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投資環境 2019年 5月 9日 

生保の 2019年度の運用計画 

▣  今年度もクレジット物や外債に投資 

国内の大手生命保険会社の 2019 年度の運用計画が出そろいました。以下、日経 QUICK、ロイター、
Bloomberg などの報道を基に、運用実績、運用計画をまとめています。 

2018 年度の運用実績については、超低金利が継続する中、引き続き日本国債への投資は手控えられ、
社債などのクレジット資産（信用リスクがある資産）や外国債券を増やす動きが継続しました（図表 1）。 

2019 年度についても、国内の金利が低位で推移すると見込まれる中、国内債に積極的に投資する方
針の生保はなく、社債や非居住者が発行する円建て債券（サムライ債）などのクレジット物や超長期債
などの比較的利回りの高い債券に振り向ける傾向に変わりはなさそうです。 

外国債券については、米国債は為替の変動リスクを回避するためのヘッジコストが高いため、為替ヘ
ッジしないオープン外債を増やす、また社債など利回りの高い債券を投資対象にする、オープン外債に
ついては為替動向を見ながら機動的コントロールする、といった傾向が見られます。 

また、通貨分散を図ることに加え、ヘッジコストが低いことから、投資対象を欧州債などにシフトす
る傾向も継続している模様です。ただ、米国債に比べ利回りが低いため、国際機関債やスペイン債など、
クレジットリスクを抑えながらもやや利回りの高い債券が対象となっています。 

▣  通貨分散に加え、不動産投資も 

今年度の運用については各社違いがあるものの、 

 日本国債の金利は積極的に買っていく水準には足りない 

 国内の 20 年債や 30 年債の利回りが１％になれば積極的に買い入れたい 

 米国債にヘッジを付けると投資妙味がない 

 ソブリン債（政府や政府機関が発行または保証する債券）では欧州債の買い増しが中心 

 円高に振れたタイミングでは、為替ヘッジを付けない「オープン外債」も検討する 

 外国債券はヘッジコストの高止まりを受け、為替ヘッジ付きの外債の残高は横ばいか減少を計画。
国債を売却し、スプレッド収益を得られる社債などに入れ替えを進める 

 現在は北米や欧州、オーストラリアが中心だが、シンガポールなどアジアを対象にすることも検
討 

 為替ヘッジ付き外債は米欧を中心とする信用力の高い銘柄 

 これまで米国債に軸足を置いてきたが、もう少しユーロについても前向きに考える 

などが、特徴として挙げられます。 

また、内外の株式についてはまちまちの運用計画ですが、不動産については、 

 不動産は、収益力向上や分散投資の観点で魅力的なアセットという位置づけで、2019 年度も残
高が増加する見通し 

 不動産について、中長期的にみれば安定的な賃料が期待でき、インフレヘッジ性もある 

と、前向きな生保がみられます。 

 



しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第３３８号

Shinkin Asset Management Co., Ltd 加入協会／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

〒104-0031東京都中央区京橋３丁目８番１号 URL：http:// www.skam.co.jp  

※最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。     Shinkin Asset Management Co., Ltd  2  
   

投資環境                                      2019 年 5 月 9 日 

▣  相場見通しは 

長期金利は 0.0％程度で推移するとの見通しが大半で、日銀の金融政策に変更はないとの見通しです
（図表 2）。米長期金利については、2％台で推移するとの見方です。日経平均株価、NY ダウについては、
上下まちまちの見通しですが、極端な下落や上昇は見込んでいません。各社の期末値を平均すると、日
経平均株価は 2 万 1,800 円、NY ダウは 2 万 5,850 ドルと、足元の水準とほぼ変わらずとなっています。 

ドル円については、レンジの下限の最低は 100 円、上限の最高は 115 円。期末値は 105 円が最低で、
最高値と最頻値が 110 円と、極端な円高・ドル安は見込んでいません。為替リスクは比較的小さいとみ
ている模様です。

