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Ｖｉｓｉｔ 

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｐｅｎｓｉｏｎ Ｆｕｎｄ 

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

 

Ｍａｙ ２３ｒｄ,１９９０ 

Ｉｎ Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ 

 

団長 厚生年金基金連合会 木戸常務理事 

通訳 日本コンペンションサービス 川岸 麗 

テープ録音 厚生年金基金連合会 根本係長 

録音聴取筆記 ＡＢＣ厚生年金基金金 高野義博 

 

ＤＢＣＭＩ Ｗ．リチャード 

 

それでは午後の部を始めたいと思います。 

午後の最初のスピーカをご紹介します。Ｐ.ウォーカーさん、ロンドンにありますモルガングレン

フェルアセットマネージメントの取締役をされています。 

 

ＭＧＡＭのプレゼンテーション 

 

ＭＧＡＭ Ｐ.ウォーカー 

 

それではまず、今日の午後、何をお話するかということで、この冊子のＡＧＥＮＤＡ「説明事

項」と書いてあるころをご覧下さい。 

初めにドイツ銀行（以下「ＤＢ」と略称）とモルガングレンフェルアセットマネージメント

（以下「ＭＧＡＭ」と略称）との新しい刺激的な関係について触れ、次に東京に設立されたＤＢ

ＭＧＡＭという投資顧問会社について述べ、最後に世界の年金資産の運用状況についてご説明致

します。 

 

ただ今、ＤＢの方ですばらしいお昼を３３階で御馳走になりここへ戻ってきたのですが、配布

資料のページも飛んでいますので、「説明事項」のページから２ページ前に来て、そうすると１

ページ(筆記者注：長円形で囲っているページ)になりＤＢトラストグループというページがあり

ますので、そこをご覧ください。 

モルガングレンフェルというのはロンドンの金融機関で、１５０年前に設立されています。モ

ルガンというのは、元々はモルガンギャランティ又はモルガンスタンレイと同じモルガンです。 

 

モルガングレンフェルとモルガンスタンレィとの間には昔は株の持ち合いが有りましたが、現

在は別個に責務業務を行なっております。 

モルガングレンフェルは１５０年の間、独立した銀行としてロンドンで業務を行ってきまし

た。昨年末、非常に幸運なＤＢの買収が行なわれ、モルガングレンフェルはＤＢの傘下に入りま

した。 
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このＤＢのモルガングレンフェルの買収はモルガングレンフェル社の全社的な協力と合意の下

に行われました。１９９２年を間近に控え、又現在の東欧情勢を考えるとＤＢ程最適のパートナ

ーはいないとモルガングレンフェルは考えました。 

ＤＢもモルガングレンフェルもそれぞれの国においては重要な銀行です。そして、それぞれの

特異な分野で運用を行なってきました。 

現在、投資の依頼を受けでいるその運用総額は７７０億米ドル(筆記者注：1ドル１５０円換算

で１１兆５,５００億円)になります。 

そのうち、フランクフルトのＤＢではドイツ向けのお客に４５０億米ドル、ドイツ以外の国際

的なお客には３０億米ドルの運用を行なっています。ロンドンのモルガングレンフェルは世界の

いろいろなお客の運用を２９０億米ドル行なっています。 
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次のページというのは、１枚戻るですが、ページ２というのがあります。 

 

モルガングレンフェルの中で、投資責任を持っているのがＭＧＡＭなのですが、この会社につ

いて少々ご説明致します。 

ＤＢがモルガングレンフェルを買収する際に、ＭＧＡＭがこれから先の見込顧客へのマーケテ

ィングをすることで合意しました。つまり、日本、英国、北米の潜在的な顧客のマーケティング

はＭＧＡＭが行ないます。 

ＭＧＡＭの本社はロンドに有リ、本社では国際的な運用を行っています。ヨーッパ並びに英国

のみで投資運用を行なっているヨーロッパポートフォリオを本社で行なっています。英国外の事

務所は東京、ニューヨク、フィラデルフィア、ジュネーブ、ホンコン、シガポールにあります。 

ファンドマネージャーのための調査・研究をロンドンで行ない、それぞれの市場での運用は

各々の事務所で行なっています。 

 

３ページをお開き下さい。 

 

このページは私どもの資産がどのように運用されているかを示しています。 

第１に目的別、これは債券オンリーと株式と債券株式の組み合わせのバランス型との３つに分か

れています。 

その下は、顧客別に分けたもので 、私どもの一番重要な顧客は年金基金であるということがお

分かりになると思います。 
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次のページをお開き下さい。 

 

ここで、東京の業務についてお話させて頂きます。モルガングレンフェルもＤＢも東京にそれ

ぞれ投資顧問会社を持っていましたが、ＤＢがモルガングレンフェルを買収するに際して、東京

のこの二つの事務所は一本化するということで、お互い満足した状態で合併することにしまし

た。こうすれば、非常に強力な投資顧問会社を作れるということが背景にあります。これから先

（筆記者注：本日は５月２３日、７月２日に両ドイツの通貨統合実施）１週間位先、６月の初め

にこの２つは「ＤＢＭＧＡＭ」に改めます。 

この新しい会社はロンドンのモルガングレンフェルが１００％出資します。 １７名の職員が就

労し、社長が山本さんで、常務に高市さんとシュナイダーさんが就任します。 

このように、ＤＢとモルガングレンフェルパートナシップで、東京で運営していくことは現在

の顧客にも将来の顧客にもいろいろなメリットがあると確信しています。 

 

