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〈巻 頭 言〉

「50 年後の日本の夢」

一般社団法人日本投資顧問業協会
副会長 松井 昭憲

50 年後の日本は一体どのようになっているのだろうか・・・
今、巷で議論されている自動運転はとっくに一般化され交通渋滞や事故とは無縁の世界になり、
量子コンピューターの普及で AI 革命が加速され、オフィス内での面倒な仕事はなくなり、休暇に
は少し頑張れば宇宙旅行も出来る。
そのような「夢」の世界が待っていて欲しい、と願う。
一方で、厳しい現実の世界がある。
先日、政府のある高官の方から話を聞く機会を得た。
「日本は言うまでもなく高齢社会です。先進国の中で、65 歳以上の所謂高齢化率は現在 28％で世
界一です。しかし、これからが始まりで、今後の 50 年間、日本の高齢化率は上がり続けます。2065
年位にピークを打ちますが、その時には日本の生産労働人口は今の半分になります。
」
高官は更に続ける。
「現在の日本はほぼ完全雇用です。経済学は『完全雇用剰余』と教えていますが、今の日本では
完全雇用でも政府は単年度でも 33 兆円の赤字なのです。
」
何かがおかしい。
プライマリーバランスがほぼ均衡していた 1991 年と今年度会計を比較して見ると、税収はどちら
も 60 兆円近傍でほぼ同水準である。
大きな歳出の公共事業・防衛・文教・科学技術の合計や地方交付金は寧ろ減少している。大きく
増えたのは、社会保障（＋21 兆円）と国債費（＋７兆円）だ。
日本の年金制度も医療制度も、所謂賦課方式で、現役世代が引退世代を支える構造になっている。
現時点で 33 兆円の単年度赤字が、これから更に本格化する少子高齢化の中で増え続けるとすると、
50 年後の日本にまだ「夢」は残っているのだろうか・・・
希望はある。
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日本には、1,880 兆円もの個人金融資産があり、その内の半分以上がほぼゼロ金利の預貯金に眠っ
ている。
政府や金融庁は「貯蓄から資産形成へ」という大きな命題を掲げて、NISA、ジュニア NISA、積立
NISA、iDeCo など、矢継ぎ早に重要な政策を打ち出している。
また、平成 29 年度の金融行政方針で「退職世代等に対する金融サービスのあり方の検討」を打ち
出した。
住宅ローンや教育ローンを抱える現役世代のネットの貯蓄は、まだ、左程大きくなく、1,880 兆
円の個人金融資産の保有者は概ね退職世代であることを考えると、正に的を射た取組である。
加速する高齢化と労働人口の減少を乗り越えるには、退職世代の資産の有効活用は喫緊の課題と
なる。
また、人生 100 年という「ライフ・シフト」の時代では、65 歳をひと括りではなく、年齢別、資
産の保有残高別、保有種別毎での丁寧な金融サービスが求められることは言を俟たない。
これこそが、
「顧客本位の業務運営」であり、その底辺には「スチュワードシップ・コード」の精
神が息づいているべきである。
新聞等で報道されているが、今年度より我が日本投資顧問業協会の大場会長と投資信託協会の岩
崎会長のリーダーシップにより、両協会の協業の場として「資産運用業協議会」が発足し、活発
な意見交換が始まっている。
両協会の会員が運用する資産の合計は 400 兆円を超え過去最高となり、個人金融資産の２割以上
を占めるに至っている。
しかし改革はこれからだ。米国の資本市場の活性化も、同国の確定拠出年金（DC）や個人退職勘
定（IRA）の充実が背景にあることは有名だ。
資産運用業協議会の議論ではこのような欧米での成功例の分析等、実に様々な意見やアイデアが
出ている。この協議会を梃に、日本が名実ともに「投資立国」となり、50 年後の日本に希望を照
らす原動力になることを切に願っている。

（ピムコジャパンリミテッド 取締役兼最高経営責任者（CEO）日本における代表者）
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協会の動き
●金融庁幹部との意見交換会
平成 30 年２月 28 日に、平成 29 年度の「金融庁幹部との意見交換会」を開催しました。当日は、
11 名の金融庁幹部の方々、16 名の当協会役員が出席し、「協会の各種取組への期待」、「最近の金
融行政の動向」、「平成 29 事務年度証券モニタリング基本方針のポイント」、「金融審議会金融制
度スタディ・グループ」等について、金融庁幹部の方々から説明を受け、意見交換を行いました。

