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1  
マーサーMPA アワード受賞会社一覧 
 

第 16 回マーサーMPA アワード受賞会社は次の表の通りです（カテゴリー内はあいうえお順）。本書

は、受賞運用会社から提供された情報をもとに、各運用プロダクトの概要をマーサーがまとめたもので

すが、作成時点で情報提供がない受賞プロダクトの概要は掲載されていません（カテゴリー内での掲載

順は、原則的に情報提供の順です）。 
 
 
国内株式大型部門 （5 年） 

コムジェスト・アセットマネジメント シュローダー・インベストメント・マネジメント 

シュローダー・インベストメント・マネジメント スパークス・アセット・マネジメント 

東京海上アセットマネジメント ティー・ロウ・プライス・ジャパン 

野村アセットマネジメント 三井住友アセットマネジメント 

外国株式部門 （5 年） 

ウエリントン･マネージメント・ジャパン ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

三菱ＵＦＪ信託銀行  

外国債券部門 （5 年） 

野村アセットマネジメント モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 

ラッセル・インベストメント  

国内債券部門 （3 年） 

東京海上アセットマネジメント 三井住友信託銀行 

明治安田アセットマネジメント  

国内株式中小型部門 （3 年） 

アセットマネジメント One アセットマネジメント One 

りそな銀行  
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免責事項 
 

マーサーMPA アワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーが顧客に運用プロ

ダクトを推薦する場合に利用する定性評価とは何の関係もないものです。運用プロダクトのリタ

ーン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する

必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用プロダクトを使っていても、表彰と

同一の結果を受けられるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法

であると保証するものではありませんし、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであ

ると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保

証をするものでも責任を持つわけでもありません。過去の実績は将来のリターンを保証するも

のではありません。 
 本書でまとめた各社の運用概要は事実であると思われる内容を掲載していますが、事実と異

なるとしてもマーサーが責任を負うわけではありません。また、マーサーはこれらの運用を推

薦、あるいは媒介・販売する意図を持って掲載しているわけではありません。 
 
 
 
本件に関する問い合わせ先 
マーサージャパン株式会社 
資産運用コンサルティング 
03-6775-6500（代表） investment.japan@mercer.com 
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2  
マーサーMPA アワードとは？ 
 
 マーサーMPA アワードとは、マーサー ジャパンが日本における企業年金あるいは機関投資家向け

のコンサルティング・サービスを提供するために、収集･管理している円ベースの運用リターンの中から、

優れた結果を達成した運用プロダクトを讃えるものです。賞の名前は、マーサーで運用リターンを分析

するソフトウェアの名前（MPA=Manager Performance Analytics）をとったものです。 
 アワードの対象とする円ベースの運用リターンは、マーサーのグローバルなデータベースである

GIMD に運用機関が入力したデータの中から、マーサージャパンが選定してパフォーマンス・ユニバー

スに登録したものを対象としています。ユニバースへ登録されるリターンは運用機関が過去に溯って入

力したデータは対象としていません。アワードの選定基準は以下のとおりです。 
 
選定基準 

 企業年金運用における主要なカテゴリー毎に 5 年あるいは 3 年で、トータル・リターンと代表的

なインデックスに対するインフォメーション・レシオをそれぞれ基準化した数字を合計して、カテ

ゴリー内の上位 10％（但し、 大 8 プロダクトまで）あるいは上位 3 位のファンドの多いほうを

選定しています（なお、国内株中小型、国内債券と外国債券はトータル・リターンのみ）。 
 選定基準日時点におけるデータの入力 
 日本国内に拠点を持つ運用機関が提供する運用プロダクト 
 受賞意思の表明 
 登録運用リターンの正確性の確認 
 表彰対象期間に対象運用プロダクトで継続的に 5 億円以上の顧客資産額 
 対象カテゴリーの特性に合致（対象期間の対象ユニバースの資産の組み入れ比率が 低時

点でも 80％以上でかつ平均で 90％以上など） 
 実際に独立した運用としてのリターンの計算（グローバル株式運用で日本株を除くなどの計算

は不可） 
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国内株式大型部門受賞運用プロダクト概要 
 
 
 
 