次のページにおいて、東京の業務の重要な三つの目標について掲げてあります。 

 

まず始めに、日本、環太平洋おける株式、債券の運用。二番目にロンドンのモルガングレンフ

ェル、フランクフルトのＤＢに代わって、日本国内及び国際的な商品に関するマーケティングを

行なうこと。次に顧客との窓ロになるということ。 

現在、日本のお客さんの運用総資産は１８億米ドルで、証券、生保、生保以外の保険、都市銀

行１社等が含まれていて、これから先はもっと年金基金の皆さまにお客さんになってもらいたい

と思っています。 

 

それでは、次にモルガングレンフェルとＤＢがどういう商品を提供きるかをお話致しましょ

う。大きく分けて六つあります。まず、国際的な債券、国際的な株式、地域別の株式と債券。米

国、ヨーロッパ、極東、特にヨーロッパにおいてはモルガングレンフェルが一緒になって強力な

お手伝いが出来ると思います。日本、ヨーロッパ、米国の小型株の投資についてもいろいろなサ

ービスが出来ます。計量的な運用サ－ビス、不動産投資も可能です。 

 

では、次のページに移って私どもが投資するときにどういう事を目的にしているかをお話致し

ます。 

顧客のニーズは多様ですので、事前に十分顧客と話合いをします。個々の顧客の目的にあった

運用を投資マネージャーが行なうこと。従って、顧客のニーズを満たすということを最重要事に

しています。 

又、有る基準よりよい成績を上げること、公開されているパフォーマンス、例えば、ベンチマ

ークインデックスとか、ＭＧＡＭインデックスとか、日経インデックス等より良い成績を納める

とか。運用評価をするコンサルト会社がありますが、そういうところのマネージャーの中央値よ

りも良い成績を上げられるようにすること。さらに又、必ず元本を保全することを肝に命じてい

ます。 

日本でも年金資産の運用が法律的に変わって環境が変わってきたということですので、日本の

年金基金の方々がどういう目的を持っているのか、何を基準に運用成績を見たら良いのかを良く

考えておくべきだろうと思います。 
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次のページです。 

 

投資運用のほかにどのようなサービスがあるかをお話しましょう。 

特に、日本のお客さんには高いレベルの事務管理、報告サービスが必要になるだろうと考えて

います。 

必要が有る場合は国際的な保管ネットワークも提供出来ます。 

又、日本の会計上の必要事項を考慮した包括的な報告書の作成、評価も可能です。 

さらに又、運用資産の状況、将来の戦略をどうすべきか等についてお客さんとの話合いも頻繁

に行ないます。調査、研究の結果を提供し、世界がどうなっているか、窓口の役目も行なえま

す。 

 

９ページですが、私どもの国際的な顧客がどのようになっているかを年金基金を中心にお話し

ます。 

 

例えば、北米のところでは日本のＮＴＴにあたるＡＴ＆Ｔ、アメリカ最大の基金カルフォニア

州職員年金基金、ＩＢＭの債券投資運用等を行なっています。日本お客さんについてはここでは

入れませんでしたが、日本については１８億米ドルの運用を行なっています。まとめとして、Ｄ

Ｂとモルガングレンフェルが一緒になって運用面でどのようなことが起きたかをお話します。 

このような組合せにより、世界でも最も重要な投資顧問の組織が出来たと考えています。二社

が一つになり、株と債券も世界の市場をくまなくカバー出来るようになりました。それから、世

界で７００名のスタッフがいます。 

ＭＧＡＭがＤＢと一緒になり、ＤＢの膨大な運用ソースが使えるようになったということ、特

に債券・通貨に関する調査ではＤＢは非常に優れていますので１９９２年の統一市場の動きを考

えると、この二つパートナシップが出来たということは大変すばらしいことだと思います。 

 

これから４.５年の間に、世界的に年金基金の市場は大きくなると考えられています。この点に

ついて、少々触れて私の話を終わりにします。 

 

こちらで見ても分かりますように、１９８９年から９４年の５年間に４兆３,３３０億米ドルか

ら６兆４,０６０億米ドルヘ５０％の増加となります。最も成長の早いのが日本で、この間に倍増

しています。 

 

(次のペ－ジ) 

 

年金資産の国際的な投資という側面を見るのがこの表です。 

現在、日本の年金資産で国際的な投資を行っているのは４３０億米ドルです。次の４年間に、

１,２５０億米ドルに増加することになっています。 

国際的な分散投資により、日本の年金資産の収益の変動性リスクを低くすることが出来ます。

１９９０年代、東南アジア、北米、ヨーロッパ、日本ももちろん、運用収益を増やす様々なチャ

ンスが生まれてくると思います。 

 

以上で、私のお話を終了させて頂きます。ご質問があれば、どうぞ！ 
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それでは、後でまとめてご質問をお受け致します。 
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ＤＢＣＭＩ Ｗ.リチャード 

 

ＤＢもモルガングレンフェルを買収しまて、一緒に国際的運用機関として働けることを大変喜

んでおります。それでは、引き続きＤＢキャピタルマネージメントインターナショナル GmbH・ド

イツ銀行国際資本管理有限責任会社（以下［ＤＢＣＭＩ］と略称）の資産運用について、私がお

話致します。 

 

ＤＢＣＭＩのプレゼンテーション 

 

ＤＢＣＭＩ Ｗ.リチャード 

 

