
国際分散投資の理論と現実
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岸本光永

国際分散投資についての議論や現実の投資がここ 4-

5 年間で，わが国において盛り上がってきた.広く国際

分散投資をとらえるならば，製造業を中心とした海外直

接投資と海外証券，海外不動産の金融投資の 2 つに議論

は集約されるであろう.製造業の海外直接投資はごく一

部の企業を除いて，日本の大部分の企業は， (1)為替変

動， (2) 国内の製造コストの上昇， (3) 輸出相手国の輸

入規制等の壁にぶつかり， やむにやまれず，市場の確

保，利益の確保といったサバイパルゲームで海外直接投

資が行なわれる場合が多い.そのため，海外直接投資に

踏み切るまでtこ，相当時聞をかけて検討が加えられてい

るが，それでも， リスクを読めず成功できないケースも

多い.

一方，わが闘の生保，損保，信託銀行といっ

た機関投資家は，資金の運用利益を目的として

いるため，海外直接投資に対する意思決定シス

テムは製造業のそれとは全く異にする.

ここでは，日本の広義の金融機関における国

際分散投資の現状と問題点を述べてみることに

1. はじめに

する.

2. 対外直接投資と資産運用

1986年以降，門事レートが 200 円の水準を越

えた時点より，対米中心とした直接投資が急激

に増加してきた.製造業は当然としても，金

融，保険，不動産の伸びがし、ちじるしくなって

いる.また投資地域として北米での伸びが他の

地域に比べて大きくなっている.一方，欧州も

増加しているが，その中で金融・保険業の伸び

がきわだって目立っている.

きしもと こうえい 脚日本金融システム研究
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特に， 1990年に入り東欧の改革が明確になってくると

米国に行なっていた投資も東欧に近い西独へシフトして

いる.金融・保険業の直接投資は，一部米国の金融機関

への資本参加または金融機関の買収があったが，そのほ

とんどは，債券を中心とした証券投資と最近では不動産

投資がほとんどである.統計上の分類が実態と異なるた

めに，現実には不動産への投資はもっと大きいものと考

えられる.

金融・保険業が米同の不動産に投資する方法として，

①現地法人への出資を行ない，現地法人の資本で投資

する

②現地法人へ融資の形態をとり現地法人が投資する

ことのいずれかの形態をとっている.そのために，実際

は不動産投資であるのにもかかわらず，大蔵省への申請

ベースでは，資本輸出または融資の分類に入っている.
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図 1 対外直接投資への地域別動向

(備考) 大蔵省「対外直接投資届出実績j により作成.
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図 2 わが国の海外直接投資業種別推移

(資料) 大蔵省「許可・届出統計J (89年度)

どちらにしても，金融・保険業の海外直接投資は証券，

融資，不動産のいずれかの投資であり，その大部分は近

年，欧州が拡大したとはL 、ぇ，その重点は米国であった

事実は明らかである.この中で， T-BOND を中心とし

た日本の機関投資家の投資は，現在すでに市場を左右す

るシェアを持っていることは，あまりにも有名である.

また，間接的な海外投資として東京証券取引場に上場さ

れている外国株への投資もある.すでに上場銘柄数も

1990年 1 月末現在で 120 銘柄となっており， 1989年の 1

年間の売買高は 4 億8， 000万株，売買代金は 2 兆8， 000億

円にも達している.この量は，東京証券取引所の一部上

場銘柄の 1 日の取引量に匹敵している.このように，す

でに日本の金融・保険業の国際分散投資は着実に進展し

ている.しかし，圃際分散投資についていえば，なかな

か理論的には進んでいないのが現状である.

米国の国際分散投資についての考え方の中には為替の

ウエイトはきわめて少ない.しかし日本の国際分散投資

は為替が最大の関心事である.また米国の国際分散投資

はカントリーリスクのウエイトが高いが，日本の投資家

の投資は米国を中心に，欧米先進国がほとんどであり，

ほとんどカントリーリスクの考え方は入っていないよう

である.国際分散投資を行なう時のポートフォリオ策定

の考え方の順序についても大きく臼本と米国との差が見

られる.米国の投資家の場合，ポートフォリオを考える

プライオリティとして国際分散投資を当然として考える

が，日本の投資家は必ずしも米国と同様に国際分散投資

のロジックはとらないのが普通である.日本の金融・保

険業のロジックとして表 1 の 2 通りがあるが，一般的に

はケース Bの方が多い.これは，日本の金融・保険業が

タテ割組織が強大で，まず，国際分散投資とはなりにく
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図 S 対外不動産投資の推移

出典:朝日新聞

表 1

ケース B 

商品分散投資

国際分散投資

いことが理由の l つではないだろうか.しかし，どちら

を先にするのが良いのかは，なかなか答を出せないこと

も事実であろう.一般に日本の金融・保険業の投資とし

て，まず，よく読める，日本国内の投資を優先させるこ

とが，心情的にも安心感があることも事実であろう.現

在の多くの金融・保険業の海外投資は日本での投資先の

減少から，余資のもって行き先として，やむをえず海外

に投資してきたとよくいわれていることも，もう 1 つの

事実であろう.

