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 「未来の資産運用を考える 2 日間」
イベントリポート
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ごあいさつ: ブルームバーグ L.P. 在日代表 石橋邦裕 

社会的課題解決に向けてバイサイドが担う役割 

金融業界では、この 5 年間にさまざまな出来事が
起こりました。主なものをあげると、フィンテックの台
頭などによる技術革新、欧州をそして世界を驚愕
（きょうがく）とさせた英国の欧州連合（EU）離
脱、日本におけるフィデューシャリー・デューティーや
コーポレートガバナンス（企業統治）コードの導
入などがあります。そして、今年は新型コロナウイル
スという、全く予想すらしていなかった全世界を揺
るがす出来事に見舞われ、今までの働き方のみな
らずビジネスの在り方そのものを問われています。 
 
しかし、この様な状況下でも、私たち全員に課せら
れた共通の課題があります。それはビジネスを継続
し、さらなる発展を遂げることです。どのような環境
下に置いても揺るぎないビジネスを展開し、そして
日本の資産運用業界を先導し、日本経済を支
える必要があります。 
 
この課題を受けまして、バイサイドフォーラム東京
2020 の 1日目は特に ESG に重きを置き、業界
を代表する方々からの講演やパネルディスカッショ
ンをお届け致します。2 日目は、ブルームバーグ・ウ
ーマンズ・バイサイド・ネットワーク日本チャプターの
ローンチイベントをプログラムに組み込んでいます。
2 日目も業界を先導する立場の方々による、今
後のバイサイドに関するパネルディスカッションなどを
ご用意しております。 
 
 

ブルームバーグは、1981 年に世界の資本市場に
透明性をもたらすという信念に基づき創設されまし
た。創設者であるマイケル・ブルームバーグは
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
の会長も務めており、「情報と技術の力を活用し、
世界をよりよく変えていくこと」という企業理念を打
ち出しました。 
 
気候変動が世界の金融市場に無視できないリス
クと機会をもたらしており、信頼できるデータを活用
した分析や長期的視点に基づく戦略の策定が求
められています。また、弊社会長であるピーター・グ
ラウアーは、ダイバーシティ＆インクルージョン（多
様性と包摂性）の重要性を長年訴え続けてきて
います。 
 
長期的な視点に基づいたサステナブルな投資とは
どうあるべきか、そして社会的課題解決に向けてバ
イサイドが担う役割とは何か。バイサイドフォーラム
東京 2020 の基調講演やパネルディスカッションが、
私たちが直面する課題について認識し、回答へと
導くきっかけとなれば幸いです。 
 
最後になりましたが、本イベントの趣旨にご賛同く
ださり、ご多忙にも拘わらず、皆さまの熱い思いや
深い見識をご共有くださったゲストスピーカーの皆さ
ま、およびご視聴の皆さまに深く御礼申し上げます。 
 
  ブルームバーグ L.P. 在日代表 石橋邦裕  
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Day 1 基調講演 小泉進次郎 環境大臣 

ポストコロナ時代の「3 つの移行」による 

経済社会の再設計・リデザイン   小泉進次郎 環境大臣 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初日の基調講演には小泉進次郎環境大臣をお迎えし、ポストコロナ時代における経済社会の再設計・リデザ
インをテーマに、金融が担う役割についてお話しいただきました。小泉大臣は、「時代の転換点に立っている私
たちは、コロナ前の経済社会に戻るのではなく、持続可能で粘り強い社会経済システムへの変革を実現できる
かどうかが問われている」と述べ、そのために重要なこととして、「脱炭素社会への移行」、「循環経済への移行」、
「分散型社会への移行」という「3 つの移行」を進める経済社会の「再設計・リデザイン」の必要性を訴えました。 

日本の石炭火力輸出政策を抜本的に転換
もう 1 つの危機である気候変動について、環境省
は今年２月、石炭火力輸出支援の要件の見直
しをするため、政府内で議論を開始。小泉氏はそ
の際に、ファクト検討会を立ち上げ、ブルームバー
グNEFのアナリストもそのメンバーの一員として、調
査結果の共有・提言を行っています。 
 
その結果として、今年７月、日本が輸出を推進す
るインフラ戦略において、石炭火力に関しては原
則的に支援しない方針を初めて打ち出し、「日本
の石炭火力輸出政策を抜本的に転換させること
ができた」と述べました。その後梶山経済産業大

臣から、国内の非効率な石炭火力発電設備のフ
ェードアウト等について、より実効性のある新たな
仕組みを導入するとの発表があったほか、国内大
手メガバンクは、新規の石炭火力案件には融資
をしない方針を打ち出しており、「こうした日本の石
炭火力政策の抜本的転換については、先週開
催したオンラインプラットフォームの場で安倍総理か
らも世界に発信していただいた」と続けました。 
小泉大臣はさらに、今後、新たなインフラ戦略とし
て、CO2 排出の削減につながる脱炭素移行型
のインフラ輸出支援を基本方針とするとし、政策
対話から案件形成に至るまで、途上国の脱炭素
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移行に向けた一貫支援体制を構築、環境インフ
ラの海外展開を推進するための官民連携のプラッ
トフォームを設立し、より日本の脱炭素技術やノウ
ハウが活用されるように官民一体となって取り組ん
で行くと決意を表明しました。 
 
  TCFDで脱炭素を目指す動きが加速 
 
また小泉氏は、日本が TCFD への参加企業・団
体数において世界一であることに触れ、「自治体

や企業の脱炭素を目指す動きが加速している、ビ
ジネス界を中心に、脱炭素社会への移行に向け
た新たな展開を見せている」と評価しました。 
 
そしてこうした動きが、日本全体で「脱炭素社会へ
の移行」を進める上で大きな推進力になっていると
評価し、環境省としても、再エネを含む自立分散
エネルギーの導入拡大などさまざまな取組を通じて、
こうした動きをしっかり後押ししていきたい」と述べま
した。 

 

ESG 金融と投資家の役割 

 
   ESG投資：日本の成長率は世界トップ 
 
ESG 金融は、近年国内外で大きく拡大しており、
日本でも  ESG 投資残高は  2016 年から 
2019 年で６倍の約３兆ドルに増加、３年間の
成長率は世界一となっています。小泉氏は金融
の役割として、「経済社会のリデザインを進めるた
めに、資金の流れを、変革を加速化する方向へ
誘導し、さらにその流れを太くしていくことが重要」と
述べました。 
 
また ESG の根本は、「企業が持続していくために
は基盤となる環境や社会についても長期的に考え

ることが重要」という発想から来ており、気候危機
とコロナ禍という 2 つの危機に中にある今こそ、短
期志向に陥るのではなく、将来を見据え、ESG 
を追求することが求められていると訴えました。 
 

「インパクトファイナンス」を強力に推進 
 
こうした観点から、コロナ禍からの復興に貢献する
未来への投資として、ESG 金融の発展形である
「インパクトファイナンス」を強力に推進するとともに、
ポストコロナでの分散型の持続可能な社会づくり
に向けて、地域に根ざした ESG 金融を広げてい
く「ESG 地域金融」を普及展開する取り組みと
方針を紹介しました。

 

Platform for Redesign 2020  

 
  世界 96 カ国 46名の閣僚が参加 

 
また小泉氏は９月３日、日本と国連気候変動
枠組条約事務局との共催で、オンラインの閣僚級

国際会議「Platform for Redesign 2020」を
議長国として開催、web での国際会議としては
最大規模の96 カ国46 名の大臣・副大臣の参
加があり、多くの国から削減目標と削減行動の強
化、2050 年までの脱炭素社会の実現の重要
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性について言及があったほか、コロナからの復興に
当たって、経済社会の「Redesign」というキーコン
セプトが支持されたと述べました。 
 
小泉大臣は終わりに、金融は「3 つの移行」を通
じた、経済社会のリデザインをけん引する重要な
手段であり、環境と経済の好循環を実現するべく、
金融セクターが未来を見据え、長期的視点を持っ

てリスクとリターンを見通し、脱炭素化へのイノベー
ションを後押しすることが不可欠であると明言し、
「さまざまなステークホルダーが、パートナーシップを
構築しながら ESG 金融をさらに拡大していける
よう、環境省としても取り組みを進め、皆さまととも
に経済社会の Redesign を進めて行きたい」と
結びました。 

 
 
Day 1 TCFD議長アドバイザーメアリー・シャピーロ ビデオメッセージ 

持続可能で透明かつ強靭なグローバル経済を目指して 

 
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）議長アドバイザー兼 
ブルームバーグ L.P.グローバル公共政策副会長創業者・会長付特別顧問 メアリー・シャピーロ 

