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はじめに
ほとんどの投資家が2012年度以降4年間連続で市場上昇の恩恵を受けてきましたが、2016

年に入り資本市場は久しぶりの転換期を迎えようとしています。
ここ1～2年世界株式には割高感が指摘されており、金利は先進国中央銀行の量的緩和策に

より超低水準に位置（すなわち債券も高値）していました。米国の金利引き上げが慎重に段階
的に進められたとしても、利上げの過程で株式市場が乱高下する局面があるとも予想されてお
りました。しかし、大方の予想より早くしかも大きな下落を伴う市場の混乱が発生しました。市
場は予測できるようで予測できない、少なくともいつモーメントが転換するかを予想することは
至難の業です。

予測できない市場を相手に投資家は如何に対峙すべきなのでしょうか。2000年代までは、
ベンチマークに対する超過収益を稼ぐことがアクティブ運用機関の仕事であると定義され、機
関投資家もその集合体である複合ベンチマークに対する超過収益を管理上の目標と定義して
いました。最近では、アウトカム・オリエンテッド、（絶対値ベースでの結果、最終的に積み上げ
られる資産額の大きさ）に焦点を当てる考え方が徐々に主流になりつつあります。紙面の都合
上この解説は省きますが、資産運用の仕事の目的・プロセスも時代を経て変化してきました。

今回の巻頭記事では「生物の進化から学ぶ資産運用の未来について」と題し、本部よりお話
しさせていただきます。読者の皆様も資産運用のあり方について日々熟慮されていると思いま
す。特に相場の転換を乗り切るためには、資本市場に対する理解や投資行動の軸を自身の中に
持っておく必要があります。長期に渡り生命をつむいでいく営みを題材にその軸は何かを皆様
と共に考えます。

さて、進化論のキーワードは偶然による突然変異と自然選択ですが、これは複数の世代に
跨った超長期のスパンでの進化に対応するものです。それとは別に、各々の世代で技を磨き極
める「進歩」もあります。本号のテーマである「インプリメンテーション」は、資産運用に磨きを
かけ、運用成果を効率化させるまさに進歩の営みと言えるでしょう。インプリメンテーションと
は一般的には「実行」「実施」「履行」と訳されますが、投資運用の世界では「執行」と訳される
ことが多いと思います。

最初に、山浦より「インプリメンテーション：Mind the GAP」と題し、執行戦略の発展の過程
とそれが年金運用に果たす役割について述べます。執行戦略は主に米国で生まれ発達してきた
ものですが、次の章では「効果的なインプリメンテーションを通じてリターンを拡張せよ」と題
し、実例も踏まえつつ、それがどのように、そしてどれくらい投資家の運用成果に貢献するもの
かをご紹介いたします。そして最後に「ポートフォリオ・インプリメンテーションの実務」と題し、
インプリメンテーション業務に関わる実務者が、日 ど々のように業務を遂行しているかを、春成
より実録風にご紹介いたします。本論文は社員個人の働き振りをご紹介するものとして本号で
のコラムの役割も兼ねております。

本誌が、皆様の今後の意思決定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。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

喜多 幸之助
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生物の進化から学ぶ
資産運用の未来について
コンサルティング部 エグゼクティブ コンサルタント／年金数理人
本部 崇仁

本部 崇仁

先日、「進化とは何か」（著：リチャード・ドーキンス）を読んだ。生物の進化についての子
供向け講演会の内容を書籍化したものだが、大人が読んでも十分に読み応えがあり、非常
にお勧めできる書籍であった。生物の進化は、非常に神秘的で疑問が尽きないが、この書籍
は、新鮮な感動を与えつつ多くの謎を解いてくれる。

生物の進化のプロセスは、何十億年という途方もない時間を経て洗練されたシステムであ
り、その本質から我々が学ぶべきことは少なくない。年金運用面でも、応用できないか考え
てみたい。

進化論は、IT の発達で検証できるようになった

ご存知の方も多いと思うが、まずダーウィンの進化論（以下、「進化論」）のおさらいから
始めたい。進化論の要諦は、比較的シンプルだ。ランダムに発生する突然変異によって、
様々な変化が生物に起こり、環境に適用した個体が生き残るというものだ。

高校の生物の時間に「生存競争の過程で、より首の長い動物が、より高い木の葉を食べる
ことで生き残り、結果として首の進化したキリンのような動物が誕生した」といった内容で
学習した人も少なくないだろう。進化は、神の意思や自らの意思によって必然的に起きたの
ではなく、偶然の突然変異と自然選択という極めてシンプルなメカニズムで構成されている
という考え方だ。

しかし、進化論は、シンプルさが故に、現実と照らすと納得しにくいところもある。それ
は、極めて発達した組織、器官、そして個体が、このシンプルなメカニズムで誕生するように
は思えないからだ。一般的な感覚で言えば、何らかの意思や超自然的な力の存在を考えて
しまう。

例えば、高度に発達した眼は、ピントを正しく合わせる水晶体、像を結ぶ網膜、光の量を
調節する虹彩といった繊細なパーツで構成されるが、突然変異と自然選択だけで誕生した
とは俄かには信じがたい。眼とほぼ同機能を持つカメラが、地球上の最高の材料をあつめ、
どんなに時間をかけて丁寧に混ぜ合わせたとしても、箱の中に偶然誕生しないことは、誰で
も知っているからだ。
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（出典）http://www.vc-p.jp/vcd/

しかし、ITの発達により、我々はこのよう
な疑問に対し、容易に理論の確度を確認で
きるようになった。シミュレーションを重ね
ることで進化のメカニズムを仮想空間で検
証できるようになったのである。

先の眼の例でいえば、スウェーデンの科
学者ダン・ニールソンが行ったシミュレー
ションによって、単に平面に光を感ずる細胞
を並べたシンプルな組織モデルから、高度
に発達した眼と同等の組織が生まれること
が確認された。このシミュレーションとは、
自然環境を模し、何らかのルールを与え時
間経過とともにどの様な変化の可能性があ
るか検証するALM分析のようなモンテカル
ロシミュレーションを指す。なお、彼が行っ
たシミュレーションのルールは非常に単純
で、突然変異として、様々な組織を確率的に
少しずつ変化させ、自然選択として、物理の
法則を用いて、よりはっきりと像を結ぶ構造
を点数化して、点数の高いものを次世代に
残すというものであった。

シミュレーションの前提条件である突然
変異の程度や確率は、必ずしも高くなかっ
たようだが、それでも高度な眼が生まれるま

でに必要な世代数は25万に過ぎなかった。
25万世代というと大きな数値のようにも感
ずるが、極めて微小な突然変異が10年に1
回起きる前提で25万回は、40億年の生物
の進化の歴史でみれば、わずか0.06％の期
間に過ぎない。単純な細胞の突然変異は比
較的頻繁に起きることや世代交代がより短
いことを鑑みると、より短い期間で単純な
細胞群から高度に進化した眼が生まれた可
能性だってあるのだ。

ところで、動物番組等では、動物の進化
について誤解を与えかねない表現がとられ
る場合がある。例えば、ナナフシの形につ
いて「敵から身を隠すために、体が枝のよう
に変化した」のような表現である。しかし、
我々がどんなに羽が欲しいと望んでも羽が
生えてこないのと同様に、自らの意思や意
図で体の一部が機能的に進化するという考
えは常識的には無理がある（我々より意思
の力が弱いと考えられる動物だけが実現で
きるとは考えにくいのだ）。もっと別のメカ
ニズムで進化が起きたと考える方が合理的
なのだ。

（出典）昆虫研究所

なお、進化論の視点で見たナナフシの物
語は非常にシンプルである。「長い年月の中
で突然変異によって様々に変化する個体が
あったが、自然選択により、少しでも枝に似
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運営スタンスを、計
画重視の一本柱か
ら、目的適合性が
高い判定ルールの
構築、確実に進化
させるためにプロセ
スの頻度の増加の
３本柱に移行させ
る

た個体が生き残ることができた。世代を重
ねることによって結果的に枝と全く見分け
がつかない現在のナナフシが誕生した」と
いう感じだ。番組プロデューサーの視点で
見ると、些かドラマティックではない展開だ
が、ITの発達によって、シンプルなメカニズ
ムで複雑な進化が起こりうることは簡単に
検証されてしまったのだ。

進化論の本質と資産運用プロセスを比較
する

進化論のキーワードは突然変異と自然選
択だが、その本質は、次のように言い換えら
れる。すなわち、突然変異のように変化がラ
ンダムで、変化自体には必ずしも効率性向
上に寄与しない場合が多く含まれていて
も、優勝劣敗が明確に判定できれば、最終
的には進化するということだ。そして、この
プロセスの回数を増やせば増やすほど、想
像より早く、しかも非常に高度に進化できる
ということだ。

この本質を頭の片隅に置きながら、年金
運用プロセスについて考えてみよう。年金
運用の見直しは、突然変異のように偶然で
はなく様々な分析に基づき計画的に行われ
る。計画が正しければ、偶然な変化より早く
進化できるが、一方で、誤った計画が繰り返
されれば、永遠に進化が果たせないリスク
も負っていると言える。

