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保険リンク証券運用の先駆者と強力タッグ
好評のCATボンド特化型戦略に加え

再保険中心の分散型戦略も新たに提供開始



相次ぐ大型ハリケーンにも
市場関係者は冷静な反応

主として保険会社、再保険会社が資

本市場へのリスク移転のために発行す

る 保 険 リ ン ク 証 券（ 以 下、ILS：

Insurance Linked Securities）。ハ

リケーンや地震といったイベント発生

時の損失リスクと引き替えに魅力的な

利回りを享受できる証券だ。1990 年

代前半に産声を上げて以来、その市場

は一貫して拡大してきた。この ILS

に注がれる投資家の視線が近年、目に

見えて熱を帯びている。

野村アセットマネジメント（以下、

野村 AM）の投資顧問企画部長、半田

拓氏は次のように語る。

「年金基金のお客様に興味のあるア

セットクラスをお尋ねすると、ILS は

必ず声があがります。背景にあるのは

低金利の長期化とポートフォリオ全体

の分散ニーズ。CAT ボンドをはじめと

する ILS は、株式や債券との相関性

が低く、しかも利息は変動金利が基本

ですから、金利上昇リスクへの対応も

意識されてのことでしょう。昨年相次

いで発生した大型ハリケーンのネガ

ティブな影響を懸念しましたが、影響

は想定の範囲内でした」。

昨秋、カリブ海諸国と米国東部を

襲った超大型ハリケーン「イルマ」が

その１つだ。これにより ILS ファン

ドの中には大きな損失を被ったものも

あり、一部の投資家はリスク回避に動

いた模様だ。一時はパニックに向かう

かに見えたが、市場はほどなく落ち着

きを取り戻した。一時的な価格下落に

よるリスクプレミアムの拡大を収益機

会の到来と見て、積極投資に転じる動

きも目立った。ILS 市場の投資妙味と、

それゆえに高まる投資家の関心が図ら

ずも示された形だ。

そんな流れを受けてこの 3 月、野

村 AM はこの分野の新戦略「GAM 

FCM ILS 戦略」の提供をスタートし

た。「担保付き再保険を中心に CAT

ボンドや保険会社の社債など、幅広い

ILS に分散投資する戦略です。おかげ

さまで多くのお客様からお問い合わせ

をいただいています」（半田氏）。

ILS市場草創期を知る
プロフェッショナル集団

伝統的資産とはリスク・リターン特

性も投資手法も異なる ILS だけに、

運用を担うマネジャーには独特のノウ

ハウと経験が求められる。

野 村 AM が 白 羽 の 矢 を 立 て た 米

Fermat Capital Management（以

下、Fermat 社）は、スイスの独立系

資産運用グループ、GAM 社のプラッ

トフォームのもと 14 年以上の運用

実績を誇る ILS 専業の運用会社だ。

このパートナーシップは、野村 AM

が 2015 年から提供している CAT

ボンド特化の運用戦略「GAM FCM 

Cat Bond 戦略」に始まった。今回の

新戦略からは、以来 3 年を経てその

関係がさらなる深化を遂げたことがう

かがえる。

「私たち Fermat 社は、ILS 市場の

先駆者を自認しています」と人なつこ

い笑みを浮かべるのは、同社マネジン

グ・ディレクターでポートフォリオ・

マネジャーのジョン・ソウ氏だ。ソウ

氏は 1997 年、当時 ILS 市場最大の

マーケット・メーカーだった投資銀行

に誘われて保険商品グループのシニ

ア・トレーダーとなり、ILS のトレー

ディングデスクを立ち上げた。　　

「CAT ボンドが初めて発行されたの

は 1994 年ですから、市場の草創期

を知る者としての自負があります。

Fermat 社の創業は 2001 年。以来

ILS 市場各分野のパイオニアと共に、

あらゆる自然災害と金融市場の混乱期

を経験してきました。ILS 投資で好成

績をあげるために必須である専門性、

経験、分析システム等の体制を備えて

いる数少ないアクティブ運用会社がわ

れわれ Fermat 社なのです」（ソウ氏）。

投資銀行でプロップ運用を手がける

中で ILS 市場の将来的な成長を確信

したソウ氏は、ILS 運用に特化した

Fermat 社の起業へと動いた。ここで

強調すべきはその際、ILS 業界に名を

馳せるスペシャリストを精力的に迎え

入れたことだ。

2004 年以来、Fermat 社と提携関

係にある GAM グループの日本法人、

GAM 証券投資顧問の取締役 ヘッド・

オブ・インベストメント・リサーチ、

戸島真人氏は、その顔ぶれについて次

のように語る。「目下、業界のデファ

クトスタンダードとなっている災害評

価モデルを作った人物、初めて CAT

ボンドのドキュメンテーションを手が

けた人物、世界銀行と組んで世界最大

のウェザーデリバティブを運営した実

績を持つ人物……など、掛け値なしの

多士済々です」。

Fermat 社が ILS 市場屈指のプレー

ヤーとして君臨しているのは、こうし

たパワフルなプロフェッショナル達に

支えられてのこと。すでに触れた

「GAM FCM Cat Bond 戦 略 」 は、

同社が GAM グループと手を携えて

間もなく 2004 年に運用を開始した

旗艦戦略だ。13 年を超えるトラック

レコードと約 13 億ドルの受託残高

を誇る巨大ファンドとして、日本はも

とより世界各国の投資家の信頼をかち

えている。運用実績も良好で、過去の

金利上昇局面や災害発生時においても

損失を抑え、安定的にプレミアムを享

受している（図１）。

Fermat 社の投資哲学、運用プロセ

スに目を向けよう。第一の特徴は、需

給のミスプライスが存在する部分に

フォーカスし、リスクプレミアムをア

クティブに取りに行くことだ（次ペー

ジ図２）。

「災害保険市場に存在するリスクは

保険会社間の再保険によってカバー済

みの部分と、リスク移転がなされてい

ないそれ以外の部分とに分かれます。

Fermat 社の運用手法では投資妙味が

より高い後者に属する銘柄にフォーカ

スして、リスク・リターンが最適化さ

れるポートフォリオを構築します。こ

れは伝統資産の運用畑出身のマネ

ジャーにすれば当然のやり方ですが、

一般的な ILS マネジャーは再保険会

※2004/12-2018/3、ドルベース、bloomberg・GAM社データより野村アセットマネジメント作成
※上記グラフは過去の実績を示すものであり、将来のパフォーマンスを予想あるいは示唆するものではありません。

金利上昇局面や自然災害発生時を乗り越えてきたパフォーマンス
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【図1】GAM FCM Cat Bond戦略のパフォーマンス
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社出身の方が多いため、カルチャーと

