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お陰さまで 105 名が参加して終了しました。
平成 16 年 5 月吉日

各 位
財団法人

年金総合研究センター

『平成 16 年度年金資金運用セミナー』開催のご案内
謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
（財）年金総合研究センターでは、平成 15 年度に行った「年金運用の投資対象拡大に関す
る研究会（アドバイザー 川北英隆同志社大学教授）
」および「内外債券ＭＢＳ運用に対す
るリスク管理に関する研究会（アドバイザー 森平爽一郎慶應義塾大学教授）
」の研究成果
の発表として下記の通り２回に分けて、年金運用担当者向けの「年金資金運用セミナー」
を開催することと致しました。
「年金資金運用セミナー」におきましては、上記両研究会の研究成果を分かりやすく説明
するとともに、各研究会メンバーを中心としたパネル・ディスカッションにより、現在年
金運用関係者の方々が直面しておられるテーマについて掘り下げた議論を展開したいと考
えております。
厳しい運用環境の中で大変ご苦労をされている年金運用関係者の方々に何らかの示唆を
与えるものと信じております。できるだけ多くの方のご参加をお願いする次第です。
敬白
記
１．セミナー概要
第 1 回「年金運用の投資対象拡大とそのための条件」
日時：6 月 25 日（金） 14：00〜16：40（受付開始 13：30）
会場：東條會館（東条インペリアルパレス）５階曙の間
〒102‑8525 東京都千代田区麹町 1‑12 TEL: 03‑3265‑5111
発表内容：
「年金資金の運用収益の源泉と市場ポートフォリオ（研究趣旨説明）」
川北英隆（同志社大学 政策学部 教授）
「証券化商品の現状と投資における課題と提言」
田崎敬浩（リーマン・ブラザーズ証券 東京支店 債券調査部 証券化商品リサーチ

ヴァイス・プレジ

デント）

「プライベート・エクイティの現状と投資における課題と提言」
辻本了章（WestLB 証券会社 東京支店 WestAM ジャパニーズ・クライアント・サービス部 ディレク
ター）

パネル・ディスカッション：「年金運用の投資対象拡大とそのための条件」
パネリスト
川北英隆（同志社大学 政策学部 教授）

河内規称（興銀第一ライフ・アセットマネジメント 債券投信運用グループ チーフ・ファンド・マネ
ージャー）

斉藤陽一（東京海上アセットマネジメント投信 プライベート・エクイティ運用部 ファンド・マネー
ジャー）

田崎敬浩（リーマン・ブラザーズ証券 東京支店 債券調査部 証券化商品リサーチ ヴァイス・プレジ
デント）

辻本了章（WestLB 証券会社 東京支店 WestAM ジャパニーズ・クライアント・サービス部 ディレク
ター）

コーディネーター
中里幸聖（年金総合研究センター 主任研究員）
第 2 回「内外債券 MBS 運用に対するリスク管理（仮称）
」
日時：7 月 2 日（金）

14：00〜16：30（受付開始

13：30）

会場：東條會館（東条インペリアルパレス）３階扇の間
〒102‑8525 東京都千代田区麹町 1‑12 TEL: 03‑3265‑5111
発表内容：
「年金基金と MBS 投資（研究趣旨説明）」
森平爽一郎（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
「MBS 投資における期限前償還リスク」
一條裕彦（三菱証券株式会社 フィックストインカム本部 金融市場企画部 クオンツ IT 課 シニアクオ
ンツアナリスト）

「内外 MBS 投資と年金基金によるリスク管理」
堤伸幸（野村證券株式会社 金融市場情報管理部 調査課 課長）
パネル・ディスカッション：「年金資金の MBS 投資におけるリスク管理」
パネリスト
森平爽一郎（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
一條裕彦（三菱証券株式会社 フィックストインカム本部 金融市場企画部 クオンツ IT 課 シニアクオ
ンツアナリスト）

津金眞理子（ステートストリート信託銀行 資産運用本部 資産運用部 運用部長）
堤伸幸（野村證券株式会社 金融市場情報管理部 調査課 課長）
東覚健二（みずほ証券 投資戦略部 シニア・クレジット・アナリスト）
湯浅茂晴（UFJ 信託銀行 パッシブクォンツ運用部 主任調査役）
コーディネーター
室田征宏（年金総合研究センター 主任研究員）
（敬称略）

２．参加費
賛助会員（年金スポンサー関係者）
2,000 円（一人あたり）
賛助会員（年金スポンサー関係者以外） 一人目 10,000 円、二人目以降 5,000 円
非賛助会員
一人目 30,000 円、二人目以降 20,000 円
．．
上記参加費で 2 回のセミナーにご参加いただけます。
３. 振込先

みずほ銀行

西銀座支店 普通

1083444

（財）年金総合研究センター

４．申込要領
別紙参加申込書に記入の上、6 月 18 日（金）までに、参加申込書と参加費の銀行振込控を
FAX(03-3509-1663)にてご送付ください。なお、一法人あたり各回の参加者が異なる場合は、第 1
回の参加者を代表者としてお申込ください。なお、ご応募多数の場合には、誠に恐れ入りますが
先着順で締め切らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

「東條會館」会場案内図
〒102-8525 東京都千代田区麹町 1-12

TEL 03-3265-5111（代表）

■地下鉄をご利用の場合
●半蔵門線「半蔵門駅」下車、3 番出口より徒歩約 2 分
●有楽町線「麹町駅」下車、3 番出口より徒歩約 5 分
■都バスをご利用の場合
●「四谷駅」より、「晴海埠頭行」で「半蔵門」下車
●「日比谷駅」「銀座駅」より、「四谷行」で「半蔵門」下車
■お車をご利用の場合
●首都高速「霞が関ランプ」を降りて、三宅坂・内堀通りにお回りください。

財団法人

年金総合研究センター

RESEARCH INSTITUTE FOR POLICIES ON AGING
〒105‑0001 港区虎ノ門 2‑6‑4 虎ノ門 11 森ビル 4F
TEL 03‑3509‑1661 FAX 03‑3509‑1663
E‑mail r3nenkin@maple.ocn.ne.jp
http://www.nensoken.or.jp

平成 16 年

月

日

平成１6 年度年金資金運用セミナー参加申込書
以下に必要事項を記入して 6 月 18 日（金）までに、
ＦＡＸ（０３−３５０９−１６６３）にてお申し込みください。

御社名
1

2

ふりがな

お名前

所属及び
役職名
郵便番号
住所
電話番号
FAX 番号
E-mail

@

@

◎申込要領
この申込書は振込控（コピー）と一緒にＦＡＸでお送りください（お願い）。ただし、
振込みが直ちにできない場合は、欄外に振込み予定日を記入していただければ、この
申込書のみをＦＡＸしていただければ結構です。

振込予定日

締切りは、6 月 18 日（金）です。
セミナーの当日、受付にこの申込書を必ずご提示ください。
3 名さま以上になる場合は、この申込書をコピーして使用してください。

問い合わせ先
〒105-0001 港区虎ノ門 2−6−4 11 森ビル 4 階
Tel：03−3509−1661 Fax：03−3509−1663 URL:www.nensoken.or.jp
（財）年金総合研究センター 担当：須田、宮田

HP

