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発刊に寄せて 

 

資産運用業界は、かつてない重要性を持つ金融分野に成長しま

した。個人金融資産は1,600兆円を越え、公的・私的年金制度の

運用資産は200兆円とも言われています。これら以外にも、学校

法人、事業会社、政府系機関等、資産運用を必要としている分野

は日々、広がりを見せています。 

資産運用には効率性だけではなく、適正性や透明性が求められ

ます。進化を遂げる運用商法、グローバルに広がる運用対象により、資産運用の効率性が高めら

れると同時に、それらに対するレギュレーションが変化し適正性が保たれます。一方、資産運用の

委託者や受託者等の役割に応じた情報開示による透明性を高めることも終わりなき課題です。 

わが国ではインベストメント・チェーンの全体最適のためにさまざまなアクションが起きています。

資産運用にコーポレートガバナンスのアイデアを適用し、アセット・オーナーの意向に基づいて、ア

セット・マネジャーが投資先の企業と「目的をもった対話」いわゆるエンゲージメントを実施すること

が求められています。株式市場のみならず資産運用市場全体の大きな変革を予感させる動きで

す。 

これらの動きを受け、トーマツでは、資産運用業界のさらなる発展に寄与するために「トーマツ・イ

ンベストメント・マネジメント・フォーラム」をご提供することといたしました。会計・監査に関連する情

報はもとより、レギュレーション、ガバナンス、運用プロダクツ、市場動向、投資家動向等、デロイト

トウシュトーマツのグローバルな情報を用いて、幅広く情報提供をさせていただくことを心がけてい

ます。ぜひ、当誌をご愛読いただき皆様のビジネスにご活用されることを願っております。 

 

平成 26 年 12 月 

後藤順子 

有限責任監査法人トーマツ 経営会議メンバー 金融インダストリー担当、 

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド ボードメンバー 

 

はじめに 
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日本の運用の大変革 
株主価値の向上への取組み 

 
日本版スチュワードシップ・コード、コーポレート

ガバナンスコードへの取組み等、わが国のイン

ベストメント・チェーンは着々とその土台が強固

になっている。今後、日本の株式市場はどのよ

うに変貌を遂げるのか、株主主体の市場に変

化するのか、さまざまな疑問が浮かぶ中、この

分野の先頭を走る九州大学の内田交謹（うち

だ こうなり）教授に話を聞いた。 

教授はコーポレートガバナンスを実証的に研

究する数少ない経済学者で、現在は、当局、

投資家、資産運用会社からひっぱりだこの人

気者である。年金積立金管理運用独立行政法

人（GPIF）のポートフォリオ変更から、今後の

日本市場についてまで幅広くインタビューを実

施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1 ：GPIF の基本ポートフォリオ（policy 
asset mix）が2015年（fiscal year 2015）から

変更になるとアナウンスされました。 
これによって国内株式（Japanese equity）の
比率が現行の12％から25％に増えます。 
この変更をどのように評価されますか？ 

私はこの変更は歓迎すべきことだと考えていま

す。公的年金（public pension）は永続すべき

制度です。長期にわたって必要な公的年金の

資産は長期にわたって利益を生む力を持って

いる株式で運用することはいいことだと思いま

す。ただし、株式で運用するのであれば解決す

べき課題があると思います。 
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問2：解決すべき課題とは何ですか？ 

2つあります。1つは「企業が利益をあげる力を

つけること」。もう1つは「企業が株主の利益を

大事にすること」です。 

1つめから説明しましょう。利益を上げる力と

は、一株あたり利益である EPS を維持・向上

する力です。日本企業はこれまで以上に EPS

のような利益水準（earnings）に気を配るべき

だと思います。単純に利益水準を高めるという

ことではなく、株主が本来負担している資本コ

ストを上回る利益水準を出すことが重要です。 

問3：現在の市場の利益水準では足りないとい

うことでしょうか？ 

ごく単純に計算しただけですので、精緻

（precise）なものではありませんが、次の分析

を見てください。現在の市場における PER

（price to earnings ratio）はだいたい17倍～18

倍です。現在の利益水準が永続すると仮定し

て、この値から株式期待収益率（資本コスト）を

逆算するとおよそ5.7％になります。リスクフリ

ーレート（ risk free rate）の代替である国債

（ Japanese Government Bond ） の利回り

（ interest）は0.47％程度です。すると株式の

risk premium はおよそ5％程度であり、過去の

リスクプレミアムから見て妥当な水準です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4：現在の株価を考えれば妥当な水準なの

ですね。そうだとすれば、特に問題はないので

しょうか。 

現在の水準の株価は、この5.7％の期待収益

率、あるいは0.47％という低いリスクフリーレー

トによって支えられています。別の言い方をす

れば、今の利益水準を維持するだけではこれ

以上の株価の上昇を期待するのが難しいので

はないかということです。それゆえに、今後、企

業成長を加速し、利益水準を上昇させることが

重要なのです。アベノミクスで次々と政策が出

されてきました。それらを好感してこれまでは

株価が上昇してきましたが、今後は、利益水準

を上げないといけないと思います。今後も政府

はいろいろな手を打ってくると思います。それら

が有効に働くかどうかを見ていかねばなりませ

ん。  

内田 交謹 （うちだ こうなり） 

九州大学大学院経済学研究科博士課程単位取

得退学。博士（経済学）。九州大学大学院准教

授を経て 2014 年から現職。2003 年米スタンフ

ォード大学客員研究員、2013、2014 年アリゾナ

州立大学客員研究員。企業金融、ガバナンスに

関する著書・論文を多数発表。 
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問5：日本版スチュワードシップ・コードは利益

