大統領諮問委員会」

が開かれた。ここでは金融リテラシーを向上させるにあたって、政府と民間との協力を強

化することが目的とされ、金融ケイパビリティに係る政策の勧告を行うことを任務として

定めた 

また 2010 年にはオバマ政権の元、「金融ケイパビリティに関する大統領諮問委員会」が

開かれ、そこで金融ケイパビリティに関して、「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、

                                                      

23 連邦準備銀行のこと。ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、クリーブランド、

リッチモンド、アトランタ、シカゴ、セントルイス、ミネアポリス、カンザスシティ、ダ

ラス、サンフランシスコの 12 地区に置かれている。 
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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、それらを理解しなくては

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、現状を改善し長期的な金融的 well-being を改善するため

の行動をとる力を与える。」と述べられている。 

つまり、金融に関する知識やその活用方法を学ぶ金融リテラシーから、実際に金融資源

を管理・活用する意思決定をする判断力である金融ケイパビリティへと転換されたといえ

る。 

さらに、2013 年からは学生や新社会人などの若年層の金融教育強化を掲げ、Starting 

Early for Financial Success というキャンペーンを実施した。６月には若年層を対象とした

金融教育に関する大統領諮問委員会の設立が決定され、今日に至るまで若年層の金融教育

が進められている。 

アメリカでは、金融教育を実践的に推進する取り組みが進められており、近年授業に導

入されたのがオンライン教材である。例えば、「Financial Soccer」というゲームは、ファ

イナンス（金融）とサッカーを融合したものであり、単に金融教育を行うのではなく、ス

ポーツという「遊び」を組み込むことにより、生徒が金融教育自体により興味を持てるよ

うに工夫がなされている。また、このゲームには、各国語版があり、他国語でもプレイす

ることができるため、オンラインで世界中から参加し、教材に取り組むことができる。ま

た、その結果は順位表で反映されるため、国ごとの競争が可能となり、これによって生徒

はより関心を持つと考えられる。また、「Gen i Revolution」のように、Facebook と twitter

で参加できるものもあり、現代の流行に合わせ、身近なものとすることで、多くの人がよ

り触れやすいよう工夫がなされている。 

第 4節 海外と日本の金融教育の差異、解決策 

 ここでは、第２章と第３章をふまえて諸外国と日本の金融教育への取り組み方の違いに

ついて考える。 

 まず、学校で金融教育を行う目的について各国は以下のように考えている。オーストラ

リアにおいては、スーパーアニュエーションに強制加入する制度が導入されたことにより、

各加入者は個人の資産を運用して自分で資産形成しなければならない状況になり、子供た

ちが将来資産運用に困ることがないようにするためである。イギリスにおいては、公的年

金の規模縮小および私的年金への移行奨励策によって起こった社会問題をふまえ、消費者

の金融システムに対する信頼を取り戻し、同じような金融トラブルを起こさないようにす

るためである。アメリカにおいては、パーソナルファイナンスの授業でクレジットカード

の使い方や、投資、借地・借家契約書の読み方など、近い将来に必要となる知識を身に付

けるため。日本では、目に見えるお金の取引が減っていることにより、子供たちにお金の

価値・役割を理解させる必要があるためである 

。 

（図表２０）4カ国による金融教育における差異 
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 アメリカ イギリス オーストラリア 日本 

金融教育に取り

組み始めたきっ

かけ 

・1980年代に開

始された金融自

由化。 

・2007年のサブ

プライムローン

問題。 

公的年金の規模

縮小および、私

的年金への移行

奨励策によって

起こった社会問

題。 

・スーパーアニ

ュエーションへ

の強制加入。 

・2000 年初頭

に起こった若年

層の負債。 

少子高齢化が進

み、今の子供た

ちが将来、生活

でき不自由なく

生活できるだけ

の年金がもらえ

なくなる可能性

が高い。 

金融教育の目

的・特徴 

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、現状を改善

し長期的な金融

的 well-being

を改善するため

の行動をとる力

を付ける。 

市場の信憑性、

公衆の啓蒙、消

費者の保護、金

融犯罪の削減。 

 

金融教育は金融

サービス市場法

という法律によ

って位置付けら

れている。 

お金やファイナ

ンスについて理

解し、その知識

を効果的な金融

に関する意思決

定に活用するこ

と。 

 

「一貫性」教育 

道徳観念や金銭

観念を身に付け

させる。また、

老後を楽にする

ために資産運用

の方法を身に付

ける。 

金融教育を主導

している機関 

・NEE 

・Jump$tart 

FSAの CFEB ASIC 金融広報中央委

員会 

政府の教育担当

機関 

各州・各団体・

各学校に委ねら

れている。 

DfE 

 

ACARA 文部科学省 

教育基準、カリ

キュラム作成に

関わる中央政府

の権限 

・州政府に教育

基準作成の権

限。 

・各学校に教育

カリキュラム作

成の権限。 

教育技能省に教

育基準、カリキ

ュラム作成の権

限。 

教育政策全般は

連邦政府によっ

て統括されてい

るが、小学校・

中学校・高校は

各州の教育行政

部門が管轄。 

文部科学省に教

育課程の基準で

ある学習教育指

導要領作成の権

限。 

協力団体 150 以上のアメ

リカ銀行協会教

育財団や全米消

費者教育研究所

等の法人、学術

機 関 、 NPO 団

体、政府機関な

ど 

政府と民間の連

携、地域ごとに

pfegという NPO

団体との連携。 

政府・学校関係

機関、各学校、

親、監督者、若

者、家族、ほか

の教育や訓練提

供者、企業、共

同体が結集して

責任を負う。 

金融広報委員

会、金融業界団

体、消費者教育

団体、などの民

間団体。 

金融教育で主に

学ぶこと 

金融ケイパビリ

ティ 

新ナショナルカ

リキュラム、シ

チズンシップ 

VELS(ヴィクト

リア州必須学習

基準) 