最近、ＤＢ内にもいろいろ変化があるのですが、それはＤＢの運用方針から来ていると思いま

す。 

名前が変わりまして、ＤＢＣＭＩとなりました。デーゲットと呼ばれていますドイツ国内の機

開投資家向けのサービスはこちらの会社で行なうとになりました。そして、この二つを合わせて

１８０億米ドルの運用になります。デーゲットで運用しているのは、その内１２０億米ドルで、

国際的な投資で６０億米ドルとなっています。 

国際的な運用を行っているＤＢＣＭＩは組織的に次の三つのことを行っています。 

①投資運用、②顧客関係のマーケティング、③事務管理の三つです。 

 

次のスライドは株式市場と債券について示します。 

 

ＤＢＣＭＩでは運用の分野では二つ特徽を持っています。①ＤＢの連用ソースをフルに活用す

る国際的債券投資を行なうということ。②株式ついても調査・研究が十分に行なわれたソースを

使用します。 

ウォーカさんからも話があったように、或る程度の成績を上げるためには目標というものが大

変大事だと思います。又、お客さんとの緊密な関係を作りニーズを良く承知することも大事だと

思います。 

 

(次のスライド) 

 

こちらは株の銘柄選択の基準を示したものです。過去の企業に関していろいろな研究行なうに

付いて、こういった基準で行います。意志決定について、どういった項目を研究しなければなら

いか、まずマクロの環境分析が必要。次に個々の企業の分析を行いますが、このスライドはその

さいどのような項目について調査するかを示しています。先ほど、ウォーカーさんから計量分析

を行なうという話がありましたが、こういった計量分析の道具を駆使して、厳密な、相対的な評

価を行います。 

 

次に、どのような情報サービスがあるかお話します。 

 

まず、経済調査部というのができ、世界各地に４０名のエコノミストがいて、デーゲットと強
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力な関係を持っています。５３名のアナリストがドイツ株の分析を行なっています。意志決定を

するに際しては、このスライドのような組織で行っています。投資政策委員会というのが一番上

になっています。 

そして、実際の運営上の目的は何かといいますと、かなりの部分を質の高い、流動性の高い株

に世界的に投資していくとうことに重きをおいています。小企業の成長株についても見逃さない

ように注意しています。 

 

最後になりましたが、私どもが力を入れているのに、顧客に対するパーソナルサ－ビスという

ものがあります。 

 

ここに書いてあるようなことをするように努力しています。綿密にお客さんとの接触を取ると

いう点が必要不可欠なことになっています。資産の詳細な分析を行うということ。 

 

これで、私の話を終わります。 
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ＤＢＣＭＩ Ｗ.リチャード 

 

それでは、引き続きフッカーさんにお話頂きましょう。 

 

’９２のＥＣ統合へのヨーロッパの挑戦 

 

皆さんのお手元に配布した資料は読みませんけど、私の話はその中に全て入っておりますの

で、あとでご覧下さい。 

ヨーロッパ統一市場については金融市場に触れる面のみをお話します。 

 

ヨーロッパは過去において歴史的に見ましても世界の金融の中心でありました。最近、ヨーロ

ッパの主要国の対外収支が改善され、経常収支が黒字を計上することが出きるようになりまし

た。このとから、ヨーロッパは又世界の資本供給国として作用するようになってきました。とい

うことで、国際的な金融市場の中で、ヨーロッパは重要なプレヤーとなりつつあます。 

 

ヨーロッパが直接的な借り手・貸し手としての役目を果たすだけではなく、或る国の貯蓄をロ

ンドンとか、その他の大陸の金融市場、ユーロマーケットを通じて他の国へ供給するというよう

な仲買いの役目も果たしています。このようなヨーロッパの仲介者としての役割が果たせるとい

うことはロンドン、スイス、ルクセンブルク、フランクフルト等という市場を通じて、十分に経

験の有る投資運用を行なう機関が活躍している現われです。 

世界の機関投資家、個人投資家が国際的運用を求めて、そのサービスを求めるようになってき

ています。 

 

借り手側も投資家側も分散していくことが基本的な考えになり、ヨーロッパも、ドル圏、それ

から円ブロックに区分されるように、一つのヨーロッパとして区分されるように考えるべきでし

ょう。それといのもヨーロッパを全部あわせると、ヨーロッパの債券・株式市場はアメリカ、日

本のそれに匹敵するものになるからです。 

欧州通貨制度が導入されるようになってからは、そういった経済政策等の調整により、ヨーロ

ッパ域内での為替は安定してきています。現在は、ＥＣが９２年に向けて統一市場を整えようと

していて、これが実現するとヨーロッパ域内の為替は更に安定すると思われます。最近のヨーロ

ッパの金融自由化により、外国の投資家にとってヨーロッパの金融市場が公開されたということ

も指摘すべきでありましょう。 

金融の国際化とともに、２４時間の売買が当たり前なってきています。ここでもヨーロッパは

地理的によい条件下にあります。といいますのも、金融の中心である東京とニュ－ヨークの中央

の時間帯に位置しているからです。 

 

ヨーロッパの投資の魅力はどこにあるのか、ユ－ロボンドの市場が有るように、ユ－ロ株式の

市場が有るのかどうか、考えてみる必要があると思います。 

最近、ユーロマーケットを通じた株式上場が益々盛んになってきています。一つの国の金融市

場で、これを行なうということはいろいろ問題が生じるので、ユーロ市場での上場・発行をする

ことによりスムーズに出来るようになってきました。例えば、英国、フランスの国営企業の民営
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化などが行われていますが、今言ったような方法で行うことに焦点が当てられています。フラン

