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資産運用業界が直面する変革の新時代

アセットサービシング

とその先の未来
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柔軟かつ堅牢で、効率的なデータ駆動型
オープンアーキテクチャを構築する
という展望のもと、皆様とともに諸般の
難題に取り組み、皆様を発展と成功へと
導いてまいります。

BNYメロン
ヘッド オブ インターナショナル
ヨーロッパ・中東・アフリカ地域会長
ハニ・カブラウィ
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世界の投資業界には新たな破壊の波が押し寄せようとしてお

り、私たちを取り巻く競争環境や市場の見通しは変化しつつ 

あります。バイサイドリーダーは、投資業界を一変させるこう 

した動向の中どのように舵とりをしているのでしょうか。

未来に目を向け、投資業界を形成しつつある重要なテーマを

いくつか浮き彫りにすることにします。

今日の投資業界を揺るがす強力な要因としては、グローバル市場

における変動性、空前のデジタル・ディスラプションに起因する

不確実性、規制強化に伴い高まる複雑性、そしてデータの曖昧性

が挙げられます。ノン・バンクのサービスプロバイダーの参入に

より競争が激化するなか、これらの力が一体となって、投資家お

よびそれらのサービスプロバイダーに再考、再設計、そして変革

を迫るという破壊的な状況を作り出しています。

今日、これらの力はさまざまな形で作用していることがうかがえ

ます。投資家が環境・社会・企業統治（ESG）投資における

サービスソリューションを求めているほか、中国など未開拓

市場にもアクセスしつつあります。規模の経済と価格交渉力を

確保するために、より少数のサービスプロバイダーを利用する

というのが現在のトレンドです。その結果、少数のワンストッ

プショッ=プ型のサービスプロバイダーが市場を独占し、中心

的なカストディ業務に加え幅広いサービス機能を提供するよう

になる可能性があります。

これと並び、機関投資家がリスクの両極に資金を振り向けるとい

う投資戦略の「バーベル化」により、資産がパッシブ運用

と、プライベートエクイティやプライベートクレジット、不動産

などオルタナティブ商品に集中しています。

これらのテーマに共通しているのはデータとデジタルイノベー

ションへの関心の高まりです。

今日、事業運営会社はみな、各々の内部データを開示するだけ
ではなく、多種多様な第三者プロバイダーからのデータを統合
して分析や知見を導き出し、意思決定を強化しなければならな
いという圧力に晒されています。これを実現するためには、

テクノロジーやデジタルイノベーションを用い、自動化と
弾力性という要素を併せ持ち、かつ市場の新しい現実に対応す
る運営モデルを構築することが求められます。

なによりも、アジアの経済的影響力の高まりが、世界経済にお

いて同地域が担う役割と責任の拡大という形で表れており、未来

の金融エコシステムの形成においてアジアが中心的な役割を果た

すことは必至です。バイサイドリーダーは、前例のない難題に

向き合い、急速に進化する環境のなか舵取りをする覚悟をしなけ

ればなりません。 

BNYメロンのデジタル活用

BNYメロンは先んじて、これらの変化に適応し乗じる備えを

お客様へお届けしています。私たちは全社を挙げデジタル化
を進めており、新しい考え方や働き方に適応できるよう

各プロセス、商品、およびお客様との繋がりの再構築を

図っています。したがって、私たちの全ての行いがデジタ

ルであり、最高水準かつお客様の要求に見合ったものに

なっています。私たちは機械学習や人工知能など最先端

のテクノロジーを採用することで、プロセスの簡素化を図

り、またお客様へ新たな発想を積極的に提供しています。

私たちはまた、デジタル主流の未来の投資業界を生き抜くに

当たり、開かれた協力体制を採用し、お客様に寄り添い他の

サービスプロバイダーと共働し、技術革新のネットワークや

デジタルエコシステムを構築し、お客様へ付加価値を届けら

れるよう努めています。

そして私たちは、データに基づく意思決定と事業の成長、

イノベーションを促す基本的データサービスを展開すること

で、データが持つ価値を解き放とうとしています。

アセットサービシングのお客様に対しては、顧客情報伝達の

改善と迅速化、お客様の過失と透明性の再点検、データ管理

において確立された主導的立場を活用したデータ力を解き放

つデータ分析の提供に注力しています。ビジネスのデジタル

化により、新しい機能をより速く届け、より豊かな洞察をお

客様へ提供し、そして私たちの中核機能とデジタルサービス

を最高水準のサードパーティーソリューションと融合させ、

フロント、ミドル、バックオフィスのモジュール式選択肢を

ご提案できるようになります。

それゆえ、皆様のような機関投資家におかれましては、そう

したトレンドが組織の成長にどのような影響を及ぼすかを

検討することが極めて重要になってまいります。本文書で

は、投資業界の未来を形成する要因とされるテーマに関する

BNYメロンその他業界のリーダーの専門的見解をご紹介致し

ます。

エグゼクティブサマリー
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「通常」の再定義

1
投資業界の未来を書き換える人工知能

2
眉唾物から現実になりつつある

ブロックチェーン

i3
顧客体験の基礎を成すAPI

4
運営モデルの未来像を形成する
オープンアーキテクチャ

 データの民主化

5
戦略と意思決定を強化する
民主化されたデータ

6
データ駆動型イノベーションにより 
再考される道のり

7
オープン・データエコシステムに伴う 
投資ドメインの成長加速

8
広範に及ぶデータセットへのアクセスを
与える形式化されたデータ利用規則

2020年における 
20の重要トレンド

データ管理:  デジタル化: 
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2020年における
20の重要トレンド

世界の投資業界の未来を形成する

 主流になりつつある

9
まもなく 優 位 に 立 つ
プライベー トエクイティ

10
デジタル化の成功が期待

され る不動産

11
オルタナティブ投資の注目スポッ 
トとして台頭する新興アジア

12
新たな透明性レベルに向かう
プ ライベートクレジット

劇的な変化の始まり

13
投資業界を変容させる気候 変動

14
資本の役割を再定義する
インパ クト投資

15
投資収益の原動力となる
重要な ESG要素

 中国が門戸を開放

16
外国資本参加の増加見通し

17
各種アクセス制度調和の強化

18
中国人民元の影響増大

19
投資家基盤の拡大

20
投資対象の拡大

オルタナティブ
投 資 : 

ESG統合: 未開拓の 
機会:



