※週刊金融財政事情が記事の利用を許諾しています。

ている︒地銀が保有する国債お
よび地方債の一定程度が今後数
年間で償還を迎えるなか︑世界
的な低金利で再投資の収益機会
は乏しく︑外部の資産運用会社
が提供する私募投信の残高増加
傾向には歯止めが掛かりそうに
ない︒
私募投信を活用した投資運用

大原 啓一

日本資産運用基盤グループ

社長

ディレクター

大塚 文彦

方針は︑外部の専門性を活用す
る手法として効率的かつ合理的
であり︑決して責められるべき
ものではない︒ただし︑株式や
金利など比較的単純なリスク要

経営の規律が伴ってこそ生きる
地銀有価証券運用の外部委託
投資運用の規律なき﹁丸投げ﹂は
経営努力の放棄でしかない

地

トの増加が予想されるなか︑今
後どの程度の影響が収益面に及
ぶのか懸念される︒
一方︑有価証券運用事業の期
間収益を積み上げることで当期
純利益の落ち込みを補おうとす
る動きは続いており︑運用利回
り向上のために私募投信の保有
残高は過去数年一貫して増加し

域銀行の経営環境は厳しさを増している︒本業である融資事業の収益性が低下する
なか︑有価証券運用事業の収益が地銀決算に及ぼす影響はますます大きくなってい
る︒一方︑世界的な超低金利環境等を背景に︑有価証券運用の難易度もさらに高まってお
り︑地銀の有価証券運用事業の運営そのものを外部委託する議論も始まっている︒しかし︑
外部委託は利益相反リスクを内包する点も指摘されており︑規律なき﹁丸投げ﹂は厳に慎
むべきである︒経営陣は︑自ら有価証券運用に関する本質的理解を深める必要がある︒

私募投信の増加傾向で
高まるリスク
地域銀行を取り巻く経営環境
は苦しさを増しており︑コア業
務純益︵投信解約損益除く︶は
低下傾向で推移している︒当期
純利益も同様に低下傾向にある
が︑コロナ禍の影響で信用コス
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利益相反リスクなし 利益相反リスクあり
利益相反リスクなし

日本資産運用基盤
有価証券運用事業の効率化と経営高度化のためには
投資運用・リスク管理を含む事業運営プロセスが重要

素を取り込むだけでは収益が見
込めない市場環境において︑提
供される私募投信のリスク要素
は多様性︑複雑性を増している︒
また︑期間収益実現等のための

既存OCIO事業者
従来型運用会社

運用商品（私募投信）の提供

売却によって保有期間も短期化
しているため︑リスク管理の難
易度は高まらざるを得ない状況
にある︒
規律ある投資運用方針とプロ
セス︑合理的な投資戦略︑
適切なリスク管理体制も
なく︑期間収益確保のみ
を目的とする私募投信へ
の投資は︑外部の専門性
の活用というよりも近視
眼的な数字作りの試みに
すぎず︑安定的かつ継続
的な収益を見込むべき本
来の事業運営とはかけ離
れたものになってしまう︒
地銀の有価証券運用事
業が抱える問題の一つと
して︑専門人材の不足が
指摘されることが多い︒
確かに︑十分な専門性を
備えた組織体制を整備で
きている地銀は多くなく︑
少人数で投資運用業務か
ら有価証券決済等のバッ
クオフィス業務まですべ
て対応しているケースも
珍しくない︒昨今の有価
証券運用事業に対する期
待感︑同時に問題意識の

なか︑果たしてどれだけの地銀
高まりを受け︑中途採用によっ
がそうした投資運用に伴う多様
て布陣を強化しようとしても︑
かつ複雑なリスク要素を正しく
専門人材は首都圏の大手金融機
把握し︑適切に管理できている
関に集中しており︑地方勤務を
の か は 疑 問 で あ る︒ 金 融 庁 が
前提にした場合︑その実現は難
﹁地域銀行有価証券運用モニタ
しいのが現実である︒
リング﹂など各種報告書で問題
従って︑地銀の有価証券運用
提起しているのも︑こうした懸
事業においては︑外部金融機関
念を反映したものであろう︒
の専門性をいかに活用するかが
重要な課題となる︒この対応と
地銀ＯＣＩＯサービスが孕む
して︑外部の資産運用会社が提
利益相反リスク
供する私募投信への投資を通じ
こうしたなか︑有価証券運用
て︑自行では困難な金融資産へ
事業全体の投資運用方針やリス
の投資や高度な投資運用技術等
ク管理等の在り方に問題意識を
を活用する事業戦略は適切であ
持ち︑事業運営プロセスの設計
り︑事業運営を効率化する観点
でも合理的であると考えられる︒ から実行まで事業運営全体を支
援しようとする取り組みもここ
ただし︑この戦略は︑前述の
数年増えつつある︒このような
とおり規律を持った投資運用方
ビジネスはＯＣＩＯ︵アウトソ
針と適切なリスク管理等の確立
ースド・チーフ・インベストメ
が前提である︒私募投信への投
ント・オフィサー︶サービスと
資は︑有価証券ポートフォリオ
呼ばれ︑海外では近年︑特に年
全体から見ると部分的なものに
金基金向け事業で大きく成長し
すぎないが︑個々の私募投信と
ており︑本邦年金においても注
ともにポートフォリオ全体に対
目されつつある︒ＯＣＩＯサー
する十分なリスク分析を行い︑
ビスは︑地銀の有価証券運用事
また︑適切なリスク管理やアク
業においても︑外部専門性を活
ションプランが講じられる体制
用する新たな手段として有用で
が整っていなければならない︒
あり︑今後その利用は拡大して
私募投信への投資割合が高まる
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地銀の有価証券運用事業に対するサポートサービス
〔図表〕

