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　年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の2019年度

の年金積立金の運用実績がまとまった。新型コロナウイ

ルスの感染症拡大で株価が急落し、直近四半期（2020年

１～３月期）に多額の損失を計上したこともさることな

がら、問題は2016年度から４年連続して収益率が「複合

ベンチマーク収益率」を下回ったことだ。過去19年間の

名目運用利回りが手数料控除前で2.58％にとどまったこ

とも、証券市場の関係者には衝撃を与えた。改めて課題

を整理してみたい。

　〈５年で２兆円強の「機会損失」〉

　GPIFは2020年４月１日から内外の株式と債券に運用資

産を25％ずつ配分する新しい基本ポートフォリオのもと

で資産運用に取り組んでいる。３月末までの旧・基本ポ

ートフォリオを採用したのは2014年10月31日だった。内外の株式に25％ずつ、国内債に35

％、外国債に15％と、株式への配分比率を従前のほぼ２倍にし、より多くのリターンを狙

うのが目的だった。

　2014年10月31日から2015年３月31日までの約５カ月間の運用実績は、収益率が8.19％と

理論値である複合ベンチマーク収益率の9.98％を1.78％も下回った。ただ、この間は大掛

かりな資産配分の組み替え期のため、アンダーパフォームもやむをえなかったのではない
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かと考え、今回は2015年度から2019年度までの５年間を中心に、運用実績を振り返ってみ

