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はじめに 
 

日本の金融を取り巻く環境は大きく変化し続けている。1996 年の「金融ビッ

グバン」では、金融規制緩和によって、様々な金融商品や金融サービスが出回

ることになった。2001 年には、日本政府による「貯蓄から投資へ」というスロ5 

ーガンが掲げられ、預貯金優遇から投資優遇への大規模な金融システムの転換

が行われた。さらに 2014 年には NISA が開始され、国民にとって株式への投資

は身近なものとなった。 

そうした環境の変化に伴い求められるのが、国民１人１人の「金融リテラシ

ー」である。しかし日本における家計の金融資産構成比が預金に偏っているこ10 

とや、学校段階における金融教育が不十分であることなどを考えると、日本人

の金融リテラシーを向上させる取り組みをさらに強化する必要があると思われ

る。 

どのような金融教育を行えば、金融リテラシーを向上させることができるの

だろうか。また、日本と金融先進国の金融教育はどのような相違点があるのだ15 

ろうか。本論文では、イギリスとアメリカの金融教育の取り組みを参考にしな

がら、日本における金融教育の問題点を指摘し、その問題に対する私たちの改

善案を述べていきたいと思う。 

そのためにまず 1 章では、金融リテラシーの定義や目的、必要性について述

べるとともに、日本の金融教育の現状と問題点を取り上げる。 2 章では、イギ20 

リスとアメリカの金融教育について紹介し、日本がそこから学ぶべき点を明ら

かにする。 3 章では私たちが考える金融教育の改善案の概要を紹介し、その詳

細な内容として 4 章では家計管理、5 章では資産運用、6 章では消費者教育の内

容を述べていく。また 6 章では、私たちが実際に金融機関に行って調査した、

投資信託のセールスの実態について報告し、その問題点を明らかにする予定で25 

ある。 
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4 

 

１章 金融リテラシーと金融教育  

 

１節  金融リテラシーとは  

（１）金融リテラシーの定義  

「情報リテラシー」「コンピュータ・リテラシー」「メディア・リテラシー」5 

など、「リテラシー」という言葉は、ここ数年で耳にする機会が増えている。こ

の「リテラシー」という言葉は、本来「文字を読み書きする能力」という意味

を持ち、そこから転じて「ある分野に関する知識やそれを活用する能力」とい

う意味を持つようになった。そのように考えると、「金融リテラシー」とは「お

金に関する知識を身につけ、その知識を正しく活用するためのスキルや能力」10 

のことだと言えるだろう。  

 金融リテラシーの定義として、最もよく使われている OECD のハイレベル原

則における金融リテラシーの定義では、次のように述べられている。  

 「金融リテラシーとは、金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金

融面での個人の良い暮らし（well-being）を達成するために必要な金融に関す15 

る意識・知識・技術・態度及び行動の総体のことである。」 1 

 ここでは金融リテラシーが、金融に関する「知識」や「理解」のみならず、

得られた知識をもとに適切な意思決定や金融行動ができる能力であることが強

調されていることが分かる。  

（２）金融リテラシーの目的  20 

OECD の定義にあるように、金融リテラシーの目的は「個人の良い暮らし

（well-being）」を達成することである。では「well-being」とは何であろうか？

日本では金融教育と言うと「お金儲け」や「お金持ちになる」ための教育とい

うようなマイナスなイメージで捉えられることも多い。このような状況の中で、

中学校・高等の時から金融教育の目的をしっかり理解し、金融リテラシーを身25 

につけておくことは極めて重要であると考えられる。  

 個人の良い暮らし（well-being）とは、必ずしも経済的に安定し、多くの富を

得ている状態のことを示しているのではない。（図表 1-1）は、1981 年から 2008

                                                 
1金融経済教育研究会「金融経済教育研究会報告書」 2013 年、p.1 
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年までの日本における生活満足度と一人当たりの実質 GDP との関係を示した

ものである。これを見て分かるように、一人当たりの実質 GDP は上昇してい

るのに対して、生活満足度は横ばいになっている。したがって、たとえ経済面

で充実していたとしても、それだけでは個人のより良い暮らし（ well-being）

＝生活満足度が達成される訳ではないことが分かる。  5 

 生活満足度や幸福のためには経済な富だけでなく、「家族関係」「雇用状況」

「コミュニティと友人」「健康」「個人の自由」「個人の価値観」などの要因が重

要だと述べたのは、イギリスの経済学者であるリチャード・レイヤード 2である。

すなわち「良好な家族関係が築けている」「健康に生活できている」「生きがい

を持って人生を送ることができている」などといった要因も、well-being の達10 

成に大きな影響を与えているのである。  

金融教育の目的は、以上のような意味での well-being を達成することだとい

うことをまず理解することは大変重要である。なぜなら金融教育が、単なるお  

 

（図表 1-1）生活満足度及び一人当たり実質 GDP の推移  15 

（出所：内閣府「平成 20 年度国民生活選好度調査結果の概要」 p.2）  

                                                 
2袖川  芳之・田邊  健「幸福度に関する研究」2007 年、内閣府経済社会総合研

究所  
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金儲けのための教育ではないという認識が広がれば、日本における金融教育の

促進に繋がると考えられるからである。  

（３）金融リテラシーの必要性  

 このように定義される金融リテラシーを身に付けることが、なぜ今重要なの

であろうか？この点に関して「金融経済教育研究会報告書」では、金融教育の5 

意義として次の３つを挙げている 3。  

１つ目は「生活スキルとしての金融リテラシー」であり、これは健全な家計

管理や生活設計ができるようになることを指している。現代社会では、様々な

金融商品を利用する機会が増え、金融との関わりを持つことが避けられない。

その中で社会人として経済的に自立し、より良い暮らし（ well-being）を送っ10 

ていくためには、生活設計の習慣化や、金融商品を適切に利用選択する知識・

判断力が必要とされるのである。また、国の経済の最小単位は家計から成り立

っており、この家計が健全に運営されることは、家計にとってプラスとなるだ

けでなく、国や地域の金融に良い影響を及ぼし、さらには雇用や景気など、マ

クロ経済の安定のためにも重要な役割を果たす。  15 

こうした金融リテラシーの欠如により発生したマクロレベルの問題の例とし

て、サブプライムローン問題がある。当時アメリカでは、住宅の価格が右肩上

がりでバブル状態だった。そんな中で、サブプライムと呼ばれる、通常は住宅

ローンの審査には通らないような返済能力の低い層の人々向けのローンが販売

された。さらに、サブプライム層の人々に貸し出された債券は証券化され、世20 

界中の投資家や金融機関へと売り出された。ローンを借りるサブプライム層の

人々は「住宅価格が上がっているから、いざとなれば売却すればローンは返済

できる」というセールストークに乗って取引を拡大していったが、実際にはう

まくはいかなかった。やがて住宅バブルは崩壊し、金利は上がり住宅の価格は

下落し、住宅ローンの焦げ付きが発生したのだ。もし、サブプライム層の人々25 

に最低限の金融リテラシーが備わっていたとすれば、このように莫大な借金を

背負うことになるような、ハイリスクなことはしなかっただろう。  

またこの問題は、証券化されたサブプライムローンを購入した世界中の投資

                                                 
3金融経済教育研究会「金融経済教育研究会報告書」 2013 年、p.1～p.3 
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家や金融機関を巻き込んで、広範囲に亘る大きな損害を与え、世界的な金融経

済問題となった。このことから、健全な家計が、マクロ経済の安定において極

めて重要な役割を果たしていることが分かる。  

金融教育の２つ目の意義は「健全で質の高い金融商品の供給を促すこと」で

ある。１つ目で述べたように、サブプライムローン問題がここまで肥大化して5 

しまったのは、サブプライム層の人々に十分な金融リテラシー教育がなされて

いなかったことが原因の１つである。もし彼らに適切な金融行動がとれる能力

があったとすれば、あれほど深刻な問題になることはなかっただろう。  

ここで重要となってくるのが賢い消費者としての視点である。日本では、家

電や自動車などについては、商品やサービスの質に関する消費者の要求水準が10 

高いために、供給者は常により良い商品の提供やサービスの質が求められる傾

向にある。しかし、金融機関は消費者にとって必ずしも良い商品やサービスを

勧めてくる訳ではないということを忘れてはならない。たとえばサブプライム

ローンの場合、これは金利が高く儲けが大きいだけでなく、証券化によって債

務不履行リスクを負担しなくてもよいという、金融機関にとって非常に都合の15 

良い商品でしかなかった。そして金融機関は、サブプライム層の人々がいずれ

は借金の返済ができなくなり、破綻する可能性があることを薄々知りながらも、

巧みなセールストークでサブプライムローンを販売していったのだ。  

このように、金融機関は常に消費者のために行動しているのではなく、自分

たちの利益を優先して行動する性質も持っているため、消費者側の高い金融リ20 

テラシーと、それを元に適切な商品を選別することができる能力が必要なので

ある。そうした能力を身につけた消費者が増えれば、金融機関が販売する金融

商品の質の向上が期待できるであろう。  

３つ目は「我が国の家計金融資産の有効活用につながること」である。これ

まで述べてきたように、健全な家計管理やマクロ経済の安定、質の高い金融商25 

品の供給のために金融リテラシーが必要であることは、日米において共通する

ことであるが、その他に金融リテラシーに関して、日本独自の必要性が存在す

る。それは家計における資産構成が預金に偏っていることだ。  

(図表 1-2)は、日米の家計金融資産の用途を比較したものであるが、その差は

一目瞭然である。日本は家計において現金・預金が 52%であり、米国の 14%  30 
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（図表 1-2）家計の金融資産構成  

 

（出所：「資金循環の日米欧比較」p.2 をもとに筆者作成）  

 

に比べると非常に高い割合であることが分かる。これに対して、株式や投資信5 

託などのリスク証券の割合を比べると、米国は株式 35%と投資信託 11%を合わ

せると 46%であるが、日本は株式 9%と投資信託 5%を合わせると 14%にしか

ならず、非常に低い割合となっていることが分かる。このような結果となった

要因として、日本人は投資についての金融リテラシーが不足していること、な

かでも分散投資や長期投資のメリットについての理解ができていないことが考10 

えられる。長年にわたって政府が「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げ

ているものの、日本国民にはそれが浸透していないのだ。  

日本経済が次の成長ステップへと進むためには、多くのベンチャー企業によ

って新しい産業分野を開拓していかなければならない。そのため、新規ビジネ

スを起こすベンチャー企業は多くのリスクマネーを必要とする。しかし、預金15 

を大半としている現代の金融システムでは、リスクの低い優良企業にしか貸し

出されず、ベンチャー企業にはリスクマネーが十分に行き渡らないという深刻

な問題が発生してしまう。日本の国際競争力を向上させるためにも「貯蓄から

投資へ」に基づく金融システムの転換と、リスクマネーの供給が必要不可欠で

あるのだ。日本人の金融リテラシーが向上されれば、家計金融資産における株20 

式や投資信託などのリスク証券の割合が高まり、家計金融資産の分散・中長期
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投資が、成長分野への持続的な資金供給に資する効果が期待できるであろう。  

