
マーケットメーカーズ 第１４回  ジャパンペンションコンファレンスのご案内 
 

年金基金資産運用の新方策（ニューノーマル）を探る-Ⅳ 

〜年金運用における ESG 投資の実践と課題〜 
 
コロナにより予定した 13 回を中止とし、約 2 年間中断していた対面方式の「ジャパンペンションコンファレンス」を、感染拡大

収束を受け、此度再開する運びとなりました。 

昨年度は、コロナショックによる下落から立ち直り、市場はほぼコロナ前水準を回復、企業年金はプラスの収益を確保され

たと思います。しかし、今年度は、日本、米国、独等多くの国で政権交代が起こり、経済面でも、金融緩和の縮小（テーパリン

グ）や米中対立の激化、中国経済の変調、インフレ懸念と、コロナ収束後の市場見通しは不透明感を増しています。 

中断中の 2 年間、資産運用では、格差拡大という弊害に関心が高まり、短期的な株主利益を重視する投資・経済活動の 

反省から、持続可能性を重視した長期的視点の SDGｓ/ESG 投資が盛んになってきました。この様な投資行動や環境変化を 

受け、インデックス運用/アクティブ運用で定評ある世界最大級の資産運用会社「ステート・ストリート・グローバル・アドバイザ

ーズ（SSGA）社」のご協賛により、今回は ESG/SDGｓ投資について掘り下げるコンファレンスを開催します。 

「ESG の理念は否定できないが、それで果たして年金の予定収益を安定的に確保出来るのか？」「ESG 投資をどのように

実施すれば良いのか？」といった疑問をお持ちの資産運用担当者も多いと思います。この様な ESG に対する疑問解消の為

にも、ESG 投資の基本理念や ESG ベンチマーク等、ESG 投資の基礎から学ぶ講演と企業年金と運用会社双方の立場でディ

スカッション頂くラウンドテーブルのコンファレンスと致しました。 

開催日時、会場、プログラムは下記の通りです。年金の資産運用も、新方策（ニューノーマル）を模索する時期ではないでし

ょうか？皆様には師走のお忙しい時期ですが、是非ご参加お願い申し上げます。 

 

記 

 
・日    時：2021 年 12 月 2 日(木)     14 時 45 分 開場・受付      15 時 00 分 開始 

・会    場：コングレスクエア日本橋     東京都中央区日本橋 1-3-13  東京建物日本橋ビル 2F 

              http://congres-square.jp/nihonbashi/access/ 

・対 象 者：年金基金資産運用担当者（参加費:無料） 

・主    催：株式会社マーケットメーカーズ、 

・協    賛：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

・プログラム 

15:00 – 15:05 ご挨拶 株式会社マーケットメーカーズ 

15:05 – 15:30 
基調講演１ 

「ESG 投資を巡る動向とそこへの向き合い方」 
・徳田 展子氏（日本投資顧問業協会、ESG 室長） 

15:30 – 16:00 

基調講演２ 

「ＥＳＧの取り込みにインデックス活用は有効か」～運用マネジャーとインデック
ス提供者の視点から 
「ESG インデックスを活用する意義」 

・横谷 宏史氏（SSGA、運用部 マネージング・ディレクター） 

「ブルームバーグ SASB インデックスのご紹介」 
・森 有紗氏（ブルームバーク L.P..、インデックス･プロダクト・マネジャー） 

16:00 – 16:15 休憩 (15 分) 

16:15 – 16:55 

ラウンドテーブル 
パネルディスカッション 

+ 

QA 

「年金運用における ESG 投資の課題と今後の方向性」 
・モデレーター：徳田 展子氏（日本投資顧問業協会、ESG 室長） 
・パネリスト 

・濱中 昇一郎氏（富士通企業年金基金、DC 運営管理担当部長 兼 
資産運用部シニアエキスパート） 

・福島 雅章氏（ブリヂストン企業年金基金、常務理事兼運用執行理事） 
・新原 謙介氏(SSGA、チーフ・インベストメント・オフィサー） 

16:55 – 17:00 （懇親会場へ移動）  

17:00 – 懇親会（約 60 分） 意見交換・質問など情報交換、       会場:２階ホワイエ特設会場 

（尚当日は、会場の換気、消毒、又、会場参加の方には受付時における検温、健康状態や２回のワクチン接種終了を確認す

る等、万全の感染予防対策で設営しますので、安心してご参加頂けます。しかし時節柄、対面方式の参加が難しい場合は、リ

モートでの参加も可能です。参加申し込みに「リモートで参加」とご記入頂いた場合は、参加方法を別途ご連絡差し上げます。） 



講演者、パネリストのご紹介 
 お名前、現職及び略歴 

 

