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2020 年度の引当資産の運用実績と今後の方針 

 

 

要約 

 2020 年度は、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により金融市場に動揺

が広がる中でスタートしたものの、その後、各国中央銀行の積極的な市場への介

入、大規模な財政出動、ワクチン接種の開始等により、市場は落ち着きを取り戻

し、給付金を手に入れた個人投資家からの資金流入等もあり、年度の後半の株式

市場は急上昇に転じた。好転した市場環境の中、基金の収益率は前年度から一転

して大きくプラスに転換しで 22.1％1、期ずれ調整後で 25.2％と高水準の収益率

となった。また、過去 10年間の年率収益率は 4.7％（前年度 2.6 ％）と、目標

収益率を確保している。 

足元は好調であるが、米国株式市場には割高感もみられ、今後の見通しは楽観

できない。長期投資枠では、外国株式は割高感のある上場株式ではなく Private 

Equity を中心に新規投資を行い、海外株式に比較して出遅れが目立つ国内株式

も配分を維持する。中期・短期投資枠においては、金利低下により割高感が強い

債券への配分は引き続き抑制し、ヘッジファンド等のオルタナティブ商品を中

心としたポートフォリオを維持する。 

なお、昨年度に策定した中期財政計画において、新館（仮称）を始めとする施

設整備計画を踏まえた教育研究予算支出のための基金の取り崩し計画をまとめ

たが、それに基づく昨年度末時点での資産配分目標は、長期投資 66％、中期投

資 17％、短期投資 17％となり、株式への配分に引き上げの余地がある。 

 

 

 

                                                   
1 基金で投資している海外の運用商品の中には、月次の基準価格の報告が信託銀行の月次の集計

に間に合わないものもあり、そのような商品は前月の基準価格を使用している。また、事後に入

手した情報をもとにこの収益率を修正したものが期ずれ調整後の収益率である。従って、期ずれ

調整をしない方が、期ずれ調整後に比較して市場変動の影響が遅れて現れる。19 年度 3 月は、

新型コロナ感染拡大により市場が大きく急落したため、期ずれ調整なしのマイナス 4.0％に対し

期ずれ調整後はマイナス 6.1％と大きな差が発生している。 
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1. 基金の概要（2021 年 3月末） 

 

 

（１）概要 

簿価：414億円 

時価：510億円 

評価損益：96億円 

運用担当者：新井亮一基金担当理事 

ガバナンス：組み入れ・解約商品及びその配分は、理事会の下部組織である

基金委員会で承認。運用状況は毎月開催される理事会に報告 

コンサルタント：野村證券株式会社フィデューシャリー・サービス研究セン

ター フィデューシャリー・マネジメント部 

 

 

（２）財源 

本学は、献学間もない時期から、寄付金を原資として将来の教育研究予算の

拡充のため株式を始めとする有価証券投資を行っている。中でも主たる財源は、

1970年代にそれまでゴルフ場（献学当初は農地）として使用していたキャンパ

ス所有地を東京都に売却した際の売却代金である（売却された土地は、現在は

野川公園となっている）。この売却された所有地は、献学時に本学の理念に賛

同いただいた日本全国の多くの寄付者から頂いた寄付金で購入されている。従

って、直接的には土地の売却代金であるが、その原資はやはり寄付金である。

また、現在では、奨学金の支給を目的とした運用型寄付金を受け入れており、

この寄付金は基金に組み込まれる。 

 

 

（３）目的 

本学は、教員一人当たりの学生数・生徒数が少ない少人数教育を特長として

いる。そのため、授業料及び補助金等の収入では教育研究経費を充分に賄うこ

とができず、大学部門では、学生一人当たり卒業までの 4年間で 200万円ほど

（学費が低く抑えられていた 80年代は 300万円ほど）の不足が発生している。

基金の運用益は、この支出超過の補填に供されている。 

 次図は、1985年度以降の基金残高及び基金から教育研究予算への繰り入れの

累計額である。昨年度までの 36 年間で 531 億円の資金が基金から教育研究予

算に充当されており、これは同期間の法人全体の収入の 18％に相当する。この

間、概ね基金の残高は維持されており、基金の運用益が教育研究予算に繰り入
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れられたことになる。 

