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シュローダー・グローバル投資家意識調査2020
変わる「リタイア（定年）」の姿
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はじめに

本調査について

「シュローダー・グローバル投資家意識調査2020」
の結果、現代における定年後の生活は、数十年前に
私たちが思い描いていたものとはかなり違ったもの
となっていることが明らかになりました。現在、多く
の投資家は定年後もある程度仕事を継続すると考
えており、また、支出水準が大きく低下するとは考え
ていません。定年後に備えるという考えは浸透して
おり、定年に向けた貯蓄は引き続き堅実な水準にあ
ります。また、可処分所得支出先の優先順位で年金
への投資は3年ぶりに1位となりました。それでもな
お、投資家は蓄えが不十分かもしれないと不安を感
じています。

定年後の準備をするにあたっては、自分と家族が安
定した生活を送るため、自分がとれる選択肢を把握
することが何よりも重要です。

シュローダーは2020年4月30日から6月15日までの
期間、世界32の国／地域の投資家2万3,000人以上
を対象に、独自のオンライン調査を実施しました。対
象には、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フラ
ンス、ドイツ、インド、イタリア、日本、オランダ、スペイ
ン、英国、米国が含まれます。この調査では、今後12
か月で1万ユーロ（またはそれに相当する額）以上を
投資する予定があり、過去10年間に何らかの投資行
動をとった方を「投資家」と定義しています。

※資料中の値は、端数処理等のため、合計が100%
にならない場合があります。
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定年後の人生に備えた資産形成が最優先
25%の投資家が、可処分所得を最優先で年金
に支出すると回答しています。

優雅な定年後の生活は過去のもの？
2017年と2020年の定年後の投資家を比較す
ると、前者（24%）は後者（7%）に比べて、旅行
や新車、特別な日を祝うといった贅沢品への支
出を優先する割合がほぼ4倍となっています。

定年に備えた貯蓄は安定水準
定年に備えた貯蓄率は、2018年から2019
年にかけて大幅に増加（3.1ポイント）した
後、15.2%と引き続き高い水準にあります。

定年に向けた資産は十分ではない
41%が、定年後の収入が不十分かもしれない
と不安を感じています。

引退時期を考える際、最も考慮されるのは平
均余命
多くの投資家が、まず平均余命に基づいて
（65%）、次いで生活費（63%）、医療費（62%）
に基づいて引退に備えた貯蓄を計算しています。

金融知識レベルにかかわらず、定年に向けた
計画は複雑でわかりにくい
「専門家／上級レベル」の投資家（41%）
は「中級レベル」（35%）や「初心者／初級レベ
ル」の投資家（39%）よりも、定年後に備えて資
金を蓄えるために、どのような選択肢を利用
できるかわからないと回答した割合が高くな
っています。*

投資家は、国による給付が定年後の生活を支
える上で不十分であると認識
55%の投資家が、国からの給付が不十分であ
ると考えています。

投資家は定年後も働く予定
定年前の投資家のうち41%が、定年した後も、
定年前と同じかそれ以上の時間働くことにな
ると考えています。

サステナブル投資が見過ごされている機会で
ある可能性
定年後の投資家は、サステナブル投資は高い
リターンが見込めないため魅力的でないと考
える割合が、定年前の投資家の約2倍（18%）
となっています。

調査結果の概要

*投資知識レベルは投資家の回答に基づきます。
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定年後に備えた資産形成の最も難しい側面の一つ
は、それを優先し、具体的に「未来の自分」を思い描
くことです。自分が過ごしたいと思う将来とはどのよ
うなものでしょうか？将来、どれくらいのお金を使い
たいですか？どこに住みたいですか？

もし、こうした問いへの答えがすぐに浮かばないとし
たら、最初のハードルにつまずいて定年に向けた資
産形成についてよく考えず、後になって必要になった
ときにはもう手遅れ、となりかねません。これまでは
それが現実で、多くの人々が定年後の人生を重要視
していませんでした。

