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はじめに 

 

お金のデザインが提供する「資産の方舟」は、機能ポートフォリオの考え方を根底に従来の株式、

債券を主としたポートフォリオではなく実物資産を投資対象とし、その中でも「グローバル」かつ

「実物資産そのものから生じるリターン（実物資産価格の上昇）」に着目をした、投資信託となっ

ております。 

 

「資産の方舟」の運用における特徴としては、以下の点が挙げられます。 

・ 世界株式急落時の下落抑制効果を最大化する、弊社開発独自資産配分アルゴリズムの運用。 

・ 貴金属、不動産、コモディティを大分類として、その中で、中分類として、貴金属であれば

金、銀、プラチナ、不動産であれば、世界 REIT、日本 REIT、世界インフラ関連、コモディテ

ィ関連であれば、農業関連、天然資源関連、エネルギー関連を設定している。 

・ 各中分類においては、最低 1 銘柄の ETF に投資を行い、結果として少なくとも 9 種類以上の

ETF（Exchange Traded Fund/上場投資信託）の組み合わせにより「国際分散投資」を実現し

ている。 

・ 人の予想や感情などを排除し、定量的な分析に立脚してアルゴリズムが行う「クオンツ運用」

によって運用を行なっている。 

・ 伝統的な資産運用手法のみならず、リーマン・ショックなどの事象も踏まえた投資理論に立脚

した運用を行なっている。 

・ ETF の売買においても、人の感情や手間を排除したアルゴリズムが活用されている。 

・ 継続的なポートフォリオのメンテナンスを行っている（リバランス）。 

・ 定期的にポートフォリオの内容の見直しを行っている（リアロケーション）。 

・ 加藤客員教授、資産運用部、その他資産運用のプロフェッショナルによって構成される投資政

策委員会により、運用のモニタリングと改善が行なわれている。 
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I. 運用概論 

 

本章では、お金のデザインが「資産の方舟」で用いている運用手法の概念について説明していま

す。 

 

1. 分散投資 

 

分散投資とは、投資する地域、資産、タイミングを分散させることにより、それぞれ個別の対象資

産に付随するリスクを分散させて、運用全体としてのリスクを低減させるための投資手法です。以

下、3 つの分散について説明します。 

 

(1) 地域の分散 

 

分散投資のひとつの方法として、投資先の分散（地域分散）が挙げられます。 

日本国内の株式だけに投資した場合、日本独自のリスクにさらされることになります。たとえば、

世界経済が成長するなかで日本だけが低成長にとどまり、日本国内の株式も低調だった場合には、

自分が保有する資産の成長も低位にとどまります。 

そこで、地域を限定せず、世界のあらゆる地域に分散して投資をすることで、個別地域のリスク

を大きく背負うことなく、リスクを分散させることができます。世界中の資産に分散投資ができ

るようになったのも、金融市場が発達した恩恵のひとつと言えるでしょう。 

資産の方舟では、各中分類のカテゴリー毎に 1 銘柄以上、総計 9 種類以上の ETF に投資するこ

とによって、実質的に世界数十カ国の不動産及び実物資産関連株式に投資することを実現してい

ます。 

 

(2) 資産の分散 

 

地域分散をしたのちも、その地域のどの資産（アセットクラス）に投資をするのかという問題が

あります。株式、債券、不動産、コモディティ、通貨など、世界には投資対象として様々な資産

が存在しますが、それぞれの関係性を考慮した上で、幅広く投資する必要があります。 

例えば、株式市場が上昇している時に債券価格が下落する傾向があり、一方、債券価格が上昇し

ている時に株式価格が下落する傾向があります。また、市場内でリスク回避姿勢が強まり、株式

市場が下落すると、貴金属等の実物資産が上昇する傾向があります。このような二つの関係を、

相関関係が低いと言います。 
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相関関係は高いほど同じような動きをし、低いほど別々の動きをします。そのため、リスクを分

散させるためには、特定の事象にすべての資産価格が左右されないように相関関係の低いアセッ

トクラスを組み合わせる必要があります。 

 