 

 基金を保有し、その運用益により教育研究活動を充実させるという学校法人

経営は、米国の私立大学を中心に海外の大学の多くで採用されている。例えば、

米国ハーバード大学は、約 4 兆 5,000 億円の運用資産を保有し、その運用益か

ら年間約 2,400 億円の資金を教育研究に充当している。総事業収入の約 40％を

基金の運用益が占めている2。 

 

 

 

２. 運用の基本方針 

 

 

（１） 資産配分 

 

① 目標資産配分策定の基本的な考え方 

一般的に、年金資産等の運用における資産配分の決定においては、内外株式・

債券等の資産別の期待収益率、リスク（月次収益率の標準偏差）、資産間の相関

係数を元に、月次収益率の標準偏差で定義される基金のリスク許容度を制約条

件として、その範囲内で効率曲線分析などを活用して目標収益率を最大化する

                                                   
2 “Financial Report Fiscal Year 2020” Harvard University 
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資産配分を求める、いわゆる平均・分散アプローチが採用される。この短期的な

基金の時価変動の抑制を制約条件とする手法は、基金のステークホルダーであ

る年金受給者、株主、負債の借入先の視点からも合理的である。 

一方、本学は、保有有価証券の評価差益も考慮した時価ベースの自己資本比率

が 80％を超え、また、非営利法人であるため純資産も投資家からの出資ではな

く、献学時から本学の教育理念に賛同した寄付者からの寄付金により形成され

ている。従って、基金運用における短期的な基金の時価変動リスクの抑制の優先

度は低い。 

代わってリスク管理のポイントとなるのが、長期的な元本棄損リスクである。

一般的に、有価証券投資においては、短期に価格下落リスクがあっても長期で保

有する限りいずれは価格の上昇・回復が見込まれ、元本割れのリスクは少なくな

る。しかし、本学基金は、教育研究予算のへの繰り入れ資金捻出のため、定期的

に取り崩しが必要であり、それに伴い保有有価証券の売却も行われる。従って、

その売却スケジュールより投資している証券の元本回復に要する期間が短くな

ければならない。例えば、80年代末を起点とした日本株式の低迷は実に 30年に

もわたって継続した。従って、近い将来に取り崩す予定の資金では、このような

資産に投資することはできない。そこで、元本棄損リスクを回避するためには、

本学基金においては、まず、中期財政計画に基づき施設整備等の非経常的な資金

需要を含めて長期の資金需要、すなわち基金の取り崩しスケジュールを推計し、

それに基づき基金の資産を以下の３つの資産区分に分類した上で、それぞれに

適合する金融商品を当てはめることにより資産配分を決定する。 

短期資産：5年以内に取り崩される資金 

中期資産：6年から 10年以内に取り崩される資金 

長期資産：10 年以上取り崩しの予定がない資金 

昨年度に策定された中期財政計画に基づき、増加が見込まれる施設整備関連

費用を合わせると、今後毎年平均して資産の 3.4％程度の取り崩しが必要となる

予定で、5 年以内に取り崩される資金が 17％、6 年目から 10 年目までに取り崩

される資金が 17％、10年間取り崩しの予定がない資金の割合が 66％となる。従

って、目標資産配分は、長期資産の上限が 66％、短期資産の下限が 17％となる。 

一方、投資する運用商品については、「金融危機やバブル崩壊などの最悪の事

態が発生した場合に」時価の回復に必要となる期間（Drawdown Recovery Period, 

DRP）を算定する。具体的には、過去の値動き、金利水準、株価評価（企業業績

との相対評価）等を参考に、投資する商品毎に決定される。 

この商品別の評価を基礎として、実際の資産配分では、投資する運用商品と基

金の取り崩しスケジュールを合わせ、短期資産は DRP が 5 年以内、中期資産は

DRPが 6年から 10年、長期資産は DRPが 10年以上の運用商品に投資する。 
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② 具体的な運用商品の資産区分 

