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日本を覆う三つの大きな危機
国際金融アナリスト　大井　幸子

■ 年金基金の切り崩し

　年金積立金管理運用独立行政法人（通称GPIF）は、約
116兆円の運用資産残高を有する世界最大級の公的年金
である。団塊の世代が年金生活に入り、今後は毎年9兆円
近くの資産を受給に充てるため切り崩していく。2020年に
はGPIFの資産残高は60兆円になると予想される。いや、
もっと速く残高が減っていくという意見もある。
　あと8年で半減するというわけだ。GPIFの資産運用はあ
まりにも投資収益を生まないので、資産残高が増えていく
とは思えない。毎年これだけの資産を切り売るとなれば、
保有する日本株は売り圧力を受け、当然株価も下がるだろ
う。日本国債についても同様だ。銀行や年金などの金融機
関がこれ以上国債を買い支えれば、本体自体が息切れてし
まう。日銀が国債を引き受けるしかない。これは円安の圧力
になる。

■ 日本株式会社の終焉

　最近、ソニーやシャープ、パナソニック、トヨタなど日本を
代表する大企業の競争力低下が目につく。シャープにい
たっては台湾企業が最大株主になった。外資が大株主にな
ると日本の銀行はこうした企業には融資をしなくなる。台
湾企業にすがるしかなかったシャープは気の毒だった。い
やシャープの下請け企業はこれからもっと気の毒だ。
　シャープやパナソニックなど大手企業の下には部品メー
カーがぶら下がっている。親会社である完成品メーカーが
行き先不安になれば、当然下請企業にも大きな影響が出て
くる。事態は悪化しており、中小企業にとっての資金調達も
以前にも増して困難になってくる。さらに、大手家電メー
カーには量販店を始め小売網が整備されている。シャープ
など大手がこけると全国の小売店にも影響がでてくる。
　シャープが亀山を投げたように、「プロジェクトX」で輝か
しかったはずの日本株式会社は、自らのブランドを捨てよ
うとしている。日本株式会社全体がこれからどうやって生
きていくのか明確な指針がないのが現状だ。日本には次
世代の成長の柱となる技術がありながら、事業化に至るま
で育成できていない。倒産したエルピーダメモリを救うのに

数千億円をつぎ込むのであれば、小さなベンチャー企業に
小さなシードマネーを出して育成するほうがよほどましだ。

■ 資金調達コストの上昇

　このところ日本国債格下げの可能性が話題になっている。
日本国債がAAからAに格下げになれば、日本で発行される
地方債、社債も大きな影響を受ける。AA格の企業であって
も国債以上の格付けで社債が発行できなくなる。つまり、日
本に本社を置く優良企業にとっては日本国債がシーリング
になって、資金の調達コストが上がってしまう。これでは日本
籍企業にとっては不利になる。グローバルに競争力のある企
業であれば日本を見捨てていく可能性が高まっている。
　それでなくても、海外に販路を求めて日本を脱出する企
業は増えるだろうから、日本国内での税収はますます減
り、消費税や相続税などの税率が上がり庶民の生活は苦し
くなるだろう。当然経済も縮こまるので成長は見込めない。
ばらまきの赤字国債でなんとかしのぐといった悪循環にす
でに陥っている。
　こうした危機的な現実を変えてゆくには、相当のエネル
ギーをもって改革を断行するしかない。公的セクターの再
編、コストカット、赤字削減がまず必要で、出血を止めなくて
はならない。小さな政府、公的資金の効率的な運用、決断
できるリーダーシップがなくてはならない。
　そして、日本の状況は欧州危機で世界同時多発的に起
こっている。極右が台頭しテロや政治不安が高まるなか、福
祉国家を掲げてきた欧州の多くの政府では、大幅な財政
赤字削減に迫られている。トップリーダーシップが国民をひ
とつにまとめ改革を実行できなければ、国が操縦不能に
陥ってしまう。
　抜本的な解決策は何か。ひとつは世代交代である。30
代、40代の若い世代に任せる。もうひとつは、真に優れた女
性リーダーの登用である。エリザベス一世、マーガレット・
サッチャーなど危機から国民を救い、新しいベクトルに政
策の舵を切ったのは彼女たちの明確なビジョンにある。母
性には、困難を切り抜けて再生を図ろうとする本能的な強
さがある。そこに、明晰な頭脳、強烈な意志と行動力が加わ
ると、危機を抜けて新しい時代を拓くことになるだろう。
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FATCA を取り巻く金融環境特集

FATCA対応を要する範囲に
関する留意点

あらた監査法人
ディレクター　遠藤　英昭

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
マネージャー　比留間　延佳

■  広範囲にわたるFATCA上の
金融機関(FFI)の定義

　FATCAは、米国外の金融機関に対して、米国内国歳入
庁(IRS)と契約を締結し、米国人口座の報告といった契約
上の義務を履行するか、米国源泉収入に対する罰則的な
源泉徴収を甘受するかの二者択一を迫る制度である。
FATCAにおける金融機関の定義は、一般的な金融機関
の定義より幅広く、銀行・信用金庫といった預金受入機
関、有価証券の預かりを業として行っている証券会社、保
険会社等で本邦では免許を必要とするいわゆる金融業を
営んでいる場合のほか、投資（再投資を含む）・トレーディ
ングを主たるビジネスとして行っているエンティティも含む
とされている。主たるビジネスの判断基準は、過去3年にお
ける総収益に対する投資・トレーディングの収益が過半
数以上である場合である。このようなFATCA上での金融
機関であるForeign Financial Institution（以下、FFI）に
含まれる可能性があるエンティティの例としては、資金調
達のために設立された優先出資証券を発行するエンティ
ティや債権流動化のために設立されたSPC、一部パート
ナーシップや信託などが挙げられる。さらに配当政策に
よっては、総収入に対する配当収入が過半数以上となり、
持株会社が金融機関の定義にあたり、FFI契約締結の対
象となることもあり得る。

■ FFIになった場合に課せられる義務

　IRSと契約を締結し、いわゆる参加FFIとして契約を遵
守する場合の最大の負担は、金融口座保有者の中に米国

　2012年2月8日の財務省規則案の公表から早くも数カ月が経過した。この間にFATCA対応に着手し始めた金融機関
も多いものと思われるが、対応が必要な範囲の検討にはいくつか留意すべき点がある。FATCAは原則としてグループ
連帯責任を求めていることから、対応範囲に関する誤りは深刻な事態を巻き起こすおそれがある。そのため、以下に述
べるような実務に即した慎重な対応が必要と考えられる。

人の兆候を有する者がいないかどうかの調査を行うこと
である。FATCAは金融口座に関する定義を定めているが、
金融機関の定義と同様、一般的な定義よりも幅広い定め
を置いている。金融口座に該当するのは、銀行口座、証券
口座の他、一定の保険契約と自社が発行する債券や株式
もその範囲に含まれている。債券や株式のうち、上場され
ているものは租税回避行為に用いられるリスクが低いこ
とから、金融口座の定義からは除かれている。さらに、銀
行、証券会社、保険会社については、他の金融商品の価値
に依存してその価値が決まるような債券と株式（例えば、
一部の転換社債や担保依存型の債券など）以外の通常
の債券と株式は金融口座にあたらないとされている。従っ
て、大部分の自社発行債券と自社株式は金融口座から除
かれることになるが、投資・トレーディングを主たるビジネ
スとしているとしてFFIに該当することとなったエンティ
ティの場合には、通常の自社発行債券と自社株式でも金
融口座の定義に合致することとなっている。このため、優
先出資証券や流動化商品の保有者、リミテッド・パート
ナー、信託契約の受益者など通常の金融口座の定義を超
えた範囲で本人確認手続が要求されることになると解さ
れている。

■  グループ連帯責任を負う
「拡大関連者グループ」の範囲

　IRSとの契約によって生じる義務は、グループ会社間で
租税回避行為を行うような一定の顧客を特定のグループ
会社に集約させることで脱法するのを防ぐために、グルー
プ全体で遵守することが求められている。すなわち、
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FATCAではグループ連帯責任が課されることになる。こ
の連帯責任を負う範囲は、会計上の連結の範囲に類似し
ているが、「拡大関連者グループ」としてFATCAにおいて
別途定義されている。拡大関連者グループとは、議決権を
過半数以上有しており、さらに所有先のエンティティに対
する過半数以上の経済的権利を有している場合に、その
ようなつながりの範囲内に収まるエンティティの集団であ
る。ここで、経済的権利とは、配当に対する権利や解散時
に発生する残余財産に対する分配権であると考えられる。
通常、経済的権利は議決権に関する割合と一致するが、優
先株などの種類株を発行している場合には、一致しない
場合があるので注意が必要である。さらに信託契約やパー
トナーシップなどで議決権に相当するものが存在しない
場合には、経済的権利に対する割合のみで拡大関連者グ
ループに含まれるか否かが判断されると解されている。

