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第４回「今後の社会構造の変化を見据えた証券税制等のあり方に関する懇談会」議事概要 

 

日 時 ： 平成24年２月29日（水）午後２時から午後４時10分 

場 所 ： 日本証券業協会 第１会議室 

 

次   第 

 

１．プレゼンテーション 

○ 和泉委員 

○ 大垣委員 

２．自由討議 

３．閉会 

 

議   事 

 

座長から開会の挨拶の後、「本日は、『少額投資をめぐる個人のニーズ』及び『社

会構造変化と証券サービス、税制等の課題と展望について』について、ご議

論いただきたい。」との発言があり、和泉委員及び大垣委員からプレゼンテーションが

行われた。 

 

１．プレゼンテーション 

 

【 和泉委員のプレゼンテーション 「少額投資をめぐる個人のニーズ」概要 】 

 

Ⅰ．提 案 

（１）弱体化した社会保障を補完するものとして国をあげた資産形成の必要性訴求 

⇒ 全成人が参加する「日本版IRA」の導入 

⇒ 高校におけるマネー教育普及 

（２）リスクテイクしやすい環境の整備 
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⇒ 「リスクテイク＝（イコール）人生の選択肢の拡大」という思想への転換 

⇒ 損益通算の適用幅と適用年の拡大 

・損益通算の範囲 

現状、上場株式・公募株式投信のインカムゲインとキャピタルゲインの損益通

算が可能 

⇒ 上場株式・公募株式投信、債券・公社債投信・預金、デリバティブ・為替

の損益通算を可能とする 

・譲渡損失の繰越期間の拡大 

⇒ 現行３年を５～７年に拡大 

 

Ⅱ．課 題 

（１）ない袖の振り方 

⇒ 能力給・年俸制で収入の不確実性が拡大 

⇒ 手取り収入の減少・退職金減少 

⇒ 公的年金の受給開始年齢の引上げ 

（２）長期的成長市場への投資機会の提供 

（３）真の意味でプロの運用を期待できる商品開発 

⇒ ベンチマークに対する勝ち負けの違和感 

（４）経済や投資に関するリテラシーの底上げ 

⇒「割り算」「確率」のハードル（投資者に対する説明において百分率で数字を表

現しても理解されないことが多い） 

⇒ 近視眼的視点から長期・俯瞰的視点へのトレーニング 

 

 

○ 大垣委員からのプレゼンテーション 

 

【 大垣委員のプレゼンテーション 「税制とリテール証券ビジネス」概要 】 

 

Ⅰ．一般シニア層の財産状況とそのインプリケーション 

・60 歳前後～75 歳頃までの「大人期」「アクティブシニア期」には固有の金融ニー
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ズが存在するが、これに十分応えた金融商品が開発されているわけではない。 

・大人期における「可もなく不可もなし」という月生活費の水準は30 万円程度とい

うのが多くの論者のコンセンサス。 

・以上から引退直後の大人世代のバランスシートは以下のようなイメージとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大人世代の金融資産のうち、預貯金は将来の生活費不足に見合っているので、元

本保証のない運用に振り向けることには慎重であるべき。 

・資産・負債のバランスをみる限り資産超過にあるので、問題は流動性不足。不足

流動性を保険やマイホームを利用してどのように補完するかということに焦点を

あてるべき。 

 

Ⅱ．一方、若年層が現在の「大人層」と同程度の資産構成を実現するには、従前以上

に自助努力による資産形成が望まれるが、現実にはそのための経済的余裕は少な

い。また、「長期投資が報われる」という期待は持ちにくい環境にある。 

（１）投資の常識が通用しづらい環境 

・長期投資は現時点においては報われていない。「将来長期投資は報われるはず」と

いうことに説得的な材料があるか？ 
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・一方、短期的にみれば、投資収益をあげる機会は十分にある。 

・分散投資をすればするほど勝てなくなる市場になってきている。 

・不確実な市場では、同じ額の収益をあげるのにハイリスク少額投資のほうがよい

という考え方もあってよいのではないか。 

・現在の規制は、「うまくいけば投資が倍程度になりうる新規事業に30万円投資する。

ただし、下手をすると全額返ってこない可能性も少なくない」というような投資

機会が個人投資家に開かれることをコンプライアンスの名の下に阻んでいない

か？ 

 

