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インパクト投資という潮流
【連載1】

はじめに 

『インパクト投資は、この世界に社会変革を

もたらす大きな力となり得ます。社会をより

豊かに、より強くすることができる、その原動

力を私たちは手に入れました。ともに協力し

ながら、インパクト投資を活用してよりよい将

来をつくりましょう。私たち自身のため、子供

たちのため、そして後に続く世代のために。』 

2013 年 6 月、主要国首脳会議（G8）の

Social Impact Investment Forum における

デーヴィッド・キャメロン英首相のスピーチ 1

をきっかけとして、投資のパラダイム・シフト

が起ころうとしている。 

ダボス会議を主催する世界経済フォーラム

とデロイト トウシュ トーマツが共同作成した

レポートでは、インパクト投資（ Impact 

Investment）2を、『経済的リターンとともに測

定可能でポジティブな社会的・環境的インパ

クトを、その意思をもって追求する投資手

法』3と定義し、ポイントとして、①アセットクラ

スを問わないこと、②社会的・環境的インパ

クトを意思をもって追求すること、③投資の

成果が測定可能であること、の3点を挙げて

いる。 

世界的に見たインパクト投資市場は拡大傾

向にあり、経済的リターンとともに、投資先

の環境（Environmental）、社会（Social）、ガ

バナンス（Governance）に配慮したESG投

資の残高推移を見ると、米国で3.3兆ドル

（2012年、年成長率19%）、欧州で3.2兆ユ

ーロ（2011年、年成長率31%）と右肩上がり

の状況を示している。4 

試算される市場規模は世界では1,500兆円、

日本国内でも1兆円に及ぶことが想定され5、

今後も世界的に拡大推進されていくことが

確実視されている。

  

1 G8 Social Impact Investment Forum - Prime 
Minister David Cameron(in London on 6 June 2013) 
(https://www.gov.uk/government/speeches/prime-
ministers-speech-at-the-social-impact-investment-
conference) 
2 わが国においては、「インパクト投資」のほか、「イン

パクト・インベストメント」、「社会的投資」、「社会的イン

パクト投資」、「ソーシャル・インパクト投資」等、様々な

呼称が使用されているが、本稿では特に断りのない限

り「インパクト投資」という呼称を使用する。 
3 “From the margins to the Mainstream”(World 
Economic Forum, 2013) 
4 “Charting the Cource”(World Economic Forum, 
2014) 
5 “Global Sustainable Investment Review 
2012”(Global Sustainable Investment Alliance, 
2013) 
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わが国では、「経済財政運営と改革の基本

方針2014」において、「社会的責任投資」6を

社会的課題解決の具体的な方策として掲げ、

その具体的な手法等についての議論がなさ

れている。 

また、キャメロン英首相の呼びかけで発足し

た「G8社会的インパクト投資タスクフォース

（ The Social Impact Investment 

Taskforce）」の国内諮問委員会によって

2014年7月に報告書が発行され、インパクト

投資に関する国内の現状が示されるほか、

同年11月には、世界に先駆けて「社会的投

資市場形成に向けたロードマップ」（社会的

投資促進フォーラム）が作成される等、イン

パクト投資推進の機運が高まっている。 

本連載では、わが国に山積する社会的課題

を解決する起爆剤として期待される、新たな

投資手法である「インパクト投資」に関する

解説をしていきたい。

 

 

 

  

6 投資先の財務内容に加えて、社会的責任を果たして

いるかどうかを投資基準とした投資手法であり、広義の

インパクト投資に含まれる概念である。 
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何故？今、インパクト投資なのか？ 

キャメロン英首相が何故 G8 の場で冒頭の

メッセージを発信したのか。それは、「持続

可能な発展（Sustainable Development）」

や「持続可能な成長（Sustainable Growth）」

のために、「課題先進国」でもあるＧ８各国

が果たすべき役割・責務を意識したためで

あると考えられる。 

ファイナンスの力によって最も困難な社会的

課題を解決できるとしたキャメロン英首相の

主張には裏づけがある。 

2010 年、社会的課題を解決しつつ投資家

に経済的なリターンをもたらす革新的な手法

である、「社会インパクト債券」（Social 

Impact Bond）が、英国ピーターバラ刑務所

の若年受刑者の再犯率低下プログラムで使

用された。 

このプログラムは、17 の投資家から調達し

た 500 万ポンドを財源として、3,000 名の受

刑者に対して 6 年間再犯率低下のためのプ

ログラムを実施し、続く 2 年間で再犯率の減

少率が 7.5%を超えた場合に投資家に金利

を支払い、元本を償還するものである。再犯

率が減少すればするほど、投資家が得るリ

ターンが大きくなる仕組みとなっており、再

犯率低下という社会インパクトに応じて、経

済的リターンが支払われる仕組みになって

いる。7 

2014 年時点での報告では、減少率は 8.4%

と、基準の 7.5%を超えており、着実に社会

的課題（若年受刑者の再犯）を解決しつつ、

投資家には経済的リターンが支払われる見

込みであることが示されている。8 

この「社会インパクト債券」(Social Impact 

Bond)は、まさに、民間資金を投じて、社会

的課題の解決を図るとともに経済的な利益

を追求するサステナブルな手法のひとつと

いえるだろう。 

わが国においては、これまで、社会的課題

の解決のための事業は、主として税金を財

源として行われてきた。しかしながら、人口

の減少・高齢化の進行による税収減と社会

保障費の増加、公的債務比率の悪化等の

状況により、社会の成熟化に伴って増加す

る社会的課題を、税金のみによって解決す

ることが困難になっている。 

日本が「課題先進国」であり、環境、資源・エ

ネルギー、高齢化等様々な社会課題が山積

みであることはいまや論をまたず、社会的課

題の解決に向けて新しい社会システムを創

造する必要がある。こうした状況で期待され

ている新たな社会システムの一つが「インパ

クト投資」なのである。

7 “A New Tool for Scaling Impact”(Social Finance, 
2012) 
8 “Press Release : PETERBOROUGH SOCIAL 