定年後の人生を最優先に

最優先する可処分所得の支出先（2017年と2020年の比較）

しかし、「シュローダー・グローバル投資家意識調
査2020」によって、こうした姿勢が変化しつつあるこ
とが明らかになりました。

2017年の投資家意識調査において、投資家が最
優先する可処分所得の支出先は、株式、債券等へ
の投資でした（23％）。この傾向は変わらず、2020
年の調査でも25%の投資家が最優先としています
が、現在は同じ割合の投資家が、年金への投資を
最優先すると回答しています。

これは、年金への投資を最優先と回答した投資家
がわずか10%だった3年前とは大きく異なります。

2017年 2020年

株式、債券等に投資
23%

銀行預金
16%

17%

不動産に投資、または不動産を購入
5%

13%

贅沢品（旅行、車、イベント参加など）を購入
6%

11%

年金に投資

25%

10%

借入金の返済（繰り上げ返済など）
6%

9%

自分の事業に投資
7%

8%

自宅に現金で保管
6%

4%

慈善団体などに寄付
2%

4%

25%
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地域ごとに見ても同様の傾向がみられ、結局のとこ
ろ投資家は、国／地域にかかわらず、年金や、株式・
債券等への投資を優先しています。 

株式・債券等への投資を優先する投資家は、特にア
ジア（28%）や米州でも最も多くなっています（28%）
が、年金への投資がそれに続きます。

年齢層別でみても、ジェネレーションXでは28%、ミ
レニアル世代では23%が年金を最優先の支出先と
回答しており、定年後の暮らしに備えて蓄えるという
メッセージがあらゆる年齢層に浸透していることは
明るい材料です。

定年前と定年後の投資家の回答に大きな違いはな
く、定年しているかどうかにかかわらず、年金への支
出を優先する投資家が多いことを示しています。

可処分所得の支出先上位（地域別）

ミレニアル世代（18～37歳）

ジェネレーションX（38～50歳）

ベビーブーマー世代（51～70歳）

71歳以上

欧州 アジア 米州 その他

年金に投資 株式、債券等に投資

最優先する可処分所得の支出先（年齢層別）

定年後の暮らしに 
備えた資産形成 
というメッセージが、
あらゆる年齢層に 
浸透していると 
みられる

23%

28%

25%

15%

25%

23%
22%

28%

26%

22%
23%

28%

世界的に、年金と、株式・債券等への投資が1位と2位を占める

年金に投資
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ところで、定年後の投資家の可処分所得の支出先
はどうなっているでしょうか？最優先する支出先は
月日とともに変わったのでしょうか？

その答えは「イエス」です。現在は3年前（5%）と比べ
て、定年後の投資家が可処分所得を年金に投資し
続ける割合が5倍近く（21%）となっています。そして、
株式や債券等への投資の優先順位が引き続き高い
一方で、もう一つの顕著な変化が生じています。

2017年の調査では、旅行や新車、特別な日を祝う
といった贅沢品への支出を優先するという回答が
2020年（7％）の約4倍（24％）でした。世界の投資家
全体で見ても、贅沢品の購入を優先する投資家の割
合は2017年には11%であったのに対し2020年には
6%に減少しており、投資家は現在、「あったらいいも
の」に支出することに対し、以前に比べてより慎重に
なっていることが分かります。

定年後の投資家が最優先する支出先（2017年と2020年の比較）

2017年の調査では、定年後の投資家は、贅沢品へ
の支出を優先すると回答した割合が全投資家の平
均（11％）の2倍でした（24％）。今年の調査では、定
年後の投資家の回答は、投資家平均とほぼ等しくな
っています。

2017年 2020年

銀行預金
16%

20%

不動産に投資、または不動産を購入
6%

5%

贅沢品（旅行、車、イベント参加など）を購入
24%

7%

年金に投資
5%

21%

借入金の返済（繰り上げ返済など）
5%

6%

自分の事業に投資
2%

7%

自宅に現金で保管
3%

6%

慈善団体などに寄付
5%

3%

株式、債券等に投資
26%

27%

2017年の定年後の投資家は、旅行や新車、特別な日を祝うといった 
贅沢品への支出を優先する割合が2020年の約4倍

24%



シュローダー・グローバル投資家意識調査2020 8

現在、投資家が現役時代も定年後においても贅沢
品の購入のような追加的な出費を削減し、代わりに
可処分所得を年金に支出することを選択していると
すれば、それは投資家の貯蓄行動にとってどのよう
な意味を持つのでしょうか？

