定年後・退職後の家計のリスクを考える

退職金デビューに気を付けて
退職前後の方からのお金のご相談で一番多
いテーマが運用です。やりくりの相談ではな
いのです。特にアベノミクスの始まった２０

第 ２回

方は、運用に失敗する可能性が多いことが
特徴です。退職金は大切な老後資金ですか
ら、しっかりと運用に関する知識や経験を
身に着けてから判断したいところです。

退職するまでは子どもの教育費、住宅ロ

事実ですが、残念ながら投資家にも失敗の

金融機関の営業姿勢にも問題があるのは

自分にも失敗の原因がある

ーンの返済などの支払いに日々頭を悩ませ

原因があることが多いのです。失敗した投

１３年以降は、この傾向が顕著になりました。

ていた人も多いはず。勤務先に退職金制度

資家には「預金に置いておくのはもったい

います。

らないまま退職金で運用デビューしてしま

判断していいか分からないはず。よく分か

融商品に触れていない方にとっては、どう

な金融商品が提案されます。普段あまり金

個人向け国債、投資信託、保険とさまざま

目を向けるべきなのは、儲けることよりも、

しまいます。ですから、運用を始める際に

値下がりで大きく損をする局面に遭遇して

ほとんどの場合で経済ショックなどによる

運用をします。ところが、
運用をしていれば、

もちろん、ほとんどの方は儲けるために

の資産を買い、運用します。景気回復期に

景気回復期にあたります。投資では、何か

れらの経済ショックと経済ショックの間は

産の価格が大きく下落します。そして、こ

経済ショックが発生すれば、株価や不動

すが、数年も経つと忘れてしまうようです。

経済ショックが発生した時には大騒ぎしま

残念ながらこの「退職金デビュー」した

相場環境が悪くなった時にどうするかとい

これまで大きな影響のあった経済ショック

うことなのです。

があった場合、退職をすると自分の口座に

2015年 チャイナショック

は、私たちの記憶に残るよりも頻繁に発生

2010年 ギリシャショック

ない」
「運用をすれば儲かる」と思い運用を

2008年 リーマンショック

退職金が入金されます。このころから、銀

2007年 サブプライムショック

しています【図表１】
。人間不思議なもので、

1987年 ブラックマンデー

始めた方が多くいます。

【図表１】経済ショックや
不景気の歴史

行や証券会社などから頻 繁に営業を受け、

2006年 ライブドアショック

【ふじかわ・ふとし】
1968 年、山口県生まれ。慶應義塾大学大学
院理工学研究科を修了後、自動車会社勤務を
経てファイナンシャル・プランナーに。
「家計
の見直し相談センター」で個人向け相談サー
ビスを展開している。著書は『サラリーマン
家庭は“増税破産”する！』
（角川 ONE テー
マ 21、2013、共著）
『やっぱりサラリーマン
は 2 度破産する』
（朝日新書、2014）等多数。

