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第１８回資金運用委員会 

平成２３年１２月５日（月） 

 

 

【吉田事務局長】  定刻となりましたので、ただいまから第１８回資金運用委員会を開

会いたします。 

 議事進行につきましては、浅野会長にお願いいたしたいと存じます。 

 それでは浅野会長、よろしくお願いいたします。 

【浅野会長】  それでは議事に入ります。 

 本日は、答申についてご議論いただくことになっておりますが、その前

に、前回の委員会において各委員からご意見がありました事項について、

事務局から報告と説明をいただきたいと存じます。 

 まず、はじめに、「平成２３年度の上半期資産別信託運用の収益率」と「連

合会保有債券の状況」について、事務局より報告をお願いします。 

【鈴木運用管理課長】  最初に、「平成２３年度上半期資産別信託運用の収益率」でござ

います。こちらは、前回の資金運用委員会でご指摘いただいたとおり、ア

クティブとパッシブにそれぞれ分けて、収益率を掲載しております。 

 最初に、国内債券です。こちらのパッシブについては、平成２３年４月

から９月までマイナス０.８４％となっております。国内債券の全体像の特

徴としましては、地方債が４割強となっていることと、年限にやや偏りが

見られることです。全体として５.１兆円余り、修正デュレーションが６.

７３年となっており、NOMURA-BPIラダー２０年の９.０４年と比べ、短

くなっていることから、金利が低下する局面ではベンチマークに劣後する

ものです。 

 連合会が保有する債券は大きく３つに分けられます。１つ目が、委託運

用機関に運用を委託しているラダー構築ファンド、２つ目が、連合会がみ

ずから債券を運用する自家運用ファンド。これらは、償還元金及び利金を

活用して、２０年ラダーの構築を計画的に行っています。３つ目が、事業

債特化型の国内債券アクティブファンドであり、NOMURA-BPI extended

事業債をベンチマークとして、運用機関に運用を委託していますが、総額
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は５００億円余りにとどまっています。繰り返しになりますが、連合会保

有の国内債券については、ベンチマークであるラダー２０年の構築に向け

て計画的に取り組んでいます。 

 一方で、被用者年金一元化の議論もあり、GPIFを初め、他の公的年金

等がNOMURA-BPI総合をベンチマークとしていることを踏まえて、時間

をかけて徐々にラダー２０年の構築を行っているところです。 

 国内株式と外国株式については、アクティブファンドで超過収益が若干

マイナスになっております。これは、８月から９月にかけて、国内、海外

株式市場が大幅に下落した局面において、個別企業のファンダメンタル分

析に基づくアクティブファンドの銘柄選択が有効に機能しなかったことに

よるものです。しかし、１０月は、相場が大きく回復した中で銘柄選択が

機能し、４月から１０月までの年度通期では、国内株式アクティブがマイ

ナス０.２４％に、外国株式ではマイナス０.６６％に改善をしております。 

 外国債券につきましては、すべてシティグループ世界国債インデックス

に連動するパッシブ運用となっていますが、欧州債務危機に対応するため、

ポルトガル、アイルランド国債を非保有としているために、若干の超過収

益率が計上されているところです。 

 以上でございます。 

【浅野会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの報告について、ご意見、ご質問等がございました

ら、お願いいたします。いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 はい、どうぞ。 

【臼杵委員】  今ちょっとご説明があった点と関連するんですが、外国債券で、欧州の

債券が最近いろいろ問題になっていると思うんですけれども、一定の格付

以下になれば自動的に委託先はそれをポートフォリオから外しているとい

う、そういう理解でよろしいでしょうか。 

【鈴木運用管理課長】  基本的に、パッシブ運用においては、要するにベンチマークか

ら外れれば外すということになっていますけれども、今回、我々が委託し

ているファンドについては、それよりも早く、資産価値の保全のためとい

う形で外しております。 
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【浅野会長】  今ので、ついでに。それは、委託先が判断して外したのか、それとも、

連合会のほうからそう指示されたのか。 

【鈴木運用管理課長】  基本的には、委託先のほうの判断で外しております。 

【浅野会長】  そうですか。ありがとうございました。 

  よろしいですか。 

【臼杵委員】  はい。 

【浅野会長】  ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、ないようですので、次の議題に移りたいと思います。 

  まず、「現行基本ポートフォリオの下方リスクについて」、「基本ポートフ

ォリオ策定における各アセットクラスのリスク推計期間について」、「日本

国債の金利上昇リスクについて」、「リスクに着目したポートフォリオの検

証について」、「国内株式インデックスについて」、いずれも、前回、問題が

指摘された、あるいは説明が、資料等、十分でなかった分についての補足

でございます。 

  事務局より一括して説明をお願いいたします。 

【事務局（徳永）】  それでは、「現行基本ポートフォリオの下方リスク」についてご説

明いたします。 

 昨年と同様の手法により、リーマンショック時を含む期間が１００分の

１の確率で出現するように確率調整をした、ブートストラップシミュレー

ションの結果でございます。今年度の検証において推計した期待リターン

等を使用した場合の数値は、５年累積リターンの「下側５％」の水準はマ

イナス２.２０％となりました。ヒストリカルデータを用いた場合では、５

年累積リターンの「下側５％」の水準はプラス０.５０％となり、プラスと

なりました。 

 今回、期待リターンが正規分布に従うとしたモンテカルロシミュレーシ

ョンを行ったところ、マイナス２.７８％となり、ブートストラップシミュ

レーションでのマイナス２.２０％のほうが高くなるという結果となりま

した。本来であれば、ブートストラップシミュレーションのほうがマイナ

ス幅が大きいと考えられますが、結果が逆転したのは、リーマンショック

の発生確率を１００分の１としたことによるものと考えられます。 
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 こうしたことから、今回の試算を改めて行ったものでございます。 

 まず、モンテカルロシミュレーションにおいて、今回の検証で推計した

リターン等を用いた場合と、基本ポートフォリオ策定時の期待リターン等

を用いた場合とを比較すると、今回の検証で推計したリターン等を用いた

場合のほうが、５年累積リターンの「下側５％」の水準が高くなりました。

これは、今回の検証で推計したリターンのほうが、現行基本ポートフォリ

オ策定時の期待リターンを上回ったためでございます。 

 次に、ブートストラップシミュレーションで確率調整なしの場合と確率

調整ありの場合を比較いたしますと、確率調整なしのほうはマイナス４.

３５％、確率調整ありのほうはマイナス２.２０％で、確率調整ありのほう

が５年累積リターンの「下側５％」の水準が低くなりました。 

 さらに、モンテカルロシミュレーションと確率調整なしのブートストラ

ップシミュレーションを比較をいたしますと、モンテカルロシミュレーシ

ョンではマイナス２.７８％、確率調整なしのブートストラップシミュレー

ションではマイナス４.３５％となり、シミュレーションの性格上、当然の

結果ではございますが、ブートストラップシミュレーションのほうが５年

累積リターンの「下側５％」の水準が低くなりました。 

 結論でございます。今年度の検証では、現行基本ポートフォリオ策定時

と異なり、１００年に１度と言われたリーマンショックについて自然体で

評価した上で、確率調整を行わず、かつ、期待リターンを使用してブート

ストラップシミュレーションを行ったところ、５年累積リターンの「下側

５％」の水準はマイナス４.３５％と、大きな下方リスクが確認されました。 

 この結果を踏まえまして、今後の基本ポートフォリオの運営に当たって

は、下方リスクについて一層留意の上、管理を行っていくことといたしま

す。 

 次に、「基本ポートフォリオ策定におけるリスク推計期間」についてご説

明いたします。 

 前回の資金運用委員会において、リスク等の推計に当たって、どのぐら

いのデータ期間をとるのが最適であるか検討してはどうかとのご指摘をい

ただきました。 
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 各アセットクラスにおいて、ある時点における過去５年間及び過去１０