IMPACT BOND REDUCES REOFFENDING BY 
8.4%”（Social Finance, 2014） 
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インパクト投資の意義 

下図は、ロックフェラー財団のレポート 9から

抜粋したインパクト投資を推進する世界の

主要なプレイヤーをマッピングした図である。 

 

図：Mapping the Impact Investing Industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図では、インパクト投資ファンドが中心となっ

ていることがわかるが、先述の「社会インパクト

債券」(Social Impact Bond)における米国事例

では大手投資銀行が参画しているほか、Ｊ．Ｐ

モルガン他の調査では、インパクト投資の投資

主体として、富裕層や開発投資銀行のほか、

総合金融機関・銀行や、年金基金、保険会社

といった多様な主体が参画していることが明ら

かになっている。10 

ここでは、上図の左上端のアキュメン・ファンド

9 ”Accelerating Impact Achievements, Challenges 
and What’s Next in Building the Impact Investing 
Industry”(The Rockefeller Foundation, 2012) 

について紹介する。アキュメン・ファンドは、

2001 年に設立された非営利の投資ファンドで

あり、インパクト投資市場における主要なプレ

イヤーである。個人やロックフェラー財団等か

ら資金提供を受け、現在までの投資総額は累

計で 8,000 万ドル以上にのぼる。創業者であ

るジャクリーン・ノヴォグラッツ代表は、インパク

ト投資について、以下のように述べている。 

『これまでに学んだことは、ただお金を与えても

その効果について測る方法がないということで

10 “From the margins to the Mainstream”(World 
Economic Forum, 2013) 

4 

                                                      



 

す。つまりこれまでのチャリティは、穴の開い

たコップに水を注ぐようなムダがあると思う

のです。経済援助によって具体的に測定可

能な効果を生むこと、社会事業への投資こ

そがフィランソロピーの新しい形だとつくづく

思うようになりました。』11 

このインパクト投資の実践者からのコメント

は、インパクト投資がこれまでのチャリティと

は異なり、投じた資金の効果を評価し、モニ

タリングすることがどれほど重要であるかを

示すものである。 

従来の投資は経済的なリターンの獲得が目

的であり、その多寡が評価の尺度であった

が、インパクト投資は、経済的なリターンに

加えて、社会的インパクトという新たな評価

尺度を設けている。インパクト投資の成功と

は、投資により長期安定的な経済的リターン

を得ることに加え、社会的課題を解決し持続

可能な社会を創造できることにある。 

わが国の財政状況は厳しさを増しており、国

民の生活に横たわる社会的課題の解決を

行政に頼ることには限界が来ている。インパ

クト投資の推進に関して指摘される課題は

少なくないが、経済的リターンを志向しつつ、

社会的課題を解決し、世直しを果たすため

に、民間投資家に期待される役割は大きい。 

 

 

 

執筆チーム： 

有限責任監査法人トーマツ                      片桐 豪志 

米森 健太 

秋間 建人 

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社       山本 章生 

11 『チェンジメーカー~社会起業家が世の中を変える』

（渡邊奈々、日経 BP 社、2005） 
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EU リクレーム最新情報
 

日本の年金基金、投資信託等に対する欧

州配当源泉税の還付の可能性 

 日本の年金基金や投資信託が外国株式

へのポートフォリオ投資を行う場合、投資先

国の税制および租税条約に基づき、配当や

キャピタルゲインといった運用益に対して、

投資先各国において課税が行われる。この

点、近年、欧州ポートフォリオ投資に係る配

当源泉税の妥当性に対して疑義が呈されて

おり、裁判所によって納税者の還付請求が

容認された事例が相次いでいる。これを受

けて各国のファンドが過去に源泉徴収され

た源泉税の還付を課税当局に請求する動き

が活発化している。 

 

背景 

 外国株式からの配当を受領する場合、各

国の税制や租税条約に基づいて、配当に対

して源泉税が課されることがあるが、その税

率は、原則として、国内法又は租税条約を

定める各国の裁量に委ねられている。一

方、欧州連合（EU）に加盟する国は、EU 法

（EU Law）を最高位法規として遵守すること

が求められており、EU 法には、EU 機能条

約（Treaty of the Functioning of the 

European Union（”TFEU”）） や欧州司法

裁判所（European Court of Justice

（“ECJ”））の判決が含まれる。 

 TFEU の第 63 条は「資本移動の自由

（Free movement of capital）の原則」を定

めており、「欧州連合加盟国間又は欧州連

合加盟国と第三国との間における資本移動

の自由を制限することは許されない」と規定

している。この点、「国内のポートフォリオ投

資家に対して支払う配当に対する税率」と

「第三国のポートフォリオ投資家に対して支

払う配当に対する税率」との間に差異を設

けることは、資本移動の自由の原則に抵触

するのでは、との議論が起こっていた。 

 そのような動きの中、2009 年 1月にオラン

ダにおいて欧州の年金基金による還付請求

をオランダ当局が容認したことを皮切りに、

欧州各国の年金基金、投資信託の還付請

求を認める判決が相次いでいた。さらに、

2012 年 5 月に米国のファンドを含む原告団

に対して、ECJ が還付請求を容認する判決

を下したことで、欧州連合以外の国にも還付

の権利があることが確認され、今日までに

各国のファンドから還付請求が提出されて

いる。 
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還付請求の可否 

 還付請求の可否の確認のステップとして

以下のフローチャート（図表 1）を参考にされ

たい。「ポートフォリオ投資」の明確な定義は

ないが、15%未満の投資かどうかが一応の

目安となる。ただし、投資先各国において異

なる取扱いが存在する場合や事実関係によ

って異なる解釈が行われる場合もあるため、

最終的には個別案件ごとに検討を行う必要

がある。 

図表 1  還付請求の可否 

 