●資産運用協議会の開催について
当協会大会議室において、平成 30 年２月６日 15 時より平成 29 年度第３回資産運用業協議会を、
また平成 30 年２月 14 日 15 時より第４回資産運用業協議会を、それぞれ開催しました。
両会合では、外資系や独立系等の運用会社からの参加者により、昨年開催された第１回、第２回の
会合に引き続き「資産運用業界として取り組むべき課題等」をテーマに、活発な議論が交わされまし
た。

●スチュワードシップ研究会の開催について
当協会大会議室において、平成 30 年１月 30 日 14 時より、平成 29 年度第１回スチュワードシップ
研究会を開催しました。
当日は、みさき投資株式会社

代表取締役社長の中神康議様をゲスト・スピーカーにお招きし、

「『働く株主®』で『山を動かす』

～みさき投資のエンゲージメントの考え方と実例～」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。

●各種研修の実施状況
○不動産グループ向けＦＭアナリスト研修を実施しました
平成 30 年１月 29 日に不動産グループ向け FM
アナリスト研修を「2018 年の不動産ビジネスを
読む－不動産サイクルの謎－」というテーマで開
催しました。早稲田大学商学学術院教授 川口有
一郎氏を講師に迎え、現状の世界経済の状況を踏
まえた不動産市場のファンダメンタルズや不動産
サイクルおよび 2018 年の不動産市場ビジネスの
見通しについて解説いただきました。
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○ＦＭアナリスト研修を実施しました
平成 30 年２月６日に FM アナリスト研修を「VC
ファンドアセットクラスの現況」というテーマで
開催しました。一般社団法人日本ベンチャーキャ
ピタル協会 企画部長 村田祐介氏（インキュベ
イトファンド 代表パートナー）を講師に迎え、
最近のベンチャーキャピタル組成の動向、ベン
チャーキャピタル投資の特徴とその魅力、機関投
資家が投資する際の留意点等について解説いただ
きました。

○平成 29 年度投資助言・代理会員地区セミナーを開催しました
平成 30 年３月に福岡地区、東海地区、近畿地
区および関東地区で投資助言・代理会員セミナー
を開催しました。福岡地区では金融行政方針等に
ついてのお話を、近畿地区では「最近の投資助
言・代理業者に係る検査の状況について」と題し
てご講演を、また、関東地区では「投資助言・代
理業者の監督について」と題してご講演を、当局
担当官からそれぞれいただきました。その他、協
会事務局から投資助言・代理会員の業務上の留意
点等について説明を行いました。

○投資運用会員 会員代表者研修会を開催しました
平成 30 年３月 19 日に投資運用会員 会員代表
者研修会を開催しました。金融庁の遠藤俊英監督
局長を講師に迎え、「今後の金融行政の方向性」
をテーマに、金融行政の改革、活力ある資本市場
と安定的な資産形成の実現、市場の公正性、透明
性の確保のための金融行政の具体的な取組みおよ
び IT 技術の進展等への対応についてご講演いた
だきました。
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○個人情報の取扱いに関する研修会を実施しました
協会では投資信託協会との共催で、個人情報の
取扱いに関する研修会を毎年実施しています。本
年度は、平成 30 年３月 22 日に「改正個人情報保
護法のポイント－匿名加工情報を中心に－」と題
して、個人情報保護委員会事務局 参事官補佐・
弁護士 北山昇氏を講師に迎え、改正個人情報保
護法の改正内容のポイントおよび匿名加工情報制
度の概要を具体的加工事例等を交えて解説いただ
きました。
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●事業日誌
29.1.22
1.24