 

２節  金融リテラシーの内容  

 これまで述べたように、より良い暮らし（well-being）を達成するために必

要な金融に関する知識やスキル・能力が金融リテラシーである。具体的には、5 

家計管理やライフプラン、ファイナンシャルプランニングの計画を立てる能

力、また、保険やローン、クレジット、資産形成商品などの金融商品を適切に

選択するための知識や能力を身に付けたり、第三者のアドバイスを活用するこ

との必要性を理解しておくことが重要になってくる。  

 こうしたことを踏まえて「金融経済教育研究会報告書」では最低限身に付け10 

るべき金融リテラシーとして（図表 1-3）のような 4 分野 15 項目を示してい

る 4。  

 分野 1 は「家計管理」であり、家族及び個人が生活を送っていくために必

要な収入や支出、貯蓄などをしっかり把握し、それらのバランスのとれた安定

した生活を営むことができるように家計を管理することの習慣化が求められて15 

いる。  

 分野 2 は「生活設計」であり、将来における自分の生活設計を明確にする

ためのライフプランを立てる能力が求められている。また自分にとって望まし

い生活を送っていくためには、教育や住宅取得、老後の生活のための資金確保

など、「いつ」「何のために」「どのくらい」の資金を確保しておくべきかを具20 

体的に把握しておくとともに、それを踏まえた上で収支がバランスするように

計画するファイナンシャルプランニングもここに含まれる。現在から将来にか

けての暮らしを考えるだけではなく、将来自分がなりたい姿を思い描き、そこ

から現在までの暮らしを逆算して考え、現在の時点でしておくべきことは何か

考え、その資産計画を立てることが大切なのである。  25 

 分野 3 は「金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の選択」で

ある。これは金融取引の契約などの基本的な内容から、各種金融商品の知識と

それらを適切に選択し、資産運用に活かす能力のことである。具体的には、情

                                                 
4金融経済教育研究会「金融経済教育研究会報告書」 2013 年、p.9～p.14 
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報の入手先や契約の相手方が信頼できるかどうかの確認を習慣化すること、取

引コストを正しく把握し、業者のセールストークに騙されないなどの消費者教

育に関する内容から、複利の重要性を理解すること、インフレやデフレ、為替

などの金融経済全体に関する内容や、分散投資・長期投資など幅広い知識が求

められている。  5 

 分野 4 は「外部の知見の適切な活用」であり、金融商品を利用するにあた

り、自分だけの知識や判断だけで完全に身を守ることは難しいということの理

解が必要となる。そして、独立ファイナンシャルプランナーなどの専門家を有

効活用し、アドバイスを求めることができることを知っておくことで、自分の

足りない部分をカバーすることができるようになることが求められている。  10 

 

（図表 1-3）最低限身に付けるべき金融リテラシー  4 分野 15 項目  

分野 1：家計管理  
項目 1：適切な収支管理（赤字解消・黒字確保）

の習慣化  

分野 2：生活設計  
項目 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  

分野 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  

項目 3：契約にかかる基本的な姿勢の習慣化  

項目 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  

項目 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  

項目 6：金融経済教育において基礎となる重要

な事項｛金利（単利、複利）、インフレ、デフ

レ、為替、リスク・リターン等｝や金融経済情

勢に応じた金融商品の利用選択についての理

解  

項目 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  

項目 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  

項目 9：カバーすべき事象発現時の経済的保障

の必要額の理解  
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ローン・クレ

ジット  

項目 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  

項目 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  

項目 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  

項目 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  

項目 14：資産形成における長期運用の効果の

理解  

分野 4：外部の知見の適切な活

用  

項目 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  

（出所 :金融経済教育研究会「金融経済教育研究会報告書」 2013 年、ｐ .9～

ｐ .14 をもとに筆者作成）  

 

 以上の 4 分野を関連付けて考えると、現状の家計を見つめ直し（分野 1）、

自身のライフプランを踏まえた上で、いつ、何のために、どれくらいの資金が5 

必要なのか明確にし（分野 2）、どのような金融商品を利用すれば良いのかを

自分で考える力を養い（分野 3）、必要に応じて、外部の知見を適切に活用す

る（分野 4）という一連の流れが、今求められる金融リテラシーだということ

ができるだろう。  

 10 

３節  日本の金融教育の課題と現状  

 これから日本の未来を担う子供たちが、生涯におけるライフプランを設計

し、自らの未来をしっかり切り開いていく力を育成するためには、中学校・高

等学校において金融リテラシーを育む金融教育が重要な役割を果たすことにな

る。では、実際の教育現場の現状はどうなっているのだろうか？  15 

「金融経済教育を促進する研究会」が全国の中学校・高等学校の教員に調査
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を行った結果 5によると、金融教育が「必要である」、「ある程度必要である」

との回答が、中学校で 94.3％、高等学校で 96.5％となっており、ほとんどの

教員が金融教育の必要性を意識している。しかしその反面、金融教育を「行っ

ている」「行ったことはある」と回答した教員は全体として約 7 割であり、ま

た「行っていない」と回答した教員も 3 割弱見られるなど、そこには意識と5 

実際との間にギャップがあることが分かった。  

（図表 1-4）を見てみると、教員が金融教育の必要性を理解しておきなが

ら、授業の中で金融教育が十分に行われていない理由が明らかになってくる。

たとえば「教える側の専門知識が不足している」、「授業時間が足りない」とい

う回答がいずれも 4 割以上で上位を占めている他、「生徒にとって理解が難し10 

い」という回答も 4 割を捉えている。  

 

（図表 1-4）授業実施の際に難しいと感じる点  

（出所：日本証券業協会「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査

報告書」2014 年、p.32）  15 

 

また、金融教育の内容に関しても幾つもの問題が指摘されている。たとえば

教科書の記述が不十分であることや、副教材の必要性、実生活との繋がりが乏

しい点を指摘する意見が多い。（図表 1-5）は中学校・高等学校における金融

                                                 
5 日本証券業協会「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告

書」 2014 年、p.26～ p.27 
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経済教育の学習内容の問題点を表したものである。その全体として見ると、現

状の学習内容に「特に問題を感じない」とする教員は 5％にとどまり、ほとん

どの教員が何らかの問題があると指摘していることがわかる。その具体的な内

容としては、「用語・制度の解説が中心となってしまい、実生活との繋がりを

感じにくい」との回答が全体の半数以上、「知識は身に付くが、能力や態度が5 

身に付きにくい」が 4 割となっている。 2 節で述べたように、金融リテラシー

には金融に関する知識だけではなく、その知識をもとに実生活で適切な金融行

動ができる能力が求められている中で、この 2 つの問題は日本の教育現場が

抱える深刻な問題だといえよう。  

  10 

（図表 1-5）金融経済教育の学習内容の問題点  

（出所：「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」 p.23）  

 

以上のことから、日本の教育現場における金融教育には次の３つの問題点が

あることが分かる。  15 

1 つ目は「授業時間が少ない」とういうこと、2 つ目は「実践的な内容に乏し

い」ということ、 3 つ目は「学習内容が身に付きにくい」ということである。

学校段階における金融教育では、家計管理や生活設計などといった行動面の教

育を行い、生活スキルとしての金融リテラシーの向上に努めることが必要であ

る。したがってこの３つの問題は、これからの日本の教育現場において金融教20 
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育を促進させるためにも、解決すべき重要な課題であると考えられる。  

 

 

2 章 イギリスとアメリカの金融教育  

 前章の最後で指摘したように、日本の学校における金融教育には、授業時間5 

が少ないこと、教えている内容が実践的でないこと、また学習内容が身に付き

にくいなどの問題がある。本章では金融教育に関して先進的な取り組みを行っ

てきたイギリスとアメリカの事例を紹介しながら、そうした日本の金融教育の

問題点を解決するにはどうしたら良いのかを考えていくことにしたい。  

 10 

1 節  イギリスの金融教育  

(1)金融ケイパビリティー育成のための教育  

イギリスの学校における金融教育で重要な役割を担っているのが、 2000 年

に教育・雇用省が発表した「パーソナルファイナンス教育による金融ケイパビ

リティー：学校のためのガイダンス」である。この文書では、金融に関する知15 

識だけでなく、その知識を使って適切な判断と行動ができるようになる能力を

強調するために、「金融リテラシー」という言葉の代わりに「金融ケイパビリ

ティー（金融能力）」という言葉が使われている。そこでイギリスにおける金

融ケイパビリティーの概念について紹介していくことにしたい。この概念は次

の 3 つの柱から成っている 6。 20 

A.金融についての知識と理解  

B.金融についてのスキル（技術）とコンピテンス（能力）  

C.金融についての責任  

A の「金融についての知識と理解」の内容は、お金 (貨幣 )の概念の理解、す

なわち、貨幣の性格、機能と使用に関わる知識を身に付け、個人の金融に関す25 

る適切な決定と選択をするための基礎を形成することである。A に関するサブ

カテゴリーとしては、①貨幣とは何か、②貨幣の源泉としての収入、③貨幣は

どこに行くか（家計支出・税金・社会保険料）などがあげられる。 B の「金融

                                                 
6 新保恵志『金融・投資教育のススメ』きんざい、 2012 年、p.118 
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についてのスキルとコンピテンス」では、A で学んだ金融の知識を活かして、

適切な判断や金融行動ができるようになる能力を養成する（スキルとは知識を

使いこなす技術、コンピテンスとはその能力を示す）。これに関するサブカテ

ゴリーとしては①お金を管理する、②お金を使う・予算を立てる、③リスクと

リターンの基礎知識を資産運用に適用する、などがあげられている。いずれも5 

「管理する」「使う」「予算を立てる」「適用する」など意思決定や行動ができ

るようになることが目指されていることが分かる。C の「金融についての責

任」とは、個人の金融行動に対して本人が責任を持つという「自己責任」だけ

でなく、それが家族や社会などに対して与える影響を考慮して行動すべきだと

いう「個人の社会的責任」を含んだものである。したがって金融能力のある若10 

者は、金融についての決定や行動が社会的、倫理的側面を持っているというこ

とも併せて知る必要があるとされる。そうした社会的・倫理的側面を考慮した

お金の使い方の例として、社会責任投資やフェアトレードがある。  

またもう一つのイギリスの金融教育の特徴は、KS1(5-7 歳の小学校低学

年 )、KS2(7-11 歳の小学校中学年）、KS3(11-14 歳の小学校高学年・中学生）、  15 

KS4(14-16 歳の中学・高校生 )と全てのキーステージ (KS)で金融ケイパビリテ

ィー教育が行われていることと、次に見るように KS1～KS4 まで同じサブカ

テゴリーが設けられ、その中で順次・段階的に金融教育を構成していることで

ある。では、こうした特徴を持つイギリスの金融ケイパビリティー教育は具体

的にどのような内容で、どのような方法によって教えられているのだろうか？  20 

(2)金融教育の内容と方法  

このイギリスの教育プログラムの内容を上の金融ケイパビリティーの 3 つ

の柱に沿ってみていくことにしよう。ただし全部の項目を 1 つずつ見ていく

には膨大な量なため、いくつかの内容に絞って KS3 と KS4 を比較しながら見

ていく。  25 

①  金融についての知識と理解  

（図表 2-1）は金融ケイパビリティーの第一の柱である「金融についての知識

と理解」の中にある「貨幣とは何か」というサブカテゴリーで考えられている

内容と教育方法の一例である。これを見ると KS3 では、クレジットカードな

ど買い物に使われる様々な支払い手段には、実質的に借り入れの形態があるこ30 
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とを理解し、KS4 ではそうした借金の利率を調べ比較するというように、内

