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FIFA女子ワールドカップで準優勝を飾ったばかりのなでしこジャパンが、EAFF女子東アジ

アカップでまさかの連敗スタートとなりました。言うまでもなく、この間主将を含めた大きな

コンサルティング部長
喜多 幸之助

		

メンバー交代がありました。移行期の苦しみは、何にでも必ずといっていいほど付きまとうも

のです。地力のあるチームなので将来再び花開くことは間違いないと信じています。必要なこ
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とは、自らの武器を磨くこと、そして、それを活かすための戦術を考え抜くことと思います。

年金資産運用の世界でも、3年度連続の上げ相場というなんとも幸せな時期を経験できま

したが、米国の利上げを間近に控えつつ、原油価格急落、中国株の大幅調整と元の切り下

げ、ギリシャ問題といった数々のきな臭い要素が漂ってきています。金融危機のことを思い出

すと、保守的・防衛的な方向ばかりに目が行きがちになるかもしれません。全額キャッシュ運
用にしては、という暴論もたまに聞かれます。しかし、サッカーと同じように資産運用も継続的
に続けていく必要があります。運用実績は一時的に変動するかもしれませんが、資産運用に
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運用部 日本株式リサーチヘッド
スコット R. アンダーソン

おける哲学・姿勢は継続的・安定的なものであるべきです。そして、安心して同じ姿勢を保つ
ためには、それを常にブラッシュアップするため、普段目が届かない領域にまで関心を払って
おく必要があります。

今号では、そういった分野の一つとして日本の小型株に焦点を当てます。巻頭にて、甲斐

より「株式アクティブ運用の最後のフロンティア、～日本小型株の活用余地」と題し、小型株
の活用による付加価値獲得の可能性について多面的に論じます。

CLIENT FOCUS

15 トランジション・マネジメントのコストとリスク
ラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ（米国）

次に、これも同じく日本株式を題材にして「トラッキングエラー（TE）の制約がもたらすコ

ストとベンチマークを意識しない運用」として、アンダーソンからベンチマークを基準にした
TEによる管理の問題点、ベンチマークを意識しない運用の優位性、そういった運用商品の
分類について解説します。

そして、
「トランジション・マネジメントのコストとリスク」と題し、再び関心が高まりつつあ

COLUMN

20 未来への「資産」移管

るトランジション・マネジメントについて、その過程でどのようなコスト・リスクがあるかを解
説し、トランジション・マネージャーの選定における留意点について述べます。

オペレーション部長
小泉 貴洋

最後に、コラムとして小泉が「未来への「資産」移管」と題し、なでしこジャパンから受け

た想いを自らへの鼓舞として綴ります。

本誌が、日々悩まれている皆様に少しでもお役に立てることを願っております。また、より

皆様の共感を得るべく努力してまいります。引続きお引き立てのほどお願い申し上げます。
コンサルティング部長
喜多 幸之助
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株式アクティブ運用の最後のフロンティア

日本小型株の活用余地
甲斐 正樹

は、小型株の市場特性の観点からこの傾向について考察する。

図 1 弊社高ランクマネージャーの推定 TE と小型株バイアス
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2012年にアベノミクス相場が始まってから日本の株式市場は大きく上昇し、2008年の金融
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上回り、日本株はリターンを生まない市場からリターンを生む市場へと変貌を遂げたと評価す
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はじめに
危機前の水準にまで回復した。2014年の日銀の追加緩和以降は他の海外市場の上昇率をも
る見方が世界的に増えてきている。日本株の運用手法としてこれまで議論の対象になってきた

-0.2

のは、伝統的パッシブ・アクティブ運用に加え、特定のシングル・ファクターへベットするスマー
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（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Axioma 横軸は個々のマネージャー
サイズは Axioma のサイズ・ファクターの符号を反転したもの 2015 年 4 月末時点）

トベータ、もしくは最近注目を集めている集中投資型運用など、基本的に大・中型株式の領域

に焦点を当てたものである。そこで敢えて、日本小型株運用について再考してみたい。小型株

運用は、過去アクティブ運用の代表とされていたが、2006年のライブドアショック以降、小型

株市場が一時的に大きく低迷した影響もあり、現在では商品単独の投資対象として注目される
ことが相対的に少なくなっていると考えられる。

小 型株アノマリーについては過去様々な研 究がなされている。古くはB a n z(1981)や

Reinganum(1981)が、CAPM型の小型株効果を示唆し、Fama and French(1993)は、ファク

ターモデル型の小型株効果を議論した。ただ、Roll(1981)は、小型株効果は小規模企業のベー
タの過小推定に原因があると主張し、Brown et al.(1983)も、小型株効果は不安定であり、存
在する期間もあれば、消滅する期間もあることを示した。その後も内外で様々な研究がなされ

ているが、小型株効果の存在については明確な特定ができず、Brown et al.(1983)の指摘のよ
うに時期によって優劣が分かれるというのが本質のように思われる。本稿では、長年に亘って

検証されてきた小型株市場全体のアノマリーの有無についてではなく、視点を少し変えて、小

型株を主な投資対象としたアクティブ運用としての市場特性、ファンド・マネージャーの考え方
にフォーカスして考察する。

アクティブ運用上の小型株の捉え方
a) 規模別状況
図2はRussell/Nomura 日本株インデックスの規模別割合を時価総額及び銘柄数の二点か

ら俯瞰したものである。興味深いことに、時価総額では全体の約85%が大型株（超大型株+中
型株）である一方で、銘柄数では逆に全体の約8割を小型株（全構成銘柄1495銘柄中1144銘
図 2 日本株式市場の規模別割合（時価総額、銘柄数）
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アクティブ・マネージャーが持つ小型株バイアス
図1は弊社の日本株リサーチ・アナリストがTOPIXをベンチマークとした日本株運用商品の

中で、最も高い評価ランクを付けている23商品の市場対比での小型株バイアスと推定トラッ

キングエラー（以下、TE）を示している。ここでは半数以上の運用商品が多少なりとも小型株

バイアスを持ち、特に推定TEが高い（ベンチマークに対する意識が小さい）ものほど強い小型
小型株効果については議論が分かれているにも関わらず、なぜ多くの日本株アクティブ運用
Russell Investments // ラッセル･コミュニケ（日本版）
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株バイアスを持つ傾向（順位相関は0.64）にあることが分かる。
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小型株を主な投資
対象としたアクティ
ブ運用としての市場
特性、ファンド・マネ
ージャーの考え方
にフォーカスして考
察する

のファンド・マネージャーは市場対比で小型株バイアスを持つ傾向にあるのだろうか。次節で

小型株

売買流動性やTE等
の運用制約を考え
ずに投資すれば、市
場のほとんどが小
型株であることか
ら、必 然的に小 型
株 バイアスが生じ
る

銘柄数

中型株

超大型株

（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset Russell/Nomura
日本株インデックスの規模別指数の構成銘柄を使用 2015 年 5 月末時点）
Russell Investments // Russell Communiqué
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柄）が占めている。売買流動性やTE等の運用制約を考えずに市場にある全ての銘柄に均等に

