
伊藤委員会でのみずほ年金研究所レポートより

・各国の年金基金の長期的な運用成績は、その国の債券・
株式市場のパフォーマンスに規定される。

日本のGPIFの運用成績が他国の年金基金（例えばCalPERS
（カリフォルニア州職員退職年金基金）やCPPIB（カナダ年金

基金投資委員会））に比して低い（低かった） のは、日本国
内の債券・株式市場自体のパフォーマンスが極端に低い
（低かった） ことが決定的な要因。

経済成長している国（市場）で運用している基金は好成績で
あり、デフレ２０年の日本でのGPIFの成績は当然ながら芳し
くない。

36



・アクティブ運用のパフォーマンスに関して、

「オルタナティブ投資比率の高い（36％～54％）年金基金の
運用実績はそうでない（0％～9.9％）基金に比し、高い運用
手数料に見合うリターンは得られていない」

：CalPERS（早くから運用多角化・多様な運用手法の採用に
乗り出し､先端的な年金基金として有名）の過去20年の運用
実績の分析として、

「米国債券と株式のインデックス運用を行ったとした場合の
成果に比して追加的な効果はあまり獲得できていない」

：CPPIBについても「過去10年のパフォーマンスを見る限り

単純にカナダ国内債券と株式で運用してきたとした場合に
得られる成果を超えているようには見られない」
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GPIF改革＝「株価対策」との批判

• 「Buy Abenomics」
2013年9月、NYSE（ニューヨーク証券取引所）での安倍総理講演

→安倍政権発足後半年で株価は大幅に上昇

・ 金融市場関係者からは、

「せっかく市況が動いているのに、図体のでかいGPIFが動かないこと自体、
アベノミクスの遂行を妨げるし、それこそ経済構造改革の足かせになる」

「金融市場改革、成長分野への投資、とか言いながら、肝心の国自身が公の
資金は相変わらず国債中心の安全運用、ということで、どうして個人資産や民
間機関投資家の資金をリスク資産に振り向けさせることができるというのか」

等々、厳しい意見が絶えなかったのは事実。

↓

・株価対策というよりは、アベノミクスの確実な前進、アベノミクスに対する国内
市場の信認、という観点から、GPIFには明確で強いメッセージを出してもらわ
ないと困る、そしてさっさと動いて（→ポートフォリオを見直して）もらわないと
困る、ということだったのであろう。
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外国人機関投資家の動向

• 1990年代以降、外国人機関投資家の日本株保有
比率は大きく上昇。

• 安倍政権発足後さらにその傾向は強まり、2013年
夏段階で外国投資家の日本株保有比率は30％。

• 加えて、売買出来高でみても、アベノミクス発動後
外国投資家による売買は急増しており、2013年夏
にはその比率は50％超に達していた。
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50出典）日本取引所グループ 株式分布状況調査2015
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世界経済フォーラム年次会議（ダボス会議）
での安倍総理発言

（2014年1月）

「日本の資産運用も、大きく変わるでしょう。

１兆2000億ドルの運用資産をもつＧＰＩＦについては、

そのポートフォリオの見直しを始め、

フォワード・ルッキングな改革を行います。

成長への投資に、貢献することとなるでしょう。」
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総 括

53



公的年金資金の運用のあり方について（まとめ）

（１）わが国の公的年金基金の資金規模（2017年

時点で170兆）から見ても、資金の性格（長期資金）

からみても、その運用成績は長期的、ないしは超

長期的には一国の経済成長に見合ったものになる

し、そうなるように安定的な運用を行えば本来の

運用目的は達成できる、というのが基本。
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（２）その意味で、利子・配当収入を通じて経済成長

の果実を着実かつ安定的に確保することが重要。

資産は長期保有が基本。

基本ポートフォリオとはそのような考え方で組ま

れるべきもの。

短期の収益を狙って頻繁に運用スタンスを変える

ことは意味がないし結果も出ない。
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（３）他国の年金基金と比較してポートフォリオの構成

がちがう、運用成績がいい悪い、という議論はあまり

生産的ではない。

運用成績はそもそも運用している資本市場（日本

経済）の現状がどうか、ということに規定される。

市場の実勢に沿ったポートフォリオが組まれている

かどうかが問題。
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（４）その大前提の上で、（ピケティではないが）、

