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〈巻 頭 言〉 

 

国民の資産形成実現のための資産運用業界の果たすべき役割 
 

 
 
 

一般社団法人 日本投資顧問業協会 

副会長 後藤 正明 

 
 
 平成 28 年９月、「未来投資会議」と銘打った成長戦略会議が発足した。これは、産業競争力会議等

を発展的に統合した成長戦略の新たな司令塔として、「日本再興戦略 2016」における「第４次産業革

命官民会議」の役割も果たすものだという。会議の目的や役割等について、資産運用業界に身を置く

者の立場からみると、長期的な視点にたった国民の資産形成において、我々が果たすべき役割等が改

めて問われているのではないだろうか。会議資料には、アベノミクスの過去３年半にわたる成長戦略

のなかで、「日本再興戦略」で目標とした経済の持続的成長やデフレからの脱却といった目標の実現は

道半ばであり、現状のデフレが継続する下では、更なる取り組みの推進が必要である等と記されてい

る。これは、我々、資産運用業界にとっても同様のことが言えよう。 

 「未来への投資を実現する経済対策」で示されている社会全体の所得・消費の底上げを図っていく

うえでは、「個人金融資産の有効活用をいかに図っていくか」もポイントになってくる。つまり、家計

の勤労所得だけでなく財産所得の拡大を担う資産運用業界の更なる取り組みが求められる。長期的且

つ安定的な国民の資産形成を担う業界にとって、長期にわたる分散投資は極めて基本的な考えである。

また、国内のみならずとりわけ海外の成長も取り込めるような形で、リターンの向上は言うに及ばず、

国民の信頼を得る長期にわたるサービスを提供していかなければならない。 

 同じく９月、10 月に公表された「平成 27 事務年度 金融レポート」、「平成 28 事務年度 金融行政

方針」でも改めて示されているとおり、国民の安定的な資産形成の促進のためには、フィデューシャ

リー・デューティーを徹底して実践していくことは、当然の使命である。 

 一方で、「我々は国民にとって良質な金融（資産運用）サービスを提供しているか」という問いに対

して、例えば、「我が国の製造業と比較して、資産運用業のサービスは国際競争力があるか」、また「グ

ローバルな視点にたって、顧客・投資家にとって、真に有益なサービスを提供しているか」等に対し

て、我々は常に自問していかなければならない。サービスが有益でなければ、約 1,700 兆円の金融資

産を有する潜在的な投資家としての個人は、我が国の金融機関が提供するサービスを選択する必然性

はない。 

 

 国民の安定的な資産形成を図るうえで、資産価値の向上を通じてリターンの向上を図るために欠か

せないもう一つの旗であるコーポレートガバナンス・コード及びスチュワードシップ・コードの策定

を迎えて、上場企業のガバナンスの行動等には、変化が見受けられている。例えば、コーポレートガ
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バナンス・コードに係る取組みでは、２名以上の（独立）社外取締役を選任する企業が着実に増加し

ている（21.5％（2014 年度）⇒79.7％（2016 年度）（東証第一部上場企業））。スチュワードシップ・

コードでは、本コードを「受入れ表明」した機関投資家数は、213 社（金融庁公表 平成 28 年９月２

日）まで増加しており、今後も企業との対話を通じてガバナンス改革を進展させるとともに、我々自

身のガバナンスも含めて国民から信頼されるアセット・マネージャーとしての役割が、一層求められ

ている。 

 

 また、資産形成のうえで欠かせない金融リテラシーの向上は、国民の中長期的且つ喫緊の課題であ

る。平成 28 年に金融庁が行ったアンケート等によると、「投資教育を受けたことの無い者の割合が約

７割で、そのうち３分の２は、投資の知識は不要との認識をもっている」等といった結果が示されて

いる。 

 一方で、長期的な投資優遇税制である少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）や確定拠出年金が普及して

