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今回のリサーチにおいては、デザインリサーチの手法を採用しています。
デザインリサーチとは、マーケティングリサーチとは異なり、これまで
のマーケットの延長線上にはないようなプロダクトやサービスを生み
出す気づきを得る手法です。 

ユーザーに対する共感を得るため、定量的に得られるデータだけをもと
に仮説を導き出すのではなく、対象となる人々の生活や環境に没入し、
インタビュー、参与観察*やプロトタイピング**といった手法を用い

てよりリアリティある言葉を引き出します。 

こうしたリサーチは、複雑化する社会の中で多様化するユーザーのニーズ
を探り、大きな変化を起こす際に有効な方法とされています。 

プレリサーチ（東京）：トレンド調査 , 専門家インタビュー , プレインタビュー 
フィールドリサーチ（ロンドン）：デプスインタビュー , プロトタイプ, テスト 
フィールドリサーチ（東京）：デプスインタビュー , プロトタイプ, テスト,  
　　　　　　　　　　　　　   レポーティング, エキスパートレビュー

リサーチの流れ

*リサーチャーが対象となる社会や集団に参加し、行動様式を観察・記述する手法 
**必要最低限の機能でアイデアを試作し、対象者から新たな学びを得る方法
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リサーチの問い

インタビューについて 
若年層（20～34歳）を対象に60分～120分程度かけて行いました。 
実施場所は彼らの生活状況を垣間見ることができる自宅や、職場、
あるいは本人と関わりが深い場所で、リラックスして話せる環境を
選びました。

1. 人生の中でやりたいことと、そのために必要となるお金の計画に
ついてどう考えていますか？ 

2. どのようにお金を稼ぎ、使い、増やしたいですか？ 
3. 誰とお金の話をしますか？

使用したツールについて 
インタビュー実施にあたっては、対象者が自由に
記入できるワークシートや、リサーチから得たヒ
ントを元に作成したペーパープロトタイプ*を使
用し、よりリアルな対象者の声を引き出しました。
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*ユーザビリティ調査の一種。紙面上で画面表示や動きを再現し、テストする手法



Ⅱ
MACRO	OVERVIEW



出展（図表）　内閣府、金融庁、総務省、外務省、よりロフトワーク作成
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1,212兆円
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名目GDP｜538兆円 名目GDP｜280兆円 名目GDP｜2171兆円

1,815兆円 944兆円 8,821兆円

株式・投資信託 
※ 間接保有分を含む

現預金 その他
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日本 英国

制度
2014年よりNISA（Nippon 
Individual Savings Account）を
開始

1999年よりISA（Individual 
Savings Account=個人貯蓄口
座）を開始

金融商品購入のサポート

セルサイドに所属する人は組織
内での短期での業績を求められ
るため、ユーザーと長期的視野
に立って伴走するような商品提
供が難しい傾向がある

セルサイドから独立し、ユーザー
に対して助言するアドバイザーが
相対的に多い傾向がある

*     2017年12月末時点　金融庁（2017）「NISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査」 
**   2017年12月末時点　日本証券業協会（2017）「NISA及びジュニアNISA口座開設・利用 
      状況調査結果（主要10社）」 
*** 複数運用会社の投資運用商品をインターネットを用いて仲介するサービス
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言語の壁 

思い込みの壁 

情報過多、面倒の壁 
コミュニケーションの3つの壁



専門用語が難しい 
- 「資産形成」という言葉が漢字4文字で
難しい。保険に入る、貯金する、お金を
作るイメージ？ 
　　　　　　　 ― 22歳,女性,東京,大学生 

- 「資産形成」なんて人生で一回も言った
ことがない、税金とか投資とか、めちゃ
くちゃ大事なはずなのになんで大学で教
えてくれなかったのか 
― 27歳,女性,東京,会社員（広告代理店） 

騙されそう 
- 詳しくないので、騙されて終わると思う 
　　　　　　　―  22歳,女性,東京,大学生 

- （「投資」のイメージについての質問に
対して）仮想通貨みたいなものは、必ず
裏があると思う 
　 　　　　　　― 22歳,男性,東京,大学生

働かずにお金が増えると思わない 
- 何もしないで寝ているだけでお金が増えるって
聞いたら怪しいですよね、本当かなと思う 
　　　　　　　　　　― 22歳,男性,東京,大学生 

- 投資は不確実なので、堅実に働いて稼ぎたい 
　　　　　　    　　　― 23歳,女性,東京,大学生 

損しそうで怖い 
- 投資は勝ち組負け組がいるイメージ、それで大損
して取り返しがつかなくなるみたいなマンガと
かドラマってよくある 
　　　　　　 　　　   ― 22歳,女性,東京,大学生 