 

 

還付までの流れ 

 上記のフローチャートにより還付請求の可

能性があると判定された場合、還付請求の

準備をすることになる。具体的には、還付請

求を行う事業体の詳細（名称、所在地、法務

上および税務上の取扱い等）や還付請求の

対象となる源泉税の金額等に関する情報を

収集する必要がある。国によっては、源泉

税に係る証憑が求められることがあるため、

現地のカストディアンと連携して情報収集を

行うことが必要になる場合がある。国によっ

て還付請求可能期間（遡及できる年数）が

異なるため事前に確認を行う必要がある。 

 必要な情報が集まり次第、各国課税当局

へ還付請求を行う。課税当局が請求を却下

した場合、司法の場で争われることが原則と

なるが、上記の通り、ECJ レベルでの判決

が既に出ていることから、当該判決の内容

に沿ったものである限り、不合理に請求が

却下される可能性は低いと考えられている。 

 還付請求の可能性があるファンドは、還付
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請求に係るコストとベネフィットを見積もり、 実行の判断を行うことが求められている。 
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Deloitte の確定拠出年金（401(k)）

年次サーベイ結果（米国）

確定拠出型の年金制度である401(k)プラン

は、米国の退職貯蓄制度の代表格である。

1982年に導入されて以来、403(b)プラン、

ロス-IRA、キーオ・プラン等のさまざまな派

生タイプを含め、米国の労働者の老後の蓄

積に大きな役割を果たしてきている。わが国

にも2001年に同タイプの企業年金制度が導

入され、確定給付型に並ぶ制度として利用

が進んできた。 

表1にあるとおり、加入者数あるいは実施事

業主数ベースでは確定拠出年金の存在感

は大きくなっている。資産残高についてはま

だ小さいが、時間の経過とともに増加するた

め、近い将来は厚生年金基金（代行返上あ

るいは廃止の方針）にとって代わる制度にな

るであろう。

表1：主な企業年金制度の比較 

 加入者数（千人） 実施事業主数 資産残高（億円） 

確定拠出年金（企業型） 4,642 18,393 77,011 

確定給付企業年金 7,880 14,697（注1） 536,121 

厚生年金基金 3,876 531（注2） 179,953 

出所：『企業年金に関する基礎資料』企業年金連合会 平成26年12月より抜粋。数値は平成25年度末。  

注1：基金型、規約型の合計  

注2：基金数（単独27、連合38、総合466）
  

本稿では、DeloitteのUSAが定期的に実施

している年次サーベイ結果をご紹介するとと

もに、わが国の確定拠出年金制度へのイン

プリケーションをあぶりだすこととする。サー

ベイは2013年～2014年に調査を実施して

2014年にまとめられたものだ。米国の256

の401（k）プラン、403（b）ランを対象にした

ものである。401（k）プランも403（b）プランも

どちらも確定拠出の貯蓄制度（掛金建て）で

あるが、前者は民間企業向け、後者は非営

利団体向けという違いがある。
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1. 401（k）プランのホット・トピックス 

表 2 は最近の注目点、いわゆるホット・トピッ

クスと、その重要度をまとめたものである。

なかでも冒頭の手数料に関するレギュレー

ションは注目に値する。2012 年 7 月 1 日よ

り、米国の労働省は、401（k）プラン等のプ

ランスポンサー（実施事業主）に対して、「退

職貯蓄制度についての手数料に関する方

針を策定して、その開示を明快にするよう」

に促すルールを策定した。これは 408（b）（2）

と呼ばれるものである。 

これまで 401（k）プランに係る手数料をはじ

めとして、事業主が実施する退職貯蓄制度

に関する手数料には明確な監督官庁による

明確な取り決めがなく、実施事業主とサービ

ス・プロバイダーとの契約しだいという状況

であったが、米国の労働省はフィデューシャ

リー（受託者責任）の観点から実施事業主に、

いわば手数料についての監督責任を付与し

たものと考えられる。 

表を見ると「非常に重要」「ある程度重要」

（以下、重要度という）の双方で 60%となっ

ており、事業主の間での重要度の高さがわ

かる。 

 

表 2：ホット・トピックス 

 
非常に

重要

（％） 

ある程

度重要

（％） 

どちらで

もない

（％） 

それほ

ど重要

ではな

い（％） 

まったく

重要で

はない

（％） 
手数料開示についてのレギュレーショ

ンへの対応について（408(b)(2)） 22 38 22 14 4 

現役従業員の退職に向けた準備 34 44 17 5 0 

投資教育プログラムの向上 29 52 12 7 0 

適切な運用商品の提供 40 49 7 3 1 

制度（プラン）のガバナンス強化 23 34 28 13 2 

管理サービスの適正化（正しいデータ

を正しいタイミングで提供等） 18 42 26 11 3 

投資ポートフォリオのアセットアロケー

ションの適正化 14 46 29 8 3 

その他、主なポイントとしては「現役従業員

の退職に向けた準備」が重要度で 78%とな

っている。米国では日本の定年退職といっ

た一定の年齢を自由に退職を促す制度がな

いために、退職への準備が整わない限り退

職できないという状況を改善することに注力

されていることを裏付ける数値となっている。
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「適切な商品の提供」も重要度で 89%であり、

事業主にとっては常に頭を使う問題であるこ

とがわかる。パフォーマンスに直接的な影響

を与えるインパクトにおいては「投資ポートフ

ォリオのアセットアロケーションの適正化」の

方が大事なのだが、こちらも 60%という高い

重要度になっている。 

制度のガバナンス強化や、それに付随する

アドミニストレータすなわち管理サービスの

正化も重要視されている。 

 

 

2. 投資商品群 

どのような投資の選択肢、いわゆる投資商

品群が提供されていて、それはどのような

傾向なのだろう。表 3 には代表的な 20 の商

品の状況がまとめられている。

 