いくなか、最近ではラップといった投資一任契約を通じて中長期的に運用する形態も個人投資家に普

及しつつある。これらは、運用結果やそのプロセス等において、今迄以上に自己責任を伴った資産形

成が求められるため、個人も自らがアセット・オーナーとして認識し、行動する等、国民一人ひとり

が長期的な視点から一層、資産運用に対して向き合っていかざるを得ない。 

 

 我々は、国民の安定的な資産形成の実現に向けて、フィデューシャリー・デューティーの理念を実

践していくとともに、特に４年後に東京オリンピックを迎える我が国にとって、この４年間を更なる

飛躍とするため、我々が果たすべき役割を其々の立場で考え行動し、着実に実践していくことにより、

真の日本の再興の一翼を資産運用業界として担っていかなければならない。 

 

（大和住銀投信投資顧問株式会社 代表取締役社長） 
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●拡大版コーポレートガバナンス研究会の開催について 

〇平成 28 年度第３回拡大版コーポレートガバナンス研究会を開催しました 

 

 平成 28 年９月 27 日（火）午前 10 時より、当協会大会議室において、平成 28 年度第３回拡大版コー

ポレートガバナンス研究会を開催しました。 

 当日は、企業年金連合会 運用執行理事の濱口大輔様をゲスト・スピーカーにお招きし、「株式市場

の構造改革（安定株主体制の縮減）の必要性と共同（集団的）エンゲージメント体制創設の提案」と

題してお話いただきました。その後、参加メンバーによる自由討論が行われました。 

 

協 会 の 動 き
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●事業日誌 （平成 28 年 7 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日） 
 
28.７.１ 第 355 回理事会 

 （１）理事会について 

 （２）協会の機構について 

 （３）会員外非常勤監事の定例報酬について 

 （４）常勤役員に対する退職手当の支給について 

 （５）名誉顧問の委嘱について 

 （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）入会承認および退会等報告（入会６件） 

 （10）資産運用等に関するワーキング・グループ報告書について 

 （11）年金積立金管理運用独立行政法人における保有銘柄の開示方法（案）に関する意見の提出

について 

 （12）その他報告 

７.12 第 163 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 

７.14 第 38 回業務委員会 

 （１）委員会の運営要領について 

 （２）当面の検討課題について 

 （３）業務委員会の下部部会の設置について 

 （４）これまでの主な活動状況について 

 （５）「常設委員会の設置について」の一部改正について 

 （６）年金積立金管理運用独立行政法人における保有銘柄の開示方法（案）に関する意見の提出

について 

 （７）金融商品取引業等に関する内閣府令案（契約締結時交付書面の交付義務緩和等）に対する

パブリックコメントの結果等について 

 （８）「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）の公表について（障害者差別解

消法等を踏まえた金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針等の改正） 

９.８ プレス発表 

 ・契約資産残高統計（平成 28 年６月末） 

９.14 第 164 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 

９.21 第 356 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）自主規制ルール遵守状況等調査票（助言）の実施について 

 （４）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 

 （５）入会承認および退会等報告（入会 10 件、退会２件、会員資格の変更１件） 

 （６）その他報告 

９.27 平成 28 年度第３回拡大版コーポレートガバナンス研究会 
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●会員の動き（平成 28 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 28 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 

756 269 487 

 

○入会会員一覧 

・投資運用業者の入会      １件 

業者名 協会入会日 

ウィントン・キャピタル・ジャパン株式会社 平28年 9月30日 

 

・投資助言・代理業者の入会   15 件 

業者名 協会入会日 

ノースアイランド投資顧問株式会社 平28年 7月 5日 

株式会社 JIS 平28年 7月 7日 

つばめ投資顧問合同会社 平28年 7月 8日 

ブラックサ株式会社 平28年 7月 8日 

株式会社だいこう証券ビジネス 平28年 7月11日 

MUL エナジーインベストメント株式会社 平28年 7月11日 

第一生命保険株式会社 平28年 9月21日 

MUL 不動産投資顧問株式会社 平28年 9月23日 

株式会社マグナム 平28年 9月23日 

GAIA 株式会社 平28年 9月23日 

株式会社いちよし経済研究所 平28年 9月26日 

シスイ・インベストメント・アドバイザリー 平28年 9月27日 

アースエレメンツ・アドバイザーズ株式会社 平28年 9月28日 

アルファ・アセット・コンサルティング株式会社 平28年 9月29日 

M&G Investments Japan 株式会社 平28年 9月30日 
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○退会会員一覧（11 社） 