スも最近、民営化ということにかなり晒されるようになりました。 

 

ユーロボンドマ－ケットと同じように、ユーロ株式市場を論議することが可能でしょうか。 

現在ユーロ株式市場というのは、或る株式をヨーロッパの複数の株式市場で同時に上場するこ

とを意味しています。その場合、その株式発行国の課税方法、書類に対する規制が適用されてい

ますが、投資国側の規制ではなく発行国側の規制が適用されています。 

経済単位として、ＥＣは米国、日本に匹敵します。ＥＣのＧＮＰは米国とほぼ同一です。ヨー

ロッパの場合は上企業は７,０００社、８９年末の時価総額は２.４兆米ドル､ニュ－ヨークのそれ

は２,３００社、３兆米ドルであります。これだけの規模の市場は米国、日本に匹敵するものであ

り、投資家が関心を持つのは当然でしょう。 

１９９２年の統一議定書が取り交わされまして、９２年の統一市場に向けて財サービスで残さ

れている非関税障壁も取り除かれることになっています。 

その他、統一して行くことによって規模のメリットを享受出来、又、製品と生産基準の合理

化、技術的にも規模のメリットが出ると思います。 

ヨーロッパの企業がこういとにより競争力を増し、企業のマ－ジンが上って来ることになりま

すので、ヨーロッパの株は投資家にとって益々魅力的なものになると考えられます。 

又、他にも技術的な面でヨーロッパがエキサイティングな投資先とります。といいますのも、

ＥＣ域内では制限なく資本の流通が可能になり、そういった過程により調和が図られます。この

結果として、ヨーロッパ域内の各国の株式市場の法律が改正され株価に反映されることになりま

す。 

又、市場が流動性に富むようになり、企業がよりパフォーマンスを意識したような経営を要求

されるようになるでしょう。域内、域外の投資家の関心が高まり、取引も増えることでしょう。

資金の運用・調達、株価収益率、こうした数字も改善が認められるでしょう。 

 

それでは、次にＥＣの企業買収の動きついて少々触れておきましよう。 

イタリアの大実業家デヴェリテメンテ氏も言ってますように、現在はどの会社も買収の対象に

なっていて、どの企業もパートナーの可能性がありＥＣ内でも、企業間の繋がりが重要になると

思います。デヴェリテメンテ氏は時流を先取りしたと言ってよいでしょう。これからヨーロッパ

では企業の吸収・合併が盛んに行なわれるようになるでしょう。 

こうした企業の買収・乗っ取りのための売買、それから合併などが行われると、今までドイツ

ではそれ程知られていなかった企業でも投資の対象になってくるしょう。 

 

ヨーロッパにはいろいろな金融センタ－がありますが、この統合の結果、どこが最も強力な金

融センターになるかついてはいろいろ議論が有るところです。主導権を争っているのが、パリ、

ロンドン、フランクフルトです。 

パリは１９８０年代にいろいろな活動がありました。国営が行なわれ、その後民営化の政策が

とられたりした企業も数多く有り、その間に株式市場が１９８０年から１９８２年の間に時価相

場が２５％上ったりという、いろんな変化が見られました。フランスはロンドンと張り合うよう

に規制緩和などを導入し、エネルギッシュに対策を進めており、大陸ヨーロッパでのリーダシッ

プを発揮していこうと努力しています。 

ドイツは大陸ヨーロッパの第２の金融市場です。ただ、ドイツの株式市場は英国などに比べる
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と相対的に規模が少々小さくなっています。ドイツの企業が資金が必要なとき、株式市場より

「与信」の方が重要です。現在ドイツの８つの取引所で、１,０００の企業が上場され、その内ド

イツ国内企業は６００社です。ヨーロッパの金融センタ－としてのリーダシップを果たす意味

で、西ドイツの連邦銀行の果たす役割が非常に重要です。こういった金融政策を考えると、ドイ

ツは最も重要な影響力を行使できるのではないかと思います。 

 

現在の時点で、９２年以降にヨーロッパ中央銀行が出来るかどうかは時期尚早ですが、西ドイ

ツの連邦銀行を中心とするような役割は非常に重要になることは明らかなことです。もし、ヨー

ロッパ中央銀行なるものが実際に設立されることになるとフランクフルトが本拠地になるという

可能性が非常に高いと思います。 

大陸ヨーロッパでは金融の中心がどこになるかで各国が張り合っていますが、ロンドンはその

地位を確立したかのように見受けられます。ここ２年の聞に、それ迄国営だった企業が民営化さ

れ上場され、時価総額もかなり高くなってきています。現在、ロンドン株式市場で上場されてい

る２,８００社のうち１,９９５社が英国内の会社で６８０社がアイルランド系の企業となってい

ます。英国は歴史的に金利の変動性が高く、株式市場の流動性が高いため、企業は債券市場より

株式市場を好んで用いてきました。 

そうじて、今ヨーロッパは重要な変化の段階を通過していると思います。これから数年、いろ

んな変化が生じてくることは明かで、９２年の統一市場がその中にあるのは明らかです。ただ、

それだけではなく、東欧の情勢の変化等も要因としてあります。 

 

ここで、フランクさんに代わって東欧情勢との関係についての説明を受けたいと思います。 
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東欧情勢とその金融へ影響 

 

ＤＢＣＭＩ Ｕ.フランク 

 

それでは東西両ドイツの再統一、東欧情勢の変化について話し、それがヨーロッパの金融市場

に与える影響ついて私は話します。 

 