「通常」の再定義

頭打ちとなる収益、そして利益率の圧迫から資産運用業界は運営モデ
ルの見直しを余儀なくされています。変化を迫る要因は内外から生じ
ていますが、市場のボラティリティや新規参入企業からの手数料引き
下げ圧力、複雑化する規制要求などといった外生的要因は、基本的に
各社のコントロールが及ぶ範疇にありません。

しかしながら、内生的要因は、未来に生きる組織づくりへ活用できる
可能性があります。適格なアプローチにより、テクノロジーが特効薬に
なり得ます。 

未 来に活 か せるビジネス改 革ロード マップ上のデジタルトレンド4 項目 
アセットオーナーや資産運用会社が市場の様々な新現象に対応するビジネスモデルの
構築を模索するなか、投資サービス業界においては、価値を創造し組織の潜在能力を
引き出すデジタル技術の採用に大きな可能性が存在します。

1
人工知能

2
ブロック
チェーン

3
APIs

4
オープン

アーキテクチャ

デジタル化

4

デジタル化 : 
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シンガポール国立大学
准教授
キース・カーター

眉唾物から現実になりつつある
ブロックチェーン
投資業界においてフィンテック企業と金融機関の収斂が進む

なか、私たちはブロックチェーンの受入と導入の拡大を目の

当たりにしています。ブロックチェーンまたは分散型台帳の背景

にある概念は数十年前に生み出されたものですが、これら

テクノロジーのすべてを結び付け、そして広大な投資の世界

に利益をもたらすことを証明したのはビットコインでした。

世界各国・地域の大手金融機関と規制当局は今やブロック

チェーンを、不要で重複するプロセスを排除し、コストを削

減し、効率性・透明性・弾力性を向上させる手段として捉え

ています。

BNYメロン
ヘッド・オブ・ブロックチェーン
サブハンカル・シンハ

1 2
投資業界の未来を書き換える人工知能
プロセスオートメーションと併用することで、人工知能（AI）

は、 機械学習を行い、反復学習により精度を高め、効率性を

さらに向上させる可能性があります。BNYメロン・インベス

トトメメント・マネジメントの『Future 2024』レポートにおけ

る調査回答者の3分の2が、AIの発達は「間違いなく」資産

運用の未来を世界規模で書き換えるだろうと答えました。

ポートフォリオマネジャーやクオンツ分析の専門家が情報優

位を獲得するためにコグニティブコンピューティングや機械

学習、ソーシャルメディアなどのツールを用いるケースが増

えている一方、ロボットによるプロセスオートメーションが

セットサービシング分野で応用され、顧客体験の向上が図

 られています。

BNYメロンは、お客様からのメール問い合わせの意図を特定
し適切な部署へ振り分け迅速な回答がなされるように、AI -
自然言語処理-を利用しています。私たちはまた、マニュアル
作業を減らすため取引指図の分類と理解に機械学習を用いて
います。

人間の知能は、反復作業に機械を
用い、データの収集・処理に費やす
時間を大幅に削減させることで人工
知能を最大限に活用する方法を理解
しつつあります。これにより人間の
労働力をお客様との密な連携向け、
結果として総体的な
ユーザーエクスペリエンスの
向上を図ることができます。

資産の世界は変化の途にあります。
ブロックチェーンや分散型台帳技術
(DLT)が、従来の証券の発行・取引・
清算・決済の方法を変容させていま
す。それほど遠くない将来、金融資産
やコモディティ、価値貯蔵資産である
かを問わず、あらゆる種類の資産が
トークン化される世界を目の当たりに
するでしょう。

デジタル化
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3 4
運営モデルの未来像
を形成する
オープンアーキテクチャ
オープンエコシステムを採用すること

で機関投資家は、自己の投資業務に

クラス最高のシステムを選択し、多様

なデータソースやベンダーから知見を

獲得するという融通性を得ることがで

きます。よってこうしたオープンなプラ

グ＆プレイモデルは、その日ごとのより

深い知見と、取引活動および基準価額 

( NAV）の算定に関するリアルタイム

の透明性を提供し、最高投資責任者

( CIO）や最高データ責任者、最高リス

ク管理責任者は信頼できる情報と知見

を得られる単一のソースを獲得するこ

とが出来ます。

BNYメロンのオープンプラッフォーム

戦略はお客様へ選択肢を提供します。

私たちは、融通性があり洞察に満ちた

効果的なソリューションを開発する

ために、お客様やサービスプロバイ

ダー、さらには競合他社とも協力し、

さらに規模の小さいフィンテック企業

から大規模なハイテク企業まであらゆ

る皆様との提携を探っています。

求められる最大の転換は、
思考の転換です。私たち
は考え方を変え、そして
働き方を変える必要が
あります。
あらゆるプロセス、
お客様とのあらゆる関わり、
あらゆる商品を変えなけれ
ばなりません。
これは、昨日より今日
優れていればよいという
問題ではありません。
顧客の期待に沿い、そして
他の業界にて世界が模範と
する優れた事例と同等に
なるということです。

顧客体験の基礎を成す 
API
データ需要の急激な拡大を背景に、

アセットサービシング会社は現在、機関

投資家が自らの希望する形で、しかも

必要な時にいつでもデータを受け取る

ことができるようにすべく、

アプリケーション・プログラミング・

インターフェイス（API）の開発を進めて

います。各種分析ツールと組み合わせる

ことでこれらのデータはバイサイドリー

ダーに、 エンドクライアントと

組織全体のために価値を生み出すという

目的のもと、運用成果を向上させ、

アセットフローを増やし、そして顧客

体験を改善させる力を与えます。

BNYメロンのようなアセットサービシング

会社は今日、運営や投資に関する日々の

問題を既にAPIを用いて解決しています。

私たちのカストディ業務用APIを導入した

アジア太平洋地域（APAC）のある大規模

な政府系機関は、キャッシュポジション

の実現までの待ち時間を50％減らすこと

に成功し、その結果、同顧客のフロント

オフィスによるキャッシュマネジメント

の改善に役立ちました。

デジタル化デジタル化

BNYメロン
ヘッド オブ アセットサービシング アンド デジタル

ローマン・レゲルマン



デジタル化

データセントリック
- 優れたデータ管理

- 透明性と追跡可能なデータリネージ 

- プロバイダー間で同期されたデータ

- 標準駆動インターフェイス

- リアルタイムのための最適化（IBORなど）

モジュラー

- 顧客の業務と変更方針との密な統合

- ストレート・スルー・プロセッシング (STP) を
   増やすインテリジェントなインターフェイス

-プロバイダーの変更による「爆風半径」
（被害）の抑制

オープンアーキテクチャ
- 共通のサービスのために標準化されたコネクタ

- 新しいソリューションの迅速な採用

- 仕事の流れに沿ったテクノロジー

レジリエント
- 顧客が管理するクラウドネイティブの

デリバリープラットフォーム

- 冗長サーバーや冗長システムを廃棄し、
動作時間の最大化を図る

- 堅牢なサイバーセキュリティと
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運営モデルの未来像を構成する主な要素

