
 

 

 

三菱 UFJ 年金情報  2018 年 9 月号 

Mitsubishi UFJ Pension Report  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

《年金運用の中期目標》    

 中期市場見通しに基づく期待リターンとリスク    

 年金運用部 シニア運用コンサルタント 林 匡史 …  1 
    

《誌上年金カレッジ》    

 企業年金制度の概要～③これからの企業年金制度～    

 年金コンサルティング部 リサーチグループ 中原 由紀子 …  6 
    

《年金制度のリスク管理》     

 資本効率を踏まえた年金制度の運営    

 年金コンサルティング部 コンサルティング＆ソリューション推進室 橋本 和真 …  12 
    

《VUCA時代のリーダー育成 その 1》    

 求められるリーダー像とミドルマネジャー育成    

 年金コンサルティング部 チーフコンサルタント 豊島吉宏 …  18 
    

《時事のつぶやき》    

 注意と抑止力    

 アナリスト 久野 正徳 …  26 

《目 次》 

本誌およびバックナンバーは弊社ホームページにて掲載しております。 

弊社ホームページアドレス：https//www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/nenkin.html 

 

 

Mitsubishi  UFJ  Pension  Report 

 

三菱 UFJ年金情報 



 

 1 

三菱 UFJ 年金情報  2021 年 6 月号 

Mitsubishi UFJ Pension Report  

 

年金運用の資産配分の策定にあたって、各資産の中期目線での期待リターン、リスク、

相関係数の必要性についてご説明するとともに、当社における当該主要推定値、ならびに

実践ポートフォリオの検討例をご紹介します。 

 

 

年金運用においては、代表的な市場指数を用いて各アセットクラスのリスク（標準偏差）

とリターンを推計し、それらに基づいて政策アセットミックスが策定されています。政策ア

セットミックスとは、企業年金として中長期で維持すべき基本的な資産配分のことで、基本

ポートフォリオとも呼ばれます。所定の資産・負債の特性や課せられた制約のもと、運用目

標を達成するために、企業年金が運用の基本方針（企業年金が運用を行っていくための枠組

であり、リスク許容度等個別要因に応じて策定）を資産配分という形式で具現化したもので

す。具体的には、複数資産でのリスク・リターン特性に応じて描かれる効率的フロンティア

から、リスク許容度の大きさ、年金 ALM の状況などを踏まえて決定します。 

また、この政策アセットミックスを踏まえた、より詳細かつ具体的な運用ポートフォリオ

を実践ポートフォリオと言います。政策アセットミックスは、資産配分（例えば伝統資産で

構成される場合、国内債券〇%、国内株式〇%、外国債券〇%、外国株式〇%等と示される）

という大きな枠組として示されるのに対し、実践ポートフォリオは、上記各資産から更にブ

レイクダウンし、サブアセットクラス（超長期債、ハイイールド債、最小分散、グロース/

バリュー株、プライベートエクイティ、ヘッジファンド等）や具体的商品（ファンド）まで

踏み込んだ資産配分を示すものであり、文字通り運用における実践的なポートフォリオと言

えます。 

そして、この実践ポートフォリオ構築において重要な役割を果たすのが「中期期待リタ

ーンとリスク」です。中期（3～5 年）の運用期間を目線とし、組入れ商品の期待リターン、

リスク、更には相関係数を推定・算出し、これら数値に基づき、各企業年金のリスク・リ

ターン特性に応じた実践ポートフォリオを構築します。また、これら推定値はある時点で

の実践ポートフォリオのリスク・リターン特性分析や、その分析結果に基づいたポートフ

ォリオ運用効率の改善検討といったプロセスにも活用することができます。次節において

はまず、弊社中期期待リターン・リスクの推定値についてみていくことにします。 

 

 

1．中期期待リターン・リスクの必要性 

年金運用の中期目標 
 

中期市場見通しに基づく期待リターンとリスク 
 

年金運用部 シニア運用コンサルタント 林 匡史 
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伝統資産（国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、ヘッジ外債、短期資産）の期待

リターンについては、弊社の 2021 年度の中期市場見通し、すなわち、「実質 GDP 成長率は

景気拡大基調を継続、FRB は 2024 年にも政策金利の正常化に着手（欧州と日本はそれ以降）

との想定のもと、株価・金利は景気回復に伴って緩やかに上昇」といったシナリオに基づ

いています（図表 1）。但し 2020 年度の見通し対比では、国内株式、外国株式ともに前年度

より低めの期待リターンとなっています。これは、2020 年度に大規模な金融緩和等を背景

に想定以上に株高が進んだことで割高感が強まりましたが、その解消が中期的に進むこと

を想定したためです。 

更に、伝統資産間の相関係数を図表 2 にて、伝統資産のサブアセットクラスを含めた期

待リターン、リスクの分布を図表 3 にて示しています。 

 

（図表 1）伝統資産の期待リターンとリスク 

 

（出所）三菱 UFJ 信託銀行作成（注 1・注 2 参照） 

 

（図表 2）相関係数 

 

（出所）三菱 UFJ 信託銀行作成（注１・注 2 参照） 

 

 

 

 

 

国内債券 0.05% 0.05% 0.00% 1.9% 1.9% 0.0%

国内株式 5.5% 6.3% ▲0.8% 17.4% 17.3% 0.1%

外国債券 0.9% 1.6% ▲0.7% 9.3% 9.6% ▲0.3%

外国株式 7.3% 7.7% ▲0.4% 19.1% 18.6% 0.5%

ヘッジ外債 0.2% 0.0% 0.2% 3.7% 3.6% 0.1%

短期資産 ▲0.08% ▲0.07% ▲0.01% 0.0% 0.0% ▲0.0%

2020年度 変化幅

期待リターン リスク

資産 2021年度 2020年度 変化幅 2021年度

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 ヘッジ外債 短期資産

国内債券 1.0

国内株式 ▲ 0.3 1.0

外国債券 ▲ 0.0 0.4 1.0

外国株式 ▲ 0.2 0.7 0.6 1.0

ヘッジ外債 0.5 ▲ 0.3 0.1 ▲ 0.4 1.0

短期資産 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.0 1.0

2．中期期待リターン・リスクの推定値 
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（図表 3）サブアセットクラス（債券、株式、オルタナティブ資産）の期待リターン・リスク 

      （縦軸：期待リターン、横軸：リスク、伝統資産は赤でプロット） 

 

 

 