年金運用と生物の進化のプロセスで最も
大きな差異は、目的適合性が高い判定ルー
ルの有無だ。目的適合性が高い判定ルール
とは、例えば生物の進化では、環境適合性
がより低い生物は淘汰される明確なルール
のことである。年金運用で言えば、長期的
に予定利率を超過することが目標（目的）
だが、目的適合性という視点で明確に判定
し運営しているケースは恐らくないだろう。

多くの年金運用では、何らかのルールに
従って選択行為を行っているが、真の意味
で判定ルールの目的適合性を検証していな
いため、途中経過で現実が期待通りに進行
しているのかを判断できない。例えば、過
去数年間のパフォーマンスを頼りに運用商
品を採用したが、採用後は期待通りになら
ない、逆に当初数年はパフォーマンスが悪
かったが、その後大きく回復し期待を大き
く超えたことなどはよくある。このような状
況に遭遇した場合、現行戦略を継続すべき
か、見直すべきか判断が求められるが、最
終的には感覚的に処理されてしまっている
ということなのだ（何らかの判定ルールに
基づいて処理されることもあるが、判定
ルールの目的適合性が十分に検証されてい
ないのであれば、広い意味では感覚的に処
理されていると言ってもよいと思う）。

このように、生物の進化と年金運用のプ
ロセスは大きく異なっているが、その特徴
を年金運用に取り込むにはどうしたらよい
だろうか。生物の進化に期限はないが、年
金制度の想定運営期間はより短いことを勘
案すれば、両方の特徴を兼ね備える必要が
あろう。すなわち、運営スタンスを、計画重
視の一本柱から、目的適合性が高い判定
ルールの構築、確実に進化させるためにプ
ロセスの頻度の増加の３本柱に移行させる
のだ。

目的適合性の高い判定ルールの導入に向
けて考えるべきことは

目的適合性の高い判定ルールを年金運
営に導入するためには、運営戦略構築の発
想自体を変える必要も出てこよう。

例えば、目的適合性が高い判定ルールが
構築しやすい条件や環境を重視して運用戦
略を検討する等だ。これまで、どちらかとい

CLIENT FOCUS
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うとリターンの軸を中心に投資戦略を検討
してきたが、目的適合性の判定しやすさと
いう軸も加えるのである。

判定ルールの検討にあたっては、具体的
なアイデアはこれからの研究課題だが、ま
ず、精度の高い判定ルールを構築しやすい
代理の目標を設定し、次に定期的に代理の
目標の制度全体の目標に対する整合性を
確認する2段階のアプローチが実践的だと
考える。

代理の目標は、既存の発想やデータの制
限にとらわれることなく広く検討していく必
要があろう。予定利率などの長期指標を目
標とするのはそぐわない。精度の高い判定
ルールを作るためには、長期の目標では判
定しにくいからだ。また、目標としてふさわ
しいのは、期待リターンのように測定が困
難で主観が入りやすい尺度ではなく、リスク
やリスクファクターエクスポージャーなど観
察しやすい尺度が現実的だ。目標設定後
は、目標から乖離する確率を最小化する、
乖離した時のリスクが最小化する等のマ
ネージメントを行うことになろう。

なお、このような確率的なマネージメント
を実践導入するためには、確率の精度（信
頼度）を上げることももう一つのポイント
だ。すなわち、投資行動やモニタリングの頻
度を増やす必要があるのだ。結果的に、短
期的な運用戦略や投資行動は長期的でも
質の良いデータを容易に頻度多く入手でき
る戦略の方が管理に向いているかもしれな
い。ポイントは、目的適合性が高い判定
ルールが機能しやすいという視点である。

ブレイクスルーが必要

ダーウィンの進化論は、ニュートンの万有
引力の法則が発表（「自然哲学の数学的諸
原理」1687年）されてから、約200年後の

1859年（「種の起源」の出版）に発表され
た。ロケットが打ち上げられる万有引力の
法則の発見より、実に200年も遅かったの
だ。

蒸気船など世界を容易に旅する手段の
登場なくして、進化論の発表は不可能だっ
たという現実的な理由もあろうが、キリスト
教の教理が社会の隅々にまで浸透している
国の人々にとって、万物は神によって創造さ
れており、そもそも進化という概念が相いれ
なかったことも非常に大きな理由なのだ。

宗教と年金運営を同列に比較できない
が、年金運用の世界でも教理や信条に似た
ものは少なからずあろう。例えば、資産運用
の経験が長い人ほど、新しいアイデアの実
現が困難だと考えてしまうのもその一つか
もしれない。何いう私自身も、頭の半分では
そうなのだ。

しかし、目を移せば、投資情報や社会行
動などの多種多様な経済活動のデータベー
ス化は爆発的に進んでいる。また、当分は
登場しないと思われていた囲碁の達人を打
ち負かすような強力な人工知能も開発され
た。我々が学んだ過去の経験や研究報告
は、情報化やIT化が発達していなかった、な
いしはそういう武器を使っていなかったが
故の結論だった可能性だって大いにあるの
だ。

そして、限定された情報を元に人間が構
築したモデルではなく、人間がハンドリング
できないような多種多様なデータからコン
ピュータが自ら特徴量を探し出す人工知能
（ディープラーニング）の発達や他業態で
は常識だが、年金運営では未知の手法など
を積極的に利用することで、良質なデータ
さえ蓄積されれば5年から10年でイノベー
ティブな年金運営のプロセスを開発できる
可能性だって全く否定し得ない。

CLIENT FOCUS

年金運営では未知
の手法などを積極
的に利用すること
で、良質なデータさ
え蓄積されれば5年
から10年でイノベー
ティブな年金運営
のプロセスを開発
できる可能性だって
全く否定し得ない
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最後に

我々は、伝統や頭に染み込んだ定型のパ
ターンなどに自然と合わせようとするため
に、時として大事なことへの配慮を怠ってし
まう。一方で、他の専門領域や他業態を知
り、発想を柔軟にもつことで、新たに気づか
されることは少なくない。生物の進化から
学ぶことも一つの例ではないだろうか。

そして、経済の不透明感が増し、閉塞感
のある今だからこそ確実に目的に近づいて
いることを実感できるマネージメント手法
が潜在的に求められていると考える。様々
な英知をとりこみ、年金運営も進化が実感
できるプロセスへと変革が果たせればと考
える。
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インプリメンテーション：
Mind the GAP
コンサルティング部　シニア コンサルタント

山浦 厚能

価格と行動の関係－行動ファイナンス分野の研究

2016年に入り金融市場が大きく揺れている。中国経済の行方や米国金融政策動向、ある
いは、日本におけるマイナス金利政策の副作用等が将来の不確実性を高めているとはいえ、
日経平均が1日でこれほどまでに乱高下する状況は、控えめな人でも「ばかげている」という
台詞をつい口にしたくなるほどだろう。かのニュートンですら手痛い投資損失を経験し、「天
体の動きはいくらでも計算できるが、人々の狂気の行動は測れない」という言葉を残してい
る。「そもそも市場とはそういうもので、それが市場である」といったトートロジーに耳を傾け
るよりも、「何故、市場が必ずしもファンダメンタル価値を反映しないのだろうか」という問い
掛けへの回答を目にする方が有益だろう。

まず、代表的な考えがケインズの美人投票である。自分がどう思うか、ではなく、他人がど
う思うかを想像するという投資の考え方である。つまり、ファンダメンタル分析は関係なく、高
く買ってもその値段以上で買う新しい投資家が現れる株式をねらえということになる。最近
では、行動ファイナンス理論－理屈では無く群集心理、それは時としてベルギーの歯医者や
ミセス・ワタナベという名称を頂戴するのだが－、といった体系化された理論に注目が集まり
つつある。

行動ファイナンスの萌芽は1970年代のダニエル・カールマン（2002年ノーベル経済学賞
を受賞）の心理学研究に基づく。行動ファイナンスでは、投資家の意思決定時に心理学的な
バイアスが生じていると考え、誤った判断、自信過剰、横並び行動、損失回避願望等が主な
要因であると主張する。市場のアノマリーの1つとして知られる価格変動に対する正の自己相
関（モメンタム現象）と負の自己相関（リバーサル現象）を行動ファイナンスで説明できると
いった研究結果も存在する。

こうした投資家心理は、市場見通しに際しても活用できる。例えば、当社でも将来予測を
行う上で参照する情報の種類をサイクル（景気循環）、バリュエーション（割高・割安）、セン
チメント（投資家心理）の3つに区分し、各々で判断材料となる指標を特定する、という方法
を取っている。センチメントでは、直近の価格変化に追随するトレンド的な動きと、買われす
ぎ･売られすぎからのリバーサル的な指標の両方を見ている。これらの要素は投資する時間
軸によって価格に与える影響度が異なるという特徴があるため、時間軸に応じて3要素のウェ
イトを変えて評価する。長期的視点（5-10年）ではあるべきプレミアムの水準を中心にして、

