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はじめに
世の中にはフェイクニュースが蔓延している、と言われています。この言葉を使い出したのがトラン
プ米大統領であることは良く知られています。しばしば誇張した表現を用いる同氏の言葉も100%信
頼できませんが、対抗するマスコミの報道にも当たり前のように虚偽や偏向が含まれていることが、
この言葉で改めて浮き彫りになったと言えます。
そして、海を隔てた我が国においても状況はさほど違いません。最近は、報じられるニュースを鵜
呑みにして善悪を判断することが難しくなってきました。例えば、そばに引っ掛けて「カケ」
「モリ」と
呼ばれる学校法人の認可問題など、獣医不足に対処するための岩盤規制に穴を開けるとする政府の
言い分と、
「行政が歪められた」として内閣府の専横を指摘する前事務次官の主張の言い分は、平行
線を辿っています。新聞やテレビそれぞれに偏向的な姿勢も見え隠れし、インターネットで流される
情報は玉石混交です。まさに、情報過多、かつ、その質が保証されていない状態にあると言えます。

喜多 幸之助

そうした中、東京都議選では自民党が大きく議席数を減らす結果となりました。この結果の正否
について何かを述べるつもりはありませんが、多くの有権者が、正確な情報を持たず「印象」で投票
という判断に踏切らざるをえなかったのではないかと危惧します。
野次馬の立場であれば「印象」だけに流されていても大きな問題にはならないのですが、自身が
意思決定に関わる場合はそうではありません。これを書いている筆者を含め、本稿の読者の多くが
資産運用について何らかの判断を下さなければならない立場にあります。正しくデータを分析した上
で科学的な根拠に基づき、フェイクに陥らないよう判断を下していく必要があります。それには、地道
に正しいデータや一次情報に当たりながら、自らの大局観を磨き判断力を養うしかありません。今号
では、最近話題となっており皆様の関心が高いと思われる、スマートベータ、ESG、AIの3つのテーマ
に関連する記事を4点ご紹介します。
最初に、中川より「新しい運用ツールとしてのスマートベータとその功罪」と題し、ツールとしてファ
クター投資を可能としたETFが市場にもたらした変化と、それに適応するための運用手法についてお
話させていただきます。
次に、海外レポートからスコット・ベネット、エフジェニア・グヴォズディーバによる「マルチ・ファク
ター投資におけるポートフォリオ構築アプローチの違い」をご紹介します。ここでは、複数のファク
ター特性を帯びた株式ポートフォリオ構築の手法について論じます。若干技術的な内容ではあるも
のの、こちらを敢えてご紹介するのは、同じスマートベータでも構築手法が異なれば、その内容は似
て非なるものになることをお伝えしたいためです。
そして、
「責任投資とクライアントソリューション」と題し、同社グループのESGに関する取組みに
ついて、実際の事例と共にご紹介します。グローバル株式ポートフォリオにおける二酸化炭素排出量
削減やESG判断を柔軟に反映させる運用管理の仕組みについて論じます。
最後に、眞保より「アセットマネジメント業界研究 外伝」の第二回として「マシン・ラーニングと
運用」と題し、運用業界の賢人の言葉を辿りながらクオンツ運用やAIについてお話しします。AIが碁
でチャンピオンを負かしたのを皮切りに、
「資産運用の世界でもAIが席巻し人間の出る幕はなくなる
のではないか」という懸念が叫ばれています。筆者は、AIと人間それぞれの得意分野・不得意分野を
丹念に峻別し、得てして「印象」に流されやすいこの問題に対し客観的に論じていきます。
本誌が、皆様の今後の資産運用における判断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。引き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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新しい運用ツールとしての
スマートベータとその功罪
中川 裕之

運用部

運用担当執行役員 兼 シニア ポートフォリオ マネージャー

中川 裕之

※当資料はラッセル・インベストメントの自社における運用手法を当該運用手法の担当部門が紹介した記事で
あり、
コンサルタントによって中立的観点から選別された戦略とは異なります。
日本において、当サービスをご検
討いただく際には、利益相反の可能性について十分にご理解の上、他の選択肢とも比較いただく必要がありま
す。

今まで、ファクターというのは市場のパフォーマンスを分析する際に、セクターや国別など

の分類による分析を超えて、異なる次元からパフォーマンスおよび市場を分析するための分

析方法の一つであった。すなわち、リターンの結果を分解する、もしくは、市場の動向を理解
する手段の一つであり、そのファクターのみを取りだす（ファクターに直接投資する）ことは
難しかった。

しかし、ファクターに焦点を当てたETFが米国を中心に普及し、これらファクターの抽出に

焦点をおいた運用プロダクトが作られ、設定されたことにより、ファクターに直接投資できる
ようになった。

運用サイドからすると、便利になった部分もある一方で、今まで見られなかった現象がみら

れるようになってきた。

今まではファクターは経済、市場、市場参加者の心理によってドライブされてきた市場動向

を観察・分析するもの（分析ツール）であり、そのファクター自体が市場をドライブするもの
ではなかったのが、ここにきてファクターに直接投資できるようになったことから、ファクター
自体が市場をドライブする状況が散見される（モメンタムや低ボラティリティなど）。

特に米国では、これらファクターや最小分散のETFの発行済み口数が過去2年間の間に3

倍にもなるようなETFも度々見られるようになった。また、米国株式やグローバル株式のマネ
ジャーとの会話の中でも度々これらETFが市場を動かしているとの声も聞かれる。

すなわち、個別企業の株価や、あるセクター、国に対してファンダメンタルや政治リスクか

ら市場参加者の見方がオーバーシュートするのではなく、ファクターに対してオーバーシュート
（需給の歪み）するような状況である。

このことにより、今までの市場に対する見方では説明できない、もしくは、今までの運用方

法ではうまくいかないようなことが増えてきたのも事実である。ITバブル時においては、ITセ

クターでインターネットに関する企業はファンダメンタルがどうであれ、株価が急騰するケー

スが見られ、金融危機においてはファンダメンタルが健全な金融機関でも倒産のリスクを避
けるためにたたき売られた。しかし、モメンタムのファクターについては、業種やファンダメン

タルに関わらず、過去に（例えば1年間で）上昇した企業の株価が自動的にポートフォリオに
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組み入れられるために、ファンダメンタルで

市場のダイナミックスを理解した運用方法

市場構造は変わって今までのやり方（運

クター、国ごとのバリュエーションやセンチ

説明できない場合も多い。

用方法）が通用しなくなったのか？

否。期待（投資家心理）や需給で一時的

に市場がファンダメンタルから乖離すること
はあるものの、期待や需給だけではファンダ

メンタルを変えることはできないために、長
期的にはファンダメンタルに収れんし、今ま

での運用方法（アクティブ）が通用すると考
えている。

今は、運用方法を変えるのではなく、今ま

でのやり方に追加して、ファクターの動向も
含めた様々な観点から運用を行うのが、より
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と言えよう。すなわち、個別企業の株式、セ

メントのみを見るのではなく、ファクターそ
のもののバリュエーションやセンチメントを
見ることで、そのファクターに対する投資が

割高もしくは割安な状況なのかどうかを見
ることも市場を理解する方法と言える。

また、スマートベータの商品の特性・特徴

を理解して、ファクターに関する市場環境を
モニターしながら、目的・時宜に合った使い
方をすれば、更なるリターンの追求と、リ
ターンの源泉の分 散が図られることにな
る。
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マルチ・ファクター投資における
ポートフォリオ構築アプローチ
の違い
運用部

ディレクター

運用部

シニア・クオンツ・リサーチ・アナリスト

スコット・ベネット

株式ストラテジー＆リサーチ

エフジェニア・グヴォズディーバ
エフジェニア・
グヴォズディーバ

※当資料は、
ラッセル・インベストメントが2016年1月に発行した英文のレポートを抄訳したものです。
※当資料はラッセル・インベストメントの自社における運用手法を当該運用手法の担当部門が紹介した記事で
あり、
コンサルタントによって中立的観点から選別された戦略とは異なります。
日本において、当サービスをご検
討いただく際には、利益相反の可能性について十分にご理解の上、他の選択肢とも比較いただく必要がありま
す。