1.29
2.6
2.28
3.6
3.7
3.8
3.13
3.14
3.19
3.15

3.22
3.23

3.28

（平成 30 年 1 月 31 日～平成 30 年 3 月 31 日）

第 173 回自主規制委員会（書面）
・自主規制ルール遵守状況等調査票（助言）の集計結果について
第 372 回理事会
（１）自主規制委員会委員長報告
（２）自主規制ルール遵守状況等調査票（助言）の集計結果について
（３）入会承認および退会等報告（入会３件、退会２件）
（４）その他報告
不動産グループ向け FM アナリスト研修（於：東京証券会館）
・2018 年の不動産ビジネスを読む―不動産サイクルの謎―
FM アナリスト研修（於：東京証券会館）
・VC ファンドアセットクラスの現況
第 373 回理事会
（１）入会承認および退会等報告（入会４件、退会５件、会員資格の変更３件）
（２）その他報告
平成 29 年度投資助言・代理会員福岡地区セミナー（於：A.R.K ビル）
・投資助言・代理会員の業務上の留意点等
平成 29 年度投資助言・代理会員東海地区セミナー（於：安保ホール）
・投資助言・代理会員の業務上の留意点等
平成 29 年度投資助言・代理会員近畿地区セミナー（於：AP 大阪淀屋橋）
（１）最近の投資助言・代理業者に係る検査の状況について
（２）投資助言・代理会員の業務上の留意点
プレス発表
・契約資産残高統計（平成 29 年 12 月末）
平成 29 年度投資助言・代理会員関東地区セミナー（於：東京証券会館）
（１）投資助言・代理業者に対する監督について
（２）投資助言・代理会員の業務上の留意点
投資運用会員 会員代表者研修会（於：東京証券会館）
・「今後の金融行政の方向性」金融庁 遠藤 俊英監督局長
・挨拶
大場 昭義会長
第 167 回自主規制委員会
（１）自主規制ルール遵守状況等調査票（投資一任）について
（２）自主規制ルール遵守状況等調査票（不動産・運用）について
（３）自主規制ルール遵守状況等調査票（ファンド）について
（４）自主規制ルール遵守状況等調査票（ラップ）について
個人情報の取扱いに関する研修会（於：東京証券会館）
・個人情報保護法の改正について
第 42 回業務委員会
（１）平成 29 年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの
結果等について
（２）「金融商品取引法第 27 条の 36 の規定に関する留意事項について（フェア・ディスク
ロージャー・ルールガイドライン）」に対するパブリックコメントの結果等について
（３）「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案」に関する意見募集について
（４）「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集（パブリッ
クコメント）の結果について」及び「『確定給付企業年金制度について』等の改正案に
関する御意見募集（パブリックコメント）の結果について」
（５）「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（案）」及び
「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメント
の結果等について
（６）信託ファンド（年金関係）における欧州店頭デリバティブ証拠金規制への対応について
（７）「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を
指定する件」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
第 374 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）平成 30 年度会長候補者選考要領について
（４）平成 30 年度事業計画について
（５）平成 30 年度収支予算について
（６）自主規制ルール遵守状況等調査票（投資一任）の実施について
（７）自主規制ルール遵守状況等調査票（不動産・運用）の実施について
（８）自主規制ルール遵守状況等調査票（ファンド）の実施について
（９）自主規制ルール遵守状況等調査票（ラップ）の実施について
（10）入会承認および退会等報告（入会４件、退会１件）
（11）その他報告
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●会員の動き（平成 30 年１月１日～３月 31 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 30 年３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
767