長期的にはr>g、かつ人口減少下の日本で名目

賃金上昇率＋スプレッド1.7%の運用目標を置いて

運用する以上、長期的に名目賃金上昇率（≒経済

成長率）を上回る部分1.7％をリスクを抑えて安定的

にとれる資産構成をどうするか、ということは考え

ないといけない。
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この観点からすれば、巨額の財政赤字を抱え、政策

的に長期金利を低めに誘導している（国債の金利は

低く抑えられる）我が国の金融財政政策のもとでは、

デフレ脱却後の運用を国債中心で行うのは不合理。

国債は最早リスクフリーではない。これは金融庁の

言う通り。
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（５）さらに言えば、人口減少下の我が国経済の長期

的な期待成長率は、世界経済全体の期待成長率を

下回る。

その意味では外国資産（外国債券・外国株式）へ

の投資比率を高めることも合理的な選択のひとつ。

そう考えて行くと、例えばLPにしてもVCにしても、

検討できる「規制緩和」はありうる。

リスクを最適化しながら長期的な収益を狙う｢機動

的な運用｣というのはあるはず。

そこはまさに運用機関の能力・実力の問題。
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「巨大機関投資家」としての市場での圧倒的な存在感。

→この点は、基本ポートフォリオ見直し作業の過程で最も

神経を使った点。

・GPIFがどのような投資行動を取るか、いつどのような 見直しを

するのか、しないのか、それを市場関係者がどう予測するかで
市況は大きく変わる。

・善くも悪くも、GPIFの一挙手一投足は市場にも、市場関係者の
行動にも大きな影響を与える。

・実際の運用判断・投資行動に際してはもちろんのこと、運用改革・
ガバナンス改革を考える場合も、決してこの ことを軽視してはいけ
ない。

•

巨大機関投資家としての自覚と責任
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【市場規模に関する留意事項】

・市場規模はMSCI IMI Index（大型、中型、小型で構成）の各国の時価総額を使用（同指数は各国の浮動株調整後株式市場の時価総額の99％をカバー）。

・国内市場規模はMSCIのデータを元にラッセル・ インベストメント株式会社が作成。

・MSCIインデックスに関する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、 あらゆる形態を用い、インデッ

クスの全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たもので ありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証

するものではありません。

・インデックスは資産運用管理の対象とはなりません。また、インデックス自体は直接的に投資の対象となるものではありません。インデックスには運用報酬がかかりません。

※下記に記載のある場合を除き、データは平成27年3月31日基準のものを使用

（注１）OASDI（米国）の資産残高/国内株式比率とも2014年12月末のデータを利用（全額が非市場性の財務省証券）。

（注２）カルパースの国内株式比率は2015年6月末時点のデータを利用（資産額は2015年3月末時点）。

（注３）NPS（韓国）は資産残高/国内株式比率ともに2015年10月末時点のデータを利用（四半期毎のデータ開示なし）。

（注４）ABP（オランダ）の国内株式比率は2014年12月末時点のデータを利用（資産額は2015年3月末時点）。

（円ベース：兆円）

運用資産残高 国内市場規模
市場に占める

保有割合

（Ａ） （Ｃ） （Ｂ／Ｃ）

OASDI（米国）
（注１） 334.4  0.0 (0.0%) 2,689.4  -  

カルパース（米国）
（注２） 35.9  10.0 (27.7%) 2,705.1  0.4%  

CPPIB（カナダ） 25.1  1.6 (6.2%) 171.9  0.9%  

NPS（韓国）
（注３） 53.6  10.2 (19.1%) 81.9  12.5%  

ABP（オランダ）
（注４） 48.1  0.4 (0.9%) 46.2  0.9%  

GPIF（日本） 137.5  31.7 (23.0%) 414.8  7.6%  

国内株式
資産額（比率）

（Ｂ）
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公的年金運用機関が母国市場に占める株式保有割合等について
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・このことは、インハウス運用・株主議決権行使を考える際にも