た。

　GPIFが公表する収益額を期首運用資産で割った値（計算上の収益率）と、業務概況書

で公表している収益率との間に微妙な差があるが、資産構成を継続的に見直しているため

だと思われる。期中の資金出入りを考慮に入れた収益率は「時間加重収益率」と呼ばれ、

これも別途、公表されている。どれに着目するかは、分析の目的によって異なる。GPIF

は公表収益率を複合ベンチマーク収益率と比較しているので、本稿でもそれにならう。

　例えば2019年度の運用では公表収益率はマイナス5.20％だった。第１四半期はプラス

0.16％、第２四半期は同1.14％、第３四半期は同4.61％を記録していたが、第４四半期に

マイナス10.71％と落ち込み、年度通算ではリーマン・ショックがあった2008年度のマイ

ナス7.57％以来の厳しい結果となった。

　理論値である複合ベンチマーク収益率はマイナス4.94％だった。複合ベンチマーク収益

率は毎月１日に資産配分を基本ポートフォリオ通りにリバランスし、各資産を基準となる

株価指数や債券指数に沿って運用したと仮定した場合のリターンだ。2019年度は理論値を

0.25ポイント下回る成績しか残せなかったことになる（図表１）。

　アクティブ運用の投資信託の運用成績は、過半がインデックスを下回るといわれている

が、運用管理費用（信託報酬）を差し引く前ならば、互角の勝負になるはずである。

GPIFの収益率も運用手数料控除前で表示されているので、本来ならば複合ベンチマーク

収益率を上回る年と下回る年がほぼ半々になるべきであろう。

　ところが、実際は2016年度から2019年度まで４年連続で下回った。2006年度以降の14年

間を振り返っても、2014年度以前は五分五分の割合で勝っていたが、その後は振るわない

（図表２）。2015年度から2019年度までの収益額の合計は６兆8,039億円だが、もし複合ベ

（図表１）過去５年間の収益率と理論値との差異

（注）単位億円、％、ポイント。年金積立金には特別会計で管理する積立金を含む

年度 期⾸年⾦積⽴⾦ 期⾸運⽤資産額 収益額 計算上の収益率 公表収益率（A）時間加重収益率
複合ベンチマ

ーク収益率（B）
差異（A−B）

2015 1,439,509 1,374,769 −53,098 −3.86 −3.81 −3.88 −3.81 0.00

2016 1,406,271 1,347,475 79,363 5.89 5.86 5.93 6.22 −0.37

2017 1,510,935 1,449,034 100,810 6.96 6.90 6.99 7.26 −0.37

2018 1,618,755 1,563,832 23,795 1.52 1.52 1.54 1.92 −0.40

2019 1,641,216 1,592,154 −82,831 −5.20 −5.20 −5.26 −4.94 −0.25

2020 1,555,168 1,506,332



54
月
刊資本市場　2020．８（No. 420）

ンチマーク収益率並みの効率で運用できていたとすれば、合計収益額は８兆8,578億円に

達していた。差は２兆円強にものぼり、専門運用機関としての存在価値が問われるレベル

だといっていい。

〈個別資産はまずまずの運用〉

　収益率が理論値を下回った原因としてまず頭に浮かぶのが、何かの個別資産の運用で失

敗したのではないかという観点だ。GPIFは自ら資産運用をするわけではなく、基本的に

機関投資家に運用を委託しているが、多くが株価指数や債券指数に連動するインデックス

運用なので、一般には大失敗はない。ただ、一部のアクティブ運用で指数を大幅に下回る

成績しか残せなかった可能性はある。そこで2015年度から2019年度までの資産ごとの収益

率を調べてみた（図表３）。

　この結果、実際の収益率が最もベンチマーク（個別指数の騰落率）を下回っていたのは

2019年度の外国債の運用だった。ベンチマークはプラス4.37％だったが、実際の収益率は

3.55％にとどまり、0.82ポイントの差があった。この運用では１兆154億円の収益を確保し

たが、もし理論値通りの運用ができていたならば、１兆2,499億円のプラスとなっていた。

もうけ損なった金額は2,345億円に達した。

　しかし、失敗ばかりではない。2016年度の外国債の運用ではベンチマークがマイナス

5.41％だったのに、実際の収益率はマイナス3.22％とより小幅な損失で済んだ。金額でい

うと、理論値では１兆17億円の損失が出ても仕方がなかったのに、実際は5,962億円の損

（図表２）GPIFの資産運用の複合ベンチマーク収益率との乖離

（注）2014年度は10月末から基本ポートフォリオを大幅に変えたため、上期と下期に分かれる
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失で済み、差し引きで4,055億円の損失を回避できた。