容に継続性をもたせ段階的に理解を深めるようになっていることが分かる。ま

た教育の方法も実際に「調べる」「比較する」など、生徒が活動しながら能動

的に学ぶ方法がとられている。  

 5 

（図表 2-1）「知識と理解」（サブカテゴリー：貨幣とは何か）  

KS3 KS4 

【内容】  

クレジットカード、ストアーカー

ド、カタログショッピングを含むク

レジットと借金の様々な形態の意味

を理解する。  

【方法】  

衣服の買い方を調べる。現金で買

う、あるいは、今買って後払いのど

ちらが最善の買い方を考える。  

【内容】  

当座貸越、様々にアレンジされたロー

ンを含むクレジットと借金の意味と利

子率を比較する方法を理解する。  

【方法】  

全国規模銀行のローンと当座貸越を扱

っている銀行についてインターネット

で調べる。利子率の違いを比較するた

めに、年利子率と年平均利子率をいか

に用いることができるかを考える。  

（出所：新保恵志『金融教育のマニフェスト』 2012 年、p.111）  

 

②  金融についてのスキルとコンピテンス  

（図表 2-2）は金融ケイパビリティーの第二の柱である「金融についてのス  10 

 

（図表 2-2）「スキルとコンピテンス」（サブカテゴリー：予算を作る）  

KS3 KS4 

【内容】  

個人の支出を計画し管理するために

予算をどのように用いるかを理解し

始める。  

【方法】  

ケース・スタディを用いて、 1 ヶ月

にわたり若い人のための収入と支出

の予算を立てる。若い人は、衣服を

買うために十分なお金をどのように

貯蓄するかを考える。  

【内容】  

長期、中期、短期のお金に関する責

務の違いと、これらの違いに対して

どのように計画し意思決定するかを

理解する。  

【方法】  

一生にわたって個人が行う様々なお

金に関する決定について、ブレイン

ストーミングをする。長期と短期の

お金に関する責務の違いについて話

し合う。  

（出所：新保恵志『金融教育のマニフェスト』 2012 年、p.112）  
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キルとコンピテンス」の中にあるサブカテゴリー「予算を作る」で教えられて  

いる内容と教育方法の一例である。ここでもやはり KS3 では予算の用い方を

考え、KS4 ではそれを短期・中期・長期の計画に発展させるなど、教育の継

続性と段階的な進め方が守られている。また教育方法も「予算を立てる」「ブ

レインストーミングをする」など、生徒の活動を中心とした教育が行われてい5 

る。  

③  金融についての責任  

 （図表 2-3）は金融ケイパビリティーの第三の柱である「金融の責任」の中

にあるサブカテゴリー「個人の生活上の選択をする」で教えられている内容と

教育方法の一例である。ここでも KS3 では今持っているお金の範囲で何を選10 

択し優先順位をつけるかという内容だが、KS4 では更に視野を広げて職業の

選択や生涯学習の選択が個人の生活にもたらす結果を考えさせる内容となって

いる。また教育方法は「学校行事を組織する」「決める」「比較する」などやは

り生徒の活動を重視したものになっていることが分かる。  

 15 

（図表 2-3）「責任」（サブカテゴリー：個人の生活上の選択をする）  

KS3 KS4 

【内容】  

有限なお金の制限の範囲内で実現で

きる様々な必要に対して優先順位を

付けるようにできるようになる。  

【方法】  

ある限られた予算で学校行事を組織

する。費用と優先したい事柄を確認

して、お金をどう使うかを決める。  

【内容】  

職業の選択や生涯の学習機会の選択

によって、個人の金銭に関する結果

がどうなるかを予想することができ

る。  

【方法】  

職業選択の違いが、金銭的利益にど

う影響するか予想する。金銭的利益

と、金銭では計れない報酬や個人的

な満足とを比較する。  

（出所：新保恵志『金融教育のマニフェスト』 2012 年、p.114）  

 

ここに挙げた以外にも、金融教育方法として、学級店などのロールプレイ

（体験型の学習方法）の中でコインと物とを交換しお金を正しく計算する、ロ20 

ールプレイで食料の領収書・公共料金の領収書・カードを用いて調べる、銀行

のロールプレイを組織し貯蓄の軌跡を記録する、商店に学級旅行に行くなどの
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非常に活動的・実践的な教育方法を取っている。  

このようにイギリスの金融教育の内容と方法は、日本とは異なりパーソナル

ファイナンス教育を軸に順次・段階的なカリキュラムが採用され、子どもたち

自身が考え、手や身体を動かしながら学ぶといった実践的なものとなっている

のである。  5 

（ 3）教員に対する支援  

 イギリスで学校教育における金融教育を担っている団体は Pfeg と呼ばれる

団体である。Pfeg は、主に青少年を対象とする学校における金融教育の支援

を目的に活動している非営利団体であり 2000 年に設立された。事業の内容は

教育政策や教育実践への関与、お金に関わる内容を教える教育関係者への支援10 

（教員養成の支援も含む）、実践に役立つ教材資料への提供である。財政は資

金援助であり、教員からはお金をとっていない。  

 

2 節  アメリカの金融教育 

(1）イギリスとの共通点と相違点 15 

アメリカには、小学生から高校生向けにパーソナルファイナンス教育を推進

している NCEE（アメリカ経済教育協議会）やジャンプスタートという団体

がある。イギリスの教育・雇用省のような政府機関でなく、民間の団体が金融

教育を推進しているという違いあるものの、その教育内容は①パーソナルファ

イナンス中心で、②知識を活用して適切な金融行動がとれるようになる「金融20 

ケイパビリティー」を重視しているなど共通点も多い。しかし違いもある。そ

れはパーソナルファイナンスに関する幾つかの考え方の原理とそれに関連する

基本概念を選び出し、それらを実際問題に適用しながら繰り返し学ぶという教

育の方法である。ここでは NCEE の高校生向け教科書を日本向けにアレンジ

した「アメリカの高校生が学んでいる資産運用の教科書」 7に基づいて、ここ25 

では合理的な選択に関する考え方の原理と基本概念の幾つかを紹介することに

                                                 

7山岡道男・淺野忠克『アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書』ア

スペクト p.40～p.47 
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しよう。  

(2)合理的な選択に関する基本概念  

 合理的な選択とは、私たちが日常で直面する様々な選択（休日をどう過ごす

か、進路をどうするかなど）について、後悔することが少ない選択をすること

である。そのための考え方の原理は、「様々な選択肢を比較・考量した上で、5 

最も満足度の高い選択肢を選ぶ」というものであり、それに関連した基本概念

として「稀少性」「トレードオフ」「費用・便益アプローチ」がある。  

①希少性とトレードオフ  

希少性とは、人間が欲しがる商品（財・サービス）への欲求は無限である

が、実際の商品（財・サービス）の数量は有限であるということを表した概念10 

である。したがって私たちは何かを選択し、他の何かを諦めざるを得ない。こ

うした状況をトレードオフと呼ぶ。私たちが生活する上で何かを決める時（休

日をどう過ごすか、大学へ進学するかなど）、ほとんど全ての状況で直面する

共通の問題を、この希少性とトレードオフが表している。  

②費用・便益アプローチ  15 

希少性とトレードオフの関係を理解した上で、後から後悔することが少なく

なるような合理的な選択をするための方法が、費用・便益アプローチである。

これは次の式によって表される。  

純便益  ＝  便益  －  費用  

費用とはある選択をしたことによって費やさなければならない時間、お金、20 

労力などを指し、便益とはその選択をしたことによって得られる金銭的な報

酬、知識の習得、満足感などを指す。そして便益から費用を引いたものが純便

益となり、この純便益が最大となる選択肢を選べばいいのである。このように

してトレードオフの関係にある複数の選択肢を比較考量することによって、後

悔することの少ない選択をすることができるのである。上手なお金の使い方を25 

するには、この便益と費用の差ができるだけ大きくなるようにすることが基本

の原則となる。  

 こうした合理的な選択の枠組みは、パーソナルファイナンスや実際の生活に

おいて何かを選択するという時には、ほとんどの状況の下で共通に使うことの

できる基本的なツールとなる。アメリカでは、こうしたツール（基本概念）を30 
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教え、様々な場面で応用できる能力を養っている。本論文では、こうした基本

概念については 4～ 6 章でさらに詳しく論じていく。  

 

3 節  イギリスとアメリカの事例は日本の課題解決にどう役立てる 

ことができるか？  5 

イギリスやアメリカと日本の金融教育の相違点は、金融教育の内容と方法に

ある。内容についてはイギリスやアメリカでは、家計管理、ライフプランニン

グ、リスクとリターンのトレードオフ、分散投資と長期投資、金融商品の選

択、キャリア形成などのパーソナルファイナンスを中心に教えているのに対し

て、日本では貨幣の役割や金融市場の仕組み、景気変動、金融政策や財政政策10 

などパブリックファイナンスを中心に教えている。イギリスやアメリカがパー

ソナルファイナンスを重視しているのは、パーソナルファイナンスの知識の方

が実生活の中で使う場面が多いからである。また教育方法については、イギリ

スやアメリカでは、生徒参加型のいわゆるアクティブラーニングが採用されて

いるのに対し、日本はまだ教師の話を聞くという受け身の授業が多いものと思15 

われる。  

1 章で述べたように日本の金融教育には、授業時間が足りない、実践的な内

容に乏しい、身に付きにくいといった問題があった。イギリスやアメリカでの

金融教育の事例をもとに、この日本の問題点を見直していくと、授業時間が足

りないという問題点については、アメリカのように生活のあらゆる場面で共通20 

に使える考え方の原理とツール（基礎概念）を厳選して学ぶことができれば、

様々な生活の場面をひとつひとつ学ぶよりも、学ぶ時間を短くし効率的に学ん

でいくことができると考えられる。次に実践的な内容に乏しく社会に出てから

役立たないという問題については、日本のパブリックファイナンス（政治経済

や現代社会など）中心の金融教育をイギリスやアメリカのようなパーソナルフ25 

ァイナンス中心の金融教育へ変えるとともに、知識を使って適切な金融行動が

行えるようになる金融ケイパビリティー教育を行うことが必要となるだろう。

最後に学んだ内容が身に付きにくいという問題点については、教員による一方

的な知識を教えるだけの「教授型」の授業をするのではなく、イギリスやアメ

リカの教育方法のようにロールプレイや話し合い、計算や管理、調査などとい30 
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った「参加・体験型」の授業にすることで実践的に学ばせることが必要であ