。

図 4 東証外国部の上場会社数および新規上場数

の推移 出典:東京証券取引所資料
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3. 国際分散投資の問題点

国際分散投資が単にリスク分散だけを目的とするな

ら，園内の投資分散すなわち，株，債券，貴金属等の商

品分散投資や先物，オプション手法を利用した投資方法

がある.

不動産は長期投資として考えるならば，園内の方がリ

スクはよほど少ないことは明白であろう.現在，日本で

いわれている国際分散投資はどちらかというと，ハイリ

ターンを目的としたものが多い.そのために，種々の問

題が含まれて，環境条件の急激な変化があった時は一度

に問題が露出する.その例として，急激な円高に推移し

たとき生損保を中心とした米国債による大幅な為替差損

は有名である.同じようなことが，中小金融機関が横並

びで購入した，カナダ債，オーストラリア債でも発生し

ている.今後は，今までのように金融・保険業も大幅な

余裕資金の生まれる環境ではなくなりつつあるので，余

裕資金のハケロとしての海外投資を行なわなければとい

った状況ではなくなりつつある.そのために，より理論

的な国際分散投資が必要となっているーしかし，現在の

状況を見ると， 日本の金属虫・保険業の国際分散投資にお

ける問題があまりにも大きいその中で，目立つ問題点を

挙げてみよう.

( 1) グローバルな視点に欠ける組織

日本の金融・保険業は元来，日本国内を中心にビジネ

スを行なってきた関係で，マネージメントを圏内・海外

と分けて考える傾向がある. 組織も園内・海外と分離

し，人事的にも園内派，国際派と 2 分している.国際分

散投資として，アセットアロケーションを策定し，マネ

ージメントをしていくうえで，圏内，海外も同じ基準で

リスク， リターンを見てゆくことが必要である.

しかし，グローパルな見地から一元的に見ることがで

きる組織は非常に少ない.対応できる人材もいまだ育っ

ていないのも事実であるが，国際分散投資を進めるので

あれば，今後，組織，人材での対応が重要となるであろ

う.

(2) 情報入手およびパフォーマンス評価での問題

投資を行なう場合，投資先の情報がない場合は投資を

行なわないのが普通であろう.株，債券等の市場性の金

融商品に投資する場合は特に相手先の市場情報は不可欠

であろう.しかし，現実には，日本国内と同様な質の情

報を得ることはほとんど困難である.米国のような先進

国の場合でも，市場情報をすべて，日本国内で得ること

1990 年 7 月号

はできない.最近増加しているアジア株では，市場価格

を日々得ることはできない.このような状況を前提とし

て投資を行なうことが必要である.そのため日本国内と

は別の投資方法，哲学を持たなければ，種々の問題が発

生するであろう.情報と同じに，きちんとしたパフォー

マンス評価システムを持つことも必要である Plan-Do

See のサイクルを常に頭においた投資態度の確立が求め

られている.

(3) リスクに対するラ考え方に対する問題

海外不動産に投資を行なう場合，日本の不動産投資と

最も異なる点は「不動産は価格が下がる リスクが大き

L 、」という点であろう.日本で不動産といえば，一時的

に値下がりがあっても，長期的には必ず値上がりしてい

る.しかし，米国の場合は環境の変化，金利動向，景気

変動により，大幅な値下がりがありうる，種々のリスク

を木目が細かL、マネージメントが必要であるが，マネー

ジメントするうえで投資対象の調査分析を十分に行なう

ことが必要となっている.日本のファンドマネージャー

はリターンに対しては非常に敏感であるが， リスクに対

しては甘い傾向がある.日本とし、う経済の安定した国で、

の発想、によるものであろうが，国際分散投資を行なう場

合，為替リスクだけでなく最も基本的なカントリーリス

クや市場リスクにも十分な配慮が必要である.そのため

にも，国際分散投資に対するマネージメント体制jの再検

討が必要であろう.

