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要約  

日本全体としてリスク性資産への投資が NISA に代表されるように促進されている。こ

うした環境において、金融資産を多く保有しているのは生産年齢層ではなく、意外にも高

齢者であった。高齢者の生活は、公的年金に大きく依存しており、そうした環境にありな

がら最も金融市場の影響を受ける。こうした状況にある高齢者にとって望ましい金融資産

選択とポートフォリオを研究した。 

まず金融資産選択の判断材料としてリスクヘッジを掲げた。高齢者の消費は可処分所得

とリスク資産への投資リターンで構成される収入の和によって左右され、それらの収入の

和を保つことによる消費の平準化で効用を高められる。そこで可処分所得と金融資産のリ

ターンが逆相関になることをリスクヘッジと考えた。可処分所得と複数の金融資産の共分

散を調べた結果、日本国債、米国債、米国株が逆相関であり、これらの金融資産がリスク

ヘッジに適していると判断した。さらに、これらの金融資産のポートフォリオを算出する

モデルとしては、二次効用関数を二期間で用い、日本国債、日本株、米国債、米国株の四

財のポートフォリオを構築した。その結果、日本国債と外国株は今よりも保有比率を大き

くするべきだという結論が導かれた。 

以上の分析結果から、高齢者の金融資産をより安定したリターンが得られるように政策提

言を行う。資産比率を最適ポートフォリオに近づけることを考えるが、現状のポートフォ

リオに比べ少なかった日本国債と米国株に投資を促すというものが効率的であると考え

た。この手段として本稿では現在の NISA の改良を提言する。運用対象商品に国債・米国

株も含め、米国株保有者には外国税額控除を付けること、日本国債や米国株の保有比率が

一定に達した 60 歳以上の高齢者に対しては非課税期間を延長し永年とし、生前に株式や

債券を全て売却することなく子孫に譲渡した場合は、その代も永年とすること、そして、

配当金の振込み・再リスク資産への投資を含め、リスク資産への投資におけるすべてのサ

イクルを一つの非課税口座で行えるようにすることなどを定めた。制度面での障壁を減ら

し、より簡便化することで NISA での資金運用、日本国債・米国株への投資を促進する。

以上が、分析に基づいて我々が提言する政策である。 

キーワード：高齢者、最適ポートフォリオ、リスクヘッジ 
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はじめに 

 アベノミクス。日本国民であれば知らない者はいないと言えるほどに大きなインパクト

を残している。長年の円高からの急速な円安や日経平均株価の上昇など、日本の経済、金

融には大きな変化が生まれた。日本は長きに渡りデフレ環境にあり、投資は促進されず現

預金での貯金は合理的選択であった。2014 年 6 月に麻生太郎財務相が「どこの国に 880 兆

円のカネを現預金で持っている国があるのか。ふざけた話じゃないか」と述べたような状

況であったのだ。政府は、政策として少額投資非課税制度（以下 NISA とする）を開始

し、また、日経平均株価を上昇させるような努力によってリスク性資産への投資を押し進

めようとしている。 

一方で、日本の各年齢階級の資産別保有割合を見たところ、高齢になるにつれて金融資

産の割合が高くなっていることが分かった。リスク性資産への投資を最も行っているのは

実は生産年齢層ではなく、高齢者であったのだ。金融市場は変動が大きく、リスクとリ

ターンの世界となっており、金融資産への投資はリスクを伴うものである。つまり現在最

もリスクを負っているのが実は高齢者であるということになる。 

ここでその高齢者の生活に着次すると、その収入の多くは年金に依存している。こうし

た高齢者の環境において、更にリスク性資産への投資を促進するの正しいのだろうか。不

安定な状況にある金融市場での高齢者のリスクを減らし、生活を安定したものにするとい

うことは重要な課題であると考える。本稿ではこうした高齢者の環境から、どのような金

融資産を投資先として選択することが望ましいのかを研究した。一般的な金融資産の投資

先の選択は、投資財の平均や分散からリスクを考えて決定される。この手法は投資財の選

択に投資者が考慮されていないデメリットがある。そこで当研究では、高齢者という投資

者の環境を考慮したうえで、どのような投資先が望ましいのかを模索することに重点を置

いた。分析手法としては、可処分所得と投資リターンの相関関係からリスクヘッジを考え

た。さらに、動学的消費最適化モデルを二期間で用い、高齢者の最適な金融資産ポート

フォリオの導出を図った。結果としては、日本国債や海外株はリスクヘッジに有効である

ことが判明し、更に日本国債、日本株、米国債、米国株でポートフォリオを組んだ場合、

日本国債と米国株の保有比率を大きくすることが望ましいことが分かった。 

本稿の構成は以下の様になっている。第１章では、現在の投資環境、高齢者の金融資産、

そして高齢者を取り巻く生活環境に関する現状分析を述べる。第２章では、当研究を行う

うえでの先行研究と本稿の特徴を述べる。第３章では、本稿における分析の手法と理論、

そしてそれらによってどのような結果が出たかを考察を加えて述べる。第４章では、当研

究から分かったことに基づき、ポートフォリオを望ましいものに近づけるため NISA に着

次し政策提言を行う。最後に、本稿の分析と政策提言をまとめ、今後の予想や、更なる研

究の課題を述べる。 
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第1章  現状分析 

本章では分析、政策提言するに当たり、動機づけとして現状分析を述べる。まず日本に

おけるリスク資産への投資環境について触れ、日本の資産構成の海外との比較からリスク

性資産保有率の低さを認識するとともに、それに対する政府の政策を述べる。次に年代別

に金融資産保有量を示し、実状として高齢者が生産年齢人口よりも保有していることを確

認し、高齢者の金融市場から受ける影響が大きいことを把握した。最後に高齢者の生活に

ついて分析すると、生活のために貯蓄を切り崩していることが分かった。所得内訳から年

金依存の生活をしていること、また所得が不十分なことを、生活費などのデータを交えな

がら述べ、安定した収入源の必要性を述べた。 

第1節 リスク性資産への投資環境 
高齢者に対する最適なリスク性資産への投資を考えるにあたって、まず現在のリスク資

産への投資環境がどのようなものになっているのか述べていきたい。前提として、日本は

海外の先進国と比較して、家計の資産配分において現預金の比率が高く、株式などのリス

ク性資産の保有が少ないということが長く指摘されてきた。実際に主要先進国との資産配

分を示すグラフ（図表１）から、それを読み取ることが出来る。 

図表 1 
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日本は家計において現預金が約 50％を占め、債券・株式などのリスク性資産が約 15％に

とどまっており、米国・ユーロエリアと比較すると割合に差はあるものの、日本はやはり

現預金が多くリスク性資産が少ないと言える。 

次に現在の投資に関する制度、環境を見ていく。前節で日本と海外との資産構成の比較

を述べたが、この状況もあって 2000 年頃より政府は、現預金保有の貯蓄から金融資産へ

の投資を促そうとする戦略を打ち出してきた。その一環として 2003 年に証券優遇措置が

実施された。内容としては株の配当や譲渡益にかかる税を 20％から 10％に軽減するとい

うもので、株主はその制度により、それまでよりも 10％分多く利益を得ることが可能だっ

たが、減税措置が大口投資家、富裕層に有利だという批判も出た。この措置はその後延長

を重ねたが昨年末に廃止され、それに代わり、NISA が実施された。現在の安倍政権が推進

している成長戦略の中には、企業に活力を与えることが挙げられているが、NISA はその一

環といえる。政策として大口投資家だけでなく、小口投資家やこれまでリスク性資産への

投資に無縁であった一般家計にもリスク性資産への投資を促す仕組みとなっている。NISA

は年間 100 万円までのリスク性資産への投資に対して５年間、その配当や売却益を非課税

にするという優遇措置が取られている。NISA の商品の中には 1 万円で購入ができる証券も

あり、少ない元手でもリスク性資産への投資を始めることが可能となっている。リスク性

資産への投資金額の大きさなどからリスク性資産への投資を控える家計が多かったと考え

られるが、NISA では小口投資が可能なため、以前に比べリスク性資産への投資がしやすい

環境となっている。そのためリスク性資産への投資をする世帯数は増加していると考えら

れる。 

NISA の口座に関する金融庁の調査（図表 2）を見ると、制度導入直後の１月時点では約

490 万口座であったが、半年後の６月末時点では 720 万口座が開設されている。口座数は

どの年代においても徐々にその数を伸ばしていることがわかる。また、ここで口座数の内

訳に注次したところ、60 歳代以上の高齢者の口座数が全体のおよそ 60％を占めており、

NISAを活用する高齢者が多いことがわかった。 

また、現在、物価上昇率２％を次標に掲げ、日銀による国債買い入れなどの大胆な金融

緩和がなされている。これにより日本の経済は長く続いてきたデフレの状態から脱却を試

みており、徐々にインフレの傾向に今後向かっていくであろう。インフレにおいては、物

価が上昇していくため、そのまま現金を保有しているだけではその価値は時間と共に次減

りしてしまい、現金保有は正しい選択とは言えないだろう。次に預金であるが、預金には

金利が付加されるが、現在のゼロ金利政策の元では金利による物価上昇分のリターンは見

図表 2 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

7 

 