定年に備えた貯蓄は2018年から2019年にかけて
大幅に増加（3.1ポイント）した後、2020年も15.2%
と引き続き高い水準にあります。

地域別にみてみると、定年後に備えた貯蓄率が最も
高いのは米州であり（16.8%）、一方で最も低いのは
欧州でした（13.8%）。

この結果は、今後12カ月間に1万ユーロ（またはそ
れに相当する額）以上を投資する予定の投資家を対
象に調査したものであり、多くの国／地域の貯蓄率
の中央値よりも高いという点には注意が必要です。
また、一部の国／地域では賃金が相対的に低いた
めに貯蓄率が高くなっている可能性があります。

定年に備えた貯蓄
所得に占める定年に備えた貯蓄の割合（全世界、平均）

所得に占める定年に備えた貯蓄の割合（地域別）

12%

12.2%

15.3% 15.2%

13%

14%

15%

16%

2018

欧州 アジア 米州 その他

2019 2020

13.8% 16.1% 16.8% 15.0%

定年後に備えた貯蓄率が 
最も高いのは米州（16.8%）、 
最も低いのは欧州（13.8%）
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予想通り、自身を「専門家／上級レベル」とする投資
家は、定年に備えた貯蓄の割合が「初心者／初級レ
ベル」（14.4%）や「中級レベル」（13.7%）の投資家に
比べて高くなっています（17%）。

世代による差はそれほど顕著ではなく、ミレニアル
世代は、他の世代と同程度の割合を定年後に備え
て貯蓄しています（それぞれ15.4%と15%）。

そして、男女別にみても結果は似通っており、女性は
現在の所得のうち15.1%を定年後のために貯蓄し
ており、男性は15.4%でした。

投資家は所得のうちどの程度を特に定年後の備えとして貯蓄しているか？（雇用主負担金を含む）

初心者／初級レベル

中級レベル

専門家／上級レベル

ミレニアル世代の定年後に備えた貯蓄の割合（平均）

15.4%

14.4%

13.7%

17.0%

投資知識レベル*

*投資知識レベルは投資家の回答に基づきます。
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国／地域 定年後の収入が十分でない／十分でなくなる
のではないかと不安を感じる投資家の割合

ベルギー 52%

台湾 51%

日本 51%

デンマーク 50%

米国 48%

オーストラリア 47%

ポルトガル 46%

スウェーデン 46%

ドイツ 46%

タイ 46%

香港 45%

韓国 44%

中国 43%

スイス 43%

アルゼンチン 43%

英国 42%

南アフリカ 42%

メキシコ 41%

オランダ 40%

フランス 40%

オーストリア 40%

インド 39%

スペイン 38%

ブラジル 33%

アラブ首長国連邦（UAE） 32%

イタリア 31%

インドネシア 30%

シンガポール 29%

ポーランド 28%

カナダ 28%

チリ 27%

ロシア 24%

過去に同程度の投資リターンを得てきた
ので、今後も同様の可能性が高いと思う

現在、投資家は定年後に備えて多くの貯蓄を行ってい
ますが、それが十分だと安心しているのでしょうか？

投資リターンに対する高い予想にもかかわらず（今
後12カ月間で予想する利益水準の平均は8.8%）、
投資家の41%は定年後の収入が不十分かもしれな
いと不安を感じています。

定年後の投資家は、過去の経験をもとに高い投資リ
ターンを予想する割合が、定年前の投資家に比べて
はるかに低くなっているため、こうした不安にもうな
ずけます。

定年後の収入に対する不安の程度は、国／地域に
よっても異なります。例えばベルギーでは、定年後の
収入が不十分ではないかと不安を感じる投資家の
割合（52%）が、最も楽観的なロシア（24%）の倍以
上となっています。

