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みさき投資のご紹介

『働く株主®』

長期・厳選・バリュー投資

➢日本の上場企業10~15社に投資

➢株価の相対比較ではなく、企業の「絶対価値」で投資判断

エンゲージメント投資

•投資メンバーの７割が元経営コンサルタント

•経営者との建設的対話：年130件

•投資先企業と共に「プロジェクト」を実施
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➢改革意欲にあふれる経営者だけに厳選投資し、共に「働く」こと
で企業の経営進化を応援します

➢投資先の経営力向上を通じて、世界でも第一級のパフォーマンス
を目指します

私たちは『働く株主®』です



本日の内容

１．若干のマクロな視点

➢いま、なぜ、エクイティプレイヤーの拡大が必要なのか

２．エクイティプレイヤーが産まれ、育っていくための「リアルなハードル」とは何か？

➢運用業界の事業特性

➢起業する際に、リアルに直面してきた障害群

３．エクイティプレイヤーの拡大に向けて

➢ 現場からの提言
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若干のマクロな視点

いま、なぜ、エクイティプレイヤーの拡大が必要なのか



日本の企業経営のひとつの特質

上場企業の7割以上が「株主価値破壊企業」、しかも、最頻値が4～5％という左に偏った『山』構造
➢「山を動かす」ことなしに持続的な株式リターンは望めず、企業競争力も劣後し続ける…

出所：みさき投資株式会社分析

企業数（社）

ROE（％）

ROE7％以下の企業が74％

【 資本生産性（過去10年平均）の分布状況 】
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「山を動かす」ために

「生活習慣病」に対する病理学のアプローチ

集団全体・分布全体に働きかけて、適切な

方向に少しずつ移動・シフトさせる方法

より高いリスクを有するセグメントに集中
対処

集団全体への効果が見込めるが、前提と
して対象集団の客観的な特性把握が必要

方法論は明確だが、集団全体への影響は
限られる

ガバナンス改革も、ハイリスクアプローチの併用が効果を生む

【 ポピュレーションアプローチ 】 【 ハイリスクアプローチ 】

高リスク 低リスク 高リスク 低リスク

出所：中神作成 －6－



「悪い均衡」を脱するための、働きかけの構図

多種多様なエクイティプレイヤーが参入し、それぞれが自分のスタイルで真摯に経営に働きかけ
ること

日本企業の
最頻値

株主価値創造
分岐点

世界標準

10ポイントも
動かす必要

 MBO促進投資
 PE的再生投資
 ショートバイアス運用

 経営テコ入れ型投資  経営進化応援型投資  優良企業厳選投資
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エクイティプレイヤーが育っていくための、「リアルなハードル」とは何か？

資産運用業界の事業特性
起業で直面する障害群



（我が国に限らず）資産運用事業には、ベンチャーが産まれづらく、仮に産まれたとしても
育ちづらい構造がある

なんらかの政策によるプッシュが必要

資産運用事業の基本特性

『無形物商品』
『信用財』

商品特性

密着性
範囲性

体制整備
審査時間

顧客特性

知識格差
判断、責任能力
意思決定プロセス

人

独立の気概

的 特
性

流通特性 制度特性
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人
的 特

性

私たちの実体験（続）

基本特性どおりの展開に…

体制の重さ

➢12名のコスト負担
時間との闘い

➢プロDIM4ヵ月

➢みなし2種3ヵ月

➢フルDIM2ヵ月

過去8年半の実績はある
ものの、信用はゼロ

国内の「純」投資家は３年
経っても未だ限られる･･･

図らずも
再スタート･･･

国内の「純」投資家
は3年経ってもほとん
ど開拓できない･･･

➢海外投資家は列をな

している…

商品特性

顧客特性

流通特性 制度特性
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私たちの実体験（続）

数々の危機

➢ローンチ（ファンド設定・シードマネー）の危機

➢会社のBSの危機

➢個人のBSの危機 （≒ 家庭の危機 and/or 仲間割れの危機）

➢個人の体力の危機 ･･･

曲がりなりにもここまで来られたのは、実感としては『奇跡』に近い

➢ミドル・バック人材が最初からコアメンバーだった

➢日本を代表する金融機関、日本を代表する経営コンサルティング会社からのシード
マネー（異例中の異例？）

➢各界を代表する第一人者の方々からの応援があった

➢時代の後押し ・・・

奇跡をあてにしていてはエクイティプレイヤーの拡大再生産はない

➢「市場の失敗」が起きやすい事業特性を、官民協力してどう塗り替えていけるか
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国家間競争における日本のポジション

