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2010 年 ラッセル
オルタナティブ投資状況調査
オルタナティブ投資の新たなフェーズ：見直しと新たな取り組み

2010年 ラッセル オルタナティブ投資状況調査

要旨
調査結果概要

ほとんどの機関投資家は現状を堅持
› ほとんどの機関投資家は、オルタナティブ戦略を「堅持」しており、今後数年間で
オルタナティブ投資への資産配分を増加すると回答している。配分を縮小してい
る投資家はほとんどいない。
› 本調査によれば、機関投資家は、オルタナティブ投資への配分を2009 年の14%
から今後2 〜 3 年で19％に引き上げると回答している。
› オルタナティブ投資への配分の引き上げは株式配分の減少から起こると予想され
ている。これは、機関投資家が引き続き、ポートフォリオ全体のリスクの抑制を進
めているためである。

機関投資家は、リスク管理プロセスとガバナンス・プロセスの向上を
重視している
› 回答者の 84% は、リスク管理に対するアプローチをすでに変更しているか変更す
る予定で、およそ3分の2 が社内の意志決定プロセスやガバナンス・プロセスを高
度化している。
› オルタナティブ投資は依然としてリスク調整後の潜在的なリターンやポートフォリ
オ全体のボラティリティを引き下げる上で魅力的だが、引き続きコストの高さと流
動性の低さが障壁と見られている。
› 投資家からは、一層の透明性が求められている。運用資産の規模が大きな機関
投資家は、個別口座で保有する傾向がある一方で、オルタナティブ投資を行って
いる全ての投資家がオルタナティブ商品の提供者に対してより一層の説明責任を
求めている。

今後 2 年間の新たな投資に対する期待
› プライベート・エクイティへの配分は、バリュエーションの改善および新規コミット
メントが共に寄与し、特に北米で拡大すると予想されている
› ヘッジファンドは金融危機の「ストレス・テスト」を乗り切り、ほとんどの地域で配
分が上昇すると予想されているが、欧州の回復ペースは遅い可能性がある。
› 不動産への配分は 2012 年を通して拡大すると予想される。これは一部にはリバラ
ンスが実施されたことや、現在の経済循環のタイミングを捉えようという動き、ま
たインフレに関して魅力的な状況にあることなどが起因している。
› インフラとコモディティは世界中でその重要度を一層高めている。資産規模は小さい
ものの、2012 年を通してオルタナティブ投資の資産配分の増加を牽引することが予想
される。
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総括
オルタナティブ投資の成長は、以下の3フェーズに分けられると考えられる。
1. オルタナティブ投資を採用する機関投資家が増えた最初の時期で、2007年にピークを迎えた。
2. 2008 年と2009 年上旬の世界金融危機が、オルタナティブ投資に甚大な影響を及ぼした。
3. 現在は、世界金融危機からの回復とオルタナティブ投資の見直しの時期であり、結果的にオルタナティブ投資
への回帰につながるのではないかと我々は考えている。

『2010 年 ラッセル オルタナティブ投資状況調査』は、前述の第3フェーズおよびそれ以降に浮上す
るトレンドやテーマについて包括的な評価を示した数少ないレポートである。本調査では、定量的
データと定性インタビューの中で、投資決定の「最前線」にいる機関投資家の方々の経験を捉えて
いる。また、本調査ではオルタナティブ資産に投資する多様でグローバルな機関投資家の投資哲
学、運用方針、資産配分、および投資姿勢における変化の状況を示す。
正常な経済環境では、機関投資家の資産運用は、急激な環境変化や個人の感情に関るリスクを
緩和することが求められる。しかし、同時に市場の動向やセンチメントの影響を避けて通ること
もできない。2008 年から2009 年にかけての危機的状況によって、リーマンショックからマドフ事
件、大規模なレイオフから記録的低水準にある金利まで、資産運用業界は様々な面で打撃を受け
た。将来の年金基金の給付や財団の助成金の交付のために、現在、何十億ドルもの資金を運用
している人々にとっては、金融危機は彼らの人生にも大きな影響を及ぼした。運用担当者は、今
までの運営方法を根本から見直し、オルタナティブ投資も含め、新たな方法を模索しなければな
らなかった。
本調査では、このプロセスへの考察を行う。ここでは、読者が自身の組織や資産運用委託に照ら
し合わせてデータやコメントを解釈できるように主要な調査結果をまとめた。インタビューから得
た回答者のコメントは、意義深く、読者にとっても役立つものであると考えている。コメントとデー
タは、機関投資家のオルタナティブ投資に対する期待、ニーズ、および要件が変化してきている状
況を提示している。

ジャニーン・ボールドリッジ

ビクター・レバレット

掲載したコメントは、調査結果の総括や結論を裏付けるというより、本調査が明らかにした多様
な考え方を提示するために慎重に選択した。回答を寄せていただいた方々の守秘義務を守るた
め、すべてのコメントは匿名にしている。
本調査は、オルタナティブ投資が困難な時期を乗り切り、回復に向かっていることを裏付けてい
ると考える。金融危機によって流動性や透明性など、オルタナティブ運用商品の提供者にとって
はハードルが上がったところもあるが、分散投資やリスク管理の観点から見たオルタナティブ投資
の重要性においては、認識が高まったと考える。世界中の機関投資家は現在もオルタナティブ投
資の重要性を認識しており、大多数がオルタナティブ資産への配分の引き上げを今後数年のうち
に行うと予想している。

ジュリア・コーミアー

本調査に貴重な時間を割いて、ご協力くださった多くの回答者の方々に心より感謝を申し上げる。
本調査の結果と分析が貴社および貴基金とって価値あるものとなること、また実務上の意思決定
に役立つものとなることを願っている。最後に、本調査にまとめた調査結果は我々にとっても貴
重な資料であり、今後も引き続き、世界中の投資家の声に耳を傾けることで、革新的な戦略やソ
リューションに加え、オピニオンリーダーとしての考察も提供していきたいと考える。

ジャニーン・ボールドリッジ

ビクター・レバレ
ビクタ
レバレット

グローバル・ヘッド
コンサルティング＆アドバイザリー・サービス

マネージング・ディレクター
オルタナティブ投資担当
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調査手法