世界最大規模の年金運用機構である CalPERS は各ポートフォリオの機能に着目した機能ポート

フォリオを運用しています。従来の株式、債券、インフレヘッジのほかにも長期的に安定したイ

ンカムを享受するために実物資産（不動産、インフラ、森林など）をポートフォリオに組み入れ

ています。 

この機能ポートフォリオの考え方を根底に、資産の方舟では、世界中の不動産やインフラなどを

含む実物資産と貴金属やコモディティ関連株式を含むインフレヘッジ資産に投資をすることに

より、長期的に安定したインカムを享受する中、インフレを上回る超過リターンの追求を目的と

しています。詳しくは、「II. 運用モデル」をご参照下さい。 

 

補足 資産分散によるリスク低減効果に関して 

 

たとえば、ある証券（i とする）のリターンをRiとしたときに、Riは、市場全体の動き𝜉と、証券 i

固有の動き𝜂𝑖と、証券 i の超過リターンαiで表すことができるが（Ri ≡ 𝜉 + 𝜂𝑖 + 𝛼i）、ここでは計

算を単純にするために、証券 i の超過リターンαiは 0 とする。 

ここで、ポートフォリオにおける証券 i の割合をwiとする（∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1）。ポートフォリオのリタ

ーンをRportとすると、ポートフォリオのリターンは、組み入れ証券のリターンの加重平均で表せる

ので 

Rport = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖

n

i=1

= ξ + ∑ 𝑤𝑖𝜂𝑖

n

i=1

 

となる。次にこの式の分散を求めると、 

E[Rport
2] = E[ξ2] + 2 ∑ 𝑤𝑖𝐸[𝜉𝜂𝑖]

n

i=1

+ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝐸[𝜂𝑖𝜂𝑗]

n

i,j=1

 

となる。ここで、右辺第１項は市場に共通の因子なので、ポートフォリオの組み方によらず一定で

ある。右辺第２項は個別証券の因子と市場因子との共分散、右辺第３項は個別因子同士の共分散で

あり、第 2 項と第 3 項は証券の数が増えるに従って減少する。 

 

市場因子リスク（ボラティリティ、分散の平方根 √E[ξ2]）を 0.2、個別因子リスク（√𝐸[𝜂𝑖
2]  ）を

0.2、市場因子と個別因子との間の相関係数を 0.5、個別因子同士の相関係数を 0.3 とした単純なモ
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デルを考える。このとき、ポートフォリオのリスクは以下のように、証券数が増えるに従って減少

していく。 

 

 

参考：加藤康之. 2015.「高齢化時代の資産運用手法」, 一灯舎, 2015 

Malkiel, B.G. 1996. "A Random Walk down Wall Street: The Best Investment Advice for the New 

Century", W.W.Norton&Co., New York. 

Vanguard. 2012. "Dollar-cost averaging just means taking risk later", Vanguard Research. 

 

 

2. ETF 

 

ETF （Exchange Traded Fund/上場投資信託）は「金融商品における 20 世紀で最大の発明のひと

つ」とも言われており、効率的なポートフォリオの構築に最適なツールだと考えられます。約

6,000 種類の ETF が世界中の証券取引所に上場され、機関投資家・個人投資家を問わず幅広く活用

されています。 

ほとんどの ETF は株価などの指数（インデックス）に連動するように運用されています。指数の

内容は様々で、資産クラスに対応した ETF が多数存在します。そのため、ETF を利用すれば世界

中の様々な投資対象、たとえば、株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品）

などに効率的に、また低コストで分散投資することが可能です。 

 

[世界の ETF 市場の図表]   
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参照：https://www.blackrock.com/za/getting-started/ishares-etf 

 

ETF は一般的な投資信託と比較して売買および保有コストが低いといわれ、また株式・債券・リー

ト（不動産投資信託）・コモディティ（商品）など多様な資産に分散投資が可能なため、長期の資

産運用を行う対象として魅力が高いと考えられます。また、市場に上場していることから流動性も

高く、市場規模も年々拡大を続けており、今後も拡大が予想されています。 

お金のデザインでは、ETF の種類が多い米国を中心とした上場市場から、投資要件に合致する ETF

を選別して投資します。資産の方舟の組み入れ銘柄の選別方法については、「III. 運用方針 2. 投

資ユニバースに入れる ETF の選定」をご参照ください。 

 

 

3. ポートフォリオ管理における機能的アプローチ 

 