　個別資産の運用成績は後述するように、企業の中途退職者の年金などを運用する企業年

金連合会に比べて見劣りする。しかし、実際の収益率をベンチマーク収益率と比較する限

りでは、2015年度以降の20通りの比較対象（４資産×５年間）のうち、理論値を下回った

のは、９回にすぎない。金額でいうと、合計8,919億円をもうけ損なう一方で、合計9,507

億円の損失を回避できた。差額の588億円分だけ、理論値よりもましな運用ができていた

ことを意味している。

　もっと細かく分析してみなければ、正確なことはわからないが、ここまででいえること

は大半を占めるインデックス運用に問題がなかっただけでなく、アクティブ運用も個々に

はでこぼこはあったが、全体として運用手数料控除前ではほぼベンチマーク並みの成績が

残せたということではないか。

　GPIFの場合、アクティブ運用といっても、資金を配分して運用を委ね、あとは結果を

待つだけといったやり方ではない。運用プロセスもしっかりと管理しているから、その範

囲では特筆するような不首尾はなかったと考えてもいいかもしれない。

〈柔軟な資産配分が裏目に〉

　ところが、実際には2015年度から2019年度までの５年間でもうけ損なった金額は２兆円

（図表３）個々の資産の収益率が悪いわけではない

（注）実額の差異のマイナスは機会損失があったことを示す

年度 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

実際の収益率（％）

2015 4.07 −10.80 −3.32 −9.63

2016 −0.85 14.89 −3.22 14.20

2017 0.80 15.66 3.71 10.15

2018 1.43 −5.09 2.70 8.12

2019 −0.36 −9.71 3.55 −13.08

ベンチマーク収益率（％）

2015 4.30 −10.82 −2.74 −9.66

2016 −0.90 14.69 −5.41 14.61

2017 0.74 15.87 4.23 9.70

2018 1.38 −5.04 2.46 8.21

2019 −0.49 −9.50 4.37 −13.40

収益の実額の差異（億円）

2015 −1,136 65 −1,153 101

2016 233 612 4,055 −1,249

2017 272 −739 −945 1,558

2018 208 −204 620 −348

2019 441 −801 −2,345 1,343



56
月
刊資本市場　2020．８（No. 420）

強にも達した。GPIFは業務概況書で実際の収益率と複合ベンチマーク収益率との間に差

異が出る要因を、「資産配分要因」「個別資産要因」「その他要因」に分けて書いている（図

表４）。前段に書いたように、個別資産要因が足を引っ張ったわけではない。悪役は資産

配分要因である。

　資産配分要因とは基本ポートフォリオで定めた比率から少しずれた比率で運用すること

によって、出てくるプラスマイナスのことである。これは別にルール違反ではない。例え

ば2014年10月に決めた基本ポートフォリオでは国内株への配分比率を従前の12％から25％

に高めたが、同時にプラスマイナス９％の乖離（かいり）許容幅を設けた。GPIFの裁量

で最低16％から最高34％まで動かせることを意味している。

　他の資産も国内債は35％プラスマイナス10％、外国債は15％プラスマイナス４％、外国

株は25％プラスマイナス８％の許容幅を設けた。これは投資環境に応じて柔軟に資産配分

を変更できるようにするためだ。年金積立金の取り崩し要請がかさむ場合に備えて多少の

キャッシュポジション（短期資産）を持たせるためでもある。

　ただ、パフォーマンスに対してはプラスにもマイナスにも働く。収益率の高い資産を多

めに持てば（オーバーウエート）、実際の収益率は複合ベンチマーク収益率を上回る。収

益率の高い資産を少なめに持てば（アンダーウエート）、実際の収益率は複合ベンチマー

ク収益率を下回る。2016年度から2019年度までの実績を振り返る限り、マイナスに働いた

ことが多い。つまり、裏目に出ている印象が否めない。

　業務概況書では収益率が理論値からずれた主因を文章で記載している。例えば2019年度

は「複合ベンチマーク収益率（マイナス4.94％）よりもベンチマーク収益率の高かった国

内債券（マイナス0.43％）が、基本ポートフォリオに対してアンダーウエートとなったこ

と等による」と書いている。

　振り返れば、2019年９月末にはGPIFがマイナス金利の日本国債に投資しづらくなった

ため、国内債扱いでヘッジ付き外債への投資を増やすといった報道もあった。国内債がア

（図表４）収益率が理論値を下回った要因

（注）単位ポイント。主因は各年度の業務概況書の記載を要約

年度 差異 資産配分要因 個別資産要因 その他要因 差異が出た（出なかった）主因

2015 0.00 0.21 −0.15 −0.06 収益率が高かった国内債をオーバーウエート

2016 −0.37 −0.66 0.33 −0.04 収益率が高かった内外株式をアンダーウエート

2017 −0.37 −0.36 0.00 −0.01 収益率が低かった短期資産を多めに保有

2018 −0.40 −0.38 0.02 −0.04 収益率が高かった国内債をアンダーウエート

2019 −0.25 −0.20 −0.05 0.00 収益率が高かった国内債をアンダーウエート
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ンダーウエートになったのは、相場観からの判断ではなく、投資対象の債券の入手難で、