デジタル化

障害回復対策の整備

- 必要なスケールのコンポーネントと、
設定の変更が可能なインテグレーション



データの民主化

データの質、一貫性、利用可能性、および取得可能性
は、 データ管理における不朽の課題です。しかし今日の
事業環境において、ポートフォリオ管理と取引処理の
システムにおける運用要件のみならず、コンプライアンス
担当者や経理担当者、リスク管理責任者などからの様々な
需要の結果、機関投資家にとってその全ての重要性が高
まっています。 データ量の増大や、既存のものとは異なる
データや非構造化データソースを管理する必要性など、
新たな課題が次々と積み上げられています。

こうした複雑に絡み合う要求による複合的な影響により、 
真実を語る唯一の材料を獲得するという目標にこれまで以上
に達しがたい状況になっています。  

データ管理を最優先課題にする 
機関投資家は、自己の投資判断に際し、時宜にかない、透明性が高く

かつ信頼できるデータをこれまで以上に求めています。大規模なアセット
オーナーであるお客様の多くが、複数のアセットサービシング会社や
テクノロジー会社と契約をしていることが分かりました。こうしたマルチ
プロバイダーモデルは、リスク分散には有用ですが、データの集約という観点
から見ると難題を生みます。複数のプロバイダーからのデータを標準化して
保管し、情報に基づき知的な活動を即座に行う単一データソースを創造する
という概念の重要性が増しています。

こうしたニーズへ対応するために、BNYメロンのデータ分析ソリューション
部門は本分野における先駆的能力を拡張し、お客様が自らの事業を簡素
化・ 再構築し、お客様自身の顧客に対しより効率的なサービスを行うことが
できるようにするためのデータ駆動型のモジュール式ソリューションを提供してい 
ます。データ分析ソリューションは、企業の主要投資プロセスその他の

管理に役立つ、自己およびサードパーティのビジネスアプリケーションから
成るエコシステムへのアクセスを提供しています。

8

データ管理 : 



オープン・データ
エコシステムに伴う
投資ドメインの成長加速
機械学習や、データを特定し、その

価値を高め、他のデータと結合し、

意思決定の貴重な材料にする自動

化手法により、業界関係者間での自

動手法によるデータ交換がシステム

上で劇的に増加するでしょう。

データサイエンス研究所が急増し、

そしてAI業界間の連携文化が広が

るにしたがい、データ管理アプリケ

ーションに関するイノベーションの

ペースは加速することが見込まれ

ます。

機関投資家は、オープンなデータ

エコシステムを通じてでなければ

不可能な改善やイノベーションが相次い

で実現することを期待するようにな

るでしょう。研究組織は、新しい知

見の源を活用するために、従来型の

ミドルオフィスやバックオフィスのプ

ラットフォームと連携するようにな

ると考えられます。

5 76
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データ管理の将来を形成する4つのトレンド

データ管理

データ駆 動 型
イノベーションにより
再考される道のり
データセットへのアクセスの拡大に

伴い、エンドユーザーは、差別化を

創造できる高度に設定可能な拡張可

能型データプラットフォームを要求

するようになるでしょう。

絶えず改善される学習ループを通じ

て、次の動きを予想し、オプション

を最小化するなど操作性の面で著し

い進化が実現されるでしょう。

ユーザーは、必要な管理は維持しつ

つITの世話になることなくデータに

アクセスできることを期待するよ

うになるでしょう。身体的・行動

的生体認証とサイバーセュリティ

技術が進化する結果、高度な予測

モデルが開発され、エンドクライ

アントのユーザー体験が向上する

と考えられます。

戦略と意思決定を
強化する
民主化されたデータ
非構造化データが主流になるにした

がい、従来とは異なるデータや非構

造化データが従来のデータソースと

結合されるケースが増えると考えら

れます。そして、質の高い多種多様な

データ利用が容易に入手できるよう

になる結果、データが金融機関にお

けるあらゆる意思決定の土台となる

という期待が生まれるでしょう。

こうしたデータ依存の土台となるの

が、データソースやデータの正確さ

に関する詳細を含みエンドユーザー

も利用できるデータ品質指標になる

と考えられます。これをサポート

するAPIには、データペイロードや

メタデ ータ、データの信頼性に関

する指標が含まれることになるで

しょう。
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広範なデータセット
へアクセスを与える
形式化されたデータ
利用規則

機関投資家は、より広範に及ぶデー

タセットへのアクセスを得るために、 

形式化されたこうしたデータ利用

規則を受け入れるでしょう。 

業界団体や規制当局もまた、

オープンな金融システムを一段

と促進する取り組みにおいてこう

した変化を支持するものと考え

られます。

8

データ管理

BNYメロン
アセット サービシング グローバル ヘッド 
オブ クライアント カバレッジ
エミリー・ポートニー

BNYメロン
アセットサービシング
アジアパシフィック代表
ローハン・シン

データ需要の増大は業界
におけるトレンドの一つ
です。
顧客はコスト管理、
リスク制御、より効率的
な商品の販売に資する、
優良で、高速かつ精細な
オペレーショナルデータ
を要求しています。
データの拡散が即時的
(デイリーのみでなく、
リアルタイム）になるに
したがい、その関連性
はバリューチェーンを
運用部門からリスク・
分散・ポートフォリオ・
財務機能へ高めていま
す。

未来対応型のデータ
管理基盤は2つの
重要な特性を必要とし、
これらなしにはその
完全性と有効性は実現
できません。
すなわち、信頼できる
単一の情報源と、
開かれたエコシステム
が備わっている必要が
あります。

地理的境界をまたぐデータの

共有に伴い、コンプライアンスの

検討が一層重要になり、国際標準

への収斂が急き立てられると見込

まれます。個人投資家について

確立している既存の規則が

機関投資家ユーザーにも準用され

る見通しです。
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出所: Preqin 

オルタナティブ投資環境の概観
2018年12月、プライベートキャピタル用の待機資金は2兆1,100億米ドルありましたが、
利用可能資金に占めるアジア向け資金の割合が安定して上昇しています。2006年、