預り資産こそ同レベルだが、成長性では明らかに劣る

シンガポール香港 日本

【AUM】
• 17,476十億HKD（≒262兆円）
• 10年平均成長率：16.3%
【業者数】
• 475社（05年）→1,031社（14年）
【従事者数】
• 1.6万人（05年）→3.4万人（14年）

【AUM】
• 2,400十億SGD（≒194兆円）
• 10年平均成長率：14.3%
【業者数】
• NA
【従事者数（運用プロフェッショナルのみ）】
• 1,299人（05年）→3,312人（12年）

【AUM】
• 232兆円
• 10年平均成長率：5.4%
【業者数】
• 249社（05年）→735社（14年）
【従事者数】
• 8,316人（05年）→1.3万人（14年）

CAGR16.3%
CAGR14.3%

CAGR5.4%

注：為替レートは1HKD=15円、1SGD=81円／香港とシンガポールは12月末、日本は翌年3月末／香港の業者数はSFC登録のRA9(asset management)業者数、日本の業者数は投資助言・代理会員数も含む／香港の
AUMは一任と助言の合計でREITを除く、シンガポールのAUMは一任と助言の合計、日本のAUMは一任+助言+ファンドの契約資産合計／香港の従業者数はSFCが開示する全ての職種の合計（sales & marketingが最も
多く全体の70.4%）、シンガポールの運用プロフェッショナルは投資判断と調査を行う人員で営業は含まない、日本の従業者数は顧問業協会が開示する数字で不動産関連特定投資運用業は含まない。
出所：香港証券先物監視委員会（SFC）、シンガポール通貨管理局（MAS）、日本投資顧問業協会（JIAA）

現場の実感では、データよりもはるかに劣後している印象
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＜改革の始動＞
 1998年「金融セクター再検討案（Financial Sector Review）」

➢貿易立国・人口増に限界が見えるも、産業の後背地が小さいことから、まず世界中から資
金を集めることに

➢「ファンド・マネジメント・センター」として地位を確立し、そこに資金需要のある企業
を呼び込む戦略

＜たたみかけた施策群＞
公的年金の運用改革：政府投資公社(GIC)、中央厚生年金基金(CPF)両資金の民間委託拡大

➢98年だけでGICは350億SGD（約2.6兆円）を追加委託
新興投資家育成：BFM（Boutique Fund Manager）支援

➢ シンガポール市民又は永住権を持つ市民によるファンド設立を支援するべく、旧CMS免
許（リテール販売が可能な免許）の一部を緩和

人材育成：2004年、アジア初の資産運用専門大学院であるWealth Management Institute
を開校

規制緩和：税制優遇措置、業法の見直し（目論見書の平易化等）

＜インパクト＞
ファンドの設立が急増。バックオフィスニーズに応えるため、香港やアイルランドから高度な

法務・会計人材が流入。MASも2004年にアウトソーシング・ガイドラインを公表し、これを
後押し。

ファンドマネジャーが運用だけに専念できる環境を提供すべく、バックオフィス業務を提供す
る運用プラットフォームが民間ベースで発達した

参考：シンガポールの資産運用業界改革
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エクイティプレイヤーの拡大に向けて

現場からの提言



業界特性を塗り替え、劣後ポジションを撥ね返す

提案の全体像

 保守的な顧客特性による「ローンチの危機」を乗り越えやすくする
 運用の画一化リスクを回避し、新たな投資機会を発見する
 運用ベンチャーの潜在的高リターンを、社会全体として享受する

Ⅰ．日本版「新興運用者育成
プログラム」(EMP)の導入

Ⅱ．「投資一任プラット
フォーム」の設立

Ⅲ．各種制度整備
（本日の範囲外）

Ⅳ．『出島』を創る

 ミドル・バック人材がチーム内にいなくても起業できる
➢コスト負担を緩和し、「会社のBS」・「個人のBS」の危機を回避

 顧客にとっても、安心して預けられる「社会インフラ」

 国家間競争を、少なくともイコールフッティングにする
➢法人税、所得税

 ベンチャー支援のため、ある程度の社会的インセンティブは必要悪？
➢補助金 等

 運用ベンチャーが集い、物理的に情報交換しあう「場」
 海外人材が誘引され、働きやすく、生活しやすい「場」
 海外「アセットオーナー」の出張所・拠点になる「場」

「海外人材が来る」、「日本人が戻ってくる」、「日本人がゼロから始める」ための起爆剤づくり
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提案Ⅰ．日本版「新興運用者育成プログラム」(EMP)の導入