資産運用サービスあるいは商品の伝統的な分類は、「投資対象の属性」またはリターン／リスクの

水準を目標にした「運用手法」によるものでした。投資対象の属性としては、株式、債券といった

アセットクラスや、先進国資産、新興国資産といった地域が挙げられます。運用手法としては、パ

ッシブ運用、アクティブ運用や、絶対収益型、バランス型運用が挙げられます。 

しかし、金融サービスをよりその目的や機能で分類する考え方が議論されるなかで、資産運用サー

ビスにおいても、そのサービスを利用する投資家がどの機能を求めているのかという視点に立脚し

た運用が行われるようになってきています。投資対象の属性や運用手法はわかりやすく、リスク水

準などの大まかなパフォーマンス特性を理解する上では重要ですが、それらは投資家が求める機能

を表しているとは言えません。投資家がどのような目的で運用をするのかはそれぞれであり、その

目的を達成するために必要な機能を実現するサービスを組み合わせなくてはなりません。そこで、

https://www.blackrock.com/za/getting-started/ishares-etf
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投資家が何を求めているのかという主体的な観点から資産運用を考えること、すなわち、資産運用

の機能的視点が関心を集めています。資産は、属性や運用手法ではなく運用の目的によって分類さ

れ、自分が達成したい目的に応じてポートフォリオを構築するのです。 

たとえば、米国最大級の年金基金 CalPERS では、運用目的を「グロース」、「インカム」、「実

物資産」、「流動性」、「インフレーション」とラベル付けされたカテゴリーに分けています。グ

ロースは上場または非上場の株式から構成され、高い収益率を目的としています。インカムは国内

外の債券から構成され、リスクを分散し低くすることを目的とする一方で、収益率も改善しようと

しているのが特長です。実物資産カテゴリーは、不動産、森林地、インフラストラクチャーから成

り、債券よりもインフレーションに強い長期配当を得ることを目的としています。流動性カテゴリ

ーは現金もしくは現金代替から成り、年金基金からの支払いに備えています。インフレーションカ

テゴリーは物価連動債とコモディティから成り、インフレーションへの備えと、収益源泉の多様化

を目指しています。 

資産の方舟では、その中で、「実物資産」及び「インフレーション」の長期的に安定した配当を供

給するだけでなく、インフレーションから資産を守ることもできる機能に着目しこれら二つを組み

合わせた運用を行っています。 

その上、前述 ETF の低コストかつ分散投資に適した特徴を活用することにより、お客様は資産の

方舟を通して効率的にコモディティ関連株式、世界の不動産、貴金属など、実物資産やインフレー

ションに追随する資産に分散投資をすることができます。 

 

参考： 

CalPERS, 2010.11, ALM Workshop  
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Ⅱ. 運用モデル 

 

本章では、資産の方舟の運用概要それに伴う資産配分アルゴリズムの概要を説明させていただきま

す。 

 

1. 資産の方舟 

 

資産の方舟は、リーマン・ショック、チャイナショック等の世界株式下落時の下落抑制効果を最大

化するようにデザインされています。投資対象は大きく分けて長期的に安定した配当を見込める不

動産・リスク資産下落時のヘッジに有効な貴金属・物価上昇のリターンの源泉となるコモディティ

の 3 つの大分類（カテゴリー）に定義されます。その大分類への配分は配分基準値（33.3％）から

上下限±20.0％と設定されています。不動産カテゴリー内では日本 REIT、世界 REIT、世界インフ

ラ関連株式等が組み入れられます。貴金属カテゴリー内では、金価格に連動することを目的とする

ETF、銀価格に連動する投資成果を目指す ETF、またプラチナ価格に連動する ETF を組み入れま

す。コモディティカテゴリー内では、農業関連株式、天然資源関連株式、エネルギー関連株式から

なる ETF を組み入れます。上記各中分類（サブカテゴリー）への配分は配分基準値（11.1％）か

ら上下限±10.0％と設定されています。 

 

 

2. 資産配分アルゴリズム 

 

資産の方舟では、毎月各 ETF 及び関連指数の価格変動を精査し、上述の資産配分アルゴリズムを

利用して世界株式下落時の下落抑制効果の最大化を目的にポートフォリオ内の ETF のウェイトの

調整を行なっています。下落耐性度（リターン/リスク）とは具体的には、過去一定の期間の中で

MSCI-ACWI の収益率下位５％にあたる該当月の中分類の平均収益の絶対値をリスク、過去一定期

間の中分類の収益率をリターンとして定義しその値を各中分類のポートフォリオ内での下落耐性度

（リターン/リスク）をランクするために活用されます。 

上記各中分類の収益率を精査するに至り、コモディティ先物取引等におけるテクニカル分析等で相

場の強弱を図る指標として利用されるモメンタムにも着目し、ある一定の時点における各中分類の

収益率を加重移動平均の観点から算出します。このリターン及び上述のリスクを利用し、各中分類

にスコアを与え、下落耐性度を算出し、その結果を資産配分アルゴリズムにインプットします。こ

れらのプロセスを経て、各該月における各中分類の資産配分を決定します。  
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III. 運用方針 