厳密に考えると連結の範囲と拡大関連者グループは微妙な違いがあり、拡大関連
者グループに入るが、連結グループにはならない FFI や連結グループだが拡大関
連者グループにならない FFI が出てくる。

■  連結グループの範囲と拡大関連者グループ
の範囲の相違から生ずる課題

　FATCA上の連帯責任を負う拡大関連者グループの範
囲は概ね会計上の連結グループの範囲と一致するが、相
違点から生じる影響について把握しておくことが必要であ
る。まず、連結グループからは除かれるが、拡大関連者グ
ループに入る可能性がある例として、私募ファンドなどに見
られる俗称「かぶりFFI」の論点がある。ファンドを過半数
以上保有する場合でも、一定の場合を除き連結決算の対
象となることはないが、通常ファンドには議決権という概
念が存在しないため、拡大関連者グループに含まれるか
否かの判断は経済的権利の割合で判定することとなる。
そのため、このような場合には、ファンドが自社の拡大関
連者グループに含まれてしまうことになる。パートナーシッ
プ形態を取る場合など、ファンド自身がFFIに該当する可
能性もあり、FFIと判定された場合には、新規募集の際の
本人確認手続や現在のファンド所有者に関する米国人の
兆候の有無の確認などがIRSとの契約により必要となり
得る。またこの契約責任は拡大関連者グループで連帯責
任を負うこととなるため、自社グループの責任ということに
なり、文字通り責任を「かぶる」こととなる。このため、ファ

ンドの管理会社などにFATCA上の責任を履行するよう依
頼するなど事前の調整が必要である。
　逆に、自社の連結グループであるが、FATCA上の連帯
責任を負わない俗称「はぐれFFI」の論点がある。これは
ジョイント・ベンチャーなど50%を僅かに上回る議決権を
有しているが、配当や残余財産に関する権利は50%のみ
有している場合などに発生する。このようなケースでは拡
大関連者グループの範囲から外れるため、経営上グループ
会社であったとしても、拡大関連者グループに入らないこ
とから、FATCA上の連帯責任を負うことはない。このた
め、グループ連帯責任を気にすることなく、個社の視点か
らFATCA対応に関する意思決定を下すことができる。

■ 実務に則した解釈が必要

　以上、FFIの定義と拡大関連者グループの定義にまつ
わる実務的な課題例について述べたが、FATCAの対応に
あたっては辞典的な文言解釈では足らず、制度趣旨に立脚
した解釈や実務への具体的な影響を意識しながら規則案
やこれから公表されるFFI契約書、解釈指針等を読み解
いていく必要がある。さらに、関連する諸法令、監督官庁
の視点など、FATCA縦割りの見方ではなく、総合的な見
地から実務対応策を立案していく必要があるだろう。

　PwC Japanを構成するあらた監査法人、税理士法人プライス
ウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース株
式会社は、一昨年より連携してFATCA専門チームを組成し、関
連諸規制を含めた実務的な見地から金融機関のFATCA対応の
サポートを行っています。
　専門チームには金融機関の実務に詳しいメンバーを配置し、制
度内容の解釈のみならず、金融機関の業務に与える影響を具体
例も交えながら、分かりやすいアドバイスを提供しています。サービ
スに関するお問い合わせは、以下のアドレスまでご連絡ください。
pwc.jp.marketing@jp.pwc.com 

M
arket Solutions ReviewM

ark
et S

olut
ion

s R
evie

w

5

mailto:pwc.jp.marketing@jp.pwc.com


動き出したFATCAにどう対応すべきか
～口座特定～

新日本有限責任監査法人Ernst&Young Shin Nihon LLC
金融部Financial Services Offi  ce

パートナー　丘本　正彦

■  新規口座開設手続－改正犯罪収益移転防
止法（以下、「改正防止法」）との関連

　規則案の公表以前より、本人確認手続に関して改正犯
収法への対応とFATCAへの対応は同時並行して検討す
ることで、現場の混乱を最小限に抑える必要性があること
が知られていました。今般の規則案は、AML/KYC手続

（日本においては犯収法）との関連を示しており、実務の負
担を最小限にするための配慮があるようにも見えます。し
かし、規則案はFATF遵守国において要求されるAML/
KYC手続への依拠を原則としつつ、一方で本人確認手続
に関する詳細なルール（例えば、入手すべき書面の例）を定
めることで、FATCA用の本人確認手続をAML/KYC手続
に追加することを実質的に要求しているように読み取れま
す。本件に関して、全銀協はコメントレターにおいて、AML/
KYC手続への依拠で足りる、つまりFATCA用の本人確認
手続をAML/KYC手続に追加する必要がないことの確認
および明確化を要望しています。そこで、新規口座開設手
続に関するFATCA対応を進めるに当たり、コメントレター
に記載されている6つの事項（①本人確認資料の種類と範
囲、②本人確認書類の有効期限と再確認、③本人確認の
タイミング、④本人確認の対象となる取引、⑤本人確認資料
コピーの保管義務、⑥実質的米国保有者確認基準）に関し

　2012年2月8日に公表された米国の外国口座税務コンプライアンス法（以下、「FATCA」という）の規則案に対するコメ
ントレターが各国の業界団体より提出されました。コメントレターに記載されたIRSへの制度設計に対する要望事項や
各論の明確化の要望を鑑みれば、個々の金融機関は、現時点でFATCA対応を開始することに躊躇するかもしれませ
ん。また規則案と同時に公表された欧州5か国と米国の共同声明や一部報道機関から報道された日本政府案にタイムラ
インが明示されていないため、政府間協定がFATCA施行前に決着するのか不明瞭です。
　しかし、全銀協のコメントレターに「大きな第一歩」と記される通り、これらの政府間協定が実現すればFATCAを遵
守するうえでの法務上の制約の多くは取り除かれると思われます。特に源泉徴収の撤廃、非協力口座に対する口座閉鎖
の撤廃が実現することにより、非現実的だったFATCA対応を現実の問題として捉えることができると考えられます。
　本稿では、「今、金融機関は何をすべきか」という問いに対する回答として、①FATCA対応すべきエンティティの特定、
②口座特定（既存・新規）、③報告、④源泉徴収と4つに分類されるFATCA対応のうち、現時点で対応を開始すること
が可能な②口座特定（既存・新規）に絞ってその対応方法に関するエッセンスを提供します。

て、改正犯収法とFATCAの違いを認識し、改正犯収法に
沿って対応したうえで、今後の動向を注視する必要があり
ます。

■ 名寄せ実施可能範囲の特定

　口座特定手続において、一定の閾値を用いる前提として、
口座保有者ごとの名寄せが必要になります。規則案に「顧
客番号やTIN等を通じてコンピューターシステム上名寄せ
できる範囲で許容する」とあるため、例えば支店ごとに異な
る顧客番号を付している等の場合、同一人であったとして
も、顧客番号ごとの名寄せで許容されることとなります。一
方、銀行はペイオフ導入時に名寄せ対応を行っていると思
われますが、ペイオフ対象は限定的であり、FATCAにおい
て名寄せすべき対象の口座は外貨預金等のペイオフ対象
外の取引も含むため、同一顧客番号の顧客に関して必ずし
も名寄せが実施できる態勢にはないかもしれません。そこ
で、同一顧客番号の顧客に関して名寄せを実施するための
追加的な措置を確認する必要があります。

■  既存個人口座の米国示唆情報に関する
電子検索の実施方法

　規則案は、個人口座の特定において、データベース（以
下、「DB」という）の中に米国人であることを示唆する情報

FATCA を取り巻く金融環境特集
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（以下、「米国示唆情報」という）を一定の抽出要件に沿っ
て検索することを要求しています。しかし、現状の本人確認
手続き、それに伴うデータ入力およびDBの保持の状態よ
り、いくつかの要件に関しては、検索を実施するまでもな
く、要件に該当する抽出結果がゼロという場合もあると思
われます。その場合、検索を実施せず、要件に該当する抽出
結果がゼロであることを証明する書面を残すという方法が
あります。一方、そのような証明を行うための書面を残すほ
うがむしろ煩雑である場合、検索条件を整えて、実際に検
索を実施し、その結果（つまり抽出結果ゼロ）を残すほうが
簡便かもしれません。
　一定の抽出要件のうち、スタンディング・インストラクショ
ン（定期的な資金移動指図契約）は注意が必要です。定期
的な資金移動指図契約のデータを検索できるのか、過去
の送金データから検索するのか、口座と紐つけられるの
か、いずれも銀行ごとに様々な方法で入力および保持され
ていると考えられます。そこで、実際に検索を行う前に十分
な初期的調査を行った上、検索方針を策定し実行する必
要があります。なお、全銀協のコメントレターにおいて、スタ
ンディング・インストラクションの定義の明確化が取り上げ
られています。多額かつ多頻度の送金のみを米国示唆情
報と認識すべきという要望です。このコメントレターが最終
規則に反映される場合、検索結果が絞り込まれるので、検
索後の手続を減少させることが可能となります。その代り、
検索時において、頻度や金額を検索対象とすることに留意
が必要です。

