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はじめに～Mr.X の「引退する方法」を諦めないで下さい 

 

あなたは Mr.X の「引退する方法」を読まれたことと思います。 

Mr.X の「引退する方法」を読んで、あなたが既に引退してい

るか、引退を目指した軌道に乗っているのであればこのレポ

ートはお役に立てません。 

 

ただ、Mr.X の引退する方法は庶民には実践が難しいのです。 

 

いえ、少なくとも私自身にとっては実践が難しかったのです。 

 

ですから、実践できる引退の方法がないか？と試行錯誤して

実践した結果がここで紹介する方法です。 

 

ですからここで紹介する方法は Mr.X の「引退する方法」の庶

民バージョンだと思っています。 

 

Mr.X の「引退する方法」は、次のステップから成り立ってい

ます。 

ステップ１：排除 

ステップ２：想像 

ステップ３：進化 

ステップ４：守り 

 

これを私なりにまとめると次のようになります。 

(1)(1)(1)(1)無駄な出費を排除して、最低限の生活を見極める。無駄な出費を排除して、最低限の生活を見極める。無駄な出費を排除して、最低限の生活を見極める。無駄な出費を排除して、最低限の生活を見極める。    

(2)(2)(2)(2)資産はインデックスファンドで所有する。資産はインデックスファンドで所有する。資産はインデックスファンドで所有する。資産はインデックスファンドで所有する。    

(3)(3)(3)(3)インデックスファンドの価値の増加分だけを取り崩してインデックスファンドの価値の増加分だけを取り崩してインデックスファンドの価値の増加分だけを取り崩してインデックスファンドの価値の増加分だけを取り崩して

生活費に充てる。生活費に充てる。生活費に充てる。生活費に充てる。    

（そうするとインデックスファンドの資産額は常に減らず、

いわば元本に手をつけず金利だけで食っていける状態になる

ので引退生活に入れる） 

 

ですが、あなたは実践しようとして次のような壁にぶつかっ

たかも知れません。 
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私自身の経験では、次の３つが壁になっていました。 

１．インデックスファンドが分からない 

２．全ての資産をインデックスファンドに変える勇気がない 

３．家族の理解が得られない 

 

順に見ていきます。 

 

１．インデックスファンドが分からない 

インデックスファンドと言ってもそれが何か分からないかも

知れません。 

 

実際に私も調べてみましたが、たくさん種類があって何を選

んだらよいかが分からないのでした。 

 

またインデックスファンドは、株式投資の一種ですから、証

券会社の口座を開設する必要があります。 

この手続きが面倒で、よく分からないかも知れません。 

 

私は日本の証券会社を選んで、インターネットで自分でイン日本の証券会社を選んで、インターネットで自分でイン日本の証券会社を選んで、インターネットで自分でイン日本の証券会社を選んで、インターネットで自分でイン

デックスファンドを購入するやり方を行いました。デックスファンドを購入するやり方を行いました。デックスファンドを購入するやり方を行いました。デックスファンドを購入するやり方を行いました。 

これは、一旦米ドルを購入して、米ドル残高の範囲内でイン

デックスファンドを購入するというやり方になります。 

 

初めての時にはややこしかったので、詳しくお話したいと思

います。 

 

２．全ての資産をインデックスファンドに変える勇気がない 

実は、この点が、最大の難関だと思います。 

 

それは実際にインデックスファンドを購入して初めて実感で

きると思います。 

 

インデックスファンドは株の一種です。インデックスファンドは株の一種です。インデックスファンドは株の一種です。インデックスファンドは株の一種です。    

    

株？上がったり下がったりするんじゃないの？株？上がったり下がったりするんじゃないの？株？上がったり下がったりするんじゃないの？株？上がったり下がったりするんじゃないの？    
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きっと不安になると思います。 

 

もしあなたが住宅を購入する頭金を５年間かけてやっと５百

万円貯めていたとします。 

 

「よし、この５百万円でインデックスファンドを買うぞ」 

つまり 

「なんだかよく分からないけどインデックスファンドという

株に投資するぞ」 

と思えるでしょうか？ 

 

いえ、まだ住宅資金として貯めていた現金を投資するのは難

しくない方です。 

 

既に家やマンションを購入した後なの既に家やマンションを購入した後なの既に家やマンションを購入した後なの既に家やマンションを購入した後なのにににに、「この家（マンシ、「この家（マンシ、「この家（マンシ、「この家（マンシ

ョン）を売ってインデックスファンドに替えるぞ。」ョン）を売ってインデックスファンドに替えるぞ。」ョン）を売ってインデックスファンドに替えるぞ。」ョン）を売ってインデックスファンドに替えるぞ。」    

と思うのは非常に難しいと思うのは非常に難しいと思うのは非常に難しいと思うのは非常に難しいですね。 

 

こういう決断ができるからこそ、Mr.X は富豪になり、若くし

て引退できたのだと思います。 

 

でもこの決断は庶民には難し過ぎる・・・ 

（私にはできなかった） 

このレポートでは、「じゃあどうしたらいいの？」についてお

話していきます。 

 

 

「緊急」である理由 

このレポートは緊急レポートです。 

今すぐ読んで頂きたいのです。 

 

なぜ緊急で、今すぐ読んで頂きたいのか？ 

 

ちょっと計算して頂ければ分かると思いますが、サラリーマ

ンが毎月３万円の小遣いを貯金したとして、１年間で 36万円
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です。 

 

10 年で 360 万円。 

20 年貯めたとしても 720 万円。 

小遣いを貯めるという行為が、少しも引退と結びつかないと

思われるかも知れません。 

 

でも、「時間」を味方に付けることで、実際に引退が見えて「時間」を味方に付けることで、実際に引退が見えて「時間」を味方に付けることで、実際に引退が見えて「時間」を味方に付けることで、実際に引退が見えて

きます。きます。きます。きます。    

 

このことは詳しくお話しますが、「時間」が全てですので、あ

なたが今、何歳であっても今すぐこのレポートを読み進めて

下さい。 

 

それともう一つ。 

このレポートで紹介する方法は、あなたが資産家であったり、

毎月の収入に余裕がある場合にはさらに有効な方法です。 

 

「余裕資金を活用して引退を「余裕資金を活用して引退を「余裕資金を活用して引退を「余裕資金を活用して引退を加速的に実現す加速的に実現す加速的に実現す加速的に実現する方法」る方法」る方法」る方法」として

読み進めてください。 
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１．「小遣いを貯めて引退する方法」の目標 

このレポートは、Mr.X のように 

ステップ１：排除（無駄な出費を排除して） 

ステップ２：想像（引退生活を想像して） 

ステップ３：進化（稼ぐ能力を向上させて） 

ステップ４：守り（資産をインデックスファンドで所有する） 

 

ことで引退生活に入れない人（私自身）のために書きました。 

 

「「「「消費消費消費消費をををを切り詰められません切り詰められません切り詰められません切り詰められません。。。。」」」」    

実は、我が家では住居を購入することになりました。 

おそらく引退から最も遠ざかる行為だと思います。 

ですが、女房のわがままには勝てませんでした。 

（私は恐妻家なので） 

 

私自身、住居を購入するのは賃借と比べて金銭的なメリット

は一つもないと思います。 

 

もしあなたが「住宅を買おうかな」と迷っているならば、思

いとどまることをお勧めします。 

購入と賃借の比較を別の章で詳しく整理したので読んで見て

ください。 

 

この比較は、奥さんの説得にも使えると思いますので、どう

ぞ活用してください。 

 

「借金だけはするな」「借金だけはするな」「借金だけはするな」「借金だけはするな」は無理です・・・は無理です・・・は無理です・・・は無理です・・・    

「借金だけはするな」Mr.X が何度も何度も言っている言葉で

す。 

 

住宅をキャッシュで購入するのは無理なので、私は借金する

ことになりました。 

 

でも、住宅を購入しても借金をしてしまったとしても引退が

実現できるであろう、という方法を実践しています。 
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「「「「家族の理解家族の理解家族の理解家族の理解が得られません。が得られません。が得られません。が得られません。」」」」    

全ての資産をインデックスファンドに変える勇気がないし、

家族の理解が得られません。 

 

そうですね。 

 

奥さんが「インデックスファンドって何よ。株の投資？今ま

で真面目に働いてきて、どうしてそんな博打みたいなことを

するの？納得いかないわよ。」と言われたとしても無理はあり

ません。 

 

「株？上がったり下がったりするんじゃないの？」 

当然の拒否反応です。 

 

むしろ「長期的に考えたらやっぱり全ての資産をインデック

スファンドにしておこうね」という奥さんがいたら怖いくら

いです。 

 

奥さんが反対しても大丈夫な方法をお話します。奥さんが反対しても大丈夫な方法をお話します。奥さんが反対しても大丈夫な方法をお話します。奥さんが反対しても大丈夫な方法をお話します。    

 

「「「「進化もしません。（稼ぐ能力も上げられません）進化もしません。（稼ぐ能力も上げられません）進化もしません。（稼ぐ能力も上げられません）進化もしません。（稼ぐ能力も上げられません）」」」」    

はい、この点も大丈夫です。 

 

私はサラリーマンです。 

 

私自身、ビジネスを副業で立ち上げたこともありますが、中

途半端にしかできないので現在は行っていません。 

 

副業にしろ、本業にしろ、稼ぎを増やすのは難しい稼ぎを増やすのは難しい稼ぎを増やすのは難しい稼ぎを増やすのは難しいと思いま

す。 

 

ですからこのレポートでは、稼ぎを増やすこと（スキルアッ稼ぎを増やすこと（スキルアッ稼ぎを増やすこと（スキルアッ稼ぎを増やすこと（スキルアッ

プ）は全く考えないプ）は全く考えないプ）は全く考えないプ）は全く考えないことにしました。 

 

現在の収入のまま生活を続けて行きます。 
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稼ぎそのものは増やさずに、消費と資産運用を見直、最悪は

小遣いを貯めるだけで引退に進んでいけるようにします。 

 

具体的に決めましょう。 

Mr.X はインデックスファンドの残高の 0.3%を毎月現金に替

えて生活費に充てると言っています。 

これは年利で言えば約４％の計算になります。 

 

あなたがどの位の金額があれば引退生活に入れるかは、あな

たの生活習慣や価値観次第です。 

 

ただこのレポートの中では目標を次のように決めます。 

資産額：4,000 万円 

これだけの資産を築けば、インデックスファンドで約４％の

運用をした場合に、年収は 160 万円になります。 

月収は 13万円です。 

 

最低限の生活はできる金額だと思います。 

 

実はこれは私自身の目標額でもあります。 

 

それと、このレポートのやり方（小遣いを貯めて引退）も資

産額 4,000 万円に達した時点で、インデックスファンドに切

り替えて引退生活に入るという点は同じです。 

 

ですから、家など普通の人と同じような消費をした上で、資家など普通の人と同じような消費をした上で、資家など普通の人と同じような消費をした上で、資家など普通の人と同じような消費をした上で、資

産産産産 4,0004,0004,0004,000 万を築き、引退生活に入る方法万を築き、引退生活に入る方法万を築き、引退生活に入る方法万を築き、引退生活に入る方法をお話していきます。 

 

セクション１のまとめ 

引退生活に入るための目標額を決めましょう。 

このレポートでは資産額：4,000 万円 

これだけの資産を築けば、インデックスファンドで約４％の

運用をし、年収は 160 万円になります。 

月収は 13万円です。を目標にして話を進めて行きます。 
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セクション１ 付録「引退生活の想像」 

私自身が引退生活を想像した時に、子供の教育のことを考え

ました。 

 

引退して働く必要がなくなったら、住む場所は物価の安い地

方を考えると思います。 

また、そもそも日本に住む必要もありませんから海外の物価

の安い町でいいわけですよね。 

 

引退後にインデックスファンドからの月収は 13万円です。 

 

地方だと家賃が５万円もあれば一家４人が住める家が借りら

れます。 

 

残りの８万円で最低限の生活はできるでしょうし、もう少し

収入があった方がよいならば、パートしてもいいでしょう。 

 

ただ、「「「「子供が子供が子供が子供が 18181818 歳歳歳歳になって大学にになって大学にになって大学にになって大学に通うことになったら、下通うことになったら、下通うことになったら、下通うことになったら、下

宿はどうするの？」宿はどうするの？」宿はどうするの？」宿はどうするの？」という問題があることに気付きました。 

 

仕送りするならインデックスファンドからの月収 13 万円で

は足りない・・・？ 

 

実は、対応は可能です。 

一家そろって子供の大学の近くに引っ越して家を借りれば一家そろって子供の大学の近くに引っ越して家を借りれば一家そろって子供の大学の近くに引っ越して家を借りれば一家そろって子供の大学の近くに引っ越して家を借りれば

いいいいいいいいのですね。 

 

私達は「稼がなくてはいけない」「稼ぐために働かなくてはい

けない」と思っています。 

そして、働くために「この町に住まなくてはならない」と思

って人生が決められてしまっています。 

 

職業と生活する場所の縛り（義務）から開放された引退生活

では、インデックスファンドからの月収 13 万円でかなり十分

な生活が可能になってきます。 
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北海道や沖縄に移住を検討される方がいらっしゃいます。 

「移住先ではあまり物価が高くないだろうし、現金収入は 10

万円位あったらいいかな。」と言われることが多いようです。 

 

ただ、ここで移住のために必要な資金の計算を次のようにす

ると移住はなかなか実現できません。 

・毎月の生活費 10万円×25 年間＝3,000 万円 

・住居 2,000 万円 

「生活費と住居の合計で 5,000 万円も必要なのか。う～ん、

難しいなあ。」 

 

でも、実際は住居を所有せずに賃借すると、インデックスフ

ァンドからの月収 13 万円で向こう 25 年間と言わず、30年で

もそれ以上でも十分な生活が可能になってきます。 

 

本当は最低限の生活を見極めることで、「稼がなくてはいけな

い」、「稼ぐために働かなくてはいけない」、「働くためにこの

町に住まなくてはならない」といった義務から解放されて、

引退が見えてくるのですね。 

（Mr.X の「ステップ１：排除」の復習でした。） 
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２．なぜインデックスファンドで引退できる

のか？ 

この章では、何故何故何故何故 Mr.XMr.XMr.XMr.X はインデックスファンドを薦めるのはインデックスファンドを薦めるのはインデックスファンドを薦めるのはインデックスファンドを薦めるの

か？か？か？か？インデックスファンドインデックスファンドインデックスファンドインデックスファンドの具の具の具の具体的な購入の仕方体的な購入の仕方体的な購入の仕方体的な購入の仕方について

お話していきます。 

 

ただ、「インデックスファンドとは何か」のところは、少し専

門的な説明になっています。 

 

難しいと思ったらその部分は読み飛ばして、「この章のまと

め」に進むか、面倒だと感じる方は、とにかく実際にインデ

ックスファンドを購入することをお勧めします。 

（試しに購入するのは５～６千円程度で可能です。） 

 

実際にインデックスファンドを購入してみることが理解に繋

がりますし、５～６千円程度の出費が必要とは言ってもそれ

を売れば（手数料はかかりますが）お金は戻ってきますので、

「理論より実践」という方は、(2)をスキップして下さい。 

 

この章では次の順番でお話していきます。 

(1)何故 Mr.X はインデックスファンドを薦めるのか 

(2)インデックスファンドとは何か？なぜインデックスファ

ンドでは資産価値が増えるのか？ 

(3)インデックスファンドを実際に購入する手続き 

(4)インデックスファンドの選び方 

 

ここでは少し専門的な話もします。 

理論の全てを分かって頂くのは大変かも知れないので、実践

（すぐにすること）への直結度を星印でランキングします。

（★☆☆）⇒（★★☆）⇒（★★★）の順に実践への直結度

が高くなっています。 

 

実は私は、金融や投資の専門家ではありませんが、勤務する

会社が上場企業で、その中で投資家向けの広報という少し特
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殊な仕事をしています。 

 

具体的に言えば、機関投資家からの取材に対応して、会社の

業績や会社の戦略について説明するという仕事です。 

「機関投資家」というと馴染みがないかも知れませんが、具

体的には次のような会社になります。 

 

Fidelity Management & Research Company 

Lazard Asset Management 

Wellington Management Company, LLP 

New Jersey Division of Investments 

TIAA-CREF Investment Management, LLC 

Grantham Mayo, Van Otterloo & Co. (GMO) 

Artio Global Management LLC 

GE Asset Management, Inc. 