要旨：
このレポートでは、
マルチ・ファクター株式投資における3つのポートフォリオ構築

アプローチを比較する。最初のアプローチは、銘柄ごとに複数のファクターについて
のスコアを総合的に算出した「総合スコア」でポートフォリオのウェイトを決定する。
2つ目のアプローチは、まずは単一のファクター・ポートフォリオを構築してから、それ

らを組み合わせた「合成ポートフォリオ」を構築する。3つ目のアプローチは、例えば、
モメンタムが高く、その上、割安な銘柄を選び出すなど、複数のファクターで抽出して
いき、ポートフォリオを「多重抽出」して構築する。

「総合スコア」のアプローチでは、エクスポージャーが際立って高くない銘柄でも、

総合的なスコアが積み上がった場合はポートフォリオに含まれることになる。
「合成
ポートフォリオ」では、分散度合いが高いため、アクティブ・リスクは低めの特性とな
る。投資家にとって、ポートフォリオ運営、機動的な配分、リスク管理、パフォーマンス

分析等の観点から、合成ポートフォリオ戦略が最も扱いやすい戦略ではないだろう
「多重抽出」アプローチでは、アクティブ・リスクや保有銘柄の集中度が高い傾
か1。

向にあることから、中核的な位置づけよりも、サテライト的な位置づけが望ましい。

各アプローチの説明
ラッセル・インベストメントのファクター・ポートフォリオ構築法を用いて米国大型株を投

資対象として、上記の3つのアプローチを比較する2 。最初のアプローチである「総合スコ

1「合成ポートフォリオ」が一元的に管理される統合ポートフォリオとして運用されるのであれば、
「合成ポートフォリオ」アプロー
チと「合成スコア」アプローチの間に取引コストの大きな差が生じるとは考えていない。
2 ここで米国大型株ユニバースを利用するのは、多くのポートフォリオを計算する必要があり、ユニバースの範囲が広いほど計
算時間が膨大になるためである。
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ア」では、バリュー・ファクター3とモメンタム・ファクター4のスコアを別々に計算して均等加

重した総合スコアを算出し、その総合スコアを使用して1つのポートフォリオを構築する。2

つ目の「合成ポートフォリオ」では、バリュー・ファクターのスコアに基づいてポートフォリオ
を構築し、それとは別にモメンタム・ファクターのスコアに基づいたポートフォリオを構築す
る。こうして別々に構築した2つのファクター・ポートフォリオを組み合わせて合成する。3つ

目のアプローチである「多重抽出」においては、二通りのプロセスがある。プロセス（a）で
は、まずモメンタム・スコアに基づくモメンタム特性の強いファクター・ポートフォリオを構築
してから、さらにバリュー・スコアに基づいてスクリーニングを行い、ポートフォリオを構築す

る。プロセス（b）では、先程と順番が異なり、まずバリュー・スコアを使用してポートフォリオ
を構築し、このバリュー・ポートフォリオを更にモメンタム・スコアでスクリーニングし、ポート
フォリオを構築する。

なお、上記3つのアプローチ全てについて、同一のパラメーターを設定し、ファクター・ス

コアは非線形確率（NLP）調整を行って算出、ポートフォリオのリバランスは月次で行う。時
点は、任意に選んだ2009年10月30日とした。

オーバーウェイトのバリュー・スコアとモメンタム・スコアを次頁以降の図1～4にプロットす

る。これらの図では、もう1つの次元（アクティブ・ウェイト）が示されていないため、この図だ
けでは全体像を適切に表していないことを強調しておきたい。つまり、図上で点で示される
個々の銘柄は、それぞれのアクティブ・ウェイトはどれも異なるものになる。
総合スコア
「総合スコア」アプローチは、
マルチ・ファクター・ポートフォリオを構築する伝統的な手

法で、数十年にわたり、クオンツ・マネージャーの間で広く使用されてきたものである。総合

スコア・アプローチの最も単純なかたちは、例えば、バリュー・スコアとモメンタム・スコアを
計算して、その平均スコアをとるというものである。このスコア・アプローチでは、同一尺度で

両スコアを計算する限り、どんなアプローチ（例えばzスコア、パーセンタイル順位など）も取
りうる。

事例：総合スコア＝バリュー・スコア＋モメンタム・スコア
このアプローチでは、個々の構成要素のスコアではなく、平均スコアが重要となる。そのた

め、銘柄が非常に割安で（バリュー・スコア＝1）、モメンタムがないと（モメンタム・スコア＝

0）、合成スコアが0.5となる。この証券はバリューが0.5でモメンタムが0.5の株式と同じスコ

アになる。なおここで、0.5という数字は市場全体の平均的な特性に相当するものとなる。こ
の総合スコアの内訳が識別されないために、際立って強い割安性も強いモメンタム特性も持
たない平均的な銘柄を多数保有しかねないアプローチとなってしまう。

一方このアプローチのメリットとしては、高いモメンタムあるいは高い割安性を持つよう

な銘柄にエクスポージャーが取れるうえ、その他の保有銘柄で一定の分散を得られる点に
ある。

3 ここでは単純化するために PBR：株価 / 純資産を使用する。
4 ここでは単純化するために直近１ケ月を除く１１ケ月のリターンを使用する。

Russell Investments // Russell Investments Communiqué

p/7

図1：「総合スコア」ポートフォリオでオーバーウェイトされるバリュー・スコアとモメンタ
ム・スコア

総合スコア
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

モメンタム
※上記はシミュレーションによる過去のパフォーマンスで、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なく、
またその結果の確実性を表明するものではありま
せん。2015年6月末時点、米ドルベース、
グロス。出所：ロンドン証券取引所グループに属する会社のデータを基にラッ
セル・インベストメントが算出

図1を見ると、
「総合スコア」ポートフォリオの場合にはオーバーウェイトが三角形の分布

になっている。このポートフォリオでは、ある銘柄は個別ファクター・スコアでは標準以下で
あるために、いずれのシングル・ファクター・ポートフォリオには含まれないが、総合スコアが

高いために総合スコア・マルチ・ファクター・ポートフォリオには含まれることとなり、その結

果、当該ポートフォリオのリターン源泉は戦略的なファクター・エクスポージャーに加え、特
定の銘柄選択からも得られるということがある。
合成ポートフォリオ
「合成ポートフォリオ」アプローチでは、2つの別々のポートフォリオ、ここではバリュー・

ポートフォリオとモメンタム・ポートフォリオを、先ず構築することから始めるアプローチとな
る。
「合成ポートフォリオ」は、両ポートフォリオを一定の割合で合成したものになる。これ

は、アセット・オーナーが複数のアクティブ・マネージャー・ポートフォリオを組み合わせる方
法と非常によく似ている。
「合成ポートフォリオ」と「総合スコア」プローチには類似した特性
が多く見られる。いずれも分散度が高いながらも、バリュー・ファクターとモメンタム・ファク

ターの高い銘柄郡にアクティブ・ウェイトを配分する。しかし、大きく違う点が1つある。
「総
合スコア」では、その基となるそれぞれの構成ファクターでの特性が区別して認識されない
ため、バリュー・スコアとモメンタム・スコアのいずれもが平均的な銘柄が、どちらか1つの

ファクターでだけ非常に高いスコアとなる銘柄と同じように扱われてしまうことについては先
に言及した。一方、
「合成ポートフォリオ」では、このような平均的な特性の銘柄は排除され、
特定のファクターに強いエクスポージャーを持つ銘柄でポートフォリオが構成されることに