やむをえなかったのかもしれない。

　しかし、国内債の収益率はマイナスだから、もしイコールウエートにしていれば、国内

債からの損失額はもっと多かった。この点で業務概況書の説明はわかりにくい。国内債の

アンダーウエートはすなわち国内債以外の資産のオーバーウエートを意味し、それらの資

産の収益率は資産全体の収益率よりも低かったのだから、余分な損失が出た。この損失額

は国内債をイコールウエートしていたと仮定した場合の想定損失額よりも大きかったとい

う回りくどい解釈をしなければならない。

　問題点をずばり示すのならば、外国株への配分比率が2019年12月末には27.58％へ高ま

っていた。基本ポートフォリオで定めた25％を2.58ポイントオーバーウエートしていたこ

とになる（図表５）。これが年明け後の株価急落で余分な損失を生んだ。外国株をイコー

ルウエートしていたら回避できたであろう損失額は約9,500億円にも達した。外国株への

強気が裏目に出たわけで、業務概況書の読み手によく理解してもらうためには、こうした

実態をストレートに示すべきだろう。

　資産配分比率を柔軟に動かすのは、GPIFの執行部によるアクティブ運用のようなもの

だ。個別株や個別債券の運用ではアクティブ運用によるリターンの向上は限られるとの判

断から、運用資産の79.28％をインデックス運用にしている。自らの「アクティブ運用」

で首を絞めるのは、執行部の意思決定プロセスに課題があるからかもしれない。

〈企業年金連合会に大幅負け越し〉

　実際の収益率が複合ベンチマーク収益率を下回る要因のうち、個別資産要因には大きな

問題はないと述べたが、同じように内外の株式と債券に分散投資をしている企業年金連合

会のこれまでのパフォーマンスと比較すると、理屈では説明できないぐらいの大幅な負け

（図表５）強気になって裏目に出た

（注）単位％、億円。国内債にはヘッジ付き外債を含む

四半期末の資産構成比率 2019年12月末
の運⽤資産

2020年１～３月期

2019年３月 2019年６月 2019年９月 2019年12月 2020年３月 収益率 損益額

国内債 26.30 26.93 26.13 25.98 25.07 440,953 −0.51 −1,845

国内株 23.55 23.50 23.50 24.97 22.87 423,781 −17.63 −74,185

外国債 16.95 18.05 18.43 18.10 22.22 307,144 0.50 1,153

外国株 25.53 26.43 25.67 27.58 23.90 468,110 −21.88 −102,231

短期資産 7.67 5.09 6.26 3.38 5.95 57,334 −0.01 −7

資産全体 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,697,320 −10.71 −177,072
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越しになっている。

　運用資産全体の時間加重収益率は2001年度から2019年度までの19年間の累計で、GPIF

が年率2.85％、企業年金連合会が年率3.90％と１ポイント以上の差がある。19年間のうち、

GPIFが企業年金連合会に勝ったのは2001年度、2002年度、2007年度、2008年度、2011年

度の５回だけだった（図表６）。

　ただ、両者の資産構成が異なるのに、全体の収益率を比較するのは公平とはいえない。

そこで内外の株式、債券の４資産に分け、それぞれの収益率を比較してみた。比較対象は

４資産の19年分だから76通りとなるが、2001年度のGPIFの外国債運用は10月以降の半年

だけなので、これを除外し、75通りの比較をしてみた。

　この結果、全体の勝ち負けはGPIFの24勝50敗１引き分けだった。国内債は３勝16敗で、

累計のリターンもGPIFが年率1.55％と企業年金連合会の1.93％を0.4ポイント近く下回っ

た。国内株は６勝13敗で、累計のリターンも2.20％対2.82％と0.6ポイント強の差があった。

外国株も７勝12敗で、累計のリターンも片や4.65％、片や5.48％とGPIFの不振が目立った。

　外国債は2002年度から2019年度までの18年間の比較だが、GPIFの８勝９敗１引き分け

（図表６）GPIFと企業年金連合会の収益率の勝敗

（注）GPIFが上回った場合を〇

年度 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 総合

2001 × × × 〇

2002 × × 〇 〇 〇

2003 × × 〇 × ×

2004 × × 〇 〇 ×

2005 〇 〇 × × ×

2006 × 〇 × × ×

2007 〇 × 〇 × 〇

2008 〇 × 〇 〇 〇

2009 × × × 〇 ×

2010 × × × × ×

2011 × 〇 △ 〇 〇

2012 × × 〇 〇 ×

2013 × × 〇 × ×

2014 × × × × ×

2015 × 〇 × × ×

2016 × × × × ×

2017 × 〇 × × ×

2018 × × × 〇 ×

2019 × 〇 〇 × ×
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とほぼ五分五分の勝負になった。18年間の累計リターンはGPIFが4.51％と企業年金連合