る。  

このような点を踏まえながら、次章からは私たちが考える日本の金融教育に

ついての改善案を述べていくことにしたい。  

 5 

 

3 章 日本の金融教育に対する私たちの改善案の概要  

 １章で述べたように、日本の金融教育には 3 つの問題点がある。それは「授

業時間少ない」「実践的な内容に乏しい」「学習内容が身に付きにくい」である。

日本の金融教育の現状は、金融教育に費やす十分な時間の確保ができていない10 

ことに加え、用語・制度の解説が中心となっているため、実生活との繋がりを

感じにくい。こうした問題点は、実際の日常生活で使える生活スキルとしての

金融リテラシーを学ぶ上では、大変深刻な問題だと言える。  

2 章ではイギリス・アメリカの事例をもとに、日本の課題解決には「パーソ

ナルファイナンス」「生徒参加型の授業方法」「基本的な考え方の原理をしっか15 

り教える」という３つの点が役に立つのではないかと考えた。パーソナルファ

イナンスを重視するのは、生活で使える実践的なスキルが中心となっているか

らである。また日本の金融教育には、授業時間が足りないという問題点がある。

この問題に対して、学ぶ時間が少なく効率的に学べる方法を考える必要がある。

そのためには、日本の金融教育を生徒参加型の授業方法や、考え方の原理を教20 

える教育に転換する必要があるだろう。  

本章では、こうした視点に立って、私たちが考える日本の金融教育に対する

改善案の概要を述べていくことにしたい。また 4∼6 章では本章で述べた概要を

元に、その各論を展開して詳しく説明していく。  

 25 

1 節  学習する範囲を絞り込む  

 日本の金融教育において、十分な授業時間が確保されていないのが現状であ

る。これを改善するためには、学習する範囲を絞り込むことが必要であろう。  



22 

 

 「中学校・高等学校における金融教育の実態調査」（ 2014 年） 8によると家庭

科、公民分野ともに、金融教育に充てられた授業時間は、 0∼5 時間であった。

この非常に少ない時間授業時間の中で、 1 章で紹介した最低限身に付けるべき

4 分野 15 項目でさえも、そのすべてを学習することは非常に困難である。仮に

すべてを学習したとしても、各項目に費やす時間が少なくなるため生徒は学習5 

内容を十分に身に付けることはできないことだろう。そのため学習する内容を

特に重要な項目だけに絞り込み、しっかりと身に付けることを第一に考えるこ

とが重要である。（図表 3-1）は、私たちが優先して学習すべきだと考えた内容

を 3 分野 8 項目に絞り込んだものである。家計管理では、合理的な選択と家計

の収支とプランニングについて、資産運用では、資本の概念の理解、合理的な10 

資産運用の基礎、投資信託を使った資産運用ついて、消費者教育では、金融機

関と消費者の利害関係、投資信託利用上の注意点と金融トラブルについて学ぶ

内容になっている。なお詳しい内容については、 4 章（家計管理）、 5 章（資産

運用）、 6 章（消費者教育）で述べていく。  

 15 

（図表 3-1）私たちが考える 3 分野 8 項目 

分野１：家計管理 

項目 

①  合理的な選択 

②  家計の収支とプランニング 

分野３：消費者教育 

項目 

③  金融機関と消費者の利害関係 

④  投資信託利用上の注意点 

⑤  金融トラブル 

（出所 :筆者作成） 

 20 

 

                                                 
8 金融経済教育を促進する研究会「中学校・高等学校における金融教育の実態

調査」 2014 年  

分野２：資産運用 

項目 

①  資本の概念 

②  合理的な資産運用の基礎 

③  投資信託を使った資産運用 
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2 節  「浅い学習」から「深い学習」への転換  

教育学の溝上慎一氏は、学習方法には「浅い学習」と「深い学習」という 2

つの方法があるという 9。浅い学習とは、 (図表 3-2)にあるように、「記憶す

る」、「名前を上げる」「与えられた文章を理解する」など、その授業で求めら

れていることをこなすだけの受身の学習方法である。これとは対照的に深い学5 

習とは、  (図表 3-2)にあるように、考えの原理を学び、それを「身近な問題

に適用」し、「直接習っていないような離れた問題に適用する」など、考え方

の原理を応用して自ら課題解決に取り組む学習方法である。  

 

(図表 3-2)「浅い学習」と「深い学習」  10 

学習活動 深い学習 浅い学習 

・中心となる考えを理解する  

・原理と関連づける  

・身近な問題に適用する  

・離れた問題に適用する  

・記憶する  

・与えられた文章を理解する  

・与えられた問題を記述する  

  

(出所 :松下佳代編『ディープ・アクティブラーニング』 2015 年、p.46 を参考

に筆者作成 ) 

 

現在の日本の金融教育現場では、用語を解説してそれを記憶するなど浅い学

習が中心であり、それが学習内容が身につきにくい原因の１つになっていると15 

考えられる。そのために私たちは、教育方法を「浅い学習」から「深い学習」

へと転換する必要があると考えた。そのためには金融リテラシーの基本となる

考え方の原理を明らかにして、それを身近な問題に適用できるようにしていか

なくてはならない。 

次章からは、家計管理、資産運用、消費者教育の 3 分野において、重要な考20 

                                                 
9 溝上慎一「アクティブラーニング論からみたディープ・アクティブラーニン

グ」 (松下佳代編『ディープ・アクティブラーニング』勁草書房、 2015 年、所

収 ) 
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え方の原理にはどのようなものがあるか、またその原理がどのような形で生活

の問題に適用できるかを示していこうと思う。  

 

 

4 章 家計管理とキャリア形成 5 

 3 章で述べた 3 つの分野のうち、本章では家計管理について取り上げる。家

計管理に関する考え方の原理と基本概念は（図表 4-1）の通りであるが、合理

的な選択の項目は既に 2 章で述べたので、ここでは②の家計の収支とプランニ

ングについて説明していく。 

 10 

（図表 4-1）家計管理 

項目 考え方の原理 基本概念 

➀合理的な選

択  

あり得る選択肢を比較・考量し、 

最も満足度の高い選択肢を選

ぶ。 

・稀少性 ・トレードオフ 

・費用便益アプローチ 

➁家計の収支

とプランニン

グ  

家計の収支をプラスに維持する

ことで、純資産を増やしていく。 

・キャッシュフロー  ・バランス

シート 

・変動費と固定費 

・人的資本 

・ライフプランニング 

・ファイナンシャルプランニング  

    （出所 :筆者作成） 

 

1 節  家計管理のための考え方の原理と基本概念 

家計管理の考え方は、家計の収支をプラスに保ち、純資産を増やしていくこ15 

とである。そのためツールとして使われる基本概念が「キャッシュフロー」と

「バランスシート」である。  

（ 1）キャッシュフローとバランスシート  

家計管理で大切なことは、収支をプラスにして貯蓄し、健全な家計を継続す

ることである。そのためには、企業会計で用いられている「キャッシュフロー」20 

や「バランスシート」の考え方を応用することができる。「キャッシュフロー」

とは、一定期間の収入と支出の差を表している。「バランスシート」とは、ある
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1 時点の資産・負債・純資産の状態を表したものである。（図表 4-2）は家計の

理想的なキャッシュフローとバランスシートを表したものである。収入が支出  

を上回っているのでキャッシュフローに余剰が発生し、その資金を預金や投資

信託の購入に充てることができる。この結果、バランスシートの資産の部が増

加し、それに伴い純資産の部も増えることになる。このように収入が支出を上5 

回り、バランスシートが貸借一致していることが健全な家計の運営のために必

要不可欠なことである。  

しかし、キャッシュフローがマイナスの場合、つまり収入より支出が多い場

合には、不足分を借り入れで補うことになる。この結果、バランスシートの負

債の部が増え、純資産の部が減る。そのまま不健全な家計の状態が続けば債務10 

超過（=企業の場合は倒産）になる可能性が高い。このため、常にキャッシュフ

ローとバランスシートという 2 つの視点で家計の状態を把握しながら、健全な  

 

（図表 4-2）健全な家計のキャッシュフローとバランスシート  

・理想のキャッシュフロー  15 

 

  差額の 10 万円を貯金する  

 

・理想のバランスシート  

 20 

 

 

 

 

貸借一致  25 

 

 

 

（出所 :『アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書』p.130 を参考に筆

者作成）  30 

 収入  50 万円  

支出  40 万円  

 

資産の部  

 

預金  500 万円  

株式  100 万円  

負債の部  

 

借金  ゼロ  

 

純資産の部  

 

自己資金  600 万円  
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家計を維持する必要がある。  

（ 2）人的資本  

キャッシュフローをプラスにして健全な家計を維持するには 2 つの方法があ

る。 1 つ目は、収入は同じままでも支出を今よりも少なく抑えること。 2 つ目

は、今よりも多くのお金を稼ぐことである。今よりも多くのお金を稼ぐには、5 

今よりも仕事上のスキルや能力をアップして、より高い給料をもらえるように

自分の価値を高める必要がある。このことに関する基本概念が「人的資本」で

ある。人的資本は、身体的能力、知的能力、創造的能力の 3 つの要素から成り

立っている。これらを伸ばすことにより長期的な賃金アップをもたらすことが

できる。それには学校で受けた教育や、その後の勉強・訓練などが必要である。     10 

例えばアメリカでは、高卒者の平均年収は 26,208 ドル、大卒者の平均年収は

42,796 ドルであり、その賃金差は 65%もあるという 10。費用・便益アプローチ

で大学進学するか就職するかを比較すると、大学進学の便益は高卒よりも大き

な生涯賃金であり、費用は大学 4 年間の勉強に費やす労力、時間、学費である。

この費用を負担しても人的資本を高めることが将来の家計にとってはプラスと15 

なることを理解すれば、大学で学ぶことの大切さがよく分かるであろう。  

（ 3）変動費と固定費  

家計の収支をプラスにするもう 1 つの方法は支出を減らすことである。つま

り節約である。しかし節約の方法を間違えると、生活の満足度が下がるなど家

計管理の目的を見失ってしまう恐れがある。例えば、家庭においてやりがちな20 

節約の仕方は、すべての家計費を一律 10%削るというような目標を立て、それ

を実行しようとすることである。しかし、日々の生活に関連した費目（食費、

光熱費など）は、普段から注意して節約していることが多いため、あまり節約

する余地が残されていない。そこへ一律で費用を削ろうとすると、生活の潤い

がなくなり、心がますます荒んでしまう。そこで無理なく、少しの改善で大き25 

な効果が見込める費目を見つけることが重要である。例えば、自動車である。

この自動車を手放して必要な時にレンタカーを利用するだけで、保険料やガソ

リン代、メンテナンス代などを払う必要がなくなる。このような支出の多い費

                                                 
10 淺野忠克  山岡道男『アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書』

アスペクト、 2008 年、p.66 
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目を見つけ改善することにより、家計のキャッシュフローを大きくプラスにで

