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資産の「健康寿命」を
延ばすために必要なこと

ここでは銘柄を選ぶ際のポイント、経済の見方などについて
具体例を挙げながらわかりやすく解説します。
あわせて｢ 経 済 用 語 図 鑑」
などを是非、
ご活用ください。
資産の「健康寿命」とは？

大和証券 花岡幸子 著
（WAVE出版）

ました。
このデータでは、
現状、
全53項目のうち約6割におい
て改善がみられたとのことです。

｢人生100年時代」
と言われており、
平均寿命は100歳ま

一方、
資産の ｢健康寿命」はどうでしょうか。
長生きする

で延びる勢いですが、｢健康寿命」
はまだ追いついていな

ようになれば、
退職後の生活に必要な資金も増やさなけれ

いようです。
2016年の厚生労働省の調査によると、
介護を

ばなりません。
生命保険文化センターの調べでは、
ゆとりあ

必要とせず、
自立した生活を過ごせる期間である健康寿

る老後を送るのに必要な資金は月35万円程度
（図表①）
。

命は男性72.14歳、
女性74.79歳です。
年々、
平均寿命が延

65歳で退職してから85歳まで過ごすには、
夫婦で8,400万

びていても、
依然として健康寿命と平均寿命との差は男性

円、
100歳までということになると1億4,700万円が必要と試

8.84年、
女性12.35年と10年程度の乖離があります。
老後の

算されます。

生活の充実や医療費削減などのためには、
健康寿命を伸

老後に備えて、
これだけの資金を手当てするための方

ばすことが大切です。
ただ、
人生100年時代を豊かに生き

策には、
大きく２つあると考えられます。
１つは、
体の｢健康寿

るためには、
体の ｢健康寿命」
を延ばすだけでは十分では

命」
を延ばして、
定年後も働き、
収入を増やすこと。
もう１つ

ないでしょう。
資産の｢健康寿命」
も延ばす必要があります。

は、
資産を運用することによって資産を増やすことでしょう。

資産の｢健康寿命」が伴っていないと、
体の｢健康寿命」
に
も影響を及ぼしかねません。

体の ｢健康寿命」
を延ばす方策に比して、
資産の ｢健
康寿命」
を延ばす方策、
中でも、
資産運用はあまり進んで

体の ｢健康寿命」
を延ばすための方策は着々と進んで

いないようです。
金融広報中央委員会が2017年に行った

います。
厚生労働省が、
2013～22年度までの10年間にわ

調査によると、
老後の暮らしが心配と答えた世帯の割合が

たる国民の健康づくり計画 ｢健康日本21」で定めた、
肥満

81.5％に上り、
経済的な準備ができていないことに不安を感

度や生活習慣に関する数値目標の達成状況が公表され

じているという結果になっています。
同調査では、
退職を迎

図表① 夫婦の老後生活費の必要額
（月額）

（出所）
生命保険文化センター
「平成28年度 生活保障に関する調査」

える60歳代のうち、
金融資産を保有している比率は71％。

と同様、
投資した銘柄の株価のピークや底値のタイミング

その金融保有世帯の金融資産保有額は平均2,062万円

を予測することは困難です。
株価の底値で投資して、
株価

に上りますが、
そのうち55％が預貯金に集まっています。

が天井を付けたところで売却できれば、
最も投資効率がよ

金融資産保有世帯であっても、
預貯金偏重の構成になっ

いのですが、
実際には不可能といえるでしょう。
株価が底値

ており、
資産活用が進んでいないことから、
経済的な不安を

を付けているような状況を想像してみてください。
景気が極

軽減できていない面があると考えられます。
預貯金はすぐ

めて悪い、
企業業績が悪化しているなど、
先行きに対して、

使えて、
便利という特徴から、
なにか不測の事態に備えて

投資家がみな悲観的になっている状況と考えられます。

一定額必要な資産です。
一方で、
豊かな生活を目指すため

こうしたタイミングではなかなか投資に踏み切ろうとは思

に、
資産運用を意識することも必要ではないでしょうか。

株価が高値を付けている状況は、
えないものです。逆に、

株式投資で資産の「健康寿命」を延ばす
には～資産形成のためにもいい銘柄を
バランスよく～
資産運用には様々な選択肢があります。その１つであ

投資家がみな景気や企業の先行きに対して強気になって
いる状況です。
そういったタイミングではむしろ投資したい
と思うのではないでしょうか。すると、
安いところで売却し、
高いところで購入するということになりかねません。
株価は基本的には企業業績の動きに収斂していきます。