くが行っていることである。図5はテレビのフラット化を例としたものである。率直に考えると

とになる。

デジタル放送の開始後、液晶テレビの普及に応じて確かに同ビジネスからの収益は大きく拡大

投資する場合、市場のほとんどが小型株であることから、必然的に小型株バイアスが生じるこ

したが、シャープは総合電機メーカーであり、他の白物家電等の事業が不振となっていたこと

b) 証券会社アナリストのカバレッジ状況

小型株における証
券 会社のカバレッ
ジが 低いという現
象は日本特有のも
のである

シェアの高いシャープが液晶テレビの普及に応じて恩恵が高いと考えられる。2003年の地上

から、全体では大きな利益成長とはならず、その後も株価は大きく上昇しなかった。対して、日

市場の効率性の観点から考えると、投資対象企業の情報がどれだけ市場で認知されている

本電気硝子はフラットパネルディスプレイ用ガラスの大手であり、特に液晶用ガラス基板では

て平等であることから、超過収益を獲得することはできないため、インデックス運用が最も効

普及に応じて恩恵を受けることができたため、株価は右肩上がりの上昇となった。図6は最近

多くの証券会社アナリストによって調査されている。つまり、機関投資家にとっては比較的容易

国内シェアの高さと新興国ビジネスへの積極性を考えると花王が代表銘柄として挙がるわけだ

かということが重要になる。市場が完全に効率的であれば、全ての情報は全ての投資家に対し

世界の生産量の20%を供給する同分野の専業会社である。同社はダイレクトに液晶テレビの

率的な運用手段ということになる。実際、図3で示されるように超大型株のほとんどの銘柄が

のテーマとして注目された新興国におけるトイレタリービジネスの拡大を例としたものである。

に詳細な銘柄情報を得ることができるため、このエリアから超過収益を獲得することは難しい
と言えるのかもしれない。しかし、小型株の実に約42%の銘柄が証券会社のアナリストに全く

カバーされておらず、5社以下のカバー率である銘柄に至っては同エリアの約90%に達してい

小型株は投資テー
マの恩恵を特定し
が、こちらも先ほどの例と同様に同ビジネスからの収益は大きく拡大したが、嗜好品の要素が
やすく、バリュエー
強い化粧品が節約志向の波に押され、大きく落ち込んだため株価は伸びなかった。対して、生
ションも安くエント
理用ナプキンや紙おむつなどの衛生用品製造機を製造する瑞光は世界で20%以上、国内では

株における証券会社のカバレッジが低いという現象は日本特有のものであることも興味深い。

リーできる可能 性
拡大させていることから株価は大きく上昇した。日本電気硝子と瑞光は共に小型株である。大 が高い銘柄が多く
型株は事業を多角化している企業が多いが、小型株の中にはこれらの銘柄のように特定のビジ 存在する

20%である。日本の小型株市場は株式アクティブ運用における最後のフロンティアと称するこ

多いという特徴がある。また、証券会社のカバレッジの低さで議論したようにあまり市場で知

る。この事実は、小型株市場が成長性をほとんど認知されていないような銘柄が数多く存在す
る極めて非効率な市場である可能性が高いことを示唆していると考えられる。また、この小型

80%以上のシェアを持つ同分野の専業企業であり、受注が大幅に伸びたこととシェアをさらに

図4を見ると欧州や北米では全くカバーされていない銘柄は約10%以下で、新興国でさえ約

ネスに事業のフォーカスがあるため、投資テーマからの恩恵をダイレクトに受けやすい銘柄が

ともできるのではないだろうか。

られていない銘柄が多いため、成長性やカタリストがあるにも関わらず市場でほとんど知られ

c) 小型株はテーマ投資をダイレクトに具現化するツール

定しやすく、バリュエーションも安くエントリーできる可能性が高い銘柄が多く存在するという

ておらず株価まで割安に放置されているようなケースも多い。つまり、投資テーマの恩恵を特

株式投資を考える上で成長性の高い投資テーマを見極めることは重要である。過去におい

ことに他ならない。

ても様々な投資テーマが現れては消え、一貫したテーマに投資し続けることは難しいが、テー

図 5 テレビのフラット化

マが市場で具現化する前に見極めて投資し、果実を得ることはスキルの高いマネージャーの多

図 6 新興国におけるトイレタリービジネスの成長
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図 3 日本株の証券会社アナリストカバレッジ割合（規模別）
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図 4 証券会社アナリストカバレッジ割合（国際比較）
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（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset、IBES
Russell/Nomura 日本株インデックスの規模別指数を使用
2015 年 5 月末時点）
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（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset、IBES
日本は Russell/Nomura 日本株インデックスの小型株指数の構成銘柄。
日本以外は Russell Global Index の小型株指数の構成銘柄を使用
2015 年 5 月末時点）
Russell Investments // ラッセル･コミュニケ（日本版）

※当資料において記載されている企業および個別銘柄例は将来の投資収益等の示唆あるいは保証をするものではありません。
また当該銘柄を推奨
するものではありません。
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d) ファクターリスク状況
図7はシングル・ファクターモデルの市場全体に対するアルファ、つまりベータ以外のリターン

投資制約を緩める
ことが許されるので
あれば、より小型株
で勝負したいという
のがファンド・マネ
ージャーの本音で
はないだろうか

要因の推移を見たものである。当該数値は、バリューやモメンタム、銘柄固有要因を筆頭に
様々な効果を内包しているが、小型株はライブドアショックがあった2006年近辺を除くとこの

数値が安定して高いことが分かる。反面、超大型株はほとんどの局面でアルファがマイナス圏

にある。また、図8で見られるように、小型株のベータは安定して低く、大型株のベータは総じ
て高いと言う特徴がある。小型株に投資することでベータを低く抑え、銘柄固有要因で超過

収益を狙うというやり方は案外長期的には報われやすい戦略と言えるのかもしれない。ベンチ
マークを意識した運用商品のファンド・マネージャーには、景気に非常に強気な局面ではメガ

バンク等の大型株に積極投資し、それ以外は中小型株で超過収益を狙うような運用手法を採
るケースが多い。しかし投資制約を緩めることが許されるのであれば、より小型株で勝負した
いというのがファンド・マネージャーの本音ではないだろうか。

図 7 日本株規模別アルファの推移（シングルファクターモデル）
（3 年ローリング、過去 15 年）
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（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset
Russell/Nomura 日本株インデックスの規模別指数を使用
2015 年 6 月末時点）