なる。このため、ポートフォリオの二極分布がはるかに強くなり、オーバーウェイトで保有する

全銘柄がバリューまたはモメンタムのいずれか、もしくはその両方に強いエクスポージャーを
持つことになる。つまり、ある銘柄が「合成ポートフォリオ」に含まれるには、個別ファク
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ター・ポートフォリオの少なくとも1つに含まれる必要がある。このことは次の図2に示す通り
であり、分布形態が三角形ではなくL字型に近くなっている。

図2：「合成ポートフォリオ」でオーバーウェイトされるバリュー・スコアとモメンタム・スコ
ア

合成ポートフォリオ
1.0
0.9

バリュー

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

モメンタム
※上記はシミュレーションによる過去のパフォーマンスで、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なく、
またその結果の確実性を表明するものではありま
せん。2015年6月末時点、米ドルベース、
グロス。出所：ロンドン証券取引所グループに属する会社のデータを基にラッ
セル・インベストメントが算出

多重抽出
「多重抽出」アプローチとは、構築されるポートフォリオが、バリューとモメンタムの両方

のスコアが良好な銘柄にのみエクスポージャーを持つものである。このような戦略では、非

常に割安で、その上、モメンタムの高い銘柄、チャート図では両者が重なる角に分布する銘柄
だけを投資対象とする。このアプローチでは、例えば、バリュー・ファクターで抽出したポート

フォリオを構築し、その後さらにそのバリュー・ポートフォリオをモメンタム・ファクターで抽

出する。多重抽出ポートフォリオは抽出を積み重ねるプロセスであるため、一般に集中度の
高い保有銘柄を特徴とし、抽出するファクターが多いほど集中したポートフォリオとなる。多
重抽出（a）では、まずモメンタム、その後バリューで抽出し、
（b）ではまずバリュー、その後
モメンタムで抽出する。

次頁の図3～4で示す通り、
できあがったポートフォリオは高いバリュー／高いモメンタムを

有する角のエリアにかなり集中し、その他にはエクスポージャーがほとんどないことがわか

る。これは「多重抽出」ポートフォリオの鍵となる特徴で、エクスポージャーのメリハリが利
いた点が特徴になっている。ポートフォリオの保有銘柄数が少ないため、多重抽出ポート

フォリオが総合スコアや合成ポートフォリオより、アクティブ・リスクが高いと想定することが

できる。ここで作成した多重抽出ポートフォリオは、大部分が高いモメンタムを備える割安
銘柄から構成されるが、モメンタム・スコアまたはバリュー・スコアのいずれかのみが非常に
高い銘柄もわずかに含まれている5。

5 これはここで作成したポートフォリオ構築アプローチに起因する。単にスクリーニングを行っただけであれば、モメンタム・ス
コアとバリュー・スコアの両方が高い銘柄だけを保有することになるだろうが、本稿では、同一のポートフォリオ構築技術を使
用して構築したポートフォリオを比較しようとしている。
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図3-4：「多重抽出」ポートフォリオでオーバーウェイトのバリュー・スコアとモメンタム・ス
コア
各アプローチのパフォーマンス

多重抽出（b）

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

バリュー

バリュー

多重抽出（a）

0.6
0.5
0.4

0.6
0.5
0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

モメンタム

0.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

モメンタム

※上記はシミュレーションによる過去のパフォーマンスで、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なく、
またその結果の確実性を表明するものではありま
せん。2015年6月末時点、米ドルベース、
グロス。出所：ロンドン証券取引所グループに属する会社のデータを基にラッ
セル・インベストメントが算出

このセクションでは、保有銘柄数やアクティブ・リスク水準について3つの戦略の平仄を合

わせるような調整は行っていない。これは後ほど検証する。次頁の表1では、各アプローチの
パフォーマンスの概要を示している。
「合成ポートフォリオ」アプローチは平均で656銘柄を

保有し、最も分散度の高い戦略である（投資対象ユニバースの銘柄数は1,000前後）のに対
して、
「多重抽出」は平均で133から159銘柄を保有し、分散度が最も少ない戦略である。ト

ラッキングエラーにより計測されるアクティブ・リスク、アクティブな下方偏差、アクティブな
ドローダウンは、
「多重抽出」が最も高く、
「合成ポートフォリオ」が最も低い。
「多重抽出」

はアクティブ・ベットが最も高いアプローチで、超過リターンも最も高くなる。しかし、イン
フォメーションレシオは分散度が高い「合成ポートフォリオ」と「総合スコア」の方が良好と
なる。

「多重抽出」は3つアプローチのなかで最大アクティブ・ドローダウンが最も大きい。これ

は主に、他の2つのアプローチよりもアクティブ・リスクが高いためであるが、次のセクション

以降で考察するように、割安で高モメンタムを併せ持つ銘柄のみに焦点を当てた結果でも
ある。
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表1：それぞれのアプローチのパフォーマンス結果（1996年–2015年）
米国大型株式

総合スコア

年率リターン

合成ポートフォリオ

多重抽出（a）

多重抽出（b)

8.7%

11.1%

10.7%

12.3%

11.7%

15.7%

15.3%

16.1%

16.0%

16.2%

シャープレシオ

0.56

0.72

0.66

0.77

0.72

ソルティノレシオ

0.49

0.62

0.58

0.66

0.62

最大ドローダウン

-51.0%

-52.0%

-54.0%

-50.8%

-52.7%

年率ボラティリティ

ヒストリカルベータ

-

0.95

1.01

0.94

0.98

超過リターン

-

2.4%

2.0%

3.6%

3.0%

トラッキングエラー

-

3.6%

2.9%

6.3%

5.2%

統計量

-

2.6

2.9

2.3

2.4

ジェンセンのアルファ

-

2.6%

1.8%

3.8%

3.0%

ジェンセンのt統計量

-

3.1

2.6

2.6

2.5

インフォメーションレシオ

-

0.67

0.69

0.56

0.57

アクティブ下方偏差

-

3.3%

2.6%

5.8%

4.6%

アクティブソルティノレシオ

-

0.72

0.78

0.61

0.65

最大アクティブ・ドローダウン

-

-19.5%

-8.4%

-37.8%

-36.1%

P（超過リターン＜0）

-

40.1%

42.3%

44.5%

45.8%

回転率

10%

152%

149%

306%

290%

銘柄数

985

455

656

133

159

1年ローリングの超過リターンを示した図5から、どのポートフォリオもパフォーマンス・パ

ターンが似ていることがわかる。統計学的には、この超過リターンの間に有意差はない。

「総合スコア」と「多重抽出」については、月次超過リターンの相関は0.8を超えている。
「総合スコア」と「合成ポートフォリオ」については、月次超過リターンの相関が0.7であり、

「合成ポートフォリオ」と「多重抽出」については、月次超過リターンの相関はそれよりわず
かに低い。

時系列に見て、リターンの観点から特定のアプローチが別のアプローチを継続的に上回

ることはないことがわかる。しかし、
「合成ポートフォリオ」アプローチは、継続性をもって相
対的にトラッキングエラーが低くなっている。

図5：それぞれのアプローチの1年ローリングの超過リターン（1996年–2015年）
25%
20%

総合スコア

合成ポートフォリオ

多重抽出（a)

多重抽出（b)

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

2015/6/1

2015/1/1

2014/8/1

2014/3/1

2013/5/1

2013/10/1

2012/7/1

2012/12/1

2012/2/1

2011/9/1

2011/4/1

2010/6/1

2010/11/1

2010/1/1

2009/8/1

2009/3/1

2008/5/1

2008/10/1

2007/7/1

2007/12/1

2007/2/1

2006/9/1

2006/4/1

2005/6/1

2005/11/1

2005/1/1

2004/8/1

2004/3/1

2003/5/1

2003/10/1

2002/7/1

2002/12/1

2002/2/1

2001/9/1

2001/4/1

2000/6/1

2000/1/1

2000/11/1

1999/8/1

1999/3/1

1998/5/1

1998/10/1

1997/7/1

-25%

1997/12/1

-20%

※表1、図5はシミュレーションによる過去のパフォーマンスで、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なく、
またその結果の確実性を表明するものではあ
りません。2015年6月末時点、米ドルベース、
グロス。出所：ロンドン証券取引所グループに属する会社のデータを基に
ラッセル・インベストメントが算出
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ファクター・エクスポージャー
図6では全ポートフォリオのモメンタムに対するエクスポージャーを示し、図7では全ポー