込めないと考えられる。一方、株式は過去のデータを見ても物価上昇率よりも株価上昇率

の方が高いケースが多く、インフレに強いと言える。また外債もインフレが進行すると円

安傾向となることから、リターンが増加しインフレに対するヘッジになると言える。この

ように見ると、現預金保有比率の高い日本では多くの家計の貨幣価値が次減りする可能性

が高いことから、今後にかけては現預金を株式などのリスク性資産への投資に充てるとい

う選択が好ましいと考えられる。これらの現状からリスク性資産への投資が促進してい

る。 

第2節 高齢者と金融資産 
 

前節でリスク性資産への投資環境を述べたところで、次に高齢者の持つ金融資産、その

保有に対する意識について述べる。では実際に保有金融資産がどれほどあるのか見てい

く。 

総務省統計局の「家計調査」から得られた貯蓄のデータをグラフ（図表 3）に示した。

これによると、最近 10 年では１世帯あたり平均貯蓄額はおよそ 1700 万円で、20 代から

50 代までの平均はそれぞれ 300 万円、650 万円、1100 万円、1700 万円となっており、年

代が高くなるにつれ貯蓄も多くなっていくことが分かる。60 歳以上の高齢者に着次すると

平均貯蓄額は 2400 万円であり、他の世代と比較して貯蓄額が多いことが分かる。この貯

蓄には有価証券という項次でリスク性資産が含まれており、それ関しても高齢者の方が数

値が大きいことがわかった。 

しかし、平成 24 年の１年間における高齢者世帯の貯蓄増減状況を見てみると、「貯蓄

が増えた」または「変わらない」とする世帯は高齢者世帯全体の 38.9％、「貯蓄が減っ

た」とする世帯は全体の 43.9％であり、また「貯蓄が減った」とした世帯の内訳は「日常

生活への支出」が 73.2％と最も多く占めていた。このことから高齢者世帯の約半数の貯蓄

が減っており、その原因は日常生活への支出によるところが大きいということが分かる。

以上より、貯蓄額が大きいことは事実であるが、一方それら資産を切り崩して生活費等に

充てていることも認識できた。 

図表 3 年代別貯蓄額の推移 
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次に高齢者の金融資産保有に対する意識を見ていく。金融広報中央委員会の調査から得

られた金融資産保有傾向によると、「運用の為または将来に備えて蓄えている分としての

金融資産を保有している」割合は 60 歳代および 70 歳以上が最も多いということが分かっ

た。これは前述の NISAの口座数が多いこととも整合する。 

また保有の動機に関する 60 歳代と 70 歳以上への別の調査結果によると、「老後の生活

資金のため」と「病気や不時の災害へ備えるため」という意見が大部分を占めており、そ

れを図表 4に示した。 

以上から高齢者が貯蓄・年金以外にも老後の資金として多くの金融資産を保有している

ことが分かったが、このことは、金融資産の保有及びその方法が高齢者の生活に影響を及

ぼし得るということを示唆している。そして、現状の政府によるリスク性資産への投資促

進の影響を最も大きく受けるのは高齢者であることも分かった。 

第3節 高齢者の生活環境 
高齢者が金融資産を多く保有している一方で、貯蓄を切り崩して生活をしていることが

分かったが、本節ではその状況に至っている実態を捉えるために、高齢者の生活環境につ

いて見ていく。 

高齢者は大半が現役を退いており、退職後は給与所得がなくなるため、年金所得に頼っ

て生活をしている。ここで平成 24 年における高齢者世帯の所得内訳（図表 5）を見てみ

る。総所得の額を 100％として、それに対する各割合を示したが、公的年金・恩給が総所

図表 4 

図表 5 
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得の約 70％を占めていることが読み取れる。このことから公的年金は高齢者が生活する上

で重要な所得であることがいえる。 

しかしながら、このように年金に頼った所得で、高齢者が満足のいく生活を送ることが

可能なのだろうか。金融広報中央委員会の「老後に必要な生活費」を調査したデータ（図

表 6）によると、高齢者が最低限の生活を送るには月 23 万円前後必要であるとされてお

り、さらにゆとりのある生活を送るにはおおよそ 35万円前後必要だとされている。 

高齢者の月平均の所得がおよそ 25 万円であることを考えると、現状の所得だけでは最

低限の生活はできても、ゆとりのある生活を送ることができないという状況になってい

る。これは年金受取額がこれを満たしていないためであるが、現役時代に貯めた貯蓄を切

り崩すことでこの差を埋めていると言える。 

次に消費の実態についても見てみる。内閣府が行った「高齢者の経済生活に関する意識

調査」（3 つまで複数回答可）（図表 7）によると過去１年間で最も多く支出したと答え

た項次は健康維持・医療介護であった。高齢者になれば通院回数や入院費用、介護費用が

増え、また若年層とは異なり定期的に病院や施設に足を運ぶことになるため、これらの項

次の消費額の割合が高くなると言える。さらに医療費自己負担分の改定により、70～74 歳

に限定されているものの、対象の高齢者はこれまでの 1 割負担から 2 割負担になるという

状況になっている。 

図表 7 

図表 6 
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収入を年金に頼り、貯蓄切り崩しの現状、医療費の負担を考慮すると、収入が不安定で

あることは将来に不安を抱え、消費にも影響が出てくるだろう。こうした観点から、年金

含め所得を安定したものにする方法を探る必要があると言える。 
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第2章  先行研究 

本章では、本論文を執筆するにあたり参考にした、ライフサイクル仮説や統計分析を用

いた高齢者の資産選好に関する論文や、最適ポートフォリオの構築 に関するいくつかの

論文を取り上げ、それらの研究結果や分析手法からどのような考察が得られたのかについ

て述べていく。さらに、それらの考察に基づいて、 高齢者特有の消費理論に着次しリス

クヘッジの観点から最適ポートフォリオを構築するという本論文の独自性や意義について

説明する。 

第1節 先行研究 
まず、高齢者資産のポートフォリオを考えるためにも、ライフサイクル仮説に着次し、

理論上のリスク性資産に対する姿勢について整理した。祝迫（2006）は、少子高齢化の影

響が今後の日本のリスク性資産への投資活動にどのように影響していくのかについて、期

待効用などを用い、ライフサイクル仮説に沿って、統計分析やシナリオ分析などを行った

ものである。この研究によれば、金融資産の収益率のみに焦点をあて、ポートフォリオ選

択問題を動学的に解くと、全資産に占めるリスク性資産の割合はライフサイクルを通じて

一定になるという結論が得られる。そこに、さらに人的資源という概念を考慮すると、家

計が合理的であるならば、将来の労働供給の可能性が低い老年世代の資産選択は、よりリ

スク回避的になるはずである。つまり、金融資産に占めるリスク資産の割合は年齢と共に

低下することになる。一方で、働き始めたばかりの若年層などに関しては、まだ金融資産

の蓄積が少ないなど、流動性の問題などの点から金融資産としてリスク性資産を保有する

ことが難しい。そのため、リスク性資産の保有率は、若年期から中年期にかけて高まるは

ずである。これに、先ほどの老年期における人的資源の概念を考慮した結果を加えれば、

金融資産におけるリスク性資産の割合はライフサイクルを通じて山なりの結果になるはず

である。 

しかし、現状分析からも分かる通り、金融資産におけるリスク性資産の割合は老年期が

最も大きい。これは、ライフサイクル仮説が成立していないことになる。この件につい

て、塩路・平形・藤木（2013）を参考にした。この研究は、Fujiki, Hirakata and 

Shioji （2012）の 2007 年から 2010 年の家計サーベイデータに基づく結果を、1991 年以

降の結果を用いて検証したものである。その結果、株式保有の有無は金融資産残高に有意

に正の影響を与えるという事が分かった。家計調査によれば、確かに金融資産の多い人ほ

どリスク性資産の保有率は高くなっている。また、年齢による株式保有促進の影響はもは

やなく、高齢者は年齢の影響よりも金融資産残高によってリスク性資産を多く保有してい

るのであり、ライフサイクル仮説が成り立たなくなっていることが分かるとも述べられて

いる。 

このように、ライフサイクル仮説に反して高齢者がリスク性資産を多く保有している状

況において、どのように最適ポートフォリオを構築するかが重要になってくる。よって、
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以下では最適ポートフォリオを導出する手法に関して、参考にした論文について説明す