山浦 厚能
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部分的にバリュエーションを考慮するのに
対して、短期的視点（3-12ヶ月 ）では、セン
チメント（40％）のウェイトを高めて評価し
ている。つまり、投資ホライズンが短期化す
れば戦術的なエクスポージャーマネジメント
として、市場がファンダメンタルズを反映し
ないことを前提とした投資戦略を策定する
という方法を採用しているのである。

もう 1 つの研究分野－執行戦略の発展の
歴史

行動ファイナンスは日本でも広く知られて
いる研究分野であるが、「市場が必ずしも
ファンダメンタル価値を反映しない」ことを
別の角度から研究した分野については、あ
まり知られていない。それが執行戦略に関
する研究である。

この研究の萌芽も実は1970 年代に遡る
ことができる。大口取引を行う機関投資家
にとって、自らの売買が価格に影響を与える
ことから、マーケット・インパクトを含む広
義の取引コストを最小化するような執行手
法の研究が行われた。それは最適化執行戦
略として、取引コストやベンチマークとの乖
離の最小化といった目的に使われている。
あるいは、年金基金では運用機関の入替え
時に検討するトランジション・マネジメント
のほうが直接的に関連する執行戦略かもし
れない。

また、欧米特有の市場の取引システムの1
つであるマーケットメーカー制度も執行戦
略の発展に寄与した。彼らは、特定の銘柄
に関して一定量の在庫をもち、売り値と買い
値をほぼ日常的に参加者に提示して実際に
その価格で参加者との売買に応じる義務が
ある。そこで在庫、あるいは参加者との情報
の非対称といった要因からどのように価格
が変動するのか、という実証研究も進んだ。

大口取引では無くとも、極めて短期間の需
給の歪みが微小ながらもファンダメンタル価
値との乖離を生み出すことに着目したもの
である。今日では、高頻度取引という名前
で、たびたびニュースで知られる存在にまで
なっている。これは冒頭の、市場が乱高下す
る要因（日本、または株式に限ったことでは
ないが）の1つである、ともいわれている。そ
の発展の歴史では、情報通信技術の進歩や
データ処理技術の高度化といった要因が大
きく寄与したことは間違いない。

ここで重要なポイントは、充分な学術研
究と実務家ニーズを兼ね備え、現物だけで
なく、先物、スワップ、オプション等のデリバ
ティブをも活用した執行戦略が広く普及して
いること、そして、それは一部の機関投資家
やヘッジファンドだけでなく、年金基金でも
広く活用できうるものである、ということだ
ろう。

しかしその可能性を確証に変えるに足る
十分な情報が国内では行き渡っていないと
いうのが現実であろう。そこで第４章では、
弊社のインプリメンテーション部門担当者
が乱高下する市場とどのように向き合ってき
たか、という記録を呼び起こし、その実務を
垣間見ることで、よりインプリメンテーショ
ンに対する肌感覚を身につけて頂きたい。
インプリメンテーションを英和辞典でひくと
「遂行、実施」などと訳されている。運用の
基本方針に従って、効率的なリターン獲得、
リスク管理、コスト低減を行っていく、とい
う意味では「実践」のほうが近いニュアンス
を持っているような気がする。実務担当者
からすると日々変動するに市場に向き合うこ
とは「実戦」という感覚に近いようにも感じ
る。
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年金運営への含意

さて、日本では依然として注目度の低い
「インプリメンテーション」という言葉であ
るが、年金運営においてどのような活用が期
待できるのだろうか。年金運用は長期投資
という。運用基本方針でも長期の負債特性
に合わせて、長期的に目標を達成するよう
規定されている。ただし、短期的な動きを
無視して良いという訳ではないし、現実でも
複数の投資ホライズンに注意を払って運営
が行われているはずである。

実際に基本資産配分は3年から5年毎に
見直しが行われているし、基本資産配分に
対する超過水準は、四半期ごとにモニタリン
グされているのが一般的であろう。冒頭に
述べた通り、大きな市場変動といったストレ
ス時には市場そのものの変化に加えて、積
立水準や母体のリスク許容度の変化といっ
た要因でも大きな意思決定の変更が求めら
れることも起こりえよう。価格変動そのもの
が市場をかき乱す、という現実に対して、充
分に練られた計画であったとしても実態と
乖離してしまえば計画自体の意義は失われ
ることになる。パフォーマンスに与える影響
の大半は基本資産配分で決まる、というの
が常識であった。しかし、市場の増幅が高
まった結果、実はインプリメンテーションの
巧拙の影響が高まっているという分析結果
も公表されている。

そうしたギャップ－それはリスク管理、エ
クスポージャー管理、コスト管理等、多岐に
わたるものであるが－を埋める手段をより
掘り下げて調査することが求められている
ではないだろうか。そこで第３章では具体的
な事例を詳細に解説してみたい。

執行、イコール、運用機関入替え時に発生
するトランジション・マネジメントといった狭
い範囲に限定しがちな認識や「単なるト

レーディングに過ぎない」といった誤解があ
るようだ。そこで、幅広い利用方法を紹介す
ることで、より「インプリメンテーション」が
包括的な概念として身近な存在になること
を期待したいと思っている。
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効果的なインプリメンテーションを通じて
リターンを拡張せよ
ある種の最も確実で簡単な投資リターンの源泉を獲得するためのアイディア

インベストメント・コミュニケーション ディレクター
シャシャンク・コサーレ

※当資料は、フランク・ラッセル・カンパニー（米国）（以下、「ラッセル」）が2015年6月に発行した英文のレポー
トを抄訳したものです。

“過去10年の2度の弱気相場までは、資産配分の巧拙でポートフォリオのリターンの
８０％が決まっていた。それ以降は、これが５０％にまで低下してきていると報告
されている。そして残りの部分は、インプリメンテーションに帰着する。”　

アーミン・ラジャン教授1

要旨

効果的なインプリメンテーションがなければ、どんなに偉大な戦略であって
も平凡な成果を生んでしまう－あるいはさらに悪化することもある！効果的
なインプリメンテーションとは、投資家の戦略を、迅速に、コスト効率よく、そ
して最小のリスクで実行に移す（インプリメンテーションする）という意味で
ある。しかしながら、運用が複雑になってゆくに従い、うまく運営するために
フォーカスすべき分野の頻度や深さはますます増加している。このレポート
では、インプリメンテーションに注力して不必要なコストや報われないリスク
の削減に焦点をあてることで、ポートフォリオの全体のリターンを守ったり拡
大するのに役立つことが分かる、いくつかのシナリオ・実例を紹介する。

　インプリメンテーションが重要になるような環境においては、具体的なインプリメンテー
ションをあらゆる角度からマネジメントすることが、最も確実で簡単な投資リターンの源泉
のひとつである。しかし、それを実行することは、現代の投資環境においては次のように難し
さを増してきている：

• 投資家の戦略は、高いリターン追求の中でますます複雑になってきている

1 “The Alpha behind Alpha: Rebooting the pension business model” , 2014, by CREATE-Research（戦略的変更
とグローバルな資産運用における新興ビジネスモデルに特化した独立したシンクタンク）

シャシャンク・ 
コサーレ

INVESTMENT FOCUS
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• コストやベーシスポイントに対する監
視の目が、厳しくなってきている

• 想定外のリスクのインパクトに対し
て、関係者が以前より敏感になってき
ている

　投資家は、従来よりも多くの分野で、不必
要なコストを減らしリスクを管理することが
求められている。というのも、せっかく投資
戦略の策定で良いものができたのに、実行
に際してのいろいろなギャップのために失
われてしまう、といったことのないように求
められているからである。このような中、オ
ペレーションの負荷を最小限にとどめつ
つ、投資家がコストとリスクをより効果的に
コントロールしやすいような、一連のインプ
リメンテーションの手段が存在する。そのよ
うな手段を利用すれば、投資家にとって運
用戦略で得られる付加価値を最大限確保
することに役立つのである。

コスト節約の確実な源泉

　４０年以上にわたる複数の資産クラスの
ファンド運用における我々の経験に基づけ
ば、インプリメンテーションが最も確実で
簡単な運用リターンの源泉であり、大きく
分けて次の３つの分野につながっている：

•	 変化を効率的にマネジメントする。
投資家は、運用ポートフォリオにいろ
いろな変更を加えるものである。例
えば、採用マネージャーの変更や、
資産クラス間の入れ替え、追加投資
やキャッシュ化などが挙げられる。こ
のことは、現物資産（例えば株式、債
券、現金）、為替などから、デリバ
ティブ利用など従来より複雑な戦略
へと資産の配分を変更することも含
めて考えることができる。多くの場
合、そういった変更を行うのに今まで

利用してきた方法に比べて、コスト面
で効率的な別のやり方が実は利用可
能であることが多い。

•	 目標の資産配分からのずれを抑え
る。投資家は、各資産や戦略にどれ
だけ 配 分 するかという戦 略 配 分
（SAA）の策定に相当の時間を費や
している。しかし、適切なモニタリン
グを行っていなければ、資産全体の
レベルで意図しない箇所にリスクを
さらすことになりかねない。市場変動
の結果としてポートフォリオがずれて
しまうということは、それが意図的な
変更でないのに、本来の目標である
戦略配分に比べて価値を減らしうる
可能性を発生させてしまう。このリス
クは、目標の戦略配分に沿ったエク
スポージャーを取る、あるいは変動
するエクスポージャーを意識するこ
とで容易に管理できるだろう。

