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はじめに
2017年1月に米国トランプ大統領が就任しましたが、本年は欧州でも政治イベントが目
白押しなことから政治的不安定性への懸念も強く、株式市場は非常にボラティリティの高
い展開となっています。一方、債券市場は世界的な低金利の状況が続いていましたが、景
気の堅調さから米国では金利が一足早く正常化への途に向かい始めました。とはいって
も、まだまだ先行きは不透明で、従来型の先進国国債中心の債券運用にリターンドライ
バーとしての役割を期待するには無理があります。明確な答えがない中、株式一本足打法
是正への様々な取り組みをご検討なさっている皆様のご苦労は、計り知れないものと思慮
いたします。

荒川 光弘

このような不確実性の時代には、時として過去とは異なった投資判断を行なう必要性に
迫られます。年金基金等の皆様は、自己のガバナンス体制とその判断能力強化に常日頃か
ら取り組まれていることと存じますが、自らの判断で迅速にマーケットの不測の事態に適
応していくには限界があるのも事実です。自らでは補えきれないものの何らかの対応が必
要と感じる部分があれば、やはり、外部の専門家の力を積極的に利用していくことも今のよ
うな不確実な時代を乗り切るためには必要と思われます。リーマンショック以降、海外では
マルチアセットあるいはOCIOが注目されてきたのもその証と言えるのではないでしょう
か。
今号では、皆様の関心が高いと思われるテーマを海外のレポートも含めていくつかピッ
クアップさせて頂きました。まず、喜多より「トランプ大統領の行動様式を理解する」と題
し、不透明な市場環境に備えるため、トランプ氏の過去の経歴を紐解き、その思考方法や
行動パターンについて検証することで政治リスクの理解に努めています。
海外レポートからは、トム・フレッチャーより「ヘッジプログラム構築にあたって考慮すべ
き7項目」と題し、ポートフォリオのリスクヘッジを考える際の検討事項や複数のソリュー
ションの特徴を実経験に基づいて解説しています。また、ジョシュア・ホーシンより「債券
ポートフォリオ再構築において最も優れた方法とは」と題し、債券で獲得したアルファを毀
損しないためには包括的なトランジションマネジメントの活用が有効であるとし、事例を踏
まえてベストプラクティスを解説しています。さらに、ボブ・コリーとピーター・コーリッポより
「OCIOを評価する」と題し、アウトソースCIO評価についての課題を上げ、複数の評価基準
が必要となるなどその対応策について検討しています。
そして最後に、この1年間に実施いたしました「アセット・マネジメント業界研究」という
弊社会合の討議内容を踏まえ、眞保より「アセット・マネジメント業界研究 外伝」と題
し、4回シリーズで過去のリサーチペーパーから様々なテーマを解説させて頂きます。今回
はその第1回目として「ショートセリング（空売り）」をテーマとしています。
本誌が、皆様の今後の資産運用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 エグゼクティブ コンサルタント
荒川 光弘
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トランプ大統領の
行動様式を理解する
喜多 幸之助

コンサルティング部長 エグゼクティブ コンサルタント
喜多 幸之助

未だ株価に織り込まれない政治リスク
米国株式は、昨年から割高との指摘がある中、まだ実現されていない政策による景気拡大

を期待し、過去最高値を更新しています。また金利は歴史的低水準にあり、株価下落時の

クッションとしての債券の役割期待は薄らいでいます。このように市場のバリュエーション面

から見ると非常にデリケートといってよい状況です。そのような状況下で、世界経済における
最大の牽引車のコックピットに座っているのがトランプ大統領です。トランプ政権が打ち出そ

うとしている経済政策は、正当な経済学の後ろ盾があるようには見えず、またこれまでとの連

続性もありません。しかし、少なくとも暫くの間は経済に好意的に働くという見方が多く、財政

の拡大や貿易に対する制約となる政策もリスク要素と見られながらも相場には未だ織り込ま
れていません。

理解するのが難しい新大統領
2017年2月末に行われた議会演説は概ね好評価でしたが、トランプ氏が異例尽くしの大統

領であり、その言動は未だ予測がつきません。トランプ大統領が何をするか、また、すること
がどのような影響を及ぼすかが、今後の経済や資本市場を大きく左右する要素の一つである
ことは言うまでもありません。このうち後者（することがどのような影響を及ぼすか）の分析

については、多くのエコノミストやストラテジストといった専門家に任せることとして、本稿で
は前者（何をするか）の予測に焦点を当てようと思います。

トランプ大統領の言動は、国の代表としての発言というよりも、まるでテレビショーを見て

いるようです。少なくとも歴代大統領とは大きく違います。多くの歴代大統領は立派な人に見

えましたし、模範的でない言動をした場合には釈明に追われました。トランプ大統領は最初
から釈明するつもりがありません。過去の大統領を基準に考えると、氏が何をするのかの予

測は難しい状況です。しかし、
「ドナルド・トランプ」を個人としてみた場合、その言動は実は
一貫しています。過去の大統領と比較するよりも、過去のトランプ氏自身をなぞる方が、現大
統領の思考方法を理解する近道と言えます。まずは氏の経歴を簡単におさらいしてみます。
「ドナルド・トランプ」の歴史
トランプ氏は、不動産王フレッド・トランプの息子として大金持ちの家庭に生まれました。ビ

ジネスマンとしてのスタートは家業の不動産業で、25歳で大規模なアパート管理会社の社長
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となります。父親よりも積極的な性格を持つ

していくというものです。選別にかける際の

目的達成の為には時に強引な手段も使いま

なり好評を博しました。これで「頼りがいが

氏は事業を拡大します。その手腕は確かで、
す。先日安倍首相とゴルフをしたトランプ氏
の海辺の美しい別荘「マール・ア・ラーゴ」を

手に入れる際は、その前にある海辺の土地
を買収し「ビルを建て、景観を台無しにして
やる」と持ち主を脅し、価格を大きく下げさ
せることに成功しました。目的遂行の為なら
強硬かつ奇抜な手段も辞さないことを示す

エピソードです。こうしたエピソードは他に

いくつもあります。駆け引きの為のはったり
は、氏にとって目的遂行の為に必要な当たり
前のことなのでしょう。

次に氏がより儲かるビジネスとして目をつ

けたのがカジノです。アトランティックシティ
に3軒のカジノホテルを買収してオープンし

ました。しかし、十分な下調べをせず巨額の
投資を重ねてしまったことに加え、カジノ経

営に携わっていた幹部をヘリコプター事故
で亡くすという不幸も重なり、結局全てのカ
ジノホテルが経営破綻に追い込まれました。
この際は、氏の暴走しがちな性格や、うまく

行かなかった時の責任回避傾向といったネ
ガティブな面が垣間見られたと言われてい
ます。

最後に政治ですが、実は政界進出への野

望は古く、最初に大統領選出馬を公言した

のは2000年でした。結局実現までにはその
後16年を要するわけですが、その後、現在

の共和党に落ち着くまでに7回党を変えまし

た。政治的イデオロギーよりも実利や結果
を重視して変わり身が早い、というのも氏の
行動様式の一つです。そして、出馬に踏み切

るきっかけとしてはずせないのがテレビ番組

「アプレンティス（見習い）」への出演でし
た。この番組は、トランプ氏の会社で働くこ

とを希望する「見習い」社員に課題を与え、

対処する姿勢や実績を見て敗者を振り落と
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「You’re fired（お前は首だ）」が決め台詞に
あるタフなビジネスマン」のイメージを浸透
させたといえるでしょう。

なお、表面だけを見ていると、この方は頭

がいいのか悪いのか分かりません。しかし、
実は名門ウォートン大卒で、20冊近くの著
書を持っています。また、生活スタイルは勤

勉かつ禁欲的です。酒・タバコはやらず、睡
眠時間4時間で毎日働きづめです。とする

と、外から見えているイメージの多くは幻像

で、演じているものと見ると考えられるので
はないでしょうか。

経歴から紐解くトランプ大統領のこだわり
このように歴史を紐解いていくと、氏の言

動も理解しやすくなります。最近も「前大統
領が選挙期間中に自身の陣営の電話を盗聴

していた」とつぶやいて物議をかもしていま
す。それに対してメディアが「証拠を見せろ」

と攻め立てていますが、
「ドナルド・トラン
プ」個人からすれば、これまでやってきた数

多くのはったりの一つに過ぎず、その言葉に
責任をとる気はなさそうです。あまり重要視

していない発言を追いかけても仕方ありま
せん。

では「ドナルド・トランプ」がこだわるのは

何か。実はこうみえて、人からどう見られてい
るかには非常に関心を持っているようです。
以前からメディアでどのように報じられた

か、秘書に記事をくまなく集めさせチェック
するのが毎朝の日課でした。大統領になっ

てからも、特定メディアを名指しして「嘘つ

き」と指摘したことを考えるとこの営みはや

はり続けているのでしょう。そして、氏が大
事にしたいと考えている自身のイメージの骨
子は、
「ビジネスで成功した大金持ちで実行

力がある」というものと考えられます。前述
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の「アプレンティス」で獲得したイメージで

おろそかになり言い訳が先に立つように

ると思われます。

れることになると思います。

す。このイメージだけは守りたいと考えてい
そして、選挙期間中トランプ氏が最も心

苦境に立ったときにどうなるのか。トラン

を砕いて訴えてきたと考えられるのが、
「ア

プ氏の歴史の中で気になるのがカジノへの

ベルト」地域を中心とするトランプ支持者

いに乗って過大投資をしてしまった性格が

メリカ人の雇用」というテーマです。
「ラスト
は、トランプ大統領が雇用問題を何とか改
善してくれるものと期待しています。実行力

があると言うイメージを守る為には、移民問
題もそうですが雇用につながるテーマにつ

いては、今後も積極的に手を打ってくると思
います。雇用問題について改善が見られな

かったとき、そして、この問題への取り組みが
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なったとき、トランプ大統領は苦境に立たさ