る株式投資を例に見てみましょう。投資した資産の価格が

短期的なムードや材料に流されず、
中長期的に業績を拡

変動するというリスクはありますが、
そのリスクを理解した

大させていく強い企業、
すなわち｢グローバルでみたモノや

うえで、
中長期のスタンスで取り組めば、資産形成の有効

サービスの競争力・ブランド力」
のある企業に注目するのが

な手段となります。実際、資産格差が広がっている一因と

投資の王道です。

して、株式などのリスク資産の保有の有無があると考えら

具体例を見てみましょう。
ここで取り上げた企業はいず

れます。金融資産を多く持つ富裕層ほど株式の保有希望

れも米国企業ですが、
グローバル展開をしている巨大企

が強く、着々と金融資産を増やしている状況を鑑みると、

業で、
日本人にもなじみのある企業です。

株式投資は資産の ｢健康寿命」
を延ばすアイテムの１つと
捉えるべきかもしれません。

【圧倒的な強さ】アマゾン・ドット・コム
競争力の高さという観点では、米アマゾン・ドット・コム

では株式投資をする際のポイントをみてみましょう。
あえて

（以下、
アマゾン）が挙げられるでしょう。
アマゾンの強さを

３点に絞ると、
①強い企業を選ぶこと、
②中長期の投資スタ

示す事例には、事欠きません。｢アマゾンエフェクト」
という

ンス、
③分散投資、
が挙げられます。｢人生100年時代」
に

言葉をよく目にするのではないでしょうか。
これは、
アマゾン

備えるという目的から、投資の回収期間を5年、10年、
ある

があらゆる企業・産業をのみ込むことを意味する造語で

いはそれ以上といった長期の観点からとらえる必要があ

す。同社はネット通販の最大手ですが、2017年には高級

ります。
したがって、短期的な株価変動の中でのタイミング

スーパーのホールフーズ・マーケットを傘下に収めたほか、

に固執するよりも、
投資対象を見極め、
異なった特徴をもつ

米玩具販売大手トイザラスの破綻や衣料品チェーン大手

企業の株式を複数もち、
リスク分散を図ることが大切です。

のギャップの約200店の閉鎖など、かつて高い知名度を

景気変動の山谷をピンポイントで予想するのが難しいの

誇った老舗小売業などにも大きな影響を与え、時代の変

図表②

アマゾンの売上・増収率
～巨大さと高成長が併存するすごさ～

（注）
売上の換算は1ドル＝110円で計算 （出所）
会社資料、
予想は大和証券

図表③ アマゾン株価推移
（月足）

（出所）
ナスダック

革を象徴する存在としても話題に上ります。

し寄せていることを背景に、医療サービスに対するニーズ

同社はネット通販にとどまらず、第三者に販売の場を

はますます高まると予想されます（図表④⑤）。同社が対

提供する｢マーケットプレイス」事業も拡大させています。

象とするマーケットは景気に左右されにくく、底堅い拡大

｢マーケットプレイス」事業は、出品者から手数料をとり、

が期待されます。着実な業績動向を踏まえると、
株価の動

インフラを貸すビジネスです。
これは、
同社の巨大なインフ

きに派手さはないものの、安心感のある企業と考えられま

ラ網があってこそ成り立つビジネスであり、利幅が大きい

す（図表⑥）。

というメリットもあります。加えて、収益性が高く、高成長の

【景気敏感】JPモルガン・チェース、キャタピラー

見込まれるクラウド市場においても力強い成長を続けて

一方、景気変動の影響を受ける代表は、JPモルガン・

おり、
３割のシェアを誇るなど、
同社の存在感は一段と増し

チェースのような金融業が挙げられます。
あるいは、
キャタ

ています。
さらに広告市場にも事業領域を広げ、
消費者の

ピラーのように建設投資やエネルギー開発投資などに左

購買行動の情報を提供できる魅力を広告主に訴えること

右される建設機械メーカーも、
金融とは違った意味での景

で、
急成長を見せています。

気敏感企業です。両社とも景気変動の波を受けながら、

こうして売上が20兆円を超える巨大企業に上り詰めて

それを乗り越えてきた巨大企業です。景気後退期では株

も、
成長企業との位置づけは変わっていません。巨大なプ

価が下がりやすい面がありますが、拡大局面における上

ラットフォームを活かして、
高成長分野における強さを増し

昇幅も大きいという特徴があり、
中長期的に世界経済が

ている点は、同社の大きな魅力であり
（図表②）、株価の

拡大していくと考えると、株価上昇余地の大きい銘柄と考

上昇は業績拡大の勢いを素直に反映しているととらえるこ

えられます（図表⑦⑧）。

とができるでしょう
（図表③）。
【景気変動の影響を受けにくい】
ジョンソン・エンド・ジョンソン

体の健康を維持するためには様々な栄養が必要です。
いくら体にいい食品だからと言って、
１つの食品だけを食べ
ていては健康にはなれません。
投資も同様です。
いくらいい

アマゾンの位置するＩＴセクターは高成長が見込めるか

企業でも、
将来の全てを予測できない以上、
リスクはあるこ