る。 

井出（2011）では、年金運用を例にとり、代表的な４種類の資産について、どの資産を

どれくらいの割合で持つのかという最適ポートフォリオを平均分散モデルと下方リスクモ

デルで検証し、その結果を比較・考察している。平均分散モデルは、ポートフォリオを求

める基本的な手法であるが、リターンが正規分布になっていることが前提条件であるこ

と、リターンが上下どちらにぶれたとしてもリスクとみなされることなどの課題がある。

一方で下方リスクモデルは、リターンが任意に設定した水準を下回った時のみをリスクと

捉える。これら二つのモデルを使い、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の４資産

に関して年金運営の最適ポートフォリオを導出し、比較している。その結果、国内債券は

上下どちらのリスクも安定していること、外国株式は、下方リスクが比較的少ないことな

どの結果が得られている。 

 

第2節 本論文の意義 
本論文では、増加傾向にある高齢者のリスク性資産への投資を踏まえ、高齢者の金融資

産の最適ポートフォリオを示す。井出（2011）では、下方リスクを減らしていくという観

点からポートフォリオの構築を進めたが、本研究では、高齢者という投資者サイドを考慮

し、消費や所得と逆相関になるものをリスクヘッジとし、分析を進めていった。また、金

融資産についても、簡便化のため大きく分けて日本国債、日本株式、外国国債、外国株式

の 4 つのみ取り上げられていたが、本論分ではアメリカ・中国・ドイツそれぞれの国債・

株価についても分析していく。さらに、前述した下方リスクモデルでは、下回るリターン

の水準をターゲットに合わせるなどの工夫は出来るものの、本論文の狙いである高齢者と

いう投資者の要素を考慮することはできていない。そこで我々は、消費が平準化されるよ

うに、高齢者の可処分所得と投資によるリターンの和の分散を小さくすることを試みた。

詳細は次章で述べるが、これは可処分所得と金融資産のリターンが逆相関であることで達

成される。そうした投資者の要素を組み込んだリスクヘッジされた最適ポートフォリオを

構築する。この最適ポートフォリオの導出にあたっては、二次効用関数を用いた動学的消

費最適化モデルを二期間で考える。 
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第3章  分析手法と結果 

 この章では、高齢者の消費を最適化する金融資産のポートフォリオについて言及する。

まず、高齢者の可処分所得とリターンが逆相関にある金融資産を保有することで、その和

が減少するリスクを減らすことが可能であることを示す。そしてそのような性質を持つ金

融資産を調べた。次に、二次効用関数を用いて、高齢者の可処分所得の影響を加味した最

適ポートフォリオを四財で構築した。その結果、現在の高齢者世帯のポートフォリオと大

きく異なる結果を示すことが出来た。 

第1節 リスクヘッジ 
高齢者にとって望ましいと思われるポートフォリオを推定するにあたり、高齢者にとっ

てリスクヘッジ可能な金融資産について考察したい。始めに、高齢者が金融資産への投資

を行う際、どのような金融資産に投資を行うことが望ましいかを判断することが必要であ

る。前提として、高齢者の消費は可処分所得と金融資産への投資リターンによる収入の和

によって左右されると仮定すると、可処分所得とリスク性資産への投資リターンによる収

入の和をある程度一定に保つことにより、高齢者は消費をスムージングすることで効用を

高めることができる。消費のスムージングとは、家計は現在から将来にかけて、できる限

り消費を平準化することによって効用を高めることが出来るというものである。高齢者の

可処分所得と主な金融資産のリターンとの共分散を求め、リターンが逆相関となるような

金融資産を高齢者が保有することで、高齢者の可処分所得が減少した際のリスクをヘッジ

することが可能である。これは高齢者の可処分所得が減少すると、金融資産のリターンは

増加するため、高齢者の全ての収入の減少を軽減することができることによる。 

次に、消費とリターンが逆相関の金融資産を保有することが、消費者にとってリスク

ヘッジとなることを証明したい。まず、二期間における消費者の予算制約式下の期待効用

の最大化について考える。来期の消費𝐶𝑡+1は確率変数であり、割引ファクターによって割

引かれることを踏まえると、最大化する効用関数と予算制約式は 

となる。ここでは、𝑃𝑡は t 期の金融資産価格を、𝑆𝑡はｔ期の金融資産の保有量を、𝑋𝑡+1
はリターンを示しており、t 期の消費𝐶𝑡は t 期の金融資産への投資以外の収入𝑒𝑡から金融

資産への投資額𝑃𝑡𝑆𝑡を引いたものであり、t+1 期の消費𝐶𝑡+1は t+1 期の金融資産への投資以

外の収入𝑒𝑡+1と金融資産への投資のリターンによる収入𝑋𝑡+1𝑆𝑡を足し合わせたものであ

る。これについて解くと 

 

となり、よって t期の資産価格𝑃𝑡は、 
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であることが分かる。 

 

ここで、 

と置くと、①の式は 

と変形できる。このｍは 確率的割引ファクター（Stochastic Discount Factor） と呼ば

れるものであり、金融資産のある確率で起こる状態での１単位分のペイオフの割引ファク

ターを表している。 

 また、無リスク資産の利子率を、 

より、 

と定義することが可能である。 

 ここで、 

と表すことができるため、③の式を変形すると、 

となる。 

次に、④の式を変形して代入すると 

となり、最後に②の式を代入すると、 

となる。 

 以上より、資産価格は消費と金融資産のリターンによって決まり、t+1 期の限界効用と

t+1 期のリスク資産への投資のリターンが逆相関であるならばリスクが高くなるため、資

産価格が低くなることが分かる。ここから言えるのは、t+1 期の消費が t+1 期の金融資産

のリターンと逆相関であることがリスクを軽減するということである。しかし、消費とい

うのは収入によって決まるものである。t+1 期の消費は t+1 期の金融資産への投資リター

ン以外の収入と t+1 期のリスク資産への投資リターンによって決まるため、t+1 期のリス

ク資産への投資リターン以外の収入と t+1 期の金融資産への投資リターンが逆相関となる

ような金融資産を保有することは、不況などの影響によって金融資産への投資以外の収入

と金融資産への投資リターンの和が減少し、消費が落ち込んでしまうリスクを上手くヘッ

ジできると言えるだろう。こうした理由により、当研究では高齢者の可処分所得が金融資

産のリターンと逆相関にあるような金融資産を最適と捉えた。 

𝑃𝑡 = 𝔼𝑡(𝑚𝑡+1𝑋𝑡+1  )
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では、実際にどのような金融資産のリターンが可処分所得と逆相関となるのだろうか。

主な金融資産（日本国債、日経平均株価、米国債、ダウ平均工業株、独国債、DAX 平均株

価、中国債、上海総合平均株価）について 2002 年～2013 年の月次のデータを複数の金融

市場情報サイトから、高齢者世帯の可処分所得は 2002 年～2013 年の年次での平均を総務

省統計局家計調査の家計収支編から収集し、それぞれ可処分所得との共分散を調べた。

データを収集した期間については、より長いスパンでデータを取ることも可能であった

が、高齢化は近年進展してきたものであり、それによる社会構造の変化が予測されるた

め、高齢化が顕著となったここ 10 年間のデータを分析することが好ましいと判断した。

国債は全て一般的な 10 年物とした。また、可処分所得に関しては、世帯主が 65 歳以上の

勤労世帯と無職世帯の加重平均とした。金融資産のリターンは、各金融資産の t+1 年の価

格を t 年の価格で割り、前年と比べて価格がどれだけ変動したかを示している。 また、

外国債と外国株においては各通貨の為替をもとに金融資産価格を円ベースに換算し、為替

の変動リスクも考慮に入れた上でそれぞれのリターンを算出した。これらの結果を下の図

表 8にまとめた。 

 