•	 恒常的な最良執行を達成し続ける。
例えば年金基金のポートフォリオの
あらゆる側面で、取引コストを目に見
える形に把握するのは容易ではな
い。しかしながら、目に見えるかどう
かによらずこれらのコストが実在して
おり、それを管理することは資産価
値が蝕まれ漏出することを防ぎ、ファ
ンド内部にしっかり留めておくのに役
立つであろう。これは、パフォーマン
スの底上げに効果がある。なお、近
年こういった執行コスト関連で頻繁
に報道されている事例が、外国為替
（FX）のコストである。

専門家の技量による顕著なコスト削減、例
えばトランジション ･マネジメント

　インプリメンテーションに注力している

INVESTMENT FOCUS
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と、しばしば隠れたコストやリスクが見つ
かって、その額を測定して、明確な管理対象
にしてしまえる場合がある。例えば、トラン
ジション･マネジメントを行うことで資産の
トランジションにおいて典型的には5～45
ベーシス･ポイントのコスト削減につながっ
てきた2。トランジション･マネージャーは、
不必要な執行コストとリスクを削減するの
に役立つ専門的な技量を数多く磨くこと
で、このような成果を達成している。そのよ
うな技量というのは、例えば、キャッシュの
代わりに現物証券を利用した解約（いわゆ
る”in-specie”移管）、内部滞留の最大化（い
わゆる”in-kinds”）、あるいはクロッシング
（市場の立会にて売買執行しなければなら
ない分量を圧縮する）といったものが挙げ
られる3。

インプリメンテーションの手段を積み重ね
ることによるメリット拡大

　単独では、単体分野のインプリメンテー
ションでのコスト削減は必ずしも大きくは
現れないかもしれないが、複数分野にわ
たって積み重ねると、コスト削減は急速に
拡 大しやすい。例えば、弊 社の顧 客 で
６０億豪ドル規模（執筆時2015年5月末の
為替レートで約5,700億円規模）の、カンタ
ス・スーパーアニュエーション基金では、イ
ンプリメンテーションに関心が高まった結

2 “Plugging implementation leakage” , Russell 
Investments, October 2014 参照

3 “Transition Management Explained” guide, 
June 2014 参照

果、専門的な統合プラットフォームを通じ
て、多くの分野にわたってインプリメンテー
ション･サービスを提供している。そのよう
なインプリメンテーションへの注力を通じ
て、2013/2014年に22.4百万豪ドル（約
21.3億円：2015年5月31日時点）のコストを
削減した。（訳注：南半球のオーストラリア
では6月決算が一般的であり、2013/2014
年とは現地の2013年度に相当する。）

　この統合プラットフォームに加えて、カン
タスでは次のような専門家によるインプリ
メンテーションの規律を活用することで追
加のコスト削減を得た。例えば、

•	 パッシブ･オーバーレイにより、基金
の外国資産のボラティリティ －外国
為替レートの変更によって生じる－ 
をコントロールしている。

•	 リバランス･オーバーレイにより、基
金の戦略配分を管理したオーバーレ
イ担当者は基金の目標と実際の配分
状況の差をモニターし、上場先物を
利用して基金の資産が戦略配分目標
に合うようリバランスを実施してい
る。

•	 短期的キャッシュ･マネジメントによ
り、運用パフォーマンスの改善という
一方の目標も睨みつつオーバーレイ
に必要な証拠金はきちんと手当てし
ている。

•	 トランジション･マネジメント・サー
ビスにより、基金のポートフォリオの
変更を行っている。

INVESTMENT FOCUS

トランジッション･
マネジメントは典型
的には5～45ベーシ
ス･ポイントのコスト
削減につながって
きた。

カンタス・スーパー
アニュエーション
基金では、インプ
リメンテーション
への注力を通じ
て、2013/2014年に
22.4百万豪ドル（約
21.3億円）のコスト
を削減した。
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•	 為替（FX）の執行アシストでは、基金
の海外プライベート･エクイティやグ
ローバル株式で生じる為替の発注を
一箇所のセントラル･カレンシー･デス
クに集約している。このセントラル･
デスクでは、発注をネッティングして
効率的なトレードを行い、執行コスト
を削減し、流動性の影響を最小化
し、開示を充実させている4。

4 例：運用マネージャーＡが 100 万ユーロ買い、
運用マネージャーＢが 60 万ユーロ売るとするとセントラル・
カレンシー・マネージャーはそのオーダーにマッチさせネット
で 40 万ユーロを売買する。

シナリオ事例集：インプリメンテーション
への注力が不必要なコストや報われないリ
スクの削減に役立つ場合とは

1 突然の事情で委託先のマネージャーを 1
社入れ替える必要に迫られたが、代替のマ
ネージャーが準備できていない

　委託先マネージャーを変更しようと思う
理由はいろいろある。例えばそのマネー
ジャーへの信頼感を喪失したり、中心的な
ポートフォリオ･マネージャーが引き抜かれ
たり、あるいは運用チーム自体が集団で退
職してしまうこともある。多くの場合、替わ
りのマネージャーを決定し、契約の締結が
完了するまでには３～６ヶ月かかり、場合に
よってはそれ以上にもなる。

　そのような場合、次のマネージャー選定
と契約が完了するまでは、現行のマネー
ジャーに「注意しながら現状維持」の範囲
で継続させるぐらいしか手の打ちようがな

INVESTMENT FOCUS

　2012年に、我々はオーストラリアで初めて統合ポートフォリオ･マネジメント
（CPM）構造を利用する国内株およびグローバル株の投資マネジメント・アプローチ
を導入し、スーパーアニュエーション基金における先駆者となった。

　CPMは“基金全体”のトレード執行モデルに対応しており、その効果は取引の重複や
手数料･印紙税などの削減のほかに、カンタス基金の議決権行使の集約化と標準化
にまで及んでいる･･･。

　我々はこのようなアプローチが、それ以外のインプリメンテーション効率化の推進
とあわせて、顕著な利益を継続的に基金受益者にもたらしていることをご報告できる
ことに感激している。2013/2014年には合計すると22.4百万ドル（約21.3億円）に及
び、それは受益者に35.1ベーシス･ポイント（0.351%）相当の資産成長オプションをも
たらすことにあたる･･･。我々はこのようなインプリメンテーションの効率化推進が少
なくとも年率25ベーシス･ポイント（0.25%）の実質的な手取りの利益を受益者にもた
らすことになると確信している。

カンタス・スーパーアニュエーション　2013/2014アニュアル･レポート
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いようにも思われる。このような遅延は、継
続したくないと思っているマネージャーのア
クティブ･ポジションという厄介を押し付け
られていることを意味しており、またそのマ
ネージャーにはもはやそのポートフォリオに
全神経を集中する動機がないにもかかわら
ず、あなたはそのマネージャーに運用報酬
を払い続けなければならない。

　実は、違うやり方がある。そう言うと、そ
の資産をキャッシュかパッシブ運用に一時
的においておくってことだろう、というのが
普通の反応だ。その方法は旧マネージャー
問題を軽減することにはなるが、まずキャッ
シュ化の方法は「市場から外れる」ことにな
り、もともとの目標ポートフォリオに比べて
キャッシュが出遅れてしまうようなリスクに
さらされることになる。パッシブ運用の選択
肢であればそのリスクは打ち消されるが、そ
の場合には開始時と終了時に発生する著し
い取引執行コストが発生するであろう（投
信や合同口であっても留保金が発生する場
合がある）。

　それとも異なる方法というのが、しばしば
最適な答えになる。例えば中継ぎポートフォ
リオ・マネージャー（Inter im Port fol io 
Manager）を利用することである。そういう
専門家は、もともとの希望する資産クラスの
エクスポージャーは維持しつつ現行の旧
ポートフォリオから望ましいリスク特性にリ
バランスを行ったり、先物などのデリバティ
ブを利用してエクスポージャーを作り変え
たりする（あるいはそれらの併用をする）。
このアプローチであれば、適切な新マネー
ジャーの選定デューディリジェンスの実施
に十分に時間を使うことができる。さらに、
このやり方であればパフォーマンスの責任
を誰かが担いつつ、旧マネージャーを遅滞
なく解約し、「市場から外れる」リスクをと

ることもなく、移行プロセス中のコストも低
位に維持することが可能である（そのコスト
はアクティブ運用よりも相当安い）。

2 戦略的な資産配分まではすでに決定した
ものの、具体的な委託先マネージャーの指
定までは決まっていない

　戦略の資産配分が、個別マネージャーの
選定配分とは独立になされるのは一般的
だ。例えば、デ･リスク化（de-risking：リスク
資産の比率の強制引き下げ）の発動条件に
達してしまうと、多くの投資家は個別マネー
ジャーの配分に悩むようになるだろう。これ
には時間を要し、新規マネージャーを採用
する必要があったり複数の資産クラスが絡
むような場合には、とりわけ時間がかかる。
その間は、せっかく配分の変更を決めたの
を生かせずパフォーマンスが本来のものを
下回ってしまうリスクを抱えたまま走ること
になる。デ･リスク化の場合では、速やかに
動かす機能がないとせっかくの発動条件を
無駄にしてしまうことになりかねない。