表 3：投資商品の提供状況 

番号 商品名 採用割合

（%） 
1 年内に採用

（%） 
検討中

（%） 
採用後削除

（%） 
1 元本確保型／GIC 77 1 4 5 
2 マネーマーケット 57 3 2 7 
3 債券コア 81 2 1 1 
4 インフレ連動債 27 2 1 3 
5 ハイ・イールド 56 1 4 1 
6 ライフスタイル（リスクベ

ース） 
26 1 4 6 

7 ライフスタイル（タイムベ

ース） 
77 3 4 1 

8 アクティブ米国株 85 1 2 2 
9 パッシブ米国株 73 2 4 2 

10 アクティブ海外株 80 1 2 2 
11 パッシブ海外株 56 4 6 2 
12 エマージング市場 47 2 10 2 
13 SRI（社会責任） 14 1 11 2 
14 不動産 37 4 12 2 
15 セクター別 15 1 10 2 
16 ヘッジファンド 4 0 8 2 
17 自社株 23 0 6 6 
18 投信ウインドー 15 0 8 3 
19 自己指図ブローカレージ

（SDB） 
28 3 8 3 

20 ETF 4 1 8 2 
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調査対象の 80%を超えるプランで提供され

ているのは、主要な債券に投資する債券コ

ア、それに米国と海外株（米国人にとっての

海外）である。興味深いのは米国、海外とも

にアクティブ運用のファンドであるということ

だ。パッシブ運用も相応の人気はあるが、米

国株では 73%、海外株では 56%とアクティ

ブよりはかなり低い状態になっている。パッ

シブの海外株については、過去 1 年におい

て検討したとする回答が 4%あり、今後、増

加する可能性が示唆されている。 

過去 1 年における検討という観点では不動

産や自己指図ブローカレージが注目だ。自

己指図ブローカレージ、いわゆるSDB（Self-

directed Brokerage）は、日本にはなじみが

ない商品である。401（k）プラン等を通じて、

証券会社等に口座を開設するイメージが

SDB に近い。各社の SDB によって違いは

あるが、SDB 口座を通じればほぼなんでも

できてしまう。個別株、ファンド、ETF その他、

証券会社が扱っておりブローカレージの対

象になるものであれば、なんでもプランを通

じて売買できるのだ。商品数は１万を超える

場合もあるという。 

米国でもわが国でもプランを通じて提供する

投資商品のモニタリングや投資教育につい

て事業主は一定の義務を負っている。SDB

により“なんでもできる”状態になれば、モニ

タリングも投資教育も十分とは言えない場合

が想定される。受託者責任の遂行に課題を

残す可能性がある。 

現在検討中の商品としては自社株と SRI が

挙げられる。米国の過去にない株高を背景

として自社株に徐々に注目が集まっている。

従業員のインセンティブと株主の意向が合

致する自社株ファンドは、株式会社の仕組

みとしては合理的であるが、エンロンのケー

スを想い起こすといまだ慎重にならざるを得

ないだろう。SRIは根強い人気がある商品で

あるが、株式市場全体が活況を呈しており、

期待リターンが平均的に上昇している中で

は採用が増えてくる可能性がある。 

 

 

3. デ・リスキングの流れ 

De-Risking、退職給付制度のリスクを徐々

に取り払っていく流れは止まらない。確定給

付制度で事業主が負う資産運用のリスクは、

確定拠出制度を導入することで加入員に転

嫁することができる。 

加入員はリスクを負う代償として、できるだ

け自由に資産運用ができる環境を要求し、

それは多様な投資商品群の提供に結びつく。

投信ウインドーによって様々なファンドへの

アクセスが可能になっていたのだが、それを

超えて究極の自由度を手に入れる SDB の

採用も増えている。日本の画定拠出年金制

度の近未来の姿として米国の状況からは習

うべきことが多い。
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マルチアセット運用に注目！ 
 

（本稿における意見・解釈は筆者個人のものです。）

マルチアセット運用という手法が注目を浴び

ている。マルチアセットすなわち複数の資産

による運用ということであるが、従来の分散

投資とは一線を画している。複数資産の運

用といえば、これまで TAA（Tactical Asset 

Allocation）があり、それがグローバルにな

ると GTAA があり、いやいや、戦略的にやる

ならば SAA（Strategic Asset Allocation）が

あり、そうくるのなら PAA （Policy Asset 

Allocation）を用いたブラックリッターマンモ

デルありということでこれまでに多くの手法

が提唱されてきた。今回のマルチアセット運

用はこれまでのアセットアロケーション中心

の運用手法と見た目は同じように見えるの

だが、いったい何が新しいのだろう。 

 

「ウィリアム、資産配分に必要な 3 つの要素

は何かな？」 

「はい先生、まずは屋敷とか金とかの資産で

すね。これが一つ。それから弁護士でしょ。

あと一つか・・あ、遺言も必要ですよ。これで

三つです」 

「何の話をしているのだ？なんで弁護士とか

出てくるのだ？」 

「そりゃ、そうですよ。まずは遺産がないこと

にはどうしようもないですからね。遺産がな

ければ配分もできないじゃないですか。遺産

と言えば家や屋敷。それに相続人たちがど

ろどろした欲望を・・・」 

「それは資産配分じゃなくて遺産配分だろう。

縁起でもない。わしが言っているのは資産だ。

シ・サ・ンの資産だ」 

「ああ！そっちのイ・サ・ンですか？どうした

のですか？胃がムカムカするのですか？」 

「違う！それは胃酸だろ」 

「もしかしてお孫さんが生まれたのですか？」 

「違う！それはお産だろ」 

「じゃ韓国の・・・」 

「違う！それはプサンだろ」 

「じゃ資産？」 

「違う！それは資産だろ」 

「・・・」 

「いやそれだ。資産だ。合ってるじゃないか」 

「資産配分に必要な 3 つのものと言えば・・・」 

「そうだ。今までわしがウィリアムに心血を注

いで教育してきただろう！」 

「あれ、先生は神経痛なのですか？」 

「違う、心血だ！神経痛じゃない！」 
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資産配分あるいはアセットアロケーションの