きる。  

そこで重要なのが「変動費」や「固定費」の区別である。「変動費」とは、食

費や光熱費、娯楽費など、日々の生活で使用する量に応じてかかる費用である。

これらは生活の中で消費した量に応じて、支払い金額が決まってくる。一方「固5 

定費」とは、家賃や住宅ローン、スマートフォンの通信費など、契約に伴い定

期的に一定の支払いが強制されているものである。この固定費が削減できれば、

自動的に毎日同じ金額の余地が生じる。したがって、家計の見直しをするため

には、例えば高い金利のまま放置していたローンがあれば借り換えや、より安

いスマートフォンの契約プランがあれば乗り換えるなど、まず、固定費の削減10 

を検討すべきである。  

（４）無理なく家計管理を行うための工夫  

一般に家計のキャッシュフローを管理するのに用いられているのが家計簿で

ある。しかし、大半の家庭では家計簿をつけるのが面倒になり、やめてしま

う。家計簿をつけることなく、このキャッシュフローをプラスにする工夫が必15 

要となる。ここでは、林總氏が提案している方法を紹介しよう 11。  

まず 4 つの封筒を用意する。そしてそれらを生活費、交際娯楽費、健康医

療費、教養費などに振り分ける。その封筒に月々の予算金額を書き、月初めに

各封筒に予算金額に見合う現金を入れておく。そして、当月分の費用はその封

筒の中の現金を使って支払いしていく。こうして毎月の変動費が予算を超えな20 

いようにするための仕組みを作り上げるのである。買い物をしたら必ずレシー

トをもらい、もしレシートがもらえなかった場合、大体の金額をメモし封筒の

中に入れておく。あとは、封筒の中の現金がなくならないようにして、 1 か月

を過ごす。もし予算が超過して、封筒の現金が足りなくなったらその時だけレ

シートを確認し、金額不足の原因を突き止める。このようにすれば、家計簿を25 

つける苦労をしなくとも、簡単に支出額を収入額内に抑えることができるよう

になるだろう。  

（ 5）ライフプランニングとファイナンシャルプランニング  

                                                 
11 林總  『貯まる生活 見えない未来にそなえる家計マネジメント』文藝春

秋、 2011 年、  p.135  
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家計管理の原則はキャッシュフローをプラスに維持することであり、これを

10 年、20 年、30 年と続けていくことが必要である。そのためには、将来の収

入と支出を見直し計画を立てることが大切である。生涯収支が赤字になれば、

バランスシートは債務超過になり、借金の重さに苦しみいずれ誰かに頼るか、

路頭に迷うことになってしまう。そうならないためにも、ライフプランニング5 

をしっかりと立てておかなければならない。  

一般的な人生を歩む場合、生涯収支のうち、支出のピークは住宅ローン返済

や子供の教育費がかさむ 30 代から 40 代にやってくる。この生涯収支を計画す

る基本は、いつ結婚し、子供を何人育て、住宅の購入をどうするかなどのライ

フイベントと、その費用を考えることである。そして、各時期の収入と支出の10 

バランスをとりながら、支出のピークを乗り切り、老後の備えをしていかなく

てはならない。このようにライフプランニングと、その土台となる生涯収支の

計算をするファイナンシャルプランニングが家計運営のためには重要となる。  

 

2 節  適用 :住宅購入に伴うキャッシュフローとバランスシート  15 

日本のほとんどの一般家庭は、少なくとも 2 回の破産危機（バランスシート

が債務超過になること）に見舞われる時期がある。それは、住宅購入と子供の

教育費が嵩む時期の 2 回である。そこで最後に、これまで述べてきた基本概念

の実生活への適用例として、住宅ローン購入に伴うキャッシュフローとバラン

スシートの実際の動きについてみてみよう。  20 

一般的な住宅購入は 30 代前半であるため、ここでは、住宅ローンを借りた

30 代前半の平均的なサラリーマンの男性を想定して説明する。彼は、 30 代前

半で既婚者である。彼が勤める会社は年俸制であり、年収は 600 万円。給料は

所得税や社会保険料を引かれた手取り額は 46 万円である。現在の貯金は 200

万円であるが、毎月 5 万円貯蓄に回している。したがって、 5 年後には貯金の25 

元本だけで 300 万円増え、合計 500 万円となる予定である。この時のキャッシ

ュフローとバランスシート（図表 4-3）のようになる。  

500 万円あれば住宅購入したいと考えたこの男性は、5 年経ったら 4,000 万

円の住宅を購入する計画を立てた。銀行の住宅ローンは購入価格の約 8 割融資

してくれる。そのため、3,200 万円程度の融資が認められる。残りの 800 万円  30 
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（図表 4-3） 5 年後のキャッシュフローとバランスシート  

・キャッシュフロー                    

 

 差額の 5 万円は貯金する。 

 5 

 ・バランスシート  

 

 

 

 純資産はプラス  10 

 

 

 

（出所：『アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書』p.130 を参考に筆

者作成）  15 

 

は自ら用意しなくてはならない。そのうち 500 万円は預金から、残りは親から

出してもらうという計画にした。返済期間は 30 年、月々の返済額は元利均等

型とすると、毎月 15 万円となる。これは今までの家賃と同じであるため、生活

レベルは変わらず毎月 5 万円ずつの貯金も続けることができると仮定しよう。 20 

住宅ローンを借りた場合のキャッシュフローとバランスシートは（図表 4-4）

のようになる（住宅ローンが 3,200 万円でなく 4,500 万円となっているのは借

入元本と利息を合計しているからである）。負債が大きく膨らみ、495 万円の債

務超過になっている。これは企業でいえば倒産状態である。しかし、家計の場

合は収入があり、毎月の住宅ローンを返済した後のキャッシュフローがプラス25 

である限り、借金は減少していくため大きな問題ない。また将来は、この男性

が昇進して、更にキャッシュフローが大きくプラスになる可能性もある。この

ため男性は 5 年後に家を購入するのは、家計の健全性を損なわないと判断し、

妻にもその計画を打ち明けた。  

今後この男性には、教育ローンを組む時期が待っている。残っている住宅ロ30 

       収入 46 万円  

支出  41 万円  （内家賃  15 万円）  

資産の部  

 

貯金  500 万円  

負債の部  

借金はゼロ  

純資産の部  

自己資金 500 万円  
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ーンに加えて、教育ローンでまた負債が膨らむ。また、子供が就職したころに

は出費は少なくなるが、今後は自らの退職した後の生活を考えなくてはならな

い。このように人生のライフイベントごとにキャッシュフローとバランスシー

トがどのように変化していくかを考えなければいけない。最終的に純資産をプ

ラスにできるようにライフプランニング及びファイナンシャルプランニングを5 

行っていくことが重要である。  

 

（図表 4-4）住宅購入後のキャッシュフローとバランスシート  

・キャッシュフロー  

 10 

 差額の 5 万円は  

貯金する  

・住宅を購入後のバランスシート  

 

 15 

 

 

 

 

  495 万円の債務超過  20 

 

 

（出所：『アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書』p.130 を参考に筆

者作成）   

 25 

 

5 章 私たちが考える金融リテラシー教育（資産運用編）  

3 章で述べた 3 つの分野のうち、本章では資産運用を取り上げる。資産運用

について私たちが絞り込んだ項目と考え方の基本概念は (図表 5-1)の通りであ

る。  30 

 

資産の部  

 

住宅  4,000 万円  

 

負債の部  

 

住宅ローン 4,500

万円  

純資産  ゼロ  

       収入 46 万円  

支出  41 万円  （内ローン返済 15 万円）  
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(図表 5-1)資産運用に関する項目と考え方の基本概念  

項目 考え方の原理 基本概念 

①  資本の概念 お金には使うと無くなって

しまうお金と、使うと増え

るお金とがある。 

・資本 

・投資と投機の違い 

⑥  合理的な資産運用の

基礎 

うまい儲け話はない。 

(自分だけが特別に他の人

より儲けることができると

考えてはいけない ) 

・効率的市場仮説・分散

投資・長期投資 

・リスクとリターンの

トレードオフ 

⑦  投資信託を使った資

産運用 

・アセットアロケーシ

ョン 

・リスク許容度 

（出所 :筆者作成）  

 

1 節  資産運用のための考え方の原理と基本概念  

資産運用に関する重要な考え方の原理のひとつは、「お金には使うとなくな5 

ってしまうお金と、使うと増えるお金がある」ということである。それに関連

した基本疑念は、「資本」「投資と投機の違い」などがある。資産運用に関する

もうひとつの考え方の原理は、「うまい儲け話はない」ということである。それ

を表した重要な基本概念として「効率的市場仮説」がある。以下ではそれぞれ

について詳しく説明していこう。 10 

（１）資本  

資本とは、価値あるものを生みだす元手となるものを指す言葉である。例え

ば今自分が持っている 1 万円を洋服を購入するために使ってしまうと、洋服を

得る代わりに 1 万円はなくなってしまう。しかし、洋服を我慢し 1 万円を使っ

て株式を購入すれば、そのお金は企業の事業活動に充てられ、事業が成功すれ15 

ば、売上や利益が増加して株主には 1 万円以上の金額が返ってくる可能性があ

る。このようにお金は、資本として使えば、今現在持っている以上に価値を増

やすことができる可能性を秘めているのである。  

この資本という考え方は、資産運用を行う上で非常に重要となる。お金を「使

う」ではなく、「資本として利用」すれば、より大きなリターンとして自分に還20 

元されることを十分に理解していれば、目先の利益に捉われず、長期的で堅実

な運用を行うことができるのである。  
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また、資本を理解することにより、「投資」「投機」の違いを把握することが

できる。投資したお金は資本として使われるので、より大きな価値を産み出し、

投資家全員が利益を得る可能性のある Win-Win の関係を構築し、社会的な富

を増大することができるプラスサム・ゲームである。これに対して、FX などに

代表される投機は、誰かが得した分だけ別の誰かが損するというゼロサム・ゲ5 

ームである。日本では株式投資を「投機」と混同して嫌がる傾向があるが、そ

うならないためにも資本という概念をしっかりと理解しておく必要がある。  

（２）効率的市場仮説  

資産運用に関する 2 つ目の考え方の原理は「うまい儲け話はない」というこ

とであり、それに関連した基本概念が「効率的市場仮説」である。競争的な市10 

場では、割安な銘柄があっても、多くの投資家がこの機会を逃さず購入しよう

とするため、たちまち株価は上昇して適正な株価に収束する。反対に割高な銘

柄があった場合、多くの投資家はその銘柄を売却して利益を得ようとするため、

たちまち株価は下落して適正な株価に収束する。その結果、株価は利用可能な

全ての情報を反映し適正価格がつくため、割安・割高の銘柄を見つけることや、15 

意図的にタイミングを見計らって利益を上げることは不可能であるという考え

方である。実際の実証分析からも市場はほぼ効率的である 12とされていること

から、短期投資やタイミングを見計らった投資は効率的ではないと考えられる。 

（３）分散投資  

効率的市場仮説によれば、割安・割高な銘柄を見つけることは非常に難し20 

い。そこから出てくる一つの考え方が、特定の銘柄を選択する代わりに、全て

の銘柄に「分散投資」するべきだというものである。 

 また、株式や債券のように、価格変動の相関が低い資産を組み合わせて運用

すると、さらにリスクを低くすることができるというメリットがある。特定の

銘柄に集中投資を行うと、その銘柄に万が一のことがあった場合多大な影響を25 

受ける。「卵は一つのカゴに盛るな」という資産運用の格言があるように、特

定の銘柄に集中投資をするのではなく、投資対象を複数とし、リスクを分散さ

せることが重要である。  

                                                 
12 竹川美奈子『新・投資信託にだまされるな！』ダイヤモンド社、2014 年、

p.72 



33 

 