2010 年の初旬に運用資産総額が1兆 3,000
億米ドル規模の119の機関投資家に電話、
Eメール、およびインターネットで調査に参
加いただいた。調査対象者は、何らかのオ
ルタナティブ投資を行っている組織とした。
本調査では、
「オルタナティブ投資」の種
別をヘッジファンド、プライベート・エクイ
ティ、不動産、インフラ、コモディティ、お
よびその他とした。その他には、グリーン
投資、CO2排出権取引、森林投資、CATボ
ンド、それ以外のオルタナティブが含まれ
る。
（注意：本報告書では、これらを
「タイプ」
と記述する。
）
本調査は、グローバルにおいて非課税資産
を運用する代表的な機関投資家を広範囲
に渡って対象としたものであり、投資行動
および運用の意思決定に関わる代表者の
方々に回答いただいたものである。回答者
のリストには、北米、欧州、豪州 /ニュージー
ランド、日本 / アジアに拠点のある運用資
産の規模が大きな機関投資家が含まれ、コ
メントは、これらの機関投資家へのインタ
ビューで得たものである。これらのインタ
ビューは、主に確定給付年金制度を採用し
ている機関投資家に対して、地域ごとに行
われた。下の表に、タイプ別に全調査参加
者リストの内訳を示した。

なお、オルタナティブ投資に関するトピック
には、かなりの主観的要素が含まれている
ことと、場合によっては、限られたサンプル
によってのみ測定可能であるということに
ご留意いただきたい。そのため、本調査の
結果はより大規模な母集団に対して必ずし
も当てはまるとは限らない。前回調査から
の変化は、回答者タイプ構成やサンプル構
成の違い、または特定の運用資産規模が
大きな機関投資家の投資行動の変更など
に影響を受けている可能性がある。読者
には、長期トレンドや波及要因に注目して、
定性的な観点からデータを捉えていただき
たいと思う。
本報告書の作成を目的として、サンプル全
体を地理、組織規模、組織種別、および
オルタナティブ投資の主要タイプに基づい
て小規模のセグメントに分割した。比較的
小規模のセグメントに関するデータは、統
計上その重要性は低い場合があるという
ことにご留意いただきたい。以下の表にセ
グメントごとに実施したインタビュー（合計
119回）と回答者の運用資産総額（合計1兆
3,000 億米ドル）の割合をまとめた。

本調査の実施に当たっては、リサーチ・パー
トナーであるマッキンゼー社の支援を得た。

調査回答者の内訳

全体に対する回答者の割合

全体に対する回答者の
資産割合

地域別

注：基金・財団は本調査の回答
者中17% に及ぶものの、その運
用資産総額は全体のわずか2%
にしか満たないことは注意すべ
き点であろう。 本 調 査を含め、
他の調査や研究結果を鑑みると、
基金・財団は調査対象となった
その他の投資家と比較して、オ
ルタナティブの資産配分比率が
いくぶん高い可能性がある。
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北米

52%

17%

欧州

18%

55%

日本 / アジア

24%

26%

6%

2%

9%

71%

50 億米ドル以上250 億米ドル未満

26%

21%

10 億ドル米以上 50 億米ドル未満

43%

7%

10 億米ドル未満

22%

1%

企業年金 / 確定給付

50%

12%

公的年金

16%

51%

寄贈基金、財団

17%

2%

保険 /その他

17%

34%

豪州 /ニュージーランド
機関投資家規模別
250 億米ドル以上

会社種別
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調査結果概要

インタビューからのコメント
「リターン追求資産の割合を縮小
しているが、オルタナティブ投
資の縮小は全く考えていません。
パフォーマンスに影響を与えてい
るのは株式です。
」

本調査では、2009 年を対象として、ポート
フォリオ全体に占めるオルタナティブ資産
と様々なタイプのオルタナティブ投資に対
する機関投資家のエクスポージャーを測定
した。さらに、これらのエクスポージャー
を2012 年時点（「今後2 〜 3 年」）の予想
される配分と比較した。以下のグラフは、
全回答者の単純平均に基づく結果を示し
ている。

2009年のオルタナティブ投資への
資産配分の割合対予想値
3
2

4
1
36

34

オルタナティブ投資のタイプ別配分
その他

45

40

現金
債券
株式
オルタナティブ

14
2009

予想される。資産配分の増加のほとんど
は、既存の株式配分が縮小することによ
り起こると予想される。本調査のインタ
ビューによって、金融危機によって多くの
機関投資家が、一般的なリスク管理、お
よび、特に、グローバルな株式のシステマ
ティック・リスクをより強く認識するよう
になったことが明らかになった。2008 年
以来の、グローバルな各株式セクター、各
スタイル、および各地域間のより高い相関
関係によって、ポートフォリオを多角化し、
株式のベータ・エクスポージャーを抑制す
る上で役立つオルタナティブ戦略に対す
る関心が高まった。

19
2012E*

* 今後 2 〜 3 年を予想。

不動産、プライベート・エクイティ、および
ヘッジファンドは合計で2009 年のオルタ
ナティブ投資の 86%を占めており、引き続
き人気のオルタナティブ・タイプであると
結論付けている。これらは 2012 年を通し
て、引き続き上位を占めると予想されるが、
以下のグラフが示すように、コモディティと
インフラは低位にある現在の配分から大
幅に上昇すると思われる。

2008 年に実施した直近の調査結果による オルタナティブ・タイプの中の配分の
と、世界金融危機前の2007年末の段階で、 割合対予想
オルタナティブ投資への資産配分は 24% 100%
4
7
となっている。前回の調査は、異なる回
24
答者のサンプルを含んでいるため、結果
22
を単純比較することはできない。
調 査 結 果とインタビューからのコメン
ト に よ れ ば、2007年 か ら2009 年 ま
で に、 以下 3つ の 要 因 によりオル タナ
ティブ投資への配分の減少が見られた。

32

2. 2009 年に評価価額が下落したことによ
り、いくつかの非上場資産のオルタナ
ティブ資産の評価価額が下落
3. 特定の懸念があり、オルタナティブ資
産の規模を縮小

その他
プライベート・エクイティ
ヘッジファンド

32

1. 部分的には、2009 年に株式市場が大
幅にリバウンドしたことによって「デノミ
効果」が起こり、これによってオルタナ
ティブ投資のポートフォリオ全体に対す
る割合が縮小

29

2

5
2009

30
6
7

不動産
インフラ
コモディティ

2012E*

* 今後 2 〜 3 年を予想。

注：前掲のグラフを含めて、すべての調査結果
において、不動産を若干少なく見積もっている
可能性がある。これは、一般的に豪州の投資
家が不動産をオルタナティブではなく、コア資
産クラスと見なしているためである。

重要な調査結果の一つとして、今後2 〜 3
年間におけるオルタナティブ投資への配
分は、5% 増（14%が19%に）となることが
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調査結果概要

インタビューからのコメント
「弊社の運用部門は、ヘッジファ
ンドの資産クラスにそれなりの資
産を配分していますが、これ以
上ヘッジファンドの資産配分を増
やすことには、取締役会から強
い反対がありました。コアとなる
ファンド・オブ・ファンズが一本
あり、ポートフォリオ全体の2%を
占めています。こちらの運用状
況は順調です。しかし、短期的
に資産配分を増やすことは難し
いでしょう。」

