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〈巻 頭 言〉 

 

「形式から実質へ」 

 

一般社団法人日本投資顧問業協会 

副会長 石川 昌秀 

 

 本年５月 29 日、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の改

訂版が公表され、コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと深化させていくため

の新たな取り組みが提言された。その一つとして、運用機関においては、議決権の行使結果を個

別の投資先企業・議案ごとに公表すること（いわゆる「個別開示」）が、コンプライ・オア・エク

スプレインの対象とされた。とくに、金融グループ系列の運用機関においては、議決権行使をめ

ぐる利益相反の適切な管理について、フォローアップ会議で提示された疑念への対応という側面

もあり、すでに多くの運用機関が個別開示を行う旨を表明し、開示を始めている。 

 

 運用機関が個別開示を行うことの是非については、すでに各方面から様々な積極論と消極論が

提示されているところではあるが、個別開示が社会的な注目を浴びる一方で、それ以前の議決権

行使そのものにまだ多くの実務的課題があり、それを避けての改革の深化もまた難しいと認識し

ている。 

 

 なかでも、最大の課題は、議決権行使に関する作業の多さに比べ、議案の精査・検討に費やせ

る「時間」の短さであろう。株主総会開催日の分散は一頃に比べて進んできてはいるものの、特

定の一時期に集中しているという状況に変わりはない。コーポレートガバナンス・コードでも分

散を求めているものの、その実態はほぼ例外なく「前倒し」対応であり、残念ながら運用機関に

とっては精査・検討日数がさらに縮まる結果となってしまっている。 

 

 欧米主要国では期末日から２～３カ月後には監査済みの年次報告書が提出され、株主総会は期

末日から４～５カ月後に開催されるところが多いと聞く。運用機関が議決権行使の判断の根拠と

なる情報を入手し、検討に費やせる時間は日本に比べ余裕がある。日本では総会前に決算短信し

か入手できない会社がほとんどで、議決権行使の根拠とする情報の信憑性確保も大きな課題であ

り、せめて議案の早期 WEB 開示を義務付けられないかというのが実務担当者の切なる声である。 
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 また、上場会社サイドのシステムだけではなく、議案から開示の各段階を通じ一貫したデータ

ベースを構築することで、議決権の保有・行使状況が一元管理され、行使結果も自動的にアセッ

ト・オーナーに共有されるような、どの運用機関でも安価で利用できる社会的インフラ整備も考

えていく必要があるのではないか。 

 

 東証一部上場企業の８割弱が３月決算という状況において、受託機関における後続事務を考慮

すると、運用機関が議案を受け取ってから行使までに費やせる時間は、実質１週間あるかないか

である。運用機関によっては一時期に数万件に上る議案の検討を行うためには、相当程度の経営

資源投入が必要となるが、季節労働的な業務という性格もあり、専任担当者のみの配置は難しい。

多くの運用機関では、アナリスト等を本来の調査活動や運用戦略検討の時間を削ってでも総動員

せざるを得ないのが実情ではないだろうか。民間企業の経営者としてはコスト面からも非常に悩

ましい問題である。 

 

 個別の議決権行使結果が社会の注目を浴び過ぎると、その副作用も心配される。例えば、会社

提出議案に対する反対比率や、ある金融グループの運用機関が、親会社や取引先の会社提案議案

に反対する事例をジャーナリスティックに取り上げられても、エンゲージメントの深堀に殆ど意

味はない。同種の議案を上程している他の上場会社等から、類似議案における賛否判断に対する

問い合わせが増え、事務負荷が高まることも見込まれる。時間と経営資源の制約が厳しいなか、

こうした懸念への対応として、議決権行使基準をより詳細な内容とし、担当者の裁量の余地を狭

める形で基準を適用するといった実務を進めると、いわゆる形式主義化を助長してしまうことも

懸念される。 

 

 運用機関、とりわけアクティブ運用おいては、議決権行使は運用プロセスのなかの一つの手段

にすぎない。その前にエンゲージメントを通じて自らの関心・懸念を上場会社へ伝え、問題を解

決していくことこそが期待されていることであり、殊更に行使結果を重視することで、形式主義

を助長し、却って活動の質を低下させることがあってはならない。 

 最後に、議決権の開示一つを取っても、お客さま本位の業務運営を推進することは、手間暇か

けて植林を行い、その山に降った雨が長い年月を経て地表に湧出するのを待つような、気の長い

作業である。目の前の課題は多いが、お客さまの中長期的投資リターンの拡大のためには、避け

て通れない道と認識している次第である。 

 