東ドイツは人口が１,６００万人でＧＮＰは２,５００億米ドル、これは西ドイツの１０分の１

位のサイズであると思って下さい。現在、両ドイツの再統一ということで、政治的・経済的な問

題が取り上げられていますが、経済の規模の違いを念頭において考えて下さい。 

現在は両ドイツにおいて、経済的・政治的な統一に関連する合意書を国会にかける段階に来て

おります。その合意の中でも最重要なものが通貨統合に関する問題、又今一つ、統一後のサプラ

イ保証制度の問題があります。 

ただ今は野党が再統一について、いろいろ反論を加えていますが、再統一問題は順調なプロセ

スで進んでいき、この両ドイツの再統一は身を待った全体の統一を更にスピードアップする要因

となります。 

 

では、ドイツ再統一の経済的影響はいかなるものでありましようか。 

東西ドイツの統一にとって、東ドイツの経済の再編成が必要でありますので、問題が生ずるの

は短期のうちに起ると思いますが、全体的に見てＧＮＰの拡大が生ずると思います。ＤＢのエコ

ノミスト、又私たちの調査でもこの再統一によりドイツのＧＮＰをＯ.７５％引き上げる力が働く

のではないかと考えられています。１９８０年代の西ドイツのＧＮＰの平均伸び率は２.２％から

２.６％でしたが、これから先５年は実質４％位の伸びが期特出来るという見方です。 

 

 

又、統一によりインフレが高まるのでは、高金利が続くという懸念がありますが、私どもはこ

の考えに同意しておりません。 

西ドイツ、東ドイツの為替の交換レートはほとんどのべ－スでは１：２になっています。これ

では東ドイツに対して有利すぎないか、インフレが起きるのではないかという見方があります

が、私どもの考えではそれよりも生産性を向上させるようないろいろな効果の方が大きく、そう

いったものを相殺して余りあるものがあるのではないかということで、両ドイツにおいても直ち

にインフレ傾向を押さえられると考えています。ただ、資本需用が高まるので、１９８０年全般

と比べ実質金利は高い水準で推移するのではないかと考えています。 

ＤＢの為替レートについてですが、今申した考えのとおり、インフレは安定した状態で維持で
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きると考えますし、金利についてもそれ程高めにならないのではないかと考えていますので、対

米ドル為替については強く、対円で考えても安定したレートを維持できると思います。 

 

それでは、今、マクロの話しをしてきまたが、法人部門ではどういう進展が考えられるでしょ

うか。 

長期的にこの経済が企業に与える影響はプラスのそれだと思います。ただ、短期的にはプラス

かマイナスか、企業収益が高く維持できるのか、そしてそれは可能な限りどのように反映してい

くのか、ということなど、いろいろ難しい問題があります。 

１０年ぐらいの長期で企業収益を見ると、これか先、年１０％から１５％づつ伸び、過去１０

年のそれは年率で５％から１０％でしたので、短期的な問題があるとしても、それを克服すれば

長期の利益があるということで株式市場は安定して推移すると見ています。 

ドイツの企業は平均的に自己資本比率が高いので、資本需用も十分に満たしていけますし、東

独との事業に対応していくことも可能です。それから、短期のあいだ、かなりの投資が必要です

ので、それがいろいろ影響するのではという懸念がありますが、現在の株式市場を見てみますと

中期的な企業の収益は過小評個していますので、実際バランスシートはかなり強いものが期待で

きるのではないでしょうか。 

最終的にドイツ政府は東ドイツへ投資する企業に税制上の優遇措置をとるのではないかと考え

られますので、短期的に東ドイツが必要とする資本の確保がこういったところから出来るでしょ

う。 

東独を西独と同じレベルまでに、またはヨーロッパへ引き上げていくという構造調整は５年か

ら１０年ぐらいかかるでしょう。現在の市場、国際的なオブザーバーの見ているよりも、短期的

にも西ドイツからまた国外からの資本を十分誘致できるだけの能力があるのではないかと思いま

す。 

 

最近、東ドイツの大手企業を数社訪問しましたが、その時の感触ではドイツの経営者もどうい

う構造調整上の問題があるかを認識しており、また従業員側もそれを認識しているので、それ程

大きな反対もなくこういう構造調整は行われていくと思います。７月２日に通貨統一が行なわれ

ることになっていますが、そうなれば両ドイツ間のジョントベンチャーも実際に機能し始め、２

００から２５０社のジョイントベンチャーがあるといわれていますが、現在では信頼しかねる、

計算しかねる面がありますが、実際にジョイントベンチャーが機能してくれば、その辺が見えて

くると思います。 

 

それでは次に、その他の東欧諸国について簡単に説明致します。ここでは、三つのブロックに

分けて考える必要があと思います。 

先ず最初のグループは東ドイツ、ハンガリー、チェコで、他の東欧諸国に比べて政治的、経済

的情勢がずっと良い状態にある国々です。こういった国々では経済的発展も急激に起りつつある

と思いますので、先進国といわれる国の中の南の遅れている国、ギリシヤ、ポルトガルなどとい

う国々よりも、経済的発展が早くなるかも知れません。 

次はブルガリア、ルーマニア、ポ－ランドです。これらの国々はより難しい問題に直面してお

り、第一のグループより１０年は遅れています。これらの国の国民がどれぐらい経済的改革を必

要としているかという意識は第一の国々よりも大分低いということから、２番目のグループの経

済的発展はかなり遅れるでしょう。 
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３番目の国、それは一つしかありません。ソ連です。ソ連の状況というのは非常に困難な状態