水準を上げることにつながるでしょうか？ 

日本版スチュワードシップ・コードは大きな役割

を果たすと思います。GPIF はこのコードの受

入れを表明（comply）しています。これはまさ

に正しい行動だと思います。 

株価は利益水準だけで決まるものではありま

せん。先ほど申し上げた2つの課題のうちのも

う１つである「企業が株主の利益を大事にする

こと」を思い出してください。株主の利益を大事

にするために、バランスシート上の不要な資産

の有効活用があげられます。余分なキャッシュ

や投資有価証券があれば、欧米のように自社

株買い（share repurchase）を実施することで

株主の利益（stockholder’s wealth）が向上し

ます。 

日本は他の国に比べて PBR が低いことが特

徴です。私が調べた範囲では約1.1倍程度の

低さです。この事実は利益水準に比して資産

が大きすぎることを示している可能性がありま

す。そうであれば、自社株買い等で株主のため

に余剰キャッシュを還元し、資産を小さくするこ

とは妥当な策でしょう。 

GPIF が他の年金基金（pension funds）に先

駆けて、日本版スチュワードシップ・コードに

comply し、スチュワードシップ責任を果たすう

えで、株主利益を追求することは、日本の株式

市場の活性化につながります。 

 

 

 

 

問6：今回の policy asset mix の変更で、

GPIF はオルタナティブ（不動産、PE 等）

（alternative asset ） （ real estate, Private 
Equity and etc.）に上限5％まで投資すること

を許容しています。 

分 散 投 資 （ Diversification of investment 

assets）は原則として、リスク・リターン・プロフ

ァイル（risk return profile）を向上させることに

役立ちます。この点からも新たな資産への分

散投資の機会は歓迎すべきことです。ただし、

新たな資産のモニタリング態勢を整備する必

要があります。GPIF は態勢整備を実施しつつ

オルタナティブ投資を進めるのでしょう。この点

では当初は5％という上限を設けることは妥当

だと思います。  
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問7：GPIF という巨大なアセットオーナーの動

きは今後、日本市場にどのように影響するでし

ょうか？ 

130兆円という巨大なファンドですので、やはり

影響力は大きいです。今回、日本株、外国株

の両方の比率を高めたことは、長期的リターン

の観点から良いことだと思います。 

ただし、日本株について言えば、もう少し早め

に比率を増やしておけば、高いリターンをより

多く実現できていたと少々残念です。今後は

GPIF がアセットオーナーとして、企業に対して

「企業が利益をあげる力をつけること」「企業が

株主の利益を大事にすること」を要求すると期

待しています。それにより日本の株式市場は

投資家をいっそう重要視し、高いリターンを還

元すると思います。日本版スチュワードシップ・

コードとともに、コーポレートガバナンスコード

の策定も進んでいます。これらが GPIF の行動

を強くバックアップして、良い循環ができると期

待しています。
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日本版スチュワードシップ・コード 

 
（本文中の意見、解釈は筆者個人のものです） 

平成26年12月9日に金融庁のホームページに

「「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版ス

チュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じ

て企業の持続的成長を促すために～の受入

れを表明した機関投資家のリストの公表（第3

回）について」という、すごく長いタイトルの情報

がアップされた。 

「責任ある機関投資家」の諸原則、いわゆる日

本版スチュワードシップ・コード（以下、日本版

SC）の受入れを表明した機関投資家は同日現

在で175に上る。内訳は表1の通りであり、

徐々に受機関の数が増えていることがわか

る。今後も、投信・投資顧問会社あるいは年金

基金等のアセット・オーナーを中心に拡大する

と想定される。 

ここでは、大学の研究室を舞台にその内容を

解説する。 

「ウィリアム。表を見なさい。これが日本版 SC

の7原則だ」 

「え？どの表ですか？」 

「表2だ」 

「へーえ、たくさんありますね」 

「もうちょっとましな反応はできないのか？まあ

いい。この7つの原則を受け入れた機関投資

家は、投資先企業と積極的に対話を始める、

すなわち、投資先企業のコーポレート・ガバナ

ンス（以下、ガバナンス）において重要な役割

を果たすようになるのだ。画期的なことなのだ」 

「ガバナンスって、取締役の役割の強化とか、

社外取締役を置くとか、ああいうことでしょ」 

「ウィリアムの言う“ああいう”ことというのは、“ガ

バナンス強化により企業にコンプライアンス意

識が高まり不祥事等が減る”ということかな」 

「先生、そうです。それが言いたかったのです」 

「本質がわかっていないな。いいか、ガバナン

スが強化されるということは企業が本来あるべ

き姿になる可能性が高まるということなのだ」 

「本来あるべき姿ですか・・・難しいな」 
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表 1：日本版スチュワードシップ・コード受入れ表明機関の推移  

 第 1 回公表

（2014.06.10） 
第 2 回公表

（2014.09.02） 
第 3 回公表

（2014.12.09） 

信託銀行等 6 6 6 

投信・投資顧問会社等 86 109 122 

生命保険会社 14 17 17 

損害保険会社 5 4 4 

年金基金等 12 17 19 

その他（議決権行使助言会社他） 4 7 7 

合計 127 160 175 

出所：金融庁ホームページデータをトーマツで加工 

 
 
 
表 2：日本版スチュワードシップ・コード 7 つの原則 

原則 1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これ

を公表すべきである。 

原則 2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反につい

て、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 

原則 3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切

に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。 

原則 4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企

業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。 

原則 5 
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つととも

に、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、

投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。 

原則 6 
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのようにして果

たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行う

べきである。 

原則 7 
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業

環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動

に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。 

出所：金融庁ホームページ 
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「企業は社会を良くする、豊かにするために存