 
日本のバイサイドの皆さまへ 

続いて、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）議長アドバイザー兼ブルームバーグ L.P.グローバル
公共政策副会長創業者・会長付特別顧問のメアリー・シャピーロが、日本のバイサイドの皆さまに向けてのメッ
セージを伝えました。 

コロナ下で強い動きを見せた ESG指数 

冒頭、シャピーロは昨今の世界的な ESG投資の
拡大の背景について、長期的な ESG戦略を持

つ企業がよりよいリターンを上げる可能性があること
を投資家が認識しており、またそうした企業は回
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復力も強いのを理解していると分析しました。実
際に、コロナ危機のもと、ESG指数はその他の指
数を上回る力強い動きを見せ、サステナブル・ボン
ドの発行額も 2020年上半期には、前年比
13%増だったと述べました。日本でも、社会的責
任投資は 2016-2018年にかけて４倍の規模
になり、2020年の上半期だけで、去年の同じ時

期のほぼ２倍となる 70億ドルを超えるサステナブ
ル・ボンドの発行がありました。また「GPIF（年金
積立金管理運用独立行政法人）は、かねて
から ESG とサステナブル投資の長期的な利益を
認識し、先進的でデータに基づいたアプローチを軸
に、ESG を投資決定プロセスに組み込んでいる」
と評価しました。

今後、炭素に依存する企業が抱えるリスク 

ESG のうち、環境に関しては、今年のアジア太平
洋地域における深刻な洪水被害を例にあげ、気
候変動が経済成長を低下させ、資本ストック、労
働供給量、ひいては全体のリターンに打撃を与え
る可能性について言及しました。シャピーロは、投
資家が、気候変動が運用と ESG戦略に甚大な
影響を与えうることを理解することが重要であると
強調しました。 
 
また、気候変動の影響は直接的なものだけにとど
まりません。シャピーロは、炭素に依存する産業で
は、低炭素への移行が大きなリスクにもなりうると
警告しました。投資マネーが再生可能エネルギー

に向かっているため、最近の調査では日本だけで
710億ドルの石炭関連資産がリスクにさらされて
いると説明しました。 

気候変動がますますグローバル経済の未来を左
右するようになる中、投資決定においても、リスクと
機会を検討する必要があると述べ、長期的な影
響を無視する企業は競争に勝ち残れないだろうと
懸念を示しました。一方で、「先を見すえ、CO2
実質排出量ゼロを目指し、より強靱（きょうじ
ん）な未来に資する商品やサービスを開発する企
業は生き残る」と強調しました。 

 

TCFD提言が求めるもの：気候が企業に与える財務的影響に関する情報 

しかし、サステナブル投資が機能するためには、投
資決定の手だてとなり、気候リスクを正確に反映
する明確で透明な情報が必要であり、それこそが
TCFD提言の果たす役割であると述べました。 
 

2015年に、金融安定理事会と当時のイングラン
ド銀行のカーニー総裁の要請を受けて設立された
TCFDは、弊社の創設者であるマイケル・ブルーム
バーグが議長となって発足し、長年にわたって金融

システム内外における気候問題への対処を訴えて
来たものです。 

シャピーロは、TCFD の前提はシンプルかつ強力な
ものであり、投資家、金融機関、保険会社に対し
て、企業の気候リスクに関するよりよい情報を提供
し、賢明な投資、融資、引き受けの意思決定に
役立ててもらうことだと述べ、「提言が求めているの
は、気候が企業に与える財務的影響に関しての
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情報であって、企業が環境に与える影響ではな
い」という点を強調しました。 

2017年６月以降、世界で金融機関、事業会
社、政府、中央銀行、規制当局、証券取引所、
格付け機関などの 1400社以上が TCFD の提
言に公に賛同を表明。日本では昨年、金融庁、
経産省、環境省が TCFD コンソーシアムを結成
し、企業や投資家が単なる賛同から提言の実施
へ移行できるプラットフォームを作るなど、TCFD の

賛同国の先駆けとなっており、賛同する企業・団
体数は 300社近くにのぼり、世界トップとなってい
ます。また、世界最大のアセット・オーナーである
GPIF は投資パートナーに、TCFD に沿った開示
を強化し、気候関連の情報を意思決定プロセス
に盛り込むよう求めています。さらに昨年、安倍首
相が初めての TCFD サミットを成功させ、TCFD
の重要性を日本だけでなく世界に知らしめたとし
て、そのリーダーシップに敬意を表しました。 

持続可能で透明かつ強靭なグローバル経済を目指して  

 
    日本のリーダーシップへ期待 
 
シャピーロは最後に、「低炭素社会へのスムーズな
移行は、TCFD の提言を世界で幅広く採用し実
施できるかどうかにかかっています。気候変動の財

務リスクの開示と対応における世界のリーダーとし
て、また持続可能で透明かつ強靭なグローバル経
済の基礎を構築する担い手として、引き続き提言
を受け入れて積極的に実施プロセスへと移行する
ことを期待しています」と日本のバイサイド・コミュニ
ティーへの期待を表明しました。 
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Day 1 パネルディスカッション: ポストコロナにおける ESG投資の潮流と課題 

「ポストコロナにおける ESG投資の潮流と課題」 

 

 

 

 

脱炭素社会に向けて 
Day 1パネルディスカッションでは、コロナ禍が ESG投資に与える影響を中心に、脱炭素社会に向けての行動
が世界で加速しているなか、グローバルな視点からの長期的な取り組みについてご討論いただきました。パネリ
ストは、ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長、大関 洋氏、第一生命ホールディングス株式
会社経営企画ユニットフェロー、第一生命保険株式会社運用企画部フェロー、エグゼクティブ・サステナブルファ
イナンス・スペシャリスト、銭谷美幸氏、青山学院大学名誉教授、東京都立大学特任教授、北川哲雄氏、
モデレーターは PRI シグナトリー・リレーションジャパンヘッド森澤充世氏です。 
 

各社の ESGの取り組みについて 
PRI シグナトリー・リレーションジャパンヘッド森澤充世氏（モデレーター）（以下敬称略）：基調講演に
おいて小泉環境大臣から、「脱炭素社会への移行」、「循環経済への移行」、「分散型社会への移行」とい
う、「3 つの移行」を進めていくことの重要性についてお話があったが、脱酸素社会に向けての行動が世界
で加速している中、御社の長期的計画、脱酸素に向けての計画を自己紹介もかねて、ご教示いただきた
い。  
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 ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長 大関 洋氏

大関洋氏（以下
敬称略）︓当社は、
日本生命グループ
（総資産約 80 兆
円）の中核運用会
社（預かり資産約

13兆円）として、1999年から G（ガバナンス）
強化の取り組みを始め、2006 年先駆的に PRI
に署名、2008年自社独自の ESGレーティングを
導入、運用プロセスに組み込んだ。10 年以上の
実トラックレコードを持つ ESG 国内株式ファンドは
国内では他に類例がなく、長年にわたり先駆的な
取り組みを行ってきた。 
 
また、このファンドは運用パフォーマンスも優れており、
近年さらに勢いが加速している。2 月には当社の
ESG 評価を踏まえた企業へのエンゲージメント、
SDGs に着目したファンドの立ち上げ、TCFD への
署名など、ESG取り組みを拡大している点が評価
され、環境省 ESG ファイナンスアワードジャパンで
金賞を受賞。PRI の年次評価においても 6 年連
続で最高評価を受けた。 
 
親会社であるアセット・オーナー、日本生命は、
2020 年末までに 7000 億円の ESG 投融資の
実行の数量目標を、6 月末に前倒しで達成。金
額ベースでは再生可能エネルギー等プロジェクトフ
ァイナンスへの投資が 6割で、グリーンボンド等テー
マ債への投資が残りの太宗を占める。ESG 投融
資の範囲をプロジェクト融資、債券、株式、不動

産と拡大する一方で、石炭火力発電事業への新
規投融資は原則禁止するなど、ネガティブスクリー
ニングを導入。次の一歩として 7 月にプライベート
エクイティファンドを通じて、SDGs達成への貢献が
期待されるインパクト投資を開始、ESG への取り
組みを一層加速していきたいと考えている。 