年間の２つの期間それぞれの過去データに基づき、推計リスクを算出いた

しました。また、同じ時点から５年間及び１０年間運用した場合のリスク

を実績リスクとして算出し、両者がどの程度フィットしているか、比較を

いたしました。 

 円貨建株式の結果でございます。 

 まず、５年間の結果です。推計リスクと、実績リスクを比較いたします

と、両者の差はかなり大きいものとなりました。１０年間の結果につきま

しても、５年間のデータを用いた場合ほどではないものの、推計リスクと

実績リスクの差は生じました。 

 他のアセットクラスにつきましても同様の結果となりました。 

 結論でございます。過去の比較的短い一定期間のリスク水準が、その時

点から将来にわたっての一定期間のリスク水準を示唆するという結論には

至りませんでした。したがって、長期的な資産運用を前提とする基本ポー

トフォリオの策定に当たっては、ある程度、長期間のリスクを用いること

が適切であると考えられます。 

 次に、「日本国債の金利上昇リスク」について、ご説明いたします。 

 前回の資金運用委員会において、基本ポートフォリオの検証において国

内債券の期待リターン・リスク等の推計に関連し、財政破綻等による金利

上昇リスクについて検討したほうがよいのではないかとのご意見を賜りま

した。 

 まず、問題意識ですが、欧州では、国家の債務問題から国債の利回りが

上昇しております。日本では、まだ目立った債務問題は顕在化していない

ものの、債務残高はGDP比で２００％を超えており、楽観視できない状況

にございます。そこで、国の経済規模等を考えて、ギリシャ国債の格下げ

後のイタリアの状況を参考とし、日本で同様の事態が起きた場合のシナリ

オを作成いたしました。 

 ２０１０年１月以降のイタリア、ドイツ等の１０年物国債の利回りの推

移でございますが、２００９年１２月末から２０１１年１０月末までの間

に、イタリア国債とドイツ国債のスプレッドは、０.７６％から４.０７％
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に３３１bp拡大いたしました。この数値を円貨建債券の利回り上昇幅とい

たしました。なお、１１月に入ってからもスプレッドは拡大しておりまし

て、１１月２５日時点では４.８０％と、１０月末に比べてさらに７３bp

拡大いたしております。 

 次に、２０１０年１月以降の株式、為替の推移でございます。２００９

年１２月末から２０１１年１０月末までのMSCI Italyのユーロベースは、

マイナス２２.６７％となりました。この数値を円貨建株式の下落率といた

しました。 

 次に、ユーロ円の為替の推移でございます。２００９年１２月末から２

０１１年１０月末までのユーロ円は、プラス２２.８０％となりました。外

貨建債券の利回りにつきましては、自国の金利上昇の影響をどの程度受け

るかについては推計が難しい面がございます。したがいまして、金利の変

動については考慮せず、このユーロ円の為替変動であるプラス２２.８０％

を、外貨建債券の上昇率といたしました。 

 次に、ユーロ圏を除いたMSCI Worldの推移でございます。２００９年

１２月末から２０１１年１０月末までのユーロ圏を除くMSCI Worldのユ

ーロベースは、プラス１６.４２％となりました。この数値を外貨建株式の

上昇率といたしました。 

 先ほどご説明いたしましたシナリオが起こった場合の、長期給付積立金

への影響を試算いたしました。結果、９月末時点の長期給付積立金約８兆

８,０００億円は約７兆７,０００億円と、約１兆１,０００億円の減少とな

りました。なお、先ほどの１１月２５日時点でのスプレッド拡大の影響も

含めますと、長期給付積立金は約７兆６,０００億円となり、約１兆２,０

００億円の減少となりました。 

 結論でございます。日本において、財政破綻等による金利上昇が起こっ

た場合であっても、短期的には給付に影響はないと考えられるものの、長

期給付積立金は大幅に縮減することが予想されるため、こうした状況への

対応策を検討する必要があると考えられます。 

 次に、「リスクに着目したポートフォリオの検証」についてご説明いたし

ます。 
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 前回の資金運用委員会では、リスクに着目したポートフォリオの検証を

行いました。検証に当たっては、基本ポートフォリオ策定時のリスク及び

過去５年ローリングリスクを用いました。この際、委員より、５年ローリ

ングリスクについては、直近のデータに比重がかかる方法によっても試算

を行ってはどうかというご指摘を賜り、試算を行いました。 

 まず、１９９０年１月から２０１１年７月のうち５年間分のデータを用

い、直近のデータに比重がかかるよう減衰による方法と、減衰をさせない

方法の、２つの方法で各リスクの推計を行いました。 

 この推計結果を月ずらししながら用いてリスクベースのポートフォリオ

を構築いたしました。こうして構築いたしましたリスクベースのポートフ

ォリオを、国内株式市場の上昇局面と下落局面に分け、その期間において、

構築したリスクベースのポートフォリオを用いて、毎月、資産配分比率を

見直しながら運用するバックテストを行いました。 

 減衰ありと、減衰なしとを比較いたしますと、全期間のところで、減衰

ありのほうが、どのポートフォリオについても、リターン／リスクが高く

なりました。また、全期間のところで、GMVポートフォリオの「最小分散」

ポートフォリオの、リターン／リスクが、減衰ありの場合でも、減衰なし

の場合でも、他のポートフォリオと比較し一番高くなりました。 

 続きまして、「国内株式インデックス」についてご説明いたします。 

 TOPIXが国内株式のベンチマークとして持つ問題点といたしまして、①

TOPIXは流動性に難がある小型銘柄を多く含むため、銘柄入れ替え時にか

かるマーケット・インパクト等のコストがリターンを押し下げるのではな

いか、また、②TOPIXの投資対象銘柄が東証一部上場全銘柄に限定されて

いる、すなわち、市場カバー率が限定されているため、収益機会を逃して

いるのではないか、といったものが挙げられます。 

 そこで、他のインデックスにつきまして調査を行いました。 

 まず、TOPIX1000の流動性につきましては、TOPIXと比較いたします

と改善が期待できる一方、市場カバー率については、東証一部上場銘柄を

投資対象とするため、TOPIXと変わりはございません。 

 Russell/Nomura Prime、S&P500 Japan、MSCI Japanについては、東
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証一部以外の市場も対象にし、小型の流動性銘柄を排除するルールを適用

しており、冒頭に申し上げました流動性や市場カバー率の問題点を克服し

得るインデックスであると言えます。 

 一方で、各インデックスのリスク・リターンの状況でございます。１９

９８年９月から２０１１年１０月までの全期間におけるリスク当たりのリ

ターンは、一部のインデックスで改善をいたしておりますが、どのインデ

ックスもTOPIXと差異はほとんど認められないという結果になりました。 

 また、別の側面として、S&P500 Japan及びMSCI Japanの両指数につ

いては、先物がない点においてはTOPIX対比で流動性制約があるなどの課

題も残っております。 

 以上の調査結果を総合的に考えますと、今すぐに政策ベンチマークを変

更する必要はないと思われます。ただし、リスク・リターン特性の改善が

見込める可能性はあるため、今後も継続的に調査及び注視をしたいと考え

ております。 

 以上でご説明を終わります。 

【浅野会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等がございま

したらお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

【宮井委員】  「基本ポートフォリオ策定における各アセットクラスのリスク推計期間

について」のところで、ある程度長期間のリスクを用いることが適切であ

るとあるのですが、ここで言ってる、ある程度の長期が必要だというこれ

は、もうちょっと具体的に言うと、１０年ぐらいは必要だということなん

でしょうか。 

【浅野会長】  どうでしょうか。 

【岡田財務部長】  今回の推計、この試算におきましては、５年と１０年という固定し

た期間、また、過去５年を将来５年という、そこがフィットしているかど

うかという観点で行ったものでございまして、非常に単純な試算を行った

ものでございます。結論といたしましては、私どもといたしましては、単

純な試算という制約のもとではありますけれども、短い期間よりできるだ
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け長い期間、現行基本ポートフォリオをつくったときの２０年、こういっ

た長い期間のほうが、単純に出すという点では適切ではないかと考えてい

るところでございます。 

【浅野会長】  いいですか。 

【宮井委員】  はい。 

【浅野会長】  私も、この点について少しコメントさせていただきます。リスクを５年

ぐらいで計ると、逆に出てしまうようです。周期性があるのかどうか知り

ませんが、そんな感じがしないわけでもありません。 

 したがって、リスクに着目したポートフォリオの検証でも、５年で減衰

なしでやると、かえって変な結果というか、あまりいい結果が出ないとい

うことになります。リスクに着目したポートフォリオというのは、リスク

は変化しているから、それをうまくとらえてポートフォリオを変えてやっ

たらいいのではないかという考え方から出ているのですが、リスクは中期

的に見ると周期的に変化して、うまく行かないということなのでしょう。

短期的には持続するというような傾向があるから、減衰というか、足元の

ウエイトを高くして、遠くのウエイトを低くするというような、そういう

リスクの推計の仕方をすると、少し改善されて、基本ポートフォリオをず

っと持ってるよりもよくなるというような傾向が出るのではないでしょう

か。 

 ですから、長期でリスクを推計して、それで基本ポートフォリオをずっ

と維持していくのか、あるいは、リスクを短い期間でとらえて、それに合

わせて対応していくのかという、こういう問題になってくるのではないか

と思います。 

 短期的な変化をどの程度とらえて織り込んでいくのか。そういうことを

やらないのだったら、やはり長期でリスクをとらえる必要があるというふ

うに思いました。私のコメントを含めて、ご意見をお聞かせいただけると

ありがたいですが、いかがでしょうか。 

【甲斐委員】  今の浅野先生のコメントも含めて考えるのですけれども、要するに、長

期のリスクが適切であるということも含めて、ということは、短期のリス

クの状況と長期のリスクの状況というのが異なるということですよね。そ
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うすると、やっぱり、どの程度の運用期間を対象にするかが最も重要な考