■ DB上で検索対象とする情報

　規則案において、「電子的に検索可能な情報」は「税務
申告ファイル、または顧客マスター、或いは類似のファイル
の中に管理している情報で、電子DBの形式で保存されて
おり、SQL等のプログラム言語を用いて標準的な照会機能
が使用できる情報を意味している」、「情報、データまたは
ファイルは、（PDFファイルやスキャンされた文書等の形式
で）画像検索システムに保存されたというだけでは、電子的
に検索可能とはならない」と定義されている事から考える
と、紙ベースで取得しスキャンで電子的に保存したパスポー
ト、免許証のコピーについては検索不要と考えられます。ま
た、海外送金業務をメガバンクにアウトソースしている金融
機関の場合、自社で受け付けた送金関連のデータをどこま
で保有しているのかといった論点もありますが、あくまで自
社のDBのみ検索を行えば良いと考えられます。

■ 保険業－精査の対象となる保険種類の特定

　純粋な保障性の商品（定期生命保険、傷害保険、健康
保険、損害保険など）については、金融口座の定義から除
外されているため、精査の対象外とします。ただし、損害保
険であっても貯蓄性のある積立保険等については、純粋な

保障性商品に該当しないと考えられます。なお、FATCA上
の定期生命保険の定義は、年払い以上の頻度（年払い、月
払い等）で定額の保険料を契約者が支払う契約とされて
いるため、一時払いの契約はFATCA上の定期生命保険に
は該当しません。従って、精査対象の判定において払込方
法に留意する必要があります。

■ 保険業－口座保有者

　保険契約は、契約者と保険金等受取人のいずれを口座
保有者として取り扱うのかに留意が必要です。キャッシュバ
リューのある保険契約及び年金契約の口座保有者は、
キャッシュバリューの受取人や保険金等受取人を変更する
事ができる人、そのような人がいない場合には保険金等受
取人が口座保有者と定められています。従って、日本の保険
会社では通常は契約者が口座保有者として特定されます。
ただし、契約満期時に返戻金が確定した段階では、口座保
有者口座保有者は、その定義に従って契約者から満期返戻
金の受取人にされるので、満期返戻金の受取人の本人確認
手続がFATCAに遵守するように見直す必要があります。

■  内部検証を視野に入れたプロセスと 
内部統制の構築－パイロット方式の活用

　規則案は、FATCA対応の方針及び手続の文書化とそれ
の遵守を定期的に内部検証すること、及び担当役員が一定
の証明書を定期的にIRSへ提出することを要求していま
す。この要求事項に対応するために、事後的に検証可能と
なるように、口座特定手続きの実施過程及び結果を記録し
ておく必要性があります。これを実現するために、パイロッ
ト方式を採用する場合があります。パイロットでは事後的な
検証可能な状態は無視して、米国口座の特定のみを暫定
的に実施し、本番を実施する前に実施すべき手続を首尾一
貫した文書とし、それに従って本番を実施することで、実施
結果も容易に文書化することが可能となります。1回で事
後的に検証可能な状態を保持することを目指すよりも結果
として効率的な方法になると考えます。

■ 最後に

　上記の議論は政府間協定の有無にかかわらず生じる共
通の論点であり、参加FFIと登録型みなし遵守FFIの双
方が検討すべき課題です。ただし、登録型みなし遵守FFI
は非居住の米国人を排除するポリシーの導入や既存口座
の口座特定等を来年の7月1日までに完了する必要がある
ため、参加FFIよりも残された時間は少ないことにご留意
ください。また、今後の政府案の動向、追加ガイダンスの公
表、規則案の最終化を睨みつつ、すでに定められている期
限への対応を行う必要があります。本稿がFATCA対応の
検討の一助になれば幸いです。
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リアル・オプション理論の応用分析
―震災復興の経済理論の構築に向けて―

慶應義塾大学 経済学部
教授　藤田 康範

■ 分析の枠組み

　時の経過に従って価値がρの率で割り引かれる動学的
経済において、「復旧」から「新生」に切り替える時期および
予算配分を政策担当者が最適化する状況を分析対象とす
る。予算総額については外生的にBの水準に定まっている
ものとする。
　本研究では「復旧」期の活動として除染に焦点を当て、
放射線総量Sについては、初期値をS0として、（1）式で表さ
れるようにμの割合で減衰するものとする。 
　dS＝－μSdt. ����������������（1）
　除染費用については、1単位あたり費用を1と基準化し、
また固定費用をゼロとする。 
　地域住民の効用Uは放射線総量の減少関数であるもの
とし、以下では、結論を明確化するために地域住民の t 期

の効用をU（S（t））＝ ）（
1
tS と特定化する。 

　以下では、「復旧」期の特徴として効用の不安定性に着目
し、また、そのような効用の不安定性を表現する方法として
ポアソン過程に従う確率λ（0＜λ＜1）で効用がゼロに急
落するものと仮定する。
　（1）式と効用関数を合わせることにより、効用の確率過程は
　dU＝μUdt－Udq, ��������������（2）

　東日本大震災以降、地震や津波のみならず、放射線汚染や風評被害によって地域住民の効用が損なわれ、その回復
が喫緊の課題となっている。本研究では、これらの震災被害のうちで放射線汚染に焦点を当て、また、震災復興を「復
旧」および「新生」という2つの局面に大別し、「復旧」から「新生」へ切り替える最適時期の理論値をリアル・オプション
理論に基づいて導出する。
　リアル・オプション理論の経済分析への応用はSamuelson（1965）に始まり、その後McDonald and Siegel（1986）
が「待つことの価値（value of waiting）」が投資の延期を惹起することを明らかにして以来、幅広い分野へ応用され
ており、日本企業の輸出行動を分析対象としたDixit（1989）、企業の雇用・解雇政策を分析対象としたBentolila and 
Bertola（1990）、金融政策ルールと裁量的な政策運営間でのレジーム・スウィッチングを分析対象としたHaubrich 
and Ritter（2000）、環境保護政策を分析対象としたPindyck（2000）等が代表的研究として挙げられる1。
　本研究では、リアル・オプション理論に基づいて震災復興のためのモデルを構築し、リアル・オプション理論の応用
可能性を示すことを試みる。

と表現される。ここで、μは平均であり、dqは

　dq＝︷ 0 with probability 1－λdt
1 with probability λdt

を満たすポアソン過程である。

■ 目的関数の記述

　「復旧」から「新生」への転換期をT と表記すると、まず、
「復旧」期における期待効用の現在割引価値の総和 N は

N≡
T

e-ρtU（S（t））dt
0

となる。本研究でのモデルは確率的であ

るので、転換の最適時期は放射線総量の臨界値によって
表現される。すなわち、解くべき問題は、S≦S*の時に「復
旧」から「新生」へ転換するようなS*の導出となる。 
　T期における1単位の現在割引価値の期待値（すなわち

e-ρTの期待値）は（
S*
S0

）α（ただしα＝－
ρ+λ
μ ）となるので、

　N＝
1

（μ+ρ）S0
｛1－（

S*
S0

）α｝（ただしα＝－
ρ+λ
μ ） �（3） 

が得られる。
　一方、「新生」のための投資としてT期にKの費用を投じる
と、θKの効用（ただし、θは正の定数）が地域住民に以後
継続的に、しかも、無限の将来までもたらされるものと仮
定すると、「新生」期における期待効用の現在割引価値の
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総和Fは以下のように導かれる。
　まず、θKの効用がT期以降永遠にもたらされる場合の

現在割引価値の総和は（
S*
S0

）αであり、他方、「復旧」期に

おける除染費用が S0 － S* であるために「新生」のための
投資に充てられる予算が B－ S0+S*となるので、

F＝（
S*
S0

）α
θ
ρ（B－S0+S*）. ����������（4）

となる。
　最大化すべき価値V（S*）は、「新生」のための投資費用
の現在割引価値をN+Fから差し引いた値であるので、

V（S*）＝
1

（μ+ρ）S0
｛1－（

S*
S0

）α｝+（
S*
S0

）α（
θ
ρ －1）（B－S0+S*）.

（ただしα＝－
ρ+λ
μ ）.