（出所）三菱 UFJ 信託銀行作成（注 1・注 2・注 3 参照）

図表 3-1 

債券 

図表 3-2 

株式 

図表 3-3 

オルタナ

ティブ 

資産 
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 ここで、サブアセットクラスのリスク・リターン特性について図表 3 を参照しながらみ

ていきます。 

 債券（図表 3-1）については、例えば新興国等、リスクを取ることによってインカム収益

が期待できるサブアセットクラスは、伝統資産（円債、外債、ヘッジ外債）と比較して図

表の右上に位置し、期待リターンやリスクの見通しが相対的に高いことが判ります。また、

株式（図表 3-2）については、例えばスマートβ注 4等、運用効率の良いサブアセットクラス

は、伝統資産（円株、外株）と比較して図表の左上に位置し、リスクの見通しは相対的に

低いものの期待リターンが高くなっています。更にオルタナティブ資産（図表 3-3）につい

ては、プライベートエクイティやインフラ等、伝統資産と比較して相対的に運用効率が高

く、図表の左上に位置することになります。実践ポートフォリオ構築の際には、これらの

ような期待リターン・リスクの位置関係をイメージすると整理がしやすくなります。続い

て次節では、実践ポートフォリオに各資産をどのように組込んでいくとよいのか、簡単な

例を用いて説明します。 

 

 

推定結果の用い方を解説するにあたり、ここでは、実践ポートフォリオ全体の期待リタ

ーンを 3%、リスクを 7%という前提をおきます。図表 4 では、期待リターン 3%、リスク

7%のところに、実践ポートフォリオがプロットされています。このポートフォリオをより

良いポートフォリオとするためにはどうしたらよいでしょうか。取り得る選択肢として次

の 3 つが考えられます。すなわち、期待リターンの向上を狙うケース（1.リターン向上）、

リスクの低減を狙うケース（2.リスク抑制）、運用効率の向上を狙うケース（3.運用効率改

善）の 3 つのケースです。 

 

（図表 4）実践ポートフォリオの改善イメージ（縦軸：期待リターン、横軸：リスク） 

 

（出所）三菱 UFJ 信託銀行作成 

実践ポートフォリオ

1%

2%

3%

4%

5%

6%

3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

3．中期期待リターン・リスク推定結果の活用例 

1.リターン向上 

2.リスク抑制 

3.運用効率改善 
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現状のポートフォリオと比較して期待リターンの向上に主眼をおきたい場合は、図表 3

で示しているサブアセットクラスの中で期待リターンの高い（リターン追求型）ファンド

等を、リスク低減や運用効率改善に主眼をおきたい場合は、順に、リスクの低い（リスク

抑制型）ファンドや運用効率の高い（運用効率改善型）ファンド等を、資産間・商品間の

相関も踏まえた実践ポートフォリオ全体のリスク・リターン特性を念頭におきつつ、当該

ポートフォリオに組込んでいくことになります。 

このように、実践ポートフォリオに対し、推定された期待リターン、リスクに基づいた

分析、検証を通じて如何にして現状からの改善を図るか、という点が各企業年金における

共通課題となっています。特に足許の市場環境の変化を踏まえ、オルタナティブ資産の投

資拡大などポートフォリオの見直しを検討される場合、本稿で示したように、中期見通し

に基づいた実践ポートフォリオのリスク・リターン特性を把握することが大切です。そし

て、見直しの際、個々のファンドの良し悪しだけではなく、ポートフォリオ全体でリスク・

リターン特性などが意図した改善となっているか確認することも重要と言えます。 

なお、本稿における意見にかかわる部分および有り得るべき誤りは、筆者個人に帰属す

るものであり、所属する組織のものではないことを申し添えます。 

 

注 1：国内債券：NOMURA-BPI（総合）、国内株式：TOPIX、外国債券：FTSE-WGBI（除く日本）、外国株式：MSCI-KOKUSAI、

ヘッジ外債：FTSE-WGBI（除く日本、為替ヘッジ有）、短期資産：有担保コール翌日物 

注 2：・月次リターン観測期間は原則 20 年（ただし、スマートβ等、同一カテゴリー（スマートβの各商品）間の横比 

    較検証が可能となるよう、20 年よりも短い観測期間としている場合あり） 

・リスク＝観測期間における月次リターンの標準偏差 

・相関係数＝観測期間における月次リターンに関する資産間相関係数 

・期待リターンは市場見通しに基づくシナリオ等により推定 

注 3：H：為替ヘッジ有、BB 総合：Bloomberg Barclays 総合（国債と事業債で構成）、不 D：不動産デット、 

不 E：不動産エクイティ、ID：インフラデット、IE：インフラエクイティ、PE：プライベートエクイティ、 

PD：プライベートデット、HF（ロー）：アービトラージ型（証券、デリバティブ間の価格差に着目して収益を 

狙う）のローリスクヘッジファンド、HF（ハイ）：ディレクショナル型（各種資産価格の歪みやトレンドを予測 

して収益を狙う）のハイリスクヘッジファンド 

注 4：従来の時価総額型加重指数のように市場全体の平均や値動きを代表する指数ではなく、財務指標（売上高、営業 

キャッシュフロー、配当金など）や株価の変動率など銘柄の特定の要素に基づいて構成された指数をベンチマー 

クとして運用するファンド 
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誌上年金カレッジ「企業年金制度の概要」の第 3 回目は、これからの企業年金制度を考

えるためのポイントについて、人事および財務の観点から、政府の進める「70 歳までの就

業機会確保措置」や「公的年金制度、企業年金制度の法改正」を踏まえて解説します。 

 

  