決定に必要な 3 要素は「資産の標準偏差」

「資産間の相関」「期待リターン」の 3 つであ

ることは投資理論の基本だ。過去のデータ

を見る限り標準偏差の大きさは各資産ごと

に安定している。期待リターンは基本的には

インフレ率にそれぞれの資産に固有のリス

クプレミアムを乗せて算出する。インフレ率

あるいはそれに包含されている潜在成長率

は変化しがちだが、各資産が持つリスクプレ

ミアムは比較的安定しているため、総じてみ

れば大きく変動することはない。問題は資産

間の相関である。 

資産間の相関が 1 であれば分散効果は望

めないが、多くの場合は１よりも小さく、マイ

ナスである場合もある。世の中の水の総量

が一定であり、株という池があり、債券という

池があると考えると株池の水が減ったら、そ

の分だけ債券池の水が増えることになる。

投資家は株がダメな時には株を売って債券

を買うということだ。その逆ももちろん想定し

うる。 

株池の水が債券池に流れ、債券池の水が

株池に流れるという関係が保たれている状

態では相関はマイナスとなり資産配分によ

る分散効果が期待できる。ところが状況は

一変する。2008 年のリーマンショック以降の

世界的な金融緩和の影響で、各国の中央

銀行から大量の雨のごとくに資金が市場に

供給され始めた。市場に降り注ぐ大量の雨

は株池を満たし、債券池を満たし、そこから

あふれ出し、新興国、不動産、コモディティ

のそれぞれの池を満たし始めた。すべての

資産が同じように上昇し始めたのである。 

この状態では資産間の分散効果は発揮され

にくい。池が満たされているうちは少なくとも

各資産の価格は上昇するが、ひとたび雨が

止む（金融緩和の停止）、あるいは太陽がギ

ラギラして乾燥し始める（金融引締）となれ

ばすべての池の水が減ってしまう。資産間

の相関がプラスになり、そして１に近づきは

じめたのだ。 

 

「なるほど。資産間の相関がプラスになり始

めているのですね。日銀のレポート 1を引っ

張り出して勉強したじゃないですか」 

「そうだ。金融緩和の影響だけではなく、マク

ロレベルの事象が資産全体に影響を与える

マクロファクターの影響が大きくなると資産

間の相関が強くなる」 

「どこかの地域で紛争が起きると、株式から

安全資産の債券に資金が流れるとかではな

く、そもそも株式も債券もリスクがあるから、

どちらからも資金を回収するといった動きの

せいですね」 

「その通り。詳しくは日銀レビューを読も

う・・・なんてコマーシャルしている場合じゃな

いのだ。資産間の相関が正であるとか負で

あるとかの安定性がなくなってしまうと分散

投資のルールが疑わしいものになる」 

「どう疑わしいのですか？」
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「従来は資産配分をしっかりと決定して、資

産を分散させたポートフォリオを作成して、

あとはじっくり時を待てば良かったのだ。こ

れは資産間の相関が十分に小さいか、マイ

ナスの方向で安定していたからだ。しかし今

はそうではない」 

「相関がプラスになったのですよね」 

「プラスと言ってもゼロに近ければいいのだ

が大きくなっているのだ。ただし、今はプラス

だが、これがそのまま安定するかどうかは

わからない。資産間の相関がプラスになっ

たと理解するより、資産間の相関が不安定

になってきたと理解する方が正しいと思う。

そうであれば、その時々の状況に応じてダイ

ナミックに資産配分を変更することが必要に

なる。そのために現れた運用手法がマルチ

アセット運用と呼ばれるものだ」 

「マルチアセット運用って従来のお任せタイ

プの分散投資とは違うのですか？」 

「これまでのマルチアセット運用は“安定型”

とか“成長型”といった名称で、おもに主要 4

資産で運用しているものが多いのだが、最

近のマルチアセット運用は多種多様だ」 

「多種多様って・・・どれぐらいの種類がある

のですか？」 

「わしが知っているだけでも数十のマルチア

セット運用の商品があるのだが、それはだ

いたい 4 つに分類されるぞ」 

1 日本銀行金融市場局 小林俊、中山興「リスク資産

間のクロス・アセット相関の高まり」日銀レビュー2013
年 4 月 

表をご覧いただきたい。独断で 4 つのタイプ

に分けたものである。一つめの「いざとなっ

たら安全資産タイプ」は安全資産であるキャ

ッシュや短期資産も資産の 1 種類とみなす

タイプだ。これまでの運用ではリスクがなく、

リターンも低いキャッシュに資金を“寝かせる”