にあります。妥当な期限内に、政治的、経済的課題を解決していかければならないとう大変難し

い状態にあります。ゴルバチョフ氏はソ連で改革に非常に力をいれてきましたが、しかし、ある

程度の政治的改革をしたにすぎず、余り成果が上っていません。経済的制度の方は相変わらず変

わっていず、それが経済の実績にも現われてしまっており､困惑の状態にあります。ソ連でも、こ

れから経済的意志決定をして行く上で、いろいろな改革をして行くスピードを加えていかなけれ

ばならないでしょう。ソ連の第一次産品の強さなどを回復して行かければならないが、こういう

ことを考えると経済的発展は非常に困難です。 

 

‥東欧諸国のランキング‥ 

１ 東ドイツ・ハンガリー・チェコ  

２ ブルガリア・ルーマニア・ ポーランド 

３ ソ連 

 

いずれにしても、東欧が開かれていくということは全体的に見て、経済的にも社会的にも良い

影響を与えるでしょう。実際のところ、東西の緊張緩和により防衛費の削減に向かっており、こ

れが経済的活性化になるでしょう。東と西の境が無くなるということで、西の経済的ノウハウが

流れることにより、東が西の基準に触れることになりますので、東側の認識を高め、経済的改革

のスピードアップの一助になると思います。長期的に見れば、政治的にも経済的にもプラスの要

因になるということですが、現在のこの段階で、東欧諸国が完全に大きな状態になるとか、短期

的に見てどうだとかいうのは、現段階ではどうのこうの言えないと思います。 

 

それでは、続いて西欧等の変化が株式市場にどのような影響を与えるか、についてお話しまし

ょう。 

現在西欧では統一市場ということでいろいろ変化が現われているが、また東欧が開放されつつ

ある中で株式市場にプラスの効果を与えると思います。政治的にオープンなっている、民主化が

進んでいるということはヨーロッパの各国政府の意志決定がより効果的な形で行われるというこ

とを意味し、公共部門での生産性が上っていくことを意味します。 

こういった経済的な効果により、いろいろな統計を見てもヨーロッパの経済成長は今までより

も高くなるのではないかという見方が圧倒的です。ヨーロッパの金融市場はこういった国の大き

なＧＮＰが入って来ることになるので、株式市場でも最先端の金融商品が使われるようになりま

す。ドイツの先物、スイス、ロンドンのそれが投資家により益々活発に扱われるようになると思

います。ということから、ヨーロッパの株式市場は短期的に見ても１９９０年代という１Ｏ年の

スパンで見ても日本市場をしのぐのではないでしょうか。 

 

ヨーロッパ域内を見てみますと、国別の投資割当ということよりも業種別の方がより重要にな

ってきています。しかし、ヨーロッパの統一市場はまだ出来ていないので、その間は国別の割

当、各国の市場ポートを見て判断するのが大切だと思います。 

現在のヨーロッパの台頭しつつあるグループというのはドイツ、フランス、スイス市場の一

部、それにスペインの一部が目覚ましいが、現在ヨーロッパの市場で行なわれているいろいろな

変革のメリットを最大限に吸収して行く市場だと思います。このグループに次いで、ヨーロッパ

の平均的な市場として考えられるのがオランダ、イタリア、北欧の市場です。英国は現在東ドイ
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ツ、西ドイツで行なわれている改革の恩恵を最も受けない国だと私たちは考えています。 

 

それでは、ヨーロッパでどういうポ－トフォリオ（資産構成）を組んだら良いのか、個々の企

業についてどこに目を付けたら良いのかということについて説明します。 

先ず始めに、成長率の高い、質の高い企業に投資していきたいと思います。それから経営者の

質がいいだろうかということが、これから先５年から１０年ぐらいは重要になってきます。です

から、投資先の企業を選ぶときは経営者の質も見ていく、つまり現在これだけの改革をしょうと

しているのですから、そのなかで成長の高いうまみのあるところをうまく見つけ出し、企業の置

かれている状態をうまくさばける能力を持った企業の経営者見つけるということです。こういっ

た企業をみてみますと、ドイツのシーメンス、フランスのＣＧＥ、スイスのネッスル、そしてＤ

Ｂ等が強みのある会社です（笑）。 

それからヨーロッパのポートフォリオ見ていく上で、２番目に重要なグルブとして規模は小さ

いが得意とする部門のある企業です。こういうハイクォリティ、ハイマージンであるが、ヨーロ

ッパ全域、世界の主要国をカバ－しているわけではないという企業です。時価総額から見ても２

部上場といった企業です。ドイツのライムガイ、フランスのシュナイダー、スイスのシーグラ－

という会社が上げられます。 

３番目ですが、割安株といわれる企業です。含み資産があるような会社で、友好的敵対的な企

業乗っ取り（Ｍ＆Ａ）の対象になりそう会社といってよいでしょう。こういった会社は経営が積

極的ではない場合が多く、こういった変化にうまく対応出来ないだろうというところです。株式

投資にとって、こういう株を見つけるのは非常に困難です。 

 

‥ ヨーロッパの望ましいポ－トフォリオ‥ 

１ 成長率の高い、質の高い企業 

２ 規模は小さいが、得意とする部門のある企業 

３ 含み資産のある、Ｍ＆Ａの対象になりそうな企業 

 

