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要チェック！2022 年に変わること・始まること
私たちの生き方そのものの「多様化」が進むなか、制度の改正も繰り返し行われています。
情報は絶えずアップデートしておき、必要な時に取り出せるようにしておきたいものです。

2022 年に予定されている主な改正事項をまとめてみました。

改正時期が近付いたら、こちらでも詳しくご紹介してまいります。
情報のアンテナを張っておきましょう！

年金の繰下げ受給が 75 歳まで可能に

　年金の受給開始時期の選択肢が、60 歳～ 75 歳の間に
拡大されます。1 ヵ月繰り上げるごとに 0.4％の減額に変
更になり、最長 60 歳まで 60 ヵ月繰り上げると 24% 減
となります。また、1 ヵ月繰り下げるごとに 0.7％の割合
で増額されるので、最長 75 歳まで 120 ヵ月繰り下げると
84% 増となります。

4月

　60 歳～ 64 歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を受
給しながら仕事をして厚生年金の被保険者となる場合、支
給停止とならない範囲（支給停止が開始される賃金と年金
の合計額の基準）が現行 28 万円から 47 万円に引上げと
なります。

在職老齢年金の支給停止が開始される
合計額が 47 万円に引上げ

4月

　複数の事業主に雇用される 65 歳以上労働者のうち、それ
ぞれの会社で週 20 時間未満であっても、合算して週 20 時
間以上となる場合に雇用保険に加入できることになります。

65 歳以上で副業を持つ人が労働時間を合算
して週 20 時間以上で雇用保険に加入可能に

1月

【年金・セカンドライフ】

育児・介護休業法の改正による育児休業取
得要件の柔軟化、有期雇用労働者の育児・
介護休業の取得要件の緩和

4月

【育児・介護休業】

★ いわゆる「男性版産休」がいよいよ 4 月から始動します。
男性も子どもの出生後８週間以内に４週間まで育児休業
を取得できるようになり、男女とも、２回まで分割取得
も可能になります。また、労働者と事業主とで合意して
いれば、事前に調整した上で休業中に就業することもで
きます。休業制度に合わせて給付金等も同様に整備され、
分割取得時の 2 回目も育児休業給付の対象となったり、

「出生時育児休業給付金」の追加のほか、月内に 2 週間
以上の育児休業を取得した場合の社会保険料の免除など、
これまで制度はあっても使い勝手の面で活用が進んでい
なかった育児休業について、より取得しやすい環境が整っ
てきています。

育児休業中の社会保険料の免除要件の見直し10月

傷病手当金の支給期間の通算化1月

【健康保険】

★ 傷病手当金は、「支給を始めた日から通算して 1 年 6 ヵ月
間」の支給に変更となり、病気治療中に休職と復職を繰
り返す場合においても、傷病手当金が不支給となった期
間があれば、その分の期間を延長して支給を受けられる
こととなります。また、退職時の任意継続被保険者につ
いては、保険料の算定基準について見直しが行われます。

健康保険の任意継続被保険者の保険料算定
の見直し

1月
★ 上記はいずれも、60 歳以上で働くことを選択する人が増え

ていることによる制度変更です。働きやすい環境となること
で、アクティブシニアと言われる 60 歳代のうちはより多く
の選択肢から生き方を選べるようになります。

確定拠出年金（DC）の受給開始時期を
60 歳～ 75 歳に拡大

4月

企業型 DC 加入者の iDeCo 加入の要件緩和

★  DC の受給開始時期は、公的年金同様に選択肢が 60 歳
～ 75 歳に広がります。DC の加入年齢については、企
業型 DC の場合、厚生年金被保険者は 70 歳未満となり、
個人型 DC（iDeCo）の場合、公的年金被保険者は 65
歳未満となります。また、企業型 DC 加入者の iDeCo 加
入の要件が緩和され、規約の定めがなくても、iDeCo に
原則加入できるようになります。ただし、企業型 DC の
事業主掛金額と iDeCo の掛金額には限度額が設けられて
いるので注意が必要です。