在するものだが、当然、コンプライアンス違反

は許されない。そのためにガバナンス強化が

必要だ。一方、株主利益を追求するのも重要

な存在意義なのだ」 

「じゃ、ガバナンス強化は株主利益にプラスの

効果があるということですか」 

「そうだ。いくつかの学術研究を紹介しよう」 

「え？先生が研究しているのではないのです

か？いつも他所の大学の教授の研究を・・・」 

「うるさい生徒だな。そういうこと言うと試験の

点数下げるぞ。いいか、企業と言うのはもとも

と利益を生むためのもので」 

「ほら、先生、そういうドライなこと言っちゃいけ

ませんよ。企業は利益だけを追求するもので

はないでしょう」 

「それは当然だ。従業員、地域、取引先あるい

は環境のことも考慮し、社会的責任を果たすこ

とは大事だ。とはいえ、企業の活動のための資

金を出している株主に利益を還元することは大

変重要なのだ。この重要な目的を遂行するた

めにガバナンスは強化されねばならないのだ」 

1 「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業

と投資家の望ましい関係構築～」プロジェクト（伊藤

年金基金の多くは年金資産の一部を利用して

国内株式に投資をしている。実際には年金信

託契約等の契約を結び、年金運用の受託者で

ある信託銀行等が専門的知見を持って、株式

運用を実施している。日本版 SC においては、

この信託銀行等の受託者がアセットオーナー

でもありアセットマネジャーでもある存在とし

て、投資先企業へのモニタリングやアドバイス

機能を果たすことを期待している。この行為自

体が、株主価値向上のためのガバナンスの一

環なのだ。 

本来、株式に期待される収益率は資本コストを

上回るものであらねばならない。資本コストを

下回るのであれば、赤字を覚悟で株式投資を

するようなものだから正当化できない。資本コ

ストを上回る収益を、投資先の企業が追求して

いるかをモニタリングし、必要に応じてアドバイ

スをすることがガバナンスの重要な機能のひと

つなのである。 

資本コストとは、まさに株式投資に要求される

コストだが、バランスシートの貸方（右側）を利

用すればわかりやすい。資金を貸す（負債）と

すればどれぐらいの利息が必要かを考えれ

ば、これはまさに負債コストだ。一方、貸すので

はなく、資本を出資するとすれば、どれぐらい

のリターンが必要となるだろうか。これがまさに

資本コストだ。資本出資に伴うリスクを考慮し

て資本コストが決定されるが、伊藤レポート1で

は7％という数字が挙げられている。過去を振

り返ると、リーマンショック前あたりは日本では

3～4％、アメリカでは6％程度の資本コストが

要求されていた。 

レポート）最終報告書より 
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日本版 SC で注目すべきは、投資家（アセット

マネジャーあるいはアセットオーナー）と投資先

企業との目的を持った対話すなわち“エンゲー

ジメント”である。エンゲージメントは投資家の

希望を伝え、企業の持続的成長を支える重要

な内容の対話なのだが、注意すべきことも多

い。例えば次の3つの“警鐘”を挙げることがで

きる2。こういった警鐘により効果が出ることが

期待されるのだ。 

① 不採算部門を維持することに対する警鐘 

② 不適切な多角化に対する警鐘 

③ 過剰な内部留保・余剰資金に対する警鐘 

「いっぱい警鐘がありますね」 

「これは九州大学の内田教授が挙げる例だ。

そもそも企業というのは人が経営するものだ。

人は自分の失敗を認めたがらない（認知的不

協和）ものであり、今の状態を維持したい（現

状維持バイアス）という欲求を持っているため

になかなか不採算部門から撤退できない」 

「サンクコストの考え方ですね」 

「ウィリアム、どうした。熱でもあるのか？たま

にはすばらしい発言をするじゃないか」 

「サンクコスト、埋没コストとして考えれば不採

算部門からの撤退の意思決定ができるのに、

企業経営の当事者にはなかなかそれができな

いのですね」 

「そうだ。だから内田教授は、不採算部門から

の撤退については、客観的な判断を下すこと

2 九州大学経済学部 内田交謹教授のコメントより 
3 Jay Hartzell, Department of Finance, 

ができるアセットオーナーやアセットマネジャー

がアドバイスすることを主張されているのだ」 

「2つめは不適切な多角化ですね。投資理論で

習いましたけど、分散すればするほどユニーク

（固有）リスクは減っていきますよね。事業だっ

て多角化すればするほど事業ポートフォリオが

充実してリスクが減るのじゃないですか？多角

化はいいことじゃないですか？どうして警鐘な

のですか？」 

「多角化に警鐘を鳴らすのは、企業経営に失

敗して重傷にならないようにするためだ。軽傷

ですむようにな」 

「先生、それって警鐘と軽傷のシャレですか？

そういうくだらない性癖は継承したくないです

ね」 

「ふむ、ダジャレ合戦をしたいのならいくらでも

受けて立つが、今は忙しいのだ」 

多角化は収益源を増やし、企業を強化するよう

に感じられるが、実証研究は必ずしもそれを支

持していない。Hartzell3は多角化がもたらす不

利益を多角化ディスカウントと名付け、REIT を

用いてその存在を実証した。REIT が地理的に

分散した物件を保有すると多角化ディスカウン

トが働き、収益が低下する。一方、幾分、アク

ティビスト的色彩を持つ機関投資家が保有す

る REIT は多角化が不適切には行われず、多

角化ディスカウントが小さい傾向がある。すな

わち日本版 SC によりガバナンスが強化される

と、多角化ディスカウントの低下により、株式収

益率が向上する可能性が示唆される。 

McCombs School of Business, The University of 
Texas at Austin 
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3つめの警鐘は内部留保だ。ヘッジファンドが