Capital Group International, Inc. 

Brandes Investment Partners, L.P. 

Martin Currie Investment Management Ltd 

Scottish Widows Investment Partnership, LTD 

Marathon Asset Management, LLP 

Norges Bank Investment Management (U.K.) 

BlackRock Investment Management （UK）Ltd.（ex. Merrill 

Lynch） 

Kuwait Investment Office 

Morgan Stanley Investment Management Limited 

INVESCO Perpetual Investment Management Services, Ltd. 

Henderson Global Investors 

Delta Lloyd Asset Management N.V. 

ING Investment Management Advisors B.V. 

Pictet & Cie (Switzerland) 

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) 

Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

住友信託銀行株式会社 

野村アセットマネジメント株式会社 

中央三井アセット信託銀行株式会社 



サラリーマンが小遣いを貯めて 

引退生活に入れる唯一の方法 

14/81 

みずほ信託銀行株式会社 

日興アセットマネジメント株式会社 

DIAM アセットマネジメント株式会社 

さわかみ投信株式会社 

 

私はこの会社の仕事を通じて、投資の基本的な知識、投資家

の考え方、日本経済に対する見方などを学んできました。 

 

例えば「株に投資する」と言った時、一般の人はトヨタ自動一般の人はトヨタ自動一般の人はトヨタ自動一般の人はトヨタ自動

車とか、コマツとかキャノンとか特定の会社に投資しようと車とか、コマツとかキャノンとか特定の会社に投資しようと車とか、コマツとかキャノンとか特定の会社に投資しようと車とか、コマツとかキャノンとか特定の会社に投資しようと

考えることが多い考えることが多い考えることが多い考えることが多いと思います。（個別銘柄を買う、というやり

方ですね。） 

 

例えば、手元資金が 30万円だけあったとします。この資金を

使って株価が 300 円の会社の株 1,000 株を購入できます。 

個人の投資家の方は、わずかな資金を個別銘柄に投資するこ

とが多いでしょう。 

 

ハッキリ言って、これはプロの投資家の運用方法とはプロの投資家の運用方法とはプロの投資家の運用方法とはプロの投資家の運用方法とは全く全く全く全くかかかか

けはなれていけはなれていけはなれていけはなれていますますますます。 

 

先に結論を言うと、この対極の運用方法がインデックスファ

ンドになります。 

 

ちなみに私自身は決して個別銘柄を買おうとは思いません。 

 

例えば、次のようなことが実際にあります。 

 

会社で「明日○○新聞がわが社の記事を発表するらしいが、

そうなると株価が上がるだろうな・・・」と思うこともあり

ます。 

 

こういう状態であっても私自身は自分の会社の株を買うこと

はありません。 

 

それは「インサイダー取引になるから」という理由がありま
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すが、もっと別の現実的な理由があるからです。 

 

この「理由」はあなたにも関係していて結構重要なことです

ので、後で改めてお話します。 

 

個別銘柄を１点買いすることの対極にあって、プロの投資家個別銘柄を１点買いすることの対極にあって、プロの投資家個別銘柄を１点買いすることの対極にあって、プロの投資家個別銘柄を１点買いすることの対極にあって、プロの投資家

が実際に行っている運用の一つがインデックスが実際に行っている運用の一つがインデックスが実際に行っている運用の一つがインデックスが実際に行っている運用の一つがインデックスファンドなファンドなファンドなファンドな

のです。のです。のです。のです。    

 

(1)何故 Mr.X はインデックスファンドを薦めるのか（★★☆） 

一言で言えば、インデックスファンドは価値が上がり続けるインデックスファンドは価値が上がり続けるインデックスファンドは価値が上がり続けるインデックスファンドは価値が上がり続ける

「資産」「資産」「資産」「資産」だからです。 

 

ただし、「価値が上がり続ける」には一つだけ条件があります。 

 

「時間を十分にとった場合」という条件が必要「時間を十分にとった場合」という条件が必要「時間を十分にとった場合」という条件が必要「時間を十分にとった場合」という条件が必要です。 

 

ここで実際にインデックスファンドの価値が上がり続けてい

るかどうか確認してみましょう。 

 

Mr.X はインデックスファンドの残高の 0.3%を毎月現金に替

えて生活費に充てると言っています。 

これは年利で言えば約４％の計算になります。 

 

本当に年利 4%以上の価値の上昇を続けているでしょうか？ 

 

実は、インデックスファンドにはいろいろ種類があります。 

 

詳しくは次の(2)でお話しますが、代表的なもので見てみまし

ょう。 

 

ダウ工業平均ダウ工業平均ダウ工業平均ダウ工業平均で見てみます。 

Yahoo.com のファイナンスでは、1928 年 10 月以降のダウ工業

平均株価が載っています。（http://finance.yahoo.com） 
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これで毎年の１月の最初の日の株価をその前年の株価と比較

して、１年間での株価の上昇が年利 4%以上となっているか、

確認します。 

 

過去 81 年分をみてみると、 

年利 4%以上となっている年（○）⇒47回 

年利 4%以上となっていない年（×）⇒35 回 

となっています。 

 

例えば、2011 年１月３日の株価は 11891.93 ドルです。 

2010 年１月４日の株価は 10067.33 ドルです 

1,824.6 ドル（18.1%）上昇していますから、この１年間の評

価は○です。 

 

１年単位１年単位１年単位１年単位で見ると、で見ると、で見ると、で見ると、47474747 勝勝勝勝 35353535 敗敗敗敗なので、あまり勝率はよくな

いかも知れません。 

 

では運用期間を 20 年間として、その間平均で年利 4%以上を

達成してきたかを評価してみましょう。 

 

年利 4%を 20 年間続けると、資産は当初の 219%に増えます。 
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例えば、2011 年１月３日の株価は 11891.93 ドルです。 

これを 20 年前の 1991 年１月２日の株価 2736.39 ドルと比較

します。 

9155.54 ドル（334.6%）増えています。434.6%に上昇してい

ますから、この 20年間の評価は○です。 

 

過去 63 年間分同様に評価します。 

年利 4%を 20 年間続けられた（○）⇒48 回 

年利 4%を 20 年間続けられなかった（×）⇒15回です。 

 

勝率は勝率は勝率は勝率は 76%76%76%76%です。 

 

なお、運用期間を 20 年間として、その間平均で元本割れを起

こしたことがあるかどうか？を確認してみましょう 

 

63 年間分同様に評価します。 

20 年間で元本より資産が増えた（○）⇒61回 

20 年間で元本より資産が減った（×）⇒2 回です。 

 

「「「「20202020 年間で元本より資産が増えた」年間で元本より資産が増えた」年間で元本より資産が増えた」年間で元本より資産が増えた」かどうか、でかどうか、でかどうか、でかどうか、で勝ち勝ち勝ち勝ち負け負け負け負けをををを

判定判定判定判定すると、すると、すると、すると、勝率勝率勝率勝率 97%97%97%97%です。 

 

ここで他のインデックスでも調べてみます。 

Ｓ＆ＰＳ＆ＰＳ＆ＰＳ＆Ｐ500500500500（データは 1950 年以降）では次のようになってい

ます。 

 

過去 41 年間分同様に評価します。 

年利 4%を 20 年間続けられた（○）⇒33 回 

年利 4%を 20 年間続けられなかった（×）⇒８回です。 

 

なお、運用期間を 20 年間として、その間平均で元本割れを起

こしたことがあるかどうか？を確認してみましょう 

 

過去 41 年間分同様に評価します。 

20 年間で元本より資産が増えた（○）⇒41回 

20 年間で元本より資産が減った（×）⇒0 回です。 
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勝率は勝率は勝率は勝率は 100100100100%%%%です。 

 

ちなみ 41 年間で最低の結果（1962 年１月⇒1982 年１月）で

も元本の 174.9%になっています。 
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(2)インデックスファンドとは何か？なぜインデックスファ

ンドでは資産価値が増えるのか？（★☆☆） 

 

インデックスファンドについては一般的に次のように説明が

されています。 

 

「インデックスファンドとは、「インデックスファンドとは、「インデックスファンドとは、「インデックスファンドとは、TOPIXTOPIXTOPIXTOPIX や日経平均株価、アメや日経平均株価、アメや日経平均株価、アメや日経平均株価、アメ

リカのリカのリカのリカの SSSS＆＆＆＆P500P500P500P500 などの平均株価指数（インデックス）と連動などの平均株価指数（インデックス）と連動などの平均株価指数（インデックス）と連動などの平均株価指数（インデックス）と連動

して、そのファンドの基準価格が値動きをするような運用成して、そのファンドの基準価格が値動きをするような運用成して、そのファンドの基準価格が値動きをするような運用成して、そのファンドの基準価格が値動きをするような運用成

果を目指すファンドのこと。」果を目指すファンドのこと。」果を目指すファンドのこと。」果を目指すファンドのこと。」    

 

「インデックスファンドは、原則として、そのインデックス

の構成比率と同じ配分でファンドの構成銘柄を組入れて運用

する。日経平均連動型の場合、日経平均を構成する 225 銘柄

に同株数ずつ投資し、TOPIX 連動型では、TOPIX に近い値動き

をするよう投資銘柄やその株数を決める。」 

 

「例えば日経平均株価に連動するインデックス投信であれば、

日経平均株価にほぼ連動した運用成績を上げてくれるのです。 

つまりインデックス投信に投資するという事は、株式や債券

など金融の知識が特にない方でも、深く考えずに淡々と投資

する事によって、日経 225（日経平均株価）、TOPIX（東証株

価指数）などの市場とほぼ同様の運用成績を上げる事ができ

るのです。」 

 

ファンドの部分が分かりにくいかも知れませんので補足しま

す。 

 

「ファンドとは『基金』の意味で、多数の人から資金を募り、

それで投資などを行う集団投資スキームを指しますが、一般

的には投資信託の意味合いで用いられます。 

投資信託のように、不特定多数の投資家から資金を集め、そ

れで特定の有価証券などに投資する金融商品は、ほかにもた

くさんあります。例えば、貴金属や原油、農産物などの先物

市場で運用する「商品ファンド」、不動産に投資する「不動産

ファンド」などがそうです。つまり、ファンドとは、非常に
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幅広い概念を持っているのですが、一般的には投資信託のこ

とをファンドと称するケースが多いようです。」 

 

う～ん、どうでしょうか？ 

 

分かりますか？ 

 

私自身の言葉で説明すると（正確ではないかも知れませんが）

次のようになります。 

 

インデックスファンドに投資する事は日経インデックスファンドに投資する事は日経インデックスファンドに投資する事は日経インデックスファンドに投資する事は日経 225225225225（日経平均株（日経平均株（日経平均株（日経平均株

価）、価）、価）、価）、TOPIXTOPIXTOPIXTOPIX（東証株価指数）などの「指数」と同じ値動きを（東証株価指数）などの「指数」と同じ値動きを（東証株価指数）などの「指数」と同じ値動きを（東証株価指数）などの「指数」と同じ値動きを

する株式のパッケージを購入することです。する株式のパッケージを購入することです。する株式のパッケージを購入することです。する株式のパッケージを購入することです。    

 

日経 225 は日本の上場企業の中から 225 社を選定していて、

この 225 社に投資できるようにした株式のパッケージになっ

ています。 

 

ですから、個別銘柄が上がると思えば、（例えばトヨタ自動車

の株が上がると思えば）その会社の株を買うように TOPIX（東

証株価指数）が上がると思えば、TOPIX（東証株価指数）連動

のインデックスファンドを購入すればよい訳です。 

 

では、ここで問題は、個別銘柄が上がるのは分かるが、個別銘柄が上がるのは分かるが、個別銘柄が上がるのは分かるが、個別銘柄が上がるのは分かるが、TOPIXTOPIXTOPIXTOPIX

（東証株価指数）などの指数が上がるということはどういう（東証株価指数）などの指数が上がるということはどういう（東証株価指数）などの指数が上がるということはどういう（東証株価指数）などの指数が上がるということはどういう

ことか？ことか？ことか？ことか？    

本当に上がるのだろうか？本当に上がるのだろうか？本当に上がるのだろうか？本当に上がるのだろうか？    

ということだと思います。 

 

個別銘柄が上がるのはよくお分かりだと思います。 

 

ある企業が決算を発表した。事前に予想されていたより決算

の業績がよかった場合などに株価が高騰したりします。 

 

個別銘柄の値動きの一つの例は、東電の原発事故後の動きな

ど見てもらうと分かります。 
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もともと 2,300 円位であった株価が、500 円位にまで下がっ

ています。 

 

ここで問題を改めて整理します。 

・なぜインデックスファンドでは資産価値が増えるのか？ 

・TOPIX（東証株価指数）などの指数が上がるということはど

ういうことか？ 

・本当に上がるのだろうか？ 

 