それではもう一言述べて、フッカーさんから今少し述べてもらって終わりにしたいと思いま

す。 

株式投資を行なう人達にはヨーロッパが他の市場に比べて成績が良かろうと思いますで、ヨー

ロッパ市場に力をいれてもらったらと思います。私どもの考えではヨーロヅパで最も魅力のある

市場はドイツ、フランスです。ヨーロッパポートォリオを組んでいく上では質の高いブルーチッ

プ優良株を組み込むこと、それにニッシュといわれる限られた部門で得意とする部門を持ってい

る企業、三番目に企業乗っ取りの対象になるような会社を探すというこが重要でしょう。 

こういった会社を探すのは難しいわけですが、ＤＢでは独立した調査部門を持っていますし情

報が豊富ですので、私どものサービスを提供させていただけたらと考えています。 

 

私か今まで申してきたことをまとめたパンフレットを用意していますので、持ち帰っていただ

けたらと思います。 

 

それでは最後にフッカーさんからいま少し。 

 



- 25 - 

 

 
  



- 26 - 

 

国際的投資戦略 

ＤＢＣＭＩ Ｓ.フッカー 

 

今日の午後、いろいろお話しましたけれど、国際的投資戦略という観点からまとめをしたいと

思います。 

 

ヨーロッパは政治的経済的な情勢が大きく変わりつつありますが、これは先ほど説明したとお

りです。政治的な変化については評価をするのが難しいし、それから最終的にどうなるかという

予測をするのも難しいと思います。そこで、私は最後のまとめとして経済的な側面についての

み、どういう状況になるかという予測について述べます。 

 

国際的に比較しても、世界的に見ても、その他の先進国から見ても、ヨーロッパが突出するの

ではないかと思います。基本的に現在二つの重要な事態がヨーロッパで進行中で、域内、域外に

プラスの影響が出てくると思います。一時はヨ－ロッパさえアメリカの債権エコノミーというこ

とで、ヨーロッパが沈滞した時期がありましたが回復しつつあります。 

この新しい傾向は時として中断することもあると思いますが、概ね継続していくものと思いま

す。従って、国際的ポートフォリオを組み替えていく必要があると思います。私どもが催してい

るポートフォリオはそういった再配分を考えて、新しいカントリ－ランキングを付けています。

投資戦略の際の国別のウェイテングを見ても、株式投資においても、ヨーロッパを重要視する方

向へ動いています。今まではそれが理論上のみ考えられていましたが、１９９２年の統一市場が

実現しつつある、また、東欧圏の市場が変わるということが出てきて、実際にポートフォリオの

上でも現実のものとなって反映するようになってきました。 

ＤＢＣＭＩ、私どもの全株式資産構成の価値付けは次ようになっています。オーストリア１、

ベルギー１、フランス９、ドイツ１６、イタリア３、オランダ４、スカンジィナヴィア１、スペ

イン３、スイス３、英国５です。国際的な株式資産構成に占めるヨーロッパの総数は４６になり

ます。モルガンスタンレイの全世界的資本インデックスに占めるヨーロッパのウェイトは２８％

ですので、この４６％はヨ－ロッパにウェイトを掛けているということを意味しています。 

残りは５４％あるわけですが、オーストラリア３、日本２３、シンガポールとマレ－シアで

３、カナダ２、米国２３です。 

以上、国際的な株式の資産構成の新しい配分についてお話して締め繰り、後は司会を勤めたリ

チャードさんに引継ぎ、ご質問をお受けしたいと思います。 
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終わりに 

 

ＤＢＣＭＩ Ｒ.リチャード 

 

４時１５分に、皆さんは飛行機の都合でここを立たなければならないのですが、ご質問があり

ましたらどうぞ！ 

 

…… 

 

それでは、ご質問がありませんでしたので、終わりにさせてもらいますが、参考資料を配布し

ていますので、日本に帰られましたらご覧下さい。 

 

 

 

厚生年金基連合会 木戸団長 

 

訪問団を代表して、一言御礼申し上げます。……（以下省略） 

 

 

(以 上) 
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あとがきに変えて 

 

世界の資産運用環境 

   