アクティビストとして、企業の内部留保を利用し

た株式価値の増大を図り、成功したことは一部

実証されている。メカニズムはこうだ。成長機

会が乏しいにも関わらず、内部留保等の余剰

資金を抱えている企業がターゲットだ。余剰資

金を配当や自社株買いに利用し、必然的に株

式価値を向上させる。自社株買いによりエクイ

ティ部分の効率化を高めることが可能となる。

また株主に支払われる配当が増加すれば、株

主はその配当を別の企業の株式購入に充てる

ため、株式市場も活性化する。 

「いろんな実証研究があるのですね」 

「そうだ。最強の実証研究は Aggarwal4のガバ

ナンス改善論文だ。Aggarwalは23カ国の企業

のガバナンス状況を調査した。その結果、機関

投資家比率が上昇している企業ではガバナン

スの改善がみられることが明らかになったの

だ」 

「機関投資家はつまり日本版 SC で言うアセッ

トオーナーやアセットマネジャーですね。彼らが

エンゲージメントを行ったのでガバナンスが改

善したのですか」 

4 Reena Aggarwal, Georgetown University 

「そういう理解でよろしい。この研究では機関投

資家比率が高い場合には、株の収益率が低

迷した場合にはCEO 交代の可能性が高くなる

ことも実証している」 

「株主が CEO を交代させちゃうのですね」 

「そうだ。株式価値を増大させることに興味を

持たない CEO は変えられてしまうのだ。緊張

感が漂うな」 

「いろいろ研究されているのですね」 

「こういった実証研究を通じて言いたいことはこ

れからの日本の株式の可能性なのだ。日本版

SC が浸透して、アセットオーナーやアセットマ

ネジャーがしっかりと機能し始めるとガバナン

スが強化される。すると株式価値が増大する

可能性が高くなる。日本はこれまで、投資家に

よるガバナンス強化が積極的に図られてきたと

は言い難い。今回の日本版 SC はこのガバナ

ンスの空白地帯の強化を図ることにより、効果

的に株式価値を高める可能性があるのだ。日

本の株価の先行きに光を照らしているのだ」 
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最近の規制動向 

資産運用業界に影響を及ぼす可能性のある

最近の主な規制動向としては、以下の点が挙

げられる。 

1. デリバティブ市場改革を巡る動き 

特に、中央清算、非中央清算取引に係る証拠

金、取引情報蓄積機関（Trade Repository, 

TR）への報告等の各要件は、ファンドの取引

に大きな影響を及ぼす可能性があり、それら

の中の多くの要件の遵守期限は今年から来年

に掛けて設定されている（例．EMIR における

TR への報告要件の遵守期限は、取引相手の

属性に関わらず、すべてのデリバティブ取引に

つき、遅くとも2015年7月1日。なお、当該報告

は取引主体の双方とも必要だが、第三者委託

も可能）。 

しかし、EU の CCP 向け取引に係る資本要件

（CRD4の一部を構成）や金利スワップの中央

清算要件の遵守期限については、2014年11

月26日に欧州委員会金融市場インフラ部門長

ピアソン氏の発言により、延期が示唆されてい

る（メディア）。当該延期の一因と推測される、

EU・米国間の CCP 規制に係る同等性評価の

進捗状況次第で、当該延期が長引く可能性も

考えられる。 

また、証拠金要件の遵守時期についても、

ISDA から BCBS/IOSCO に対し延期が要望さ

れている。 

ファンドのカウンターパーティが上記各要件の

適用対象である場合、中央清算、証拠金の計

算・授受やカストディへの委託、当該カウンター

パーティーが EU の TR 報告要件の適用対象

である場合、TR への報告等については、ファ

ンドも実施する必要があり、取引方法の変更

や費用の増加に繋がる可能性があるため、今

後も、上記各要件の詳細や施行時期を注視し

ていくことが重要となる。詳細については後述

の個別規制等に係る情報を参照されたい。 

2. ファンド手数料に係る規制強化の動き 

ファンド手数料の透明性を巡る動きとしては、

EU における UCITS4や MiFID2による開示の

強化、英国における RDR 等が見られるが、

closet tracking を巡る問題等が契機となり、今

後、当局や投資家からのプレッシャーが高ま

り、特に EU のアクティブファンドが手数料を引

き下げる可能性がある。但し、当局が規制によ

り手数料の上限や適正水準を設定し、対象フ

ァンドに一律に適用される可能性については、

その適切性を疑問視する意見もあり、不透明と

言える。 

また、EU のアクティブファンドの一部がパッシ

ブファンドに分類され、手数料を引き下げること

となれば、日本を含め、グローバルのパッシブ

ファンド業界において競争が激化する可能性

がある。詳細については後述の個別規制等に

係る情報を参照されたい。 
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上記1.2.以外の動きとして、米国のオルタナテ