東京海上アセットマネジメント株式会社 

運用戦略名 東京海上 AM 国内株式 GARP 

会社概要 

東京海上アセットマネジメント株式会社（TMAM）は 1985 年 12 月に設

立された資産運用会社です。企業年金など機関投資家や事業法人の

顧客向けの投資顧問業務と個人の顧客向けの公募投信の運用などを

行っています。 
当社は、「独自の徹底的な調査と分析を投資の原点に置く」との一貫し

た運用哲学を全社員が共有し、多様なニーズに応える幅広いラインアッ

プ、きめ細かな顧客サービス、コンプライアンスの遵守などにより受託者

責任の完遂を目指しています。 

運用手法の概要・特徴 

GARP（＝Growth at a Reasonable Price）スタイルに基づいた TOPIX
（配当込み）＋αを狙うアクティブ運用。セクター配分効果および銘柄選

択効果による超過収益の獲得を目指します。 
 
ファンドマネジャーのトップダウンによる独自分類のセクター配分とアナ

リストのボトムアップによる調査・分析から選別された成長企業への投

資による銘柄選択を付加価値の源泉とします。 
ファンドマネジャーとアナリストが複眼的な視点で産業および企業を分

析し、組織的な摺り合わせを通じて、投資機会を捉えるポートフォリオ構

築プロセスを強みとしています。 

ポートフォリオのリスク

特性 

ベンチマーク   ：TOPIX（配当込み） 
目標収益率   ：BM+3.0%程度 
想定リスク水準 ：年率 3～6%程度（推定） 

付加価値の源泉 
銘柄選択：70% 
業種配分：30% 
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野村アセットマネジメント株式会社 

運用戦略名 日本株厳選投資 

会社概要 

野村アセットマネジメントは、野村グループにおけるアセット・マネジメン

ト部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開してい

ます。野村グループのグローバル・ネットワークを活かし、 良のパフォ

ーマンス、顧客のニーズに適した質の高い商品とソリューションの提供

のために努めています。「すべてはお客様のために」という基本観にた

ち、国内外の顧客や社会からの信頼を獲得し期待に応え、資産運用ビ

ジネスを通じて社会の発展に貢献していくことを目指しています。これ

まで培ってきたノウハウと経験を活かし、特色あるアジアの運用会社と

して、 高の付加価値の創造に挑戦することを心がけています。 

運用手法の概要・特徴 

【運用哲学】 
高 ROE を維持できる優良企業への長期投資を行う 
 
【特徴】 
1.ボトムアップリサーチに基づくポートフォリオ構築を行う 
2.組入銘柄数を確信度の高い銘柄に絞り込む 
3.長期順張り／短期逆張り のウェイトコントロールを行う 

ポートフォリオのリスク

特性 

マクロ環境によらず高 ROE の継続が可能な優良銘柄への投資に特

化した運用であるため、マクロ環境悪化などによる相場下落時に強み

を発揮する。 

付加価値の源泉 ボトムアップによる銘柄選択 100% 
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ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 
運用戦略名 日本株式運用戦略 

会社概要 

＜ティー・ロウ・プライス・グループ＞ 
●ティー・ロウ・プライスは 1937 年、トーマス・ロウ・プライス Jr.により

米国メリーランド州ボルティモアに設立された、独立系資産運用会社で 
す。 
●グループ全体の 2018 年 3 月末時点の運用資産総額は、約 108 兆
円、従業員数は約 6,800 名です。 
●日本では、2003 年に東京支店を開設、2018 年 4 月に株式会社化

しました。 

運用手法の概要・特徴 

＜ボトムアップに基づく独自のファンダメンタルズ・リサーチが主たる付

加価値の源泉＞ 
・アナリストが行うファンダメンタル分析はリサーチの中核と位置づけて

います。 
・長期的視点での収益やキャッシュフローの増大が株主価値を生み出

す牽引力になると考えます。 
・概して時価総額の小さい企業に非効率性が多く存在することを重視

し、あらゆる規模の企業を投資対象としています。 
＜グローバル・セクターとの様々な視点に基づく比較分析が可能＞ 
・地域に密着した日本株式アナリスト・チームは、グローバルに展開す

るセクター別に配された株式調査部門に属しており、地域毎やグロー

バル・セクターにおける専門的知識の活用が可能であると考えていま

す。 

ポートフォリオのリスク特

性 

●ベンチマーク：TOPIX（配当込み） 
●目標超過収益：3％以上（年率、3～5 年の期間において） 
●推定トラッキング・エラー：対ベンチマーク比 3～6％（年率） 
●保有銘柄数： 概して 60～100 銘柄 

付加価値の源泉 銘柄選択：80％、セクター配分：20％ 
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三井住友アセットマネジメント株式会社 