285

○入会会員一覧
・投資運用業者の入会

482

４件

業者名

協会入会日

Point72 Asia(North Asia)Limited

平 30 年 3 月 14 日

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

平 30 年 3 月 28 日

Challenger 株式会社

平 30 年 3 月 29 日

Wealth Management 株式会社

平 30 年 3 月 30 日

・投資助言・代理業者の入会

７件

業者名

協会入会日

AlpacaJapan 株式会社

平 30 年 1 月 25 日

フォーサイトビジネスジャパン株式会社

平 30 年 1 月 25 日

ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・
ジャパン・LLC

平 30 年 2 月 2 日

株式会社 WealthLead

平 30 年 3 月 2 日

生活デザイン株式会社

平 30 年 3 月 2 日

シーズンズ・インベストメント株式会社

平 30 年 3 月 5 日

株式会社 M&H アセットマネジメント

平 30 年 3 月 30 日

○退会会員一覧（６社）
業者名

退会日

資格喪失理由

株式会社きのしたてるのぶ事務所

平 29 年 12 月 1 日

投資助言・代理業登録の廃止

BizAsset 株式会社

平 29 年 12 月 8 日

投資助言・代理業登録の廃止

株式会社フルフェイス・インベストメント

平 29 年 12 月 25 日

投資運用業登録の廃止

ネオステラ・キャピタル株式会社

平 30 年 1 月 31 日

投資助言・代理業登録の廃止

アンカー・シップ・インベストメント株式会社

平 30 年 2 月 28 日

投資助言・代理業登録の廃止

ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リ
ミテッド東京支店

平 30 年 3 月 31 日

投資運用業登録の廃止

※当協会ウェブサイトに最新の会員名一覧（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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●大学における寄附講座実施状況について
協会では、将来の資産運用業界を担う人材の育成および資産運用についての啓蒙活動を推進してい
くため、平成 17 年度から一般社団法人投資信託協会と共同で、アセットマネジメント・ビジネスの
最先端に立つ実務家を講師に迎え、資産運用に関する知識のみならずビジネスの実態に至るまで幅広
い分野について講義を行う寄附講座を開設しています。
平成 30 年度は、早稲田大学、一橋大学、大阪大学、京都大学、神戸大学、名古屋大学、東北大学
の７大学において開設を予定しております。

講座設置年度
Ｈ30年度
講座開設時期

一橋大学
（商学部）

大阪大学
（経済学部）

神戸大学
（経済学部）

早稲田大学
（グローバル
エデュケー
ションセン
ター）

平成18年度

平成19年度

平成22年度

平成17年度

平成20年度

平成24年度

平成26年度

前 期

後 期

後 期

後 期

後 期

前

期

前

期

京都大学
（経済学部、
法学部）

名古屋大学
（経済学部）

東北大学
（経済学部）

講座名

アセットマネ
ジメント論

アセットマネ
ジメントの理
論と実務

アセットマネ
ジメント（資
産運用）の理
論と実務

アセットマネ
ジメント（資
産運用）の世
界

アセットマネ
ジメントの実
務と法

アセットマネ
ジメント概論

アセットマネ
ジメント

対象学生

商学部、経済
学部、法学部
３・４年の受
講希望者（大
学院生も可）

経済学部３・
４年の受講希
望者

経済学部経済
学科の２・
３・４年の受
講希望者

全学部、全学
年の受講希望
者（大学院生
も可）

経済学部、法
学部３・４年
の受講希望者
（大学院生も
可）

経済学部２・
３・４年の受
講希望者

経済学部２・
３・４年の受
講希望者

担当教員

林 康史
一橋大学非常
勤講師（立正
大学経済学部
教授）

宇野 淳
大学院経営管
理研究科教授

砂川伸幸
経営管理大学
院教授
前田雅弘
大学院法学研
究科教授

木村彰吾
大学院経済学
研究科教授

秋田次郎
大学院経済学
研究科教授

福重元嗣
大学院経済学
研究科教授

難波明夫
大学院経済学
研究科教授
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苦情相談の状況（平成 30 年１月～平成 30 年３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 30 年１月～平成 30 年３月に FINMAC が対応した苦情・相談、あっせんは、苦情が９件、
相談が 24 件、あっせんが２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 30 年１月～30 年３月）
（表１）受付状況

（単位：件）

区分

投資助言

投資運用会員

その他

合計

内ラップ業務 ・代理会員
苦

情

3( 17)

3( 17)

6( 25)

0( 0)

9( 42)

相

談

7( 54)

7( 53)

16( 67)

1( 25)

24(146)

あっせん

0( 0)

0( 0)

2( 6)

0( 0)

2(

6)

合
計
10( 71)
10( 70)
24( 98)
1( 25)
35(194)
（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
区分

（単位：件）
投資運用会員

投資助言

その他

合計

内ラップ業務 ・代理会員
（１）勧誘・契約に関する苦情

0( 6)

0( 6)

1( 5)

0( 0)

1(11)

（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)

3(12)

0( 0)

3(14)

（４）契約不履行等

0( 0)

0( 0)

1( 1)

0( 0)

1( 1)

（５）その他の苦情

3( 9)

3( 9)

1( 7)

0( 0)

4(16)

3(17)

3(17)

6(25)

0( 0)

9(42)

合

計

（表３）相談の内容
区分
（１）業者の内容
（２）契約・勧誘に関する相談
（３）途中解約
（４）運用、助言内容の相談
（５）その他の相談
合
計

（単位：件）
投資運用会員
2(
2(
1(
2(
0(
7(

3)
11)
15)
12)
13)
54)

投資助言

内ラップ業務 ・代理会員
2( 3)
1( 10)
2( 11)
2( 9)
1( 15)
4( 11)
2( 12)
1( 10)
0( 12)
8( 27)
7( 53)
16( 67)
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その他
0(
0(
0(
0(
1(
1(

4)
0)
7)
5)
9)
25)

