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はじめに

読者の皆様へ
金融サービス業界に重点を置き、市場の重要なホットトピックを取り上げたデロイトの「Inside」第5号へよう
こそ！本誌の創刊に関わったチーム全員にとって、本誌の成長を目にするのはたいへん嬉しいことです。
1年前に創刊号が刊行されて以来、多くの変化がありました。本誌のコンセプトと寄稿者のプロファイルは
変化し、世界各国からの洞察に満ちた寄稿を提供すべく、ますます国際的なものになっています。
そのため「Inside」はますます多くの読者を獲得しており、私たちは、この時代を生きることは幸運であると
いう私たちの信念を皆様が共有して下さっていることを示すフィードバックを皆様から受け取ることを嬉しく
思います。各最新号の刊行は、広く知られたマイルストーンとなりつつあります。最高経営責任者（Chief
Executive Officer：CEO）と最高財務責任者（Chief Financial Officer：CFO）を特集した本最新号の刊行は、
ルクセンブルクにおけるホライズン会議の開催と重なりました。ルクセンブルクは金融危機を受けて金融セ
クターを刷新する必要性の好例とみなすことができるため、これは偶然の一致ではありません。また、ホラ
イズン会議はルクセンブルクのカレンダーにおける重要な一日となり、私たちが本号で取り上げるテーマ
は皆様の思考を育み、広げるでしょう。
実際に、私たちは大きな変化の時期を生きており、特に金融サービス業界はたいへんな課題を経験しつ
つあります。私たちの目的は、皆様が主なリスク分野を識別する手助けをし、特定のトピックに皆様の注意
を向けさせることです。この文脈において、多くの観察者は、今の時期を極めてつらく厳しい時期と見てい
ます。これは事実です。しかし私たちは同時に、これが何にもまして機会に満ちた時代であることを皆様に
示したいと考えています。今日の不確実性を活用できる者が、明日成功するのです。
このため、私たちの専門家は自身の見解や意見を皆様と共有したいと考えております。その一部は全く新
しいものです。その他は皆様がすでにご存知であるかもしれませんが、思い出したり、焦点を当てる価値
があるものもあります。
本号をお楽しみいただき、ご意見をお寄せいただければ幸いです。

ジョエル・ファノーフェルシェルデ
（Joël Vanoverschelde）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング・リーダー
デロイト
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パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
パートナー
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

シャーロット・シェドロン
（Charlotte Chaidron）
アナリスト
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

読者の
皆様へ

この「Inside」最新号は、今日の世界でCEOとCFOが果たしている役割を特集し、すべての組織に重大
な影響を及ぼすいくつかの最新のホットトピックに注目しています。
本号は金融サービス業界に重点を置いています。リテールバンキング、プライベートバンキングおよび
投資運用業界は、金融危機がビジネスのあり方の改革を要求する中で、いずれもその歴史上の岐路
に立っています。
「Inside」の過去の号は、私たちのビジネスおよび規制の環境における変化のスピードから生じる業務
上の複雑性を明らかにしました。現在、私たちの焦点は、これがCEOとCFOにとって何を意味するか、
そしてこの新たなパラダイムを考慮しつつどのように戦略的ビジョンを構築し実施するかに移っていま
す。
「Inside」本号に掲載されたレポートは、業界の上級プロフェッショナルの幅広い視点を反映しています。
高い評価を受けているこれらの寄稿者には、例えば、プライベートエクイティ業界における最新のトレン
ドを考察する、アルディアンのCEOであるドミニク・セネキエ（Dominique Senequier）氏、ならびにイノ
ベーションに関する考えを共有する、モニターデロイトのダブリン・イノベーション・プラクティスのリー
ダーであるバンシー・ナジー（Bansi Nagji）およびジェフリー・タフ（Geoffrey Tuff）が含まれます。これら
のインタビューは、革新的であることが今日の世界における継続的な成功のために必須であり、また本
号の重要なポイントの一つであることを示しています。
また本号は、現在のM&A市場の回復や、こうした取引がその約束を確実に果たせるようにするために
効果的な合併後の統合戦略がいかに重要であるかなど、その他の刺激に満ちたトピックを取り上げて
います。最後に、私たちは、金融業界におけるいくつかの最近の規制の変化、および私たちが目にした
いくつかの革新的な対応も取り上げています。
皆様が、本号を楽しんでお読みいただき、多くの知見を得ていただければ幸いです。
連絡先：
Benjamin Collette
Partner
Strategy, Regulatory & Corporate
Finance Leader
Tel: +352 451 452 809
Mobile: +352 621 283 574
bcollette@deloitte.lu
Pierre Masset
Partner
Corporate Finance Leader
Tel: +352 451 452 756
Mobile: +352 661 451 602
pmasset@deloitte.lu
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
ベンジャミン・コレット
（Benjamin Collette）
パートナー
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス・リーダー
金融サービス業界コンサルティング・リーダー
デロイト

ピエール・マッセ
（Pierre Masset）
パートナー
コーポレート・ファイナンス・リーダー
デロイト

Grand Duchy of Luxembourg
www.deloitte.lu
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アルディアン最高経営責任者
ドミニク・セネキエ氏との
Q&A
ドミニク・セネキエ氏は 1996 年に AXA グループに入社し、
アクサ・プライベート・エクイティを創設しました。
同社は 460 億米ドルの資産を運用・助言する投資会社に
成長し、2013 年にアルディアンとなりました。
現在、同社は世界各国の10拠点に320人を超える従業員を擁しています。ドミニク・セネキエ氏は現在、イタリアの複合企
業であるカンパニー・インダストリアーリ・リウニテ（Compagnie Industriali Riunite）の取締役会の非エグゼクティブ・メン
バーとなっています。同氏は、エルメス・アンテルナショナルの監査委員会副委員長を務めています。2012年に、同氏はフ
ランス政府によりレジオンドヌール勲章シュヴァリエ（Chevalier de la Légion d’Honneur）に叙されました。同氏はフランス
保険監督委員会でそのキャリアをスタートさせ、その後GANに入社し、再保険、国際開発およびプライベートエクイティを
担当しました。

Q: 会社の独立によって何が変わりましたか？
私たちは常に精神的に独立していましたが、今は実
態としても独立しています。独立性を主張する瞬間が
訪れた時、私たちは自身の本当の特性―私たちの大
胆さ、私たちの成功への決意および私たちを前進させ
る起業家精神―を示す機会を得ました。
スピンオフは、強力な国際的リーチとネットワークを持
つ、パワフルで、新しい、高品質な投資会社を誕生さ
せました。計画された戦略に大きな変更はありませ
ん。この重要な出来事の特徴は継続性であり、経営
陣はすべての業務上および投資上の意思決定の支
配を維持しており、また私たちのチームは株式資本の
52％を保有しています。当社は過去18年間の成功を
足場として、新たな機会を捉え、より広範な領域を受
け入れていきます。投資家は、変わらぬ水準のサービ
スおよび投資パフォーマンス、責任ある投資の文化へ
の継続的なコミットメントならびに私たちのLPと極めて
よく整合した利害を持つようになった私たちの従業員
の長期的な視点を期待することができます。
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Q: プライベートエクイティ事業の見通しは？
欧州におけるマクロ経済の状況は改善しつつありま
す。現在この地域に対する投資家の信頼は高まって
おり、この市場に対するエクスポージャーの増加に
つながっています。このことは、私たちの直接的な活
動に一層有利な環境を提供しています。市場におけ
る競争は依然として激しいものの、私たちは、企業を
拡大するための強力な戦略をもって、意欲ある経営
チームを支える優れた機会を、引き続き見出してい
ます。グローバル経済が信頼を回復する中で、私た
ちは改善しつつある状況を利用するため、私たちの
ポートフォリオ企業と協力する用意があります。私た
ちのファンド・オブ・ファンズ事業においては、銀行が
自己勘定取引に関する新たな規制の遵守に取り掛
かり、年金基金がそのプライベートエクイティのポー
トフォリオのリバランスによる縮小を目指す中で、市
場は引き続き多くの機会を生み出しています。
年金基金の受益者への支払いなど、しばしばインフ
レとリンクしている長期負債を返済しなければならな
い投資家にとって、代替的な利回りの源泉へのアク
セスはますます重要になっています。このトレンド
は、インフラや民間債務などの資産クラスが、一部
の顧客にとってますます重要なものになることを促し
ています。

ドミニク・セネキエ
（Dominique Senequier）
最高経営責任者
アルディアン

Q: LPの新たな期待は何でしょうか？
もちろん、リスクフリーリターンが歴史的な低水準となっ
ている中で、依然として高水準のパフォーマンスが彼ら
の主な期待の一つですが、経済危機は透明性の必要性
を高めました。今では、私たちはよりテーラーメイドの
サービスを各LPに提供する必要があります。単に顧客を
年1回または2回訪問するだけでは十分ではなく、彼らが
自身の投資を監視できるような、異なる種類の関係を持
つ必要があります。また私たちは、ますます多くの投資
家 が 、 環 境 、 社 会 お よ び ガ バ ナ ン ス （ Environmental,
Social and Governance：ESG）の問題に関する私たちの
方針についてより深く知りたいと望むようになっているの
を目にしています。私たちのコミットメントは、ESGを全体
的な投資プロセスと統合することです。
投資家が共同投資の機会を探している中で、もう一つの
重要な要素は、資金調達に関するものです。このモデル
には運用報酬がないため、大手の投資家がそのポート
フォリオの構築における柔軟性を維持しつつ、より低いコ
ストで投資を展開することを可能にします。またこれは、
私たちが投資家との間により深い関係を築き、取引プロ
セスにおいて協力することを可能にします。

Q: AIFMはどのような影響を及ぼしますか？

ベンジャミン・ラム
（Benjamin Lam）
パートナー - プライベート・エクイティ＆不動産リーダー
デロイト

Q: グローバルな有力プライベートエクイティ会社の一つを率
いることをどう感じていますか？
これは素晴らしい業績であり、かつ重要な責任です。私
たちは協力して、この新しい会社の所有者となりました。
最近の新入社員から、私と一緒に欧州の有力なプライ
ベート投資会社の一つをゼロから作り上げた当初のチー
ムまで、私たちの260人超が現在株主となっています。今
や、私たち全員が起業家なのです。私たちの課題は、私
たちの目標、すなわち責任を持って、成果の共有が成功
の共有につながるような方法による持続する価値および
優れたリターンの創出を、毎日達成することです。

Q: AIFMDに関するルクセンブルクの役割、およびプライベー
トエクイティ投資のプラットフォーム／ハブとしてのルクセン
ブルクの役割をどう見ていますか？
ルクセンブルク拠点の開設から3年が経ち、私たちは現
在、地元のファンドや企業を専門に担当する5人の人員を
擁しています。私たちはルクセンブルクを、その幅広い
ファンドビークル、企業に優しい環境ならびにソリューショ
ンの発見を手助けしてくれる敏腕の弁護士、アドバイ
ザー、監査人およびバンカーの存在から、魅力的な立地
兼プライベートエクイティ投資のための重要なハブと見て
います。

私は保険監督官として自分のキャリアをスタートさせまし
たから、規制がもたらす便益について確信を持っていま
す。アルディアンのチームはこれらの変化を予想してお
り、私たちは世界各国の拠点のコンプライアンス部門を
強化するための人材を採用してきました。一言で言え
ば、私たちのビジネスは変わりませんが、仕事は増える
でしょう。しかし、より小規模な資産運用会社にとっては、
AIFMの影響はより重大かつ対処が困難なものとなるか
もしれません。
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バンシー・ナジー
（Bansi Nagji）
リーダー
モニターデロイト

ジェフ・タフ
（Geoff Tuff）
リーダー
ダブリン・イノベーション・プラクティス
モニターデロイト

CFOのアジェンダに
イノベーションを加える
昨年秋に開催されたデロイトの CFO VISION カンファレンス
に参加した CFO のグループに、イノベーションについて聞か
されることに飽きてしまった人がいるかどうか尋ねたところ、
数人が手を挙げました。
ジェフ・タフ

「一部のCFOにとってイノベーションという用語はもはや無
意味になっており、会社の予算を正当化できるものであ
ればほとんど何にでも使われています」と、モニターデロ
イトのイノベーション・プラクティスであるダブリン（Doblin）
のリーダーを務めるDeloitte Consulting LLPのジェフ・タフ
は述べています。彼は、「さらに、ダブリンの調査によれ
ば、イノベーションの試みのうち平均して95％がその資本
を回収できていません」と付け加えています。イノベーショ
ンに対して懐疑的なCFOがいることは不思議ではありま
せん。
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「しかし、CFOは規律と分析的思考をイノベーションのプ
ロセスにもたらすことのできる人々であり、これらは成功
のために必要なものです 」 と タ フ は言いま す。彼 と、
Deloitte Consulting LLPのプリンシパルであり、モニター
デロイトのリーダーを務めるバンシー・ナジーは、CFOが
組織のイノベーションのアジェンダの設定および管理に
おいてより大きな役割を果たすべき理由、ならびにCFO
がもたらすことのできる価値を論じています。
この2人のイノベーションに関するベテランである新発想
のリーダーは、ハーバード・ビジネス・レビュー誌に発表
された 「 イノベーション戦略の70：20：10の法則（原題：
Managing Your Innovation Portfolio）」の共著者であり、
その他の主要なビジネス関連の出版物にも寄稿してい
ます。

Q: 多くの企業が、2012年のハーバード・ビジネス・レビュー誌
の記事に述べられた「70：20：10の法則」を用いてイノベー
ション戦略を策定しています。この法則はどのようなもの
で、CFOはこれをどのように適用できるのでしょうか？

Q: CFOはイノベーション戦略をその予測および計画に組み
込むべきではないでしょうか、またそうである場合、戦略
の策定にもっと関与すべきではないでしょうか？
バンシー・ナジー

ジェフ・タフ
この法則について説明する前に、「イノベーションとは何
か？」と問うてみることが重要だと思います。イノベーショ
ンとは新しい価値を創造することであり、新しいとは私た
ちの市場または世界にとって新しいということ、価値とは
組織の顧客および組織自体にとっての経済価値と定義さ
れます。イノベーションは必ずしも高コストではなく、また
もちろん、必ずしも高リスクではありません。
70：20：10の法則は、平均的な組織において、イノベー
ションの取組みに費やすもののうち70％は組織の中核事
業に、20％は隣接する機会に、そして10％は組織にとっ
て、およびおそらくはより幅広い市場にとって転換的とな
り得るプロジェクトに向けられるべきであると定めた基本
的なガイドラインです。特定の企業にとって適切な比率
は、その成熟度、ならびにその戦略およびリスクの特性
を含め、業界や組織によって異なるでしょう。また、組織
において期待される経済的リターンも、これらの比率の設
定における重要な要素です。したがって、一部の企業に
とって、中核または隣接事業におけるイノベーションは他
の企業と比べてはるかに重要となることがあり、かかる事
業は転換的なプロジェクトへの注力を最小化するでしょ
う。

これこそが、イノベーション戦略の策定プロセス全体に
とってCFOの視点が重要となる所です。多くの企業はま
だ、CFOがイノベーションのアジェンダの設定において
実質的な役割を果たすというレベルで運営されてはいま
せんが、状況は変わりつつあります。前述のカンファレ
ンスに参加した大企業のCFOの50％超が、自社のイノ
ベーションの評価、資金調達および推進において重要
な役割を果たすことがCEOに求められていると述べまし
た。残りのCFOのうち36％は、イノベーションに関する意
思決定事項の実行を支援し、これを可能にすることを
CEOから期待されていると認めていました。
CFOがイノベーション戦略とその予想される結果をいず
れかの時点で予測に組み込もうとする場合、彼らは、株
主にすでに与えたコミットメント、企業のリスク特性およ
びイノベーション戦略が財務部門の目標に及ぼすであ
ろう影響も考慮しなければならなくなります。同時に、企
業の市場シェアまたは業界における成長目標を踏ま
え、彼らがポートフォリオ内の特定の種類のイノベーショ
ンおよびそれらの資金を調達する方法について、より制
約の少ない視点を用いることが必要です。多くの企業が
直面する課題は、長期的な成長を追求しつつ短期的な
リスク管理の必要性のバランスを取ることであり、ここで
CFOは重要な役割を果たすことができます。

イノベーションのこれら3つのレベルそれぞれにおいて、
企業の目標、リスク選好度およびコスト上の制約を考慮
しつつ、イノベーションのプロジェクトの目標となるポート
フォリオのカスタマイズを支援することは、CFOの領域で
す。また財務部門は、それらのイノベーションの目標の範
囲をテストするための客観的なデータの適用を行うのに
最も適切な部門となり得ます。
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Q: イノベーション主導のアイデアのパイプラインを測定・監
視し、その組織にとっての便益を比較するためのリー
ディングプラクティスはありますか？
ジェフ・タフ
企業がイノベーションの取組みに対するメトリクスの適
用を検討する際は、売上、収益の増加、市場シェアの
変動などの伝統的な外部の経済的メトリクスを、正し
い状況に適用することが重要です。伝統的なメトリクス
は一般に、中核事業に関連するイノベーションのプロ
グラムに適切です。イノベーションのプロジェクトが中
核事業から遠ざかるにつれ、その他の種類のメトリク
ス、すなわち一般的には非経済的な内部のメトリクス
を検討すべきです。中核事業から遠く離れたイノベー
ションを測定するためのイノベーションのメトリクスの
一つの例は、学習―CFOまたは経営チームが、純粋
に何かを学習することを目的としてある取組みに資金
を提供しようとする意欲の程度―です。その取組みが
成功するか失敗するかや、その投資が会社に市場へ
の影響力をもたらすかは問題ではありません。むし
ろ、経営陣がその取組みから何か重要なことを学習で
きるのであれば、そのこと自体が当該プロジェクトへの
継続的な注力または資金提供を正当化できます。プロ
ジェクトの開始が近づくと、CFOやその他の者は、市場
テストやパイロットなどのより伝統的な測定基準を追
加することができます。

Q: 一部の企業は、顧客がよく反応するような方法でイノ
ベーションを行うことに成功しています。これらの企業
はどのようにして、自身の顧客を理解し、それに基づ
いてイノベーションを行うということの核心をつかんで
いるのでしょうか？
バンシー・ナジー
イノベーションについて考えるにあたっての大きな考
え方の転換は、隣接するイノベーションおよび転換的
なイノベーションの問題への対処です。これは、現在
分かっていない物事の世界を探求することを要求し
ます。経営陣、特に転換的なイノベーションに取り組
む経営陣に対する私たちの提案の一つは、ある商品
またはサービスが欲しかったり欲しくなかったりする
理由を顧客に尋ねることに多くの時間を費やさないと
いうことです。その代わりに、経営陣は、顧客がある
商品またはサービスをどのように使っており、それを
日常生活にどのように組み込み得るかについて考え
るべきです。そうすれば、顧客が、現在世界に存在す
る1つ、2つ、場合によっては3つの他の商品を、現在
存在しないある商品でどのように代替し得るかを想
像できるようになります。

Q: このエクササイズにおいて、CFOが果たすべき役割
はありますか？
ジェフ・タフ

CFO は、イノベーションのチームが異
なるビジネスモデルと戯れ始めた時
に、中核事業が根本的に傷つかない
ことを確実にできる者なのです
ジェフ・タフ
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ここでCFOが極めて上手くできることは、ビジネスモ
デルおよびどのような制約が存在し得るかに関する
議論に関与することです。これには、現在は用いてい
ないものの利用可能な異なる方法で顧客にサービス
または商品を提供するなどといった、ビジネスモデル
の変更により克服することのできる見せかけの制約
も含まれます。顧客によりよく対応するために会社が
何を変えることができるかについての対話にCFOが
関与していることはまれですが、CFOは、たとえこれ
が通常自分が招かれる種類のミーティングでなくと
も、この議論に参加する必要があります。

バンシー・ナジー

バンシー・ナジー

多くのCFOは、顧客を理解するという世界に十分に触れ
ていません。しかしCFOは、顧客とその行動を駆り立てる
もの、そして非顧客と彼らが特定のやり方で行動しない
理由―これらはすべて財務に影響を及ぼし得ます―を、
もっとずっと容易に理解できることが必要になるでしょう。
一般に、経営チームに最高マーケティング責任者（Chief
Marketing Officer：CMO）とCFOが含まれている場合、
CMOはCFOのプレゼンに関心を注がない傾向にあり、
逆もまた同様でしょう。しかしこれは、CFOがより多くを学
ぶと同時に一枚加わることのできる機会なのです。

CFOは、自身の組織のイノベーションの取組みがどこ
にあり、どのような立場にあるかを理解しているべきで
す。それらは計画通り進み、マイルストーンを達成して
いますか、それとも行き詰まっていますか？多くの企業
はこれらの質問に答えることができないと思われます
が、この答えを知っていることはCFOの仕事です。

Q: CFOは、自身の組織のイノベーションに関する議論およ
び意思決定にさらに深く参加するために何ができるで
しょうか？
ジェフ・タフ
何が事業の経済性を推進するかを組織の中の誰かが理
解しているとしたら、それはCFOです。私たちが見出して
いるCFOにとっての機会は、懐疑派の役割というよりは
むしろ、理性の声、データに根差したビジネスモデルの
番人の役割を果たすことです。CFOはイノベーションを事
業の重要なドライバーや、どのように中核事業外のいく
つかのアイデアを追求する価値があるか、に論理的に
関連付けることができるため、多くの場面で「イエス」と言
う人物として、イノベーションのチームに関与することが
できます。しかし、CFOは同時に、中核事業を保護する
ための有効なガードレールが存在し、人々がこれを越え
ないことを確実にするために必要とされています。CFO
は、イノベーションのチームが異なるビジネスモデルと戯
れ始めた時に、中核事業が根本的に傷つかないことを
確実にできる者なのです。

またCFOは、ポートフォリオの選択を合意されたイノ
ベーションの取組みと一致させ、また、土壇場でさらな
る資金の要求が発生しないよう、ポートフォリオに適切
なリソースが配分されていることを確実にする手助けを
することができます。CFOは、その分析スキルおよび
ツールを用いて、イノベーションの野望の組合せを反映
したスマートな測定システムおよび評価方法を生み出
すことができ、また自身の組織を、まとまりのない多数
のイノベーションのプロジェクトではなく、より少数の大
胆な取組みに集中させ続けるよう手助けすることがで
きます。
私の意見では、CFOは他の部門の戦略的パートナーと
なるべきであり、イノベーションにノーと言ってこれを
R&D部門、戦略部門および業務部門に任せてしまう人
物を演じる仕事から脱却すべきです。CFOがイノベー
ションに参加した場合、彼らは、変化の触媒の役割を
果たしつつ規律を植え付ける機会を得ます。イノベー
ションは企業の戦略的方向性の根本であり、CFOがそ
のプロセスにおいてより大きな役割を果たすべきである
というのは理にかなったことです。