（４）長期投資 

「効率的市場仮説」から出てくる２つ目の考え方は、「長期投資」である。

株価は利用可能な全ての情報を反映し適正価格がついているため、割安・割高

の銘柄を見つけるだけでなく、タイミングを見計らって売買をし、利益を上げ

ることはほとんど不可能である。そのため、短期投資やタイミングを見計らっ5 

た投資ではなく、長期投資を行うことが合理的だと考えられるのである。  

 また、長期投資の有効性は複利の観点からも説明することができる。複利で

長期運用を行うことにより雪だるま方式で利益が増加する。年数が経てば経つ

ほどリターンが大きくなっていくため、長期投資は複利の力を最大限に発揮す

ることができる投資方法であるといってもよい。長期投資は複利の長所を最大10 

限に活かしつつ、合理的に投資を行うことができる方法なのである。  

（５）合理的な運用方法  

さらに長期投資・分散投資を組み合わせることにより、合理的な投資を行う

ことができる。 (図表 5-2)は 1 年、 5 年、 10 年、 20 年の期間別に、国内株式、

国内債券、外国株式、外国債券に分散投資を行った結果を表している。どの資  15 

 

(図表 5-2) 各資産と分散ポートフォリオの運用結果  

 

(出所 :「わたしのインデックス」の HP を参考に筆者作成 ) 
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産においても投資を開始してから 1 年後はリターンの振れ幅 (リスク )が非常に

大きく、元本割れを起こすケースも少なくはない。しかし、 5 年、10 年と長

期的に保有するとリターンの振れ幅が小さくなると共に元本割れのリスクが減

少していることが分かる。特に日本株式・外国株式は保有して 1 年ではリタ

ーンの振れ幅が大きく元本割れのリスクも生じるが、 20 年間保有すると、ほ5 

とんどの場合プラスのリターンとなっている。  

また、各資産を組み合わせた分散ポートフォリオは、分散投資を行うことに

よって更にリスクを軽減しているため、元本割れのリスクも小さく、安定した

利益を上げることができる。  

以上のことから、タイミング投資や一つの銘柄に集中投資するのではなく、10 

分散・長期投資を組み合わせ、堅実な運用を心掛けることが重要である。  

（６）リスクとリターンのトレードオフ  

効率的市場仮説が出てくる 3 つ目の重要な考え方は「リスクとリターンはト

レードオフ」である。市場が効率的であればローリスクでハイリターンとなる

ような都合の良い金融商品は存在し得ない。トレードオフとは、一方を追求す15 

るためには他方を犠牲としなければならないことを指す言葉である。つまりロ

ーリスクを求めるのであれば、リターンを犠牲にしてローリターンとならざる

を得ないし、ハイリターンを求めるのであれば、リスクを犠牲にしてハイリス

クとならざるを得ない。このように、常にローリスク・ローリターンかハイリ

スク・ハイリターンの金融商品しかないと考えた方がよい。そうでなければ資20 

産運用に過度の期待を抱いたり、うまい儲け話に騙されて金融詐欺の被害に遭

う可能性があるだろう。ハイリスク・ローリターンという都合の良い金融商品

は存在せず、リターンに見合ったリスクが伴うことを理解することが重要であ

る。  

 25 

2 節  適用～老後のための資産運用～  

ここでは基本概念で得た知識を身近な問題へ「適用」する形で、資産運用に

ついてより具体的に深く学ぶことにする。  

（１） A さんの最適な運用方法 

資産運用では、人にはそれぞれ、年齢や収入に応じて適した運用方法がある。30 
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ここでは架空の人物、 A さんのケースを参考に、合理的に運用するための具体

的な方法について述べていく。 

A さんは大手の会社に勤務する 20 代半ばの男性とする。現在の年齢から考え

ると、A さんは退職まで約 40 年あり、年齢を重ねるごとに収入が増えると考え

られる。 A さんは現在から退職までの期間資産運用を行い、老後のための資金5 

確保を狙う。退職後は年金中心の生活になることから、投資信託を使った分散・

長期投資により資金を確保することができなければ、老後の生活を豊かにする

ことは難しくなる。また、平日は会社に勤務しているため資産運用に関する時

間を確保することができないことから、あまり手間のかからない投資信託で運

用することにする。 10 

（２）老後のための投資の手順  

老後のための運用をするためには適切な手順を踏むことが重要である。  

はじめに、「老後までにいくら必要か」という具体的な目標を立てる。退職

後、何をしたいか、何を買いたいかなど具体的に必要となってくる金額を計算

し、老後必要となってくる金額を計算することが求められる 13。具体的な年数15 

と目標額を設定することにより、ゴールまでの見通しがつき、計画的に投資す

ることができる。  

次に、自分の現状を把握し、積み立てプランを作成する。プランは、現在手

元にあるお金を運用した額に加えて、現在の収入で積み立てることができる金

額で考えるのが基本である。しかし A さんの場合、まだ若くこれから給料が20 

上がっていくので、将来昇給したときに増やせる金額を考えておくべきであ

る。つまり年齢を重ねると収入は上がることまで見通した上で計画を立てるの

である。  

老後という目標に向けた計画を作成した後は、分散・長期投資の考えに従っ

て運用を行う。そのためには自分のリスク許容度 (後述 )に適した分散ポートフ25 

ォリオになるようアセットアロケーション (後述 )を行う。その際にはコストを

抑えるためにインデックスファンドを選択し、商品はインターネットから購入

することが望ましい。  

                                                 
13 これは 4 章で述べたライフプランとファイナンシャルプランの応用であ

る。  
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老後に向けた長期の投資信託を運用する上では、自分自身の心構えも必要と

なってくる。短期ではリスクのブレ幅が大きいが、長期的に見れば安定して増

えると分かっていても、短期で大きな損を出した時、多くの人々は損に耐えら

れなくなり、途中で運用をやめてしまう。あくまでゴール地点は退職後であ

り、長い期間が必要であるということを忘れてはならない。短期で元本割れを5 

起こしても焦らず、投資を継続し、長期的な目で見て利益を得るという心構え

が必要となる。  

（３）アセットアロケーションとリスク許容度  

①アセットアロケーション 

老後のための資金運用を行う際に必要となる基本概念の 1 つが「アセットア10 

ロケーション」である。アセットアロケーションとは、複数の異なる資産への

投資比率を決めることをいう。アセットアロケーションの対象となる資産は

多々存在するが、ここでは日本株式、日本債券、海外株式、海外債券の 4 資産

を組み合わせ、分散ポートフォリオを作成するという例で考えていこう。  

一般的に株式は価格変動リスクが高い傾向があるためハイリスク・ハイリタ15 

ーン、債券は価格変動リスクが低い傾向にあるためローリスク・ローリターン

の資産である。それぞれリターンの動きの相関が低いため、株式と債券を組み

合わせることによってリスクを減少させることができる。また、日本と海外の

資産を組み合わせることにより、更に分散投資の効果を大きくすることが可能

となる。国内投資のみの投資信託を利用した場合、日本が不況に陥った際に多20 

大な影響を受けるが、世界各国の株式の価格変動の仕方は異なるため、国内外

に投資していれば万が一のリスクを軽減することができるのである。また、長

期的に見れば世界の経済は比較的安定している。しかし多くの一般人には、海

外の金融資産に不安を感じ、自国の資産にばかり投資してしまうホームカント

リー・バイアス（自国偏重）がある。外国よりも自分の国のほうが安全のよう25 

に感じられるとしても、国内株式・債券のみで運用することも大きなリスクが

伴うということを忘れてはならない。投資対象を広く、国内外にグローバルな

投資を行い、日本・海外の株式・債券に分散投資することにより、合理的な資

産運用を可能にするのである。 

②リスク許容度 30 
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具体的に各資産にどのような割合でアセットアロケーションするかというこ

とを考える際に重要なのが、「リスク許容度」である。老後のための運用には

この考え方も非常に重要となる。リスク許容度とは、資産運用にあたって、自

分が負担することのできるリスクの大きさのことである。  

このリスク許容度は、その人の性格、投資期間、金融資産の額などによって5 

変わってくる。リスクを取り、それに応じた高いリターンを期待したい場合は

株式の割合を多くする。リスクを抑え、より堅実に運用したい場合は、比較的

リスクの少ない債券の割合が高いポートフォリオの商品を選択する。このよう

に自分のリスク許容度に応じたポートフォリオを選択することが重要である。

ちなみに A さんの場合は、まだ年齢も若く約 40 年近い長期の運用ができるた10 

め、リスク許容度は大きくても良いだろう。  

(図表 5-3)は、リスク許容度に応じたアセットアロケーションの例を表して

いる。日本債券の割合が高い安定型、株式や REIT の割合を少し増やした安定

成長型、少し高めのリターンを追求する成長型、積極的にリターンを追求する

積極型などがあるが、自分のリスク許容度によって国内外の株式と債券の割  15 

 

(図表 5-3) リスク許容度に応じたアセットアロケーションの例  

 

（出所 :「東京スター銀行」のホームページ 14 ）  

                                                 
14 「知る・わかる・楽しむライブラリー」

http://www.tokyostarbank.co.jp/education/topics/20150817/ index.html  
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合を調節し、アセットアロケーションする必要がある。  

（４）最適なポートフォリオ  

 以上のアセットアロケーション、リスク許容度を参考に、最適な老後のため

の資産運用を考えていく。 A さんの場合、現在 20 代半と若いため、多少リス

クを取った運用ができる。そのため、最適なポートフォリオは積極型である。    5 

A さんの場合は積極型が望ましいが、人によって、また年齢によってもリスク

許容度は大きく変化する。従って自分の背丈に合ったリスクを取り、最適なポ

ートフォリオを見つけ出すことが重要となる。  

 

 10 

６章 金融機関における投資信託のセールスとその問題点  

 本章では 3 章で述べた 3 つの分野のうち消費者教育について取り上げる。消

費者教育について私たちが選んだ項目、基本概念は (図表 6-1)にある通りであ

る。また本章ではケース・スタディとして、実際に仙台市内 12 の金融機関に行

ってどのように投資信託のセールスがなされるかを調査し、その結果に基づい15 

てそこにある消費者教育上の問題点についても考察していくこととしたい。  

 