図表 8 各金融資産リターンと高齢者可処分所得の関係 

 

 

この結果から、高齢者世帯の可処分所得と順相関の関係にある金融資産は日本株、独国

債、中国債の３つであった。また、可処分所得と逆相関の関係にある金融資産は日本国

債、米国債、米国株、独国株、中国株の５つで、特に日本国債、米国債、米国株は相対的

に逆相関であることが見て分かる。以上の結果より、高齢者の消費をスムージングするた

めに高齢者の可処分所得が減少するリスクをヘッジするという観点においては、日本国

債、米国債、米株の３つに投資するべきであるという結果が得られた。 

第2節 最適ポートフォリオ選択 
 

 前節では高齢者が保有するべき金融資産を、可処分所得とリターンの共分散から逆相関

となるものと類推した。さらにいくつかの金融資産を国内、国外から選択し、実際にどの

ような関係があるのかを求めた。その結果として、望ましい金融資産は日本国債、米国

債、米国株、独国株、中国株の五つであった。そこで本稿では、これらの金融資産をどの

ような比率で保有することが望ましいのかを調べ、高齢者の金融資産ポートフォリオを構

築することを試みた。ポートフォリオを構築するにあたって選択した金融資産は、日本国
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債、日本株、米国債、米株の四つの金融資産である。これは前述した五つの金融資産と異

なるものであるので、選択の理由を説明する。まず日本株を選択した理由であるが、現在

の一般的な日本国内における金融資産への投資状態を鑑みると、日本株は大きなウェイト

を占めているため、これをポートフォリオの選択肢として除外することは不適切だと判断

したからである。次に、良い結果の出た海外株の三つを米株の一つだけに絞った理由は、

為替の影響はそれぞれに大きく異ならないという判断と、各国の経済の伸び率の前年差に

は大きな差は無いという判断から、海外株として代表的と言える米株を扱うこととした。 

 それではまず、高齢者の可処分所得が変動するリスクをうまくヘッジすることが可能な

ポートフォリオを推定するモデルについて考える。始めに、二期間モデルにおける一般的

な家計の予算制約式の下での期待効用最大化について、一次効用関数を用いての推定を試

みた。しかし、一次効用関数を用いると効用最大化条件である限界効用が非線形となり、

この連立方程式を解くことは非常に困難であった。そこで計算の簡便化のために、二次効

用関数を用いての推定を行った。 

 まず、一般的な家計について 

となる予算制約式の下で効用最大化について考える。ここに示されている A、B はそれぞ

れ金融資産の保有量を、Y は貯蓄と一期の可処分所得の和を、W は二期の可処分所得を表

している。また Raと Rbは金融資産のリターンによる総利益を表している。 

したがって、上記の予算制約式より効用関数は 

となる。 

一階の条件より、効用最大化条件は、 

と求まる。 

 ここで、二次効用関数について考える。二次効用関数を 

とすると、消費の限界効用は、 

となる。 

 そこで、これらの３つの効用最大化条件を組み合わせると、 

が求まる。この方程式の両辺をχ倍すると、 
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となり、 

と表せ、これらの方程式は線形のため、二本の連立方程式で解くことができる。また、こ

の連立方程式は一階の条件がすべて線形となるため、二資産から四資産に増やした場合で

も簡便に解くことが可能である。 

 以上より、高齢者の可処分所得のリスクをヘッジできるポートフォリオに関してのモデ

ルが求まったが、この方程式における投資リターンの平均・分散・共分散の変動が資産の

保有量に対してどのような影響を与えるか、定かではない。そこでもっとも方程式がシン

プルとなる、資産が一つの場合について資産 A のリターンの平均・分散・共分散の増減が

資産 Aの保有量にどのように反映されるかを検証した。前述の効用最大化条件から、 

となり、代入すると、 

が求まる。一階の条件より、 

となる。 

 次に前述の二次効用関数から、 

となり、両辺をχ倍して、Aについて整理すると、 

が求まる。この方程式は、χが十分大きい時に資産 A の平均リターンが高くなると資産 A

の保有が増え、資産 A の平均リターンの分散が大きくなると資産 A の保有が減り、資産 A

の平均リターンと可処分所得 W の共分散が大きくなると資産 A の保有が減少することを示

している。したがって、この方程式は資産 A のリターンの平均・分散・共分散の変動を正

しく反映していることが直観的に理解できる。 

以上のことからこのモデルの示すものが分かった。ここから実際のデータを用いて解を

得る。本稿で用いるモデルは最初に説明したものを二財から前述の四財に拡張したものを

用いる。 
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 この効用関数を最大化する。Y は貯蓄の切り崩し分の二年分と可処分所得の和7を、金融

資産 A は日本国債、B は日本株、C は米国債、D は米国株とした。Ra は金融資産 A のリ

ターンを表す。Rb,Rc,Rd についても同様である。一階条件の式の両辺にχをかけると 

以上の四式が求まる。二財の時と同様に右辺の期待値を平均、分散、共分散で表現するこ

とを試みると 

 

このように変形出来る。以下の図表 9 に各金融資産の平均、分散、共分散、可処分所得の

平均、共分散とその他モデルに用いた数値をまとめた8。 

                                                   
7 Y は初期資産残高であり、今回は二期間モデルで考えているため、二期間で消費に必要となる貯蓄の切

り崩し分と可処分所得の和をその数値として用いた 
8これらの数値は全て、総務省統計局家計調査の家計収支編、Investing.com、YAHOO! FINANCE、

YAHOO! JAPAN ファイナンス、外国為替ＴＴＭレート・金利・株価 月末推移表（外国為替レート 

過去推移）、財務省国債金利情報による。 
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χの値は限界効用の式より、一般的な二次効用関数の条件である C<χを満たすように Y よ

り大きな値を取るように設定した。加えてリスク回避度が、一般的に用いられる効用関数

である CRRA型効用関数と同じになるように設定した。βの値は、年率で均衡実質金利が

ほぼ１％となるような値とした。これらの値を全て代入し、A, B, C, Dの四つの未知数を

四つの連立方程式を解くことで求める。その結果としてそれぞれの値は以下のように求め

られた。 

それではこの値がいったいどのようなことを意味するのか考察したい。ここで先に、二

次効用関数のパラメーターであるχの値によって、金融資産のこれらの数値は変動するこ

とは留意する必要があることを述べておく。最初に着次すべき金融資産は C（米国債）で

あろう。四つの金融資産の中で唯一その値が負となっている。これはリターンが減少傾向

にあったことを意味しており、空売りによって利潤が獲得できるということである。実際

に金融資産のリターンの平均に次を向ければ、１より小さな値をとっているのは C のみで

あった。次に A（日本国債）, B（日本株）, D（米株）の値の大きさに着次したい。最も

大きな値となったのは A であった。その要因として考えられるものは分散の値の小ささで

ある。他の B, D の二財に比べて極端に小さな振れ幅となっている。これはリスクが小さ

いということを意味しており、安全な資産として重要な役割を果たしていると考えられ

る。次に B, D の比較であるが、こちらも最も大きな差があるのは分散の値の差であると

考えられる。A との差に比べればその差は小さいが、0.01 近く差があるため、無視できな

図表 9 記号代入値一覧 

χ 8,095,848

Y 4,047,924

β 0.9975

mean(Ra) 1.00529
mean(Rb) 1.04955
mean(Rc) 0.9987
mean(Rd) 1.0404
mean(W) 2,154,363
var(Ra) 0.00055
var(Rb) 0.0450
var(Rc) 0.0049
var(Rd) 0.0352
cov(Ra,Rb) -0.0023
cov(Ra,Rc) 0.000558
cov(Ra,Rd) -0.000946
cov(Ra,W) -592.722
cov(Rb,Rc) 0.00772
cov(Rb,Rd) 0.0360
cov(Rb,W) 112.042

cov(Rc,Rd) 0.00865

cov(Rc,W) -2343.327
cov(Rd,W) -2768.741
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いと考える。更に、B は所得と順相関であるが、D は所得と逆相関である。リスクヘッジ