- 絶対という保証がない、ギャンブルと思う 
　　　　― 24歳,男性,東京,会社員（メディア） 

- 知識がないというか、勉強不足なので、自分で
変にやったら損しそう　 
　　　　　　―  24歳,女性,東京,会社員（建設会社 

まとまったお金がないと始められない 
- ある程度余裕資金がある人がやること、今の給
料が安いから考えても仕方ない 
　　　　―  28歳,男性,東京,会社員（デザイン） 

- まだ学生なので、やったことがない 
　　　　　　　　      ―  22歳,女性,東京,大学生

面倒 
- 資料を請求したけど、面倒すぎて一ヶ月
経ってもまだ全部読めてない。注意書き
がバーって多すぎる 
　　―  28歳,男性,東京,会社員（デザイン）

情報が多く、自分で判断できない 
- 自分と同じような人とか、ロールモデル
をたくさん知りたい 
　　　　　　    ― 24歳,女性,東京,大学生 

- 一般の人がコツコツやっていることを知
りたい。偏差値52くらいのイメージ 
　　　　　　    ― 22歳,女性,東京,大学生 

- 投資は色々な人から話を聞きたい、保険
の人とか先輩とか。全部自分で聞いてか
らじゃないと判断できない 
　　― 24歳,男性,東京,会社員（メディア）

思
い
込
み
の
壁

情
報
過
多
・
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倒
の
壁

言
語
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壁
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将来とお金の捉え方

社会

個人

会社
今の会社で出世しながら 
今よりもっと 
大きな仕事に携わりたい

パートナーと結婚したら 
夫婦合わせた収入で 
私生活を充実させたい

今の会社に勤めていれば、 
そこまでお金に不安はないけれど 

今後どうするかも 
考えなければと思う

やりたいことを追いかけ 
仕事にしているが 
将来必要になるお金のことに 
向き合うのが怖い

* このあとの各ARCHETYPE等として紹介する人物は、複数のインタビュー対象者の特徴を抽出して統合したものであり、名前も実名ではありません



新卒2年目メーカー正社員

鈴木 貴大（24）

ARCHETYPE	01

企業中心型



 

ARCHETYPE	01



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

幼稚園

小学校

中学校

高校 大学入学

大学
・留学

入社 結婚 子ども 子ども大学 退職 死ぬ

感情

この辺で給料上がる

中で出世しながら昇給

年齢

ARCHETYPE	01



新卒2年目損害保険会社正社員

山田 芽衣（24）

プライベート中心型
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

中学

高校
・大学受験
・ダンス部

大学
・初バイト
・ダンスサークル

新卒

30才までに
結婚、出産(2人)結婚・転勤とか？？

老後はゆったり
就活大学

・インターン

感情

時短勤務

思うけど、彼と2人分の収入があれば、
ある程度の暮らしはできるかなと思う。

年齢

ARCHETYPE	02



新卒1年目建設会社正社員

内藤 麻里子（24）

模索型

ARCHETYPE	03



ARCHETYPE	03



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

20代前半
・就職

大学入試
成功

仕事・家庭両立したい

リタイア

退職後
・ゆるやかに上昇したい

大学入試
失敗

クラシックバレエ
　　　　  ～高２ 20代後半

・結婚

30代前半
・出産(2人)

大学
・留学

高校
・体育祭の応援団

感情

年齢

ARCHETYPE	03



フリーランスフォトジャーナリスト

小林 優太（31）

興味中心型

ARCHETYPE	04



ARCHETYPE	04



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

元気！

中学
・野球部

高校
・応援部

大学
・旅・浪人

大学
・環境に興味

20代後半
・海外、政治にも興味

30代後半
・隠居

35才
・結婚？
・出産(2人)

未定！

大学
・就活失敗

感情

い。

年齢

ARCHETYPE	04



ロンドン在住デザイナー

Rudolf Bauer（30）

自立柔軟型





 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

27
卒業

27
結婚

30-35
子ども

30-35
家を買う

40
シニア

子どもが大学に行く20-25
インターン

その時々に合わせて柔軟に対応したい

感情

 

年齢
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プライベート中心型

企業中心型

模索型

興味追求型

自立柔軟型

若者に資産形成の目的を考えてもらうには 
どんな働きかけができるか？

Ⅴ		OPPORTUNITY

資産形成が「パートナーや家族など、家庭のライフイベントの可
能性や選択肢を広げる手段」と理解してもらう

資産形成が「ライフイベントの可能性や選択肢を広げる手段」と
理解してもらう

資産形成が「自身が将来やりたいことの可能性を広げるための手
段になり得る」と理解してもらう

資産形成が「やりたいことを続けながら、生活面での不安をやわ
らげる手段になり得る」と理解してもらう

資産形成の中には、ESG投資等の社会貢献に則した投資があるこ
とを理解してもらう

1



少額から始められる制度など、フリーランスにも優しい制度を理
解してもらう

投資の仕組みや具体的な制度、商品を知ってもらう
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プライベート中心型