　この場合の最適なソリューションとは、先
物などのデリバティブを使ってまずは直ち
に希望する資産配分を獲得することであり、
その後に個別マネージャーの間で現物資産
を動かすのにあわせてこれらの先物などの
ポジションを解消してゆけばよい。このアプ
ローチなら、基金レベルのリスクを直ちに
削減し、希望する配分のエクスポージャー
にあわせながら、それに適した変更（例えば
個別マネージャーの評価引き下げ）を別途
実施できるといった柔軟性があり、コスト面
でも効率的である5。

3 足元でキャッシュが滞留しているが、

5 “Ca se s t udy : Ma nag i ng you r s t rateg ic 
exposures during periods of change” , Paesler, Khouri, 
Kothare, February 2015 参照
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中継ぎポートフォリ
オ・マネージャーを
活用することで、旧
マネージャーを解
約するときに、新マ
ネージャーが決まる
までのコストを節約
しつつリスクを減ら
すことができる。

デリバティブはマー
ケットに追随できな
いリスクをコントロ
ールしたり、資産配
分の変更をタイムリ
ーに実行したり、投
資していない滞留
キャッシュに資本市
場の投資エクスポ
ージャーを持たせ
たりするのに有用な
手段である。
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キャッシュは配分ベンチマークに含まれて
いない

　 必ずしも多くの 投 資 家 が、戦 略 的に
キャッシュに資産を配分しているわけでは
ない。というのも、長期的にはキャッシュは
他の市場を下回るパフォーマンスになると
考えられるからである。しかしながら、全て
の投資家は一定の（時にはかなりの量の）
キャッシュを保有して必要な流動性を確保
するであろう。このキャッシュの存在は、長
期的には非常に高い確率でパフォーマンス
を引き下げることになる。先物などのデリバ
ティブを利用して、株や債券など資本市場
へのエクスポージャーを確保することは、長
期的なパフォーマンス拡大に役立つはずで
ある。

　一つの例として、2014年にそういった手
法を適用して8.4百万英ポンド（約15.7億
円：2015年5月31日時点）を捻出した顧客
がある。もちろん、その顧客は市場環境に
よってはこのプログラムの利用が損になるこ
ともあることを理解しており －まさに2013
年の一時期に（欧州株で）経験していた－ 
しかしその顧客は長期的にはこのソリュー
ションが得であると考えていた6。

　別の例として、ある投資家が、将来の大
きなキャッシュアウトが発生することを事前
に知っていたものの、その支払日がいつに
なるのかが確定していないような場合の、
先物などデリバティブ・ベースのリスク管理
をソリューションに利用するものが挙げら
れる。このような支払が想定されるなかで
は、支払が発生したときに流動性リスクが
発生することの無いようあらかじめ資産を
売却してキャッシュ化しておくことが行われ
る。

6 “Case study: Added value by putting your cash 
to work” , Paesler, Khouri, Kothare, February 2015 参照

　投資家のニーズに従って、デリバティブは
資産をキャッシュの目標値に直ちにヘッジ
するのに使われたり、逆に支払日まで戦略
の資産配分へのエクスポージャーを維持す
るのに利用することが可能である。どちらの
アプローチでも、不必要な市場変動リスク
を回避しつつ支払日にキャッシュが確保で
きているように、現物資産は効率的でコス
トのかかりにくい方法で売却しておくことが
できる。

4 組織の資産配分が市場価格の変動など
で目標配分（SAA）からずれてしまった

　リバランスでSAAに戻す操作をすること
により、このずれによって起こりうるパ
フォーマンスのリスクを減らすことが可能で
ある（SAAの戦略ベンチマークとの相対的
なリスク）。先物などデリバティブを利用す
ることにより、現物資産を利用するのに比
べると、エクスポージャーの調節はより迅速
でコストや巣に執行することができ、その結
果SAAにより正確に追随させることができ
る。

　現物のずれ幅が十分に大きくなったとき
には、現物エクスポージャーをリバランスし
て、対応するデリバティブのエクスポー
ジャーを解消することもできる。このように
することで、現物資産を今までほど頻繁にト
レードしなくてもよくなり、またコスト効率
の良い規模で適切なレートでトレードでき
るようになる。

　このようなサービスを利用することで、約
10億英ポンド（約1860億円）資産を信託し
ている顧客は、現物ではなく先物をトレー
ドすることで、2014年にはSAAに対するト
ラッキング･エラーをおよそ７０％削減し、60
万英ポンド（約1.1億円：2015年5月31日時
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ある顧客の実例で
は、キャッシュ･マ
ネジメントへの注
力を通じて2014年
に8.4百万英ポンド
（約15.7億円）の
機会損失を削減し
た。

デリバティブのリバ
ランスを通じて、約
10億英ポンド（約
1860億円）資産を
信託している顧客
は、現物ではなく
先物をトレードす
ることで、2014年
にはSAAに対する
トラッキング･エラ
ーをおよそ７０％削
減し、60万英ポンド
（約1.1億円）を節
約することができ
た。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Russell Investments   //   ラッセル･コミュニケ（日本版） p / 18

点）を節約することができた7。

5 現状のトレードが最良の執行になってい
るのかどうか不安を感じている

　トレードコストは、運用パフォーマンスに
おける恐るべき足かせである。比較的効率
性の高い資産クラスであっても、トレードコ
ストは運用報酬を上回りやすい。このような
コストをはっきりと減らすことができるの
が、自己の保有銘柄の在庫を使ってトレー
ドを成立させる「プリンシパル」のトレー
ディングデスクの代わりに、独立した「エー
ジェント」を通してトレードを利用する方法
である。この方法ならトレードコストの透明
性を高めるとともに、潜在的な利益相反を
起こりにくくすることができる。さらに、複数
の取引ルートを確保するのはよい価格でト
レードするのに役立ち、またパフォーマンス
･モニタリングについて厳格なプログラムを
採用すればコストに鋭く目を光らせること
ができるだろう。

　我々の経験によれば、トレードコストに注
力した場合、典型的には株式･債券のトレー
ディングだと平均して15ベーシスポイント
（0.15%）のコスト削減になる8。

6 ニュース等で報道されている不適切な為
替のレート上乗せの慣例を受けて、自分の
委託先についてもきちんと為替の最良執行
がなされているかを確かめたい

　多くの年金などの投資家にとって非常に
大きな潜在コスト削減の機会がある分野の
一つが、為替取引の分野である。

　無理もないことながら、たいていの場合
アクティブマネージャーはその主要な運用

7 “Case study: Reducing risk by minimising 
asset allocation risk’ , Paesler, Khouri, Kothare, February 
2015 参照
8 脚注 2 参照

目的 －つまり銘柄選択を通じたアルファの
獲得－ に集中する。為替取引はしばしばこ
のプロセスにおける副産物に過ぎず、必ず
しもマネージャーのコスト最小化のプロセ
スに組み込まれているとは限らないもので
ある。このことは、いろいろな顧客や運用会
社など外部の17.3万件に上る為替取引を分
析した場合の平均コストが約10ベーシスポ
イント（0.10%）かかっていて、この水準が
普通の市場スプレッドである1~3ベーシス･
ポイントからするとおよそ4倍もかかってい
ることからも実証されるであろう。多くの場
面においては（それはしばしば「一回限り」
の取引で、投資家がオルタナティブ投資な
ど海 外マンデートへの送 金のために実
施）、状況はさらに悪く、我々の分析で象徴
的だったのが、ある顧客がそういった為替
取引で平均37ベーシス･ポイントも支払って
いたという事実であった！9

　この問題は、為替取引に制約のある新興
市場のトレードではより痛みの激しいもの
となる。そのような場合、投資家はカスト
ディアン為替（信託為替）を通じてしかト
レードをすることが難しい場合があるが、
競争がないために価格はより割高なものと
なる。それと比較して、我々の為替トレード
デスクでは専用のリソースがあって、こう
いった制約のある市場についても競争的に
トレードを行うことができるようにしてあ
る。これにより、このような分野であっても
執行コストをおよそ10~15ベーシス･ポイン
ト削減することができるようになってい
る。

　為替取引を専門家にアウトソースするこ
とは、価格面に目覚しい効果をもたらすだ
けでなく、コスト以外についてもメリットを

9 “Are you still overpaying for FX?” Russell 
Research, May 2012 参照
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トレードコストに注
力した場合、典型
的には株式･債券の
トレーディングだと
平均して15ベーシ
スポイント（0.15%
）のコスト削減にな
る。
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もたらしうる。例えば、（一部の通貨など）
ケースによっては当局の規制があり為替取
引を約定から2日以内に報告する必要があ
る場合がある。こうなると事務手続き上の
追加的な負担を強いられるが、専門家に外
部委託していればその負担は軽くなる。