ここは、少し遠回りになりますが、まずは株式投資がなぜ価株式投資がなぜ価株式投資がなぜ価株式投資がなぜ価

値を生むのか？値を生むのか？値を生むのか？値を生むのか？という話をします。 

 

教科書には次のように書かれています。 

 

「投資の基本（βリスク） 

・株式投資が何故富を生むのか。資本主義社会において、時

間の経過と共に価値が増大する資産（株式）を保有するから。 

・効率的な市場において、十分な時間軸の中で、適切なリス

ク（理論価格と実際の価格のブレ幅）を許容すれば、それに

見合ったリスクプレミアム（収益）が得られる。 

・投資理論上は、時価総額平均で全ての株式を保有する（市

場全体を買い付ける）事がもっとも効率的なリターンを生む、

即ちリスク単位量当りのリターンが最も良いと考えられてい

る。市場全体を買い付けるようなポートフォリオのリスクを

βリスクと呼ぶ。 

・日本株投資の場合、東証一部の時価総額平均を表す指数で

ある TOPIX を投資基準（ベンチマーク）にポートフォリオを

作る。 

・ベンチマークと同じ動きとなるようにする投資をパッシブ

投資と呼び、ベンチマークから極力乖離しないことが良いと

されている。」 

 

私の言葉でお話します。 

 

上場企業は株式を公開して、世の中の投資家から広くお金を
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集めてビジネスを行っています。 

このほかにお金の調達としては、銀行からの借り入れもあり

ます。 

 

銀行からの借り入れに対しては、利子をつけて返済します。 

 

こうして集めたお金を使ってビジネスを展開した結果として

利益を上げます。 

この利益は会社の価値を上げ、一部は投資してくれた株主に

還元することになります。 

 

ここで株主・投資家はこの企業の株価が上がるという形、ま

たは配当金という形でリターンを得ることになります。 

（株主・投資家がリターンを受け取るのは株価が上がったタ

イミングで株を売って利ざやを得るか、株式を保有したまま

で配当金を得るという二つの方法があるということです。） 

 

ここで平たく言いますと・・・ 

 

株式投資がなぜ価値を生むのか？株式投資がなぜ価値を生むのか？株式投資がなぜ価値を生むのか？株式投資がなぜ価値を生むのか？    

「企業が利益を上げて、投資家に還元「企業が利益を上げて、投資家に還元「企業が利益を上げて、投資家に還元「企業が利益を上げて、投資家に還元するから」です。するから」です。するから」です。するから」です。    

 

なお、ちょっと当たり前のように思われるかも知れませんが、

利益は、従業員に対する支払いや支払い利息を差し引いた後

のものです。 

 

つまり、会社は、株主・投資家よりも従業員に対する支払い会社は、株主・投資家よりも従業員に対する支払い会社は、株主・投資家よりも従業員に対する支払い会社は、株主・投資家よりも従業員に対する支払い

や銀行に対する利息の支払いを優先させているや銀行に対する利息の支払いを優先させているや銀行に対する利息の支払いを優先させているや銀行に対する利息の支払いを優先させているのです。 

 

逆に言うと、株主・投資家は、従業員や銀行よりも権利が弱

い利害関係者と言えます。ですから銀行利率よりも大きなリ

ターンを期待するのが一般的なのですね。 

 

現在のある企業の株式に投資した場合に１年後のリターンが

3%であったとします。 

また銀行預金の利率が年率 3%だったとします。 
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あなたはどちらを選びますか？ 

 

当然銀行預金ですよね。 

 

こちらは元本が保証されていますから。 

 

ですから株式投資は銀行預金よりリターンが高くて当然と株式投資は銀行預金よりリターンが高くて当然と株式投資は銀行預金よりリターンが高くて当然と株式投資は銀行預金よりリターンが高くて当然と

投資家は期待しますし、それに応えるように企業経営者も利投資家は期待しますし、それに応えるように企業経営者も利投資家は期待しますし、それに応えるように企業経営者も利投資家は期待しますし、それに応えるように企業経営者も利

益を上げる責任がある益を上げる責任がある益を上げる責任がある益を上げる責任があるということです。 

 

実際にトヨタ自動車を例に、株式市場から資金を調達するコ

ストを調べてみましょう。 

 

株主資本コスト＝安全利子率＋β値×株式市場の超過リター

ン 

＝1.2%＋0.99×5.0% 

＝6.2% 

銀行からの借入金の場合、金利負担は 1%程度のはずですから、

株式市場からの資金を調達にはコスト（金利）が発生してい

るのですね。 

 

逆に言えば、投資をする側は、銀行預金よりリスクを負って

いる分、高いリターンを期待しているのです。 

 

話を戻します。 

・なぜインデックスファンドでは資産価値が増えるのか？ 

・TOPIX（東証株価指数）などの指数が上がるということはど

ういうことか？ 

・本当に上がるのだろうか？ 

⇒ 

基本的に 

株式投資は価値を生むようになっています。株式投資は価値を生むようになっています。株式投資は価値を生むようになっています。株式投資は価値を生むようになっています。    

それは「企業が利益を上げて、投資家に還元するから」です。それは「企業が利益を上げて、投資家に還元するから」です。それは「企業が利益を上げて、投資家に還元するから」です。それは「企業が利益を上げて、投資家に還元するから」です。 

 

でも、１つの会社だけに投資した場合、その企業が利益を上
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げて投資家に還元してくれるでしょうか？ 

 

当然リスクはありますね。 

 

では複数の企業に投資したらどうなるでしょうか？ 

 

例えば 10社に投資したとします。 

 

「例えば、10社の内、６社が利益を上げて投資家に還元して

くれた、残り４社は赤字で配当なしや株価を下げてしまっ

た・・・でも利益を上げた６社からのリターンで、トータル

ではリターンがあった。」 

ということがあり得ます。 

 

では、投資する対象の企業を多くすれば多くするほどいいの

でしょうか？ 

 

多くの企業に対して投資するというのは、どういう意味にな

るのでしょうか？ 

 

日経平均は、225 の株式の平均値です。 

 

ですから日本を代表する 225 の株式に分散投資する、という

ことになります。 

 

つまり個別銘柄よりもリスクが小さく、投資できる訳です。 

 

実際に日経平均の 225 の銘柄全てを購入したとすると一体い

くらかかるのでしょうか。 

もし平均が 300 円、最低取引単位が 1000 株だとすると（調べ

るとデータはあるかも知れませんが、大雑把に話を進めま

す。） 

300 円×1,000 株×225 社＝6,750 万円になります。 

 

分散して投資するのには莫大な資金が必要になります。分散して投資するのには莫大な資金が必要になります。分散して投資するのには莫大な資金が必要になります。分散して投資するのには莫大な資金が必要になります。    

ですからわずかな資金ですからわずかな資金ですからわずかな資金ですからわずかな資金でもこうした分散投資で運用してくでもこうした分散投資で運用してくでもこうした分散投資で運用してくでもこうした分散投資で運用してく
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れる投資信託（インデックスファンドの購入）が有利れる投資信託（インデックスファンドの購入）が有利れる投資信託（インデックスファンドの購入）が有利れる投資信託（インデックスファンドの購入）が有利なので

すね。 

 

インデックス投信に投資するという事は、株式や債券など金

融の知識が特にない方でも、深く考えずに淡々と投資する事

によって、日経 225（日経平均株価）、TOPIX（東証株価指数）

などの市場とほぼ同様の運用成績を上げる事ができると言え

ます。 

 

もちろん市場に連動するからといっても、必ず市場が上昇す

るわけではなく下降する場合もありますので短期間では浮き

沈みがあるかもしれませんが、過去のデータから長期的に見

れば市場は上昇する可能性が高いので、インデックス投信は

短期的な運用ではなく、基本的に長期間運用する事によって

効率的な資産運用が可能となるのです。 

 

ここで「市場に連動する」ということが重要で、言い換える

と市場全体に投資している、市場全体を購入している市場全体に投資している、市場全体を購入している市場全体に投資している、市場全体を購入している市場全体に投資している、市場全体を購入していると言え

ます。 

 

ここで、日経平均は、日本を代表する 225 の株式の指数です

から、日本経済全体にされる、つまり個別の銘柄に対して投

資するというより「日本全体」に投資している「日本全体」に投資している「日本全体」に投資している「日本全体」に投資しているということが

言えます。 

 

ですから「日本経済の先行きがバラ色ではない」と思えば、

日本だけの市場に連動したインデックスファンドの購入を避

けて、例えば米国市場だとか新興国市場連動のインデックス

ファンドを購入することを考える必要がでてきます。 

 

 

また、市場に連動するからといっても、必ず市場が上昇する

わけではなく下降する場合もありますので、短期間では浮き

沈みがあるかもしれません。 

 

ただ、個別銘柄ではなく市場全体に十分時間をとって投資を
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することで、個別企業の業績の影響のリスクを小さくし、株

式投資は価値を生む（それは「企業が利益を上げて、投資家

に還元するから」です。）という本来のメリットを享受できる

可能性が高くなっていきます。 

 

分かりやすい例をお話します。 

 

投資とルーレットを比較投資とルーレットを比較投資とルーレットを比較投資とルーレットを比較します。 

 

もし「赤」と賭けたとすると、確率は赤になるか黒になるか

の 1/2 です。 

 

当たった場合の配当は２倍です。 

 

例えば「黒の１番」に賭けたとします。 

ルーレットはいくつかの種類があり、ヨーロッパタイプです

と３７の枠がありますので、確率は 37分の１。当たった場合

の配当は 36 倍です。 

 

株式で個別銘柄に対する投資は株式で個別銘柄に対する投資は株式で個別銘柄に対する投資は株式で個別銘柄に対する投資は「「「「黒の１番黒の１番黒の１番黒の１番」に」に」に」に賭けるのと同賭けるのと同賭けるのと同賭けるのと同

じようなものじようなものじようなものじようなものです。 

「１点買い」ですから。 

 

その対極にあるのが最も安全な賭けになります。 

それは「赤と黒両「赤と黒両「赤と黒両「赤と黒両方に賭ける」方に賭ける」方に賭ける」方に賭ける」です。 

 

そして、ルーレットでは赤と黒両方に賭ける場合、賭け金以ルーレットでは赤と黒両方に賭ける場合、賭け金以ルーレットでは赤と黒両方に賭ける場合、賭け金以ルーレットでは赤と黒両方に賭ける場合、賭け金以

上の額が戻ってくることはありませんが、株式投資では元の上の額が戻ってくることはありませんが、株式投資では元の上の額が戻ってくることはありませんが、株式投資では元の上の額が戻ってくることはありませんが、株式投資では元の    

投資額以上のリターンが返ってくる可能性が高いのです。投資額以上のリターンが返ってくる可能性が高いのです。投資額以上のリターンが返ってくる可能性が高いのです。投資額以上のリターンが返ってくる可能性が高いのです。    

 

それは株式投資が価値を生む（それは「企業が利益を上げて、

投資家に還元するから」です。）というもともとの性質がある

からです。 

 

これがインデックスファンドの投資になります。 
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つまり、インデックスインデックスインデックスインデックスファンドへのファンドへのファンドへのファンドへの投資は「赤と黒両方に賭投資は「赤と黒両方に賭投資は「赤と黒両方に賭投資は「赤と黒両方に賭

け、賭け金以上のリターンを期待する」投資け、賭け金以上のリターンを期待する」投資け、賭け金以上のリターンを期待する」投資け、賭け金以上のリターンを期待する」投資であると言えま

す。 
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(3)インデックスファンドを実際に購入する手続き（★★☆） 

 

ここまで難しい話をしてきました。 

 

じゃあ、実際にどうやったらインデックスファンドを買える

のか？早速行動したい、と思われているかも知れませんが、

あと一つ理屈にお付き合い下さい。 

 

インデックスファンドとは 

「インデックスファンドとは、TOPIX や日経平均株価、アメ

リカの S＆P500 などの平均株価指数（インデックス）と連動

して、そのファンドの基準価格が値動きをするような運用成

果を目指すファンドのこと。」 

 

平たく言えば、 

インデックスファンドに投資する事は日経 225（日経平均株

価）、TOPIX（東証株価指数）などの「指数」と同じ値動きを

する株式のパッケージを購入することです。 

 

で、どうやったらインデックスファンド＝株式のパッケージ

を購入できるのでしょうか？ 

 

大きく分けて２つの方法があります。 

１つ目は証券会社で投資信託を行うこと。１つ目は証券会社で投資信託を行うこと。１つ目は証券会社で投資信託を行うこと。１つ目は証券会社で投資信託を行うこと。    

２つ目は、インデックスファンド（＝株式のパッケージ）が２つ目は、インデックスファンド（＝株式のパッケージ）が２つ目は、インデックスファンド（＝株式のパッケージ）が２つ目は、インデックスファンド（＝株式のパッケージ）が

株として販売されているので、これを購入する。株として販売されているので、これを購入する。株として販売されているので、これを購入する。株として販売されているので、これを購入する。    

 

私自身は２つめの方法を行いました。 

 

２つの方法の基本的な「意味」は同じです。 

 

ただ、手数料に差がありますので、若干有利・不利の差はあ

ります。 

詳しくはご自身で調べてみて下さい。 

 

インデックスファンド（＝株式のパッケージ）が１つの株とインデックスファンド（＝株式のパッケージ）が１つの株とインデックスファンド（＝株式のパッケージ）が１つの株とインデックスファンド（＝株式のパッケージ）が１つの株と
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して販売されているものはＥＴＦといいます。して販売されているものはＥＴＦといいます。して販売されているものはＥＴＦといいます。して販売されているものはＥＴＦといいます。    

 

「ETF（株価指数連動型上場投資信託）とは、証券取引所に上

場され、株式と同様に市場で売買できる投資信託の事で、イ

ンデックスファンドと同じように市場（日経平均・TOPIX な

ど）に連動した値動きをしますが、インデックス投信と違い

取引時間内ならリアルタイムに随時、売買できる事が大きな

特徴です（インデックスファンドは通常 1日 1 回）。」 

 

私は、マネックス証券という証券会社に口座を私は、マネックス証券という証券会社に口座を私は、マネックス証券という証券会社に口座を私は、マネックス証券という証券会社に口座を開設して、Ｅ開設して、Ｅ開設して、Ｅ開設して、Ｅ

ＴＦの中で、ＶＴという証券を購入しました。ＴＦの中で、ＶＴという証券を購入しました。ＴＦの中で、ＶＴという証券を購入しました。ＴＦの中で、ＶＴという証券を購入しました。    

 

その手順をお話していきます。 

 

ここでＥＴＦ購入の方法をお話したのには理由があります。 

 

できれば小額でも実際に購入して欲しいからです。 

 