インタビューからのコメント
「金利リスクのヘッジは行う必要
があると思いますが、中期的に考
えると今はタイミングとしては最
悪でしょう。そのため、もっとリ
スクを取っていくつもりです。現
在、10％をコモディティに配分し
ていますが、これは弊社としては
かなりリスクを取っています。将
来のインフレ環境においてアル
ファの源泉となると考えます。」

インタビューにおいて、ほとんどの機関投 ポートフォリオに占める資産別割合の
資家が基本的なオルタナティブの投資哲 変化の予想
学または様々なタイプのオルタナティブ投 調査の予測が正確であったとすると、2012
資に対する資産配分を変更していないと 年までに機関投資家のポートフォリオ内に
いうことが確認された。強いて言えば、金 占めるオルタナティブ資産の割合はどうな
融危機によって、大規模な変更を行う前の るだろうか。以下の表はその回答をまとめ
デュー・デリジェンスへのニーズが高まった。 たものである。
回答のあった大多数の組織は、大幅な運用
方針の変更を行う場合は、投資委員会また
は取締役会などのガバナンス組織の承諾を
必要とする。近年、運営方針はより慎重に
なっており、決定にかかる時間はさらに長く
なっている。

全てのオルタナティブ資産は資産額の増加
により、ポートフォリオに占める割合も増
えるため、資産配分は7% 以上のペースで
増加すると予想される。インフラの資産
配分は、現在非常に低い水準にあるもの
の、他のオルタナティブ資産と比較すると、
インフラやコモディティ投資に対する期待 今後最も大幅に資産配分を拡大すると予
度はますます高まっていると思われるが、 想される。
複数の回答者が、検討事体は何年も前から 地域別にオルタナティブ資産のシェアの変
しているものの、実施に至っていない現状 化を見てみると、プライベート・エクイティ、
を述べている。しかし、オルタナティブ投 ヘッジファンドおよび不動産は北米で大幅
資の対象資産の中でも不動産、インフラお に拡大するという結果が出ている。欧州
よびコモディティはインフレや金利の上昇 では、これらの資産の占める割合は微増と
懸念から注目を集めており、これらの懸念 なるだろう。日本 / アジアについては、拡
は今後も拡大していくと思われる。
大は主に不動産に限定される可能性が高
本調査は、ヘッジファンドや上場不動産投信
（REIT）の多くが、2009 年に市場が力強いリ
ターンを得て、金融危機から回復した際に
行われた。しかし、プライベート・エクイティ
および非上場不動産の評価額の決定はリ
アルタイムで行われる取引に遅行するため、
価値は依然として下落していた。

いが、同地域のヘッジファンドへの資産配
分
（2009 年では6.0%と報告されている）は、
他のどの地域よりも高い。

投資哲学と戦略の変化
ポートフォリオの資産配分は客観的であり、
測定可能である。他方で、機関投資家の
投資哲学と戦略は多面的で、定量化は常
に簡単ではない。本調査に含まれる定性
インタビューは、調査データのバランスを

ポートフォリオ全体に占めるタイプ別オルタナティブ資産の割合
タイプ

2009 年

2012年までの予想

2009 年
（1.0）と
比較した2012年予想

プライベート・エクイティ

3.1%

4.9%

1.58

ヘッジファンド

4.2%

5.7%

1.36

不動産

4.1%

6.6%

1.61

インフラ

0.3%

1.4%

4.67

コモディティ

0.7%

1.1%

1.57

12.4%*

19.7%

1.59

合計

注：前掲の合計12.4% は、タイプごとの資産配分の合計値で、前述のオルタナティブ投資の資
産配分が14％であること、および株式への資産配分の減少という回答を得た質問とは異なる質
問から導き出されている。1.6% の誤差は、分類項目に当てはまらない
（特定のタイプに分類でき
ない）オルタナティブ資産から発生したものだと思われる。
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調査結果概要

インタビューからのコメント
「弊社は、かなり長期的なタイム
ホライズンでプライベート･エクイ
ティに投資しています。毎年投資
をすることで、ポートフォリオのJ
カーブ効果を抑制するようにして
います。流動性の高低によって、
運用会社を分類するということ
はしていません。しかし、オルタ
ナティブ投資は総じて非常に流
動性が低い資産クラスであると
結論付けました。解約をしたい
くつかのヘッジファンドの中には、
予想以上に流動性が低かったも
のがあったことがわかりました。」

保ち、投資哲学や戦略の変化を捉える上
で有益であろう。
“川上” 部分では、58% の回答者が、金融
危機の影響による投資哲学や戦略への変
更はないと答えているが、28% はあったと
回答している。金融危機の間に発生した
損失または流動性の制約により、オルタ
ナティブ投資の見直しを行った、若しくは
オルタナティブ投資への資産配分を縮小
したという回答者はわずか 5％だった。し
かし、44% は既に流動性リスク別にオルタ
ナティブ投資を種別化する、あるいは今後
種別化する予定だと述べている。インタ
ビューの結果、最も大きな変更が見られた
領域の一つがリスク管理とガバナンスに関
するものであったことがわかった
（これらの
変更については、本調査報告書の後半で
さらに詳しく述べる）
。

1. 伝統的資産で適切な流動性を確保

一般的なオルタナティブや特定のオルタナ
ティブ、または特定のオルタナティブ商品
の提供者が今後成長をしていく上で、重要
となる3つの要因は以下の通り。

› ボラティリティを抑制しリスク調整済の
パフォーマンスの向上を追求するため、
一部の確定給付年金基金は金融危機の
間に投資哲学や戦略を変更した。この
ような変更は、単にポートフォリオのパ
フォーマンスや資産エクスポージャーの
見直しによるものだけではなく、早期退
職や寿命の延長、および割引率の低下
という負債の拡大によるものでもあった。

› ボラティリティの抑制
（83%）
インタビューからのコメント
「市場の下落懸念が強い時期は、
反射的な行動に走らないように
気をつけています。そのため、金
融危機の以前から既にリスク回
避路線にシフトしていました。」

インタビューからのコメント
「年金数理の面から、取締役会や
様々なステークホルダーは、我々
の投資プロセスに関心を持って
います。新しい運用会社や資産
クラスを採用するための書類作
成業務が、過去 24カ月程の間に
増えました。
」