してリスクを満遍なく分散することを

重視しがちです。結果として発行体優

位な銘柄も均等に組み入れてパフォー

マンスを下げる傾向があります」（戸

島氏）。

同社のもう一つの特徴は、災害によ

る被害の実態をたえずウォッチしなが

ら、機動的にポジションをコントロー

ルすることだ。先述のハリケーン「イ

ルマ」の襲来に際しても、避難命令な

ど当局の発表と気象レーダーが示すハ

リケーンの経路を逐次照らし合わせて、

被害水準を独自に予測し、CAT ボンド

のセカンダリー市場で機動的売買を

行ったという。

「ハリケーンの強度がレベル 4 から

2（１＜５）に実質ダウンしてもなお、

避難命令が継続した局面がありました。

CAT ボンドの価格が大きく値下がり

する中、Fermat 社の運用チームは被

害が一定水準を下回ると見て購入スタ

ンスに転換したのです。後の相場の戻

りで大きな収益の獲得に成功したのは、

その結果。これは災害リスクを的確に

評価できるスタッフと体制があってこ

そできることです」と戸島氏は長年の

パートナーの手腕を高く評価する。

事実同社は ILS のリスク評価・管

理における有力３社のソフトをすべて

導入し、単一のプラットフォームに統

合するなど、リスクコントロールにこ

とさら力を注いでいる。「イルマ」の

影響で並みいるライバルの多くがマイ

ナスのパフォーマンスに沈んだ昨年度、

「GAM FCM Cat Bond 戦略」がド

ルベースながら 0.5％のプラス収益

を確保できたのは、これら多角的な工

夫と努力の賜なのである。

GAM社との連携による
手厚い顧客サービスも定評

野村 AM と Fermat 社の仲を取り

持った GAM 証券投資顧問の存在にも

目を向けよう。GAM グループの日本

法人として 97 年に設立。当初は主

にファンド・オブ・ヘッジファンズの

ビジネスを展開。その後、2014 年に

野村 AM と提携し「GAM FCM Cat 

Bond 戦略」のほか、アンコンストレ

インド型の債券戦略も含む複数のプロ

ダクトの提供を開始した。以来、年金

基金・機関投資家向けの商品・サービ

スの拡充、強化に力を注いでいる。

「プラットフォームの質とガバナン

スの効いたファンド運用もさることな

がら、日本拠点でしっかりしたクライ

アントサービスをご提供いただけるこ

とも GAM 社の大きな持ち味です。

グローバルでの実績があり、かつ日本

語によるコミュニケーションに対応で

きるオルタナティブに強みを持ったプ

レーヤーは数少ないのです」（半田氏）。

野村 AM からの高評価を受けて、

GAM 証券投資顧問の代表取締役社長、

岸本志津氏も今後の事業展開に意気込

む。

「GAM グループの運用戦略はエッ

ジの効いたものが多いので、プロダク

トマネジャーによるきちんとした説明

が不可欠です。国内の機関投資家の皆

さまのお役に立つために、グループ本

部もますますサービス体制を強化する

方針です」。

「GAM FCM Cat Bond 戦 略 」 の

目標リターンは Cash ＋４～６％。

一方、新登場の「GAM FCM ILS 戦

略」は同６～８％。前者は月次での解

約が可能なのに対して、後者は年２回

（買付は月次）と、流動性にやや制約

がかかる。「ILS 分野の入門商品とし

ても、わかりやすいのは CAT ボンド

に特化した前者でしょう。すでにこち

らに投資済みで、リスク分散を望まれ

るお客様には後者の新戦略がご検討い

ただきやすいと考えております」（半

田氏）。

言うまでもなく経済活動にはリスク

が付きものだ。ビルや工場を建てるに

も万一の事態を想定せざるをえず、そ

のリスクを保険によってカバーしてこ

そ経済は円滑に回る。一方、保険会社

としても当局の規制をクリアし、ある

いはより高い格付けを取得するには、

無軌道にリスクを抱え込むわけにはい

かない。外部のプレーヤーに引き受け

てもらう形でリスクを分散する必要が

あるが、現状、そうしたリスク移転が

なされていない、再保険で未カバーの

保険リスクはすでに 5,000 億ドル

（約 50 兆円）を超えるという。

「世界的な保険会社に対する規制強

化により保険提供の厳しさが増す一方、

経済活動の急激な発展により保険の需

要は高まっています。これが保険市場

における構造的な需給のミスマッチで

あり、ここにこそ保険リスクの受け皿

としての ILS の存在意義があると言

えます。今後も ILS 市場の急成長が