運用戦略名 三井住友アセットマネジメント国内株式ニューα 

会社概要 

三井住友アセットマネジメント(SMAM）は、2002 年 12 月に三井住友系

保険会社 3 社と三井住友銀行の運用子会社が合併し誕生しました。

「リサーチこそが付加価値の源泉」であるとの信念の下、業界 大級の

リサーチ体制を構築しています。リサーチに基づく特徴あるマルチプロ

ダクトを提供することにより、顧客の多様なニーズに対応します｡ 

運用手法の概要・特徴 

投資ホライズンを分散した銘柄選択に加え、業種リスク・スタイルリスク

を中立に保つことで安定したパフォーマンスを目指す、国内株式アクテ

ィブ運用です。 
伝統的な企業財務分析（ファンダメンタルズ分析） に加え、非財務分析

（経営力やサステイナビリティ分析）を行い、中長期的な財務面（ファン

ダメンタルズ）への影響を考慮した銘柄分析を行うことで、安定的な超

過収益獲得を目指します。 

ポートフォリオのリスク特

性 
ベンチマーク ： TOPIX（配当込み） 
目標推定トラッキングエラー ： +3～7％程度 

付加価値の源泉 個別銘柄選択を付加価値の源泉として考えております。 
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スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

運用戦略名 スパークス日本株式長期厳選投資戦略 

会社概要 

SPARX は 1989 年７月の創業以来、独立系の投資顧問会社として日

本株を中心に企業への個別訪問によるボトムアップ・リサーチを軸に資

産運用を行っています。「世界で も信頼・尊敬されるインベストメント・

カンパニー」になるというビジョンのもと、 良のインベストメント・インテ

リジェンスを投資家に届けることを目指しています。 

運用手法の概要・特徴 

日本の上場株式全てを投資対象とし、長期にわたって保有が可能と考

える限られた数のコア銘柄に投資を行います。SPARX にとって、株式

投資とは企業の一部を所有することと同じことであると考えています。

創業以来、「マクロはミクロの集積である」という投資哲学の下、個別企

業調査が株式投資においてリターンを 大化させると同時に 大のリ

スクヘッジになると考えています。当戦略では、魅力的な企業には以下

のような共通点があると考えています。 
1. ビジネスモデルがシンプルで理解しやすい、2. 本質的に安全なビジ

ネス、3. 有利子負債が少ない強固なバランス・シート、4. 高い参入障

壁に守られたビジネス、5. 持続可能な高 ROE とそれに見合う利益成

長、6. 景気動向に左右されず潤沢なキャッシュフローを生み出してい

る、7. 資本コストを理解し、 適資本配分ができる卓越した経営陣 

ポートフォリオのリスク特

性 

基本的には長期において絶対収益を獲得することを目的としてベンチ

マークは設定していないため、目標となるトラッキングエラーや期待収

益率はありません。 
 

付加価値の源泉 
当戦略の追求するアルファの源泉は全てボトムアップ･リサーチに基づ

く純粋な個別銘柄選択です。 
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コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 

運用戦略名 日本株式戦略 

会社概要 

コムジェスト・アセットマネジメントは、1985 年にパリで設立された独立

系資産運用会社コムジェストの日本法人です。設立来一貫した投資哲

学を守り、企業調査に基づくロングオンリーの運用戦略を世界中の投

資家に提供しています。2017 年 12 月末現在グループの預資産残高

は、約 3 兆 8 千億円です。 

運用手法の概要・特徴 

企業調査に基づき、安定した利益成長を長期的に持続できるクオリテ

ィ・グロース企業を発掘することを目指しています。5 年平均二ケタ成

長が可能だと考えられる銘柄を発掘し、チームの合議によって約 80 銘

柄の投資ユニバースを構築。その中からバリュエーションと確信度を勘

案し、30-40 銘柄で集中型ポートフォリオを構築します。 
コムジェストの他の地域別チームとの連携により、海外の競争相手、取

引先、そして市場動向なども探ります。 

ポートフォリオのリスク

特性 

参考指数：TOPIX（配当込み） 
超過収益率（5 年実績）：9.20％（年率・2018 年 3 月末時点） 
ボラティリティ（5 年実績）：代表口座 14.20％vsTOPIX15.38%（年率・

2018 年 3 月末時点） 
アクティブシェア（2018 年 3 月末時点）：86.1％（代表口座） 

付加価値の源泉 100%ボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選択 
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 