7 資本市場が将来的にはプラスのリターン
を生むことは信じているものの、目先は急
落することを心配している

　債券利回りの上昇が、株式の歴史的な強
気局面と合わせて発生するシナリオの場
合、このような懸念は不合理とはいえない。
このような場合に、投資家にはデリバティ
ブを通じて迅速にダウンサイド･プロテク
ション（下値防衛）を実施する戦略を実行
する手段がいくつもある。グローバル金融
危機以降（リーマンショック以降）、そう
いった戦略には従来以上に関心が高まって
きているが、それにはコストもかかる。一般
的には、恒常的なポートフォリオのヘッジ戦
略は、下値防衛を入れなかった場合に比べ
てリターンは下回る（資産価格は長期的に
は上昇するため）。しかしながら、うまく戦
術的なヘッジを利用すれば著しい利益をも
たらすことが可能である。また、そういった
戦略を　－弱気相場局面だけで利用した
り、下値防衛の範囲を絞るなど－　スマー
トに利用すると、パフォーマンスを押し上げ
るのに役に立つ。

　ラッセルでは、株式ダウンサイド･プロテ
クション戦略を自社のマルチ･アセットの
ファンドでも2013年5月から導入してい
る10。

専門家であるインプリメンテーション・パー
トナーからのサービス・プラットフォーム

10 “Equity downside protect: A case study of how 
we use it effectively” , Vickers, June 2014 参照

にアクセスする利点とは

　ここまで、インプリメンテーションに注力
することでどのように追加的な潜在リターン
が獲得できるのかというアイディアを見てき
た。独立な第三者の執行パートナーから、
専門家によるサービス・プラットフォームに
アクセスする利点はいくつもある：

1		 専門家のアドバイス。組織内に十分な
陣容のチームがあったとしても、執行
パートナーは実務的な経験に基づいた
案内、すなわちデリバティブの適切な保
有期間を決めたり、特定のリスクをヘッ
ジするのに最もよい手段の選択を助言
したり、現物とデリバティブ価格の選択
肢を比較したり、といったガイドをする
ことができる。よいパートナーであれ
ば、新たな執行方法の検討についてもサ
ポートしてくれるはずだ。

2		 効率的なトレード執行。純粋なエージェ
ントとしての執行サービスの提供者は、
伝統的な投資銀行などと比べて、より投
資家の側に寄り添ったビジネスモデルと
なっている。加えて投資家には（多数の
トレードの分散効果による）規模の利益 
－例えば為替トレードでの（自然な）相
殺やマッチング－ がある。そのような投
資家のメリットがあれば、為替取引プ
ラットフォームをラッセルのグローバル
RFXネットワークやLGPS FXプラット
フォーム（英国）といったものを導入す
る合理的根拠といえるだろう。

3		 運用の意思決定における執行負担の軽
減。執行パートナーがいれば、自家運用
チームの自然な拡張の役割を担い、エク
スポージャーをモニタリングしたり、意
思決定をしたり、効率的に執行したりす
るサポートを、必要な追加の陣容とイン
フラを用いてリアルタイムで行うことが
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グローバル金融危
機以降、ダウンサイ
ド･プロテクション
戦略には従来以上
に関心が高まってき
ているが、コストも
かかる。
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できる。

4		 大きな志の戦略を実行に移す能力の獲
得。しばしば、投資家が大志を抱いて
も、エクスポージャーのモニタリングや
戦略の実施といった実務能力のために
丸められてしまう。こういった希望する
戦略は、しばしば複雑なこともあるが、
インプリメンテーションのパートナーが
いればその実現に向けて投資家の実行
能力拡大をサポートすることができる。

　簡単にまとめると、インプリメンテーショ
ン･パートナーは投資家の現状のガバナンス
構造を強化し、運用執行の範囲を広げるの
に今日から将来にわたってお役に立てると
いうことだ。

まとめ

　今日では、インプリメンテーションは昔に
比べてそうとう大きなインパクトをファンド
のトータル・リターンにもたらすようになって
きている。さらに、頻度についても深さに関
しても、投資家がこのような努力を注力す
べき範囲が著しく広がってきている。という
のも、投資戦略が一層複雑で、しかもガバ
ナンスの精査があることから、コストやリス
クには従来よりも強い脚光をあびるように
なってきているためである。

　しかしながら、良いニュースもある。イン
プリメンテーションに努力を傾けることが、
最も簡単で最も確実なリターンの源泉の一
つだということである。有限のスタッフ数を
考えると、専門家のインプリメンテーショ
ン・パートナーと仕事をすることで運用の実
行面のキャパシティの拡大に貢献できる。
コストとリスクをより多くの分野で管理した
り、意思決定を迅速に執行したり、野心的
な投資戦略をもっと利用することもできる
だろう。

　ここまでのページで、インプリメンテー
ションにさらに注力することでどのように付
加価値を得られるかという事例を見てき
た。カンタス・スーパーアニュエーションで見
られたのは、複数の分野から得られた金額
を実際に合算すると、2014年（6月期）で
22.4百万豪ドル（約21.3億円：2015年5月
31日時点、全ポートフォリオの0.351%相当）
に上ったという事例である。

　我々は、実際にどのようにお客様のお役
にたてるのか、喜んで具体的に精査させて
いただきたいと思っている。お役にたてる
内容には、ここまで診てきたようなリスク管
理、容易で確実な追加の明白なリターン源
泉を獲得、インプリメンテーションの範囲
の拡大、といったものが挙げられよう。

INVESTMENT FOCUS

インプリメンテーシ
ョン・パートナーな
ら、お客様の現状
のガバナンス構造
を強化し、運用執
行の範囲を広げる
のに今日から将来
にわたってお役に立
てるであろう。
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ポートフォリオ・ 
インプリメンテーションの実務

運用部　インプリメンテーション ポートフォリオ　マネージャー
春成 勇樹

はじめに

　「インプリメンテーション担当者が実際に何を考えて、どのように行動しているのか、お
客様に身近に感じてもらいたい」という要望を頂戴した。そうした要望の背景には、インプリ
メンテーションに対し、どこか曖昧で、マニアックな、とっつきにくいイメージが拭いきれない
からであろう。確かに、インプリメンテーションという言葉自体、日本ではあまりなじみがな
いように思える。私自身、弊社に入るまではインプリメンテーションの正確に意味するところ
を知らなかった。リサーチをして、ポートフォリオ・マネジメントをして、トレーディングをす
る。それがバイサイドの運用業務プロセスの全てではないのか、と思う方も多いかもしれな
い。それは真であるが、全てを正確に表現したものではない。運用の効率性という観点でい
うと、インプリメンテーションの考え方がなければ、極めて無駄の多い運用となりかねず、最
終的には運用パフォーマンスに悪影響を及ぼしてしまう可能性がある。本稿では、読者の皆
様に私自身の日々の仕事の一部をご覧いただきながら、実務担当者の視点からインプリメ
ンテーションについて論じる。そこからインプリメンテーションをより身近な存在に感じて
いただければ幸いである。

実録－ RIS（ラッセル・インプリメンテーション・サービス）運用担当者「ひと夏の思い出」
（ダウンサイド・プロテクション運用の場合）

　RIS運用担当者が日々何を考えてどのように行動しているのか、昨夏の出来事をご覧いた
だきながら、インプリメンテーションの醍醐味を感じていただきたい。ここで一例として取り
上げるダウンサイド・プロテクション運用は、TOPIX先物を用いて国内株式ポートフォリオの
下値リスクを抑制する、ダイナミックヘッジ手法の一つである。

　時は遡って2015年8月。好調な企業業績や円安を背景に、国内株式市場は上旬こそ連騰
していたが、中国人民銀行による人民元の大幅な切り下げをきっかけに、中国やアジア周辺
国の景気に対する懸念が強まっていた。原油などの商品市況が軟調に推移していることも
あり、それまで高値を保っていた株価は転換点を迎えようとしていた・・・

8/21（金）

　早朝 6 時前　某在京テレビ局のマーケット情報番組「昨夜の海外株式市場は 2% を越
える大幅安で…」というコメントに身が引き締まる。マーケット関係者の朝は例外なく早い。

春成 勇樹

COLUMN
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朝の情報キャッチアップがその日の仕事の
成果を左右すると言っても過言はないので、
当然と言えば当然だ。未明の時点では米国
株は 1% ぐらいの下げで、人民元切り下げ
後の安値はキープすると思ったが、結局安
値を割り込んで今年に入ってからのレンジ
下限を割れてしまったらしい。今日の東京
市場は荒れそうだ。

8:31　在東京 RIS 運用担当者（以下、H） ：

おはよう！今日 TOPIX 先物で 27 億円相当
と結構な金額売るつもりだけど、マーケッ
トはどんな感じだい？

8:34　在シアトル RIS アジア時間担当ト
レーダー（以下、B）：

S&P500 がレンジを割り込んでやはり雰囲
気が悪い。日本株は、夜間から先物の売り
がかなり出ていたこともあって、現時点では
フローは特段見えてない。ただ、寄りつき
に向けてまた売りが出てきそうだ。