さらに、（手数料のチェックもして頂いた方がいいと思います

が）この方法を使って全財産（最低限の現金を手元に残す以

外）をインデックスファンドの購入に充てると Mr.X の方法の

実践になります。 

 

でも一度でもＥＴＦを購入してみると、「全財産（最低限の現「全財産（最低限の現「全財産（最低限の現「全財産（最低限の現

金を手元に残す以外）をインデックスファンドの購入に充て金を手元に残す以外）をインデックスファンドの購入に充て金を手元に残す以外）をインデックスファンドの購入に充て金を手元に残す以外）をインデックスファンドの購入に充て

ることが怖い。そることが怖い。そることが怖い。そることが怖い。その勇気がない。」の勇気がない。」の勇気がない。」の勇気がない。」と思われることと思いま

す。 

 

ここが最大の難関だと思います。 

 

実際に購入して初めて「怖い」ことに気付くと思います。 

 

まず、ここが難関だと実感して頂きたいのです。 

 

実感しなくては、その対応について真剣に考えることができ

ません。 
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では早速、インデックスファンド（ＥＴＦ）購入の手順につ

いてお話します。ここでは、マネックス証券での手続きをお

話します。 

①Google でマネックス証券を検索するか、URL を入力し、マ

ネックス証券サイトを開きます（http://www.monex.co.jp） 

 

 

②マネックス証券のトップページです。 
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③取引が初めての方は、口座開設・資料請求（無料）を行い

ます。口座開設・資料請求（無料）画面です。 
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④口座が開設されたら、口座に入金します。 

個人口座は三菱ＵＦＪ銀行竹橋支店 マネックスショウウ

ケン（カ 名義へ振込みを行います。 

この時点での入金は円でＯＫです。 

 

なお、証券会社の口座に入金した後、都合があって返金す

る場合、手数料無料で返金（銀行口座へ振込み）されます。 

 

口座へ入金後、サイト内でドルに両替し、ＥＴＦを購入す

る流れになります。 

 

⑤既に口座を持っている方は、ログイン画面に進みます。 

口座を持っている方のログイン画面です。 

 

 

⑥ログインＩＤとパスワードを入力してログインします。 
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⑦「外国株」のタブをクリックして米国株ページへ移動しま

す。 

 

 



サラリーマンが小遣いを貯めて 

引退生活に入れる唯一の方法 

34/81 

⑧米国株のトップページです。 

最初に入金した円を米ドルに交換します。 

「外国為替取引」をクリックします 

 

⑨外国為替取引画面です。「買い注文」をクリックします。 
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⑩米ドルの注文画面です。金額を指定して購入します。 

なお、購入した米ドルは株式購入以外には使えません（例

えば海外旅行に行く時に米ドル現金で受け取るなどはでき

ない）ので注意して下さい。 

 

 

⑪米ドルを購入したら、ＥＴＦを購入に進みます。 

米国株のトップページからログインします。 
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⑫「銘柄一覧・検索」をクリックします。 
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⑬「ＶＴ」を探し、「買付」をクリックします。 

 

 

⑭買い注文を出します（注：ここでＶＴを挙げたのは一例で

す。他の銘柄もあるので次のセクションを参照して下さい。） 
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(4)インデックスファンドの選び方 

(2)でインデックスファンドは市場全体を購入することだと

お話しました。 

 

ここで、インデックスファンドを選ぶ段階になると、何の指

標に連動したファンドを選択するか？つまり市場全体と一言

でいってもその市場は何にするか？ということが問題になり

ます。 

 

Mr.X は「個人的には Vanguard の S&P500 index fund でも良

いと思うのですが、もう少し幅広く分散投資しておきたい場

合は世界市場連動のインデックスファンドにしておいて下さ

い。」 

と書いています。 

 

S&P500 は米国市場連動のインデックスファンドです。 

 

ですから Mr.X は「米国の市場連動インデックスファンドでも

いい」と考えていることになります。 

 

日本市場連動のインデックスファンドではどうでしょうか？ 

 

「日経平均」だと 225 の銘柄に分散投資したことになります。 

ですから日本の代表企業を選出して日本経済全体を買う、と

いうことになります。 

 

個別銘柄の投資と比較して「日経平均」を購入することは、

225 の会社の業績が全て会社固有の要因で悪くなる可能性は

かなり低くなります。 

 

それが分散投資をしているメリットですが、それは個別銘柄

から離れて日本経済全体を買っている、ということになりま

す。 

 

つまり、日本経済全体の景気が悪くなると予想される場合は、
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日経平均自体も下がる場合があります。（逆に日本経済全体が

上向くと考えられる場合には日経平均が上がります。） 

 

「日経平均 10,000 円割れ」という報道があったりします。 

かつてバブルの頃日経平均株価は 20,000 円位ありました。現

在の水準はその当時の比較で言えば約半分ということになり

ます。 

 

この位変動するものとも言えます。 

そうすると、日本経済に投資するというのは、ちょっと怖い

かも知れませんね。 

 

インデックスファンドインデックスファンドインデックスファンドインデックスファンドを選択するを選択するを選択するを選択するということは、その国（地ということは、その国（地ということは、その国（地ということは、その国（地

域）の経済がどのようになるか域）の経済がどのようになるか域）の経済がどのようになるか域）の経済がどのようになるかを考えて投資するということを考えて投資するということを考えて投資するということを考えて投資するということ

になります。になります。になります。になります。    

 

（地域にリンクしたインデックス＝指標ばかりではないので

すが、分かりやすくお話しています。） 

 

一般的に対象市場を限定すればするほどハイリスク・ハイリ

ターンになります。 

 

例えば新興国市場対応にすると、世界市場連動と比較して現

時点での伸び率は高いです。 

 

でも長期的に見て、「中国のバブルがはじけたらどうなるだろ

う？」という不安もよぎります。 

 

ですからこうした特定地域の影響を強く受けるインデックス

ファンドを購入するリスクを避けるならば、世界市場連動の

インデックスファンドを購入するのがよいということになり

ます。 

 

先ほど私が購入したＥＴＦの手続きをお話しましたが、この

時に実際に購入したのが世界市場連動のインデックスファン

ドでした。 
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具体的にマネックス証券で実際に購入できるＥＴＦ（インデ

ックスファンド）を他にも少しご紹介します。 

 

バンガード・MSCI・ヨーロッパ ETF（Vanguard MSCI Europe ETF）

は、MSCI ヨーロッパインデックスに連動する投資成績を目標

としている海外 ETF です。 

 

バンガード・MSCI・エマージング・マーケット ETF（Vanguard 

MSCI Emerging Markets ETF）は、MSCI エマージングマーケ

ットインデックスに連動する投資成績を目標としている海外

ETF です。 

 

それぞれのＥＴＦの詳しい株価の推移が気になれば、YAHOO 

FINANCE で調べられますので、調べてみてください。 

 

 

第２章のまとめ 

・素人は個別銘柄を買ってはいけない。 

・プロの投資家が実際に行っている運用に近い運用がインデ

ックスファンドを購入する事で実現できる。 

・インデックスファンドを購入するのは、ルーレットで言え

ば「赤と黒の両方に賭ける。」しかも「配当は 1.04 倍」と

いう行為。（十分長期の時間で考えた場合） 

・インデックスファンドを購入するのに、ＥＴＦを購入する

方法がある。 

・ＥＴＦは証券会社の口座を開設後、ホームページからイン

ターネット決済で購入が可能。 

・ＥＴＦの選び方は、世界全体を選ぶ方が安全。範囲を狭め

て高配当を狙うかどうかは自己判断で。 
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第２章の付録 

 

会社で「明日○○新聞がわが社の記事を発表するらしいが、

そうなると株価が上がるだろうな・・・」と思うこともあり

ます。 

 

こういう状態であっても私自身は自分の会社の株を買うこと

はありません。 

 

それは「インサイダー取引になるから」という理由がありま

すが、もっと別の現実的な理由があるからです。 

 

と、お話しました。 

 

第２章でお話したことで別の現実的な理由がお分かり頂けま

したか？ 

 

その最大の理由は、個別銘柄も日本経済全体に対しての市場

の見方の影響を受けて株価が上下するからです。 

 

例えば、円高が進むと、別の現実的な理由輸出企業を中心に

株価が下がることが多いです。 

 

では、ある企業が画期的な新商品を発表した日に円高が進ん

だ場合に株価はどうなるでしょうか？ 

 

その答は、ありません。 

 

もしかしたらこの企業が画期的な新商品を発表したことが評

価されて株価が上昇するかも知れませんし、円高が進んで日

本株全体が値下がりした影響で、この企業の株価も下がる可

能性もあります。 

 

このように個別の企業の業績や新商品の報道など「だけ」で

株価は決まらず、日本経済全体に対しての市場の見方の影響

を受けて株価が上下するので素人は個別銘柄を買ってはいけ
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ないのだと、私は思っています。 
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３．「どうしても家が欲しいのよ！」 家を持

つのは 1759 万円も損をする 

ここでは家（マンション）を購入することがどの位金銭的にここでは家（マンション）を購入することがどの位金銭的にここでは家（マンション）を購入することがどの位金銭的にここでは家（マンション）を購入することがどの位金銭的に

マイナスを生むかお話します。マイナスを生むかお話します。マイナスを生むかお話します。マイナスを生むかお話します。    

 

もしあなたが「住宅を買おうかな」と迷っているならば、思

いとどまることをお勧めします。 

 

購入と賃借の比較を詳しく整理したので読んで見てください。 

 

この比較は、奥さんの説得にも使えると思いますので、どう

ぞ活用してください。 

 

日経新聞の記事で購入と賃借の比較をしていました。 

 

次の条件であったら購入購入購入購入（ローン返済）（ローン返済）（ローン返済）（ローン返済）と賃借と賃借と賃借と賃借（賃料）（賃料）（賃料）（賃料）のののの毎毎毎毎

月の月の月の月の支払い額が全く同じ支払い額が全く同じ支払い額が全く同じ支払い額が全く同じになります。 

 

Ａさん：購入派 

30 歳で価格 3000 万円のマンションを購入。（頭金 500 万円） 

購入時諸費用 150 万円、ローン金利は年 3%を想定。 

ローン返済額は年ローン返済額は年ローン返済額は年ローン返済額は年 134134134134 万円万円万円万円    

維持費（管理費、修繕積立費、固定資産税など）で年 45万円 

60 歳でローン完済。 

 

Ｂさん：賃借派 

30 歳からずっと賃借。 

Ａさんが頭金にした 500 万円を年 1%の金利で運用。 

家賃支払額が毎年家賃支払額が毎年家賃支払額が毎年家賃支払額が毎年 134134134134 万円万円万円万円    

Ａさんの支出した維持費（管理費、修繕積立費、固定資産税

など）年 45 万は貯蓄する。 

60 歳の時点では、手元資金が 2,470 万円たまる。 

 

このＡさんとＢさんの 60歳時点を比較してみましょう。 
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二人が支払った家賃もしくはローンの額は同じです。 

 

家を買ったＡさんが家を買ったＡさんが家を買ったＡさんが家を買ったＡさんが 60606060 歳の時に持っているもの歳の時に持っているもの歳の時に持っているもの歳の時に持っているもの    

 

・築 30 年の家（死ぬまで、後 20 年住み続けなくてはならな

い） 

（負担した金利は 1,370 万円（支払い済）） 

 

賃借のＢさんが賃借のＢさんが賃借のＢさんが賃借のＢさんが 60606060 歳の時に持っているもの歳の時に持っているもの歳の時に持っているもの歳の時に持っているもの    

・現金 2,470 万円 

（うち受け取り利子 620 万円） 

 

購入したＡさんは、現金の手持ちが無く 60 歳から年金を受給

できた場合でも死ぬまで今のマンションに住み続ける必要死ぬまで今のマンションに住み続ける必要死ぬまで今のマンションに住み続ける必要死ぬまで今のマンションに住み続ける必要

がありますがありますがありますがあります。 

 

賃借の B さんは不動産の所有はありませんが、現金が 2,239

万円ありますので、これから中古住宅でも購入できる可能性

があります。 

 

特にこの年では子供が独立しているので、夫婦二人分だけの

住居を考えればよいので、購入するにしても負担は抑えられ

ます。 

 

もう一点、ＡさんとＢさんの 30年間の支出を比較してみて下

さい。 

 

Ａさんは借金をしたために利子の支払いを 1,370 万円負担し

てきました。（支払い済み） 

Ｂさんは受け取り利子が 389 万円ありました。 

差額は差額は差額は差額は 1,1,1,1,759759759759 万円万円万円万円です。 

 

よく不動産の広告が「家賃並みの支払額で購入できます」と

うたっていますね。 

 

はい、確かに家賃とローンの支払額は同じになるケースはあ
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ります。 

 

でも 30303030 年ローンだったら年ローンだったら年ローンだったら年ローンだったら金利負担だけで金利負担だけで金利負担だけで金利負担だけで 1,7591,7591,7591,759 万円も差万円も差万円も差万円も差が

出てくるのです。 

 

毎年海外旅行に行って、高級車に乗ってもおつりが来る支出

の差です。 

 

本当に、家を購入する人は、このことを知って買っているの

でしょうか？ 

（ちなみに我が家ではこのことを家内に言いましたが、聞く

耳持たずで、家を購入することになりました。） 

 

なお、例外的に家の購入の負担が小さくなるケースがありま

すので、念のためお話します。 

 

かつての高度経済成長期のように毎年物価が上がる、賃金が

上がる場合、家のローンの負担は収入に対して比率が小さく

なります。（負担が軽くなります。） 

 

今の日本経済でこうしたインフレ傾向は期待できません

が・・・ 

 

逆に言うと、今の子育て世代は親が高度経済成長期に家を購

入した姿を見ているから自分も家を所有したがるかも知れま

せん。 

でも実際には自分の親が家を購入した時とは条件が違いすぎ

るのです。 

 

どうしても家を購入するなら、せめてこういう家にする 

ここまで私の失敗経験をお話してきました。 

 

ただ、私自身が家を購入することにした際にいくつか覚悟し

た（決意した）ことがあります。 

(1)借金の負担は最低限にし、最短で返済する。 

(2)将来引退するための資産 4,000 万円構築は諦めないで取
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り組む。（このレポートの方法） 

(3)経済環境が変わる、家庭の事情で引っ越すことが必要にな

った場合などには家を売る。（絶対に売れる自信のある家

を購入する。） 

 

(3)の具体的な方法は機会があったらお話しますが、あなたが

家の購入をするならば、これだけは気をつけてください。 

 

私には、もしもの場合には家を売れるという自信があります。 

 