実は小型株全体の
ボラティリティは決
して高いものではな
く、リーマンショッ
ク後以降はむしろ
大型株よりも低リス
クで、かつ、安定し
ている。

図 8 日本株規模別ベータ値の推移
（3 年ローリング、過去 15 年）
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図 9 規模別ボラティリティの推移
（3 年ローリング、過去 15 年）
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図 10 規模別クロスセクショナルボラティリティの比較
（1 年ローリング、2001 年 10 月 -2015 年 6 月）
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（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset
Russell/Nomura 日本株インデックスの規模別指数を使用
2015 年 6 月末時点）
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（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset
Russell/Nomura 日本株インデックスの規模別指数を使用
2015 年 6 月末時点）

そもそも小型株運用とはベンチマークを意識しない運用の一種
前述の議論からすると、運用者がアクティブ運用上の自由裁量を高めると、小型株バイアス

を高めるインセンティブが働きやすくなると考えられる。実際、小型株運用商品とTOPIXをベ
ンチマークとする運用商品の両方を運用しているような運用機関に対し、運用制約なしにベン

チマークを意識しない運用をする場合にポートフォリオをどのように構築するかを尋ねると小

型株運用のポートフォリオにかなり近くなるという回答が多い。つまり、小型株運用はベンチ
マークを意識しない運用の一種と看做すことも妥当と考えられる。
超大型株

2005/07

2007/08

中型株

2009/09

小型株

2011/10

2013/11

（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset
Russell/Nomura 日本株インデックスの規模別指数を使用
2015 年 6 月末時点）

なお、小型株の銘柄選択にあたっては、純粋に良いと評価する企業をボトムアップアプロー

チでピックアップし、結果としてベンチマークを意識しないことも多い。図11は弊社の日本株リ
サーチ・アナリストが小型株の日本株運用商品の中で、最も高い評価ランクを付けている10商

品のRussell/Nomura 小型インデックスに対するアクティブシェアと推定TEを示したものだ
が、小型インデックスに対しても全ての商品がベンチマークとの関連性が非常に低いことが分
図 11 弊社高ランク小型株運用商品の小型株インデックスに対する乖離

e) ボラティリティ状況
運用上の魅力は高くとも、多くの投資家にとって小型株はボラティリティが高い、つまりリス

クが高いという印象を持っているかもしれない。個別銘柄では確かに値動きが荒く、ストップ

高・ストップ安が頻繁に起こるような銘柄も存在する。ただ、十分に銘柄を分散すると、実は小

型株全体のボラティリティは決して高いものではなく（図9）、リーマンショック後以降はむしろ

大型株よりも低リスクで、かつ、安定している。また、クロスセクショナル・ボラティリティ（銘柄
間格差のボラティリティ）が高い特徴（図10）は、銘柄間の動きが大型株よりも大きく異なるこ

とを示しており、リスク分散し易く、加えて超過収益も狙い易い可能性を示唆するものと考えら
れる。
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（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Axioma 横軸は個々のマネージャー 2015 年 4 月末時点）
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かる。
「小型株運用」に分類されている運用商品に投資する場合、委託者側では「小型株」
ファクターへの投資と整理されているケースが多いのではないかと推察される。しかし、これま

での分析結果からは、小型株運用≒ベンチマークを意識しない運用と看做すことも可能と考え
られる。
最後に

小 型 株＝リスクが
高 いという印象を
捨 て、積 極 的 な投
資 対 象として再 考
する価値があろう

小型株運用に踏み出すにあたっても、ポートフォリオとしての適度な分散と銘柄固有のリス

ク管理に配慮することは無論のこと重要になる。すなわち、小型株へ投資する場合、ベンチ

マークを意識しない運用であっても、分散投資が不十分な“集中投資”とはなっていないかとの
チェックを含めて、運用リスク管理プロセスが整備されているのか充分な注意が必要である。

堅固なリスク管理体制の存在を前提とした上で、優れた銘柄発掘能力を持っているファン

ド・マネージャーに対しては、小型株へのバイアスは制限すべきではなく、むしろ積極的に取る

運用部 日本株式リサーチヘッド

私は、年初に数名の同僚とマイロン・ショールズ博士の講演（CFA協会主催）を聞く機会に

て、積極的な投資対象として再考する価値があろう。特にアベノミクス以降ベータの動きが市

ンチマーク、トラッキングエラー、そして投資判断」という題名で、非常に興味深い内容が含

エーションが高い銘柄も少なくない。図12を見ると超大型株では、PBR2倍越えの銘柄が4割

常に関連性が高いと感じたものである。

のリスク分散を図る有効な手段にもなり得るのである。小型株＝リスクが高いという印象を捨

の一人であり、それによりノーベル経済学賞を受賞したことで知られている。その講演は「ベ

場全体を押し上げてきたが、大型株の中には金利や海外景気への感応度が高く、既にバリュ

まれていた。とりわけ、当社が「どのようにして株式戦略を分析しているか」という観点で非

程度に達しているが、小型株では、未だ1倍割れの銘柄が4割を超す状況にあることが分か

ショールズ博士は、運用機関がベンチマークに対してTE管理を行うといった制約に直面

何故なら、資産運用を外部に委託する場合、所謂エージェンシー問題が課題となるが、TE

管理を行わなければ、運用機関調査とモニタリングにかかる手間暇は非常に過大になるで
あろう。投資家にとって、TEの制約は効率的なリスク管理ツールであり、また、運用機関に

100%
20%

とっても、自らがリスクレベルを調整する必要がなくなることからTE制約を好んでいると言

19%

80%

41%
42%

となる。そしてTE管理が進むほどに、大半の運用機関が類似したアクティブポジションを取
37%

38%

えるだろう。

パフォーマンスを計測し、それを評価しなければならないことも、TE管理に注力する一因

49%

40%
20%

していると指摘した。TE管理による制約は顧客による合理的な要求とみなすこともできる。

TE管理が進むほど
に、大半の運 用機
関が類似したアクテ
ィブポジションを取
るといった「群衆行
動」に結び付く

の制約は、その課題を解消する手段になるからである。多くの投資家にとって、もしTEによる

図 12 サイズ指数別 PBR 分布状況

60%

アンダーソン

TE制約のコストとは何か？
恵まれた。同氏は、有名なオプション理論であるブラック・ショールズモデルにおける起草者

中、小型株活用の余地はますます大きくなってきているのではないだろうか。

スコット R.