の議論の際に B はその役割を持たないと判断したが、D にはそうした役割があると判断し

たことも数値の大きさとして表れている。一方で、今回着次した共分散の影響は、従来か

ら重視されている平均、分散に比べて大きくはなかった。9 

今回は四財について分析を行ったが、リターンの平均が１より大きかったとしても、そ

の金融資産は負の値をとり得ることが分かった10。負の値は空売りと評価したが、これは

つまり借入れであると考えることができ、リターンが負、または小さな金融資産で借入

れ、リターンのより大きなものへリスク資産への投資を行うという合理的選択であると言

える。次に値の大きさについてだが、これはまず分散の大きさに影響されると考えられ

る。負の値を取った C を考慮しても、分散の小さな金融資産はその値が大きくなってい

る。これはリスク資産への投資の基本的な原則である、分散の小さな（＝リスクの小さ

い）ものへのリスク資産への投資が望ましいということを表していると考えられる。つま

り、より安全な資産へのリスク資産への投資は従来のリスク資産への投資の考え方と同様

に重要であると今回の結果からも判明した。更に値の大きさについては、リスクヘッジの

議論の際に考えた、可処分所得との相関関係も影響を与えている。今回の場合、可処分所

得と金融資産のリターンの平均が逆相関であるものは数値の大きさに評価されている。こ

れは平均や分散のみからリスク資産への投資先を決定するような理論では評価できない点

であり、今回の我々の研究の重要なポイントである。それでは今回算出された値からポー

トフォリオを決定したい。最も小さな値を取った Bを１とすると、 

 
A   7 

B   1 

C －11 

D   3 

 

という比率になった。Cは前述の通り空売り（＝借入れ）を意味しており、実際に保有す

る金融資産の比率は A ,B, Dを考えれば良い。以上より過去 10年間のデータから見た高

齢者にとって最適な金融資産ポートフォリオを求めることが出来た。 それではここで、

現在の高齢者のポートフォリオを下の図表 10にまとめた。これは 2013年における 65歳

以上の高齢者の金融資産に関するポートフォリオを示したものである。資産は株式、国

債、外国株・外債と区分し、全体を１としてそれぞれの割合の数値を示した。なおデータ

に関して、元のデータはこのように明確に区分されていなかったため、いくつかの仮定を

置いて代用したことを確認しておきたい。まず、それぞれの項次に関して、日本国債は

                                                   
9 分散と共分散の値を一方を固定して動かした結果から判断した。これは分散の値が各金融資産の係数に

影響を与えるからだと推測される。 
10 試しに C を除いた三財でやった場合、リターンが１より大きな値の財でも負の値となった。 

図表 10 
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「債券・公社債リスク資産への投資信託」、日本株式は「株式・株式リスク資産への投資

信託」、外国株・外債は「外貨預金・外債」の項次をそれぞれの数値とみなした。国債に

関しては、「債券・公社債」の分類の上では国債と性質が大きく変わらないと判断し、こ

れらの値を適用した。外国株・外債に関しては、外貨による預金、外貨建ての生命保険、

損害保険、外国株式、外貨建債券・リスク資産への投資信託で構成されている項次を用い

たが、このうち保険を最終的には保険会社によって株式等に運用されている資産とみなす

ことで代用可能とした。また先の二項次を日本の資産としたのは、「外貨預金・外債」が

それら二項次に含まれていることを考慮に入れても、数値が小さく、割合をそれほど占め

ないことを根拠とした。 

このポートフォリオと今回の分析から求められたポートフォリオを比較してみる。ま

ず、日本株の比率が現在とても高いが、得られたポートフォリオでの比率は 10%程度であ

り、日本株の保有比率を下げる必要がある。また、日本国債と米国株の保有比率はどちら

も現在の実際のポートフォリオよりも小さくなっており、これらの比率を大きくする必要

がある。そこで、政策提言では現状のポートフォリオを分析によって得られたポートフォ

リオに近づけることを次的としたい。具体的には、日本株保有が主導している状態から、

安全資産である日本国債と、可処分所得の落ち込みとリスクヘッジとなる米国株の保有を

促進させ、より安定したリスク資産への投資リターンを獲得できるような仕組みを考え

た。 
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第4章  政策提言 

 分析結果より可処分所得から考えた高齢者にとっての最適ポートフォリオが導出され

た。これを基に、この章では現在の高齢者の金融資産保有比率を如何に理想的な保有比率

に近づけていくかを検討した。対象とする金融資産を日本国債と米国株に絞り、資産運用

をする実際の方法としては高齢者の利用率が他の年代よりも高い NISA の枠組みを利用し

た。現行の NISA 制度からの改善点を政策提言として述べ、その改善点を通してより日本

国債と米国株を高齢者に保有してもらうような枠組みを作っていくことを提言している。 

第1節 政策提言の方向性 
すでに述べたように、従来高齢者が保有する金融資産は、日本株・日本国債・米国債・

米国株の順に多かった。現状での高齢者の保有資産内の日本国債と日本株の比率は、日本

国債が約 30%、日本株が約 60%である。しかし、米国債や日本株よりも米国株の方が高齢

者の可処分所得との逆相関が見られ、よって米国株の方がリスク資産への投資に際しより

リスクヘッジになると分かった。また、分析で導出されたポートフォリオを見てみると、

日本国債の保有比率が約 65%、日本株約 8%、米国株約 25%という結果が出た。これらの分

析結果を受けて、高齢者に日本国債と米国株の方へ投資を促すための政策を提言したい。

具体的には、高齢者が保有する金融資産の中の比率を、日本国債 50%、米国株 20%以上に

近づけるためという次的のもとで、それを国として促進するための政策提言を行う。 

政策提言を行うにあたり前提としたい条件がある。それは、日本が抱える高齢化と財政

赤字についてだ。日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいる（図表 11）。 

高齢者に関する政府支出としては、年金・医療・介護が挙げられるが、このうち年金につ

いてはマクロスライドを採用していることで、年金財政は少子化によって実際に税を負担

する若者世代が少なくなっても破綻しない。一方、医療・介護については年齢を重ねるほ

どに費用が増大する分野であり、超高齢社会である日本では、今後医療・介護分野での政

府支出は増える一方である。しかし国家財源の約半分を国債に頼っているのが日本の財政

の現状だ。従って、これ以上政府から高齢者への資金援助（例えば、年金の増額や医療費

図表 11 
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負担の軽減など）は難しいと考える。よって、政府支出に頼るのではなくできるだけ高齢

者自身で資産を増やしてもらう、という考えを前提とする。また、今回政策を考えるにあ

たり既存の NISA 制度を活用した。なぜなら現在の高齢者利用数が多いからだ。金融庁に

よると、NISA の年代別口座開設割合は 60 歳代以上が約 60%を占めている（平成 26 年 3 月

31日時点）（図表 12）。 

以上を踏まえ、高齢者の資産形成を国として促進していけるように、現在すでにリスク

資産への投資をしている高齢者に対して、日本国債と米国株の保有比率を増やすことを促

進する制度にするという政策提言をしたい。 

第2節 保有比率を高めるために 
上で述べた現在の日本の財政状態や社会問題を考慮した上で、現状の NISA 制度を変更

して高齢者により多くの日本国債と米国株を保有してもらうという政策内容について述べ

る。今回の分析結果では日本国債・日本株・米国債・米国株についてのポートフォリオを

導出することができた。従って、このポートフォリオに近い比率で NISA 制度を利用して

高齢者に資産を保有してもらうことが理想だが、金融資産の保有配分については個人の選

好があるだろう。無理に推奨ポートフォリオでの金融資産保有を推進するのではなく、今

の保有比率よりも日本国債と米国株の保有を増やす方向性の方がより現実的だと考えた。

金融資産のうちこの２つに絞って検討することにした理由は、この２つは現実と分析結果

との乖離が大きかったからだ。現実の各金融資産の保有比率と今回の分析で導出したポー

トフォリオでの各金融商品の保有比率を比較した結果、分析結果と比べた現在の保有比率

は、日本国債と米国株が非常に少なく、日本株が多かった。しかし日本国債はポートフォ

リオを組む上で安全資産となり、また日本国債も米国株も、高齢者の可処分所得に対する

リスクヘッジやリターンを考慮した結果運用資産として望ましいという分析結果となっ

た。従って日本国債と米国株の保有比率を高めるという次的を設定した。具体的には導出

したポートフォリオを根拠として、日本国債の比率を 50%以上、米国株の保有比率を 20%

以上に高めていきたい。そして高齢者により米国株への投資を促進するため、現行の NISA

制度を改良することを提言する。後述する現行 NISA 制度からの変更・改善の適用者につ

いては、日本国債の比率を 50％以上、米国株の保有比率を 20％以上保有してもらった高

齢者リスク資産への投資家に対象を限定する。 

また、年齢別ではないが、あるアンケートによると NISA は使いづらいという声があ

り、その１つに「わかりにくい」という回答がある。（図表 13） 

図表 12 
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今回は高齢者がリスク資産への投資をするということを念頭に考えるため、できるだけ現