投資と破綻の下りです。自らの虚栄心や勢
表に出てきてしまうのか、それともこの手痛

い経験から学び、今では十分な修正能力を

身に付けているのか。トランプ氏を批判して
いる多くの人たちも、本心では氏がうまくや

ることを期待しているのではないでしょう
か。すでにハンドルは握らせてしまっている
のですから。
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ヘッジ・プログラム構築にあたって
考慮すべき７項目
ポートフォリオを下値リスクから守るには

マネージング・ディレクター オーバーレイ・サービス

トム・
フレッチャー

トム・フレッチャー

※当資料は、
ラッセル・インベストメントが2016 年3月に発行した英文のレポートを抄訳したものです

株式市場が世界的な金融危機で底値を付けて以来、株価のリバウンドが非常に安
定的に続いてきた。いくつかの短期的な例外はあるものの、市場のボラティリティ
は過去の水準をかなり下回っていた。回復が続く中、市場参加者は混乱をきわめ

た 2009 年の記憶を忘れ始めてさえいた—2015 年の後半までは。しかし、現在の
不安定な市場環境になってみると、いつの間にか許容範囲を超えるリスクを負って

しまったことに気がついた投資家がいる。今までに得た利益を守ろうと、従来の固

定的な政策資産配分に加えてダイナミックな動きを加える投資家も見られている。

市場の突然の急落があると、ポートフォリオの実績に長く傷跡を残すことがある。
市場のボラティリティにより投資が一筋縄ではいかなくなることがあるが、このボ
ラティリティは問題そのものではなく、症状のひとつに過ぎない。真犯人はポート

フォリオの価値の毀損であって、大規模な調整局面からその損失を取り戻すには、
かなりの時間がかかるためである。株式比率を減らす、低ボラティリティ型の株式

投資に取り組む、ポートフォリオ構成の分散を強化するといった従来の対策では十

市場の調整から身
を守るという課題は
「万能 薬 」では対
応 することができ
ない。この 記 事 で
は、資産価値の下落
を効果的にヘッジ
するプログラムを構
築するにあたって考
慮すべき事 項に焦
点を当てる。

分でなくなるような、変動の激しい市場環境下にある投資家には、考慮するべき

点がいくつかある。市場の調整から身を守るという困難な課題となると、何にでも

効くという伝統の「万能薬」では恐らく対処しきれない。この記事では、ひとつの
フレームワークを紹介し、デリバティブを活用したソリューションの効果を見極めて
資産価値の下落を効果的にヘッジするプログラムの構築にあたって考慮すべき事項
に焦点を当てる。

1：どのようなリスク、事象が最も懸念されるかを判断する
想定される運用期間が20年を超えるような、複数資産からなるポートフォリオでは、株式

の市場リスクが際立って高い。様々な資産に投資するポートフォリオでは他の資産の投資に

対するリターンが低下することもあるが、株式はポートフォリオでの配分が大きくボラティリ
ティが高いため、ポートフォリオのリスクの絶対値に他のどの資産よりも大きな影響を及ぼ

す。ポートフォリオの他のリスクが重大でヘッジする価値がある場合も確かにあるが、この

記事では議論を株式リスクとそのソリューションに絞る。なお、このフレームワークは、うまく
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調整して利用すれば、他の資産（例えば、名

めには、ヘッジの 価 値に過 度の「時 間減

から生じるリスクをヘッジするのに適用する

減衰がある場合、この損失を相殺するため

目デュレーション、債券、コモディティなど）
こともできる。 株式ボラティリティの場合
であっても、市場調整のタイプはいろいろ
で、投資家は資産防衛の対象とするのが軽

い調整なのか、大規模なテールイベントと
なるのか判断すべきである。

に、通常は何らか別の金融取引が必要とな

る。例えば、プット・スプレッド・カラーとい
う下値リスクのうち（全部ではないとはい
え）一部をプロテクトする一方、コール・オ
プションを売ることによってその期間中の上

軽い調整から身を守るのは大きな調

値もある程度放棄して下値プロテクション

ターン分布の左のテール（つまり暴落時）

略的なヘッジを使うと、目標をいくつか達

で、かなりのコスト節減を実現できることが

ティを減らす、ドローダウンを穴埋めする、

1.

整 から守るよりも費 用がかからない。リ

費用をまかなう取引などが挙げられる。戦

に、必ずしも完全防御にこだわらないこと

成することができる。たとえば、ボラティリ

ある。

潜在的リターンの分布を非対称なものにす

2.

極端なテールリスクから身を守ろうと

するのは、コストがかかるだけでなく困難

る（上昇リスクを下方リスクより大きくする）
などである。

でもある。このようなヘッジでは強い「時間

3：適切な運用機関を選定し、ソリューショ

大きな調整により相当なゲインを得るまで

運用機関の利用について、利益相反がな

減衰」を起こすことが多い。つまり、十分に

ンの特定と運営をやりやすくする

は、ヘッジ・ポジションの価値が一貫して損

く顧客のために行動してくれる相手を、特

は高額な保険料と似たところがある。また、

ある1

なわれ続ける傾向にある。この種のヘッジ

大きなヘッジ益を得た場合には、その後に

市場が正常化してせっかく獲得したヘッジ

益を失うリスクを負わないよう、ヘッジをは
ずす必要があるかもしれない。そうしたソ
リューションを適切に実行するためには、
投資一任型の契約が必要になることが多
い。

に以下の場合には真剣に検討する必要が
• オーバーレイ運用が可能な熟練したポート

フォリオ・マネージャーからの建設的な助

言が必要である場合。その必要性が、人員･
知識の不足による場合でも（4.も参照）、当
局により外部運用機関の利用が義務付けら
れている場合でも、どちらも含まれる。

• 検討する運用機関が、幅広くデリバティブ

2：ヘッジ期間の長さを判断する
戦術的なヘッジは、短い期間の一時利用

向けのものであるが、かなり強固な下値プ
ロテクションが得られるものである。これに

は、市場の方向性に関する正確な見通しに
加えて、市場の調整タイミングに対する洞
察力が求められる。

戦略的なヘッジ・プログラムとは、継続利

用ができるものであるが、これを実現するた
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衰」があっては成り立たない。価値の時間

や現物を取引する能 力があり、正しいソ

リューションを作成するに当たってそれが
決定的である場合。

• 運用機関が、必要不可欠な24時間カバー
体制を備えた専門的なグローバル取引能力
がある場合。

1 場合によっては、機関投資家は直接ブローカーと取り引き
することができる。これは例外であることが多い。
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「一度設定したら後はお任せ」式の取引

法である。アカウントに割り当てられた元本

ヘッジはいつ設定すべきかよりも、いつ解

が 設 定 される。このポートフォリオのパ

が適切であることはまれである。一般に、

除すべきかを判断する方が難しいからであ

る。ラッセル・インベストメントは、この変遷

を続ける業界において数少ない世界的エキ

スパートの一社であると自負しており、ヘッ

ジの課題を解決するための助言とインプリ
メンテーション（運用執行）サービスをいつ
でも提供できる体制が整っている。
4：正しい委託形態を選ぶ
顧客主導の運用執行への助言：これはど

ちらかというと戦術的なもので、ヘッジに特
有のリスクを十分に理解している顧客に最
適である。顧客主導の運用執行形態には、

定期的なオプション中心のヘッジに加え

て、継 続 的 に先 物 ベースの エクス ポ ー
ジャー管理型のオーバーレイを含めること

ができる。ただし、必ずしもこのようなやり
方が十全に機能を発揮できるような、十分

迅速なガバナンス体制を持ち、社内の投資
担当者に判断を委任するという必要条件を

備えた機関投資家ばかりではない、という
ことに留意する必要がある。

により、対象期間に発生しうる最大損失額

フォーマンスは、オーバーレイ・ソリューショ
ンとは異なり、他の全ての保有ポートフォリ
オを補完するものとしてではなく、
（そのア

カウントの元本額に基づいて）単独で評価
される。この手法では、パフォーマンスはほ
とんどの期間にわたり徐々に下落するとい

うパターンになるものの、大幅な市場調整

が起これば大きなゲインが得られるという
メリットがある。場合によっては、大きなゲ
インを得てから市場が「通常の状況」に戻
るまで、戦略内のヘッジの停止が必要にな

ることがある。この戦略のリターンが不安

定かつポートフォリオの他の資産との相関
が低いとすると、多様化という実証済みの
概念と結びつくのは興味深い。大きく違う

のは、このような戦略が既存の資産クラスへ
のエクスポージャーではなく、デリバティブ

市場でのダイナミックな取引を組み合せた
ものであるという点である。

5：必要なヘッジ精度を選択する
資産クラスのヘッジ：原資産を直接的に

ダウンサイド・プロテクション・オーバー

ベースとするデリバティブを使うことが明確

損失を補完する手段として構築される。こ

式インデックスのデリバティブでヘッジす

フォーマンスを中心に考えるべきである。こ

ジット・デリバティブでヘッジするなどであ

下値限度（フロア）に対する総体的な下値

先の投資と直接関係があり、一貫した相関

なドローダウン限度または目標ボラティリ

ては重要であることがあり、居住地の規則

物とインデックス・オプションが適切な投資

ヘッジの最小限の相関テストが求められ

テールリスク・ヘッジ：これは従来の運用

複数の資産クラス（クロスアセット）の

レイ：この手法は、現物のポートフォリオの

な出発点である。たとえば、株式リスクを株

の場 合、原資産とオーバーレイの合算パ

る、債券リスクを金利デリバティブとクレ

うしたプロテクションがあれば、設定された

る。同じ資産クラスによるヘッジは、ヘッジ

プロテクションを作ることができ、より正確

がある。このことは投資家の居住地によっ

ティを設定することができる。これには、先

または税法上で有利な取り扱いとなるよう、

手段である。

る。

委託と同じく、プロダクト単体で機能する手
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きない場合、多資産ポートフォリオを包括