スコット R. アンダーソン

べきものであると言うことができよう。小型株はアルファの源泉であると共に、ポートフォリオ

る。世界経済の先行きに不透明感も漂い、日本株式運用においても銘柄選択が重要性を増す

32%

22%

0%
超大型株

中型株

PBR<1

1≦PBR<2

小型株

2≦PBR

（出所：ラッセル・インベストメント グループ、Factset Russell/Nomura
日本株インデックスの規模別指数を使用 2015 年 6 月末時点）

＜参考文献＞
Banz, R. (1981), The relationship between return and market value of common stocks, Journal of Financial Economics 9, 3-18
Brown, P., Kleidon, A.W., Marsh, T.A., (1983), New evidence on the nature of size related anomalies in stock prices. Journal of Financial
Economics 12, 33–56
Fama, E., and K. French, (1993), Common Risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics 33, 3-56
Reinganum, M. (1981), Misspecification of capital asset pricing empirical anomalies based on earnings’ yield and market values, Journal of
Financial Economics 9, 19-46
Roll , R. (1981), A possible explanation of the small firm effect, Journal of Finance 36, 897-888
p / 10

トラッキングエラー（TE）の制約が
もたらすコストとベンチマークを
意識しない運用

Russell Investments // ラッセル･コミュニケ（日本版）

るといった「群衆行動」に結び付くのである。当社は、日本株式だけではなく、世界中でそ
の現象を観測している。

こうした状況は多くの問題を引き起こすことになる。まず、TE制約によって、リスク管理目

的の銘柄への投資を行うことになるが、これは、能力のある運用機関にとって投資機会を逸
失させることになる。さらに、理論上はアクティブ運用によって市場が効率化するほどにアノ

マリーが低減するはずであるが、TE制約によって、むしろアノマリーを増幅させる作用がはた
らくこともある。具体的には、高ベータ銘柄を皆が買い上げるような事例が見受けられる。

そして、最も重要な問題点は、長期投資の視点を失わせることだろう。最終的な富を最大

化させるために、投資家は複利の力を利用する必要がある。実際に投資家が得られるリ

ターンは幾何平均によるリターン（複利）であり、算術平均値ではない。そして、幾何平均リ
ターンは、一度、大きなドローダウンを経験するとマイナスが増幅することになる。最終的な
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富を最大化させるためには、ドローダウン

影響が出てしまうことを意味する。どうす

として、従 来日本 株 式においてロング・

の改善を示唆するものであれば、後に市場

よる制約は、むしろドローダウンを甘受する

テーマについて個人的にBruce Greenwald

ド・マネージャーがロング・オンリー商品を

につながる可能性があるからである。

の回避が不可欠であるにも関わらず、TEに
という矛盾が生じる。というのも、ベンチ

マークである日経平均やTOPI X自体が、
2008年を思い起こすまでもなく、非常にボ

BMA戦略において
適切な商品を選択
すれば、長 期的に
絶対リターンでも相
対リターンでもベン
チマークを上回るこ
とができると信じる

ラティリティが高いからである。

ればそれが可能になるのか？最 近、この
博士（コロンビア大学でバリュー投資研究

の第一人者）と同氏の来日時に議論する機
会があった。そこで合意したのは、焦点を
当てるべき鍵となる要素は「専門性」であ

幸い、日本株式には、TE制約のない運用

るということである。つまり、非常に明瞭か

加の一途を辿っている。所謂、ベンチマーク

機関であり、その分野に注力した銘柄選択

供している運用機関は、一般的に投資家か

位から良いパフォーマンスを獲得できると

とは、ショールズ博士が指摘したエージェン

同時に、どのようにパフォーマンスを評

商品のユニバースが拡大しており、また増

つ特定可能な専門分野を持っている運用

ショート商品を提供していたヘッジファン
提供するようになってきている。当社ではこ

うした変化に柔軟に対応したリサーチを過
去から継続して行っており、実際のところ、
以前ロング・オンリー商品提供を躊躇して

いた有能な運用機関を新たに発掘するた
めの注目分野でもある。

BMA戦略のカテゴリー化

に広く認知されるような継続した価格上昇

本源的価値志向（Intrinsic Value）
自ら算出した本源的価値を下回る銘柄

を絶対リターンベースでねらう運用機関が
該当する。ダウンサイドリスクが限定的な

不人気銘柄を特定し、長期的での価値向

上をねらうものである。本源的価値の算出

を意識しない運用（以下、BMA）戦略を提

とリスク管理を行っている場合に、競争優

ら高い信頼を勝ち取っているようだ。このこ

考えている。

シー問題を既に解消していると言えるのだ

価すれば良いか、という点も簡単ではな

サスティナブル・グロース（Sustainable

品を選択すれば、長期的には（例えば5年

データの両方を使い、当社が管理している

固有要因で高成長の企業をねらう運用

過とともに市場は進化しているため、現在

長が期待でき、かつ、その成長を維持でき

在価値を算出することが多くなっている。

を見出しているという点で、短期的な成長

重複することになるが、本源的価値志向の

なる。当該カテゴリーでは、多くの運用機

り、また、絶対リターンベースで投資する傾

ろう。当社は、BMA戦略において適切な商

以上の期間を想定しよう）絶対リターンで
も相対リターンでもベンチマークを上回る
ことができると信じている。

BMA戦略に対する評価方法

に、その両者を融合させるといった考え方
がある。これらは1930年代にグラハム・

ドッドによって提唱されたバリュー投資に

ユニバース内の全BMA戦略について分析

機関が該当する。これは、数年におよぶ成

では資産価値よりもキャッシュフローの現

と定性的なプロセスへの理解をさらに深め

るだけの高い競争優位を有している企業

サスティナブル・グロースとかなりの部分で

によるモメンタムねらいの運用機関とは異

方が、より低い成長率の銘柄が対 象とな

関が所謂バフェット的な運用プロセスを取

向がある。

を試みた。その目的は、前述した定量分析

ることにあった。また、パフォーマンスパ
ターンが当社の理解と合致しているか、あ

基本的に一致している。つまり、定量分析

相対比較を行うためには、多様なBM A

ス”を理解し定性的な評価を加えるという

しているカテゴリー区分を紹介してみたい。

キャッシュフローと利益の現在価値、並び

Growth）

るいは、正しい同業他社比較が可能になる

に加えて、運用機関の“ベスト・プラクティ

当社が日本株式のBMA戦略に対して利用

にあたっては、資 産価値、長 期継 続的な

い。当社は、パフォーマンスと保 有銘 柄

当社の当該戦略に対する運用機関評価

プロセスは、伝統的なベンチマーク運用と

かも確認することができる。

戦略を定量分析と定性的なプロセス評価

を通じてカテゴリー化することが必要とな

り入れている。

成長志向（Growth）

その源流を求めることができる。時代の経

アクティビスト（Activist）
様々な手法を使って企 業価値向上、増

高い利益成長と株価の強さが伴う銘柄

配、自社株買いを行うよう経営層に働きか

のカテゴリーに明確に分類されることが少

ブル・グロースとの違いは、よりダイナミッ

好まれる銘柄は近年多様化しており、最近

ことも多々あるからである。さらに、株式市

その変化とは、前向きなトレンドであり、そ

ことがトレンドになりつつある。

ス自体が変化するため、カテゴリーを調整

ている。市場や産業における構造的変化を

フレキシブルリターン追求型（Flexible）

実は、BMA戦略への投資は簡単ではな

ティビストにおいては、敵対的なアクティビ

こともある。また、なかにはポジティブな業

プの戦略である。市場を上回る、あるいは

商品を避けなければ、運用実績に多大な

へシフトしている。また他の代表的な変化

関も存在する。それらのモメンタムが市場

投資するといった目標以外に明示的なプ

ものである。評価項目は、運用者の質、組

織環境、ポートフォリオ構築、リスク管理、
執行等が該当するが、特にBM A戦略では

ポートフォリオ構築とリスク管理のプロセ
スを理解することが重要であると考えてい

る。というのもBMA戦略と伝統的なベンチ
マーク運用における明らかな相違点がそこ
にあると見ているからである。

い。それは、最高の商品を見極めつつ悪い
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る。この分類は有効である一方、実は限界
も存在する。その原因は、ある商品が一つ