（２）若年層のセカンドライフに向けた資産形成の支援 

 

Ⅲ．確定拠出年金は、制度としての年金である前に金融商品としての年金でなければ

ならない 

・DCの制度改善や税制改正には省庁間をまたがる多大なエネルギーが必要。むしろ、

投資信託の枠組みを活用してファンドオブファンズ型の年金型投信商品が開発さ

れれば、拠出時非課税でなくても収益に対する課税繰り延べ効果だけで十分に魅

力的な商品性が得られるのではないか。 

・現在のレコードキーピングのためのシステムがそのまま転用可能。 

 

Ⅳ．企業の投資ゲートウェイとしての役割が低下している 

・特定の企業をゲートウェイとした資産形成を前提としない制度の構築が必要。 

・しかし、現在は、企業経由でなければ個人型となり、特定の金融機関の商品を購

入するよりほかない。 

・企業を離れた各種の団体（職能団体、出身大学、NPO 的団体等）を投資ゲートウ

ェイとして認定し、この業務を支援する金融サービスを強化することにより、資

産形成手段の複線化を進めるべきではないか。 

 

Ⅴ．金融審における金融課税に関する問題提起 

・若年層、現役引退層の「投資」はもともとそれほど巨額ではない（そもそも現在

はゼロに近い）。しかし、この層が市場に参加することによって市場そのものを安
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定化する効果は大きい。 

・このため、10％軽減税率で恩恵を受けられない年収700万円～800万円以下層が得

る少額の金融所得（利子・配当）については、これを非課税とする措置が適切で

ある。 

・ISA を根本的に見直して、少額の金融所得について確定申告によって所得控除を

行う制度の導入を検討すべきではないか。 

 

Ⅵ．戦略論 

 

（１）税で誰を狙うのか 

・リテール投資家の裾野の拡大。 ←当面はこちらにストレスを置くべきではないの

か。 

（２）税で何を狙うのか 

・明確な大義名分なくして漠然とした税要求をしても難しい。 

① 経済対策：ハイブリッド型エクイティー商品への取組み（匿名組合、劣後債） 

② 高齢者問題：年金型投信など 

③ 子育て支援：日本版529（孫支援529）など 

④ 公的債務問題：年金型国債の発行 

 

 

２．自由討議 

・ 私が介護の仕事をしていた経験を述べると、介護を受ける人は自分の資産で介護

の施設に入ろうとしないという傾向がある。つまり、高齢者層では、介護状態に

なる可能性は２割、３割程度であるが、自分がいつそのような状態になるかもし

れないというおそれから、資産を取り崩すということをしない。今後、マーケテ

ィングとして証券業界でターゲットをどこに定めるのか、高齢者層をターゲット

とするには、もし自分が介護状態になった場合の保障が得られるような商品開発

をする必要があると思う。 

子育て支援についてだが、今後、人間に投資しないと日本の未来がないと思っ

ている。子供を海外に留学させると1,000万円以上必要である。しかし、これを出
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せる親が非常に少ない。出せるのは富裕層だけだろう。 

⇒ 私は、ライフステージに応じた移住・住みかえを支援し、住宅のミスマッチの

解消を目的とした「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構」の代表理事を務め

ている。例えば、介護施設に入ると現在住んでいる家に住まなくなる。この家

を貸すと家賃分程度は介護費用に充当できることとなる。そうすれば、今まで

蓄えた金融資産を取り崩す必要がなくなることとなる。このように、今後は、

現在の投資は維持したまま、その投資商品を担保にして不慮の場合の借り入れ

ができるような仕組みを、証券業界として考えた方がよい。 

⇒ ご指摘の通り、今後は多分海外で勉強させるケースが増加すると考えられ、保

険業界は学資保険の販売に力を入れている。しかし、現在の学資保険の利回り

では海外留学は困難であるので、外貨を活用した商品や、証券を活用した商品

があるといいのではないかと思っていた。 

 