待機資金の総額に占める同地域の割合は9％でしたが、2018年にはこの数字は2倍の
18％にまで跳ね上がりました2。プレキンによると、投資家はオルタナティブ投資の
運用成果について依然強気ですが、今後についてはそれほど楽観的でない様子です。

エクイティの高いバリュエーションと巨額の待機資金から、エクイティのバリュエーションが
ピークに達しつつあり、相場の下落が差し迫っているという懸念が多くの投資家のあいだに広がって
いることがうかがえます。ヘッジファンドは期待外れの資産クラスとみなされつつある一方
で、投資家はこれらの商品が、変動が激しく、場合によっては下落局面にある相場を切り
抜ける可能性があると見ています。オルタナティブ投資業界の成熟化が進むにしたがい、

4つのトレンドが形成されると考えられます。

1 Preqin: 『オルタナティブ投資の未来レポート（The Future of Alternatives’ report）』2018年10月
2 Preqin ブログ『2019年オルタナティブ投資：プライベートキャピタル用の待機資金が2兆ドルを突破 
（Alternatives in 2019: Private  Capital Dry Powder Reaches $2tn’）』

2017 2023

天然資源
0.2兆ドル 300%増 ->  0.8兆ドル
プライベートデット
0.7兆ドル 100％増 ->  1.4兆ドル
インフラストラクチャー
0.4兆ドル 150％増 ->  1兆ドル

2017 2023

プライベートエクイティ
3.1兆ドル 58％増 ->  4.9兆ドル
不動産
0.8兆ドル 50％増 ->  1.2兆ドル
ヘッジファド
3.6兆ドル 31％増 ->  4.7兆ドル

主流になりつつある

オルタナティブ投資はここ30年で成熟化が進み、投資家と
規制当局の双方から注目され受け入れられるようになり、
今や主流の投資になりました。

2018年12月、オルタナティブ業界の資産運用残高（AUM）は9兆
5,000億米ドルに達しました（ヘッジファンドが3兆4,500億ドル、 
プライベートキャピタルが6兆500億ドル）。プレキン（Preqin）社は、
アセットオーナーがボラティリティを抑えるために引き続きポートフォリオ
を分散し、そしてリターンを増やすための新しい手法を模索するなか、 
この数字は2023年には14兆米ドルに膨れ上がると試算しています。

オルタナティブ 資 産 の 世界規 模 で のAU M の 伸 び 1：
予 測される資 産 の 増 加

オルタナティブ投資: 
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まもなく優位に立つ
プライベートエクイティ
資金調達は減速していますが、

プライベートエクイティは、マイナス金

利環境にあることを鑑みると、そのリ

ターンは機関投資家にとってはやはり魅

力的です。プレキンのデータによると、

プライベートエクイティのAUMは2023

年までに58％増の4.9兆米ドルに達

し、4.7兆米ドルに達すると試算されて

いるヘッジファンドを抜いて最大の

オルタナティブ資産になる見通しです。

不動産、インフラ、およびプライベート

デットは、力強いリターンを生んでおり

魅力的な資産としての地位を保っていま

す。AIやビッグデータ、ESGの活用が、

運用報告に関する透明性と詳細度の向上

を求める投資家のニーズを満たすのに役

立つことが期待されます。

また、医療やフィンテックそしてAIが、

ベンチャーキャピタルが次のターゲット

として期待している分野です。

9 1110

オルタナティブ投資

オルタナティブ投資運用協会 
(Alternative Investment Management 
Association）
マネージングディレクター兼アジア太平洋 
共同責任者
ミカエル・ブゲル

オルタナティブ投資

オルタナティブ投資の
注目スポットとして
台頭する新興アジア
プレキンのヘッド・オブ・アジア・セールス、

アジャイ・ナラン氏によると、東南アジアと

中国がグローバル投資の主要対象地域と

なるなか、今後5年間で中国がオルタナティ

ブ投資の主要資金源として浮上することが

見込まれます。

東南アジアを含む新興アジアは、道路や

橋、病院、発電所など基盤インフラを必要と

しています。そうした資産にはこれまで、

政府や、アジア開発銀行などの国際機関

が資金を供給してきました。これらの

資金源の重要性に変わりはありません

が、この地域の需要を満たすには、それ

だけではもはや十分ではありません。

そこで、公的資金における溝を埋めるた

めに民間資本が登場します。

中国市場へアクセスし、
中国で事業を立ち上げた
いという意欲が米国の
オルタナティブ資産運用
会社のあいだで高まって
います。

デジタル化の成功が
期待される不動産
今後、デジタル資産のインパクトはプラ

イベートマーケット全体で観察されると

考えられますが、その程度は特に不動産

において大きくなることが予想されま

す。この転換は、資本が投入される形を

よい方向へ根本的に変えるものであり、

透明性および流動性の向上とリスク管理

の強化が期待されます。

デジタルイノベーションは不動産業界の

ニーズに応え始めており、ブロックチ

ェーンなどは、いわゆる「プロプテック

(不動産テック)」テクノロジーの中で最も

話題になっているテクノロジーの一つで

す。トークンの作成と売却を通じて不動

産資産をデジタル化するというプロセス

により不動産のオーナーやデベロッパー

は、従来の資本調達プロセスに内在する

障壁が原因で以前までは利用できなかっ

た国内外の市場へのアクセスを獲得する

ことが期待されます。

例えば、流通市場で取引できる不動産

ファンドへのリミテッドパートナーの出

資をトークン化すれば、多様な流動性の

選択肢を得ることができ、個人投資家

とも繋がることができるようになります。
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標準化された総合的な分析を用いてポジ

ションを正確に測定する能力は、競争の

激しい市場で運用会社が他社との差別化

を実現するのに役立ちます。ただそのた

めには、タイミングやリストラクチャリ

ング、そして基本的に会計システムと

一体ではないローンのトラッキングに関

する問題に取り組む必要があります。

各種ツールやテクノロジーへの正しい

投資を、自社にてまたは外部サービスプ

ロバイダーの規模を活用して行うことで

クレジット運用会社は、自己のフロント

オフィスが必要とし、また投資家が要求

する効率的かつ正確で、洞察に富んだ

パフォーマンス・リスク分析を実施する

ことができます。

中国市場へアクセスし、

中国で事業を立ち上げた

いという意欲が米国のオ

ルタナティブ資産運用会

社のあいだで高まってい

ます。

オルタナティブ投資運用協会
(AIMA：Alternative Investment
Management Association）
マネージングディレクター兼アジア太平洋
共同責任者
ミカエル・ブゲル