をねらう運用機関が該当する。サスティナ

ける運用機関が該当する。当該運用機関に

なく、複数のカテゴリーにまたがっている

クな変化に焦点を当てていることである。

では成長余力がある質の高い銘柄をねらう

場自体の連続的な進化に伴い運用プロセ

れが持続、さらには加速することを期待し

する必要も生まれるのである。例えば、アク

受けた長期の潜在的成長性にも着目する

ストから友好的なエンゲージメントタイプ

績改善や利益上方修正に注目する運用機

Russell Investments // ラッセル･コミュニケ（日本版）

に織り込まれていないファンダメンタルズ

Russell Investments // Russell Communiqué

このカテゴリーは評価が最も難しいタイ

「ミス・プライス」であると考えた銘柄へ
ロセスをもっていない運用機関も存 在す
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トランジション・マネジメントの
コストとリスク

る。単独のPMのスキルへ依存することも
多く、その能力に対する定性的な評価が鍵
を握る。

日本株式を長年リサーチしてきた者とし

て、投資家が可能な限り最終的な富の最大

本編はラッセル・インプリメンテーション・サービシーズ（米国）が作成した「トランジ

化を考える場合、よりBM A戦略の採用を

ション・マネジメントのすべて」の中から、運用戦略の入れ替えの際につい見落としがちなコ

検討すべきではないかと考えている。当社

ストとリスクに焦点を当ててその内容を抜粋、要約したものです。

は、この分野でお客様をサポートするため
の最善の努力を続けており、よりお客様と

はじめに

深く議論することを望んでいる。

近年、トランジション・マネジメント(TM)に対する関心が高まっていますが、それには二

つの要因があります。一つは、1ベーシス・ポイントの差も重要となる厳しい市場環境では、
TMによって大幅なコスト削減を実現し、ポートフォリオ全体のリターンに貢献するという点

です。二つ目は、透明性の欠如や一部のプロバイダーの市場からの撤退についての報道に
より、投資のスポットライトがこの業界に戻ってきたという点です。2014年2月に金融行動

監視機構（FCA）が英国におけるTMプロバイダー調査の結果を発表し、同業界にさらに
注目が集まりました。調査では、英国で毎年約700もの運用マンデート、1,650億ポンド（1

ポンド＝170.14円換算で約28兆円）以上の資産がトランジションされていることを受け、

資産保有者にとっての同業界の重要性が述べられています。FCAはまた、投資家によるTM
に対するより厳格なガバナンスや、一部のプロバイダー企業における透明性とコミュニ
ケーションの改善の必要性も強調しています。

トランジション・コスト
トランジションには管理すべき2つの種類のコストがあります。それは目に見える明示的コ
ストと目に見えない非明示的コストです。
明示的（目に見える）コスト
明示的コストは客観的に測定でき、以下の事柄が含まれます

p / 14
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››

合同運用ファンドの売買手数料：ファンドの解約または購入のために合同運用ファン

››

（証券等の）売買手数料：取引のために支払われる手数料。通常、トランジション・マ

››

運用管理手数料：トランジション・マネージャーはトランジション･マネジメントに対

››

カストディー・フィー：（証券等の）所有者情報の変更手続きのためにカストディアンに

››

税および取引所手数料：英国の株式購入に対する印紙税など

ドにて徴収される。例：信託財産留保金等の希薄化賦課手数料
ネージャーは報酬をこの形で受け取ります。

し、明確な資産残高ベースの手数料という形で報酬を徴収することもできます。
支払われる手数料

Russell Investments // Russell Communiqué
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非明示的（目に見えない）コスト

目 標として いるポートフォリオのパ

非明示的コストは測定が困難で、以下の事

フォーマンスには差が生じる場合がほ

柄が含まれます。
››

よってプラスにもマイナスにもなりま

格の差です。買い手と売り手の数が増

コストの低下につながります。
››

外国為替：外国為替の取引による手数
料は明示的コストとして見積もること
も可能ですが、通常は約定価格のスプ
レッドを通じて非明示的コストとして
見積もられます。年金基金は外国為替