行制度よりもシンプルな制度になるような改良を考え、その制度が使える対象を日本国債

と米国株により多くリスク資産への投資をする高齢者に限定して利用を促そうと考える。

以下、現行の NISA制度からの改善点について項次別に述べる。 

【運用対象商品】現行の NISA 制度では、運用できる商品が上場株式・公募株式リスク

資産への投資信託・ETF、REIT 等に限定されている。従って、今回のポートフォリオに基

づき日本国債も非課税枠での運用対象商品にすることを提言する。これに対しては、日本

国債がリスク資産なのか、非課税で優遇する意味があるのか、といった批判が現時点です

でに指摘されている。しかし、NISA の高齢者利用率が高いとはいえ高齢者の中でそもそも

リスク資産への投資をしている人が少ないという現状を踏まえる11と、安全資産も対象に

加えることでよりリスク資産への投資の敷居を低くし参加しやすくなるのではないかと思

われる。加えて高齢者に保有を促す金融商品には米国株があり、考えられる欠点として

は、その国における配当課税がかかってしまう点である。これは NISA による非課税口座

での運用でも課税対象となってしまう。これについては外国税額控除を対象者に限り受け

付けることを提言する。 

【非課税期間】現行の NISA 制度では、非課税で金融資産を保有できる期間は５年間で

あり、その期間が終了すると特定口座や一般口座など課税対象の口座へ移管されてしま

う。つまり、非課税で運用できる期間は最大５年間ということになる。厚生労働省が公表

している平成 25 年の簡易生命表によると、60 歳時点での平均余命は男性が 23.14 歳、女

性が 28.47 歳である。高齢者に老後の生活資金を拡充してもらうために資産形成を促すと

いう次的のため、この期間を延ばすことを提言したい。具体的には、60 歳以上の高齢者で

あり、かつ運用に際して日本国債の比率を 50％以上、米国株の保有比率を 20％以上保有

する者に限定して、１人１口座まで永年非課税とすることを提言する。高齢者自身で有す

る非課税口座であれば、死亡時に口座を閉じるものとし、それまで非課税対象とする。今

回は高齢者の老後の資産運用に焦点を当てているため非課税適用期限を高齢者に合わせた

が、高齢者が資産運用に使った非課税口座を子どもや孫に移譲することを認めるというこ

とも、高齢者の利用促進を促す案として考えられると思う。具体的には、高齢者が自身で

非課税口座を所有しそのまま寿命を迎えた場合はその口座は自動的に閉じられる。しか

し、生前子どもや孫に対して移譲するという事を決めていた場合で、なおかつ金融資産を

売却せず（つまり、預貯金のみ非課税口座に残されていた場合は適用対象外にする）、ま

だその非課税口座で資産運用を継続していた場合に限り、元々の高齢者が寿命を迎えるま

で永年非課税だった期間を子どもや孫が亡くなるまでに延ばす、というものである。つま

り、高齢者が老後の生活資金のために非課税口座で運用するだけにとどまらず、その次の

                                                   
11 これについては、補論に述べた。 

図表 13 
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世代もまた同じ非課税口座を用いて老後の生活資金のために資産形成することを認めると

いうものだ。今回の主な政策提言の内容からは少しずれるが、増加する高齢者、そして増

大する社会保障費負担のことを考えると、「老後、自分で資産形成をしていく」という考

えを浸透させるためには高齢者から次の世代への移転を考慮するという案も考えられるだ

ろう。 

【非課税口座の利用】現行の NISA 制度では、非課税口座で保有している金融資産に対

して配当や分配金が支払われた場合、同じ非課税口座ではなく課税口座に支払われること

になっている。従って一度非課税口座からお金が出てしまうため、その資金を元手に再リ

スク資産への投資しようとしても、「新たな購入」とみなされる。つまり、１年間での決

められた非課税枠分（１年あたり 100 万円まで）を再リスク資産への投資で部分的に使っ

てしまうことになる。そこで、一度拠出しても、配当・分配金も同じ非課税口座に支払う

ことにし、配当・分配金の再リスク資産への投資を行う際は、その金額を１年間の運用限

度額の対象外とすることを提言する。これは英国の株式型 ISA が実際行っている仕組みで

ある。非課税口座に元手となる資金を入れて、そこから株式やリスク資産への投資信託を

購入するというもので、一度資金を入れてしまえば、そこから金融資産を買い、配当・分

配金を受け取ることが１つの口座でできるようになる。政府の社会保障費に依存した老後

生活ではなく自ら資産形成を行ってもらうために、より簡略化すべきという点からも、配

当・分配金による再リスク資産への投資を追加の非課税枠にすることは提言できると思

う。 

 以上、「高齢者が投資を行う」という点に配慮しつつ、より日本国債と米国株で資産運

用するように現行の NISA からの変更点を述べた。現行の NISA であっても、どの世代より

も高齢者が多く資産運用を行っている。この NISA 制度をより分かりやすく使いやすい制

度に変更し、その変更をより日本国債と米国株を金融資産として保有するような制度へと

改善していけば、国の社会保障費にのみ依存することなく高齢者が老後生活を送る上での

助けとなるだろう。 

以上、「高齢者が投資を行う」という点に配慮しつつ、より日本国債と米国株で資産運用

するように現行の NISA からの変更点を述べた。現行の NISA であっても、どの世代よりも

高齢者が多く資産運用を行っている。この NISA 制度をより分かりやすく使いやすい制度

に変更し、その変更をより日本国債と米国株を金融資産として保有するような制度へと改

善していけば、国の社会保障費にのみ依存することなく高齢者が老後生活を送る上での助

けとなるだろう。 

 最後に、今回の政策提言において考えられる批判について検討する。今回は日本国債も

NISA の対象とすることを提言したが、これに対し、「国債という安全資産を非課税対象枠

に加えてしまうとリスク性資産への投資を促すという NISA の次的に反するのではない

か」という批判が考えられるだろう。しかし、今回の提言はあくまでも高齢者（具体的に

は 60 歳以上）を対象にしているものであり、NISA が主として想定している若者は政策提

言の対象ではない。NISA を導入した政策次的は「預金として保有している現金を、金融商

品への投資に向かせたい」というものである。特に若者世代は高額投資するほどの余剰資

金がなく投資に消極的だという現状があった。そのため、少額から投資できるように、そ

して非課税というインセンティブをつけて投資という行為を促進させるために NISA が導

入されたのだ。「国債 50%以上・米国株 20％以上」という数値次標も高齢者限定であり、

「国債を NISA の運用対象にする」という優遇制度も一定以上の保有比率で運用する高齢

者限定である。従って、若者世代のリスク資産への投資には影響がない。また、今回はす

でに資産運用している高齢者に対しての政策提言になるが、これは強制力を持つものでは

ない。従って、対象者限定で NISA での運用対象商品に国債を加えたとしても、個々人の

リスク選好に沿って金融資産を保有することが想定され、結果としてリスク資産への投資

が現状よりも大きく減少するということは考えにくい。今回の政策提言は国債・米国株を



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

26 

 

一定割合以上保有する高齢者に対象を限定しての提言となっているため、NISA のシステム

全体への影響はそれほど大きくないと考えている。 
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終わりに 