会の4.46％をやや上回った。

　二項分布の累積確率を求める関数で計算すると、もしも両者の力が互角ならば、75試合

のうち片方が24回しか勝てない確率は0.12％にすぎない。ありえない「負けぶり」といっ

てもいい。法律違反だが、「国内株のPKO（株価維持策）などに公的年金の資金を使った

せいではないか」という見方もあるかもしれない。だが、負け越しになっているのは国内

株だけではないから、何か根本的な問題の存在を感じる。

　2015年度以降の５年間を比較しても、全部で20通りの比較対象のうち、GPIFが勝った

のは５回にすぎない。国内株が2015年度と2017年度と2019年度の３回勝ち、累計リターン

が年率0.31％と企業年金連合会の0.14％を上回ったのを除くと、みるべきものはない。

2014年に基本ポートフォリオをリスク選好型に改め、その後、資産運用のプロの採用など

に努めてきたが、成果は上がっていない。

　ちなみに、個々の資産の収益率がそっくりそのまま企業年金連合会の数値に入れ替わっ

たと仮定すれば、2001年度以降の19年間の累計収益は62兆5,044億円になっていた。実績

値の54兆3,019億円（市場運用分のみ）を８兆2,025億円上回る。2015年度以降の５年間の

累計収益だけでも、実績値の６兆6,251億円を４兆1,966億円上回る10兆8,217億円になって

いた。

　「GPIFが悪いわけではなく、企業年金連合会が健闘したのではないか」との見方もある

かもしれない。いずれにしても理屈では説明できないほどの負け越しの原因は、専門家に

よる究明が待たれる。

〈賃金プラス1.7％の問題点〉

　公的年金積立金という国民の大切な資産を運用しているため、GPIFの運用成績は収益

の絶対額が話題になりやすい。「2020年１～３月期の運用損失が過去最大の17兆7,072億円

に達した」という具合だ。ただ、損益の絶対額の振れは国民がリスク選好型の運用を許し

たせいでもあり、GPIFを責めても仕方がない。

　売りと買いのポジションを組み合わせ、絶対収益の確保をめざすヘッジファンドのよう

な運用をしているわけでもない。だから、厚生労働大臣が「中期目標」で「長期的に年金

積立金の実質的な運用利回り（年金積立金の運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いた

もの）1.7％を最低限のリスクで確保すること」を要請しているといっても、突き詰めれ

ば無理な相談である。



60
月
刊資本市場　2020．８（No. 420）

　内外株式や債券の期待収益率に一定の前提を置き、さまざまな試算をすることで、基本

ポートフォリオの設計は一応できる。しかし、名目賃金上昇率プラス1.7％の目標を長期

的に確実に実現する手段をGPIF持っているわけではない。

　ところが、GPIFは収益率が理論値を下回っている点を突くと、最後の砦（とりで）の

ようにこの中期目標を持ち出し、「長期的な運用目標を上回っている」と釈明する。2019

年度の業務概況書でも実質的な運用利回り（賃金上昇率との差）は「市場運用を開始した

2001年度以降の19年間の平均で2.39％」「GPIFが設立された2006年度以降の14年間の平均

で2.49％」をそれぞれ確保したと強調している。

　そもそも厚生労働省が公的年金の将来財政について、どんな前提を置いたかに立ち帰っ

てみたい（図表７）。2004年の財政再計算では長期的な名目賃金上昇率を年2.1％と置き、

公的年金にはこれを1.1％上回る3.2％の利回り確保を求めていた。2009年以降の財政検証