取引を自動的に運用マネージャーまた

す。

トランジション・リスク

運用上のリスク
››

に悪影響を与える公算が高いです。
››

機会コスト：理論的には、新たな運用
マネージャー採用とともに新たなポー
トフォリオに遅延なく移行したいところ

ですが、実際には時間がかかります。

p / 16

取引を引き受ける「バイ・イン」といっ

た形で、コストのかかる影響が生じか
ねません。また、一つの証券が決済さ
れなかったことで必要な資金が手に入

らず、他の証券の決済問題につながる

可能性があります。トランジションにお
ける取引量の多さを考慮すると、正確

変動性が高かったり流動性が低い場

な決済手続きは不必要な追加コストを

合はエクスポージャー・リスクにつなが
る可能性があります。
››

取引リスク：取引戦略が優れていない

避けるために必須となります。
››

場合は不利な取引価格での執行につ

ながる可能性があります。例えば、取引

量が多すぎる場 合は過大なマーケッ
ト・インパクトにつながることになり、

多様な取引ルートを十分利用すること
ができない場合は最良執行価格を得

ることが出来ないかもしれません。債
券市場のように中心的な取引所が存在

た取引が１つでも決済されない場合、
す。罰金、遅延利息の請求、または自ら

の違いです。個別の保有銘柄も、特に

入はその価格を上昇させる場合がある

決済リスク：トランジション中に行われ
多くの問題に波及する可能性がありま

フォリオのエクスポージャーの不一致

型等の）時価総額規模、国または通貨

マーケット・インパクト：投資資産の購

合で大量の取引を行う場 合には価格

エクスポージャー・リスク：新旧ポート

産クラス、地域、セクター、
（大型／小

能性があります。

に、証券が頻繁に取引されていない場

››

スポージャー・リスクの主な要因は資

手数料制度は不適切で不当に高い可

には大量の取引が必要となります。逆

ります。

つながる可能性があります。市場エク

ションのような大口取引では、既存の

く非常に複雑である場合が多いため、

項のリスクの引き金となる可能性があ

によるパフォーマンスの差から損失に

定して設定されます。しかし、トランジ

コミュニケーション・リスク：取引が多

コミュニケーションが乏しい場合は本

は、トランジション期間中、この不一致

数料水準は比較的小規模な取引を想

されている場合、価格に影響を及ぼす

››

レーショナル・リスクです。

に手数料について合意します。この手

があります。対象の証券が頻繁に取引

オペレーショナル・リスク

伴います。それ は 運 用上のリスクとオペ

る場合があり、そのような場合は事前

一方、売却は価格を下落させる可能性

それがあります。

トランジションには2つの種類のリスクが

はカストディアン（受託銀 行）に委ね

››

様の不利益になるように設定されるお

ポートフォリオの相対 的 価 格 変 動に

購入希望価格と最も低い売却希望価

から見積もりを取る際にトレーダーに

ブローカー側は自己ポジションをお客

と呼ばれます。この機会コストは、新旧

ますが、スプレッドは証券の最も高い

情報の漏洩：例えば複数のブローカー
取引しようとする内容を伝えることで、

るパフォーマンスの差異が機会コスト

「ビッド/アスク」スプレッドとも呼ばれ

プレッドは縮小します。これは潜在的

››

とんどです。市場全般の動きに起因す

スプレッド：「ビッド/オファー」または

加、つまり株式の流動性が高まるとス

ます。

この期間、実際に保有している資産と

››

年金基金は通常、トランジション期間中

の不必要なコストを削減し見返りのないリ

スクを軽減するための複数の戦略を用いる

ために、トランジションの専門家を利用し
ます。

お客様のファンドに適切なトランジショ

ン・マネージャーを選定することは悩まし

い課題かもしれません。プロバイダーの報
酬体系についての透明性が高くない場合
が多く、
（運用）実績の提示の仕方が標準
化されていないため、同一条件下で比較す
ることが困難です。そのような比較は、プロ

バイダーが非明示的コストを隠したり、パ
フォーマンス実績に含めるトランジション・

イベントを都合よく選ぶことでお客様の不
利に働く場合があります。

取引手数料のみに注目してはいけない
目に見える手数料は顧客が最も交渉す

ることができる分野だと思われがちである
ため、顧客が明示的手数料の最も低いプ

ロバイダーを探すのは理 解できることで
す。しかし、既知の通り、最も安い手数料

は必ずしも最も安い全体コストや最良の結

果につながるわけではありません。一般投

取引リスク：ファンドが現在保有しな

資家にはより大きな潜在的コストが存在し

引してしまうリスク。

のInvestment Technology Group社は、明

い、または保有すべきでない証券を取
通貨のマイナス残高：決済を滞りなく

行うには正しい取引が執行され、該当

する通貨が用意されていないといけま
せん。不正確な通貨残高により他の通
貨がマイナス残高となる可能性があり
ます。

しない市場では後者は特に問題となり

Russell Investments // ラッセル･コミュニケ（日本版）

トランジション・マネージャー の
選定

ます。米国の取引コスト分析プロバイダー
示的手数料が実際は全体の取引コストの

最も小さな部分の一つを占めるにすぎない
ことを示しています。米国下院金融委員会
に提出された専門家証言も、全体のトラン

ジション・コストはしばしば手数料コストの
10倍であると述べられ、このことを確認す
る内容となっています。

一部のケースでは当初トランジション・

Russell Investments // Russell Communiqué
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マネージャーは必要ないと思われても、実

ができます。イベントが単純で少額な、合

えば、単純な運用マネージャーの変更では

の 管 理と執 行にトランジション・マネー

際はそうではないことがしばしばです。例

あるものの、新興国市場や社債のポート

フォリオ再構築のケースが当てはまる可能
性があります。このような市場では、短期間

（一日以内）における価格の変動が大きく

なる傾向があります。このため、このリスク
を管理するトランジション・マネージャーが
いなければ、年金基金は不利な価格変動に
よって打撃を受ける可能性があります。

同運用ファンドの入れ替えである場合、こ
ジャーを雇うのは無意味かもしれません。

用語集
明示的（目に見える）コスト
これらのコストは通常透明性が高く、客

しかし、相談する過程で恩恵を受ける可能

観的に測定することができます。例えば、

ントの計画段階で関わることで、リスクとコ

運用ファンドの希薄化賦課手数料（信託財

の目的が達成されるようにアレンジされて

用報酬などです。

性はあります。TMの専門家がこの種のイベ

取引手数料、税金やその他手数料、合同

ストの関係が最適な組み合わせにて基金

産留保金）、カストディー・コスト、資産運

いるか、の確認をする手助けとして役立ち
ます。例として、合同ファンドの投資と解約

また、流動性（売買のしやすさ）やスプ

のタイミングが、市場エクスポージャーの

する透明性が低いこれらの専門的市場に

ているか、確認するということが挙げられ

実 際に発 生したコストと予想コストの

差。トランジションでは通常、レガシー・
ポートフォリオとターゲット・ポートフォリオ

の間の銘柄固有のパフォーマンス差異を
意味します。

非明示的（目に見えない）コスト
ビッド–オファー・スプレッド・コスト、

レッド（取引の潜在的コストの一つ）に関

分断リスクを最小化されるように管理され

マーケット・インパクト・コスト、機会コスト

おいて、トランジション・マネージャーは現

ます。

が困難なコスト。

地の経験、専門知識、およびブローカーと

機会コスト

など、通常は透明性が低く、測定すること

インプリメンテーション・ショートフォール

の関係を有効活用することができます。こ

（IS）

れにより、イベントの予想コストを大幅に

トランジションのコスト測定のために一

低下させ、全体の投資リスクを低減するこ

般に認められた業界基準。ISは取引手数

とができます。

料、税金、その他手数料、外国為替、ビッド-

全ての潜在的なトランジション・イベント

アスク・スプレッド、
マーケット・インパクト、

の計 画 段 階 からトランジション・マネー

および機会コスト損益を含む、トランジショ

ジャーに相談することで恩恵を受けること

ンに関連する全てのコストを反映します。IS

は（ターゲットとなる）新ポートフォリオがト
ランジション開始の前日にゼロ・コストで構

築されたとの想定で実際のトランジション・
ポートフォリオのリターンと新ポートフォリ
オのリターンを比較し計測されます。
流動性
資産または証券が資産の価格に影響す

ることなく市場で売買できる度合い。流動
性は高いレベルの取引活動を特徴としてい
ることが多く、非流動性は低いレベルの取

引活動と結びついていることが多いです。

容易に売買できる資産は流動的資産と呼
ばれます。
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未来への「資産」移管
オペレーション部長

