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Financial Trends                                         経済関連レポート 

団塊マネーの追跡、高齢者貯蓄の行方   発表日：7月5日(火) 

～巨大金融資産はますます高齢者に偏在する～                         （No.FT－9) 

               第一生命経済研究所 経済調査部 

             担当 熊野英生（外線：5221-5223） 

  総務省の推計人口によると、1947～1949年生まれの団塊世代※は、約683万人いるとされる。そのうち4割に相当

する常用雇用者(約284万人)は、2007～2009年にかけて退職年齢を迎えるだろう。団塊世代の金融資産残高は、退

職時に受け取る退職一時金によって大きく膨らむと考えられているので、金融市場ではその動向に極めて高い関心

が注がれている。本稿では、団塊マネーが一体いくら位の規模に膨らみそうなのかを試算し、団塊マネーを含んだ

高齢者貯蓄が個人金融資産の中でどのような規模に膨らんでいくのかを考えてみたい。 

※「団塊世代」は、堺屋太一氏の著書「団塊の世代」（1975年）によって命名された。本書では「『団塊の世代』は、過去において

もそうであったように、将来においても数々の流行と需要をつくり、（中略）年老いていく」と予言されていた。その予言は、今

もまたは実現されようとしている。 

 

年代別にみた個人金融資産 

試算方法は、2004年度末の個人金融資

産1,416兆円を年代別に分割することで求

められる。年代別分割の割合は、総務省

「家計調査」の資産・負債編を用いて、世

帯サンプル数の年代別ウエイトを求め、そ

れに年代別の１世帯当たり金融資産を乗じ、

さらにその年代別寄与度を算出したもので

ある。そのデータに1,416兆円を乗じれば、

年代別の個人金融資産が導き出せる（図表

１）。 

ここでは、年代別の状況を5年ごとに

より詳細に明らかにするために、総務省

「全国消費実態調査」などを用いて、2人以上の普通世帯と単身世帯を加重平均して、より細かく年代別寄与度を求

めた。2004年時点で団塊世代を含んでいるのは、55～59歳である。団塊世代は、1947～49年生まれの3年間の世代

を指すが、推計人口によれば、2004年度時点で55～59歳の中でその3年間に該当するのは、66.1％の人々である。

世帯主年齢55～59歳の世帯が保有する個人金融資産195.6兆円であるから、その66.1％に相当する約130兆円がい

わゆる「団塊マネー」の金額になる。 

 

金融資産は50歳以上に集中 

 現時点で5歳ごとの年代別金融資産の保有額が最も多いのは、60～64歳である（前掲図表１）。これは、60歳で

定年退職を迎えた後、退職一時金を受け取ることが、保有金融資産を押し上げているためである。団塊世代を含ん

でいる55～59歳の年代は、5歳刻みでみれば60～64歳に次いで保有金融資産が多い年代であるが、その世帯数がよ

り多いことを勘案すると、将来彼らが60～64歳になったときにはさらに大きな保有金融資産を持つと考えられる。 
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兆円 (図表１)年代別にみた個人金融資産残高

5歳ごとの年代別保有額、2004年度末

注：日本銀行「資金循環勘定」、総務省「家計調査」などから試算。
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  そこで、今の55～59歳が、60～64歳と同様のペース

で金融資産を増やせると考えて、彼らが60～64歳にな

ったときの保有金融資産を計算してみた。将来の世帯数

の変化を調整して計算すると、今55～59歳の世代は、

2009年度には264.5兆円（2004年度195.6兆円）兆円

の金融資産を保有すると見込まれる（図表2）。団塊世

代だけに限ってみれば、2004年度129.9兆円が、5年後

の2009年度には174.9兆円と+45.0兆円ほど増えるこ

とになる。この増加額の試算値は、別途、団塊世代が受

け取る退職金を推計した当研究所・橋本択摩副主任エコ

ノミストの試算値46.8兆円がそのまま上積みされた数字とほぼ一致している。 

 

高齢者への個人金融資産の偏在 

 個人金融資産のうち、だれがその大半を保有しているかを考えると、日本の個人金融資産は高齢者に偏重してい

ると言えよう。2004年度末時点では、個人金融資産の54.4％を60歳以上が保有している。また、年代の範囲を50

歳以上でみると、集中している割合は実に78.1％に達する。 

 ところで、なぜ、50歳以上の中高年層に貯蓄が集中するかと言えば、退職金の効果のほかに、ライフステージで

みて50歳代になると急速に資産形成が進むという理由があるからだ。まず、50歳代になると、30・40歳代で住宅

取得した人達のローン返済が終盤を迎え、貯蓄上積みに転じる人が増える（図表３）。また、子供が経済的に自立

し、高水準だった教育費の負担からも50歳代後半にかけて軽減される（図表４）。もちろん、50歳代は、年功賃金

カーブの頂点に位置し、所得水準の高さが資産形成の促進を支えているという事情もある。以前に比べれば50歳代

は所得環境が相当厳しくなったことは間違いないが、それでも人生の資産形成においての「収穫期」であることに

変わりない。さらに、50歳代後半は、老後に備えるために貯蓄を増やしたいという意識も強まり、金融資産が増え

ると考えられる。 

   