Russell Investments // Russell Research

回答者はほとんどいなかった。これは、
以下の理由によるものだった。

› リターンの改善
（76%）
› リスク調整済みパフォーマンスの向上
（61%）

2. オルタナティブ資産のタイプと運用会社
を分散
3. 負債特性が長期であることと、現状の
流動性ニーズに対応するためには十分
な拠出またはキャッシュフローがあっ
たため。流動性に対する懸念は、依然
としてキャッシュフローの圧力というよ
りも、リスク管理やポートフォリオの柔
軟性に関係している。回答者の 44% は、
流動性リスク毎にオルタナティブ投資を
種別化している、または今後種別化す
ると答えている。これに同意しなかった
回答者は、15%で、中立と答えた回答者
は 36%であった。

› 負債対応投資（LDI）は、複数のケースに
おいて、現在のトレンド、または興味ある
領域として報告された。流動性と資産 /
負債のトラッキングを拡大するべく「LDI
› 流動性に対する懸念
（46%）
対象部分」を切り出していると答えた回
› 高額な運用報酬
（34%）
答者もあり、機関投資家の中には 2009
年のマーケットの上昇分でポートフォリオ
危機を回避する上で重要な要因として、危
の益を出し、リスク・エクスポージャーを
機の前に健全な資産配分政策を適切に導
抑制してLDI への配分を拡大していく動
入しているということが挙げられた。なお、 きも出てくると見られる。
金融危機の前にオルタナティブ投資に過
度の資産配分を行っていた回答者はいな › ｢ウォール街の伝説 ｣とされるマドフの事
件は、機関投資家が運用会社のデュー・
かった。多くは、運用中のオルタナティブ
デリジェンスにさらにリソースを使うきっ
資産から無理に流動性を確保するつもり
かけとなった。これは取締役から運用担
はない、もしくは流動性の確保を必要とし
当者まで、組織のあらゆるレベルで、関
ていないと述べている。
係者が運用プロセスに負う個々の責務
を認識する上での教訓となった。また、
インタビューは、調査結果をより良く理解
透明性、運用会社の評価頻度の引き上
するうえで有益だった。以下にいくつかの
げ、およびオペレーション上のデュー・デ
例を挙げる。
リジェンスのチェック体制の強化にも繋
› 自身のファンドが世界金融危機の間に、
がった。
流動性による圧力に直面したと述べた
オルタナティブ投資への資産配分を引き下
げるマイナス要因として、以下の2 つが挙げ
られた。
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調査結果概要

インタビューからのコメント
「機関投資家である以上、ブラッ
クボックスに投資することはでき
ません。
」

インタビューからのコメント
「時として、必要なレベルの透明
性を得るために、その場で回答
することができないような難問
を尋ねることもあります。しかし、
これらの質問をすることで運用
会社は腹を割って、どこにどのよ
うに投資しているかを話してくれ
ます。」

* カスタマイズ口座には、単独の
投資家向けにヘッジファンドを管
理するマネージド・アカウントや
合同運用のファンド・オブ・ヘッ
ジファンズの代わりに、複数の
ヘッジファンドを管理する個別口
座が含まれる。

› 運用報酬が引き下げられたと回答した
回答者はほとんどいなかったが、多くは
運用報酬の引き下げ交渉を続けている。
一部には運用資産総額、取引期間の長
さやその他要因を基準として、ある一定
レベルに達したら、運用報酬の徴収が一
旦停止されることになっているという回
答もあった。オルタナティブ投資への資
産配分が拡大するにつれて、より多くの
機関投資家が「運用報酬の交渉材料」を
獲得するであろう。

ている。しかし、個別口座に関連する主な
問題は以下の通りである。
1. 個別口座を設定するには、ファンド単体
では資産が不十分
2. 個別口座は、年金基金よっては容認でき
ない受託上のリスク、または運用上のリ
スクが発生する可能性がある。
（注：イ
ンタビューの結果、日本の機関投資家は
その他地域の機関投資家と比べて、個
別口座が提供される機会が少ないとい
うことが分かった。）

› 10 億米ドル規模を上回る基金でさえ、リ
ソースは限られており、増え続ける要求
口座の構造にかかわらず、回答者および
で運営は逼迫している。各インタビュー
その監査役から、すべてのオルタナティブ
において頻繁に繰り返されたコメントは、
に対する透明性の向上に対する要望が高
「人員が足りない」、
「リソース不足のため、
まっていることが明らかになった。しかし
外部の運用会社を採用している」という
ながら、
「透明性」が意味すること（および、
ことであった。
どのように達成されるのか）は、投資タイ
ヘッジファンドやプライベート・エクイティ プごとに異なる。このような変化は、オル
の評価・選択に、限られた社内リソースを タナティブ投資の拡大と発展による自然
割く傾向が見られる。いずれのオルタナ な姿であり、同時に金融危機後の投資に
ティブ資産においても、ファンド・オブ・ファ 対する姿勢を反映していると考察する。
ンズ（FOF）は、運用会社の評価や選択に
おいて付加価値を与えると評価する回答者
はいる。しかしながら、その他の機関投
資家はコンサルティング会社や業界のネッ
トワークを利用したいと回答している。主
な理由として、FOFは非常に割高で、魅力
的なリターンをあげる可能性が低いことや、
透明性が低いということを挙げている。限
られた社内リソースをデュー・デリジェンス
や運用会社との連絡、ポートフォリオのモ
ニタリング業務に割き、資産配分や運用会
社のスクリーニングなど、ほぼ全ての運用
実務とパフォーマンス分析は外部にアウト
ソースする傾向が見られた。
個別口座での運用は、不動産ではかなり
一般的（回答者の27%が利用）だが、プラ
イベート・エクイティ（同12%）とヘッジファ
ンド（同 6%）ではそれほどでもない。本調
査では、ヘッジファンドの運用会社にアク
セスする上で、カスタマイズ口座 *の採用
を増やしたいとする傾向が明らかになって
おり、利用率は 2009 年の 6%が 2012 年ま
でに12% に上昇すると予想される。個別
口座の利点、
特にその透明性は、
ヘッジファ
ンドの分野で特に魅力があると認識され

Russell Investments // Russell Research
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オルタナティブ資
産のタイプごとの
傾向とテーマ

インタビューからのコメント
「情報アクセスの利点は依然とし
て存在し、優秀なプライベート・
エクイティの運用会社は、それな
りの期間に亘って、上場市場を年
率で3%から5%アウトパフォーム
できると思います。
」

インタビューからのコメント
「ヘッジファンドの分野では、現
状に満足しています。我々が保
有しているヘッジファンドのパ
フォーマンスは、優良なディフェ
ンシブ特性を持つ株式を上回り
ました。さらに、昨年中はヘッジ
ファンドが盛り返し、非常に底堅
い安定したリターンを得ました。
」