（OTC）株式インデックス・オプションの方

ることがある。市場のリスクに対する典型

ボラティリティ・ベースの投資手段：ボラ

的にヘッジするのに単一の戦略が用いられ

的なヘッジ手段の例を挙げると、ボラティリ
ティに基づくデリバティブと、国債のデリバ

ティブ（特に主要準備通貨市場のもの）の２

つが好例である。両者は通常、市場の下落
時に価値が増加、つまり負の相関関係とな
るわけである。資産をまたぐヘッジの場合、

実際の現物資産とヘッジの相関は、期間に

よって異なるため、ヘッジの精度には限界が
ある。

ティリティ・ベースの投資の流動性が最も高

い市場は、米国と欧州である。そのため、こ
の投資手段は不完全なクロスアセット・ヘッ

ジにとどまるかもしれない。それでも、これ

はポートフォリオ全体にとって急落リスクを

ヘッジするソリューションにおいて効果的な
構成要素となりうる。この投資手段は先物

やインデックス・オプションと比較して価格
変動率が非常に高く、1日や1週間という期
間で劇的に変動するため、
マネージャーが

6：適切なヘッジ手段を選択する
上場先物－上場先物は取引コストが非常

に安いために魅力的な選択であり、市場に

厚みがあって非常に大きなヘッジ・ニーズの

候補となる。利用可能な先物を適切な割合

で組み合わせ、現在採用している株式戦略

のベンチマーク指数に合致するようにする
ことができる。当初証拠金率がかなり低い

ため、上場先物の使用は非常に資金効率の
よい解決策となりうる。

株価指数オプション－株価指数により、

株価指数オプションの流動性が異なってい

る。市場の下落やボラティリティの増加に対
する感応度は有用であるが、この種のヘッ

ジを選択する投資家にとっては先払いのプ

レミアムと時間的価値の減衰が考慮すべき
主要な問題となる。それぞれのオプション契
約の原資産が代表する市場に対する感応度

（ポジションのデルタと呼ばれることが多
い）が市場の動きによって異なることを考え

れば、株価指数オプションを組み合わせて

運用することは先物を用いるより難易度が

高い。また、幾つかの上場オプション市場に
アクセスする際に、各種書類の準備やオペ

レーション上の問題が発生することがある。
このような問題を軽減できる点では、店頭
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が往々にして使い勝手が良いと言えよう。

自由裁量で運用する戦略に適している。

7：ヘッジ口座の会計が決算報告上どこに
位置づけられるのが適切かを選択する
一般的に言って、ヘッジ会計はプロテク

ションの対象となる資産とあわせて表示さ

れるべきである。株式中心のヘッジは、株
式資産クラスに集計すべきであるし、
マル
チ・アセット資産のオーバーレイ運用は、

ファンド全体のレベルで集計する必要があ
る。従来の確定給付年金プランのポートフォ
リオ、あるいは加入者レベルの会計を気に

することのない機関投資家のポートフォリオ

においては、ポートフォリオ全体のレベルに
ヘッジ会計を反映するのが通例であるが、

これは合理的といえるだろう。米国の確定

拠出基金やオーストラリアの老齢退職年金

基金のような複数のファンドを取り扱うケー
スでは、ファンドの一部（またはセクター）

をヘッジすることが合理的であることが多
い。同様のプロテクションが必要な複数の

多資産型ファンド（例えば期日の違う複数の
「ターゲット・デート・ファンド」）の場合、
全てが同一のプロテクションを受けられる

ように、単一のヘッジ委託を利用するのが
合理的であろう。
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表1：ポートフォリオ・リスクを管理するための戦略

表2：マーケット・リスクをヘッジするためのオーバーレイ・ソリューション
表2：マーケット・リスクをヘッジするためのオーバーレイ・ソリューション
ソリューション

委託タイプ

使用する投資手段

目標

資産クラス

戦術的なヘッジ

オーバーレイ

オプション

ダウンサイド・
プロテクション

オーバーレイ

先物および／またはオ
プション

1. 損失を相殺
2. 時々のニーズ

主に株式
債券も可能

テールリスク・
ヘッジ委託

単独の委託

オプションおよび／ま
たはボラティリティ投
資手段

1. 逆相関
2. 大きな調整をオフセット

クロスアセット

エクスポージャー
管理

オーバーレイ

先物

1. エクスポージャーの全体像把握
2. エクスポージャーの直接管理

1. 継続的な保護
2. ドローダウンの減少
3. リスク調整済みリターンの改善

マルチ・アセット

主に株式
マルチ・アセットで成果を上げ
る

表 1 と 2 に示されるソリューションはいずれも、包括的なものでも全ての顧客に適合するものでもありません。
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債券ポートフォリオ再構築において
最も優れた方法とは
ジョシュア・

4通りのトランジション戦略を評価する

ホーシン

債券トランジションマネジメント担当ヘッド

ジョシュア・ホーシン

「トランジション」は
「トレード行動」では

なく、リスク管理行動

である。資産再構築

※当資料は、
ラッセル・インベストメントが2016 年12月に発行した英文のレポートを抄訳したものです

債券市場において、ベンチマークを上回るパフォーマンスを長期的に実現するのは

容易ではない。せっかくのアルファを、マネージャー入れ替え（トランジション）の
管理が行き届かずに消耗すれば、苦労して手にした超過収益を失い、投資家の運

に特化した投資顧問

用目標の達成はおぼつかなくなってしまう。一方、しっかりとした包括的なトランジ

理人の立場に絞った

る努力をすれば、投資家にとって長期的なリスク・リターン目標達成の役に立つで

の役割と、顧客の代

トレード実行は、ポー

トフォリオがシンプル
なものでも複雑なも

ションマネジメントを通じて、入れ替えの際のパフォーマンス毀損を最小限に抑え
あろう。

想定シナリオ
ある年金基金では、現行の米国債コアマネージャーを別のマネージャーに入れ替える予定

のでも、ポートフォリ

である。基金の運用委員会としては、長年苦労して手に入れた「アルファ」を今回の入れ替え

める上で、理 想的な

のコストによって、過年度に積み上げてきた超過収益が目減りすることを懸念している。投資

オ再構築を容易に進
形である。

ラッセル・インベスト

メントは、マルチ･マ
ネージャー・ファンド

のニーズを最大限満
たすことを目標に、

運用執行サービスに
特 化したビジネスを
築いてきた。

で失いたくない。同委員会では、入れ替え対象の旧ポートフォリオ・ストラクチャーや入れ替え
スタッフは、アルファを保全しながらのマネージャー変更を目指し、最適な解決策を見出だそ
うと取り組んでいる。
課題
委員会の投資責任者、コンサルタント、その他外部委託者は通常、ポートフォリオ再構築が

パフォーマンスに及ぼす影響を最小限に抑えるために最良のアプローチを見出だす任務を

負っている。解約、または新任の資産マネージャーに、移行期間中のパフォーマンス責任を負

わせずに再構築を委ねるケースがみられるが、これは実質的には、パフォーマンスを偶然に
任せ、ポートフォリオの構築プランやコスト管理を野放しにして、結果的に実際のコストが過
大にならないことを望むものであり、要するにコイン投げ（のように運任せ）である。

一方で、先手を打つアプローチをとっているケースもみられる。その場合の当事者は、この

重要な変更期間におけるパフォーマンスの決定要因を理解し、しっかりと管理したいと考え

ている。実は、重要性が高い要因は、通常採用している運用戦略と同様である。こういった
重要な要因を把握することで、投資家は、いくつもの異なった実施手段の選択肢を評価し、

パフォーマンスを左右する要因を最も良く管理できるソリューションを選択することができる
ようになる。
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 監視：トランジション中の資産についても、いずれかの委託先に、受託者責任お
よび忠実義務を継続させる。数ある選択肢の中でも、全ての収益が開示され、ト
ランジションプロバイダーの利益と投資家の利益（パフォーマンス）の方向が一
致するような、資産再構築モデルを採用する。

これらが重要な理由：その口座に受託者責任を適用しない場合（特に、ブロー
カー・ディーラーは受託者責任を負わないことに留意）、基金の委員会がポート
フォリオ再構築に関する全てのリスクを受け継ぐため、受託者責任の違反が

あった場合には責任を負うことになり得る。ピーター・ドラッカーも述べたよう

に、
「測定できるものは管理できる」ものである。パフォーマンスに対する説明
責任は、トランジションを実施するプロバイダーが、その再構築イベントを投資

家の本来の目的に合わせてきちんと実施させる上で、欠かせないものである。明
らかにプロバイダーには、あらゆる角度からポートフォリオ再構築が運用パ
フォーマンスに与える影響を最小限に抑える義務がある。

 資産配分のコントロール：トランジション期間を通じて、ベンチマーク（別の言い

方では、
「目標ポートフォリオ」）に対するトラッキングエラーを最小限に抑えるこ

とが、成功へのカギとなる。トランジションの期間を最小限にすることも、機会
費用の削減につながる。

これが重要な理由: トランジションイベントの管理が不十分であると、これに伴
う機会費用がイベントを通じて最大のコストとなり、長年かけて積み上げた「ア
ルファ」をわずか数時間で失いかねないためである。