では長期的な名目賃金上昇率を2.3～2.5％と置き、公的年金にはこれを1.6～1.7％上回る4.0

～4.2％の利回り確保を求めていた。いずれも出生中位、死亡中位、経済中位ケースを前

提に掲げられた数字だ。

　実際に確保できた利回りは2001～2019年度の平均で2.58％、2015～2019年度の平均で

0.93％にすぎなかった。直近５年間は明らかに目標に届いていないが、GPIFの業務概況

書ではこの点に触れずに、これまでの19年間、あるいは14年間の平均で「名目賃金上昇率

を1.7％上回る」という目標はクリアしたと強調しているのである。

　GPIFの名目運用利回りがもともとの想定を下回ったのに、なぜ目標をクリアできたの

かといえば、名目賃金上昇率が想定を大幅に下回ったためだ。これは日本経済が予想外に

低迷したことの裏返しである。経済が低迷したから、物価も賃金も上がらず、株価上昇率

が小幅にとどまり、債券の利息も確保できなかった。それでも「1.7％の差は確保できた」

というのである。

（図表７）過去の財政検証で⽰された⻑期の経済前提（経済中位ケース）

（注）いずれも年率で単位％

物価上昇率の想定 名目賃⾦上昇率の想定 名目運⽤利回りの想定 実質経済成長率の想定

2004年財政再計算 1.0 2.1 3.2

2009年財政検証 1.0 2.5 4.1 0.8

2014年財政検証 1.2 2.5 4.2 0.4

2019年財政検証 1.2 2.3 4.0 0.4

2001～19年度の実績 0.2 -0.4 2.58 0.8

2015～19年度の実績 0.4 0.5 0.93 1.0
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　GPIFが目標をクリアしたことなど、年金財政全体からみれば、部分均衡にすぎない。

賃金に比例する厚生年金保険料収入などが十分に確保できず、公的年金の財政は想定より

も悪化した可能性が大きいのではないか。

　女性や高齢者の労働参加が増えるなどプラス材料もあったかもしれないが、低成長下で

年金財政はますます厳しくなっている。賃金上昇率の低迷はGPIFに直接の責任がある事

象ではないとはいえ、業務概況書で運用目標をクリアしたことだけを強調すると、国民が

年金財政はよくなっているように誤解する恐れがある。

　「運用利回りの目標は一応クリアしたが、それは名目賃金上昇率が想定を大幅に下回っ

たためで、年金財政を全体としてみると、決して改善していないことには留意が必要であ

る」。これくらいのことはきちんと書いてもらいたいものである。

〈⻑期収益率2.58％の衝撃〉

　2020年３月末の世界の株価は、新型コロナウイルスによる感染症の広がりを受け、大き

く下げたが、それでも年初来下落率は日経平均株価で20.0％、米ダウ工業株30種平均で

23.2％と、2008年のリーマン・ショック時などに比べれば小幅にとどまっていた。それで

もGPIFの2001年度以降の長期収益率は2.58％と、2019年３月末までの18年間の3.03％から

（図表８）GPIFの運用が⽰した⻑期収益率

（注）GPIFの収益率は2001年度から横軸の各年度までの年率換算収益率。個人が期
待できる収益率はそこからバランス型投信の平均運用管理費用（税込み1.15％）
を引いたもの。金融庁の想定はバランス型投信で運用した場合
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0.45ポイントも低下した（図表８）。