商品別の資産区分は、以下のとおりである。 

 短期資産 中期資産 長期資産 

資産配分目標 概ね 5年以内に教

育研究予算へ繰

り入れ相当額以

上 

概ね 6年目以降か

ら 10 年目以内に

教育研究予算へ

繰り入れ相当額。

なお、短期資産の

配分目標が優先

する 

10 年目以降に教

育研究予算へ繰り

入れ相当額以下 

組入れ対象と

なる商品のリ

スク特性（注） 

市場環境が悪化

した場合でも概

ね 5年以内に投資

元本の回復が見

込める商品 

市場環境が悪化

した場合でも概

ね 10 年以内に投

資元本の回復が

見込める商品 

市場環境によって

は、元本の回復に

10 年以上かかる

可能性がある商品 

対象となる商

品例 

低リスク・ヘッジ

ファンド（株式マ

ーケット・ニュー

トラル、債券レラ

ティブ・バリュ

ー、その他ベータ

非依存型ヘッジ

ファンド）、低リ

スクマルチアセ

ット等 

中リスク・ヘッジ

ファンド（株式ロ

ング・ショート、

マクロヘッジ、企

業合併裁定）、内

外債券、マルチア

セ ッ ト 、 私 募

REIT、上場 REIT、

不動産、ハイ・イ

ールド社債、航空

機リース、各種ク

レジット戦略、運

用期間が 10 年未

満の各種 Private

戦略 

内外株式（アクテ

ィブ及びパッシ

ブ、新興国を含

む ）、 Private 

Equity（Primary、

Secondary, 共同

投資等を含む）、そ

の他運用期間が

10 年 以 上 の

Private 戦略 

 

③ 目標収益率 

中期財政計画策定において基金の運用利回りは、長期資産の実質収益率を株

式と同じ 5％、中期資産の実質収益率を株式×0.3、短期資産の実質収益率を 0％

と仮定しており、基金の取り崩しスケジュールから算出された資産配分で基金
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全体の目標収益率を算出すると、インフレ＋4％となる。すなわち、持続可能な

財政基盤を維持していくためには、この水準の収益率を確保していく必要があ

る。なお、目標収益率を「インフレ＋」としていることは、インフレに対するヘ

ッジ（インフレになればその分だけ収益率を高めること）も基金の運用目標とな

っていることを意味する。 

 

 

（２） 個別商品の選定 

本学基金は、運用の歴史が長いことから、多くの商品が内外の運用会社によっ

て紹介される。その中から、上記資産配分の方針に則り、組み入れ対象商品を選

定する。選定に当たっては、DRPの算出・推定を含む過去の運用報酬控除後の収

益率の分析、運用プロセス、運用担当者との面談、運用報告体制、外部運用コン

サルタントの評価等を精査し、組み入れ比率は、基金委員会での承認を得て最終

決定する。 

なお、個別商品の組入れについては、以下を基本方針とする。 

 原則として、信託銀行の金銭信託による運用とし、証券会社等を通じ

た直接投資は行わない。必要が生じた場合は、基金委員会の承認を得

る。 

 可能な限り小口の投資を行い、極力分散投資を心掛ける。 

 可能な限り相関性の低い多様な商品に投資し、収益とリスクの源泉

の分散を図る 

 

 

 

３．ポートフォリオの特性とパフォーマンス評価 

 

 

（１） ポートフォリオの特性 

基金の収益率の株式市場や債券市場等の値動きに対する感応度等、基金全体

のポートフォリオの特性を確認する。多様な運用商品に投資しているため、この

ポートフォリオの特性は、個別運用商品の分析の積み上げではなく、基金全体の

収益率の個別ファクターに対する感応度を計測することで把握する。ここでフ

ァクターとは、世界株式や債券の収益率といった金融市場に広く影響する変動

要因を意味する。 

具体的には、世界株式（MSCI世界株式指数）、世界株式での割安銘柄の成長株

に対する超過収益率（MSCI Value-Growth、通常は景況感と連動する）、日本株式
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の世界株式に対する超過収益(TOPIX-MSCI 世界株式指数)、世界債券(World 

Government Bond Index)、ドル円、クレジット（米国投資適格債 ETF-中期国債

ETF）の 6 種類のファクターに対する基金の感応度3を 36 か月の累計収益率で計

測すると下図のようになる。 

 