      持続可能な社会の実現へ 
 
テーマ投資のなかのソーシャルボンド投資として、4
月以降、国際金融公社（IFC）や米州開発銀
行（IDB）が発行する COVID-19 パンデミック
対策へ貢献するソーシャルボンド、サステナビリティ
ボンドへ投資、チリ国立銀行ウーマンボンドへの投
資を行うなど、幅広く持続可能な社会の実現へ
貢献する投融資を実施している。 
 
  ESG投融資を推進する社会的責任 
 
世代を超えた長期にわたる保証を提供する生命
保険会社グループとして、持続可能な地球環境
の実現は必達課題であり、そのための ESG投融
資を推進する社会的責任は重い。収益性、安全
性、公共性を踏まえた長期分散投資という基本
は変わらずとも、ポートフォリオの中身は、気候危
機、コロナ危機、産業構造変化を踏まえて変えて
いく必要があり、その重要な切り口はまちがいなく
ESG である。長期視点に立つと、収益性向上、
資産保全の観点から、すべての資産運用におい
て、サステナビリティ、ESG考慮が重要になる。 
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森澤：素晴らしい投融資を行い、収益もあげておられるばかりか、日本政府に先駆けて脱炭素のほうにも
向かっておられる、ということをうかがって大変頼もしく、力強く感じている。

第一生命ホールディングス（株）経営企画ユニットフェロー兼 
第一生命保険（株）運用企画部フェロー 
エグゼクティブ・サステナブルファイナンス・スペシャリスト 銭谷 美幸氏 

銭谷美幸氏（以下
敬称略）︓生命保
険会社として、収益
性、安全性、流動
性、公共性に乗っ取
りやってきた。アセッ

ト・オーナー、機関投資家としての役割を強化
し、ESG投資の推進に取り組んできた。 
 
 すべての資産への ESGインテグレーションを 

スチュワードシップコードにおいては、株式におけ
る株主のエンゲージメントを中心にしてきたが、
国内株式のポートフォリオは 1割程度。株式に
限らず国内外の債券、オルタナ投資、不動産
などを含む、すべての資産への ESG インテグレ
ーションを 2023年度末までには進めて参りた
い。 

長期安定資金運用のポートフォリオにおいて
は、安全性確保のため、債券比率が高い。EU
タクソノミーもあり、欧州の金融機関における資
産査定において、CO2排出に関係する企業の

資産の評価見直しが行われていることは注目に
値する動きと考える。 

親会社である第一生命ホールディングスの統合
報告書の開示においては、今後さらに TCFDベ
ースに基づいた開示を充実させて参りたい。コロ
ナ対応の債券に当社も投資をしている。 

 
  よりよい社会に向けて取り組む企業を応援 
 
4 年ほど前から始めたインパクト投資に関しては、
対象領域をフィンテック、環境･省エネ、ヘルスケ
ア･医療、バイオの 4 領域を中心としている。こ
れは、企業による社会的インパクトを訴求すると
ともに、当社事業にプラスになることにリンケージ
した形で行っていくことによる訴求効果を狙った
ものだ。 
 
スライドにインパクト投資の例としてチャレナジー
社をあげているが、これ以外にも当社としては、
長期的視点に立ち、よりよい社会に向けて取り
組む企業を応援して参りたい。 

 



11 
Bloomberg Buy-Side Forum 2020 東京: これからの資産運用を展望する 2 日間イベントリポート  

  

青山学院大学名誉教授、東京都立大学特任教授 北川 哲雄氏 
 

北川哲雄氏（以
下敬称略）：大
学でサステナビリテ
ィ関連の教鞭をと
るほか、企業の
ESG をより高度
なものにするため

に結成された ESG情報開示研究会、およびア
セット・オーナーとアセットマネジャーとの関係を円
滑化するための Japan Strategic Initiative
（JSI）という機関投資家の集まりの組織の２
つに理事として関わっており、活発な活動を行い
アウトカムを出したい。 
 
2 つの組織は企業の情報開示、アセットマネジ
ャー、アセット・オーナー、受益者と全部をつない
でいくものだ。 

 
TCFD にしても、環境省のプロジェクトでも日本
は環境情報開示については相当充実している
と見ているが、S と G について、欧州などの優良
企業と比較すると劣っている面がある。サステナ
ビリティ・ガバナンスという言葉があるが、企業の
経営者が本気になってやっているという意気込
みが強い。そうしたグローバルピアーズを意識して
いくことが重要。 

とはいえ単にキャッチアップするだけでなく、グロー
バルな水準に日本企業の情報開示は近づいて
きているのではないか。この先 2年間くらいでそ
ういうことが視野に見えてくる。機関投資家側の
エンゲージメント能力も急速に上がってきてい
る。

 
PRI シグナトリー・リレーションジャパンヘッド CDジャパンディレクター 
森澤 充世氏（モデレーター） 
 

森澤：研究会の
ほうからも学術的
な面でもさまざまな
ことが進んできてい
るとお話しいただい
た。 
PRI は投資家を

中心としたイニシアチブであり、投資の意思決定
プロセスに ESG 課題、環境、社会、ガバナンス
を考慮にいれることで価値を変える原動力とな

ると考えている。機関投資家が長期的視点で
投資することを促進する枠組みになっており、さ
まざまなガイダンスをだしている。 
 
       多言語によるサポート 
 
投資スタイルによるガイドや、E/S/G 別にわけた
さまざまなガイなど、PRI の活動について、日本
語を含む多言語のレポートを取りそろえている。
ぜひ視聴者の皆さまにも積極的にご利用いただ
きたい。

https://www.unpri.org/signatories/multi-lingual-resources
https://www.unpri.org/signatories/multi-lingual-resources
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感染拡大で見えてきたこと 

森澤：新型コロナウイルスの拡大は既に多くの人々の命を奪い、世界と日本の経済、企業の経営と雇用
に深刻な影響を与えており、この状況下で投資家の動向は重要。先ほど活動紹介で、コロナ環境下で、緊
急に資金が必要な方々に届くようにとソーシャルボンド、サステナブル・ボンド投資についてお話しいただいた
が、コロナウイルスの感染拡大に伴い、社会の価値観が変わる中で、これらに対応していくスピードもいや応
なしに変化すると思われる。皆さまの見解をおうかがいしたい。 

      
 コロナ下における意識格差 
 

大関：今回、下落過程、戻り相場の過程双方
において、ESG 投資のパフォーマンスが非常に良
かったという特徴的な現象があった。ESG をビジネ
スの根幹に据えている企業とそうでない企業との
差が浮き彫りになったのではないか。コロナ禍で課
題が明らかになった日本企業は多い。 
 
ウイズコロナでも事業継続できる体制に動いていか
なければコロナ以前には戻らないという認識の経
営者が主流である海外とのギャップは拡大すると
危惧している。 
 
 ESG投資でダウンサイドリスクが押さえられる 
 
銭谷：ESG 取り組みをいわゆる社会貢献活動と
認識しており、投資家から見ると、本来求められて
いる ESG取組と評価できない会社があったが、今
回コロナ禍でそうした会社の実体が露見してしまっ
た。一方で、開示が不十分であったにもかかわらず、
ニーズを捉え、着実に顧客対応、変化対応をして
きた企業は、厳しい環境にあってもリカバリーが速
い。グローバル、特に中国における経済活動の回
復および E コマースの発展が目覚しい。国内では

デジタル対応をしている先進企業であっても、海
外と比べると遅れている。 
 
銭谷：アセット・オーナーとしては、ESG ファンドは
確実にアウトパフォームしている実感があり、今後
も進めていきたい。ESＧ投資にあっては、生命保
険会社にとって重要なダウンサイドリスクがしっかり
押さえられているということが確認でき、期待も大き
い。実際今年になってからマーケットでは、ESGファ
ンドが次々と組成されたり、ESG 投資に対する資
金流入が大きく伸びていると認識している。 
 

問われる長期の経営方針 
 
北川：コロナに対する見方が一部の日本企業で
は甘い。働き方、デジタルの課題などを含めて長
期での経営方針が問われており、アニュアルリポー
トや統合報告書での CEO メッセージは相当に重
要で、経営者の意識や考え方が試される。今は
時間軸でボラティリティが高い場面もあるが、本当
の投資家が見ているのはそういうところ。そのような
中で注目されるのはここに来て東京大学が大学
債を出した。ソーシャルボンドの一種になると思うが、
金融機関は長期投融資としてこうした動きをしっ
かりとウォッチしてサポートするような資金の流れを
作っていくという時代である。序ながら東京大学は
統合報告書を 2年前から発行している。 
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投資先へのエンゲージメントやイニシアチブへの参画 