らといって、同じセクター内の企業ばかりに投資していて

とから、
違う分野や異なる特徴をもつ複数銘柄に投資した

は、
リスク分散が図れません。様々なジャンルからの銘柄

うえで、
全体で収益を上げるべきでしょう。
なお、
四半期ごと

ピックアップが必要でしょう。例えば、景気変動の影響を受

に発表される企業決算は健康診断だと考えてください。
定

けにくいディフェンシブ銘柄として、
ジョンソン・エンド・ジョン

期的にチェックして、
何か変化が起きていないかを確認す

ソンが挙げられます。

る手掛かりになります。
ただ、
健康診断の数値と同じで、
足

同社は世界最大級の総合ヘルスケア企業であり、
売上

元の決算で一喜一憂しすぎるのも問題です。
アナリストの

構成の約8割を医薬品や医療機器が占め、
ほぼすべての

意見なども参考にしながら、
改善傾向にある中の一時的な

国で製品を販売しています。世界の人口が増え続けてい

悪化なのか、
あるいはたまたまその時だけ良かっただけな

ること、
日本等先進国を筆頭に世界的に高齢化の波が押

のか等を検討する判断材料として使うのがよいでしょう。

世界の人口増加・高齢化率の上昇で医療サービスのニーズは一段と高まる
図表④ 世界の人口推移
（予想）

図表⑤ 人口構成比

（注）
世界人口の2016年以降は推計
（中位推計）
、人口構成比の2030年は推計
（中位推計）
（出所）
United Nations Population Division World Population Prospects: The 2017 Revision

日米の金融資産の
動きからうかがえる格差

図表⑦ JPモルガン・チェース株価推移
（月足）

投資に対する日米のスタンスの違いが金融資産の動き
にも出ているようです
（図表⑨）
。
米国は退職後を含め、
現
役世代から資産形成を行っていることから、
退職世代
（こ
こでは75歳以上）
の金融資産は過去20年で約3倍に増加
しているのに対して、
日本の家計の金融資産は過去20年
間伸びておらず、
直近では退職世代などの保有する世帯
当たり金融資産は米国の半分以下となっています。
こうし
た日米の金融資産の豊かさに格差が生じてきている状況
からも、
早い時期から投資を開始し、
長いスタンスでじっくり
保有することの必要性が示唆されているように思います。
（花岡 幸子）

（出所）
ＮＹ証券取引所

図表⑥ ジョンソン・エンド・ジョンソン株価推移
（月足）

図表⑧ キャタピラー株価推移
（月足）

（出所）
ＮＹ証券取引所

（出所）
ＮＹ証券取引所

図表⑨ 年齢階級別金融資産額の推移
（一世帯あたり平均）

（注）
米国の金融資産額は各年の円ドル相場の平均を用いて円換算 （出所）
金融庁「高齢社会における金融サービスのあり方
（中間的なとりまとめ）
」

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店
担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、
最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国
取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内取次手数料（税込）に加
え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を
含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあ
たっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがありま
す。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保
証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことが
できることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その
対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水
準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、
金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およ
びそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用
管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には
価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示
が行われていないものもあります。
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