（明治安田アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長） 
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●各種研修の実施状況 

○グローバル外為行動規範に関する研修を実施しました 

 

 平成 29 年８月４日に、「グローバル外為行動

規範‐グローバルに単一の外為行動規範の策定と

遵守促進に向けた取り組み‐」というテーマで研

修を開催しました。東京外国為替市場委員会 副

議長 大西知生氏、同 バイサイド小委員会 委

員長 呉田真二氏および日本銀行 金融市場局

為替課 企画役 藤原正雄氏を講師に迎え、BIS

（国際決済銀行）の作業部会において、幅広い外

為市場参加者が遵守すべきとして各国の中央銀行

と民間参加者が協働して策定を進めてきたもので

本年５月 25 日に公表された「グローバル外為行

動規範」について解説いただきました。 

 

 

○価値協創ガイダンスに関する研修を実施しました 

 

 平成 29 年８月 25 日に、『企業評価やスチュ

ワードシップ活動における「価値協創のための統

合的開示・対話ガイダンス‐ESG・非財務情報と

無形資産投資‐」（価値協創ガイダンス）の活用

方法』というテーマで研修を開催しました。経済

産業省 経済産業政策局 産業資金課長 福本拓

也氏を講師に迎え、投資家が、中長期的な観点か

ら企業を評価し投資判断やスチュワードシップ活

動に役立てるための手引としての役割等がある

「価値協創ガイダンス」の内容について解説いた

だきました。 

 

 

協 会の動 き
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○不動産グループ向けコンプライアンス研修を実施しました 

 

 平成 29 年９月７日に、『不動産運用業者・助

言業者における「フィデューシャリー・デュー

ティー」と「顧客本位原則」への対応』という

テーマで研修を開催しました。長島・大野・常松

法律事務所 弁護士 梅澤拓氏を講師に迎え、本

年３月 30 日付けで金融庁が公表した「顧客本位

の業務運営に関する原則」を受け、不動産運用業

者・助言業者における 終受益者を意識した取組

方針の策定やその他の具体的な取組みなどの対応

について解説いただきました。 
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●事業日誌 （平成 29 年７月１日～平成 29年９月 30日） 
 