現在、日本は少子高齢化に起因する労働力人口の減少・公的年金の縮小・高齢者雇用の課

題や、継続する低金利政策による副作用、経済環境のグローバル化に伴う先行き不透明感な

ど多くの課題を抱えており、企業年金制度とも密接に関係しています。今後、企業年金制度

を安定的に継続するためには、これらの日本の抱える多くの課題を踏まえて企業年金制度を

見直す必要が出てきます。その際、どのようなポイントで考えていけばよいのか、これから

の企業年金制度を考えるための 5 つのポイントをご説明します（図表 1）。 

1 つ目は「財務・経理面から考えるポイント」です。経済環境のグローバル化による経済

変動の影響拡大に伴い、企業年金制度は債務や資産の変動リスクを抱えています。このリ

スクが顕在化した例としては、2008 年にアメリカの大手証券会社、投資銀行リーマン・ブ

ラザーズが経営破綻し、欧米の大手金融機関が連鎖的に経営危機に陥ったリーマンショッ

クが挙げられます。その際、日本の GDP は 8.6％も低下し、企業年金制度も年金資産が大

きく棄損する影響を受けました。これをきっかけに、企業財務への影響を軽減するための

方策として、将来の財政悪化等のリスクに備えて年金資産の積立てが可能となるよう、リ

スク対応掛金の仕組みが導入されました。 

また、低金利政策の継続により退職給付会計上の割引率も低下傾向が続き、「退職給付に

かかる負債」（退職給付債務）が増大してきたことから、事業主はこの退職給付債務を圧縮

するという観点でも企業年金制度を考える必要があります。負債圧縮の方策としては、退

職金制度から企業年金制度への移行割合を引き上げて積立型制度の割合を増すことや、年

金資産をより多く積上げるため予定利率を引き下げたり、リスク対応掛金を設定したりす

ることなどが考えられます。これらの対応は企業年金制度の資金負担の平準化機能を活用

しつつ、掛金の損金算入効果を高める点で、企業年金制度を実施する財務上のメリットを

追求することにもつながります。 

2 つ目は「人事・労務面から考えるポイント」です。日本は人口構造の変化から、今後、

労働力人口（2020 年は 6,868 万人）の減少が見込まれています。このため、事業主は優秀

な人材を確保するため、人材の処遇・長期的な就労インセンティブ（人材の引き止め）の

1．これからの企業年金制度を考えるためのポイント 

誌上年金カレッジ 
 

企業年金制度の概要～③これからの企業年金制度～ 
 

年金コンサルティング部 リサーチグループ 中原 由紀子 
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対策が求められます。その対応策として、従業員への福利厚生である退職給付制度（給与

の後払い的性格）の見直しなどが挙げられます。従業員に対してどのように報いていくの

か、人事制度の見直しと合わせて検討が必要となります。加えて、同一労働同一賃金等の

「働き方改革関連法」への対応も求められてきます（詳しくは第 2 章で解説）。 

3 つ目は「高年齢者雇用から考えるポイント」です。日本は、平均寿命が延伸し（2019

年で男性 81.41 歳、女性 87.45 歳）、「人生 100 年時代」が到来しようとしています。高齢期

の長期化に伴い、老後の資産が枯渇するリスクを軽減するため、 事業主には従業員の老後

資産形成に対する支援が求められます。加えて、2021 年 4 月から「70 歳まで就業機会確保

措置」の努力義務化が施行され、前述の人事制度の見直しを含めて高齢者雇用の見直しが

事業主に求められることとなりました（詳しくは第 2 章で解説）。 

4 つ目、5 つ目のポイントは「公的年金制度改正への対応（従業員の老後所得の確保）」

と「企業年金制度改正への対応」です。公的年金制度については 2019 年、「国民年金及び

厚生年金の財政の現況及び見通し」を作成する財政検証が実施され、この検証結果として、

2019 年時点で 61.7%の所得代替率（※）が、2040 年代半ばには 50%程度に低下する見込みで

あることが示されました。この結果から、公的年金制度を補完する企業年金制度の役割が

より重要になると考えられます。加えて事業主には、2020 年 6 月 5 日に公布された「年金

制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による、公的年金制度・企

業年金制度の法改正内容を踏まえた対応も求められます（詳しくは第 3 章で解説）。 

（※年金受取開始時点（65歳）におけるモデル世帯年金額の、現役世代の賞与込み手取り収入額に対する割合を示すもの） 

（図表 1）これからの企業年金制度を考えるためのポイント 

 

（出所）弊社作成
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2018 年 6 月 29 日には、「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律」が

可決、成立しました。同法の主な内容は「時間外労働の上限規制強化」、「高度プロフェッ

ショナル制度の創設」、「同一労働同一賃金の考え方の導入」の 3 点です（図表 2）。 

同一労働同一賃金の考え方は、大企業には 2020 年 4 月から、中小企業には 2021 年 4 月

から適用されました。事業主は、正規・非正規雇用者の間で、「不合理」と認められる相違

を設けてはなりません。また、「不合理ではない」相違を設ける場合でも、事業主にはその

待遇差の内容や理由等を非正規雇用者に説明する義務が課せられます。 

 

（図表 2）「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律」の主な内容について 

 

（出所）弊社作成 

 

（図表 3）「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の主な改正概要について 

 

（出所）弊社作成 

 

2．雇用環境の変化への対応 ～働き方改革関連法等～ 
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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）は 1986 年に制定さ

れ、2012 年の改正では、65 歳までの希望者全員を対象に「定年制の廃止」、「定年の引き上

げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を取るよう事業主に義務づけました（65 歳

までの雇用確保措置）。その後、2020 年通常国会にて「雇用保険法等の一部を改正する法律

案」が可決成立、同 3 月 31 日に公布されたことに伴い高年齢者雇用安定法が一部改正され、

「70 歳までの就業機会の確保措置」が事業主の努力義務とされました（図表 3）。 

 

  

2020 年 6 月 5 日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が

公布されました。公的年金制度の主な改正内容は、「年金の受給開始時期の拡大」、「在職老

齢年金の見直し」の 2 点です（図表 4）。 

「年金の受給開始時期の拡大」では、2022 年 4 月 1 日から 60～75 歳に拡大します。 

「在職老齢年金の見直し」では、60～64 歳の在職老齢年金（低在老）の支給停止基準額が、

2022 年 4 月 1 日から上限が 47 万円に引き上げられます。 

 

（図表 4）公的年金制度の改正概要について 

 

（出所）弊社作成 

 

また、企業年金制度の主な改正内容は、大きく７段階に分けて施行されます。図表 5 の

左側は既に施行済みの内容、右側は今後施行予定の内容ですが、ここでは今後施行予定の

主な内容を説明します。 

3．公的年金制度・企業年金制度の法改正概要 
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「確定拠出年金（以下 DC）の受給開始時期等の選択肢拡大」では、2022 年 4 月 1 日から

60～75 歳に拡大します。 

「DC の加入可能年齢の拡大」では、2022 年 5 月 1 日から、企業型 DC には「厚生年金被

保険者であれば加入可能」となります（個人年金の改正も含めた年金制度改正内容の詳細

は本誌 2020 年 7 月号参照）。 

 

（図表 5）企業年金制度の改正概要とスケジュールについて 

 

（出所）弊社作成 

 

  