 取引に伴うコスト：再構築に伴う全トレードを、ポートフォリオ再構築の経験が

豊富なパートナーを利用して慎重に行う。利益相反がなく、最適の結果を顧客
に提供することを追求しているパートナーを利用する。

これが重要な理由: トランジションに先がけてコストを推定していないと、再構
築に伴うコストを評価できない。さらに、トランジションの評価を一貫したパ

フォーマンス尺度（業界標準「Tスタンダード」によるインプリメンテーション･

ショートフォール：巻末参照）で行わなければ再構築コストの客観的な評価が不
可能になる。
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様々な選択肢
ポートフォリオ再構築の方法にはいくつかの選択肢があるが、ここでは、本レポートの目的

に沿って最も一般的に利用されていると思われる4つの選択肢に焦点を絞る。ただし、そのう
ちただ1つの選択肢を除き、投資家にとって最適の解決策とは言えない。

これ以降では、それぞれの選択肢ごとに、時間軸に沿ってトランジション期間にポートフォ

リオに起こる変化を図示している。ベンチマークに対するトラッキングエラー、ポートフォリオ
構成/内訳の日々の変化、運用評価期間外の日数を選択肢ごとに示しており、各戦略の主な
リスクが見えるようになっている。

戦略オプション (A): 解約するマネージャーがポートフォリオを現金化
•Day 0: 既存のマネージャーの解約を通知し、
パフォーマンスに対する責任がなくなる。
•Days 1-5: 解約したマネージャーがポート
フォリオを現金化。
•Days 6-9: 新任マネージャーが目標ポート
フォリオを構築。
•Day 10: 新任マネージャーがパフォーマンス
に責任を負う。

国債
現預金

クレジット
トラッキング
エラー

証券化
運用停止期間

（イメージ図）

戦略オプション (B): 新任のマネージャーが目標ポートフォリオを再構築
•Day 0: 既存のマネージャーの解約を通知し、
パフォーマンスに対する責任がなくなる。
•Days 1-5: 新任マネージャーが、ベンチマー
ク・デュレーションを維持しながらポートフォ
リオを（国債として）流動化。
•Days 6-9: 新任マネージャーが目標ポート
フォリオを構築。
•Day 10: 新任マネージャーがパフォーマンス
に責任を負う。

国債
現預金

クレジット
トラッキング
エラー

証券化
運用停止期間

（イメージ図）

戦略オプション (C): 外部委託のトランジションマネージャーが中継ぎ的に国債に再構築
•Day 0: 既存のマネージャーの解約を通知。
•Days 1-5: トランジションマネージャーが、ベ
ンチマーク・デュレーションとパフォーマンス
に対する責任を維持しながら、ポートフォリオ
を流動化。
•Days 6-9: 新任マネージャーが目標ポート
フォリオを構築。
この間は運用停止期間に。
•Day 10: 新任マネージャーがパフォーマンス
に責任を負う。
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国債
現預金

クレジット
トラッキング
エラー

証券化
運用停止期間
（イメージ図）
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戦略オプション (D): 外部委託のトランジションマネージャーが目標ポートフォリオを再構築
•Day 0: 既存のマネージャーの解約を通知。
•Days 1-6: トランジションマネージャーが、既
存のポートフォリオを流動化すると同時に新
任マネージャーの目標ポートフォリオを構築。
この間、ベンチマーク・デュレーションは継続。
•Day 7:完成した目標ポートフォリオを新任マ
ネージャーが受け継ぎ、直ちにパフォーマンス
に対する責任を負う。

国債
現預金

クレジット
トラッキング
エラー

評価

証券化
運用停止期間

（イメージ図）

受託者がこうしたオプションをそれぞれ評価する場合、優先順位が矛盾することや、プロ

セスの中で出所が異なる情報を比較することが多い。当社は、ベンチマーク（「目標ポート

フォリオ」のリターン）と比較した相対パフォーマンスを大きく左右する3要素である、受託者
による管理、資産アロケーション、取引コスト、を評価した。そして、各オプションについてこ

の3要素をスコア化した。各要素のスコアが高いほど、トランジション期間を通じてベンチ

マークからの乖離がコントロールできる可能性が高いことを意味する。最大評価スコアは各
要素におけるベンチマーク並みの運用成績を得るための優先度合を示している。

戦略オプション (A)の評価: 解約するマネージャーがポートフォリオを現金化
実施は最も簡単だが、受益者との利益相反の回避という面では最も劣る






管理：解約対象のマネージャーに（ポートフォリオ
の）現金化の指示を出すと同時に、基金自らが受託
者責任を負うことになる。解約するマネージャーに
はパフォーマンスを最大化するインセンティブが無
いことが多く、他顧客の口座が恩恵を得やすいよ
う、基金の資産売却を好みの取引先証券会社への
発注実績を作るために利用しがちであり、利益相反
の回避には程遠い。
資産アロケーション：ポートフォリオ流動化の最中
に現預金を保有することで、ベンチマーク（目標ポー
トフォリオ）に比べると見返りの期待できないリスク
を負うことになる。このため、リスク管理が優れてい
るとは言えない。見返りのないリスクを負うため、ベ
ンチマークにはない機会費用が、マネージャーの変
更で得られる将来の期待利益（アルファ）を上回っ
てしまう可能性がある。
取引コスト：このオプションでは、新しいマネー
ジャーに現物移管を行う場合に比べ、潜在的な損失
が見込まれる。加えて不必要な売買コストを負担す
ることになる。明確な「トランジションマネジメント
手数料」としての代金支払いはない。
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ベンチマーク・リターンと
一致する可能性
最大評価スコア
受託者による
監視
インセンティブ
の調整
トラッキングエラー
（ベンチマークからの乖離）
アロケーション変更に
必要な時間
ビット/
オファー・スプレッド

売買手数料
報酬

（イメージ図）
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戦略オプション (B)の評価: 新任のマネージャーが目標ポートフォリオを再構築
新任マネージャーに既存のポートフォリオの売却を委ねるため、利益相反の点から見たインセンティブ
の整理に関しては上の（A）よりも適切に調整される。しかし、残念ながら新任マネージャーは、目標
ポートフォリオの完成までパフォーマンスに責任を負わない。






管理：新任マネージャーは（再構築期間から）受託
者になり得るが、その場合はトランジション期間中
をパフォーマンス評価の対象外とするよう、通常は
求めてくるであろう。
資産アロケーション：トランジション期間中のポート
フォリオ構築や資産配分がトータルリターン・パ
フォーマンスに及ぼす影響は、トータルリターンや総
コスト（インプリメンテーション･ショートフォール：
巻末参照）を測定しないため、評価は難しい。
取引コスト：コストの推定やパフォーマンスの測定な
くしては、トランジションコストが最少化されたかを
評価することはできない。新任マネージャーは、既
存のポートフォリオの微妙な意味合いにさほど通じ
ていない可能性がある（特に、流動性が乏しい、ま
たは難解な資産の場合）。明確な「トランジションマ
ネジメント手数料」としての代金支払いはない。

ベンチマーク・リターンと
一致する可能性
最大評価スコア
受託者による
監視
インセンティブ
の調整
トラッキングエラー
（ベンチマークからの乖離）
アロケーション変更に
必要な時間
ビット/
オファー・スプレッド

売買手数料
報酬

（イメージ図）

戦略オプション(C)の評価: 外部委託のトランジションマネージャーが国債ポートフォリオに
再構築
トランジションマネージャーが、既存のポートフォリオを流動化する間のパフォーマンスに責任を負
う。しかし、デュレーション中立なバスケットの購入は理想的とはいえない（次のオプション（D）を参
照）。市場への幅広いエクスポージャーは（金利感応的な部分に限って）維持されるが、新任マネー
ジャーは別途国債バスケットを売却して目標ポートフォリオの構成資産を購入するため、その取引コス
トが発生する。


管理：トランジションマネージャーと受託者としての
契約が必要。利益相反を避けるため、完全に代理人
としてトレードを行う。



資産アロケーション：金利感応度は維持される。し
かし、ベンチマーク比のトラッキングエラーは、従来
保有していた資産を売却（し、かつ国債を購入）する
ため拡大する。



取引コスト：明確な手数料をトランジションマネー
ジャーに支払う。国債の売買により往復のコストが
発生する。それでもなお新任マネージャーは、目標
ポートフォリオ構築の際に入れ替えのスプレッド・コ
ストを負担する必要がある。

ベンチマーク・リターンと
一致する可能性
最大評価スコア
受託者による
監視
インセンティブ
の調整
トラッキングエラー
（ベンチマークからの乖離）
アロケーション変更に
必要な時間
ビット/
オファー・スプレッド

売買手数料
報酬

（イメージ図）
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戦略オプション (D)の評価: 外部委託のトランジションマネージャーが目標ポートフォリオを
再構築
今回議論したオプションの中では、このオプション（D）が、リスク管理、コスト効率の面で最良の形で
新しいポートフォリオに移行させることができる。受託者として雇われたトランジションマネージャー
が完全に顧客の代理人としてトランジション手続きを進めるため、再構築コストが明瞭で、リスク管理
の行き届いた新ポートフォリオへのトランジションアプローチができる。