4. 国際分散投資とマネージメント

一般の投資家の外国証券の購入に見られるような小規

模な国際分散投資は別にして，金融・保険業の大規模な

国際分散投資についてはどのようなマネージメントを行

なうのであろうか.前述したように，これらの機関投資

家は種々の問題点をかかえながら，国際分散投資をすす

めている.国際分散投資は，基本的には， リターンとリ

スクのパランス投資であるが，園内の投資環境とは非常

に異質であることも確かである.特に， リスクに対する

対応方法が大きく異なる.

機関投資家としては，すでに種々の形態で国際分散を

行なっているが，国際分散に対応したマネージメントは

確立したとはいいにくいのが現状であろう.

まず，国際分散投資として，総資産をどのような配分

で分散投資を行なうのであろうか.また，その分散投資

はどのような部署の誰が意思決定するのであろうか.投

資をしてからのフォローはどのような組織で，どのよう
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な意思決定を行なうのであろうか.

今までの機関投資家の国際分散投資のスタイルを検討

してみると，最初の米国債の購入時は慎重に対処した

が，その後の投資は，どちらかというと非常にラフな意

思決定のスタイルであると思える.

その結果は， ドレクセル・パーナム・ランパードのジ

ヤンクポンドで火傷をした生命保険会社の例は，未だ記

憶に新しい.日本の金融機関は一般的にタテ割で機能し

てきたので，投資のアローケーションの決定が難しい.

投資を推進する部門は，どうしてもリターンを強調し，

リスクを甘く見る傾向がある.または，外債，外株の購

入をすすめる証券会社等も同様である.

このような情報を基礎に，適切な意思決定は非常に難

しい.また，各機関投資家とも，国際分散投資にともな

う為替リスクの管理は，各々の案件ごとに行なっている

ことは少なく，大部分はまとめて管理しており，案件ご

との為替リスクの管理も甘くなる傾向を持っている.

このような環境条件の中で，国際分散投資の意思決定

方法，意思決定にいたるまでの調査分析方法，運用時の

パフォーマンス評価方法， リスクとリターンの管理方法

等の基本的なマネージメントについて，どのような組織

と方法が必要であろうか.

国際分散投資を行なっている日本の金融・保険業は必

ず海外に，現地法人，または事務所を持っている.その

現地法人や事務所の機能はどうなっているであろうか.

国際分散投資を推進するうえで，日本の本社と海外現地

法人または事務所の責任と権限は明確となっているであ

ろうか.これらを問いつめてゆくと，非常にあいまいな

ところが多いのも事実である.

リスクを管理する手法として， ALMがあるが，一般

には，海外現法等の資産は全く考慮されないのが普通で

ある.

結論から言うと，国際分散投資をより進めるならば，

ﾗ ﾗ 
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日本の本社機能をより強力にし，ワールドワイズでリス

クとリターンが常に把握できる体制が必要である.市場

商品は現地でなければ，必要情報の入手と分析は難しい

が，その情報を基礎としたトータルの意思決定を行なう

機能を日本の金融・保険の企業は日本に置くことが重要

である.

日本の本社のワールドワイズの意思決定を支援する道

具として，情報を日本の本社へ集中して集めるメカユズ

ムすなわち，国際ネットワークとデータベースが不可欠

となっている.

最近では，専用の通信回線料も非常に下がっており，

日本と海外現地との双方向でのデータベースの利用も可

能となっている.そのためのインフラであるコンピュー

タシステムとしてタンデムに代表されるフォルトトレラ

ントコンピュータや，小規模の場合はVAN，パソコン

通信，きわめて大きな規模になると，パケット交換機を

介在して， 1 BM等の大型コンビュータ同志を直接つな

ぐことも行なわれている.まずは技術的な問題はどのよ

うな方法でも解決できる時代であるが，マネージメント

の基本的な問題の解決は， トップみずから意図を持って

解決に当たらなければ無理であろう.

5. 国際分散投資の方向性

日本の金融・保険業の国際分散投資における最大のリ

スクは投資の集中化かも知れない.ある国の特定の金融

商品のリターンが良いとの情報が広まると，横並び意識

で 1 カ所に集中する傾向にある.全体から見ると適切な

屡際分散投資にならなくなる.今後の国際分散投資を考

える場合，投資家個々は，独自の投資哲学や投資シナリ

オを持って国際分散投資を行なうことがますます重要と

なってきている.まず，受け売りの国際分散投資の理論

より試行錯誤の上に築き上げてゆく独自の理論の方が重

要であろう.
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