BNYメロン
グローバル・ヘッド・オブ・
オルタナティブ
マネージングディレクター

アラン・フラナガン

12

オルタナティブ投資

利回りに対する欲求が
増大するなか、
オルタナティブ投資は、
世界中で現地の微妙な
差異を汲み取り適切な
データとノウハウを活用
できる投資家に大いなる
機会をもたらします。

新たな透明性レベル
に向かうプライベート
クレジット

多角的協調 (シンジゲート)レバレッジ

ドローンにしろプライベートローン

にしろ、ローンへの投資が投資業界

において急速に拡大しています。

オルタナティブ・クレジット・

カウンシル(ACC：Alternative Credit 

Council ) によると、2018年末現在

プライベートデット資産は7,680億

ドルにのぼり、10年で223％の伸びを

達成しました。銀行が貸出業務を縮

小させるなか、クレジット運用会社

が需要に応えることを引き受けまし

た。さらに、機関投資家は、魅力的な

リターンとリスク特性を発揮してい

るプライベートクレジットへの配分

を増やしています。ケンブリッジア

ソシエイツによると、プライベート

クレジットは、ここ5年で8.75％、

ここ20年だと10.42％の平均年率リ

ターンをはじき出しています。

この市場が今後も成長するには、透明

性に対する規制当局および投資家の

要求に運用会社は応える必要があり

ます。ACCがこのほど実施した調査に

協力した回答者の82％が、透明性と

報告は投資家との利害の一致を実現

するうえで最も重要な要素の一つで

あると答えました。
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劇的な変 化の始まり

サステナブル投資が世界中で主流になりつつあります。2018
年度世界のサステナブル投資レビュー（Global Sustainable
Investment Review 2018）によると、「日本」「米国」「欧州」
 「カナダ」「オーストラリア・ニュージーランド」から成る5大市場
におけるサステナブル資産の合計額は、2018年初めまでの2年間
で34％増加し、30兆7,000億米ドルに達しました。

資 産 運 用 残 高 合 計 に 占 め る 責 任 投 資（ 2 0 1 8 年 ）:

出所: Global Sustainable Investment Alliance, ‘Global Sustainable Investment Review 2018’

オーストラリア・ 
ニュージーランド

カナダ

欧州

米国

日本

63%
50%

49%
26%

18%

ESG統合

ESG統合 :: 
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ESG統合

ESG概観

オーストラリア 

2019年3月、気候変動に関する提言により 

金融システムを再定義するために 

オーストラリア・サステナブル・ 

ファイナンス・イニシアティブ（ASFI： 

Australian Sustainable Finance Initiative）

が発足しました。

オーストラリア退職年金基金投資家

評議会（ACSI：Australian Council of 

Superannuation Investors）は2019年5月 

の政策文書にて、規制当局、政府、 

そして投資家に対して、インベストメント

スチュワードシップを強化し、投資判断

へESGを組み込む規定を策定するよう

呼び掛けました。

480億豪ドルにのぼる資金を運用する建

築・建設業労働者の退職年金基金Cbus

は2019年9月、自己の不動産ポートフォ

リオによる炭素排出量を2030年までに

ゼロにするための計画を策定しました。

カナダ

2019年にジャスティン・トルドー首相が

再選された結果、同政権は温室効果ガ

スの排出量を2030年までに対2005年

比で30％削減するとの公約を実行に移

し、クリーン（環境）テクノロジーの促

進を図ることが予想されます。これらの

努力が報われれば、責任投資のAUMが

2年間1で42％の伸びを記録したESGの

素晴らしい記録を後押しすることにな

ります。 

中国 

世界最大規模の銀行である中国工商銀

行（ICBC）は2019年4月、22億米ドルに

のぼるグリーン債券を発行しました。

中国平安保険グループは2019年8月、 

中国のアセットオーナーとして初め 

て国連責任投資原則（UNPRI）に署 

名しました。

中国証券監督管理委員会（China 

Securities Regulatory Commission）は

2020年までに、ESG情報の開示を 

全上場企業に義務付ける予定です。

日本

2019年4月、76の国内企業が気候関連

財務情報開示タスクフォース（TCFD）

への賛同を表明しました。

年金積立金管理運用独立行政法人は

現在、5つのESGインデックスに3.5兆円

を割り当てています。同法人は、すべて

の運用機関にESGを投資分析に組み込

むよう要求しており、日本国外のサステ

ナブル指数も組み入れることを計画し

ています。

マレーシア

従業員積立基金（Employees’ Provident 

Fund）やカザナなど大規模なアセットオ

ーナーがUNPRIに署名しています。

オランダ

社会的に進歩的な国として知られる 

オランダはESG投資の導入に適してい 

ます。2018年、合算すると資産が 

1.2兆ドル近くにのぼる70余りのオラ 

ンダ年金基金が、非政府組織 

(NGO)、労働組合、およびオラ 

ンダ政府との誓約に署名し、国連の 

ビジネスと人権に関する指導原則 

(Guiding Principles for  

Businesses and Human Rights） 

および経済協力開発機構（OECD） 

の指針に沿ったサステナブル投資 

に関する世界的協力を誓いました。

最近の業界調査によると、オランダの

年金基金加入者の半分が、包括的なサ

ステナビリティ方針を掲げている基金

で年金の積み立てを行っています。

韓国

国民年金公団（National Pension 

Service）は2019年4月、ESGの取り組み

に関する年次報告書を公表すると発表

しました。

2019年6月、韓国政府はグリーン債券

を初めて発行し、5億米ドルを調達し

ました。韓国電力公社（KEPCO：Korea 

Electric Power Corporation）も、再生 

可能エネルギーに特化した5億米ドルの

グリーン債券を発行しました。

米国

CFAソサイエティ・オブ・ニュー 

ヨークが実 施した2019 年 調 査によ 

ると、アセットオーナーはE S Gの 継 

続 教 育に取り組 んでおり、42％が 

E S Gの重 要性とサステナビリティ問 

題について自己の監 査 委 員会に対し 

教 育を行う計 画をしていることが分 

かりました。現行の方 針を見直すか 

新しい方針を導入することで、ESG 

を投資プロセスへ正式に組み込む

予定をしていると答えた回答者は 39％

にのぼりました。

1 2018 Canadian Responsible Investment Trends Report（2018年カナダ責任ある投資に関する動向レポート）



資本の役割を再定義
するインパクト投資
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ESG統合
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ESG統合