29.7.６ 第 367 回理事会 

 （１）理事会について 

 （２）協会の機構について 

 （３）自主規制委員会委員長報告 

 （４）常勤役員に対する退職手当の支給等について 

 （５）常勤役員の定例報酬等について 

 （６）各常設委員会の委員および委員長の委嘱について 

 （７）各部会の部会員の推薦結果について 

 （８）「常設委員会の設置について」の一部改正について 

 （９）「業務執行体制に関する自主規制基準」の一部改正について 

 （10）入会承認および退会等報告（入会２件、退会１件） 

 （11）その他報告 

７.10 第 170 回自主規制委員会 

 （１）委員会運営要領について 

 （２）当面の検討課題について 

 （３）自主規制各部会について 

 （４）これまでの主な活動状況について 

 （５）「業務執行体制に関する自主規制基準」の一部改正について 

７.13 第 41 回業務委員会（書面） 

 （１）委員会運営要領について 

 （２）当面の検討課題について 

 （３）業務各部会について 

 （４）これまでの主な活動状況について 

８.４ 研修（於：東京証券会館） 

 ・グローバル外為行動規範‐グローバルに単一の外為行動規範の策定と遵守促進に向けた取り

組み‐ 

８.25 研修（於：東京証券会館） 

 ・企業評価やスチュワードシップ活動における「価値協創のための統合的開示・対話ガイダン

ス‐ESG・非財務情報と無形資産投資‐」（価値協創ガイダンス）の活用方法 

９.７ 不動産グループ向けコンプライアンス研修（於：東京証券会館） 

 ・不動産運用業者・助言業者における「フィデューシャリー・デューティー」と「顧客本位原

則」への対応 

９.７ プレス発表 

 ・契約資産残高統計（平成 29 年６月末） 

９.20 第 171 回自主規制委員会 

 （１）自主規制ルール遵守状況等調査票（助言）の実施について 

 （２）日本版スチュワードシップ・コードへの対応等に関するアンケートの実施について 

９.27 第 368 回理事会 

 （１）業務委員会委員長報告 

 （２）自主規制委員会委員長報告 

 （３）資産運用業協議会について 

 （４）スチュワードシップ研究会について 

 （５）日本版スチュワードシップ・コードへの対応等に関するアンケートの実施について 

 （６）自主規制ルール遵守状況等調査票（助言）の実施について 

 （７）入会承認および退会等報告（入会９件、退会６件、会員資格の変更１件） 

 （８）会員の処分について 

 （９）その他報告 
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●会員の動き（平成 29 年７月１日～９月 30 日） 

 協会の会員は、投資運用業のうち、①投資一任業務（従来からの有価証券の一任運用、および不

動産等を原資産とする金融商品の一任業務）を行う会員、②ファンド運用業務（ベンチャー企業育

成や事業再生等を目的として組成されたファンドの運用を行う業務）を行う会員、投資助言・代理

業を行う会員で構成されています。 

 平成 29年９月末現在の会員数は、次のとおりです。 

会員数 投資運用会員 投資助言・代理会員 

758 275 483 

 

○入会会員一覧 

・投資運用業者の入会      ３件 

業者名 協会入会日 

HOKU 株式会社 平 29 年９月 28 日 

バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社 平 29 年９月 28 日 

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメン
ト・マネジメント・ジャパン株式会社 

平 29 年９月 29 日 

 

・投資助言・代理業者の入会   ５件 

業者名 協会入会日 

株式会社エフ・ポート 平 29 年７月 10 日 

根津アジアキャピタルリミテッド 平 29 年７月 11 日 

トリプル・エー・パートナーズ・ジャパン株式会社 平 29 年９月 28 日 

ロボット投信株式会社 平 29 年９月 29 日 

株式会社 JBIC IG Partners 平 29 年９月 29 日 

 

○退会会員一覧（７社） 

業者名 退会日 資格喪失理由 

株式会社 DA インベストメンツ 平 29 年７月 10 日 投資助言・代理業登録の廃止 

ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミ
テッド 

平 29 年７月 18 日 投資運用業登録の廃止 

Pioneer Global Investments Limited 平 29 年８月 25 日 投資助言・代理業登録の廃止 

共生投資顧問株式会社 平 29 年８月 29 日 投資助言・代理業登録の廃止 

スピードウェル株式会社 平 29 年８月 31 日 投資助言・代理業登録の廃止 

株式会社セントロ 平 29 年９月 15 日 投資助言・代理業登録の廃止 

Barings Real Estate Advisers Japan 株式会社 平 29 年９月 30 日 投資助言・代理業登録の廃止 

 

※当協会ウェブサイトに 新の会員名一覧（電話番号入り）を掲載しています。 

 詳細につきましては、そちらをご覧ください。 

URL：http://www.jiaa.or.jp/profile/kaiin.html 
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苦情相談の状況（平成 29 年７月～平成 29 年９月） 
 

●苦情相談の状況 

（１）協会は、お客様等からの会員の行う業務に関する相談、苦情対応及びあっせん業務を、特定非

営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」（FINMAC）に業務委託しています。 
（２）平成 29 年７月～平成 29 年９月に FINMAC が対応した苦情・相談、あっせんは、苦情が 14

件、相談が 44 件、あっせんが１件（表１）となっており、苦情及び相談の具体的内容は表２、

表３のようになっています。 
 

苦情・相談の状況（平成 29 年７月～29 年９月） 

 
（表１）受付状況     （単位：件）

区分 

 

投資運用会員 投資助言 

・代理会員

その他 

 

合計 

  内ラップ業務

苦  情 4( 9) 4( 9) 10( 12) 0( 0) 14( 21)

相  談 10( 34) 10( 34) 21( 34) 13( 19) 44( 87)

あっせん 0( 0) 0( 0) 1( 3) 0( 0) 1( 3)

合  計 14( 43) 14( 43) 32( 49) 13( 19) 59(111)

 （注）・（ ）は平成 29 年４月からの累計（以下同じ）。 
・その他には、一般的な問合せや非会員に対する苦情・相談を記載（以下同じ）。 

・苦情とは、会員の行う業務に関し、会員に責任若しくは責務に基づく行為を求めるもの、

又は、損害が発生するとして賠償若しくは改善を求めるものなど、会員に不満足を表明す

るものをいう（苦情及び紛争の解決のための業務委託等に関する規則第２条）。 
 
（表２）苦情の内容     （単位：件）

区分 

 