最後に、3 回に亘って解説してきた「企業年金制度の概要」についてまとめます（図表 6）。 

企業年金制度は事業主が従業員に対して、退職後の生活をより豊かにするために、報酬・

福利厚生の一環として、年金等を支給する仕組みです。日本の企業年金制度は公的年金を

補完する役割を担っており、退職一時金制度から移行したものが多いのが特徴です。企業

年金制度を実施するメリットとして、①優秀な人材確保、引き止め効果、②財務上のキャ

ッシュフロー安定化のための資金負担（コスト）の平準化、③社外積立による資産の保全、

④税制上の優遇措置（掛金は損金算入、資産の運用収益は非課税、給付時控除あり）、⑤退

職一時金制度と比べた場合の企業会計（貸借対照表）上の債務削減効果等が挙げられます。 

今後の企業年金制度を考える上でのポイントは、様々な環境変化と法改正等を踏まえた

人事制度・退職給付制度の見直し検討が必要になるということです。高齢化の進展と「人

生 100 年時代」の到来に向けて、従業員の老後資産形成の支援検討（高齢期の資産枯渇リ

4．「企業年金制度の概要」のまとめ 
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スクへ対応）も求められています。企業年金制度は他の従業員に対する処遇と同様、企業

によって内容が異なりますが、それぞれの企業風土や企業文化に合った企業年金制度を考

えていくことが必要です。 

 

（図表 6）4～6 月号掲載の「企業年金制度の概要」のまとめ 

 

（出所）弊社作成 

 

なお、本稿における意見等については筆者の個人的見解であり、所属する組織のもので

はないことを申し添えます。
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企業が事業を継続していく上では、将来の損失の発生に備えて適切な水準の自己資本が

確保されている必要があります。自己資本の調達には資本コストを要するため、企業はこ

れを上回る水準の収益が求められ、資本効率を高めていくことが重要となります。 

一方、年金制度の運営に当たっては、年金財政上の積立比率のコントロールを重視し、 

年金資産のリターン（期待収益率）とリスク（標準偏差）の関係を最適化することに軸足

が置かれている場合が多いと考えられます。しかし、発生した差損は掛金の追加拠出だけ

ではなく、企業会計上の損失にも繋がるため、自己資本による備えが必要であり、資本コ

ストもかかるため、資本効率も意識する必要があると考えられます。 

そこで本稿では、資本効率を踏まえた年金制度運営のポイントを説明します。 

 

  

資本効率とは、企業が株式や債券等を発行・調達した資金に対する利益の割合であり、

ROE（自己資本利益率）や ROIC（投下資本利益率）が代表的な指標です。ROE は当期純利

益÷自己資本、ROIC は税引後営業利益÷投下資本で計算され、これらの比率が高いほど、

少額の資金でより多くの利益を上げていることになります。最近ではこれらの指標を参考

に、資本効率の高い企業への投資を重視する投資家が増えています。 

一方、資本コストとは、投資家が企業へ求める期待収益率のことを指します。投資家は 

株式・債券市場を通じて、多種多様な投資候補の中から自身の投資先を決定しますが、そ

の際、投資先の企業が抱えているリスクに見合うリターンを要求します。この要求リター

ンのことを資本コストと呼び、企業は単に収益を上げるだけではなく、資本コストを上回

る収益を達成することが求められます。 

また、資本コストは、企業が事業を行うために調達した資本にかかるコストでもあります。

株主より出資を受けた株主資本に対するコストを株主資本コスト、債権者より調達した負債

に対するコストを負債コスト、これらを加重平均したものが加重平均資本コスト（WACC）

です。 

本稿ではこのうち株主資本に着目し、資本効率（ROE 等）の水準と資本コスト（株主資

本コスト）との関係を中心に説明します。 

株主資本コストは企業ごとのリスク特性に応じて異なる値を取ると考えられ、これを 

推計することは容易ではありませんが、投資家が求める平均的なリターンはアンケート 

調査によって把握することが出来ます。 

 

1．資本効率および資本コストの重要性 

年金制度のリスク管理 

 

資本効率を踏まえた年金制度の運営 
 

年金コンサルティング部 コンサルティング＆ソリューション推進室 橋本 和真 
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生命保険協会が 2021 年 4 月に公表した報告書（生命保険会社の資産運用を通じた「株式

市場の活性化」と「持続可能な社会の実現」に向けた取組について）では、81%の投資家が

8%以上の ROE 水準を望ましいとする一方、上場企業の 52%は ROE が 8%未満に留まって

おり、両者の間にはギャップがあります。 

日本企業の ROE の低さは以前から問題視されており、政府も ROE の向上に向けた取り

組みを企業に促しています。例えば、経済産業省が 2014 年に公表した、いわゆる「伊藤レ

ポート」の中では、最低限目指すべき ROE 水準として 8%が明記されています。また、2018

年のコーポレート・ガバナンス・コードの改訂により、経営戦略や経営計画の策定・公表

にあたっては、自社の資本コストを把握した上で収益計画や資本政策の基本的な方針を示

すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のための事業ポートフ

ォリオ等の見直しや、設備投資・研究開発投資・人材投資等を含む経営資源の配分等に関

する具体的な対応策について、株主に対して説明責任を負うべきとされています。 

このような経緯から、企業では資本コストを上回る資本効率の達成（＝付加価値の創造）

を意識した経営を行う必要性が高まっています。 

  

 

付加価値を高めるためには、単に資本効率（ROE 等）を高めれば良い訳ではありません。

自己資本に対する収益の比率を高めるだけであれば、自社株買いにより自己資本を減少 

させることにより ROE は上昇します。このような方法で結果として資本効率が高まっても、

付加価値が高まるとは限りません。付加価値を高めるためには、企業が負っているリスク

（本稿においては債務超過に陥る可能性）を定量的に把握した上で、当該リスクに対する

収益の水準を高めること、つまりリスク・リターン効率を高めていくことが求められます。 

そのためにはまず、リスクを数値化する必要があります。リスク、つまり債務超過とな

る可能性を測る方法としては、企業の資産価値から発生し得る VaR（Value at Risk＝予想最

大損失額）と自己資本とを比較する方法があります。例えば、企業が 95%の確率で債務超

過とならないことを望んだ場合は、資産価値から発生し得る信頼水準 95%の VaR を超える

自己資本（＝必要自己資本）を確保すれば良いということになります。 

また、必要自己資本を維持していくには、その資本コストを事業の収益から賄う必要が

ありますが、そのためには資本コストも加味した収益を元に、当該必要自己資本の収益性

を判定することも効果的と考えます。 

必要自己資本と資本コストも加味した収益からその収益性を判定するための指標を以下

のとおり定義します。 

リスク調整後収益 純利益※－必要自己資本×株主資本コスト 

リスク調整後 ROE 純利益※÷必要自己資本 

※負債コスト（支払利息等）は控除後 

 