関連リソース
• Harvard Business Review「Managing Your Innovation Portfolio」（2012年5月）
• 「CFOs to Play a Larger Role in Their Organizations’ Innovation Process」
• 「Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs」
• 「Realigning Your Organization’s Portfolio for Growth」
2014年3月25日12.01 a.m.
ご質問は、デロイトの「CFO Journal」のエディターまでお寄せ下さい。
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CFO の知見
成長のために貴社の
ポートフォリオを再調整する
マイク・アームストロング
（Mike Armstrong）
ディレクター
デロイト

ウィル・フレーム
（Will Frame）
プリンシパル
デロイト

ダン・シュウェラー
（Dan Schweller ）
パートナー
デロイト

トム・ウィリアムソン
（Tom Williamson）
プリンシパル
デロイト

ジム・マノッキ
（Jim Manocchi）
ディレクター
デロイト

幅広い事業変革の一環としてのポートフォリオ再調整は、
複雑で、苦痛を伴い、時間のかかるプロセスとなり得ます。
しかし同時に、低成長の環境においてさらなる株主価値を
引き出そうとする CFO は、これが事業に不可欠なものであ
ると気付くかもしれません。
実際に、現在の環境において、多くの財務責任者がその可
能性を検討―および活用―しています。2014 年第1四半期
の「CFO Signals™」のサーベイでは、大企業のCFOの20％
超が翌年に大規模な合併または買収を見込んでいると述
べており、また15％超が大規模な分離を、約14％が事業単
位の業務の廃止を見込んでいます1。

彼らの取組みが「アドバンテージのあるポートフォリオ」―
戦略的に健全で、価値を創造する、回復力に富むポート
フォリオ―につながるかどうかは、もちろん保証されてい
ません。かかる再調整に取り組むことは、企業が成長の
実現の助けとなる新たな資産や分離のターゲットとなる資
産を識別するのに明らかに役立ち得ます。しかし同時に
企業は、再調整のプロセスに総合的かつ徹底的に取り組
むことにより、持続可能な成長を実現させ将来の投資をよ
り有効に活用するポートフォリオを作り出すことができま
す2。

1 Deloitte LLPデロイトCFOプログラム 「CFO Signals」2014年第1四半期号（2014年3月）
2 Deloitte Development LLC「Portfolio Realignment: A Business Imperative」（2013年）

しかし、このプロセスに取り組むための方法は一つではあり
ません。企業はそのポートフォリオを再調整するために分離
をますます利用するようになっています（3ページ目の補足
記事「成長への脱皮」を参照）が、この戦術単独では、価値
の構築に十分ではありません。「CFO Insights」本号で、私
たちは企業がアドバンテージのあるポートフォリオを構築す
るために講じる必要のあるステップを検討し、CFOがどのよ
うにしてこのプロセスを発展させられるかについて議論しま
す。
再調整の4つのステップ
ポートフォリオの再調整が事業に不可欠なものとなりつつあ
るのには、いくつかの理由があります。その一つは、景気後
退前にポートフォリオを一新しなかった一部の企業が、その
価値を破壊するような事業を処分しようとしてこなかった、ま
たはこれができなかったことです。結果として、現在これら
の企業では、その成長および収益性が、過度に複雑な業
務、むらのあるパフォーマンスおよび事業の質を根本的に
改善する必要性によって阻害されていることが考えられま
す。
景気後退の最中に現金を調達するため低パフォーマンスの
資産を売却し、得られた収益を効果的でない方法で利用し
てしまった企業もあります。現在これらの組織は、経済およ
び信用の状況の変化を上手く利用できる位置にいないこと
に気付いているかもしれません。最後に、一部の企業は
ポートフォリオの再調整を、グローバリゼーションおよび価
値の転換に対処するため、または新たな企業ビジョンと足
並みを揃えるために、新たな資産を追加し、古い資産を切り
離すという、より幅広い継続的な再活性化プロセスの一部と
して見ています。

同時に企業は、再調整のプロセスに
総合的かつ徹底的に取り組むことによ
り、持続可能な成長を実現させ将来
の投資をより有効に活用するポート
フォリオを作り出すことができます
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ドライバーが何であれ、アドバンテージのあるポートフォリ
オの創出には、4つの主要なステップがあります。

1. ポートフォリオを分析／細分化し、価値を破壊する事業
を処分する
組織の中核の強化は、現在および将来の各事業のポジ
ションを評価し、その上でその適切な役割を定義するこ
とから始まります。細分化された場合、多くの企業ポート
フォリオは、株主価値に対して驚くほど広範囲に寄与し
ていることを示します。そしてこの情報が備わると、企業
は、個別の事業単位がどのように価値を創造または破
壊しているかという全体像を描くようになり、以後の投資
ソリューションをより適切に決定することができます（図
表1を参照）。
実際に、この最初のステップは、中核ポートフォリオ事
業における投資の潜在能力を高めることにより、自己資
金アプローチ―再投資のための現金を生み出すアプ
ローチ―の重要な一部となっています。結局のところ、
一部の事業単位は、全体的な価値にほとんどまたは全
く貢献することなく、多額の企業資産を消費しているかも
しれません。考えられる一つの指標として、これらの低
パフォーマンスの資産はしばしば、株主価値と強い相関
関係があり、製造、エネルギー、消費財などの多くの資
本集約的産業において重要とされる資本利益率
（Return On Capital：ROC）で測定した場合に、低いパ
フォーマンスを示します。
典型的な事例：ある化学会社の事業ポートフォリオの
ROC分析が、この会社のEBITDAの28％を生み出してい
るにも関わらず、企業価値を破壊している事業単位を識
別しました。このROC分析は、当該事業を所有すること
によって、1株当たり7.70米ドルもの価値が失われている
ことを示しました。当該事業単位の売却によりEBITDA
は30％減少し、また売却の時点で帳簿上の損失の計上
が要求されたものの、取引が成立した時点で親会社の1
株当たり株価は約7米ドル上昇しました。価値の増加
は、当該事業の保有により失われる価値の見積りとほ
ぼ同額でした。

CFOは、価値のドライバーおよび破壊者、構造的コストなら
びに成長の機会の識別を手助けするため、以下を問うこと
により、各事業の戦略と構造の両方に取り組むべきです。

図表1：ポートフォリオのセグメンテーション

• 当該事業のどこで「マジック」が生み出されているか？当

14%

該事業は、他と異なる、価値と利益を生み出すようなこと
を行っているか？

12%

• 当該事業戦略はどのように価値を創造しているか？当
該戦略は明確に示され、理解されているか？

• どの資産、顧客、市場および商品が価値を創造している
か？

• 企業の成長の源泉およびイノベーションのエンジンは明
確に定義されているか？

• 戦略および取引の計画と連携するため、事業単位をど

収益の成長
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のように再定義すべきか？

• 現在、どの事業が価値を創造または破壊しているか？

分離するか？

企業は、低リターンの事業の分離、縮小、または育成の差
控えのいずれかによってまず既存の成功の障害を取り除く
ことなしに、高成長の機会に直接移行したいという衝動を
抑えるべきです。低パフォーマンスの事業を修正できるか
どうか、または修正すべきかどうかの評価は、慎重な検討
を要求します。競争の情勢の変化、市場の成熟化、または
世界の間違った場所に存在する大規模な時代遅れの資産
が、変革を、他の場所により有効に集中させることができ
るであろう経営陣の貴重な時間およびリソースを消費する
困難な課題にしてしまう可能性があります。

最低30％のROCに改善させるか、または収穫もしくは収益化する
中核である場合、維持し、利益を生む成長のために投資する
可能な場合、収穫または収益化する
出典：Deloitte Development LLC「Portfolio realignment: A business imperative」（2013年）

成長への脱皮
3

「Deloitte’s 2013 Divestiture Survey Report」 によると、企業におけ
る分離は、資金調達の必要性よりも、成長に一層集中し非中核の
低成長資産を切り離すという企業戦略にますます主導されるように
なっています。

調査結果の中で、サーベイに回答したエグゼクティブの81％が非中
核資産の事業を切り離すことは分離の2つの最も重要な理由のうち
の一つであると述べ、同サーベイが前回実施された2010年の68％
から増加しました。その一方で、回答者の37％が資金調達の必要
性を分離の2つの最も重要な理由のうちの一つに挙げ、2010年の
46％から減少しました。

Deloitte & Touche LLPの合併買収売り手サービスの米国リーダー
であるアンドリュー・ウィルソン（Andrew Wilson）によると、経済の回
復が企業のバランスシートを強化する中で、資本の調達の必要性
は、分離取引の推進において重要でなくなってきたようです。
結果として、分離は、企業の戦略目標の導入および市場における
発表のための重要なツールとなりつつあります。

ウィルソンは、「分離を企業の戦略を進展させるために用いることは、
伝統的な取引実行の任務を適切に果たすことよりも多くのものを要
求します」と付け加えています。「市場に出される取引の準備のため
に要求される財務分析に加えて、分離計画を利害関係者のグループ
に周知させるための明確なコミュニケーション戦略を持つこと、および
プロセスにおける従業員の士気を高く保つことも極めて重要です」。
注意書き：同サーベイは、自社が個別の事業単位を分離すべきかど
うかを決定するためこれを少なくとも年1回評価していると述べた回答
者が43％にとどまることを明らかにしました。これよりわずかに多く
（45％）の回答者が、パフォーマンスまたは戦略上の問題がある場合
にのみ分離を検討しています。Deloitte Corporate Finance LLPのマ
ネージングディレクターであるエレン・クラーク（Ellen Clark）は、「ルー

チンの評価が行われていないことは、一部の企業において、機会を
逃したり、行き詰まった事業単位を十分な売却の準備なしに急いで
市場に出してしまったりする原因となり得ます」と述べています。より
頻繁な評価は、機会の識別に役立つだけでなく、取締役会の質問ま
たは評価のための準備にも役立ちます。
同サーベイは、収益が5億米ドル未満の企業から数十億ドル規模の
グローバル企業までの幅広い企業において分離に関与してきたエグ
ゼクティブの見解を反映しています。回答者の4分の3超が米国を本
拠とする企業に所属しており、60％が上場企業、残りが非上場企業
です。

事業を分離する最も重要な理由
62%

19%
81%

非中核資産
8%

32%

2位に回答
40%

市場の変化
17%

21%
37%

資金調達の必要性
8%

15%

事業を育成するための
内部人材の不足

23%
1% 9%

当事者からの一方的な
オファーの受領
出典：Deloitte Development LLC「Deloitte’s 2013 Divestiture Survey Report」（2013年）

3 Deloitte Development LLC「Deloitte’s 2013 Divestiture Survey Report」（2013年）
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1位に回答

10%

注：端数処理のため、一部の
数字を足し合わせた値は合計
と一致しません

2. その他の確立された事業の収益性を構造的に改善す

4. アドバンテージのあるポートフォリオの規準に対する新

る。

たなポートフォリオの適合度を評価／再評価する。

組織にとっての次のステップは、リターンの改善または利
益を生む成長の創出により、残りの資産の価値を増やす
ことです。

最後に、アドバンテージのあるポートフォリオの規準に対
する適合度を判断するため、新たな事業（該当する場合）
を含む再調整されたポートフォリオを定期的に評価すべ
きです。あるポートフォリオが依然として「アドバンテージ
がある」かどうかの評価に役立たせるため、CFOは、当
該ポートフォリオが全体として以下の規準を満たしている
かどうかを問うてみるべきです。

個別の事業単位においてリターンの増加を推進し、利益
を生む成長を強化するためにCFOが目を向けることので
きる構造的な改善には、サプライチェーンまたは業務の
改善、顧客およびチャネルの強化、商品および価値の提
案のイノベーション、新たなビジネスモデル（例えば、低価
格の総合的顧客ソリューション）、多くの資産を伴わない
再構築、ならびに地理的な拡大が含まれます。

3. 長期的な活力を支え、企業戦略と足並みを揃えるため、
内部の成長および／またはM&Aを通じて新たな事業を
育成する。
新たな事業の成長の方向性および目標は、有機的成長
の機会に関する前述のポートフォリオ分析の問いの内容
に重点を置くべきです。アドバンテージのあるポートフォリ
オの創出においては、事業を育成するにあたり、分離の
候補を評価する際と同様の規律が要求されます。結局の
ところ、成長のためだけの成長は重要な現金および企業
の経営陣の関心を消費し、価値の強化ではなく価値の破
壊につながる可能性があります。
M&Aの機会を検討するにあたっては、これと同じレンズを
用いるべきです。M&Aの候補をふるいにかけるのに役立
つ有益な戦術は、それらを地理的立地、イノベーション、
経営陣の監督の必要性などの所定の規準に基づいて評
価することです。これらの要因は、他の機会と比較して関
連するリスクおよび当該投資を管理するために要求され
る企業の取組みを経営陣が測定する助けとなり得ます。

• 当該ポートフォリオは戦略的に健全か？特に、競争優
位に重きを置いているか？最適なイノベーションの組
合せを有しているか？相乗効果を生み出すように構
成されているか？
• 当該ポートフォリオは価値を創造するか？すなわち、
「本源的な」価値を最大化するか？
• 自分たちは当該ポートフォリオおよびその各構成要素
の最も適切な所有者か？自分たちが当該ポートフォリ
オの変更を必要とする資本市場主導の理由がある
か？
• 当該ポートフォリオは回復力に富んでいるか？実現可
能性とリスクを効果的に測定できるか？将来のシナリ
オ全体を通じて強固か？短期的な不確実性に対して
選択性を生み出すか？

Deloitte & Touche LLP の 合 併 買 収 売 り 手
サービスの米国リーダーであるアンドリュー・
ウィルソンによると、資本の調達の必要性は
重要でなくなってきたようです
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総合的、変革的、反復的
ポートフォリオの再調整の成功を目指すCFOは、以下の要
素を取り入れる必要があります。
• 総合的なトップダウンのアプローチ。資産の所有の問題
―および企業戦略の諸要素―が関わるため、経営陣の
強力なリーダーシップを得ることを含むかかるアプロー
チが不可欠です。
• 公正なデータ分析。聖域や、いわゆるレモネード屋台
（小規模資産）は排除すべきです。先入観、個人の履歴
および偏見は、成功の妨げとなる可能性があります。
• 付加的ではなく変革的な変化。ポートフォリオの再調整
は単に資産の処分に関するものではなく、成長と刷新の
ための企業全体の戦略に主導されたものでもあるべき
です。
• 情報に基づく見積りの活用。ポートフォリオの一新のた
めに必要とされる意思決定において、正確さの実現は
常に可能ではありません。データを「正しい」と同時に典
型的なものにするために、多数の反復を想定すべきで
す。

ポートフォリオの再調整が時間と忍耐を要求することは疑
いがありません。経営陣が何年も、場合によっては何十
年もを費やして育成してきた事業を切り離すことは、苦痛
を伴うプロセスとなり得ます。さらに、取得または分離に関
わるコストが常にあります。また企業は、依然として合計
純利益／EBITDAを減少させるかもしれないという理由に
よる、低成長／低リターンの事業の売却に対する抵抗に
打ち勝たなければならないこともあります。

それでも、株価の上昇との相関関係を踏まえ、財務責任
者は、低パフォーマンスの事業および価値の破壊者を排
除するため、自社のポートフォリオの処分を検討する必要
があります。このプロセスに総合的かつ徹底的に取り組
むことにより、財務責任者は、企業の戦略的ビジョンを支
え持続的な株主価値を創造する事業ポートフォリオの構
築を手助けすることができます。

同サーベイは、収益が 5 億米ドル未満の企業から数十億ドル
規模のグローバル企業までの幅広い企業において分離に関
与してきたエグゼクティブの見解を反映しています
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プライベートバンキングから
ウェルスマネジメントへ
課題と機会
パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト
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カトリン・マレシャル
（Catherine Maréchal）
コンサルタント
アドバイザリー・コンサルティング
オペレーション・エクセレンス＆人的資本
デロイト

ジュリー・シェドロン
（Julie Chaidron）
デロイト元職員

最近の金融危機は、米国、欧州およびその他各地におい
て、銀行システムと顧客の両方を保護することを目的とし
た、強化された新たな規制および税務の透明性向上の圧
力に向けたグローバルな動きをもたらしました。このグ
ローバルな動きの影響は銀行業界全体に及んでいます。
これらの変化は、絶え間なく変化する環境において生き残
るためにビジネスモデルを適応させることを業界のすべて
の者に強いています。特にプライベートバンクは、途絶え
ることのない収益性の圧力に対処しつつ、そのビジョンな
らびにビジネスモデル、提供するサービス、顧客のセグメ
ンテーションおよび業務モデルを再検討しなければなりま
せん。

CAGR
2012年 – 2020年
+4.8%

欧州と米国は2020年も引き続き最大の金融センターとなる
2012年に、全世界の金融資産は8.2％増加し、合計で102兆
9,000億ユーロに達しました。
北米、西欧および日本が引き続きプライベートバンキングの
3つの主要な利益プールとなっていますが、アジア太平洋地
域の各国などの新興国は先進国に対して勢いを得つつあ
り、このトレンドは今後も継続すると予想されます。

2020年における全世界のプライベートウェルスの地域別内訳（単位：兆ユーロ）
全世界

+2.1%

2 北米

+2.4%

33 西欧

+1.1%

日本

+11.5%

ウェルスマネジメントの情勢の変化1

31
14

11 アジア太平洋

+6.2%

中東＆アフリカ

+8.3%

ラテンアメリカ

+11.3%

東欧

37
05
04
03

130

100%
100%

37

28%
28%
24%
24%
11%
11%
28%
28%
4%
4%
3%
3%
2%
2%

2
淡い緑で示されたCAGR（年平均成長率）の数値は、予想される2つの最も高い成長率を表します。

1 濃い青で示されたCAGRの数値は、予想される2つの最も高い成長率を表します
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最新の経済予測によると、アジア太平洋地域は2020年まで
の全世界の成長の80％超を占めます（主として新たな富の
創出により生じる成長）。中国、インドおよびロシアがアジア
太平洋地域における最大の富の創出者になると予想されま
すが、米国は引き続き世界最大の富裕層市場となるでしょ
う。
西欧は引き続きウェルスマネジメントの地理的な展開におい
て重要な立地となる
グローバルなウェルスマネジメントの情勢において、欧州は
2012年における運用資産（Assets under Management：AuM）
の10％増加などの優れたパフォーマンスを示しており、世界
のその他の地域と比べて相対的に良い業績を残していま
す。収益については、一般に欧州は依然としてより魅力的な
市場であり、資産総収益率は、はるかに競争が激しく価格に
敏感な新興国における70 bpsに対し、76 bps超となっていま
す。また欧州はより効率的な市場でもあり、平均費用利益率
は、米国の80％に対し、65％となっています。
アジア太平洋地域の各国などの新興国をターゲットにするこ
とは、必須事項ではなく現実である
当該地域における2012年のAuMの増加は、純新規資産の増
加と相俟って主として強い市場のパフォーマンスに主導され
たものでした。

ただし、ウェルスマネジメント会社も、市場シェ
アを急速に拡大し追加的なマージンを獲得
するため、多様化されたと同時に標準化・産
業化されたサービスの提供を提案することに
より、マス富裕層顧客セグメントをターゲットに
することを検討し得ます

アジア太平洋やラテンアメリカなどの新興地域は、再び両
方のカテゴリー（パフォーマンスと新規資産）において良い
スコアを残しています。このトレンドは、プライベートウェル
ス金融機関がこれらの地域において存在感を確立するに
あたっての潜在的な優位性、および欧州のプレーヤーが
新規資産の取得のために採用すべき戦略に関して以下の
ような選択を行う必要性を強調しています。

• 市場シェアを拡大するための価値提案を最適化するこ
と、および／もしくはコスト効率を重視することにより、先
進国における「既存の富のパフォーマンス」の最大化に
集中する
• ならびに／または、新興地域の富の成長に対する市場
シェアを獲得することにより、新興国における「新たな富
の創出」に集中する
現在、ウェルスマネジメント金融機関の主な重点対象はア
ジアであり、既存の富のパフォーマンスを最大化することに
忙しい欧州の金融機関さえも、事業の継続性を確実にする
ため、その中核戦略を新興国における「展開戦略」で補完
しています。しかし、この再適応は、当該地域における市場
シェアの拡大を望むならば現地のニーズを満たすために提
供するサービスを適応させなければならないウェルスマネ
ジメント会社にとって、複雑な課題かつ長期的なコミットメン
トとなります。

HNW2およびUHNW3の顧客セグメントは今後成長する見通
しであり、引き続き長期的に見て最も魅力的なセグメントで
ある
全世界のミリオネア世帯（HNWI）の数は2012年に10％増加
し、約1,380万世帯に達しました。しかし、HNWIの数は米国
と日本においてわずかに減少し、全世界のプラスの成長は
新興国におけるHNWIの数の増加（2012年に15％増加）に
支えられており、特に中国では2012年に多数の世帯がミリ
オネアの基準値を超え、130万世帯に達しました。

2 HNW：富裕層（High Net Worth）―資産が100万ユーロを超える個人
3 UHNW：超富裕層（Ultra High Net Worth）―資産が1,000万ユーロを超える個人
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北米は依然として最も多数のミリオネア世帯（580万世帯）を
有しており、日本（1,500世帯）、および今後成長を続けHNWI
の国別内訳の大きな変化を後押しするであろう中国（1,300
世帯）がこれに続いています。
2012年に7％増加した個人超富裕層（Ultra High Net Worth
Individual：UHNWI）の数においても同じトレンドを見ることが
でき、ここでも北米が依然として最も多数（300万世帯）を有し
ています。世帯セグメント別の富のシェアを見てみると、
UHNW世帯が今後最も高い成長（8％超）を経験し、これは特
に新興国において顕著となるでしょう。超富裕層世帯は、
2020年までに12兆5,000億ユーロを持つようになるでしょう。
興味深いことに、同じまたは異なる顧客セグメントをターゲッ
トとする異なるビジネスモデルが共存しており、一般にウェル
スマネジメントのプレーヤー（銀行またはウェルスマネジメン
ト会社）がUHNW顧客を対象としているのに対し、ユニバーサ
ルバンクはHNWセグメントもターゲットとしています。
ただし、ウェルスマネジメント会社も、市場シェアを急速に拡
大し追加的なマージンを獲得するため、多様化されたと同時
に標準化・産業化されたサービスの提供を提案することによ
り、マス富裕層顧客セグメントをターゲットにすることを検討し
得ます。