トフォリオのバリュー・ファクターに対するエクスポージャーを示している6。全体として、いず
れのアプローチについてもバリューよりモメンタムへのエクスポージャー度合いが高いこと

が見てとれる。非線形確率で調整することにより、その両ファクターの歪み（歪度）をほぼ同
じにすることができるが、ファクターの尖度値は調整後も同じようにはならない。そのため、

均等加重で組み合わせたポートフォリオでは、モメンタムがバリューより若干高くなる7。時

系列で見ると、
「合成ポートフォリオ」はエクスポージャーの安定度が最も高く、
「多重抽出」
のエクスポージャーは安定度が最も低い。これは2008年から2009年3月の期間で際立って

いるが、その間、
「多重抽出」ポートフォリオのバリューに対するエクスポージャーは0.4以下
に低下し、モメンタムに対するエクスポージャーは0.85まで上昇した。モメンタムに対するエ

クスポージャーが過大となり、バリューに対するエクスポージャーが過少となった結果、
2009年に大幅なアクティブ・ドローダウンをもたらした。

図6：それぞれのアプローチのモメンタムに対するエクスポージャー（1996年–2015年）
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

総合スコア
多重抽出（a)

合成ポートフォリオ
多重抽出（b)

0.0

1996/7/1
1996/12/1
1997/5/1
1997/10/1
1998/3/1
1998/8/1
1999/1/1
1999/6/1
1999/11/1
2000/4/1
2000/9/1
2001/2/1
2001/7/1
2001/12/1
2002/5/1
2002/10/1
2003/3/1
2003/8/1
2004/1/1
2004/6/1
2004/11/1
2005/4/1
2005/9/1
2006/2/1
2006/7/1
2006/12/1
2007/5/1
2007/10/1
2008/3/1
2008/8/1
2009/1/1
2009/6/1
2009/11/1
2010/4/1
2010/9/1
2011/2/1
2011/7/1
2011/12/1
2012/5/1
2012/10/1
2013/3/1
2013/8/1
2014/1/1
2014/6/1
2014/11/1
2015/4/1

0.1

図7：それぞれのアプローチのバリューに対するエクスポージャー（1996年–2015年）
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0.4
0.2
0.1
0.0
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1998/3/1
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1999/6/1
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2000/9/1
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2001/7/1
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2002/5/1
2002/10/1
2003/3/1
2003/8/1
2004/1/1
2004/6/1
2004/11/1
2005/4/1
2005/9/1
2006/2/1
2006/7/1
2006/12/1
2007/5/1
2007/10/1
2008/3/1
2008/8/1
2009/1/1
2009/6/1
2009/11/1
2010/4/1
2010/9/1
2011/2/1
2011/7/1
2011/12/1
2012/5/1
2012/10/1
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2014/6/1
2014/11/1
2015/4/1

0.3

※図6、図7はシミュレーションによる過去のパフォーマンスで、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なく、
またその結果の確実性を表明するものではあ
りません。2015年6月末時点、米ドルベース、
グロス。出所：ロンドン証券取引所グループに属する会社のデータを基に
ラッセル・インベストメントが算出
6 この記事では外部のプロバイダー（例えば、Axioma）でなく当社算出のスコアを用いて計算したエクスポージャーを使用して
いる。
7 当社が提供する戦略ポートフォリオではモメンタムよりバリューへ多めの配分をすることによりこれを修正する。
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以上の分析から、
「総合スコア」と「合成ポートフォリオ」はアクティブの領域で類似のパ
フォーマンスを示したが、
「合成ポートフォリオ」の方が「総合スコア」ポートフォリオよりアク

ティブ・リスク特性が良好である。
「多重抽出」は、特定のファクターに対するエクスポー
ジャーを得るのには非常に効果的であるが、リターン特性はコア・ポートフォリオ向きではな
くサテライト戦略の位置づけに適している。
結論
「多重抽出」アプローチは選択したファクターに対するエクスポージャーが高く、集中型

ポートフォリオを構築するのに効果的であるが、中核的なポートフォリオの構築には必ずし

も向かないこと考える。さらに、
「総合スコア」と「合成ポートフォリオ」のパフォーマンスに
は、統計的に有意な差は認められない。

ラッセル・インベストメントの投資プロセスは、多様性のある相互補完的なリターン特性

を効果的に組み合わせることを礎として築いている。マルチアセットやマルチマネージャー

の次元において、特長あるポートフォリオを効果的に組み合わせることで、分散効果の高い

運用が実現できる。多様な資産クラスやアクティブ運用戦略の組み合わせにより、効果的か
つ扱いやすいポートフォリオ・マネージメント、ダイナミックな対応、リスク管理と強健でしな
やかな特性の実現が可能になる。ラッセル・インベストメントがマルチ・ファクター・ポート

フォリオを構築する際にはまさにこの基本原則が適用される。このレポートでは、複数のファ
クター・ポートフォリオを1つのポートフォリオにまとめる「合成ポートフォリオ」 アプローチ
を通じて組み合わせることが、リターンの源泉とファクター・エクスポージャーを効果的に獲
得する手法であり、充分に分散されたポートフォリオを構築できる方法であると考える。

参考文献：
Asness C., 1997, "The interaction of value and momentum strategies", "Financial
Analysts Journal", March/April 1997, pp. 29-36

Barber J., Bennett S., and E. Gvozdeva, 2015, "How to choose a multifactor equity
portfolio?", Journal of Index Investing, Fall 2015, Vol. 6, No. 2, pp. 34-45
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責任投資と
クライアント・ソリューション

※当資料は、
ラッセル・インベストメントが2016年10月に発行した英文のレポートを抄訳したものです。

※当資料はラッセル・インベストメントの自社における運用手法を当該運用手法の担当部門が紹介した記事で
あり、
コンサルタントによって中立的観点から選別された戦略とは異なります。
日本において、当サービスをご検
討いただく際には、利益相反の可能性について十分にご理解の上、他の選択肢とも比較いただく必要がありま
す。

要旨
ラッセル・インベストメントの幅広いすべての機能と同様に、責任投資に対する当

社グループの長い歴史は、お客様とともに成長してきました。責任投資は、機関投資
家にとってますます重要になってきています。機関投資家は、長期的に持続可能な投

資の意味をより深く理解しようと努めているのみならず、新しいUNPRI1イニシアティ
ブも検討しています。2008年の世界的な金融危機以来、アセット・オーナーは、
「企

業の社会的責任（CSR）」において高く評価されている企業に投資することが、そう
いった企業の長期的な安定性と財務面での実績に貢献することを、ますます認識して
きています。言い換えると、責任投資は、投資家が投資先として選んだ企業の、安定

性や長期的なリターンを強化し、大きなダウンサイド・リスクの可能性を低減するよう
になってきました。

それでは、当社グループはどのようにしてお客様に貢献できるのでしょうか。我々は

リサーチ活動においてESGファクターを取り入れることに加えて、お客様と密に協力
し、お客様の投資信念を十分に取り入れる革新的なソリューションを構築しました。
当社グループでは、個々のお客様の目的に合致した結果重視のポートフォリオを構築
するべく、お客様の声に耳を傾けるよう努めております。本稿では、我々が責任投資の
目標に達するようにお客様をサポートした革新的な手法の概要をご紹介します。