ィブ投資ファンド等に対する借り入れ制限やス

トレステストの実施を義務付ける可能性が、米

SEC 委員長から示唆された（2014年12月12

日）。それ以前の動きとして、FSOC による資

産管理業者のSIFI指定の検討において、各業

者ではなく、潜在的リスクの高い商品・活動（レ

バレッジ ETF 等）に着目する方針が示唆され

ており（メディア、2014年7月31日）、同じ方向

性と見られる。 

FSB による NonBankNonInsuranceSIFI の特

定方法は、2014年末までに第2次市中協議の

予定だが、資産管理業者の規模より提供商

品・サービスに着目するという米国の動きは、

当該市中協議にも影響を及ぼす可能性が高

い。この方向性が大きく変化しなければ、グロ

ーバルの資産運用業界において、高リスク・高

収益の商品・サービスの取扱いは減少し、より

リスクの低い商品・サービスの取扱いが増加す

る結果、手数料引下げの競争が激化し、また、

大手業者の規制対応コストも大きく増加しない

ため、大手業者の寡占や中規模業者の合併に

つながる可能性がある。
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デリバティブ市場改革を巡る動き 
個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☑欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 Europe to delay new capital rules for banks 
主体の当局等 欧州委員会金融市場インフラ部門長ピアソン氏 
レベル 国内法律レベル 
公表日 2014 年 11 月 26 日 
リンク メディア 
概要 主な適用対象 概要 

銀行等  CCP 向け取引に係る資本要件（CRD4 の一部を構

成）の遵守期限を 2014 年 12 月 15 日から延期（EU・

米国間の CCP 規制に係る同等性評価が未了である

ためと推測） 
銀行、投資 
会社等の金融

機関 

 金利スワップの中央清算要件の遵守期限を延期する

可能性 

想定される主

な影響 
対象 概要 
取引主体の双

方が EU 内の

金融機関・事

業会社（中央

清算要件の適

用対象である

ことが前提） 

 上記中央清算要件の遵守期限が延期 
 取引主体が各々EU・日本の機関であり、日本の機関

が中央清算義務を負う場合、上記延期により、当該義

務は免除されない。但し、双方の国の CCP 規制は既

に同等と評価されたので、母国の認可 CCP における

中央清算により当該義務を遵守したとみなされる。 

 
上記記事以前の関連する主な動き 
グローバル 

個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☑グローバル    ☐米国    ☐欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 ISDA letter to BCBS/IOSCO on timing issues for margin rules for 
uncleared derivatives 

主体の当局等 BCBS/IOSCO 
レベル 書簡 
公表日 2014 年 8 月 18 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

銀行等の 
金融機関 

 ISDA が BCBS/IOSCO に対し、中央清算されないデリ

バティブ取引の証拠金規制につき、市場参加者の準備

期間が不十分として、BCBS 提案（2013 年 9 月）の施

行時期（2015 年 12 月）を、関連各国規制確定時（早く

とも 2015 年半ば）から 2 年以上後に延期するよう、要

請 
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http://www2.isda.org/attachment/Njg5Nw==/WGMR%20MarginTiming%20final%2018082014%20(2).pdf


 
EU 

個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☑欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 Draft technical standards on the Clearing Obligation–Interest Rate OTC 
Derivatives 

主体の当局等 ESMA 
レベル 域内細則レベル：最終案（欧州委員会による承認前） 
公表日 2014 年 10 月 1 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

銀行、投資 
会社等の金融

機関（そのカウ

ンターパーティ

も間接的影響

を受ける） 

 中央清算要件適用対象：円LIBORベーシススワップ、

円LIBOR固定・変動スワップ等（一定の要件を充足す

るカバードボンド関連デリバティブは対象外） 
 ①CCP 参加者間取引、②金融機関等、かつ中央清算

されないデリバティブの月次平均想定元本残高が€80
超の業者間取引、③金融機関等間取引（②を除く）、

④事業会社間取引の 4 区分に応じ、当該要件遵守時

期は、それぞれ施行後、6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月、3年 
 市中協議段階からの主な変更：段階的適用の区分を

追加（上記②と③を区分） 
個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☑欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 Clearing Obligation under EMIR (no. 3) 
主体の当局等 ESMA 
レベル 域内細則レベル：市中協議 
公表日 2014 年 10 月 1 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

銀行、投資会

社等の金融機

関（そのカウン

ターパーティも

間接的影響を

受ける） 

中央清算義務の対象となる非現物決済型 FX 先渡の区分

を提示（ブラジル・レアル/米ドル取引、かつ米ドル決済、か

つマチュリティが 3 日から 2 年） 
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http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-1184_final_report_clearing_obligation_irs.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2014-1185.pdf


個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☑欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 ESMA defines central clearing of interest rate and credit default swaps 
主体の当局等 ESMA 
レベル 域内細則レベル：市中協議 
公表日 2014 年 7 月 11 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

銀行、投資会

社等の金融機

関（そのカウ

ンターパーテ

ィも間接的影

響を受ける） 

 「EMIRにおける清算義務」の概要：①金利スワップ（ベ

ーシス・スワップ、固定/変動金利スワップ、金利先渡し

契約、オーバーナイトインデックス・スワップ）、②CDS
（欧州の非トランシェ型 CDS インデックス）が清算義務

の対象 
 株式又は金利先物又はオプションにつき清算義務不

要との判断 
個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☑欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 Discussion Paper on MiFID II/MiFIR 
主体の当局等 ESMA 
レベル 市中協議文書 
公表日 2014 年 5 月 22 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

銀行、清算 
参加者である

投資会社等 

 清算参加者である投資会社は、規制市場下の全デリ

バティブ取引（取引所及び店頭）につき、①中央清算、

②中央清算対象取引につき、自動化されたシステムを

用い、（技術的に実施可能な範囲で）迅速に*授受でき

るシステム、手続、契約を整備する必要 
*今後、ESMA が x 秒と定義する可能性 

 当該投資会社は、カウンターパーティ等との間で、中

央清算のために必要となる情報や証拠金の授受に係

る義務を契約上で定める必要性 
 MiFID2, MiFIR は 2017 年 1 月施行予定 
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http://www.esma.europa.eu/news/Press-release-ESMA-defines-central-clearing-interest-rate-and-credit-default-swaps?t=326&o=home
http://www.esma.europa.eu/consultation/Discussion-Paper-MiFID-IIMiFIR