  もうひとつ、あまり知られていないのが相続資産の効果である。日本人の平均寿命は男性78.36歳、女性85.33

歳（簡易生命表、2005年）である。例えば、男性が78歳で天寿をまっとうしたときに、平均するとその妻は75歳

であり、第一子は50歳になっている。また、夫に先立たれた妻が85歳で天寿をまっとうしたときに、第一子は60
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(図表４）家計における教育費･住宅ローン負担

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

～ 29歳 30 ～ 39 40 ～ 49 50 ～ 59 60 ～ 69 70歳 ～

負債

金融資産

出所：総務省「家計調査」（2003年度）

万円

自営業を含む全世帯
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歳になっている。このデータが示唆するのは、70歳以上の高齢者から50歳以上の中高年世代に相続のルートで金融

資産が移転されている状況である。夫の金融資産は一旦単身世帯になった妻の金融資産に移転する訳であるが、60

歳以上の単身・高齢女性の保有金融資産は2004年度末で223兆円（単身世帯の4割のシェア）に達している。これ

は、相続を巡るルートの金融資産の流れが相当に大きいことを暗示している。 

  筆者が１年間で相続される金融資産の規模を試算すると、年間約10兆円程度になると考えられる。国税庁の資料

によると、年間被相続人（死亡者数）が98万人（2002年度）居て、そのうち4.4万人（4.5％）が課税対象者にな

っていることが明らかになっている。彼らは3.5兆円の金融資産を相続しているが、相続税の実効税率が10％なの

で、それを控除すると、総額3.2兆円の金融資産(課税後)が相続人に引き渡されていることになる。また、これと

は別に申告対象になっていない非課税の相続人が約94万人（95.5％）がいる点も考慮しなくてはならない。彼らは

相続資産の約3割に相当する金融資産を平均的にみて非課税枠6,000万円程度（基礎控除＋相続人1人の場合）の

範囲内で相続していると考えられる。家計調査の中で、70歳以上で金融資産保有額1,800万円（非課税枠6,000万

円の3割を充当したと仮定）以下の１世帯あたり金融資産を調べると、932万円であった（この範囲の70歳以上世

帯は50.1％）。この１世帯当たりの金融資産保有額に70歳以上の死亡者数約74万人（2003年度）を乗じると、そ

の保有金融資産は6.8兆円になる。課税・非課税の相続金融資産を合計すると、その金額は10.0兆円（＝3.2兆円

+6.8兆円）にも及ぶことになる。この相続のメカニズムも、個人金融資産が50歳以上に偏在する傾向を助長してい

ると考えられる。 

 

さらに個人金融資産は偏在していくのか 

  今後、高齢者に偏在した個人金融資産は、高齢世帯の増加に伴って、ますますその偏在傾向を強めると考えられ

る。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計」(2003年10月推計)によれば、世帯主年齢が60

歳以上の世帯割合は、2004年36.5％から2010年41.6％、2020年44.7％へと上昇するとみられている。年代別の１

世帯当たりの金融資産保有額が、将来も変化しないと仮定を置き、世帯数の変化だけで将来の高齢者保有の個人金

融資産がどう変化するかを推計すると、個人金融資産の中で60歳以上が保有するシェアは、現状の54.4％（2004

年度）から2010 年度62.0％へ、2020 年度63.9％へと上昇する見通しになる。さらに、50歳以上のシェアでみれば、

現状78.1％（2004年度）のシェアは、2010年度に80.4％、2010年度に81.9％にまで膨張する。 

  なお、筆者は、高齢者への金融資産の偏在を未来形
．．．

で記したが、実は90年代以降に猛烈な勢いで進んでいる現在
．．

進行形
．．．

であることを最後に確認しておきたい。冒

頭に示した総務省「家計調査」と日本銀行「資金

循環勘定」を使った年代別金融資産の保有状況の

試算を、長期時系列で展開すると、年代別金融資

産の遷移は、90年代以降に大きく変化を遂げて

いることがわかる（図表５）。これは、高齢化が

進んだ結果でもあるが、従来は高齢者が公的年金

によって所得水準を維持し、勤労者が賃金カット

に甘んじてきたという経済状況の変化を反映した

ものでもあると考えられる。象徴的なのは、1998

年から2003年度にかけて60歳未満の金融資産は

減ったのに、この間に60歳以上は増えている点

である。今後は、こうした傾向の強まりは一服す
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注：総務省「家計調査」、日本銀行「資金循環勘定」から試算。
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ると考えられるが、それでも高齢者に金融資産が偏在する構造は変わらないだろう（図表６）。 

  筆者は、ここまで高齢者に個人金融資産が偏在する

未来図を現在からの延長線上で描いたが、将来は年金

改革などの動向によってまた異なる姿に変貌する可能

性もある。問題は、こうした偏在を再分配政策として

強制的に修正することよりも、高齢者が率先して金融

資産を取り崩すような行動を促すことで、能動的に変

化させることであろう。今後、社会保障制度の再設計

や所得再分配政策の見直しは必要になってくると考え

られるが、その際には高齢者が金融資産を自発的に支

出に回すことをサポートするような視点をもって検討

されることが重要になると言えよう。 

 

-

200

400

600

800

1,000

1,200

～ 29歳 30 ～ 39 40 ～ 49 50 ～ 59 60歳以上 60歳未満

2003

2015

2025

（図表6）今後の年代別金融資産残高兆円

注：総務省「家計調査」、日本銀行「資金循環勘定」、国立社会保障人口問題研究所
    「日本の世帯数の将来推計」から試算。
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