え方で、その運用期間、例えば今後５年間あるいは３年間ということであ

れば、それをターゲットにした過去の推定がどうあるべきかということで、

やっぱり、物事の始めとしては、対象とする運用期間が何年であるかとい

うようなことがまず先にあるべきだと思います。何か、対照的に５年と５

年、１０年と１０年と合わせたというのは、あまりそこは意味がないよう

に思いますし。 

  浅野先生のコメントも、そういうところを、運用期間の話を決めないと、

なかなか答えが出てこないように思うんですけど。 

【浅野会長】  ありがとうございました。 

  これは、答えをというようなものではないので、ほかの方のご意見を聞

いて、それを踏まえてまた考えていただくということにします。 

【芹田委員】  今の点、甲斐先生の点とは別に、浅野会長のご提示の、状況に応じて相

場環境がかなりシクリカルに動いていくという状況においては、基本ポー

トフォリオというのは、長期ではある程度１つとして考えなければいけな

いけれども、ダイナミックなポートフォリオを考えて、短期的に調整し得

る余地があるということが１点です。 

 あと、もう１つ、先ほどの下方リスクのことに関しても、先ほどの確率

調整をするかしないかというところでかなり大きな差が出ているというこ

とになりますと、下方リスクをどのように認識し、一時的に、ある程度基

本ポートフォリオから乖離させていくかということも含めて、どう運用し

ていくかを、少し考えていく余地はあるのではないかと思うのですがいか

がでしょうか。 

【臼杵委員】  確かに、リスクというのがある程度シクリカルな動きをしているという

ことなんだと思うんですが、実際に、ただ、フォワードルッキングという

か、ある程度、今リスクが高くなってるかどうかというのをどのぐらい前

もってわかるのでしょうか。機動的にダイナミックにやるとしてもマーケ

ットの後追い的になってしまうということがないかどうかというのは、や

や、そういう場合にどうなんだろうかという疑問があります。 

  私自身は、むしろ、さっきお話が出ました下方リスクのこととか、日本
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の国債の金利上昇リスクということからすると、今回は見送りということ

なのかもしれませんが、もう少し、オルタナティブも含めた資産対象、投

資対象の多様化によって少しリスクを分散する、例えば海外の不動産です

とか一部のヘッジファンドとか、そういうものを含めて、どの程度効果が

あるかどうかはまた議論のあるところだと思いますけれども、そういうこ

とも少し考えていいのかなと、思っています。 

【宮井委員】  ここで我々がやってきたのは、長期のリスクを使って基本ポートフォリ

オをつくろうということでした。ただし、最近ちょっとボラタイルなので、

下方リスクの下げの状況を確認して、それを考慮したポートフォリオを選

ぼうというような考え方だったと思います。ただ、リスクもやはり、結局、

今後５年か１０年かの期待リスクということですから、やはり期待値であ

るので、過去２０年のデータを用いることで決まりというのではなくて、

いろいろ分析する余地は当然あるのではないかと思います。私は、どちら

かといえば、浅野会長から話がありましたが、過去のものと直近のものを

うまく組み合わせて、ただし、そのときには投資期間、５年なのか１０年

なのかというのも当然絡んでくるんですけれども、その辺の分析を続けて

いく必要があるんじゃないかなと思います。 

【浅野会長】  どうでしょう。これはすぐ結論が出るというものではなくて、今出た意

見等を参考にして、今後さらに継続的に、リスクをどうとらえるのか、そ

れに対してどの程度対応がとれるのか、検討していくということですね。

実際、組織で基本ポートフォリオをつくって運用していくという今までの

やり方の中に織り込めるのか、あるいは、そのやり方、リスクが変化する

のをとらえてもとても対応はできないので、別のやり方をしないという、

多分、かなり根本的な問題になってくると思います。今いただいたご意見

を参考にしながら、継続的にやはり検討していっていただくのがよろしい

のではないかと思います。 

 何か、事務局のほうでお考えがございますか。 

【岡田財務部長】  非常にいろいろな、多面的なご意見をいただいたところでございま

すので、検討させていただきたいと思います。私ども、基本的に長期とい

うことで、一定のリターンを上げていくということでございますけれども、
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先ほどありましたように、ダイナミックな運用ができるかどうか、あと、

投資対象資産の拡大、運用期間の考え方、過去のリスクの見方、さまざま

な論点をいただきましたので、検討させていただきたいと考えております。 

【浅野会長】  最後に、さらに今の事務局の回答を踏まえて、何かこれだけは言ってお

きたいというようなことがございましたらお願いします。 

  よろしいですか。 

【宮井委員】  今、ここでいうリスクというのは、多分、相関係数も入れてということ

でよろしいですね。 

【岡田財務部長】  はい。 

【宮井委員】  はい、確認です。 

【浅野会長】  それでは、次の事項に移りたいと思います。「SRI･ESG投資について」

ですね。 

【芹田委員】  その前に、１点だけ、ちょっと質問あるいは意見があります。 

 日本国債の金利上昇リスクということに関して、イタリアの状況を参考

に非常に重要な試算がなされたということから、これについて対応策を検

討する必要があるというのは、これはもっともな結論だと思います。しか

し、今の年金基金の運用においては、やはり日本国債及び日本株式のウエ

イトをどうしても高くせざるを得ない。また、それに関して、短期的な取

引によって大きくウエイトを変更するということは、現実的には非常に難

しい。よって、現実的な対応という点に関しては、対応策を考える場合に、

連合会の基金としての限界というものがどうしてもあるように思います。 

 その点について、皆さん、どのように思われるでしょうか。 

【浅野会長】  確かに、ここで計算して１兆円ほど損が出ますよというだけで、何か対

応策をとらないといけないということなんでしょうけど、じゃあ何ができ

るか。あるいは、このシナリオが起こった場合には１兆円の損が出るのだ

けれども、それは一時的で、その後カバーできるのであればいいという考

え方もできるわけですから、そのあたりをどう考えるかということになろ

うかと思いますが、どうでしょう、皆さん方。 

【甲斐委員】  先日もお話ししましたが、債券という資産のメリットというのは２つあ

ると思います。１つは、大きくはないけれども確実に収益を生むという、



 -13- 

そういうのが１つ。もう１つは、負債との相性がすごくいいという、そう

いう資産があると思うのですね。その２つのメリットのうち、最初の、要

するに収益資産として考えると、明らかにハイリスクのゾーンに移ってい

るということだと思うので、まさにハイリスク・ローリターンの資産にな

りつつあるという、そういう認識を持たないといかんですね。 

  そこにあまり魅力がないとしたら、２つ目の、ライアビリティとの関係

ですよね。やっぱりサープラスを管理する上で債券がなくてはならないと

いうようなところ――いつもの議論に戻りますけれども、そこがはっきり

しないということは重々承知の上で、やっぱり何らかのサープラスという

考え方も入れざるを得ないと。入れないともう債券はなかなかもてないと

いう感じがするのですけどね。そこは、大変厳しいですが、何とかそうい

うものが想定でもつくっていただけないでしょうかというのが、私の意見

です。 

【浅野会長】  金利が上昇した場合には、債務との関係で言えば、債務もきっと減って

いるだろうから、ということですね。ただ、それがインフレを伴うように

なると債務が増えてしまうから、微妙な問題はあるのですが、やはり、債

務との関係でリスクをとらえれば、国債を持っていてもいいのではないか

という可能性がある。こういうことですね。 

  いかがでしょうか。 

【宮井委員】  そのとき、直近はないけれども、給付が収入を上回るような見通しや、

そういう危惧が、ここ５年、１０年後にあるというようなことがもう少し

具体化になってくれば、今の話につながるのではないかと思います。 

【浅野会長】  給付との関係での掛金、収支バランスがどうなるかということでとりあ

えず押さえるということですかね。 

  どうなんでしょうか、債務との関係で、あるいは掛金と給付の差額との

関係で、ポートフォリオのリスクをとらえるというような可能性、そうい

うことができるかどうかということですが。 

【岡田財務部長】  実際のオペレーションをさせていただいてます事務局といたしまし

ても、負債を認識するというのは非常に重要なことでございます。現状と

いたしましては、団塊の世代退職で年金がまた支給のほうが増える一方で、
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職員数が今どんどん減ってきておりまして、入ってくるほうが減るという