10月

確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ5月
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白石茂治の

Market report
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白石 茂治 
ノースアイランド投資顧問株式会社　代表取締役

半世紀にわたり日本の金融に従事。山一投資顧問、ソシエテジェネラル時
代は企業アナリスト、ストラテジストとして活躍。日本初のオイルマネー
の運用担い手として金融発展にも貢献。山一投資顧問時代は日本版ラップ
口座の企画開発など、個人投資家の市場参加への開発にも注力した。これ
まで、参議院自民党政策審議会など日本の中枢を司るメンバーの金融教育
を担当してきたほか、現在も TV や新聞等のメディアで活躍中。

　国際通貨基金（IMF）の世界経済見通しは 2020 年

（実績値）▲ 3.1％、2021年 5.9％、2022 年 4.9％、

2023 年 3.6％。過去 40 年平均は 3.4％で、2023 年

以降も 3％台後半の成長を維持したいものです。コロナ

の第６次流行を世界の総力で阻止するしかありません。

　懸念材料は二つ。一つはインフレ懸念です。中央銀

行による緩和政策の緩やかな縮小と、再生エネルギー

と水素発電への期待を高め原油価格の上昇を抑える必

要があります。もう一つは政府債務残高の増加です。

国内総生産（GDP）比の債務残高は 2020 年代半ばま

で高止まりを続けます。新興国には IMF 特別引き出し

権を優先的に振り向けたいところです。

　国別には米国の経済構造の変化に注目です。シェー

ルオイルの登場でエネルギー自給率は 100％に達し、

交易条件も改善し輸出超に転じました。つれて NY 株価

も好調ですが、幾つかの指標で過熱感が出ており一度

は 20％程度の調整があるでしょう。ただ米国はデジタ

ルトランスフォーメーション（DX）社会の主役であり、

押し目には世界の投資家の資金が集まると思います。

　中国は歴史決議が採択され習近平政権が長期化しま

す。国進民退政策も強化され、民業が圧迫されています。

留学組がリードしてきた技術革新が滞るようなら、潜在

成長率の 5％維持が難しくなる可能性が懸念されます。

（１） 世界経済は復調気配だが、　　       
国別には明暗が

2022 年 経済とマーケットの見通し

　IMF の日本経済見通しは 2020 年（実）▲ 4.6％、

2021 年 2.4％、2022 年 3.2％、2023 年 1.4％と、

先進国では最も低い伸びです。ただ岸田政権の 56 兆

円の緊急経済対策、設備投資と関連が強い中期の経済

循環の上向き、目先の円安効果などからこの予想を少

し上回っていくと思います。

　国際経営開発研究所（IMD）の世界競争力調査では

（２） 日本経済の低成長脱出には　　　　
岸田政権の決断を

31位と低く、労働生産性の向上もなかなか進みません。

世界で最も早く少子高齢化に直面している日本は、デ

ジタル技術の向上、高齢者の労働力化、駅近の託児所

増設など、本格的な人口対策を推し進め、世界に範を

示す必要があります。

　岸田政権は国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会

議（COP26）で温暖化対策に後ろ向きな国に与えられ

る化石賞を受けるという不幸なスタートでしたが、茂

木幹事長や林外相という優秀なスタッフの働きで徐々

に力を発揮してきました。議長国となる日米豪印戦略対

話（Quad ＝クアッド）での活躍を期待します。

　為替の決定要因は複雑に絡み合っていますが、2021

年の円安は中央銀行の意思決定の違いが影響しました。

日銀は物価が動かないことで金融政策は不変。米国連

邦準備制度理事会（FRB）はインフレ懸念で量的緩和

を転換。ただ物価差を勘案した購買力平価の考え方で

は、理論値は 1ドル =100 円に近く、2022 年は波乱

含みながら緩やかな円高に転じると予測します。

（３） 為替は円安に動いたが、　　　　 
徐々に円高基調に

　日本株は 2020 年 3 月の安値からは 85％上昇しま

したが、世界主要国の動きには追い付けませんでした。

株価キャッシュフロー倍率（PCFR）では18,000 円（日

経平均換算）も割安ですが、日本の構造改革の鈍さか

ら海外投資家の日本株投資に少し迷いがあります。た

だ日本の個人投資家の市場参加は確実に上向いている

点に注目します。

　家計の金融資産のうち日本株は 13％と、米国の三分

の一の水準に止まります。2022 年はコロナ禍の再燃懸

念、NY 市場の調整予測など波乱のスタートとなります

が、NISA などで若・中年層の日本株投資が活発になり、

日本株市場が上向いていくことを期待します。

（４） 日本株の動きは悪いが、　　　　　　
個人の市場参加に期待

※上記コラムは、2021年 11月28 日現在の白石氏の見解をまとめたものであり、一つの見方としてご一読ください。
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深野康彦の投資道場
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Ⓒ Know's i-land, Inc

有限会社ファイナンシャルリサーチ

代表　深野康彦

メディアやセミナーなどを通じて、資産運用
のほか、住宅ローンや生命保険、あるいは税
金や年金などのお金周り全般についての相談
業務や啓蒙を幅広く行う。日本経済新聞夕刊「投信番付」のほか
連載多数。オールアバウトではマネープランクリニックを担当の
ほか、さまざまな分野のガイドを行っている。