競争力のある市場としてのルクセンブルク
ルクセンブルクはウェルスマネジメントにおける欧州のクロス
ボーダー・ハブである
ルクセンブルクのウェルスマネジメント業界の欧州へのリーチ
は、欧州パスポートと相まって、金融機関がルクセンブルク以
外の欧州連合全体の顧客を対象とすることを可能にしていま
す。欧州のクロスボーダー・ハブとしてのルクセンブルクの地
位はその主な強みの一つであり、グローバルなウェルスマネ
ジメントの情勢における重要な立地要因です。ルクセンブル
クは金融業界におけるグローバル専門家として引き続き自身
を位置付けています。
ルクセンブルクは他の欧州諸国と比べて多くのマクロ経済上
の優位性の恩恵を受けており、また洗練されたオンショア・
サービスの価値提案を生み出すことを可能にする有利な税
務および規制の環境の恩恵を受けています。

ルクセンブルクの位置付けに関する主な要因

• ウェルスマネジメントにおける深い専門知識および
経験豊富な労働力の利用可能性

• 特に他の欧州諸国との比較における、安定した健
全な経済（AAAの国家格付け）、政治、社会および

マス富裕層顧客をターゲットにすることはAuMの相対的な低
成長につながるため、この戦略的な選択は、短期的な意思
決定としてのみ可能です。一方で、UHNWおよびHNWのセグ
メントに集中することは、極めて競争が激しく変化する市場に
おいてHNWおよびUHNWの顧客を満足させるためにサービ
スを適応させること―金額に見合うさらなる価値、パフォーマ
ンスに集中するのではなく全体的なサービスに目を向けるこ
と、専門性の認知および期待値の向上など―を必要とする
であろうプライベートバンキングのプレーヤーにとっての長期
的な選択を意味します。

財政の環境

• ダイナミックな経済環境
• 低い債務
• 低いインフレ率
• 政府における同国の主要金融業界の戦略的な発
展への敏感さおよび積極的な関与

• 国際的な租税情報交換要件を全面的に尊重した
上での投資家／データの強固な機密性および保
護方針（すなわち、データの秘密保持ではなくデー
タの裁量および保護の重視）

• 多文化、多言語かつ高スキルの労働力
• 低い失業率
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ルクセンブルクにおける典型的な顧客

AuMが増加する見通しの一方で、収益性は引き続き圧力

他のすべての主要な金融センターと同様に、ルクセンブル
クは収益に関するグローバルな課題および圧力にさらされ
ており、主として近隣の欧州諸国から顧客と資産を呼び込
んでいます。

を受けている

ルクセンブルクにおける典型的なプライベートバンキングの
顧客は、起業または相続を通じてその富を得、アドバイザ
リーサービスを求めている欧州大陸からの顧客（マンデート
の80％）です。ルクセンブルクの顧客は欧州連合全体にわ
たっており、過半数はベルギー、フランス、ドイツなどの近隣
諸国から来ています。
ここ数年はマス富裕層顧客中心からHNWIおよびUHNWIへ
の移行が見られ、（資産ではなく顧客の数の観点からの）顧
客基盤の強化につながっています。
プレーヤー
国際プライベートバンキング市場の約6％に相当するルクセ
ンブルクのプライベートバンキングは、現在主として以下の3
つの種類の金融機関で構成されています。

1. ルクセンブルクの私的財産市場の4分の3超に相当するプ
ライベートバンク

2. 4分の1をわずかに下回る市場シェアのウェルスマネジメ
ント会社

3. 市場に参入しつつある、現在の市場シェアが5％程度の
同族経営
同族経営などのいくつかの新たなカテゴリーのビジネスの
出現は、新たな顧客セグメントおよび業務モデルに応じた、
ルクセンブルクのウェルスマネジメントサービスの適応を促
しています。

ウェルスマネジメント金融機関は、そのコスト
と収益の双方のベースラインに影響を及ぼ
しているいくつかの課題に対処しなければ
なりません
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低い市場パフォーマンス、顧客の嗜好の変化および規制
要件の増加の組合せは、業界のコストベースに圧力をか
け続けています。ウェルスマネジメント金融機関は、その
コストと収益の双方のベースラインに影響を及ぼしている
以下のようないくつかの課題に対処しなければなりませ
ん。
コストのベースラインへの圧力
既存のプレーヤーはその現在のビジネスおよび業務モデ
ルをさまざまな市場の進化およびマクロのトレンドを踏ま
えて再検討しなければならないため、競争力を維持するこ
とへの圧力は、既存のプレーヤーにおいてより高くなって
います。レガシー活動およびプラットフォームの変革なら
びに組織内の変化の管理に係るコストは、一般に極めて
高いものです。以下は、ウェルスマネジメント金融機関の
コストのベースラインに影響を及ぼす課題のいくつかの例
です。
透明性、顧客の保護、金融犯罪の防止、市場の安定化お
よび税法の遵守を目指すグローバルおよび国内の取組
みにより、規制の圧力は加速しています。この絶え間なく
変化する規制の情勢に直面して、ウェルスマネジメント会
社は、課された期限までに新たな要件の遵守を確実に
し、これらの課題に立ち向かうための適切な能力を開発
し、適合した商品およびサービスを適応または新規投入
するためのプロジェクトに、より多くを費やしています。

ITコストも増加しています。特に、競争、ならびに新たな規
制および顧客自身によって要求されるデータ管理、販売
モデル（電子プライベートバンキング、モバイルバンキン
グ）および新たなサービス（税務報告、税金の還付請求な
ど）の必要性のため、現代的で最先端の機敏なITプラット
フォームを持つことは現在必須事項となっています。プ
レーヤーは、関連するコスト（ITシステムの所有の合計コ
スト）を可能な限り低く抑えつつ、その既存のITアーキテク
チャを、よりハブ・アンド・スポーク型の活動、センター・オ
ブ・エクセレンス、一部の業務のオフショアリングなどに向
かって進化しつつある業務モデルに合わせるため、自社
の既存のITアーキテクチャの検討に挑まなければなりま
せん。

新たな顧客ターゲット （新たな市場、特に新興国の市場の
顧客、ならびにHNWIおよびUHNWIの新たな世代）が現れ、
重要性を増しつつあります。 これらの新たな顧客を呼び込
み、そのニーズを満たすためには近接性および地域に密着
した知識が要求されますが、これは国内または地域の「歴
史的な」プライベートバンキングの顧客より高い業務コスト
を意味します。
富の集団のセグメントと提供するサービスを結び付ける「伝
統的な」アプローチは、より詳細なセグメンテーション、価格
戦略およびパッケージ化に向かって進化しつつあります。
現在、特定のカテゴリーの顧客は、税務報告、税金の軽減
措置および税金の還付請求、オンライン報告および連結報
告、資産の構造化、パフォーマンスの報告およびパフォー
マンスの帰属化、さらには収集価値のある資産クラス（例え
ば、ワイン、美術品）への投資機会などの、新たな付加価値
のあるサービスを期待しています。

新たなプライベートバンキングの顧客は、より深い知識とよ
り高い期待を持っています。ウェルスマネジメント会社は、こ
のカテゴリーの顧客を対象とするため、そのビジネスモデル
を適応させなければなりません。結果として、ウェルスマネ
ジメント会社は多くの場合、教育研修プログラムに投資し、
この新たな世代とつながりを持ちこれを理解することができ
る、そしてこれをより的確にプロファイリングすることができ
る新たな人材を採用しなければならないでしょう。プライ
ベートバンカーのスキル向上および教育研修、ならびに専
門家のネットワークの構築は、この新たな顧客セグメントの
期待に応えるための前提条件です。例えば、リレーション
シップマネジャーは、富の構造化のアドバイスを提供し、新
たな商品およびサービスを提示し、内部および外部の専門
家のネットワークに対する中心的なアクセスポイントの役割
を果たすための適切なスキルおよび能力を開発しなければ
なりません。
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収益のベースラインへの圧力
銀行業界とその顧客は、国家間の租税情報交換協定に関
する透明性、本国送還に係る税金恩赦および二重課税防
止条約を求めています。これらの新たな市場トレンドはさま
ざまな影響をもたらしており、本国における国内の提携銀
行との比較において、一部の純粋なオフショアおよび税務
に透明性のないプライベートバンクの競争優位に疑問を投
げ掛けています。
さらに顧客は、ますます「ガイド不要」でリスク回避的かつ
価格に敏感になってきています。多数の情報源（インター
ネット、ソーシャルメディア、電子プライベートバンキング、
モバイルバンキングおよび担当のリレーションシップマネ
ジャー）へのアクセスを持ち、顧客の保護を目的とした透明
性要件の利点の恩恵を受けることにより、顧客は提供され
るサービスを、サービスの幅、深さおよび質、ならびに価格
に関して、プレーヤー間でベンチマーク評価することができ
ます。
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結果として顧客は、銀行の価格構造への圧力もかけること
ができます。
西欧のプライベートバンクは、ここ数年間に一貫してその
平均手数料を引き下げてきました。過去においては、ウェ
ルスマネジメント会社とプライベートバンクは運用資産の
100 bps超を得ることができていました。現在では、全体的
な手数料の額は平均75 bpsとなっており、約50 bpsまで
徐々に下落すると予想されます。リスク特性および顧客が
用いる資産クラスによって手数料の水準は大きく異なるも
のの、当該下方圧力とこの圧力の程度は、銀行とウェルス
マネジメント会社が収益の減少によってどれだけ苦しんで
いるかのよい目安となります。

この文脈において、プライベートバンクは、収益の保護また
は増加のための戦略的な取組み、およびコストベースの合
理化のための変革プログラムに着手しています。リーダーに
なろうとする、またはリーダーであり続けようとするプライベー
トバンクは、その提供サービスおよびデリバリーモデルを適
応させ、自身が対象にしようとする市場セグメントと顧客セグ
メントの両方を注意深く選択しつつあります。プライベートバ
ンキングおよびウェルスマネジメント業界のすべての層にお
ける私たちの顧客の多くは、以下を目的とした戦略的な取組
みに着手しています。

いモデルを備えるべく、その現在の業務および専門モデル
を変革・最適化してきています。しかし、全面的な効率化ま
たはターゲットのコスト水準の達成には依然として長い道の
りが残されており、私たちは、プライベートバンキングにおい
て少し前までまだタブーであった一部の業務のアウトソーシ
ングやプーリングなどの新たなモデルが検討されている様
子を目にしています。

• ターゲットに適した地理的展開の定義（地理的展開の最適

• 効率的な方法によるコンプライアンス要件への対応

化）

• 適切な商品およびサービスの種類および対象範囲の定義
• 適切かつ最も優れたコミュニケーションチャネルの定義
• 新たな価格決定モデルの定義
• スタッフのスキルの向上

この文脈において、市場のプレーヤーは、以下を目的とし
た変革プログラムに重点を置いています。

• ITモデルと業務モデルの調整
• アウトソーシングのコスト（BPO／ITOなど）
• 効率性の実現および「引き締まった」レビュー
• 出口戦略の検討および最も見込みのある買い手のカテ
ゴリーの識別

これらの戦略的な成長およびトップラインの取組みと並行し
て、プライベートバンクは、機動的で柔軟性とコスト効率の高
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将来の持続可能な
モデル
ビジネス・プロセス・
アウトソーシング
パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

リサ・ソフィー・クライス
（Lisa Sophie Kleiss）
シニアコンサルタント
アドバイザリー・コンサルティング
オペレーション・エクセレンス＆人的資本
デロイト

将来の持続可能なモデルを開発するため、ウェルスマネジメン
ト金融機関は、事業を営む方法を再検討しなければなりません
―ビジネス・プロセス・アウトソーシングは持続可能なビジネスの
ための選択肢の一つです。
ウェルスマネジメント業界は現在、一連の根本的な変化お
よび課題に直面しています。今日、各地域のウェルスマネ
ジメント金融機関は、総資産利益率（Return On Assets：
ROA）に影響を及ぼしている税務の透明性の高まり、規制
の圧力の加速（FATCA、EMIR、MiFID IIなど）、新たな能
力、サービスおよびチャネルを要求する新たな種類の市場
および顧客、新たなテクノロジーおよびレガシー・テクノロ
ジー（例えば、複雑なアプリケーションの状況や、取り替え
る必要のある時代遅れのシステム）に対処しなければなり
ません。

これらの動向はウェルスマネジメント金融機関に相当な圧力
をかけ、重要な戦略的意思決定を要求しています。既存の
プレーヤーは、競争力を維持するために、これらの変化を受
け入れ、これに適応し、持続可能なモデルを作り上げるため
の将来に向けた一貫したアプローチを策定しなければなら
ないでしょう。

ビジネス・プロセス・アウトソーシング―業務およびITのアウ
トソーシング―は、多くのウェルスマネジメント金融機関がそ
の業務モデルを抜本的に変革するために現在検討している
か、またはすでに用いている重要な戦略的手段の一つで
す。ビジネス・プロセス・アウトソーシング（Business Process
Outsourcing：BPO）はコストの削減にとどまらない戦略的影
響を目的としたものであり、ウェルスマネジメント金融機関が
業務およびITのコストを共有することにより、その中核事業
に集中し、効率性を大幅に高めることを可能にします。

本レポートにおいて私たちは、ソリューションとしてのビジネ
ス・プロセス・アウトソーシングを検討すべきルクセンブルク
のウェルスマネジメント金融機関に目を向け、彼らが持って
いるさまざまな選択肢について議論し、現在の供給の状況に
ついて説明し、市場の見通しを描きます。その上で私たち
は、経営陣がビジネス・プロセス・アウトソーシングについて
議論する際に考慮すべきいくつかの原則を示します。

ウェルスマネジメント金融機関は、密接に関連し合っている
自身のビジネスモデルおよび業務モデルをレビューし、適応
させるため、いくつかの手段を用いることができます。

持続可能な事業を開発し競争力を維
持するため、これらの金融機関はその
業務および IT の大半をビジネス・プロ
セス・アウトソーシングのプロバイダーに
アウトソースする必要があります
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ルクセンブルクのウェルスマネジメント金融機関は、ビジネス・
プロセス・アウトソーシングを、自身の業務モデルを変革する
ためのソリューションとみなすようになってきています―ウェル
スマネジメント金融機関は、その戦略と規模に応じて、選択的
または全面的なアウトソーシングのアプローチを選ぶべきです。
ここ数年にわたり、ルクセンブルクの多くのウェルスマネジメ
ント金融機関は、ビジネス・プロセス・アウトソーシングに関し
て「成行きを見守る」状態にありました。金融機関は変化に
適応し市場の課題に応えるべく今後早々に行動しなければ
ならなくなるため、今回の「成行きを見守る」状態は終わろう
としています。

型ソーシングのアプローチのいずれかを検討することがで
きます。「小規模銀行」に分類されるウェルスマネジメント
金融機関は業務およびITを社内で効率的に運用すること
のできる臨界規模を有しておらず、しばしば改良または取
替えを必要とする時代遅れで費用のかさむプラットフォー
ム上で事業を営んでいます。

ビジネス・プロセス・アウトソーシングの機会に関するウェル
スマネジメント金融機関の認知は、約1年前から広がり始め
ました。小規模なウェルスマネジメント金融機関も、中規模
から大規模なウェルスマネジメント金融機関も、その潜在的
なビジネス・プロセス・アウトソーシングの選択肢について現
在活発に議論しています。

持続可能な事業を開発し競争力を維持するため、これらの
金融機関はその業務およびITの大半をビジネス・プロセ
ス・アウトソーシングのプロバイダーにアウトソースする必
要があります。これは、これらの金融機関がその中核活
動、すなわち対顧客活動や財務管理などに集中し、コスト
を効率的に管理することを可能にします。

ウェルスマネジメント金融機関は、その戦略目標と規模に応
じて、全面的なアウトソーシングのソリューションまたは混合

図表1：ウェルスマネジメント金融機関の規模に基づくソーシングのアプローチ
ノンバンク

小規模銀行

中規模から大規模な銀行

業務および IT

ローカル

シェアード・サービス・センター
（Shared Services Centre：SSC）
／ セ ン タ ー・ オ ブ ・ エ ク セ レ ン ス
（Centre of Excellence：CoE）

全面的なアウトソーシング

「全面的なアウトソーシング」
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全面的または選択的なアウトソーシング

「混合型ソーシングのアプローチ」

中規模および大規模なウェルスマネジメント金融機関は、そ
の業務モデルの変革のため、理想として混合型ソーシング
のアプローチ、すなわち以下の組合せを選択すべきです。

• 商品化された機能に係る選択的なアウトソーシング
• 単一立地集中型または国分散型の、グループ全体のため
1

のSSC／CoE の創設

• 事業固有のサービスおよび差別化サービスの社内維持
適切なソーシングのアプローチを選択するため、経営陣は
自身の内部変革の能力を、新たな規制要件などの市場の変

化およびレガシー・テクノロジーやグループの能力などの
内部の課題を考慮し、ビジネス・プロセス・アウトソーシン
グの選択肢と比較して、識別・評価しなければなりません。
デロイトの市場レビューによると、規模に関わらずルクセン
ブルクのウェルスマネジメント金融機関の約30％が、今後
数年間に、その業務およびITの一部または大半をBPOの
サービスプロバイダーにアウトソースすることが必要となり
ます。

1 センター・オブ・エクセレンス（Centre of Excellence：CoE）：リーダーシップ、ベストプラクティス、調査、支援および知識（例えば、
アーキテクチャやビジネスインテリジェンス）を提供する事業体
シェアード・サービス・センター（Shared Service Centre：SSC）：特定の業務上の職務の実行・処理に責任を負う事業体（例えば、
開発センター）
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ルクセンブルクのウェルスマネジメントに係るビジネス・プロセ
ス・アウトソーシングの提供サービスは現時点ではやや限定的
ですが、市場は動いています
供給側においては、ルクセンブルクにおいて現在提供され
ているビジネス・プロセス・アウトソーシングのソリューション
は依然として極めて限定的であり、ウェルスマネジメント金
融機関にBPOサービスを提供しているのは少数のプレー
ヤーのみとなっています。この点においてルクセンブルク
は、ウェルスマネジメント業界に対する提供サービスの成熟
度に関し、スイスなどの他の国に後れを取っています。
しかし、市場は動いています。国際的なプレーヤーは、ルク
センブルクにおけるウェルスマネジメントのBPOソリューショ
ンの必要性が高まっていることを認識しています。一部の
サービスプロバイダーは、そのサービスモデル―スイスや
ベルギーなどの国ですでに実績のある―をルクセンブルク
の市場で再現するための具体的な計画に積極的に取り組
んでいます。
私たちは、短期的に以下の2つの主要な種類のプレーヤー
が市場に参入すると予想しています。

1. 他の地域でサービスの提供を行っているBPOプロバイ
ダーは、国内のウェルスマネジメント金融機関とのジョイ
ントベンチャーを通じてルクセンブルクにおける事業を立
ち上げると思われます。

2. すでに他の地域のグループメンバーおよび／または第

一番目の事例では、ウェルスマネジメント金融機関にとっ
ての明確な先発者利益があります。ジョイントベンチャーに
おいて、当該ウェルスマネジメント金融機関は提供サービ
スの設定に影響力を及ぼすことができ、また一般にスタッ
フ全員が引き継がれるため、社会的な影響を限定すること
ができます。
将来、ルクセンブルクにはヘトロゴニー的なサービスプロ
バイダー市場が誕生するでしょう。私たちは潜在的なサー
ビスプロバイダーおよびその提供サービスを分析し、重要
な違いに気付きました。主な違いは、以下の分野において
生じています。
• 提供サービスの充実度および成熟度
• プロバイダーの経験および規模
• 顧客のオンボーディングにおける移行および変換のアプ
ローチ
• 価格決定モデル―さまざまな規準に基づく全面的変数
価格決定モデルまたは混合型の価格決定モデル
• ITシステムおよびインフラ―社内またはパッケージのソ
リューション
• 人事の引継ぎ―スタッフのうち当該サービスプロバイ
ダーが引き継ぐ部分

三者へのサービスの提供を行っているウェルスマネジメ
ント金融機関は、海外における既存の能力を活用し、ま
た国内の子会社／支店の能力を用いることにより、その
提供サービスをルクセンブルクに拡張すると思われま
す。

ルクセンブルクは、ウェルスマネジメント業界
に対する提供サービスの成熟度に関し、スイ
スなどの他の国に後れを取っています
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考察の材料―「万能型」のアプローチはない
ウェルスマネジメントにおけるビジネス・プロセス・アウト
ソーシングに「万能型」のアプローチはありません。持続可
能なモデルに向けた変革のためにBPOを検討しているウェ
ルスマネジメント会社の経営陣にとって、以下のことは不
可欠です。
• 適切な分野を分析し、適切な質問をすることにより、適
切な業務モデルを選択する
• 適切なBPOのサービスプロバイダーを識別し、プロジェ
クトの実行可能性を評価する

3. 財務への影響―アウトソーシングはコスト削減にとどまら
ない―BPOに関連付けられた予想収益およびコストの評
価
いくつかの重要な質問：予想されるITコストおよび人件費
の削減額は？アウトソーシングは、例えば新商品の投入
に対する反応性の向上により、収益の増加を可能にして
いるか？ビジネス事例があるか？

4. 実行可能性―サービスプロバイダー市場、人事、規制お
よび法律上の制約などの分析

いくつかの重要な質問：どのベンダーを検討すべきか？そ
の提供サービスは要求される成熟度を有しているか？人
事の引継ぎに対するアプローチはどのようなものか？

適切な分野を分析し、適切な質問をすることにより、適切
な業務モデルを選択する―経営陣レベルにおいて以下の
5つの分野を分析し、影響と統制の間の絶え間ない裁定を
求めるべきです。

5. 事業リスクおよび業務リスク―BPOに付随するリスクの識

1. 戦略的影響―アウトソーシングの戦略目標、重要なドラ

および財務リスクがあるか？レピュテーショナルリスクが
あるか？どのような統制喪失のリスクがあるか？

別および評価

いくつかの重要な質問：どのような移行リスク、業務リスク

イバーおよび範囲の識別

いくつかの重要な質問：BPOを検討するにあたっての主
な戦略目標および重要なドライバーは何か？どの機能
が真に事業固有か？どの能力を差別化能力とみなすべ
きか？どの能力を合理化すべきか？どの機能の統制を
社内に残すべきか？

2. 事業への影響 ―BPOがビジネスモデルに及ぼす影響
の分析

いくつかの重要な質問： アウトソーシングは自分たちの
事業のよりよい支えとなるか？自分たちは柔軟性を獲
得できるか？

適切なBPOのサービスプロバイダーを識別し、プロジェクト
の実行可能性を評価する―選択されたサービスプロバイ
ダーが要件を満たしていることを確実にし、かつビジネス・プ
ロセス・アウトソーシングのプロジェクトの成功を確実にする
ための詳細なRFPプロセスを通じて、業務モデルの定義に
基づき、適切なサービスプロバイダーを識別しなければなり
ません。