本当は家内とのコミュニケーションがうまくいき、家を購入

せずに済めばそれに越したことはなかったのですが・・・ 

 

あなたが家を購入せずに済むことを祈っています。 

 

どうしても購入するならば、いざという時に売れる自信があ

る、ということを自問自答した上で家を購入して下さい。 

 

【付録】 

エクセルで複利計算をする方法 

(1)年間 45 万円を、金利 1%で、30 年間積み立てたときの積立

額（将来の価値） 

1% 

30 

-450,000 

\\\\15,653,20115,653,20115,653,20115,653,201    

＝FV(A1,A2,A3) 

実際に支払った額は 13,500,000 円なので 

受け取り利子は 15,653,201-13,500,000=2,153,201 円 

 

(2)年間 45万円を、金利 4%で、30 年間積み立てたときの積立

額（将来の価値） 

4% 

30 

-450,000 

\\\\22225,5,5,5,238238238238,2,2,2,222222222    
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＝FV(A1,A2,A3) 

実際に支払った額は 13,500,000 円なので 

受け取り利子は 25,238,222-13,500,000=11,738,222 円 

 

(3)５百万円を金利 1%で 30 年間運用した時の将来価値 

1% 

30 年間 

-5,000,000 

\\\\6,739,2456,739,2456,739,2456,739,245    

=FV(A1,A2,,A3) 

利子は 6,739,245－5,000,000＝1,739,245 円 

 

(4)５百万円を金利 4%で 30 年間運用した時の将来価値 

4% 

30 年間 

-5,000,000 

\\\\11116,6,6,6,216216216216,,,,988988988988    

=FV(A1,A2,,A3) 

利子は 16,216,988－5,000,000＝11,216,988 円 
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４．「全ての資産をインデックスファンドに変

える勇気がない」ありません 

 

複利の恐怖 

なぜ Mr.X はインデックスファンドを勧めるのか？の理由を

理解するために、「複利」についてお話する必要があります。 

 

この話は大変重要です。 

ロバートアレンの「億万長者入門」という本があります。 

（フォレスト出版 監訳 神田昌典） 

 

この本の最初のセクションは「複利」の話から始まっている最初のセクションは「複利」の話から始まっている最初のセクションは「複利」の話から始まっている最初のセクションは「複利」の話から始まっている

くらいです。（そしてインデックスファンドの購入を勧めてそしてインデックスファンドの購入を勧めてそしてインデックスファンドの購入を勧めてそしてインデックスファンドの購入を勧めて

います。います。います。います。） 

 

複利とは、利子が利子を生んで雪だるま式に増えていく仕組

みです。 

 

「そりゃ当たり前だよね」 

と思うかも知れませんが、私達はなかなか複利のことを「実

感」できないのです。 

 

あのアインシュタインも「数学におけるもっとも偉大な発見「数学におけるもっとも偉大な発見「数学におけるもっとも偉大な発見「数学におけるもっとも偉大な発見

は『複利』である。」は『複利』である。」は『複利』である。」は『複利』である。」と言っているくらいです。 

 

ですからしっかり実感できるようになることが必要ですので、

改めてお話します。 

 

もし次のようなケースだと、どのように計算したらよいでし

ょうか。 

 

「今日は１円、明日は２円、明後日は４円と言う風に、毎日

もらえる額が２倍になったとします。20 日後にはいくらもら
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えますか？」 

 

実際にはこんな話はありませんが、やってみましょう。 

計算したいのは、２の 20乗です。 

１日後 ２円 

２日後 ２×２円（２の２乗） 

３日後 ２×２×２円（２の３乗） 

・・・・ 

２０日後 ２×２×２×２×２×２×２×２×２×２×２×

２×２×２×２×２×２×２×２×２円（２の２０乗） 

 

電卓では、 

「２」を押します。 

「×」を押します 

もう１回「×」を押します。 

「＝」を押します。 

これで２の２乗が表示されます。（＝４） 

 

もう 1回「＝」を押します。 

この時点で２の３乗が表示されています。（＝８） 

 

もう 1回「＝」を押します。 

この時点で２の４乗が表示されています。（＝16） 

 

これと同じく「＝」を計１９回押すと２の２０乗が計算でき

ます。 

1,048,576 円になります。 

 

では次の計算もやってみましょう。 

複利の不思議を実感するためです。 

「年利「年利「年利「年利 4%4%4%4%で資産が増え続けたら、で資産が増え続けたら、で資産が増え続けたら、で資産が増え続けたら、10101010 年後、年後、年後、年後、20202020 年後、年後、年後、年後、30303030 年後年後年後年後

にはそれぞれどうなっていますか？」にはそれぞれどうなっていますか？」にはそれぞれどうなっていますか？」にはそれぞれどうなっていますか？」    

 

計算式は、1.04×1.04×1.04・・・・ですね。 

 

電卓では 
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「1.04」を押します。 

「×」を押します 

もう１回「×」を押します。 

「＝」を押します。 

これで 1.04 の２乗が表示されます。 

 

あと９回「＝」を押せば、1.04 の 10 乗の計算になります。 

（10 年経過時点の資産の倍率） 

約 1.48 倍です。 

 

さらに 10回「＝」押せば、1.04 の 20 乗の計算になります。 

（20 年経過時点の資産の倍率） 

約 2.19 倍です。 

 

さらに 10回「＝」押せば、1.04 の 30 乗の計算になります。 

（30 年経過時点の資産の倍率） 

約 3.24 倍です。 

 

先ほど住宅ローンの負担を計算したときに、賃借の人は購入

の人が使う頭金５百万円を運用に回せる、として計算しまし

た。 

 

この時は、金利 1%で計算していたので、 

５百万円は 30年間で 1.01 の 30 乗、つまり 1.34 倍になり、

670 万円に増えると計算していました。 

 

面白いのは、、、、金利金利金利金利 4%4%4%4%のののの 30303030 年経過時点の資産の倍率だと年経過時点の資産の倍率だと年経過時点の資産の倍率だと年経過時点の資産の倍率だと    

約約約約 3.243.243.243.24 倍になる倍になる倍になる倍になる点です。 

５百万円の資金が、５百万円の資金が、５百万円の資金が、５百万円の資金が、1,6201,6201,6201,620 万円万円万円万円にもなります。 

 

インデックスファンドの価値の増加分を年率 4%と計算する

なら、これは実際にありえる数値です。 

 

では、金利が 10%だとどうなると思いますか？ 

 

この辺が複利の不思議です。 



サラリーマンが小遣いを貯めて 

引退生活に入れる唯一の方法 

51/81 

 

というか、私の場合、脳がついて行かない（実感が持てない）

領域なのですが・・・ 

金利金利金利金利 10%10%10%10%のののの 30303030 年経過時点の資産の倍率だと年経過時点の資産の倍率だと年経過時点の資産の倍率だと年経過時点の資産の倍率だと    

約約約約 17.417.417.417.4 倍になる倍になる倍になる倍になる点です。 

５百万円の資金が、５百万円の資金が、５百万円の資金が、５百万円の資金が、8,7008,7008,7008,700 万円万円万円万円にもなります。 

 

不思議ですよね。 

 

実際に電卓で 17.4 倍を計算してみて下さい。 

 

電卓では 

「1.1」を押します。 

「×」を押します 

もう１回「×」を押します。 

「＝」を押します。 

これで 1.1 の２乗が表示されます。 

 

あと９回「＝」を押せば、1.1 の 10 乗の計算になります。 

（10 年経過時点の資産の倍率） 

約 2.59 倍です。 

 

さらに 10回「＝」押せば、1.1 の 20 乗の計算になります。 

（20 年経過時点の資産の倍率） 

約 6.7 倍です。 

 

さらに 10回「＝」押せば、1.1 の 30 乗の計算になります。 

（30 年経過時点の資産の倍率） 

約 17.4 倍です。 

 

複利の恐怖(2) 

実は、複利が恐ろしいのは積立を行った場合です。 

 

この計算は電卓では難しいので、エクセルで行ってみます。 

 

先ほど住宅ローンの負担を計算したときに、賃借の人は購入
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の人が使う頭金５百万円を運用に回せる、として計算しまし

た。（この時は、金利 1%で計算していました。） 

 

この他にも住宅購入者支出する維持費（管理費、修繕積立費、

固定資産税など）年 45万は貯蓄するとしていました。 

 

この金利を年率 1%で計算していましたが、もし 4%だとどうな

るでしょうか？ 

 

賃借の B さんは不動産の所有はありませんが、手持ち現金が

3,197 万円になります。（1%の時は 2,239 万円でした） 

 

ＡさんとＢさんの 30 年間の支出を比較してみて下さい。 

 

Ａさんは借金をしたために利子の支払いを 1,370 負担してき

ました。 

Ｂさんは受け取り利子 1,132 万円ありました。（1%の時は 389

万円） 

購入した場合との差額は 2,502 万円（1%の時は 1,759 万円）

です。 

 

繰り返しますが、金利負担だけでこの差になります。 

 

「「「「全ての資産をインデックスファンドに変える勇気があり全ての資産をインデックスファンドに変える勇気があり全ての資産をインデックスファンドに変える勇気があり全ての資産をインデックスファンドに変える勇気があり

ませんませんませんません」」」」    

これは実際にインデックスファンドを購入して初めて実感で

きる悩みです。 

 

ですから先ほどお話した方法で実際にＥＴＦを購入して見る

ことをお勧めします。 

 

ここではあなたが購入した経験があるとして話を続けますね。 

 

そしてこの悩みの解決策が、先ほどの複利の話と結びついてこの悩みの解決策が、先ほどの複利の話と結びついてこの悩みの解決策が、先ほどの複利の話と結びついてこの悩みの解決策が、先ほどの複利の話と結びついて

きます。きます。きます。きます。 
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ＥＴＦを購入するステップは、 

(1) 米ドルを購入する 

(2) ＥＴＦを購入する 

でした。 

 

ですから米ドルの購入タイミングで、損したり得したりする

可能性があるのです。 

 

実際に私の購入データをみてみます。 

 

私が米ドルを購入したのは 2011 年 2/2 でした。 

ＥＴＦ購入価格は 49.06 ドルです。 

 

 

これが途中で上がり下がりがあって、現時点で 49.85 ドルで

す。 



サラリーマンが小遣いを貯めて 

引退生活に入れる唯一の方法 

54/81 

 

一方、円・ドルレートは現在約 80 円なので、今の時点のＥＴ

Ｆ購入は円ベースでは若干損をしていることになります。（購

入当時は 82.44 円のレートだった。） 

 

つまり、為替の影響を受けるため、ＥＴＦの投資は「今がい為替の影響を受けるため、ＥＴＦの投資は「今がい為替の影響を受けるため、ＥＴＦの投資は「今がい為替の影響を受けるため、ＥＴＦの投資は「今がい

いのかな？」「もう少し円高になってからにしようか」と迷いのかな？」「もう少し円高になってからにしようか」と迷いのかな？」「もう少し円高になってからにしようか」と迷いのかな？」「もう少し円高になってからにしようか」と迷

う気持ちが出てくるう気持ちが出てくるう気持ちが出てくるう気持ちが出てくるのです。 

 

現在持っている資金が５百万円あったとします。 

これを米ドルに替えるタイミングを迷わないでしょうか？ 

80 円の時に米ドルを買えば 62,500 ドルです。 

85 円の時に米ドルを買えば 58,823 ドルです。 

６％目減りしてしまいます。 

 

差額は 3,677 ドルにもなります。 

 

何もしないで 30 万円以上失うことになります。 

 

この「ドルに換金するタイミングは今でいいのか？」 
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「もう少し待った方が円高になっていいのでは？」 

という気持ちがあると、いつまでもＥＴＦを購入できなくな

ってしまいます。 

 

もちろん、円ドルレートだけではな円ドルレートだけではな円ドルレートだけではな円ドルレートだけではなく、く、く、く、ＥＴＦ自体の値動きＥＴＦ自体の値動きＥＴＦ自体の値動きＥＴＦ自体の値動き

も気になってくるも気になってくるも気になってくるも気になってくるかも知れません。 

 

ちなみに私が購入した世界市場連動のＥＴＦ（ＶＴという銘

柄です）ですら、日本の震災の影響を受けて 3/11 に値を下げ

ています。 

 

世界市場連動と言っても、世界の経済は繋がっているので、

日本経済の動向）が世界市場連動のＥＴＦの価格に反映され

るのですね。 

 

ただ、逆に言えば、私が購入した２月から今の水準が同レベ

ルと言うことは・・・ 

 

世界市場全体から見ると、日本の経済の落ち込みの影響限定

的ととらえられているので震災前の水準にまで回復した。 

と解釈できます。 

 

要するにここで世界市場連動と言っても世界市場がどうな世界市場連動と言っても世界市場がどうな世界市場連動と言っても世界市場がどうな世界市場連動と言っても世界市場がどうな

るか（どうなると予想されるか）によってるか（どうなると予想されるか）によってるか（どうなると予想されるか）によってるか（どうなると予想されるか）によって短期的には短期的には短期的には短期的には価格の価格の価格の価格の

上がり下がりがある上がり下がりがある上がり下がりがある上がり下がりがある、ということです。 

 

そして、長期的に見ると、株式投資の本来の性質に従って株

式投資が価値を生み（「企業が利益を上げて、投資家に還元す

るため）インデックスファンドの価格は上昇する＝価値が増

えることが予想されます。 

 

ですから、今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうであ今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうであ今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうであ今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうであ

るかにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよいるかにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよいるかにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよいるかにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよい、

と考えられます。 

 

ちなみに先ほどの 85 円→80 円の円高の進行ですが、円高率
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は、6.25%です。 

 

インデックスファンドの価値の増加が１年間で 4%だとする

と１年半で元が取れる計算になります。 

 

4%の金利の２年間では、価値は約 8.1%増加します。 

 

4%4%4%4%の金利の３年間では、価値は約の金利の３年間では、価値は約の金利の３年間では、価値は約の金利の３年間では、価値は約 12121212.4.4.4.4%%%%増加しますから、仮増加しますから、仮増加しますから、仮増加しますから、仮

に円高がに円高がに円高がに円高が 10%10%10%10%進んだとしても利益が出ます。進んだとしても利益が出ます。進んだとしても利益が出ます。進んだとしても利益が出ます。    

 

ですから今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうである今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうである今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうである今の円ドルレートや、ＥＴＦ価格水準がどうである

かにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよい（可かにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよい（可かにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよい（可かにあまりとらわれずに、早めに投資を始めた方がよい（可

能性が高い）能性が高い）能性が高い）能性が高い）のです。 

 