（出所） 日本資産運用基盤

事業運営プロセスのサポート

いくことが期待される︒実際︑
地銀向けにＯＣＩＯサービスの
提供を行っている事業会社は︑
独立系から大手金融グループ系︑
地銀が共同出資する運用会社ま
で︑すでに複数存在している︒
問題は︑そのサービス提供に
利益相反リスクをはらむ可能性
が あ る こ と で あ る︵ 図 表 ︶
︒Ｏ
ＣＩＯサービスが提供する重要
な付加価値は︑地銀経営におけ
る有価証券運用事業の位置付け
を明確にした上で︑その事業運
営が合理的に取り得るリスク量
の配賦やそれに基づく規律をも
った投資運用方針︑投資戦略の
策定︑適切なリスク管理等を行
うことにある︒しかし︑既存の
ＯＣＩＯサービス事業会社の多
くは︑これら付加価値の提供と
同時に︑投資運用手段として自
らが運用する私募投信の提供等
も併せて行っており︑自社への
利益誘導を行っていると問題視
する見方もある︒
もちろん︑海外のＯＣＩＯサ
ービスにおいても︑利用者であ
る年金基金等の要望により︑投
資運用の実行まで受託するケー
スも少なからず存在する︒ただ︑

そうした場合であっても︑資産
運用のコンサルティングと実行
の利益相反リスクに対応すべく︑
業者の選定に当たっては︑年金
基金等委託者側の十分な関与が
強調されている︒

ＯＣＩＯの課題に対応する
新たな選択肢
日本におけるＯＣＩＯサービ
スは︑地銀自身が独自のリソー
スで運用事業の対応が可能との
認識を持っていることが多いこ
とや︑一方のサービス提供側は
ビジネスとしての収益化が困難
であることなどから︑十分には
浸透していないものと推察され
る︒ただ︑地銀からすると︑安
心して利用できる中立的かつ利
益相反リスクの小さいＯＣＩＯ
サービスが少ないことは︑有価
証券運用事業を運営していく上
での選択肢が限られるというこ
とにほかならない︒
このような問題意識から︑日
本資産運用基盤グループが今年
度から新しく立ち上げたのが︑
﹁地銀向け総合型ＯＣＩＯサー
ビス﹂である︒本サービスは︑
既存のＯＣＩＯサービスの問題

点を克服するため︑私募投信の
提供等は一切行わず︑有価証券
運用事業全体のガバナンスやプ
ロセス構築支援に重点を置いた
サポートに注力することで︑利
益相反リスクの排除を徹底する
ことを基本としている︒
ま た︑﹁ 総 合 型 ﹂ と 称 し て い
るように︑有価証券運用事業全
体のＲＡＦ︵リスク・アペタイ
ト・フレームワーク︶構築・導
入や事業へのリスク量配賦︑投
資運用方針策定︑投資運用およ
びリスク管理業務の支援のみな
らず︑パートナー企業と連携し
た有価証券管理システムの効率
的な運用や事務外部委託等まで︑
地銀の有価証券事業において総
合的なサポート提供を目指して
いる︒

有価証券運用における
「三つのアンチテーゼ」
同サービスの提供を通じ︑こ
れまで当然のように捉えられて
きた考え方に対して︑当社が提
唱したいアンチテーゼが３点あ
る︒
１ 点 目 は︑﹁ 最 も 重 要 な の は
運用能力ではなく︑事業運営プ