投資運用会員 投資助言 

・代理会員

その他 

 

合計 

  内ラップ業務

（１）勧誘・契約に関する苦情 1( 4) 1( 4) 3( 4) 0( 0) 4( 8)

（２）会費つり上げ 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0)

（３）運用、助言内容の不満 0( 2) 0( 2) 4( 5) 0( 0) 4( 7)

（４）契約不履行等 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0)

（５）その他の苦情 3( 3) 3( 3) 3( 3) 0( 0) 6( 6)

合  計 4( 9) 4( 9) 10(12) 0( 0) 14(21)

 
（表３）相談の内容     （単位：件）

区分 

 

投資運用会員 投資助言 

・代理会員

その他 

 

合計 

  内ラップ業務

（１）業者の内容 0( 0) 0( 0) 4( 7) 4( 4) 8(11)

（２）契約・勧誘に関する相談 5( 7) 5( 7) 2( 3) 0( 0) 7(10)

（３）途中解約 2(10) 2(10) 4( 6) 3( 4) 9(20)

（４）運用、助言内容の相談 1( 7) 1( 7) 3( 4) 3( 4) 7(15)

（５）その他の相談 2(10) 2(10) 8(14) 3( 7) 13(31)

合  計 10(34) 10(34) 21(34) 13(19) 44(87)
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統計数値で見る投資顧問業 
 

 
 
 
 
 
 
 

１．契約資産残高は 279 兆円 

 
 
※投資一任、投資助言、ファンドの契約資産の合計 
※数値は、29 年６月末以外は全て３月末時点の残高（以下同様） 

 

 平成 29 年６月末の契約資産残高は、279 兆 4,594 億円となり、過去 高を更新しました。これは、

平成 24 年の秋以降、良好な市場環境を背景として増加傾向が継続しているなか、国内年金資金およ

び年金以外（国内）の契約資産額が増加したことなどによるものです。 

 契約資産の内訳を見ると、国内年金資金の割合が約 48％となっており、当業界において年金資金

の存在が非常に大きいことが分かります。年金の資金は、公的年金（年金積立金管理運用独立行政法

人など）と私的年金（企業年金基金など）に分けることができますが、その残高推移は次のとおりで

す。 

 
日本投資顧問業協会では、四半期ごとに投資運用会員の契約資産に関する統計を作成し、協会の

ホームページ（下記）で公開しています。今回掲載したデータ以外にも、多種の詳細なデータを公

開していますので、是非ご覧ください。 
 

日本投資顧問業協会ホームページ統計資料：http://www.jiaa.or.jp/toukei/ 
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 国内の公的年金の残高は、平成 24 年３月末以降、継続的に増加しており、平成 29 年６月末の残高

は 105 兆円で、国内年金資産残高の約 78％となっています。 

 
２．ラップ口座：契約残高、件数ともに増加 

 
 
 平成 29 年６月末のラップ口座の契約状況は、契約件数が 59 万 835 件、契約残高が６兆 9,272 億円

となり、過去 高を更新しました。 
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米国出張報告～EMP実態把握調査～ 

 
一般社団法人 日本投資顧問業協会 

前調査役 山田 朋弘 

調査役 清水  武 

 

はじめに 

 

 当協会は、2014年９月に、日本証券業協会、日本取引所グループ、投資信託協会と共に「東京国際

金融センターの推進に関する懇談会」を設置した。同懇談会は、証券界・資産運用業界として、日本

の強みや国際金融センターとしての役割・課題を検討・整理し、その実現に向けた取組みを推進、支

援するために設置され、2015年９月に「東京国際金融センターの推進に関する懇談会報告書1」を公

表した。同懇談会報告書では、政府・東京都に要望すべき取組みの１つとして、日本版「新興運用者

育成プログラム（Emerging Manager Program：EMP2）」の創設を提言し、加えて、東京の国際金融セ

ンター化のためには資産運用業の強化が 重要課題であると整理した。 

 