「とは言ってもすべての資産をインデックスファンドに換え

ることは勇気が要ります。」 

あなたはそう思うかも知れません。 

 

そうですよね。 

 

Mr.X も「その場合は、一部を債権、一部をインデックスファ

ンドで持てばよい」と言っています。 

 

さらに、一気に資産をインデックスファンドに換え一気に資産をインデックスファンドに換え一気に資産をインデックスファンドに換え一気に資産をインデックスファンドに換えるのが怖るのが怖るのが怖るのが怖

いと思えば、少しずつ時間をずらして換えるという方法があいと思えば、少しずつ時間をずらして換えるという方法があいと思えば、少しずつ時間をずらして換えるという方法があいと思えば、少しずつ時間をずらして換えるという方法があ

ります。ります。ります。ります。 

 

この方法で行けば、円安になった場合のリスクを回避できま

す。 

 

 

もう一点補足します。 

 

あなたが、まとまった資産はないが、毎月少しずつ積立を行まとまった資産はないが、毎月少しずつ積立を行まとまった資産はないが、毎月少しずつ積立を行まとまった資産はないが、毎月少しずつ積立を行

って資産を増やして行きたいと思えば、毎月決まった額だけって資産を増やして行きたいと思えば、毎月決まった額だけって資産を増やして行きたいと思えば、毎月決まった額だけって資産を増やして行きたいと思えば、毎月決まった額だけ

インデックスファンドを購入する方法がありますインデックスファンドを購入する方法がありますインデックスファンドを購入する方法がありますインデックスファンドを購入する方法があります。 
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こうすれば、それぞれの時点で為替リスクを分散していると

言えます。 

 

試算してみましょう。 

目標額は 4,000 万円。 

毎月の積立資金は５万円とします。 

金利が 4%の複利（毎年 4%ずつインデックスファンドの価値が

上がる）としたら、何年で到達するでしょうか？ 

 

答えは 32.5 年になります。 

 

ちなみに支払額は５万円×12 回×32.5 年＝1,950 万円です。 

（金利が 2,050 万円も付くのですね。） 

 

エクセルで計算できますので、そのやり方はこちらです。 

利率利率利率利率    4.0% 

期間期間期間期間    32.5 年間 

目標額（将来価値）目標額（将来価値）目標額（将来価値）目標額（将来価値）    40,000,000 

1111 年間に何回積立てるか年間に何回積立てるか年間に何回積立てるか年間に何回積立てるか    12 

毎回の積立額（定期支払額）毎回の積立額（定期支払額）毎回の積立額（定期支払額）毎回の積立額（定期支払額）    \\\\----50,09950,09950,09950,099    

=PMT(B1/B4,B2*B4,,B3) 

 

だからあなたがもし今新入社員であったら毎月５万円をイあなたがもし今新入社員であったら毎月５万円をイあなたがもし今新入社員であったら毎月５万円をイあなたがもし今新入社員であったら毎月５万円をイ

ンデックスファンドの積立に回したとすると、あなたは定年ンデックスファンドの積立に回したとすると、あなたは定年ンデックスファンドの積立に回したとすると、あなたは定年ンデックスファンドの積立に回したとすると、あなたは定年

までにまでにまでにまでに 4,0004,0004,0004,000 万円の資産を築くことができます。万円の資産を築くことができます。万円の資産を築くことができます。万円の資産を築くことができます。 
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５．残された唯一の方法 

 

「全ての資産をインデックスファンドに変える勇気がありま

せん」とあなたは思われたかも知れませんが、複利のことイ

ンデックスファンドが価値を生むしくみを考えると、実は

Mr.X の方法は理にかなっている、ということが理解頂けたこ

とと思います。 

 

また、全ての資産を換えるのではなく、積み立てを行うのも全ての資産を換えるのではなく、積み立てを行うのも全ての資産を換えるのではなく、積み立てを行うのも全ての資産を換えるのではなく、積み立てを行うのも

有効です有効です有効です有効です。（あなたがもし今新入社員であったら毎月５万円を

インデックスファンドの積立に回したとすると、あなたは定

年までに 4,000 万円の資産を築くことができます。） 

 

ただ、あなたは過去の選択の結果、これまでにお話した方法

が実践できないかも知れません。 

 

「消費を切り詰められません。」 

我が家では住居を購入することになりました。 

既に住宅を購入しています。この家を売ってインデックス

ファンドに換えることは無理です。 

 

「借金だけはするな」と言われても・・・ 

住宅をキャッシュで購入するのは無理なので、借金してしま

いました。 

 

「家族の理解が得られません。」 

全ての資産をインデックスファンドに変える勇気がないし、

家族の理解が得られません。 

 

「新入社員ではないので定年まで「新入社員ではないので定年まで「新入社員ではないので定年まで「新入社員ではないので定年まで 32323232 年間もありません」年間もありません」年間もありません」年間もありません」    

今新入社員が毎月５万円をインデックスファンドの積立に回

したとすると、定年までに 4,000 万円の資産を築くことがで

きるといっても、実際には新入社員ではありません。 

そんなに時間はないのです。 
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では、あなたの問題点を整理してみましょう。 

 

・インデックスファンドに換えるまとまった資産がない。（ま

たは家などを持っていたとしても家族の理解が得られなくて

換えることができない。） 

 

・毎月少しずつ積み立てを行う方法は有効かも知れないが、

32 年間も時間がない。 

（そして、最初にお話した通り、収入を増やさない前提です。） 

 

はい。では残された唯一の方法をお話します。では残された唯一の方法をお話します。では残された唯一の方法をお話します。では残された唯一の方法をお話します。 

 

それには、世の中のプロの投資家のことを１点だけ理解して

頂く必要があります。 

 

「もう一つのプロの投資方法」 

インデックス投資は「赤と黒両方に賭け、賭け金以上のリタ

ーンを期待する」投資であると言えます。 

 

それは株式投資が価値を生む（それは「企業が利益を上げて、

投資家に還元するから」）というもともとの性質があるからで

す。 

 

ということをお話しました。 

 

ではこんなにうまい方法があるならば、世界中のプロの投資世界中のプロの投資世界中のプロの投資世界中のプロの投資

家はインデックス投資をしているのでしょうか？家はインデックス投資をしているのでしょうか？家はインデックス投資をしているのでしょうか？家はインデックス投資をしているのでしょうか？ 

 

実は、その答は実は、その答は実は、その答は実は、その答はＹＥＳであり、ＹＥＳであり、ＹＥＳであり、ＹＥＳであり、ＮＯでＮＯでＮＯでＮＯでもありまもありまもありまもあります。す。す。す。    

世界中のプロの投資家の全てがインデックス投資している訳

ではありません。 

 

ただ、実際にインデックス投資をしている投資家が何割かは

います。 

 

では全ての投資家がインデックス投資をしないのはなぜか？ 
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それは、インデックス投資をベースとインデックス投資をベースとインデックス投資をベースとインデックス投資をベースとしつつ、しつつ、しつつ、しつつ、よりよりよりより高いリタ高いリタ高いリタ高いリタ

ーンを得られる投資があると考えているからです。ーンを得られる投資があると考えているからです。ーンを得られる投資があると考えているからです。ーンを得られる投資があると考えているからです。    

 

教科書的には次のような説明になります。 

 

投資顧問の一般的な株式運用方法（投資顧問の一般的な株式運用方法（投資顧問の一般的な株式運用方法（投資顧問の一般的な株式運用方法（ααααリスク）リスク）リスク）リスク）    

・ベンチマークをベースにしながらも（βリスクをとりつつ）、

投資者の判断で、保有する銘柄を選択し保有ウェイトに差

をつけ、ベンチマークを上回る超過収益（α）を狙う投資

手法がある。これをアクティブ投資という。 

・全投資家を合算すればαはゼロになるため、αの部分は投

資家同士のゼロサムゲームとなる。 

・一般に投資顧問にとって、どの企業にどの程度投資するか

は、ベンチマークへの組入れ比率によってベース量がまず

決定され、その上でその企業の魅力度度合いに応じて保有

率 0%～5%程度の追加組入れ（オーバーウエイト）を決定す

る。 

 

インデックス投資をベースとしつつ、より高いリターンを得インデックス投資をベースとしつつ、より高いリターンを得インデックス投資をベースとしつつ、より高いリターンを得インデックス投資をベースとしつつ、より高いリターンを得

られる投資というのが、アクティブ投資られる投資というのが、アクティブ投資られる投資というのが、アクティブ投資られる投資というのが、アクティブ投資です。 

 

ここでのポイントは３つあります。 

 

１つは、アクティブ投資が全投資家を合算すればαはゼロに

なるため、αの部分は投資家同士のゼロサムゲーム投資家同士のゼロサムゲーム投資家同士のゼロサムゲーム投資家同士のゼロサムゲームになると

いう点。 

 

ゼロサムゲームというのは、要するに誰か誰か誰か誰かが勝って誰かが負が勝って誰かが負が勝って誰かが負が勝って誰かが負

けているけているけているけているということ。 

 

２つめのポイントは、実際にアクティブ投資をするプロの投実際にアクティブ投資をするプロの投実際にアクティブ投資をするプロの投実際にアクティブ投資をするプロの投

資家がいる一方、インデックス投資をするプロの投資家がい資家がいる一方、インデックス投資をするプロの投資家がい資家がいる一方、インデックス投資をするプロの投資家がい資家がいる一方、インデックス投資をするプロの投資家がい

るとるとるとるという事実いう事実いう事実いう事実です。 

 

つまり、アクティブ投資が投資家同士のゼロサムゲームであ
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るため、行わないプロの投資家もいるという事です。 

 

３つめのポイントは、 

「ベンチマークへの組入れ比率によってベース量がまず決定

され」というところです。 

 

少し専門的な言葉なので難しいですが、簡単に言うと、アクアクアクアク

ティブ投資と言っても、インデックス投資をベースにするティブ投資と言っても、インデックス投資をベースにするティブ投資と言っても、インデックス投資をベースにするティブ投資と言っても、インデックス投資をベースにすると

いうことです。 

 

ちょっと専門的に見ると乱暴な例になりますがルーレットを

例にお話します。 

 

インデックス投資は「赤と黒両方に賭け、賭け金以上のリタ

ーンを期待する」投資であると言いました。 

 

赤と黒両方に賭けた場合のリターンが 4%だったとします。 

これを賭け方Ａとします。 

 

では次の賭け方Ｂはどうでしょうか？ 

「赤１と黒１を以外の目が出た場合にリターンは 10%」 

 

赤と黒両方に賭けることができますが、赤１もしくは黒１の

目が出た場合にだけ負けです。配当はありません。 

でもそれ以外の場合の場合にはリターンは 10%です。 

これは賭け方Ａに比べて高い配当になります。 

 

賭け方Ｂは、決して 100%安全ではないですが、リターンが高

く、赤１もしくは黒１の目が出るという確率は低いので悪く

ない選択かも知れません。 

 

大雑把に言うと、インデックス投資をベースにしたアクティ

ブ投資とは、このようなものになります。 

 

ただしここで、インデックス投資をベースにしつつ、という

のがポイントです。 
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インデックス投資をベースにしていれば、株式投資が価値を

生む（それは「企業が利益を上げて、投資家に還元するから」）

というもともとの性質があり、価値の増加を期待できます。 

 

アクティブ投資の最も極端な例は、個別銘柄の１点買いです。

（個人の投資家はこれを実際にやっていると思います。） 

 

プロの投資家はこうしたことは行いません。 

 

一つプロの投資家に投資の例をお話します。 

 

ある会社Ｘが東京証券取引所に株式を公開していて、株式の

時価総額が１兆円だったとします。 

 

この会社Ｘの東証一部の時価総額に対する比率は 0.5%程度

になります。 

 

ある投資家Ｙが日本株に 5,000 億円投資し、ＴＯＰＩＸとい

うインデックスに連動するように日本株を購入しようとして

いるとしましょう。 

 

この投資家Ｙは、会社Ｘの株をいくら購入するでしょうか？ 

 

答えは、5,000 億×0.5%＝25 億円です。 

 

ここでもう一つの投資家Ｚがいます。 

Ｚは投資家Ｙと同じように日本株に 5,000 億円投資しますが、

こちらはアクティブ運用します。 

 

Ｚは、会社Ｘの業績と現在の株価をみます。 

ここで、「現在は割安だからもっと購入しよう」と考えたら、

0.5%より比重を高めて投資します。 

逆に「会社Ｘは割高だから、他の会社の比重を高くしよう」

と思うと、0.5%より比重を低めて投資します。 
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では、実際にはどの程度比重の上げ下げを行うのでしょ実際にはどの程度比重の上げ下げを行うのでしょ実際にはどの程度比重の上げ下げを行うのでしょ実際にはどの程度比重の上げ下げを行うのでしょうううう

か？か？か？か？ 

 

この辺は、投資家の判断によるところですが、低くした場合

に 0.5%をゼロに。 

逆に高くした場合に、高くした場合に、高くした場合に、高くした場合に、0.5%0.5%0.5%0.5%を数を数を数を数%%%%にする場合もありますにする場合もありますにする場合もありますにする場合もあります。 

 

この「高くした場合に、0.5%を数%にする」というのが、ポイ

ントです。 

（私の知っている限りでは、0.5%を数%にするというのは、本

当に思い切った投資判断です。アクティブ運用の投資家とは

言っても極端にウェイトの変更を行わないのです。） 

 

でも、個人投資家は、１つの銘柄に 100%投資したりします。 

 

プロのプロのプロのプロの投資家投資家投資家投資家で、日本株の運用額が数千億円の会社が高くてで、日本株の運用額が数千億円の会社が高くてで、日本株の運用額が数千億円の会社が高くてで、日本株の運用額が数千億円の会社が高くて

も数も数も数も数%%%%までしまでしまでしまでしかウかウかウかウェェェェイトの変更を行っていないイトの変更を行っていないイトの変更を行っていないイトの変更を行っていないのです。 

 

くれぐれも個人が個別銘柄に手を出さないように気をつけて

ください。 

 

そしてアクティブ運用アクティブ運用アクティブ運用アクティブ運用はははは個人が個別銘柄を購入するよりは、個人が個別銘柄を購入するよりは、個人が個別銘柄を購入するよりは、個人が個別銘柄を購入するよりは、

インデックス投資に近いインデックス投資に近いインデックス投資に近いインデックス投資に近いということもご理解下さい。 

 

ちなみにアクティブ投資は安全かどうか？については議論が

あると思います。 

 

Mr.X が勧めていないところを見ると、リスクあると評価して

いるのでしょうね。 

ただ、大手企業の年金などは実際にプロの投資家に運用を委

託されてアクティブ投資されています。 

 