運用ベンチャーにとって、最初のハードルはなんと言っても「シードマネー」の獲得
➢我が国では、アセットオーナーの保守性により困難を極める

面白いことに、海外では運用ベンチャーの高リターンに目をつけて積極的・専門的に投資す
るアセットオーナーが数多く存在
➢みさきの実体験
➢実証研究では、運用後3年間は既存のファンドを顕著にアウトパフォーム、その後も5年

目まで統計的に有意なアルファがある、弱気相場において特にアウトパフォームする、
とされる
•自己資産を投じる場合が多く、また短期でトラックレコードを作る必要があることか
ら、パフォーマンスに強いインセンティブを持つ

•ファンドサイズが小さいため、機動性の高い運用・投資アイデアの速やかな反映・迅
速なロスカットが可能

（1996年1月～2006年12月、923のヘッジファンドが分析対象。生存者バイアス考慮後）
Rajesh K.Aggarwal et al[2009]、 Progress Investment Management[2008]等

運用ベンチャーの高リターンを背景に、公的年金や財団を中心にEmerging Managers
Programは米国でも発展を遂げつつある
➢特に巨大資金のアセットオーナーはチケットサイズ等の制限により、大手運用会社に限

定した委託となりがちで、運用の画一化や資金の偏在が懸念される

資産運用業への新規参入を促すことにより、社会としてもリターンを享受できる可能性がある
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参考：米国におけるEmerging Managers Program（EMP)の発展

もともとの背景は、米国資産運用業界における多様性の欠如と、大手への偏りを懸念

➢AUM上位20社が世界中の機関投資家資産の48%を、上位100社が同85%を運用する

 1991年州政府の意向を受け、黒人比率の高いカリフォルニア州の公的年金（CalPERS）がマ

イノリティ運用者の支援プログラムを開始

➢1997年、カリフォルニア州Proposition209により逆差別が禁止され、マイノリティ運用

者は新興運用者（Emerging Managers）と名称を変えた

応募要件は、預り資産、トラックレコード、ファンドの募集回数など、性別や人種による差

別・逆差別要素を含まない

➢ AUM20億ドル以下、トラックレコード2年未満、募集回数1～3回

➢ 興味深い点は、『創業者がファンド株式の過半数を有すること』

資産運用は保守的な産業だがEMPにより新規参入が増加。新たな運用者の発掘や、既存の大手

運用会社には見出されなかった投資機会が発見された

➢『公的年金の責任として運用業界の育成・革新を図る』ことは、基金自身にとってもメ

リットがあることと認識され、ニューヨーク市やテキサス州など人種問題が顕著な地域か

ら採用が広まる

➢Progress Investment Management社のようなEMを専門とするMoM（Manager of

Managers）も登場し、採用が広がる
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アセットオーナー

公
的
年
金

財
団

保
険

会
社

開始 実施規模 特徴

カリフォルニア州職員
退職年金基金（CalPERS）

1991年

直接：106億ドル
（外部委託の13%）
MoM*：27億ドル

 1991年、全米で最も早くEMPを開始。現在外部委託
運用に占めるEMPの比率は23%、運用残高は約105
億ドルで全米最大の規模を誇る

 現在2018年までの5年計画を進め、更なる強化を図
っている

 CalSTRSと共同でEMのデータベースを構築中

出所：各種資料より、みさき投資作成
注：MoM=Manager of Managersの略で、Emerging Managerへの投資を専門に行う運用会社を介して投資する形式のこと

ニューヨーク市職員
退職年金制度（NYCERC）

1991年 139億ドル

 CalPERSと並び、早期にEMPを開始。カンファレ
ンスを開催するなど、EMの呼び込みに積極的

 株式のみならず、債券・不動産・PE等全ての資産
クラスで実施

EM定義

①AUM20億ドル以下
②設立後3年未満

①AUM20億ドル以下
②トラックレコード
要件なし（グローバル
株式の場合）

イリノイ州投資委員会
（ISBI）

2009年
EM：13億ドル
マイノリティ：
27億ドル

 資産運用業界の多様化を図り運用会社の起業を促
進するため、州法によりEM/マイノリティ採用目
標値を”Emerging Goal”を設け、運用額のうち当
該比率を強制的にEMへと振り向けている