ESGにおいて
浮上しつつある
3つのトレンド
サステナブル投資の利点は、環境・社会・
企業統治（ESG）上の利益にとどまりま
せん。ESG評価モデルと業績の間に強い
相関関係が存在することを示す学術調査
もいくつかあります。

また、上場企業の中でも、ESGの原則を
自己の企業統治に組み入れている企業
の方が、風評リスクが低く、営業許可が
取り消される確率が低いことも証明され
ています。

投資業界を変容させる
気候変動
2015年以降炭素排出量は増加の一途

を辿っており、私たち人類は、パリ

協定の目標に従い、世界の平均気温

上昇を産業革命前に比べて2℃より

十分低く保つことはできそうにあり

ません。1.5℃より2℃の方が、

猛暑、洪水、干ばつが遥かに深刻に

なると考えられます。

BNYメロン・インベストメント・

マネジメントの『フューチャー

2024（Future 2024）』レポートによる

と、調査に答えたCIO、ポートフォリ

オマネジャー、およびストラテジスト

の57％が気候変動をリスクともチャン

スとも捉えており、地球温暖化が資産

収益に及ぼす影響について不透明感が

広がっていることがうかがえます。

機関投資家は、投資判断に気候要素を

組み込んで低炭素投資を増やし、そし

て排出量や化石燃料の保有が多い企業

を選別して排除する傾向を強めていま

す。自社の投資がどれだけ地球の温度

変化に寄与しているかを計算しリスク

とリターンの潜在的要因について未来

を見据えた分析により、戦略的な資産

配分の意思決定プロセスをもたらすこ

とができます。

BNYメロンでヘッド・オブ・グロー

バル・リスク・ソリューションズを務め

るフランセス・バーニーによると、よ

り詳細な情報開示に関する規制当局の

要求に加え、現在、その要求の背後に

は機関投資家と個人投資家からサステ

ナビリティ促進を後押しする大きな力

があります。株主の改革主義やサステ

ナブル投資を通して、特にミレニアル

世代の投資家は、自分が何を所有し、

それが社会へどのような影響を及ぼす

かを理解するため、自分たちの投資を

細かく調べる傾向があります。

投資家は、ESG要素について透明性を要

求しており、ESG上プラス効果をもたら

し得る新しい投資の選択肢を探していま

す。従来のソリューションによる環境影

響を減少できる代替技術のイノベーショ

ンを促進する手段として、インパクト

投資を追求している投資家もいます。

ミレニアル世代が富を蓄積するにした

がい、金融サービス会社は戦略の舵を

切り、価値観に基づく投資の選択肢や

投資商品を創造する必要があります。



ESG統合

投資収益の原動力となる重要な
ESG要素
一部の機関投資家は、特定の投資に関連するESG上の問題

を判定するにあたり「マテリアリティ（重 要 課 題 ）」の

概念を採り入れています。

長年にわたり、ESG投資は収益の目標の面で妥協が求めら

れると投資家は懸念していました。実際には、ESG投資に

焦点を当てても、期待投資収益率を引き下げる必要がな

いことを示す証拠がいくつかあります。サステナビリティ

会計基準審議会（SASB：Sustainability Accounting 

Standards Board）のマテリアリティの枠組みを用いた

最近のある調査によると、重要なESGの課題に取り組み、

重要でない課題には目をつむっている会社は、重要な

課題も重要でない課題も両方に取り組んでいる会社と

いずれの課題にも取り組んでない会社を、それぞれ4％

と9％近くアウトパフ ォームしています。

世界的な規制強化が本格化するなか、投資家は確固とした

方針を採用し、マテリアリティの判断と運用会社の評価を

行うべきです。機関投資家は、この種の投資が浸透するた

めに必要な形に、投資と資本配分プロセスを変える必要が

あります。

同様に、重要なESG要素の活用と投資収益の間には正の

相関関係があることを示す調査もいくつかあり、ESG

リスク要因の管理は、長期的な投資収益やリスク軽減、

各種資産クラスの超過リターンの特定といった観点から

も有益になり得るという見解を裏付けています。
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ESG統合
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公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）
チーフエコノミスト兼リサーチディレクター
ダナエ・キリアコポウロ

アセットオーナーはESG統合を、
「あればそれに越したことはない」
という価値観重視のインパクト戦略
とみなす余裕はもはやありません。
サステナビリティへの政府の取り組み
に応じた規制の変化が、市場の構成
とバリュエーションに重大な影響を
及ぼすことが見込まれます。
投資業界においては、リスクを軽減
し、そしてサステナブルな成長過程
への移行によりオポチュニティーを
特定しポートフォリオを調整する
明確な投資対効果検討書が存在しま
す。



中国が門戸を開放 

中国が資本市場の自由化を進めており、アルファを模索する
バイサイドの投資家への門戸が一層開かれつつあります。

中国でプレゼンスを確立するためには、規制緩和が次の段階に
入るなか正しい道筋を探し出し、そして新しい投資機会を切り
開くための信頼できる国際的パートナーがカギになります。

中国の玄関口 
中国がグローバル投資の主流へと駆け上がるなか、投資家は、この世界第2位の規模を
誇る株式・債券市場を無視するわけにはいきません。中国政府は、外国資本の取り込
み拡大を目的に、資本市場規制の枠組みを徐々に緩和してアクセスの向上と資本移動
の促進を図っています。近年、中国は市場自由化政策を推し進めるペースを加速させて
いる模様です。

これは興味深い進展ですが、市場改革がどのような展開を見せ、期待される資金
の流入を取り込めるかはまだ不透明です。私たちは、向こう5年から10年のあいだに
5つのトレンドが浮上するとみています。

主な市 場 動 向

未開拓の機会

2019年4月
ブルームバーグ・
バークレイズ・
グローバル総合指数へ
の中国債券の採用

2019年5月
MSCIが中国A株の指数採用
（第1段階：5％から10％へ
の引き上げ）

2019年6月
FTSEが中国A株の指数採用
（第1段階部分の20％*）

2019年8月
MSCIが中国A株の指数採用
（第2段階：10％から15％へ
の引き上げ）

2019年9月
S&Pダウ・ジョーンズが
中国A株の指数採用
FTSEが中国A株の指数採用
（第1段階部分の40％*）

2019年11月
MSCIが中国A株の指数採用
（第3段階：15％から20％へ
の引き上げ）

2020年3月
FTSEが中国A株の指数採用
（第1段階部分の40％*）

2020年2月
JPモルガン新興国国債指数へ
の中国債券の採用
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* 第1段階では、適格要件を満たす大型、中型、小型中国A株の投資可能な時価総額の25％がFTSEグローバル株式指数シリーズと
派生指数に組み入れられます。