その貯蓄で十分？

定年前の投資家

定年後の投資家

82%

66%
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平均余命

国／地域ごとに投資家が定年後の収入に対して不
安を感じる程度は異なるとみられる一方で、こうし
た不安はすべての投資知識レベルを通じてみられ、
投資にどれほど精通していても、定年後の予測は難
しいということを示唆しています。

また、年齢を重ねるにつれて定年後の収入に対する
不安が大きくなるという、わずかではあるものの顕
著な傾向がみられます。定年後の収入に対してある
程度の安心感を持つためには、複数のシナリオに基
づいて計画を立てておく必要があります。

こうした不安は年齢と共に高まります。その理由は、
多くの投資家が、定年に向けた貯蓄をまずは平均余
命（65%）に基づいて、次いで生活費（63%）、医療費
（62%）に基づいて計算しているためです。

特筆すべきは、家族のニーズ（42%）、旅行などのよ
り贅沢な支出（38%）、遺産の相続（27%）は、「生活
必需品」ほどには投資家の計算において考慮され
ていないという点です。

投資家が定年後の生活を楽しみ、金銭的な安心も
得るには、引退できる時期を計算する際に、支出に
ついて現実的に考える必要があります。

定年後の収入が十分でない／十分でなくなるのではと不安を感じている割合

定年後の収入が十分でなくなるのではないかと 
不安を感じる投資家の割合（年齢層別）

初心者／初級レベル

中級レベル

専門家／上級レベル

42%

39%

41%

引退できる時期を計算する際に投資家が考慮する要素

65%

63%

62%

42%

38%

27%

4%

生活費（家賃、公共料金、食品など）

医療費

家族のニーズ

追加的な生活費（旅行、娯楽など）

遺産相続

その他

ミレニアル世代
（18～37歳）

ジェネレーションX 
（38～50歳）

ベビーブーマー世代 
（51～70歳）

71歳以上

39% 41% 43% 47%

投資知識レベル	

最も考慮する可能性が高い要素（3つ選択）

*投資知識レベルは投資家の回答に基づきます。
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国／地域 定年後に備えた資産形成に関して政府
が頻繁に諸制度を変えるため、定年後に
備えて貯蓄をする意味はないと思う

タイ 57%

オーストリア 55%

中国 54%

インド 53%

スウェーデン 51%

インドネシア 50%

フランス 47%

デンマーク 45%

米国 45%

ベルギー 43%

台湾 43%

香港 43%

ロシア 42%

ドイツ 42%

ブラジル 42%

メキシコ 42%

スペイン 41%

韓国 41%

アラブ首長国連邦（UAE） 40%

スイス 38%

オランダ 38%

オーストラリア 37%

シンガポール 37%

イタリア 36%

ポーランド 36%

チリ 36%

アルゼンチン 35%

ポルトガル 34%

英国 32%

南アフリカ 30%

カナダ 27%

日本 25%

定年への準備の難しさ
投資家は、定年後に向けた計画に影を落とす不安
の根幹にある要因を、政府の一貫性のない政策や
不十分な国からの給付、選択肢についての不透明さ
であると考えています。

国別の結果を見ると、投資家が定年後に向けた計画
に取り組む姿勢に、居住する国／地域の政府が大き
な影響を与えていることが明確にみてとれます。

投資家が定年後に 
向けた計画に
取り組む姿勢に、
居住する国／地域
の政府が大きな
影響を与えている
のは明白
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定年後に向けた準備においては、国からの給付が
不十分であることへの不安も挙げられており、投資
家の55%は国からの給付が不十分であると考えて
います。南アフリカに住む投資家はそれを最も強く
感じており、65%が国からの給付だけでは定年後
の生活を支えるには不十分ではないかという不安
を感じています。この点で正反対なのがスイスです
が、それでも半数近く（42%）が同じ不安を訴えてい
ます。

国／地域別で見ると、どこに住んでいても、国からの
給付だけで定年後の生活を十分に賄うのは難しい
ということを確認する結果となっています。

安心できる引退生活へのもう一つの障害として投
資家が挙げたのが、自分たちが利用できる選択肢の
わかりにくさです（38%）。今年の調査において、投資
に関する専門的な助言を求めるきっかけとなる主な
ライフイベントは「定年が近づくこと」（34%）である
ことが分かりました。

