




はじめに

　本書は、お金を投資で増やして夢を実現したいとか、将来に備え
たいと考えている方に向けた投資の指南書です。投資をこれから始
める方や、すでにやっているけれども改めて全体感を学びたいとい
う方に向けた、入門的な内容を扱っています。

　投資を始めるかどうか迷っている方にアドバイスをしますと、投
資を始めるベストなタイミングは「今、このとき」です。
　というのも、長期の資産形成においては若いほど時間を味方にで
きるので有利だからです。今は収入が少なくて投資に回す余裕がな
いという方も心配はいりません。本書で紹介している「インデック
ス投資」は月100円からでも始められるので、無理のない範囲で続
けることができます。

　とはいっても、60〜70歳から始めても決して遅くはありません。
というのも、長期的な資産形成に必要な期間は最低10年と言われて
いますが、70歳の日本人の平均余命（その後何年生きられるかの平
均値）は男性でおよそ15年、女性で20年にも及ぶからです。
　例えば、70代のうちにしっかり準備しておけば、より豊かな80〜
90代を過ごすことができます。

　日本は世界有数の長寿国として知られていますが、現代ではその
寿命の長さこそが不安の源泉になっています。厚生労働省によると、
この30年間で日本人の平均寿命は６年以上も伸び、65歳を迎えた女
性の２人に１人（男性の４人に１人）は90歳まで生きる時代になり
ました。
　100歳以上の高齢者は30年前の50倍にも増えています。失われた



ウン十年で日本経済はちっとも成長しなかったのに、寿命はどんど
ん伸びてきたわけです。

　長生きだからこそ、日本人はもっと投資をすべきです。日本を含
めた先進国の保険業界では、「長生きリスク」という言葉が注目さ
れているのをご存じでしょうか？
　この言葉は、長生きしすぎることで生活資金が底をついてしまう
という経済的リスクを意味しています。人類史上はじめて、人々は
長生きすることを人生最大級のリスクと考えるようになったのです。
日本はその急先鋒で、世界で最も急速に長寿化と高齢化が進んでい
ます。

　日本人は長らく投資嫌いだったし、今でもその傾向は強く残って
います。その証拠に、家計の金融資産構成を見ると、米国では株式・
投資信託が過半であるのに対し、日本では１割強に過ぎず、代わり
に預貯金が過半を占めています。
　預金金利が高くて給料が右肩上がりの時代だったらそれでも十分
豊かな未来を描けたでしょうが、今は状況が全く変わってしまって
います。預金金利はほぼゼロになり、給料は上がらなくなり、税金
と社会保障費は増え続け、定年後の年金は雀の涙……。その中で破
産せずに長生きするという「無理ゲー」を今の日本人は強いられて
います。この「無理ゲー」に立ち向かう最大の武器が資産運用です。

　クリア困難なゲームに国民全員が強制参加させられているわけで
すから、本来ならばクリアに役立つ武器を政府が国民全員に配るべ
きでしょう。つまり、小学校・中学・高校・大学で資産運用につい
て教えたり、社会人のための教育制度を整備するなどです。
　しかし、残念ながらそういった動きはほとんど見られないので、
独学でなんとかするしかありません。そこで本書では、投資経験の



ない方を前提として、資産運用をイチから学んで実践していく方法
について解説しています。

　本書で紹介する投資手法がどのようなものかを簡単にご紹介しま
しょう。
　最初に一番重要なことを話しますが、資産運用で最も大切なのは
「大きな失敗をしないこと」です。そして資産運用における「大き
な失敗」とは、自分が耐えられない規模の損失を出すことです。
　例えば株式に投資した場合、株価は日々変わるので投資したとき
より価格が下がることは普通にありますし、少しマイナスになった
くらいでは気に病む必要はありません。しかし、人生設計が狂うほ
どの損となると話は別です。大きく損をするリスクを抑えつつ着実
に増やしていくという発想が大切になってきます。

　そのような投資を個人でも手軽に実践できるのが、本書で紹介し
ている「インデックス投資」です。投資というと博

ばく

打
ち

の親戚のよう
に思われている方もいらっしゃるかも知れませんが、それは大きな
誤解です。投資には理論的に正しいやり方があり、数学や理科と同
じ「サイエンス」なのです。そして、理論的に正しい投資を個人が
行うための手段がインデックス投資です。