運用戦略名 シュローダー国内株式オポチュニティ 

会社概要 

シュローダー・グループはロンドンを本拠地とし、ロンドン証券取引所に

上場している、英国の独立系資産運用会社です。1804 年の創業以来

200 年以上にわたり、長期的な視点のもと、アクティブ運用を中心とす

る幅広い投資ソリューションの提供に取り組んできました。現在、世界

27 カ国に拠点を設け、運用資産総額は約 64 兆円に上ります。 
日本では 1870 年（明治 3 年）、日本初の鉄道（新橋―横浜間）の敷設

における資金調達に貢献するなど、古くから日本との交流を深めてき

ました。1974 年東京に事務所を開設して以来、日本株式はもとより、

海外株式や債券、マルチアセット、プライベート・アセット、オルタナティ

ブ投資などグローバルな投資機会を日本の投資家の皆様にご提供し

ています。 
※2017 年 12 月末現在。4,357 億英ポンド、1 英ポンド＝147.02 円換

算 

運用手法の概要・特徴 

市場は非効率であり、調査に基づく分析と規律のあるポートフォリオ構

築により、個別銘柄選択を源泉として超過収益の獲得を目指します。

中長期の視点を重視した長期投資を実践しています。 
当戦略では、個別銘柄に対する調査に基づく中長期の業績見通しや

株価の割安度などを重視した銘柄選択を行い、長期的なリターンを

大化することを意識した運用を行います。基本戦略は成長性と割安さ

を兼ね備えた銘柄の発掘と長期保有です。 

ポートフォリオのリスク

特性 

・ベンチマーク非制約 
・推定トラッキング・エラー：3.4％（BARRA、2018 年 3 月末現在） 
・アクティブ・シェア：84.8％ 
・バリュー特性 

付加価値の源泉 
経験豊富で安定した運用チームによる徹底した調査に基づく個別銘柄

選択 
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 

運用戦略名 シュローダー国内株式グロース 

会社概要 

シュローダー・グループはロンドンを本拠地とし、ロンドン証券取引所に

上場している、英国の独立系資産運用会社です。1804 年の創業以来

200 年以上にわたり、長期的な視点のもと、アクティブ運用を中心とす

る幅広い投資ソリューションの提供に取り組んできました。現在、世界

27 カ国に拠点を設け、運用資産総額は約 64 兆円に上ります。 
日本では 1870 年（明治 3 年）、日本初の鉄道（新橋―横浜間）の敷設

における資金調達に貢献するなど、古くから日本との交流を深めてき

ました。1974 年東京に事務所を開設して以来、日本株式はもとより、

海外株式や債券、マルチアセット、プライベート・アセット、オルタナティ

ブ投資などグローバルな投資機会を日本の投資家の皆様にご提供し

ています。 
※2017 年 12 月末現在。4,357 億英ポンド、1 英ポンド＝147.02 円換

算 

運用手法の概要・特徴 

市場は非効率であり、調査に基づく分析と規律のあるポートフォリオ構

築により、個別銘柄選択を源泉として超過収益の獲得を目指します。

中長期の視点を重視した長期投資を実践しています。 
当戦略では、企業の競争優位性と長期成長ドライバーに着目した独自

の銘柄選択基準により、中長期で高い利益成長を遂げると期待され

る、特徴あるグロース企業を 30～40 銘柄程度厳選し、集中的に投資

します。 

ポートフォリオのリスク

特性 

・ベンチマーク非制約 
・推定トラッキング・エラー：4.5％（BARRA、2018 年 3 月末現在） 
・アクティブ・シェア：89.9％ 
・高収益、グロース特性、厳選投資 

付加価値の源泉 
経験豊富で安定した運用チームによる徹底した調査に基づく個別銘柄

選択 
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4  
外国株式部門受賞運用プロダクト概要 
 
 
 

三菱 UFJ 信託銀行 

運用戦略名 外国株式第 56 ファンド（ロングターム・グローバル・グロース型） 

会社概要 

三菱ＵＦＪ信託銀行は、企業年金分野で長年培ってきた専門性やノウハ

ウをもとに、企業年金制度の設計から資産運用・管理まで総合的なサ

ービスを提供しております。 
また、当社では本邦 大級の資産運用機関として、国内外の株式や債

券等の運用商品で運用実績や商品性の向上を図るとともに、市況の変

化や顧客の運用ニーズを踏まえた商品の開発・提供に取り組んでいま

す。 

運用手法の概要・特徴 
ベンチマークや地域の制約、短期的な株価変動にとらわれることなく、 5
～10 年程度の長期的な成長性の観点から魅力的な、30～60 銘柄程