徳田 展子氏（日本投資顧問業協会、ESG 室長） 

2018 年 8 月より現職。ESG 投資を中心に責任投資全般に従事。2018 年 7 月まで東京海上アセ

ットマネジメントにて SRI ファンドおよび ESG 投資を含む責任投資全般を担当。環境省「持続可能

性を巡る課題を考慮した投資に関する検討会（ESG 検討会）」、「ポジティブインパクトファイナンス

TF」、国交省「ESG-TCFD 実務者 WG」、内閣府「ジェンダー投資に関する調査研究企画委員会」

等の委員を務める。2019 年より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター講師。早稲田大

学大学院ファイナンス研究科修了。 

 

横谷 宏史氏（SSGA、運用部 マネージング・ディレクター） 

2021 年 8 月より現職。日本における債券運用およびビジネスの統括責任者。2018 年 5 月、ステ

ート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社入社。1993 年東京大学経済学部卒業後、

第一生命保険相互会社へ入社し、第一生命保険、経済団体連合会、外務省等で主にエコノミス

ト、調査業務に従事。2002 年より東京海上アセットマネジメント投信、Rogge Global Partners 社

（英国）で主にポートフォリオ・マネジャーとしてグローバル債券運用に従事。その間、2003～2004

年に年金総合研究センターの客員研究員。2010 年よりアライアンス・バーンスタインで、債券運

用ビジネス業務に従事するとともに、同社のプロダクト・マネジメント部門、運用戦略部門、ポート

フォリオ戦略部門を統括。2016 年より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター講師。 

 

森 有紗氏（ブルームバーク L.P. インデックス･プロダクト・マネジャー） 

ブルームバーグにて、2020 年７月よりインデックス・プロダクト・マネージャーを務める。2013 年よ

り、バークレイズ・リスク・アナリティクス・アンド・インデックス・ソリューションズ（BRAIS）東京支

店、後にブルームバーグニューヨーク支店にて、インデックスおよびポートフォリオ・ソリューション

の営業を担当。インデックスビジネスに携わる以前は、2009 年よりバークレイズ証券株式調査部

に所属。早稲田大学理工学部卒、コロンビア大学工学部修士課程修了。 

 

 

濱中 昇一郎氏（富士通企業年金基金、DC 運営管理担当部長兼資産運用部シニアエキスパート） 

2005 年 富士通株式会社入社、同年富士通企業年金基金へ異動。 

資産運用部にて資産管理及びマネジャーセレクションを担当。 

14 年より確定拠出年金部門を兼務しＤＣ制度の立ち上げに携わる。19 年 ＤＣ運営管理担当部

長 兼 資産運用部シニアエキスパート。現在に至る。 

社会保険労務士、証券アナリスト、米国公認内部監査人 

 

 

福島 雅章氏（ブリヂストン企業年金基金、常務理事兼運用執行理事） 

1980 年住友信託銀行（現三井住友信託銀行）入社。銀行業務を経て 88 年より証券部門。主に有

価証券に係る信託商品の企画・業務推進に携わり、95 年より年金運用に従事。後、運用子会社

にて、年金、投信、DC の企画・業務推進を担当する他、銀行リテール部門の投資一任業務

（SMA・ラップ）の企画および運用も手掛ける。2012 年ブリヂストン入社、企業年金基金常務理事

兼運用執行理事。現在に至る。 

 

新原 謙介氏(SSGA、専務取締役、チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）） 

2002 年 1 月にステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズに入社。債券や為替、資産配分戦

略の運用、リサーチ、ソリューション開発を幅広く担当。2017 年 9 月よりチーフ・インベストメント・

オフィサーに就任。ステート・ストリート入社以前は、日興投資信託委託（現日興アセットマネジメ

ント）にて債券運用に従事。早稲田大学政治経済学部政治学科 卒業。 

 

 

 

 

  