そして、金融知識レベルにかかわらず、定年後に向
けた準備は、全体的に複雑でわかりにくいプロセス
のようです。事実、「専門家／上級レベル」の投資家
（41%）は、「中級レベル」（35%）や「初心者／初級
レベル」の投資家（39%）よりも、定年後に備えて資
金を蓄えるために、どのような選択肢があるかわか
らないと回答する割合が高くなっています。

半数以上の投資家が、投資教育の責任は金融事業
者（62%）や独立系ファイナンシャル・アドバイザー
（61%）にあると考えていることを見ると、これらの
機関が、定年後に向けた資産形成についてより明確
で実用的な助言を提供できる余地があると考えら
れます。

定年後に支給される国からの給付は、自分が生活していく上で十分ではない

定年後に備えて資金を蓄えるために、どのような選択肢があるか分からない

欧州 アジア 米州 その他

52% 53% 60% 60%

39%
初心者／初級レベル

41%
専門家／上級レベル

35%
中級レベル

定年に備えた準備は、
全体的に複雑で
わかりにくい

投資知識レベル	*

*投資知識レベルは投資家の回答に基づきます。
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定年は引退？
定年後の収入に対する不安の中で、多くの投資家が
定年後も働くと考えていることは理にかなっていま
す。多くの投資家は自分に合った方法で対応しつつ
あり、今や定年と一口にいってもその意味するところ
は変ってきているようです。

予想労働時間と実際の労働時間を比較すると、興味
深いことに、ゼロ近くまで労働時間が減るとする割
合は定年前の投資家の方がはるかに低くなりました
（13%）。しかし、すでに定年した投資家の4分の1以
上（28%）は現在、定年生活の中でほとんど働いてい
ないと回答しています。

労働時間を徐々に減らしていけるのではないかとい
う考えは現実的なようです。定年前の投資家の予想
と、定年後の投資家の実態はともに「労働時間が徐
々に減少」が45％と同じ割合となっています。

意外なことに、定年前の投資家の32%は労働時間
が定年後も変わらないと考えていることです。更に
意外なのは、定年した投資家の約4分の1（23%）は
定年後も同じ時間働く生活を送っているという事実
で、定年前の投資家の予想が非現実的ではないこと
を示しています。

定年後における一週間の労働時間（予想と現実）

定年前 定年後

増加 変わらない 徐々に減少 ゼロ近くまで減少

9%

4%

32%

23%

45%

13%

28%

45%
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定年後も働くことと定年後の収入に対する不安との関係（国別） 定年後も同じ時間またはもっと多くの時間働くと考
える投資家の傾向を国別に検証してみると、興味深
い関係が見えてきます。

定年後も働き続ける大きな理由は、定年後の収入
に対する不安を和らげるためだと考えると、働き続
けると考えている投資家は定年後の家計に関してよ
り安心感を持っていると考えられるかもしれません。
しかし、定年後に働くことで、定年後の収入により安
心感が得られることを示す明確なパターンはみられ
ません。もしかしたら、定年前の投資家にとって、定
年後に全く働かないという選択は非常に困難と思
われているためなのではないでしょうか？

国／地域 労働時間が増加／	
変わらない

定年後の収入が	
不十分との不安

ベルギー 42% 52%

台湾 43% 51%

日本 27% 51%

デンマーク 39% 50%

米国 37% 48%

オーストラリア 28% 47%

タイ 54% 46%

ドイツ 50% 46%

スウェーデン 38% 46%

ポルトガル 38% 46%

香港 44% 45%

韓国 40% 44%

中国 47% 43%

スイス 39% 43%

アルゼンチン 37% 43%

英国 36% 42%

南アフリカ 22% 42%

メキシコ 41% 41%

フランス 51% 40%

オランダ 41% 40%

オーストリア 24% 40%

インド 48% 39%

スペイン 44% 38%

ブラジル 34% 33%

アラブ首長国連邦（UAE） 39% 32%

イタリア 44% 31%

インドネシア 50% 30%

シンガポール 36% 29%

ポーランド 51% 28%

カナダ 31% 28%

チリ 39% 27%

ロシア 44% 24%

定年後に働くことで、
定年後の収入に
より安心感を持てる
ことを示す明確な
パターンは
みられない
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ミレニアル世代もまた定年後も働くと考える割合が
高く、46%が週当たり労働時間が増えるか定年前と
変わらないと予想していますが、これは定年後の収
入を補填するためである可能性があります。一方、非
ミレニアル世代ではこの割合が35%となっています。