 

業者名 退会日 資格喪失理由 

株式会社アディス 平28年 6月30日 投資助言・代理業登録の廃止 

株式会社天祐アセットマネジメント 平28年 7月19日 投資助言・代理業登録の廃止 

キャピタル・ソリューション株式会社 平28年 7月31日 投資助言・代理業登録の廃止 

株式会社ビーロット 平28年 8月24日 投資助言・代理業登録の廃止 

MT ラボキャピタル株式会社 平28年 9月16日 投資助言・代理業登録の廃止 

株式会社クリード・アジア・インベストメント 平28年 9月30日 投資助言・代理業登録の廃止 

プロファウンド・インベストメント・マネジメント
株式会社 

平28年 9月30日 
平成 28 年 10 月１日付で BMS アセット
マネジメント㈱と合併のため 

第一生命保険株式会社 平28年 9月30日 投資助言・代理業登録の廃止 

東京海上不動産投資顧問株式会社 平28年 9月30日 
平成 28 年 10 月１日付で東京海上ア
セットマネジメント㈱と合併のため 

新光投信株式会社 平28年 9月30日 
平成28年10月１日付でDIAMアセット
マネジメント㈱と合併のため 

みずほ投信投資顧問株式会社 平28年 9月30日 
平成28年10月１日付でDIAMアセット
マネジメント㈱と合併のため 

 

※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 28 年７月～平成 28 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 28 年７月～平成 28 年９月に FINMAC が対応した苦情・相談、あっせんは、苦情が 16 件、

相談が 50 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 28 年７月～28 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 14(21) 14(20) 2( 7) 0( 0) 16( 28) 

相  談 25(42) 25(42) 19(31) 6(11) 50( 84) 

あっせん 1( 2) 1( 2) 0( 0) 0( 0) 1( 2) 

合  計 40(65) 40(64) 21(38) 6(11) 67(114) 

 （注）・（ ）は平成 28 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 10(14) 10(14) 0(1) 0(0) 10(15) 

（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 1( 1) 1( 1) 0(3) 0(0) 1( 4) 

（４）契約不履行等 0( 1) 0( 0) 0(0) 0(0) 0( 1) 

（５）その他の苦情 3( 5) 3( 5) 2(3) 0(0) 5( 8) 

合  計 14(21) 14(20) 2(7) 0(0) 16(28) 

 
（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) 2( 3) 0( 0) 2( 3) 

（２）契約・勧誘に関する相談 9(13) 9(13) 3( 9) 0( 1) 12(23) 

（３）途中解約 2( 8) 2( 8) 1( 2) 0( 1) 3(11) 

（４）運用、助言内容の相談 6(11) 6(11) 5( 6) 1( 2) 12(19) 

（５）その他の相談 8(10) 8(10) 8(11) 5( 7) 21(28) 

合  計 25(42) 25(42) 19(31) 6(11) 50(84) 
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統計数値で見る投資顧問業 
 

 
 
 
 
 
 
 

１．契約資産残高は 230 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、28 年６月末以外は全て３月末時点の残高（以下同様） 

 
 平成 28 年６月末の契約資産残高は、230 兆 5,762 億円となり、平成 28 年３月末残高（約 242 兆円）

を下回りました。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ま

したが、平成 28 年６月末時点では、国内の株式市場が軟調であったことや、為替市場において円高が

進行したことにより外貨資産額が減少したことなどが原因となっています。 

 契約資産の内訳を見てみると、国内年金資金の割合が約 50％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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 公的年金の残高は、平成 24 年３月末以降、継続的に増加してきましたが、平成 28 年６月末の残高