 これを受け、当協会は、日本証券業協会及び投資信託協会と共に「資産運用等に関するワーキン

グ・グループ」を2015年９月に設置した。当ワーキング・グループは、我が国の資産運用業の国際競

争力強化を図るとともに、投資家の中長期的な資産形成につながる投資商品の提供のための方策につ

いて、証券界・資産運用業界として業界横断的に検討を進め、2016年６月に「資産運用等に関する

ワーキング・グループ報告書3」を公表した。 

 

 同ワーキング・グループ報告書では、新規資産運用会社等の参入促進に関する今後の取組みとして、

東京都・金融庁・民間事業者等により構成される検討会（その後、東京都が、2016年11月に「国際金

融都市・東京」のあり方懇談会を設置）に協力し、本ワーキングで示された新規運用会社参入におけ

る課題等を共有し、新規運用会社の参入促進のための課題解決に向けた検討を行うとされた。 

 

 

1 http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/TIFC_kondankai/tokyo_houkokusho.pdf 

2 米国の公的年金、財団等により実施されている、総資産額の少ない新興資産運用会社に優先して

資金委託の支援を行う取組み（該当する新興資産運用会社の要件については各アセット・オーナー毎

に異なる）：「東京国際金融センターの推進に関する懇談会報告書（前掲P12より）」 

3 http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/TIFC_kondankai/shisan_houkokusho.pdf 
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 また、当協会は、内外の新興資産運用会社や高度金融人材にビジネス機会を提供する観点から米国

の公的年金等で導入されているEMPに関する調査を行い、当該調査結果等を関係者間で共有すること

とされ、2017年４月に、米国におけるEMPの実態把握を目的とした調査を行った。EMPは、「新興運用

者育成プログラム」と訳されているが、このプログラムの導入主体はアセットオーナーであることか

ら、今回の実態調査における訪問先は米国の公的年金が中心であり、また、公的年金が採用している

ゲートキーパーや運用会社へのインタビューも実施した。米国の公的年金におけるEMPの導入につい

ては、1990年代から取り組まれているが、下記表１に示す通り、資産規模上位10公的年金の内、EMP

を導入しているのは７基金となっており、今回の実態調査では、以下の公的年金を訪問した。 

●カリフォルニア州職員退職年金基金（California Public Employees' Retirement System: 

CalPERS） 

●カリフォルニア州教職員退職年金基金（California State Teachers' Retirement System: 

CALSTRS） 

●ニューヨーク州職員退職年金基金（New York State Common Retirement Fund） 

●ニューヨーク市公務員年金基金（New York City Retirement Systems） 

●テキサス州教職員退職年金（Teacher Retirement System of Texas: TRS） 

●テキサス州職員退職年金（Employees Retirement System of Texas: ERS） 

 

 なお、今回の実態調査に際し、三菱商事株式会社 執行役員（現 米国三菱重工業 Senior 

Executive Vice President）石川隆次郎様、三菱商事アセットマネジメント株式会社 商品企画室 

岡崎僚介様には大変お世話になったところであり、この場を借りてお礼を申し上げる。 

 

表１： 米国における資産規模上位10公的年金のEMP導入状況4 

 

年金基金
総資産額

（億$）
EMP導入の

有無

1 California Public Employees' Retirement System 3,025 ○

2 California State Teachers' Retirement System 1,932 ○

3 Florida State Board of Administration 1,805

4 New York State Common Retirement Fund 1,781 ○

5 New York City Retirement Systems 1,631 ○

6 Teacher Retirement System of Texas 1,332 ○

7 Washington State Investment Board 1,085

8 New York State Teachers Retirement System 1,051 ○

9 State of Wisconsin Investment Board 1,021

10 North Carolina Retirement Systems 893 ○   

 

4 Emerging Manager Monthly 2017年1月号より、当協会作成 
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EMP導入の目的 

 

 従来の米国資産運用業界では白人男性が太宗を占めており、白人男性以外（マイノリティ：例えば、

黒人やヒスパニック、アジア系など）は運用資金の獲得が難しいという問題があった。一方、米国の

公的年金基金の多くは、資産運用業者に対し、白人男性以外にもチャンスを与えるべきと考えており、

上述の問題を解決すべく、マイノリティが投資運用事業を始める際の資金提供という観点から、EMP

が約20年前に大手公的年金基金を中心に導入された。導入している公的年金によって細かなガイドラ

イン等の違いはあるものの、州政府によって管理されている仕組みはほぼ同一である。 

 