ようなことで、収支バランスとしては、今、出るほうが多いような状況に

なっております。来年度以降の試算をしているところなんですけれども、

状況としては、数千億円単位で外へ出ていくのかなということで、今、細

部を詰めておる状況でございます。 

  遠い将来まで収支差を見通すというのはなかなか難しいところではある

んですけれども、長期給付積立金の運用、年金の収支全体の収支管理とい

う意味でも重要ですので、なかなか１０年、２０年というところはつくれ

ないにしても、今後３年とか５年ですとか、その辺の収支の管理について

はきちんとはじこうということで、今、内部で作業をしているところでご

ざいます。まずは、収支差をきちんと把握するところから始めることを考

えております。 

【芹田委員】  甲斐先生のご指摘の債務面を考えるということが重要な点の1つである

と思いますが、やはり、もう１つ急速な信用格付の低下という、信用リス

クの増大というものに関する部分があると思います。イタリア国債であれ

ば、外国債券のポートフォリオから外せばいいというだけの話になります

が、その点に関することです。 

【浅野会長】  個人的な意見ですが、国債の投資を全くなしでというか、うんと減らす

ことも難しいのではないかと思います。そうなると、そういうリスクに短

期的に対応することはほとんど不可能でして、中期あるいは長期で見れば

吸収できるというようなポートフォリオにして、対応するぐらいしかでき

ないのではないでしょうか。 

 そういう点からいって、それともう１つ、ライアビリティの関係からい

って、ラダー型のポートフォリオは比較的、金利が上昇したときのキャピ

タル面でのロスが――実際、評価ロスを出すわけではないのですが――償

還を再投資したときの利回りが上がることによって吸収されるので、中期

で見ればかなりバランスがとれるということで、金利が上昇することに対

しても頑強ではないか、何かそういうたぐいのもので対応するしかないで

はないかなと思います。 

  ですから、その点を確認するために、ラダー型ポートフォリオの場合、
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何年ぐらいのタームの金利上昇であれば耐えられるとか、それ以上に金利

上昇した場合には追いつかないとか、見ておく必要があります。短期にし

てしまうと、利息が稼げないから、すぐ金利が上昇してくれればいいので

すが、５年ぐらいそのままだったりしたら、別の面で問題が出てきてしま

います。 

 そのバランスということでラダー型がよいでしょうが、金利上昇のリス

クが大きいようなときには、２０年はちょっと長いかもしれません。そう

いう議論の余地はあるかなと思っています。 

【芹田委員】  そうすると、そのようなラダー型ポートフォリオの金利リスクというも

のをどのように考えるかということを、具体的な対応策として考えると、

それらを含めて考えることが、重要で、現実的なところであり、限界的な

ところだと思います。 

【浅野会長】  そうですね。限界じゃないでしょうか。 

【浅野会長】  それと、先ほど臼杵さんがおっしゃったように、リスクの源泉というか、

多様化して分散効果をねらう。そのあたりかなと思いますが、やはり日本

国債が下落すると、なかなか対応はできないですね。運命共同体みたいな

ところがあるのではないかなと思います。 

【宮井委員】  そうすると、金利の影響をどう分析するべきかなんですが、現在、日本

の金利はすごい低いので、今後は、徐々に上がるのか、一気に上がるのか、

あるいは、上がった後またサインカーブみたいになるのかっていう、そう

いうシナリオでポートフォリオのラダー型の効果をシミュレーションする

のかなという気がするのが１つあります。 

  それから、もう１つは、先ほどの負債の話なんですけれども、公的年金

の負債を考えると、浅野先生が２年ほど前にやられたように、賃金上昇率

とそれから物価を一応負債というふうに定義をして考える、というのが１

つかなという気もします。 

【浅野会長】  インフレを伴わないで金利が上がってくれるのであれば、ラダー型で短

期的にはキャピタルロスがあったとしても、少し長い期間をとれば十分カ

バーできるのですが、インフレを伴ってくるとなると、これは難しいです

ね。物価連動国債みたいなものにしない限り無理ということになります。
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そういうものがほとんどないわけですから、対応が困難です。そうなると、

あとはリスクの源泉を分散するみたいなことですね。といっても、債券、

国債を減らすというのもなかなか難しいです。当面の利息を稼がなければ

なりませんので。 

【宮井委員】  リスクの源泉を多様化させるという、減らしてほかのリスクでリターン

をというところに、１つ、債券に似たような商品としてインフラ投資とい

うのがあると思います。今、日本ではあまり採用されてませんが、カナダ

のオンタリオ州の教職員年金のオマーズ（OMERS）で結構やっていて、

インフラといっても、新興国ではなくて先進国のインフラらしいです。 

 先進国は今、ご存じのように、ヨーロッパを中心に財政赤字を改善しな

いといけないのですが、一方で、インフラが結構古くなっており、それを

さらに国の負債で賄うと財政的に難しい状況にあります。そこをほかのお

金、つまり年金のお金をインフラ投資に向けられれば、年金としてもそこ

で安定的に債券のかわりにリターンが得られるという考え方です。 

 そのオマーズの人が言ってたのは、新興国じゃなくて先進国のインフラ

に投資をする方がリスクが低くて安定するということです。それで、彼ら

はインフラ投資の運営ノウハウがあるので、自分たちはお金も出し、しか

も、オペレーションのノウハウがあるので、日本の年金にもお金を出して

もらって、協力してやりたいようなことを言ってました。 

  私は、２つ動きがあると思っており、１つが、先進国が今、財政赤字で、

格付も下げられるということで、これから財政赤字を減らすような競争が

先進国で始まるんじゃないかなと思うのが１つです。それから、インフラ

というのは、環境問題も考えており、結構、ＣＯ２以外に、熱効率がいい

とか、多分そういうことにもつながるので、今後、オルタナの１つなのか、

債券のかわりなのかわかりませんが、投資対象として考えるのもいいのか

なと思います。 

【臼杵委員】  宮井さんのお話と大体重複するんですけれども、１つは、やっぱり、債

務というのはなかなか定義しづらいとすると、物価上昇率とか賃金上昇率

をベンチマークにすることになり、そうすると、長期的に購買力平価が当

てはまるとすれば、少し外債を増やしても、あるいは外貨建――まあ、株
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式は株のリスクがありますから、外債を増やすことによって、外債でもい

ろいろあると思うんですけれども、財政赤字による円安にある程度対応は

できるのかなということ。 

 それから、今の宮井さんの後で、オマーズ――すみません、私、教職員

と言いましたけれども、あれですね、オンタリオ州の職員のほうですね。

私も、さきほど海外不動産と申し上げましたけれども、そういう場合に、

ちょっとインフラみたいなものを頭に置いといて、多分、これから二、三

年の間に、特にヨーロッパでは、財政赤字を減らすために資産売却のよう

な動きが出てくると思います。ですから、どんどん投資するものではない

とは思うんですが、案件をきっちり見ていく中で、いいものがあれば投資

していくというのは、かなり、リスクの多様化という意味では、おもしろ

いのかなという気がしますけど。 

【浅野会長】  時間もあまりありませんので、大体これぐらいで打ち切りたいと思いま

すが、次の基本ポートフォリオの見直しは、二、三年先ですね。今までの

やり方が必ずしもベストではないし、いろんな問題があるので、特に我が

国の金利上昇リスクは多分、この一、二年は大丈夫でしょうが、その先に

は急に高まってくると言っていいと思いますので、それに向けて、リスク

にどう対応するのか、それは分散投資もあるし、同じものに投資するので

も、運用手法によってリスクに強いやり方がきっとあるでしょうから、そ

ういうものを継続してフォローしていって、ぜひ、次回の見直しのときに

は、基本ポートフォリオという概念自体も見直さないといけないかもわか

りませんが、そのときには、ある程度反映できるようにというか、対応で

きるようにしていただきたいと思います。 

  ということで、次の議題に移りたいと思います。 

  次は、「SRI・ESG投資について」ですが、まず事務局より説明をお願い

いたします。 

【事務局（細谷）】  それでは、「SRI・ESG投資」についてご説明いたします。 

  まず、SRI・ESG投資に係る基本的な考え方でございますが、「投資家は

社会的な責任を果たす企業へ投資すべきであるとの考え方（いわゆるSRI）

に加え、近年では、ESGに取り組む企業においては、経営上のリスクが軽
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減されるとともに、経営の持続性が確保され、ひいては社会全体の発展に