ことは可能な限り避ける運用が主流である。

ここで少し頭をやわらかくしてキャッシュはリ

ターンが低いというよりも“ショートフォールリ

スク（資産価値が元本を割るリスク）”が少な

い資産とみなすのである。基本的には株や

債券といった伝統的 4 資産で運用するのだ

が、リスクが読めなくなると安全資産に“退

避”する戦略だ。 
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表：マルチアセット運用の 4 分類 

いざとなったら安全資産タイプ 

基本的には従来型の 4 資産（日本株、外国株、日本債券、

外国債券）でのダイナミックアセットアロケーションであるが、

資産間の相関が読めないときや、リスクに見合うリターンが

望めないときには短期資産（キャッシュ等）でリスクを限りなく

抑え資産の保全を図る。ショートフォールリスクを抑制できる 

新型リスクタイプ 

株や債券といったいわゆるアセットクラスの名称で資産配分

するのではなく、それぞれの資産が持つリスクを抽出し、そ

のリスクごとに配分する。例えば日本株という名称のアセット

クラスであっても、株の動きにのみ起因するリスクだけでは

なく債券（金利）リスクも含んでいることや、不動産が株の動

きに連動し、株リスクを含んでいることといった点に着目し、

実質的なリスク配分を実施する 

新型収益源泉タイプ 

いわゆるアセットクラスの名称で資産配分するのではなく、

狙っている収益の源泉をもとにした配分を実施し、それにア

セットクラスの配分がついてくるという手法。例えば”マクロ経

済成長”という収益源を狙う場合には、マクロ経済成長によっ

て株や債券のそれぞれのアセットクラスから収益が期待でき

るため、狙い通りになるように株や債券の配分を決定する 

理想ポートフォリオ追求タイプ 

本来、リスク資産のポートフォリオは世な中に存在するすべ

てのリスク資産で成り立つというのが投資理論の根本原則

だ。近時、情報システムの発達、市場の進化により多様なリ

スク資産で運用できる機会が増えたため、この根本原則に

少しでも近づける理想形のポートフォリオ構築を目指すもの 

 

二つめのタイプと三つめのタイプは似ている。

株。債券といったアセットクラスの名前では

なく、その属性あるいは特徴で分けるタイプ

である。私たちのアセットクラスを仮に業種

で決めるとしよう。A さんは製造業、B さんは

金融業、C さんは建設業といった形で私たち

のアセットクラスを決めることができる。A さ

ん、B さん、C さんの行動をそれぞれが属し

ている業種で説明するようなものだ。これは

これで説明力があるのだが、すべてを説明

できるとは言えない。 

 

一方、Aさん、Bさん、Cさんには異なる属性

がある。例えば血液型だ。A さんの行動を属

している業種で説明するのではなく「A さん

は O 型だからねぇ」「え、そーなの。やっぱり

そうか。だからあんなにおおざっぱなんだ！」

といった感じで血液型の属性で説明するの

だ。銀行とかに勤務していると、机もきれい

そうなので「整理整頓リスクは低い」と分類さ

れるが、銀行に勤めていても O 型であれば

「整理整頓リスク有り」に分類される 2。この

ようにマルチアセット運用においては、リスク 
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や収益の源泉を新しい基準・属性で説明す

る場合が多く見られる。 

最後のタイプは理想的なポートフォリオ追求

型だ。マーコビッツのポートフォリオ理論にお

いても、トービンの分離定理においてもポー

トフォリオはあらゆるリスク資産の集合体で

あり、その中から選りすぐりの資産が有効フ

ロンティアを構成できるのだ。これまでは「そ

れはわかっているけど、現実には無理だ

し・・できないし・・ありえねえんじゃね？」と言

ってきたのだが、ここにきてグローバルベー

スでいろいろなリスク市場に投資できるよう

になってきた。このいわば投資インフラの整

備により理想的なポートフォリオ構築が現実

味を帯びてきているのだ。 

 

 

 

 

2 O 型に恨みはありませんし、O 型が几帳面ではない

とは言っていません。ちなみに筆者は A 型ですが、机

はおそろしいほど整理ができていません。A 型が几帳

面というのは間違っているか、筆者の血液型が間違っ

ているかのどちらかです。 
 
 
 
 
 
 

「マルチアセット運用ってなんだかすごいで

すね」 

「ウィリアム。どうしてすぐに新しいものに乗

っかるのだ。マルチアセット運用は確かに可

能性を秘めてはいるがまだまだ注意しなけ

ればいけない点が多々あるのだ」 

「そうなのですか！」 

「資産間の相関は確かに不安定だが、これ

は一時的なことかもしれない。新しい配分基

準のリスクや収益の源泉も今は統計上の説

明力が高くとも一過性のものである可能性

もある。分散投資が進めば進むほど、流動

性リスク、カウンターパティーリスク、信用リ

スク等のリスクに注目する必要性が出てくる。

マルチアセット運用は大きな可能性がある

だけに、しっかりとモニタリングする必要があ

るな。ウィリアムなんか可能性がないからモ

ニタリングもしないけどな」 
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エンゲージメントのメカニズム 
【連載2】 コーポレートガバナンス・コード 

日本版スチュワードシップ・コードがアセット・オ

ーナーとアセット・マネージャー、すなわち投資

家の行動を規定するソフト・ローであるならば、

コーポレートガバナンス・コードは、投資を受け

入れる企業の行動を規定するソフト・ローだと

言える。 

コーポレートガバナンス（以下、引用以外は

CG という）という言葉の定義は実はさまざまで

ある。企業が置かれている状況しだい、論じる

者の立場しだいで CG の定義は変化する。ここ

では、その定義として次のものを利用しよう。 

出所は『コーポレートガバナンス・コードの基本

的な考え方（案）』の序文だ。そこには次のよう

に書かれている。「「コーポレートガバナンス」と

は、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域

社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正か

つ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み

を意味する」。 

大事なことは「CGとは仕組みである」ということ

だ。その仕組みは「透明・公正、迅速・果断な

意思決定を行う」ものでもある。そして、その仕

組みは株主だけでなく、「顧客・従業員・地域社

会等」をカバーするものだとされている。 

企業は株主のものであるという画一的な見方

から脱し、CG の定義を明確にするという点だ

けを捉えても、当該案の意義は非常に大きい

と考えられる。アセット・オーナーと、多くの場合

にはアセット・オーナーから委託を受けてエン

ゲージメントを実施するアセット・マネージャー

もこの定義を共有することが必要だ。 

【基本原則】 

CG コードの基本原則は、 

1. 株主の権利・平等性の確保 

2. 株主以外のステークホルダーとの適切な 

協働 

3. 適切な情報開示と透明性の確保 

4. 取締役会等の責務 

5. 株主との対話 

の 5つに集約される。株主との対話いわゆるエ

ンゲージメントは 5番目に規定されている。プリ

ンシパルベースであり、ソフト・ローであるがゆ

えに、投資を受け入れる企業側から、このエン

ゲージメントについてはとまどいあるいは疑問

の声もあがっている。ここでは現場におけるそ

のような声に注目してみよう。 
筆者が複数の企業にヒアリングした結果、現れ

た疑問は次のようなものだ。 
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輸送機 A 社 統合報告書で非財務情報をアセット・マネージャーに伝えたいのだが、ど