2001ー2002年
エンロン・ワールドコムショック

生活デザイン株式会社代表取締役

1997年 アジア通貨危機

藤川 太

1990年 バブル経済崩壊

退職金デビューにご用心！

家庭経済設計

12

１年後に確実に
10％損をする商品

は儲かりやすく、経済ショックなど不景気
ことを優先すべきです。

得るためには、できるだけ大きな損をしない

がないわけではありません。その知恵が「分

るものの、少しでもリスクを軽減する方法

たとえば、個別企業の株式はその発行企業

散投資」と言われるものです。

あります。私たちはリスクと言うと「損を

が破たんしてしまえば、価値がなくなってし

すれば、
すべてを失う可能性は低くなります。

すること」と考えがちです。ただ、運用の

たとえば、金利１％の預金に１年預けた

これは極端な例ですが、分散して投資す

まいます。１つの会社の株式に集中投資して

をしたというニュースが流れたとしましょ

時、１年 後の金額は確 実に計 算できます。

るほど値動きがゆるやかに安定的になり、

世界でリスクとは「将来が不確実である」

運用をすると、リスクとつきあう必要が

に直面すれば損をしやすくなります。５年、
年 投 資 す れ ば、 残 念 な が ら 一 度 は 経 済

ショックにあたる可能性が高いのです。

守るべきお金を見極める

う。あなたが運用している資産もみるみる

確実に分かるのでリスクが低い状態です。

リスクが低減します。また、できるだけ値

いれば、すべてを失うこともあるということ

うちに価格が下がってしまい、大きな損を

一方で、株式を購入した時、１年後にいく

動きの異なる資産を組み合わせて分散する

ことを言います。不確実さは、値動きの大

かかえてしまいました。あなたなら、こん

らになっているかは全く分かりません。倍の

ことで、リスク低減効果はさらに大きくな

です。一方で、複数社の株式に分散して投資

な時にどうするでしょうか。

値段になっているかもしれませんし、逆に

ることが分かっています。

きさによってリスクの高低を測ります。

①一部または全部を売却する

半分になっているかもしれません。つまり、

ある日、海外で大きな金融機関が破たん

②長期投資なので何もしない

株式はリスクの高い商品です。

ん。運用のセオリーでは②か③が正解と言

すれば売ってしまいたくなるかもしれませ

す。確実に損をすることが分かっているの

見えますが、実際にはリスクの低い商品で

はどうでしょう。この商品はリスクが高く

に、不動産や商品（金、原油）などに投資

に値動きの異なる資産を組み合わせるため

受することができるのです。最近では、さら

の意味での分散投資のリスク低減効果を享

の異なる資産を組み合わせることで、本当

たとえば、株式は、債券のように値動き

③チャンスなので追加投資する

では、１年後に確実に ％損をする商品

われます。ただ、大きな損を許容しながら

ですから、買わなければ損をしないのです。

する商品を組み合わせる動きも出ています。

運用初心者の方であれば、少しでも損を

②か③の行動が取れる人は多くないでしょ

低い利益でいいなら、リスクの低い商品は
いくらでもあります。
「ローリスク・ローリ
ターン」です。一方で高い利益を望むなら、
ク・ハイリターン」です。どうしても、私た

運用をすれば利益を期待することができる

では、基本的な疑問として、どのように

高いリスクを覚悟する必要があり「ハイリス
ちは高い利益を欲しいけれど、リスクは負い

難しいことはありません。多くの人が利益

益が出る。言うのは簡単ですが、これほど

安い時に買って、高い時に売ることで利

のでしょうか。
うまい話はないことを肝に銘じましょう。

んでしまいます。ですが、現実にはそんな

たくない「ローリスク・ハイリターン」を望

利益の源泉は「成長」

う。②や③の行動を取り、最終的に利益を

10

ただ、本来は高いリスクを負う必要があ
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を得るために「値動き」に賭けるような行
動を取ります。しかしながら、その場合の