寄与するものと考えられております。連合会が、自らの果たす社会的な役

割を踏まえ、こうした企業に投資をすることは意義があると考えられる」

としております。 

  次に、実際の投資に当たって考慮すべき事柄でございます。第一に、ESG

評価の明確な判断プロセスに重点を置く観点から、投資判断プロセスが明

確となっているインデックスをベンチマークとして採用することとします。

また、SRI・ESG投資に当たっては、その判断プロセスを重視しつつも、

リスク管理を適切に行う必要があるため、パフォーマンス実績があり、

TOPIXから大きく乖離しておらず、一定のリスク管理が可能なインデック

スを採用することとします。 

  日本株式を対象とするESGインデックスの、具体的な銘柄選定プロセス

とそのリスク・リターンについてご説明いたします。 

  日本株を投資対象としたESGインデックスのうち、十分な調査に基づき

インデックスが構築されていることが確認できたものが２つございます。

１つ目は、FTSE4Good Japan Index。これは、イギリスのインデックス

ベンダー、FTSE社が発表しているインデックスで、ESG調査自体はイギ

リスの調査会社、EIRISが行っております。いま１つは、MSCI Japan ESG 

Index。こちらは、米国のMSCI社が自社でリサーチを行い、発表している

ESGインデックスでございます。両インデックスの基本的な考え方等につ

きまして、まず、FTSE4Goodは、ILOのコア基準や、国連グローバルコン

パクトなど、世界的に認められている企業責任基準に適合する企業を組み

入れる指数でございます。一方、MSCI ESGは、企業価値へのインパクト

が大きいESG要因に基づくリスクに焦点を絞り、そのESGリスクが相対的

に小さい企業を組み入れる指数でございます。 

 この両インデックスの相違点についてでございますけれども、まず

FTSEでは、あらかじめタバコや武器に関係する企業は除外した上で、評

価方法として、企業のESG問題への対応方針や開示状況などが一定の基準

を満たしているかどうかを評価し、基準を満たした企業のみをインデック

スに組み入れるというものでございます。片や、MSCIは、最初から特定
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の業種を除外することはせず、業種ごとに、企業価値への影響が大きい

ESG要因を数個程度設定した上で、そのESG要因に対するリスクの量と管

理能力を評価し、同じ業種内でより評価が高い、ESGリスクの小さい企業

を組み入れるというものでございます。 

 調査対象企業に対する考え方も、両インデックスで異なっております。

FTSEは、責任基準への対応を企業に促すエンゲージメントを行っており

ます。また、指数に採用されたか否かは、ホームページ上で公表されます。

一方、MSCI社は、調査の客観性を担保するという観点から、企業訪問は

必要最小限にとどめるとともに、エンゲージメントも行いません。組入れ

銘柄の公表もしておりません。 

 インデックスの構築方法としても、FTSEは業種構成比は調整せず、ESG

要因のみで銘柄を決めていきますけれども、MSCI ESGは、ベンチマーク

からのパフォーマンス乖離を抑制するため、業種構成比が大きく乖離しな

いよう構築されております。 

 この両インデックスの評価基準と評価項目の詳細ですが、FTSE4Good

の評価基準は、FTSEやEIRIS社以外の、学識経験者や運用業界関係者等

も含めたFTSE4Good方針委員会にて決定され、その選定基準はホームペ

ージ上に公表されております。一方、MSCIの評価基準は、同社が独自に

設定したもので、一般には詳細を公表しておりません。 

 次は、この両インデックスの銘柄選定プロセスの概要でございます。 

 その次にパフォーマンスをお示ししております。こちらは、前回の資金

運用委員会でも一部お示ししたものでございますが、過去３年間のパフォ

ーマンスで見ますと、FTSE4Good Japanは、TOPIXに対する超過収益が

年率でマイナス２.０％となっておりますが、MSCI ESGは、ほぼベンチマ

ーク並みとなっております。実績のトラッキングエラーも、MSCIのほう

が小さくなっております。 

 次に、インデックスの構成銘柄の情報をもとに、Barraモデルでリスク

を計測した結果を示しております。推定トラッキングエラーは、FTSEが

３.１７％、MSCIが２.２２％で、実績トラッキングエラーの値におおむね

近い数値となっております。リスクの内訳を見ますと、業種構成比の調整
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をしないFTSEは業種リスクが大きくなっております。 

 TOPIXに対するセクター別のアクティブウエイトをお示ししておりま

す。FTSEでは、金融セクターがTOPIXに対して１１.９４％と、著しいオ

ーバーウエイトとなっております。片や、MSCI ESGは、オーバーウエイ

トになっているセクターもございますけれども、総じてアクティブウエイ

トは一定程度に抑制されているという姿が見てとれます。 

 Barraのリスク特性は、両インデックスとも、企業規模で示しておりま

すサイズは、非常に大型寄りになっております。これは、両インデックス

のもともとのユニバースが大型株中心のインデックスであるためでござい

ます。サイズ以外のリスクファクターへのエクスポージャーは、総じて

MSCIのほうがベンチマークに近くなっております。 

 以上、ご説明したような点を踏まえまして、このたびは、リスク・リタ

ーンの管理の観点に特に着目し、MSCI ESGインデックスを選定すること

とし、それに追随するパッシブファンドを立ち上げたいと考えております。

このファンドは、パッシブファンドではありますが、TOPIXがベンチマー

クではないことから、連合会においては、国内株式アクティブファンドの

１つとしてパフォーマンスとリスクを管理していくこととします。なお、

パッシブ運用とすることにより、運用報酬の低減も図ることができるもの

と考えているところでございます。 

 以上で、SRI・ESG投資に関する説明を終わります。 

【浅野会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの報告について、ご意見やご質問等がございました

らお願いいたします。 

【甲斐委員】  １点、質問させていただきたいのですが、TOPIXとの比較表が記載され

てありますが、収益率だけでなくて、例えば相関とかそういう、TOPIXと

どの程度近いかがわかるような、そういう指標というのは計算されてない

のでしょうか。 

【事務局（細谷）】  相関係数は計測しておりません。そこに準ずるものが、推定トラッ

キングエラーであるというふうに考えております。トラッキングエラーは

数値のとおりでございますし、トータルリスクは、TOPIXが約１９％であ
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るのに対し、両インデックスはそれよりもややリスクが高くなっておりま

す。βでも１.０４と１.０３ということになっておりまして、TOPIXより

もややリスクが高く、数％、乖離するリスクをはらんでいるものであると

いうふうに考えているところでございます。 

【浅野会長】  図表の中から推測してくださいということで、お願いいたします。 

 ほかに。よろしいですか。 

【臼杵委員】  これは、もしやるとしたらどのぐらいの規模……、国内株式に占める占

率というんですかね、シェア。それから、さっき、手数料のことをちょっ

とおっしゃいましたけれども、他のパッシブと比べてどのぐらいの手数料

でやれるというふうにお考えですか。 

【岡田財務部長】  まず、投資規模でございますけれども、当然のことながら、国内株

式の１つのアクティブファンドという位置づけですので、日本株のウエイ

トがアンダーになった時点で必要な金額をということでございますが、当

座は二けた、５０億円程度かなと、その程度から始めたいと考えておると

ころでございます。 

 報酬については、これから調整をする必要がありますが、MSCI社の日

本のほうの代表部門に聞きますと、パッシブファンドの立ち上げ自体が初

めてということで、料金表もこれからというようなところでございますけ

れども、全体としては１０ｂｐ程度にはおさまるのかなと思っておりまし

て、パッシブファンドは１ｂｐとか２ｂｐで今、運用会社に運用していた

だいていますけれども、数十ｂｐになっておりますアクティブファンドよ

りは相当安い手数料で運用ができるのかなと考えています。 

【浅野会長】  運用はどこかの投資顧問に委託するのですか。それともMSCI自身がこ

ういうファンドをつくるのですか。 

【岡田財務部長】  運用につきましては、投資顧問なり信託銀行というところになろう

かと思います。年１回の入れかえということで、こういう銘柄を入れてく

ださいというのはMSCIのほうでデータを提供されるわけですけれども、

実際の運用は運用会社のほうにお願いをすることになります。 

【浅野会長】  MSCIには、インデックスを使用するに当たってのフィーとかを払うの

でしょうか。 
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【岡田財務部長】  運用会社にこちらから、それを込みでお支払いをして、運用会社の