スイスのプライベートバンキング
業界におけるM&Aおよび再構築
のトレンド
ジャン・フランソワ・ラガッシ
（Jean-François Lagassé）
パートナー
コーポレート・ファイナンス
デロイト

ジャン・フィリップ・フィオ
（Jean-Philippe Fiot）
マネジャー
コーポレート・ファイナンス
デロイト

スイスのプライベートバンキング市場における伝統的な
M&A活動は、セクターの不確実性の制約を受け続けるで
しょう。したがって私たちは、統合が、しばしば銀行の清算
を伴って、「資産取引」を通じてますます起こるようになると
予想しています。

34

スイスのプライベートバンクに統合を求める強いセクターの
圧力にも関わらず、伝統的なM&A取引は最近ほとんど起
こっていませんでした。直近の取組みは、買い手が売り手
の顧客資産の一部―ある法人全体ではなく―を購入する
「資産取引」が「ニューノーマル」となったようであることを示
しています。小規模な銀行も大規模な銀行も同様に、その
中核事業の一部を成さなくなった選択された活動の処分に
あたって、また場合によってはスイス市場からの撤退にあ
たって、この手段をますます用いるようになってきています。
選択された資産が取得されるかかる取引は、規制上または
財務上の問題から生じる潜在的なレガシーリスクを軽減し、
より直接的な統合プロセスを課すことにより、セクターの参
加者が現在直面する不確実性を緩和し、売り手の価値創
造の潜在力を向上させます。

統合は、多くの専門家が予測した規模では起こっていない
ものの、短期から中期的により速いペースで継続する可能
性が高いと思われますが、それは異なる形態を取るように
なるでしょう。

セクターの不確実性は引き続き大きな影響を及ぼしている
ウェルスマネジメントを行っているスイスの銀行の収益性は、
有機的成長の減速、マージンの低下ならびに規制および財
務コンプライアンスプログラムの導入に関連する業務コスト
の増加の結果として、強い圧力を受けています。

その速いペースおよび当該セクターに影響を及ぼす多くの規
制上の変化は、特に多くの銀行がクロスボーダーの財務プ
ログラムの代償を吸収する能力に関して、著しい不確実性を
生み出しました。とりわけ、スイスと米国司法省の間における
合意の結果としてスイスの銀行が支払いを要求され得る多
額の罰金は多くの銀行の資本ベースに重要な影響を及ぼす
可能性があり、一部の銀行は資本増強を潜在的に必要とす
るか、または市場からの撤退を余儀なくされています。さら
に、フランスやドイツなどの欧州各国との潜在的な将来の合
意に関する明確性の欠如およびMiFID IIの影響が、多くの市
場プレーヤーの業務上および財務上の視界を著しく狭めて
います。
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これらの要因は、「規制の津波」と相まって、銀行が重大な
レガシーリスクをもたらす可能性のある法人を取得しようと
する意欲をそいでいます。また、一般に売り手は要求され
る再構築コストを負担したくない一方で、買い手は取得した
事業体を再構築したくないため、当該セクターの限定的な
収益性も取引の件数を引き下げています。したがって私た
ちは、「株式取引」を通じて現在進行中の伝統的な銀行の
取引の多くが、著しく遅延するかまたは失敗すると予想し
ています。規制環境が明確化されるまで、伝統的なM&A取
引はほとんど行われないと、私たちは考えています。
資産取引：銀行のM&Aにおけるニューノーマル
M&A活動において私たちが注目している主な影響の一つ
は、「株式取引」に対する「資産取引」の選好の高まりで
す。「資産取引」の下で、潜在的な買い手は、銀行または
法人全体ではなく選択された事業資産（例えば、顧客名簿
および従業員の一部）を取得し、これにより過去の負債を
引き受けてしまうリスクを軽減します。加えて、一般に資産
取引の価格は買い手に譲渡される顧客資産に基づいてい
るため、この仕組みは最終的な取引価格のより厳格な管
理を可能にします。
2013年に行われた多くの取引は、資産取引の人気を示し
ています。 ユニオンバンケールプリヴェ （Union Bancaire
Privée：UBP）によるロイズ・インターナショナルのプライ
ベート・バンキング事業の取得は、このように仕組まれまし
た。

またUBPは、同様の方法でバンコ・サンタンデール （スイ
ス）から顧客名簿を取得しました。バンク・フレイは、プラ
イベートバンキング活動を廃止する予定の発表に先立
ち、2013年にその非米国顧客名簿をバンク・エリタージュ
に売却しました。昨年6月に、ハイポスイス・プライベート・
バンク・チューリッヒ・AGの東欧およびラテンアメリカの顧
客名簿は、ファルコン・プライベート・バンクおよびバンク・
プリヴェ・エスピリト・サント・SAにそれぞれ売却されまし
た。LLBは、その顧客資産をPKBに売却した上で残りの
法人を清算することにより、ルガーノから撤退することを
選択しました。ジュリアス・ベアによるバンクオブアメリカ・
メリルリンチのHNWプライベート顧客事業の取得も、大部
分が一連の資産取引として仕組まれたものでした。
これらの取引は、現在の低成長かつ競争の極めて激し
い市場環境においては有機的には達成が困難な臨界量
および運用資産の拡大のための効率的かつ利益性の高
い方法であるため、潜在的な買い手にとって戦略上およ
び財務上の重要性を持つものです。私たちは、顧客資産
に対して支払われる価格が一般に、財務申告した顧客の
収益の1年分から2年分であることに注目しています。か
かる価格は、現在依然として帳簿価額以下に価格設定さ
れる「株式取引」を通じては達成が困難でしょう。

一般に売り手は要求される再構築コストを負担したくない
一方で、買い手は取得した事業体を再構築したくない
ため、当該セクターの限定的な収益性も取引の件数を
引き下げています
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結果として生じる要素―銀行の清算
行われてきた資産取引に基づき、私たちは、資産取引の後
に残される法人は多くの場合において縮小や清算を選択す
ると予想しています。現在、スイスには売却の対象となって
いる銀行が数多くあります。多くの場合、少なくとも当初は、
銀行全体の売却が試みられています。私たちは、いくつかの
株式取引は失敗して売り手は資産取引の道を行くことを選択
し、成果達成のために後に清算が行われることになると予想
しています。
銀行は任意清算を選択することができ、この場合には規制
当局（FINMA）の承認が要求されます。銀行の清算における
主な課題は、プロセスが終了するまで規制当局の規制の遵
守を維持することです。効率的に管理された場合、任意清算
のプロセスは約18ヶ月で完了することができます。米国の罰
金が科された後に清算されるスイスで最初の銀行となった
ヴェゲリンは、これを18ヶ月足らずで達成しました。複雑性の
度合いによっては、プロセスはより長くかかる可能性もありま
す。この場合も、主な課題の一つは、銀行が直面している米
国の財務リスクエクスポージャーの管理です。
スイスのプライベートバンキング業界における資産取引およ
び株式取引の件数
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アウトソーシングのトレンド
とリスクへの影響
アニック・イリアス
（Annick Elias）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

クリストファー・スチュアート・シンクレア
（Christopher Stuart-Sinclair）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

アウトソーシングについて語れること、学べること、検討できる
ことはすべて、すでに 100 回語られ、学ばれ、検討されている
と考えても許されるでしょう。あらゆる分野におけるアウトソーシ
ングがかなり以前から存在してきましたが、これについて金融
業界の分野に勝るものはありません。
「第三者の管理者」、グローバルカストディアン、「付加価値
型」サービスプロバイダー、コールセンターおよび一連の提
供サービスは、おなじみの認知された市場インフラの一部
であり、長年にわたって十分に試されてきています。しかし
それでも、今や標準的なプロセスとなっているはずのもの
が、依然として人を驚かせ、当惑させ、人に挑戦し、また手
短に言えばひどく悪い方向に進む力を持っています。
アウトソーシングの論理は一分の隙もなく、頻繁に反復さ
れ、専門化、規模の経済、クリティカルマス、投資コスト、中
核事業への集中、グローバルなリーチおよびその他の極め
て多くの要素を含んでいます。金融危機に続く一定の停滞
の際、多くの市場参加者は変化の敢行よりも安定性と集中
の実現に気を取られていましたが、その後当該セクターに
おける活動は再び回復しつつあります。

これまで「社内」のみのコンセプトを固持していた金融機関
は、時として潜在的なアウトソースサービスのプロバイ
ダーを探しています。すでにアウトソースしている金融機
関は、そのパートナー関係をレビューし、期待値と適合さ
せています。そしてサービスプロバイダーは、規制の変化
のペースに歩調を合わせるために必要とされてきた投資
のコストの下で依然としてふらついており、再び新たな顧
客を探し求めています。
したがってこれは、アウトソーシング、その成功、落とし穴
および「べし・べからず」の経験全体についてしばしの間考
察し、これほどなじみ深いテーマがこれほど複雑かつしば
しばこれほど困難となり得る理由の理解を試みるのに良
い機会であるように思われます。
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ビジネスモデルが本当にかかる範囲を容易に受け入れること
のできるものであったなら、アウトソーシングのセクター全体が
喜びと幸せに満ちた場所になるか、または業界全体が一つ
のプロバイダーの元に殺到するかのいずれかでしょう
このプロセスは、アウトソースするという意思決定、または
アウトソーシングを検討するという意思決定から始まりま
す。すでにアウトソースしている金融機関がサービスプロ
バイダーとの関係およびそのモデルをレビューすることを
決定した場合においても、再検証または質問のプロセスの
いずれかの時点において、最初の原則への回帰―すなわ
ち、アウトソースするという意思決定はそもそもなぜ行われ
たのか？設定された目標はその後達成されたか？それら
の目標は変更されたか、方程式には新たな力学がある
か、そして現在手元にあるものよりも優れたサービス提案
があるか？―があるはずなので、この最初の前提は依然
として有効です。

これはちょっとした驚きであるかもしれませんが、アウト
ソーシングに付きまとう諸問題は、しばしばこの最初の段
階から始まります。
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出発点においては、常に何が目的かについての明確か
つ的確なアイデアがなければなりません。悪い目的、ま
たは間違った目的などというものはありません。最終的
なゴールが単なる節約であるならば、それ自体が目的な
のです。この根拠またはこの目的が全面的に理解・共有
されていない場合、またはより重要なことにこれらが受け
入れられていない場合には、リスクが生じます。もちろ
ん、アウトソーシングの検討には多くの理由―すなわち、
システムの改良または新たなシステムのコストの削減、
市場に出るまでの時間、投資戦略の範囲またはクロス
ボーダーの開発―があり得ます。これらはすべて有効で
す。問題が生じる可能性があるのは、第一に道徳的な正
しさまたは「意識下のセールストーク」が当該目的の明示
される方法に影響を及ぼし始めた場合、そして第2に並
行する必ずしも収束しないビジョンを通じて合意が達成さ
れた場合です。

経営委員会と取締役会は、コストを主要な要因として認
めることについての問題をしばしば抱えているように見え
ます。この集団的意識の背後には、アウトソースするとい
う意思決定は必ずしも人気のあるものではなく、場合に
よっては影響を受けるスタッフに対する誠実さに欠けるも
のに見えかねないという感覚がしばしば潜んでおり、意識
下で「売却」のプロセスが始まっているのです。このことは
重要な誤りとなり得ます。なぜなら、コストが要因である
場合、これを後の段階における当該プロセスの「売却」に
あたって何らかの役割を果たすかもしれない曖昧な要素
によって覆い隠してしまうことを可能にすることによって、
評価、意思決定およびプロジェクトの運営方法に適用さ
れる規準も曖昧になってしまう可能性があるからです。し
かし、主な推進力が別の要因―例えば、グローバルな
リーチの拡大、販売サポートにおけるより多様な言語ス
キルの獲得または取扱商品の拡大―である場合には、
最終的な選択の規準と同様に、評価のプロセス全体が異
なるものとなります。単刀直入な例としては、コストが目的
である場合には、理想的なパートナーは無駄なく経費を
抑えた加工機械であり、顧客対応が最優先である場合に
は、適切なサービスプロバイダーには強力な顧客サービ
スの重視と顧客サービスの文化が必要とされます。両方
を求めることは、ほとんどの場合において最終的な失望
をもたらすでしょう。この天秤の両側で高得点を取れる
サービスプロバイダーもいますが、これはまれであり、最
終的な目標が（美しく示唆に富むフランス語の表現を借り
れば）「5本足の羊」を見付けることであるならば、探索の
旅に乗り出す前に、長くつらい探求を覚悟すべきです。ビ
ジネスモデルが本当にかかる範囲を容易に受け入れるこ
とのできるものであったなら、アウトソーシングのセクター
全体が喜びと幸せに満ちた場所になるか、または業界全
体が一つのプロバイダーの元に殺到するかのいずれか
でしょう。

べし

• アウトソーシングが、会社の5つの主要な戦略上の問
題（収益性、地理的な展開など）のうち一つ以上に積
極的に対応することを確実にする

• 顧客に提供されるサービスに対する影響―および顧
客の反応―を考慮する

• 会社の主要な差別化要因は維持されるか？
• すべての当事者のために、何か検討事項を残してお
かなければならないことを忘れない

べからず

• 一つの戦略目標が事業に及ぼす影響を見失う
• 合意のために明確性を犠牲にする
• 取り組んでいる任務を過小評価する

このハードルを乗り越えるには透明性および
直接的なコミュニケーションが不可欠であり、
このことは、これがベンチマークエクササイズ
であるべきではないことを意味しています―
そのためにコンサルタントはいるのです！
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同様に、アウトソースするという意思決定に至るにあたって
は、賛同が不可欠です。そして、合意を重んじる文化を混
乱させてしまうリスクを承知の上で言えば、賛同は合意と
同じではありません。異なるビジョンの収束を可能にする付
随する利点が十分に存在し得、またコストに基づく当初の
論理がより効率的なデータモデル、グローバルな展開、時
差の活用などの可能性を十分にもたらし得ますが、これら
は依然として付随的なものであり、主たる目的と混同され
るべきではありません。反対に、これら自体が重要であれ
ば、そのように明示され、受け入れられる必要があります。
将来の問題を作り出すための最高の方法は、これを合意
の中に葬ってしまうことです。意思決定のプロセスにおける
異なる利害関係者は、異なる目的を持っています―事業開
発または顧客リレーションシップの視点から見た世界は、
CFOの目を通して見た世界とは大きく異なっています。アウ
トソーシングに対する賛同を何が主要な要因であるべきか
という問題に拡大させることなしに、各利害関係者が自身
のケースにおいて得られるべき十分な利点がある旨を認
めたことに基づいて当該賛同に至ることは、取締役会また
は経営委員会にとって未知のことではありません。
最初の前提条件は、規準が理解され、賛同されていること
です。規準は数多くあっても構いませんが、その場合、規
準の数が増えれば増えるほど、一つの提供サービスがそ
れらすべてを満たす可能性は低くなることを忘れるべきで
はありません。

当該 RFP のファンド会計に関するセクション
だけでも、質問は 1,000 件を超えました。一
パラグラフ全体にわたるものを含む詳細な回
答の示された紙の山が戻って来た時、問題
の金融機関はそれらすべてのデータをどう
扱えばよいかわからず、皆で頭を悩ませるば
かりでした
無秩序な中世後期およびルネサンス期のスコットランドに
おいて、反乱をもくろむ領主またはその他の反抗分子が敵
の暗殺を企てた際は、書面による証文を作成して共謀者た
ちがその名前を署名することが慣行となっていました。企て
が露見した場合には自殺的に思えるこのプロセスには、一
定の利点がありました。
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第一に、誰もこれを暴露する動機を持たないため、これは
機密性を高める傾向にありましたが、何にもまして、これは
気持ちを連帯責任に見事に集中させました。経営委員会ま
たは取締役会による意思決定のプロセスと大昔のカレドニ
アにおける血まみれの無秩序の間につかの間の類似性以
上のものがあることを示唆しようとするのは、時に魅力的で
あっても、確かに強引なことであるかもしれません。しかし
それでもなお、簡潔な言葉で記されたことには語るべきこと
が多くあります。道徳的な正しさの落とし穴が回避され、ま
た再び当該意思決定の内部的な「売却」の必要性が真の
目的―それ自体がスタッフ代表のガバナンスへの強制参
加を行っている大規模な事業体においては必ずしも単純な
エクササイズではない何か―を覆い隠し始めていないなら
ば、賛同された目的に関する明確かつ詳細な言明は、曖
昧さを排除して意図を明確化すると同時に、選択のプロセ
ス全体を通じて、また新たな構造におけるその後の各年に
わたる進捗のレビューにあたって、役に立つ基準点の役割
を果たします。
アウトソースするという基本的な意思決定を行った後、次に
答えるべき質問は「今から何をするか？」であり、一般にそ
の答えは「RFPの発行」です。サービスプロバイダーとの間
に強固な関係がすでに存在している場合もあり、これは例
えば関連会社かもしれません。自然な親和性が存在し、提
案された条件が主旨書に沿っており、すべての要件を満た
すような状況においては、かかるショートカットには利点が
あるかもしれません。また、固有の欠点についても意識し
ておくべきです。「社内」のサービスプロバイダーに公正に
取り扱われていると感じる社内の顧客がほとんどいないこ
とは、ほぼ万人共通の経験となっています。これは単なる
感じ方の問題であることもあれば、それ以上のこともありま
す。また、この関係はしばしば共有のリソース―共有の
ディーリングルームや執行ファシリティにおいて生み出され
る利益など―によって混乱させられるため、社内の顧客が
所定の一連のパラメータ内において特に安価な価格決定
を獲得することは困難です。したがって、特にファンド手数
料の全側面に係る価格決定が、内部の価格決定でさえも、
ますます厳しい精査の対象となってきている環境において
は、いくつかの点でこのショートカットは必ずしも唯一のソ
リューションではないかもしれません。しかし、他に目を向
けると、当該オファーが単なるベンチマークエクササイズと
してではなく本格的な検討のために勧誘されていることを
潜在的な入札者に納得させるのはしばしば困難です。この
ハードルを乗り越えるには透明性および直接的なコミュニ
ケーションが不可欠であり、このことは、これがベンチマー
クエクササイズであるべきではないことを意味しています―
そのためにコンサルタントはいるのです！

RFPはプロセスにおける最初の段差が生じる場所であ
り、多くの場合、RFPは「買い手」側（アウトソース元）に
とって新しい経験です。サービスプロバイダーにとって
は、RFPはより営業活動に近いものです。実際、両者の
間に誤解の余地は大いにあります。

RFPを起草する前に、アウトソースする当事者が、何を知
る必要があるか、何が重要な要因であるか（書面による
主旨書に遡る）、および少なくとも大まかにプロジェクト全
体をどのように構成するかを厳密に定義することは不可
欠です。実例としては、いくつかのロケーションにわたり
極めて合意を重んじるアプローチが取られた事例があ
り、すべての利害関係者が、いくつかのレベルの社内ス
タッフを含め、RFPに何が含まれるべきかについて発言
権がありました。これは、判断を下すために必要とされる
水準の詳細を提供するだけでなく、アウトソーシングの取
引の一部となるであろうスタッフの側の「賛同」を増やす
だろうと思われました。当該RFPのファンド会計に関する
セクションだけでも、質問は1,000件を超えました。一パラ
グラフ全体にわたるものを含む詳細な回答の示された紙
の山が戻って来た時、問題の金融機関はそれらすべて
のデータをどう扱えばよいかわからず、皆で頭を悩ませ
るばかりでした。最終的にこの金融機関は、追加的な要
因としての早期退職を開始する前に意味のある成果を
実現するための手段として、1‐5のスケールによる等級
別の「スマイリー」を用いるというアイデアを思い付きまし
た―たった2つのポジティブな結果または2つのネガティ
ブな結果の間の微妙な違いを認めることが不可能であっ
たため、これはすぐに1‐3に縮小されました。これは極端
な事例ですが、時として問題を曖昧にしてしまう過度な熱
意の良い例です。一般に、金融機関には過去にRFPに
関与したことのある人員が1人または2人いるかもしれま
せんが、実際にRFPを管理したことのある者がいること
はまれです。「プロジェクトチーム」と総称される集団は、
自身が重要であると考える少数の質問の細部と苦闘す
ることに時間を費やし、対象範囲全体を、「これを行って
いますか？」―回答は「はい」に決まっている―など、考
えられる回答がほとんど多過ぎて検討できないかまたは
曖昧過ぎて利用できないような、一般的な言葉で済ませ

べし

• RFPにおいて適切な質問をする。当該RFPは戦略と
価値の合致に関する洞察をもたらすか？

• 企業文化に関する親和性を評価する
• 会 社の すべ ての関 連 する 部署がRFPの回 答の レ
ビューに関与していることを確実にする

• 市場に関する深い知識を有する従業員／コンサルタ
ントがRFPをレビューしていることを確実にする

• デューデリジェンス、デューデリジェンス、デューデリ
ジェンス

べからず

• RFPの質問を専門的な問題および価格に関する検討
事項に限定する

• RFPのレビューを企業内の限られた数の従業員に限
定する

• デューデリジェンスのプロセスを省略する（これはアウ
トソース元の価値を評価する唯一の機会であるため）

• サービスプロバイダーが「営業モード」にあることを忘
れてしまう

てしまいます。
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売り手側においては、このRFPは多数の中の一つに過ぎま
せん。多くの場合、回答は過去に類似の質問に答えるため
に用いられたものの「カットアンドペースト」となり（罪のない
娯楽として、RFPの回答を一読し、過去の顧客の名前を放
置してしまった不注意な者がいるか確かめることは常に楽
しみをもたらしてくれます！）、意図された質問と異なる質
問に答えた回答が提示されてしまうリスクは重大です。さら
に、各サービスプロバイダーはRFPへの回答に対する独自
のアプローチを持っています。一部のサービスプロバイ
ダーは極めて如才なく、商業志向でかつよく組織化されて
おり、RFPのデータベースやその他のツールを活用してい
ます。このアプローチのリスクは、サービスプロバイダーの
業務部門がRFPを目にすることすらないかもしれず―また
は目にはするものの詳細を検討する十分な時間がないか
もしれず―、文脈を無視したいくつかの難しい質問につい
てRFPチームから相談されただけかもしれないということで
す。如才ないRFPは、如才ない業務プロセスの保証とはな
らないのです。
RFPのレビューミーティングにおいて尋ねるべき重要な質
問は「このRFPはどの程度厳密に処理されていますか？」
というものです。回答は100％正確ではないかもしれません
が、この質問に対するサービスプロバイダーの答え方
は、その企業文化を暗示するものです。
潜在的な落とし穴は数多くあります。すべてのアウトソーシ
ングにおいて、苛立った金融機関が不一致を「力によって」
解決する目的で、サービスプロバイダーが特定のポイントに
どのように回答していたかをRFPに遡って確認しようと決意
する瞬間があります。忘れましょう。アウトソーシングのプロ
ジェクトがそのような段階に至った場合、これは、関係が回
復不能なダメージを受ける前に、両方の当事者が協力して
率直な話合いを持つべき時です。