さて、ここで話を戻します。 

 

・インデックスファンドに換えるまとまった資産がない。（ま

たは家などを持っていたとしても家族の理解が得られなく
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て換えることができない。） 

・毎月少しずつ積み立てを行う方法は有効かも知れないが、

32 年間も時間がない。 

ではどのような方法があるか？ 

 

インデックスファンドを購入するよりも、リスクはあるがリ

ターンの大きい「もう一つのプロの投資」を行う方法があり

ます。 

 

これがアクティブ投資ですが、個人で個別銘柄を購入するよ個人で個別銘柄を購入するよ個人で個別銘柄を購入するよ個人で個別銘柄を購入するよ

うな方法だと、インデックスファンドを購入する以上の成果うな方法だと、インデックスファンドを購入する以上の成果うな方法だと、インデックスファンドを購入する以上の成果うな方法だと、インデックスファンドを購入する以上の成果

を上げられるものではありません。を上げられるものではありません。を上げられるものではありません。を上げられるものではありません。 

 

なぜかと言うと、アクティブ投資の世界で、インデックスフ

ァン以上の成果は投資家どうしで競い、誰かが勝って、誰か

が負けているからです。 

要するに個人投資家がプロの投資家と勝負しているのだか個人投資家がプロの投資家と勝負しているのだか個人投資家がプロの投資家と勝負しているのだか個人投資家がプロの投資家と勝負しているのだか

ら長期的に勝ち続けるのは難しいら長期的に勝ち続けるのは難しいら長期的に勝ち続けるのは難しいら長期的に勝ち続けるのは難しいのですね。 

 

そこで具体的なアクティブ投資の方法をお話します。 

・優秀なプロの投資家に投資を委託する。（プロに任せる） 

・毎月少しずつの積み立てで投資する。 

 

これが残された唯一の方法だと思います。 

 

一つの例ですが、毎月毎月毎月毎月３３３３万円を積立万円を積立万円を積立万円を積立でプロの投資家に委託し、でプロの投資家に委託し、でプロの投資家に委託し、でプロの投資家に委託し、

年率年率年率年率 10101010%%%%で運用されたで運用されたで運用されたで運用されたとすると、あなたはとすると、あなたはとすると、あなたはとすると、あなたは 25252525 年間で年間で年間で年間で 4,0004,0004,0004,000 万万万万

円円円円の資産を築くことができます。の資産を築くことができます。の資産を築くことができます。の資産を築くことができます。 

（総支払額は約９百万円です。） 
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６．最後の方法：アクティブ運用の投資信託 

実はこの方法は、ある資産家（年収１億円位の方）自身が自

分の資産運用を任せている資産運用の専門家から教えてもら

った運用方法です。 

 

この投資方法について具体的にご紹介します。 

 

最初にこの投資方法を一言で説明しますと 

「「「「オフショア生命保険会社が発売しているオフショア生命保険会社が発売しているオフショア生命保険会社が発売しているオフショア生命保険会社が発売している積み立て型の積み立て型の積み立て型の積み立て型の投投投投

資商品資商品資商品資商品（ユニットリンクといいます）（ユニットリンクといいます）（ユニットリンクといいます）（ユニットリンクといいます）を購入するを購入するを購入するを購入する」」」」になりま

す。 

 

と、いきなり言っても難しいですよね。 

 

なお、この生命保険会社との契約を私自身しようとしている

のですが、震災の影響があって取次店にまだ申し込めていな

い状況です。 

（この点については後で改めてお話します。） 

 

ですから私自身が早く申し込みたいが、まだ手続きはできて

いない、という点はご理解頂ければと思います。 

 

色々と疑問があると思いますので、一つずつご説明します。 

 

・「「「「毎月いくら積み立よいのですか？毎月いくら積み立よいのですか？毎月いくら積み立よいのですか？毎月いくら積み立よいのですか？」」」」    

例えば今 30 歳の方が、毎月 3 万円相当ずつ（実際は外貨積み

立てですが、30,147 円で計算。）5年間積み立てると、払い込

み合計 180 万ですが、運用資産額は 226 万に増えます（つま

りこの額が帰ってきます）。 

また、10 年後 40 歳までの払い込み合計では、積立額 360 万

に対し、581 万円に増えます。そして 25 年後の 55 歳までで

すと、払い込み合計 900 万が 4,000 万円になります。 

 

・「「「「金利金利金利金利 10%10%10%10%での運用というのが実際に可能ですか？での運用というのが実際に可能ですか？での運用というのが実際に可能ですか？での運用というのが実際に可能ですか？」」」」 

運用の成果についての保証はありません。ただし過去の運用
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利回りの実績は資料で確認できますので、ご覧下さい。 

 

・「「「「オフショアって何ですか？オフショアって何ですか？オフショアって何ですか？オフショアって何ですか？」」」」 

オフショア（Off Shore）とは、「海の向こう側にある」とい

う意味。 

もともとイギリスで使われていた言葉で、英国量の島々であ

るマン島やガンジー島などのことをいいます。 

イギリス王族、世界的大富豪、政治・経済のリーダーの資産

が管理、運用されています。 

 

・「「「「元本は保証されますか？元本は保証されますか？元本は保証されますか？元本は保証されますか？」」」」 

契約上元本は保証されません。つまり、運用の実績によって

は元本割れの可能性はあります。ただし、会社の倒産に対し会社の倒産に対し会社の倒産に対し会社の倒産に対し

ててててはははは、資産の９割まで、資産の９割まで、資産の９割まで、資産の９割まで政府が政府が政府が政府が保証しています。保証しています。保証しています。保証しています。マン島保険年

金保護法により、万が一その保険会社が倒産しても時価総額

の 90%までが保障されることとなっています。 

http://www.gov.im/ipa/insurance/regulations/InsuranceP

olicyholderProtection.xml 

 

・「「「「運用を始めた直後に運用を始めた直後に運用を始めた直後に運用を始めた直後にリーマンショックのようなことが起リーマンショックのようなことが起リーマンショックのようなことが起リーマンショックのようなことが起

きたら資産を減らしてしまうことになるでしょうか？きたら資産を減らしてしまうことになるでしょうか？きたら資産を減らしてしまうことになるでしょうか？きたら資産を減らしてしまうことになるでしょうか？」」」」 

⇒そのリスクはありますが、毎月の積み立てで投資するので、

リスクを分散させていることになっています。 

もしリーマンショックのようなことでも起きれば、例えイン

デックスファンドを保有していたとしても一時的には、資産

価値は減ってしまいます。（３月の震災でインデックスファン

ドの価格が下落したというお話はしましたね。） 

 

ただし、時期を分時期を分時期を分時期を分散して継続して投資するので、リスクの分散して継続して投資するので、リスクの分散して継続して投資するので、リスクの分散して継続して投資するので、リスクの分

散になっています。散になっています。散になっています。散になっています。 

 

次のような投資をした場合の例でお話します。 

毎月 1,200 円を６ヶ月間投資したとします。 

ＥＴＦを６ヶ月に分けて購入し続けるのと、１回で購入した

場合の比較をしてみましょう。 
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【分散投資の場合】 

１ヶ月目には単価が 100 円であったとします。この時には 12

口購入できました。 

２ヶ月目には単価が 60 円であったとします。この時には 20

口購入できました。 

３ヶ月目には単価が 40 円であったとします。この時には 30

口購入できました。 

４ヶ月目には単価が 30 円であったとします。この時には 40

口購入できました。 

５ヶ月目には単価が 20 円であったとします。この時には 60

口購入できました。 

６ヶ月目には単価が 50 円であったとします。この時には 24

口購入できました。 

６ヶ月間で購入した口数は、合計で 186 口です。 

現在の単価は50円ですので、資産評価額は50円×186＝9,300

円です。 

投資した金額の合計は 1,200×６＝7,200 円ですので、2,100

円資産を増やしたことになります。 

 

【一括投資の場合】 

最初の月に一括で 7,200 円投資したとしましょう。 

１ヶ月目には単価が 100 円であったので、この時には 72口購

入できました。 

現在の単価は 50 円ですので、資産評価額は 50 円×72＝3,600

円です。 

投資した金額は 7,200 円ですので、3,600 円資産を減らした

ことになります。 

 

このように毎月の積み立てで投資するので、リスクを分散さ

せていることになっています。 

 

・「「「「どうして生命保険会社との契約になるのですか？どうして生命保険会社との契約になるのですか？どうして生命保険会社との契約になるのですか？どうして生命保険会社との契約になるのですか？」」」」 

この積立型投資商品はユニット・リンクといいます。「ユニッ

ト」とは、投資ファンドの口数のことを指し、この投資ファ

ンドの口数と連動(リンク)している保険商品であるためユニ

ット・リンクと呼ばれたり、または投資リンクと呼ばれるよ
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うになりました。 

 

投資商品なのになぜ保険会社から発売されているかというと、

ほぼすべてのユニット・リンク商品には 1%の生命保険が付加

されているからです。 

 

あえて 1%の生命保険を付加しなければならなくなったそも

そもの理由は、二つあります。ひとつはイギリスの税制。こ

のユニット・リンク型保険を使って投資をしたとしても、解

約または投資金を一部引き出すまでは課税されない。 

 

ユニット・リンク商品の中身は投資そのものであるが、投資

で得た利益はキャピタルゲインとしてみなされず、死亡時の

保険金とみなされる。 

 

もうひとつの理由は、商品組成地であるオフショアの法律。

たとえば、マン島に本社を構える保険会社が生成した保険商

品については、マン島保険年金保護法により、万が一その保

険会社が倒産しても時価総額の 90%までが保障されることと

なっているからです。 

 

参考 ： マン島保険証券保持者保障法 

http://www.gov.im/ipa/insurance/regulations/InsuranceP

olicyholderProtection.xml 

保険商品でなければこの法律の適用は受けられないので、あ

えて 1%というわずかな保険をつけることでこの要件をクリ

アしているという訳です。 

 

・「「「「この会社は安全ですか？この会社は安全ですか？この会社は安全ですか？この会社は安全ですか？」」」」 

この会社は「フレンズ・プロビデント」といいます。Friends 

Provident Group の一員です。同グループは 1832 年に設立、

ロンドン証券取引所に上場されており、Standard & Poor’s

の格付けはＡ＋です。運用ファンドは 25 兆円で、顧客数は全

世界で 300 万人です。 

 

・「「「「どうやって申し込みますか？どうやって申し込みますか？どうやって申し込みますか？どうやって申し込みますか？」」」」    
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マン島（イギリスとアイルランドの中間に位置する英国王室

属国。大きさは淡路島くらい）にあるフレンズ・プロビデン

トとの契約になります。 

申し込みは、日本の取次店経由、香港の代理店に行います。

現在、震災の影響があって、現在日本の取次店の体制が整備

中らしく、私自身申し込みができていません。 

香港に行けば申し込みはできるようですが、契約条件自体は

日本で申し込んでも同じですので、渡航費がかかり言葉の問

題があるので香港での契約はハードルが高いです。 

また、私の調べた範囲では香港で日本人が常駐して申し込み

ができる会社がありましたが、この会社は毎月の積立額が

1000 ドル以上からの規定になっていました。これだとある程

度資金に余裕のある方しか申し込めないので、私自身、日本

で申し込みができるのを待っています。 

 

・「「「「毎月の積み立てはどうやって支払いますか？毎月の積み立てはどうやって支払いますか？毎月の積み立てはどうやって支払いますか？毎月の積み立てはどうやって支払いますか？」」」」 

⇒クレジットカード（VISA か MASTER）で自動引き落としとす

るか、香港の銀行（HSBC）からの引き落としになります。ク

レジットカードからの引き落としの方が一般的だと思います。

（わざわざ香港に口座作らなくていいため）クレジットカー

ド決済の場合、1%の手数料が発生します。 

 

・「「「「毎月いくらから積立ができますか？毎月いくらから積立ができますか？毎月いくらから積立ができますか？毎月いくらから積立ができますか？」」」」 

⇒最低 250 ドルからです。 

 

・「「「「手数料を教えて下さい。手数料を教えて下さい。手数料を教えて下さい。手数料を教えて下さい。」」」」 

⇒少しややこしいですが、最初の 18 ヶ月間の積立金は「初期

口座」に、19 ヶ月目以降の積立金は「積立口座」に入ります。

手数料は初期口座の時価総額に対する 1.5%（３ヶ月毎）です。 

ただし、ファンドの選択をアドバイザーに一任した場合、２

年目から投資全体の時価総額に対して年間１%の手数料がか

かります。 

 

・「「「「途中解約したらどうなりますか？途中解約したらどうなりますか？途中解約したらどうなりますか？途中解約したらどうなりますか？」」」」    

⇒「初期口座」に対する時価総額の一定%が解約手数料になり

ます。25年満期で契約したとします。10 年経過し、満期まで
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残り 15 年の時点で解約したとします。この時点だと解約手数

料は「初期口座」の 60%になります。 

毎月の積立額が３万円だとすると、初期口座は３万円×18ヶ

月＝54 万円ですので、32.4 万円になります。 

年利 10%で運用されていたとしたら、10 年間の払い込み合計

は、360 万ですが、資産は 581 万円に増えている計算です。

この中から 32.4 万円を解約手数料として払うことになりま

す。 

 

これまでにお話したようにこのレポートでは資産 4,000 万円

を築くのを目標にお話してきました。 

 

残された最後の方法とは・・・ 

・優秀なプロの投資家に投資を委託する。（プロに任せる） 

・毎月少しずつの積み立てで投資する。 

具体的には、「オフショア生命保険会社が発売している積み具体的には、「オフショア生命保険会社が発売している積み具体的には、「オフショア生命保険会社が発売している積み具体的には、「オフショア生命保険会社が発売している積み

立て型の投資商品を購入する」立て型の投資商品を購入する」立て型の投資商品を購入する」立て型の投資商品を購入する」です。 

 

おそらくこの方法でのみ、毎月３万円を積立でプロの投資家

に委託し年率 10%で運用し、あなたは 25 年間で 4,000 万円の

資産を築くことができます。（可能性が高いです。） 
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７．このレポートの完成形を届けさせてくだ

さい。 

このレポートは未完成です。 

 

是非完成版をあなたに届けさせて頂きたいと思っています。 

 

未完成である点は２つです。 

 

１点目。「オフショア生命保険会社が発売している積み立て型

の投資商品（ユニットリンクといいます）を購入する」とい

う方法をご紹介しましたが、この契約を私自身しようとして

いるものの、震災の影響があって取次店にまだ申し込めてい

ない状況です。 

 

取次店の連絡先をあなたに届けさせて下さい。 

 