森澤：事業会社の成長については、計画策定し、事業遂行する人材が重要。 
ジェンダー、人材活用、従業員教育制度、育児・介護休暇制度、サプライチェーン、人権について、どのよう
に投資対象企業をみているか、取り組み（エンゲージメントやイニシアチブ）があればご紹介いただきたい。 

   S（Social:社会）に対する関心の高まり 
 
銭谷：コロナによってソーシャル、人権に関する関
心が一気に高まっている。弱い立場にいる人々に
しわ寄せが来ているところを投資家としても看過で
きない。グローバルにおいても、サプライチェーンを見
直す動きがある。サプライチェーンの方針に対応で
きず外されるリスクを考えた取り組み方針は投資
家が会社を評価する際に重要になってきている。 
 
大関：G がパフォーマンスに効くというのはある意
味当然だが、当社においては、S ファクターで評価
されている企業の株価パフォーマンスが非常に良い。
社会的課題や従業員の女性活躍度、ジェンダー、
ダイバーシティ、インクルージョンへの対応ができてい
るかどうかは、企業の在りかたの根本的なところを
決定づけており、パフォーマンスにも影響していると
考える。 
 
個別企業との対話を重視。北川教授から経営者

の情報発信の見え方が欧米の企業に劣るという
お話があったが、ESG取り組みは報告書やTCFD
の開示だけを見るよりは、経営層に会ってみるのが
一番早い。会って少し話をすれば本気度はたちま
ちわかる。 
          

サプライチェーンに求められる配慮 
 

大関：ある企業へのエンゲージメントにおいて、当
社アナリストがグローバルなサプライチェーンにおける
人権侵害や環境破壊の可能性を指摘し、サステ
ナビリティに配慮した調達の重要性について意見
交換したことがある。その後、企業側がサプライチェ
ーンの管理を強化し、人権侵害や環境破壊に配
慮した調達をこころがけた結果、意識の高い海外
でのビジネス拡大につながり、E/S の取り組みが事
業拡大、収益向上につながったという例がある。
人権も含め、まさにE/Sのエンゲージメントがきっか
けになって事業拡大、収益拡大につながるという
例ではないだろうか。 

 

今後の ESGの発展に向けての課題 

森澤: 日本においてスチュワードシップコードが 2014 年に策定され、投資家に対する行動規範が示され
た。コーポレートガバナンス（企業統治）コードも 2015 年に策定され、これらの規範の制定により、投資
家から企業に対して、長期的な価値向上、収益力向上について働きかけが行われている。今年のスチュワ
ードシップコード改訂においては、サステナビリティ、ESG の考慮が加わった。投資業界における理解拡大の
活動についてご紹介いただきたい。 
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   社会的責任と共同エンゲージメント 
 
銭谷：生命保険業界は巨大な資金を動かして
おり、社会的責任は大きい。生保協会ではスチュ
ワードシップ活動ワーキンググループを 4 年近く前
からやっている。また、債券を含む、さまざまな資産
に対しての ESG インテグレーションのため、ESG投
融資推進ワーキンググループも作り、業界全体と
して取り組んでいる。グローバルのようにアグレッシブ
には行かないが、日本でもできる限り共同エンゲー
ジメントという形でよりよい社会に向けて一緒にな
って取り組んでいきたい。 
 
森澤：本来であればライバル同士でもあるが、勉
強し合って、何を考えていくべきかということを前向
きに取り組んでいらっしゃるということについて海外
からもよく質問を受ける。 
 
     運用業界全体の足並み 
 
大関：運用業界全体として考えてみたい。とりわ
け今回のスチュワードシップコードの改定においては、
ESG やサステナビリティを考慮することが明示的に
盛り込まれており、アセットマネジメント業界全体で
そうした取り組みをしているし、保険会社を含めた
機関投資家の間でも同様の動きで、各社が前進
している。 
 
一方で、アセット・オーナーのもう一つの主体である

年金基金では、そもそもスチュワードシップコードそ
のものの受け入れが進んでおらず、投資に関わる
主要な部分でアセット・オーナーが勢ぞろいしてこ
れに取り組んでいる状況ではないのが非常に残念。 
 

  地に足がついた ESG投資をしっかり 
 
大関：企業年金の母体となっている企業そのもの
が TCFD に賛同し、事業のサステナビリティと気候
課題について認識し、対話を図ろうとしているなか
で、ESG、サステナビリティを考慮した投資プロセス
と受託者責任の関係に企業年金が二の足を踏む
というねじれが生じている。ただ逆の見方をすれば、
アセットマネジメント業界が ESG 投資を単なる販
売ツールとして捉え、競争的な ESG 投資にとどま
っている可能性もある。運用会社のほうも、ESG
ウォッシングやレインボーウォッシングと呼ばれるよう
な運用ではなく、地に足がついた ESG 投資をしっ
かりとやっていく必要があるのではないか。 
 
森澤：アセット・オーナーの理解へ向けて取り組む
ことが重要、運用業界でもすすめていただく、投資
のバリューチェーンでいえばアセット・オーナーから運
用会社へ、という流れになると思うが、反対に運用
会社からもアセット・オーナーに世界的にどういう潮
流なのか、またアウトパフォームをしているのか、と
事例を挙げながら話をしていくことで、検討してもら
えるのではないか。日本全体の底上げのために、ま
たアジアに向けて広げていくためにも重要。 

 

TCFDなど各種環境分野におけるフレームワークの現状、取り組み 

森澤：欧州連合（ＥＵ）では今回のコロナによる経済の停滞を、気候変動を抑え、生態系を守りながら、
経済回復、成長をめざすグリーンリカバリーを進め、脱炭素に向かうスピードが増しているように思われる。
TCFD も枠組みとしてこれを促進している。先ほどの TCFD のシャピーロ氏の話でも、日本が先駆者として、
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しかもフレームワークも作ってやっているということを高く評価するというお話があり、日本がリードしていける
貴重な機会なのではないか。投資家として TCFD を見た際、標準化は重要かと思えるが、現状と課題に
ついてお聞かせいただきたい。 
 
北川： TCFD への意気込みは大きなブームだが、
サーキュラーエコノミーに関しても経済産業省と環
境省で、高いレベルで真摯に取り組んでおられる。
業種特性を考慮し、時間軸を定めて、大変ロジカ
ルなアプローチを日本では進めている。 
 
ゴール設定だけではなく、どうやって時間軸で攻め
て行くか、フレームワークをきちっと設定しスタンダー
ド・ガイドラインをどうやってきめ細かく規定することま
で、産官民を含めて動きつつある。 
 
おそらく来年くらいにはこの2つの分野については日
本が先駆者的な取り組み目標を提示し企業側
が対応し情報開示されて、投資家にも評価され
ていくだろう。 
 
  TCFD データが企業パフォーマンスとリンク 
 
大関：TCFD に賛同する企業が多いということは
TCFD にまつわる非財務情報の開示、そしてそれ
が財務情報に対するインパクトに関する情報が得
られるということだ。そして日本企業が一番多いと
いうことを意味しており、これは非常に重要なことだ。
当社では学術的な研究も含め、TCFD を受けて
開示されているデータが企業パフォーマンスにリンク
しているのか研究を始めている。 
 
E/S/G それぞれ分類しながら、データ開示の状況、
散らばり等をみながらどのような項目がどのように効
いているのか。どのようなことに取り組んでいる企業
が収益はパフォーマンスに結びつくようなことになっ
ているのかスタディーを始めている。当社のデータで

は、S でいうと、女性の活躍推進の度合いと企業
のパフォーマンスとかなり密接に関係があるというこ
とがわかっている。人材育成も企業パフォーマンスと
関係がある。E は CO2 排出量、開示の有無、ト
レンド、水使用量もパフォーマンスと関連性がある。 
        
   求められる財務の影響への開示の進化 
 
大関：TCFD 自体は原則主義なフレームワーク
であり基本的な考え方を示すだけで、気候変動に
特化しているが、大半はそれ以外にも適用可能な
一般的な内容になっているので、これを生かしてど
のように開示していけるかどうか。投資家としては、
今後はその趣旨に照らして財務の影響への開示
をより進化させていっていただけたらと思う。 
 
銭谷：ESG 投資にも重要な側面でもあるので、
企業との対話においてはTCFDでの開示を特にお
願いしている。当初は TCFD の開示といっても気
候変動に関するデータが足りなかったのだが、この
1－2 年でシナリオ分析に資するようなデータも出
てきているので、そういう面も含めて対応させていた
だいている。 
 