度の銘柄へ集中投資を行なうことで、長期的に高収益を狙います。 

ポートフォリオのリスク

特性 

参考ベンチマークは MSCI ACWI 除く日本インデックスですが、本プロ

ダクトは特定の株価指数との連動性を意識する運用は行わない為、

T.E.によるリスクコントロールは行いません。 

付加価値の源泉 銘柄選択：100% 
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

運用戦略名 外国株式計量アクティブ 

会社概要 

ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント（GSAM）は、ゴールドマン･

サックスの資産運用部門として、1988 年に設立されました。2018 年 3
月末現在、世界の機関投資家、政府系機関、個人投資家との契約資産

は 137 兆 6,677 億円（12,945 億米ドル、1 米ドル＝106.350 円にて換

算）に達しております。世界の主要都市に配した 30 以上の拠点に

2,000 名超の社員を有し、日本においては GSAM の東京拠点であるゴ

ールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を設置し、グローバ

ルな体制のもと、主に日本国内の顧客向けの運用サービス業務に注力

しております。 

運用手法の概要・特徴 

計量株式アクティブ戦略は、客観的なデータに基づき、対象とする株式

市場を包括的に捉え、リスク管理を重視するアプローチです。経済合理

性を重視した計量モデルを用いたプロセスにより、属人的、主観的な要

素（データ・マイニングを含む）を排除した合理的な投資判断による運用

を目指しています。セクター/業種への意図せざるリスクやスタイル・バイ

アスの影響を軽減しつつ、国別配分と個別銘柄選択の 2 つの付加価値

源泉を通じてベンチマークである MSCI コクサイ・インデックスに対する

超過収益率を達成することを目標としています。 
 

ポートフォリオのリスク

特性 

●ベータの目標値は１.0 
●目標トラッキング･エラーは 2.0-3.0%（年率） 
 
業種配分あるいはファンダメンタル・リスクといった意図せざるリスクに

関しては、極力ベンチマークからの乖離を抑制します。 

付加価値の源泉 
独自開発の計量モデルを用いた定量的な銘柄評価ならびに国・通貨別

のリターン予測にもとづき、個別銘柄選択に約 60％、国別配分に約

40％の付加価値の源泉を求めます。 
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5  
外国債券部門受賞運用プロダクト概要 
 
 
 

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 

運用戦略名 モルガン・スタンレー外国債券運用 

会社概要 

グローバルに資産運用サービスを提供するモルガン・スタンレー・インベ

ストメント・マネジメントの日本法人として、1987 年に設立されました。グ

ループのグローバルなリソースとネットワークを活用した幅広い運用戦

略ラインナップの中から、日本の投資家のニーズに応えるためのソリュ

ーションの提供に努めています。 

運用手法の概要・特徴 

ファンダメンタルズに対する相対価値分析を重視したバリュー・アプロー

チにより、割安な市場・銘柄を選別し、十分に分散されたポートフォリオ

を構築します。主要な投資対象を世界各国の国債、政府保証債、政府

系機関債、国際機関債とし、さらに付加価値を加える目的で、その他の

非国債セクターへも投資を行います。 

ポートフォリオのリスク

特性 
目標推定トラッキング・エラー：1.5～2.0％（年率） 
目標インフォメーション・レシオ：0.7 

付加価値の源泉 
付加価値の源泉の目途として、金利・国別配分戦略 30％、為替戦略

20％、非国債投資戦略 50％と設定しています。 
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野村アセットマネジメント株式会社 

運用戦略名 外国債券アクティブ 

会社概要 

野村アセットマネジメントは、野村グループにおけるアセット・マネジメン

ト部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開してい

ます。野村グループのグローバル・ネットワークを活かし、 良のパフォ

ーマンス、顧客のニーズに適した質の高い商品とソリューションの提供

のために努めています。「すべてはお客様のために」という基本観にた

ち、国内外の顧客や社会からの信頼を獲得し期待に応え、資産運用ビ

ジネスを通じて社会の発展に貢献していくことを目指しています。これ

まで培ってきたノウハウと経験を活かし、特色あるアジアの運用会社と

して、 高の付加価値の創造に挑戦することを心がけています。 

運用手法の概要・特徴 

【運用哲学】 
・ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用 
・定量的なリスク管理 
・チームアプローチ 
【運用哲学を支えるアプローチ】 
・金融市場のトレンド重視 
・トップダウンによる環境認識 
・投資環境（通常時/異常時）に応じたリスクマネジメント 
・複数戦略の組み合わせ 

ポートフォリオのリスク

特性 

BM：FTSE 世界国債インデックス（除く日本） 
目標超過収益率：1.00％ 
想定トラッキング・エラー：1.25% 
※上記は、長期的（5 年以上）に見込まれる数値。想定トラッキングエラ