ほうから、MSCIに対してデータを買う手数料として幾らか払うというこ

とになろうかと思います。 

【浅野会長】  そうですか。わかりました。 

 よろしいですか。 

【臼杵委員】  すみません、そうすると、このインデックスに入っている銘柄のウエイ

トは結局マーケットウエイトということですか。例えば、それをまたさら

にESGの観点から、この銘柄は入れるけれどもウエイトはマーケットウエ

イトよりも落とすとか、そういうようなことはあるんでしょうか。 

【岡田財務部長】  MSCI Japanの銘柄組入れについては、ESG評価の高い銘柄――

ESGレーティングと彼らは言っておりますけれども――のＡ、Ｂ、Ｃとい

うようなレーティングをつけるわけですが、その上で、各業種ごとにＡ、

Ｂ、Ｃの高いものから順番に入れていって、時価総額５０％になるまで組

み入れるというやり方をしているところでございます。これによって、市

場全体とは大きく外れないようにしています。考え方としては、あくまで

もESG評価をまず優先させて、その上で業種での調整をするというような

形になっているということでございます。 

【浅野会長】  よろしいですか。 

【芹田委員】  この先の答申案に少し関係してくるかと思いますが、ESGを行うという

ことの理由としては、アクティブ運用として行うとしても、αが明確にプ

ラスというところは、今のところまだはっきりとはしていない。ただし、

長期的に見れば、αがプラスになる可能性はあり得るとは思います。しか

し、今の段階では、αを取れるかどうかということよりも、社会的な役割

という理由から行うという認識でよろしいですね。 

【浅野会長】  はい。答申案のほうにも書いてありますが……。 

【芹田委員】  そうですね。 

【浅野会長】  経営上のリスクが長期的に見て小さいという、そのリスク面から評価す

るということです。もちろん、ESGという概念そのものに賛成するという

ことがあるのですが、αというよりもリスク面での長期的な観点から投資

するという、こういう書きぶりになっています。 
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【芹田委員】  リスク面というのは、αというよりもシャープ比のようなものですか。 

【浅野会長】  リスクを調整したαと言うとしても、それは普通で言う、Barraモデル

ではかったリスクがどうのこうのというのではなくて、長期的に見た場合

の企業経営のリスクが小さいという……。 

【臼杵委員】  かなり定性的なリスクになるんですよね。 

【浅野会長】  そうそう。そういう面にむしろ目標をおいてという、こういう書きぶり

になってます。 

【臼杵委員】  実際に、このインデックスがTOPIXよりリスクが小さいかどうかという

のは、見ているわけじゃないですよね。 

【浅野会長】  特にそういう観点ではなくて、それは、どうしても、短期的なリスクに

なるので、それよりも長期的な面から、定性面でのリスクが小さいと考え

ていいだろうという、こういう書きぶりになっています。 

【甲斐委員】  組合員に対する説明責任というか、なぜこういうファンドに投資するか、

今のご質問にも関連しますけれども、１つはやっぱり、リスク・リターン

がこういう企業についてはほかよりも勝っているだろうと。将来的にじわ

っとこういうのが発揮できるだろうという、要するに、収益追求の一要因

としてこういう問題を考えるというのと、全くそれとは切り離して、社会

的に何かプラスαが、こういう企業に投資すると行える。要するに、収益

とは別に、収益以外でもこういう形で連合会は貢献するのだという。スタ

ンスとして両方あり得ると思うのですけれども、その辺をどう説明するの

かというのは気になるので、どういうお考えなのか、聞かせていただきた

い。 

【浅野会長】  それは、先走ってしまいますが、答申案をご覧いただきながら、それに

沿って説明していただけるとありがたいですが。 

【岡田財務部長】  わかりました。 

 当然のことながら、私どもの運営している年金資金、受給者の方の将来

の年金の原資を確保するということが、最優先の目標でございますので、

収益の確保ということが大前提にございます。ですので、収益の確保を犠

牲にしてまでこういった取り組みを行うということは、なかなかそれは申

し上げられないのかなと思っております。 
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 ただ、一方、今会長のほうからもありましたけれども、定性的にという

ことで、なかなか定量的には言い尽くせてないところがあるんですけれど

も、このESGという観点でしっかり取り組む企業については、こちらの答

申書（案）にも書かせていただいてますけれども、長期的な経営上のリス

クの軽減ですとか経営の持続性、サステナビリティということも言われて

おります。こうしたことは収益にも一定程度つながるのかなということで

ございます。 

 あと、TOPIXとの対比ということではそれほど負けることなく一定程度

リターンも取れるのではないかと考えておりまして、そちらの面からはき

ちんと説明ができると考えております。 

 若干、二またというか、２匹のウサギを追ってるようなところはあるん

ですけれども、収益がまず第一ということはありますが、それを犠牲にす

ることなく、こういったESGの確立に取り組む企業について投資をするこ

とには意義があるのではないかと考えておりまして、この答申案のような

形で事務局案としてはつくらせていただいているところでございます。 

【甲斐委員】  それに対していいですか。 

  そうすると、収益を犠牲にしないと。いってみれば、将来のリスク・リ

ターンとしてのパフォーマンスは大丈夫だと。逆に、いいだろうというよ

うなことを考えますと、多分、投資家がみんなそう考えると思うのです。

そうすると、そこの超過収益というのは当然消えてきますよね。それも踏

まえて、やっぱりパフォーマンスがまだ大きいと、要するに、先行メリッ

トというか、みんなが気づいてないうちにこういうのに投資していくのだ

ということなのでしょうか。 

【岡田財務部長】  その点については内部でも議論しまして、当然、明らかに超過収益

が上がる投資手法であれば、今おっしゃられたように、当然もう皆さん、

されているわけでして、そこについて、まだ、十分な定量的な検証という

ところまでは至ってないのかなというふうには思っております。さはさり

ながら、繰り返しになりますけれども、考え方としては、こういったもの

に投資することが、長期的には、収益にも一定の貢献をするのではないか

と。また、社会全体への貢献ということもありまして、地方公務員のＯＢ
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の年金受給者としても理解はしていだけるのかなと思っておるところでご

ざいます。おっしゃるように、ここに投資すれば必ず超過収益が獲得でき

るというものではないというのは、ご指摘のとおりかと思っております。 

【浅野会長】  よろしいでしょうか。 

【甲斐委員】  まあ。 

【浅野会長】  宮井さん、どうぞ。 

【宮井委員】  ESGは非財務情報ですから、計量的に把握するのはなかなか難しい部分

があるし、人によって、多分、とらえ方も違うということがあると思いま

す。非財務要因の中から見落とされていたもので企業価値が評価されるよ

うになると、日本株式全体が再評価されて株価が上昇するかもしれません

し、企業によって差が出るかもしれません。それから、非財務要因の中の

環境という項目の中身も、そのときどきによって変わってきますから、環

境に配慮する項目自体が、オポチュニティとして変化していく可能性があ

ります。そのため、すぐαの源泉がなくなるというのではなくて、ずっと

続いていくのではないかと思います。しかも、長期間変わって、αが一定

のレベルにとどまるのではなくて、変化していくものではないかというふ

うに思います。 

【甲斐委員】  市場の効率性から考えますと、今の話はやっぱりおかしいので、考え方

としてはやっぱり、パフォーマンスがこれでもって将来的にいいというよ

うなことはあまり言わずに、やっぱり、それはそれとして、こういう企業

に投資することで、パフォーマンスは別として、要するに社会的責任とし

て連合会も貢献するのだと言うほうが、何か、まさにおっしゃった、二兎

を追うようなことでないほうがいいと思いますけどね。 

【浅野会長】  答申案をご覧いただくと、社会的役割ということと、もう１つは、こう

いう企業に投資することの意義として、経営上のリスクが軽減される、経

営の持続性が確保されるというようなことを挙げているわけです。この点、

αが得られるかどうか、甲斐さんのおっしゃるように、市場の効率性とい

うか、ある程度そういうものを考えるべきだということになると、そこか

らαというのは難しいと思います。 

 でも、リスクの点については、例えば環境が注目されたら、環境の面で
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マイナスの評価のような企業は大きく売られるとか、あるいは、ガバナン

