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資産選択と金融教育に関する予備的分析

─選択可能資産数の相違が資産選択行動と金融教育の効果に与える影響─

村 上 恵 子
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1．はじめに

2001年，我が国で，加入者自らが年金資金の運用を行う確定拠出年金制度が導入された。その

後，運用環境悪化の影響を受けて財政難に陥る年金基金が増加したことや国際的な会計基準への

対応が求められたこと，2012年3月末に適格退職年金が廃止されたことなどを受け，確定拠出年

金（企業型）の加入者数，実施事業主数はともに順調に伸び，2012年8月末現在，加入者数439.7
万人（速報値），事業主数16,741社に達している。

その一方で，我が国では，以前から，確定拠出年金加入者によって選択される資産が元本確保

型の安全資産に偏っているという問題が指摘されてきた。村上・西村（2012）でも述べたが，確

定拠出年金導入企業の中には既存の退職金・年金制度を廃止して確定拠出年金制度に一本化した

企業もあり，そのような企業の従業員にとっては，運用の成否が退職後の生活に多大な影響を与

える可能性がある。安全資産に偏った資産選択を行ったことにより当初の予定利率を達成できな

い加入者が増加すれば，退職後に貧困問題に直面する高齢者の増加を招く可能性もあり，安全資

産への偏りの問題は無視できない深刻な問題であると言える。

わが国で確定拠出年金加入者の選択する資産の偏りが観察される理由としては，加入者の金融

や投資に関する知識が不足していることや，過去に投資を行った経験を持たない加入者が多いこ

と，現在は株式市場に対する不透明感が高く資金を安全資産に逃避させていること，企業の提供

する資産ラインアップが安全資産を選択させやすくしていることなどが指摘されている。このう

ち，現在の株式市場に対する不透明感の高さが資産の偏りの主な原因であるならば，今後の市場

の動向によって資産の偏りの問題は解消される可能性があろう。しかしながら，知識不足や経験

不足，企業の提供する資産ラインアップが原因であるなら，何らかの対策を取らねば資産偏在の

問題は解消されないであろう。

筆者はこれまで，西村他（2011）と前述の村上・西村（2012）で，知識不足や経験不足が資産

の偏りを招くという指摘について分析を行ってきた。その結果，確定拠出年金加入者は投資家と
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しての成熟度と将来設計に対する関心度の2軸で分類される4つのタイプに分けられ，このうち

将来設計に関心度が低く投資家としても未熟である「無関心層」と，将来設計はできているがリ

スク資産に適切な配分を行うことができていない「計画性のある保守派」が安全資産に偏った資

産選択をしていること，また，リスクを取ることができない者や将来設計に関心が低い者は知識

を提供しても行動を変化させない可能性があることを確認した。すなわち，一部の確定拠出年金

加入者は教育を受けることで資産選択行動を変化させる可能性があるが，加入者の中には教育を

受けることで知識が増えてもその行動を変化させない者が存在する可能性が示されたのである 1。

ただし，筆者らのこれまでの研究では，プランの中でどのような金融資産が選択可能な金融資

産として提示されているのか，すなわち企業の提供する金融資産ラインアップについては，特に

考慮をしてこなかった。提示された確定拠出年金プランの特徴と加入者の資産選択行動を分析し

た研究は，BenartziandThaler（2001），Benartzi（2001），HubermanandJiang（2006）を初めとし

て数多く存在する。例えば，BenartziandThaler（2001）は加入者が提供された金融資産に均等に

分散投資させる傾向にあることを示しているし，Benartzi（2001）は加入者が自身の勤務する企業

の株式に過剰に投資することを示している。また，HubermanandJiang（2006）は，加入者が提供

された金融資産の数とは無関係に3～4つの資産を保有する傾向にあることを示している。

そこで，本稿では，選択できる金融資産数（企業によって提示されている資産数）の相違は加

入者が選択する資産数に影響を与えるのか，そして継続的な金融教育が加入者の資産選択に与え

る効果は選択できる資産数の影響を受けるのかという2点を，将来の確定拠出年金加入者予備軍

である大学生を対象に分析することを目的とする。以下では，次節で分析に用いるデータについ

て説明し，第3節で分析手法と結果を述べる。第4節では，結論と今後の課題を述べる。

2．データ

本稿の分析で用いるデータは，県立広島大学において，2012年4月から7月にかけて大学生を

対象に実施した金融教育プログラムから得たものである。図1に示すように，プログラムでは，

金融資産選択に関する基礎知識を教授する15回の講義とともに，5回の金融資産選択調査と3
回の理解度確認テストを実施した。

確定拠出年金加入者の資産選択行動について分析することを目的としながら，大学生を対象に

実施した金融教育プログラムから得たデータを用いて分析を行うのは，以下の理由による。第1
は，個人情報保護の観点から，実際に企業で個々の加入者の確定拠出年金の資産選択状況のデー