　インデックス投資は、経済学者ハリー・マーコウィッツやウィリ
アム・シャープらが提唱した「現代ポートフォリオ理論」に基づい
ており、彼らはこの理論を確立した功績により1990年にノーベル経
済学賞を受賞しています。このような確固たる経済学理論に基づい
た投資手法であるため、インデックス投資は世界中の金融機関、資
産運用会社、個人投資家が実践しているグローバルスタンダードな
投資手法となっています。そう聞くと難しそうな印象を受けるかも
知れませんが、PCやスマホさえあれば誰でも簡単に実践できてし



まいます。
　まとめると、本書で紹介しているインデックス投資には以下のよ
うな特徴があります。

インデックス投資の特徴
◆ ノーベル経済学賞に裏打ちされている
◆ グローバルスタンダードな投資手法である
◆ PC・スマホがあれば誰でも手軽に実践できる

　インデックス投資は大きな失敗をしないことに重きを置いていま
すが、そのような投資手法をお伝えする背景には私のキャリアが関
係しています。

　私は2008年にメガバンクへ入行して以来、数理的な技術を駆使し
て資産運用を行う「クオンツ」としてキャリアを築いてきました。
クオンツの役割は、高度な数学、金融工学、データサイエンスを用
いて市場を分析したり投資戦略を開発するなどして、「数学の力で
お金を安全に増やしていくこと」です。

　金融市場はしばしば混乱に見舞われます。私自身も、クオンツと
して働き始めてすぐに大手投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻

（2008年９月）をきっかけとした世界金融危機に巻き込まれ、その
後も欧州債務危機（2010年）、東日本大震災（2011年）、米中貿易戦
争（2019年）、コロナショック（2020年）、ウクライナ危機（2022
年）など、金融市場の混乱を幾度となく経験しました。私は、こう
した危機を乗り越えるたびに自分の分析や投資戦略に磨きをかけ、
安全で着実な資産形成を支え続けてきました。

　個人投資家であれば、こういった混乱時に大損をしても自分の責

インデックス投資の特徴



任だと割り切れば良いだけですが、金融機関で人様のお金を運用し
ている立場としてはそういうわけにはいきません。
　だからこそ、金融機関に勤める投資のプロたちは、大きな失敗を
避ける正攻法の運用手法を徹底して叩き込まれます。そのノウハウ
を「インデックス投資」を通じて個人でも実践できるようにお伝え
するのが、本書の趣旨です。

　投資の本をいくつか読まれた経験がある方は、今までの話を読ん
で「何だ、インデックス投資の本か」と思われたかもしれません。
確かにインデックス投資の本は本書以外にも出ていますが、それら
は個人投資家やファイナンシャルプランナーの方が書かれたものが
多く、インデックス投資のやり方については詳しく書かれてあるも
のの、なぜインデックス投資がベストなのか、そして他の投資手法
がなぜベストとは言えないのかという、本質的な説明があまりなさ
れていない印象があります。

　本書は、インデックス投資を、他の投資手法と比較しながら理を
尽くして本質を説明することで、真に納得して投資を始められるよ
うに構成を工夫しました。お金と、そして将来の安心にかかわる問
題なので、十分に納得することが大切だと思うからです。

　本書で解説しているテーマは主に以下のようなものです。

◦インデックス投資でお金が増えていく仕組み
◦物価が上がり続けるインフレ下での資産防衛策
◦支出を見直し投資資金を捻出するステップ
◦貯金と投資の最適バランス
◦「何に投資すべきか」と「買うタイミング」
◦外国株など海外への投資はやるべきか



◦市場が荒れているときはどうすれば良いのか
◦年齢とともに投資対象をどう変えていくべきか
◦手を出さないほうが良い投資対象
◦インデックス投資を始める具体的な手順
　etc.

　本書の構成ですが、まず第１章で「ベストな投資」とは何かを学
んだ上で、第２章で「ベストな投資」を実現するためのインデック
ス投資の仕組み、第３章でインデックス投資以外の投資手法が初心
者にお勧めできない理由、第４章と第５章でインデックス投資の始
め方や続け方を学びます。
　基本的には第１章から第５章まで順番に読むことをお勧めします
が、目次を見て興味のある項目を拾い読みする形でも構いません。
忙しくて通読の時間の時間を取れない方は、第１章を読むだけでも、
投資についての考え方が大きく変わると思います。

　資産運用は人生を豊かにするための強力な武器です。本書が未来
を創る能動的な資産形成へのいざないとなるのであれば、それに勝
る幸いはありません。



資産が自動的に増えるインデックス投資入門
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第1章
「資産運用」って