スで、オリンパスの事件が起こったらガバナンスに問題ありと思われてい

るところは大きく、一緒になって売られるという、そういうようなことが

考えられます。それが、ひいては長期的な、企業の存続にかかわってくる

というようなことは、市場が効率的でも残るのではないでしょうか。 

 要するに、マーケットがそういうリスクに対してどう評価するか、それ

によって振れるという部分が市場は効率的であっても残るので、そこから

αを稼げるとは言えなくても、そういう意味でリスクが比較的小さいとい

う、そういう特性は変わらないということで、そこのところを答申書では

書いているわけです。これは認めていただけるのではないかと思いますが、

どうでしょう。無理でしょうか。 

【甲斐委員】  市場の効率性と言ったとき、そこも含んでいませんか。そういう、例え

ばガバナンス上に何か問題を見て……。 

【浅野会長】  それに対してのプライスがちゃんとついているかどうかということです

ね。そういうリスクに対してプライスがついている可能性もあるし、つい

ていない可能性だってある。つまり、理論ではシステマティックリスクに

対してだけプレミアムがつくのですが、アンシステマティックリスクだっ

て、投資家が完全に分散投資できなければ、プレミアムがつく可能性がな

いとも言えません。マートンもそんなようなことを言っているわけです。

そういう意味で、完全にそのリスクについてまで、プレミアムはないとま

では、なかなか言えないのではないかということで、特に長期のことにな

ると、定性的な問題までなかなか織り込むのは難しいだろうから、こうい

う企業に投資すればいいのではないか、こういうことで答申書をまとめて

いただいているわけです。 

【芹田委員】  それに関して、やはり効率性の点で、特に悪くなるというわけではない

ように、ESGには広義のパッシブファンドといえる部分もあるのではない

かと思います。厳密にはそうではないため、アクティブに分類せざるを得

ないと思います。その場合に、社会全体に寄与するというのは、多少TOPIX

から離れたポートフォリオを保有したとしても、それは、社会的にそうい

う企業を応援するという意味であり、そのような役割を果たし、収益面で
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は、特に悪くなるという理由は考えられないという意味です。また、信託

報酬もそれほど大きなものではありませんし、αがマイナスになるとは言

えないのではないかというぐらいではいかがでしょうか、甲斐先生。 

【甲斐委員】  多分、基本的にはローリスクになると思うのですよ、こういう経営をし

ているということは。だからまあ、そういう意味じゃ、多分ローリターン

だろうなと。だから、それはローリスク・ローリターンだということで、

いいとも悪いとも言えなくて、それもあり得ると思いますね。だから、何

か、プラスαがあるとか、非常に大きなリターンが将来来るというような

ことはあまり考えないほうがいいのではないかという程度です。 

【芹田委員】  その辺は、我々の中でも少し、微妙なところで違いがあるように思いま

す。 

【浅野会長】  そうですね、微妙なところですけれども、一応、皆さんに合意していた

だける最大限のというか、書きぶりとして、答申案のあたりまではお認め

いただけるのではないかと思いますが、よろしゅうございますか。 

  はい。それでは、ESGにつきましては以上にしまして、次の事項に移り

たいと思います。次は、「新興国投資について」ですが、事務局よりまず説

明をお願いいたします。 

【事務局（安藤）】  それでは、「新興国投資」についてご説明いたします。 

  まず、前回の資金運用委員会で宿題をいただいた、国内外の大手公的年

金による新興国投資への取り組み状況についてです。国内では、GPIFが

昨年度、地共連が今年度、MSCI Emerging Marketsをベンチマークとす

るファンドの募集を開始し、現在、ともにファンドを選定中です。投資金

額やアクティブ、パッシブどちらを採用するかは、明らかになっておりま

せん。 

  一方、海外では、１９９０年代から新興国への投資を開始しているとこ

ろもあり、長期の実績があります。投資金額としては、総資産の数％を上

限としているところが多く見受けられ、ベンチマークについてはMSCIと

FTSEの両方が見られます。 

  次に、前回の資金運用委員会で指摘をいただいた、エマージング株式を

組み入れた場合の、ポートフォリオ全体に与える影響に関する試算につい
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てです。試算の方法につきましては、９月末時点の外国株式パッシブファ

ンドの一部をエマージング株式に置きかえるとし、置きかえ額を１００億

円、３００億円、５００億円、１,０００億円の４つのパターンで、リスク

及びパフォーマンスについて算出しました。 

  まず、リスクについての試算結果です。長期給付積立金全体では、エマ

ージング株式に１,０００億円を投資した場合でも、トータルリスク及び基

本ポートフォリオに対する推定トラッキングエラーは、ともに大きな変化

は見られませんでした。一方で、外国株式に限って状況を見ると、エマー

ジング株式への投資額がゼロの現状でも一定のアクティブリスクはありま

すが、エマージング株式への投資額が大きくなるほど、トータルリスク、

MSCI-KOKUSAIに対する推定トラッキングエラーが、ともに上昇してお

ります。 

  次に、パフォーマンスについての試算結果です。こちらでは、現状の

MSCI-KOKUSAIで運用している外国株式の一定額をエマージング株式に

入れかえて、１９９０年の１月から本年７月末まで運用を行った場合のリ

スク・リターンを、過去のデータに基づき計算しました。エマージング株

式への投資額が大きくなるほど、リスク・リターン特性が改善することが

確認できます。 

  以上のことから、基本ポートフォリオの運用に当たっては、外国株式に

新興国株式を組み入れていく必要性があると考えています。なお、仮にエ

マージング株式の投入金額が大きくなり、推定トラッキングエラーが拡大

したような場合には、現在MSCI-KOKUSAIとしている外国株式のベンチ

マークのあり方そのものについて、議論する必要が生じることも考えられ

ます。 

  以上で、新興国投資についてのご説明を終わります。  

【浅野会長】  ありがとうございました。 

  それでは、ご意見、ご質問をいただきたいと思います。いかがでしょう

か。 

【宮井委員】  今、最後のところで触れられたんですけれども、MSCI-KOKUSAIから

MSCI ACWIへの見直しもあり得るかもしれないということですが、そう
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すると、これは、基本ポートフォリオ全体のところにもかかわるような問

題でありまして、日本株のウエイト、カントリーバイアスというような話

も多分その後出てくる、そこに火をつけるような感じになるんじゃないか

なという気もするんですけれども、その辺の見通しというのはどうでしょ

う。 

【浅野会長】  はい、お願いします。 

【岡田財務部長】  今後の投資、どの程度の金額をどのぐらいかけて入れていくかとい

うことにつきましては、まだ十分検討できておりませんけれども、仮に１,

０００億円入れるとなると、今お話しのあったMSCI ACWIと全く同じよ

うなリスク・リターン特性になりますので、当然、そのベンチマークを変

えるということにはなろうかと思います。現時点では、そこまでの投資額

は考えておりませんが、次回の基本ポートフォリオ策定の際には、ベンチ

マークそのものについても当然議論になり得るというふうに考えておると

ころでございます。 

【浅野会長】  試算していただいたこの数字からいうと、３００億とか５００億とかそ

のあたりまでだったら、今のKOKUSAIをベンチマークとして例外扱いで

やってもそれほど問題はない。それ以上に増えて、ここでいう１,０００億

になってきたら、ちょっとトラッキングエラーが大き過ぎるし、例外扱い

でやるのも、規模として大きすぎるから、そのときにはベンチマークから

見直す。こういうお考えということでよろしいですね。 

【岡田財務部長】  はい、さようでございます。今おっしゃられたとおりでございまし

て、当面は１００億円程度からと思っておりますが、上限は、今お話しの

ありました３００億とか。５００億になると、なかなか影響が大きいのか

なと考えております。 

【浅野会長】  ほかに、ご意見、ご質問、ございませんでしょうか。 

 それでしたら、エマージング投資については今の説明を了解したという

ことで、次に移りたいと思います。 

 次は、協議事項です。本年度の答申について、事務局のほうで案をまと

めていただいていますので、まず説明していただきます。 

 お願いします。 
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【篠田運用企画課長】  それでは、答申書案につきましてご説明をさせていただきます。

今年度ご審議をいただきました、「基本ポートフォリオの検証・見直しにつ

いて」それから「新しい運用手法について」の２点につきまして、答申書

案としてまとめてございます。 

  それでは、答申書案を読み上げさせていただきます。 

  「答申書案。当委員会は、平成２３年４月１１日付け平成２３年度諮問

第１号により諮問があった「長期給付積立金の安全かつ効率的な運用のあ

り方」について、下記のとおり答申する。 

  記。１．基本ポートフォリオの検証・見直しについて。 

  「長期給付積立金に関する基本運用方針」（平成１９年２月２２日制定）

のⅡの３に基づき、現行の基本ポートフォリオについて、策定時の前提条

件等を検証した。 

  その結果、現行の基本ポートフォリオは、①前提値については策定時と

比べ大きな乖離は見られなかったこと、②これらの前提値から導出される

効率的フロンティアと比較しても、概ね効率的であることが確認された。 

  現行基本ポートフォリオは、長期的な観点から策定したものであること

から、これを直ちに見直す必要はないものと考えられるが、その運用に当

たっては、現下の金融市場において変動性が増大していることに鑑み、下

方リスクに充分留意する必要がある。 

  ２．新しい運用手法について。 

  （１）SRI・ESG投資。 

  投資家は社会的な責任を果たす企業へ投資すべきであるとの考え方

（Social Responsible Investment）に加え、近年では、環境（Environment）

への配慮、社会の一員としての貢献（Social）、組織のガバナンス

（Governance）の確立に取り組む企業においては、経営上のリスクが軽減

されるとともに、経営の持続性が確保され、ひいては社会全体の発展に寄

与するものと考えられている。 

  連合会が、自らの果たす社会的な役割を踏まえ、こうした企業に投資す

ることは意義がある。 

  （２）新興国市場への投資。 
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  近年、ブラジル、ロシア、インド、中国などの新興国は着実に経済規模