ーでは、事後的な数値を意図し、推定トラッキングエラー等による運用

管理のための水準を意図したものではありません。 

付加価値の源泉 
通貨配分効果：40％程度 
デュレーション効果：40％程度 
銘柄選択効果：20％程度 
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ラッセル・インベストメント株式会社 

運用戦略名 ラッセル･インベストメント外国債券マザーファンド 

会社概要 

設立 : 1999 年 3 月 9 日 
資本金 : 4 億 9,000 万円 
事業内容 : 金融商品取引業、資産運用コンサルティング業 
登録・加入協会：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 196
号、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協

会 (2018 年 3 月 31 日現在) 

運用手法の概要・特徴 

ラッセル・インベストメントは、真に優秀な運用機関はアクティブ運用に

より付加価値を生み出すことができると考えています。また、優秀な運

用機関を評価・発掘し、十分吟味した複数の運用スタイルに分散投資

し、個別運用機関やポートフォリオ全体を継続的にモニタリングするこ

とにより、安定的な収益の実現が可能になると考えています。異なる

運用スタイルを持つ運用機関を 適な割合で組み合わせるマルチ・マ

ネージャー運用により、金利予測、満期構成、債券種別選択、国別配

分、通貨配分、個別銘柄選択といった債券運用における超過収益の

源泉や運用プロセスの分散を図り、リスクをコントロールしながら超過

収益の獲得を目指します。 

ポートフォリオのリスク

特性 

特徴のある運用手法を 大限生かすため、それぞれの運用機関に 
は高いトラッキング・エラーを許容する一方、補完性のある手法を組

み合わせることで、ファンド全体のリスクの軽減を図ります。 

付加価値の源泉 

国別配分 : 26% デュレーション/イールドカーブ : 19%  
通貨配分 : 16% 債券種別選択 : 21% 個別銘柄選択 : 18% 
これらの想定割合は、組入れた運用会社が、独自の判断に基づく 
運用の結果としてとっている一般的なリスクの集積を想定したもので

す。 
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6  
国内債券部門受賞運用プロダクト概要 
 
 
 

明治安田アセットマネジメント株式会社 

運用戦略名 日本債券アクティブ 

会社概要 

明治安田アセットマネジメントは、明治安田生命グループの中核の資産

運用会社です。 
チームアプローチによる運用プロセスと、厳格なリスクコントロールを通

じた、高品質で安定性の高い運用サービスの提供を目指しています。 
運用ノウハウ・人材を結集することで付加価値を創造し、透明性の高い

資産運用業務に取組むとともに、顧客から長期にわたる信頼を獲得し、

社会に貢献できる資産運用会社を目指しています。 

運用手法の概要・特徴 

NOMURA-BPI 総合指数をベンチマークとし、これを上回る投資成果を

目指します。 
債券運用においては、トップダウンリサーチによる金利の水準・期間構

造の変化を生み出す中期的なマクロ経済トレンドの分析・予測に重点を

置き、アクティブなデュレーションの変更、イールドカーブ戦略等により付

加価値の追求を行います。一方で、短期的なファクターによる市場リス

ク増大に対しても迅速に対応することで収益率向上を図ります。 
クレジット戦略では、クレジット・サイクル分析（種別選択）とアナリストに

よる信用力分析（個別銘柄選択）が投資判断の基準となります。信用力

分析では償還までの保有が可能であることを 重要事項としながらも、

ファンド管理上は流動性リスク等へも配慮した戦略運営を行っていま

す。 

ポートフォリオのリスク

特性 

ベンチマーク： NOMURA-BPI 総合 
目標超過収益率： 0.5％ （年率） 
推定トラッキング・エラー：0～1.5％ 

付加価値の源泉 
金利選択（デュレーション＋イールドカーブ）およびクレジット戦略（種別

構成選択＋銘柄選択）の複合戦略 
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東京海上アセットマネジメント株式会社 

