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ERMフレームワークを採用した
年金運営リスク管理体制

ガバナンス」「経営プロセスとしての退職給付リス

職給付ＥＲＭの実現」「退職給付ＥＲＭにおける

付を取り巻く不確実性への対応方法として「退

国家公務員倫理規程に準拠して基金の役職員

関係の確認を義務化

あることの確認、及び運用受託機関との契約

コンサルタントの採用時に金商法登録業者で

●利益相反事項の排除

クマネジメント」および「退職給付ＡＬＭの活用」

の職務に係る倫理規定を作成義務化

これまで当社は、本コーナーにおいて、退職給

を提言してきた。今回は、二〇一二年二月に発覚

しにくい投資対象へ投資を行う場合のリスク管

研修受講の義務化

管理運用業務に携わる者の、資産運用に係る

●研修、専門家の登用

理体制、および二〇一二年五月に公表された退職

資 産 運 用 委 員 会 は 専 門 的 知 識 及 び経 験 を 有

したＡＩＪ事件に見られたような複雑かつ理解

給付会計改正基準の連結におけるＢ／Ｓ即時認

するもので構成することを義務化

●情報開示

識が、事業主の純資産に与える影響等を含めた
リスク管理体制の方向性について述べてみたい。

代議員会への資産運用委員会の議事概要の報

代議員会への報告対象の拡大

ＡＩＪ事件以降の規制強化と

告の義務化

二〇一二年九月）

ト（ヘッジファンド編）公表（企業 年金連合 会、

（二）企業年金オルタナティブ投資チェックシー

オルタナティブ投資等のリスク管理体制
ＡＩＪ事件の再発防止に向けて、企業年金側
に対して強化された主な規制等の内容は以下の

び責任に関するガイドライン（以下：厚年基金

（一）「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及

金基金に限定）

の要件の限定（運用体制の整備された厚生年

厚生年金基金が特定投資家（プロ）になるため

（三）金商法改正（二〇一三年六月）

ガイドラ イン）
」に つ い て一部 改 正（ 厚 労 省、

前記（一）および（二）の規制強化は、厚生年金

通りである。

二〇一二年九月）

オルタナティブ投資を行う場合の留意事項の明示

集中投資に関する方針策定の義務化

政策的資産構成割合策定の義務化

分散投資の徹底

き事項かと思われる。ただし、年金ファンドガバ

制が強化されたことは、一定の評価がなされるべ

機に年金ファンドガバナンスの一部を構成する規

ドライン」は改正されなかった。ＡＩＪ事件を契

る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイ

基金を対象としており、
「確定給付企業年金に係

運用受託機関の選任・契約締結の際の基準の

ナンスのベストプラクティスとされているＯＥＣ

●年金資産運営のリスク管理項目の明確化

追加
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●企業年金のリスク管理体制

●

Ｄの年金ファンドガバナンスガイドラインに照ら

してみると、オルタナティブ投資等が内包する

ショナルリスクも含む）を考慮すると、上記改正

リスクの高さ（投資リスクのみならず、オペレー

意思決定の一部

ブ投資等のより複雑な投資対象に対するリスク

また、本邦金融機関においては、オルタナティ

ス上不可欠ではないかと思われる。

用についても進めることが年金ファンドガバナン

化、職責の分離、年金運用関係職への専門家の登

ガイドラインに加えて、リスク管理体制の高度

●

管 理は、投 資 方 針 等の策 定、投 資の事 前 審 査、

部門を牽制する組織的枠組みを整備した上で行

リスクマネジメント
の実践

枠組みのモニタリングおよびレビュー

ガバナンス整備の参考となりうると思われる。

われているが、こういった体制も、年金ファンド

リスクの運用管理のための枠組みの設計

前記（三）すなわち、金商法の改正（二〇一三年

六月）については、厚生年 金基金が特 定投 資家

マ投資家である企業年金は、今後、特定投資家

（プロ）になる要件が厳格化により、金商法上ア

体系的かつ組織的で時宜を得たもの

（プロ）向けの投資商品へ投資を行う際のハード
ルが一層高くなるものと思われる。
前記の通り、今般の規制強化後も引続き、各
企業年金が、オルタティブ投資等を実施するに
当たっては、主体的にＥＲＭフレームワークに
沿って年金ファンドガバナンスの向上を図る必
要がある状況に変わりはないものと思われる。

二〇一二年五月に公表された退職給付会
計改正基準の連結におけるＢ／Ｓ即時認
識への対応
本 件に関 する統 合 的リスク管 理 手 法 として
は、年金資産および退職給付債務のリスク量を
測定する手法の採用が考えられる。
年金資産のリスク管理手法として、ＶａＲと
いわれる統計的なリスク測定方法が提唱されて
きたが、このリスク測定方法は退職給付債務の
リスク測定方法としても活用ができる。
さらに、年金資産と退職給付債務の相関係数

この年金サープラスのリスク量を、スポンサー

に活かすことも可能になるものと思われる。

比較することなどにより、年金運営方針の策定

政策投資株式等のリスク量と合算して純資産と

の純 資 産と比較をしたり、他の事 業リスク量、

出所：
「ISO 31000：2009 ポケット版 リスクマネジメントの国際規

また、年金資産と退職給付債務のリスク要因

ごとにリスク量を測定する感応度分析（例えば

国内の金利が一％変動した場合に、サープラス

はいくら変動するか等）という手法も年金資産

と退職給付債務の統合リスク管理手法として活

用することも可能である。

企業年金のリスク管理体制

これまで述べた、オルタナティブ投資等のより

複雑な投資対象に対するリスク管理体制、およ

び、Ｂ／Ｓ即時認識を前提とした年金資産の変

動と退職給付債務の変動をおよぼす純資産への

影響等に係るリスク管理体制について、年金ファ

ＥＲＭフレームワークを反映している「保険検査

ンドガバナンスのベストプラクティス、もしくは、

現状のポートフォリオ

指令およびコミットメント

を推定することにより、年金資産と退職給付債
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