個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☑欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 EBA, ESMA and EIOPA consult on draft technical standards for the 
European Market Infrastructure Regulation (EMIR) 

主体の当局等 ESA 
レベル 域内細則レベル：市中協議 
公表日 2014 年 4 月 14 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

銀行、投資会

社等の金融機

関（そのカウン

ターパーティも

間接的影響を

受ける） 

 「中央清算されない店頭デリバティブ取引のリスク削

減手法に係る RTS」案の主旨：当該取引におけるカウ

ンターパーティのリスク管理手続（証拠金の適正水

準、適格担保の定義等）、グループ内取引として関連

要件が適用除外となる基準等を規定 
・ 再担保は不可 
・ 担保の集中制限（担保の種類に応じ同一発行体に係

る制限：10-40%） 
 
 
米国 

個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☑米国    ☐欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 Federal Court Tosses Out Challenges to CFTC Cross-Border Guidance 
and Policy Statement 

主体の当局等 CFTC 
レベル - 
公表日 2014 年 9 月 17 日 
リンク メディア 
概要 主な適用対象 概要 

スワップディーラー

（SwapDealer; SD）、 
主要な市場参加者

（MajorSwapParticipant; 
MSP） 

 "Interpretive Guidance and Policy 
Statement Regarding Compliance With 
Certain Swap Regulations"（CFTC2013
年 7 月公表）の域外適用要件に係る訴訟

において原告側 SIFMA, ISDA, IIB が敗訴 
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http://www.eba.europa.eu/-/eba-esma-and-eiopa-consult-on-draft-technical-standards-for-the-european-market-infrastructure-regulation-emir-


個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☑米国    ☐欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 1. Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and 
Major Swap Participants 

2. Margin and Capital Requirements for Covered Swap Entities 
主体の当局等 上記 1.：CFTC 

上記 2.：FRB, OCC 等 5 当局 
レベル 国内細則レベル：市中協議 
公表日 上記 1.：2014 年 10 月 3 日 

上記 2.：2014 年 9 月 3 日 
リンク 上記 1.：CFTC 

上記 2.：FRB 等 
概要 主な適用対象 概要 

スワップディーラー 
SwapDealer、 
主要な市場参加者
/MajorSwapPartici
pant 

 SwapDealer/MajorSwapParticipant は、下記対象取

引につき、証拠金の授受を含む下記要件①-③の充

足が必要 
＜対象取引＞ 
・ 当方が米国外の financial end user（例．一定のプラ

イベートファンド、投資会社）、かつカウンターパーティ

が SD/MSP（FRB 公表案によれば、当方が受領する

証拠金については、同等性評価を前提に、当方の母

国＝日本規制の遵守により米国規制遵守とみなされ

る可能性があるが、CFTC 公表案ではみなされない

可能性） 
・ 中央清算されないスワップ取引、証券スワップ取引 

＜要件＞ 
① 標準的手法又はリスク・ベース手法により日次で証拠

金額を計算 
【当初証拠金要件に係る適用除外】 
・ 一定の場合、ネッティング可能 
・ 取引*想定元本（日次平均）が$3 兆以下の financial 

end user との取引であれば、当初証拠金の計算や授

受は不要 
*中央清算されないスワップ・証券スワップ、FX 先渡、

FX スワップ取引（関連会社による取引を含む） 
・ 同一当事者間の上記対象取引エクスポージャーが

$6500 万以下である場合、当初証拠金額ゼロとする

取扱いが可能 
② 適格担保により授受（授受必要額が$65 万未満の場

合、物理的授受は不要） 
・ 適格担保：米ドル、決済通貨（当初証拠金の場合、そ

れ以外に主要通貨、米国債・政府機関・公社債、

RW20%以下の外国債、S&P Composite1500Index
構成銘柄等が可能だが最大 25%のヘアカット適用） 

③ 当初証拠金として授受された金額をカストディ（取引

当事者、その関連業者を除く）において保管（再担保

は不可） 
④ 遵守期限：2015 年 12 月 1 日、当初証拠金要件につ

き 2019 年 12 月 1 日までに段階的適用） 
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個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☑米国    ☐欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 1. Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance With 
Certain Swap Regulations 

2.Cross-Border Security-Based Swap Activities; Re-Proposal of Regulation 
SBSR and Certain Rules and Forms Relating to the Registration of 
Security-Based Swap Dealers and Major Security-Based Swap 
Participants 