2．リスク量の算定とリスク調整後収益指標 
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リスク調整後収益がプラスであれば付加価値が生み出されており、この場合、リスク調整

後 ROE は株主資本コストを上回ります。リスク・リターン効率を確認する際に、自己資本

ではなくリスクに見合った必要自己資本を用いた方が、より企業活動の実態に即した評価で

あると言えます（例えば、自社株買いにより自己資本を減少させても、必要自己資本の額に

は影響ありません）。 

更に、各事業部門のリスク調整後収益・リスク調整後 ROE を把握し、事業毎の必要自己

資本の収益性（株主資本コストを上回るリスク・リターン効率の達成）を確認するとともに、

会社全体の視点から事業ポートフォリオの最適化を図り、リスク・リターン効率の向上につ

なげることも出来ます。（図表 1）。例えば、リスク調整後 ROE の高い事業部門を把握し、

優先的にリスクを取っていくことで、リスク調整後収益を増加させることができます。 

 

（図表 1）リスク・リターン効率の最適化の例 

 
（出所）弊社作成 

 

このような考え方は、リスク・リターン効率を最適化する上での一つの有益な視点であ

るため、次に、この枠組みを年金制度に適用した場合を考えます。 

 

 

年金制度における必要自己資本は、企業会計上の負債である退職給付に係る負債（退職給

付債務－年金資産）に対する信頼水準 95%の VaR により計算することとします。年金制度

の場合は、年金資産だけでなく退職給付債務も毎期評価替えをされるため、リスクの算定に

含めます。図表 2 において、リスクが顕在化したことによる企業会計上の負債の増加分  

（図中の債務側 A と資産側 B の合計）が必要自己資本となります。 

3．年金制度のリスク・リターン効率 
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（図表 2）年金制度における必要自己資本 

 

（出所）弊社作成 

 

図表 2 のように必要自己資本を退職給付に係る負債の VaR とするのではなく、年金資産

と退職給付債務の VaR を個別に算定、合算する方法も考えられます。これは簡便である点

でメリットがありますが、両者の相関が考慮されないためリスクが適切に測定されません。

例えば、年金制度の代表的なリスクとして金利リスクがありますが、資産と負債が同程度

のリスクである場合、両者は相殺するため、資産と負債の金利リスクを個別に算定し合算

したものよりも少なくなります。従って、退職給付債務と年金資産のように互いに相関が

あるものについては、これを考慮することが必要です。 

企業全体でのリスク・リターンの効率化の観点から、年金制度を一つの事業としてとら

え、他の事業とのリスクの相関を考慮してコントロールするという考え方もあります。こ

れは一般論として、事業部門ごとの個別最適ではなく会社全体での最適化を図る観点から

有効とされているものですが、年金制度の実施目的の一つは年金資産を会社のリスクから

切り離すことであるため、このような考え方は馴染みにくいかもしれません。 

一方で、日本基準の場合、連結決算においては、数理計算上の差異の発生額は自己資本

に算入されます。また、IFRS の場合でも再測定として、その他包括利益を通じて直ちに自

己資本の変動として認識されます。従って、年金制度を継続させていく上ではリスクが顕

在化した際も、自己資本への影響を一定の範囲に収めることが望ましく、必要自己資本を

把握しておくべきと考えます。 

上記の方法（退職給付に係る負債の VaR）で計算された必要自己資本を用いて、年金制度

に対するリスク調整後収益は以下の式のとおり計算されます。 

（運用収益－利息費用（負債コスト））－年金制度の必要自己資本×株主資本コスト 

 

仮に、リスク調整後収益がマイナスであれば、年金制度は企業が資本コストを賄う上で、

退
職
給
付
債
務

退職給付に
係る負債

退職給付に
係る負債

年
金
資
産

退
職
給
付
債
務

年
金
資
産

A

B

リスクの顕在化

必要自己資本

＝A＋B
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足枷になっていることを意味します。リスク調整後収益がプラスとなるよう、運用方針を

見直す、退職給付債務のリスクを削減する、といった対応策が考えられます。もちろん、

リスク調整後収益がプラスの場合も、より一層増加させる方策がないかを検討することも

必要です。 

なお、ここで用いた株主資本コストは企業全体に対するものであり、年金制度に対する 

株主の要求リターンと実際には異なりますが、ここでは同じ前提としています。 

以下、具体例を用いて、リスク調整後収益の確認方法を説明します。 

 

【前提】 

年金制度 ポイント制かつ、給付利率は固定 

財務状態 資産：６，０００  

 

負債：４，０００ 

（うち退職給付に係る負債：５００） 

自己資本：２，０００ 

退職給付会計 年金資産：１，０００ 

（期待収益率：４％）      

退職給付債務：１，５００ 

（割引率：２％） 

その他 株主資本コスト：８％ 

退職給付に係る負債の増加幅（信頼水準 95%の VaR）：２００ 

 

年金制度の必要自己資本が２００であるため、本設例では、自己資本のうち年金制度の 

必要自己資本と同額である２００を年金制度に割り当てることにします。この場合の年金 

制度のリスク調整後収益は、 

（１，０００×４％－１，５００×２％）－２００×８％＝▲６となります。 

よって、年金制度のリスク・リターン効率には課題があると考えられます。この場合、  

年金資産の政策アセット・ミックスを見直し、リスク調整後 ROE を高められるようなポー

トフォリオを模索することが考えられます。あるいは、年金資産の更なる積み立てを行い、

期待収益率を引き下げてリスクを削減し、VaR を減らす方法もあります。それでも改善が 

難しい場合には給付設計を見直し、年金負債のリスクを削減することが選択肢となります。

以下、VaR を減少させるにあたり、資産側での手当と負債側での手当それぞれについて簡単

な例で確認します。 

＜ケース①＞ 年金資産の積み立てを行う場合 

例えば、掛金を追加拠出することで年金資産を１，３００まで積み増したとします。こ

の際、期待収益率を引き下げて３．５％とし、資産側のリスクを低下させることにします。  

結果として、必要自己資本が１５０まで減少したとして、この場合、リスク調整後収益は、 

（１，３００×３．５％－１，５００×２％）－１５０×８％＝３．５となり、プラス

に回復します。 
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＜ケース②＞ 給付設計の見直しを行う場合 