未開拓の機会: 



未開拓の機会

外国資本参加の増加見通し
間違いなく、中国金融業界の自由化により、外国人投資家に

とってより公平な環境が整備されると考えられます。外資保

有上限が、資産運用会社については2020年4月から、証券

会社については2020年12月から全廃される予定です。中国

がグローバルな金融エコシステムに参入するうえで、これら

は極めて重要な動きです。

中国の株式・債券のグローバル指数への採用により、向

こう5年から10年で最大4,000億米ドルの外資が中国に流入

すると試算されています1。資金流入増大の結果、資本市場

の流動性が改善し、中国株については外国人保有比率が3％

から10％へ2、中国債券については2％から15％に押し上げら

れる3と予想する試算がいくつかあります。

DVP（デリバリー・バーサス・ペイメント）決済方式の

導入や中国A株の決済サイクルの長期化、中国本土市場

とストックコネクト・プログラム間での休日取引協定の

連携などといった市場改革が、外国資本参加の増加を

もたらすと考えられます。

1 2018年6月7日付香港取引所調査レポート（HKEX Research Report）、2019年2月11日付けのブルーム
バーグ・バークレイズ・インデックスの発表、2019年3月29日付ロイター通信、ブルームバーグによる
FTSE市場分類アップデートおよびFAQ文書に関する2018年9月26日付発表

2 香港証券取引所
3 ボンド・コネクト・カンパニー・リミテッド（BCCL）
4 国際通貨基金（IMF）

16

2019年4月
ブルームバーグ・
バークレイズ・
グローバル総合指数へ
の中国債券の採用

2019年5月
MSCIが中国A株の指数採用
（第1段階：5％から10％へ
の引き上げ）

2019年6月
FTSEが中国A株の指数採用
（第1段階部分の20％*）

2019年8月
MSCIが中国A株の指数採用
（第2段階：10％から15％へ
の引き上げ）

2019年9月
S&Pダウ・ジョーンズが中国
A株の指数採用
FTSEが中国A株の指数採用
（第1段階部分の40％*）

2019年11月
MSCIが中国A株の指数採用
（第3段階：15％から20％へ
の引き上げ）

2020年3月
FTSEが中国A株の指数採用
（第1段階部分の40％*）

2020年2月
JPモルガン新興国国債指数
への中国債券の採用

アジア証券業金融市場協会（ASIFMA）
ヘッド・オブ・アセット・マネジメント・グループ
マネージングディレクター 
ユージェニー・シェン
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中国A株 
   の外国人保有比率は、 

向こう5年から10年

で 3% から 10%
へと上昇すること 

が見込まれる2
中国債券 

   の外国人保有比率は、 
向こう5年から10年

で 2%から15%
へと上昇すること 

が見込まれる3   2030年までに、

中国
は米国を抜いて世界
最大の経済大国にな

ると予想される4

各種アクセススキーム調和の強化
各種アクセススキームの調和が、規制緩和と並んで

引き続き進められ外国人投資家による中国本土の証券

への投資を可能にすることが期待されます。

調和に向けたはっきりとした動きが見られます。

その最たる例が、適格海外機関投資家（QFII）と人民元

適格海外機関投資家（RQFII）制度の統合案、QFIIと

RQFIIの投資限度枠の撤廃、市場への参入規則の緩和、

そして為替市場の自由化です。

今後数年間は現行の各アクセススキームの共存が続く

と予想しますが、中国本土の証券は各種制度のあいだで

交換できるようになる公算が大きいとにらんでいます。

既にこれは現実のものになっています。中国債券は

現在、QFIIとRQFII、中国銀行間債券市場（CIBM）

ダイレクトスキームの間で自由に移転させることができ

ます。

また、国際取引の中で中国債券を担保として使用できる

ようにする改革を市場参加者が共同で提唱しており、
市場参加者からの注目も高まっています。まだ乗り越え

なければならないハードルがいくつか残っていますが、

顕著な前進が実現されており、2020年もさらなる前進が

見られると考えられます。

昨年中国が公布した諸々の規制案
を見ると、市場の改革と開放への
道のりが続くことは明らかであり、
それどころか米中貿易戦争が原因
でその足取りは加速するかもしれ
ません。