ここでの感応度は、各ファクターが 1 標準偏差だけ変動したときに基金の収

益率がどの程度変動するかを表している。従って、ポートフォリオに変化が無く

ても、ファクターの変動率が上昇しただけで感応度が上昇する。新型コロナの発

生後、株式とクレジットに対する感応度が高くなっているのは、当時の一時的な

市場の混乱で、両ファクターの変動率が上昇したためである。 

2014 年度以降、基金の収益率向上を目的に、徐々に株式の比率を引き上げて

きたため、株式市場に対する感応度が上昇している。現状では、世界株式に対す

る感応度は 6％、すなわち、世界株式の 1標準偏差の変動（昨年度末時点でおよ

そ 17％）が基金の運用利回りに 6％程度の変化をもたらすことになる。次に感

応度が高いのはクレジットであるが、これは、前述の通り新型コロナ発生の一時

的な影響と考えられ、今後は低下していくと考えられる。また、基金の 4分の 1

を日本株式が占めていることから、日本株への感応度も恒常的に高い。 

 

 

（２） パフォーマンス評価 

                                                   
3 感応度の算出プロセスは、以下の通り。過去３６か月間の基金の月次収益率を各ファクターの月

次収益率で多重回帰分析し、各ファクターに対する回帰係数を得る。さらに各ファクターの変動率

が大きく異なる（係数が大きくても当該ファクターの変動率が小さければ基金の収益率への影響は

小さい）ため、各ファクターの変動率（標準偏差）を求め、それに回帰係数を乗じたものを感応度と

する。 
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① 総括 

20 年度の基金の運用実績は、期ずれ調整前のベースで 22.1％となった。ま

た、一部のヘッジファンドで、20 年 3 月の新型コロナ感染爆発による市場の下

落の影響が 20年 4 月にずれて反映されている。この影響を取り除いた期ずれ調

整後の収益率を次図に示す。 

 

昨年度の収益率は、期ずれ補正後で 25.2％となった。また、過去 3年、5年、

10年の年率収益率も、それぞれ 5.3％、5.3％、4.7％である。この期間のインフ

レ率が 0-0.5％にとどまっていることから、「インフレ+4％」という基金の運用

目標を長期的にも達成するに至っている。後述のように、株式市場が趨勢的に好

調であったことがその背景である。 

資産別では、株式を中心とする長期資産が 47.9％の上昇率となり基金全体の

収益を大きくけん引した。ヘッジファンドや不動産等のオルタナティブ商品が

中心となる短期、中期資産は、それぞれ 14.7％、12.4％の結果となった。 

なお、期末時点の評価益は 96億円であり、基金全体として投資元本を下回る

リスクは極めて限定的であると考える。 
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②  ファクター寄与度分析 

 下図は、前述のファクター感応度とファクター収益率を元に、基金全体の収益

率を株式、金利、クレジットなどの各ファクターの寄与度とその他（α）に分解

したものである。αは、ファクターの寄与を除いた残差、すなわち、運用商品選

定におけるカテゴリー選択効果（例：上場株式にするか PEにするか）、及び選定

商品の市場に対する超過収益からの寄与などであり、基金運用の巧拙を測る指

標の一つである。 

これまでの寄与度分析をみると、好調な市場環境が続いたため、長期的に世界

株式からの収益寄与が安定してプラスに推移し、また組み入れ比率を引き上げ

たため増加傾向にある。一方、日本株の配分比率が約 25％あり、海外株式に対

しての日本株式の相対収益率からの影響も大きくなっているが、これは、第２次

安倍政権の発足をきっかけとした日本株上昇時にはプラスに寄与したものの、

過去３年では日本株式が世界株式に出遅れたためマイナスの寄与となっている。

ドル/円は、一定割合を外貨で保有しているため、やはり第２次安倍政権の発足

時の急激な円安でプラスの寄与があったが、その後は大きな影響はない。それ以

外の債券・クレジットの影響は小さい。αは概ねプラスを維持している（20 年

度の平均値で 0.7％であった。中期財政計画での見込みは 0.5％である）。 
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③ 資産配分 