が得られる。

■ 最適解の導出およびその性質

　以上より、解くべき問題は

Max V（S*）＝
1

（μ+ρ）S0
｛1－（

S*
S0

）α｝+（
S*
S0

）α（
θ
ρ －1）（B

－S0+S*）　（ただしα＝－
ρ+λ
μ ）

　with respect to S*,
と定式化されるので、最適化条件 
dV
dS*＝

S*a-1

S0
a［－

1
（μ+ρ）S0

+a（
θ
ρ －1）（B－S0+S*）+（

θ
ρ －

1）S*］＝0
より、最適解S*Bが

S*B＝ 1
μ
ρ+λ1－

｛B－S0
1
θ
ρ（μ+ρ）（ －1）S0

｝. ����（5）

の水準に定まって体系が閉じ、ここにおいて最適解の性質
の分析が可能となる。

　まず、λの増加の影響については、
dS*B

dλ <0が得られるので、

最適解の性質1：「復旧」期における効用の不安定性が
増加した場合には、「新生」のための投資時期を遅め、また
その規模を縮小するべきである。
となる。
　この結果は「待つことの価値（value of waiting）」を反
映している。

　同様に、Bの増加の影響については、
dS*B

dB >0が得られ

るので、

最適解の性質2：予算が増加した場合には、「新生」のた
めの投資時期を早め、またその規模を拡大すべきである。
となる。
　以上の結果に加え、初期値の増加の影響についても

　 dS*
B

dS0
>0 if S0<

1
θ
ρ（μ+ρ）（ －1）

, 

　 dS*
B

dS0
<0 if S0>

1
θ
ρ（μ+ρ）（ －1）

.

が導かれ、ここで、 
1
θ
ρ（μ+ρ）（ －1）

を臨界値と定義すると、

最適解の性質3：
（1）汚染総量の初期値が臨界値よりも少ない場合には、
汚染総量が増加すると「新生」のための投資時期を早め、
またその規模を拡大すべきである。
（2）汚染総量の初期値が臨界値よりも多い場合には、汚
染総量が増加すると「新生」のための投資時期を遅め、ま
たその規模を縮小すべきである。
となる。
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グローバル・スタンダードとしての
LEI（取引主体識別子）
～簡単な概念、複雑な導入～

SIX ファイナンシャル インフォメーション リミテッド
エグゼクティブ・ディレクター

ISO TC68/SC4 議長
ヌルディーン　ユース（Nourredine Yous）

■ ガバナンス

　LEIユーティリティは公開管理され透明性のあるものと
し、独占状況を回避しながら費用回収ベースで運用される
べきです。

■ 運用モデル

　2つのモデルが審議されており、一つは中核的ユーティリ
ティ（SWIFT［国際銀行間通信協会］とDTCC［証券保
管振替機関］）といわゆる国内ないし国際第三者請求者で
構成される集中モデル、もう一つは各国の採番機関が運用
を主導し、国際採番コード機関協会（ANNA）が調整する
非集中モデルです。

■ 参考資料の範囲、アクセス、秘密性

　ISO17442に記述されているLEIレコードには、取引主体
に関する純粋な識別データ以外に「親会社」および「最終
親会社」を特定する情報入力欄が指定されています。専門
家グループは最低25%の株主資本保有を取引主体の親会
社の判断基準として提案しています。実務上、この種の情
報の収集、確認、更新は容易ではなく、相当な資源が必要
とされるでしょう。特定の制定法における親子会社関係の
秘密性も障害となります。

　2011年のG20カンヌ・サミットの最終宣言は次のように表明しています。「我々は、金融取引の当事者を単一的に識別
するグローバルなLEI（取引主体識別子）の創設を支持する。我々は、公共の利益を代表するグローバルなLEIに関する
適切なガバナンスの枠組みに係る提言を次回のサミットまでに策定するための規制当局間の作業の調整を主導的に支
援するようFSBに求める。」
　金融安定理事会（FSB）が2012年1月に設立したLEI専門家グループは、2012年4月末までにFSBに結論を提出するこ
とになっています。その勧告は2012年6月のG20で承認される必要があります。したがって本稿の執筆から読者の目に届
くまでの間に主な疑問に対する答えはすでに出ているはずです。その時にLEIは本当に導入、利用可能になっているで
しょうか?
　業界諮問委員会の支援を受けている専門家グループの5つの作業部会の扱う主題はガバナンス、運用モデル、参考資
料の範囲と秘密性、資金調達、導入と段階的実施です。

■ 資金調達（ファンディング）

　SWIFTとDTCCの提案するファンディングモデルは当
初の開発費用を大手金融機関（例：G-SIFI［グローバル
なシステム上重要な金融機関］）が負担することを提案して
います。というのはこうした金融機関が最初にLEIを要件
とする最も重要な報告義務を負うからです。LEIを取得す
る企業からの少額の自己登録・証明および年次登録の手
数料徴収が安定的な収入源になると考えられます。第三者
請求者モデルの場合、（採用されるモデル次第で）国内の採
番機関（NNA）ないし登録機関を通じて間接的な収入が
得られることになります。

■ 導入と段階的実施

　短期間に世界中を対象とすること、ならびに取引主体間
の親子会社関係といった決定的に重要なデータを整備す
ることが複雑と認識されているため、専門家グループは段
階的な導入を提案しています。
　第一段階でLEIコードはOTCデリバティブ関連取引の
相手方当事者の識別に重点を起き、「公有」データだけを反
映します。つまり取引主体間の親子会社関係の情報は含ま
れません。その後、第2段階で対象範囲を徐々に拡大し、追
加的な参考資料とともに親子会社関係データを統合する
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ものとされています。

　ISO標準17442（LEI）は短期間に作成され、ISOの内部
投票の全段階を通過しました。2012年1月から公表可能と
なっていますが、ISO/TC68はFSBの結論とG20の承認を
待つ間、公表の延期を決定しました。規制当局と政策主体の
決定が一致しなければ、基準の修正およびISO組織の正式
承認を求める追加的な投票手続きが行われることになりま
す。LEIデータが市場参加者に普及し、そのITシステムと業務
手続きに導入され、最終的に広く継続的に規制当局に報告
されるようになるまでにはまだ多大な作業が残されています。
　SIX ファイナンシャル インフォメーションのような情報プ
ロバイダーは取引主体ないし金融商品の識別子の導入に
習熟しています。この段階ではプロジェクトは容易です。
LEIレコードが迅速に導入されることに疑問の余地はあり
ません。しかし、規則が課されることで、関係金融機関のす
べてのメッセージと報告にLEIを世界共通の識別子として
導入することにはさらなる課題が伴います。情報の透明性と
秘密性、全世界対象の有効で迅速な情報の更新、費用回収
の一方で高水準の投資・維持管理費用がその主な課題で
す。FSBの結論と2012年6月18、19日にメキシコのロス・カ
ボスで開催される次回G20サミットの決定が待たれます。

磨いてきました。その確かな経験とイノベーションを融
合させることによって、私たちは業界での国際標準化を
推進し、そのリーダーシップを担ってきました。金融業界
のシンクタンクや国際基準組織と緊密に連携すること
で、的確に市場の動向を把握することができます。

現地に密着したノウハウ
　SIX ファイナンシャルは、世界各地の一次情報源か
らデータを収集し、提供することを重視しており、この
綿密で独自のデータこそが、お客様にとっての大きなメ
リットだと考えています。現地の言語を話し現地の市場
慣習に精通している専門のアナリストを採用し、デー
タ、セールス、サポートの各チームも現地に拠点を置くこ
とによって、お客様への直接サポートとニーズに合った
アドバイスを提供することができます。

グローバルデータサービス
　タイムリーで正確なリファレンスデータ、コーポレート
アクション、プライシング情報は、高度で効率的な証券
オペレーションに不可欠です。ウェルスマネジメント、ア
セットマネジメント、保険、非金融セクターおよびメディア
といった業務に携わる世界中のお客様に幅広くサービ
スを提供しています。
　また、国際コード機関協会の創設メンバーであり、スイ
ス国内の証券コード（Valor、ISIN）の採番を行っており
ます。そのリファレンスデータのカバレッジの広さ及び品
質の高さから、多くのお客様からの信頼を得ています。
　リファレンスデータ提供サービスは、現在の株主構成
やファンドの構成情報、コーポレートアクションに関する
報告書を含む幅広い情報を網羅しています。

コーポレートアクション
　SIX ファイナンシャルは、膨大かつ包括的な証券
データベースに、世界中からあらゆる種類のコーポレー
トイベントや株主権利情報に関する最新のマーケット
情報を収集し、高機能なディスプレイ端末またはファイ
ルサービスを通じて、お客様のニーズに応じてコーポ
レートアクション情報を提供します。
　このサービスではキャッシュフロー管理、収益分配、
スピード重視のポートフォリオ管理およびリスク管理な
どの業務をサポートするために、コーポレートアクション
を正確に捉え構築します。また、SWIFTフォーマットに
も対応しています。

SIX ファイナンシャル インフォメーション

　SIX ファイナンシャルは、スイスの有力銀行の連合
体によって1930年にチューリッヒに設立されました。以
来、80年間、質の高いカスタマーサービスを信条として、
着実に世界的成長を遂げてきました。広範で詳細な情
報をお客様にお届けするために、最新の高品質データ・
ソリューションの開発と提供をめざし、変化し続ける金
融市場のニーズに対応する革新的で信頼できる商品と
サービスを一貫して提供してきました。また現在の社名
は、SIXグループとしてのブランドの統一性を図るため
に2012年4月にSIX Telekurs LtdからSIX Financial 
Information Ltdに商号変更致しました。