 本稿では、資産に占める金融資産比率の最も高い高齢者がどのような財を選択するべき

なのかを分析し、より安定した資産運用から安定した生活を行えるように政策提言を行っ

た。本稿の分析の結果、やはり安全資産として日本国債というものは非常に重要な役割を

果たしているということが確認できた。更に重要なことに、一般的に投資において無駄な

リスクは排除するという観点から、為替リスクのある海外株は敬遠されるが、本稿におい

てそれらを統合してもリスクヘッジとリターンから魅力的な金融資産であることが示され

た。現在の高齢者の金融資産のポートフォリオは、日本株、債権、海外金融資産の順で

あった。本稿ではこうしたポートフォリオを変化させるために、比較的高齢者への影響が

大きいと考えられた NISA を改良することでそれを達成することを試みた。日本国債の比

率を大きくするために NISA でも国債を扱うことができるようにし、更に、海外株への投

資を増やすために、外国税額控除を提案した。 

 今回はこの 10 年間のデータより結果を得たが、これから先は状況が変わってくる可能

性も十分にある。日本国債に関してはゼロ金利政策が持続されており、国債価格は安定し

た状況にあり、安全な資産としての役割は今後も果たすと考えられ、本稿の結果の通り日

本国債は重要な役割を担っていくだろう。米国債に関しては注意が必要な状況であると言

える。金融緩和が縮小され出口戦略が進んで行くとすれば、これまでのトレンドとは異な

る傾向が生まれるかもしれない。長期金利が上昇すれば米国債価格は下落を続けるが、ド

ル買いが進めば円安は進み、円換算では米国債価格は上がる可能性もある。そうなれば、

今回の結果とは反する結果も生まれ得る。株に関しては日本、海外共に上昇トレンドにあ

ると考えられ、円安傾向という観点からも海外株のリターンは大きくなっていくと考え

る。 

 今回の研究にあたって取り組めなかった改善すべきポイントを述べたい。最初に考えら

れるのは、ポートフォリオ決定に用いたモデルである。このモデルは２期間モデルであ

り、現実とのリンクをより深めるために多期間の連続したモデルを採用することがより望

ましい。こうしたモデルが採用できれば、更に有効な結果を示すことができるだろう。ま

た、限界効用を線形にするために、二次効用関数を採用したが、一般的に用いられる CRRA

型効用関数で分析を行うことも有意義であると考える。この場合、解が解析的に求められ

なくなるため、数値計算を行う必要は出てくる。更に今回の主要な次的であった、可処分

所得とリターンの相関関係は、各金融資産の選択に平均や分散に比べ影響が小さかったこ

とも踏まえる必要があるだろう。次に考えられるのはデータの期間をより長くすることで

ある。今回のデータは高齢化に焦点をあてたため 10 年で進めたが、期間中にはリーマン

ショックや東日本大震災など大きなショックが存在していた。これらが当研究に与えた影

響は決して小さくは無いだろう。金融市場は常に変化し、大小のショックがあるため、長

期間のデータを用いることが結果をどれほど安定したものにしてくれるかは分からない

が、試してみる価値は十分にあると考える。 

 今後更に深刻化するであろう高齢化問題に向き合い、あらゆる可能性から生活をより安

定したものにする努力を怠ってはならない。本稿がそうした可能性の一つを示すことが出
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来ていれば幸いである。今後の更なる研究が人々の生活をより豊かにすること望む。以上

をもって本稿の結びとしたい。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

29 

 

Appendix1：高齢者をリスク資産

への投資に参加させるために 

ここでは、高齢者のうちリスク資産への投資を行っている割合が低いという現状を踏ま

え、政策提言では対象では無かった現在リスク資産への投資を行っていない高齢者に対し

てのアプローチ方法について検討した。今回の分析では、高齢者のうちリスク資産への投

資を現時点で行っているのかどうか統計上の区別はできなかった。また、政策提言では、

現段階でリスク資産への投資を行っている高齢者を対象にした。しかし、現実には、すべ

ての高齢者がリスク資産への投資を行っているわけではないだろう。高齢者の利用者数が

多い NISA の口座開設数を用いて、実際には高齢者がどのくらい NISA で口座開設を行っ

ているのか調べてみた。口座開設数は金融庁の数値（平成 26 年 3 月 31 日時点）を使用

し、人口数は総務省統計局の人口統計の数値（平成 26 年 3 月の確定値）を用いた。さら

に、単純計算ではあるが口座数の対人口比率を取ってみた（図表 14）。 

これを見てみると、60 歳代、70 歳代ともに利用率は人口の約１割にとどまっている。

やはり高齢者の中でリスク資産への投資を行っている割合は多くはないのが現実だ。政府

の社会保障費のみに依存することなく高齢者が自分で資産形成するように促進するという

次的のためには、もっと多くの高齢者がリスク資産への投資を行うことが大切ではないだ

ろうか。よって、政策提言で述べた、現在すでにリスク資産への投資を行っている高齢者

に対する日本国債・米国株の保有比率を高めるための政策とは別に、ここではまだリスク

資産への投資を行っていない高齢者を如何にしてリスク資産への投資へ引き込むかについ

て検討したい。 

次頁に野村総合研究所の『金融 IT フォーカス』での「日本版 ISA を利用したいか」と

いうアンケートの調査結果を示した（図表 15）。回答時点で「株式にリスク資産への投資

している人」「株式以外の金融商品にリスク資産への投資している人」「リスク資産への

投資を行っていない人」に分けた結果がある。それによると、年代別ではないが、男性、

女性ともに回答時点でリスク資産への投資を行っていない人は、「日本版 ISA を利用した

くない」という回答が多くなっている。 

60歳代 70歳代 80歳以上

口座数 1874228 1490993 525326

人口 18232000 14042000 9473000

口座対人口比 0.102798815 0.106180957 0.055455083
口座数…平成２６年３月３１日時点での数値

人口…平成２６年３月１日の確定値

図表 14 NISAの口座数及び口座対人口数 
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このアンケート結果より、リスク資産への投資をしていない人々が自然とリスク資産へ

の投資をし始めるというのは難しいことが分かるので、より多くの高齢者にリスク資産へ

の投資をしてもらうためには、まず「リスク資産へ投資をしたくない」という気持ちを変

える必要がある。そのためには、60 歳以上の、今までリスク資産への投資に無関心だった

高齢者に対しても、「自分で資産形成していく」という意識づけを行うセミナーなどが考

えられるが、リスク資産への投資に関心のない人も参加してもらうためには、まず「参加

しやすい、行きやすい」雰囲気作りが重要だと考える。今回は 60 歳以降のリスク資産へ

の投資について考えてきたが、そもそも 60 歳になってから資産運用について考えるので

はなく、それ以前から老後の資産形成について考える機会を与えることを提言する。例え

ば会社勤めのサラリーマンを想定すると、会社ごとや業種ごとに民間の資産運用プラン

ナー等にセミナーを開いてもらい、老後の資産形成について勉強する機会を設ける。仕事

終わりなどに時間を設定すれば、同僚らと足を運びやすくなるだろう。実際に行われてい

る例としては、ＳＭＢＣ日興証券が開いている「NISA de Night 丸の内マネー塾」と

いうものがある。新丸の内ビルディングを会場にして、仕事帰りの人々を対象に気軽に参

加できるようになっている。50 歳からを対象にセミナーを開けば、複数回に分けて資産形

成について勉強することができ、また１回あたりにつめこむ必要が無いため少ない時間で

ゆっくり学ぶことができる。セミナー後には短時間の相談会を開き、相談できる体制も必

要だろう。 

 図表 16 は NISA を利用しないと回答した人（全年齢対象、複数回答）の理由をまとめ

たものである。 

ここでは「相談できる人がいない」という回答が見られる。「リスク資産への投資する

資金が無い」という理由が最大の割合になっているが、これは若者も含めた回答であるか

図表 16 

図表 15 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

31 

 

らだと考えられる。前に述べたように高齢者の貯蓄は多く、「リスク資産への投資する資

金が無い」にはあまり当たらないだろう。それよりも、「手続きが面倒くさい」「相談で

きる人がいない」という理由は高齢者にも当てはまる可能性が大きい。手続きの簡素化に

関しては、第４章で提言した。相談できる人がいない、という状況に対しては、すでに開

かれているセミナーも含め、もっと参加しやすくし、そこで相談員を配置して相談しても

らうというのが現実的な解決になるだろう。いずれにしても、今までリスク資産への投資

に縁のなかった人に対して、いきなりリスク資産への投資に関する知識やリスクなど全て

理解させるには、情報量が多過ぎる。50 歳代から少しずつ老後の資産形成について考えて

いく機会を設けることで、無理なくリスク資産への投資の勉強ができることを考えてい

る。また、今後増えていく高齢者に対応するために、「相談できる体制」を整えることを

提言する。60 歳以降の情報提供や相談については、セミナーの継続的な開催に加えて、実

際に非課税口座を開くことのできる金融機関に協力してもらい、高齢者専用相談窓口の設

置を促す。金融機関だけでなく、高齢者専用のコールセンターも考えられるだろう。セミ

ナーの内容に関しては、「そもそも年金がいくらもらえるのか」「老後の生活費」「リス

ク資産への投資の仕組みや考え方」「老後のリスク資産への投資の有用性」「NISA につ

いて」など基本的な情報に加え、今回米国株をより保有してもらうために、「外国株と日

本株の違い」「米国株を保有するメリットとデメリット」についてもしっかりと情報提供

することを提言したい。今回はリスク資産への投資を促進するという方向性で話を進めて

いるが、昨今では高齢者をターゲットにしたリスク資産への投資に関する事件が多発して

いる。これを踏まえて、セミナーの開催・相談員の設置・コールセンターの拡充など、

ネットではなく実際に高齢者と対面する・声を聞くことによってリスク資産への投資に関

する知識をつけてもらうことや相談を受け付けることが大切だろう。 
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Appendix2：GPIF への言及 