そもそもどういうこと？

金儲けのために時間を無駄にすることなどできない

� ジャン・ルイ・アガシ（地質学者）



16

なぜ 「投資」 を学ぶ
必要があるのか？

　第１章は少し座学的な内容になりますが、投資で大きなミスをし
ないための必要最小限の知識をまとめたものなので、しばしお付き
合い下さい。
　皆様は、投資と聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか？
　うまくやれば一獲千金を狙えるギャンブルのようなものと捉えて
いる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、一獲千金を狙って
株などを取引する行動は「投

とう

機
き

」と呼ばれており、本来それは「投
資」とは全くの別物です。
　投機とは、相場の変動を利用して短期的な利益を得る行為です。
投機的な取引で運よく大きな利益を得る人もいますが、そういった
方々の方法論は再現性がないため、他人にとってはあまり価値があ
りません。
　一方、投資とは、長期的な利益のために将来性のある投資先へ出
資する行為です。投資は長年にわたり学術的に研究されてきた分野
であり、経済学をベースとした基礎理論があります。理論的に正し
い投資を行えば、誰しもが大きな失敗を避けつつ資産を増やしてい
くことができます。
　投資は、長期的な資産形成の最も有力な手段であり、人生100年
時代を生き抜くための強力な武器です。それにもかかわらず、多く
の方が投資に不案内なため、武器として活用できずにいます。
　投資にはリスクが伴いますが、基本となる理論を学んだ上で投資
を行えば、そのリスクもうまくコントロールしつつ資産形成を行え
るのです。
　といっても長い時間をかけて学ぶ必要はなく、本書の第１章を読

1-1
SECTION
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めば、考え方の基本はすべて身に付けることができます。その上で、
第２章以降で具体的なやり方を学んでいきましょう。

　なぜ投資が資産形成の有力な手段なのかというと、理由は２つあ
ります。
　１つ目は「節約」で、毎月の収入から一定額を積み立てて資産を
築く場合、貯蓄よりも投資のほうが少ない金額で済む可能性が高い
からです。
　２つ目は「インフレ対策」で、長期的な資産形成にとっての最大
の敵である物価上昇（インフレ）への対策ができるからです。

理由１	 投資は最高の節約術だから

　まず１つ目の、「節約」の理由について説明します。
　一般に老後の生活は、次の３つの収入源に支えられることになり
ます。

　① 公的年金
　② 退職金
　③ �金融資産（株式、貯蓄型保険、預貯金など。ただし退職金を

除く）

　これらのうち①と②は現役時代の職種、勤務先、階級などによっ
て決まるので、誰しもに共通のセオリーといったものはありません。
本書でお伝えしたいのは、③「金融資産」を築くための方法です。

　皆さんは、リタイア後に資産がいくらあれば安心できると思いま
すか？ 人によって答えはさまざまでしょうが、目安として老後資
金は1500万〜2000万円程度は見ておいたほうが良いでしょう。
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　この数字は、高齢世帯の平均的な収入・支出の水準から試算でき
ます。総務省の家計調査報告を過去10年にわたって見てみると、高
齢世帯の赤字額は、夫婦２人暮らしの場合は月５万円、単身世帯の
場合は月3.5万円となっています（実収入から支出を引いた不足分
の2010年〜2019年における平均値。2020年以降はコロナの影響で支
出が急速に落ち込んだためデータから除いた）。年間ですと夫婦世
帯で60万円（＝５万円×12ヵ月）、単身世帯で42万円（＝3.5万円×
12ヵ月）不足することになります。

　つまり、老後期間を25年間とすれば、夫婦世帯で1500万円（＝60
万円×25年）、単身世帯で1050万円（＝42万円×25年）が不足する
ことになります。さらに、医療費、自動車買い替え、家のリフォー
ム費用などの臨時支出も考えればプラス500万円程度はあったほう
が良さそうです。
　つまり老後資産は夫婦で2000万円、単身だと1500万円程度がひと
つの目安と考えることができます。これは全国平均に基づく大まか
な試算に過ぎませんが、目安にはなります。
　もちろん、これだけの資産をゼロから築く必要が必ずしもあるわ
けではなく、退職一時金（いわゆる退職金）や遺産相続などで一部
をカバーできる方もいるでしょう。