例えば、給付設計をキャッシュバランスプランに変更し、給付の水準を金利に連動させ

ることにします。また、この結果、必要自己資本が２００から１００に減少したとします。 

この場合、制度変更後の年金制度のリスク調整後収益は、（１，０００×４％－１，５００

×２％）－１００×８％＝２となり、リスク調整後収益がプラスに回復します。 

 

現在の政策アセット・ミックスの策定でも、資産側のリターン（期待収益率）とリスク 

（標準偏差）を踏まえて意思決定を行っている企業が多いと思われますが、そこには資本

効率という概念を考慮している企業は少ないと思います。また、給付設計を検討する段階

でも、将来の年金財政の掛金拠出や企業会計上の費用負担を把握することに留まっている

場合も少なくないと考えられます。これらの意思決定を行うにあたり、リスク調整後収益

および必要自己資本を考慮することは、資本効率を意識した運営に資するものと考えます。 

一方で、年金制度の目的は従業員の老後所得を確実に保障することにあるため、年金資

産の収益のみで議論するのは適切ではないと考える方もいらっしゃると思います。年金資

産が母体企業のリスクや利害関係から独立していることによる効果は、リスク調整後収益

では測れません。年金制度の評価に当たってはこのような定量化されない効果も念頭にお

く必要があり、リスク調整後収益はあくまで資本効率という観点から見た場合の評価基準

となります。また、退職一時金制度では運用収益が見込まれないためリスク調整後収益が

マイナスとなりますが、この場合はこれを不採算事業として捉えるのではなく、マイナス

であることを前提に企業全体の経営を考えていくことが重要と考えます。 

なお、本稿における意見にかかわる部分および有り得るべき誤りは、筆者個人に帰属す

るものであり、所属する組織のものではないことを申し添えます。
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2010 年以降におけるテクノロジーの進展により、これからの時代は予測の難しい VUCA

（Volatility：変動性、Uncertainty：不確実性、Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧

性）の時代だと言われています。 

さらにコロナ禍による顧客およびビジネス環境の変化、市場の不確実性の高まりに比例

して、マネジメントの難度や複雑度も増しています。今月号と次号は VUCA時代のリーダー

育成を取り上げます。 

 

  

不確実性が増す時代には、組織のリーダーに求められる役割も変化します。本章では企

業の課題感と役割変化を考察します。 

リクルートマネジメントソリューションズが 2020 年 8 月に公表した調査では、人事担当

者が認識している組織課題のトップは「次世代の経営を担う人材が育っていない」となっ

ています。また、2 位以下も現場のマネジメントや人材育成に関する項目が挙がっています。 

（図表 1）会社の組織課題（人事担当者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※率は「よくはてはまる」と「ややあてはまる」の合算 

（出所）リクルートマネジメントソリューションズ「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査」 

2020 年 8 月 25 日 

1．企業環境とマネジメントの変化 

62.0%

62.7%

64.0%

64.7%

67.3%

69.3%

72.7%

78.7%

40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0%

優秀な人材が流出している

職場の一体感が損なわれている

新人・若手社員の立ち上がりが遅くなっている

新価値創造・イノベーションが起こせていない

難しい仕事に挑戦する人が減っている

ミドルマネジメント層の負担が過重になっている

中堅社員が小粒化している

次世代の経営を担う人材が育っていない

VUCA時代のリーダー育成 その 1 

 

求められるリーダー像とミドルマネジャー育成 
 

年金コンサルティング部 コンサルティング&ソリューション推進室   

人事コンサルティングライン チーフコンサルタント  豊島吉宏 
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これらの課題が顕在化している理由は、従来は通用したマネジメントや人材育成が、現在

の企業環境にマッチしていないことが一因と考えられます。 

図表 2 に、企業を取り巻く環境とマネジメントの変化を「これまで」と「現在〜これから」

の 2 つの観点から整理しました。 

（図表 2）環境変化とマネジメントの変化 

 

（出所）筆者作成 

従来は、市場拡大を前提として、規模や効率を追求することが重要視されていました。

そのため「より良く改善し効率化すること」が事業の成功要因であり、序列・職位を重視

した組織体制・組織文化が機能していました。マネジメントのポイントは、同質性の高い

集団を上司の指示によってスピーディに動かすことでした。 

しかし、現在は企業環境が大きく変化しています。日本でもベンチャー企業の増加、大

企業の事業転換・新規事業立ち上げなどが行われ、顧客への新たな価値提供が成長の源泉

となっています。そのためには組織体制・組織文化は変化や革新を重視した自律組織に変

わる必要があります。またイノベーションを生み出すためにダイバーシティ＆インクルー

ジョンが重視され、今後組織内の人材の多様化が進むと思われます。 

従来のマネジメントでは、こうした環境変化に対応することは難しいと考えます。例え

ば、優秀な人材の流出またはモチベーションダウンが人事課題となっています。優秀な人

材は環境変化に対応するために日々取り組んでいるものの、現場では旧来の序列・指示型

マネジメントが行われていることが多いため、様々な人事課題が発生しています。 

これからのマネジメントは、不透明な状況でも方針・仮説を立て、合理的な意思決定の

外部環境

これまで 現在〜これから

 市場拡大、右肩上がりの成長
 規模・効率・シェアによる競争

 既存市場の飽和、不透明な環境
 競争の源泉は顧客への価値提供

内部環境
 同質性の高い組織・人員構成
 経験・習熟が重視される

 多様な属性、価値観の人材で構成
 貢献や価値創造が重視される

最適な組織体制・
組織文化

 継続、効率、改善重視
 序列・職位による管理
 中央集権、官僚的組織、多くの階層
 内向的文化、リスクの回避

 変化、革新、戦略重視
 ビジョンを軸にした管理
 権限移譲、自律組織、フラット組織
 外に目を向ける文化、リスクの許容

計画・管理 “対前年”基準の計画策定・管理
外部環境の変動をふまえた方針策定・管理

新しいものを生み出す道筋

問題解決 前例・過去のやり方の踏襲 ゼロベースでの問題解決

統率 役職・地位による統率 影響力、信頼感による統率

コミュニケー
ション

指示主体
上司から部下への一方通行

対話主体
上司と部下の双方向

求
め
ら
れ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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もとに組織をリードすることが求められます。また考え方が異なる自律人材を束ね、イノ

ベーションを生み出すためには、組織の統率やコミュニケーションも双方向のコミュニケ

ーション、信頼関係がベースとなります。 

今後、雇用長期化により様々な世代・価値観の人材が増えることが予想されます。した

がって事業面だけでなく職場マネジメントの観点からも、マネジメント変革、リーダー育

成は急務の課題といえます。 

 