は 88 兆円で、平成 28 年３月末に比べ 5.7％減少しました。公的年金と私的年金の合計は、114 兆円で

同 5.5％の減少となっています。 

 
２．ラップ口座：契約残高、件数ともに増加 

 
 
 平成 28 年６月末のラップ口座の契約状況は、契約件数が 50 万 1,980 件、契約金額が６兆 3,398 億

円（いずれも投資一任契約と投資助言契約の合計）となり、契約件数、契約金額とも過去 高を更新

しました。 
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２ ０ １ ６ 年 ロ ン ド ン 出 張 報 告 

 
 

岡崎 剛司 

 

 

はじめに 

 2013 年から、毎年７月に岩間会長とともにロンドンを訪問している。目的は、スチュワードシップ・

コードの本家といえる英国の状況や課題等を幅広くヒアリングし、その結果を日本の関係者と共有し、

または、必要に応じて発信することによって、我が国における同コードの普及、定着、深化に貢献す

ることである。 

 2013 年の初回訪問時は、日本版スチュワードシップ・コードの制定について検討する「日本版スチュ

ワードシップ・コードに関する有識者検討会」が開催される直前であり、初回の訪問・ヒアリングの

内容は、同検討会の第２回会合（2013 年９月 18 日開催）において報告した。今回は、４回目の訪問

であり、多くの面談相手と顔馴染みとなっており、極めて率直な意見交換を行うことができたと感じ

ている。 

 また、日本では、関係各方面において、東京の国際金融センター化の推進、その推進のためには、

資産運用業のより一層の成長が必要であるとの議論が行われており、国際金融センターとして確固た

る地位を築いているロンドンから学ぶべきことは多いとの認識の下、ロンドンのシティーにおける関

係者とも意見交換を行った。 

 今回の訪問先は、スチュワードシップ・コードを策定、管理している Financial Reporting Council

（FRC：財務報告評議会）、金融機関の監督を行う Financial Conduct Authority（FCA：金融行動監視

機構）、ロンドンの国際金融センター化の推進役であり、英国の金融機関の海外展開および外国金融機

関の英国への進出をサポートしている UK Trade & Investment（英国貿易投資総省）、HM Treasury（英

国大蔵省）、The City UK、資産運用業の業界団体である The Investment Association、年金基金の団

体である Pensions and Lifetime Savings Association（PLSA、旧 National Association of Pension 

Fund：NAPF）、世界有数のソブリン・ウエルス・ファンドである Norges Bank Investment Management, 

London Office 等の合計 16 機関であり、また、スチュワードシップ・コードに係る関係者である、ア

セット・マネージャー、アセット・オーナー、投資先企業等が一堂に会して議論を行うラウンドテー

ブル・ディスカッションも、我々を含めて参加者 10 名で行われた。 

 今回のロンドン訪問においても、駐日英国大使館のご担当者の方々には大変お世話になり、この場

を借りてお礼を申し上げる。 

 

アセット・マネージャーのスチュワードシップ活動と評価 

 昨年 12 月に、英国においてスチュワードシップ・コードを管理し、同コードに準拠するアセット・

マネージャーを監督する FRC は、コードに準拠する各アセット・マネージャーが公表しているコード

に関するステートメント等に基づいて、各マネージャーを２段階に評価分けし、今年７月を目処に公

表すると発表した（https://www.frc.org.uk/News-and-Events/FRC-Press/Press/2015/December/ 

FRC-promotes-improved-reporting-by-signatories-to.aspx）。FRC は、この評価が、アセット・マネー

ジャーにおけるスチュワードシップ・コードに係る活動の質をより高め、年金基金等のアセット・オー

ナーが、採用しているマネージャーのコードに対するコミットメント度合い等について判断を行う一

助となるとしている。発表の中で FRC は、評価を行うにあたって、とくに、各マネージャーにおける

利益相反の開示、実際にエンゲージメント活動が行われたといえる証拠、コードに係る活動を行うた

めのリソースの手当て、各スチュワードシップ活動が効果的に連携されているか等を見ていくとして

いた。評価分けは、”Tier 1”が、上述した評価項目等に関する顧客等への報告を含めた活動内容が、
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期待に応えている運用会社であり、”Tier 2”が、そうでない社である。 