08:54　H：

（なるほど、やはり地合いは悪そうだ。）了
解！取引金額も大きいし、寄りから15 分で
トータルの半分くらい売ってくれ。残りは引
けまでかけて時間分散だ。

08:55　B：

了解！

　結局、この日の東京株式市場は、中国
の 9 月の製造業 PMI が市場予想を下回り、
金融危機以来の低水準となったことから、
株価は右肩下がりに推移し、結局 3% 超の
大幅安で引けた。場中も逐一トレーダーと
執行状況を確認しながらトレードを進め
た。

　「寄り近辺で半分売っておいて正解だ。
やはり市場の最前線にいるトレーダーから
マーケットの地合いを聞くのは重要だ。今

日の引け値でモデルを回すと明日も 17 億
円相当の売り。連日これだけマーケットが
下がっていれば当然か。（ロンドン市場も活
気無く推移していることをモニターで確認
しながら）これでアメリカが止まらないよう
だと、明日を待たずに今晩から売り始めた
ほうがいいかもしれない。」後ろ髪をひか
れる思いで前々から約束していた飲み会に
向かう。

　しかし、その飲み会も早々に切り上げて
帰宅。もちろん米国株式市場の取引開始を
ライブで観るためだ。取引開始直後こそ前
日とほぼ変わらなかったものの、その後下
げ幅を1.5% まで拡大する。これはまずい！
今夜から売り始めておこう、思った瞬間電
話を手にした。

23:47 　H：

ハロー！米国株が順調に下がってるけど、
何か話題になってるかい？

23:50 　在シアトル RIS 米国時間担当ト
レーダー（以下、C）：

ハイ！今のところ特段何も聞いてないわ。
ブローカーの情報だと・・・といったとこ
ろよ。まぁ、もはや取引開始前の古い情報
ね。

23:51　H：

了解。ベアってことだね！

23:51　C：

えぇ、一言で言ってしまえばそうだわ。

23:52　H：

オッケー。今から TOPIX 先物のオーダー
を送るよ。 

　電話を置くとすぐさま直属の上司（以下、
T）と方針策定会議を行う。そして、翌週
の月曜に予定されていた売り取引の半分を
夜間取引で執行する。もちろん、それだけ

COLUMN
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では終わらない。株価チャートを食い入る
ように見続ける。

8/22（土）未明

0:39　T：

申し訳ないけど、東京はもう夜も遅いから、
これから夜間取引終了時間にかけて米国株
が更に下がるようだったら、残りもう半分の
売りオーダーを出しておいてくれ。

0:55　在シアトルRIS運用担当者（以下、
P）：

オーケー！注意して見ておくよ。あとは任せ
てくれ。

　さすがに24時間は闘えない。日本時間の
夜をカバーしてくれる仲間が海外にいるの
は本当にありがたい。こうして1週間の仕事
がようやく終わり、緊張感が緩和されてい
く感覚が身体を巡った。

8/22（土）朝

　どうやら机の上でそのまま寝てしまって
いたようだ。寝ぼけ眼でPCのスクリーンを
確認する。米国株3%超の大幅下落！やはり
崩れてしまったか。メールを確認すると、夜
間取引終了間際にシアトルの同僚に依頼し
ていたオーダーが出されており、執行が完
了されていた。これで月曜に予定された取引
を前もって完了したことになる。この時点か
ら米国株は更に1％超下落。売っておいて正
解だったという安堵の気持ちと同時に、月
曜朝の状況によっては追加的な取引が必要
になるかもしれない予感。この日、欧州株
は調整局面入りしたうえ、原油は約6年ぶり
に1バレル40ドルを一時割り込んだ。週末
も来週の相場展開の予測で頭がいっぱい
になりそうだ。

8/23（日）夜

　国営放送の某大河ドラマも終わったころ
から、明日からの1週間に向けて本格的に
情報収集や運用シミュレーションを行う。
先週半ばからの急落により、一部の口座で
は週明け早々フルヘッジにしておく必要が
あるだろうし、他の口座も合わせて追加的
に売っておいたほうがいいかもしれない。
チームの皆に分析内容をメールで送信し、
明日に備えて早めに就寝する。

8/24（月）朝

　朝7時、いつもより早めに出社。チームで
今週の相場見通しについてディスカッショ
ンの後、ポートフォリオ状況を共有する。そ
して、早速トレーダーとコミュニケーション
を取り始める。戦闘開始だ。

8:00 　H：

おはよう！早速だけど、後でオーダーがいく
つか飛ぶよ。 

8:01 　B：

グッドモーニング！了解 。

　トレーダーから各ブローカーの情報が
続 と々届く。こういう時に普段から多様な相
手先と取引をしていれば、マーケット情報が
自然に集まってくる。一通り目を通し、米国
の安値引けがセンチメントをかなり悪化さ
せていると判断する。横目で見ているドル円
レートも朝方から下落している。夜間取引
から更に下がっての取引開始となりそう
だ。

8:59　H：

1つめのオーダーを送ったよ。寄り近辺と
30分後で執行を分散してくれ。

8:59　B：

了解 ！

COLUMN
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　この日の東京株式市場は金曜の夜間取
引終値から小安く始まった。海外が荒れた
だけに売り買いが交錯し、激しい値動きを
見せる。先ほどまで上がっていたかと思え
ば、次の瞬間は下がっている。アメリカ人は
これをノコギリ相場と称する。材木を切り
倒す際にノコギリを押して引くその動作か
ら、むやみやたらにエントリーすれば、ポジ
ションとは逆方向に動かれて痛い目にあう、
という隠喩だ。寄りつき後、しばらく観察し
ても反発が持続する気配が見られない。や
はり相場は弱い。間髪いれずに追加のオー
ダーを入れる。

9:27　H：

追加のオーダーだ。残り1日かけて執行して
くれ。

9:27　B：

了解 。

　この日のアジア株式市場は右肩下がりの
全面安の様相。

14:12　B：

中国CSI300指数が10％のストップ安で
サーキットブレーカーが発動した！ 

14:12　H：

すごいな、文字通りブラックマンデーか。

　急激な市場変動に対峙すると、自らを落
ち着かせるためにこうしたジョークをつい口
走る。結局日本株はおよそ6%の大暴落。こ
れはバーナンキショック以来の約2年3カ月
ぶりの下落率という不名誉な記録だ。ロン
ドン時間に入ってからは急速に円高が進
行、1日で122円から116円まで円が上昇す
るなど荒い動きを見せた。この日の取引で
運用対象口座全てが概ねフルヘッジもしく
はそれに近い状態になった。（図1参照）こ
れ以上、株価が下落しても、もう怖くない。

基本的にモデルベースの運用ではあるもの
の、日中の取引タイミングや緊急時のトレー
ドなどについては運 用担当者が様々な
ニュースやデータを収集、分析し付加価値
を追求する裁量があり、それがまさにイン
プリメンテーション・スキルの見せどころで
ある。

夜

　すでにオペレーションは終了していたが、
市場をモニターするために遅くまでオフィス
に残っていた。上司Tとマーケットの急落に
くぎ付けになっているとトレーダーから
チャットが入ってきた。

22:23　C：

S&P先物が5％安でサーキットブレーカー
が発動した！現物株がこれから取引開始だ
けど、どこまで下がるか…

22:23　H：

米国株でサーキットブレーカー発動なんて、
リーマンショック以来じゃないか？それくら
い記憶がない。

　米国株式市場は取引開始後数分でダウ
が1,000ドル下落、結局600ドル安近くまで
戻したものの4％弱の大幅続落。米国株は
明確に調整局面入りした。取引高は4年ぶり
の高水準となり、VIX指数は前日の19%から
28%まで大幅に跳ね上がった。他方、原油
含めリスク資産全てが売り込まれ、記録的
なリスクオフの1日となった。

8/25（火）

　海外市場の動きを受けて、この日の東京
株式市場も大幅に続落し、日経平均は1万
8,000円を割れた。すでに下値リスクヘッジ
を完了しているため、これ以上顧客の残高
がマイナスになることは無い。そのため余裕
を持ってその様子を見ることができた。
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　この夜、中国人民銀行が緊急利下げを
行った。これをきっかけに、月末にかけて株
式市場はグローバルに一時的に急反発した
ものの、9月に入っても金融市場の混乱は収
まらず、中国の景気減速やFOMCの利上げ
見送りを受けて、世界経済への懸念から株
価は再び8月の下落を辿った。（図1参照）

　ここまでRIS運用担当者の8月の大暴落
を巡る奮闘記を綴ってきたが、いかがで
あっただろうか？インプリメンテーションの
現場は意外と泥臭いものである。しかし、
短期間に情報を収集、分析し、即座に行動
に移すという意味ではインテリジェントとも
言える。目指すところは運用効率の追求を
通じたアウトプットの最大化であり、顧客の
ためにどんな手間暇も惜しまない。まさに
「1ベーシスをも無駄にしない」をスローガ
ンに掲げて、日々運用に取り組んでいるの
である。

インプリメンテーションに必要なインフラ
＝ 24 時間×グローバル×多様な執行ルー
ト

　実録でも触れたように、マーケットのダイ
ナミクスと日々対峙しながら柔軟かつシー
ムレスな対応ができるのは、それを支える
インフラがあるからに他ならない。それは
24時間をカバーする人的リソース、グロー
バルなオフィス展開、多様な執行ルート（豊
富な流動性へのアクセス）であると言えよ
う。