タを取ることが困難であったからである。事実，複数の確定拠出年金導入企業でヒアリングを

行った結果，わが国では，企業の確定拠出年金担当者であっても個々の加入者の資産選択状況に

関するデータは見ることができないことを確認している。第2は，一部の確定拠出年金加入者を

除くと，習得している確定拠出年金に関する知識と投資に関する知識は，大学生と確定拠出年金

加入者との間でさほど差がないと考えられるからである。入社する企業が確定拠出年金導入企業

であることを意識せずに入社した加入者の知識は，社会科学系の学部で金融教育を体系的に学ん

だ経験を持つ者を除くと，大学生の持つ知識とほとんど変わらないと考えてよいであろう。これ

1確定拠出年金加入者の特性や投資態度を分析したものとしては他にMacFarlandetal.（2004）やAtkinsonetal.
（2007）が，教育が個人の資産選択行動に与える影響を分析したものとしては他にZhanetal.（2006），Penget
al.（2007），Walstadetal.（2010），Muller（2003），DolvinandTempleton（2006），Tangetal.（2010）などがある。
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らの理由から，本稿では，大学生を対象に実施した金融教育プログラムから得られた金融資産選

択データは，実際の確定拠出年金加入者の金融資産選択データと大きくかい離していないと考

え，大学生の金融資産選択データを用いて分析を行うこととする。もちろん，実際に自らの資金

を運用する場合と架空の資金を運用する場合とでは，例えば，架空の資金を運用する場合の方が

リスク資産に運用しやすいなど，運用方針に違いが出ることは十分考えられる。したがって，こ

の点は，分析結果の解釈において十分留意する必要がある。

2．1 教育内容

プログラムの中で教授した教育は，(1)家計と金融システムの関わり，(2)家計が直面する金融

リスク，(3)家計が比較的容易に購入可能な各種金融資産（預金，外貨預金，国債，株式，投資信

託など）の特徴，(4)金融資産のリスクとリターンに影響を与える要因，(5)金融資産を選択する

際に着目すべき要因（収益性，リスク，流動性，コスト），(6)ポートフォリオ理論，(7)アセッ

ト・アロケーションの理論など，金融資産選択に関する基礎知識である。より詳細な教育内容は

表1に示す。

2．2 金融資産選択調査

金融資産選択調査は，プログラム参加者が確定拠出年金制度を導入している企業（その他の企

業年金制度無し）に入社したという前提で実施した。プログラム参加者には，調査前に，自らの

企業年金を自分自身で運用していかなければならないことや，運用結果が将来受け取ることので

きる年金額に反映されることなど，簡単に確定拠出年金制度について説明した。

運用資金は，毎月，給料日に企業が拠出してくれる5万円とした。プログラムは4月から7月
にかけて実施したため，最終的な拠出額は5万円×4か月で20万円となる。また，参加者が選択

できる金融資産は，表2に示す資産とした。本稿では，金融初学者の資産選択が継続的な金融教

育を受ける中でどのように変化するのかを，選択できる資産数との関係も含めて分析することを

図1 プログラムの概要
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目的としているため，プログラム参加者には，8種類と19種類という2つの選択肢からそれぞ

れ金融資産を選択してもらった 2。両選択肢は，預金，国内株式型投資信託，国内債券型投資信

託，国際株式型投資信託，国際債券型投資信託，バランス型投資信託という6つのタイプの金融

資産で構成されている点は同じであるが，各タイプに含まれる金融資産数が異なる。多くの確定

拠出年金導入企業は同タイプの金融商品を複数提示しているため，このような金融資産の提示は

非現実的ではないと考える。

なお，選択できる資産は，参加者がいつでもWEB上で簡単にデータを確認できるスルガ銀行

の提供する確定拠出年金資産ラインアップから抜粋した。図2は，プログラムを実施した2012年
4月から7月までの各金融資産の価格の推移を示したものである。この期間，定期預金の金利は

低下傾向にあり，各種投資信託の価格も横ばいもしくは低下傾向にあった。ただし，国内債券型

表1 教育内容

内 容タイトルNo.