・ 「これからの証券業界は、富裕層ではなくリテール投資家の裾野の拡大を狙うべ

き。」という指摘についてであるが、ネット証券会社に口座開設する人は富裕層よ

りもむしろ普通の所得水準の層の顧客が多いと思う。しかし、現在の証券業者自

体は断片的な商品しか扱っておらず、普通の人にとって、総合的に判断して商品

を購入するということは不可能である。そういうことを考えるとアドバイスする

人が身近にいることで多少なりとも違ってくると思うが、アドバイスも費用がか

かるということであれば、ある程度余裕のある人でないとそれも受けられないと

いうジレンマが証券業界にあるのだと思う。 

先程の大垣委員からのプレゼンで、匿名組合や非課税の国債の提示があったが、

米国には個人に支払われる利金を非課税にする地方債があるので面白いと思った。

また、我が国の地方自治体では、既に、購入対象者を域内の個人や法人に限定し、

調達した資金使途を水道事業などに特定した地方債（住民参加型市場公募地方債）

の発行をアピールすることで、個人投資家の投資商品として定着した事例もある。

このような商品は地方の活性化にもつながると思う。 

⇒ 匿名組合ということでコメントさせていただくと、 近では被災地を支援する

などの市民ファンドのようなものがでている。このようなファンドが核となり、

投資家に幅広く受け入れられればいいと思う。 
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・ マーケティングという議論の話になっているが、顧客の立場からすれば、特定の

商品を勧められるよりもむしろ、証券会社に期待することは多種多様な商品を用

意することである。 

和泉委員のプレゼンで「ベンチマークに対する勝ち負けの違和感」という指摘

があったが、絶対収益追求型という商品を組成する場合は非常に複雑な金融の仕

組みが絡むことが多いと思う。これがスタンダードになることは本当によいこと

なのか議論が必要である。 

また、大垣委員より「分散投資は勧められない。」との指摘があったが、これで

は「高齢者の人には株式を勧められない。」という変な議論になると思う。 

⇒ そのようなことを申し上げているわけではなく、これまでは右肩上がりの時代

であったことから、投資であってもそれほど損をしないことがない前提の中で、

個人投資家を巻き込んでもいい時期があったのは事実だと思う。しかし、今後

の我が国経済の見通しを考えた場合、株価が下がる可能性を否定できない中で、

高齢者のバランスシートを考えたときにはキャッシュポジションを持つという

のが合理的な選択になり、あえて投資に金を振り向けるというときは、金額、

リスク額を限って、リスクをとればいいのではないかということを申し上げた

かったということをご理解いただきたい。 

⇒ 「絶対収益追求型という商品の場合、複雑でわかりにくい仕組みのものとなり、

それがスタンダードになってしまう。」というご指摘は確かにそのとおりである

と思う。ベンチマークについて触れた意図は、以前、ファンドマネジャーイン

タビューを行った際、「基準価格が下落していながら、ベンチマークに対して勝

った。」と言って自慢していた方がいて、これに対して投資家としては何かとて

も違和感のある説明であると思ったからである。 

 また、「証券会社として商品のバリエーションを増やす。」というご指摘もそ

のとおりであると思う。 

⇒ マーケティングの議論に関するご指摘であるが、先程、私が発言したマーケテ

ィングという意味は、「物を売るマーケティングではなく、こういうターゲット

の人が幸せに安心して老後が迎えられる人生をサポートするとしたら、どうい

う商品・サービスがいいか。」という提案のことであるので、ご理解いただきた



 -8-

い。 

 

・ 「個人にとって、住宅を資産と考える。」という大垣委員のご指摘はそのとおりと

思う。女性の投資家の方と話をしていると、都心にマンションを保有している方

が多く、住宅をいかに活用するかということが今後の老後の問題を考える際には

重要なテーマであると思う。 

 

・ 和泉委員の資料で質問だが、子ども１人が増えるだけでこんなにも老後の貯蓄額

が違うものなのか驚きである。これは一体何が原因なのか。 

⇒ これは私たちファイナンシャルプランナーの間では、普通の会社員は一生に２

回破綻するとよく言われている。まず１回目は50代の後半で収入が下がって教

育費が増えたところである。多くの場合は配偶者が働いたり、奨学金を利用し

たりといった方法で乗り越える。次は、60代前半が収入も下がって年金もない

状況である場合、破綻してしまうこととなるが、これはあくまでも数字上の話

であり、現実には、貯蓄の取り崩しなど、様々な方法でやり繰りしている。 

 