1. 当社グループの投資プロセスにおけるESGインテグレーション（融合）
ラッセル・インベストメントは様々な資産クラスや地域の代表により構成されるESGナレッ

ジ・スペシャリスト（ESG Knowledge Specialist : EKS）チームを有し、当チームは全体の運用

機関評価プロセスにおいて、ESGファクターが適切に取り込まれる仕組みを担っています。

ラッセル・インベストメントの運用機関調査アナリストは、運用機関へのインタビュー、調査
への回答、ポートフォリオの定量分析を組合せ、運用機関がESGによるリスク、リターンへの

影響を適切に評価しているか判断します。同社グループのESGランキング・システム（5が最高

ランク）は、クオリティと競争力の両面から行われ、独立したESGカテゴリーとして運用機関
評価プロセスに正式に取り入れられています。

1 国連が提唱する責任投資原則。
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1～5の評価

1

5

> ポートフォリオの保有銘柄につい

>ポートフォリオの保有銘柄につい

> ポートフォリオの保有銘柄および

>目標とするESGガイドラインとポー

> ESGに関する見通しや分析報告

> ポートフォリオのポジションが、

て、ESG要因が潜在的にリスクや
リターンに影響を与えるとの認識
を示さない運用機関
トフォリオの保有銘柄の間に大き
な差異のある運用機関

>ESGに関する見通しや分析報告に、

て、ESGが潜在的にリスクやリタ
ーンに影響を与えるものと適切
に認識している運用機関

に、同業他社比遜色のない運用
機関。

厳格さが欠如する運用機関

構成について、ESGが潜在的にリ
スクやリターンに影響を与えるも
のと強く認識する運用機関
どのように関連するESGのリスク
管理に反映するか、もしくは、
ESGのエクスポージャーがどのよ
うに付加価値を加えることができ
るかを、明確に示すことができる
運用機関

>ESGに関する視点や分析報告が幅広

く、同業他社より優れている運用
機関

2. アクティブ・オーナーシップ（積極的に行動する株主）
ラッセル・インベストメントは過去30年にわたり、堅固な議決権行使とガバナンス・プロセ

スを構築してきました。議決権行使委員会と議決権行使ガイドライン・委員会では、同社グ
ループの議決権行使ガイドラインが現在のESG問題に対する議決権行使のベストプラクティ

スと整合的であるか、定期的に検討が行われます。アクティブ・オーナー（積極的に行動する
株主）としてのラッセル・インベストメントの行動は、以下2つの基礎の上に成り立っていま
す。

a. 少数株主の権利の保護、強化
b. 株主価値の保護、強化
こうした株式保有における主たる2つの原則は、これから検討するすべてのESG関連事項の

メリットを分析、理解、評価する指針となります。

議決権行使に加えて、株主エンゲージメントは、ラッセル・インベストメントのアクティブ・

オーナーシップの重要な構成要素です。ラッセル・インベストメントは、外部委託する投資運
用機関との関係を通じ、企業のエンゲージメントに複数のレベルで関与できる独自の立場に

あります。ラッセル・インベストメントの企業エンゲージメント委員会は、同社グループが投

資する企業の経営陣に直接エンゲージメントを行うことがあります。さらに、同社グループ
は、個別銘柄に関する複数の意見を得るために、ポートフォリオの運用を委託する投資運用

機関に対してもエンゲージメントを行います。こうした企業へのエンゲージメント活動を通し
て、ラッセル・インベストメントの運用プロフェッショナルは、価値の創造やリスクの軽減に繋
がる変化を追求しています。
3. 資本市場への洞察
ラッセル・インベストメントのリサーチによると、アクティブ運用機関はより高いESGスコア

を示す銘柄を嗜好する可能性が示唆されています。ESGスコアの低い銘柄は、アクティブな

銘柄選択において見出される他のリスクと整合的である可能性があります。ラッセル・インベ
ストメントが2014年に発刊した「ESG投資は、付加価値を創造するか」において、ベンチマー
クを上回るリターンの追求のため、アクティブ運用機関のESGファクターはプラスとなる傾向
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を明らかにしています。同社グループの投資戦略チームはアクティブ運用機関の専門家と協
働することにより、なぜこのプラスのエクスポージャーが存在するのかにつき理解を進め、ア

クティブ運用機関の専門家は、同社グループによる定量的研究から知見を得ることができま
した。

4. ソート・リーダーシップ
お客様の責任投資の目標を達成するための実用的なツールのご提供に加え、ラッセル・イ

ンベストメントの専門家は、持続可能な責任投資の議論に関して、業界の様々な会議で意見

を述べています。さらに、ラッセル・インベストメントは、アメリカ合衆国の労働省に対し、責
任投資を含む様々な問題について助言を行ってきました。同社グループは、資本市場リサー
チ、出版物、ホワイトペーパーを通して、お客様に継続的な教育とソート・リーダーシップを提
供いたします。

5. 業界内での協力
ラッセル・インベストメントは、責任投資に積極的に関与し、グローバルで幅広く取り組ん

でいます。同社グループは、以下のページの事例研究でも説明しますようにお客様のニーズ
を満たすため、オーダーメイドの革新的なソリューション構築に、お客様と協働しておりま
す。

事例研究1
同社グループの定量運用スキルにより二酸化炭素排出量を市場対比で削減
米国の某年金ファンドが、グローバル株式ポートフォリオにおいて二酸化炭素排出量を市

場対比で削減する戦略の導入を決定しましたが、組織的な投資戦略の専門家を必要としま

した。ラッセル・インベストメントでは、グループの定量的ポートフォリオ構築能力を活用し、

対ベンチマークの目標トラッキングエラーを50bps未満としつつ、二酸化炭素排出量を50%
削減することを可能としました。
背景
某大手機関投資家の投資目標は、以下のものでした。
1.

パッシブ運用のグローバル株式ポートフォリオにおいて、二酸化炭素排出量をベンチ
マーク対比50%まで削減

2. タバコ関連の投資を回避
3. 将来の二酸化炭素排出に結びつく投資を低減
4. 座礁資産2（化石燃料）のリスクを低減
上記を、3年移動平均でベンチマークに近いトラッキングエラーで目指す。

2 現在は資産価値が認められるものの、将来社会環境や規制の変更等に伴いその価値の毀損が見込まれる資産。特に、埋蔵
化石燃料等。
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ソリューション
ラッセル・インベストメントでは、上記の目的を満たす戦略の開発にあたり、現在排出され

る二酸化炭素と埋蔵化石燃料から将来排出され得る潜在的二酸化炭素により、二酸化炭素

のエクスポージャーを定義することから始めました。お客様と相談の結果、スコープ1（直接

の二酸化炭素排出）とスコープ2（電力消費）に基づき、二酸化炭素排出量については企業
の売上高により標準化された指標を、一方で埋蔵化石燃料から今後排出されるであろう二酸
化炭素については企業の資産により標準化された指標を、各々採用することとしました。

グローバル株式ベンチマーク（MSCIワールド・インデックス）では、ポートフォリオの全銘

柄による二酸化炭素排出量の90%が、およそ20%の銘柄の排出量により占められています。
また、二酸化炭素排出量の3分の2は、エネルギー、素材、公共事業セクターの銘柄に集中し
ています。この集中が意味することは、単純に二酸化炭素排出量が顕著な銘柄群をポート

フォリオ調整の対象にすると、オリジナル・ポートフォリオ対比で著しくトラッキングエラーが

上昇し得ることです。しかし、ラッセル・インベストメントのアプローチでは、この集中特性を
うまく活用しました。新たに開発された方法により、限られた銘柄の組入れを減少させること

で、相対的な二酸化炭素排出量を大幅に削減しつつ、トラッキングエラーを低位に抑制する
ことに成功しています。国、セクター、個別銘柄に適度な制約をかけることで、想定外のリスク
を最小化することにも対処しました。
結果
ラッセル・インベストメントの革新的なソリューションにより、顧客のグローバル株式の