続して、またクオリティを上げながら当社

ろは守り、そして発展させるところは発展さ

将来の当社の歴史、礎の一端を担い、当社

て、その過去からの「資産」を守るべきとこ
せ、それを未来の女子サッカーを担うべき

小泉 貴洋

ものに受け渡すべく、今を全力で戦ってい
る。

小泉 貴洋

2015年7月6日カナダ バンクーバーで女子ワールドカップ決勝戦が行われ、ご存知の通

り、2–5で「なでしこジャパン」は女子アメリカ代表に敗れてしまった。

この日は月曜日に当たるため、試合をライブ中継で見ることは叶わなかったのだが、その

日の夜にはスポーツニュースをいくつも梯子し、また後日録画しておいた試合を観戦して見
たりもした。

予め結果が分かっているとなかなか楽しめないものなのだが、この試合に限っては「なで

しこジャパン」の各プレイヤー、監督の一生懸命さ、最後まで諦めない姿勢がひしひしと伝
わり、結局、最後まで通して観戦した。

テレビモニターからは、
「なでしこジャパン」の面々が涙する姿が映し出されていたのだ

が、その涙は一生懸命努力しこの舞台にたどりつき、そして全力を出し切ったからこそ出てき

たものであっただろう。一方で、自らを振り返ると涙する程全力を出し切ったことが社会人に
なってからあったのだろうかと考えさせられ、月並みな言い方になってしまうが非常に勇気と
感動をもらい、自らを省みる良い機会を「なでしこジャパン」からもらったと感じている。

「なでしこジャパン」は、日本サッカー協会がアテネオリンピックを前に、サッカー女子日

本代表チームの愛称を公募し、約2,700通の中から選ばれた愛称であり、アテネオリンピッ

クのアジア予選として行われた「AFC女子サッカー予選大会2004」の際に「大和撫子」とい

う言葉が良く使われていたため、それをもとに「世界に羽ばたき、世界に通用するように」と
の願いを込めて「ジャパン」を追加し、
「なでしこジャパン』としたと言われている。

また「なでしこジャパン」は2004年新語・流行語大賞の候補60語にもノミネートされてい

る。
（ちなみに、同年の年間大賞は「チョー気持ちいい」
（北島康介）であり、トップ10には

「気合いだー！」
（アニマル浜口）、
「自己責任」、
「新規参入」
（堀江貴文）、
「中二階」
（山
本一太衆議院議員）、
「冬のソナタ」などがある。）

「なでしこジャパン」の各プレイヤー、関係者は男子サッカーと比べ決して待遇の良くな

い女子サッカーを一過性のブームでなく「文化」にまで押し上げたいという使命を持って戦
い、女子サッカーを普及させることにまで思いを馳せプレーをしていると報道されていた。

しかしながら、そういった姿勢を示すべ

きは何も「なでしこジャパン」だけに限った
話ではない。

の「資産」を未来に引き継げるよう自覚を

持ち、精進していく必要性があることを「な
でしこジャパン」の奮闘ぶりから再認識した
次第である。

今回の女子ワールドカップはカナダで行

われており、バンクーバーのBCプレイスと
いう競技場は決勝戦含め数試合使用され

ル・ジャパン株式会社、フランク・ラッセル

いたこともあり、テレビモニターから映し出

証券投信投資顧問、ラッセル・インベストメ

の試合とは別に非常に楽しめた。また私は

至っているが、当社にも同じく過去から当社

いた。

至っている。

という二つが揃うことが今後ないかも知れ

務所を開設し、日本法人フランク・ラッセ

ていたが、私は以前バンクーバーに住んで

投信株式会社、ラッセル・インベストメント

されるバンクーバーの風景も女子サッカー

ント株式会社と社名を変えながら現在に

学生時代サッカー部に所属し汗を流して

の社員が築いてきた歴史、礎があって今に

「サッカーの世界大会」
「バンクーバー」

当社は、日本で初めてマル チ・マネー

ジャー運用を導入したわけであるが、日本
に進出当時はお客様とのリレーション・信

ないことを今さらながら気付き、私はどうや
ら個人的な絶好の機会を逃してしまったよ
うだ。

頼関係の構築、日本の信託銀行をはじめ

とする関係各社との関係構築、運用プロ
セス、事務スキーム構築など一から全てを

行う必 要があり、そういった 歴 史、礎 を

我々が現在引継ぎ、継続してお客様に当社
のサービスを提供出来る体制を構築して
いる。

私は2007年に当社に入社し、一貫してオ

ペレーション部に在籍しているが、すでにそ
の時点で引き継いだ「資産」が多々あった

が、私が入社してからも部門内のメンバーと
共に国内外の当社社員、関係他社と協力し

年生が全国で初めて女子サッカークラブを26名で結成したものであり、組織として確立され

を継 続して見直し、状況に合わせたオペ

だと思うが、日本における女子サッカーの最初の記録は1966年に兵庫県神戸市の小学校6

てより良いサービス提供を出来るよう、現状

てきたのは1979年「日本女子サッカー連盟」が任意団体として設立してからになる。

レーションサービスを提供出来るように心

Russell Investments // ラッセル･コミュニケ（日本版）

サービスをお客様に提供出来るよう、また

当社は、1986年に日本に進出、東京に事

「なでしこジャパン」という愛称を得、世間の認知度が上がって来たのはここ数年間程度

現在の「なでしこジャパン」は歴代の女子サッカーに係わる方々が築いてきた歴史、礎、
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汗、涙、思いを引き継いで今に至り、そし

掛けている。

現在当社に在籍している我々は今後も継
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主な投資リスク
投資一任契約において、当社の投資判断者がその運用指図により投
資を行なう、
もしくはその可能性のある外国籍投資信託受益証券・投
資証券（「ファンド」）には、以下に挙げるリスクがあります。
①株式の価格変動
株価変動リスク：一般的に、株式の価格は、発行企業の業績、国内外の
景気・経済・政治情勢などの影響を受け変動します。
したがって、株価
が下落した場合には、投資元本を割り込むことがあります。特に小型
株式は、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動します。
ま
た、相対的に市場規模や取引量が少ないために、市場実勢から期待さ
れる価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクが大きくなる
場合があります。市況によっては大幅な安値で売却を余儀なくされる
可能性があり、投資元本を大幅に割り込むことがあります。
信用リスク：株式の発行企業の経営・財務状況の悪化や取引先等の経
営・財務状況が悪化した場合又はそれが予想された場合及びそれら
に関する外部評価の変化があった場合には、当該企業の株価は下落
し、投資元本を割り込むことがあります。
②債券の価格変動
価格変動リスク：債券は、金利の変動により価格が変動します。一般的
に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落し
ますので、金利の変動等により投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク：債券の価格は、市場環境の変化・発行体の経営不振、財務
状況の変化により、債券の利息や償還金をあらかじめ決められた条件
で支払うことができなくなる場合（債務不履行）又はできなくなると予
想される場合には、大きく下落します。
また、外部評価の変化等により
売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります。
この結果、投資
元本を割り込むことがあります。
③為替変動リスク
外貨建資産を円換算した資産価値は、外国為替相場により変動しま
す。外国為替相場は、各国の政治・経済情勢・金利変動等を要因として
変動します。外貨建組入れ有価証券等について、その外貨の為替相場
が円高方向に進んだ場合には、当該有価証券等の価格は為替による
影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。特に、新興国の為替
相場は短期的に大きく変動することがあり、先進国と比較して相対的
に高い為替変動リスクがあります。
為替ヘッジを行う場合には、円金利がヘッジ対象通貨建ての金利より
低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストが発生し
ます。
また、為替変動リスクの低減を図る目的で為替ヘッジを行うこと
がありますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありませ
ん。
④カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済・社会情勢の変動等により市場
に混乱が生じた場合、又は取引に対して新たな規制が設けられた場
合には、有価証券等の価格（表示通貨建て）が大きく変動したり、売買
が制限されたり、売買や受渡し等が不能になる場合があり、運用方針
に沿った運用ができない可能性があります。
また、通貨不安が発生し
て、大幅な為替変動が起こる、円への変換が制限される、あるいはで
きなくなる場合があります。