企業中心型

模索型

興味追求型

自立柔軟型

自身の判断に基づく意思決定をサポートするために 
どんな働きかけができるか？

パートナーや家族と一緒に、ライフイベントのタイミングなどに、
定期的に資産の状況を見直してもらう

職場の先輩や境遇の近い同僚と一緒に、社内での定期的なハンズ
オン (体験学習) 形式の勉強会を実施する

プライベートとキャリアにおいて、自分の可能性を広げるという
視点から、資産運用シミュレーションを活用してもらう

2
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フリーランス仲間やパートナー

パートナー

プライベート中心型

企業中心型

模索型

興味追求型

自立柔軟型

資産形成の重要性を意識するために誰を巻き込むべきか？

パートナーや家族

職場の先輩や境遇の近い同僚

学生時代の友人や境遇の近い仲間

3



私たちは、このリサーチを経て、若者に資産形成の重要性に気づいてもらうためには、資産形成の目的を明確にする視点を提示することが特に重要だと
考えました。   

今回のビデオクリップでは、若者に対し「自分の人生を経営する」という考え方を主要なコンセプトとしています。これは、社会の変化が早く、生き方、
働き方が多様化する現代において、世の中の様々な変化に柔軟に対応し、新たな挑戦を行っていく、そんな優れた経営者のような視点が、若者自身の人生
設計や資産形成のヒントになるというのではないか、という想いから考案しました。  

動機篇は、インタビュー形式で様々な質問を投げかけ、視聴者の中に「私も同じ」という共感や気づきを形成することを目指すものです。 インタビューの
質問は、デザインリサーチの発見をもとに設計し、今回のリサーチャー自身がインタビュー対象者に質問を投げかける形で収録しました。インタビュー
対象者の答えは、台本に基づくものではありません。 
自分の今を知り、自分の可能性を見つめ直し、自分の未来を計画するために、投資を通じた資産形成をする。そんな視点を持った若者が増えることを期待
しています。   

想い描くこれからの未来と資産形成の関係を紐解く モーショングラフィックスでわかる「長期・積立・分散投資」 「つみたてNISA」「確定拠出年金」非課税制度の特徴・仕組み
を紹介

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/download/index.html※完成したビデオクリップの閲覧はこちらから

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/download/index.html
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経済産業省 産業人材政策室（2018）「人生100年時代の社会人基礎力について」 
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/jinzairyoku/jinzaizou_wg/pdf/
007_06_00.pdf（参照2018-3-12） 
リンダ グラットン（2016）「LIFE SHIFT」東洋経済新報社 

p.10 
金融庁（2017）「つみたてＮＩＳＡについて」http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170614-2/11.pdf
（参照2018-3-12） 

p.11 
日本証券業協会（2016）「英国における個人の中長期的・自助努力による 資産形成のための投資
優遇税制等の実態調査」 
http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/kaigai_houkokusyo_160623.pdf（参照2018-3-12） 
日本証券業協会（2017）「ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡ口座開設・利用状況調査結果（主要１０
社）」 http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/nisajoukyou/nisa10.pdf（参照2018-3-12） 
the Financial Advice Working Group for HM Treasury and the Financial Conduct 
Authority（2017）,Rules of Thumb and Nudges: Improving the financial wellbeing of UK consumers 
https://www.fca.org.uk/publication/research/fawg-rules-of-thumb-nudges.pdf（参照2018-3-12） 
経済産業省（2017）「FinTechビジョンについて」http://www.fsa.go.jp/singi/kessai_kanmin/
siryou/20170621/09.pdf（参照2018-3-12） 

中野晴啓（2017）「はじめての人が投資信託で成功するたった1つの方法」アスコム 
竹川 美奈子（2018）「税金がタダになる、おトクな 「つみたてNISA」「一般NISA」活用入門」ダ
イヤモンド社  
竹川 美奈子（2016）「一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門」
ダイヤモンド社  
河邑 厚徳 （2011）「エンデの遺言 ―根源からお金を問うこと」講談社+α文庫 
野尻 哲史（2017）「脱老後難民 「英国流」資産形成アイデアに学ぶ」日本経済新聞出版社  
山崎 元（2017）「図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!」
文響社 
高橋忠寛（2015）「銀行員が顧客には勧めないけど家族に勧める資産運用術」日本実業出版社 
藤野英人（2013）「投資家が「お金」よりも大切にしていること」星海社新書 
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