協賛会社、講演者所属会社のご紹介 
 

＜協賛会社＞ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 
 

 

<講演者所属会社＞ブルームバーク L.P.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お問い合わせ先：(株)マーケットメーカーズ 

佐倉和明：sakura@marketmakers.jp      矢野高文：yano＠marketmakers.jp 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去 40 年超にわたり、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナ

ルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎とした

リスク考慮型アプローチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案しま

す。そしてスチュワード（受託者）として、社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深め

ていただくよう努めています。インデックス運用と ETF、ESG 投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓

き、約 3.9 兆ドル*を運用する世界第 4 位の資産運用会社へと成長しました。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー

ズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門です。 

* 2021 年 6 月末時点。運用資産残高には、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー（以下「SSGA 

FD」）が取り扱う SPDR の残高約 635.9 億ドルを含みます。SSGA FD は SSGA の関連会社です。 

ブルームバーグは、世界のビジネス・金融情報およびグローバルニュースを提供する情報サービス企業です。 

ブルームバーグの最大の強みは、迅速かつ正確なデータ、ニュース、分析機能を革新的な技術を用いて提供していること

で、これがブルームバーグ ターミナル・サービスの中核を成しています。ブルームバーグ・インデックスは、ブルームバー

グが誇る専門知識（資本市場、テクノロジー、データ、プライシング、分析機能、データ配信、リサーチなど）を活用した、グ

ローバルな投資コミュニティーのベンチマークニーズを満たす包括的なソリューションです。 

【(株)マーケットメーカーズからのお知らせ】 

当社では中断中の 2 年間に、リモート方式のオンラインコンファレンスを開始しました。此度のバンデミックにより、日常

生活や仕事の取組みも変化し、IT 技術を駆使せざるを得なくなったと思います。リモートでの開催は、QA 等の相互交流

力はやや劣りますが、戦略紹介等では、海外マネジャーの出演（日本語字幕付き）も可能であり、現地の生情報が感じら

れると、ご好評を頂いています。 

今後も、リモートのオンラインコンファレンスを、リアル方式と併存して開催する予定です。尚、当社のオンラインコンファ

レンスは 1 時間の集中した時間での開催としておりますので、是非ご参加下さい。 

又、当日ご都合の悪い場合でも、お申込み頂ければ後日動画での視聴も可能としていますので、是非お申込み願いま

す。（開催決定後、開催日の 1 か月前を目途にご連絡差し上げております。 

 



年金基金資産運用の新方策（ニューノーマル）を探る-Ⅳ 

〜年金運用における ESG 投資の実践と課題〜 
 

 

 

 

 

 

 

基金名・団体名  

電話番号  

 

    参加者（1）：  

参加方法(必須) □会場で参加       □リモートで参加 

ご氏名(必須) フリガナ：(                  ) 

役職  

e-mail(必須)                     ＠ 

感染症予防関連 

(必須) 

感染症ワクチン □接種済 ( □2 回 ・ □1 回 )     □未 

PCR 検査 □陰性   □陽性（参加不可）    □未 

      ＊感染症ワクチン、PCR 検査いずれも”未“または未回答の場合は会場では参加いただけません 
 

    参加者（2）：  

参加方法(必須) □会場で参加       □リモートで参加 

ご氏名(必須) フリガナ：(                  ) 

役職  

e-mail(必須)                     ＠ 

感染症予防関連 

(必須) 

感染症ワクチン □接種済 ( □2 回 ・ □1 回 )     □未 

PCR 検査 □陰性   □陽性（参加不可）    □未 

      ＊感染症ワクチン、PCR 検査いずれも”未“または未回答の場合は会場では参加いただけません 

 

    参加者（3）：  

参加方法(必須) □会場で参加       □リモートで参加 

ご氏名(必須) フリガナ：(                  ) 

役職  

e-mail(必須)                     ＠ 

感染症予防関連 

(必須) 

感染症ワクチン □接種済 ( □2 回 ・ □1 回 )     □未 

PCR 検査 □陰性   □陽性（参加不可）    □未 

      ＊感染症ワクチン、PCR 検査いずれも”未“または未回答の場合は会場では参加いただけません 

参加申し込み先は以下からが簡単です。 
https://www.japanpensions.net/14th 

以下に入力される場合は、PDF にしてメール添付でご返信ください。 