本プログラムの概要を紹介した上で，ファイナンスを学ぶ意義を確認する。ガイダンス1

資金の流れを理解し，利息が得られる理由を考察する。また，金融取引を

行なうときと行なわないときにおける，家計の消費・貯蓄行動を理解する。

家計と金融

システム
2

家計が利用できる代表的な金融資産のうち，預金（外貨預金を含む）と債

券について，その概要と特徴を知る。

家計と金融

資産 (1)3

家計が利用できる代表的な金融資産のうち，株式について，その概要と特

徴を知る。
〃 (2)4

家計が利用できる代表的な金融資産のうち，投資信託について，その概要

と特徴を知る。
〃 (3)5

金融資産の特性を決定する4つの要因のうち，流動性と収益性について深

く考察する。

金融資産の

特性 (1)6

金融資産の特性を決定する4つの要因のうち，リスクとコストについて深

く考察する。
〃 (2)7

様々な金融資産を，4つの要因という観点から比較，分析する。〃 (3)8

安全資産と危険資産の違いを理解した上で，危険資産の期待収益率の求め

方を理解する。

リスクとリ

ターン (1)9

危険資産のリスクとは何かを理解する。〃 (2)10

危険資産のリスクの計算方法を理解する。〃 (3)11

様々な分散投資について理解した上で，ポートフォリオのリスクとリター

ンの計測方法を理解する。

ポートフォ

リオ理論⑴
12

ポートフォリオを組むことによるリスク低減効果について理解する。〃 ⑵13

資産選択方針を決める際に考慮する要因について理解する。また，リスク

許容度（リスクに対する考え方）についても理解する。

アセット・アロ

ケーション ⑴
14

ポリシー・アセット・ミックスの例を見て，アセット・ミックスによるリ

スクヘッジの方法を理解する。
〃 ⑵15

2本稿では，プログラム参加者を，8種類の選択肢の中から金融資産を選択するグループと，19種類の選択肢の

中から金融資産を選択するグループとに分けて調査を行うのではなく，全プログラム参加者に8種類と19種類

の2つの選択肢からそれぞれ金融資産を選択してもらった。
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表2 選択できる金融資産の種類

(1) 選択できる金融資産が8種類のケース

金 融 資 産 名数種 類

・スルガ確定拠出年金スーパー定期（5年）1種類預金

・トピックス・インデックス・オープン1種類投資信託（国内株式型）

・年金積立インデックスファンド日本債券1種類投資信託（国内債券型）

・インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド1種類投資信託（国際株式型）

・ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス1種類投資信託（国際債券型）

・マイストーリー・株25
・マイストーリー・株50
・マイストーリー・株75

3種類投資信託（バランス型）

(2) 選択できる金融資産が19種類のケース

金 融 資 産 名数種 類

・スルガ確定拠出年金スーパー定期（1年）

・スルガ確定拠出年金スーパー定期（3年）

・スルガ確定拠出年金スーパー定期（5年）

3種類預金

・トピックス・インデックス・オープン

・フィデリティ・日本成長株・ファンド
2種類投資信託（国内株式型）

・年金積立インデックスファンド日本債券

・シュローダー年金運用ファンド日本債券
2種類投資信託（国内債券型）

・インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド

・JPM・BRICS5・ファンド
2種類投資信託（国際株式型）

・ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

・グローバル・ソブリン・オープン
2種類投資信託（国際債券型）

・マイストーリー・株25
・マイストーリー・株50
・マイストーリー・株75
・年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）

・年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）

・年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）

・年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）

・年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）

8種類投資信託（バランス型）

の投資信託のみは例外であり，2種類とも期間を通じて価格は上昇傾向にあった。プログラム参

加者は常にこれらのデータを確認できたため，これら金融資産価格の推移は資産選択の意思決定

に何らかの影響を与えている可能性がある。

2．3 データ

すべてのプログラムに参加した学生の数は66名であり，その内訳は，県立広島大学経営情報学

部2年生63名，同3年生3名である。
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(1) 預金 (2) 投資信託（国内株式型，国内債券型）

(3)投資信託（国際株式型，国際債券型） (4) 投資信託（バランス型）

図2 プログラム実施時の各金融資産の価格の推移

（データ）スルガ銀行ホームページ

(1) 選択できる金融資産が8種類のケース

(2) 選択できる金融資産が19種類のケース

図3 資産選択調査で選択された金融資産数の推移
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図3は，選択できる金融資産が8種類のケースと19種類のケースにおいて，5回の資産選択