中国人民元の影響増大
近年の中国経済の伸びは驚異的という

ほかありません。しかしながら、世界最大

の貿易国たる座を占める1国際舞台にお

ける中国の経済的影響力の成長に、中国

人民元（RMB）の国際決済通貨としての

採用の伸びが追いついていません。

SWIFT取引レポートによると、2017

年、金額で見て国際決済に占めるRMB

の割合は1.46％と、世界第7位の座に

とどまりました。中国規制当局による

大幅な政策転換をよそに、この2年間

この位置に劇的な変化は起きていませ

ん。2019年10月、RMBのシェアは

1.65％となり、順位を一つ上げ6位と

なりました。2

世界第2位の経済規模を誇る中国の

貿易力と国際決済におけるその通貨の

シェアとの間にあるギャップを考える

と、RMB利用が伸びる余地が大いにあ

ることがうかがえます。中国は通貨の

国際化を急速に進めており、

オンショア人民元（CNY）の取引が、

中国人民銀行（PBOC）から認可を得た

外国為替決済銀行を通じて香港で行える

ようになりました。よって外国人投資家

は、CNYの取引をするのに、香港に口座

を開設して同等額の米ドルを中国へ送

金する必要がなくなりました。

私たちの見立てでは、国境をまたぐ取引

が増大し、RMBの役割は貿易決済通貨か

ら投資通貨、そして場合によっては準備

通貨に広がるとみています  。

1  World Integrated Trade Solution 
2  SWIFT RMB Tracker November 2019

投資家基盤の拡大
最近のグローバルインデックスによ

る中国証券の採用を受けて、リスク

選好度の異なる多様な投資家が中国

への資金配分を増やしています。

欧米の年金基金やヘッジファンド、

政府系投資ファンド、保険会社も例

外ではありません。市場参加者の多

様化がもたらす利点の一つは、価格発

見を促進し、かつ群集心理的な投資

行動（herding）を減らすことが見込

まれ、市場が極端なボラティリティ

に見舞われることを少なくするとい

う点です。

中国の資本市場の開放は新たな機会を

生みますが、既存の市場の課題や新し

い政策転換が急速に導入されている点

を鑑みると、投資家にとっては

いばらの道であり、とりわけ新たに

参入する投資家においては困難が待ち

構えています。新しく市場へ参入する

投資家は、中国が次の段階の規制緩和

を進めるなか針路を示してくれる信頼

できる国際的パートナーが必要になる

でしょう。世界各国・地域の投資家が

中国市場にアクセスするなか、

アクセス制度の選択、外国為替の

選択性、本国へ資金を引き揚げる容易

性、そしてカウンターパーティリスク

が考慮すべき重要な要素になるでしょ

う。

未開拓の機会
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投資対象の拡大
中国におけるポートフォリオの規模を

拡大させ、より複雑なリスクの管理を

模索するなか、世界の投資家から規制

当局に対してヘッジ手段を導入するよ

う求める声が広がっています。中国の

規制当局はこうした要求に耳を傾け、

中国の資本市場を諸外国と融合させる

政府の計画に則って投資対象の拡充

を進めています。2020年に浮上すると

考えられる新たな資産クラスをいくつ

か示します：

- 全国中小企業株式取引システム 

(NEEQ): National Equities Exchange

and Quotations、通称「新三板」） 

にて取り引きされる株式

- 先物

- オプション

- レポ取引

- 信用取引

- 証券貸付

- プライベート・インベストメント・ファンド

資産クラスの拡充は歓迎しますが、本国

へ資金を引き揚げる容易性と、これら

金融商品を効率的に取引できる環境

整備に早急に対応する必要がありま

す。例えば、ヘッジ取引の規則や、

外国人投資家と外国為替取引のカウ

ンターパーティ間の法的取り決めに

関する明確性は、改善の余地があり
ます。これら資産クラスに対する

需要が増大するには、さらなる改革

が必要になると考えられます。
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未開拓の機会

外国人投資家は概ね、中国による
資本市場の開放努力を高く評価して
いますが、アクセス性について
いくつか課題が残っています。
主な改善の中でも、多くの投資家が、
中国の組入比率を高くして自己の
ポートフォリオを拡大させているた
め、リスク管理を向上させるために
上場先物市場やその他のデリバティブ
商品へのアクセスを望んでいます。

投資家による中国株の組入比率は
現在その大半が低くなっているため、
中国A株の指数採用は投資家に対して
重要な意味を持ちます。
結局のところ中国の急速な成長ペ ース
にかかわらず、世界の投資家が直面
する主な難題はやはり、未知の領域
への正しい針路を定めることになるで
しょう。世界と中国を結ぶ正しい投資
サービスのパートナーを選ぶことが、
有効なアプローチを見つけるための
答えなのかもしれません。

BNYメロン
アセットサービシング
アジア太平洋カストディ・ プロダクト・マネジャー

マグダレーネ・テイ

MSCI
エグゼクティブディレクター兼 
ヘッド・オブ・チャイナ・ リサーチ
ゼン・ウェイ



バンクオブニューヨークメロン証券株式会社はバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの100％子会社であり、グローバル・カストディ、
オフショア・ファンド・アドミニストレーション、オルタナティブ投資サービス、グローバル・コラテラル・サービス、セキュリティーズ・レンディング、
預託証券および外国為替などの投資関連サービスを提供しています。

第一種金融商品取引業者、登録番号：関東財務局長（金商）第147号、日本証券業協会会員。

ニューヨークメロン銀行東京支店は日本で銀行業務（送金業務、外国為替、セキュアード・ファイナンス、コラテラル・マネジメント）を行っています。 
BNYメロン・アセ ット・マネジメント・ジャパン株式会社は金融商品取引法に定められた金融商品取引業者です。
(登録番号： 関東財務局長（金商）第406号）。

ニューヨークメロン信託銀行は日本に設立された信託銀行で、法人顧客向けの受託サービスを主業務としています。
登録金融機関（登録番号：関東財務局長（登金）第607号）。

過去の成績は、商品、取引、または金融の仕組みの如何にかかわらず、将来の成績に関する指針ではありません。また、当初の元本が失われることも
あります。BNYメロンとの電話および意思疎通は、規制その他の理由により録音される場合があります。

本資料は金融機関及び専門家である顧客（またはこれらと同等の者）向けに作成されたものであり、個人顧客による使用を意図したものではありません。
上記の顧客以外のいかなる者も、本資料に基づいて行動することはできません。投資に関する事項について専門的経験を有しない人は、本資料に依拠す
べきではありません。BNYメロンは、投資の専門家以外には、関連する投資サービスを提供致しません。

国によってはご利用いただけない商品やサービスもございます。

本資料は、仮に広告とみなされた場合であっても、一般的な情報の提供を目的としているに過ぎず、何らかの事項に関し法律、税務、会計、投資、金融、
その他の専門的助言の提供を目的としたものではありません。本資料は、BNYメロンによる何らかの類の推奨または助言を構成するものではありません。
当社の商品およびサービスの利用は、さまざまな規制および規制当局による監督の対象になります。本資料に基づいて何らかの形で行動するとき、または
言及されている商品もしくはサービスを使用することに同意するときは、適切な助言者などとご自身の状況に照らして本資料について事前に協議し、言及
されているそれら商品またはサービスがご自身にとって適切または適合的であるかについて（当該助言を基に）自ら独立した判断を行って下さい。本資料
はすべてを網羅していない、または最新ではない場合もあり、表示している情報の正確性、適時性、完全性、またはその特定の目的に対する適合性につい
て一切保証は致しません。BNYメロンは、本資料に記載されている情報を更新する責任を負いません。また、ここに記載されている意見および情報は通知
することなく変更される場合がございます。BNYメロンは、本資料における過誤、または本資料への依拠に関し、いかなる直接的
または間接的な責任も負いません。

本資料は、言及されている商品もしくはサービスの提供、または何らかの申込もしくは勧誘を、当該商品、サービス、申込もしくは勧誘が違法であり、
もしくは許可されていないか、もしくは当該配布のために新規の、もしくは追加的な登録義務が生じるであろう法域もしくは状況において配布もしくは
使用することはできません。
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