プライベート・エクイティ

過去の調査では、北米の回答者がプライ
ベート・エクイティに対して、もっとも資産
配分を多くしており、2001年から2007まで
の間、常にポートフォリオの6 〜 8%を占め
ていた。2009年の上場株式市場の力強い › 市場が冷え込むにつれて、戦略的買収や
IPOの動きが停滞したことを理由に、出
回復の影響で、2009年にはプライベート・
口待ちの既投資資金の動きは実質的に
エクイティのシェアは4.3%まで縮小したと
停止した。投資が活発化し、また既存投
報告されている（
「デノミ効果」
）
。しかしな
資家のコミットメントがプライベート・エ
がら、2010年の回答者は、この資産配分
クイティの供給の下支えとなり、プライ
は2012年には、6.8%まで上昇すると予想し
ベート･エクイティへの資産配分は今後数
ている。この上昇は、バリュエーションの
年間にわたり上昇すると予想される。
改善期待とプライベート･エクイティへの資
産配分の増加がともに後押ししていると考 本調査によれば、運用報酬の上昇に敏感
えている。
な昨今、プライベート・エクイティは比較
2007年までに回答者が報告した、これまで 的割高な資産クラスとして考えられてお
のプライベート・エクイティへの資産配分は、 り、プライベート・エクイティの運用会社
欧州で3 〜 5%、日本では2 〜 3%レベル のデュー・デリジェンスは、不足しがちな
だった。いずれの場合も、2009年に報告 「スタッフの余力」を大幅に必要とすると
されたプライベート･エクイティへの資産配 いう回答結果が多く寄せられた。このた
分の下落率は北米と同レベルだった。しか め、多くの回答者が FOF 形式のプライベー
し、2012年の資産配分増加への見通しは、 ト･エクイティを選択している。
欧州（3.7%のシェアと予想）または日本（同
2.5%）といずれも、それほど堅調ではない。
豪州では、2007年の調査結果にあるとお
り、プライベート・エクイティの資産配分は
2007年のピーク時は6.3%だった。しかし、
2009年では3.5%と報告され、2012年まで
に上昇はほとんど見られないと思われる。
北米は依然として、多くのプライベート・エ
クイティ提供者にとって
「投資マネーがある
ところ」であるが、インタビューでは新たな
投資案件が台頭してくるところとして注目を
集めているのは、特にアジアの新興成長市
場など北米以外の場所であることが言及さ
れていた。
プライベート・エクイティは、世界金融危機
が最悪の局面を迎えた時に「凍結」したが、
以下の3つの要因により、以前よりも下落
局面に強くなって復活を遂げる可能性もあ
る。
› 年金基金は2008 年以前の時点で、プラ
イベート・エクイティには長期投資が必
須であり、短期的な流動性は限られると
いうことを理解していた。そのため、金
融危機による想定外の状況はほとんど
なかった。
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› 年金基金は、プライベート･エクイティの
長期間の保有と長期投資という特性は、
長い目で見ればプライベート･エクイティ
が株式市場のシステマティック・リスク
の緩和に役立つという確信を得た。

ヘッジファンド
2009 年時点で、ヘッジファンドは回答
者のポートフォリオの 4.2% を占めており、
2012 年までに 5.7%まで増加すると予想
されている。資産配分は全体的に見て増
加すると予想されているが、インタビュー
では、回答者ごとに以下のような様々な
姿勢が明らかになった。
› 「受託者は、もう少し懸念材料が払拭さ
れてからヘッジファンドへの投資を再開
したいと考えています。
」
› 「ヘッジファンドの流動性に関してより神
経質になっています。
」
機関投資家の中には、ヘッジファンドへの
資産配分を縮小、または撤退済みのところ
もある一方、我々は雲間に明るい兆しが見
える可能性があると考えている。金融危機
によって、ヘッジファンドは逆境の中どのよ
うなパフォーマンスを示すかという「ストレ
ス・テスト」を受けることになった。この結
果、機関投資家は市場エクスポージャー、透
明性、および流動性に対する期待値を現実
に照らし合わせて効果的に評価することが
できた。長期的に見れば、今回の教訓は多
くのヘッジファンドにとって、特に現行の高
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オルタナティブ資
産のタイプごとの
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インタビューからのコメント
「今は、複数の国や金利、および
通貨に横断的に投資するグロー
バル・マクロ・ヘッジファンド戦
略に好機があると思います。市
場が特に極端な状況にある場合
は、リラティブ・バリュー戦略に
投資するような商品にはあまり興
味がありません。」

インタビューからのコメント
「不動産は流動性が低いものの、
流動性の不足を補う累積リターン
が得られると思います。
」

インタビューからのコメント
「 不 動 産ポートフォリオにお い
て、いくつかリスクモデリングを
してみたところ、コアとなる不動
産において必要以上のエクスポー
ジャーを取っていたという結論を
得ました。コア不動産のエクス
ポージャーを減らして、プライベー
ト・エクイティまたはプライベート・
エクイティの特性を持つコア以外
の不動産に投資する予定です。
」

* 出 典：Global Private Real
Estate Market Overview, Russell
Investments, February 2010
N CR EIF = N at i o n a l Co u n c i l
o n R e a l E s t a te I nv e s t m e n t
Fiduciaries
指数は運用対象ではなく、直接
投資することはできません。
過去のパフォーマンスは将来の
結果を示唆するものではありま
せん。
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いデュー ･デリジェンスの水準を満たすこと
ができる場合は、顧客の期待に応えていく
上で役立つのではないだろうか。一般的に、
機関投資家はシングル・ヘッジファンドに投
資するか、ファンド・オブ・ヘッジファンズ経
由で投資するかにかかわらず、ヘッジファン
ド提供者に対する選好度をさらに高めてい
るようだ。
これまでの調査では、ヘッジファンドに対
する平均的な資産配分は、北米および欧
州において約7 〜 8%で、日本/アジアにお
いては約9 〜 10%という高い水準に達して
いた。こういった資産配分の上昇は、投資
資金およびレバレッジの上昇の両方が牽引
したもので、これが上昇市場における資産
価値の上昇を後押しした。金融危機による
ヘッジファンドへの失望感は欧州が最も顕
著で、欧州における資産配分はしばらくピー
ク時の水準に戻らない可能性がある。ヘッ
ジファンドは、北米および日本/アジアで回
帰すると予想される。