» 1000万円の資産をどう効率的に築く？

　いずれにせよ、老後のために一定程度の資産があるほうが安心に
は違いありません。それでは、「貯蓄」と「投資」を比較したとき
に、1000万円の資産を築くのはどちらがどれだけ難しいのでしょう
か？ その感覚をつかんで頂くために、1000万円の資産を形成する
ために必要な月間積立額を図表１－１にまとめました。
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　図表の見方ですが、各列は資産形成に何年かけるかを表していま
す。一番左は40年かけてゆっくり資産を築く場合、一番右は10年間
で足早に築く場合です。そして各列の上段が株式投資などを行わず
に貯蓄のみで資産を築く場合の月間積立額、下段が株式投資などの
資産運用を取り入れた場合の月間積立額を表しています。

　例えば一番左の列の上段は、40年かけて1000万円を貯金するには
月2.1万円を貯めていく必要があることを示しています。25歳から
毎月2.1万円を貯金していけば、65歳までには1000万円が貯金でき
るということです。
　一番右の列の上段は、10年で資産形成を終える場合です。仮に現
在65歳だとして、75歳までに1000万円の資産を形成したいのであれ
ば、毎月8.4万円を貯蓄する必要があるということです。

■図表１―１　資産1000万円を形成するための月間積立額

積立期間

40年 35年 30年 25年 20年 15年 10年

貯蓄 2.1万円 2.4万円 2.8万円 3.4万円 4.2万円 5.6万円 8.4万円

運用 1.1万円 1.4万円 1.8万円 2.3万円 3.1万円 4.4万円 7.2万円

差 －48％ －42％ －36％ －32％ －26％ －21％ －14％

※前提：預金金利 0 %、運用利回り 3 %。積立資産を途中で取り崩すことはしないとする。

» 資産運用のほうが効率よく資産を増やせる

　下段（資産運用を取り入れた場合）を見てみると、上段と比べて
必要な金額がかなり少なくなっています。特に積立期間を40年とし
た場合、金額は48％も少なくなっています。
　なぜ必要金額が少なくなるかというと、運用で得た利益を当初の
元本に足して再び投資に回すことで、元本そのものが増えていくか
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らです。元本が増えれば、利益の規模も大きくなっていきます。こ
のように、運用益の再投資により利益が利益を生んでいく効果を複

ふく

利
り

効
こう

果
か

と呼びます。複利効果の影響は投資期間が長いほど大きくな
ります。

　複利効果の仕組みを説明しましょう。仮に運用利回り３％（運用
利回り＝運用資産の何パーセント分の利益を出せたかという数字。
例えば年初の運用資産が100万円、その年の運用益が３万円のとき
は運用利回り３％となる）だとします。
　元本100万円からスタートした場合、１年目に得た利益３万円（＝
100万円×３％）を元本100万円に足して、２年目には103万円を新
しい元本として運用します。３年目には、２年目で得た利益３万
900円（＝103万円×３％）を、元本103万円に足して、106万900円
を新たな元本として運用します。
　これを繰り返すと、24年間で元本は倍になります。

　この複利効果があるために、投資こそが最大の節約となるのです。
さらに言えば、複利効果の影響は投資期間が長いほど大きくなるの
で、若いうちから投資を始めるほうが有利になります。
　図表１－１は運用利回り３％を前提に数字を作っています。もち
ろん、運用にはリスクが伴うので利回りが確実に３％になるという
ことはないのですが、運用の利点を直感的に知って頂くために仮に
そのようにしました。ちなみに、３％という運用利回りは長期投資
において十分に達成可能な水準です（詳しくは第２章参照）。

理由２	 インフレの対策になるから

　投資が資産形成の有力な手段である２つ目の理由は、それがイン
フレ対策になるからです。インフレ（＝インフレーション）とは、
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物価が継続的に上昇していく現象のことです。長期の資産形成にお
いて最も恐るべき敵が、このインフレなのです。

» そもそも「インフレ」って何？

　インフレ自体は決して悪いことではなく、ある程度のインフレは
経済成長に不可欠です。というのも、経済は「好景気⇒昇給⇒購買
意欲アップ⇒需要拡大⇒供給不足による価格上昇（＝インフレ）⇒
生産拡大（設備投資・採用増）⇒企業収益改善⇒好景気⇒昇給⇒
……」というサイクルが回ることで拡大していくからです。
　初代内閣総理大臣である伊藤博文の年俸は9600円だったそうです
が、現代の総理大臣の年間給与は4000万円強です。
　日本銀行の統計によると、明治20年から現在までに日本の物価は
約4700倍（昭和45年以降は消費者物価総合指数、それ以前は企業物
価指数をもとに筆者試算）になっていますので、総理大臣の給与は
物価上昇におおむね連動して増えていったと言えるでしょう。
　明治時代は、かけそば、あんパンなどのファーストフードは１〜
２銭（１銭は0.01円）でしたが、今ではファーストフードは最低で
も数百円かかります。このように、物価が上昇していけば、同じ金
額でも買えるものは減っていきます。
　つまりインフレとは、見方を変えれば通貨の価値が下がっていく
ことだとも言えます（よりたくさんの通貨を用意しないと品物と交
換してもらえなくなるため）。