パッシブ・ポートフォリオにおいて、トラッキングエラーを50bps未満に抑制しつつ、座礁資産

となる資産へのエクスポージャーとその二酸化炭素排出量を少なくとも50%削減するという

顧客の投資目標を達成することで、著しい投資リスクを取らずに責任投資の目的を果たすこ
とが可能となりました。

ラッセル・インベストメントは、二酸化炭素市場の進展に応じ、市場における実態に即し

た現実と制約条件を反映できるような投資手法の確立に向け、努力を続けていきたいと考え
ております。

事例研究2
プラスのESGスコアにティルトした地域特化型を含むグローバル株式ポートフォリオ
ヨーロッパの某大手機関投資家から、責任投資を主眼とするグローバル株式ポートフォリ

オのリターンを改善するよう要請を受けました。当該顧客は、適切なESGの実践がかなう投
資を行いたいと考え、責任投資を標榜するグローバル株式運用戦略2商品を採用していまし
たが、当該運用機関のパフォーマンスは想定を下回るものでした。
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図表1：投資プロセス
Master invest KVG
ラッセル・インベストメント・リミテッド
ラッセル・インベストメント
ポートフォリオ運用チーム
運用機関1
日本株式

運用機関 2
米国株式

ラッセル・インベストメント
ポートフォリオ運用チーム

運用機関3
世界株式

ラッセル・インベストメント
ポートフォリオ運用チーム

１つに統合されたグローバル株式ポートフォリオ

顧客

単独契約
運用機関選択、
複数契約
モデル
ポートフォリオ
トリミング、バン
ディングを経た
ウェイト決定、
取引実行

パフォーマンス
とリスクの報告

課題
資産規模の制約により、委託可能なマンデートの数が制限：当該顧客は、投資エクスポー

ジャーを明確に把握することで投資リスクを効率的に管理できるという理由から、運用機関

を直接投資で採用したい意向でした。しかし、ポートフォリオ全体の規模が小さいことから、
採用運用機関の数が2社に制限され、既存の運用戦略では分散効果が限定的でした。

特別なファンドフレームワークと管理：顧客の資金は、KVG3と呼ばれる資産管理機関のマス

タ－ファンドで管理され、外部の運用機関はすべてKVGとの個別契約を基本必要としまし
た。変更を行う場合は、認可と文書の再作成が必要となり、変更プロセスを遅らせる可能性

があります。また、複数運用機関をモニターし、そのエクスポージャー全体を分析すること
は、複雑かつ社内で必要なリソースを増加させる可能性があります。

信頼できる責任投資のユニバースは限定的：過去のパフォーマンスが期待を下回った大きな

要因は、顧客が数に限りのある責任投資を主眼とした運用商品ユニバースから選び、ESG政
策を実行していたことにあります。ラッセル・インベストメントのアプローチはこれとは異な
り、優秀な運用機関をまず特定し、その上でこれらの運用機関の責任投資を運営する能力を

評価することから始めます。まずは投資スキルに焦点を当て、パフォーマンスへの期待に妥協
しません。この考え方そのものが、グローバル株式運用機関2社だけを採用していた顧客の
当初の意思決定に影響を与えました。
ソリューション
1.

複数の、グローバルもしくは地域特化型のアクティブ運用機関（または"助言運用機関"）
を採用

ラッセル・インベストメントは、グローバルおよび各地域の市場で超過収益を獲得できる

アクティブ運用機関選択において、長い歴史を有しています。超過リターンを獲得する能
力を有し、その手法間で補完的なプロセスを備えたグローバルおよび地域特化型の運用

3 KVG（「Kapitalverwaltungsgesellschaft」）は以前は KAG（「Kapitalanlagegesellschaft」）と呼ばれた投資資産の管理を専
門とする、規制を受けた資産管理機関。
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機関がラッセル・インベストメントの調査ユニバースから選ばれることで、長期でのグ
ローバル株式インデックスに対する超過リターンの獲得へと繋がります。

2. 助言運用機関による投資アイディアを単一のトレーディング・デスクを通じて実行
ラッセル・インベストメントは、KVGのフレームワーク内で執行を行うという課題を克服

するため、
『エンハンスド・ポートフォリオ・インプリメンテーション（EPI）』という手法を
提案しました。EPIが採用される場合、採用された助言運用機関は自社での売買は行わ
ず、売買執行用のポートフォリオおよび取引内容をラッセル・インベストメントに提供し

ます。KVGの唯一の契約先はラッセル・インベストメントで、同社が顧客ポートフォリオ
のすべての取引を行います。EPIには、以下の利点が挙げられます。
•

相対的に事務関連のコストが低減され、速やかな変更が可能。複数ではなく単独の契約

•

相対的に費用対効果が高い効果的な売買執行。売買は、トレーディング・デスクを通じ

しか必要としないことに起因します。

てすべてのマンデートが一元的に執行されます。当デスクでは、2015年に1兆9,000億
ユーロの売買実績があります。

•

不要な売買コストの回避。一方の運用機関が銘柄を売却し、他方で別の運用機関が同じ

•

運用機関へのアクセス。新しいビジネスに積極的でない、あるいは少額での直接投資受

銘柄を購入、といった必要以上の売買が回避できます。

託に消極的な運用機関を、顧客が許容可能な報酬水準で選ぶことが可能となります。

3. 顧客のESGに関する意向を考慮して売買および保有銘柄を調整
売買執行を一元化する利点として、顧客によるESGの方針を取り入れることが可能となり

ます。この場合、各運用機関の基本的な運用方針や超過収益獲得の機会を逸すること
なく、顧客のESG信条を踏まえた特定の銘柄選別（投資対象からの除外）ができます。

結果
アクティブ運用にとって厳しい環境であったにもかかわらず、当該ポートフォリオはベンチ

マークを上回る結果となりました。運用機関は超過収益の獲得能力で選択され、かつそのユ
ニバースは制限を設けられていないことが奏功しました。

この新しい集中取引アプローチにより、相互に補完効果を持つ複数の運用機関に優れた

費用効率でアクセスすることが可能となります。この結果、
マルチ・マネージャー・アプローチ
ならでは実現できる相対的に低いトラッキングエラーという利点も享受できます。このアプ

ローチでは、よりリターンを追求し積極的なマンデートを採用しながら、全体的なリスクは許
容可能な水準に管理することができます。また、こうした執行手法により、運用機関がパ
フォーマンスに悪影響を及ぼすことなく、投資家の信念をポートフォリオに容易に取り入れる
ことができます。
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『アセットマネジメント業界研究』
外伝
眞保 二朗

第二回：マシン・ラーニングと運用

オルタナティブ・アドバイザリー部

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

運用業界で出会った人物や言葉を通じて運用手法の横顔を綴るシリーズの第二回で
す。今回はクオンツ運用や人工知能についてのお話しをします。
サンフランシスコ
ひと頃、クオンツ運用の世界の首都がサンフランシスコという時代がありました。今でもそ

うかもしれませんが、私自身は訪れる機会が減りました。今はブラックロックに合流したBGI、
そこから分かれた数々の支流、またさかのぼればバーラ社やウェルズ・ファーゴのインデック
ス運用などの源流があり、それがどのように湧き出してきたかはピーター・L・バーンスタイン
の『証券投資の思想革命—ウォール街を変えたノーベル賞経済学者たち』
（2006年、東洋
経済新報社）が詳述するところです。それにしても、いま見るとすごい邦題ですね。

この街に足繁く通っていた頃、よく話を聞いたのはGMNというファンドのJames Claus氏で

す。元BGIのリサーチャーで、一時期GSAというロンドンの著名クオンツ・ファンドに在籍しま

したが、すぐに暖簾分けのような形でサンフランシスコに戻り自社GMNを開業しました。
2005年から2006年にかけてのことです。当時FOFの運用を担当していた私にとっては、