・ 今のお話で教育費が原因ということとなると、大垣委員の資料にも指摘のある通

り、換金性が低い1,250万円の部分を何とか流動化して、その孫の教育費に充てる

などの仕組みが必要であると感じた。 

それから、年金型の投資信託の提案が大垣委員からあったが、「クローズド期間

を何年か以上にすると課税が繰り延べられるので、そういう商品は税務当局とし

て認められない。」という指摘を聞いたことがあるが、これについてはどのように

考えるか。 

⇒ ご指摘のことは聞いたことがある。書面では拝見したことがないが、そのよう

な商品を設計すれば、多分、税務当局から指摘される可能性は高いかもしれな

い。この問題は本来、年金税制とすり合わせるべき問題であると思う。 

 

・ 「子供が２人いると破たんする。」という和泉委員の話は一番ショッキングだった。

これは何とかしないといけない。 

また、現在の高齢者は既に年金を受給しているのでいいとして、受給年齢の引
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上げを議論している中、今の30代が本当に将来年金を受給できるのかということ

を考えた場合に、そのような現役世代をターゲットとして考えてみてはどうかと

思う。 

大垣委員の説明で超長期国債を提言されている。変動金利であればよいのであ

るが、固定の国債で40年間を２％の利率で固定してしまう方がリスクがあるので

はないか。 

⇒ ご指摘のとおりだと思うが、先程の説明は、個人金融投資を通じた安定的な公

的債務の下支えという大義名分に焦点を当てたものである。 

 

・ 教育資金の問題や年金問題で必要な商品開発を考える場合、日本的カルチャー、

特に東アジアの特徴に留意して行う必要がある。教育の問題については、日本を

含む東アジア地域の場合、欧米とは違って費用は親が払うのが当たり前であり、

また、年金の問題については、親の側としては多くの場合、親が貧しくなったら

子がそれを面倒見るのは当たり前という、儒教的な考え方というのは少なくとも

親は持っていると思う。 

もう１点はベンチマークの運用についてであるが、少なくとも過去20年間は、

普通にインデックス型で分散投資しても勝てる状況では全然なかった。その場合、

相応のリターンを確保するとデリバティブ等のテクニックを使わずに安定的かつ

長期的に運用することは不可能である。このような商品の開発がない限り、IRA

を導入しても機能しないのではないか。 

 

・ 両委員のプレゼンを聞いて感じたことは、「60歳以降ぐらいに生活費が30万円は必

要。」という指摘だったが、地方で暮らせばそれほど必要ないのではないか。 

それから、大手証券とは違い、中小証券の顧客層は預かり資産が100万円前後で、

富裕層ばかりを顧客としているわけではないことを参考までに指摘したい。 

もう１点申し上げたいことは90年代に損失補てんが問題となったにもかかわら

ず、近年、金融ADR制度などが導入され、自己責任原則が忘れられている気がする。

何をしていくのかということもあるが、実際に何が起きているのかということも

含めて、投資する側がどうあるべきか一緒に考えていくべきと考える。 

⇒ 少なくともファイナンシャルプランナーは顧客一人一人のプランをつくるので、
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平均的なデータでシミュレーションはしない。したがって、ご指摘のような違

和感を持つのかもしれないが、逆に、先程のデータでは東京都内の場合であれ

ば、この金額では無理だと言われている。 

 

・ 本日、高齢者が持っている金融資産をいかに運用するかということを議論したが、

それだけがこの懇談会の目的かどうか疑問を持ったということを指摘したい。 

我が国の企業をどう育てるのかということも若い世代の就職や所得確保には必

要であり、そのような観点からの議論も必要なのではないか。 

⇒ 本懇談会は高齢者の資金運用のみに議題を絞っているわけではなく、広く現役

層も含めたリテール投資家の裾野の拡大と、そのための中長期的な観点とその

ための税制のあり方の議論が目的であることを確認させていただきたい。 

 

３．閉  会 

座長から、「次回の開催は平成24年３月28日（水）の午後２時から開催する。」等の

発言があり、閉会となった。 

以  上  