調査でプログラム参加者がそれぞれ何種類の資産を選択したかを示したものである。これを見る

と，選択できる金融資産が8種類の場合は，5種類または6種類以上の金融資産を選択する者は

10％程度であるが，選択できる金融資産が19種類に増加すると，5種類または6種類以上の金

融資産を選択する者が20％程度に増加することが分かる。また，1種類または2種類の金融資産

を選択する者は，選択できる金融資産が8種類の場合は40％程度であるのに対して，選択できる

金融資産が19種類に増加すると第1回資産選択調査を除いて概ね25％程度であることも分かる。

さらに，金融教育を受ける前（第1回調査）とすべての金融教育を受けた後（第5回調査）とを

比較すると，選択できる金融資産数に関わらず，金融教育を受けることによって，1種類しか金

融資産を選択しない者や6種類以上の金融資産を選択する者が減少していることも確認できる。

表3は，選択可能金融資産数が8種類と19種類のケースにおけるプログラム参加者の全5回
の選択金融資産数の基本統計量を示したものであるが，これを見ると，選択できる金融資産の数

が8種類から19種類に増加することで，プログラム参加者が選択する金融資産数の平均値がわ

ずかではあるが増加しているようである。しかし，最頻値を見ると，選択できる金融資産の数に

関わらず，参加者は3種類の金融資産を選択する傾向にあることが分かる。

表4は，プログラム参加者の選択金融資産数が金融教育を受ける中でどのように変化したかを

示したものである。具体的には，前回調査と比較して選択した金融資産数がどう変化したか（例

えば，第1回調査と第2回調査の比較や，第3回調査と第4回調査の比較など）と，第1回調査

と第5回調査を比較して選択した金融資産数がどう変化したかを示している。これを見ると，プ

ログラム参加者は，選択可能金融資産数が8種類であろうが19種類であろうが，金融資産の概要

に関する知識とリスクとリターンに関する知識を得た後に選択する金融資産数を増加させ，金融

資産の特性に関する知識とポートフォリオ理論に関する知識を得た後に選択金融資産数を減少さ

せていることが分かる 3。また，第1回調査と第5回調査を比較すると，選択可能資産数に関わ

らず，選択する金融資産数をわずかではあるが増加させているが，その増加は選択可能資産数が

少ないほど大きいことが確認できる。最頻値を見ると，選択可能資産数が8種類の場合は，選択

した金融資産数の変化が1ないし0であるのに対して，選択可能資産数が19種類になると，選択

表3 プログラム参加者の選択金融資産数の基本統計量

選択可能金融資産数19のケース選択可能金融資産数8のケース

第5回第4回第3回第2回第1回第5回第4回第3回第2回第1回

3.33.53.53.63.32.82.92.72.92.7平 均 値

1.11.61.41.72.11.01.11.01.41.6標準偏差

6.010.08.010.010.06.06.06.08.08.0最 大 値

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0最 小 値

3.03.03.03.03.02.03.03.02.03.0最 頻 値

3ポートフォリオ理論に関する知識を得た後で選択する金融資産数を減少させるという動きは，通説とは異なる

ものである。このような動きが生じた理由としては，ポートフォリオ理論とアセット・アロケーションの講義

を同時期に行ったことなどが考えられる。
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した金融資産数の変化が常に0であり，選択可能資産数が増えると教育を受けても選択する資産