金することができません。
したがって、お客様が受託資産の一部解約
又は投資一任契約の解除をご希望された際に、必要な措置を講じる
まで一部解約又は契約の解除を行うことができない場合があります。
また、金融商品によっては、申込み及び換金について、頻度・事前通知
期間・換金等に制限を受けることがあります。
⑥派生商品への投資/利用に伴うリスク
有価証券先物・指数先物取引、
スワップ取引または有価証券オプショ
ン等のデリバティブ取引の投資手法を用いることがあります。
これらの
投資手法に係る投資価格は、市場動向等の変動の影響を受け、短期
的又は長期的に大きな損失が発生する可能性を有しており、投資元
本に影響を与える可能性があります。
こうした投資手法は必ず用いら
れるわけではなく、
また用いられたとしても本来の目的を達成できる
保証はありません。
また、取引相手の倒産などにより、当初の契約どお
りの取引を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対
売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか
反対売買ができなくなるリスクなどがあります。
⑦金融商品の流動性リスク
市場規模や取引量が少ない金融商品又は流動性に制限がある若しく
は非公開の金融商品を投資対象とした場合、市場実勢から期待され
る価格で売却できない可能性又は取引が不可能となるリスクがあり
ます。特に、新興国における当該影響は、先進国と比較して相対的に
大きなリスクが伴います。
この場合、受託資産の一部解約又は投資一
任契約の解除をご希望されたお客様に、適時に解約代金をお渡しで
きないことがあります。
⑧その他のリスク
レバレッジを利用した場合、投資リスクを大きく増加させる場合があり
ます。
また、
レバレッジ効果による期待収益を上回るコスト増となる可
能性があります。
ショート取引を利用した場合、売建てた株式等が値上がりした場合、
投資リスクを大きく増加させ、投資元本を割込むことあります。
裁定取引を行う場合、短期的かつ急激な市場環境の変化等により、当
初想定した収益を実現できない可能性があります。
金融商品によっては、時価の取得に相当の期間を要するため、お客様
の投資元本が同時点での資産状況を正確に反映しない場合がありま
す。

これらの費用については、投資対象及び運用状況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。
各費用の詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
③インプリメンテーション・サービスにかかる報酬・手数料について：
当執行サービスに対して投資顧問料とは別に費用がかかる場合があ
ります。当執行サービスの費用は、個々のお客様との間の執行条件等
により異なるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
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法律、税制、その他規制の変更により、投資対象が影響を受け、投資元
本を割込むことがあります。

当資料において記載されている数値、データ等は過去の実績であり、
当資料のいかなる記述も将来の投資収益等の示唆あるいは保証をす
るものではありません。

※上記は主な投資リスクであり、
リスクはこれらに限定されるものでは
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当資料で表示したシミュレーションは過去の実績等を加工・分析した
ものであり、本資料のいかなる記述も将来の投資収益等の示唆ある
いは保証をするものではありません。
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費用について
①投資一任契約に基づきお客様にご負担いただく費用
・投資一任契約に基づき投資顧問料がかかります。投資顧問料は、個
々のお客様との間の交渉によって取り決められた報酬率によって調整
されるため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※税法が改正された場合は、投資顧問料に係る消費税等相当額が変
各資産の取り扱いは、それぞれの外国の売買制限や課税制度等に準
更になることがあります。
じますが、
これら制度等の変更が行われる場合があります。
これらの事
由により投資元本を割り込むことがあります。
また、新興国における当
②投資一任契約において、当社の投資判断者がその運用指図により
該影響は、先進国と比較して相対的に大きなリスクが伴います。例え
投資を行なう、
もしくはその可能性のある外国籍投資信託受益証券・
ば、政府当局による海外からの投資規制等が導入されることや、政策
投資証券（「ファンド」）に関連する費用
の変更等により市場が著しい悪影響を被る可能性があります。
さらに、
税制が一方的に変更されることや、新たな税制が適用されることによ （当費用はファンド財産から差し引かれるものでお客様に別途お支
払いいただくものではありません。）
り、投資元本が影響を受ける可能性があります。
・ファンドにはManagement fees、Performance fees, Custodian and
⑤クローズド期間並びに申込み及び換金に関する制限
trustee fees、Sub-custodian fees、Administration fees、Anti Dilution
クローズド期間がある金融商品を投資対象とする場合、同期間中は換
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levy、Audit fees、Professional fees、Registration fees、Marketing
fees、Miscellaneous fees、Security broker fee、Swap fee、Bank
interest等がかかる場合があります。
また、
ファンド・オブ・ファンズ形式
を採るファンドについては組入れファンドに関して上記の費用がかか
る場合があります。
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インデックスについて
インデックス自体は直接的に投資の対象となるものではありません。
インデックスには運用報酬がかかりません。インデックスは資産運用
管理の対象とはなりません。
ラッセル・インデックスに関連するトレードマーク、サービスマークおよ
び著作権は、ロンドン証券取引所グループに属する会社に帰属しま
す。
Russell/Nomura日本株インデックスは、野村證券株式会社が公表し
ている指数で、その知的財産権は野村證券株式会社及びRussell
Investmentsに帰属します。なお、野村證券株式会社及びRussell
Investmentsは、対象インデックスを用いて行われる弊社の事業活動・
サービスに関し一切責任を負いません。
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《お問い合わせ先》
ラッセル・コミュニケ（日本版）へのご意見、ご要望は、クライアント･サービス本部までお寄せください。

三木 威

川幡 哲也

谷 勝之

浅岡 恵美

三宅 著

小倉 真

合田 幸恵

大橋 理瑛

ラッセル・インベストメント株式会社
クライアント・サービス本部

E-mail : Russell_Tokyo_Clientservices@russell.com
TEL : 03-5411-3625

FAX : 03-5411-3670

〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目3番37号 プラース・カナダ
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第196号

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