経験とイノベーション
　SIX ファイナンシャルは、長年にわたる研究開発に
よって新しいトレンドと重要な市場動向を捉える能力を

お問い合わせ先

SIX ファイナンシャル インフォメーション ジャパン株式会社
TEL: 03(3808)2271

sales.jp@six-financial-information.com
http://www.six-financial-information.co.jp
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AIJ事件とガバナンス
埼玉学園大学大学院

客員教授　関村　正悟

■ 年金のガバナンス構造

　年金掛金を支払った事業主や加入者が代議員を選び、
代議員の中から選定された理事が運用執行理事を選び、
年金資産の管理及び運用に関する業務の執行を委託す
る。このようなガバナンスの構造は、事業主や加入者から選
ばれた代議員=株主、理事会=取締役会、運用執行理事=
執行役というアメリカ型コーポレートガバナンスのモデルと
構造的に同型である。
　事業主や加入者の利益のため理事会は、運用執行理事
の運用管理業務を監視する責任があるということが基本
にある。一方、年金基金は運用機関を選定し、運用委託=投
資一任契約を行う。当然基金側は適正なプロセスによって
委託運用機関を選定しかつ、その後のモニタリングの業務
が発生する。このとき基金側は業務執行にあたり、善管注
意義務が発生し、運用機関側には基金に対して運用の忠
実義務および善管注意義務が発生しよう。
　基金の事業主（企業等）や加入者と運用管理業務者の
間に発生するいわゆる「プリンシパル－エージェント」関係、
基金と運用機関の「プリンシパル－エージェント」関係は
エージェンシーコストを発生させ、黙示的な利益相反の関
係を継続させる。例えば、自らも運用をおこなうコンサルタ
ント会社との契約や取引は、関連する様々な利益相反を伴
う新たな「プリンシパル－エージェント」関係の連鎖を生み
だす。投資資産が国内資産の場合、カストディアンは国内信
託銀行のみと単純であるが、海外資産やファンドが対象と

　企業年金や厚生年金基金は金融システム上の生保や投資信託とならぶ機関投資家であり、金融仲介機関としての
機能がある。銀行は預金を集め、預金者に元本を保証し、金利を支払う。年金は掛金を集め、退職後に一時金で受取る
か、年金で受取る選択がある。給付開始までの時間が長いので資本市場に対し黒字主体として長期資金を供給するこ
とができる。年金受給者のメリットはその期間の税制優遇であり、多くの場合給付額がかなり確定的に予想できる点
にあろう。
　年金の運用機関としての基金の役割は、将来の給付額を担保する予定利率の達成という目的を最小のリスクテーク
で執行することにあるのはあきらかである。今回のAIJ事件とは単純に基金の運用の失敗というべきであり、その失
敗の責任はAIJに投資一任することを意思決定した機関とその決定者に第一義的にあることも明らかである。

なれば、この連鎖の輪は組成構造=スキーム次第で複雑に
大幅に拡大していく。
　誰が誰をモニターするのか、何をモニターすべきなのか
の責任をあらかじめ明確にすることが重要であり、コンサル
タントやゲートキーパーにまかせればよいというものでは
ないことは、格付け会社の信用リスク評価に依存し、格付
け会社を責任逃れに使って莫大な損をもたらしたサブプラ
イム問題の教訓が教えるところである。交通事故による渋
滞と同様に様々なネットワーク外部性による被害が拡大す
る。この複雑性に付け入った天才詐欺師は必ずあらわれ
る。詐欺が露呈するのは相場が変調したあとである。

■ 代行部分の本質と国の役割

　さて、いったん「運用の失敗」の原因、その背景にあるも
のに踏み入れると極めて複雑な日本の年金制度に固有で
特殊な事情につきあたる。今回の事件のおかげで一般にも
周知の事実となったことは、厚生年金基金制度自体のもつ
非合理性である。基金の運用失敗による損失を穴埋めする
ために、掛金負担額を引き上げざるを得なくなる。その掛
金を負担しきれない事業所が倒産すると残った事業所に
倒産した事業所の掛金相当額が割り振られて、負担が更
に重くなり連鎖倒産の可能性が高まる。加入事業所が年
金制度を脱退する場合では、年金制度に積み立て不足が
ある場合は不足金を一括拠出しなければならない。
　また、基金を解散する場合は、国に代行部分を一括して
返還するのが原則だが、特例として積み立て不足部分を15
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年に分割して返還することもできる。しかし、分割期間中に
事業所が倒産した場合は、残った事業所が残余の不足分
を引き継ぐという連帯責任制をとっている。1つの企業が倒
産するとそれがトリガーとなり連鎖倒産の可能性が高まる
仕組みになっているのである。兵庫県の基金ではすでに発
生しているし、AIJ関連で同様のことが起きる可能性が低
くはないだろう。国から委託された代行部分とは、実質的に

（基金解散という状態では国に満額返済しなければならな
いという）条件付きの国から借入金であり、その金利は
GPIFの運用利回りに連動するという、いわば変動金利の
国から借入金といえる。
　2002年に代行返上が可能になった時点で多くの単独企
業やグループ内の企業が連合して設立した単独･連合型の
厚生年金基金は、この借金を嫌い、完済して、ガバナンスと
責任の明確な企業年金にシフトし、国の介入の余地をなく
した。一方、零細企業や地域企業の集合体である総合型厚
生年金基金は、国への借金返済が困難な財政状況のま
ま、放置された。
　常務理事が旧社保庁の出身の場合、その責務は、国から
委託された代行部分の資産保全をモニターするという国
の代理人の役割と、基金の運営の執行役としての資産運
用者の役割を演じるという二重性を帯びることになる。代
行部分と代行部分以外の資産の割合は、代行部分の方が
圧倒的に多いのが総合型基金であり、掛金引き上げの困
難から給付超過が常態化し資産縮小が急速化し、代行割
れを解消するには運用収益に過度に依存せざるを得なく
なって久しい。財政困難な基金ほど不確実性の高い資産
運用の世界に踏み込んでいき、そこには一見素晴らしい運
用実績をほこるAIJが待ち構えていた。
　制度上、運用に特化する運用執行理事と基金経営に責
任をもつ常務理事の分離が可能となったが、もともと少人
数の基金では兼任とならざるを得ない。この2つの機能を
同一人格が行うこと、つまり国の資産保全に対する忠実義
務及び善管注意義務と基金の健全運営における忠実義務
と善管注意義務の遂行が両立するのはガバナンス上の困
難が発生しうる。幸運にも運用パフォーマンスが良好なとき
にのみ達成される。本来、旧社保庁出身者は国の代理人と
しては、国の貸金といえる代行部分の資産の保全に専心す
べきであったはずである。

■ 天下りと正しいインセンティブの付与

　今回のAIJ事件で明らかになった驚くべき事象の1つは、
AIJ選定における社保庁OBのコンサルの果たした役割と
業者による接待漬けの実態の一部が国会の証人喚問の中
で公にされたことである。AIJに委託していた総合型基金
は全体の10%程度で、残りの9割は無関係であったことを
もって健全であったという論者もいるが、全体の1割もの基
金が詐欺に引っ掛かるとすればその確率は異常に高いと

言うべきである。
　AIJに投資した基金にしめる旧社保庁出身者の比率が
はるかに高いとすれば、それを生み出した構造的要因があ
ると考えるのが普通である。また旧社保庁出身者でも人
格・資質に優れ、運用の勉強も重ね、十分な能力を発揮し
ているのは当然ありうる。しかし、監督官庁とその出身者が
監督される側にいるという構図は、やはり監督の適切性に
不信をいだかせ、不祥事を生む確率を高める構造要因で
ある。
　日本の官庁の省益最大化行動と出身母体への一家主
義的帰属意識が、年金基金の運用業務執行において加入
者への忠実義務を歪めたのではないか。特に、旧社保庁出
身者が現役の職員ではなく、すでに退職したOBである場
合、資産保全の忠実義務が薄れた可能性があり、しかも、
第2の人生の職場である基金での定年までを無為に過ごす
というインセンティブが強まるか、先の短い在職期間にせ
いぜい運用業務発注者としての立場を積極的に利用し個
人的利益を追求しようとするインセンティブも強まる可能
性がある。
　天下りを許容したとしても、誤ったインセンティブを持つ
可能性のすくない現役の将来のある若い人間を採用すべ
きであり、その職務の評価に対して適正なインセンティブが
付くようにすべきであり、良い成果をあげれば、再び本庁で
の重要な職務が待っているような仕組みにすべきであろ
う。そのことが資産の保全という業務遂行に対するモチ
ベーションも高まる。
　当然運用成果の改善に対しても適正報酬が付くように
すべきである。悪平等の一律年功報酬体系こそが若い人
間の意欲をそぎ、今回のような先の短い退職OBが私的利
益を追求しようというインセンティブ持つ機会を作り出し
ている。年金運用管理は社会的に重要な職務であり、定年
退職者に安逸に過ごす数年を与えるほど年金基金には余
裕はないはずである。総幹事の信託、生保といった直接利
害関係者の採用についても、果たして利益相反の回避がで
き、その行動が特に加入者の利益にたいして忠実義務をは
たしうるのか、厳しくモニターする必要があろう。
　総幹事などの利害関係の強い機関からの採用は避ける
べきではないか。制度に対する不信が生まれると、そこから
脱退しようという流れが必然的に生まれ、加速され、アッと
いう間にシステムが崩壊する可能性がある。年金制度への
セイフティネットの構築が緊急の課題となる所以である。
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FATCA を取り巻く金融環境特集