次に、短期・中期・長期の資産区分別の配分推移を示す。 

昨年度の資産配分では、短期資産が 23.3％から 21.4％へ減少、中期資産が

39.5％から 28.9％へ減少する一方、長期資産が 37.3％から 49.7％に上昇してい

る。長期資産の増加は、引き続き Private Equityを中心に株式の組み入れ比率

を引き上げたことに加え、株式市場が好調に推移したことによる時価の増大が

原因である。なお、前述のように長期資産の組入れ限度は 66％となり、長期資

産の組み入れにはまだ余裕がある。 

 
 

④  商品類型別組み入れ実績 

次図に、運用商品の類型別の組み入れ実績を示す。青色が短期資産、緑色が中

期資産、赤色が長期資産である。基金のほぼ半分を占める長期資産は、全額株式
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に投資されている。残る、短期・中期資産は、金利上昇リスクが高いと考えてい

るため、債券への配分は抑制し、主にヘッジファンドを始めとする代替資産で構

成している。なお、昨年度は、低金利環境下でも高い信用スプレッドが得られる

Private Debtの組み入れ比率を高めた。 

 

 

期末の組み入れ商品数は 48である（一部運用会社の裁量で他のファンドを買

い付ける Fund of Funds は一つとして計算）。 

 

 下図に Private Equity の組み入れ金額、及び一昨年度からの累積収益率を示

す。 
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Private Equity は、上場株式のように日々の株価変動はなく、四半期毎に投

資先企業の事業の状況と類似の上場企業の株価を参考に時価評価されている。

従って、上場株式よりも価格変動は小さくなり、また、時価評価は投資先企業及

びファンドの四半期決算を踏まえたものになることから、価格変動は上場株式

に対して 6か月ほどのラグが発生する。 

現在のところ Private Equityの最終的な組み入れ比率は、25％程度を目指し

ており、まだポートフォリオの構築途上ではあるが、初期の運用報酬負担が大き

い時期（所謂 Jカーブ）は脱している。今後は、投資の進捗と投資回収が本格化

することにより、収益の上積みが期待される。 

 

 

 

４． 今後の運用計画 

 

 

（１） 当面の経済見通し 

 

次図に 4月に発表された IMFによる世界経済見通しを示す。 

 

 

2020 年度に世界全体で 3.3％に落ち込んだ実質成長率は、ワクチン接種の広

がりと各国政府の経済対策等により、21 年度は 6.0％、22 年度も 4.4％のプラ
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ス成長へ大きく改善することが見込まれている。新型コロナの感染拡大は、引き

続き世界経済の懸念材料ではあるが、長期的には世界経済は成長軌道に戻って

いくものと見込まれる。 

景気回復の見通しが強まるにつれて株式市場も上昇してきたが、ここに至っ

て先行きには懸念もでてきている。特に米国において、大規模な財政出動が計画

されていること、FRB の金融政策がインフレではなく雇用を重視する政策に転換

したように見えること、米中摩擦による製造業のサプライチェーンの混乱によ

る供給不足等が顕現化していることから、インフレの高進を懸念する声が出て

きている。これに呼応して、米国の長期金利は昨年から反転上昇に転じた。また、

米国以外の主要国も、新型コロナ対策等により財政赤字が高水準となっており、

長期的な金利上昇の懸念材料となっている。次図は、主要国の財政見通しである。 

 

新型コロナ対応の財政出動が一巡した後は、徐々に財政赤字も削減されていく

と予想されている。しかし、米国バイデン政権の雇用重視の積極的な財政運営、

これまで安価な労働力の供給源となってきた新興国を含めた世界的な高齢化の

進展による労働者不足等により、物価に関しては、デフレよりもインフレのリス

クが高い状態が続くものと予想される。次図は、アジアの主要国の生産年齢人口

の推移を示したものであるが、これまで製造業を中心に安価で質の高い労働力

を提供してきたこれらの国も、高齢化による生産年齢人口の増加ペースの鈍化

または減少が予想される。 
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新型コロナの発生により、緩和的な金融政策が維持され、中央銀行によるク