ロセス﹂だということだ︒安定
的かつ継続的な収益の獲得とい
う有価証券運用事業の目的に対
して︑優れた投資運用能力や投
資商品こそが重要との考え方が
少なくないように感じられるが︑
本当にそうだろうか︒地銀の有
価証券運用においては︑確かに
優れた投資商品への投資こそが
カギとの考え方もあるが︑投資
商品のリスクやリターンは市場
環境次第で変わり得るものであ
り︑長期間にわたって商品が有
効に機能し︑安定的な収益獲得
を期待することは合理的でない︒
従って︑事業運営の中心に据え
るべきは︑制御可能な事業運営
プロセスの高度化であり︑自ら
制御することが困難な投資商品
の収益性などではない︒
中長期的に想定される市場環
境に対して︑最適と考えられる
投資運用方針を策定し︑それを
基本とした各局面での事業執行
の裁量やアクションプラン︑リ
スク管理方針等を定める事業運
営プロセスを確立し︑規律をも
ってその運用に当たることこそ
が︑最も重要であるというのが
当社の考えである︒投資運用能
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力や個々の投資商品は︑あくま
でこの事業運営プロセスの中の
実行手段として位置付けられ︑
そこで効果を発揮するべきもの
にすぎず︑それらありきで有価
証券運用事業の運営が語られる
べきではない︒
２ 点 目 に︑
﹁専門性の不足は
現場ではなく︑経営側の問題﹂
であることを指摘したい︒地銀
の有価証券運用事業については︑
事業執行の現場に専門人材が不
足していたり︑体制が脆弱であ
ったりと︑問題はもっぱら現場
にあるかのように語られること
が多いように感じられる︒ただ︑
有価証券運用事業の運営の成否
は個々の投資行動等で決まるも
のではない︒長期的に見た場合︑
確立された事業運営プロセスに
基づいて︑適切にリスク量が配
賦され︑投資運用方針の策定と
実行︑リスク管理等が行われて
いるか否かが︑成否を左右する︒
その意味で︑事業執行の現場
以上に規律と専門性が求められ
るのが経営側であるが︑経営側
の専門人材不足の方が深刻であ
るというのが実際であるように
思 わ れ る︒ こ こ で い う﹁ 専 門
性﹂とは︑投資商品や市場動向
等に関する細かな知識ではなく︑
投資運用の本質的な在り方の理
解を意味する︒つまり︑業務を
通じた知見の蓄積が一定程度あ
る現場に対し︑適切なコミュニ
ケーションを取り︑牽制を効か
せつつ︑事業運営プロセスを監
督することができる経営人材が
不足している点が真の問題だと
当社は考える︒地銀の経営者も︑
以前に比べて徐々に有価証券運
用事業に対する意識を強くして
いると思われるが︑問題の真因
は自らにあることをあらためて
認識すべきであろう︒
３点目として︑﹁﹃丸投げ﹄で
は な く︑ 参 謀 的 機 能 を 活 用 す
る﹂ことが挙げられる︒外部の
専門性の活用という点で︑有価
証券運用事業そのものを外部に
丸投げすべきであるという極端
な意見を耳にすることが増えて
いる︒
しかし︑有価証券運用事業が
地銀の本業ではないという考え
方はあるにせよ︑現実問題とし
て︑地銀経営において重要な事
業の一つであることは間違いな
い︒それを自行の専門性不足等

を理由として︑外部の金融機関
にすべてを委ねるというのは︑
経営努力の放棄にほかならない
ように思われる︒仮に丸投げし
た結果︑運用収益が赤字になっ
たとしても︑自らの経営責任で
はないと言い逃れることができ
ないのは言うまでもない︒
地銀の経営者が外部のＯＣＩ
Ｏ事業会社等に期待すべきは︑
事業運営に関わる判断を委ねる
ことではなく︑その専門性を参
謀的に活用し︑自らが責任を持
って下すべき判断の精度を高め
ることであろう︒すなわち︑事
業運営に必要なリスク量配賦や︑
中期投資運用方針︑リスク管理
およびアクションプラン等の策
定︑そのメリット・デメリット
等の可視化といった検討プロセ
ス に お い て︑﹁ 参 謀 ﹂ の 助 言 を
得るということが外部専門性の
望ましい活用方法ではないだろ
うか︒
これら三つのアンチテーゼは
いずれも目先の収益の改善等に
直結する施策に関するものでは
な く︑﹁ 地 銀 経 営 と は そ も そ も
何ぞや﹂という漠然としたこと
を問い掛けるものであるが︑今

後の有価証券運用事業の在り方
を考察する上で参考にしていた
だければ幸いである︒

おおはら けいいち
東京大学法学部卒︑ 年ロンド
ンビジネススクール金融学修士
課程修了︒野村資本市場研究所
を経て︑興銀第一ライフ・アセ
ットマネジメント︵現アセット
マネジメントＯｎｅ︶で主に事
業・商品開発業務に従事︒ 年
マネックス・セゾン・バンガー
ド投資顧問創業︑ 年９月まで
同社代表取締役社長︒ 年５月
から現職︒
おおつか ふみひこ
ロンドン・スクール・オブ・エ
コノミクス大学院卒︒ 年東京
銀行︵現三菱ＵＦＪ銀行︶入行︒
パトナム・インベストメンツ等
を経て︑ 年マーサー・インベ
ストメント・ソリューションズ
代表取締役社長︒ＢＦＣアセッ
ト・マネジメントとの合併後は︑
年 月までマーサー・インベ
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