7月に経産省のほうから TCFD2.0 のガイドライン
がでているが、そこでも各企業の具体的な事例が
出ている。事例をどうしようかと悩まれている場合
は、日本企業の例もグローバルな企業の例もある
のでそのあたりをみていただければありがたい。 
 
日本企業の開示を見ていて、かなり充実して急速
によくなってきているのは先ほど北川先生がおっしゃ
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った通りだと思うが、もともと TCFD の開示というこ
との関連で言うと、ICPP から 2 度シナリオと 1.5
度シナリオレポートが出されている。ただ巨大な台
風が世界中で起きており、企業が開示している 4
度シナリオというのは企業にとって現実性があるか
もしれないが、気候変動対策として十分かどうかを
考えなければならない。 
 

今回コロナが蔓延したことで気候変動の影響で感
染症が増えるのではないかというような調査や統
計データもでてきており、生命保険会社として病
気の蔓延というのはかなり気にするところでもあり、
安全で平穏な生活、人生のクオリティーを考えると、
気候変動は生活全体に関わるもの。その意識が
海外ではかなり広まってきているが、日本でもそう
いった意識をもって取り組んでいただきたい。

ESG とリターンについて 

森澤：ESG とリターンの関係性についてのご意見をお聞かせいただきたい。 
 
大関: 当社の ESGのレーティングは、E/S/Gのそ
れぞれのファクターが事業キャッシュフローにどういう
インパクトを与えるかというのを、長期収益につなが
る事業キャッシュフローを見積もるうえで反映させて
いるもの。そのなかでポジティブな要素は、事業キャ
ッシュフローに与える影響がポジティブであれば、高
いレーティングになるし、仮に取り組んでいても事業
キャッシュフローへの影響のマテリアリティが低ければ
高いポイントにはならない。 
 
これは当社のレーティングなので一般性はないが、
その観点で、E/S/G のそれぞれのレーティングをつ
けて上位、中位、下位と分けたところのパフォーマ
ンスを過去ヒストリカルに 2008 年、つまり 10 年
以上、トラックレコードがあるファンドで実際に示し
た。ガバナンスのレーティングが高いものは高いパフ
ォーマンスを示しているのはなじみのある構図だと
思うが、絶対値を見ていただければわかるように、
ソーシャルのレーティングが高い企業のパフォーマン
スが、G 以上にパフォーマンスに効いていることに驚
いた。事業のビジネスモデルのなかで社会的課題

に取り組んで収益を拡大していくことが、企業とし
ても大事なことだということの現れではないか。 
 
ESG のファンドでいうと、ニッセイアセットの国内の
ESG 公募投信のパフォーマンスは昨年度も
TOPIX に対し 6％以上もアウトパフォームし、本
年度も足元で 2％以上アウトパフォームしている。
グローバルの SDGｓファンドも昨年度 10％近い
アウトパフォーマンスをしながら、本年度も 7％近い
アウトパフォームをしているということで、数字を聞い
たときに驚いた。  
 
 
サステナビリティに配慮した経営に資金が集まる 
 
コロナの時代でも企業のサステナビリティを配慮し
た経営ができる会社に資金が集まって来ている、
あるいはそのような企業は事業パフォーマンスにお
いても、マイナスの影響は少ない。先ほど銭谷氏が
言われたように、ダウンサイドリスクが小さいことも含
めて成果がでているのではないか。 

イベント参加者による投票結果（単位％） 
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森澤：学術的な面からのご意見もおうかがいした
い 
 
北川：因果関係をしっかりと分析している欧米の
論考の中には、地域によって有効であるという結
果でている。それにはいろいろな仮説があるが、
ESG投資については PRI設立直後に欧州におい
て先行したことが（欧州地区における）良好なパ
フォーマンスにつながっているのではないかという論
考があり、なるほどと思った。 
 
日本も遅ればせながら進行中であり、昔の SRI に
関しては若干疑問があったが、今は非常に信頼で
きる活動を日本のアセットマネジメント会社が始め
ているのではないか。最近の各社の責任投資報
告書あるいはエンゲージメント報告書のレベルは 3
－4 年前には欧州や米国との差があったが、今は
むしろ緻密さにおいて、接近しているし、早晩素晴
らしい非常にロングレンジでの ESG パフォーマンス
についての期待が高まってくるのではないか。 
 
銭谷：日本の企業は緻密さにおいてはガラパゴス
的な発展を遂げているところがあるため、実はこれ
までも開示していなくてもやっていたことはたくさんあ
り、それがいったん取り組むとで見えてくるのだと思う。
スチュワードシップコードやコーポレートガバナンスコ
ードが出てきたことで、開示に対する企業側のマイ
ンドも変わってきている。 

 
ESG 投資のパフォーマンスについても投資家側と
しても実感できているが、企業側としても、経営者
は自社の株価を常に見ているので、実際にどのよ
うな情報を自社のサステナビリティ、戦略性も含め
て開示したらいいかということについて、真の意味で
腹落ちしはじめているのではないか。 
 
 グローバルな資金を引っ張ってくるには不十分 
 
銭谷：一方で、海外証券市場の CSR 情報開
示のレベルと比べると、日本の開示レベルはゆるく、
グローバル資金をいかに日本に引っ張ってくるかと
いう視点では、まだ不十分。潜在的にある、良い
意味での日本企業の底力を、開示の面でも発揮
していただき、けん引して行っていただきたい。 
 
森澤：財務情報と合わせて ESG 情報をみること
は収益につながると10年ほどまえに海外で言われ
ていたことだが、今や日本の投資家の方々がそう
明言し、逆にそうしなければ、その企業を評価でき
ないというようなお話をしていただいた。アウトパフォ
ームしているのだということ、持続可能な投資はビ
ジネスにも投資にも最も良いと広く周知されること
を今後に期待したい。 
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Day 2基調講演 ブルームバーグ LP会長 ピーター・グラウアー 

将来の女性バイサイド・リーダーにインスピレーションを  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

多様性は、持続可能な投資を推進するための不可欠な要素
 
Day 2 基調講演において、ダイバーシティとインクルージョンを長年にわたって推進してきた弊社会長のピータ
ー･グラウアーは、考え方や視点の多様性は、「市場の大きな変化に追いつき、持続可能な投資を推し進めて
いくための不可欠な要素」であるとし、「バイサイド業界で働く女性が増えることが、金融セクターにより多様な考
え方をもたらし、より持続可能で包摂的なビジネスが可能になる」と述べました。 

2018 年にシンガポールで産声をあげた志を同じく
するバイサイド業界の女性リーダーたちが集う本コ
ミュニティーは、インド、香港へとその輪を広げ、そし
て本日、東京チャプターの発足となりました。学生
へのアウトリーチやエンゲージメントを通じて、「次世
代のバイサイドのプロフェッショナルにインスピレーショ
ンを与える」というビジョンを掲げています。 
 
グラウアーは「日本の金融機関における女性エグ
ゼクティブの割合は 5.7％」とする昨年の調査結

果に言及し、「東京チャプターはウーマノミクスへの
貢献も目指す」と述べ、次のように続けました。 
 
「私たちの使命は、このギャップを埋め、多くの女性
をバイサイド業界にひきつけ、将来のパイプラインを
作ることです。それが、ひいては地域の金融センタ
ーになるという日本の目標に資することになる。バ
イサイド業界で働く女性が増えれば、金融セクター
に、より多様な考え方をもたらし、より持続可能で
包摂的なビジネスが可能になるでしょう」 
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Day 2 

ブルームバーグ・ウーマンズ・バイサイド・ネットワーク 

日本チャプター発足 
ブルームバーグ･バイサイドフォーラム 2020東京の 2日目、ブルームバーグ・ウーマンズ・バイサイド・ネット
ワーク（BWBN）の日本チャプターの発足が発表されました。2018年、シンガポールで産声を上げたバ
イサイド女性のための本コミュニティーは、インド、香港へと拡大し、日本での開設となりました。「投資の未
来からインスピレーションを受け、次世代のバイサイド女性リーダーたちをインスパイアする」をモットーに、ア
ジアでバイサイド分野の次世代女性リーダーを育てるビジョンを掲げています。