 

企業のなかで組織を統括するリーダーに求められる役割は、経営方針、機能、職責等に

よって多様に分かれます。本稿では、マネジメントの時間軸と対象から、ミドルマネジャ

ーと経営リーダーに分けて考察します。 

 ミドルマネジャー：短期視点で「業務」「人」をマネジメントする層 

 経営リーダー：長期視点で「事業」「会社」をマネジメントする層 

 

 

まず 2020年 7月にラーニングエージェンシーが公表した管理職の意識調査をご紹介しま

す。 

（図表 3） 管理職の悩み 

 

※抱える悩みを 1 人 3 つ以内で回答 

（出所）ラーニングエージェンシー「管理職 1,070 人の意識調査」2020 年 7 月 27 日 

18.0%

18.1%

18.6%

19.6%

21.4%

21.7%

24.9%

50.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自身の専門的能力の向上

会社の業績・将来

人事評価・フィードバック

部下とのコミュニケーション

部門の成果達成

時間の不足

チーム・部門の運営

部下の育成

2．企業におけるリーダーの役割 

3. ミドルマネジャーが直面している課題と背景 
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この調査結果から、ミドルマネジャーが直面している課題を以下の 3 つに整理できます。 

①対部下に関する課題 

部下の育成やコミュニケーション、チーム運営などが上位となっています。背景として

は女性活躍推進、若年層とマネジメント層の仕事観ギャップ、グローバル化など職場の多

様化が考えられます。 

これまでは「阿吽の呼吸」を前提としたマネジメントでもメンバーを動かすことができ

ましたが、メンバーの多様性が増すと必ずしも通用しません。これからのミドルマネジャ

ーは次の 3 点を意識することが求められます。 

 メンバーは自分と思考が異なることを前提にすること 

 コミュニケーションは「説明する、伝える」のではなく「理解・共有する」までを

目的とすること 

 前提としてメンバーとの信頼関係や心理的安全性に配慮すること 

②業績面の課題 

経営環境が大きく変わっているため、期待業績の量だけなく新規事業や新しい取り組み

など質的変化に直面していると思われます。 

前述のとおり、ミドルマネジャーは従来のやり方を前提とするのではなく、目標に合っ

た仕事の進め方や体制を合理的・抜本的に考え導入していくことが重要となります。 

③役割を果たすための自己課題 

プレイングマネジャーとして、限られた時間で責任を果たすことに苦慮されていること

が推測されます。 

また、新しい取り組みが増えることで自身の能力向上も課題として意識されています。 

 

 

 (1)マネジメントの 8 つの観点 

本章では、ミドルマネジャーの育成について考察します。まず育成の前提となる主な役

割を「対象」と「課題・目的」の 2 点から整理しました。 

①対象：何をマネジメントするのか？ 

 成果：達成すべき業績、目標、ミッション 

 業務：業績達成のための業務計画、組織体制 

 チーム：業務遂行のための組織・チーム運営 

 人：人材育成、モチベーション向上、労務管理 

②課題・目的：何を重視すべきか？ 

 高める・変える：新たな価値創出、業績拡大に向けて新しく取り組む、大きく変え

る、向上させる 

 守る・維持する：現状を維持する、低下させない、問題を解決する 

これらを組み合わせたものが図表 4 となります。 

4．ミドルマネジャーの育成 
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（図表 4）マネジメントの 8 つの観点 

 

（出所）筆者作成 

マネジメント領域や課題は多岐に渡るため、このように全体整理したものを役割の明確

化や人材要件定義、育成課題の特定に用います。 

筆者は企業の役員や人事ご担当者からマネジメントの現状や育成テーマを伺う機会があ

りますが、課題整理が曖昧なケースが少なくありません。自社のミドルマネジャーの育成

を検討する際には、上記の観点から整理することが肝要です。 

 

 (2)育成テーマ・施策の検討 

マネジメントの役割整理を行った次は、育成テーマ・施策を検討します。主な検討の観

点は以下の 4 点です。 

 経営、事業上の要請：経営・事業戦略の観点で求められるマネジメント役割、およ

び現状とのギャップ 

 現場課題：顕在化している職場課題、あるいは将来問題になり得る潜在的課題 

 対象範囲：ミドルマネジャー全体、あるいは特定の事業部門、部署 

 緊急度・優先度：長期的に取り組むことができるか、すぐに手を打つ必要があるか 

例えば、将来的な事業転換に備えてミドルマネジャー全体を対象とすべき場合は、階層

別研修体系に組み込むことが考えられます。また、一部の領域で早急なマネジメント変革

が必要な状況では、階層別研修とは別にスポットの育成プログラムを実施します。 

成果

業務

人

 業績を高める
• 売上の拡大
• 新規顧客の獲得

 事業構造を変える、新規事業を
立ち上げる

 業績を維持する
• 売上の維持
• 既存顧客の維持

 既存事業を安定的に運営する

高める・変える 守る・維持する

 達成確率の高い目標・計画を立
てる

 業務体制・ルールを大きく変え、付
加価値業務に集中する

 目標・計画を設定、共有する
 業務体制・ルールを徹底、効率
化、整流化する

 能力開発、成長を支援する
 成長や目標達成に向けてモチベー
ションを高める

 労務リスクに配慮し、事前に手を
打つ

 モチベーションの状況をモニタリング
し、ケアする

チーム
 チーム活動を促進、活性化する
 学び合う組織を作る

 チーム活動に支障となる問題・要
因を解消する

 メンバー間の対立に対処する

②課題・目的

①
対
象
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具体的な施策としては、集合研修だけでなく、OJT プログラム、タレントマネジメント

導入、人事制度の見直しなど様々の方法があります。 

次章では、筆者が過去に関与した育成プログラムの事例をご紹介します。 

 

 

 (1) 変革期に差し掛かった A 社 

A 社は業界のなかで長期間トップシェアを持っている企業です。しかし市場のグローバル

化や法改正が進み、経営層は危機感を持っていました。 

新しい経営計画では大胆な業務・風土改革および新規事業を盛り込みましたが、その実行

にあたっては、長らく安定的な環境で仕事をしていた現場の意識変革が必須な状況でした。 

そこで、A 社は選抜した管理職に対して、以下の研修プログラムを実施しました。 

（図表 5） A 社の事例 

 