レジット市場への介入もより積極的・直接的（社債の購入など）になり、金融危

機の発生やそれに伴う急速な景気減速の可能性は低いと考えられる。悲観シナ

リオにおいては、デフレではなくインフレを意識する必要がある。 

 

（２） 市場環境 

 

① 国債市場 

昨年来、米国の長期金利の底打ちが、株式市場の大きな話題となっている。し

かし、次図に示すように、それでも米国金利は、新型コロナの影響があった昨年

度を除いた過去のレンジとの比較では低水準である。さらに、日・欧の長期金利

は、未だに歴史的に低水準である。通常、長期の資金運用では、株式に加え国債

を中心とした債券を安全資産として組み合わせた所謂４資産バランス型運用が

一般的であるが、この低い金利水準での債券を組み入れは、将来多額の損失を被

る可能性がある。例えば、2％程度の金利上昇は、過去の金利変動の推移から十

分に想定し得るが、仮に米国 10 年債利回りが 1.3％から 3.3％まで上昇した場

合、クーポン収入等を含めても元本を回復するには 5 年程度かかることになり

（金利がさらに低い日本国債ではさらに長くなる）、もはや安全資産とは言えな

い。金利環境が大きく変わらない限り、戦略的な組み入れ対象とはならない。 
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② 株式市場 

 次図は、米国株式市場について、横軸を過去 10年間の物価変動調整後の利益

を株価で除した益利回り（PERの逆数、高ければ割安）、縦軸をその後の 10年間

の配当込み収益率から物価上昇を除した実質収益率を示している。 

 

益利回りが高いことは、利益水準に対して相対的に株価が割安であることを

意味しており、その後の株の収益率が高くなっている。60年代から 70年代にか

けての高インフレ時代を除くと、この益利回りと事後の株価のリターンには、安

定した右肩上がりの正の相関関係が観察されている。この散布図に、昨年末時点

の益利回りである 2.9％を当てはめると、今後 10年間の実質収益率は 0%、また

は、若干のマイナスとなる。 
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ただし、これは実質収益率の議論であり、一般に、株式は、インフレに対する

ヘッジの効果が期待されるため、インフレ率が上昇した場合は、名目収益率が上

昇する可能性はある。そこで、米国におけるインフレ率と株式の名目収益率を比

較したのが次図である。 

 

70年代後半から 80年代にかけてインフレが高進したときは、むしろ株式市場

の名目収益率はインフレに劣後しており、株式が常にインフレに対するヘッジ

の機能を持つとは言えない。 

次に、80 年代以降の企業利益の成長率から算出した株価の想定レンジと実際

の株価の比較を行う。まず、株価の想定レンジの基礎となる日米の企業収益の推

移を次図に示す。 
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どちらも景気の影響を受け短期的な変動が大きく、これをそのまま株価評価

に応用するのは難しい。そこで、1980 年を起点とし、日本は 2014 年、米国は

2017年を終点とする年率複利成長率を算出し、これを長期トレンド利益として

分析の基礎とする（図の曲線）。この長期トレンド利益に対して 2008年の金融

危機時の PERを株価の想定レンジの下限、その直前の株高時の PER を株価の想

定レンジの上限としたのが次図である。現在の日本株は、ほぼ妥当な水準と判

断できるが、米国株式については、上限（金融危機直前と同じ株価評価を適用

した水準）から大きく上に乖離している。 
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この株価の想定レンジと現在の株価の乖離状況から、下落リスクを考察する。

仮に、現在の株価が想定レンジの下限まで下落し、そのままレンジの下限で推移

した（配当利回りと利益成長分だけの株価上昇）と想定した場合の配当収入を含

めた時価回復に必要な年数（DRP, Drawdown Recovery Period）を推計した。結

果を次図に示す。 

 

日本株は、80 年代バブルのピーク時に DRP が 30 年近くに上昇4した後、バブ

ルの崩壊とともに下落、現在は 10年程度で推移している。つまり、今、金融危

機と同程度の下落が起きても、10年保有を継続すれば時価の回復が見込まれる。

                                                   
4 TOPIXは、1989年末に記録した高値を配当込みのベースでは、2021年 1月に更新して

いる。結果として、元本回復に 31年かかっている。 
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一方、米国株は、近年の株価上昇により DRPが 18年となっており、99年末のＩ