管理：トランジションマネージャーと受託者としての
契約が必要。利益相反を避けるため、完全に代理人
としてトレードを行う（エージェンシー専業）。既存
マネージャーの解約から新任マネージャーの採用ま
で運用成績に継続的に説明責任を負う唯一の選択
肢。
資産アロケーション：経験豊富なトランジションマ
ネージャーは、ポートフォリオの短期的リスクを特定
し、トランジション期間を通じてパフォーマンスをで
きるだけ安定化できるようなトレードを行い、そうし
た短期的リスクを最小化するスキルを備えている。
これは、既存のポートフォリオと新しい目標ポート
フォリオの間のずれを最小化することで得られる
（資産クラス、デュレーション、セクターの違いな
ど）。
取引コスト：明確な手数料をトランジションマネー
ジャーに支払う。エージェント専業のトランジション
マネージャーは、純粋な顧客代理人として顧客の最
良執行を実現すべく、多数の取引ルートの中から最
良価格のトレードを行うアプローチによって、スプ
レッドの削減を図る。

ベンチマーク・リターンと
一致する可能性
最大評価スコア
受託者による
監視
インセンティブ
の調整
トラッキングエラー
（ベンチマークからの乖離）
アロケーション変更に
必要な時間
ビット/
オファー・スプレッド

売買手数料
報酬

（イメージ図）

まとめ
4番目のオプション（外部委託したトランジションマネージャーが目標ポートフォリオを再

構築する）で利点が浮き彫りになったとおり、このオプションこそを、債券ポートフォリオを再

構築する手段のデフォルト（基本形）とすべきである。しかしながら、他のオプションが利用
されているケースも依然として見受けられており、その場合、投資家は結局、多額で報われな

い機会コストや、時には取引コストまで負担させられることになる。
「アルファ」の獲得はもと
もと容易ではないが、苦労して得たアルファを、管理のしっかり成されていないトランジション

によるコストで浪費するのは全く不必要なことであり、通常は賢明なアプローチとは言えな
い。ラッセル・インベストメントでは、
（利益相反の観点で）インセンティブは非常に重要であ

り、トランジションを任せる会社とは、トランジション期特有の課題をコントロールすることに

特化した会社であることが不可欠であると考えている。ラッセル・インベストメントは、基金
の債券ポートフォリオ再構築において、最高のガバナンス、リスク管理、コスト管理を実現で
きるのは第4のオプションであると考えている。
「トランジション」は「トレード行動」ではな

く、
「リスク管理行動」である。資産再構築に特化した投資顧問業者（米国では「1940年投

資顧問法」の定義に基づく）と、エージェンシー専業の立場でのトレード執行は、ポートフォ
リオがシンプルなものでも複雑なものでも、再構築をスムーズに進める上で理想的な形であ
る。
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OCIOを評価する
ボブ・コリー

チーフ・リサーチ・ストラテジスト、米国機関投資家向け
ボブ・コリー

マネージング・ディレクター、フィデューシャリーソリューション - 退職年金
ピーター・コーリッポ

※当資料は、
ラッセル・インベストメントが2016 年5月に発行した英文のレポートを抄訳したものです。
日本において、資産運用アウトソース・サービスをご検討いただく際には、弊社の利益相反の管理・運営体制に
ついて別途ご理解をいただくと同時に、起用されるアウトソースの内容に応じて、お客様においてもどのように
利益相反の管理を行うべきかについて別途協議・ご検討いただく必要があります。

アウトソースドCIO（OCIO）は従来の投資運用より広範囲のサービスであり、OCIO採用の成
ピーター・

果を評価するのは単純にはいかない。本稿では、OCIO評価の課題をあげ、その対応策を検

コーリッポ

討する。

5つの課題
近年OCIOに対する関心が高まっている。実際、チーフ・インベストメント・オフィサー誌に

よる最近の調査では、金融危機以降、このサービスの成長について「注目に値する」1とコメ
ントされている。この様な成長に伴い、OCIOプロバイダーの成果を評価する必要性が高まっ
てきた。貴社採用のOCIOプロバイダーは、期待通りの成果を上げているだろうか？貴社の
OCIOプロバイダーは他社と比較したらどうだろうか？

OCIOを評価することは、従来の投資運用を評価することより困難な作業である。不可能

ではないが、いろいろと課題がある。まず手始めに、困難と考えられる理由をいくつか見てみ
よう。

1. 共同責任
OCIOの採用においては、最も重要な決定のいくつかを、投資家とOCIOマネージャー
が共同で行うことがある。たとえば、ポートフォリオのリスクプロファイルは常に年金プ
ランのニーズを反映したものでなければならないが、OCIOサービスによっては、このよ

うなニーズを非常に基本的な資産配分（たとえば、債務ヘッジ資産とリターン追求資
産）でとらえるものや、より細分化された基 本資産配分でとらえるものもある。

決定を共同で行うと、うまくいった場合やそれほどうまくいかなかった場合に責任を配
分するのが難しいことがある。
2.

1
2 月より

p / 18

結果重視指向

OCIOは、対市場ベンチマークではなく投資家の最終目標に目を向けることが多い。年
ニック・リーヴ「Outsourced Chief Investment Officer Survey」チーフ・インベストメント・オフィサー誌 2016 年
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金給付の予想外の増大を避けること

ば、管理チームおよび運営チームの

ることを目標とすることまで、多様な

ラムの継続的な強化を提案する積極

や、非営利的団体の支出をカバーす
目標が考えられる。しかし、そのよう
な目標により、OCIOマネージャーが

投資家の目標に注意を集中させるこ

とはできる（よいことである）が、その
目標は一般的に市場の状況に大きく

左 右 され る。これ は O C I O マネー
ジャーがコントロールできる領域では
ない。そのため、
「望んでいた結果が

達 成 できた か？」という質 問は、
「OCIOプロバイダーはいい仕事をし

たか？」と同じ質問とはならない。
これは、最終目標と資産構成との関
連が直接的で無いほど、より問題と

なる。たとえば、資産のリターンは短

期的な掛金負担にほとんど、ないし、

まったく影響を及ぼさない。何故な
ら、それはかなり平準化される傾向
があるためである。

3. 戦略的な資産配分は、最終的な成功
の大きな要因である
市場環境が目標の達成に大きな要因
になるのと同じく、戦略的資産配分も

また大きな要因である。資産クラス

内の投資パフォーマンスを評価する
のは比較的簡単であるが、
（リスクと
リターンの間のトレードオフを考慮し
た）戦略的な資産配分の成功または

失敗を評価するのはそれほど単純に
はいかない。

4. 主観性
OCIOは包括的なサービスである。主
な目的は一般的に、ポートフォリオの
リターンとして評価できるが、OCIO

サービスのあらゆる側面をその数値
でとらえられるわけではない。たとえ
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能力や、OCIOプロバイダーがプログ
性などの要素は主観的に評価するこ
としかできない。

また、OCIOとの関係には多くの場合、
コンサルティング的な要素もあり、
OCIOの顧客は、新たに生じた問題を

採用OCIOが積極的に特定してほしい

と期待することが多い。これも主観的
に評価することしかできない。加え
て、それぞれの顧客特有の組織と文
化や独自性を理解して行動できると
いう能力の問題もある。

5. OCIOプロバイダーは相互の比較を
同条件で行うことは困難
投資家とメディアは成績表が大好き

だ。しかし、これを作成するのは単一
の資産クラス・ポートフォリオであれ
ば比較的簡単（たとえば、
「インデッ

クスが5%のリターンで、プロバイダー

Aは7%、Bは4%」）だが、OCIOの場合
はその業務範囲や引き受けるリスク

の範囲が異なり、条件をそろえた意
味のある直接比較をするのは、はる

かに難しい。そのような比較をしよう
と思えば多次元的である必要があ

り、さまざまなプロバイダーの相対的
な成果は、それぞれのサービスの要

素にどれくらいのウェイトが与えられ
ているかに左右される。

投資家は、どのように対応しているか
OCIOの評価は困難であるが、それでも行

う必要がある。1つの原則（本書で以前に述

べたことがある2）は、いかなる評価におい

ても複数の評価基準を用いる必要があると
2
Bob Collie の「マルチアセットに向かうトレンド
に よ り、 運 用 成 果 の 評 価 方 法 が 変 わ る 」Russell
Investments Communique | 2013 年 9 月。
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投資家とOCIOプロ
バイダーが、この一
連の測定基準とそ
れぞれを測定する
期間について事前
に同意 することが
重要である。

いうことだ。多次元フレームワークでは、

あるような場合にも）。この基本的な評価に

にある評価手段に焦点をしぼることができ

度を示すような評価基準を追加する必要が

OCIOプロバイダーのコントロールの範囲内
る。副次的な目的は主要な目的であるパ
フォーマンスの評価をするのに役立ち、主
要な目的の達成に対するプロバイダーの貢

献度を投資家が評価するのに役立つ。投資
家とOCIOプロバイダーが、この一連の評価

基準とそれぞれを評価する期間について事
前に同意することが重要である。

ある。

表1は、確定給付年金プランのOCIOとの

関係がどのようなものとなるかの具体例を

示したものである。上記で強調したように、
委託内容が異なれば、別の側面を重視し
て、別の評価基準を使うことが必要になる。
これは単なる説明のための例であり、すべて

のOCIO委託に使えるテンプレートではな

例
最後に、このような目標達成度の評価は、

OCIOプロバイダーのレポーティング・プロセ

い。

主要な目的がどのように一連の評価基準

スに組み入れる必要がある。OCIOは結果重

に入るかをご確認いただきたい。評価基準

る必要がある（その成否がOCIOプロバイ

せたもので、それぞれ評価期間を特定する

視なので、評価はその目的の成否から始め
ダーの行動にまったく起因していない場合、
たとえば、市場が著しく有利であるか不利で

OCIOは結果指向な
ので、評価はその目
的の成否から始め
る必要がある。

は、OCIOプロバイダーの結果に対する貢献

自体は定量的基準と定性的基準を組み合
必要がある。

表1：OCIO評価基準の概要例
目的：剰余金の振れ幅を下げ、極端な掛金負担を回避しつつ、主に資本市場のリターンを通じて積立
状況を改善するように設計された投資ストラクチャーを構築する。
説明責任
スポンサー/OCIO

定量評価

積立水準
従前の基本資産配分に基づき
想定される積立水準の改善

サープラス・ボラティリティ
従前の基本資産配分に基づき
想定されるサープラス・
ボラティリティの低下

超過リターン
年率75〜100bp（グロスベース）
IR≧0.5
投資ホライゾン3〜5年

投資運用報酬
サブ・マネージャー報酬＋OCIO
助言・資産運用報酬≦年率30bp

定性評価

オペレーション/アドミニストレーション サポート
XYZ社の財務担当責任者、
またはその代理者が、合意されたサービス
の範囲と比較してOCIOによる運営管理支援を評価
OCIO

1.