合計
3( 17)
4( 20)
5( 33)
3( 27)
9( 49)
24(146)
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統計数値で見る投資顧問業
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/

１．契約資産残高は初の 300 兆円台

※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 12 月末以外は全て３月末時点の残高（以下同様）

平成 29 年 12 月末の契約資産残高は、302 兆 5,252 億円となり、過去最高を更新しました。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、主に国内年金資金
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。
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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 12 月末の残
高は 116 兆円で、国内年金資産残高の約 79％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 12 月末のラップ口座の契約状況は、契約件数が 66 万 4,358 件、契約残高が７兆 8,864
億円となり、過去最高を更新しました。
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2017 年 11 月欧州出張報告
一般社団法人

日本投資顧問業協会

前主任調査役

水本

利仁

はじめに
私は 2016 年３月当協会に着任以降、不動産グループの担当として、会員の方と接する様々な機会
を通じて、業界の実態の把握に努めてきた。
その中でここ数年大きな課題となっているのが、不動産市場の過熱に起因する国内不動産投資の運
用環境である。東京のみならず地方の主要都市においても、アセットタイプを問わず投資用不動産は
高値安定の状態が継続し、投資適格物件の流通も少なくなっていることから、会員は新規物件の取得
が困難な運用環境の中にいると考えられる。
このような中で会員各社の中にはグローバルな事業展開を模索する会社も少なくない。
そこで、今回、海外（欧州）不動産投資の現状を把握することを第一の目的とし、ロンドン、パリ、
フランクフルトで不動産ファンドの運用を行う AM 会社に現地の不動産投資の状況ならびに運用方法
等のヒアリングを行うと共に投資物件の視察を行った。
今回のもう一つの目的は、英国におけるインフラファンドの現状の把握である。
我が国でも近時、公共施設（空港、道路等）のコンセッション1事業の活用の推進が図られており、
国内でのインフラ投資が今後活性化する中で、会員会社が近い将来インフラ資産を投資対象とするイ
ンフラファンドを運用対象とするものと考えられる。このような状況を背景に、英国で上場インフラ
ファンドを運用する会社等に現状についてヒアリングを行った。
なお、今回の出張に際し、三菱地所投資顧問株式会社 常務取締役 坂川正樹様、東京海上アセッ
トマネジメント株式会社 海外不動産投資部長 川野真治様、並びに株式会社 H&S エナジー・コンサ
ルタンツ 代表取締役社長

佐藤徹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。
欧州で運用されている不動産ファンドについて
今回、以下の運用会社を訪問し、ヒアリングを行った。
●Europa Capital Partners LLP
●ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT
●M&G REAL ESTATE
●The Blackstone Group International Partners LLP
●AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP
●AEW
●TISHMAN SPEYER
各運用会社が組成する不動産ファンドの投資家、投資エリア、アセットタイプ、ファンドの性格等
について各社からヒアリングした結果をまとめると以下の通りとなる。
1

利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設
定する方式
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まず、投資家であるが、いずれのファンドも機関投資家を対象としており、年金基金（公的、私的
を問わず）、保険会社等の金融機関、ファンドオブファンズが主な投資家層とのことであった。
投資家の国籍については、ファンドによりまちまちであったが、ヨーロッパにとどまらず、アメリ
カ、アジア等全世界にわたっている。日本の投資家については大半の運用会社において、すでに投資
実績があるとの話であった。
次に運用するファンドの投資エリアであるが、ワールドワイドに投資する会社、ヨーロッパ全域を
投資対象とする会社、ヨーロッパの１国のみを投資対象とする会社の３種が存在した。投資エリアが
広い運用会社には、各国に拠点を置く会社と拠点は置かずローカルパートナーと提携する会社があっ
た。
ファンドの投資エリアが複数以上の国にまたがる場合は、各国の経済状況、不動産市場の状況が異
なるため、これらを分析して機動的に運用するファンドの組成が可能となる。
アセットタイプであるが、平均するとオフィスと商業施設を投資対象とするファンドの比率が高い
印象を受けた。日本同様、物流施設を投資対象とするファンドが急激に増加している様子であったが、
対称的にホテルについては従来からの投資対象であるせいかあまり言及されることはなかった。
最後にファンドの性格であるが、コア型2、コアプラス型3に特化する運用会社とバリューアッド型4、
オポチュニスチティック型5までカバーしている会社があった。近時のマーケット状況もあり、新規
に組成されるファンドはバリューアッド型が多い印象を受けた。
欧州不動産市場について
現在の欧州不動産市場の状況であるが、非常に良好な環境下にある。ヨーロッパの GDP 成長率はこ
こ数年２％前後と適度な経済成長を維持しており、世界的な低金利に加え、ヨーロッパのオフィスビ
ル空室率は過去最低水準にある等、不動産市場のファンダメンタルズは底堅い状況にある。
なかでもロンドン、ベルリン等のメジャーな大都市の人口増加率は属する国の人口増加率の２～３
倍となっており、日本の東京同様地方から大都市に人口が流入している傾向があることから、大都市
の不動産市場はより活況を呈する様相となっている。
このため、投資運用物件を適正な価格で取得するのは難しい状況であり、パリ、フランクフルトで
運用されている物件をいくつか視察したが、いずれも東京同様の低い利回りであった。
また、Ｅコマースの売り上げが直近５年間、年平均で10％を超える数字で成長しており、物流施設
の需給関係が逼迫していることから、各アセットタイプのうち、物流施設が最も有望という声が多
かった。