イフプランから見積もります。前回取り上

げたライフプランシートが、ここでも活躍

お金を使うのか、家族の年表を作り把握す

し ま す。
「いつ」
「何のために」
「いくら」
いくら世界中に分散投資しても、経済シ

るのがライフプランシートです。作成した

家計が壊れない投資額を
見極める

ョックを避けることはできません。私たち

ライフプランから、５年以内に貯蓄を取り

利益は運次第で、大半の投資家は損をする
一方で、大半の人が期待できる利益の源

は万一の時でも、
「運用に失敗したので老後

崩して充当する金額を見積もります。この

結果になっています。
泉は「成長」です。たとえば、ある企業の

資金がなくなった」というような事態は

また、退職後は平均して貯蓄を取り崩しな

株 式に投 資した場 合 を考えてみましょう。

運用は資産が増えるスピードが速くなる

がら生活をします。そのため、５年間に生活

金額を仮に１５０万円としましょう。

代わりに、失敗した時には家計を破壊する

費として取り崩す金額も計算します。取り

避けなければなりません。

す。逆に儲から ず に破 たんしてしまえ ば、

だけの力を持っています。たとえ失敗して

崩し額が月５万円なら年 万円。５年間で３

その会社がドンドン利益を得て大きな会社

価値はゼロになるかもしれません。運用で

も、家計が破壊されなくて済む限度を見極

に成長していけば、株式の価値が上がりま

は「成長」をする投資対象を見つけること

わたり継続するかどうかです。投資対象が

もう一つ大切なのは、その成長が長期に

しても生活に影響のないお金のこと。ただ、

聞くでしょう。余裕資金とは、運用で失敗

運用は「余裕資金」で、という言葉をよく

１８０万円、５年以内に取り崩す予定のお

こ の ケ ー ス で は、 日 常 生 活 資 金 と し て

す。もちろん取り崩しがなければゼロ円です。

取り崩す金額は合計で４５０万円となりま

００万円取り崩します。すると、５年以内に

個別の企業であれば、その企業が長期にわ

自分の余裕資金はどの程度あるか、答えら

金として４５０万円で、計６３０万円が「守

めることが大切です。

たり 成 長 す るとは限 り ません。ところが、

れる人はほとんどいません。

に分けてみます。守るべきお金は、いつ使

「守るべきお金」と「運用してもいいお金」

金を持っているとしましょう。この資金を

では、ここであなたが１０００万円の資

能性が低い余裕資金です。

経済ショックに遭遇しても家計が壊れる可

円を上限とします。この範囲内が、運用中に

から６３０万円を差し引いた残り３７０万

る べ き お 金 」 と な り ま す。 １ ０ ０ ０ 万 円

日本全体よりも可能性は高まります。

もっと範囲を広げて、世界全体を考えると
つまり、世界全体に分散し長期にわたり

うことになるか分からない「日常生活資金」
、

ら、６か月分で１８０万円となります。こ

す。そのニュースを受けて、あなたの資産が

朝起きたら大変なニュースが流れていま

では、ここでご質問です。

心が壊れない金額も計算する

投資すること。運用期間中、価格が下がる

万円の生活費を使うな
の程度のお金をキープしておけば、突然の

の程度の損であれば「リスクを承知で運用

ドンドン値下がりしていきます。あなたはど
つぎに「５年以内に取り崩すお金」はラ

出費にも対応しやすくなります。

活費とします。月

まず、日常生活資金は６か月分程度の生

取り崩すお金」の合計額です【図表２】
。

既に使うことが決まっている「５年以内に

業よりは成長を続ける可能性が高まります。

日本全体であればどうでしょう。個別の企

がとても大切なのです。

60

局面が来ますが、成長を続けているならば
年、 年と運用し続けることで最終的に

と考えるなら、売却してより成長を期待で

もしも、投資対象が今後は成長をしない

きる手法なのです。

が、多くの人が運用で利益を得ることがで

利益を得ることができるのです。これこそ

20

きる投資対象に乗り換えるべきでしょう。

30

10

14

【図表２】家計が壊れない投資額 ※青色の数字は例
日常生活資金

に遭遇しても心が壊れる可能性が低い余裕

ださい【図表３】
。その金額が経済ショック

答えていただいた金額を２倍してみてく

と思えるでしょうか。金額で答えてください。

したのだから、この程度の損は仕方がない」

夜も眠れなくなる人が多くなります。そうな

大きく値下がりをしている時には、心配で

たとしても１００万円までの損で済みます。

ておけば、半値になるほどの値下がりがあっ

れが現実です。投資額を２００万円までにし

って運用できる範囲を確認し、その範囲で

このように、もしもの時にでも余裕を持

す。この場合は２００万円を上限とします。

ても家計も心も壊れる可能性が低いからで

します。そうすれば、経済ショックに遭遇し

用する場合は、どちらか小さい方を上限と

運用コストを必ず確認しよう

慎重に行いましょう。

らないよう投資額に上限を設定しましょう。

家計と心の
どちらも壊れない範囲

資金です。この金額を上限として投資額を
設定しましょう。たとえば、仕方がないと
思える金額が１００万円ならば、投資額は
２００万円を上限と考えるのです。