次に年金積立金管理運用独立行政法人(以下 GPIF とする)に対する言及を試みる。GPIF

は年金運営の安定を次的とし、国民から集めた年金保険料を管理・運用している。そのた

め、本節では高齢者が毎月得る年金所得分は GPIF が保有していると考え、分析で用いる

所得データを年金所得に限定して最適ポートフォリオを求める。そのうえで GPIF のポー

トフォリオと本論文の分析で得られた最適ポートフォリオを比較する。 

分析手法、モデルは前節と同じものを用いる。用いたデータを下の図表１７に示した。 

 

 

今回は所得を年金に限定したため、Y と W に関係する数値が第 4 章で用いた数値と異なっ

ているが、その他は同じ数値を用いていることを確認されたい。このデータを用いて方程

式を解いたところ以下のような解が得られた。 

また、それぞれの割合を、Bを１として簡単な比で表すと 

 

図表 17 記号代入値一覧２(GPIF) 

χ 7,492,696
Y 3,746,348

β 0.9975
mean(Ra) 1.0053
mean(Rb) 1.0496
mean(Rc) 0.9987
mean(Rd) 1.0404
mean(W) 1,953,322
var(Ra) 0.00055
var(Rb) 0.04497
var(Rc) 0.00494
var(Rd) 0.03524
cov(Ra,Rb) -0.00230
cov(Ra,Rc) 0.000558
cov(Ra,Rd) -0.000946
cov(Ra,W) -133.929
cov(Rb,Rc) 0.007724
cov(Rb,Rd) 0.03598
cov(Rb,W) -109.8950
cov(Rc,Rd) 0.00865
cov(Rc,W) -719.843
cov(Rd,W) -445.392
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となった。結果として総所得と年金所得に大きな差がないことから、第 4 章で分析した

結果との大きな違いはなかったが、これで年金所得のポートフォリオを求められた。 

次に現在 GPIF が構築しているポートフォリオを見る。下図(図表 18)にポートフォリオ

のグラフを示した。 

 

GPIF のポートフォリオでは国債５３％、株式１７％、外債１１％、外株１６％であるが、

今回我々が求めたポートフォリオをパーセンテージで再掲すると、国債６５％、株式１

０％、米株２５％となった。なお米債を空売りすることは第 4章と同様である。 

以上のように見ると、今回求めた最適ポートフォリオと GPIF の現状ポートフォリオに

著しい差はないが、１０月末に、GPIF は基本ポートフォリオを、国債３５％、株式２５％、

外債１５％、外株２５％に今後変更すると発表した。これは本論文で得られた最適ポート

フォリオに近い現状から乖離する方向性をとっており、国債を減らすという GPIF の方針

は正しいとは言えないのではないかと考えられる。 

 

図表 18 GPIFの現状ポートフォリオ(2014年 6月末時点) 
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  山本 零  石橋 拓弥  http://www.jasfp.jp/pdf/10-yamamoto.pdf 

・総務省統計局「家計調査(家計収支編) 詳細結果表」 

http://www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm (最終閲覧日 2014 年 10 月 20 日) 

・総務省統計局「家計調査(貯蓄負債編) 詳細結果表」 

http://www.stat.go.jp/data/sav/1.htm (最終閲覧日 2014 年 10 月 27 日) 

・財務省国債金利情報（最終閲覧日 2014 年 10 月 15 日） 

http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.htm 

・Investing.com「米国 10 年債券利回り」 

http://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data (最終閲覧日

2014 年 10 月 15 日) 

・YAHOO! FINANCE “Dow Jones Industrial Average (^DJI)” 

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI+Historical+Prices (最終閲覧日 2014 年 10 月

15 日) 

・YAHOO! JAPAN ファイナンス「日経平均株価」 

http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/history/?code=998407.O (最終閲覧日 2014 年 10

月 15 日) 

・外国為替ＴＴＭレート・金利・株価 月末推移表（外国為替レート 過去推移） 

http://www.supercostdown.info/kawasekinri.html （最終閲覧日 2014 年 10 月 15 日） 

・Federal Reserve Economic Data - FRED - St. Louis Fed「Long-Term Government 

Bond Yields: 10-year: Main (Including Benchmark) for Germany©」 

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/IRLTLT01DEM156N 

・Investing.com「DAX」 

http://www.investing.com/indices/germany-30-historical-data (最終閲覧 2014 年 10 月 20

日) 

・日本銀行「時系列統計データ検索サイト」 

http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html# (最終閲覧日 2014 年 10 月 20 日) 

・日本銀行 金融経済統計月報 

http://www.boj.or.jp/statistics/pub/sk/data/sk2.pdf (最終閲覧日 2014 年 10 月 20 日) 

・Yahoo Finance http://finance.yahoo.com/q/hp?s=000001.SS+Historical+Prices  

(最終閲覧日 2014 年 10 月 20 日) 
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・Investing.com http://jp.investing.com/rates-bonds/china-10-year-bond-yield  

(最終閲覧 2014 年 10 月 20 日) 

・日経プロフィル 

http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk500av (最終閲覧日 2014 年 10 月 5

日) 

・金融庁 「NISA 口座の利用状況等について」  平成２６年６月 

http://www.fsa.go.jp/policy/nISA/20140623-1/01.pdf （最終閲覧日 2014 年 11 月 2

日） 

・野村総合研究所『金融 IT フォーカス特別号 資産形成支援制度「日本版 ISA」への期

待』 2013 年 4 月 

・大和総研 税制 A to Z「英国 ISA の大幅拡充と日本の NISA の展望」2014 年 4 月 24

日 http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20140424_008470.pdf 

（最終閲覧日 2014 年 10 月 31 日）  

・厚生労働省 「平成 25 年簡易生命表の概況 １．主な年齢の平均余命」 

http://www.mhlw.go.jp/ （最終閲覧日 2014 年 10 月 31 日） 

・三井住友アセットマネジメント 「『ＮISA』ＧＵＩＤＥ」 http://www.smam-jp.com/ 

（最終閲覧日 2014 年 10 月 31 日） 

・総務省統計局 「各月１日現在人口 平成２６年３月確定値」http://www.e-stat.go.jp/ 

（最終閲覧日 2014 年 10 月 31 日） 

・内閣府 「平成２５年版高齢社会白書（全体版）」 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/ （最終閲覧日 2014 年 11 月

１日） 

・ＳＭＢＣ日興証券ホームページ http://www.smbcnikko.co.jp/  

・日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」（最終閲覧日 2014 年 10 月 29 日） 

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

・金融庁「NISA 口座の開設・利用状況等調査（平成 26 年 6 月 30 日現在）」 

（最終閲覧日 2014 年 10 月 25 日） 

http://www.fsa.go.jp/policy/nISA/20140912-

1/01.pdf#search='NISA+%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%95%B0' 

・金融広報中央委員会「暮らしと金融なんでもデータ」（最終閲覧日 2014 年 9 月 5 日） 

http://www.shiruporuto.jp/finance/tokei/stat/ 

・内閣府「高齢者の経済生活に関する意識調査」（最終閲覧日 2014 年 9 月 3 日） 

http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h23/sougou/zentai/  

・東京証券取引所 株式分布調査「平成 25 年度株式分布状況調査の調査結果について」

(最終閲覧日 2014 年 10 月 25 日) 

http://www.tse.or.jp/market/data/examination/distribute/index.html 

 

 