 我々との面談時に FRC の幹部は、マネージャーを評価するにあたって、実際に 60－70 の社に直接の

面談、電話によるヒアリングを行ったと述べており、ヒアリング項目は６－７の分野、例えば、議決

権行使結果を公表していない社については、その理由が正当なものであるか、また、準拠していない

原則について、きちんとした説明が行われているかといったことである。こうしたヒアリング等を基

にマネージャーを Standard（基準）との比較で、”Above”,“Meet”,“Below”とランク付け（面談

では”Grading”と述べていた）を行ったとしていた。同幹部は、マネージャーの Performance は、だ

れでも見ることができるが、Service level、例えば、顧客に対してよい Reporting が行われているか

などについては、この Grading で判断できるとし、Quality の高い Engagement を行っているマネー

ジャーは、自社の行っている Engagement 等の活動の顧客に対する報告の Quality も高いものであると

述べていた。さらに、顧客であるアセット・オーナーは、マネージャーを Quality of engagement、

Quality of explanation（顧客への説明の質）、Quality of financial performance（運用成果）にて

良し悪しを判断するので、その判断材料を提供すべく当該評価を行ったのであるとしていた。 

 こうした FRC の評価分けについては、我々の他社との面談の中で、コードに係るマネージャーの活

動の質を測るのは難しく、FRC の試みは Radical（過激）ではないか、評価の低い社が、コードへの準

拠をやめてしまうのではないかといった懸念が聞かれる一方で、コードには非常に多くのマネー

ジャーが準拠表明しており、各社によって活動等の質は大きく異なり、Good disclosure が、質の高

い活動を行っているか否かを判断するうえで重要なので、FRC の評価は参考となる、FRC の評価はマ

ネージャーにとって Pressure となり、各社は、他社とどのように差別化を図るかについて、さらなる

行動が必要となり、そのことはアセット・オーナーにとってはプラスであるといったような肯定的な

意見もあった。 

 なお、各社に対する評価の公表は、当初本年７月の予定であったが、当方からの照会に対して FRC

は、FRC からのヒアリング等を受けて、コードに関するステートメントを修正する社もあり、修正版

も含めて、FRC へのステートメントの提出期限を本年９月 23 日まで延期したため、各社に対する評価

の公表は、10 月から 11 月であるとの回答であった。本件については、引き続き注視していく。（なお、

本原稿執筆時点、2016 年 11 月１日現在、FRC の評価は公表されていない。） 

 