 このように、EMPは、一般的に、MWBE（Minority and Women's Business Enterprises）と同義であ

ると解釈されることがあるが、今回訪問した公的年金では、必ずしもEMPがMWBEであると言い切るこ

とは出来ないという整理をしている声が多かった。 

 

 例えば、カリフォルニア州では、特定グループのみに投資（または、資金提供）すること（即ち、

マイノリティへの投資）が法律上で禁じられており、人種・国籍・性別の公平性という観点からマイ

ノリティに限定したEMPを導入することが出来ないことから、新しいアセットマネジャー（Emerging 

Manager：EM）の発掘を対象としたEMPを導入している。EMの採用は、（既存のアセットマネジャーを

含めた）アセットマネジャーの分散を図ることができることに加え、EMが良好なパフォーマンスを上

げ成長することが受益者に有益であるという観点から、EMPを導入している公的年金も存在している

とのことであった。 

 

 EMP導入の目的については、リスク調整後リターンの獲得、次世代の育成、の２点に集約すること

ができる。特に、次世代の育成については、設立間もない若い、成長の見込めるEMを見つけることが

大変重要であるとの声が多かった。その他では、成熟したアセットマネジャー（Established 

Manager：ある程度の運用資産を有する既存のアセットマネジャーの意）よりも安いフィーで運用を

委託できる、といった声もあった。 

 

 

EM採用の際の重視項目 － パフォーマンスと新規マネジャーの育成（Cultivate） 

 

 EMPにおいて、EMを採用する際に も重視する項目としてパフォーマンス（トラックレコード）を

上げる声が殆どであった。EMに対しては、既存の（大手）アセットマネジャーよりも良好なパフォー

マンスを期待して採用しているとの声が多かったが、実際には一部のEMを除いて、その期待に応えら

れていないのが現状である。加えて、日本でも同様だが、前職から移籍／独立（スピンオフ）したEM

（の運用チーム）が、必ずしも前職で運用していたトラックレコードを引き継げる保証が無い（前職

の会社がトラックレコードの引継ぎを認めない限り使用できないため）こともあるとの声もあった。 

 

 しかしながら、大手アセットマネジャーに偏らず、アセットマネジャーの分散化・多様化を図る観

点からEMを採用し、将来のメインパートナーとなるようにEMを育成（Cultivate）する意義が大きい

と考えている公的年金は多く、EMPを導入することによって、目の届きにくいEMにアクセスできる

きっかけとなるようであった。 
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 今回の実態調査を通じて、アセットオーナー（あるいは後述のゲートキーパー）が、前職からスピ

ンオフしたばかりのEMを評価する際、トラックレコードと同じくらい（場合によってはそれ以上に）

重要な項目は、チーム内の絆や人間関係（信頼関係）であると考えていることが確認できた。米国の

場合、EM自身が自己資金を投入しているケースが多く、かつ、ファンドレイジング（Fund Raising）

に相当な日数を要すること等から、EMを評価・採用する際には、（EM以外の）大手アセットマネ

ジャーの採用と異なり、EMがチームとしてどのような絆で結ばれているかといった、チーム構成を重

要視しているという声が多かった。 

 

 

ゲートキーパーの重要性とFoFスキームの活用 

 

 実態調査を行った全ての公的年金で、EMPに関するゲートキーパー（FoFマネジャー）を採用してい

る。ゲートキーパーには、EMの発掘やデューデリジェンスに加え、EMへの教育・指導（運用面・経営

面）能力等も期待するなど、EMPにおけるゲートキーパーの存在意義が高いことが確認できた。 

 

 米国のアセットオーナーの課題の１つとして、人材の不足がある。上述の通り、EMPの導入により、

多くのEMに目が向き、さらに、ゲートキーパーの採用で、EMの発掘及び育成が可能になるとの声が多

かった。 

 

 一般的に、独立したばかりのEMは、運用者としては優秀かもしれないが、経営者としての能力は未

知数であるため、アセットオーナーは、ゲートキーパーを選定・評価する際、EMに対する教育・指導

（運用面・経営面）能力も選定基準の１つとしているようである。加えて、一部のアセットオーナー

では、ゲートキーパーにEMの投資委員会へ出席してもらい、アセットオーナーの意向をEMへ伝えても

らうような取組みを実施しているところもある。 

 