　フィナンシャル・プランナー（FP）のなかには、資産運用の相談者に対し、長期の資

産形成のためにはGPIFのように内外の株式や債券にバランスの取れたポートフォリオを

構築するように助言する人も多い。金融庁はホームページの積み立て型の少額投資非課税

制度（つみたてNISA）を紹介するコーナーで、バランス型投資信託の想定利回りとして

年率３％という数字を例示している。

　GPIFの長期収益率の低下が証券ビジネスにとって衝撃なのは、個人の資産形成の前提

が狂いかねないからだ。GPIFの公表値は運用手数料を差し引く前である。GPIFは巨大な

アセットオーナーだから、平均運用コストは運用資産額の0.02～0.03％にすぎない。しかし、

個人は例えば投信で運用をするのならば、はるかに高いコストを負担しなければならない。

　国内で販売されているバランス型投信（上場投信とラップ・SMA専用を除く）961本の

平均運用管理費用（信託報酬）は10％の消費税込みで1.15％だ。GPIFの長期収益率から

この比率を差し引くと、個人が期待できる収益率は年率1.44％になる。ハラハラしながら、

リスク商品を買い続けるかどうか、迷うレベルといえるだろう。

　確定利付きの運用ではないから、試算結果は目安にすぎないが、毎月１万円を年率1.44

％のリターンの商品に積み立てたとすると、20年後に277万円、30年後に449万円、40年後

に647万円になる（図表９）。元本累計額はそれぞれ240万円、360万円、480万円だから、

（図表９）積み⽴て投資の成果

（注）毎月末に１万円の積み立てを続けた場合
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元本に対する倍率は1.16倍、1.25倍、1.35倍である。しかもこれは例外的に優れたリター

ンを確保できた場合も含む平均値だ。リスク商品の運用だから、一般に中央値は平均値を

下回り、最頻値は中央値を下回る。

　金融庁が想定する３％で回っていれば、20年後には326万円、30年後には578万円、40年

後には917万円になる計算だ。元本に対する倍率はそれぞれ1.36倍、1.61倍、1.91倍である。

金融庁がいうような高めの期待リターンを想定することが現実離れしていることを、

GPIFは身をもって示したことになる。

　しかも、問題は今後だ。日本は超低成長だといわれているが、それでも2001年度から

2019年度まで、実質国内総生産（GDP）は年率0.8％の割合で伸びた。コロナ禍で世界の

経済成長が下方屈折しそうなこと、日本の生産年齢人口が2065年にかけて年率1.1％の割

合で減ることなどを考慮すると、証券投資の収益率はさらに低下し、最悪の場合にはマイ

ナスリターンが常態化するかもしれない。

　GPIFの資産運用は「株式は、短期的な価格変動リスクは債券よりも大きいものの、長期

的に見た場合、債券よりも高い収益が期待できる」「外国債券は、国内債券と比較した場合

に、為替変動による一時的なブレは生じるものの、長期的に見た場合、国内債券よりも高

い収益が期待できる」（いずれも2019年度の業務概況書の記述）という前提に立っている。

　その前提のもとで2020年４月１日からは運用資産を内外の株式と債券に25％ずつ均等配

分し、合成期待リターンを年率4.0％、合成リスクを12.3％とはじいて運用を続けているの

である。コロナ禍を背景に今後の世界経済の前提が変わったのだから、経営委員会はこの

ポートフォリオを維持すべきかどうか、再確認すべきだろう。2020年７月中旬現在では何

も動いていないようにみえる。

　今後の世界経済は日本の「失われた20数年」のようになりかねない。公的年金積立金は

国民の大切な資産だから、分散投資は欠かせないが、リターンの獲得は容易ではなさそう

だ。資本市場の変質の可能性も踏まえると、投資目的をリターン追求から、「リスク分散」

「良質な資産の次世代への継承」などに変更すべきではないのか。これは個人の資産形成

でもいえることだ。議論が深まることを期待したい。

〈ESG投資への期待と現実〉

　GPIFは2015年９月に国連責任投資原則（PRI）に署名し、ESG（環境・社会・ガバナン

ス）を重視するアセットオーナーとしての名乗りをあげた。2017年７月に国内株への運用

で３つのESG指数を初採用したほか、資産運用を委託する機関投資家にもESG重視を求め
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ている。2020年３月末現在では国内株で４つのESG指数に合わせて４兆155億円、外国株