数が変化しないことが分かる。

そこで，次節では，本節でのデータ観察結果に基づき，「選択できる金融資産数が異なると，プ

ログラム参加者が選択する資産数も異なる」，「選択できる金融資産数が異なると，各種金融教育

を受けた後でプログラム参加者が変化させる金融資産数も変わる」という2つの仮説を検証する。

3．分 析

本節では，選択できる金融資産数が異なるとプログラム参加者が選択する資産数も異なるの

か，選択できる金融資産数が異なると金融教育の効果も異なるのかという2点を検証する。

3．1 分析手法

本稿では，汎用ソフトSPSSを用いた平均値の差の検定によって，上述の2点を検証する。平

均値の差の検定には様々な方法があるが，本稿では，リスク許容度や投資態度，保有する知識量

が同じ参加者（同一人物）が8種類と19種類の2つの選択肢の中からそれぞれ金融資産を選択

したデータを用いて，両選択に差が見られるかを確認するため，両選択が正の相関を持つことは

容易に想像できる。事実，表5に示すように，8種類の選択肢から選択してもらった資産数の

データと19種類の選択肢から選択してもらった資産数のデータとの間には正の相関が見られた。

したがって，分析にあたっては，独立したサンプルによる差の検定（ t検定）ではなく，対応の

あるサンプルによる差の検定（ t検定）を用いる。

3．2 分析結果

(1) 選択できる金融資産数とプログラム参加者が選択する資産数との関係

まず，「選択できる金融資産数が異なると，プログラム参加者が選択する資産数も異なる」とい

う仮説を検証する。表6は，第1回から第5回までの各金融資産選択調査時の，8種類の選択肢

表4 プログラム参加者の選択金融資産数の変化に関する基本統計量

選択可能金融資産数19のケース選択可能金融資産数8のケース

1⇒54⇒53⇒42⇒31⇒21⇒54⇒53⇒42⇒31⇒2

0.03-0.210.00-0.090.330.17-0.090.21-0.180.23平 均 値

1.951.201.191.161.421.901.080.831.351.25標準偏差

4433445233最 大 値

-6-4-3-3-3-5-2-2-6-3最 小 値

0000010001最 頻 値

表5 2種のデータ間の相関係数

第5回第4回第3回第2回第1回金融資産調査回

0.590.630.450.690.87相関係数
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から選択した資産数と19種類の選択肢から選択した資産数の平均の差の検定の結果を示したも

のである。これを見ると，第1回から第5回までのすべての金融資産選択調査の結果において，

有意確率が1％未満と低く，また差の95％信頼区間に0が含まれていない。したがって，8種類

の選択肢から選択する場合と19種類の選択肢から選択する場合とでは，プログラム参加者が選

択する平均資産数に有意差があると判断できる。ただし，前節でも確認したが，対応サンプルの

差の平均値を見ても，その差は非常に小さい。

ここで，選択する資産数が，プログラム参加者の金融知識の習得度に影響される可能性につい

て考えてみたい。金融資産に関して多くの知識を持つ者はより多様な金融資産に投資する可能性

がある一方で，知識を持たない者は選択肢が増えても知っている金融資産にしか投資ができない

可能性がある。そこで，本稿では，プログラム参加者を成績上位者と下位者に分けて，同様の分

析を行った。成績によるプログラム参加者の分類は，3回実施した理解度確認テストにおいて平

均8割以上を正答した者を成績上位者（34名），8割未満しか正答できなかった者を成績下位者

（32名）とした。検定結果は示していないが，分析の結果，予想に反して，成績下位者と成績上

位者のいずれもが，有意水準5％のもとで，選択可能資産数が8種類と19種類の場合で異なる資

産選択をすることが確認された。このような結果が得られた原因としては，プログラム参加者が

架空の資金で資産選択を行っているため，よく分からない金融資産でも選択しやすかったことが

影響している可能性が考えられる。

(2) 選択できる金融資産数と金融教育の効果との関係

次に，「選択できる金融資産数が異なると，金融教育を受けた後でプログラム参加者が変化さ

せる金融資産数も変わる」という仮説を検証する。

この仮説の検証に入る前に，金融教育を受けることによって選択する金融資産数に変化が生じ

るのかを平均の差の検定によって確認する。表7はこの結果を示したものであるが，これを見る

と，選択可能金融資産数が8種類の場合，第3回調査と第4回調査の間，すなわちリスクとリ

ターンに関する知識を習得した後にのみ，5％有意水準の下で選択する金融資産数に違いがある

ことが分かる。ただし，対応サンプルの差の平均値を見ると，その差は非常に小さいと言える。

選択可能金融資産数が19種類のケースでは，教育を受けても選択する金融資産数は有意に変化

しなかった。プログラム参加者は，金融教育を受けてもその行動をほとんど変化させないと言え

表6 プログラム参加者の選択金融資産数の差の検定結果

有意確率t 値

対 応 サ ン プ ル の 差

差の95％信頼区間平均値の

標準誤差
標準偏差平 均 値

上 限下 限

0.00-5.07-0.39-0.910.131.05-0.65第1回

0.00-4.82-0.44-1.070.161.28-0.76第2回

0.00-5.15-0.52-1.180.161.34-0.85第3回

0.00-4.27-0.34-0.930.151.21-0.64第4回

0.00-4.34-0.28-0.750.120.96-0.52第5回
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る。なお，成績上位者と成績下位者に分けて検定を行うと，成績上位者は教育を受けても選択す