ここに定めた手数料予算は定期的に調整することを前提としており
（たとえば、戦略的な資産配分の変更/リ
スク回避したグライドパスに沿っての意味のある行動）、XYZ社が保持/指示する資産には適用しない。

2.

OCIOマネージャーは、XYZ社により
「期待を満たした」、
「期待を超えた」
または「期待を下回った」のいずれか
の評価を受ける。XYZ社は「期待を下回った」評価の場合にはそれと併せて具体的な問題のリストを提供し、
OCIOマネージャーは通知より1四半期以内にXYZ社が満足するように問題に対処する必要がある。

※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。
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『アセットマネジメント業界研究』
外伝
第一回：ショートセリング（空売り）

眞保 二朗

ディレクター/ オルタナティブ インベストメント コンサルティング
眞保 二朗

昨年 1 年を通して、ご関心のあるお客様にお集まりいただき「アセットマネジメン

ト業界研究」という 4 回シリーズの早朝討議を行いました。おかげさまで、1 回
ずつの予告編と番外編を含め、計 6 回の会合ではいずれも活発なご議論をいただ

きました。私自身のことを申し上げれば、このテーマは特にこの企画のためにひね

り出したというものでもなく、それまでの仕事の中から自然と出てきたものでした。
齢を重ねれば誰しも住む土地の歴史や風土を深く知りたくなるものですが、それに
似たものかもしれません。さて、この業界の風土は人で作られていて歴史的な偉
人の金言にも事欠かないのですが、普通に会うことのできるマネージャーの中にキ

ラリと光るアイデアや深い考えを見出した時の喜びにもまた格別のものがあります。
計 4 回を予定する本稿では、過去のリサーチ・ノートから記憶をたどり、そうした
人物たちの素描と共に、業界や運用手法の横顔に触れていきたいと思います。第
一回のテーマはショートセリング ( 空売り ) です。

このところヘッジファンドの退潮が言われています。以前悪玉、今負け犬。報道も変われ

ば変わるものですが、扱われ方こそ違えど、根は伝統的アクティブ・マネージャーがパッシブ

との競争で苦境に立つのと一緒です。ヘッジファンドの特徴は第一にショートセリングの使
用ですが、多くのファンドは単なるヘッジとしてではなく、個別銘柄選択による超過収益を

狙ってショートセリングを行います。現在のように金融政策などマクロ変数の動向が市場を
席巻し、ファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択が効きづらい環境では、ロング、ショート
の両側で苦しむことになります。ショートセリングは貸借料を支払って借り受けた株式を売

るため、成果が出ない間は見た目にもコストが嵩みます。そうした時、運用マネージャーはど
のような行動を取るでしょうか。極端な例があります。2006年から2007年にかけて、ショー
トセリングの銘柄選択が効きづらいと言われた時期がありました。折からのLBOブームで、

低収益銘柄でもキャッシュフローの安定性があればプライベート・エクイティ・ファンドがレ
バレッジをかけて買い上げていた頃です。ショートセリングに定評のあったグローバル株式
ロング・ショート大手のCantillon Capitalは、悩んだ末、2007年12月にとうとうショートを止

めてしまいました。空売りするものが見つからない、と言う当時のCIOの苦しげな表情は今も

強く印象に残ります。衣替えを乗り切った同社はロング・オンリーのアクティブ株式運用で今
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でも活躍を続けていますが、ことほど左様

る、と突っ返されます。会社は顧客企業に

べ物にならない痛みがあるようです。

たのですが、彼女の算定では6～8倍にしか

にショートセリングの不調にはロングとは比

なりません。IPOを間近に控えた顧客企業

ショートセリングの憂鬱
ましてや、空売り専業のショートセラーと

いう分野のマネージャーが上手く行かない

ときの痛みはさぞやと思います。単純に考
えれば、分散された株式ポートフォリオの価

値は長期では経済成長と共に上昇します。

空売り銘柄のみでポートフォリオを構成する
ということは、ウォーレン・バフェットの箴

へのプレゼンテーションの席上、彼女はとう
とう「6～8倍」と言ってしまい外されます。
おかげで株式公開は無事ハッピーエンドを
迎えました---投資家を除いては。このような

こともあって、彼女は自らショートセラーに
なってしまったのだと笑います。

統計をとった訳ではありませんが、米国

言、
「潮が引いたときに海水パンツを穿い

のショートセラーは運用会社数の割に西海

を穿かずに満ち潮に乗ってスイスイ泳いで

のホームグラウンドとして進取の気風に溢

に従事するショートセラーの人々には、独特

けても東海岸に引けを取りません。株式店

会社、Osterweis Asset Managementには、

分、数年で調達資金を無為に使い果たして

ドがありました(蝋の羽根で空を飛び太陽の

すぐに馬脚を現してしまう事例にも事欠か

命名です)。このファンドのPMを務めた女

画好きの方はフランシス・フォード・コッポ

市井の人で、夫と二人の子供を持ち、気さく

と思います。戦後間もなくの米国、大手に伍

と、投 資 利益と並んで彼 女をショートセ

公は苦難を乗り越え株式による資本調達も

業的正義感だと感じられます。前職の西海

が、株式公開が詐欺ではないかと疑う株主

め、上場銘柄の分析・推奨だけではなく、

ますが、この映画に現れたような、価値の定

際の事前銘柄分析を任されることがありま

駆動するという資本主義のダイナミズムが

で、彼女が精緻な分析を基に公開価格レン

ならないように思います。

ていない者が分かる」を借りれば、パンツ

岸に多かったように思います。ハイテク企業

いる者を探すようなものです。こうした職業

れる同地では、新興企業のIPOの多さにか

の信念や世界観があります。西海岸の運用

頭公開などで資金調達を行う企業が多い

Icarusというショートセリング専門のファン

しまう企業や、ビジネス・モデルの怪しさが

熱を受けて墜落する神話のイカロスからの

きませんし、企業間の競争も熾烈です。映

性、Charlotte Hughes氏はどこにでもいる

ラの「タッカー」をご覧になったことがある

で率直な物言いの人物でした。話している

して未来の自動車を製造しようとする主人

ラーの仕事に向かわせるのは、ある種の職

果たしますが、映画の後半で直面するの

岸の中堅証券会社では株式アナリストを務

からの訴訟です。結末に触れることは控え

主幹事証券として新規株式公開を取り扱う

まっていない事業をアニマル・スピリッツで

した。新規公開を控えたある企業の案件

ある限り、ショートセラーの存在価値もなく

ジをレポートにして上げると、当の企業との

時間軸と種類

窓口である営業部門の上層部からは、こん

な初値では通らない、とお叱りがきます。若
干の修正を施したレポートも、まだ低過ぎ
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株価収益率で10倍程度と伝えようとしてい

通常の株式投資に短期と長期があるよう

に、ショートセリングにも短期と長期があり
ます。短期では、四半期業績のネガティブ・
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サプライズ、企業実体とは別の要因による

例はRocker Partnersという著名なショート

長期では、
「クリエイティブな」会計慣行な

マース企業の対決です。経緯は、赤字続き

割高な株価などが調査の対象となります。

どから始まり、ビジネス・モデルが機能しな
くなった企業や、業界全体として製品・サー
ビス・コスト構造が競争圧力を受けるケース

などが対象となります。ショートセラーは空

売りポジションを数年間続けることもありま
す。会計不正などでは、会計士出身のアナリ

ストらが財務諸表や取引先の情報などをも
とに、矛盾がないか綿密に洗い上げます。こ

うした作業をフォレンジック・アカウンティン
グと呼ぶことがあり、直訳すれば法医学的
会計ですが、まさに科捜研のようなもので

す。こうした会計不正や違法取引などを調

査する場合を除けば、ショートセリングのリ
サーチの観点はほぼ通常の株式投資と対
照形と言ってよいでしょう。業界全体として

競争圧力を受けるケースでは、2000年代前

半の米国で、ウォルマートに駆逐されるスー
パーマーケット群(セーフウェイやアルバート
ソンズ等)という空売りのテーマがありまし

た。その後、これは形を変えてアマゾン.com

に負ける小売企業群というテーマに引き継
がれました。また、それ以前には、デジタル

カメラに負けるフィルムメーカーというテー
マ(イーストマン・コダック、ポラロイド等)も

ありました。いずれも厳しい結末を迎えた

企業です。ところで、実は、同じ時期に日本

の現・富士フイルムを長期的に空売りしてい
る米国のグローバル・ファンドがありまし
た。ところが同社は見事に事業ポートフォリ
オを転換したものですから、このファンドは
さほど利益を出せず買い戻しを余儀なくさ

れました。このファンドには申し訳ないので
すが、企業対ショートセリングということで
は、極めて健全な結末だと思います。

ショートセリングは時として企業との厳し

い緊張関係を生むことがあります。有名な
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セラー対オーバーストック.com社というEコ
のオーバーストック.com株を2004年から空
売りしていたRocker Partnersと売り推奨し