Q 下落しました。どの程度の損失なら耐えることができますか？

経済ショックがやってきて、あなたの運用資産の価値が大きく

たとえば、１００万円の運用をする際に、

る商品が見られます。

解約する際には、信託財産留保額が取られ

からない商品が増えています。また、売却・

投資信託の場合、買付時の買付手数料がか

くの場合で売買手数料がかかります。また、

買付時、売却時にかかるコストです。多

①売買にかかるコスト

分けられます。

コスト、②保有中にかかるコストに大きく

運用にかかるコストは、①売買にかかる

るコストを理解し把握することが大切です。

者として自分の身を守るには、運用にかか

これまで見てきた中で、家計が壊れない

【図表３】心が壊れない投資額 ※青色の数字は例

株式の比率にもよりますが、いくら国際

万円

運用におけるトラブルには、多くの場合

630 万円

投資額３７０万円と、心が壊れない投資額

1000 万円 －

分散投資をしていても、リーマンショックの

守べきお金

で販売側に問題があるのは事実です。消費

万円
（B）の 200
＝

万円

２００万円の２つの基準が出てきました。運

５年以内に取り崩すお金

時には半値近くまで値下がりをしました。こ

投資額の上限

万円か

買付手数料が１％であれば、１万円の手数

料を支払います。つまり投資元本

らスタートすることになります。

②保有中にかかるコスト

株式や債券は保有中のコストはかかりま

せん。ただし、プロに運用を任せる投資信
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家計が壊れない投資額（A）と
心が壊れない投資額（B）のどちらか小さい方
＝

万円
200
＝ ③ × ２ ＝（B）
心が壊れない
投資額

万円までなら大丈夫！
100

③

630

+ ②＝
＝①

370
＝（A）

万円

守るべきお金

＝ 現在の貯蓄額 －

家計が壊れない
投資額

450(150+300)
５年以内に取り崩す予定の貯蓄 ＝ ②

万円
180
月の生活費×６か月分 ＝ ①

【図表４】積立投資の投資方法による違い

信託に投資した場合、投資した資産が年２

ります。もしも、信託報酬が年１％の投資

託は年０・２～２％程度の信託報酬がかか

売買を繰り返すことが一番の近道。売買の

販 売 者が自分の利 益を大きくしたけれ ば、

得る利益は減ることになります。たとえば、

に関わる人の報酬が増える一方で、投資家が

ない単位しか購入できず、価格が安くなっ

じ金額ずつ投資すると、価格が高い時は少

毎月投資する単位数が変動します。毎月同

たり９５０円での投資です。

％の利益を出すなら、差し引き年１％分が

度に、買付手数料を得ることができます。

た時は多くの単位を購入できます。たとえ

一方で、同じ金額ずつ投資した場合には、

投資家の利益になります。

逆に投資家にメリットがあるのは、コスト

ば、毎月１万円ずつ投資した場合、６か月

このようにコストが高いと、販売者や運用

が低い商品を選択し、長期に保有し売買の

投資です。この場合、１単位当たり９１８・

間の投資総額は６万円で、 ・３２単位の

に分散投資して長期に保有することに通じ

５５円で投資したことになります。

回数をできるだけ少なくすること。世界中
る行動です。

10

10

10
9,000

7,000

8,000 57,000
11.11

14.29

12.50

5

6
700

800

このように、同じ金額ずつ投資する方法

がドルコスト平均法ですが、同じ単位ずつ

大きな損は確実に避けることができますし、

が「小さく始める」こと。小さく始めれば

運用の初心者であれば必ず心がけたいの

入できる」と前向きに投資を続けることも

る時にでも「いつもよりも多くの単位が購

にくくなります。また、価格が下がってい

一般的です。投資単価が下がれば、損をし

投資する方法よりも投資単価が下がるのが

経験を着実に積んでいくことができます。

と呼ばれる値動きの大きな資産へ投資する

いきます。積立投資は「ドルコスト平均法」

積立貯蓄のように毎月一定額ずつ投資して

て NISA」
。年間の積立限度額は 万円、

職後の方も幅広くメリットがある「つみた

が用意されています。それが、若い方も退

さらに積立投資には節税効果のある制度

できる手法なのです。

際に有効な手法を利用することができます。

最長 年間非課税で運用ができます。運用

小さく始めるために最適なのが積立投資。

【図表４】のように価格が変動するとしま
般的に①毎月同じ単位ずつ投資する方法

しょう。この資産に積立投資するには、一

だけでなく、教育資金、住宅取得資金など

期間中いつでも売却ができるので、老後資金

投資になるかもしれませんが、まずはこう

退職金の金額から見ると、小さな金額の
同じ単位ずつ投資した場合には、毎月投

した有利な制度を利用しつつ経験を積んで
単 位 投 資し、

資する金額が変動します。毎月
投 資した場 合、６か月 間で

れない範囲で運用を楽しみましょう。

みましょう。慣れてくれば、家計や心が壊

単位ずつ

ります。

幅広い目的で使える制度です。
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