 EMPでは、ゲートキーパーを採用する際、FoFスキームを活用した投資を行っているとの声が多かっ

た。FoFスキームについては、フィーの２重計上（FoFのゲートキーパーにフィーを払い、更にEMにも

フィーを払う意）を問題視して、 終的にはEMP自体を廃止したアセットオーナーも存在したようで

ある。 

 

 しかし、今回訪問した公的年金では、もし、FoFスキームから直接投資に切り替えた場合、アセッ

トオーナーにて相当数のスタッフ・労力を要するだけでなく、EMへの教育・指導（運用面・経営面）

等のスキルが新たに必要となり、必ずしもコストの削減が可能とは限らないのではないかとの声が多

かった。 

 

 このように、今回訪問した公的年金では、FoFスキームが有意であると考えており、フィーの２重

計上という問題があったとしても、ゲートキーパーの活用を通じて、ゲートキーパーと共に、将来、

成熟したアセットマネジャーとなるようなEMを育成していきたいと考えていることが確認できた。 
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資産クラスの特徴と考え方 

 

 EMPが対象としている資産クラスは、多くの場合、上場株式、PE、不動産であった。特にPEでは、

上述したEMの運用チームの絆や人間関係（信頼関係）を 重要視しているとの声が多かった。EMPに

おける資産クラスの選定は、各公的年金の置かれている状況（例えば、要求されている運用利回り水

準や州議会／受益者等からの要請事項等）や、資産クラス毎のアセットマネジャーの現状、過去の取

組み内容などを考慮して行われている。EMのパフォーマンスがアウトパフォームし続けることは決し

て簡単ではないため、EMPでは、「今後、運用の質の向上を図り、かつ、アセットマネジャーの分散

を図りたい資産クラスを特定した上で、その資産クラスの運用に特化したEMをどのように育成してい

くのか」という観点を考慮した設計が求められるとのことであった。 

 

 

日本におけるEMP導入への示唆 

 

 今回の調査では、米国におけるEMPの実態把握を中心に行ったが、今後日本でEMPを導入するとした

場合の留意事項等に関する参考意見についても聞くことが出来た。 

 

 日本でEMPの導入を見据えた場合、まず、アセットオーナーが導入の目的を明確化することが重要

であるとのことであった。特に、日本では、人種やマイノリティがキーワードとなり難いため、パ

フォーマンスを重視したEMの発掘といった目的でないと、EMPの導入は難しいのではないかとの意見

が多かった。EMPを導入することにより、新規マネジャーに資金が供給され、発展していくという好

循環が生まれることが重要ではないかとの指摘があった。 

 

 加えて、EMP導入の成否は、優秀なEMをどれだけ集められるのかにかかっているのではないかとの

声もあった。具体的には、日本に（運用担当者やマネジメント層に）女性のアセットマネジャーが

もっと増えればより変革が進むのではないかといった意見もあった。優れたパフォーマンスには多様

性が不可欠だというのは論を俟たず、多様性を担保する仕組みが重要であるとのことであった。 

 

 その他では、「今後、運用の質の向上を図り、かつ、アセットマネジャーの分散を図りたい資産ク

ラスを特定した上で、その資産クラスの運用に特化したEMをどのように育成していくのか」、あるい

は「どの資産クラスに優秀な運用者が多いか」、との観点で導入の検討を行うのが望ましいとの声も

あった。 
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後に 

 

 今回の実態調査を通じて、EMPにおいては、導入主体であるアセットオーナーが、自身の意向を反

映した柔軟な設計が可能であるという事が確認できた。米国では、アセットマネジャーの分散化など

明確な導入意義・目的を持ったアセットオーナーが積極的に活用していることに加え、採用されるEM

やゲートキーパーも、アセットオーナーからの受託に向け、厳しい競争に晒されている環境にある。 

 

 一方、日本でのEMP導入となると、資金の出し手であるアセットオーナー、受け手であるEM、さら

にEMの発掘・育成に不可欠であるゲートキーパーの存否、また制度面など多方面で解決すべき課題が

多く、現時点では、米国におけるEMPと同様の仕組みを日本にすぐ導入するには、超えるべきハード

ルが極めて高いと言わざるを得ない。 

 

 当該内容が、今後、EMPの導入を検討する際の一助となれば幸いである。 

 

以上 
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