覚えておくべき重要なポイントは、RFPはツールであり、そ
れ以上のものではないということです。RFPはそれを正確
に解釈するためのスキルと経験を要求しますが、これに
は、RFPの先を見る方法を知り、優れたプロセスを持って
いるがRFPの回答は派手さに欠ける、およびその逆なの
はどのサービスプロバイダーかを理解すること、同じRFP
は2つとないと認識すること、プロセスのこの段階において
RFPはサービスプロバイダーにとって営業活動に相当する
ことを受け入れること、ならびにエグゼクティブサマリーを
十分注意して見ることが含まれます。エグゼクティブサマ
リーはしばしばRFPの中で最も重要な部分ですが、これは
それが、この特定の取引に対するサービスプロバイダー
のコミットメントを金融機関が評価することを可能にするは
ずだからです。
このプロセスに取り組むための正しい方法または間違った
方法はありません。しかし、強固なアプローチおよびプロセ
スの構築を指導するだけでなく、長期的に極めて重要とな
り得る経験および知見をもたらすことのできるコンサルタン
トが利用可能な場合、プロセスを一から始めようとすること
は金融機関にとって時間がかかり、かつリスクを伴いま
す。同時に、RFPはコンサルタントに与えて放っておく毒杯
ではありません。成功の鍵は、プロセスへの関与を維持す
るが、価値と経験を認知し、かつ当該エクササイズを支援
するために第三者が雇われている理由を忘れないことで
す。また、RFPはデューデリジェンスに代わるものではな
く、結局のところその重要性はデューデリジェンスよりはる
かに低いものです。
おそらく驚くに当たらないことですが、RFPの理論および実
務に関するこれらの考察を踏まえると、これは長い複雑な
道のりの最初のステップに過ぎません。

成功の鍵は、プロセスへの関与を維持するが、
価値と経験を認知し、かつ当該エクササイズを
支援するために第三者が雇われている理由を忘
れないことです
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残るは、回答の評価、選抜リストの選択、可能性のある
サービスプロバイダーに関するデューデリジェンス、リフト
アウトまたは移管に係るプロジェクト計画、契約交渉、KPI
の設定およびサービスレビュー、ベンダー管理機能の設
置です―これらは、RFPという巨大な任務が完了した時点
で「やること」リストの上位にあるいくつかの項目の例に過
ぎません。この複雑さに直面して、多くのアウトソース元が
外部のプロフェッショナルの支援を受けようとするのは驚く
ことではありません。

おそらくもう少し理解が難しいのは、アウトソース元が時と
して自身の雇ったプロフェッショナルの支援を利用する方
法です。プロフェッショナルの支援はいくつかのレベルに
おいて可能です。アウトソーシングのプロジェクトに乗り出
す金融機関が常設のPMOおよびプロジェクトチームを持
つという贅沢を許されていることはほとんどなく、コンサル
タントはかかる役割を担う資格と経験のあるスタッフの有
用な供給源となり得ます。しかし、そこでやめることは、実
務的な現場経験を有する経験豊富なコンサルタントがプ
ロセス全体にもたらすことのできる真に付加価値のある専
門知識を自分自身から奪うことです。これは、成功とごく
弱々しいバージョンの成功、さらには失敗とよく似たように
感じられる後味を残す結果との間の違いを生み出し得ま
す。

このことは、アウトソーシングの取組みの多くの面におい
て証明することができます。デューデリジェンスはその良
い例です。場合によっては、選抜リストが作成される前に
何らかの種類のデューデリジェンスを実施することは、特

に―リレーションシップ上の理由から―当初の勧誘された
入札者のリストが長いものである場合、時間とリソースの
無駄な使い方であるように思われるかもしれません。しか
し、RFPのプロセスに固有の難しさ（前述の通り）を踏まえ
ると、ある程度の柔軟性が、時として最も適切なサービス
プロバイダーを見逃してしまう事態を回避させてくれるかも
しれません。もう一つの例は、デューデリジェンスそれ自体
です。以下を比べてみましょう。第一の例は、サービスプロ
バイダーの役員室に座ってパワーポイントのプレゼンテー
ションを眺めること、および「イエス・ウィー・キャン」を繰り
返し唱えることから成るデューデリジェンスのエクササイズ
です―これは誇張していますが、それほど大きな誇張では
ありません。第2の例はより綿密とみなされるものであり、
業務フロアの訪問を伴っていました。あいにく―偶然また
は意図的に―フロア訪問の開始は遅れ、その日の活動は
すでに実質的に終了しており、この「深く掘り下げた」訪問
は第一の例におけるパワーポイントのシナリオの歩行バー
ジョンとなってしまいましたが、これにはプレゼンテーション
は付いておらず、代わりにみるみる人がいなくなっていくオ
フィスのさまざまな思いも寄らないコーナーでの眺めの良
い小休止が付いていました。第3の例では、アウトソースす
る金融機関の該当チームが、NAVプロセスを最初から最
後まで追跡していました（訪問者にとっての楽しみであり、
サービスプロバイダーにとっての恥でもあるプロセスのエ
ラーの発見を含みます！）。どのバージョンのデューデリ
ジェンスが有益であったかを知るのに、熟考の必要はあり
ません。計画と組織化はコンサルタントの仕事となりました
が、これは強固なビジネスのバックグラウンドを持つコンサ
ルタントでなければなりませんでした。

重要な課題

1. 意 思 決 定 の プ ロ セ ス ― ア ウ ト
ソーシングが戦略目標に適合し
ていることを確認する

2. 適切なサービスプロバイ
ダーの選択

3. 移行および導入

4. BAU–KPIおよびベンダー
管理
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財務上の提案の評価に関して言えば、コンサルタントを利
用している相場価格を既知の数量に適用する単純計算の
エクササイズの域を越えると、多くの金融機関はその最終
決定を下すにあたって群衆の中に姿を消してしまいます。
明らかに、この意思決定は彼らのものであり、彼らだけの
ものです。しかし、経験豊富なコンサルタントは、この評価
エクササイズを彼らに指導できるかもしれません。何かが
出来過ぎた話と思われる場合、それは通常実際にそうなの
です。しかし、特に重要なRFPの規準がコスト削減とオー
ダーメイド機能の組合せである場合、控えめなオファーは
道理にかなっています。サービスプロバイダーは、その信
任と顧客リストの強化を目指しているかもしれません。サー
ビスプロバイダーは、特定の地理的展開の獲得を望んで
いるかもしれません。またサービスプロバイダーは、特定
のセグメントへの集中から脱却することによる多角化を追
求しているかもしれません。かかる提案の評価において要
求されるスキルは、要するにサービスプロバイダーがその
目的を達成するためにどこまでやるつもりなのか、その目
的は今日のRFPを巡る競争の熱気が消えた明日どれだけ
の重要性を持ち得るのか、そしてそれが継続中の関係に
影響を及ぼす可能性がどれだけあるかを判断する能力で
す。また、取引を成功させるためには、両方の当事者のた
めに何か検討事項がなければならないことを忘れずにいる
ことも不可欠です。

べし

• 同じ業界における幅広いアウトソーシングの経験を
有するプロジェクトチームを採用する

• アウトソース元との協調的なアプローチを採用する
―これは関係を強化し、移行の管理の成功を促す

• 最初から顧客に関与する―プロセスにおいてすべて
の顧客を失ったなら、移行の成功は無意味である

べからず

• 変更管理活動、特にリフトアウトの実施における人
事上の問題を過小評価する

• 顧客の反応について憶測する
• 問題にぶつかるたびにRFPに遡る―もはやその段
階ではなく、関係を気まずくするだけである

• 小さな危険信号を無視する
• 近道をする、または問題点をごまかす
• 物事が悪い方へ進めば、全員が敗者になることを忘

相応の力を与えられたコンサルタントは、意思決定者が非
合理的である場合に、これをアウトソース元に指摘すると
いう重要な役割を担っています。サービスプロバイダーは
自身のビジネスを知っており、実績のある業務モデルと実
証可能な結果を持っています。時として、彼らが要求に対
応しようとしない場合、これには正当な理由があるかもしれ
ません。この対話を促すこと―そして恐ろしいRFP依存を回
避すること―が、コンサルタントの重要な任務です。しか
し、これを効果的に実現するには、付託条項およびコンサ
ルタント契約の範囲が、アウトソーシング自体の目的と同
様に最初から明確に賛同・定義されているべきです。
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れてしまう

本レポートの目的は、決定的なアウトソーシングのすべ
てを提供しようとすることではありません―それには1冊
の本が必要となり、それでも不十分でしょう。本レポート
が試みたことは、アウトソーシングがもたらす複雑性、可
変的な形態および課題の一端を示すことです。本レポー
トは初期の段階に集中し、結局のところプロセスの中で
どれだけ早い時期に重要な問題に直面するのか―そし
て誤りをどのようにして犯し得るのかについて説明してい
ます。
しかし、この初期の段階の後も課題は続きます。これに
は、上首尾かつ適切なスタッフのリフトアウトの取扱い、
事業譲渡規則（Transfer of Undertakings (Protection of
Employment) Regulations：TUPE）、および移行が行われ
る際にリフトアウトされるスタッフに必然的に影響を及ぼ
すであろう、よりとらえがたくはありながらも同様に重要
な心理的・動機的変化が含まれます。多くの場合、経験
は従来の社会通念、例えばリフトアウトされたチームを
移行後も長期間集団で維持しようとすることのメリットに
関する社会通念に異議を唱えます。アウトソーシングの
努力の成功を判断するため、アウトソース元は十分かつ
適切なKPIおよび報告を必要とします。そのコツは、意味
のある情報および役に立つ情報、ならびに非現実的な
要求を通じた家内工業の創造の間のバランスを上手く取
ることです。
それでは、この簡潔なレビューからどのような結論を導き
出すことができるでしょうか？一言で言うならば、これは
「戦略の目標を知り、定義し、賛同すること」と要約するこ
とができます。統制を維持しながらも、アドバイスに耳を
傾け、そのアドバイスを実行すべく準備することです。プ
ロジェクトのライフサイクル全体を通じて十分なリソース
を持つ強固な計画を策定し、統制の枠組み、KPIおよび
報告のデザインから今すぐ取り掛かることです。
アウトソーシングは黒魔術でも神秘学でもありません。し
かしアウトソーシングは、上手く通り抜けるには経験と専
門知識が要求される難解な脇道を有しています。この経
験と専門知識は本の中に見付けることはできません―そ
れは苦労して、現場で身に付けなければならないので
す。

べし
• アウトソース元のサービスの質および事業の収益性
を正確に評価するための適切なKPIを識別する
• 公式なコミュニケーションチャネルだけでなく、オープ
ンで非公式なコミュニケーションチャネルを構築する
• アウトソース元との定期的なサービスレビューを組織
する

べからず
• 圧倒されてしまうような過多な情報を要求する
• 単に「役立つかもしれない」という理由で、明確な使い
方のアイデアのない情報を要求する
• 正念場はここからであることを忘れてしまう！

サービスプロバイダーは、その信任と顧客リ
ストの強化を目指しているかもしれません。
サービスプロバイダーは、特定の地理的展
開の獲得を望んでいるかもしれません。
またサービスプロバイダーは、特定のセグメ
ントへの集中から脱却することによる多角化
を追求しているかもしれません
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ルクセンブルクにおける
銀行の創設
マルコ・リヒトファウス
（Marco Lichtfous）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
ガバナンス、リスク＆コンプライアンス
デロイト

サイード・カシーム
（Said Qaceme）
シニアマネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

欧州の銀行業界は現在、流動性およびリスク管理の
強化や税務の透明性の向上などのさらなる規制要件
を伴う重要な変化を経験しつつあります。
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加えて欧州委員会は、経済通貨同盟を強化するため、欧
加えて欧州委員会は、経済通貨同盟を強化するため、欧州
州中央銀行（European
CentralBank：ECB）が主導する銀行
Bank：ECB）が主導する銀
中央銀行（European Central
行の単一監督メカニズムを提案しました。この統合された
の単一監督メカニズムを提案しました。この統合された「銀
「銀行連合」に向けた動きには、単一のルールブック、共通
行連合」に向けた動きには、単一のルールブック、共通の
の預金保護、単一の銀行整理メカニズムなどの要素が含
預金保護、単一の銀行整理メカニズムなどの要素が含まれ
まれます。
ます。
このことは、ルクセンブルクの市場に影響を及ぼしました。
このことは、ルクセンブルクの市場に影響を及ぼしました。
例えば、プライベートバンクは昨年を通じて、その顧客基
例えば、プライベートバンクは昨年を通じて、その顧客基盤
盤の一新および2015年が適用期限となっているEU居住
の一新および2015年が適用期限となっているEU居住者の
者の貯蓄所得に関する自動的情報交換の遵守を目指すた
貯蓄所得に関する自動的情報交換の遵守を目指すため、
め、ビジネスモデルを適応させることに余念がありませんで
ビジネスモデルを適応させることに余念がありませんでし
た。
した。
この規制の厳格化の文脈において、今後数年のうちに多く
の銀行がその扉を閉ざさざるを得なくなるかもしれないと予
想されます。それでもなお、欧州連合のハーモナイゼーショ
ンの環境において、ルクセンブルクは新たな銀行をその領土
に呼び込むために有利な立場に立っています。実際に、欧
州における地位を確立することは銀行にとって依然として魅
力的であり、ルクセンブルクは引き続き5億人の欧州顧客を
利用するための中心的な場所となっています。

しかし、銀行の呼込みの根拠は変化しつつあります。ルクセ
ンブルクが呼び込むプライベートバンクの数は減少している
かもしれませんが、私たちは欧州、特にルクセンブルクにお
いて銀行を創設することが依然として関心を引いている理由
をレビューします。私たちはこれを、コマーシャルバンキング
市場を狙う中国の銀行と、リテールおよびコマーシャルバン
キング市場を狙うシャリア（イスラム法）遵守銀行の2つの
ケーススタディを検討することによって行います。

ルクセンブルクは、その高スキル、多言語
かつ多文化な労働力、安定した政治環
境、ダイナミックな法律および規制の枠組
みならびに幅広い専門性およびあらゆる
種類の多様かつ革新的な金融サービス
により、傑出した機会を提示しています
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現在のトレンド

私たちは、新たな銀行の創設に関する報道を毎月のよう
に目にしています。驚いてしまうような話ですが、これらの
銀行の開設の背後にある根拠が変化した中で、これは予
想外のことではありません。銀行は欧州を対象とする営業
の機会を活用しており、これは非銀行利用者層を対象と
する営業の試み（例えば、イスラムリテールバンキング）、
欧州における貿易の拡大（例えば、ロシアおよび中国の銀
行）、金融サービスへの前方統合（例えば、オンラインの
サービスプロバイダー）などの外部および外国の要因に
よって主導されています。

この荒々しい環境において、昨年を通じ、銀行の数は2013
年1月の141行から2014年3月末の149行に増加しました1。
ルクセンブルクに立地するこれらの銀行の多くは外国のグ
ループの子会社または支店であり、これらの中で国内を本
拠とする事業体は5行のみとなっています。

.

ルクセンブルクは、そのグローバルハブとし
ての地位、絶え間ないイノベーションおよび
ビジネス文化により、金融サービスプロバイ
ダーにとっての主要な目的地の一つとなっ
ています
銀行の数の変化
240
220
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180

欧州の中心に位置し、AAAの格付けを享受する国として、
ルクセンブルクは欧州市場にアクセスするための唯一無
二の玄関口となっています。ルクセンブルクの成功は、企
業に優しい環境の育成および自国経済の多様化を目的と
した一連の積極的かつ長期的な政府の政策によるものと
いえます。ルクセンブルクはこれらの銀行に対し、ユニ
バーサルバンキング活動を実施するための別々の申請
ファイルを要求しない完全な銀行免許を活用する機会を提
供しています。
この文脈においてルクセンブルクは、その高スキル、多言
語かつ多文化な労働力、安定した政治環境、ダイナミック
な法律および規制の枠組みならびに幅広い専門性および
あらゆる種類の多様かつ革新的な金融サービスにより、
傑出した機会を提示しています。

160
140

出典：CSSF

1 出典：www.cssf.lu/en/statistics/banks/

2014 年 3 月

2013 年

2012 年

2011 年

2010 年

2009 年

2008 年

2007 年

2006 年

2005 年

2004 年

2003 年

2002 年

2001 年

2000 年

1999 年

1998 年

1997 年

1996 年

120

50

ルクセンブルクは、そのグローバルハブとしての地位、絶
え間ないイノベーションおよびビジネス文化により、金融
サービスプロバイダーにとっての主要な目的地の一つと
なっています。ルクセンブルクの金融市場は高い相乗作用
と多様性を持っており、国際的な起業家および企業を含む
幅広い投資家にとって魅力的です。

ルクセンブルクにおける銀行業務の開設
ルクセンブルクにおける銀行業務は、外国の金融機関の
支店または子会社のいずれかの創設により実施すること
ができます。いくつかの外国の金融機関は、2つの構造の
組合せによって得られる利点を活用するため、支店と子会

これらの文書は、この後、財務大臣の承認を受ける前にル
クセンブルクのCSSFに提出する銀行免許の申請ファイルを
完成させるのに役立ちます。申請ファイルは創設する事業
体の種類（支店または子会社のいずれか）によって異なりま
す。

社の両方でルクセンブルクにおける業務を行っています。
銀行免許を申請する際の標準的な手続は申請ファイルを
財務省に提出することであり、財務省はルクセンブルク金
融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur
Financier ：CSSF）のアドバイスを求めます。
これを受けて、CSSFは申請ファイルを検討し、説明が必
要とされる場合、申請者に追加的な質問を行う可能性が
あります。タイミングについては、プロセス全体が約6ヶ月
を要しますが、これは金融機関の複雑度および申請ファイ
ルの質によって異なります。

財務大臣から免許が与えられ次第、発起人は当該銀行の
ターゲットの業務モデルをまとめ、その後導入段階に入るべ
きです。
最後に、子会社の形態が選択され、ルクセンブルクで業務
を行っている場合、その要望をCSSFに通知し、業務プログ
ラムを含む関連する文書の起草に取り掛かることにより、他
のEU諸国における支店の開設を検討することができます。

ルクセンブルクにおける銀行創設のためのステップ
承認の手続は、1993年4月5日の改正法の第1部に記載さ
れています。手続の複雑性を考慮して、金融機関は通常、
アドバイザリー会社に支援を求めています。

7
追加的な EU の
支店の開設

実際に、ルクセンブルクにおいて銀行を創設する前に、投
資ファンドや金融セクタープロフェッショナル（Professional
of the Financial Sector：PFS）などの代替的なより軽量の
法的構造の導入を検討したいと考えることもあるかもしれ
ません。

6

銀行が創設すべき最も妥当な構造であることが確認され
次第、戦略的な市場参入の視点に重点を置いた市場機
会の評価を実施すべきです。その目的は、市場における
機会およびそれに対応するために要求されるリソースの
概要を提供することです。次に、当該銀行の事業および業
務モデルに重点を置いたビジネス事例を作成すべきで
す。
この後、当該銀行の活動の詳細な事業計画をまとめるべ
きです。並行して、当該事業体の規則の起草、施設の選
定およびガバナンスの定義を開始すべきです。

1

導入

2

3

4

5

フィージビリ
ティスタディ
および市場
参入戦略

事業計画お
よび当初の
構造

EU の支店
の開設

詳細な設計
およびター
ゲットの業
務モデル

銀行免許の
申請

財務構造の選択

51

ケーススタディ
中国の銀行
ルクセンブルクにとっての多様化の重要な分野の一つは、
EUの単一市場への参入を熱望している中国の銀行のニー
ズに応えることです。直近の注目すべき例は時価総額で世
界の上場銀行の上位5行のうちに数えられる中国建設銀行
（China Construction Bank：CCB）であり、同行は2013年10
月にルクセンブルクにおいて支店と子会社の両方を創設し
ました。
ルクセンブルクは現在、中国の最大級の銀行のうち3行、す
なわち中国銀行（Bank of China：BoC）、中国工商銀行
（Industrial and Commercial Bank of China：ICBC）および前
述のCCBの欧州本社を受け入れています。欧州市場への
進出のためにルクセンブルクへの展開を構想するその他の
中国の金融機関との間でも、話合いが進行中です。

さらに、ルクセンブルクは人民元（RMB）の預金およびファ
ンドの最大のプールであることから、ユーロ圏における国
際的なRMBビジネスのセンターとして扱われ、またユーロ
圏におけるRMB建債券およびクロスボーダーのRMBビジ
ネスの主要なセンターとして扱われています。この点にお
いて、ルクセンブルク証券取引所は国際的なユーロ債の
上場を主導しており、欧州で有数のRMBの上場債券の銘
柄数および売買高を有しています。
加えて、EUにおけるアジア勢の貿易および投資の伸び
は、トレードファイナンスおよびコーポレートローンの機会
を生じさせています。中国における高い経済成長は、国
内の銀行が拡大とEU市場への進出によりその利益の源
泉を分散させるための代替的な投資機会を模索すること
を可能にしています。

世界のRMB建債券上場の取引所別内訳（2014年2月）

ロンドン 6％

シンガポール 30％
ルクセンブルク 16％

香港 36％

台湾 6％
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その他 6％

イスラム銀行2
英国において5行のイスラム銀行が創設されたものの、欧
州大陸で全面的に業務を行っているイスラム銀行は今の
ところまだありません。しかし、潜在的な顧客基盤は、新
しい倫理的な方法による銀行に魅力を感じる可能性のあ
る顧客に加えて、欧州連合域内に住む約2,000万人のイ
スラム教徒に及んでいます。実際に、約2,000万人のイス
ラム教徒が欧州大陸に住んでいると推定され、またこの
数字は急速に増加すると予想されます。イスラム教徒の
60％は30歳未満―金融サービスの最も積極的な消費者
とみなされるグループ（ヒュースビー：2011年）―であるた
め、欧州市場はイスラム銀行にとって巨大な可能性を秘
めています。さらに、欧州のイスラム教徒の貯蓄率は相
対的に高いとみなされています。しかし、現時点で欧州大
陸において本格的なシャリア遵守銀行は創設されていま
せん。

私たちは中東およびアジアの各社がルクセンブルクにお
けるイスラム銀行の創設に寄せる関心の高まりを感じて
いますが、なぜこのイスラム教徒の居住者が約12,000人
しかいない欧州の真ん中の小国がかかる取組みのため
の選ばれた立地であり得るのか、不思議に思われるかも
しれません。