1. 投資ユニバースに入れる ETFの選定 

 

資産の方舟では米国及び日本で上場されている ETF のうち、下記 ETF 選定プロセスを経て資産の

方舟の投資要件に合致する銘柄を選別して、中分類毎に最低 1 銘柄、総計 9 銘柄以上を投資ユニバ

ースに組み入れます。 

 

(1) ポートフォリオへの振り分け 

まず、6,000 種類以上ある ETF のうち、インデックス型（ベンチマークと呼ばれるインデックス

に連動するような運用を行なっている ETF）の銘柄が選別されます。 

さらに、前述の中分類に対して、それぞれ適切と考えられる ETF 銘柄を選別します。 

 

(2) 投資要件に合致したETFの選別 

ETF を中分類ごとに振り分けても、流動性が低く売買時に高いコストがかかる ETF が存在した

り、同じ投資テーマで設定された ETF が複数存在したりすることもあります（たとえば、同じ

サブカテゴリーに Vanguard と iShares の ETF がある）。資産の方舟では、ETF が投資対象とし

て適した銘柄かどうかを選別するために投資要件を設定しており、合致しているかを精査してい

ます。基本的な投資要件の内容は以下のとおりです。 

 

① ETF の資産規模 

投資する ETF の資産規模（ETF は上場銘柄なので、それぞれの時価総額と同視できる）の下

限を定めて、THEO が当該 ETF の取引市場で大きなポジションを取りすぎないようにする。 

② ETF の流動性 

投資する ETF の流動性（取引が頻繁になされていること）の下限を定めて、当該 ETF を売

買する際にコストがかかり過ぎないようにする。 

③ 経費率 

ETF の運用にかかるコスト（ETF 経費率（後述））は ETF 運用会社によってそれぞれ開示さ

れ、適宜改定・更新されるところ、その ETF 経費率が比較的低い銘柄を選定する。 

④ 運用期間の長さ 

当該 ETF が短期間の運用にとどまらず、一定期間安定的にその投資テーマであるインデッ

クスに即した運用をしているものに限る。 

 

ETF には、ETF の運用会社が設定している運用報酬や記録管理、税金、法律・監査など ETF を
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運用するための諸費用（一般的に年率で表示され、ETF 経費率という）が発生しており、ETF の

ネットアセットバリュー（NAV：ETF の原資産総額（もし負債があればこれを差し引く）÷ETF

の口数。投資信託と異なり、取引時間中は毎 15 秒で更新される。）は、この ETF 経費率に応じ

て目減りします。ETF は株式市場で取引される金融商品なので、ETF を購入したり売却したり

する時の価格は、NAV ではなく株式市場で値付けされる価格になりますが、市場価格は NAV を

反映して値付けされるため、結果的にはお客様がETF 経費率を間接的に負担するとも言えます。 

もしあるサブカテゴリーが当社の投資戦略として有用であるものの、適切なETFがない場合は、

要件充足に近い ETF を採用することもあります。ただし、全体の投資ユニバースでその ETF に

配分できるウェイトの上限は制限されます。定期的に（少なくとも毎年）全ての米国および日本

の上場 ETF のうち、取り扱い可能な銘柄全てについて見直し、これまでの投資ユニバースで捕

捉していなかった特徴の ETF があるかどうか、または、投資ユニバースに組み入れている ETF

より経費率が低いもので、最近投資要件を具備するに至った銘柄などがないかを精査します。ま

た、運用中も投資ユニバースをモニターしており、運用中の ETF 銘柄がいずれも投資要件を満

たしているかを監視しています。 

新しい ETF は毎年上場されており、年々サイズも大きくなっていて、運用成績も積み上がって

います。新しい ETF を投資ユニバースに加えてポートフォリに組み入れることも、反対に、流

動性の低下などによってすでに組み入れた ETF を投資ユニバースから外すこともあります。 
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2. 売買の執行 

 

(1) 新規資金買い付け  

 