「ETF には経済合理性が
働かないケースもあり？」

銘　　柄　　名 運用管理費用 1 日当たりの売買（口）

ダイワ上場投信ー日経 225 0.176% 　52,538

日経 225 連動型上場投資信託 0.198%  189,644

i シェアーズ日経 225ETF 0.1155% 15,888

上場インデックファンド 225 0.2475% 38,784

MAXIS 日経 225 上場投信 0.187% 23,133

One　ETF　日経 225 0.1705%  5,224

SMDAM 日経 225 上場投信 0.154% 　878

上場インデックスファンド 225（ミニ） 0.2475%   1,071　

NZAM 上場投信日経 225 0.1485% 　　 625

iFreeETF 日経 225 上場投信 0.132% 　9,276

複数銘柄が上場する ETF は売買高に注意

あらためて考えたい
ETF のメリット・デメリット

　東京証券取引所に第 1 号銘柄「ダイワ上場投信―

トピックス」など TOPIX（東証株価指数）連動、日

経平均株価連動の各 2 銘柄ずつ合計 4 銘柄が上場

（2001 年 7 月 13 日）してから 2021 年で 20 年

周年を迎えた ETF（上場投資信託）。毎月定額で積み

立てることが難しいというデメリットはあるものの、

運用管理費用（信託報酬）の低さから投資コストに

敏感な投資家の支持を年々高めているようです。運

用期間が長くなればなるほど、投資コストが運用成

績に与える影響は大きくなることから、より効率的

な運用にこだわる投資家ほど、確実に予測できる運

用管理費用の低さに注目するわけです。

　効率的な運用、言い換えれば「経済合理性」とも

いえるのですが、一部の ETF には経済合理性が効

いてないことが見受けられるのです。図は日経平均

株価に連動する全 10 銘柄の 2021 年 11 月の 1 日

当たりの平均売買高です。分配金の支払い頻度など

に多少の違いはありますが、連動する株価指数は全

て同一です。ETF やインデックスファンドは、同

じ指数に連動する商品であれば経済合理性の観点か

ら投資コストが最も低いものに人気が集まるはずで

す。事実、昨年から人気を集めている米国の株価指

数「S&P500」に連動するインデックスファンドは、

運用管理費用が最も低い三菱 UFJ 国際が運用する

　ところが日経平均株価に連動する ETF、図を見て

おわかりのように運用管理費用が年率 0.1155％（税

込み）と最も低い「i シェアーズ日経 225ETF」の売

買高が最も高いわけではないのです。調べてみると

2021 年 11 月だけが低いわけではなく、恒常的に

4 ～ 5 番手に甘んじているのです。トップの銘柄と

比較すると、その売買高は概ねトップの 1 ～ 2 割程

度に過ぎないのです。 

　この状況から考えられるのは、ETF へ投資する投

資家は運用管理費用などの投資コストよりも流動性

に注目して銘柄を選択していると思われるのです。

流動性が劣る銘柄だと需給要因により、指数との乖

離が大きくなってしまうリスクが高まることから、

投資コストよりも指数との連動性の高さを重視して

いるわけです。投資コストの低さ、あるいは流動性

の高さ、どちらを重視するのかは投資家自身のスタ