（出所）筆者作成 

この取り組みの特徴は以下の 2 点です。 

 状況を鑑み、コトとヒトに関して「高める・変える」ことを重視した内容にしたこと 

 集合研修だけではなく、個別コーチング（内省、アドバイス）、現場実践を組み合わ

せることでスキルの実装を目指したこと 

プログラムの当初は戸惑っていた受講者も、徐々に背景や重要性、自分がやるべきこと

を具体的に理解し、職場での実践がみられました。 

最終の報告会では、多くの受講者が自身の今後の課題を整理し、変革に向けたスタート

ラインに立つまでになりました。 

目的
 コトのマネジメント（成果・業務）、ヒトのマネジメント（チーム・人）の両面で今後
の管理職に求められる役割を実践できるようにすること

対象者
・期間

 本人希望および上司推薦で選抜された管理職30名
 半年間の研修プログラム（集合研修＋コーチング＋現場実践）
 最終回は、役員への成果報告（実践結果発表）

概要

 集合研修：1日✕6回
 コーチングセッション：月1回、個人別に実施

集合
研修

コーチ
ング

①
役割
理解

②
目標・
計画

③
実行
管理

④
統率

⑤
折衝・
調整

⑥
成果
報告

コーチ
ング

コーチ
ング

コーチ
ング

コーチ
ング

コーチ
ング

コトのマネジメント
（成果・業務）

ヒトのマネジメント
（チーム・人）

現場実践

5．取り組み事例 
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 (2) 成長期にある B 社 

B 社はまれにみる事業拡大フェーズに差し掛かり、人員がかなりのスピードで増えてい

ました。社内組織も増えたため、若手の内部抜擢でマネジャーを増やしている状態でした。 

その結果、離職者の増加、生産性の低下など現場には種々の問題が発生していました。 

業務が繁忙な部署が多く、研修に割ける時間は限られていたため、B 社はマネジャーを

対象とする既存の階層別研修の見直しを行いました。 

（図表 6）B 社の事例 

 

（出所）筆者作成 

B 社の事例の特徴は以下の 2 点です。 

 「守る・維持する」ための説明や基礎スキルの習得機会のタイムリーな設定 

 基礎スキルは、具体的な内容や討議を重視し集中的に実施し、実践スキル（高める・

変える）は随時受講できるプログラム 

このように、企業の経営フェーズや課題によって、取り組むべき内容やアプローチは異

なります。 

 

 

今回はリーダーに期待される役割の変化、および、ミドルマネジャー育成の考え方と事

例をご紹介しました。経営・事業戦略をふまえ、具体的な育成テーマを設定することがポ

イントとなります。自社のマネジメント変革の参考になれば幸甚です。 

目的
 急激な組織成長を支えるために、マネジャーとしての基礎スキルおよび実践スキルを
体系的に学ぶプログラム

対象者
・期間

 マネジャー（昇格者、既昇格者）全員対象
 階層別研修の見直し

概要

昇格
直後

随時

昇格後
1年以内

新任マネジャー オリエンテーション
 マネジメント業務について関連社内制度・ルールを理解する
 知らないと困ること、問題につながることを中心に説明、質疑応答
 1時間程度

新任マネジャー研修
 マインドセットおよび基礎スキルを習得する
 マネジャーに求められること、マネジメントの基本（育成、コンプライアンス等）
 2日間の集合研修（宿泊研修）

マネジメントスキル実践研修
 チームの成果創出、人材育成を実現するための実践するを習得する
 職場の問題解決、ダイバーシティ、ファシリテーション、フィードバック等20テーマ
 各テーマは3時間のプログラム。定期的に開催し、希望者が受講

6．まとめ 
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次回は経営リーダー育成について取り上げます。 

なお、本稿における意見にかかわる部分および有り得るべき誤りは、筆者個人に帰属す

るものであり、所属する組織のものではないことを申し添えます。 
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＜コラム＞時事のつぶやき 

注意と抑止力 
                  

 町を歩いていると、様々な案内や注意書きを目にするが、中には意味不明なものや思わず吹

き出してしまうようなものもある。 

 

 交番に掲示板があり、行方不明者等に関する情報が掲載されている。随分前に、尋ね人の掲示

に「見た目よりも若く見える」というコメントが付されていたことがあった。一瞬納得しかけた

が、よく考えると意味不明である。書いた人は多分、「見た目より若い」か「見た目が若く見え

る」のどちらかとしたかったのだと思う。もっとも、尋ね人は失踪者の実際の年齢を当てること

を目的としているわけではないので、見た目よりも若いかどうかは意味がない。であれば見た目

が若い、つまり掲載した写真より実物は若く見えるということだろう。写真で実物と違って見え

ることはあるし、最近はデジカメで若く見えるように加工することも可能なのかもしれない。人

捜しでわざわざ実物を見間違えるような写真を掲載するはずはないが、いずれにせよ、この人は

見つかりにくいのではと心配になる。 

 

 最近では、運河沿いの遊歩道を散歩した際に見た立て札に思わず笑ってしまった。「いたずら

禁止。川に石を投げ込まないでください。見つけ次第厳重に注意します」という注意書きである。

特段、文章がおかしいわけではない。しかし、注意されるから石を投げ込まなくなるものだろう

か。昔、小学校に「廊下を走るな」という張り紙があった記憶がある。廊下を走っていて先生に

見つかると注意されたが、注意されるのがわかっていても廊下を走ったものだ。果たして注意す

ると書かれることが抑止力につながるのだろうか？。“厳重な”としたのがポイントなのかもし

れないが、いくら厳重でも注意と言えば口頭による叱責以上ではないはずである。そもそも、そ

の注意書きがある場所には監視カメラがなく、監視員がいるわけでもなく、見つかる可能性はま

ずない。さらに言えば、人工的な運河であり、自然の川原と違って石ころが落ちているわけでも

なく、石を投げ込むにはわざわざ石を運ばなくてはならない。そのような場所に注意書きがある

からには、過去にいたずらの事例があったからなのだろうが、そうした事例を案内したほうがむ

しろ抑止にはつながると思う。 

 

 本来は行わないところで行っている行為といえば、路上での飲酒もそうである。緊急事態宣言

で食堂や居酒屋での酒類提供の禁止が要請される中、路上での飲酒が増加しているようだ。筆者

の近所の遊歩道とは違い、こちらは自治体の職員や警察官が見つけ次第注意しているようだが、

容易には収まらないようだ。もちろん、注意が“厳重”で行き過ぎになってはならないが、小学

生ではあるまいし注意されるから止めるのではあまりに情けない。 

2021年 5月 19日 

アナリスト 久野 正徳 
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