のような項目が必須なのかがわからない。アセット・マネージャーが統合

報告書に求める項目がわかるとありがたい。 
IT B 社 エンゲージメントを実施したいのだが、アセット・マネージャーにどのよう

に連絡すればいいのかがわからない。 
食品 C 社 エンゲージメントを実施することには前向きなのだが、そので話したことに

ついて、その後モニタリングされるのか、そのモニタリング結果がその後

の株の売買の判断材料になるのかどうか不安だ。 

機械 D 社 エンゲージメントのスタンスがわかりにくい。ハンズオンで、経営に積極的

にアドバイスするのか、情報提供することで足りるのかがわからない。 
化学 E 社 アセット・マネージャーの素性を知りたい。どのような投資哲学、投資方針

なのか、どうすれば長期に投資をしてくれるのかがわからない。 
繊維 F 社 これまでもアナリスト、ファンドマネージャーの訪問を受けてきた。エンゲ

ージメントはこれまでの対話と異なるのか同じかが知りたい。 

CG コード、日本版スチュワードシップ・コードに

加えてエンゲージメントのやり方等々、全てが

ソフトな状態であるがゆえに、まだまだ企業側

には対応に苦慮している様子が伺える。一部

の企業では IR 態勢がしっかりしており、アセッ

ト・マネージャーの特性、投資態勢を把握し、と

まどいなくエンゲージメントが実施できると推察

されるが、そうでない企業に対してはアセット・

マネージャーから積極的に、投資哲学、投資方

針を開示することが望まれる。 

CG コード、日本版スチュワードシップ・コードに

よってアセット・マネージャーの対話の方法に、

これまでとは大きな変化があるとは思えない。

変化があるとすれば企業側の対応ではないだ

ろうか。これまで以上に開示、対話に対して積

極的になるだろう。 

21 



 
 

金融関連規制の影響見通し 

 
はじめに 

近年、以下のように多くの金融規制がグロ

ーバルおよび各国レベルで検討され、実施

されている。 

 金融システム上重要な金融機関として

指定された銀行や保険会社の資本追

加や再建破綻処理体制整備 

 事業会社等を除く市場参加者全体に求

められるデリバティブ取引の中央清算

や証拠金授受 

 基本的に金融機関の全職員が対象と

なるリスクアペタイト・フレームワークや

リスク文化の整備 

 

これらの規制による本邦資産運用会社への

主な影響としては、以下(1)-(3)のパターンが

考えられる。 

(1) 親会社が本邦の銀行や保険会社として

規制の適用対象となる場合、連結ベー

スで規制を遵守するために 、子会社で

ある本邦資産運用会社も 内部管理の

高度化等 を求められる可能性がある。 

(2) カウンターパーティや市場参加者 が銀

行や保険会社、資産運用会社として規

制の適用対象となる場合、規制を遵守

するために、保有資産やエクスポージ

ャーの削減・構成の変更、取引執行プ

ロセスやシステムの変更を行う結果、

本邦資産運用会社も同様の変更が必

要となる可能性がある。 

(3) 資産運用業者に対する 規制の直接適

用がグローバルで検討 されており、将

来的に本邦資産運用会社も規制の適

用対象となる可能性 がある。 

 

このような動きへの対応としては、各規制の

策定状況や規制内容の方向性をリアルタイ

ムに捉え、対応内容・水準の明確化度合い

が変化した時点で、モニタリングや内部プロ

ジェクト立上げ等、適切なアクションをとると

いうフォワードルッキングな姿勢が重要とな

る。対応が遅れた場合、規制遵守のための

体制整備コストを想定外の時期に計上し事

業計画に悪影響を及ぼす、最悪の場合は規

制違反となり行政処分や顧客離れに繋がる

等、大きなデメリットとなる可能性がある。 

また、メリットとして、各規制の影響による競

争環境の変化、投融資促進のための規制

導入の動き等を同業他社より早く捉えること

により、ビジネスチャンスを得られる可能性

もある。
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近年動きの見られる主な規制と金融機関へ

の影響 

近年動きの見られる主な規制をより網羅的

に捕捉するために、縦軸に当該規制の大項

目を配し、横軸に当該各大項目の適用対象

となる業態や、当該業態が遵守のために行

うと想定される対応を配した表を以下に示す。 

なお、欄内の着色は、対応内容・水準の明

確化度合いを表し、罫線の着色は、最近 2

～3 ヶ月間の主な動き（後述）を踏まえた明

確化度合いの変化を表す。詳細につき、

次々頁の凡例等をご参照。 
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*1：規制の適用対象となる主な業態 
商：商業銀行 
投：証券会社、投資銀行 
保：保険会社 
資：資産運用業者 

*2：規制の適用対象となる金融機関が遵守のために行うと想定される主な対応

 内部管理の高度化：内部管理体制全般（個

別業務に密接に関連するリスク管理等を除

く）の高度化 

例．ガバナンス、リスク・アペタイト、リスク

文化、リスク・データ、報酬体系 

 組織の変更：法律上の組織形態の変更、

特定業務への関与制限等 

例．子会社設立、自己勘定取引の禁止、フ

ァンド出資の制限 

 資本等の増強：一定の資本（リスクベース
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の場合を含む）、資産、負債等の保持 

例．株式・債券の発行、保有資産・エクス

ポージャーの削減や構成の変更 

 業務の管理：個別業務に密接に関連する

リスク管理等 

例．信用、市場、オペレーショナル、カウン

ターパーティ、流動性等のリスクの計測・管

理、最良執行体制、顧客保護 

 