ンスによると思われることからどちらが正しいと言

い切ることはできないでしょう。ただ、同じ指数に

連動する ETF が複数上場している場合は、投資コス

トだけではなく、売買高なども確認して総合的にど

の銘柄を選ぶのが良いのかを判断するようにするべ

きでしょう。

重視すべきは
投資コストの低さか流動性の高さか

※東京証券取引所が公表
している ETF の売買高を
1日平均にしたもの

（2021 年 11 月 1 ヵ 月 間
の立会売買高を営業日数
で割って計算）

「eMAXIS Slim 米国株式（S ＆ P500）」への資金流

入が突出しているのです。
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2021 年
今年も大変お世話になりました

　年明け早々の緊急事態宣言からスタートした 2021 年も残りわず

かとなりました。無観客試合が多かったとはいえ無事に東京オリン

ピック・パラリンピック大会が開催され、日本選手のメダルラッシュ

に大いに盛り上がりました。世界中の選手たちの熱戦をテレビの前

から応援された方も多かったことでしょう、現在は屋外のサッカー

などの試合では、感染防止対策を施しながら定員を制限する措置を

撤廃しての観戦が再開されています。マスク着用、手拍子や拍手で

の応援、声援禁止、などルールは多いですが、それでもスタジアム

で生の試合が見られるようになったのは大きな一歩を踏み出したと

言えるでしょう。このような応援スタイルがこれからのスタンダー

ドになっていくのでしょうか。

　さて、東京駅周辺のクリスマス、今年も丸の内仲通りの街路樹の

イルミネーションはとても素敵です。その下では、MARUNOUCHI 

STREET PARK というその名の通り、ビリヤード台やゲームコー

ナー、ストリートピアノのライブパフォーマンス、と通りのそここ

こにたくさんのお楽しみスポットが点在しています。また、丸ビル

をはじめとする丸の内界隈の今

年のツリーのテーマは「ハリー・

ポッター　魔法ワールドからの贈り物」。ライティングショーで表現される世

界観は、本物の魔法に操られたものたちが音に合わせて飛び回っているよう

です。来年こそは、コロナ禍が終息することを願って「Merry Christmas ！」

1丸ビルのクリスマスツリーは、音楽に合わせてキャンドルが飛び
回ったり、魔法生物が飛び出したりする、３D ホログラムディスプ
レイを使ったライティングショーが見どころ。12 月25日までの毎
日、17 時から21時まで10 分おきにショーが開催されています。
2 投函すると炎が立ち上がるポストや、音と光で輝くポストから
メッセージを送ってみては？
3 ストリートピアノの演奏には密を避けるため人だかりにはなって
いないものの、しばし足を止めて耳を傾けている人がたくさん。
4丸の内仲通りが公園に！　ゲームスポットで遊べます。
5丸ビル地下1階のカヌレ専門店「立町カヌレ」では、クリスマスシー
ズン限定のホワイトチョコを使用した「ホワイトカヌレ」を販売中。
サンタクロースと雪の結晶の 2 種類のトッピングが楽しめます。
6 三菱一号館美術館前の庭には「Tree of Hogwarts Letters」と名
付けられた、魔法ワールドからの手紙のクリスマスツリーが夜空に
浮かび上がっています。