Ｔバブル時に次ぐ高水準となっている。 

 

③ クレジット市場 

 国債・株式と並び、資産運用において重要な収益源はクレジットである。代表

的なクレジット市場の動向を次図に示す。 

 

投資適格社債、ハイ・イールド社債ともに利回りは下落し、収益確保の点から

は魅力的ではない。新型コロナを契機に、FRBがクレジット市場に積極的に介入

したことにより、今後もしばらくはこの状況が継続することが想定される。 

 

④ 為替市場 

下図は、ドル円の消費者物価指数に基づく購買力平価との関係を示したもので

ある。 
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購買力平価は日米の物価上昇率の差により中長期的に円高方向に推移してい

るものの、実際の為替レートは、第 2次安倍内閣発足以来、円安方向で安定して

いる。 

なお、ドル円の変動率、すなわちドルの保有リスクは、次図に示すように、近

年になり急激に下落している。 

 

 

 

（２） 運用方針（資産配分） 

 

今後の基金からの教育研究予算への組入れスケジュールに基づくと、長期資産

への配分は 66％以下となり、現状よりさらに株式の配分を引き上げる余地があ

る。しかしながら、前述のように米国株式市場は高値圏にあり、今後は Private 

Equityを主体に新規投資を行う。Private Equityは、上場株式の株価評価にあ

る程度の影響は受け、投資先も中小型企業が中心になるものの、流動性リスク・

プレミアム、不測の事態が発生したときは運用会社の投資先企業への経営介入

が可能なことなど、追加的な付加価値が期待できる。 

また、長期資産の半分強を日本株が占めており、所謂「ホーム・カントリー・

バイアス」の状態にある。本学基金は、以下のような理由からこの資産配分を維

持する。 

① 長期の企業収益のトレンドを基礎にした株価評価では、日本株式には割

高感がない。 

② 予期せぬ日本のインフレに対するヘッジ機能が期待される。 

③ 利益成長率が低いとの理由で日本株式を忌避する議論もあるが、インフ

レの影響を除いた長期の企業利益の実質成長率では、TOPIX と S＆P500
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では大きな差はない。 

④ 輸出企業・多国籍企業が多い日本の上場企業の利益への海外市場からの

寄与は大きく、必ずしも日本株式の購入は世界経済の成長からの果実を

放棄するものではない。 

⑤ 上記①から④は、市場のコンセンサスとはなっておらず、収益をもたら

す可能性がある。 

⑥ 今後、株式の配分引き上げは Private Equity が中心となるが、日本で

の Private Equity市場は未発達で組み入れが少ない。 

 

昨年度末の基金の外貨配分は、24%である。基金の運用目的は、全額円ベースの

教育研究予算への繰り入れであるにもかかわらず外貨建て資産の一部をヘッジ

せずに保有する目的は、以下のとおりである。 

① 日本で予期せぬ急激なインフレが発生した場合、円安方向の圧力となる

と見込まれ（これまでのドル円の逆）、インフレ下での基金の購買力の

維持が期待される。 

② 日本、特に関東圏において大規模自然災害が発生した場合、円資産の流

動性低下、及び円の下落が見込まれ、災害復旧のための資金調達には外

貨資産が重要になる。 

このような観点から、ただちにヘッジ比率を引き上げる予定はないものの、今

後外貨比率がさらに上昇した場合は、ヘッジ・プログラムの導入を検討する。た

だし、上記②の目的から、ヘッジしない外貨資産の比率は当面 20％を下限とす

る。 

 

 

（３） 今後の検討事項 

 学校法人は長期的な組織の継続性についての不確実性が極めて小さく、将来

のキャッシュフローの予見可能性も高いことから Private Equity、Private Debt、

クローズド・エンド型の不動産など非流動性商品に投資する余地が大きい。実際、

米国の大学基金では非流動性商品の組み入れ比率が非常に高くなっており、本

学基金でも、引き続き、組み入れの拡大を検討する。 

 

以上 

 