　「24時間」、「グローバル」の2つのキー
ワードが関連深いことは自ずと想像がつく
だろう。弊社には、インプリメンテーション
を専門とする従業員だけで世界中に100名
超（2015年8月時点）が在籍しており、オ
フィスも世界の主要拠点に配置している。な
かでもトレーダーは全員シアトル本社で勤
務しており、アジア、ヨーロッパ時間はそれ
ぞれの地域時間帯を担当するナイトトレー
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9月17日 18日 20日 24日 28日 31日 9月1日19日 21日 26日25日 27日

米S&P500
先物

シカゴ
原油先物

ドル円レート

日経平均
先物

8月21日夜間までに
9割がたヘッジ完了

出所： Bloombergのデータを基にラッセル作成、2015年9月1日現在

8月24日（月） 22:10過ぎ（NY市場オープン直後）
ドル円が一気に5円動いて116円台、米株価指数先物サーキット･ブレーカー発動

急落前はヘッジ
比率は2割程度

図1：　8月の急落時の先物･為替の値動きと弊社ダウンサイド･プロテクション顧客
のヘッジ動向
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ダーを配している。会社によっては、タイム
ゾーンを考慮してトレーディング部隊を複
数拠点に置くこともあるが、あえて本社に集
約することで、アセット・地域間のマーケッ
ト情報やトレーディング状況の連携をト
レーダー間で緊密に行なうことを重視して
いる。この体制が、24時間、グローバルに
シームレスな対応を可能としている。さら
に、多様な執行ルートについては、弊社の
豊富な取引実績に基づくブローカーとの良
好な関係もさることながら、投資顧問会社
であると同時にエージェント取引専業ブ
ローカーとしての資格を持っていることが、
他の追随を許さない取引機会へのアクセス
を可能にしている（図2参照）。

　以上のようにインプリメンテーションの
効用を最大化するためには、24時間をカ
バーする人的リソース、グローバルなオフィ
ス展開、多様な執行ルートの3つのインフ
ラが必要不可欠である。

あらゆる運用上の課題解決をサポートす
る、それがインプリメンテーション

　インプリメンテーションとは一言で何か
－このシンプルな問いかけに現場担当者と
して答えるならば、あらゆる運用課題に対
するソリューション、と申し上げる。運用リ
ターンを向上させたい、運用リスクを低減し
たい、運用コストを抑制したい、読者の皆様
も運用にあたっては様々なお悩みを抱えて
いることだろう（図3参照）。これら一つ一
つの運用上の課題に対して、個々のニーズ
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代表的な通貨取引の相手方

–

カウンターパーティー銀行

Bank of America NA

Bank of Montreal

Barclays Bank PLC

BNP Paribas

Brown Brothers Harriman & Co

Citibank

Crédit Agricole

Commonwealth Bank of Australia

Credit Suisse

Deutsche Bank AG

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Bank USA

カウンターパーティー銀行

JP Morgan Chase Bank NA

Morgan Stanley & Co.

National Australia Bank Ltd

Northern Trust Corp.

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Scotland plc

Société Générale

Standard Chartered Bank

State Street Bank and Trust Co.

The Bank of New York Mellon

UBS AG

Westpac Banking Corp

トレーディング・
プラットフォーム

FXall

Global Link (FX Connect)

Hotspot FX

Integral

›
（イメージ図）上記は、2014年12月末時点での代表的な取引の相手方を掲載したリストであり、予告なく変更されます。イメージ図であり、現実を忠実に反映したものとは限りません。

リスク低減

望まないテール
リスクをヘッジする

リターン向上

アルファやベータの
獲得機会を追求する

コスト抑制

1bpsに至るまで
確実に管理する

顧客のニーズ

図 2：　代表的な通貨取引の相手方

図 3：　顧客のニーズ
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や事情に合わせたソリューションを提供す
る、それがインプリメンテーションである。
インプリメンテーションが担うリスク管理
手法の一つ（株式ポートフォリオの下値リス
ク抑制）しか実録として紹介していないが、
他にも数多くのリスク低減のソリューション
を提供している。さらに、リターン向上とコ
スト抑制についてもインプリメンテーショ
ンが重要な役割を担っているのである。

　運用プロセスの観点では、ポートフォリ
オ・マネジメントとトレーディングの間に常
に非効率性が存在する。それを解消すると
同時に、リサーチを含めて運用プロセスの
全てに関わりながら1ベーシスでも成果を出
すこと、それがインプリメンテーションとも
言える。年金運用の世界では、資産配分や
運用手法の分散（アクティブorパッシブor
ヘッジファンド）に意識が集中しがちで、そ
こで決められた意思決定をいかに実行に移
すか、その巧拙が最終的なパフォーマンス
に与える影響は決して小さくない。基金規模
が大きくなるほど、その影響も無視しえない
ほど大きくなる。インプリメンテーションは
そういった痒い所にまでしっかりと手が届く
ソリューションなのである。

最後に

　本稿では、RIS運用担当者の実録から始
まり、インプリメンテーションを支えるのに
必要なインフラや、インプリメンテーション
の定義について、現場目線で論じてきた。イ
ンプリメンテーションの分野に自らの身を
置いてからいまに至るまで、その重要性を骨
身に染みて感じると共に、この分野に対す
るニーズが高まってきているように思う。そ
の背景には、伝統的な運用理論が浸透して
いく過程で、かつて先進的と言われた運用
手法も大衆化し、マーケットの構造変化に
伴ってリターン追求がより難しい運用環境
となるなかで、より効率性を向上させること
が大切だという共有認識が生まれ始めてい
るからであろう。インプリメンテーションは
実に様々な役割を担っており、顧客ニーズ
に応じたカスタマイズのソリューションを提
供している。（図4参照）運用効率の向上が
より求められていく時代を迎え、インプリメ
ンテーションに対する投資家の意識が高ま
ることを願ってやまない。

COLUMN

 多様な執行ルートを用いる

“純粋な”エージェント取引

株式

債券

通貨取引

デリバティブ

トランジション・マネジメント（TM）

インタリム・ポートフォリオ管理

モデル・ドリブン・インベストメント

ポートフォリオ･エミュレーション

スクリーンド･ポートフォリオ（SRI）

包括的/部分的 インデックス複製

アセット・
マネジメント

金融ツールを用い、望まないエクスポージャー
から意図するエクスポージャーへ パッシブ/クオンツ的/アクティブに、

資産クラスポートフォリオ・レベルで
リターンの追求を管理

売買執行に伴い発生する構造的な
コスト等を削減しリターンの改善を目指す

出所：ラッセル・インベストメント グループ

パッシブ
ﾎﾟﾘｼｰ･ｲﾝﾌﾟﾘﾒﾝﾃｰｼｮﾝ

為替ヘッジ

負債対応型投資（LDI）
アクティブ
インフォームド・リバランス
シンセティック・ミスプライシング

2014年3月末時点

エクスポージャー・
マネジメント

執行（エクセキューション）

マネジメント

図 4：　RIS の提供するインプリメンテーション・サービス例



Russell Investments   //   Russell Communiqué p / 29

RUSSELL INVESTMENTS



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Russell Investments   //   ラッセル･コミュニケ（日本版） p / 30

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。
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
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
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
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
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
り、投資元本が影響を受ける可能性があります。
⑤クローズド期間並びに申込み及び換金に関する制限
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

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。
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。

※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
ありません。

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
更になることがあります。
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
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」）に関連する費用

（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。）
・ファンドにはManagement fees、Performance fees, Custodian and 
trustee fees、Sub-custodian fees、Administration fees、Anti Dilution 
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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。
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。

ご注意
Copyright© 2016. Russell Investments.All rights reserved.
当資料中「ラッセル・インベストメント　グループ」、「ラッセル・インベ
ストメント」、及び「ラッセル」は、フランク・ラッセル・カンパニー及びそ
の子会社等の総称です。
当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりま
すが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではあ
りません。
ラッセルによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部または
一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。
当資料は、一般的な情報の提供を目的としたものであり、特定の商品
の推奨等の投資勧誘を目的としたものではありません。また金融商品
取引法に基づく開示資料ではありません。
当資料で表示した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果
の確実性を表明するものではありません。
当資料に示された意見などは、特に断りのない限り、当資料作成日現
在の当社の見解を示すものです。
当資料は、当社のグループ会社である”ラッセル・インプリメンテーショ
ン・サービシーズ・インク”が提供しているサービスを説明した資料で
あり、当該サービスへの勧誘を目的にしたものではありません。
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。 
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。
当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されること
があります。

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。
TOPIXは、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の
算出、公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標
に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が所有していま
す。また、これらの情報は信頼のおける情報源から得たものではありま
すが、株式会社東京証券取引所はその確実性及び完結性に責任を負
うものではありません。

S&P500インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の
権利は、マグロウヒル・カンパニーズの一部門であるスタンダード･ア
ンド･プアーズに帰属します。
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