お客様の設定申し込みから 3 営業日後に販社からの支払いを受け、弊社に着金次第日本株式は

当日東証市場にて、米国株式に関しましては PM5：00 の為替：スポット（円→ドル）で米ドル

に換えて当日の NY 市場にて買い付けを行います。 

 

(2) 取引の執行 

 

取引の執行は自社開発のアルゴリズムにより行われます。 

日本株式に関しましては、日本市場時間（12 時 30 分から 15 時）にて執行の様子や価格変動を

モニターしながら、価格を調整して注文します。 

米国株式に関しましては、前日終値を利用して、アルゴリズムを用いて想定売買価格を算出し、

米国市場開場前（日本時間 20 時頃）にリーブオーダーにて発注します。 

 

3. ポートフォリオの調整 

 

前述のとおり、資産の方舟は独自資産配分アルゴリズムを利用して、最適な資産配分を決定してい

ます。そのアルゴリズムを利用して算出された資産配分を利用してポートフォリオを常に最適な状

態に保つために毎月ポートフォリオ内でのウェイトの調整を行っております。 

 

(1) ポートフォリオ内の価格変動によるリバランス 

 

ETF の価格が変動すると、その ETF の全体における割合が変化します。たとえば、ある ETF が

ポートフォリオの 10％を占めていたとして、その ETF の価格が 5%上昇したとき、他の ETF の

価格が変わらなかったとすると、ポートフォリオにおける割合は 10%から 

𝐸𝑇𝐹の価値

ポートフォリオの価値
=

10% × (1 + 5%)

1 + 10% × 5%
= 10.4478% 

に上昇します。このとき、この ETF を 0.4478%分売却し他の ETF を購入することで、ポートフ

ォリオ内におけるこの ETF の割合を 10%に保つことができます。資産の方舟では、原則として

リアロケーション対象月以外は毎月リバランスを行なっています。 
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(2) ポートフォリオ内でのETFの配分・ETF銘柄の入れ替え 

 

前述のとおり、過去の ETF のパフォーマンスなどにより、ポートフォリオ内での各 ETF の目標

割合が更新されます。リバランスを通すことで、ポートフォリオを常に最適な状態に保つことが

できます。資産の方舟では、毎月各 ETF 及び関連指数の価格変動を精査し、上述の資産配分ア

ルゴリズムを利用して毎月ポートフォリオ内の ETF のウェイトの調整を行なっています。 

 

IV. 投資政策委員会 

 

弊社では、資産運用の基本方針及びアセットアロケーションを検討・決定し、あわせて運用の成果

を分析・検証する機関として投資政策委員会を設置しています。同委員会は、原則として月 1 回開

催され、以下の事項が審議・決定されます。 

• 顧客財産・投資信託財産にかかる運用目的や運用方針 

• アセットアロケーションに関する事項 

• 投資対象先などの投資銘柄の選定等 

• 運用担当者の任命及び解任 

• 発注先および運用業務委託先等の選定 

• 投資信託に係る収益の分配方針 

• その他必要事項 

また、同委員会においてポートフォリオ、パフォーマンス、取引状況のモニタリングを行っていま

す。 
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株式会社お金のデザイン 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2796 号 

加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会 

 

◆投資リスク 《基準価額の変動要因》 当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じ 

て、主として世界の実物資産を実質的な投資対象とする ETF への投資を行 いますので、組入れ

た有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。したがっ

て、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額

が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失

は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険機構および保険

契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投

資者保護基金の支払いの対象とはなりません。当ファンドの主なリスクは以下の通りです。 

 

■価格変動リスク 当ファンドでは実質的に主に ETF に投資します。ETF の価格は一般に大きく

変動します。有価証券等の市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動による当ファンドの基

準価額が下がる要因となる可能性があります。 

 

■為替リスク 外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に 

外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合 には、当ファンドの基準価額が下がる要因となりま 

す。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、 当該通貨の為替相 

場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、ファンドの基 

準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の 

政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当 

ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、円と外国通 

貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。 

 

■信用リスク 当ファンドが実質的に主に投資する ETF 等に組入れられている有価証券等の発行

者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、ETF の価

格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 

 

■流動性リスク 当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却又は取得する際に、市場規模、取 

引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる 

価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を及ぼす可能 

性があります。 ※基準価額の変動は上記に限定されるものではありません。  
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《その他の留意点》 

分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと 

なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払を行う場 

合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オ 

フ）の適用はありません。 