よくよく考えなければならない。

・巨大な力を持つGPIFにふさわしい厳格なチェック体制が求め
られる。

果たしてそれが構築できるのか。

・この問題はGPIF自身のガバナンス問題にとどまらない。

資本市場・株式市場全体の透明性や監視体制がどこまで

整っているのか、ということも考える必要がある。

63



（参考） 韓国国民年金基金を巡る事件

韓国の国民年金基金（NPS）は国内市場でインハウス

運用を積極的に行っていることで有名。

2016年、同基金がサムスン子会社の株主議決権行使

を巡って「政府の意向に沿って動いた」ことが発覚し、

大問題となった。

この事件では、基金の運用本部長と当時の韓国政府

保険福祉部長官が逮捕・起訴され、翌2017年にそれぞ

れ業務上背任・職権乱用で有罪判決を受けた。

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/27584.html
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いわゆる「ガバナンス問題」について

「専門家による運用判断の尊重」
（資金運用はプロの仕事。個別の投資判断・運用判断はプロに任せるべき）

↓

「運用機関は独立して業務遂行ができるようにすべき」

↓

その運用を監視する、という意味での「ガバナンス」
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「政策目的達成」のための投資

クリントン政権下、グリーンスパンがFRB議長時代、

アメリカの公的年金資金（社会保障信託基金）を株式

市場で運用しようとしたクリントン大統領の政策に

グリーンスパン議長は反対し、

「公的資金による政策的意図を持った投資が株式

市場で行われることは、（その政策意図の善し悪しに

かかわらず）株式市場の自立性、最適の資金配分

機能を阻害する」と述べた。

。
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アラン・グリーンスパンＦＲＢ議長（当時）の米国下院通商委員会Finance and 
Hazardous Materials小委員会における議会証言（抄）

• 政府は、社会保障信託基金の一部を、米国債のみならず株式に振り向けることも提案している。 ･･

（略）社会保障信託基金を米国債から株式に振り向けることは、それ自体では、国の貯蓄に影響を
与えない。経済全体の資本に変化がない以上、所得の額にも影響がない。社会保障信託基金に

おける収益の増加は、必ず、私的貯蓄（大部分は引退期に備えて貯蓄されたもの）の収益の減少で
相殺される。社会保障信託基金による株式への投資は、概して、ゼロサムゲームである。公的社会
保障と私的貯蓄から得られる合計の引退期の資源は概ね変わらない。･･（略）

• 将来を見据えると、現役世代の消費に悪影響を与えることなく、引退したベビーブーマーが利用でき
る資源を増やすためには、資本の価値を最大化する分野に振り向けることがますます重要になって
くる。ここ数十年、効率的な市場メカニズムのおかげで貯蓄を望ましい投資に振り向けることができ
た。社会保障基金における巨額の株式投資は、このメカニズムを損なう可能性がある。･･（略）

• 社会保障信託基金を長期にわたって政治的圧力から守るような制度的な仕組みを作ることが可能
か、疑問である。こうした圧力は、直接にせよ間接にせよ、資本市場のパフォーマンスを低下させ、
経済的効率性を悪化させ、全体的な生活水準を引き下げる。

• 政治的介入を防ぐような仕組みを作ることは可能かもしれない。しかし、社会保障信託基金を株式
市場に投資しても、次の世紀の引退世代の需要を賄うためにアメリカ経済全体の供給能力を向上

させることはほぼ不可能である。明らかなメリットがない以上、なぜ憲法改正なしには防げないよう
な政治的介入のリスクを冒す必要があるのか、私には分からない。・・（略）

”On investing the social security trust fund in equities” (March 3, 1999) から一部抜粋
（厚生労働省年金局において仮訳） 下線部筆者
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大事なことは｢誰に対して責任を負うか」ということ

「運用判断を誰がどこまでするか」ということと同時に

「その責任(結果責任)を誰に対して誰が取るか」という

ことこそが重要。

ガバナンスにしろいわゆる「組織の独立」にしろ、この

ことと切り離して考えることはできない。

この二つは表裏一体の関係。

「判断する（した）者が責任を負う」。あるいは

「(ある人、ある組織に)判断を任せた者が（その人、

その組織のした判断の）責任を負う。
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政府（政府管掌の公的年金制度）が強制的に国民から

集めた資金である以上、その資金の管理・運用の責任

は資金を集めた政府にある､というのが大原則。

GPIFは政府から年金資金運用を任されている。

→GPIFは運用の責任を政府に対して負っている。

政府は国民から強制的に資金を集めている

＋公的年金制度全体の運営責任を負っている

→政府はGPIFの運用を含め、およそ公的年金制度の

安定的な運営について国民に対して責任を負って

いる。 69
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