FATCAへの金融機関の対応
NTTデータ ジェトロニクス株式会社

金融ビジネス企画部　主任コンサルタント　中野　寿和

■ FATCAにより金融機関に求められるもの

　FATCAでは、外国金融機関（米国外の金融機関、略し
てFFI)に対して、米国の内国歳入庁（IRS）とディスクロー
ジャー契約（FFI契約）を締結することを求め、その契約を
締結すると外国金融機関は以下の対応が必要になります。
1.「米国人口座」の特定（確認）
2.「米国人口座」に関する情報のIRSへの報告
3.「パススルー支払」（非協力口座等からの源泉徴収）
　FATCA契約を締結しない場合、当該金融機関が受領す
る米国債券・株式等の利息・配当及びその譲渡対価に対
して30%の源泉徴収税を課されます。金融機関によって
は、米国人あるいはその他の非居住者の口座を保有しない
として、「みなし遵守FFI」を選択してFATCAの適用除外と
なることも可能ですが、その場合でも一定の基準を満たす
ための種々の要件が必要です。
　FACTAの最終規則は今夏に公表予定であり、日米両国
の政府間折衝による新枠組み構築の動きもありますが、米
国人口座の特定（本人確認）や米国人口座の報告等は必
要となる方向です。

■ 米国人口座特定の手続きについて

　米国人口座の特定については、個人と法人、既存と新規
に区別して考える必要があります。ここで言う「米国人口
座」は、いわゆる米国籍を保有する個人や、米国で設立され
た法人だけを言うのではありません。例えば、以下のような
ものも対象に含まれるので注意が必要です。
1.米国に勤務する日本人
2.米国人が10%超の株式を保有する日本企業
　金融機関は新規口座の特定手続き制度スタートの後1、
2年以内に、一定基準を満たすすべての既存口座につい

　FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）が2013年1月に施行されます。FATCAは米国の法律ですが、日本を含
む外国の金融機関に対して義務を課するものであり、我が国の金融機関もその対応を迫られることになりそうです。
　本稿では、金融機関のFATCAへの対応における具体的な課題、一連の手続きの中でもポイントとなる米国人口座
特定（本人確認）の手続きについて述べます。

て、米国人かどうかの判定を行う必要があります。既存口
座の数は膨大であり、この手続きは金融機関にとって大き
な負担となります。
　これを実施するために勘定系システムの顧客管理情報

（CIF/CRM等）で管理できることが望ましいですが、
FATCAで米国人かどうかの判断を行うためには、CIF等
には保有されていない情報が多数必要となり、それらが
CIFに追加登録すべき情報か否か等の問題があります。シ
ステム対応がどこまで必要になるかについては、各金融機
関が、自社（自行）の顧客数から確認対象者数、米国人口
座数などを推定した上で判断することになりますが、実施
時期までの期間が短いこともあり、勘定系システム等以外
での対応が現実的な策と考えます。
　FATCAの暫定規則案では、米国人特定時の基準等に
おいては、AML/KYC注が十分にできている前提であれ
ば、その情報に基づくことができると定められています。こ
のため、FATF基 準 で のKYCを整 備 することにより、
FATCAでの米国人口座の特定を効率的かつ円滑に進め
ることができると考えます。

■  犯罪による収益の移転防止に関する法律
（以下、犯収法）への対応との関連

　2013年4月から改正犯収法が施行され、顧客管理措置と
して、これまでより幅広な顧客情報の取得が求められるこ
とになります。FATCA対応と犯収法対応とは共通する部
分がかなりあるので、両者を併せて検討し、体制・業務・シ
ステム等を準備・構築していくのが良いと考えます。
　NTTデータ ジェトロニクス社は、従来よりAMLをはじめ
とする各種のソリューションを金融機関にお届けしており
ますが、FATCA対応についても業務のコンサルやシステム
対応検討の支援等、幅広いサポートをさせていただきます。

注　AML：アンチマネーロンダリング　　KYC：Know Your Customer（顧客管理措置）
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されていない内容も含まれている。BS、PL、CF、株主資本等
変動計算書、各種明細（製造原価、販売費・管理費、借入金・
社債明細等）のほかに財務指標や資金運用表、資金移動表
など500以上の項目を収録した企業財務は細かい分析に役
立つ。さらに、企業活動を分析する上で欠かせないマクロ経
済環境のほか、業界統計データ、セグメント毎の業績予想・
業績コメント、IRデータ、株主総会召集通知、環境報告書・
CSR報告書、開示資料等など従来の日経NEEDSにも収録さ
れていないデータも収められている。日経の面目躍如である。

533に及ぶ新しい業種分類

　肌感覚にフィットした企業分析をサポートするため「日経
ValueSearch」では企業を新たに533業種に分類している。
東証の業種分類は33種だが、日経の新業種では大分類を15
種、中分類を67種に分類した後、さらに小分類が533種と
なっている。また、企業の多角化経営を十分に考慮した結
果、1社に対し複数の業種コードが付与された。これにより企
業・業界情報の横断的な取得や、競合他社比較や案件発掘
の際の緻密な検索やスクリーニングが行える。
　例えば、武田薬品工業の場合、小分類ではメイン業種であ
る医療用医薬品以外に、一般用医薬品・医療用試薬検査
薬・健康栄養機能性食品に分類されている。分類は通期本
決算の発表後や主力事業の大きな変化時などに見直しが行
われるので、陳腐化することはない。
　企業価値向上の取り組み強化が求められる中、日経
NEEDSと日経テレコン21を有機的に結びつけ、関連する
データと記事を一画面でチェックできる「日経ValueSearch」
は株式調査、コーポレート・ファイナンス、法人営業、M&Aア
ドバイザリー、公開引受等の各担当部署で導入効果を発揮
するであろう。業務を効率化させるとともに付加価値を高め、
的確な意思決定を支援するに違いない。

企業・業界情報サービス「日経ValueSearch」誕生
～日経テレコン21×日経NEEDS×新規コンテンツ×分析ツール～

「日経ValueSearch」が解決する3つの課題

　ビッグデータの時代である現在では、情報の収集と分析が大
きな課題となっている。散在する情報の中から「欲しい」情報を
いかに効率的に見つけるか。これが一つ目の課題だ。二つ目は、
資料作成の負荷を軽減すること。収集した情報から企画書や
提案資料を作成するのだが、情報量が多いほどその負荷は増
すからだ。そして三つ目の課題は迅速で的確な経営判断ができ
る環境を整えることである。「日経ValueSearch」が提供する高品
質な情報は、正確なファクトに対してさまざまな角度から洞察を
加えたもので、分析者の的確な意思決定を強力にサポートする。

充実した定性分析機能

　トップ画面にニュース、株価、財務、記者のコメントを集約した
企業サマリに加え、関連業界を一覧化し主要な指標から動向
を見て取れる業界指標、記者の動向解説や業界統計を凝縮し
た業界概要ページを配置。企業と業界のページ間移動をスムー
ズにしたほか、数値情報に加えて日経新聞ニュースや有価証券
報告書、M&A情報などを横断的に閲覧できる定性分析の機能
がある。また、競合企業を財務データで多面的に比較する企業
比較表の機能や数値データだけでなく「買収防衛策の有無」

「V字回復」など制度条件や複数期間にまたがる条件まで網羅
したスクリーニングツールも搭載。もちろん、比較項目の選択や
条件の保存もオーダーメイド感覚で出来る。この他にも、企業
価値評価（簡易シミュレーション）機能があり、WACCや予想
データの設定に自由入力以外に様 な々選択肢が用意されてい
る。得られたデータやグラフはExcel、PowerPointやPDF等の
アプリで使える。企業レポートの自動作成機能やすべての数
表、グラフがダウンロード可能なのも嬉しい機能だ。

日経独自の豊富な企業情報

　上述のデータやグラフを得るために企業情報、業界情報が
豊富に用意されている。所在地、設立年月日、部長級以上の役
員人事情報、大株主上位30位、取引先、取引銀行と借入額な
どの基本データは勿論、日経の独自調査による一般には開示

　日本経済新聞デジタルメディアは企業・業界を多面的に分析する新しい情報プラットフォーム「日経
ValueSearch」を近くリリースする。日本最大の記事・企業情報検索データベース「日経テレコン21」と総合経済デー
タベース「日経NEEDS」から企業・業界に関する情報を凝縮。有機的に統合した上で、新規コンテンツや分析ツー
ルを大幅に追加している。