» インフレは資産形成の敵

　本題に入りますが、長期の資産形成における最大の敵はインフレ
です。日本では経済停滞によって諸先進国よりも物価上昇率がかな
り低く抑えられてきましたが、今後はどうなるかはわかりません。
　インフレは長寿の大敵です。なぜならば、せっかく築いた資産の
価値を実質的に目減りさせてしまうからです。図表１－２は、需要
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増に伴う健全なインフレの目安とされる「年率２％」のインフレが
継続した場合に、１万円の実質的な価値がどう変わっていくかを表
したものです。見て頂くと、１万円の実質価値は10年間で8000円ほ
どになり、約35年間で5000円まで下がってしまいます。

■図表１－２　１万円の実質価値（インフレ率２％の場合）

インフレによる１万円の減価

経過年数（年）

実
質
価
値
（
円
）

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

　資産形成を行う上で、貯蓄や貯蓄型保険などはインフレに弱いと
いう弱点があります。例えば、30歳で貯蓄を始めた人が65歳までに
1000万円を貯めたとしても、その35年間ずっと年率２％のインフレ
が継続していれば、500万円程度の実質価値しかなくなってしまっ
ているからです。
　貯蓄型保険も、満期時に支払われる満期保険金の金額は契約の際
に決められるので、満期時点までにインフレが起きればその分だけ
満期保険金の実質価値は目減りします。例えば、35年後の満期時に
1000万円を受け取れる貯蓄型保険に加入していたとしても、年率２
％のインフレが継続すれば、先ほどと同じ理屈で実質価値は半減し
ます（つまり、買えるモノやサービスが半減します）。
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» インフレの対抗手段としての株式投資

　このインフレの脅威に個人として対抗する手段は限られています
が、世界中で認知されている有力な対策法として株式投資がありま
す。
　というのも、株式投資の運用利回りは一般に４〜５％程度である
ため、年率２％程度のインフレが継続しても、年率２〜３％程度で
実質的な資産価値が増加していくからです。また、インフレ下では
モノ・サービスの販売価格が上昇するので企業収益が改善し、それ
が好感されて株価が上昇しやすくなります。つまり、株式投資をし
ていれば、インフレによる金融資産の実質価値の目減りを、株価上
昇で一部相殺することが期待できます。

　ただし、日本株だけに投資していた場合はこの理屈がうまく機能
するとは限りません。日本人が特に警戒すべきなのは、資源や輸入
品の価格上昇によって物価が上がっていく「コストプッシュ型イン
フレ」です。
　日本は石油などのエネルギー資源、食料、さまざまな原材料を輸
入に頼っています。それらの価格が上昇すれば、製品の価格も上が
ってしまいます。このような、コスト増加により価格が押し上げ（プ
ッシュ）られるインフレをコストプッシュ型インフレと呼びます。

　先ほど、景気拡大局面では自然にインフレが起きるという話をし
ましたが、コストプッシュ型インフレは景気が停滞しているときで
も起こりうるので厄介です。コスト増加を要因とする価格上昇なの
で企業収益の改善にもつながらず、日本株が低迷する中でインフレ
が続くといったシナリオも起こりえます。
　こういった事態も考えて、本書では世界中の企業の株式に広く浅
く投資資金を分散することを推奨しています。日本が長期停滞にあ
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えぐ中でも世界経済は順調に成長しており、世界中の株式に広く投
資することで、世界経済の成長に乗って資産を増やしていけるから
です。
　このように、世界中の資産に分散して投資を行うことを「国

こく

際
さい

分
ぶん

散
さん

投
とう

資
し

」と呼びます。
　資源・エネルギー価格が上昇して日本からお金が流出していると
きでも、その分だけ、資源・エネルギーを売っている側の国や企業
は儲かっています。ですので、国際分散投資によって世界中の企業
へ投資していれば、日本企業が不利な経済情勢においても自分の資
産を増やしていくことができるのです。

　以上の２つの理由（複利効果とインフレ対策）から、資産形成に
おいて投資が有力な手段となりえるわけです。