不動産
不動産は、グローバル・トレンドというよ
りも、地理的な固有の影響に敏感である
ため、不動産への資産配分に対する金融
危機の影響は、ある程度地域によって差
があった。例えば、米国の非上場商業用
不動産（CRE）の総収益率を表すNCREIF
Property Index（NPI）は、2008 年1 〜 3
月期のピーク時から2009 年10 〜 12 月期
*の間で下落率はマイナス 31%となった一
方で、CREの値は豪州からアジアの新興国
では安定化していた。このような不一致性
によって、不動産 FOFを経由するか、また
は不動産ファンドに直接投資するかに関ら
ず、グローバル分散型の不動産戦略に対
する注目が高まった。
回答者の2009 年の不動産への資産配分
平均値は4.1%であり、ほとんどが金融危
機前の従前の水準を大幅に下回っていた。
平均的資産配分は、2012 年までで 6.6%ま
で上昇すると予想される。このような見通
しは、部分的には、時間の経過とともにバ
リュエーションの回復が予想されることや、
現行の非上場不動産のサイクルは、通常
一般的な経済循環から遅行するため、今
後上昇が見込まれる機運があることに起
因している。

ヘッジファンドのユニバースでは、依然と
して直接投資を好む機関投資家とFOFを
支持する投資家に分かれる。FOFは、特
にこの分野での社内リソースや専門性を
持たない機関投資家にとって、個々の運
用会社を評価し選択する上で、専門的技
術の源泉と見なされている。しかしなが 好機は地域によって変わり、また、運用会
ら、FOFは、追加費用、透明性の低さ、お 社の選考は非常に重要である。
よび委託している運用会社への直接的な
アクセスが限られるというデメリットもあ これまでは、豪州と欧州の不動産に対す
る。FOFを利用したことがあると回答した る資産配分は最も高く、2007年の調査結
投資家の中には、運用会社を評価・選択し、 果によると、豪州の場合2003 年のピーク
前述のデメリットを減少または排除するた 時で（ポートフォリオ資産の）11.5%であり、
（同）
9.8％であっ
めに、その他の方法を模索している組織 欧州の場合2005 年時点で
た。どちらの資産配分も、これらのピー
もあった。
クから下落している。これまでの調査に
ロング/ショートおよびグローバル・マク よれば、北米（7.3%）と日本（4.7%）の資産
ロによるヘッジファンドの投資スタイルは、 配分はその後2007年にピークに達した後、
他のヘッジファンドに対して分散効果があ 下落している。2009 年は全ての地域で下
り、また、流動性リスクを減少する可能性 落し、調査結果によると、豪州の下落の
があると見られている。回答者は流動性 度合いが最もゆるい 8.7%だった。豪州
の低さから、合併や買収、アービトラージ は、機関投資家のエクスポージャーがほぼ
およびイベントドリブンなど、その他のス 国内に限られていることと、同国の不動産
タイルについてはそれほど関心を示さな のバリュエーションが北米、日本または欧
かった（これらの見方は、投資家や状況に 州程にマイナスの影響を受けなかったた
依存するため、今後さらなる評価を行う予 め、不動産への資産配分の維持率が最も
定である）。
高かったと考えられる。
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オルタナティブ資
産のタイプごとの
傾向とテーマ

インタビューからのコメント
「インフラ投資には、固定キャッ
シュフローがあり、同様にその
キャッシュフローは消費者物価
指数と連動しています。年金基
金の貸借対照表のもう一方には
特性の近い負債があるため、イ
ンフラ投資は非常に有効だと思
います。
」

インタビューからのコメント
「以前は、コモディティでポータ
ブル・アルファ戦略を採用してい
ました。これは、コモディティ･
インデックスに連動する運用とア
ルファを獲得するためのオーバー
レイを採用したものです。現在
は、コモディティ･インデックス
の運用をアウトパフォームする運
用を目指すコモディティ・マネー
ジャーを2 社採用しています。
」
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あった。そのため、インフラ投資に対
2009 年は、不動産への配分の平均値は、
する懸念が高まった。
北米が 4.0%、欧州が 4.9%、日本が 2.7%
であった。回答者は、2012 年までに各地
回答者のポートフォリオの資産配分にイ
域において、バリュエーションの上昇によ
ンフラ投資が占める割合は、2009 年はわ
る資産配分の増加を予想している。
ずか 0.3%だが、2012 年には4 倍以上増
インフレに関する見通しと整合性を図る 加し、1.4%まで上昇すると予想されてい
ため、不動産に対する資産配分引き上げ る。しかし、回答者の中には以前から投
を検討している機関投資家もいる。また、 資を検討しているものの実際の投資には
コア不動産への投資に加え、価値が大幅 いたっていないところもあり、インフラ投
に下落したことで不動産をオポチュニス 資の定着には他の資産クラスより時間が
ティックな投資対象と捉える動きもある。 かかる可能性があることにご留意いただ
さらに、自国以外の不動産のエクスポー きたい。公的支援を受けたプロジェクト
ジャーを取ることで、分散効果を得ること については、政府予算に対して高まる圧
に高い関心を持っていることが分かった。 力や、増税余地には限界があることがマ
イナス要因として捉えられ、投資対象とし
インフラ
て受入れられるにはさらに時間がかかる
高速道路、空港、パイプライン、港湾、上 かもしれない。
下水道などを含めたプロジェクトに投資
するインフラ投資は、世界中でブームに コモディティ
なっている。インフラ投資は、アジア、東 コモディティは、オルタナティブ投資と
（オ
欧、南米、アフリカなどの新興国経済圏 しては主流ではないが、機関投資家は
およびフロンティア地域の経済圏の成長 ルタナティブとして認識・報告されない）
における土台となっており、また金融危 株式や上場先物取引によって、コモディ
機後の北米や欧州などの先進国経済の ティに対するエクスポージャーを得ること
回復を後押ししている。機関投資家は、 ができる。機関投資家の中には、資材お
以下の主に３つの要因により、インフラ よびエネルギーセクター、あるいは株式
への資産配分をオーバーウェイトして、複
投資を魅力的だと考えている。
数の石油会社を統合した株式を購入した
1. 分散効果への期待
り、掘削関連のリミテッド・パートナーシッ
2. インフレおよび金利に対してヘッジ機 プに参加したりしているケースもある。
能がある可能性
2009 年は、回答者のポートフォリオ資産
3. キャッシュフローが期待でき、長期的
に占めるコモディティ資産の割合は、
0.7%
な負債特性と親和性があること
で、2012 年には1.1% に達すると予想して
多くのインフラ投資は、資本コストの面か いる。コモディティに投資している回答
らだけでなく、将来の料金体系や収入予 者には、インデックスやETF（37%）を用
想といった面でも、国の補助や支援を受 いたパッシブ運用を好む傾向があると思
けていると見られる。特に豪州では、機 われる。アクティブ運用を採用している
関投資家によるインフラ投資は歴史があ 機関投資家はロングオンリーのコモディ
り、長期にわたる投資であるという認識 ティ・ファンド
（23%）やロング/ショートの
が定着している。
コモディティ・ファンド（20%）が主な運用
回答者はインフラ投資のデメリットを主 方法である。回答者の中には、投機的な
取引によってコモディティ銘柄が過度な
に以下のように見ている。
バリュエーションを得ていることを懸念す
1. 流動性不足−特に私募形態での投資 る声があった。コモディティ投資に対す
の場合
（上場商品とは対照的）
る主な利点として挙げられた中には、流
2. 知識および評価に対する専門性不足。 動性、インフレヘッジ、アルファを獲得し
世界金融危機の際、豪州を拠点とする ている優秀な運用会社のトラック・レコー
上場インフラ・ファンドでレバレッジ ドが得られることがあった。特記する点
をかけていたものの中には、ピーク時 として、インフレ懸念を抱えているにもか
に比べて大幅に価値が下落したものが かわらず、貴金属に対する特別な関心は
確認されなかった。
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インタビューからのコメント
「二つの年金基金を運営していま
すが、各基金には複数の受託者
が存在し、そのうち１名のみが両
方の基金に加入しています。従っ
て、すべての受託者に必要な情
報を提供し、常に連絡を密にして
おくのは大変な作業です。多くの
受託者は、金融以外の業界で仕
事に就いています。そのため、特
にオルタナティブ投資は、受託者
が納得して投資内容の変更を受
け入れるのに必要な情報は、そ
の他の資産より多くなる傾向に
あります。」