エグゼクティブメンバーの皆さまは次の通りです。国内初の女性のバイサイドネットワーク BWBN詳細はプレスリ
リースをご覧ください。

 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼代表取締役社長 中川 順子氏
 アライアンス・バーンスタイン株式会社 代表取締役社長 阪口 和子氏
 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役副社長 下城 理重子氏
 日本生命保険相互会社 代表取締役副社長執行役員 赤林 富二氏
 ブルームバーグ・エル・ピー ポートフォリオ＆インデックス部門ヘッド 鈴村 紀子

https://assets.bbhub.io/professional/sites/12/09112020_Japan-PressRelease_Bloomberg_Launches_Japan_Chapter_of_Bloomberg_Womens_Buy-Side_Network.pdf
https://assets.bbhub.io/professional/sites/12/09112020_Japan-PressRelease_Bloomberg_Launches_Japan_Chapter_of_Bloomberg_Womens_Buy-Side_Network.pdf
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エグゼクティブ・メンバーインタビュー（抜粋）

―多様性とはジェンダーの事だけを指すわけではありませんが、日本ではジェンダーは最重要課題のひとつ
です。バイサイドの多様性は、変化の著しい環境下、資産運用業界だけでなく日本の社会にも良い変革
をもたらすでしょう （中川氏） 

―既に日本以外で立ち上げられているグローバルなネットワークに日本が参画することで学ぶ点はたくさん
あり、その国際的な知見を活用して日本のバイサイド業界にプラスの影響を与えていきたいと思います
（阪口氏） 

―バイサイド全体で見ると個々人が置かれている環境はさまざまで、ジェンダーに加えてバックグラウンドや
個性の相違はありながらも、われわれ全員が自然体でそれぞれ活躍できる場がより広がることを強く願って
おります（下城氏） 

―バイサイドは企業との建設的な対話を通じて、企業の持続的な成長を促し、サポートする重要な役割
を果たすと共に、ESG の視点を通じて社会全体の質的な向上へも貢献できる素晴らしい仕事。日本は
もとより、グローバルにビジネスを展開する、多くの日本企業が競争を勝ち抜くためには、多様な価値観や
視点を社内外から取り入れることが必要で、バイサイドでのダイバーシティへも期待が大きいと思っています
（赤林氏） 
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Day 2 

パネルディスカッション：資産運用業界の未来  
 

 

 

 

 

 

 

急速に変化する資産運用における課題とは 

続いて、日本の資産運用業界を代表する著名なゲストをお迎えし、今後の資産運用業界の展望について、
討論いただきました。パネリストはアライアンス・バーンスタイン株式会社代表取締役社長、阪口和子氏、ベイビ
ュー・アセット・マネジメント株式会社代表取締役副社長、下城理重子氏、野村アセットマネジメント株式会
社 CEO 兼代表取締役社長、中川順子氏、そしてモデレーターは、日本生命相互保険会社代表取締役副
社長執行役員、赤林富二氏です。なお、パネリストの皆さまは、ブルームバーク・ウーマンズ・バイサイド・ネットワ
ーク日本チャプターの発足メンバーでもあります。 
 

日本生命相互保険会社 代表取締役副社長執行役員 赤林 富二氏 

 
モデレーター 赤林
富二氏（以下敬
称略）： 今年に
入りコロナウイルスに

より未曽有の状況が続く中で、今までの問題設
定と具体的に何が変わったのか、自己紹介も
含め経営者の目線でお聞かせいただきたい。 
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野村アセットマネジメント株式会社 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子氏

中川順子氏（以下
敬称略）：野村ア
セットマネジメント
は、グローバルで
1400名で運用・調
査・営業業務を行っ

ている。変化に関しては、変化の幅がより大きく、
スピードがより速くなった」ということに尽きる。

環境やリスク、世の中の期待、グローバルな規制
強化もあり、手段としてのデジタル活用も含め、業
界自体も非常に大きく変化してきている。また、コ
ロナウイルス感染拡大を受けた大規模な社会活
動の制限は人類史上ない規模で、元に戻ること
はないのだろうとも思う。既に多くの企業で働き方
改革やデジタル化への取り組みを進めていると思う
が、一層進展することになるだろう。

事業会社と運用会社の 2 つの立場がある。事業
会社としては、変化に時間がかかり、変わらないと
思っていた領域でも、雇用形態の多様化や、社

会構造の変化も併せて起こっており、企業間格差
も拡大するので、経営側もこれに合わせて柔軟な
対応が求められる。 

また、運用会社としては、投資家にリターンをもた
らす源泉となる投資先の企業や環境を読む力、
投資先企業との対話力がこれまでになく求められ
てくるだろう。低金利下で、インカムのニーズにプロ
ダクトがいかに応えていくか。さまざまな運用ニーズ
に応えていくことが求められている。 

個人にとってはこれまで以上に、自分への投資、
自分を守るための資産形成が大事になってきてお
り、少し動きが出てきたように感じているが、まだま
だできることはあると考える。これまでも長期、分
散、積み立てを業界で語り続けてはきたが、今回
のコロナ禍でこの重要性を再認識。持続可能な
社会という概念も大事になってきている。こうした
環境では SDGs課題への取り組みやインパクト
投資・ESG投資に高い関心が高まってきており、
その期待に応え、結果を届けることがより重い責
務だと考えている。 

アライアンス・バーンスタイン株式会社 代表取締役社長 阪口 和子氏

阪口和子氏（以下
敬称略）：アライアン
ス・バーンスタインは米
国に本店がある、資
産規模 60兆円の資
産運用会社であり、ア

クティブ運用を得意としている。課題については、
先の中川氏の発言に同意。付け加えるなら、在

宅勤務環境のなかで、（個人が）自分の時間を
有効に活用するケースがでてきた点。これまでシニ
ア中心に展開してきた投資活動だが、コロナという
難しい環境のなかで若い世代を中心に長期・積
み立て・分散投資を身近に感じる機会が増えてき
たのではないか。また、デジタライゼーションについて
は各社で対応を余儀なくされていると思うが、われ
われの資産運用は投資アイデア、お客さまへのサ
ービスの在り方などを討議しながら創造していくも
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ので、定型スタイルがあるわけではない。長期化す
る在宅勤務環境でどのように有機的にアイデアの

融合をサポートしていくのか。これは非常に難しい、
直面したことのない課題と捉えている。

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役副社長 下城 理重子氏

下城理重子氏（以下
敬称略）：ベイビュー・
アセット・マネジメントは
独立系でマルチブティッ
ク型の資産運用をさせ
ていただいている。今は

不透明な環境であるからこそ、アセット・オーナーの
不安も大きい。いかに納得感をもった運用成果を
お届けできるかが今後、運用会社の責務となる。
発想の転換やクリエイティビティをいかに発揮してい
くかが重要。また、平時から情報をとり、一歩先ま
で考えて、ディテールを押さえておくことが重要。今
回、経験はおろか想像すらしたことのない世界に
直面し、事が起こってから検討したり、情報収集し
たりするのでは遅いと痛感。緊急事態宣言が発令

されて在宅勤務を導入し、全社員にリモートで家
からも同様に業務ができる環境の開放を決断した
が、情報セキュリティー管理者としての普段から IT
の現場と積み重ねてきた議論が有効に働いた。 

コロナについては正しく恐れることだと思っている。し
かし、すべてをネガティブに捉えず、ピンチや困難な
状況だからこそ、能動的な姿勢が重要ではないか。
当社では在宅勤務や時差出勤のほかに、三密を
避けるためのフロアの拡大や隔離ブースも導入した。
在宅で通勤時間がセーブできるメリットはあるが、
業務に集中するための空間の確保ができるように
さまざまな工夫が必要。畏縮して守りにはいるだけ
ではなく、工夫して攻めに入るための努力を続けて
参りたい。

課題への解決策 
赤林：それぞれお話しいただいたなかで共通してでてきた課題である、投資ニーズの多様化、中長期の資産
形成につながる資産運用への関心の高まり、またデジタル化の進展について、どのような解決策があるのか、ご
意見をお聞かせいただきたい。

投資ニーズの多様化について 

下城：当社は独立系の強みとして役職員が
100％自社株を所有しており、外部に株主や親
会社はないため、シンプルに顧客、ファンド投資家
に向き合うことができる。運用担当者を筆頭に、
全役職員が自社で運用するファンドに投資してお
り、投資家と同じ運用成果を享受する。 

単一なアセットクラスに投資するわけではなく、マル
チブティック型のため、多様な投資家ニーズに応え
る体制はできている。当社でプラットフォームと呼ん
でいる共通インフラの上に運用チームがあり、各自
の得意分野で自らの才能や運用上の徹底した裁
量権を発揮できるように経営側として尊重し、その
結果として運用力を向上させるという取り組みを
行っている。
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中川：いかに運用領域を拡大し、そのためのソリ
ューションを提供していくか。アセット・アロケーション
の能力を高めることが世の中から要請されており、
それに応えられるだけの能力を高めていく。また、
先ほど昨今 ESG の関心が高まっていると申し上
げたが、ESGは海外の投資家のなかでは、最低
限求められる考え方となって浸透してきており、磨
いていかなければならない領域だ。 