ていたGradient Analyticsというリサーチ
会社に対し、翌年にオーバーストック.com
社が風説の流布や共謀の罪で訴訟を起こし
たことから始まります。共謀というのは、空

売 りポ ジ ション を 持 って いた R o c k e r
PartnerがGradient Analyticsを教唆してレ

ポートでマイナス面を強調させた、というも
のです。この訴えに対し、Rocker Partner陣

営は逆にオーバーストック.com社を誹謗中

傷や財務諸表の虚偽記載などで訴えます。
オーバーストック.com社のCEOはRocker

Partner側を公に「アルカイーダ」
「イスラエ
ル・マフィア」などと罵ってキャンペーンを張

り、訴訟合戦は泥仕合の様相を呈します。
Rocker Pa r t ner sを主催していたDav id
Rocker氏は70年代から一線で活躍したベ

テランで、自らの空売り銘柄についても比
較的オープンに語るタイプでしたが、この

CEOの執拗な攻撃には面食らったようで
す。Rocker氏は2006年に引退しますが、訴

訟 は 4 年 半 続 きま す。ま ず G r a d i e n t
Analyticsが、世の空売りに対する圧力が高

まった世界金融危機直後の2008年10月に

和解案に応じ、Rocker Partnersも訴訟継
続費用が見合わないということで2009年に
和解しました。

当時Rocker氏に「なぜ銘柄を公表するの

か? 空売りしていることが分かれば、踏み上

げ(=空売りポジションが買い勢力に攻めら

れる)や嫌がらせもあるだろうに」と聞いたこ
とがあります。
「身を守るため」というのが
彼の答でした。身を守る? ショートセリング

を嫌う企業やその弁護士は、防衛策として
オーバーストック.com社のように訴訟を起こ
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し、長期戦を仕掛けます。公の場でも空売
り側に「相場操縦」
「風説の流布」など様々

な批判を浴びせます。結局、空売り側は、こ
うした嫌疑がないことを立証するために、

綿密に行った企業分析結果を公表してし

まった方が安全だと言うのです。また、裏で
どのような圧力を受けるかと神経を尖らせ
るよりは、空売りしていることを常に公に知

らせておくことで、理不尽な攻撃を未然に
防ぐことができると考えるようです。2000

年代初頭にエンロン社の実態をいち早く見

抜き、空 売りで 利 益 を上げた Ky n i k o s
AssociatesのJames Chanos氏にも同じ質

問をしたことがありますが、同様の答でし
た。

一方で、西海岸で小型株専門のショート

セリングを行うKingsford Capitalという会
社があります。この会社の引退した創業者、

David Scially氏は、同業者からも尊敬を集
めた人物の一人です。運用者となる前はOff
Wall Streetというショートセリングのアイデ

ア中心のリサーチ会社に所属していました
が、当人は、元々はライターだったのだが食

べていけないのでショートセリング・アイデ
アのリサーチ・ペーパーを書くようになっ
た、と言っていました。Off Wall Streetは

ニュースレターを投資家に販売する会社で
すので空売りのアイデアを公刊しているよ

うなもので す。ところが 、S c i a l l y 氏 は

Kingsford Capitalとしてファンド運用に転
進した後、ある内輪の会合で空売りのアイ

デアをペーパーにして議論した際に(業界で

は「アイデア・ディナー」と呼ばれているもの
です)、ペーパーが流れ流れて尾ひれのつい

た記事となり、当の企業に訴えられたのだ
そうです。結局その企業は詐欺であったこ

とが後に明らかになったものの、以降、

Kingsford Capitalは面倒を避けるためにア

イデアは一切外に出さないという姿勢を貫
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いています。
ショートセラーの正義
さて、空売りポジションが世間で大々的

に取り上げられると、当の企業だけでなく、
時には投資家を始めとする多くの関係者を
敵に回すことがあります。空売り対象の企

業の株価が割高であればショートセラーの

勝ち、フェアバリューであれば企業と(ロング
の)投資家の勝ち。ただ、割高であっても株
価下落は御免だという企業と投資家に共

犯関係が生じることもあります。ここに証券
会社のアナリストも絡んできます。そうなる
と、仮に割高でも株価は需給面で下支えを

得て下がりにくくなります。ショートセラーに
とっては 長 期 戦 を 覚 悟 する 状 況で す。

Greenlight Capitalが米国のノンバンク、ア

ライド・キャピタル社と争ったエピソードは

Greenlightの創業者、David Einhorn氏の

著書"FOOLING SOME OF THE PEOPLE
ALL THE TIME: A Long Short Story"にも

詳しく出ています(同書の訳本は「黒の株券

ペテン師に占領されるウォール街」(!)とい

う梶山季之のような題名ですが、ここでペテ

ン師とは企業側を指しています)。アライド
は中小企業向けにメザニン・ローンを提供
する会社で、その融資ポートフォリオは市場
性を持たないため公正価値で評価されま

す。Einhorn氏が見出したアライドの問題
は、融資債権の公正価値評価が実態と乖離

し、追い貸しなどのその場しのぎも多く、関

係会社を使った会計利益操作もあるという
ものでした。一方、安定高配当を長年続け

ているため、個人株主を中心とした支えで
株価は安定的です。ただ、配当原資の一部
は定期的な株式公募による調達資金と推

測されました。つまり、Einhorn氏によれば
「ねずみ講」です。Einhorn氏が公表したア

ライド・キャピタル社についてのネガティブ
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なリサーチ・レポートは反響を呼び一時的

に取り組む者もいれば、近視眼的な成果だ

証券であるメリルリンチのアナリストの擁護

ショートセラーも然りで、その功は、市場の

に株価は急落しますが、アライドの主幹事

的なレポートなどにより持ち直します。アラ
イド株の大株主である投資信託の運用者

らは、アライド経営陣との親密さを謳い情
報の優位性を強調します。アライドはメディ
ア操 作に長 けた弁 護 士事 務 所を雇い、

ウォールストリートジャーナル紙すらアライ
ド側に好意的なコラムを載せます。一方、ア

ライド株を「売り」推奨にしたドイツ銀行の
アナリストはニューヨーク証券取引所から

召還を受け、Einhorn氏の影響を受けたも
のか問い質されます。このアナリストはその
年末に退社してしまい、ドイツ銀行は翌年

初めてアライドの公募増資の幹事を獲得し

ます・・・。結 末 は同 書 に 譲ります が、
Einhorn氏は2002年に空売りを始めてか

ら、実に2007年までショート・ポジション
を維持してこの会社と付き合い続けます。

Einhorn氏にとってアライド・キャピタルの
空売りポジションはポートフォリオの一部に

過ぎませんが、特にこの空売りの収益から

運用者が得る金銭の半分はチャリティーに

寄 付 すると宣 言しています。ここにも、
ショートセラーなりの社会正義の香りが少
し漂います。

アクティビストとの類似性

けを持ち去る者もいるからです。これ は

資金を弱い企業から強い企業に向かわせる
ことを助け、また企業の負の情報が行き渡
らない「不完全市場」を補うことです。米国

でショートセリングの効用を研究し、空売り

擁 護 の立 場で 議 会 証言の 場 にも立った
Owen Lamontエール大学教授(当時)の論

文によれば、企業側がショートセラーに対
して共謀、虚偽などと言い募ったり、調査要
求、訴訟、貸株妨害、与党株主との結託な

どを画策した266社のケースを集めると、そ
の後1年の株価リターンは平均して市場より
24%も低かったのだそうです。もちろん、企

業側が毛嫌いする所謂「空売り屋 」的な

ショートセラーがいない訳ではありません
が、空売りに公然と対抗する企業の株価リ

ターンが低いということは、つまり空売りの
ないところの株価は割高になりがちである
ということの一つの証左です。

アクティビストは散逸した議決権を集結

させることで企業の変革を促す力を得ま
す。一方で、同じ変革を促す可能性があると

しても、ショートセラーが発行済株式数の
10%も20%も借り受けて空売りすることは
現実的にできません。そもそも、議決権も

持たなければ友好的なエンゲージメントも

先に、ショートセリングのリサーチの大半

望めません。また、一面では、常に大きな買

が、空 売りする銘 柄 や 理 由 を 公 表 する

い立場です。こうしたことが、ショートセラー

になりませんか。筆者は所謂アクティビスト

になる理由かもしれません。

功罪はありますが、功は企業の資本効率改

用して本稿の第一回を終えます。
「米国では

促すことです。敢えて「一石」というのは、

反米的なものと感じる傾向があります。実

が通常の株式投資と裏表だと言いました

い手に「踏み上げ」られるリスクを抱えた弱

ショートセラーは何かに似ているとお感じ

が時としてねずみ小僧的な判官贔屓の対象

との親和性を感じます。アクティビストにも

最後に、前述のLamont教授の言葉を引

善に一石を投じることで市場の資本循環を

じっくりと腰を据えて企業と共に効率改善
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ショートセリングを本質的に邪悪なもの、

際はこれと裏腹で、割高な株価を修正し、

p / 25

企業の詐欺をも暴き出すという国民経済に

プラスの面を持ちます。また、言論の自由と
開かれた市場の下で企業や人々のアイデア

が健全に競い合う姿ほど米国の価値を体
現するものはありません。全ての情報が的

確に反映される流動性のある市場を手にし
たならば、投資家は売りも買いも等しく行う

に違いありません。」(2006年5月22日米国
下院金融サービス委員会の資本市場・保
険・政府機関小委員会での証言、筆者訳)
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Tスタンダードについて