第一に、ルクセンブルク政府はかかる取組みを奨励して
おり、ルクセンブルクはすでに多数のイスラム投資ファン
ドの本拠となっています。ルクセンブルク政府は、その規
制環境がイスラム金融に固有の要件に対応していること
を確実にしています。加えて、国内の銀行業界は成熟し
ており、他の一部の欧州諸国と異なり、ルクセンブルクの
規制当局は金融機関がプライベートバンキング、コーポ
レートバンキング、リテールバンキングなどの活動を行う
ことを認める「ユニバーサルバンキング免許」を与えること

ができます。ルクセンブルクは欧州連合の加盟国であるた
め、銀行は業務を行うための免許を受けると、完全な免許
の申請プロセスを改めて踏むことなしに、他の27の加盟国
で銀行活動を行うことを認められます。したがって銀行は、
「欧州パスポート」を活用し、純粋にクロスボーダーな形で、
またはターゲット国に支店を開設することにより、ルクセンブ
ルク国外の活動を発展させることができます。例えば、ルク
センブルクの免許を有するイスラムリテール銀行は、現地の
シャリアを意識する顧客にリテールバンキングサービスを提
供するため、パリに支店を開設することができます。

したがって、ルクセンブルクに進出し、ユニバーサルバンキ
ング免許を取得することは、イスラム銀行の倫理的な価値
観に関心を持つ多数の非イスラム教徒顧客に加えて、欧州
に居住する2,000万人のイスラム教徒の未開拓市場へのア
クセスを開放します。

欧州市場への進出のためにルクセンブルク
への展開を構想するその他の中国の金融
機関との間でも、話合いが進行中です

2 出典：Islamic Finance News／Said Qaceme 「 An untapped market of 20 million European customers?」（2013年12月4日）
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規制の影響
ルクセンブルクの銀行は1993年4月5日法（改正後）を遵守
しなければなりませんが、同法はCSSFが公表するさまざま
な国内規則および通達によって補完されています。
ま た 、 2014 年 1 月 以 降 、 同 法 は 資 本 要 求 規 則 （ Capital
Requirements Regulation ： CRR ） お よ び 資 本 要 求 指 令
（Capital Requirements Directive：CRD）IVの導入の影響も
受けています。CRR／CRD IVのパッケージは、金融機関の
資本に関する新たなグローバルスタンダード（バーゼルIII合
意）を、EUの法的枠組みにおいて導入するものです。この
新たな枠組みは、以下のようないくつかの形で金融機関に
影響を及ぼします。
• コーポレートガバナンス：取締役会によるリスク監視の有
効性を向上させるため、取締役会の構成、その機能なら
びにリスクの監視および戦略における役割に追加的な要
求を課すことによるもの
• 流動性の取決め：資本要求に係る既存の第Iの柱および
第IIの柱のアプローチを反映した、流動性リスクに係る新
しい本格的な健全性の枠組みを構築することによるもの
• 資本要件：信用リスクの計算を通じた資本要求の厳格化
を要求することによるもの

加 え て 、 ユ ー ロ 圏 に お い て は 単 一 監 督 制 度 （ Single
Supervisory Mechanism：SSM）が導入されます。結果とし
て、ルクセンブルクの銀行は、ECBにユーロ圏で業務を行う
銀行を監督する力を与える新たなSSMに対処しなければな
りません。これは、以下の特徴を持つ銀行に直接適用され
ます。
• 当該銀行の資産が300億ユーロを超えている。この規準
は、SSM参加国の大手銀行がECBに直接監督されること
を確実にするためのものです。
• 当該銀行の資産が50億ユーロを超えており、かつ立地す
る参加国のGDPの20％に相当する。GDPの20％という要
件のため、この規準は、GDP が1,500億ユーロ未満の
SSM参加国（例えば、ルクセンブルク）にのみ適用されま
す。
最後に、2014年11月4日より、CSSFによるルクセンブルク
の銀行免許の交付には、セカンドオピニオンの形式による
ECBの共同決定が要求されます。この共同決定には一部
の欧州の大国による合議制の合意が要求されるため、新
たな銀行の創設はさらなる時間と労力を必要とするかもし
れません。

ルクセンブルクにおける銀行の創設には多くの利点がありま
す。銀行免許の申請プロセスは比較的長いものの、単純です
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結論
ルクセンブルクにおける銀行の創設には多くの
利点があります。銀行免許の申請プロセスは比
較的長いものの、単純です。免許の取得の時間
枠はプロジェクトの複雑度に応じますが、同時に
発起人が取るアプローチにも応じます。
プロセス全体を通じて国内の規制当局との対話
が奨励されますが、「パスポート」および「サービ
スの自由な提供」の規則を背景として、中心とな
るルクセンブルクからEUの単一市場に参入する
機会を念頭に置き、妥当な構造を最初に選択す
ることが極めて重要です。
これは非欧州の銀行にとって特に興味深いこと
であり、ルクセンブルク政府は、その領土におけ
る中国の銀行およびシャリア遵守金融機関の展
開にとりわけ熱心です。
最後に、最近の規制の動向は、欧州の銀行の情
勢に影響を及ぼしています。特に、近く導入され
る単一監督制度は欧州中央銀行に、CSSFの国
内の提案をレビューし、場合によっては覆す力を
与えます。これは、SSMによって新たな手続が課
される可能性がある中で、承認プロセスに一定
の影響を及ぼす可能性があります。
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M&A のプロセスにおいて
どのように価値創造を
最大化するか？
ピエール・マッセ
（Pierre Masset）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
コーポレート・ファイナンス・リーダー
デロイト

ステファン・クラバッテ
（Stéphane Cravatte）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
オペレーション・エクセレンス＆人的資本
デロイト

株主価値の最大化を追求する企業戦略の実行において、合
併と買収が効果的なツールとなり得ることは一般に認知されて
います。
そうは言っても、この手段に落とし穴がないわけではなく、
実行段階と取引後の統合段階の両方の計画においては
慎重な検討を行わなければなりません。
統合リスクは、ディールに署名する時点でしばしば完全に
理解されていないか、または完全に調査されていません。
同様に、統合リスクにこの段階で高い優先度を与えられて
いることはまれです。
取得企業の株主の視点から見ると、取引は、以下の3つの
主要な経路を通じて価値創造につながり得ます。

• ターゲット企業が、その本質的価値を下回る価格で取得
される

• 取得後におけるターゲット企業単独の業務および財務
パフォーマンスの向上

• 取得企業とターゲット企業の間におけるシナジーの実現
―それらのシナジーに関連する価値は取引価格を通じ
て買い手から売り手に移転しないと仮定
本レポートでは、3番目の価値創造の源泉、すなわち双方
の当事者間におけるシナジーの実現を通じて生み出され
る価値に重点を置きます。

顧客基盤
新規

既存

どのような種類のシナジーがあるか？
シナジーは、2つの企業の価値およびパフォーマンスが、各
個別部分の合計を上回る場合に生じます。
広義では、シナジーは以下の2つのカテゴリーに分類するこ
とができます。

1. 業務上のシナジー
このシナジーは、単独では不可能な、結合された事業体の
販売または生産サイクルの改善を通じて生まれます。
業務上のシナジーは、その影響が損益計算書のどこに表れ
ているかに応じて検討することができます。簡単に言えば、
その影響がどこに示されているかによって、シナジーは収益
のシナジーまたはコストのシナジーのいずれかとなり得ま
す。

a) 収益のシナジー
トップラインシナジーは、結合されたグループの収益創出の
支えとなり、以下の3つの幅広いカテゴリーに分類すること
ができます。

• 共同管理戦略は、2社の競合企業が特定のセグメントに
おいて合併し、これにより、既存の商品を購入する既存
の顧客基盤に対してより大きな市場シェアおよび価格決
定力を獲得する場合に導入することができます。

• クロスセリング戦略は、取得企業がその商品をターゲット

新規
既存

商品およびサービス

企業の顧客基盤に販売できる場合、およびその反対の
場合に採用することができます。
共同イノベーション

クロスセリング

クロスセリング

共同管理

• シナジーが新たな商品／サービスおよび顧客基盤に関
連している場合、私たちは共同イノベーションについて検
討します。この原則は、新たなサービスを創造し新たな顧
客基盤を開拓するために各企業のリソースを用いること
を通じて、トップラインシナジーを増加させます。また共同
イノベーションにおいては、顧客のニーズにより的確に応
えるため、商品のバリューチェーンをレビューし、適応さ
せることも重要です。
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b) コストのシナジー
コストのシナジーは、合併した事業体の結合された収益が、
双方の事業体のコストベースの合計を下回るコストベース
によって支えられる場合に常に生まれます。このコストベー
スの削減は、売上原価の低下につながる購買条件の改
善、人員の削減、既存のインフラの稼働率改善などの結果
としてもたらされ得ます。
加えて、異なる管理スキルの結合も、収益またはコストのい
ずれかのレベルで明らかになるような業務上のシナジーに
つながる可能性があります。
シナジーの源泉は業界によって大きく異なり、またしばしば
取引の性質を形作ります。当然のことながら、より成熟した
業界はコスト関連のシナジーのために統合する傾向にある
一方で、未成熟で依然として成長中の業界においては、し
ばしば収益関連のシナジーの導入を目指す取引が行われ
ます。明白な理由から、最も有望な取引は、収益とコストの
両方のシナジーが期待できる取引です。

2. 財務上および投資関連のシナジー
業務上のシナジーほど広く宣伝されてはいないものの、財
務上のシナジーも、価値創造の重要な源泉となり得ます。

• 結合が全体的な資本のより適切な配分につながる場合
（例えば、過剰な資本を有する企業と重要な投資機会を
有する企業の合併）
• 結合が全体的な課税ベースの引下げにつながる場合
（例えば、繰越欠損金を有する企業と大きな課税ベース
を有する企業の合併）
• 結合が重複投資の回避につながる場合
シナジーの導入に関連してどのような課題があるか？
シナジーによってもたらされる最初の課題は、その当初の
定量化です。コストのシナジーおよび一部の財務上のシナ
ジーはある程度までかなり正確に定量化することができる
ものの、達成される数字は当初の評価と著しく異なる可能
性があります。収益関連のシナジーについては課題はさら
に大きくなりますが、これはその実際の規模が、潜在的な
市場からの反応と競合企業からの反応の両方を含むいく
つかの要因によって異なるためです。
2番目の課題は、合併に固有の潜在力を解き放つ能力の
欠如に関連するものです。当初の定量化が正確であった
としても、取引プロセスの完了段階において合併後の統合
計画が的確に整備されていない場合、経営陣は大きな課
題に直面します。

このシナジーは、以下のようないくつかの状況において生ま
れます。
• 結合された事業体の資金調達コストが各事業体の個別
の資本の加重平均コストより有利な場合

取引ギャップの源泉
取引ギャップ
多く支払い過ぎた

統合ギャップ
便益が実現され
なかった！

予想価値
支払った額
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真の価値
支払うべきだった
最高額

実際の価値
実際に実現した額

•
•
•
•
•

競争率の高い入札
不十分なデューデリジェンス作業
シナジーの見積りにおける過大評価
経営陣のディール実行への熱意
環境の変化

統合ギャップの源泉
•
•
•
•

不十分な計画
プログラムのリーダーシップの欠如
組織的政策への時間の浪費
日常業務への集中の欠如

シナジーの実現を最大化するためのいくつかの原則
この分野に魔法のレシピはありませんが、2つの企業の間
における統合プロセスを推進し、予想されるシナジーの実
現の可能性を最大化するために、いくつかの基本的な原
則に従うことができます。

1. 事前の徹底的なデューデリジェンス
双方の経営チームは、取引中に業務上および財務上の
シナジーを注意深く識別し、定量化し、検証すべきです。
この流れはデューデリジェンスのプロセスの中で極めて
重要な部分であり、適切なスキルを備え、かつ実現の規
模および可能性について独立した見解を提供できる人
員によって行われるべきです。

2. 創造的であるための機会
重要な取引は、業務モデル全体を再検討する機会とな
り得ます。一部の方策は単独では実現不可能とみなさ
れていたかもしれませんが、取引から生じる便益は、そ
れらのいくつかを再評価する機会を提供する可能性が
あります。例えば、投資を抑制し中核事業に集中するた
め、事業の一部について、シェアード・サービス・セン
ターをアウトソースする可能性を調査することができま
す。

3. 形式化および力の付与
統合の目的は、結合された事業体の誕生時点から明確
に示されているべきです。これは例えば「最初の100日
計画」を通じて行うことができますが、この計画には文化
の違いの識別および認識も含まれるべきです。加えて、
かかる方策は双方の組織の強力なリーダーによって支
持されているべきです。最高のリソースの一部をこのプ
ログラムの運営に配分することにより、スタッフに力を与
え、変化のプロセスを促進し、プロセスにおいて価値を
より早く獲得する可能性を最大化することができます。

5. コミュニケーション、コミュニケーション、コミュニケーショ
ン！
変化を促し、バイインを最大化するための効果的かつ頻
繁なコミュニケーションの重要性は軽視できません。コミュ
ニケーション計画の多くは、取引前に定義されている必要
があります。取引完了後の最初の数週間に、人の心を掴
めることもあれば、失うこともあるのです。

6. 適切なペースによる進捗
2つの組織の統合促進のために迅速に動くことが進むべき
正しい道となることがある一方で、注意深く検討すべき事
項もあり、それらは（i）統合段階に進むのに先立ってすべ
ての必要な情報が当事者間で共有されていることを確実
にすること、（ii）すぐに再検討しなければならないであろう
応急処置ではなく、構造的なソリューションを整備するため
の十分な時間を残しておくこと、（iii）関与するすべての当
事者からの適切なバイインを確実にするための十分な
リードタイムを提供することです。

結論
多くのM&A取引は、それが最初に発表される際にしばし
ば強調されるシナジーを実現することに失敗します。企
業がそのM&A戦略を策定しディールを実行した後、重要
なのは統合の成功となります。経営陣が2つの組織を一
つの効果的かつ合理的なオペレーションに統合する能
力が、取引が大いに期待されたシナジーの実現に最終
的に成功―または失敗―する所です。統合の成功は、
それらのシナジーが初日から効力を生じ始めることを可
能にするような計画から始まります。
上記の原則のうちいくつかは常識に過ぎませんが、これ
らは合併がもたらし得る課題の日常的な現実の中で見
失われてしまうことがあります。

4. 態勢の準備
統合担当ディレクターまたは統合担当コアチームの任命
は、シナジーの実現を担うリーダーに対する効果的な支
援となり得ます。その任務は、全体としての統合計画の
一貫性を確実にすること、および双方の組織の上級レ
ベルにおける整合を促進することです。このコアチーム
は、強固な計画およびプログラム管理プロセスを実施す
る、正式なプログラム管理構造を導入します。

取引の交渉の完了段階における導入プログラムの定義
およびガバナンスの枠組みの定義は、シナジーの実現
の可能性を最大化するために経営陣が検討すべき2つ
の単純だが重要なステップです。
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戦略的差別化の
前提条件としての
テクノロジーの知的集中

ジュエルグ・フリック
（Juerg Frick）
シニアパートナー
ファイナンシャル・サービス―コンサルティング
デロイト

フェリックス・ハウバー
（Felix Hauber）
マネジャー
ファイナンシャル・サービス―コンサルティング
デロイト

多くのスイスの銀行は、まだその中核的な銀行業務
プラットフォームを次の世代に移行させていません。
現在彼らはデジタル化のチャンスを逃さないという課
題に直面していますが、デジタル化は今日の銀行業
界で競争力を維持するためには不可欠です。一方
で、すでに標準のプラットフォームに移行した銀行
は、その過去のテクノロジー上の意思決定に捕らわ
れているように感じています。
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両方の銀行のグループはその現在のテクノロジーを修正

IT の変革は事業戦略を麻痺させる

し、増強しようと努めていますが、これは多くの場合十分で

顧客が本当に受けたがっているサービスの水準を予測およ

はありません。通常、多大な時間的制約の下、トップダウン

び確認するためにアンケートを利用している銀行はほとんど

の意思決定を欠く状況で、これらの銀行はそのテクノロジー

ありません。今まで未来は常に遠過ぎる所にありましたが、現

上の意思決定の依存関係、一貫性および戦略適合性をレ

在では、すべてのスイスの銀行は、特に顧客チャネルとデー

ビューしようと試みています。

タ分析に関して、テクノロジーの成長の時計はより速く時を刻
むようになっていることを認識すべきです。5 年前まで大規模

デロイトが最近スイスの銀行のエグゼクティブに対して実施

な銀行のためだけのものだったテクノロジーのイノベーション

したサーベイは、明確な全体像を描き出しています。戦略

は、現在ではより小規模な国内銀行においても比較的低コス

的に言えば、すべてのスイスの銀行は国内の市場につい

トで導入できるようになっています。しかし、銀行の IT アーキ

て同じ目標、すなわち、顧客インタラクションを通じて差別

テクチャは、多くの場合、自行の事業戦略が要求する変化を

化と戦略的優位性を達成すべきであるという目標を持って

導入するだけの柔軟性を持っていません。IT アーキテクチャ

います。この野望はこれまで以上に銀行が持つテクノロ

の制約から逃れる唯一の方法は、第一に、未来の顧客インタ

ジーの能力によって牽引されていますが、同サーベイは、

ラクションがどのような形態を取るか、およびその要件は何か

スイスの銀行における IT の優先順位は事実上この目標に

を決定することです。その上で初めて、銀行はその IT 戦略お

反していることを示しています。スイスの銀行の CIO たちに

よび IT 能力を決定できるようになります。これには、アプリ

よると、IT 投資の大部分はコンプライアンス、現在のシステ

ケーション横断的に調整された IT 戦略に結び付けられたあら

ムの保守およびバックオフィスの最適化に向けられます。

ゆるチャネルを通じてデータを提供できる、首尾一貫した IT

追加的なテクノロジーの拡張は多くの場合ランダムに起こ

インフラが要求されます。しかし、この基盤を確立することは、

り、まとまりのないものです。販売促進の取組みおよびソー

ほとんどの銀行にとって克服不能で資金のやりくりが困難な

シャルメディアは大部分がマーケティングによって、CRM お

ハードルであるように思えます。

よびデータ分析は営業によって調整されており、電子バン
キングのオーバーホールおよびモバイルソリューションは
多くの場合 IT 単独で管理されています。ソーシャルメディア
はモバイルソリューション、データ分析、CRM および電子バ
ンキングと連動しているという事実は、すべてのテクノロ
ジーのプログラムは同じ戦略に従う必要があるという事実
と同様に、しばしば無視されています。
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テクノロジーのプロジェクトのより適切な調整は IT コスト

分析モデルを通じてネクスト・ベスト・アクションを確定で

の劇的な削減につながる

きる

銀行の IT コストは、経営陣が戦略上の適合性の一貫した

20 年を超える努力を経て、銀行はようやく、入手可能な

管理を維持し、テクノロジー投資の調整を向上させ、機能

顧客データを用いて「ネクスト・ベスト・アクション」を確定

の相乗効果を活用し、最適な導入順序を適用することが

できるようになりました。好ましいチャネルを通じて―許

できる場合、最大で 30％から 40％削減できることが研究

容可能な価格で―顧客とインタラクトできる銀行は顧客

で示されています。多くのスイスの銀行は、次世代のテク

にとって真の違いを生み出すことができるため、これは

ノロジーに向けて一歩踏み出すことを可能にするこれらの

将来顧客に対応する際の前提条件となります。これは、

原則を適用することにより、イノベーションのパワーと能力

他の銀行が追い付くまでの間、競争優位をもたらします。

を大幅に高めることができるでしょう。加えて、銀行全体の

デロイトでは、リテールバンキングまたはコーポレートバ

取組みを調整することは、アナリティクス活動のために要

ンキングの成長エンジンを通じて各顧客に係る「ネクス

求される正確なデータの入手可能性を確実にするでしょ

ト・ベスト・アクション」を識別する手法を開発しています。

う。

テクノロジーのイノベーションは、テーラーメイドのレベルのイ
ンタラクションを可能にするデジタルチャネルと物理チャネル
の最適な組合せを通じて、銀行が顧客により近づけることを
意味しています
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分散化とシェアードサービスは、テクノロジーの知的集中が

導入の誤りは回避できる

もはや矛盾した表現ではないことを意味している

単一のプログラムを作り上げるため、取組みやプロジェクト

デロイトは、スイスは 3,000 を超える支店を持つその銀行業

を プロ セス、販売チャ ネル 、中 核的 な銀 行業務プ ラ ッ ト

の情勢を長期的に維持するであろうと確信しています。しか

フォーム、CRM およびデータ管理の視点から調整すること

し、面と向かっての顧客との触合いは将来より重要になり、

は、これまでになく重要になっています。銀行の競争力は、

分散型の銀行モデルのさらなる成功を促すでしょう。仮想

いずれこの調整に左右されるようになるでしょう。現在の規

シェアードサービスは、集中サービスセンターと共に、コスト

制上の圧力は、リテールバンクおよびプライベートバンクが

とノウハウの相乗効果の捕捉を可能にすることにより、従

その営業戦略において誤りを犯す余裕がないことを意味し

業員ベースを最適化し、分散化および顧客との物理的な近

ています。現代の成功している営業部門はテクノロジーに

接性を保証します。内部で導入されたソーシャルバンキン

100％依存していますが、依然として IT 戦略は事業戦略に

グは情報を照合して顧客アドバイザーに提供しますが、同

従わなければならず、その反対ではありません。IT 戦略を

時にこれをコンプライアンスマネジャーおよびその他のサ

最優先にする銀行は、長期的には敗れるでしょう。

ポート部門にも提供します。外部のソーシャルバンキング
は、銀行、顧客アドバイザーおよび顧客の間における双方
のインタラクションをすべてのチャネルにわたって常時可能
にします。テクノロジーのイノベーションは、テーラーメイド
のレベルのインタラクションを可能にするデジタルのチャネ
ルと物理的なチャネルの最適な組合せを通じて、銀行が顧
客により近づけることを意味しています。

テクノロジーの集中を通じて競争力を維持するための 7
つの前提条件

1. 強い規制上の圧力があっても、少なくとも 5 年先の顧
客戦略について考えることに時間を割く

2. 明確かつ独自性のある自行の営業計画を作り上げる
3. 各サポートチャネルに係る営業戦略を決定し、アプ
ローチを策定する

4. 要求されるビジネスプロセスを調整または再設計する
5. 中核的銀行業務、プラットフォームの変革、チャネルの
統合（電子バンキング、モバイル、ウェブ）、CRM およ
びデータアナリティクスに関する首尾一貫した IT 戦略
を作り上げる