2

3

4

ファンドの主要な期待リターンの源泉が、不動産賃貸から生じるインカム・リターン（以下「賃貸インカム」）の
獲得を目的として運用されるファンド
ファンドの主要な期待リターンの源泉が、コア型と同様、賃貸インカムの獲得を目的とするが、一部については
キャピタル・リターンの獲得をも目的として運用されるファンド
ファンドの主要な期待リターンの源泉が、賃貸インカムの獲得に加えて、割安に取得した不動産等について、積極
的に収益性を高め、不動産価値を増加させることによりキャピタル・リターンの獲得を目的として運用されるファン
ド

5

ファンドの主要な期待リターンの源泉が、市場動向予測に基づいた不動産の売買による、キャピタル・リターンの
獲得を目的として運用されるファンド
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ただ、英国については、他の欧州諸国とは異なり、やはり Brexit の存在が大きく影を落としてい
る。Brexit が決定した後、リスク回避によるコア資産への逃避が発生し、ノンコアアセットの価格
は約７％下落しているとのことであった。
しかし、コアアセットについては、Brexit 直後は若干影響を受けたものの、シティに所在する新
築のＡクラスオフィスビルが複数、香港の投資家に高値で売却される等、その後は底堅い動きをして
いる。実際ロンドンの街中を歩いていると、東京よりも活気があるように感じられた。
今後の展望については、短期的には Brexit の不透明性が成長を阻害するが、長期的には都市と地
方の機能更新や人口の増加等のポジティブ要因があることから時間をかけて見直されるのではないか、
という意見が大勢であった。
なお、Brexit によるロンドンからの移転先について質問したところ、有望な都市として、
Frankfurt、Dublin、Amsterdam、Berlin 等の都市の名前があがった。
ＥＳＧ（サステナビリティ）
各 AM 会社からファンドの運用方法等についてヒアリングを行ったが、物件の管理手法等について
は特に目新しいものはなかった。一方、日本の運用会社との差が強く感じられたのは ESG（サステナ
ビリティ）に関する取り組みである。
各社は Sustainability Policy や ESG Policy 等の基本理念を定めると共に、その理念の具体的な
実践状況について定期的にレポートを発行し、Web 上で公開している。
ESG（サステナビリティ）の取組意義としては、AM の主要な目的は顧客の要求する投資収益を達成
することであるところ、サステナブルな資産は長期的にみるとより良い収益を享受できる、という整
理が一般的であるようである。
また、不動産投資における ESG をどのように考えるかであるが、不動産ファンドの AM としては、
環境への影響が最も重要であり、そういう意味でエネルギー効率を上げ、CO2 の排出量を下げ、天然
資源を保護する等環境への影響を最小限にすることに注力しているという会社が多かった。
さらにこれらの取り組みは、ファンドの投資家の理解を得た上で、行っているとのことであった。
日本の不動産私募ファンドでは、このような取り組みはヨーロッパに比べ遅れており、今後の課題
であると強く感じられた。
インフラファンドについて
インフラファンドについては、以下の２社を訪問しヒアリングを行った。
●InfraRed Capital Partners Limited
●PricewaterhouseCoopers LLP
まず、投資対象となるインフラ資産であるが、資産のタイプにより、社会インフラと経済インフラ
に分類することが出来る。水道、下水道、電力供給物、鉄道、道路等を社会インフラといい、通常は
GDP と相関した動きをとることから、リスクが低いということであった。これに対し、フェリー、空
港、学生寮、老人ホーム、データセンター等を経済インフラという。経済インフラは、社会インフラ
に比しリスクが高い。
英国では、2006 年に最初のインフラファンド（HICL Infrastructure Company Limited）がロンド
ン証券取引所に上場した。その後６～７の銘柄が上場し、現在の市場規模は 150 億ドルとなっている。
これらの上場インフラファンドは、電力供給物を除く社会インフラ、経済インフラを含むインフラ