運用戦略名 東京海上 AM 国内債券ハイアルファ 

会社概要 

東京海上アセットマネジメント株式会社（TMAM）は 1985 年 12 月に設

立された資産運用会社です。企業年金など機関投資家や事業法人の

顧客向けの投資顧問業務と個人の顧客向けの公募投信の運用などを

行っています。 
当社は、「独自の徹底的な調査と分析を投資の原点に置く」との一貫し

た運用哲学を全社員が共有し、多様なニーズに応える幅広いラインアッ

プ、きめ細かな顧客サービス、コンプライアンスの遵守などにより受託者

責任の完遂を目指しています。 

運用手法の概要・特徴 

NOMURA-BPI（総合）＋αを狙うアクティブ運用。イールド戦略、スプレ

ッド戦略および個別銘柄選択を付加価値とします。金融派生商品を活

用することにより、従来型(国内債券アクティブ（総合型）より高いアルフ

ァ(超過収益)の獲得を目指します。 
イールドおよびスプレッドベータを中心としたトップダウン戦略と､ボトム

アップ戦略（個別銘柄選択）という複数の戦略へバランスよく分散投資し

運用効率を高めることで､長期にわたり安定的な運用を行います。各種

デリバティブ商品を活用することで、戦略の多様化･分散化を高め超過

リターン目標達成の確実性を高めます。 
債券個別ポートフォリオに基づく TMAM USA からの個別投資助言を活

用します。 

ポートフォリオのリスク

特性 

ベンチマーク   ：NOMURA-BPI（総合） 
目標収益率   ：BM+1.0%程度 
想定リスク水準 ：年率 2.0%以下 

付加価値の源泉 超過収益の源泉は、イールド 70%、スプレッド 30%です。 
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三井住友信託銀行株式会社 

運用戦略名 年投（公）S42（金利予測型） 

会社概要 

設立     ：1925 年 7 月 28 日（2012 年 4 月 1 日商号変更） 
総資金量※ ：81 兆 6,171 億円 
総資産※  ：50 兆 9,692 億円 
貸出金※  ：28 兆 2,061 億円（元本補てん契約のある信託勘定含む） 
資本金※  ：3,420 億円 
従業員数※ ：13,647 人 
拠点数※  ：国内/１４８カ所（支店 133、コンサルプラザ他 15） 
（※2017 年 3 月 31 日現在） 

運用手法の概要・特徴 

複数の超過収益の源泉の組み合わせにより、ベンチマークを上回る収

益率を目指します。 
①金利戦略：定性判断と定量判断の融合 
経験豊富なファンドマネージャーの定性判断、定量モデルの活用等によ

り収益機会を狙い、また、運用の再現性向上を図ります。 
②クレジット戦略：トップダウンとボトムアップアプローチの融合 
クレジット・サイクルの局面判断（トップダウンアプローチ）と、個別銘柄

判断（ボトムアップアプローチ）を融合させ、売買方針を決定します。 
③安定した運用実績 
過去 3 年（2018 年 3 月末基準）の超過収益率は+0.77%（年率）と、安

定した 実績となっています 

ポートフォリオのリスク

特性 
トラッキング・エラー上限：2.2％ 
デュレーション乖離率：±40％ 

付加価値の源泉 
デュレーション調整を中心に、年限構成比調整・債券種別調整・個別銘

柄選択が、付加価値（超過収益）の源泉です。 
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7  
国内株中小型部門受賞運用プロダクト概要 
 
 
 

株式会社りそな銀行 
運用戦略名 小型株（集中投資）／株式口Ｚ 

会社概要 

 
当社の信託財産運用部門は、1962 年に大和銀行（現りそな銀行）の年

金運用部門として創設され、以降約 55 年の長きにわたり国内有数の

資産運用会社として第一線で活動を行っています。また、長年の年金

運用で培った運用スキルおよび国内外資産への長期分散投資にかか

る豊富なノウハウを、りそなグループのユニット各部門と共有し、顧客

の資産形成の支援・促進に努めています。 
 

運用手法の概要・特徴 

 
・需要サイドのニーズを取り込み、持続的かつ安定した成長が見込ま

れる小型株を、ボトムアップ・リサーチにより抽出し、銘柄を絞って（10-
30 銘柄）投資します。 
・需要サイドのニーズを把握するために、中期的な 「社会構造の変化」 
に注目します。構造変化に起因するニーズは、トレンドを伴った息の長

いものになる可能性が大きいと考えています。また、企業成長の礎とな

る経営者の評価にも注力しています。 
・銘柄選択にあたっては、ビジネスモデルの安定性やバリュエーション

を意識し、株価の下値抑制に配慮しています。 
 

ポートフォリオのリスク特

性 

 
ベンチマークは設けていませんが、対 Russell/Nomura Small Cap に

対し、推定ＴＥは 10％弱となります。また、グロースに偏る場合が多く、

サイズは恒常的に小さな値となります。 
 

付加価値の源泉 個別銘柄選択 100％です。 
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アセットマネジメント One 株式会社 