続くとの認識を多くの投資家が共有し

ていることは、『イルマ』後の CAT

ボンド指数の推移からも明らかでしょ

う。一時的に拡大したスプレッドは、

その後間もなくタイト化しました」と、

ソウ氏は ILS 市場の展望を語る。

年金基金が直面している課題に対処

するうえで、ILS 戦略を活用する意義

は大きい。実績に勝る Fermat 社と

GAM 社、そして野村 AM の連携は、

悩める日本の年金基金にとってこの上

なく心強い存在だろう。戦略の詳細は

野村 AM に問い合わせてほしい。

GAM証券投資顧問
代表取締役社長

岸本 志津氏

※GAM社データより野村アセットマネジメント作成

FLW：フロリダ･ハリケーン、NYW：ニューヨーク･ハリケーン、TXW：テキサス･ハリケーン、CAQ：カリフォルニア地震、NMQ：ニューマドリッド地震、FRW：フランス暴風、DEW：ドイツ暴風、
UKW：英国暴風、JPQ：日本地震、JPW：日本台風、AUQ：オーストラリア地震、AUW：オーストラリア暴風、UKF：英国洪水、MXQ：メキシコ地震

再保険で未カバーのリスク：
5,000億ドル（約50兆円）以上

⇒買い手優位

再保険でカバー済みのリスク:
3,500億ドル（約35兆円）

⇒発行体優位
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【図2】世界の災害別保険リスク総額

GAM証券投資顧問
取締役
ヘッド・オブ・インベストメント・リサーチ

戸島 真人氏

1. 当商品を取り扱う金融商品取引業者
商号：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第373号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人　第二種金融商品取引業協会
連絡先：野村アセットマネジメント株式会社　投資顧問企画部　TEL:(03)3241-9858
2. 商品に係る費用（手数料等）
・投資顧問業務の対価として、一般に、平均純資産残高に対して最大25bp（税抜き）の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。
・投資顧問報酬とは別に、有価証券売買委託手数料や、有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、契約資産から控除されます。またこ
れらの費用は運用状況により変動するため事前に料率・上限額等を表示することができません。
・投資一任契約内で、弊社の投資判断として当商品の投資信託を購入する場合があり、この場合は投資信託の運用報酬（最大95bpの固定報酬
+成功報酬＜短期金利を上回った部分の10％、ハイウォーターマーク＞、 または最大125bpの固定報酬）、及び販売会社・管理会社等の費用が発
生致します。また、投資信託の換金に際し、信託財産留保額がかかる場合があります。
・販売会社・管理会社等への管理報酬等は投信内でご負担いただきます。（お客様から直接いただく形式ではございません。）
3.当商品の投資リスク
お客様のために行う金融商品取引行為については、株式、新株予約権付社債、公社債等に投資します （投資信託・リミテッドパートナーシップを通
じて投資する場合を含みます）ので、国内外の経済・政治情勢、金利変動、発行体の業績や財務状況の変化等の影響により、投資する株式、通貨
等の価格が下落し、損失が生ずるおそれがあります。また、当商品ではデリバティブ取引を使用することがあります。同取引は証拠金の金額以上のレ
バレッジを活用して行なうことから、原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動し、差し入れた証拠金を上回る損失が生じる可能
性があります。またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変えていきますので事前に表示することができませ
ん。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の計算に基づき当社が妥当であ
ると判断した金額を契約資産から預託いたします。

野村アセットマネジメント
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加入協会：一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会／一般社団法人 第二種金融商品取引業協会