図表1. 生保各社の運用実績および今年度の計画

国内債券 国内株式 外国株式

為替ﾍｯｼﾞなし 為替ﾍｯｼﾞあり

2018年度実績 ＋18,000億円 ＋8,300億円 ▲9,000億円 +2,500億円 +1,300億円

2019年度計画
横ばい～増加

超長期の国債中心
増加

  横ばい～減少
国債から社債な
どに入れ替え

横ばい 増加

2018年度実績 減少 減少 増加 減少 減少

2019年度計画 減少 為替水準次第 金利水準次第 減少 株価水準次第

2018年度実績 ▲3,500億円 ▲2,600億円 +5,100億円 横ばい ▲500億円

2019年度計画 やや増加 やや増加 増加 やや減少 減少

2018年度実績 +2,400億円 +600億円 ＋2,500億円

2019年度計画 増加 増加 増加

2018年度実績 ▲200億円 ▲200億円 +1,200億円 +100億円 ▲500億円

2019年度計画 ▲500億円 市場動向次第 市場動向次第 微増 ▲100億円

2018年度実績 ▲500億円 0 +200億円

2019年度計画 ▲300億円 +200億円 0

2018年度実績 減少 横ばい やや減少

2019年度計画
増加

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ、超長期債
やや増加 やや増加

2018年度実績 +200億円 +250億円 +150億円

2019年度計画 横ばい 横ばい 横ばい

2018年度実績 ▲500億円 ＋3,500億円 +500億円 横ばい －－

2019年度計画
国債+500億円弱

社債数百億円
前年度並み

▲数百億円
ｸﾚｼﾞｯﾄ投資継続

横ばい －－

2018年度実績 減少 減少 増加 減少 横ばい

2019年度計画 減少 横ばい
増加

米国の社債中心
横ばい 横ばい

（出所）各種報道を基に、しんきん投信作成

富国
▲300億円      ｜    +500億円

外国社債投信　+200億円

大同

＋200億円

増加（欧州債、社債中心）
円高のﾀｲﾐﾝｸﾞではﾍｯｼﾞなしも

大樹
（旧三井）

かんぽ

太陽

増加

増加
ﾌﾗﾝｽ中心だがｽﾍﾟｲﾝ債、社債も

明治安田

住友

+2,400億円

増加
為替ﾍｯｼﾞ付き外貨建て事業債

第一

▲800億円      ｜    +1,800億円
外国社債投信　+200億円

外国債券

日本

朝日
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（シニアストラテジスト 鈴木和仁） 

図表2. 2019年度の相場見通し
長期金利
（％）

金利（20年）
（％）

米長期金利
（％）

日経平均
(円）

NYダウ
（ドル）

ドル円
（円）

ユーロ円
(円）

日本
-0.20～0.20

（0.00）
2.2～3.2

(2.7)
21,000～26,000

（24,000）
24,000～29,000

(27,000)
100～120

(110)
120～140

(130)

第一
-0.20～0.20

(0.00)
2.0～2.8

(2.3)
18,000～24,000

(20,000)
22,000～28,000

(25,000)
100～114

(108)
110～135

(125)

明治安田
-0.15～0.15

(0.05)
2.1～3.0

(2.7)
20,000～24,000

(23,000)
24,000～29,000

(27,500)
100～115

(110)
115～135

(126)

住友
-0.20～0.20

(0.10)
2.0～3.0

(2.6)
18,500～25,500

(22,500)
22,000～29,000

(27,000)
100～120

(110)
115～140

(130)

朝日
-0.10～0.10

(0.00)
2.3～3.0

(2.5)
19,000～24,000

(20,000)
22,000～27,000

(24,000)
100～115

(108)
115～128

(123)

富国
-0.20～0.20

(0.00)
0.3～0.8

(0.4)
2.3～3.0

(2.6)
19,000～24,000

(23,500)
23,000～27,000

(26,000)
100～115

(110)
115～135

(125)

太陽
-0.20～0.20

(0.00)
2.0～3.0

(2.7)
19,000～24,000

(22,000)
23,000～29,000

(27,000)
105～115

(110)
120～135

(128)

大同
-0.05～0.25

(0.05)
2.0～3.0

(2.5)
18,500～24,500

(21,500)
22,000～29,000

(25,500)
100～115

(105)
120～140

(126)

大樹
（旧三井）

-0.10～0.20
(0.00)

0.3～0.7
(0.5)

2.4～3.0
(2.7)

20,000～23,000
(21,500)

23,500～26,500
(25,500)

104～114
(109)

118～133
(126)

かんぽ
-0.25～0.25

(0.00)
2.2～2.7

(2.5)
18,000～22,000

(20,000)
22,000～26,000

(24,000)
100～115

(108)
110～130

(120)

（出所）各種報道を基に、しんきん投信作成

（注）2019年度のレンジ。カッコ内は年度末予想
　　　　 日本生命、大樹生命、かんぽ生命のレンジは年度末見通し
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＜本資料に関してご留意していただきたい事項＞ 

※本資料は、ご投資家の皆様に投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント

投信株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 

※本資料は、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するも

のではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではあ

りません。 

※本資料の内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。

記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。 

※投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の補償の対象ではありません。

また、金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

※投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額

は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は

すべて投資者の皆様に帰属します。 

※特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）

をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請

求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。 

  
【お申込みに際しての留意事項】 
 投資信託に係るリスクについて 

 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）
に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されてい
るものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 
 また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対
象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託
説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。 

 
 投資信託に係る費用について 
 （お客様に直接ご負担いただく費用） 

 ご購入時の費用・・・購入時手数料 上限 3.24%(税抜 3.0%) 
 ご換金時の費用・・・信託財産留保額 上限 0.3% 

（保有期間中に間接的にご負担いただく費用） 
 運用管理費用（信託報酬）・・・純資産総額に対して、上限年率 1.5984%(税抜年率 1.48%) 
 その他の費用・・・監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有

価証券売買時の売買手数料等及び外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費と
して間接的にご負担いただきます。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。 
 

投資信託に係る上記費用（手数料等）の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有
される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 
 
《ご注意》 

   上記に記載しているリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費
用の料率につきましては、しんきんアセットマネジメント投信が運用する全ての投資信託のう
ち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリ
スクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、投資信託説明
書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。 

 

※「日経平均株価」（日経平均）に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。
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