る金融資産数を有意に変化させないが，成績下位者は教育を受けることで第1回と第2回の間

（金融資産の概要に関する知識を習得した後）と第1回と第5回の間で選択する金融資産数を有

意に変化させていることが確認できた。

表8は，選択できる金融資産数が8種類の場合と19種類の場合の，金融教育を受けた後にプ

ログラム参加者が変化させる選択金融資産数の平均の差の検定の結果を示したものである。これ

を見ると，5％有意水準の下で，選択可能金融資産数の相違は教育を受けた後の行動変化に有意

な差を生じさせないことが確認できる。また，検定結果は示していないが，成績上位者において

は，選択可能金融資産数の相違が教育を受けた後の行動変化に有意な差を生じさせることはない

一方で，成績下位者においては，第2回調査と第3回調査の間（金融資産の特性に関する知識を

習得した後）と，第3回調査と第4回調査の間（リスクとリターンに関する知識を習得した後）

で，選択可能金融資産数の相違が教育を受けた後の行動変化に有意な差を生じさせることが確認

できた。ただし，対応サンプルの差の平均値を見ても，その差は非常に小さかった。

4．おわりに

本稿では，選択できる金融資産数が異なるとき，プログラム参加者の選択する資産数も異なる

のか，そして，金融教育の効果に違いは生じるのか，という2点を検証した。

その結果，選択できる金融資産数の相違はプログラム参加者が選択する資産数に差を生じさせ

るものの，その差は小さく，プログラム参加者の多くは2～3つの資産を選択する傾向にあるこ

とが確認された。この結果は，加入者が提供された金融資産の数とは無関係に3～4つの資産を

保有する傾向にあることを示したHubermanandJiang（2006）の結論に近い。

また，プログラム参加者は金融教育を受けてもほとんど金融資産選択行動を変化させず，選択

できる金融資産数が異なっても金融教育を受けた後に変化させた選択金融資産数には違いが見ら

表7 プログラム参加者の選択金融資産数の差の検定結果(1)

有意確率t 値

対 応 サ ン プ ル の 差

差の95％信頼区間平均値の

標準誤差
標準偏差平 均 値

上 限下 限

0.15
0.06

-1.48
-1.91

0.08
0.02

-0.53
-0.68

0.15
0.17

1.25
1.42

-2.23
-0.33

第1回⇒

第2回
0.28
0.53

1.10
0.64

0.51
0.38

-0.15
-0.19

0.17
0.14

1.35
1.16

0.18
0.09

第2回⇒

第3回
0.04
1.00

-2.07
0.00

-0.01
0.29

-0.42
-0.29

0.10
0.15

0.83
1.19

-0.21
0.00

第3回⇒

第4回
0.50
0.16

0.69
1.44

0.36
0.51

-0.17
-0.08

0.13
0.15

1.08
1.20

0.09
0.21

第4回⇒

第5回
0.48
0.90

-0.72
-0.13

-0.29
0.44

-0.63
-0.51

0.23
0.24

1.90
1.95

-0.17
-0.03

第1回⇒

第5回
（注）上段は選択可能金融資産数8のケース，下段は選択可能金融資産数19のケースの結果を示す。
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れないことも確認された。

これらの結果をまとめると，確定拠出年金プランにおいて，加入者が選択できる金融資産数を

変化させることは，選択可能金融資産数が20種類未満であればさほど加入者の金融資産選択行

動に影響を与えず，金融教育を受けた後の金融資産選択行動の変化にも影響を与えないと考えら

れる。ただし，本稿では，金融教育の効果自体が確認できていないため，加入者が選択できる金

融資産数の相違が金融教育を受けた後の金融資産選択行動の変化に影響を与えないのかについて

は，慎重に判断することが必要である。

また，本稿には，その他にもいくつかの課題が残されている。第1に，本稿の分析は，平均値

の差の検定を用いた予備的な分析に留まっている。今後は，より高度な計量分析を行う必要があ

る。第2に，本稿では，将来の確定拠出年金加入者予備軍である大学生を対象にして得たデータ

を用いて分析を行った。今後は，実際に確定拠出年金加入者の資産選択データを用いた分析を行

うなど，データ面の改良が必要である。第3に，確定拠出年金における金融資産選択行動は，知

識の有無だけでなく，計画性やリスク許容度の影響も受けるが，本稿では，そういった加入者の

性質も含めた分析は行っていない。今後は，加入者の性質も考慮した分析が必要である。そし

て，第4に，本稿では選択可能金融資産数が20種類未満の場合についてのみ考察した。今後は，

選択可能金融資産数が20種類以上に増えた場合についても検討する必要がある。
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