運用戦略名 AMONE 国内株式アクティブ運用（グロース） 

会社概要 

アセットマネジメント One 株式会社は、DIAM アセットマネジメント株式会

社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、みずほ投信投資顧問

株式会社及び新光投信株式会社が統合し、2016 年 10 月 1 日に発足

した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事

業領域における運用資産残高は約 56 兆円とアジアトップクラスの規模

を誇ります。 

運用手法の概要・特徴 

超過収益の源泉を企業の成長性に求め、持続的に成長可能な企業へ

成長の初期段階で投資を行います。個別銘柄調査を重視し、競争優位

性を維持、継続できる企業への投資を実施します。また、特定分野への

集中投資の回避とポートフォリオに幅広い成長機会を取り込む目的で成

長カテゴリー（*）を策定、成長カテゴリー毎に高成長銘柄への投資を行

います。 
（*）成長カテゴリーとは、ポートフォリオにおける特定分野への集中投資

回避と幅広い成長機会の享受を目指し、当社が独自に採用している概

念です。成長が期待できる企業の事業分野を、市場特性の近いセグメン

ト毎に分類したものであり、一般的な業種分類では認識しづらい成長分

野を浮き立たせる利点があると考えます。 

ポートフォリオのリスク

特性 

・ベンチマーク：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）配当込み 
・目標超過収益率：＋8.0％程度 
・推定トラッキングエラー目標 ：12.0％程度（10.0～17.0％、BARRA ベ

ース） 

付加価値の源泉 超過収益の源泉は、個別銘柄選択 100％です。 
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アセットマネジメント One 株式会社 

運用戦略名 AMONE 新興市場日本株ファンド 

会社概要 

アセットマネジメント One 株式会社は、DIAM アセットマネジメント株式会

社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、みずほ投信投資顧問

株式会社及び新光投信株式会社が統合し、2016 年 10 月 1 日に発足

した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事

業領域における運用資産残高は約 56 兆円とアジアトップクラスの規模

を誇ります。 

運用手法の概要・特徴 

主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡当社独自のユニバース

を用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡

ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長

力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率

などにとらわれず､積極的に運用を行う｡ 
企業リサーチの特色として、高い志を持って社会課題に挑む経営者や、

その実現に向けた組織力を持つ企業を評価していることが挙げられる。

産学官や大企業の経営資源などを活用し、新たな価値を生み出すオー

プンイノベーションに取り組む企業にも注目している。また、研究開発型

ベンチャーなど目先の業況にとらわれることなく、創造性にあふれ、社会

の変革を先導しているイノベイティブな企業を積極的に評価する方針。 

ポートフォリオのリスク

特性 
過去 3 年におけるシャープレシオは 1.7 程度と、リスク（標準偏差）対比

で良好な結果を実現している。 

付加価値の源泉 
個別銘柄重視。短期的なマクロ経済や企業業績の動向を過度に意識せ

ず、中長期な観点から成長銘柄選択に徹するスタンスが奏功していると

言える。 
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重要事項 
 
本文書には、マーサー（Mercer LLC 及びその関係会社を含む）の秘密情報及び専有情報が記載され

ており、マーサーが定めた当事者以外は使用することはできません。 本文書の内容の全部又は一部

を、マーサーの書面による事前許可を得ることなく修正したり、販売したり、又は他の個人若しくは組織

に提供したりすることはできません。 
 
本文書で明示される所見、評価、又は意見は、マーサーの知的財産であり、予告なく変更される場合

があります。 これらは、検討対象の投資商品、資産クラス、又は資本市場の今後の運用実績に関し、

何らかの保証を付与することを意図するものではありません。  また、過去の運用実績は、今後の結果

を保証するものでもありません。マーサーのレーティングは、個別の投資助言ではありません。 
 
本文書にはお客様の個別の状況を考慮した投資助言は記載されておりません。予め適切な専門家の

助言を得ることなく、又はご自身の状況を考慮することなく、本文書の情報のみに基づいて投資決定を

行なうべきではありません。 
 
本文書に記載されている情報は、第三者によるさまざまな情報源の中から得られたものです。 本文書

の情報が信頼できるものであると見なされる限りにおいては、マーサーは独自に当該情報の検証を試

みることはありません。 したがって、マーサーは提供された情報の正確さに関する表明、保証を行なう

ことはなく、いかなる第三者によって提供されたデータの誤記、脱漏、誤りに関し、いかなる責任（間接

的、派生的、付随的損害を含む）も負いません。 
 
 
© 2018 Mercer LLC 無断転載禁ず。 
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