6. 上記の戦略を導入しギャップを埋めるためのテクノロ
ジーのシナリオを識別する

7. 戦略上の適合性を確保しつつ、コスト削減および投資
のプログラムを微調整する
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サービスおよびセールスの有効性
の向上を通じた利益の増加
フロントオフィスの効率性の向上
ダニエル・コブラー
（Daniel Kobler）
パートナー
ファイナンシャル・サービス―コンサルティング
デロイト

フェリックス・ハウバー
（Felix Hauber）
マネジャー
ファイナンシャル・サービス―コンサルティング
デロイト

管理とコンプライアンスの仕事量の絶え間ない増加のため、フ
ロントオフィスが顧客への対応にかけられる時間はますます少
なくなってきています。どうすればフロントオフィスの効率性を
向上させられるのでしょうか？
クロスボーダーの銀行業務および顧客保護における規制

したがって、成功する顧客重視管理は、顧客志向性、顧客

の変化、ならびに顧客行動の転換は、他の金融ハブとの競

との対話、および（顧客の）組織化の 3 つの構成要素から

争の激化と相まって、スイスの銀行が新たな課題に直面す

成ります。しかし、最近のウェルスマネジメント会社の CEO

る原因となっています。またこれらは、リレーションシップマ

のサーベイによると、顧客との対話の構成要素が最も重要

ネジャーのスケジュールへの影響を強めています。新たな

な差別化要因となっています。さらに、差別化自体を、能

法律およびコンプライアンス方針は、顧客の獲得と対応の

力、有効性および効率性の 3 つの分野に分類することが

管理コストを引き上げています。デロイトの調査によると、

できます。

顧客との対話に直接配分される時間は、過去 5 年間に約
70％から 50％に減少しました。この減少の主な理由は、特

能力の向上は、的確な IT ソリューションの確立によって達

に外国の顧客に対応する際の、コンプライアンスと管理に

成することができます。これは、顧客関係管理、ポートフォ

関連する仕事量の増加です。追加的な顧客保護法（例え

リオの管理および監視ならびに報告を結び付けます。加え

ば、MiFID II 規則）の導入は、このトレンドをさらに強めるで

て、統合されたテクノロジーの展開は、リレーションシップ

しょう。結果として生じる追加的な労力は、顧客との対話時

マネジャーがより的を絞った投資アドバイス、および MiFID

間の短縮と相まって、利益率の低下につながります。これ

II に関して言えば、顧客に最も適した投資アドバイスを提

は、生産性と顧客志向性に関心が集中することを意味しま

供することを可能にします。管理およびコンプライアンスの

す。明確な価値提案および提供サービスに関して、ウェル

プロセスの自動化と共に、リレーションシップマネジャーの

スマネジメント会社は、どの顧客に積極的に対応し、どの

残った時間を可能な限り効果的に活用することが不可欠

顧客は消極的な対応に留めるべきかを決定しなければな

です。第一に、ウェルスマネジメント会社は最も魅力的な顧

りません。これは、ウェルスマネジメント会社がマージンを

客に重点を置くべきです。この文脈において、魅力は、合

危機前の水準に回復させることのできる唯一の方法です。

計収益、新たな投資の可能性、価格の強制力などのいく
つかの要因によって定義されます。
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第 2 に、ターゲット顧客が魅力的な利益および成長の可能

いくつかのスイスの銀行は、すでにその報酬構造を適応さ

性を提供している地域の市場から来ていることが重要で

せているか、または現在その準備中です。しかし、パフォー

す。第 3 に、各リレーションシップマネジャーは少数の魅力

マンス測定を更新する計画は、同じ速さでは進展していませ

的なターゲット市場にのみ重点を置くべきです。優先対象と

ん。しかしそれでも、測定の指標は、純粋な収益や運用資

みなされない市場は、消極的に管理するか、または全く管

産額（AUM）に対する検討から利益率の指標へと移行が進

理しないようにすべきです。この地域および顧客の重点化

んでいます。

は、フロントオフィスの有効性を著しく高め、したがって費用
収益率の改善に貢献します。

個別の銀行の取組みは、サービスおよびセールスの有効性
の向上を通じて、税引前利益率を最大で 20％上昇させられ

生産性を高めるためのもう一つの手段は、顧客との対話に

ることを示しています。ただし、まだすべての銀行がこの課

おける効率性の向上です。これは、顧客にそのリスク特性

題を受け入れたわけではありません。しかしそれでも、規制

に基づいて助言を行うことにより、大幅に少ない労力で達

の圧力および競争の激化により、有効性向上の取組みから

成することができます。同時に、リレーションシップマネ

フロントオフィスを除外することは難しくなっています。

ジャーは、潜在力の捕捉およびクロスセリングを可能にす
るテーラーメイドの IT ソリューションによって支えられる必
要があります。顧客との対話を再形成する際は、従業員が
目的とする改善を首尾よく実施することが重要であり、これ
は報酬モデルの適用を通じて達成できます。デロイトの調
査によると、報酬構造とパフォーマンス測定が主要なメカニ
ズムとなっています。

明確な価値提案および提供サービスに関し
て、ウェルスマネジメント会社は、どの顧客に
積極的に対応し、どの顧客は消極的な対応
に限るべきかを決定しなければなりません
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透明性と選択の
自由を目指して
リテール銀行のための
細分化されたプライシングモデル
ティエン・ユイ・ウー
（Tian Yu Wu）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト
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アレック・クワピアン
（Arek Kwapien）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

リテールバンキングは現在、規制や顧客の期待の高まりから
生じる多くの課題に直面しています。金融危機により銀行セ
クターの評判は大きく損なわれ、現在では顧客と規制当局の
両方が、透明性や顧客の利益保護に対する銀行のアプロー
チに関して一層慎重になっています。
個人および法人の顧客の預金をあらゆる投資活動から分

顧客を対象としてオンラインで実施されました。以下に示

離することを要求する新たな規制、リスク評価および監視

されたコンセプトはこの調査に基づいていますが、私たち

の強化ならびに最低資本要件により、銀行のコストはこれ

の国内市場の特徴に適合させています。

までになく高い水準に引き上げられています。加えて、顧
客は商品、価格およびアクセス性（例えば、モバイルのチャ
ネル、顧客サービスの柔軟性）に関するより高い透明性を
求めています。

ここでは、このアプローチが、現在のすべての手法に置き
換わる新しい最終的なプライシング戦略とみなされるべき
ではないことに留意することが重要です。このアプローチ
は利用可能な選択肢の一つであり、以下のパラグラフで

上記の要因は銀行の利益に大きな影響を及ぼすため、収

述べる通り、原則または他のアプローチから学んだ教訓

益源をより注意深く分析することが要求されます。商品お

は、このケースにおいても引き続き有効です。

よびサービスのプライシングモデルの変更は選択肢の一
つであり、適切なソリューションを見付けることが課題となり
アンバンドルされたサービスのプライシングモデルへの転

得ます。

換
リテール銀行のための新たなプライシングモデルの追求
ここ数年の価格決定のトレンドは主として、特定の価格で
特定の顧客セグメントをターゲットとした商品のパッケージ
を作り出すことを目的とする一括された提供サービスおよ
びリレーションシップに基づく価格決定に重点を置いたもの
となっています。本レポートは、考えられる選択肢の一つ、
すなわち商品のパッケージ化ではなく細分化されたアプ
ローチの重点化について紹介しています。このモデルは最
近、デロイト・ファイナンシャル・サービス・センターにより、
リテール銀行のサーベイを通じて評価され、その調査結果
は「リテール銀行のプライシングモデルの転換：細分化され
たサービスへの移行の管理（Shifting retail bank pricing
models: managing the transition to unbundled services）」と
1

題された報告書 にまとめられました。同サーベイは、個人

選択の自由、および顧客がサービスまたは商品に対して
支払う価格の支配を顧客に提供する方向へと向かうトレ
ンドは、新しい現象ではありません。私たちの多くは、格
安航空会社で航空券を購入し、手荷物の量、優先搭乗、
余分な足元の空間さらには購入を希望する軽食および飲
み物を決定する際にこれを経験しています。これらの各
サービスには特定の価格が与えられており、顧客はどれ
を購入するかを決定することができます。このアンバンド
ルされたプライシングモデルは、顧客と小売業者の両方
にとって有利に働きます。品目の選択を与えられることに
より、顧客はその要求を満たすサービスまたは商品を受
け取り、かつ価格に対する支配を維持することができる一
方で、小売業者は顧客が必要としない余分な品目に係る
請求を行うことなしに、価格を各品目のコストに関連付け
ることができます。

の当座預金口座を有する 4,271 行の米国リテール銀行の

1

http://dupress.com/articles/shifting-retail-bank-pricing-models-managing-the-transition-to-unbundled-services
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「従量制料金」モデルは、ホスピタリティ、外食、メディア（例

この規準は中核からの距離と定義することができ、遠く離

えば、紙またはデジタル形式の新聞）、航空輸送などの多

れたサービスは、付加価値型のサービスまたは贅沢品とみ

数の事業セクターにおいてますます一般的になりつつあり

なされる可能性があります 3。第 2 の側面であるサービシン

ます。資産サービシング業界は、商品およびサービスがよ

グのコストは、小売業者がサービスを提供するにあたって

り高度化していく中で、類似のプライシングモデルを採用し

のコストに対応しています。低コストのサービスとは例えば

ました。このアプローチでは、資産を基礎とする収益だけで

電子決済サービスであり、一方でより高コストのサービスに

はなく、サービスの利用に基づく収益とのバランスを取りま

は、窓口係が提供する財務アドバイスや、従業員の手作業

した。この方向に向かう動きは、特にリテールバンキングに

を要求するその他の活動が含まれます。

関連しています。
これら 2 つの側面に従ってサービスを分類する際、私たち
リテール銀行における細分化されたプライシングモデルの

は、中核サービス、便宜サービス、便益、および付加価値

適用は、定期的な定額料金の支払いの後にサービスの大

型サービスの 4 つのカテゴリーを識別しています（図表 1）。

部分が提供される現在の統合型アプローチからの重要な
転換です。このモデルでは、顧客は対応する定額料金に対
してサービスの大部分への数量無制限のアクセスを得ま
すが、細分化されたモデルでは、顧客は自身が利用した
サービスに対してのみ支払います。細分化されたモデル
は、銀行と顧客の両方にとって有利に働きます。銀行はそ
のサービスの価値に対応する価格を課すことができる一方
で、顧客は透明性、自身が求める選択肢のみを選択できる
可能性および価格に対する支配を獲得します。細分化され
たプライシングモデルは、料金、ひいては銀行の収益を引
き上げるための代替的な道筋とみなすことができます。現
在、定期的な定額料金の引上げは、しばしば顧客の反感
および否定的な評判を生んでいます。加えて、定期的な定
額料金は透明性を欠く理解し難いものとして認識される可
能性があります。大部分の顧客は、たとえわずかな月次料
金の引上げであっても、銀行を変えるであろうと述べていま
2

す 。

中核サービスとは、当座預金口座、デビットカード、ATM で
の引出しなどの不可欠な商品またはサービスです。これら
のサービスはすべての顧客に提供される基本的なパッケー
ジの一部を成しており、しばしば無料かつ数量無制限で提
供されています。より費用のかさむ処理を要求するサービ
スはこのカテゴリーから除外されたため、これらは顧客の
ニーズ（およびセグメンテーション）に応じて、料金または制
限なしに持続的に顧客に提供することができました。
便宜サービスとは、顧客のニーズについては中核サービス
に近いものの、サービシングのコストがより高いサービスで
す。したがって、これらのサービスは少額の定額料金かつ
数量制限付で顧客に提供することができます。各銀行に固
有の所定の基準値を超える便宜サービスの利用は、取引
ごとの料金を発生させます。この分類のサービスは、銀行
が利用の少ない顧客に追加料金を要求することなしに、利
用の多いユーザーに料金を課すことを可能にします。この

細分化されたモデルにおけるサービスの特性

カテゴリーのサービスの典型的な例としては、窓口係また

前述の航空券の例において、航空会社は差別化された価

はコールセンターへのアクセスや、紙の小切手の取扱いが

格を適用しています。フライトおよび利用される各サービス

あります。

に対して価格が存在します。従来は統合されていたサービ
スに対するこの差別化された価格は、細分化されたモデル

便益はより付加価値のあるサービスであり、したがって顧

への転換における重要な課題のうちの一つを表していま

客体験を向上させます。しかし、これらは不可欠なものとし

す。効果的なプライシングモデルを定義するため、銀行

て顧客に認識されておらず、かつそのサービシングのコスト

は、顧客のニーズのドライバー、および要求されるサービ

は高いものとはみなされません。この最後の規準を踏ま

スの提供によりそれらのニーズに応える能力を完全に理

え、これらは特定の顧客に対しては無料とすることができ、

解しなければなりません。

またこれらのサービスへのアクセスを希望する非適格顧客
に対しては少額の料金を課すことができます。例えば国際

細分化されたモデルの枠組みを設定するため、一般にリ

電信送金は、特定のセグメントの顧客（より高い平均残高を

テール銀行のパッケージに含まれる商品およびサービス

有するハイエンドの顧客セグメントなど）に対しては無料で

は、認知された付加価値およびサービシングのコストの 2

提供することができ、またマスセグメントまたは高頻度の

つの側面により分類することができます。第一の側面であ

ユーザーに対しては少額の料金で提供することができま

る認知された付加価値は、当該サービスがパッケージ全体

す。

においてどの程度不可欠であるかを捕捉するために用い
られる定性的な評価です。
2 デロイト・ファイナンシャル・サービス・センター「2012 retail bank pricing survey」
3 一例としては車が挙げられる。すなわち、A 地点から B 地点に移動することが中核サービスであり、エアコンやナビゲーションシステムが追

加的サービスである
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付加価値型サービスは中核サービスの対極にあるサー

この性質の分類が及ぼす影響および異なる顧客セグメ

ビスです。これらのサービスは顧客体験を著しく向上させ

ントに対する関連価格は、各銀行の顧客基盤に基づい

ると考えられていますが、そのサービシングのコストも他

て注意深く分析されるべきです。しかしながら、一般的な

の不可欠な商品より高くなっています。この分類のサービ

ルールとして、主に中核サービス（オンラインの口座管

スにより、銀行はその提供サービスの一部であり、主とし

理や ATM での引出しなど）を利用している顧客がより

て特にその商品を求めている顧客によって支えられている

低い料金を支払うようになり、より高頻度のユーザーま

特定のサービスを維持することが可能になります。例え

たはハイエンドの顧客が利用するより付加価値の高い

ば、財務アドバイスのプラットフォームや特定の税務ツー

サービスを支えなくなることが予想されるかもしれませ

ルがこのカテゴリーに含まれる可能性があります。その他

ん。グローバルなリテールバンキングにおけるウェブ／

のサービスセグメントについては、このカテゴリーの構成は

モバイルバンキングへと向かうトレンドはこの傾向を裏

ターゲットの顧客セグメントおよびその具体的なニーズに

付けており、これらのチャネルを通じて提供される中核

よって異なります。

サービスは無料で提供され、付加価値型サービスにお
いて稼得される料金によってバランスが取られていま

サービスのカテゴリーに応じて差別化された価格を適用

す。

するという原則は資産サービスプロバイダーに利用されて
いますが、彼らは同時に―資産関連の基準値とは別に―

次の章で述べる通り、かかる価格決定の便益は、顧客

中核サービスおよび付加価値型サービスに対して異なる

に明確に伝達されるべきです。

価格を適用しています。前述の通り、このアプローチは、
顧客に提供される商品およびサービスの普及および複雑
性によってもたらされたものです。

図表 1：考えられるサービスのセグメンテーションの例
高い
便宜
サービス

サービシングのコスト

窓口係へ
のアクセス

コール
センター

付加価値型
サービス

紙の小切手
の取扱い

税務
ツール

中核
サービス

デビット
カード

低い

デビット
口座

財務
アドバイス
のプラット
フォーム

当座貸越

便益

ATM での
引出し

国際
電信送金

認知された付加価値

成りすまし
保護

高い

出典：デロイト・ファイナンシャル・サービス・センター「Shifting retail bank pricing models:
managing the transition to unbundled services」に基づき編集
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価格改定の導入における不可欠な原則
業界を問わず、プライシングモデルの変更は常に慎重さを
要する取組みです。何年にもわたり、銀行はその料金構造
を変更しようと何度も試みてきましたが、多くは全面的かつ
効率的な展開の実現に失敗しました。多くの場合、失敗は戦
略的な意思決定によるものではなく、導入に起因するもので
した。さらに、料金の変更は通常、顧客の間における否定的
な認知のドライバーとなっています。
これらすべての理由から、特に細分化されたモデルへの転

• ターゲットの顧客セグメントに再び重点を置く機会―価格
決定の変更は、現在の顧客基盤の特徴を改変または修
正する可能性があります。新たな料金グリッドは、顧客の
認知を変化させるだけでなく、商品の利用にも重大な影響
を及ぼし、結果として顧客行動を変化させる可能性があり
ます。したがって、顧客セグメンテーションを精緻化し、銀
行がその長期的な戦略目標に再び重点を置くことを可能
にするために、新たなプライシング戦略を活用することが
できます。

• 特定の顧客セグメントに対するテーラーメイドのコミュニ

換の際には、以下のような特定の要素を注意深く検討すべ

ケーション―細分化された価格決定に転換する際は、価

きです。

値を伝達し、高い水準の透明性を維持することが不可欠

• 顧客を知ること―顧客のニーズおよび認知を完全に理解
するために顧客中心のアプローチを採用することは、これ
までになく重要になっています。第一の目標は、提供され
るサービスを、上記の通り識別された 2 つの側面に従って
分類することです。その上で、新たなプライシング戦略は
顧客の選好および行動の完全な理解を基礎とすることが
できます。このケースにおいては、明確な顧客セグメン
テーションを良い出発点とみなすことができます。

です。顧客のバイインがなくては、価格決定を変更するた
めのすべての努力は無駄になってしまいます。透明性と
公正さというテーマは、すべてのグループに対してコミュニ
ケーションを行う上で重要であると考えられますが、特定
の顧客グループからの支持を確保するため、メッセージは
これに合わせてテーラーメイドされるべきです。さらに、効
率的なコミュニケーションを確実にするため、販売チャネ
ルの変更およびコミュニケーションのデジタル化の進展を
活用することができます。

第 2 の目標は、それが一般的な慣行となっている資産

• 自行が顧客のニーズに対応できる能力を理解すること―

サービシング業界と同様の方法で、サービスごとの料金に

サービシングのコストの軸に沿って商品およびサービスを

係る明確な利用の基準値を設定することです。このステッ

分類するため、銀行は、その現在の提供商品に関する明

プはここに述べられた構造において極めて重要であり、銀

確かつ網羅な見解を持っている必要があります。価格決

行の顧客基盤が有する個別の特徴による影響を受けま

定の変更は、提供商品を合理化する機会にもなり得ま

す。例えば、デロイトの実施したサーベイは、ユーザーの

す。単純化された提供商品は、価格決定の複雑さを抑制

20％が幅広い商品およびサービス全体にわたる利用合計

し、顧客の理解を促すことができます。

の 50％超を占めていることを示しました。したがって、顧
客の分析は導入プロセスにおける重要な要素とみなされ

サービスの分類を伴うこれらの要素の分析は、以下（図表

るべきです。

2）に示す通り、銀行がその顧客セグメントごとの提供サービ
スを区分することを可能にします。
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図表 2：2 つの顧客セグメントに係る考えられるサービスのセグメンテーションの例
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なし
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マス
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販売チャネル
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デビット口座

デビットカード

ハイエンド
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出典：デロイトによる分析

何年にもわたり、銀行はその料金構造を変更
しようと何度も試みてきましたが、多くは全面
的かつ効率的な展開の実現に失敗しました
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価格改定の導入―個別のトピック
前述の通り、導入段階はこの種類の取組みにとって極めて
重要であり、多数の主要なポイントおよび課題にハイライト
を当てることができます。

新たなプライシングモデルに転換する際に重点を置くべき
分野は、主として提供商品の単純化、顧客中心のアプロー
チの採用および販売チャネルの変更に関する分野です。
各分野の幅広さと複雑さを考慮して、本レポートはそれら
のトピックの概要のみを提供しています。

提供商品の単純化
現在、銀行の顧客は多種多様な商品の提供を求めていま
す。しかし、こうした多様性は、利益を損なう可能性のある
複雑な商品ポートフォリオを維持することを意味していま
す。例えば、この幅広い提供商品は煩雑なフロントオフィス
の仕事を伴います。この複雑さは、顧客の認知に悪影響を
及ぼすだけでなく、サービシングのコストの増加を主導しま
す。これは、かかる商品ポートフォリオを維持することの複
雑さと闘わなければならないミドルオフィスとバックオフィス
にも当てはまります。収益を押し下げコストを押し上げる複
雑な商品ポートフォリオは、しばしば以下によって説明でき
ます。
• 商品中心の視点―伝統的な提供商品においては、顧客
またはリレーションシップのレベルで成功を見るのではな
く、商品自体に重点を置き、個別の商品の成功を評価す
る傾向にあります。
• 商品ライフサイクルの欠如―銀行は、古い商品を廃止せ
ずに新しい商品を投入する傾向にあります。結果として、
商品ポートフォリオのかなりの部分がレガシー商品で構
成されます。
• 銀行商品の複雑さ―銀行商品には何百もの種類がある
ことがあり、また何百もの仕様および特性が複雑さをさら
に高めていることがあります。
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このような性質の状況に直面した場合、商品ポートフォリ

伝統的に、顧客は年齢、職業人生における段階、所得など

オの複雑さは、以下によって軽減することができます。

のライフサイクルの原則に従ってセグメント分けされます。し

• 余剰で低パフォーマンスの商品、さらには銀行の現在
の戦略と合致していない商品を排除することにより、現
在のポートフォリオを縮小する

かし、テクノロジーが中心的な役割を果たしている顧客行動
の早送りの変化を踏まえると、これらの手法は十分ではな
いでしょう。人口統計および顧客選好の変化に対応して、未
来の銀行は、顧客の利便性およびロイヤルティを高めるた