全般に投資するコアインフラファンドと、再生可能エネルギー関連の施設（風力発電や太陽光発電
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等）に投資を行う再生エネルギーファンドとに分類することが出来る。ヒアリング時点での上場イン
フラファンドの配当利回りは５～６％程度であった。
年金基金は、インフラファンドの主要な投資家であるが、年金基金とインフラ投資は相性がいいと
の意見があった。その理由として、まず、債券は近時利回りが低く、株式はボラティリティが高い。
これに対し、インフラ投資は長期に安定、相対的に高い利回りがあること。また、インフラ投資には
政府のサポートがある場合が多く、エクイティのリスクが株式等より低いことがあげられていた。
現在、インフラファンドの先進国は、英国、オーストラリア、カナダ、フランス、米国、オランダ、
韓国である。一方、年金規模の大きい国は米国、カナダ、英国、オーストラリア、日本、オランダで
あり、日本は年金規模が大きいにもかかわらず、インフラファンドにおいては発展途上にあることか
ら、今後インフラファンドが発展する素地は十分あるという指摘があった。
また、上場ファンドと私募ファンドの使い分けについて質問したところ、上場ファンドは安定的な
利回りを望む投資家のために組成されているのに対し、私募ファンドは基本的に開発案件に投資を
行っており、建設リスク、開発リスクがある。このため、私募ファンドはリスクに見合った高い投資
利回りとなることから、このようなリスクリターンを望む投資家のために組成しているということで
あった。
最後に
まず、欧州の不動産投資市場であるが、世界的な金融緩和の影響もあり、日本同様、投資市場が過
熱しており、適正な価格での投資物件の獲得は容易ではないことを確認することができた。
そういう意味では、現在は、国内の投資環境が難しいから海外（欧州）に投資するという状況では
ない。しかし、置かれている経済環境が異なる欧州の不動産市場と日本の不動産市場が今後も同様に
推移するとは考えづらいことから、為替というリスク要因はあるものの、分散投資としての海外不動
産投資のニーズは存在するものと考えられ、会員各社の今後のビジネス展開の一つの選択肢になりう
るのではないだろうか。
また、今回、欧州の運用会社から話を聞く中で、ESG（サステナビリティ）に関する取り組みの必
要性を痛感した。我が国でも、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が、投資決定に ESG の要素
を組み込むこと等を求める責任投資原則（PRI）へ署名したことを機に、ESG 投資が広がりつつある。
このような中で、上場している REIT のみならず、不動産の私募ファンドにおいてもこのような取り
組みを今後推進していく必要があるのではないだろうか。
最後に、インフラファンド投資であるが、英国ではすでに私募ファンドのみならず上場ファンドも
一般的な投資対象となっているが、日本では再生エネルギーを対象とするものを除くと、インフラを
投資対象とする私募ファンドすら珍しい状況である。
ただ、既述した年金との相性等を考慮すると、我が国においても、今後コンセッション事業が拡大
していくにつれ、年金基金など機関投資家の投資ニーズも高まってくるものと考えられ、まずは、私
募ファンドからの展開が期待される。
さらに上場ファンドについて言えば、現在の東証の市場は再生可能エネルギー分野を念頭に制度設
計されており、コンセッション事業を投資対象とした上場インフラファンド市場の体制整備が強く望
まれる。
以上
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休刊のお知らせ
昭和63年に創刊いたしました「投資顧問」は、本No.90をもって休刊することと
なりました。皆様には、長きにわたりご愛読いただき、ありがとうございました。
今後は、協会ホームページのより一層の充実等を図ることで、協会活動等に関す
る情報発信に努めて参る所存でございます。引き続き、ご支援、ご協力の程、よ
ろしくお願い申し上げます。
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