GMNは創業時に投資する初めてのケースでした。クオンツ運用者というと一般にクールな印
象を持ちますが、Claus氏は饒舌家で、運用モデルに賭ける一種宗教的とも言える情熱に溢れ
ていました。刑事コジャックのような風貌も熱い印象に拍車を掛けたかもしれません。多くの
ポートフォリオ・マネージャーは運用報告の電話会議など面倒がるものですが、パフォーマン

スの細部やモデルの改良点を語る氏の熱弁は、毎月長時間におよびました。日夜、手ずから

モデルの細部までチューンアップした上でのことですから、睡眠時間はとても短かったようで
す。そして運命の日、2007年8月9日のクオンツ・ショック—国内では一般に「パリバ・ショッ

ク」と呼ばれていますが—の際には、手短に状況を聞くつもりで電話をしたのが運の尽き、ま
たしても1時間半ほどつかまりました。電話口の向こうからは、いつにも増して興奮している様

子が伝わってきます。もちろん損をしているからです。その後のリーマン・ショックを考えれば
致命傷とまでは言えないのですが、その時の損失が元で、GMNはその年末にあえなく閉鎖と

なります。ファンドからの返金が済むと、Claus氏とは音信が途絶えました。GMNでモデル構
築を支えていたLarry Zhang氏とは、何年かして偶然東京で再開する機会がありましたが、
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中国の公的年金の運用に携わるべく北京に

ターンが上がるとします。このP/Eレシオとい

でした。風の噂に、ユタで教鞭をとったり自

プットするモデルでは、その企業で工場火災

戻っていたため、消息には詳しくありません
然食品の会社を興したりと伝え聞きました

が、だとすれば、バーンスタインの本の主役
の 一人で あ る 伝 説 の ク オ ン ツ、B a r r

R o s e n b e r g 氏 の ようで も ありま す。

Rosenberg氏もまた、クオンツとチベット仏
教ニンマ派の徒という2つの顔を持つから
です。

人間的なモデル
この時 代までのサンフランシスコのプ

レーヤーが多く使っていた運用モデルは、

企業ファンダメンタルズ指標や株価指標な

うシグナルをインプット、リターンをアウト
が起きたなどの事象はノイズに当たります。

工場火災の影響は、その他の低P/E銘柄も
同時に買っていれば薄められます。しかし、

そもそもP/Eレシオ自体がリターンを予測す
るシグナルとして怪しくなれば、いくら銘柄
数を増やして均しても効果は上がりません。

実際に、P/Eレシオというシグナルは、時間

軸の取り方によっては効かない時期もあり

ます。それはノイズの影響でしょうか、シグ
ナルそのものの問題でしょうか。

「株価はファンダメンタルズに回帰する」

ど、人間のアナリストが分析に使う要素を並

と言います。しかし、P/Eレシオと株価リター

てたものです。少し単純化して、すべての銘

「合理的経済人」の前提と、経験則でしか

す。すると、当然ながら銘柄によって当たり

であるP/Eレシオは、利益をその何倍の株

ポートフォリオを組めば、ポートフォリオとし

利益」はファンダメンタルズだとしても、
「何

理屈になります。銘柄毎には必然（シグナ

平たく言えば「常識」にすぎません。現在ク

ねればノイズが相殺されて必然的な当たり

を主催し、以前は数学者でもあったAndre

扱うのがコンピューターであれば、データの

た際に、
「多くの人が、無限の記憶があると

いますから、銘柄数を増やしてS（シグナル）

ている」と語ったのに続けて、
「金融のゲー

結果、こうしたクオンツ運用では、おのずと

Eレシオ20倍が高いか安いか、どれだけの

ます。但し、こうしたノイズの相殺が機能す

めることだ。ITバブル期に異常な高P/Eが続

されるものの、本質的にシグナルとノイズを

た例などを見るといい」と言い、そこまでの

ば、P/Eレシオが低い銘柄を買い、他の要素

しました。

べ、証券リターンを予測するモデルに仕立

ンを結び付けているものは、経済学で言う

柄に同じリターン予測式を当てはめるとしま

ありません。E（企業利益）とP（株価）の比

外れが出てきます。そこで、多くの銘柄で

価で買うか、という解釈ができます。
「企業

てはリターン予測が当たりやすくなるという

倍」の裏付けは投資家の集合的な価値観、

ル）と偶然（ノイズ）の比が悪いとしても、束

オンツ運用会社Oxford Asset Management

の比率が良くなるという考えです。モデルを

Stern博士は、AIや機械学習について議論し

繰り返し大量処理では遥かに人間に勝って

いうことと、知性を持つということを混同し

/N（ノイズ）比を上げない手はありません。

ムの規則は物理学の規則性とは異なる。P/

組み入れ銘柄数が数百、数千と増えていき

価値があるかは、私やあなたがそれぞれ決

る大前提として、元々の式が、偶然には左右

き、その後生き残った企業が一握りであっ

分別できていなければなりません。例え

判断能力を持たない現在のAIの限界を指摘

に変化がなければ、ある程度の確率でリ

「常識」というと簡単なようですが、これ
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をマシンに教えるのは大変なようです。ジェ

なもの、囲碁・将棋で言えば定石のようなも

『未来の二つの顔』では、実験環境の中で

れた定石を知っていれば、無手勝流よりは

イムズ・P・ホーガンの人工知能SFの名作、

AIに学習させているチームでこんな会話が
あります。

勝率が上がります。しかし、対戦相手が定石
の裏をかけば負けることもあります。市場で

「猫に蚤がいたとする。蚤を退治する一

も、多くの投資家が定石を踏むと予想でき

ことだ」クリスが割り込んだ。
「高熱は蚤を

場合、定石の知識だけでは市場に打ち勝つ

つの確実な方法は、猫を焼却炉に放り込む

れば、先回りする投資家が出てきます。その

殺す絶対確実な方法である。」

ことはできません。局面局面で定石が有効

「問題は、これでは猫も死んでしまうこと

だ」とロン。
「しかし、われわれはこの問題を
人に与えるとき、そんなことをするなとは言
わない。相手の常識がその部分は補うもの

かどうかの判断ができるかどうかが、囲碁・
将棋でも証券市場でも、プロの最低限の能
力を決定付けると言えます。

クオンツ運用モデルから囲碁・将棋の定

と想定する。ただし、相手がコンピューター

石を連想するのは、昨年のイ・セドル（韓

いないんだ。」1

で、いずれも人工知能のAlphaGoが勝つとい

のときは別だ。相手は常識をまったく持って
原作は1979年、舞台は2028年の設定で

すが、こうした状況は現在もあまり変わって

いないようです。ロボットを東京大学の受験
に合格させるプロジェクト、通称「東ロボく
ん」は学業成績は順調に上がっているもの
の、
「人間の常識を、辞書のようにロボット

に与えることは可能だろうか。物理の解答プ
ログラムを開発したNIIの稲邑哲也准教授

は、
『現実世界は言葉と1対1対応しておら
ず、難しい』と指摘する」

（日本経済新聞 2016年2月21日 「AI、

弱点は『常識知らず』 状況把握が苦手、活
用に課題」）

国）、今年の柯潔（中国）との囲碁頂上対決
う話題があったからです。AlphaGoの対局を

観戦したプロ棋士の感想の多くに、序盤か
ら人間では思いつかない手を打つ、というも

のがあります。もし定石を知らない神のよう
な子供がいればそうした手を打つかもしれ
ませんが、人間の脳は10の360乗通りとも

言われる囲碁の可能な打ち手を、定石という
「手順」の導きなしには整理できないよう

です。逆に言えば、人間の可能性は「手順」
を創造するところにあるのかもしれません。

先述のAndre Stern博士に話を聞いたのは、
ちょうどAlphaGo対イ・セドル戦のすぐ後の

ことです。手練の投資家でもある博士は言

います。
「人工知能に欠けているのは物事を

といい、特に、様々な状況が文章で説明さ

れる物理の設問が苦手だそうです。

要約する能力だ。人間の心は学習対局を
三百万回も繰り返さなくても学ぶことがで

きる。」 博士によれば、様々な情報を要約

説明できるか
P/Eレシオのように人間のアナリストが分

析に使う要素は、ロボットに教えなければな
らない初歩的な「常識」よりはもう少し高級

1『未来の二つの顔』ジェイムズ・P・ホーガン著（山高昭訳）、
東京創元社、1983 年
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のかもしれません。多くの棋士により検証さ