主体の当局等 上記 1.：CFTC 
上記 2.：SEC 

レベル 上記 1.：解釈指針及び方針声明 
上記 2.：国内細則レベル（解釈）：市中協議 

公表日 上記 1.：2013 年 7 月 26 日 
上記 2.：2013 年 5 月 1 日 

リンク 上記 1.：CFTC 

上記 2.：SEC 
概要 主な適用対象 概要 

SwapDealer, 
MajorSwapPartici
pant 

・ 当方が米国外金融機関（プライベートファンド等）かつ

非 SwapDealer/MajorSwapParticipant かつ米国業

者の保証を受けていない場合、下記対象取引につき、

中央清算が必要（SEC 公表案によれば、同等性評価

を前提に、当方の母国＝日本規制の遵守により米国

規制遵守とみなされる可能性があるが、CFTC公表指

針によれば下記のとおり異なる取扱い） 
＜対象取引＞ 

・ 下記(a),(b)のいずれかに当たるスワップ、証券スワッ

プ取引（一定の北米 CDX.NA.IG; CDX.NA.HY、

iTraxx Europe.等の CDS スワップ、固定変動、ベーシ

ス等の金利スワップにつき 2013 年 3 月 11 日から中

央清算義務適用） 
(a)カウンターパーティが米国 SD/MSP（外国支店を含

む） 
・ CFTC 公表指針によれば、同等性評価に基づく遵

守が認められず（対外国支店取引については当該

遵守が可能） 
(b)カウンターパーティが米国外 SD/MSP 等、かつ米

国内で取引実施（SEC 公表案） 
・ CFTC2013 年 11 月 14 日公表スタッフレベル助言

によれば、カウンターパーティが米国外 SD/MSP、
かつ別の在米米国外 SD/MSP（米国外支店を含

む）を通じ"arranged, negotiated, or executed "さ
れたスワップ取引についても中央清算が必要となる

可能性（但し、その場合の遵守期限は最長 2015 年

9 月 30 日まで延長：CFTC2014 年 11 月 14 日公

表ノーアクションレター） 
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ファンド手数料に係る規制強化の動き 
個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☑欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 European markets watchdog examines closet trackers 他 
主体の当局等 ESMA 
レベル - 
公表日 2014 年 11 月 23 日 
リンク メディア 
概要 主な適用対象 概要 

EU のアクティ

ブファンド 
 ESMA 議長が、消費者団体の意見を踏まえ、closet 

tracking 問題*の範囲を評価するために情報を収集

する方針 
*アクティブファンドとしてインデックス取引より高額の

手数料を徴収しているが、取引実態や収益性はイ

ンデックス取引とほぼ同様のファンド 
EU のファンド  Financial Services User Group が、2003 年から

2012 年までの株式ファンド、債券ファンド、MMF を対

象に調査した結果、手数料徴収後の収益性がインデ

ックスを上回った資産区分はないとの結論（この問題

に対応するためには UCITS4 や MiFID2 による開示

の強化は不十分であり、構造改革が必要との意見） 
 欧州委員会モック報道官が当該レポートの結果を深

刻に受け止めると発言 
英国のアクティ

ブファンド 
 アクティブファンド取引のどの程度の割合がインデック

スに基づくかを当該ファンドマネジャーに開示させるよ

う、英 Financial Services Consumer Panel が FCA
に提言 

スウェーデンの

ファンド
Swedbank 
Robur（資産規

模が国内第 2
位） 

 左記ファンドの提供したファンドが Closet trackers で

あり不適切販売に当たるとして投資家が提訴 
 勝訴は困難と見られているが、今後、当該提訴を契

機として closet trackers 問題が精査される可能性（国

内では 2500 名超の投資家が賛同。ファンド分類をア

クティブファンドからインデックスファンドに変更し、手

数料を引き下げたファンドもあり。） 
オランダの国内

株式ファンド 
Finanstilsynet（当局）が 188 の国内株式ファンドを対象に

調査を行った結果、ほぼ 1/3 が closet trackeres との評価 
想定される主

な影響（手数

料設定に係る

規制強化が前

提） 

対象 概要 
EU のアクティ

ブファンド 
手数料引下げにより、収益性が悪化 

グローバルの

パッシブファン

ド業界 

現状（当該規制施行前）のアクティブファンドの一部がパッ

シブファンドに分類される結果、競争が激化 
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上記記事以前の関連する主な動き 
英国 

個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☐欧州    ☑英国    ☐日本       

名称 Brokers’ dealing commissions still unbroken 
主体の当局等 FCA 
レベル -（規制施行後の状況） 
公表日 2014 年 6 月 15 日 
リンク メディア 
概要 主な適用対象 概要 

英国のファン

ドマネジャー 
 FCA による規制強化にも関わらず手数料額の徴収実

績は減少していないとの調査結果 
個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☐欧州    ☑英国    ☐日本       

名称 FCA sets out expectations for investment managers on dealing 
commission 

主体の当局等 FCA 
レベル 国内細則レベル 
公表日 2014 年 5 月 8 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

英国の投資 
マネジャー 

 「取引手数料の取扱い規則に係る変更」方針声明の 
主旨 

① 投資マネジャーに対し、投資先の執行役員に接触する

ための取引手数料支払いを禁止、投資会社による取引

手数料支払が禁止されるサービスと実質的な調査サー

ビスが一括で提供されている場合の評価方法を明確化

等 
② 「業務行為関連規程集（取引手数料）改正」は 2014 年

6 月 2 日施行 
個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☐欧州    ☑英国    ☐日本       

名称 FCA reviews how fund charges are set out 
主体の当局等 FCA 
レベル 報告書 
公表日 2014 年 5 月 13 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

英国のファン

ド 
 「ファンド手数料の明確性」に係るテーマ別レビュー結

果：投資家による理解の容易さや手数料の比較可能

性の観点から、UCITS のマーケティング資料等におい

ては、年間管理手数料体系ではなく、実績を踏まえた

発生手数料見積もり（OCF）のみを用いるように推奨 
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個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☐米国    ☐欧州    ☑英国    ☐日本       

名称 FCA review shows too many advisory firms are not yet clear enough with 
their customers on their charges and services 

主体の当局等 FCA 
レベル 報告書（規制施行後の状況） 
公表日 2014 年 4 月 7 日 
リンク 当局等 
概要 主な適用対象 概要 

英国の金融 
助言業者 

 金融助言業者の RDR 開示要件実施状況に対する直

近のレビューによれば、当該業者の約 73%が助言手

数料に係る必要情報を開示していないことが判明（特

に資産管理マネジャーやプライベートバンクはほぼ全

ての開示要件につき不備あり） 
 次回レビュー実施（2014 年第 3 四半期開始）までに当

該不備が解消されない場合、行政処分の実施等を検

討する方針 
 
米国 

個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☑米国    ☐欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 US regulator puts private equity ‘on notice’ 
主体の当局等 SEC 法令順守検査担当ディレクター 
レベル 講演 
公表日 2014 年 5 月 18 日 
リンク メディア 
概要 主な適用対象 概要 