　本誌編集部
長谷川　旭隆

Solutions

お問い合わせ
（株）日本経済新聞デジタルメディア

〒 100-8066　東京都千代田区大手町 1-3-7
http://www.nikkei.co.jp/digitalmedia/

E-mail：valuesearch@nikkei.co.jp　Tel：03-6256-2581
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欧州財政問題と国債利回り（その3）
アナリスト　平井 こうたろう

やさしい解説

最近の金融市場

　前回イールドカーブを分析しましたが、実はもう1つ債券利
回りを語る上で重要なポイントがあります。それは国内市場
を見るとわかりやすいと思いますが、外国為替市場や株式
市場は個人が参入しやすいものの、債券市場には個人投資
家が参入しにくいという点です。外国為替や株式は既にネッ
トトレードが普及していますが、国債売買については全くと
言ってよいほど普及しておらず、テレビでニュース等を観てい
ても10年国債利回りですら伝えてくれません。
　こうした事実は結局、債券市場についてはまだまだ金融機
関の理屈がまかり通るということであり、逆に言えば外国為
替市場や株式市場については年々金融機関的発想だけで
は立ち行かなくなっているということです。このため金融機
関の理屈だけで市場コメントや相場予想をしても的外れにな
り、債券市場のみが古き良き金融機関の理屈が通るわけで
すが、残念なことにマスコミは金融機関の理屈を熟知してい
るわけではないので、ドイツ国債入札時の札割れがこの世
の終わりのように伝えられてしまうのです。また金融機関に
勤務していて、市場業務に従事している人でも、自分の担当
外の市場のことなど多くは知りません。新聞等を見て信じる
人がたくさんいるのもまた事実です。
　しかし金融機関の理屈はさておき、明らかに金融機関を取
り巻く環境は変化しており、金融機関に対する規制が強化さ
れ続けている一方、各種信用力を示す格付動向は市場に強
烈なインパクトを与えてきています。この格付問題について考
えてみましょう

金融規制と格付動向

　欧州財政問題という言葉で片付けられる最近の市場動向
ですが、もう少し本質的に考えるべき問題があり、それはサブ
プライム、リーマン・ショック、フラッシュクラッシュ、欧州財政
問題と立て続けにいろんな問題が出てきて市場を激震させ
るようになった原因を探ることです。一体世界はどうしてこの
ようになってしまったのでしょう？単に収益至上主義＋高給
ボーナス獲得のために金融機関が悪さをしているということ

　欧州国債の動きに関して、前々回は資金繰りとの関係について、前回はイールドカーブの形状について着目してきました
が、今回は金融機関を取り巻く環境や格付動向に着目してお話しましょう。

でしょうか？その点も多少なりともあるとは思いますが、そう
なる原因が更に奥深くあるのではないでしょうか？
　近年の動向で顕著に見られる事実として、お気づきの方も
多いとは思いますが、「格付機関による格付見直しにおいて、
頻繁に、かつ、数ノッチ一気に変化することが増えた」という
ことがあります。格付機関が方向性を示していると言っても
今となっては過言ではない影響を与えています。こうなってし
まった経緯を1つ1つ考えてみましょう。
　現在金融機関はバーゼルⅢという規制導入にあたり、資
本増強等を求められていることはご存知でしょう。このバー
ゼル規制について、現在発表されているバーゼルⅢではなく
バーゼルⅡに着目してみます。バーゼル規制はもともと銀行
の健全経営を目指して自己資本比率を高く保つことを目指し
ていますが、バーゼルⅡ導入時において銀行がそれぞれ分析
力をつければ調達する資本が少なくて済むという考え方が
出てきました。市場リスクをどう捉えるかといったものが中心
でしたが、リスク計測手法が高度であればそのノウハウを
使ってリスク量を計ることができ、そのリスク量を基に自己資
本比率を算出できるというものです。
　この概念は銀行のリスク評価を高度化させるだけの影響
であればよかったのかもしれませんが、人的コストや時間コ
スト、システムコスト等を増大させる一方、銀行内に格付手法
に依存するビジネススタイルというものを生み出しました。一
言で言えば「社内格付導入」という概念です。自社の分析に
よって取引相手や投資商品を格付し、投資できる上限額を
定めたり、最低限必要な貸出金利水準を定めることにつなが
るものです。「株式会社Xの社内格付はA－であり、期間3年
でのA－の貸出基準スプレッドは○％」というような形です。
しかしいくら銀行であっても、すぐに株式会社XがA－格の信
用力かどうかの判定するようなノウハウが持てるものではあ
りません。つまりそこで外部格付機関による格付がどうなっ
ているのかが大きく影響を与えました。これが格付至上主義
につながった大きなポイントだと思います。
　しかし哀しい事実ではありますが、現実論として、格付機
関が投資不適格（BB＋以下）となっているものを自社格付
では投資適格と判定することはまずありえません。社内で責
任問題になるからです。社内審査という業務内容からして評
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価は加点方式よりも減点方式がわかりやすいですから、自
社格付が格付機関と格付と同等ということはあっても上回
ることはゼロに近いでしょう。審査する人の立場で考えれば
人間の心理としては当然の行為です。
　ではバーゼルⅡ自体がそれほど悪いものだったのでしょう
か？私自身はそうは思っていません。最低自己資本をキープ
させることは銀行経営において重要です。では格付機関側
の問題でしょうか？銀行の社内格付の問題なのでしょうか？
　少し視点を変えてみましょう。最近出てくる話と言えば、「株
式のカラ売り規制をしよう」、「銀行税を導入しよう」、「銀行の
本業ではリスクを取らせないようにしよう」等々、よくもまあ銀
行規制をたくさん考えるものだと思いますが、実際に政治的
に規制をかけて近年うまくいった試しがありません。実際に
株価が世界的に見てマイナスパフォーマンスになっているの
はその表れです。
　格付機関が強大な影響力を持った理由は、全世界的にリス
クテイクをしなくなったことが理由でしょう。金融規制は政治
家のリスクヘッジ、ポジションを持たないのはディーラーのリス
クヘッジ、誰か悪者を決めてそのせいにすることばかり世の中
で起こっています。国内においても格付機関が強大化しないよ
うにと中立を保たせるべく認定業者扱いのようにしましたが、
そうなると認められた格付機関は「自分の格付によって投資
が失敗したと訴えられて裁判沙汰にならないように、先行して
格付けを下げる」という行為が目立つようになっているのです。
　一気に数ノッチ下げるという行為は、考えようによっては
格付機関にとって昨日までの自己否定ですが、誰かのせい
にするという世の中の流れが変わらない限り、格付機関によ
る動きは変わることはないでしょう。格付変更による市場イ
ンパクトよりも、投資失敗による裁判をヘッジしているので
しょう。認定業者扱いになるということはそういう意味を持た
せるのです。それと同じように、銀行に過剰な規制をかけた
ところで、せっかくこれまでバーゼルという名のもとで過剰に
投資することに歯止めがかかっていた投資商品を、別会社設
立によって積極的に投資するという形で行う道を開いてしま
い、（最近は新たに連結規制等で縛ろうとしていますが）別会
社はパフォーマンスをあげようとバブル的に資金をつぎ込む
形になり、市場が思わぬことで大きく変動するようになって
きていると考えられます。
　要は本質を見抜かずに動いて失敗しているのが最近の政
治や市場であり、外的要因と思っていたものがすべて内部要
因に変化してきたということでしょう。しかも格付機関による
ソブリンリスク判定は、金融機関への影響というよりも政治
力を見ています。政治は金融機関を抑えようとし、金融機関
は格付のせいにし、格付機関は政治のせいにする三つ巴状
態のようです。今ではいろんなものが複雑に絡み合い、解決
困難に陥っています。

注意すべき報道

　話を戻して、欧州各国の国債利回りを考えると、果たして

内閣入れ替えのようなことが起こってしまった一部の国の政
治は一体何なのかと考える必要もありますが、注意すべきは
「財政問題をクローズアップさせて縮小均衡させることばか
りを良しとすると、経済は絶対発展しない」ということです。
過剰負債はよくないことであり、財政赤字が膨らまない状況
が理想ですが、政治面が市場に翻弄され、マスコミにも翻弄
されるようでは経済発展など望み薄です。
　国内においてもとても閉塞感があり、国債大量発行もどこ
まで意識されているのかよくわかりませんが、「（何となく）財
政問題で相場が動いているらしい」ではなく、「本当に財政問
題が株価を変動させるのか？」と考えながら、騙しも多いマー
ケットコメントよりもきちんと自分で分析する姿勢を忘れては
いけないようです。「自己責任は実は他人への責任のなすり
あい」ということでは笑い話にもなりません。周囲に振り回さ
れず、しっかりとした意見を持って立ち向かうことが結局は
問題解決への近道ではないでしょうか？