投資知識レベルごとにみると、「専門家／上級レベ
ル」の投資家（45%）は定年後の週当たりの労働時
間が増えるか変わらないとする割合が「初心者／初
級レベル」（31%）よりも高くなっています。これは意
外な結果ですが、もしかしたら、仕事から完全に退く
という、定年のより伝統的な捉え方がもはや現実的
ではなくなっているのでしょうか？

投資家はまた、定年後も支出が減るとは考えておら
ず、58%が定年後も支出は同水準か増加すると考え
ています。ある程度働いていることが前提と考えら
れますが、全地域にわたって同じ傾向がみられます。

17%の投資家は、支出水準が定年後に増加すると
予想しており、定年した投資家の16%が実際に増加
したと回答しています。しかし、収入以上の生活をし
てしまうリスクがあるため、慎重に考える必要があ
ります。

定年後の支出水準

定年後も労働時間が増える／変わらないとした割合（投資知識レベル別）

変わらない

41%

徐々に減少

40%

ゼロ近くまで減少

2%

増加

17%

仕事から完全に引退するという、
定年のより伝統的な捉え方は 
もはや現実的でない？

投資知識レベル	*

*投資知識レベルは投資家の回答に基づきます。

初心者／初級レベル

中級レベル

専門家／上級レベル

31%

38%

45%
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引退の理由は？

引退する理由として最も多かったのは、国の年金受
給年齢に達するからでした（32%）。引退後に備えた
貯蓄が目標額に達した時に引退するとした投資家
はわずか6%でした。

何が引退のきっかけになるか、実際に引退の要因と
なったかをみると、その結果はまちまちです。しかし、
定年前の投資家の予想と定年後の投資家の現実は
同じ傾向を示しています。

この傾向は、世界的に同様で、どの国でも、国の年
金受給年齢に達することが引退のきっかけとして最
も多い理由となっています。

投資知識レベルごとの結果をみても、これが引退の
きっかけとして最も共通する要因となっており、引退
の決断がある程度の平準化につながることを示し
ています。

引退理由の上位（予想と現実）

定年前 定年後

国の年金受給年齢に達したから

特定の年齢（国の年金受給年齢以外） 
に達したから

健康の悪化

子どもや扶養家族が経済的に独立したから

体力的または精神的に仕事を
続けられなくなったから

36%

14%

19%
18%

13%

13%
9%

8%

9%

39%

引退後に備えた貯蓄が目標額に達
した時に引退すると考える投資家
の割合

6%
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サステナビリティに
貢献する機会
サステナブル投資は、定年後の人生について準備し
ている投資家にとっても、すでにリタイア生活を始め
た投資家にとっても、興味深い選択肢を提示してい
ます。

しかし、定年後の投資家のうち、サステナブル投資が
より高いリターンをもたらす可能性が高いと考える
割合は38%にとどまります。定年前の投資家と同様
に環境および社会へのメリットを認めつつも、サス
テナブル投資は高い投資リターンを見込めないた
め魅力的でないとみなす割合が倍近くとなっていま
す（18%）。また、自身の信条に合わないという理由
からサステナブル投資を魅力的でないとみなす割合
も2倍超となっています（9%）。

しかし調査の結果、定年した投資家は定年前の投
資家と同程度、サステナブルな社会を重視している
ことが明らかとなっています。実際、定年した投資家
は家庭ごみの削減・リサイクルを行う割合が定年前
の投資家（64%）よりも多くなっています（72%）。ま
た、地元で生産された製品を購入する割合も、定年
前の投資家（56%）より高くなっています（58%）。