阪口：アクティブ運用会社として、コロナが起こっ
て一番驚いたのは過去の法則が生かされないこと
だ。先ほど下城氏が「慌てないで有事に処する」と
言われたが、過去に学んだり、定量分析したことが
コロナ禍で全く生かされなかった。 

ポストコロナの時代に、企業各社がどのような運営
をしていくのか。世間で SDGs という言葉が普通
の言語として使われるようになったが、持続的な成
長を維持するのに、過去のモデルだけでは対応で
きない環境となった。今後アクティブ運用をするに
あたって、個別企業、個別の経営者の対応を一
つ一つ丁寧に調べていくことがますます重要度を増
すと考えている。 

資産運用への関心の高まりについて 
 
下城：当社の顧客は現在プロ、セミプロが大半だ
が、中長期的な資産形成については、今後個人
や家計の存在が高まってくると思うので、これまで
培ってきたノウハウを家計、一般個人の方へも展
開して行きたいと思っている。 

中川：同意。１つ残念なのは、投資信託を身近
なものとして活用いただいているという変化がまだ
大きくは見えてきていない。さまざまなライフステー
ジに応じた投資信託の使い方や資産運用の在り

方について、サービスの開発や提供の仕方などで
努力が必要だ。 
 
阪口：若い投資家層が増えてきたことはとてもプ
ラス。ここから先は運用会社の手腕を問われる時
代と思うので、アクティブ運用に関して投資家の皆
さまに再考していただく機会として、ここでかぶとの
緒を締めて、取り組んでいきたい。 
 
      デジタル化の進展について 
 
下城：8月末に金融庁が出した金融行政方針
のなかで、コロナ後の顧客ニーズに応える金融サー
ビスづくりの一環として金融のデジタライゼーション
が明確にうたわれていた。当社でもデジタルマーケ
ティングという観点で、いろいろなデジタルのツール
を活用し、当社のファンづくり、ブランド力の強化を
進めていきたい。その結果として顧客の利便性、
運用会社としての収益機会を同時にうまく醸成で
きるといいと考える。 

中川：デジタル化に関しては、ビジネスモデルが変
わり、サービスも変わるだろうと言われている。在宅
勤務についても各企業の力量なども問われるし、
個々の社員の成長もデジタルでも図れるとは思う
ものの、組織のなかでの対話共有、育成、成長に
ついてデジタルを使ってどうするかは、会社としてツ
ールを拡充していく必要がある。 

阪口：今までの考え方やモデルだけではなくて、デ
ジタルというのはわれわれの環境もそうであるが、投
資においても今までなかったようなデータを AI を駆
使して見る、そういった新たなアクティブの手法の強
化等について全社を挙げて取り組んでいるところ
だ。
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資産運用業界の未来図 
赤林：今後、資産運用業界がどのように変化すると見ているのか、今から 5年～10年後を見据えたお考え
について、明るい話やすぐに対応が必要な潜在的な問題等をお聞きしたい。 

投資家向けの体制は発展途上 
 
阪口：人生 100年時代が到来し、老後 2000
万円問題が出てきて、そしてコロナ危機と、資産
運用を考えないわけにはいかないという条件がそろ
っている。われわれの業界にとっては投資家層の広
がりや商品の多様化という未来が広がっている。た
だ、一方でそれを下支えするための税制や規制、
年金の仕組みといったインフラは残念ながら十分で
はない。省庁ごとに管轄が独立しており、煩雑。こ
れを 1本に投資家にわかりやすくシンプルに取り組
めるような体制は発展途上。これに着手できない
と、目先環境自体は、関心の高まりがあって対応
できているが、SDGs のような、5－10年の継続
的な業界の成長というのはむずかしい。 

構造的な改革が必要 
 
阪口：6月の金融庁プログレスリポートについて
は、運用会社各社で抱える問題があるが、最も
大きなマーケットの広がりということについては、
1800兆円の大半が銀行預金に眠っている。この
預金を資本市場に引き出すツールとして投資信
託がある。具体的には、若干でも相続税の取り扱
いの見直しや私的年金の一本化など、行政から
の後押しや工夫がなければ構造的な改革が期待
できない。 

資金移動がなければ淘汰が進む 
 
阪口：結果的に資本市場への資金移動が起こ
らなければ、現在の日本における資産運用会社

がすべて存続できるとは考えにくく、買収、合併に
よる淘汰（とうた）は進むと思う。そのプロセスにお
いては、特徴のある運用商品がない、あるいは運
用成果でお客さまに満足していただけない商品が
多い会社は残念ながら消えていくことになる。一方
で規模は小さくてもユニークで投資に信念がある
運用する方の思いと投資をする方の思いが合致
するような運用手法を持つファンドは、息の長いフ
ァンを徐々に獲得していくのではないか。 

中川：社会構造的、制度的な点について阪口
氏がおっしゃるとおりだと思う。資産運用ビジネスは
拡大領域だと言われてきたが、環境が厳しい。投
資家層が広がりビジネス機会が拡大しても、貯蓄
から資産形成への飛躍的な拡大は見えておらず、
課題となっている。 
 
制度面も含めて理由はいくつかあるが、われわれ
が具体的な行動としてできることを本質から考える
と、インベストメントチェーンが健全に回り、その輪が
大きくなるというところに貢献していくことが、遠回り
でも本質的な活動ではないか。それが先ほどアクテ
ィブ領域と先ほど言っていただいたものにも通じるの
かと思う。 
 

インパクト投資を浸透させるには 
 
中川：つまり、インパクト投資という考え方の浸透
が必要。「投資することが社会をよくすることにもつ
ながり、自分にとっても良い社会として帰ってくる」こ
とを、投資を通して実感していただくための行動が
不十分だった部分もあると思う。投資先企業との
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積極的な対話（エンゲージメント）を通じて、企
業と社会の共存・共生や、社会の持続的発展に
つながる社会的責任投資を深めていく、投資が社
会をよくするという流れを世の中に浸透させていくこ
とに取り組むことが、今後さらに必要なのではない
か。 

リターンの源泉と価値の裏付けがどこにあるか 
 
下城：資産運用とは何かと改めて考える時代に
なっている。投資家さまの資産をお預かりして、そ
の資産がどれだけ増えたのか、その金銭的な価値
の増減に今まで着目して、ビジネスのドライバーに
もしてきたが、そのリターンの源泉がどこにあり、どの
ような価値に裏付けされているのか。社会的投資
やインパクト投資についても先ほどご紹介いただい
たが、急速な価値基準の変化に運用会社もつい
ていかなければならない。 

そのプロセスには投資家、アセット・オーナーの明確
な意思や選択が、より一層大きな役割を果たして
おり、それを確実に受け止めていかなければいけな
いのだということ。もうかれば何に投資してもいいの

かということではなく、アセット・オーナーの価値基準
を踏まえた投資が重要になる。阪口氏はそれをア
クティブ投資という枠のなかでご紹介されたのだと
思うが、その延長線上で、個人的な見解だが、金
銭的な価値増減であるリターンを提供する資産運
用業界において、金銭価値に換算できないような
価値基準に今後どうやって向き合うかが、今後課
題になるかもしれないと考えている。例えば SNS
で「いいね」や星の数といった他者による定性的な
評価を無視できないと思っている。すでに社会のな
かで重要なドライバーになりつつあり、デジタル化の
なかでそれに取り込まれている部分もある。資産
運用業界もこうした新たな価値基準で考え直さな
ければいけないことが次々と出てくる。それが向こう
5－10年といった長期で探るべきものの一つでは
ないか。 

赤林：お客さまが何を期待されているか、そしてご
提供できる価値は何かという非常に大きなテーマ
をご提示いただいたと思う。 

 

経営者としての未来のかじ取り 
赤林：中・長期的な変化を見据えて、経営者として未来をどのようにかじ取りして行こうとしているのかお話し
いただきたい。 

先行きが不透明はあたりまえ 
 

中川：先行き不透明とよく言われるが、透明だっ
たことは過去にもない。現在の環境は確かに経験
のないことだが、長期的な環境変化は起こるもの
だという前提に立ち、それにどう対応していくか。少
し先を見る力、読んだ上での対応の柔軟性、それ