そして、申し込みか申し込まないかはともかく、資料だけで

も取り寄せて是非読んで頂きたいのです。 

 

２点目。私はせっかくこうしてあなたにレポートを読んで頂

いたので、もし分かりにくい部分があったら加筆・修正して

完成版を届けたいと思っています。 

 

そこでもし分かりにくい部分、質問などがあったら是非教え

て下さい。 

 

アンケートフォームを用意しましたので、 

質問のほか、役に立った、参考になったといった感想も教え

て頂けると嬉しいです。 

 

アンケートにご協力頂いた方へは、後日完成版のレポートを

お届けします。 

 

なお、このレポートは、有料での販売を考えていませんので、
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再度のご案内をする予定はありません。 

 

このアンケートフォームにご記入頂くことが、唯一の入手方

法になります。 

 

ここまで読んで頂いて、少しでも興味を持っていただけたな

らば是非完成版を手に入れて下さい。 

 

アンケートはこちらです。 

http://form.mag2.com/phiowaefra 

 

 

直通のメールでもご連絡頂けます。ご質問があればご遠慮な

く送って下さい。 

allowance.advisor@gmail.com 

 

これ以上時間を無駄にしないで頂きたい 

「このレポートは今すぐ読んで頂きたいのです。」 

と申し上げました。 

 

なぜ緊急で、今すぐ読んで頂きたいのか？ 

 

ここまで読んで頂いて、理由はお分かり頂けましたか？ 

 

計算して頂ければ分かると思いますが、サラリーマンが毎月

３万円の小遣いを貯金したとして、１年間で 36万円です。 

 

10 年で 360 万円。 

20 年貯めたとしても 720 万円。 

小遣いを貯めるという行為は、少しも引退と結びつかないよ

うに見えます。 

 

でも、「時間」を味方に付け「時間」を味方に付け「時間」を味方に付け「時間」を味方に付けてててて、、、、複利で運用するこ複利で運用するこ複利で運用するこ複利で運用することでとでとでとで実際実際実際実際

に引退が見えてきます。に引退が見えてきます。に引退が見えてきます。に引退が見えてきます。    

 

今 30 歳の方が、毎月 3万円相当ずつ（実際は外貨積み立てで
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すが、30,147 円で計算。）5 年間積み立てると、払い込み合計

180 万ですが、運用資産額は 226 万に増えます。 

 

また、10 年後 40 歳までの払い込み合計では、積立額 360 万

に対し、581 万円に増えます。そして 25 年後の 55 歳までで

すと、払い込み合計 900 万が 4,000 万円になります。 

 

このことは、言い方をかえれば次のようになります。 

 

もしあなたが 55 歳まで働くことができ、それまでの間に毎月

３万円の積み立てを行うことができるとします。 

今 30 歳で、積立をスタートすると 25 年間で 4,000 万円の資

産を築くことができます。 

 

５年後にスタートしたとすれば、積立ができるのは 20年間だ

けになります。 

そうするとあなたが築ける資産は 2,22,22,22,289898989 万円万円万円万円です。 

わずか５年の差ですが、わずか５年の差ですが、わずか５年の差ですが、わずか５年の差ですが、構築できる構築できる構築できる構築できる資産は６割弱に減ってし資産は６割弱に減ってし資産は６割弱に減ってし資産は６割弱に減ってし

まいます。まいます。まいます。まいます。    

 

10 年後にスタートしたとすれば、積立ができるのは 15 年間

だけになります。 

そうするとあなたが築ける資産は 1,2501,2501,2501,250 万円万円万円万円です。 

 

15 年後にスタートしたとすれば、積立ができるのは 10 年間

だけになります。 

そうするとあなたが築ける資産は 581581581581 万円万円万円万円です。 

 

20 年後にスタートしたとすれば、積立ができるのは５年間だ

けになります。 

そうするとあなたが築ける資産は 226226226226 万円万円万円万円です。 

 

「時間」が全てですので、あなたが今、何歳であっても今す

ぐこのレポートを読み進めて下さいと申し上げたことが実感

頂けましたか？ 
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私自身、「あと「あと「あと「あと 10101010 年年年年、、、、いや５年早くこの話を知っていたら・・・」いや５年早くこの話を知っていたら・・・」いや５年早くこの話を知っていたら・・・」いや５年早くこの話を知っていたら・・・」

と思いました。 

 

でも過ぎ去った時間は帰ってきません。 

 

ただ、これ以上時間を失いたくない、これ以上時間を失いたくない、これ以上時間を失いたくない、これ以上時間を失いたくない、今は今は今は今はそう思っています。そう思っています。そう思っています。そう思っています。 

 

あなたもこのレポートの方法で資産を築くことに興味がある

のであれば、少しでも早く始めることをお勧めします。 
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終わりに 

・あなたは「もっと偉大になれる」はず 

引退で最も価値ある事についてお話します。 

 

「どうしても引退したいんです。」 

あなたはそう思っていますよね。 

 

理不尽な上司にペコペコするのはいやだ。 

満員電車にゆられて１時間もかけて通勤しなくちゃならない

のは苦痛だ。 

 

自由になりたい。 

海辺のリゾートで暮らしたい。 

あ、夏の間だけは涼しい山岳リゾートもいいな。 

好きな場所で好きなことをして暮らしたい。 

 

あなたがサラリーマンであったら、こうした気持ちがあると

思います。 

 

「日ごろの生活への不満」 

「非日常への漠然とした憧れ」 

両方の気持ちが混じっているのではないでしょうか。 

 

そして、義務のために生きているのはいやだ！義務のために生きているのはいやだ！義務のために生きているのはいやだ！義務のために生きているのはいやだ！ 

という気持ちがあるかも知れませんね。 

 

私はあなたが心に「義務のために生きているのはいやだ！」

と思うのならば、その気持ちは大切にして欲しいと思います。 

 

そうは言ってもいきなり今すぐに「よし、いやな会社はやめ

るぞ。」と決断できないかも知れませんし、「そうは言っても

家庭もあるからがまんしなくちゃな・・・」と思うかも知れ

ません。 
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それはそれで、一つの決断だと思うのです。 

 

ただ、「義務のために生きているのはいやだ！」という気持「義務のために生きているのはいやだ！」という気持「義務のために生きているのはいやだ！」という気持「義務のために生きているのはいやだ！」という気持

ちは、本当はもっと偉大な仕事ができる、とあなたが心の中ちは、本当はもっと偉大な仕事ができる、とあなたが心の中ちは、本当はもっと偉大な仕事ができる、とあなたが心の中ちは、本当はもっと偉大な仕事ができる、とあなたが心の中

で信じているから、かも知れないのです。で信じているから、かも知れないのです。で信じているから、かも知れないのです。で信じているから、かも知れないのです。 

 

だから、「でもどうしても引退したい。」「義務のために生きて

いるのはいやだ！」という気持ちがあるのなら、その気持ち

を大切に持ち続けて欲しいと思っています。 

 

私達は「稼がなくてはいけない」「稼ぐために働かなくてはい

けない」と思っています。 

 

そして、働くために「この町に住まなくてはならない」と思

って人生が決められてしまっています。 

 

職業と生活する場所の縛り（義務）から開放された引退生活

では、インデックスファンドからの月収 13 万円でかなり十分

な生活が可能になってきます。 

 

あなたがこうした引退生活を夢見るのは、義務から開放され義務から開放され義務から開放され義務から開放され

た引退生活に入って、それからあなたが本当にやりたい仕事た引退生活に入って、それからあなたが本当にやりたい仕事た引退生活に入って、それからあなたが本当にやりたい仕事た引退生活に入って、それからあなたが本当にやりたい仕事

をしたいと思っているからではありませんかをしたいと思っているからではありませんかをしたいと思っているからではありませんかをしたいと思っているからではありませんか？？？？ 

 

冷静に考えると、衣食住という毎日の生活が保証されて働か

なくてもよい状態というのは、緊張感のない退屈な生活かも

知れません。 

 

こうした状態が続くと、「働きたい」とあなたは思うはずです。 

 

そしてもはやあなたは生活のために働く必要はないので、い

やな仕事をがまんしてやる必要はありません。 

 

ですから最もあなたの好きな仕事、もっとも興味のある仕事、

最も価値があると信じられる仕事を選んで、世の中に提供す

るために働けるのです。 
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あなたは「引退したい」 

海辺のリゾートで暮らしたい。 

好きな場所で好きなことをして暮らしたい。 

 

こうした気持ちがあると思います。 

 

「日ごろの生活への不満」 

「非日常への漠然とした憧れ」 

両方の気持ちが混じっているのではないでしょうか。 

 

でもその気持ちの奥には、義務から開放された引退生活に入

って、それからあなたが本当にやりたい仕事をしたいと思っ

ているから、かも知れません。 

 

つまり、あなたは「もっと偉大になれる」と信じているから

こそ引退を望んでいるのです。 

 

だから私はあなたが心に「義務のために生きているのはいや

だ！」と思うのならば、その気持ちは大切にして欲しいと思

います。 

 

そして、今すぐに引退することは難しいかも知れませんが、

引退を目指して資産の構築に励んで頂きたいと願っています。 

 

・子供に最低限教えたいお金の知識 

ちょっと話が変わりますが、子供の受験の話をします。 

 

中学入試の問題を見られたことがありますか？ 

すごく難しいですよね。 

 

本当に小学生があの問題を解けるのか？ 

 

そう思ったことがあったかも知れません。 

 

実は私は子供が現在小学校３年生です。 
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仕事の都合で東京に５年前に転居してきてから、否応無しに

東京の受験事情に直面させられて来ました。 

 

私の住んでいる地域は進学する子供が多いのです。 

 

娘は地元の公立の小学校に入学しましたが、近くの公立中学

校は、１学年１クラスしかありません。 

 

私立に進学する人が多いからだそうです。 

 

これだけ私立に進学する人が多いと、逆に公立中学校に進学

するのは「女の子なのに大丈夫？」と言われるようになって

います。 

 

いえ、周りをみて中学は私立に進学する人が多いからではな

く、既に現在の小学校でも女の子が男の子より少ないのです。 

 

それは、もちろん小学校から私立に行っている女の子が多い

からです。 

 

進学熱が盛んなのは、幼稚園時代からありました。 

 

娘は絵を描くのが好きなので、お絵描き教室に通うことにし

ました。 

教室を探していた時に先生から言われた言葉は、 

「うちは受験のための指導をしていませんが、いいですか？」 

でした。 

 

「は？？」という感じでしたが、 

小学校受験のために、お絵かき教室に通う幼稚園児がいるん

ですね。 

 

とにかく地方出身の私にとって 

「東京の受験事情って何？」というカルチャーショックの連

続でした。 
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子供の通うのは公立の小学校ですが、算数の授業が進度別に

進められていて、クラスの中が３つのグループに分けられて

いるそうです。（小学校３年生で、ですよ） 

 

ちなみに、周りの受験熱が高いので、一応中学受験の入試問

題も調べてことがあります。衝撃を受けました。 

 

「これって本当に中学受験の問題？」 

・・・ということは小学校６年生が解くんですよね？ 

高校受験の間違いじゃない？ 

しかも合格レベルは得点率が大体７割だそうです。 

 

正直信じられませんでした。 

 

とにかく周囲を見渡して、最近の子供は小さい頃から受験と

いう大変なテーマを突きつけられているように思います。 

 

中学校受験をしなかったにしても子供は高校受験、大学受験

などいつまでも勉強、勉強に追われる競争の社会が待ってい

ます。 

 

あなたが現在の自分自身の仕事に不満や不安を抱えていたら、

きっとお子さんの教育・受験について考えたこともあると思

います。 

 

ここで私自身が、子供の教育のことで考えたことがあります。 

 

私の子供は特別に頭がいい訳ではありませんし、勉強が好き

でもありません。 

 

中学校、高校、大学と勉強して、公務員とか銀行員や大手企

業に就職する人生が向いているだろうか？ 

 

世の中の親の多くは勉強することが、子供の将来を安定した

ものにする唯一の方法だと信じているが・・・？ 
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いや、我が娘にはどう考えても向いていない。また、本人に

聞いてみても関心は別のところにある。（ちなみに興味がある

のは、美容師、マッサージ屋さん、イラストレーターなどの

ようです。） 

 

ならば私は親として、「子供が好きな道を歩むのを応援してあ

げよう」と思っています。 

 

そのために、子供に教えてあげたいこととして次の３点を整

理しました。 

１．セールス 

２．コピーライティング 

３．最低限のお金の知識 

 

セールス、コピーライティングの知識・能力があれば、好き

なことを仕事にして生活していくことができる。 

 

そしてこのレポートに書いた最低限のお金の知識があれば、

自分の引退資金を貯めることができます。 

 

中学校、高校、大学と勉強して、公務員とか銀行員や大手企

業に就職する人生が娘にいいのだろうか？ 

いや、娘にはこういう向いていない人生、義務を果たすため

に我慢して生きる人生より、自分の好きな道をのびのびと歩

いてもらいたい。 

 

そのためにセールス、コピーライティング、最低限のお金の

知識の３つを教えてあげたい、と思っています。 

 

セールス、コピーライティングはこのレポートで扱っていま

せんが、最低限のお金の知識とは、一言で言えば次の内容で

す。 

新入社員が毎月５万円をインデックスファンドの積立に回し

たとすると、定年までに 4,000 万円の資産を築くことができ

ます。（もしくは毎月３万円を積立でプロの投資家に委託し、
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年率 10%で運用されたとすると、25 年間で 4,000 万円の資産

を築くことができます。） 

 

これだけの資産を築けば、インデックスファンドで約４％の

運用をした場合に、年収は 160 万円になります。（月収は 13

万円です。） 

最低限の生活はでき、引退生活に入れます。 

 

あなたが引退について考える時、 

「日ごろの生活への不満」 

「非日常への漠然とした憧れ」 

両方の気持ちが混じっているのではないでしょうか。 

 

でもその気持ちの奥には、義務から開放された引退生活に入

って、それからあなたが本当にやりたい仕事をしたいと思っ

ているから、かも知れません。 

 

つまり、あなたは「もっと偉大になれる」と信じているから

こそ引退を望んでいるのです。 

 

・・・・と申し上げました。 

 

同じようにあなたは子供さんの将来についても考えることが

あると思います。 

 

あなた自身が義務から開放された引退生活に入り、それから

本当にやりたい仕事をしたいと思っているならば、同じよう

に子供さんにも義務を果たすために我慢して生きる人生より、

自分の好きな道をのびのびと歩いてもらいたいと願うのでは

ないでしょうか。 

 

もしそのように考えるならば、このレポートに書いた最低限

のお金の知識を子供さんに教えてあげて下さい。 