インタビューからのコメント
｢弊 社 は バー ゼル II のソル ベン
シー評価に対応する作業を行っ
ており、さらにリスク管理に重点
を置くようになりました。｣

『2010 年 ラッセル オルタナティブ投資状
況調査』は、ラッセルのお客様やラッセ
ル自身、そしてオルタナティブ業界全体に
とって、オルタナティブ運用の傾向とそれ
に伴う変化を読み解く上で一助となること
を目指して作成されている。本セクション
では、2010 年の調査によって確認された
今後の懸案事項と傾向について分析した
もののうち、重要な点をいくつか以下にま
とめる。

市場環境に対する対応

締役会や経営幹部により積極的に情報提
供と報告会を行っているとしている。同
時に、インタビューでは、オルタナティブ
商品の保有銘柄や採用している運用会社、
およびリスクに関して常に最新の情報を
提供して欲しいとする取締役会や経営幹
部の要求に応えるのが難しい面があるこ
とも明らかになった。
多くの回答者は、ガバナンス体制を見直し
ていると述べており、中には金融危機の
前から見直しを進めていたという回答も
あった。明らかに、この2 年間の出来事に
よってリスク管理およびガバナンスへの関
心は以前よりも高まった。

オルタナティブ投資への取り組みや戦略
を形成する上での最も要となるのは、世
界経済と金融市場の今後の方向性である。
本調査では、多くの回答者がリスク意識 また、本調査の結果から、下部組織とな
の高まりを挙げている。投資家の中では、 る投資政策小委員会への委託、取締役会
オルタナティブ投資は、ディフェンシブ・ との会合頻度の引き上げ等、さまざまな
ポートフォリオの一部として不可欠であり、 取り組みを行っており、コミュニケーショ
様々なタイプのオルタナティブ資産を保有 ンの頻度や深さを高めることで取締役会
することで、相場の下落時または混乱期 や経営幹部の要求に応えようとしている
でも分散効果が得られるという認識が広 ことが分かった。
がっている。例えば、プライベート・エク リスク管理体制の変更を行う予定だと答
イティおよび非上場不動産投資の長期的 えた回答者のうち、3分の１以上が資産ク
な性質は、上場株式の短期的なボラティ ラスや資産配分戦略、または特定分野の
リティの振れを抑制する上で役立つ。ヘッ 投資の調査を自社で行うようになってきて
ジファンドの中には、株式市場やクレジッ いると答えている。また、21% はリスク報
ト市場に対して分散効果が期待できるも 告の頻度と報告する情報量を改善してい
のもあるし、コモディティとインフラの中 る。17% は、リスク・バジェッティングの
にはインフレ圧力を抑制するように働くも 活用を引き上げており、15% はリスク管理
のもある。
システムを導入している。
また、回答者による市場のボラティリティ
に対する懸念は、株式のみに向けられて
いるのではないということも分かった。回
答者のポートフォリオの36%（2009 年）が
債券で運用されていたが、金利上昇に弱
い点や、格付けの引き下げやデフォルト率
の上昇が懸念されていた。新たな金融危
機が起こるようであれば、オルタナティブ
投資は株式と債券の配分のバランスを取
る上で有効であろう。

LDI+オルタナティブ

世界金融危機は、機関投資家のガバナン
ス体制を揺るがし、基金によってはポート
フォリオ・リスクや受託者責任、負債側か
ら見た責任準備金の前提の徹底的な見直
しを行うきっかけとなった。確定給付年
金基金は、金利リスクの平滑化の可能性
を鑑みて、LDI に対する見方を変えてきて
いる。しかし、LDIをこれまでの考え方に
取って代わるものではなく、オルタナティ
ブ投資への配分のように、LDI 部分を別枠
リスク管理とガバナンス
驚 いたのは、 回 答 者の 84%がリスク管 として管理しているという回答者もいた。
理体制の変更を行い
（または、行う予定）
、 今後、LDI 戦略とオルタナティブ投資を適
そのうち約 3分の2は、社内の意志決定と 切に組み合わせることで、リスク管理の相
ガバナンス・プロセスの精緻度を高めた 乗効果が得られることに気づく確定給付
ということだ。オルタナティブ投資に関し 年金基金は増加するであろう。
ては、44%が報告書の情報量と頻度の改 ただ、LDIを実行するには積立水準が十分
善を進めていると述べており、39%が取 でないと考えている年金基金もあるよう
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だ。LDI は、年金基金の懸案事項の解決
策となり得るが、依然としてすべての確定
給付年金基金が LDIを採用できる状況に
あるわけではない。

運用報酬と個別口座
インタビューからのコメント
「多くのヘッジファンドが利益の20%
を運用報酬として徴収していますが、
長期的には持続可能な料金体系で
はないと思います。選択肢は多すぎ
るほどありますし、競争も激しくなっ
ているため、恐らく運用報酬は下が
ると思います。
」