日本のコーポレートガバナンス改革への評価、”Comply”よりも”Explain”？ 

 2013 年の初回訪問時には、日本におけるスチュワードシップ・コードの導入について、英国で長年

かけて作り上げてきたものを、１年足らずで導入できるわけがないと多くの面談相手から言われたこ

とを今でも記憶している。そして、コード導入後の 2014 年７月の訪問時には、日本は大したものだ、

コードを経済成長戦略と結び付けたところが実に賢いと、手のひらを返したように多くの方々から称

賛された。日本ではその後にコーポレートガバナンス・コードが導入され、日本におけるコーポレー

トガバナンス改革のスピード感等と、今度こそ本当に変わるのではないかという期待感を海外の投資

家が強く抱いているように感じられる。 

 我々との面談の中で、ある世界有数のアセット・オーナーは、日本におけるコーポレートガバナン

ス改革は、１－２年で結果を求めるものではなく、５－10 年単位で取組まれていくものであるとし、

そうした観点から見ると、プラスの方向に（Positive momentum）着実に動いていると評価し、日本企

業の ROE や収益性が高まることを期待していると述べていた。他方で、日本企業は、あまりにも安易

にコーポレートガバナンス・コードの各原則に Comply し過ぎであり、Comply よりも Explain の方を

評価するとし、英国の企業においては、Low quality comply よりも、High quality explain を行って

いる企業の方が、投資家からも評価され、一般的に Performance もよいとのことであった。Comply で

はなく、積極的、かつ、前向きな Explain を評価するとの意見は、昨年から我が国で開催されている

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」におい

ても、多くの委員から出されており、企業としては、投資家との対話を充実させるために、もっと積

極的に Explain を行う原則が増えてもよいのではないかと考える。 

 当該アセット・オーナーは、日本におけるスチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・

コードのゴールは、これらのコードにサインする投資家や企業の数が増えることではなく、両コード
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等に基づく建設的な対話等によって企業の収益性が高まることであり、そうした観点からは、日本企

業において、不採算部門、または、非中核部門の売却・統合などの動きが、より活発になることを期

待していると述べていた。 

 最後に、日本のコーポレートガバナンス改革において、外国人投資家の果たす役割に対する期待が

高く、積極的な活動を求められていることは理解しているものの、日本における改革は、たとえ歩み

が遅くとも、日本の投資家がリードすべきであるとしていた。 

 

金融業界に対する厳しい目 

 いくつかの業界団体等との議論の中で、英国にとって Financial Industry は、大変重要な産業であ

るものの、リーマン・ショックという金融危機を経て、英国国民の同産業に対する Trust（信頼）、

Perception（認知度）は、低く、我々、資産運用を含む金融業に従事する関係者は、金融業を、人々

から信頼を得られるように Re-formulate（再定義・再構築）しなければならないといった意見、また、

資産運用業界としては、社会からの信任（Public Trust）を今まで以上に得るために、資産運用会社

の企業に対する Engagement 活動などを Case Study として積極的に公表し、社会に働きかけるべきで

あるとする意見、さらには、ロンドンのシティーで働く人々（金融業従事者）に対しては、社会やメ

ディアが、疑い（Skepticism）の目、冷ややか（Cynicism）な目で見ており、金融機関に対する社会

的信任（Public Trust）が低いと感じているとの意見が聞かれた。 

 昨年 10 月から、日本証券業協会、投資信託協会、当協会にて共催した「資産運用等に関するワーキ

ング・グループ」が、本年６月に公表した報告書でも、「第２．資産運用業の運用力の強化及び信頼向

上に向けた課題と取組み ３．資産運用会社のフィデューシャリー・デューティーの実践」において、

日本における資産運用を含む金融サービス業の社会的な信頼度は、他の産業に比べて相対的に低いこ

と、したがって、各資産運用会社は、国民から信頼される運用者となるべく、フィデューシャリー・

デューティーの徹底に向けた具体的な取組みを進めることが必要であるとの提言が行われた。 

 個人的には、英国は、日本と比べて金融・資産運用先進国であると理解していたので、英国の資産

運用業界関係者から、同業界に対する社会的信任が低いとする、日本と同様の意見が聞かれたことは、

やや驚きであると同時に、金融商品という目に見えず、手に取って確かめることができない商品を扱っ

ている同業界は、世界的に、常時、難しい課題を抱えているもので、そうであるがゆえに、各社が、

自ら襟を正して、顧客などの声に常に耳を傾けつつ、顧客の利益を第一に考える経営を行わなければ

ならないと感じた次第である。 

 