〔凡例〕 

対応内容・水準の明確化 

以下の「国内」とは、主に米国、EU、英国、日

本における動きを想定 

：グローバルにおける市中協議案公表

等を踏まえ、対応内容等が一定程度

明確化 

：国内における法律レベルの市中協議

案公表や当局による監督等を通じ、対

応内容・水準が徐々に明確化 

 

：国内における細則レベルの市中協議

案公表等を踏まえ、対応内容・水準、

遵守時期が更に明確化 

：国内法制の施行に伴い、対象金融機

関のほぼ全てが遵守可能な程度に、

対応内容・水準が明確化 

：直近に動きがあり、対応内容・水準

が明確化 

：直近に動きがあり、対応内容・水準

が不透明化 

主に想定される本邦資産運用会社への影

響 

●：親会社が本邦の銀行や保険会社とし

て規制の適用対象となる場合、連結ベ

ースで規制を遵守するために、子会社

である本邦資産運用会社も内部管理

の高度化等を求められる可能性があ

る。 

◆：カウンターパーティや市場参加者が銀

行や保険会社、資産運用会社として規

制の適用対象となる場合、規制を遵守

するために、保有資産やエクスポージ

ャーの削減・構成の変更、取引執行プ

ロセスやシステムの変更を行う結果、

本邦資産運用会社もエクスポージャー

の変更、取引執行プロセスやシステム

の変更が必要となる可能性がある。 
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▼：資産運用業者に対する規制の直接適

用がグローバルで検討されており、将

来的に本邦資産運用会社も規制の適

用対象となる可能性がある。 
 

 

注目すべき動き 

 

近々に本邦資産運用会社への影響が本格化

すると見込まれる規制 

対応内容・水準、遵守時期が相当程度明確化

され（上表におけるオレンジ色付き欄）、かつ本

邦資産運用会社に何らかの影響を及ぼす可

能性のある規制の大項目（上表において●◆

▼が表示されている欄）については、近々に本

邦資産運用会社への影響が本格化すると見

込まれるため、例えば以下のような状況を想定

し、対応を検討することが望ましい。 

 
状況 1 
 カウンターパーティや市場参加者である

大手銀行、証券会社、保険会社に、以下

のような規制が適用され、資本等を増強

する必要 

 システム上重要な機関として指定された

場合の資本賦課（GSIB サーチャージ

等） 

 マクロ・プルーデンス政策の一環として

行われたストレス・テストの結果、当局

が資本不足と評価

 

 デリバティブ市場改革の一環である

CCP 向けエクスポージャーに係る資本

要件 

 同改革の一環である中央清算されない

デリバティブ取引に係る証拠金の受渡し 

 LCR、NSFR 等の流動性規制 

 レバレッジ比率規制 
派生パターン 1 

⇒大手銀行等が新株や COCO 債を大規

模に発行 

⇒投資対象商品のラインナップが変化 

⇒主に機関投資家が投資対象を変更 
派生パターン 2 

⇒大手投資銀行等が流動性の高い資産

のみを保持 

⇒流動性の低い資産の流動性が更に低

下 
派生パターン 3 

⇒大手投資銀行等が中央清算不能なデ

リバティブ取引を縮小 

⇒中央清算不能なデリバティブ取引の規

模が縮小し、流動性も低下 
資産運用会社の対応 
 投資戦略・方針を見直す必要？ 

 

状況 2 

 カウンターパーティや市場参加者である

大手銀行、証券会社、保険会社、年金基

金が、デリバティブ市場改革に係る以下

のような規制の適用を受け、取引執行プ

ロセスや関連 IT システムを変更
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なお、デリバティブ市場改革の対象となる

取引は、現状の金利や CDS 取引に加

え、今後、FX や商品取引にまで拡大する

ことが想定されているため、規制の策定

状況等につき今後もモニタリングを継続

する必要がある。 

 デリバティブ取引に係るカウンターパー

ティの名称や取引額等の情報を取引情

報蓄積機関に報告 

 店頭デリバティブ取引につき、可能な限

り、CCP を通じた清算（中央清算）を実

施 

 中央清算されない店頭デリバティブ取引

につき、取引主体間で相互に取引証拠

金を授受 
資産運用会社の対応 
 上述の取引執行プロセスや関連 IT シス

テムの変更に応じ、同様の変更 

 
状況 3 
 本邦資産運用会社の親会社が大手銀

行、証券会社であり、リスクベースの自己

資本計算等に係る情報の開示が連結ベ

ースで必要 
派生パターン 

⇒資産運用会社における収集対象データ、

親会社への報告内容･頻度が増加 

但し、上述の開示情報（基となるデータを

含む）の収集が、親会社の財務部門等に

おいて可能である場合、資産運用会社の

作業負荷はあまり増加しない可能性があ

る。

 
資産運用会社の対応 
 当該収集・報告事務に係る内部手続や IT

システム上の変更 

 

中期的に本邦資産運用会社に影響を及ぼす

可能性のある規制 

以下のような規制において内部管理体制の高

度化が要請され、ほぼ全ての拠点や役職員を

対象とした体制整備が必要となる。規制上の

文言が比較的抽象的であり、金融機関に必要

となる対応内容や水準が明確化する段階は遅

くなる（当該規制施行後も必ずしも明確とは言

えない場合がある等）一方、体制整備の対象

範囲が広範であり、対応に要する期間も長くな

る傾向がある。このため、対応内容や水準が

比較的不透明な段階で対応に着手すべき場合

も想定され、規制の策定状況等に係る情報収

集を前広に行うことが重要となるだろう。 

 ガバナンス全般（コーポレートガバナ

ンス・コード等） 

 リスク･アペタイトやリスク文化 

 AML、汚職、脱税防止 

 エマージング・リスク（コンダクトリス

ク、風評リスク、サイバー攻撃等） 
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最近 2～3 ヶ月間の主な動き  
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金融インダストリーグループ 

山本 御稔 

mitoshi.yamamoto@tohmatsu.co.jp 
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