しかし、社会的責任に関し良い実績のある企業での
購入（45%）やサステナブル・ファンドへの投資（38%）
を通じてサステナブルな社会に貢献する割合は、定年
後の投資家は定年前の投資家に比べて、顕著に低く
なっています。

サステナブル投資に魅力を感じる理由

サステナブルな社会に貢献するためにしばしば行っていること

定年前

定年前

定年後

定年後

家庭ごみの削減・リサイクル

個人的な信条
に合っているの
で魅力を感じる

個人的な信条
に合わないので
魅力を感じない

高い投資リタ
ーンを見込め
ないので魅力

を感じない

高い投資リタ
ーンが期待

できるので魅
力を感じる

環境への幅広
い影響から魅

力を感じる

移動手段や家庭の電力選択に 
おいて二酸化炭素排出量に配慮

使い捨て容器を使用しない

社会的責任に関し良い実績 
のある企業で購入

長距離輸送された物品ではなく、
地元で生産された製品の購入

64%
72%

56%
58%

53%
49%

53%

51%

50%

45%

48%
38%

47%
42%

44%
41%

21%
14%

サステナビリティを考慮していないファン
ドよりも、サステナブル・ファンドに投資

社会的責任を果たしていない 
企業を避ける

食品の選択において常に環境に配慮
（ベジタリアンの徹底／地元産など）

古着の購入

33% 47% 43%
10% 4%

30% 46% 38%
18% 9%
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この結果は、これらに関する知識の不足が理由の
一つとして考えられます。定年後の投資家は定年前
の投資家（26%）に比べ、アドバイザーにサステナ
ブル投資について頻繁に情報を求める割合が低い
（18%）からです。定年後の投資家のうち32%は、サ
ステナブル投資に関する情報を全く求めていません
でした。

助言する側の働きかけも見てみると、定年した投資
家のうち、41%はファイナンシャル・アドバイザーは、
自分から求めた場合にサステナブル投資について
助言してくれるとしている一方、ファイナンシャル・ア
ドバイザーがサステナブル投資について話したこと
はないと回答した割合は、定年後の投資家（14%）
は定年前の投資家（6%）の2倍となっています。

ファイナンシャル・アドバイザーにサステナブル
投資について助言を求めているか？

定年後

26%

22%

41%

11%

しばしば、ファイナンシャル・ 
アドバイザーと話す際にはほぼ毎回、 

サステナブル投資に関する情報を求める

定年前

サステナブル投資に関する情報は 
まったく求めない

ときどき、サステナブル投資に関する
情報を求めることもある

該当なし－ファイナンシャル・ 
アドバイザーとは話さない

18%

32%

36%

15%

しばしば、ファイナンシャル・ 
アドバイザーと話す際にはほぼ毎回、 

サステナブル投資に関する情報を求める

サステナブル投資に関する情報は 
まったく求めない

ときどき、サステナブル投資に関する
情報を求めることもある

該当なし－ファイナンシャル・ 
アドバイザーとは話さない

ファイナンシャル・アドバイザーがサステナブル投資につ
いて全く説明しないと回答した割合は、定年後の投資家
が、定年前の投資家の2倍

2倍

定年後の投資家は
定年前の投資家に
比べ、アドバイザーに
サステナブル投資に
ついて頻繁に情報を
求める割合が低い
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調査結果のポイント
今回の調査結果により、あらゆる年齢層や投資知識
レベルにわたって投資家が定年後に向けた資産形
成に努めていることが示されたことは明るい材料と
いえる一方で、定年後の備えに対する不安が依然と
して世界的に存在することも明らかになりました。

不安の程度は国／地域によって異なり、また、情報
は容易に得られるべきであるものの、投資家は選択
肢がわかりにくいと考えています。

政府や金融機関は、定年後の計画に関する情報を
整理して明確に伝える必要があります。同時に、サス
テナブル投資については、アクセスを容易にするこ
とで、定年後に備えた資産運用に貢献できる可能性
が広がっていると考えられます。
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