（図表 6-1）消費者教育  

項目  考え方の原理  基本概念  

①  金 融 機 関 と

消 費 者 の 利

害関係  

消費者は売り手よりも弱い立場

にあるため、不利な取引をさせら

れないように賢い消費者となる

必要がある。  

・情報の非対称性  

・エージェンシー問題  

・適合性の原則  

②  投 資 信 託 利

用 上 の 注 意

点  

・アクティブファンド

とインデックスファン

ド  

③  金 融 ト ラ ブ

ル  

・リスクとリターンの

トレードオフ  

・適合性の原則  

・第三者への相談  

(出所 :筆者作成 ) 

 20 

１節 消費者教育のための考え方の原理と基本概念  

消費者教育における考え方の原理は、販売する側と比べて弱い立場にある消
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費者は、自分の意に反して不利な取引をさせられることのないように、賢い消

費者となるべきだということである。そこで基本となる概念には「情報の非対

称性」「エージェンシー問題」「適応性の原則」などがある。まずこれらの基本

概念から説明していこう。  

（１）情報の非対称性  5 

 「情報の非対称性」とは、商品の買い手である消費者と、売り手である販売

者とでは、保有する情報量に格差があることを指す。こうした状況は、金融商

品を販売する金融機関と、それを購入する消費者の間にも存在する。例えば、

投資信託について、金融機関は豊富な情報と経験を持っているが、私たち消費

者はそうでないケースが多いだろう。  10 

（２）エージェンシー問題  

 この情報の非対称性が引き起こす問題の 1 つとして、エージェンシー問題が

ある。専門的知識や技術を持たない者が業務を専門家に委託する時、この委託

する人 (プリンシパル )と委託される人 (エージェント )の関係を「エージェント関

係」という。例えば、投資について知識を持たない消費者が金融機関に相談す15 

るという場合、消費者が委託者で金融機関がエージェントとなり、その２者の

関係がエージェント関係となる。この時、本来であればエージェントは委託者

の利益を優先する行動を取らなければならない。しかしエージェントは、委託

者よりも知識を多く有している (情報の非対称性 )ため、本来委託者の利益のた

めに行動すべきエージェントが、プリンシパルに気付かれない形で自分自身の20 

ために行動することがあり得る。これを「エージェンシー問題」という。  

（３）適合性の原則  

 適合性の原則とは、金融商品に関する知識が乏しい人や投資経験が無い人、

資産状況が芳しくない人に対して高リスクな商品を勧めることを禁止する規制

である。これは金融商品取引法の第 40 条が根拠条文になっており、そこでは25 

顧客属性に照らして、不適切な商品・取引については、(いかに説明を尽くした

としても )そもそも販売・勧誘を行ってはならない、という行為規制だと説明さ

れている 15。金融機関に行き過ぎた行為があった場合、消費者は地域に設置さ

                                                 
15 コトバンク“適合性原則”

https://kotobank.jp/word/%E9%81%A9%E5%90%88%E6%80%A7%E5%8E%9
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れている消費生活センターで相談することが出来る。消費生活センターには実

際に、「高齢で寝たきりの父がハイリスクの海外投資信託に数千万円を投資し、

多額の損失が出ていることが分かった。契約当時は既に判断能力が不十分だっ

たので、騙されたのではないか」というような内容の相談 16が幾つもあり、こ

れらは適合性の原則に反していると言える。このように、金融商品の購入はあ5 

くまでも自己責任であるが、金融機関側のリスクの説明が不十分であるなど、

不当な勧誘を受けた場合には、適合性の原則という規制により救済措置が受け

られることを知っておくことが消費者として重要である。  

（４）消費者教育の必要性  

 個人が金融機関を利用する場合にも、個人と金融機関の間には情報の非対称10 

性が存在する。つまり、先に述べたエージェンシー問題が起こり得る状態であ

る。 2 節で詳しく述べる投資信託を例に取ってみても、一般の個人は資産運用

の知識が乏しいため、運用の内容は専門家任せとなってしまう。このため販売

者は自分に好都合な商品を売ることになる。そうなれば、個人は本来得られた

はずの資産よりも少ない資産しか得ることが出来ない可能性が高くなる。これ15 

では金融教育が目指す個人のよりよい生活 (well-being)を達成することが難し

くなる。それを防ぐため、消費者である個人もある程度の知識を持ち、情報の

非対称性を緩和させる努力をすることが必要となる。そうすることでエージェ

ンシー問題を最小限に抑えることができ、消費者にとっても大きな利益となる。

つまり個人がよりよい生活を目指すためには、最小限の知識を備えた賢い消費20 

者になることが必要であり、そのために消費者教育が必要とされるのである。  

 

2 節  投資信託と購入上の注意点  

個人が資産運用するための有効な手段の 1 つとして投資信託がある。本節で

は、この投資信託について簡単に説明した上で、消費者教育の観点から見て投25 

資信託を購入する際にはどのような点に気を付けるべきかを考えていこう。  

（１）投資信託  

                                                 

F%E5%89%87-183575 
16 国民生活センター“投資信託 ” 

http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/tousin.html  
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①概要  

投資信託とは、複数の投資家から集めたお金を一つの大きな資金にまとめ、

運用の専門家が国内外の株式や債券などに投資・運用し、これによって得られ

た収益をそれぞれの投資額に応じて分配する仕組みの金融商品であり、単に投

信やファンドと呼ばれることもある。投資信託は多くの投資家の資金をまとめ5 

て運用するため少額から投資が可能であるとともに、少額では難しい分散投資

も簡単に行うことができ、運用に際しては、投資信託委託会社が効率的に資金

を運用するため専門家の運用ノウハウを活用することが出来るなどのメリット

がある。投資信託は株式や債券など値動きのある証券に投資することから、元

本を保証する金融商品ではないが、運用対象や運用手法により、安全性を重視10 

して運用する投資信託から、積極的にリスクを取りつつ収益性を追求するもの

まで多くの種類があり、個人のライフプランやリスク許容度に合った商品を選

択することが出来るという便利な商品である。  

②販売手数料と信託報酬  

しかし投資信託を購入する際には、まずコストに注意を払う必要がある。投15 

資信託で資産を運用するコストとしては、購入時に販売手数料が掛かる商品が

あるほか、運用期間中は運用・管理の代行手数料として信託報酬を支払う必要

がある。販売手数料は、同じ商品を扱っていても販売する金融機関が違うと全

額が変わってくるので、しっかり情報を収集する必要がある。信託報酬は毎年

必ず掛かる費用であり、そのコストは運用全額の 0.5～ 2％程度と僅かのように20 

思えるが、長期投資となると信託報酬の差で運用成果が大きく変わるので、投

資の際には予め調べておく必要がある。また長期運用では、税金もコストとし

て掛かってくるため対策が必要となる。最近では NISA（少額投資非課税制度）

や DC（個人型確定拠出年金）という税制優遇の仕組みが整ってきているので、

それらを活用するとコスト削減につなげることが出来る。この点も賢い消費者25 

として行動するには必要な知識である。  

④  アクティブファンドとインデックスファンド  

以上の点も踏まえながら、実際に投資信託を選ぶ際に知っておくべきことはア

クティブファンドとインデックスファンドの違いである。これは 3 節で詳しく

述べるように、金融機関の窓口でセールスを受ける際に特に注意すべきことと30 
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なる。アクティブファンドとは、運用担当者の腕により市場平均を上回るリタ

ーンを目指すものであり、インデックスファンドは日経平均株価などの市場平

均に連動した運用成果を目指すものである。アクティブファンドは投資する銘

柄を運用担当者が選定するため、信託報酬つまりコストが割高となる。それに

対してインデックスファンドはあくまでも市場平均のリターンを目指すため、5 

機械的に銘柄が選択されることで信託報酬つまりコストも低く抑えられる。た

だ、アクティブファンドの方がインデックスファンドよりも運用成績が良いの

であれば、こうしたコストの格差も大きな問題とはならないだろう。しかし現

実はそうではないのである。 (図表 6-2)にあるように、2003 年から 2012 年の

間にインデックスファンドを上回ったアクティブファンドの割合は、2005 年と10 

2009 年の 2 回を除き 50％を下回っている。このように実際にはインデックス

ファンドよりも良い運用成果を出すアクティブファンドは多くないのである。

その理由は 4 章で述べた「効率的市場仮説」である。つまり、収益機会を求め

て多数の投資家が競い合っている市場では、たとえ専門家であっても特別な収

益を上げることは難しいのである。さらにアクティブファンドは信託報酬が高15 

いため、長期運用になるほど手数料差引後の運用成績はインデックスファンド  

 

(図表 6-2) インデックスファンドを上回ったアクティブファンドの数  

 

（出所 :竹川美奈子『新・投資信託にだまされるな！』 2014 年、p.72）  20 
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に劣る傾向がある。  

（２）消費者教育の観点から注意すべきこと  

 以上のように、投資信託を購入するときはコスト (特に信託報酬 )に気を付け、

そのコストが低いインデックスファンドを中心に選択すべきである。しかし「情

報の非対称性」「エージェント関係」が存在する場合には、金融機関は自らの利5 

益を優先してコストの高いアクティブファンドの購入を勧めるかもしれない。

実際に、金融教育が進んでいるアメリカと比べると、日本でよく売れている投

資信託の内容には大きな違いがある。 2015 年の日本経済新聞  によると、アメ

リカの売れ筋投資信託の上位５つのうち４つはインデックス型でアクティブ型

は１つのみであり、上位５つの信託報酬の平均は 0.28%であった。それに対し10 

て日本では、売れ筋投資信託の上位５つは全てアクティブ型、上位５つの信託

報酬の平均は 1.52%とアメリカに比べてかなり高コストとなっている。実際に

このコストで４資産（日本株、日本債券、外国株、外国債券）に分散投資し運

用（毎月３万円を４資産に 25%ずつ積み立て）した場合、35 年で運用結果には

約 900 万円の差がつくという。また、アメリカでは売れ筋投資信託は毎年あま15 

り変わらないのに対して、日本では上位の入れ替わりが激しく、何年にも亘っ

て上位である商品が少ない。これはその時々で関心が高まるテーマの投資信託  

 

（図表 6-3）日本とアメリカの運用管理費の推移  

 20 

(出所 :日本経済新聞電子版「投信もガラパゴス  高コストの日本流」 ) 

 

が多く購入されているためで、結果として消費者は既に価格が上がっている商

品を購入していることが多い。また、日本での信託報酬の平均は年々上昇して

いるのに対し、アメリカでは投資信託に掛かる諸手数料は年々低下している (図25 
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表 6-3)。これはアメリカの賢い消費者が金融機関と対等な力をつけて、自分た

ちに有利な、より良い商品の流通を促していった結果だと思われる。これは 1

章で述べた「健全で質の高い金融商品の供給を促す金融リテラシー」の 1 つの

例だと言えるだろう。日本においてもこうした賢い消費者を育てる消費者教育

が求められる。  5 

 