運河の国オランダの郊外はこんもりとした森の多い国で、１990 年に地方小都市の基金事務所を訪問したと

き、調査団のバス(UD にあらずﾍﾞﾝﾂ)が訪問先の事務所が森の中で分からなくなってしまい、しばし立ち往生。

街角の花屋のガーベラ咲き誇る店先で。 

  事務所からの迎えの車に先導され森の中の街路をしばらく行くと、敷地を示す簡素な門を入って森の中の点

在する木々の下の芝生が見事に養生された中の曲がりくねった道を五分も走っただろうか、三階建ての事務所

の前にバスは止まった。見れば、事務所わきの小屋の前に「PENSIONENFONDS ＰＧＧＭ」とシンプルに記

されていました。 

  ほとんどが森の広大な敷地の中央に三階建ての独立ビルを構えたこの年金基金事務所は加入員数３６万人、

年金受給者６万３千人というオランダの病院および福祉事業従事者を対象とした基金で、オランダで二番手の

大きさの基金とのこと、職員数は６００人である。 

  部屋を薄暗くして行われたプレゼンテーションで印象的だったのは、年金をインフレからまもって保証する

ことを基金の目的にしていること、３５年という長期展望のもとに計画をたてていること、分散投資に注力し

ていること、不動産投資で極東・日本にまで投資しているとのこと等々でした。1990 年当時の日本の厚生年金

基金レベルとは天と地の開きの有る現実に、調査団一同ただただ呆然とするばかり。叩きのめされたようなイ

ンパクト！ 

  あれからほぼ１０年、グローバルな金融の世界ではいろんなことがあったし、本邦金融機関にも未曾有な事

態が押し寄せ、日本の基金サイドの研究・情報収集も進み、資産運用規制もほとんどなくなり運用体制も徐々

に整ってきました。資産運用環境の激変はかってないスピードと量で行われています。 

マネーの論理は、ついにソビエトの統制経済をも打ちのめしてしまいました。ロンドンには金融のウィンブ

ルトン現象が発生し、東京には純然たる本邦金融機関は無くなりすっかり外資系金融機関と提携するに至りま

した。ベアリング、米国大和證券、住専、日産生命、山一、託銀、長銀、大蔵省等々、明らかになるのは〈旧

来組織の疲弊〉ばかりです。ブレ幅の大きくなったボラティリティ増大のデリバティブ市場にβの資本資産評

価モデルあり、投機に特化した莫迦なヘッジファンドあり、非相関運用あり、世界同時株安で怪しくなってき

ました国際分散投資理論ありで、市場環境はグローバルでボーダーレス化し、運用技術の多様化・高度化につ

れ瞬時性を高め、次々と規制・統制を破壊しつつあり、それに連れてリスクは高まる一方です。 

 

出所：『人様のお金』第 3 章 平成１２年８月  
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資 料 
 

・「平成 2 年度 ヨーロッパ企業年金制度調査報告書」厚生年金基金連合会 平成 3 年 12 月 

・プレゼンテ－ション録音テープ(Marcury A M,Banque Indosuez,Cradit Swiss,Deusche Bank) 

・「平成 2 年度 厚生年金基金連合会ヨーロッパ企業年金制度調査団」JTB 平成 2 年 5 月 
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編 者 
 

年金カウンセラー 高野 義博（たかの よしひろ） 

 

●1941年千葉市生まれ。1967年東洋大学哲学科卒業。ＡＢＣ厚生年金基金に 25年勤務。続いて社会保険事務所で年金相談員

を 5年。2001年ＯＰＭ研究会設立。 

●1990年欧州七ヶ国企業年金調査。1998年企業年金連合会の受託者責任研究会ＷＧに参加。1999年米国４０１(ｋ)調査。 

●主な著作・評論に、1995年『情緒の力業』近代文藝社。2000年「人様のお金」Web 公開。2000年「資産運用機関の勝手

格付け」単独連合厚生年金基金連絡協議会冊子「たん・れん」掲載。2004年「年金生活への第一歩」Web 公開。2007年「年金

履歴書の作成による請求もれ年金発見の仕方」日本法令「ビジネスガイド」などがある。 

●Ｗｅｂサイト・ナレッジサーブ「年金カウンセラー検定」で優秀賞受賞 

●年金カウンセラーとして 2007／6／2東京新聞朝刊「こちら特報部」「一年で照合は選挙対策」、2007／9／23週刊「サンデ

ー毎日」「不安拡大！ もらい損ね「企業年金」の重大欠陥」等の取材を受ける。 
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著作・評論等 
 

・評論『情緒の力業』（四百字詰め原稿用紙五五三枚）近代文藝社 平成七年 

・調査記録「米国４０１（ｋ）調査記録」(A4×51 枚) 脱稿 平成十一年  

・経済書「人様のお金―厚生年金基金は何になるのか」(A4×426枚) 脱稿 平成十二年  

・経済書「厚生年金基金事務長奮闘記」(A4×134 枚)脱稿 平成十二年  

・冊子記事「資産運用機関の勝手格付け」 (A4×3 枚) 単独連合厚生年金基金連絡協議会「たん・れん」掲載 

平成十二年  

・実用書「Ｑ＆Ａ年金の行方（基金解散と代行返上）」(A4×36枚)脱稿 平成十五年  

・実用書「年金生活への第一歩」(A4×82枚)脱稿・発刊 平成十六年   

・実用書「事例で学ぶ年金」(A4×163枚)脱稿 平成十八年  

・雑誌記事「年金履歴書の作成による請求もれ年金発見の仕方」(B5×13枚)日本法令「ビジネガイド」掲載 

平成十九年  

・雑誌記事「企業年金の記録漏れ問題・不払い問題 具体的解決策は何か？」(B5×5 枚)日本法令「ビジネス

ガイド」掲載 平成二十年 
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「厚生年金基金アーカイブ」一覧 

 

１．年金シリーズ 

① 検定：年金入門 

② 年金記録問題解決！年金履歴書 

③ 知らないじゃ、すまないでしょ！ 事例で学ぶ年金 

④ Q&A 年金の行方 

⑤ ちょっと待った！ これから年金の５０代の方 年金生活への第一歩 

２．基金シリーズ 

① 厚生年金基金事務長奮闘記  

② 人様のお金―厚生年金基金は何になるのか 

③ 日本版 401k 誕生秘話！誰も知らない厚生年金基金 

３．運用シリーズ 

① 401k の秘法 勝手格付け 

② 再々の肩叩きをスルーして 厚生年金基金の資産運用に ２５年のめりこみました！ 

③ １９９０ ヨ－ロッパ 資産運用 

④ 転ばぬ先のシミュレーション: 確定拠出年金をはじめる方への先人の ドハハな教え！ 

４．確定拠出年金シリーズ 

① 401(k)の百聞は一見に如かず 

② 確定拠出年金はじめのはじまり 

③ プロ野球選手よ！ 年金はもらうもの？ 

 

出所・http://goo.gl/fj4Y0H    

 

 

http://goo.gl/fj4Y0H