開始が阻害されるようなことがない限りは、あってはなりません。
確定の保有明細が確認される前、
もしくは外部要素の準備が整う
前、から執行（例えばヘッジ・ポジションの構築）が始まる場合があ
りえるかもしれませんが、そのような場合は、執行開始からトラン
ジション期間の開始までの期間（当初執行期間、前述の場合であ
ればヘッジ行動を執った時期をヘッジング期間として）
を、別途分
けて管理しなければなりません。

トランジション期間中のポートフォリオ・パフォーマンスを計測する標
準化された測定方法:
実際のポートフォリオとターゲットポートフォリオのリターンの数値の
差を「インプリメンテーション・ショートフォール」
として捉えます。

執行開始時点は、いずれかの取引の価格が決定した時点となり
ます。例えば、戦略によっては執行プロセスそのものは1日で行わ
れているが、前日の終値基準で取引されるような場合も考えられ
ます。
その場合は、前日の終値で取引したことと同じ経済効果とな
ります。従って、執行期間を、執行価格を取得した時点とすると、執
行そのものに影響してしまう可能性があります。
このケースでは1
日遡って執行期間の開始としなければなりません。

事例:
>期初のポートフォリオの時価が $121,650,000であり、また、
ターゲット･ポートフォリオの時価も同額であるとの前提とします。
実際のポートフォリオの時価が期末に$119,987,000となった一
方、
ターゲット･ポートフォリオの資産額は$120,351,000となった
とします。尚、
ターゲット･ポートフォリオの実際のポートフォリオで
はなく、ペーパーポートフォリオとなります。

1.

お客様がトランジションの成果を評価する時に、執行期間の開始
時期の適切性を理解しておくことは重要です。

>実際のポートフォリオのリターンは：
（119,987,000÷121,650,000）- 1 = -1.37%
>ターゲット･ポートフォリオのリターンは：
（120,351,000÷121,650,000）- 1 = -1.07%
>このとき、
「インプリメンテーション・ショートフォール」は、0.30%
もしくは 30bps となります。つまり、当該期間におけるターゲット･
ポートフォリオ･ベンチマークに対するパフォーマンスはマイナス
30bpsであった、
ということと同義となります。
2.

リターンは日次で計算されなければなりません。顧客に対するパ
フォーマンス・レポートには日次の内訳が含まれねばなりません。

3.

リターンは、市場の終値を用いて評価したポートフォリオの時間
加重収益率で計測されます。
この計測には、
コーポレート・アクショ
ンやターゲット・ポートフォリオの変更等を含む、ポートフォリオや
ベンチマークに影響するあらゆる要素を含める必要があります。

執行期間の終了時点は、取引終了後の市場クローズ時となりま
す。
6.

トランジション・マネージャーが用いるプライシング情報源は一貫
性があり検証可能なものでなければなりません。外国資産証券の
評価に用いる為替についても同様です。
プライシング情報源およ
び休日の扱いについても情報開示されねばなりません。
4.

リターンは解約される運用マネージャーが運用裁量権を失った
時点から、新しい運用マネージャーが運用裁量権を持つ期間まで
計算されねばなりません。解約される運用マネージャーが不在の
場合（例えばキャッシュから構築される、
もしくはりバランスにより
現状のポートフォリオが減額されるが解約にはならない、等）、
リ
ターンは合理性のある、出来るだけ早い日付から計算されねばな
りません
（トランジションの全期間）。
トランジション・マネージャーは一般的には運用の解約がなされ 7.
た時点ではその事実を知らなかったり、
トランジション・マネー
ジャーとして正式には任命されていない。
このため、
ターゲット・
ポートフォリオも開示されておらず、
よってリターンの計算は情報
を入手し次第、事後的に計算されることになります（コーポレー
ト・アクションを含め）。

5.
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ターゲット・ポートフォリオの変更やキャッシュフローが生じる場
合、前日終値に反映されねばなりません。
ターゲット・ポートフォリオは新たに採用される運用マネージャー
が希望する、明示的にリクエストされたキャッシュを含む全銘柄を
カバーしたリストとなります。
トランジション・マネージャーが実際
に購入（投資）
しなかった証券等もターゲット・ポートフォリオには
含まれます。
ターゲット・ポートフォリオは様々な理由で修正されますが、
ター
ゲット・ポートフォリオのリターン算出にはその修正が反映されね
ばなりません。本スタンダード
（標準）にて提案されている算出方
法と整合させるため、
ターゲット・ポートフォリオの修正は、変更が
適用される日の前日の市場の終値で反映されねばなりません。
リターンの算出に用いるターゲット・ポートフォリオの保有明細
は、新たに採用される運用マネージャーからの指示がない限り、
リ
バランスをしてはなりません。
たとえターゲット・リストにて特定銘
柄が%で表示されていても、
ターゲット・ポートフォリオではトラン
ジション開始当初の株（銘柄）数が維持され、
リバランスは新たに
採用される運用マネージャーから新しい%が示される場合のみ行
われます。
旧ポートフォリオもしくはターゲット・ポートフォリオが、外部で運
用される合同運用ファンドとなる場合、その運用への投資や解約
がどのように行われるということは関係なく、それら合同運用ファ
ンドの数値がトータル・リターンの計算に用いられねばなりませ
ん。

トランジション全体の期間は「執行前」
「執行中」
「執行後」の期間
に分けられる。
「執行中」の期間は、
トランジション・マネージャー
が執行を行うために必要な全ての外部要素の準備が整い次第開
始となる。一般的には、
トランジション・マネージャーに確定の保
有明細が渡されてからとなります。

事例:
>ターゲット・ポートフォリオが5月10日の終値の時点で、週次で価
額 が 算 出 され る 合 同 ファンド の 直 近 価 格 が 5 月 5 日 に て
$4,056,000 の価値となる100,000 ユニットと、直接保有する証
券$58,946,000 にて構成されていたとします。
この場合、5月10
日 の 終 値 で の タ ー ゲ ット・ポ ート フ ォリ オ の 評 価 額 は
$63,002,000となります。

確定の保有明細の正確性に関わる疑問があるがゆえに執行のス
タートが遅延することは、その疑問が重大で執行アクティビティの

>時として外部のマネージャーが運用する合同運用ファンドではト
ランジション口座に適用されないコストが生じていることが考え
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られます。例えば、顧客によって、適用されるNAVが異なるケース
があります。
トランジション・マネージャーは可能な限り実質的な
コストを見出す合理的な努力を行い、パフォーマンス算出に勘案
することが求められます。努力をしたにも拘わらずコストが把握で
きない場合は、その事実を公表しなければなりません。
8.

前述に基づく結果に加え、
トランジション・マネージャーが別途の
基準に基づく計算結果を示す場合、計算方法にどのような相違点
があるのかを明確に公表しなければなりません。
ここに示された計算は、投資家が実際に手にする結果に基づきま
す。それぞれのイベントごとの条件設定によりますが、
トランジ
ション・マネージャーはその結果をもたらすこととなった要因につ
いて明確にすべく追加の情報の提供を求めるかもしれません。
トランジション・マネージャーが、そのパフォーマンスの評価方法
として、前述の計算方法と異なる方法の方が良いとの考えを正当
に示すかもしれません。対象とする期間の違いや、保有明細、
もし
くは計算方法について、などがありえます。
事例:
>会社によっては、合同運用ファンドや流動性の低い銘柄に関す
る“古くなった時”価の影響を除外したベースの結果を第2の結果
として示すかもしれません。
このような場合、追加的に行われる計算のベースは明確に開示さ
れ、一貫性が求められます。
また、
トランジション・マネージャーは
追加的に示す結果をどのように計算する予定でいるかを、事前に
示すことが強く期待されます。投資家のお客様は、事前に示され
なかった計算方法や、事前に示されたが実際には反映されなかっ
た計算、他のトランジション・マネージャーでは一般的でない計算
方法、明らかに選別的に適用されている計算方法、
トランジショ
ン・マネージャーに起因するパフォーマンスに影響を及ぼす要素
を除外した計算、については特に注意を払う必要があります。
これ
ら全てのケースにおいて、計算結果は当該標準（スタンダード）に
基づく計算結果に加えるものとして示され、標準に基づく計算に
とって代わるものではありません。
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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。
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
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。
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。
②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© 2017. Russell Investments.All rights reserved.
当資料中「ラッセル・インベストメント」は、
ラッセル・インベストメント
グループの会社の総称です。
ラッセル・インベストメントの所有権は、過半数持分所有者のTA アソ
シエーツおよび少数持分所有者のレバレンス・キャピタル・パートナー
ズとラッセル・インベストメントの経営陣から構成されています。
フランク・ラッセル・カンパニーは、当資料におけるラッセルの商標お
よびラッセルの商標に関連するすべての商標権の所有者で、ラッセ
ル・インベストメント グループの会社がフランク・ラッセル・カンパニー
からライセンスを受けて使用しています。
ラッセル・インベストメント
グループの会社は、フランク・ラッセル・カンパニーまたは「FTSE
RUSSELL」
ブランド傘下の法人と資本的関係を有しません。
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・インベストメント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・インベストメント・イ
ンプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シー”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。
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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

浅岡 恵美

鈴木 徹

高山 和也

谷 勝之

小倉 真

本レポート以外にも投資に役立つユニークなリサーチペーパーが弊社ホームページよりダウンロードすることが可能です。
バックナンバーやオルタナティブ投資調査などその他のリサーチにご興味のある方は、是非お立ち寄りください。
https://russellinvestments.com/jp

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

E-mail : Russell_Tokyo_Consulting@russellinvestments.com
TEL : 03-5411-3510

FAX : 03-5411-3511

〒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