オルタナティブ投資の料金体系と運用委
託形態は、金融危機の嵐を概ね無傷で乗
り切った。運用報酬の引き下げ交渉に成
功したという回答者はほとんどいなかっ
た（試みたという回答はあった）。運用報
酬の引き下げの大きな障害となっている
のは、規模と取引関係の深さの2点と考
えられる。回答者は、運用報酬の値下げ
交渉を行うためには委託規模が一定水準
に達する必要があると考えている。また、
運用会社との交渉に挑めるほど有利な状
況にあるとは考えていない。他方で、調
査結果から、運用報酬への意識が高まっ
たことで、投資コストの引き下げに積極的
になってきていることが分かる。
オルタナティブ商品の提供者と投資家の
間で、契約条件に及ぼす力関係は、徐々
に均衡が取れてきており、この傾向が（少
なくとも初期段階では）最も大きな影響
を及ぼす資産はヘッジファンドだと思わ
れる。ヘッジファンドを取り巻く環境は
ダイナミックかつグローバルであり、常に
新しい運用手法や運用会社が台頭してき
ている。また、多くの機関投資家が新し
い運用会社を発掘するためにリサーチを
続けている。ヘッジファンドへの資産配
分が安定し、最近ではむしろ上昇傾向に
あるため、採用している運用会社との値
下げ交渉に必要な資産水準に達する機
関投資家が増えている。また、新しい運
用会社がシェアの獲得を狙っている今は、
値下げ交渉がしやすくなっている。
伝統的なミューチュアル･ファンドのよう
に、ヘッジファンドでも運用報酬の「損
益分岐点」の概念が浮上してきていると
考察する。2009 年のヘッジファンドのリ
ターンは好調であり、2010 年も継続的に
改善しているため、回復ペースを予測す
るのは難しいが、今後、1 〜 2 年でヘッ
ジファンドの損益分岐点に達すると予想
している回答者もいる。一般的にヘッジ
ファンドの契約条件は、金融危機前と比
べて、特にロックアップ期間や流動性に関
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する点で、今の方が基本戦略との整合性
が高まっているように思われる。回答者
とのインタビューから、投資家の契約条
件の評価や比較をする能力が以前より高
くなってきていることは明白だった。これ
は、オルタナティブ投資が定着してきたこ
とや商品の裾野が広がってきたことに起
因していると思われる。
ヘッジファンドへの資産配分が上昇する
につれて、ヘッジファンド･マネージャーは、
個別口座またはマネージド・アカウントの
透明性を売りにマンデート獲得のために
売り込みをかけるだろう。次第に、投資
家の要求に応える形で、ヘッジファンド･
マネージャーは一定水準以上の運用資産
額を持つ投資家に対しては、マネージド・
アカウントまたは顧客専用ファンドを通
して透明性を向上せざるを得なくなると
推察する。ただ、これはオルタナティブ
資産のタイプと地域によって異なる可能
性がある。調査結果によると、個別口座
の利用が機関投資家の受託者責任を重く
し、限られた社内リソースにさらなる負担
をかけてしまう場合があることが分かっ
た。様々な運用委託形態がある中、有能
なヘッジファンド・マネージャーへアクセ
スするための、業界の
「ベスト・プラクティ
ス」とはどういうものなのか、今後さらな
る分析が必要であり、そういった分析が
投資家の安心感の向上に資するものと考
える。

社内リソース対外部リソース
2010 年の調査で、運用会社に対する評価
や選定およびモニタリングにおいて、利用
可能なリソースが増加している傾向が確
認された。特に、回答者の多くが社内リ
ソースと外部のコンサルタントの組み合
わせというリソースの確保の仕方が今後
増えていくことを予想している。2009 年
は、社内リソースでの運用は、不動産でわ
ずか10%
（回答者のすべてに対し）
、ヘッジ
ファンドでは 5%、プライベート・エクイティ
に限っては 0%まで落ち込んだ。2012 年
を通して、これらの割合の変化は予想さ
れていない。
伝統的資産に対しては、それなりの経験
と能力があっても、ほとんどの機関投資
家は社内にオルタナティブ･マネージャー
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を選定する専門知識を持たないため、同
資産に関しては運用をアウトソースする傾
向が加速した。また、オルタナティブ業界
は移り変わりが速いため、インハウスで対
応しようとすると、常に最良のコンセプト
と才能を求めて、評価と探索と選別を繰り
返さなければならなくなってしまう。

後数年で回復を遂げるとともに、再評価さ
れ、資産配分も引き上げられていくであろ
う。また、現在の世界的な景気回復がいず
れ減速しても、オルタナティブはポートフォ
リオの分散とリスク緩和剤として勢いを維
持し、モメンタムを得るために十分な水準
まで投資家の間に浸透したと言えるだろう。

約 50 億米ドルを下回るポートフォリオ（そ
のうち約10 億米ドルがオルタナティブ資
産）を持つ機関投資家の中で、台頭する
「ベ
スト・プラクティス」は、オルタナティブの
コンサルタントを以下のように利用するこ
とである。
1. カスタマイズした運用方針や目的、
ニーズに基づいて、マネージャー ･ ユ
ニバースをフィルタリングする
2. 機関投資家のポートフォリオおよび個々
の運用会社のモニタリング、資産配分ガ
イドラインの管理、リバランスに対する
助言、リスクおよび流動性ガイドライン
の管理。これにより、社内スタッフがこ
れらの業務から解放され、デュー・デリ
ジェンス、受託者責任、運用会社との面
談や内部委員会と取締役会とのコミュ
ニケーションに集中することができる。

インタビューに対する補足的洞察 :
› 世界金融危機によって、全体的に社内お
よび社外の責任が拡大した。オルタナ
ティブ投資におけるグローバルな規制変
更の方向性は依然として不透明で、今後
複雑化する可能性もある。これにより、
機関投資家の外部コンサルタントの利
用ニーズはさらに高まる可能性がある。
› 政策や規制の変更がオルタナティブ戦
略に様々な形で影響を与える可能性が
ある一方で、機関投資家や運用会社は
新たな機会を利用するために、これらの
変更に順応すると予想される。

まとめ
『2010 年 ラッセル オルタナティブ投資状況
調査』は、オルタナティブ投資が発展する
重要な時期に、世界中の機関投資家のオル
タナティブ資産に対する実務慣行や姿勢の
貴重な側面を提供できたのではないかと
思う。本調査結果が示すように、オルタナ
ティブは世界金融危機の嵐を乗り切り、今
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本調査の詳細は、ラッセル･インベストメントと本調査のパートナー企業であるマッキンゼー社が実施した本調査に貴重
なお時間と見解をご提供くださった回答機関に限りご提供いたします。
次回の『ラッセル オルタナティブ投資状況調査』への参加をご希望される場合は、以下の問い合わせ窓口までご連絡く
ださい。
[お問い合わせ先 ]
ラッセル･インベストメント株式会社
コンサルティング部
〒107-0052 東京都港区赤坂 7-3-37 プラース・カナダ
TEL：
（03）5411-3500
FAX：
（03）5411-3511
http://www.russell.com/jpii/
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