で１つのESG指数に１兆7,106億円の資金を振り向けている。債券でもグリーンボンドな

どへの投資機会を探っている。

　しかし、外部からみると、GPIFのESG投資は中途半端だ。国際組織のグローバル・サ

ステナブル・インベストメント・アライアンス（GSIA）によると、ESG投資には７つの

手法がある。欧米では特定の非ESG銘柄を投資対象から除外する「ネガティブ・スクリー

ニング（ダイベストメント）」が主流だが、この手法をとらなくても、７手法のうち６手

法は、非ESG銘柄を投資対象に加える可能性はほとんどない。

　唯一、非ESG銘柄も保有し続ける投資手法は「エンゲージメント・議決権行使」と呼ば

れるやり方だ。株式を保有し、企業との対話や株主権の行使を通じてESG経営への転換を

促す手法である。2020年３月末に退任した高橋則広・前理事長に在任中に聞いたところ、「か

つてダイベストメントも検討したが、GPIFとしては株式を保有し続け、対話を通じて

ESG経営を促す方法を採用することにした」と話していた。

　実際、不動産投信を含めて日本株を1,542銘柄保有するノルウェー政府年金基金の2019

年末の銘柄リストを、GPIFの2020年３月末の銘柄リストと比較すると、主要銘柄でノル

ウェー政府年金基金のリストにないのは、７銘柄ある（図表10）。電力会社のなかでも石

炭火力への依存度が高いところがダイベストメントの対象になっている。

　GPIFが非ESG銘柄を保有しているのは、国内株運用の大半が東証株価指数（TOPIX）

連動型だから、やむをえないのではないかという見方もあるかもしれない。しかし、地球

の温暖化がさまざまな異常気象を引き起こし、国内でも豪雨災害などが増えていることを

目の当たりにすると、危機感が欠けている印象は否めない。

　しかも７銘柄のうち、Jパワーと沖縄電力は保有額の国内株運用資産総額に対する比率

（図表10）ノルウェー政府年金基金が保有していない主なGPIFの保有株

（注）2020年３月末現在

証券コード 企業名 保有株数（百万株） 出資比率（％） ⾦額（億円）
ポートフォリオ
ウエート（％）

TOPIXウエート
（％）

2914 JT 101.09 5.05 2018 0.571 0.586

9513 Jパワー 18.16 9.92 403 0.114 0.088

9504 中国電力 22.19 5.73 340 0.096 0.110

9507 四国電力 15.13 6.78 132 0.037 0.039

9505 北陸電力 14.95 7.11 115 0.032 0.035

9509 北海道電力 15.45 7.18 73 0.021 0.022

9511 沖縄電力 3.58 6.59 72 0.020 0.019
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（ポートフォリオウエート）が、浮動株ベースの時価総額をもとに計算したTOPIXウエー

トを上回っている。ESG重視は看板倒れではないか。

　また、これらの銘柄に対してエンゲージメントを通じてESG経営への転換を促している

というのならば、具体的にどんなことを要請したのかを業務概況書やESG活動報告などの

公表資料に記載する必要があるだろう。何も書いていなければ、本当にESG投資を実践し

ているのかどうか、客観的に判断できない。

　GPIFはESG投資の目的を「中長期的な投資収益の拡大」であるとし、長期的に国民資

産の効率的運用の趣旨に合致すると訴えている。しかし、ESG銘柄が市場全体をアウトパ

フォームするかどうかなどは、誰も事前に予想できない。そもそもコロナ禍の収束のメド

が立たず、世界の経済成長率は下方屈折する可能性がある。これから株式や債券への投資

が十分なリターンを生むかどうかも五里霧中の状態だ。

　GPIFの投資目的をリターンの追求に置いたままでいいのだろうか。「リスク分散」「良

質な資産の次世代への継承」などへ切り替える必要があるように感じる。半身の構えで

ESG投資に取り組むのではなく、ダイベストメントを含めて正面からESG投資に取り組み、

日本経済の質的転換を促すほうが、日本の「百年の計」に合致するのではないか。  1