プライベート 
エクイティ投資

業者 

左記業者（全112）の半数超において、手数料の徴収等に

係る法令違反、内部統制上の重大な脆弱性を検出 

個別の規制等に係る情報 
主な適用対象

国・地域 ☐グローバル    ☑米国    ☐欧州    ☐英国    ☐日本       

名称 米 SEC、ヘッジファンドや PE の調査専門チーム 
主体の当局等 SEC 
レベル - 
公表日 2014 年 4 月 8 日 
リンク メディア 
概要 主な適用対象 概要 

米国のプライ

ベートエクイテ

ィ・ファンド、ヘ

ッジファンド 

 資産評価方法、手数料体系の透明性、投資家との対

話状況等を含む包括的調査を行うため、専門チーム

を立ち上げ 
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エンゲージメントのメカニズム 
【連載1】 スチュワードシップ責任とエンゲージメント 

スチュワードシップ責任とは「機関投資家が、

投資先の日本企業やその事業環境等に関す

る深い理解に基づく建設的な『目的を持った対

話』などを通じて、当該企業の企業価値の向上

や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者

の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任」

であると、日本版スチュワードシップ・コード 5

（以下、日本版 SC）で定義されている。 

定義のなかにある『目的を持った対話』が、エ

ンゲージメントと呼ばれるものだ。エンゲージメ

ントは言うまでもなく、engagement である。

Engagement には交戦、雇用といった一定期

間に強く関係するという意味合いがある。ここ

でいう engagement はもちろん約束あるいは

契約という意味であるが、それはかなり強いレ

ベルのものである。 

約束とは、投資家は「納得したら粘り強く、我慢

強く投資を続けるという約束」であり、企業は

「投資家にきちんと情報開示をして、投資家と

ディスカッションし、そこで学んだことを経営に

反映する」という約束だ。 

なぜエンゲージメントなのか？ 

企業と投資家との対話は従来から実施されて

いる。それにも関わらずなぜエンゲージメントと

5 「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチ

ュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業

の持続的成長を促すために～」2014 年 2 月 26 日

金融庁 
6 原則７「機関投資家は、投資先企業の持続的成長

に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関

いう新たな言葉をもって対話を定義しているの

か。もちろん、日本版 SC の原則76に指摘され

ているように機関投資家はさらに「実力を備え

るべき」であり、それによってスチュワードシッ

プ責任を果たすことができるという“鼓舞”の意

味合いもある。それよりも重要なのは非財務的

情報を投資判断に取り込む必要性があり、そ

のためにはエンゲージメントが必要だという考

え方の広がりだ。 

非財務情報と言えば、CSR であったり ESG で

あったりという言葉が浮かぶが、必ずしもそれ

らが非財務情報の全てをカバーしているので

はない。ACCA7が欧州において実施したサー

ベイの結果が興味深いのでここで紹介しよう。

ポイントは以下である。 

① 非財務情報を投資家は重要だと考えており、

その取得方法の主なものは「CSR レポート」

及び「アニュアルレポート」である。 

②  企業が開示する非財務情報は、企業の

CSR ポリシーに基づいて整理されている。 

③ 投資家は、しかしながら、これらの非財務

情報が十分だとは考えていない。投資家は

以下の非財務情報が開示される情報源（レ

ポート）を欲している。 

する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュ

ワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実

力を備えるべきである」 
7 The Association of Chartered Certified 
Accountants 
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（ア）経営戦略とリスク 

（イ）財務に関する重要情報 

 
エンゲージメントの実際 

最近、アニュアルレポート、CSR レポート、環

境報告書、コーポレート・ガバナンスに関する

レポート等をまとめる「統合報告書」に脚光が

あたっており、この報告書をもって企業の非財

務情報を獲得することが考えられるが、これ

は、エンゲージメントの入り口における必須事

項にとどまるだろう。統合報告書に盛り込まれ

るべき事項は、当然のこととして機関投資家の

エンゲージメントの当事者（ファンドマネジャー

やアナリスト）は対話に臨むこととなる。 

エンゲージメント先進国のUKの資産運用会社

の担当者は次のように言う。「財務情報は会計

基準に従って開示されているので企業間で比

較が可能だ。ファイナンス情報は、ファイナンス

理論によってルールが統一化されているので、

やはり企業間で比較が可能になっている。しか

し、企業戦略に代表される企業価値を左右す

る非財務情報には、企業間比較を可能にする

ための“基準”はない」。 

非財務情報を取得し、それがいかに企業価値

向上に役立つのかを判断することは容易では

ない。容易ではない判断をアナリストやファンド

マネジャー個人に任せるのではなく、資産運用

会社として組織判断ができるように、組織的ル

ールの設定や、知見の蓄積場所を確保するこ

とが、資産運用会社といった機関投資家がス

チュワードシップ責任を果たすうえでは極めて

重要になる。 

エンゲージメントを有効に実施するためには、

投資先企業から信頼を勝ち得なければならな

い。これまでの日本のように、保有株の力で情

報を聞き出したり、たまたま組織に存在するス

ターアナリストあるいは、その投資動向に“提

灯がつく”スターファンドマネジャーにエンゲー

ジメントを任せる時代ではない。 

スチュワードシップ責任は、インベストメントチェ

ーンの活性化のキーである。当連載ではこれ

からエンゲージメントについて、グローバルな

実践状況、組織対応を含めて記していくことと

する。 
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