確定拠出型年金（DC）の課題 

 いくつかの面談において、英国における企業年金が確定給付型（DB）から、確定拠出型（DC）に移っ

ていく中で、DC の主要な商品である投資信託の運用のスチュワードシップ・コードに係る活動を個人

がどのようにモニターするのか、また、同コードについて、個人にどのように興味を持ってもらうか

が課題であるとする意見、企業における DC（Scheme）の提供者である金融機関に、DC に加入している

個人投資家に代わって、道義的（Moral）にスチュワードシップ責任があるともいえるのではないかと

の意見、DB の場合は、Board of Trustee や企業の Chief Financial Officer が、DB の運用・運営に

係るコストに目を光らせているが、DC については、大半の企業で担当する部署は、資産運用等の専門

家ではない人事部（Human Resources）であり問題ではないかとの意見、DC は、個人が自身の判断で

運用商品を選ぶので、DC の Platform を提供する社、DC の商品を運用する運用会社、事業主による十

分な情報提供と、事業主による金融教育の実施を含めた制度への積極的な関与が必須であるが、現状

は十分ではないのではないかとする意見等が聞かれた。 

 日本における企業年金の大半は、現状、DB であるが、今後、企業による退職給付債務のさらなる削

減、個人の自助努力による老後のための資産形成の促進等などにより、DC の一層の普及が予想される

中で、上述した、英国における問題意識は、将来、我が国においても課題となってくるのではないか

と考えられ、これらの議論の行方については、引き続きフォローしていく必要があると考えられる。 
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最後に 

 昨年９月から開催されている「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コード

のフォローアップ会議」は、本原稿執筆時点（2016 年 11 月１日現在）で、９回開催されており、投

資家と投資先企業との問題意識が、徐々にではあるが、共有されつつあり、また、議論が、回を追う

ごとに深まってきているとの印象をもっている。 

 また、世界最大のアセット・オーナーである年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、2014 年

５月に日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明を皮切りに、昨年９月には国連責任投資原則

（UN PRI）に署名、その後、国内株式運用の全委託先にスチュワードシップ活動の対応状況について

ヒアリングを実施、その結果を公表、さらに、アセット・オーナーと投資先企業が直接意見交換を行

い、インベストメントチェーンの最適化と効率化を行うことを目的とする「企業・アセットオーナー

フォーラム」の設立を行うなど、極めて積極的に活動を行っている。さらに、厚生労働省と企業年金

連合会（PFA）は、企業年金におけるスチュワードシップ活動のあり方等を検討するために、本年９月、

「スチュワードシップ検討会」を設置した。 

 このように、スチュワードシップ・コードの主役の１人であるアセット・オーナーにおける積極的

な活動は、実に心強いのと同時に、アセット・オーナーから運用の委託を受けるアセット・マネージャー

としては、彼らの期待に十二分に応えられるように、投資先企業との建設的な対話、効果的なエンゲー

ジメント等を行える実力を備える必要がある。 

 今後とも、出張等を通じて、海外の動向やベスト・プラクティス等を調査し、必要に応じて情報発

信を行うとともに、今年で３回目となる「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、結果の共有を通じて、日本におけるスチュワードシップ・コードの普及、定着、

深化、アセット・マネージャーの実力の向上、さらには、コーポレートガバナンスの実効性の向上と、

それらに基づく、日本経済の成長に微力なりとも貢献していきたい。 

 

以上 

 



投　資　顧　問　No.84　2016
平成28年11月10日発行

編集兼発行人
発 行 所

制 作

宮保　　貞
一般社団法人　日本投資顧問業協会
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8

東京証券会館７階
電　話　03（3663）0505（代表）
ＦＡＸ　03（3663）0510
http://www.jiaa.or.jp
株式会社プロネクサス
〒105-0022
東京都港区海岸1-2-20

汐留ビルディング



平成28年11月10日発行　通巻84号

一般社団法人 日本投資顧問業協会
JAPAN INVESTMENT ADVISERS ASSOCIATION

No.84
2016投資顧問

Contents　目 次
01　巻頭言　後藤副会長　「国民の資産形成実現のための資産運用業界の果たすべき役割」

03　協会の動き

10　2016年ロンドン出張報告

一般社団法人 日本投資顧問業協会
JAPAN INVESTMENT ADVISERS  ASSOCIATION

http://www.jiaa.or.jp