して簡単な手順やルールにすることこそが人
間の知性です。例えばウォーレン・バフェッ

トの投資原理も、すぐに紙切れに書き出せ
るほどのシンプルなもので、それが機能して

いるのだそうです。別の機会に、T. Rowe
Priceで世界株式を統括するChristopher
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Alderson氏に運用業務に向いている人材の

の脳の中を覗いているという訳です。人間に

リスクをとる姿勢を挙げた後に、
「簡潔に伝

脳の血流や神経細胞に流れる微弱電流を

特徴を伺った際には、投資に対する熱意や
えることができる人。長々と説明する人はあ
まり成功しない」と言い切りました。

なぞらえれば、運動したり笑ったりする時の
計測することに当たるのでしょうか。神経科

学の知見によれば、人間の場合、ある種の

一方で、Stern博士言うところの「無限の

意思決定では意識に上るより前に既に神経

将棋などでは要約をするまでもなく、全ての

識は遅れて認識し、事後的に説明を与えて

してきました。AlphaGoなどのAIが話せた

特に一瞬を争うトレーディングの世界では、

の?」といった声が聞こえてくるようです。もち

なることがあります。もう少し時間軸の長い

いに多いゲームでは、AIにとっても定石の知

の重要性は疎かにできないものです。同様

れません。しかし、コンピューターの計算能

通常考える「説明」を置き去りにしているか

地位の危うさが垣間見えるエピソードとし

評価は、最終的には責任の帰属の問題、

「フラッドゲート」というウェブサイトの話が

会的な合意に基づく制度の中で管理できる

士の対局棋譜の中には、プロの棋士が見て

ろうが、人間の運用者も市場で暴走したり、

八段によれば、
「人間からしてみると本当に

しますよね。

記憶を持つ」マシンの側では、例えば囲碁・

細胞が活動を開始しているといいます。意

情報を使って最善手を割り出すことに邁進

いるということです。運用に即して言えば、

ら、
「なぜ未だにそんな定石に拘っている

直感的に投資行動をとり、説明は後付けに

ろん、囲碁のように可能な手筋の数が桁違

運用でも、整然とした説明の前に来る実感

識は計算回数を節約するために有用かもし

に、Manのプログラムの投資行動も我々が

力は指数的に伸びると言われます。定石の

もしれませんが、
「説明」ができないことの

て、将棋のAIソフト同士が対決する場である

フィデューシャリー・デューティーなどの社

あります。ここで見ることができるマシン同

か否かの問題です。説明が良かろうが悪か

も訳の分からないものも多いそうです。ある

理解不能な投資行動で資金に穴を開けたり

ハチャメチャな序盤で」
「明らかに人間は経

解像度

験したことがないような形」2なのだそうで

すが、それでも強いのです。

同じことは金融でも起きています。最近

Man GroupのLuke Ellis氏と話した時に、同
社で機械学習を応用した投資プログラムの

成績が極めて良いと目を細めていました。一
方でEllis氏は、
「何故パフォーマンスが上が
るのか、そのロジックは特定できないため、

マシンのプロセスを常時モニターすることで
対処している」と言います。プログラムが何
故そのような投資行動を取るかを従来の

「定石」では説明できないため、直接マシン

現在の投資手法へAIの応用は、大量の情

報処理による人間では思い至らないパター
ンの検出、追い付けない探索スピードといっ

た「超人的」なイメージが先行しています
が、
「人間的な」説明力を持つモデルの改善

にも貢献しています。その一つが新しい分野

のデータ処理を可能にしている点です。よく

上がる例では、駐車場の衛星写真を画像認
識することによる、大型小売店舗の来客数
のデータ化があります。以前なら、地上で手
を掛けて調査しなければ手に入らないデー

タでした。また、インターネット上のチャッ
ト、ツイッターその他のテキストを大量に検

2『不屈の棋士』大川慎太郎著 講談社、2016 年
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索・処理することにより銘柄の需給動向を

報ゲームの愛好家が多いようです。
マシンの

前であればモデルによって「ノイズ」として

は記録できません。限られた情報と、シンプ

予測する手法も台頭しています。これは、以

扱われた情報から、新たに「シグナル」を抽
出する試みです。市場が「美人投票」の側面

を持つとすれば、チャットのざわめきも重要
性を増すというものです。いずれの場合も、
実際には目にしているデータですが、その解

像度を上げることによって、モデルのS/N比
向上に貢献していると言えます。先に「ノイ

ズ」の例として挙げた工場火災の例なら、い

ずれは、衛星画像で見る古タイヤが積み上
がっている様子、クラウド型の天候予測によ

る湿度や風向き、工場従業員のツイッターに
現れた火元管理のずさんさなどを総合し
て、火災リスクを予測できる日が来るので

しょうね。P/Eレシオは魅力的だとしても、よ
り鮮明に見えるマシンは投資を回避したり、

空売りさえするかもしれません（消防署への
通報が先ですね）。

さて、こうして見てくると、Stern博士の言

う、
「簡単なルールに要約」できる人間の知
性も、未来は少々分が悪いと思われるかも

しれません。果たしてそうでしょうか。
「簡
単なルールに要約」することには、2つの用

途があります。情報を整理して（人間が）理
解し易くすること、そしてルールや要約に基

無限の記憶をもってしても未来の情報まで

ルなルールから将来を思い描くのは、まだ
まだ人間の特権のようです。テクノロジー自

体が世の中を急速に変え、AmazonやUber
のように考えてもいなかったところから既存

業界を脅かす存在が現れる今、こうした人

間の知性はより重要さを増しています。長期
投資で有名なBaillie GiffordのA ndrew
Telfer氏と話した時の言葉が的確に表して

います。
「テクノロジーは市場で短期の非効
率性を見つけることはできる。ただ、長期の

展望と切り結ぶことは難しい、特に大転換と
なればなおさらだ。」
むすび
人間に近い人工知能を作るアイデアとし

て、現在のように脳の神経細胞の接続を模
したニューラル・ネットワークの構築の他

に、人間1人の脳を丸ごとスキャンして完全
コピーするという「脳エミュレーション」とい
うものもあるそうです。冒頭のClaus氏の脳

を完全にコピーした人工知能が作られた暁

には、運用説明を聞く人工知能の開発も怠

らず、寝ずに投資について話し続けるClaus
IIに備えたいですね。

づき将来の行動を決めることです。後者を

重 視するSt e r n博士は、完 全 情報ゲーム
（チェスや囲碁、将棋など全ての情報が場
に出ているもの）と不完全情報ゲーム（ポー

カー、ブリッジ、麻雀など全ての情報が場に
出尽くしていないもの）を引き合いに出し
て、投資は不完全情報ゲームであるため、
マ

シンの不得意な分野が存在すると言いま
す。確かに運用業界にはチェスの上段者も
ポーカーのプロ級の腕を持つ人もいますが、
ウォーレン・バフェットやビル・グロスなど著

名投資家には、どちらかというと不完全情
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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。
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。
MSCIインデックスに関する著作権およびその他知的財産権はすべて
MSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械
的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部ま
たは一部を複製、配付、使用することは禁じられています。
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ありますが、その確実性
および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
インデックスは資産運用管理の対象とはなりません。
また、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。
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・インベストメント・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。
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