を拡大し、その世界経済に占める割合は一貫して増加しており、今後もそ

の割合は増加すると考えられる。 

  したがって、長期的に収益を確保するためには、新興国の株式について

も投資対象とする必要性が認められる。 

  平成２３年 月 日。資金運用委員会会長、浅野幸弘。全国市町村職員

共済組合連合会理事長、久保田勇様」。 

  以上でございます。  

【浅野会長】  ありがとうございました。 

  それでは、今の答申書案についてご意見、ご質問等、ございましたらお

願いいたします。 

  よろしゅうございますか。あ、ありますか。 

【宮井委員】  さっきのSRIのところですね、「Social Responsible Investment」と書い

てますが、多分、一般に言われているのは「Socially Responsible 

Investment」かなと思いますので、ちょっとこれ、確認していただければ

と思いますが。多分、「social」と来ると、「Social Responsibility Investment」

とか何か。 

【浅野会長】  後者じゃないかな。 

【宮井委員】  多分「Socially」だと思うんですよね。 

【浅野会長】  「Socially」ですか、それだと「Responsible」ですが、「Social Responsibility」

でも……。 

【臼杵委員】  何か、「Socially」だったような気がします。そうすると、あと、細かい

話、それを言い始めると細かいんですけれども、「Environment」、「Social」、

「Governance」のここも、「Society」になるのかもしれませんね、よくわ

かりませんけど。 

【浅野会長】  なるほど、そうですね。多分「Socially Responsible Investment」です

ね。「Environment」、「Society」、「Governance」ではないかというご指摘

ですので、事務局で確認していただいて……。 

【宮井委員】  多分、「Environmental」ですね。それで、「Social」、「Governance Factor」

という、後ろに何か「Factor」というのがついたと思うんで。まあ、この
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際、確認してみてということに。 

【浅野会長】  じゃあ、これは確認してもらうことにして。今日、答申を渡すんですか。

今日の日付にして、その点を確認して正式な答申書にするということで…

…。 

【岡田財務部長】  まことに申しわけありません。確認が足りておらず、きちんとお答

えできない状況で申しわけありません。今、会長のほうからお話しありま

したように、この文字につきましては、事務局のほうにご一任いただきま

して、今日付でお願いしたいと思います。またご報告はメールでさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【浅野会長】  はい。まあ、英語のつづりといいますか、名詞か形容詞か副詞かという

そういうことですので、内容には全く影響しませんので、事務局のほうで

確認していただくということで処理したいと思います。 

  ほかに。 

【臼杵委員】  じゃあ、ちょっと。特に答申書について反対ということじゃなくて、若

干、ちょっと感想めいて恐縮なんですけれども、２点だけ申し上げます。 

  １つは、ESGについては、さっきも議論がありましたように、正直言っ

て、よくわからないところもあるんですが、私としては、積極的に賛成で

はないけれども５０億円だったらやむを得ないのかなというのが正直なと

ころで、今後の参考というか、確かに定性的にはそういうリスクを減らす

こともあるかなあということも含めて、やむを得ないのかなというのが正

直な感想です。 

  それから、新興国株式につきましては、ある程度リスク・リターンから

みた効率性が改善することは確かにあるのかなと思います。それと関連し

て、蒸し返しの感想で恐縮なんですけれども、リスク・リターンがTOPIX

とRussell/Nomura Primeを比べると、やっぱり新興国を含めた効果を同

じぐらいに改善してるんじゃないかなと。リターンで見て２０～３０ｂｐ

とか、累積リターンを標準偏差で割ったところも、どこをとるかによりま

すけれども、ある程度改善していると考えると、この辺も将来的にはご検

討いただければと思います。 

【浅野会長】  全部、次回の見直しのときということで詰め込んでしまいますが、この
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点も引き続き検討をしていただきたいと思います。 

【芹田委員】  １点だけですが、新しい運用手法については、意義がある、必要性が認

められるということに言及されていますが、それは、現状の運用ルールの

もとでも行えるということは、答申書として特に明示的に書かなくてもそ

れを前提にわれわれは議論してきたと思います。 

【浅野会長】  ESGのほうは今のままでもできると考えられます。投資目的のところに、

社会的な貢献ですか、そういうようなことを考慮すべきだということが書

いてありますが、今まで具体的に何かやったわけではないから、今回改め

て明示するという意味があると思います。 

  それから、エマージングについて言うと、投資対象はベンチマークに含

まれているものとなってるので、MSCI-KOKUSAIをベンチマークにした

ままだと、それ以外のものもやりますという例外規定を適用することにな

ろうかと思いますが、それでよろしかったでしょうか。 

【岡田財務部長】  まずESG投資につきましては、国内株式の１つということで、現在

の基本運用方針の枠内でもできるということでございます。もう１つの、

新興国のほうは、今会長のお話のあったとおりでございまして、

MSCI-KOKUSAIをベンチマークとしておりますけれども、これ以外の構

成国について、連合会に必要な届出をすれば投資ができるということが、

基本運用方針のほうに明記されておりまして、いずれも、現行、基本運用

方針の中で投資ができる投資手法でございます。 

【芹田委員】  はい、わかりました。 

【浅野会長】  そこを改めて確認しておくという、こういう意味合いですね。 

【芹田委員】  そうです。 

【甲斐委員】  この答申案については、１番の最後に、「下方リスクに充分留意する必要

がある」ということが書かれてあるし、「一層留意の上、管理を行っていく

こととする」とあります。答申案としてはこれでいいのですけれども、じ

ゃあ、留意するというのは何をするのか、何を見てどんなアクションが考

えられるのかということが、そこまであまりイメージされてないというか。

答申案にこう書いたからには、どういうぐあいに下方リスクをとらえて、

どう対応しようとしているのか、その辺は関係者でよくイメージを持って
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おくべきだと思います。何か、書いただけということではないと思うので、

そこら辺はぜひお願いいたします。 

【浅野会長】  はい、どうぞ。 

【岡田財務部長】  ここに、下方リスクの留意ということで書かせていただきました。

これを具体的にどうするのかというのは、非常に難しい問題ではあります

けれども、月次で今日も出席させていただいてます常務、局長及び財務部

全員で、このリスクについては定期的に見ております。また、急速な市場

の変動が起きた際にはまた、連合会内でも、その対応について検討するこ

とにしております。 

 具体的にどうするかということになりますけれども、現在、現行であれ

ば、当然、基本ポートフォリオのウエイトの管理ということになりますが、

その管理についても、リスクが急速に増大したときについては少し様子を

見るとか、さまざまな手法が考えられるところでございます。 

 ただ、これまでになかったようなイベントによる金利の急上昇ですとか

株価の下落とか、これまであまりなかったような市場の変動が、リーマン

ショック以降出ております。それに対しての対応というのは、長期的な運

用のあり方も含め、先ほど宿題をいただいたとおりでございまして、今後

は、幾つかの具体的なシナリオを書きながら、こういうことが起きた際に

はこういうことをやってみようとか、そういったこともまた考えていきた

いと考えております。 

  いずれにしても、なかなか運用が難しい状況に来ていまして、さまざま

な状況を考えながら運用をしていくということが重要だと思っておりまし

て、また先生方にもいろいろご相談させていただいて、的確な運用をして

いきたいと考えておるところでございます。 

【浅野会長】  よろしゅうございますか。 

  それでは、ほかにご意見、ございませんでしょうか。 

  そうしましたら、答申書については、原案どおり承認していただいたと

いうことで、これをもって答申するということにさせていただきます。 

 なお、この過程でいろいろご意見をちょうだいしましたので、特にリス

クの面については、注意するだけとか、必要であるとか言うだけでなく、



 -35- 

具体的な行動に結びつくように、さらに調査研究、それから対応策等も検

討していただきたいと思います。 

  以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。どうもあり

がとうございました。 

 以降の進行については、事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

【吉田事務局長】  委員の皆様方には、お忙しいところご出席いただき、まことにあり

がとうございました。 

 以上をもちまして、第１８回資金運用委員会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