も 1 つではなく複数のシナリオを同時に走らせなが
ら動くことが求められる。 
トップダウンも重要だが、現場力を高めていくことも
より重要。適切な領域を定めて経営資源を投下
していくような具体的な行動が短期的にも長期的
にも必要になる。人材の多様性は、今後ますます
重要になって来る。日本が本社のため日本人が
多いが、多様な人材が自由に活躍できる環境が
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大事だと考える。共通言語としての高い専門性お
よびベースとしてのフィデューシャリー・デューティーを
徹底して持っておくということを、絶対的な価値や
判断基準として、高い意識を持った組織運営をや
って行かなければならない。 
 
中川：働きがいのある環境や組織は必須だと思
うが、女性の活躍を制限するのは特にないと思っ
ている。逆にそうなっていかないのであれば、どこか
に問題があるからであり、対処した上で次のステッ
プに高めて行く必要がある。当社では採用時点で
は半数近い方が女性だが、その先も、ということが
実現できていない。働きやすい環境づくりに向けた
制度の拡充と同時に現場におけるサポートや次世
代リーダーの研修、メンターのフォローアップの充実
に取り組む余地がある。 
 
阪口：資産運用業とは知的財産を使って付加
価値を生むことで、これまでは朝から晩まで会社に
くることで産み出してきた。しかし、ここから先は昔
のスタイルにもどることはなく、もはやワークライフバラ
ンスとは、何ら特別なことではなく、与えられている
もので、その上でいかに高い付加価値を生むか。コ
ロナでそうした時代に突入したのではないか。 
ハードルになるのは人間の思い込みや歴史的な慣
習。ジェンダーという話がでたが、日本においてはジ
ェンダーと同じくらいジェネレーションギャップが無視
できない課題だと考える。コロナでデジタル化に早く
対応できたのは若い世代で、自分の反省も含め、
経営陣、管理職が従来の働き方や考え方からな
かなか脱却できなかった。それが数カ月たって、働
き方の柔軟性を受容することが可能になってきた
ので、経営課題としてはこの 2 つのチャレンジ、ギャ
ップを実体験でワークライフバランスという形で表現
しながら徐々に改善していきたい。それが次世代

が面白くこの仕事を続けていけることにつながると
考えている。 
 
下城：今回ご縁をいただいたブルームバーグ・ウー
マンズ・バイサイド・ネットワークを今後も活用してい
きたい。またジェンダーだけではない、いろいろな側
面がこれから出てくると思う。日本にもマイノリティー
は存在するし、またライフイベントでなくても、介護
や看護といった個別の状況や、力量や特性の変
化もある。そうしたものをスペクトラルの上で捉える
のが大事。社会全体はそちらの方に向かっており、
資産運用業もそうしたものについて行かなくてはな
らない。 
 
一方で、普段から数字を意識しているため、平均
値という数字に引っ張られる弊害を感じている。先
ほどジェネレーションの話があったように、母集団が
変わると平均という景色も変わる。そもそも母集団
をどこで見るのかという発想の転換が求められ、そ
のなかで個人の存在がますます重要になってくる。
組織のなかで個人にどう気持ちよく働いていただく
か、社会制度も含めて気にしていかなくてはいけな
い課題となる。 
 
運用会社の経営というところに立ち戻ると、経営
理念として 3 つのパートナーシップを重要視してい
る。お客さま、役職員、独占的な業務提携をさせ
ていただいている海外の運用会社、この 3 つそれ
ぞれにパートナーシップという認識を持っている。そ
のシナジーに相乗効果を運用会社としてより良い
姿を見い出していきたい。その 3 つのうち特にお客
さまと役職員のパートナーシップについてはベクトル
を合わせることが経営として非常に重要だと思って
いる。先ほど中川氏から働きがいという言葉があっ
たが、お客さまのために安定した運用プラットフォー
ムを提供し、パフォーマンスを追求することを行うた
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めには、その裏側で役職員に同様のものを提供し
なければいけない。プラットフォームを雇用、パフォ
ーマンスをやりがいと置き換えて、同様のものを提

供するということであり、この 2 つは表裏一体と思
っている。これを通して、資産運用業としてお客さ
まの高い信頼を勝ち得て行きたい。 

資産運用業界へのメッセージ 
赤林：最後に、視聴者である資産運用業界の方々へメッセージをお願いしたい。 
 

他人とは違うアイデアを具現化 
 
阪口：全世界で 3800人の従業員がいるが、ほ
ぼ全員在宅勤務を続けている。また、全社員がジ
ョブ型雇用であり、専門分野での評価を受ける。
欧米ではジョブ型雇用は資産運用業界では当た
り前の話であり、特に「他人とは違うアイデアを持ち
込み具現化し、投資リターンを得る」がわれわれの
存在意義であり、そうした意味で画一的な意思
決定や、年功序列による評価はこのビジネスには
必ずしもフィットするわけではない。 
 
先ほど、資産運用業が日本で育つためにはハード
の面、行政面での変化が必要だという話をした
が、資産運用会社のソフトの面での改革も、必要
だと考える。経営陣の皆さまのなかにも違う言葉を
受け止める力、出る杭を育てる力、素地、そういっ
たものが育っていくといいなと考えている。 
 

「やっと出た杭」 
 
阪口：本日集まっている私たち 3人は、いわば
「やっと出た杭」なのだと思う。やっと日本にも出た
杭が生まれる時代が来たのであれば、コロナの憂
える部分のみを見るのではなく、変革の 1 つの要
因として、日本の中でも多様化が進むことを心から
願う。結果的にそれができる運用会社が増えるこ
とで、欧米に負けない、真の意味でのグローバルな

資産運用会社が日本からも生まれてくるのではな
いか、そんな期待を持っている。 
 
下城：阪口氏の力強い言葉に、私も明るい気分
になった。先ほど話題に出た金融庁の資産運用
業高度化プログレスリポートを読むと、資産運用
業界は今後伸びるという確信を新たにした。まさに
顧客本位の運用能力の強化といった原則を再確
認すると同時に、独立系の運用会社に触れてい
る記述が何カ所か出てきていたので、それを独立
系に対する期待や応援と受け止め、独立系なら
ではの強みを発揮しながら、投資家さま、アセット・
オーナーさまの期待に応えるべく、自己研さんに励
んで参りたい。 
 

お客さまと社会にリターンを還元 
 
中川：今回のプログラムでは、資産運用業の社
会的な意義と役割を改めて認識させていただい
た。資産運用業としては、経済や資産形成の取り
組み、持続可能社会への貢献といった大きな貢
献ができると考えている。 
この業界により多くの人々が参画し切磋琢磨（せ
っさたくま）していくと同時に、個々人の専門性を
磨く努力を会社としてもサポートして参りたい。それ
が結果的に変化に際してもお客さまにはリターンを
お返しし、社会的なリターンを社会に還元していく
流れをお二人のご活躍に負けないように頑張って
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参りたい。 
 
赤林：資産運用業界に携わられている多くの
方々、特に女性や将来に向かって歩む若い方々
を力強く勇気づけるメッセージをいただいた。私自
身も経営者でいらっしゃるお三方から、さまざまな
課題や長期的な方向性、そしてビジョンと、大変
有意義なお話をうかがえたと思っている。「やっと出
た杭」と阪口氏がおっしゃっていたが、お三方に続
いて多様なタレント人材がこの業界に集まって活
躍しているのではないかと思う。 

 
このコロナ禍での環境の変化、そしてまたいろいろ
なチャレンジが将来に向かってあるかとは思うが、い
ろいろなタレントのみならず、会社としても、それぞ
れ特徴のある会社、資産運用業界のプレーヤー
が増えていることが確認できた。あらためて、私自
身、日本の資産運用業界の長期的で確かな発
展を確信させていただいた。パネリストの方々に感
謝する。 

 

 

 

クロージング 
ブルームバーグ L.P. バイサイド・エンタープライズ営業アジア統括責任者  
ノーマン・トゥイーブーム 
 

最後に弊社ブルームバーグ L.P.バイサイド・エンタープライズ営業アジア統括責任者であるノーマン・トゥイーブー

ムが、「資産運用の戦略や運用リスク、予想だにしない市場の変動性が複雑化していますが、包括的なエンタ

ープライズソリューションとマルチアセットへの対応力をもって、ブルームバークはこれからもバイサイドの日本のお客

さまをご支援して参ります」と述べ、来年のバイサイドフォーラムでの再会を祈念し、2 日間に渡るフォーラムは閉

会しました。 
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