富士山マガジンサービス
（http://www.fujisan.co.jp/）で

お求めいただけます。

●PC クイックアクセス
http://fujisan.co.jp/msreview
●モバイルクイックアクセス
http://223223.jp/m/msreview
●QRコード

●デジタル版
http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281684019/

　雑誌版は雄峰堂兜町店（山種ビ
ルB1F、東京メトロ「茅場町」駅直結）
にて一般発売されています。どうぞお
買い求め下さい。

書店でお買い求め
いただけます

M
arket Solutions ReviewM

ark
et S

olut
ion

s R
evie

w

17

http://fujisan.co.jp/msreview
http://fujisan.co.jp/magazine/1281684019/
http://www.fujisan.co.jp
http://223223.jp/m/msreview


  再生可能エネルギー
がわかる

環境エコノミスト
西脇　文男

第1章　 再生可能エネルギー拡大に舵を
切った日本のエネルギー政策

第2章　 再生可能エネルギーの可能性と
課題

第3章　 再生可能エネルギー発電拡大の
カギを握るシステムと技術

第4章　 再生可能エネルギービジネスに挑
む日本企業の実力

　大震災前まで、わが国のエネルギー政策は原子力発電を
重点的に拡大すべき基軸のエネルギーと位置付けてきまし
た。2010年6月閣議決定のエネルギー基本計画では、2030年
までに電力供給に占める原子力発電の比率を50%にまで高
める方針でした。原発を縮小せざるを得ない状況となったい
ま、クリーンで安全な、かつ純国産エネルギーでもある再生
可能エネルギーへの期待と注目が一段と高まっています。
　国も取り組みを強化し、導入拡大の切り札とされる全量固
定価格買取り制度がこの7月よりスタートします。注目されて
いた個別の買取り価格も発電事業者の要望価格に概ね沿っ
たレベルに設定されることが確定的となり、これによってメ
ガソーラー（大規模太陽光発電所）をはじめとする再生可能
エネルギー発電設備の建設が急速に進むと見込まれます。
　はたして再生可能エネルギーで原発の穴を埋めることは
可能でしょうか。現在、再生可能エネルギー発電の比率は
10%にも満ちません。しかも、この内これ以上の拡大が期待
できない大規模水力が8%で、太陽光発電等のいわゆる新エ
ネルギーは1%強に過ぎません。これを一気に拡大しようとし
ても、現実には経済的、技術的な課題も多く、容易なことでは
ありません。たとえば、太陽光発電で原発1基分の電力量を
発電するためには、山手線内と同じ広さの敷地に太陽光パ
ネルを敷きつめる必要があります。経済性を別にしても、変
換効率を飛躍的に高める技術革新がない限り、原発何基分
も代替することは難しいでしょう。
　それでも再生可能エネルギーの拡大を進めるしか選択肢
はありません。化石燃料による火力発電を増やすことは、エ
ネルギー安全保障と地球温暖化対策の両面から、避けるべ
きです。官民一体となって、政策や技術を総動員して取り組
んでいく必要があります。

　本書は、再生可能エネルギーの全体像を理解できるよう
に、最新のデータや図表などを使ってわかりやすく説明して
います。また、海外の再生可能エネルギーの現状を伝えるこ
とで日本の課題や方向性を探っています。

　第1章では、わが国のエネルギー政策の中で、再生可能エ
ネルギーがどのように位置付けられ、どのような普及支援政
策がとられてきたかを概観します。特に今年7月よりスタート
する固定価格買取り制度について、世界各国の導入状況も含
め、その概要、期待される効果や国民負担などを解説してい
ます。
　第2章で、太陽光発電、風力発電、小水力発電、地熱発電、
バイオマスエネルギーなど、主な再生可能エネルギーについ
て、現在の導入状況、技術開発動向、普及拡大に向けての課
題や今後の見通しについて詳しく見ていきます。また、今後
大きなポテンシャルがある海洋エネルギー発電や、藻類バイ
オ燃料の最先端の研究などについても触れています。
　再生可能エネルギーに共通する課題は、発電コストが高い
こと、自然状況に依存するため発電が不安定なことです。本
格的な普及のためには、技術革新と市場拡大によって大幅な
コスト低減を促すとともに、再生可能エネルギー発電の不安
定さを取り除き、上手に使いこなす工夫が必要です。そのカギ
となるスマートグリッドの取り組みについて、第3章で最新の
動向を紹介します。
　第4章は、ビジネスの観点から、再生可能エネルギー市場
と日本企業の関わりについて述べています。再生可能エネル
ギー関連のビジネスはすでに大きな市場に育っており、しか
も猛烈な勢いで拡大を続けています。世界各国はこの成長
市場を、自国の経済発展と雇用創出につなげようと、熾烈な
陣取り合戦を繰り広げています。その中で日本企業は、どの
ような戦略で挑もうとしているのか、事例を交えながら、日本
企業の取り組みを追います。
　全体として、再生可能エネルギーの現状、今後の方向性、
ビジネスの動向がわかる構成となっています。本書が再生可
能エネルギーに対する理解を深めていただく一助になれば
幸いです。（日本経済新聞出版社刊「日経文庫」）
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私はうちの会社のみんなに「自分が幸福になるように働け」っていつも言っているんですよ。会社のためでなく、自分のために働けって。
本田　宗一郎

編集後記
　春爛漫である。同時に、紫外線が強い季節となった。以前、「チビリ
ンピック」が国立競技場で開催されていた頃、半日スタンドに座って
いたら日に焼けた。この話しを高校生になった娘にしたら、日照時間
が長くなったせいだと、たまにはまともに聞こえる事を言う。しかし、
真偽は不明。

　横山大観が終生愛飲したのは広島・三原市の銘酒「酔心」。蔵元
は大観に一生の飲み分を約束し、大観は酔心に毎年一枚ずつ作品
を寄贈したという。なめらかな口当たりで、スッキリとした喉ごしが好
きだ。昔、バークレーの街で仲間と酔心の一升瓶を空けた事を思い
出す。 裕次郎

読者の皆様へ
● 読者皆様からのご質問、投稿、面白かった記事へのご意見・ご感

想をお待ちしています。今後の誌面作りに反映させていただきま
す。ハンドルネームで結構ですので、http://www.msog.jp/review/よ
りどしどしお寄せ下さい。

● 本文中の会社名、商品名、サービス名等は一般に各社の商標また
は登録商標です。

● 本誌掲載の記事、写真、図表のすべてあるいは一部の無断転載は
固くお断りします。事前にご相談ください。

記事・広告の掲載をご希望される皆様へ
●  記事、セミナー情報および広告掲載を受け賜ります。お問い合わせ

下さい。

次回の発行
● インターネット版と雑誌版を7月中旬頃にアップ・発行する予定で

す。ご期待下さい。

　プロ野球はお好きですか？シーズンが始まると、移動日はあ
れど、ほぼ毎日のように試合がある。それが会社終わりの居酒
屋タイムにヒットしている事もあり、やや陰りはあるとはいえ、プ
ロ野球は世のおじさんたちの強い味方のようです。残念なの
は、地上波での野球中継がすっかり激減したことですね。とこ
ろで、昨年公開され話題になった映画「マネーボール」はご覧
になりましたか。原作は2004年に出版された同名のノンフィク
ションで、米大リーグ・アスレチックスの実在のゼネラル・マ
ネージャ、ビリー・ビーンが主人公。映画ではブラッド・ピットが
演じていました。
　貧乏球団が金持ち球団に打ち勝つために、ビーンGMは「マ
ネーボール理論」として、セイバーメトリックスを活用しました。
セイバーメトリックスそのものは70年代から提唱されているベー
スボール（野球選手）を客観的、統計的に評価、分析しようとす
る指標、評価基準です。私達に馴染みのある一般的なメトリッ
クスは、野手では3冠の打率、本塁打、打率に盗塁や出塁率、投
手なら勝利数、勝率、防御率などですが、セイバーメトリックス
はこれらとはやや異なります。例えば、投手を評価する重要なメ

トリックスとしてFIP (Fielding Independent Pitching)と言う
ものがあります。
　FIP＝｛（本塁打×13）＋（四球－故意四球＋死球）×3－（奪
三振×2）｝÷投球回数＋3.12
　なんだか良くわかりませんが、これを守備に左右されない投
手本来の能力とします。また、野手の場合は出塁率、長打率、
選球眼を重視する一方で、犠打や盗塁、失策・守備率は軽視し
ます。「マネーボール理論」は球団運営、野球戦術の一つのモデ
ルにすぎませんが、米大リーグ
では、根強く支持されているよう
です。結果はともあれ、戦術が科
学的に検証される土壌はあるよ
うです。さて、日本のプロ野球は
どうでしょうか。監督さんの“好
み”や“感”で試合が差配されて
いるんじゃない？と思ってしまう
のは私だけでしょうか。

映画「マネーボール」
マーケティング　コンサルタント　西川　一眞
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