①AUM100億ドル以下

ノースカロライナ州職員
退職年金制度（NCRS）

2013年 上限5億ドル  州法ではなく州財務当局独自の判断で設立された
制度

①AUM20億ドル以下

W.K.ケロッグ財団 2010年 ①AUM20億ドル以下

イリノイ州立大学基金 2014年 上限3,600万ドル  小額のためMoM形式を採用する①原則マイノリティ経営

上限1億ドル
 食品会社ケロッグの創業者が1930年に設立した基

金投資利益と社会的利益を共に追求する

オールステート保険 2013年 上限1億ドル  保険業界では先進的な取り組み
①AUM5億ドル以下
②マイノリティ経営参加

参考：米国におけるEMPの浸透
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提案Ⅱ．「投資一任プラットフォーム」の設立

運用ベンチャーを始めたいものにとって、ミドル・バック業務の整備はコスト負担だけでな
く、人的ハードルも高い
➢大抵の場合、起業家はフロントの人間で、ミドル・バック業務の経験もなく人脈もない

一方で、お金を運用するという業の特質上、ミドル・バック業務の重要性は極めて高く、ま
た欧米でもマドフ事件以降、特に投資家からのオペレーショナル・デュー・デリジェンス
（ODD）が厳しくなっており、ハードルはさらに高まっている
➢日本でもAIJ事件以降、独立系運用会社が顕著に不利になったり、参入が減っているとい

う実感

社会厚生上はこの「ミドル・バック業務」を一種の社会インフラと考え、誰もが使える公正
中立的なプラットフォームとしたほうが良いのではないか
➢これが整備されれば、運用助言登録のみで運用をスタートできる
➢社会的なプラットフォームであれば、お金の運用を委託したいアセットオーナーから見

ても安心感がある
➢特定の金融系列に属さない公正中立な事業体であることが望ましい

「投資一任」プラットフォーム

ファンド
セットアップ

サービス
プロバイダー

アレンジメント

キャッシュ
マネジメント

トレード処理 NAV計算
コンプライ

アンス
レポーティング ･･･

運用ベンチャーA 運用ベンチャーB 運用ベンチャーC ･･･運用ベンチャーD 運用ベンチャーE
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提案Ⅲ．『出島』を創る

資産運用業はいったん事業が確立してしまえば、特定の地域に集約して存在する必要はない。

一方、運用ベンチャーの設立には各種の情報集積が必要であり、ベンチャーを輩出し速やかに
育成していくためには、特定の地域にベンチャーを集約した「インキュベーション機能」を整
備することが望ましい
➢免許登録・申請に関わる情報交換
➢国内外のアセットオーナーに関わる情報交換
➢国内外の業務委託先に関わる情報交換 等

また、運用ベンチャーの担い手として、当初から海外人材をターゲットに据えることも考える
べき
➢独立の気概、革新的なアイディア
➢海外人材が誘引され、働きやすく、生活しやすい「場」の設定

•主たる標記は英語の街、英語対応の保育園・学校、ナニー・メイドの集約、ビザの手
当て

国外アセットオーナーの出張所・拠点になる「場」
➢ 運用ベンチャーの集積による「エコシステム」作り

国内外の人材・才能がオフィスを設立しやすく、また、
家族ともども豊かに生活できる「特区」／「出島」の用意
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本日のまとめ

新たなエクイティプレイヤーを増やすことは、日本企業の競争力強化と高い運用リターン双方に
資する可能性がある

一方、資産運用事業にはベンチャーが生まれづらい事業特性がある。これは現場での実体験上も
体感できることであって、海外市場は国家政策的にこの構造を変えたことにより、エクイティプ
レイヤーの拡大再生産に成功している

したがって「リスクマネーとエクイティプレイヤーの拡大」を目指すなら、支援・誘致のための
ハードウエア・ソフトウェア、双方を整備する必要がある
➢ 日本は出遅れた「後発」国家であり、閾値を越える政策、先駆ける政策を発動しなければ

挽回は容易ではない

 ソフトウェアとしての政策
➢ シードマネーを投下する新興運用者育成プログラム
➢ 投資一任プラットフォーム
➢ （免許制度のさらなる拡充）
➢ （各種補助金や税制面での支援）

 ハードウエアの整備
➢ 特定の地域への運用ベンチャー集積を促し、『出島』を創る
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