 

金融教育の取り

入れ方 

スポーツという

「遊び」を組み

込む。 

義務教育(数学)

の中に位置づけ

た。 

オーストラリア

ンカリキュラム

に金融教育を統

合し組み込む。 

家庭科・社会科

に組み込む。 
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教材の作成 VISA社、CEE, 

Jump $tart 

 

NPOの pfegが多

くを作成。 

 学習指導要領を

基準として各学

校、担当教師に

委ねられてい

る。 

教員向け研修 オンライン教材

の指導書をダウ

ンロード。 

NPOの pfegが教

師教育を行って

いる。 

マネ－スマート

ティーチング 

政府・日銀は教

員向けセミナー

や公開授業を行

った。 

実践的な取り組

み 

オンライン教材 子供信託基金 教科書で「理解

のチェック」

「考え話し合お

う」といった問

題提起がされて

いる 

 

出典：「金融教育に関する国際比較」より筆者作成 

 

これまででわかった日本と海外の金融教育の取り組みの違いについて考える。 

① 金融教育に対する政府の取り組み 

アメリカでは、サブプライムローン問題で金融教育の重要性が再確認され、イギリ

ス・オーストラリアでは国民の金融知識不足によって起こった社会問題、年金制度の

変化によって金融教育の重要性が高まり、国家戦略とされた。日本では金融教育不足

による大きな社会問題は起きていないが、少子化によって現在と同じように年金が給

付される可能性は極めて低い。また、第２章で取り上げている日本人の金融資産の内

訳を見ると、預金が約半分を占めている。現在では、バブル崩壊前のように銀行に預

金としてお金を預けているだけで勝手にお金が貯まっていくわけではないため、将来、

満足に生活できるほどの年金が給付されないならば、今から投資による資産運用を学

ぶべきである。日本が海外と比べて預金が多く、投資が少ないのは金融知識が低く、

お金を銀行に預けることしかできないからである。また、日本の学生は金融教育を必

要・重要と考えており、現在の金融の授業時間に対してやや不十分・不十分と学生は 

60％と多くの学生が金融の授業時間に満足していないことが分かっている。学生が金

融に関して学びたいとう意欲と金融の授業時間が少なすぎるというギャップを埋める

ために政府は金融教育に関して学校教育では経済・金融に関するプログラムが整備さ

れつつある。しかし、全国に導入することは難しく、完全に実行はできていない。全

国に導入するためには、イギリスやオーストラリアと同様に共通のカリキュラムを作

り、各段階で学ぶこと、達成目標を明確にすることが重要である。 

 

② 金融教育の取り入れ方 

アメリカでは、金融教育をオンラインゲームにして、生徒が取り組みやすいように

している。また、このゲームでは教員が指導書をダウンロードできるようになってお
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り、その指導書をもとに授業をすることができる。イギリス、オーストラリアでは、

金融教育の授業時間を新たに作るのではなく、既存の科目に組み込むことによって授

業時間を確保している。このように数学などの授業時間が多く確保されている科目に

組み込むことで、授業時間が確保できないという問題は解決される。また、アメリカ

ではゲーム、イギリスでは子供信託基金、オーストラリアでは「理解のチェック」

「考え話し合おう」などの問題提起がされており、子供たちが実践的に取り組めるよ

うに工夫されている。日本では実践的な取り組みがされておらず、子供たちにとって

金融を身近に感じることができない。よって金融に関する知識や活用方法を学ぶ金融

リテラシーだけでなく、実際に金融資源を管理・活用する力を身に付ける金融ケイパ

ビリティを日本も取り入れていくことが必要だと考える。 

おわりに 

ここまで第一章では金融知識向上における用語の説明を行い、第二章では日本の金融リ

テラシーの現状、課題、社会的意義について考えた。第三章では、他の先進国との金融リ

テラシーの差異について具体的な国の金融リテラシーを示し比較した。 

 私たちは日本において必要な真の金融リテラシーとは、自分で資産を運用することがで

きる力を身につけ、個人の意思決定で経済的に自立していくことだと考える。 

 第二章の二節のグラフにあるようにわが国では政府による金融能力向上の為の施策が行

われているが、金銭的問題から完全に実行できるまでには至っていない。そのため、国民

の金融知識の向上は必ずしも期待される成果を挙げられておらず、金融知識は世界的に見

ても低位にある。金融リテラシー調査によれば、金融・経済の基礎、保険、ローン・クレ

ジット、資産形成に関する正答率は米国を 10%下回っていた。 

 日本が金融リテラシーの向上を図るためには義務教育段階で金融教育を行うのみならず、

個人が自ら金融能力を高められる環境構築をする必要があると私たちは考える。だが、現

状の学校教育段階における指導者には金融リテラシーを身につけた講師は少なく、個人が

金融能力の高い者に質疑を投げかけることすら難しい。そのため、私たちは外部講師の導

入案を提唱する。引退した証券マンや銀行員など金融リテラシーに精通した人材を教師と

して導入することで、学校教育現場の人材不足や金融能力向上を促す環境の欠如を解消す

ることができ、金融リテラシーの向上にも繋がるのではないだろうか。 
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