3 節  ケース・スタディ～金融機関で投資信託の説明を聞く  

 投資信託を購入する場合には、消費者教育の観点から見ると以上のような注

意点があった。では実際日本の金融機関の窓口ではどのようなセールスが行わ

れているのだろうか。その点について調査するために、私たちは実際に金融機10 

関に赴き投資信託の説明を受けることにした。具体的な調査の方法は次の通り

である。  

（１）調査の概要  

調査方法：下の 12 の金融機関（支店）に行き、投資信託についての説明を聞い

た。投資対象は国内外の株式・債券・REIT 等とする。そして各調査員が貰った15 

チラシや勧められた商品をもとに、セールスの傾向を調べた。  

調査期間：2016 年 6 月 22 日～ 2016 年 7 月 5 日  

調査員  ：3 年生 12 人  

対象金融機関：七十七銀行、仙台銀行、荘内銀行、杜の都信用金庫、三井住友

銀行、東京三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、大和証券、SMBC 日興證券、野村證券  20 

（２）調査結果  

 調査員 12 名が受け取った投資信託のチラシや窓口でおすすめを尋ねた際に

紹介された商品は合わせて 31 種類であったが、そのうち一般個人に向いてい

るインデックス型の商品は 8 種類のみであったのに対し、アクティブ型の商品

は 21 種類であった (図表 6-4)。つまり、金融機関が積極的に販売しようとして25 

いる投資信託の 7 割以上はアクティブ型だということである。また、これらを

信託報酬で比較すると、勧められたインデックス型の商品の信託報酬は平均し  

(図表 6-4) 金融機関の窓口で勧められた投資信託の内訳  

 インデックス型  アクティブ型  ラップ型  
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目立った (勧められた )商品  8 21 2 

信託報酬 (平均 ) 0.56％  1.57％  3.13％  

(出所 :調査資料を基に筆者作成 ) 

 

て 0.56％、アクティブ型の商品の信託報酬は平均して 1.57％であった。実に

1％以上の差がついている。先にも述べたが、この１％の差は長期投資を行った

際に顕著に表れる。例えば、 1,000 万円を 0.56％と 1.57％のコストで 30 年運5 

用した場合、ともに年間 5%ずつ資産が増えたとするとコストの合計は 0.56％

の場合は 396 万円だが 1.57％の場合だと 1,110 万円となり、約 1%の差で 714 万

円もの差がつく。さらに、最近証券会社各社が販売に力を入れているラップ型

の投資信託が 2 つあり、この場合だと手数料が 3%にも上がるため、 1,000 万円

を 30 年運用した場合は合計で 2,122 万円もの費用がかかってしまう。 0.56％10 

の場合と比較すると実に 1,726 万円の差である。このように信託報酬や手数料

は見逃せないコストであるにも関わらず、一般個人は知識の乏しさから金融機

関に有利な高コスト商品を勧められていることが分かる。  

調査員が勧められた投資信託のうち、アクティブ型の投資信託は信託報酬が

1.5％前後のものが多く、販売手数料も 2～ 3％と高コストであった。中にはラ15 

ップ型の商品も幾つか含まれていた。しかしながら、販売手数料や信託報酬に

ついての詳しい説明を受けた調査員はほとんどおらず、チラシでも費用に関し

て大きく目立つように取り扱われているものは少ない。また、勧められたもの

には毎月分配型の商品が多く、分配金があることを売りにしている金融機関も

多かった。後に詳しく述べるがここにも幾つかの問題がある。これに対してイ20 

ンデックス型の投資信託は信託報酬が 1％未満のものがほとんどで、販売手数

料は掛からないものも存在した。また調査員がインデックス型の投資信託を勧

められた金融機関では、アクティブ型とインデックス型の違いを説明している

場合が多く、逆に調査員がアクティブ型の商品ばかりを勧められた金融機関で

は、ほとんどアクティブ型とインデックス型の説明をされておらず、チラシに25 

もそれらに関する記述が少ないことが分かった。また、アクティブ型の商品で

あってもインデックス型の商品であっても「売れ筋である」ということを理由

に勧められることが多く、それは特にアクティブ型の商品と毎月分配型の商品
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でよく見られた。その他、多くの金融機関で NISA 口座の開設を同時に勧めてい

るということも分かった。 

（３）調査結果より分かる現状の問題点  

①金融機関に所属するファイナンシャルプランナーの問題  

 今回の調査結果から、投資の初心者が金融機関に勧められる商品は 7 割以上5 

が一般個人の資産形成には向かないアクティブファンドを中心とした商品であ

ることが分かった。その原因としては、資産形成のアドバイザーであるファイ

ナンシャルプランナーのほとんどが金融機関に雇われている者であることが挙

げられる。現在の日本では、投資信託を購入するために専門家のアドバイスを

求める際には、銀行や証券会社に行く人がほとんどである。これは日本に独立10 

系のファイナンシャルプランナーが少ないことと、金融機関がテレビ CM や広

告等で投資信託の宣伝を積極的に行っていることが要因として考えられる。し

かし、いざ金融機関に相談に行った場合、対応するファイナンシャルプランナ

ーはその金融機関の社員であるため、相談に来た個人の利益よりも、まず金融

機関の利益を優先させるというエージェンシー問題が発生することが懸念され15 

る。調査結果からも、インデックスファンドの方がコストも低く抑えられ初心

者に向いているとしても、手数料の高いアクティブファンドを販売した方が金

融機関にとっての利益は高くなるため、積極的に購入を勧めている実態が明ら

かになった。消費者は事前に投資信託についての金融リテラシーを蓄えていな

い限り、窓口で懇切丁寧に投資信託の説明を受けてアクティブファンドを勧め20 

られれば、それが良い商品であると感じ、割高な信託報酬であったとしても気

付くことがないと思われる。  

②毎月分配型を勧められる  

 調査員が説明を受けた際に「売れ筋商品」として勧められたものに「毎月分

配型」がある。これは、投資の結果として資産が殖えるほかに、毎月幾らかの25 

分配金がもらえるというものである。「投資は結果が出るまでに時間が掛かり、

資産が増えていく実感がわきづらいが、毎月分配型であれば毎月ちょっとした

お小遣い程度にお金が入ってくる楽しみがあり、投資を続けるインセンティブ

になる」というセールストークで、いかにも良い商品であるように勧められる。

しかし実際は毎月の分配金を出すために元本を削っている場合があるため、得30 
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をしている訳ではなく、決して有利な商品であるとは言い切れない。しかし、

その毎月決まった分配金に惹かれて毎月分配型の商品を購入する投資家は少な

くないため、金融機関に有利なアクティブ型の毎月分配型商品が多く販売され

ているのである。ある金融機関では、窓口で説明を聞いている最中に売り上げ

上位のランキングを見せてもらうと、上位 5 つのうち 4 つがこの分配型商品で5 

あった。  

③人気の投資信託を勧められる  

また、多くの金融機関で「一番人気の投資信託である」ことを理由にその投

資信託を勧めているケースが多かった。本来は個人の資産形成を目的に投資信

託を行うのであるから、人それぞれが自分のライフプランやリスク許容度に合10 

わせて商品を選ぶべきであるのだが、特に初心者が投資信託を始める際には「み

んなが買っている商品なら安心」という心理が働くために、アクティブファン

ドを大々的に売り出し「一番人気の商品」として多く購入を勧めているとも考

えられる。先に述べた分配型の商品は、多くの投資家に購入されているため人

気商品として売り出されていることも多い。その結果として、高コストの商品15 

や購入者のライフプランには合わない商品が販売されている。  

 加えて、調査員が実際に窓口で話を聞いた感想として「親切に対応された」

と言う者が多かった。日本において窓口の親切な対応は珍しいことではないが、

その親切な対応のお陰で、投資家の事を真摯に考えてくれていると感じ、よも

や高コストで消費者よりも金融機関側に利益の多い商品を勧められているとは20 

思いにくくなるのではないかとも感じた。  

 以上より、投資の初心者で専門的知識に乏しい初心者が相談のために金融機

関を訪れることは、一見して正しい行動に思えてもそれで安心してはいけない。

普段利用しているから、大手であるから、といった理由で信頼して相談に行っ

ても、実は高コストで金融機関側に利益のある商品を勧められているという「エ25 

ージェンシー問題」が発生している可能性もある。消費者はまずそのことにつ

いて知っておくことが重要だ。そして、初心者が投資の前に専門家に相談する

にしても直接利害関係のない第三者（＝独立ファイナンシャルプランナー）に

頼ることが大切である。第三者に自分が本当に購入すべき投資信託を選定して

もらうことで、自分のライフプランに合った商品を購入することができ、金融30 
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機関の販売戦略に乗せられて不要な手数料を払わされる可能性も減らせるだろ

う。  

 

 

おわりに 5 

 

 本論文では、日本の金融教育が抱えている問題を明らかにし、その改善案を

提案した。日本の金融教育の１つ目の問題点は、授業時間が少ないことであっ

た。これに対して、学習内容を特に重要な 3 分野 8 項目に絞り込むことで少な

い時間でも教えられるような工夫をするべきだと考えた。２つ目の問題点は、10 

政経などの授業でパブリックファイナンスを中心とした金融教育が行われてい

るものの、実践的な内容が乏しいことであった。これに対して、先進的な金融

教育が行われているイギリスやアメリカを参考にしながら、パーソナルファイ

ナンスを中心とする学習内容を導入することで、より実践的な金融教育に変革

していくべきであると考えた。３つ目の問題点は、学習内容が身に付きにくい15 

ことであった。これに対しては、与えられた学習内容をこなすだけの「浅い学

習」から、考え方の原理を教えることで、自分で考える力や、あらゆる場面で

原理を応用し対処することの出来る能力を養う「深い学習」へと転換すべきで

あると考えた。これにより、短い授業時間でも身に付きやすい教育を行うこと

が可能であると思われる。  20 

 具体的には、「家計管理」「資産運用」「消費者教育」の分野に絞って、そこで

必要となる考え方の原理とその基本概念をまとめ、それらの生活上における適

用を具体的に述べてきた。こうした学習方法により、健全な家計を維持するた

めの適切な意思決定を行うことの出来る能力や態度が現状より身に付くように

なると考える。  25 

また本論文では、金融教育の消費者教育としての側面を取り上げ、実際に金

融機関に行って投資信託のセールスの実態を調査分析した。その結果、金融機

関は必ずしも消費者の利益を優先して行動している訳ではなく、金融機関との

取引にあたっては、個人が金融に関する知識を持ち賢い消費者となることが必

要であることを明らかにした。それが延いては個人の良い暮らし (well-being)30 
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を実現する上でも重要になるであろう。学校教育の時点でこういった理解がな

されることが、より早い時点で賢い消費者を育てるきっかけとなり、将来的に

は消費者の立場を改善し、日本の金融市場に流通する金融商品の淘汰を促すこ

とで、より健全で質の高い金融市場が形成されていくと期待したい。  

 5 
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