• 対 応 する 部署 の 組 織モ デル および業 務 モ デル を レ

めのモバイルのサービスおよびアプリケーションに重点を置

ビューし、商品管理（開発から監視まで）に関与する銀

く必要があります。これらの革新的なソリューションを発展さ

行のすべての部署が分析の対象範囲に含まれているこ
とを確実にする

せる一方で、テクノロジーにさほど精通していない顧客にも
対応することは不可欠です。

• 商品を現在の戦略および目標と合致させ、またより重
要なこととして、顧客の選好と合致させる

したがって銀行は、伝統的なライフサイクルと収益主導のア
プローチを組み合わせた顧客セグメンテーションを、以下の

商品ポートフォリオの合理化には、顧客セグメンテーション

グループに重点を置いて適用することができます。

の定義およびターゲット化から始まる顧客中心のアプロー
チの採用が要求されます。またこの最後の要素は、新た
なプライシングモデルに転換する際に中心的な役割を果

• 人的関係が必須の伝統主義者
• 数を増しつつある、銀行サービスとつながるための効率
的かつ不断の方法を活用している顧客であるテクノロ

たします。

ジー主義者
顧客のニーズの理解
顧客中心のアプローチは、顧客が何を必要とし、望み、期
待しているかについての深い理解を要求します。したがっ
て、顧客基盤の包括的な分析を実施し、データの収集お
よび管理に投資することは、リテール銀行にとって極めて

商品のイノベーションとより複雑な提供商品の創出、ならび
に顧客行動の変化に迅速に適応する能力が成長を生み出
すことで、リテール銀行の成長の源泉には明確な転換が見
られるでしょう。

重要です。顧客行動に関する強化された視点を獲得し、そ
れによって正確なセグメンテーションを可能にするため、
高度な分析を展開する必要があります。

エコノミスト誌が最近実施したリテールバンキングのエグ
ゼクティブのサーベイ

4

は、「顧客セグメンテーションの改

善ならびにその商品設計および販売に対する影響の検
討」の緊急性を、2020 年までの期間における 2 番目に優
先順位の高い事項として識別しました。これは、銀行の経
営陣が、セグメンテーションの重要性およびアプローチを
顧客データへ適応させる必要性を認識していることを示し
ています。結果としてこれは、財務および個人のデータの

現在、定期的な定額料金の引上げは
しばしば顧客の反感および否定的な
評判を生んでいます

収集だけでなく、顧客行動の識別を可能にするデータの解
釈を伴います。情報の管理はリテール銀行にとって資金
のインフローと同じ位重要なものとなっており、データ管理
は銀行の市場シェアに著しい影響を及ぼしています。

4 エコノミスト・インテリジェンス・ユニット「Future factors: How regulation, client expectations and technology are transforming retail banking」
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販売および代替的なチャネルの出現

世界的なトレンドは、より少数かつ小規模な支店を有する

進行中のテクノロジーの進化は、顧客セグメンテーションと

無駄のない支店構造へと向かう動きを示しています。顧

類似の方法で、販売チャネルの役割に影響を及ぼしていま

客がオンラインツールの組合せを用いてウェブ通信機器

す。れんがとモルタルで築かれた伝統的な業務モデルは、

を通じ自身の口座 を管理したり自 身のアカウン トマネ

オンラインのモデルに急速に転換しつつあります。モバイル

ジャーに相談したりできる低コストの支店―さらには仮想

バンキングはもはや伝統的なチャネル（支店、ATM、コール

支店―が増加しつつあります。これらの変化は、伝統的な

センター、ウェブバンキング）の延長ではなく、顧客にとって

支店または直販に重点を置いた販売と比べて、より大規

さまざまな操作を実行し銀行とやりとりするための主要な

模でより直接的な顧客のターゲット化およびコスト効率の

ツールになりつつあります。各販売チャネルは独自の役割

大幅な向上を可能にしています。銀行は、近い将来に本

を持っていますが、顧客がそれらを容易に操作できるように

格的なモバイルバンキングに向けて動くことを視野に入れ

するため、全体的な統合が要求されています。

た上で、複数チャネルの体験を提供する努力を継続すべ
きです。

消費者は、年中無休で 24 時間アクセスできる、より低価格
な、より多くのサービスを期待しています。ソーシャルメディ

これらの要因は、銀行のプライシング戦略および商品開

アを含む代替的な販売チャネルは―特により低価値の顧

発に著しい影響を及ぼし、魅力的な価格で顧客に直接届

客に重点を置いたトランザクション型のビジネスに関して―

けられるより競争力のある提供商品の創出を可能にする

現在これらの要件を満たしつつあります。支店の役割は、

でしょう。

単純な銀行業務の実施ではなく顧客への財務アドバイスの
提供に現在一層集中しつつあります。
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結論：プライシング戦略―グローバルな戦略のパズルの中

しかしそれでも、すべての場合において、あるプライシング

心となるピース

モデルから他のプライシングモデルへの転換は課題に満ち

価格決定は、顧客満足と収益性において中心的な役割を果

た長い道のりへの旅立ちを意味している可能性が高いと思

たしています。これは、リテール銀行がコストの圧力、顧客

われます。予想される便益、および潜在的な問題にどのよう

の期待値の変化および規制要件のさらなる厳格化に立ち向

に取り組むのが最適かを決定するため、銀行の提供商品、

かわなければならない現在の金融の状況に特によく当ては

顧客基盤および販売チャネルの詳細な分析が要求されま

まります。さらに、リテール銀行はこの極めて競争の激しい

す。

市場において、利益および成長の機会に向けた再配置のた
めの戦略的な動きを再び実施し始めています。デジタルバ

最後に、より重要なこととして、プライシング戦略は全体的

ンキング、およびこのチャネルをより多くの商品／サービス

／グローバルな企業戦略の一部であるべきです。前述の通

をオンラインおよびモバイルツールを通じて提供する持続可

り、新たなプライシングモデルの導入は他の戦略的な重点

能な収益源に変革することに向けられた強い意欲は、トレン

分野との強い相互作用を要求します。よって、価格決定は

ドの一つとなっています。この文脈において、価格決定は、

単独で取り組むべきではなく―他の事業分野に対する影響

既存の顧客を維持し新たな顧客を呼び込むために他の取組

を分析した上で―銀行のグローバル戦略の不可欠な一部

みと並行して用いることのできる重要な手段です。

を成しているべきです。プロセスの最後に、事業目標が達成
されることを確実にするため、他の戦略的な取組みと同様

プライシングモデルを再定義するために、ダイナミックプライ

に、価格決定は組織モデルおよび企業の価値観と合致して

シングから前述のアンバンドルされたモデルを通じたリレー

いなければなりません。

ションシッププライシングまで、いくつかのアプローチを採用
することができます。

商品のイノベーションとより複雑な提供商品
の創出、ならびに顧客行動の変化に迅速
に適応する能力が成長を生み出すことで、
リテール銀行の成長の源泉には明確な転
換が見られるでしょう。
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欧州の資産管理サービス環境の調和は、10 年以上にわたっ
て、金融当局の大きな目標の一つでした。
2008 年の市場動乱を受け、一連の規制上の施策や市場

性が、市場のプレーヤーを「最重要」資産（例えば、G20 諸

での出来事により将来の欧州の市場インフラが形成され

国の債務）の争奪戦に駆り立て、結果として担保市場は

つつあります。本レポートでは、この変革の重要な側面の

HQLA のレベル 1（極度の HQLA）およびレベル 2 の定義

中で、市場インフラとポストトレードに関連する側面、およ

がないことにより干上がってしまいました。このために私た

び担保に関連する要因に焦点を当てて論じていきます。

ちは、インフラが欧州における担保の管理をも変革しつつ
ある環境において、市場の慣行および手法の抜本的な変

高度に分裂している欧州市場における国境をまたぐ資金

化を目にしています。

の流れの大幅な増大に規制上対応するものが、金融担保
整理指令（Financial Collateral Arrangements Directive：

セクターが直面する課題は主として、さまざまな規制の適

FCD）と決済ファイナリティ指令（Settlement Finality

切な理解と適用の実現にあります。これらの規制はいずれ

Directive：SFD）の 2 つの規制です。こうした指令は市場に

も市場効率と投資家保護の向上を目指すものですが、それ

歓迎され、正しい方向に向かうステップであることが確認

ぞれのケースに異なる基本原則、目的および日程があり、

されたものの、なお改善の余地があります。担保の利用は

将来の最適な業務モデルを作り上げるための全体的アプ

拡大が続き、業界は担保として使用できる適格資産のリス

ローチの採用を難しくしています。本レポートのテーマであ

トの拡大を欧州中央銀行に求めるようになりました。2013

る担保の管理が影響を受ける規制は一例を挙げると、欧

年 6 月 13 日、欧州中央銀行は担保受入可能資産（資産

州市場インフラ規制（EMIR）や金融商品市場規則（MiFIR）、

担保証券など）の柔軟性を高めると発表しました。さらに、

譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS）やオルタナティブ

CRD IV の定義による銀行の流動性バッファーに係る高品

投資ファンド運用者指令（AIFMD）に関する欧州証券市場

質流動性資産（High-Quality Liquid Asset：HQLA）の必要

監督局（ESMA）のガイドラインなどです。

・ 資本要件の引上げ
・ 流動性バッファーの管理に必要とさ
れる HQLA の担保の引上げ

・ 証券金融取引における担保の報告
・ 担保の再利用の枠組みおよびトラッキング

CRD IV

・ 保有する資産に係る預託負債
・ 担保プールへのアクセスを有するプ
ライムブローカーの義務および制約

AIFMD

MIFID II
・ 取引および報告のインフラにおける
テクノロジーの進歩

SFT

担保

EMIR

・ OTC デリバティブの担保の報告
・ OTC デリバティブに係る担保の要件の引上げ

UCITS V
・ 担保の再利用の制限（投資の種類、分散、基準値を含む）
・ 預託されたリテール資産に係る負債の引上げ
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収益圧迫やコスト削減を背景として、資産管理サービス企

大きな変革とは？

業には、規制が発効次第コンプライアンスを徹底するために

T2S―担保管理の公平な競争環境

規制上の最新課題に次々に従う以外にほとんど選択肢は

欧州の T2S プラットフォームは、要約すると、規模の小さい

ありません。しかしそれでも、欧州のポストトレード・サービス

担保プールを大規模な EU レベルの担保プールに統合して

業界の目指すべき業務モデルの全体像を把握しておくこと

いく方向へと促します。これは、証券担保と決済業務に関し

が、ポストトレード・サービス提供者の中長期戦略にとって依

て、欧州レベルにおけるさらなる調和を提供します。これ

然として必要不可欠です。

は、預託機関が将来の EU のカストディ・ネットワークを考え
るときに、考慮しなければならない新しい戦略的要因です。

新たな規制の波から離れ、最終的な目的地について、時間
をかけてグローバルな見方をすることが必要不可欠である

銀行が口座を運営している国ごとに、サブカストディアンを

と思い至ることは常々ありますが、残念ながら、その余裕の

少なくとも 1 社指定することが明らかに「必須」であったと

ある金融機関はほとんどありません。規制当局の日程に並

ころに、T2S では、カウンターパーティ 1 社（グローバル・

行して、段階的に導入日程を採用することは当然ながら必

カストディアン、CSD）を欧州の他の CSD への主要なアク

要です。しかし、勝者は、資産管理サービスにおいて全体的

セス方法として指定できるようになります。このような新し

戦略アプローチを駆使し、自社の業務モデルの適応に成功

いオープン・アーキテクチャは、担保管理サービスの提供

する金融機関であると考えるのが妥当でしょう。

に好機をもたらすでしょう。

規制の枠組みの進化は資産管理サービスセクターに抜本的
な影響を及ぼしつつあり、最初のトレードからポストトレード、
カストディアン・サービスに至るまでのバリューチェーン全体
に影響が及んでいます。本レポートでは、担保の管理に関し
て預託機関の役割や責任範囲、業務モデルを変革するだけ
でなく、欧州のカストディの環境全体を作り変える AIFMD や
EMIR、証券集中保管機関規則（Central Security Depository
Regulation：CSDR）、将来的な証券決済システム、ターゲット
2 証券（Target 2 Security：T2S）プラットフォームに焦点を当
てます。

T2S は欧州の市場インフラに公平な競争環境を築き、業界
各社間の競争を促進します。担保管理においては、この市
場イベントは各ローカル市場へのアクセスを一つのハブに
基づいて集約するため、資産管理サービス企業にとって、
欧州 T2S ハブを通じて欧州全域および国際的なオープン・
アーキテクチャを構築する大きなチャンスを意味していま
す。このハブは担保管理の総合機関であるワンストップ・
ショップに匹敵し、担保として使用される資産に係る物理的
な割当てを変える必要はありません。
店頭（OTC）から規制市場へ―担保をどう管理するか？
EU の規制当局と市場はポストトレードのインフラ統一を目
指していますが、もう一つの重要な目標は、デリバティブ取

まずは、ゲームのルールを把握する
ことが必要です。その上で、上手くプ
レイしなければなりません

引を店頭取引から規制市場インフラへと移行させることで
す。
欧州市場インフラ規制（European Market Infrastructure
Regulation ： EMIR ） は 、組 織 化 され た 取 引 所 （ Organised
Trading Facility ： OTF ） や 中 央 清 算 機 関 （ Central
CounterParty：CCP）など、認められた規制プラットフォー
ム上でデリバティブ市場の取引と清算それぞれを構成する
ことを目指しています。この結果、現在店頭（OTC）で取引
されている金融デリバティブ商品の約 80％（IRS と CDS に
は CCP モデルが適用されると予測される）が、合理化され
た取引環境の対象になると市場は見込んでいます。
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OTF と CCP は、このような取引に関連するリスクを低減

最適な T2S や CSD、CCP の運営モデルを求める資産管理

し、透明性を向上させることを目標としています。CCP は市

サービス会社は、インフラへの接続性と共に自社の担保管

場参加者に対して唯一のカウンターパーティとして機能す

理能力を適応させていくことになります。この資産の一元化

るため、デリバティブのカウンターパーティ破たんのリスクを

と担保プールとの関連では、適時売買確認やポートフォリ

最小限に抑制できます。

オ照合、紛争処理に加え、担保管理は競争力以上のもの
になります。値洗いや適格性評価、あるいはクライアントの

EMIR は、レポーティングやリスク低減、担保管理に関して

イントラグループの免除規準の確立の支援は、ポストトレー

要件を設ける予定です。結果的に、参加者は CCP にアク

ドのワンストップ・ショップを求めている資産運用会社の顧

セスするために、委託証拠金の拠出義務（当初証拠金と変

客をつなぎとめるには必要不可欠です。一部のプレーヤー

動証拠金）に基づいて担保の差入れが必要になります。ま

は、クリアストリームのグローバルな流動性ハブまたは

だ定義はされていないものの、中央清算機関で決済されな

BNP パリバ証券サービスの日中流動性ファシリティに沿っ

い取引のテクニカル基準が、担保の交換に係る要件を追

て業務を確立する準備を進めています。

加で設ける見通しです。いずれの場合でも、中央清算機関
で決済されるかどうかに関わらず、再担保設定や再利用の
機会が（ほとんど）生じないよう、担保の分別管理が必要に
なります。
証券金融―担保のもう一つの問題
シャドーバンキングに関する提案の中で、EU は、「市場スト

レス時の資金調達難を増幅させる可能性のあるレポやセ
キュリティレンディングなどの証券金融取引に関連するリス
クおよび景気循環増幅的なインセンティブを抑制する 」 た
め、証券金融取引を規制することを目指す提案を公表しま
した。金融安定理事会によると、規制当局はレポおよびレ
ンディング市場に関して類似のルールを EMIR に適用しま
すが、取引情報集積機関への取引の報告義務に加えて、
再担保設定が一定の条件の下で制限されます。
これは、中央清算モデルを持つレポ市場（ユーレックスや
LCH レポクリアなど）、ならびに三者間レポおよびレンディ
ング取引の発展につながると思われます。

担保の保管も当該新規制に基づいて変わります。EMIR と

適用例を挙げると、投資ファンドに帰属する金融資産の担

AIFMD の新規制はいずれも、担保として使用される金融資

保をプライムブローカーまたはファンドのカウンターパー

産の適切な保管について要件を定めています。預託機関の

ティで保管する場合、その預託機関は大きな課題に直面

義務に関する基本原則では、金融資産はすべて（担保も含

します。市場では、預託銀行がサブカストディアンとして

む）サブカストディ・ネットワーク内で保管すべきとされていま

ファンドの金融資産を保管するカウンターパーティを指定

す。このため、金融資産をカストディで保管すると預託機関

する方向に傾いていますが、預託機関はこのような金融

に結果責任が生じます。つまり、担保としての金融資産の損

資産を従来のネットワークで保管するときと同じ基準、同

失を不当な遅延なく返戻しなければなりません。このような

じ配慮をもって安全に保管する必要があります。プライム

預託機関の厳格な責任により、預託銀行にカストディリスク

ブローカーが預託機関と同じネットワークを使用しないこと

が上乗せされることになります。サブカストディ・ネットワーク

を考慮すると、所有権の移転なしで担保として差し入れら

で保有する金融資産の経済的損失に関わるリスクを低減で

れた金融資産をしかるべき配慮と注意をもって保管してい

きるようにするために不可欠となるのは、健全な担保保管戦

ると実証することは、預託機関にとって大きな課題となり

略の策定です。

ます。例えば、ファンドの長期資産が全部担保としてプラ
イムブローカーに差し入れられた場合、あらかじめ定めた

預託機関は、オルタナティブ投資ファンド（AIF）から差し入れ
られた金融担保の所有権が移転した段階で、サブカスト
ディ・ネットワーク内でかかる資産を保管する義務が消失す
るため、資産に関する厳格な賠償責任も同時に消失するこ
とを認識しておかなくてはなりません。その一方で、ファンド
が所有権の移転と共に金融担保を受領した場合には、この
担保はネットワーク内で保管すべき資産となり、当該資産に
損失が生じた際にはすべての賠償責任を負うことになりま
す。
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再担保の限度をモニタリングする義務が預託機関に生じ
ることになります。プライムブローカーは複雑な債務計算
に基づいてこうした資産を再利用しますが、その際には、
ストリートサイドにおいてさらに分別管理や資産配分の報
告が大きな課題となります。

さらに、担保の適切な分別管理も、CCP にアクセスしようと

このような規定の主たる根拠は、CSD のみならず CCP や

する清算会員と取引する場合に生じる重要な課題の一つ

組織化された取引所（OTF）などの市場インフラには、国内

です。カウンターパーティは直接および間接取引の顧客に

法令や EU・グローバルな基準（SSS に関する ESCB／

ついて、記録と口座の分別管理を一括で行うか、個別に行

CESR、CPSS／IOSCO 勧告など）に加え、一定の規制の

うかを選択できます。このため、2 社のカウンターパーティ

枠組み（EMIR、CSD、MiFIR）が適用されるという事実に関

間で分別管理の不一致が発生する可能性が生じ、担保の

係しています。このため、損失が生じた金融資産を預託機

照合や日常的な事務管理がいっそう複雑になります。

関が返却する責任や、一般的な決済リスクの可能性は低
くなります。

証券集中保管機関（Central Securities Depository：CSD）
が解となるか？

CSD にも、委員会が策定を進めている特定の法令（CSDR）

証券決済システム（Securities Settlement System：SSS）と

が適用されます。この規定は CSD に欧州パスポートを提

の関連において検討した場合、担保の賠償責任と分別管

供すると共に、欧州の共通決済サイクルとして「T＋2」に統

理は異なる意味合いを持つ場合があります。SSS というコ

一する一方で、証券発行のペーパーレス化を課すことにな

ンセプトは、規制当局が現在、市場インフラである CSD や

ります。T2S プラットフォームの導入に先立ち、CSD の準備

ICSD に関して定義したものです。SSS 制度に基づく資産

体制構築の鍵を握るのは CSDR となります。

保管の具体的状況が AIFMD に定められており、今後の
UCITS V と VI でもおそらくは同様と思われます。

同指令によると、SSS での保管はカストディ機能の移管と
はみなされていません。したがって、資産が SSS に預託さ

規制は、独立してではなく、フルセット
で理解しなければなりません

れた際には、預託機関はリスクに基づくデューデリジェンス
のアプローチ（正式なデューデリジェンスではなく）の採用
を検討できます。これは、SSS が当該金融資産の保管をさ
らに SSS ではない機関に移管する場合に関して、あまり明
確ではありません。後者の場合、正式なデューデリジェン
スを検討するべきかもしれません。SSS で保管チェーン全
体をカバーする場合、AIFMD で規定されている資産の分
別管理要件は適用されません。

国際的な大手カストディアンは、当該新規制と市場の動き
を把握しています。ニューヨークメロン銀行は今年初めに新
たな CSD を設立し、T2S 枠組み契約を締結しました。J.P
モルガンも、ロンドン証券取引所（モンテ・ティトーリのポスト
トレード・インフラ）との提携契約に基づき CSD 分野に参入
することを決定しており、ルクセンブルクに CSD を新設する
計画です。

カストディで保管すべき金融商品に、SSS で保管チェーン
全体にわたってカバーしている段階で損失が生じた場合、

複数の場所に分散してプールされている担保を一元管理

預託機関の通常の賠償責任制度（つまり、特定の状況を

し、使用することはおそらく、向こう数年で金融機関が対応

除き、損失が生じた金融商品を返還する責任）が原則的に

しなければならない大きな課題の一つでしょう。

適用されます。しかし、預託機関は、SSS が保管チェーン
全体をカバーしている段階の損失について、損失は預託

担保管理に関する課題に対応するには、カストディアンの

機関の力の及ばない外部事情によるものであり、保管に

担保サービスを CSD や集約された CCP の市場インフラと

関する配慮義務に相当すると主張することができます。

組み合わせることが、戦略的アプローチとなり得ます。

EMIR に基づき、中央清算機関（Central CounterParty：
CCP）は可能な場合、委託証拠金ないしは破たんファンド
の預託額として差し入れられた担保資産を SSS レベルで
保護預かりとすることが求められます。
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新たな証券ターゲットモデルの定義は本当に容易か？

このジレンマに対処するため、金融機関は、現在と将来の

答えは明らかに―そして残念なことに―容易ではありませ

担保管理体制とソリューションの影響査定を行い、新規制へ

ん。市場インフラの統合に向けた動きは明らかに存在して

の自社の対応能力を評価すると共に、担保に関する自社の

おり、向こう数年で加速するでしょう。カストディ・ビジネス

ニーズと資産を集約した全体的な見解をどの程度活用でき

も、異なる市場動向や規制上の動きに合わせて再編成さ

るかを検討する必要があります。これは、担保の配分の優

れつつあります。担保および流動性のアウトソーシングの

先順位付けおよびグローバルなプールの最適化をもたらす

提供に加えて、担保の変革（より質の高いものへの改善）

でしょう。

の動向もその良い例です。
欧州の新しいポストトレード環境からメリットを引き出し、カス
競争激化とグローバリゼーションも、EU の多数のサブカス

トディのネットワークの将来の戦略的ビジネスモデルを明確

トディアンに影響を及ぼします。半面、日常的な資産管理

化することも、EU の金融機関の「実行すべき課題一覧」に

（コーポレートアクションや税務申告など）といった財務上、

おける戦略的トピックです。ここまで見てきたように、この課

規制上、税務上、業務上の一連の課題には、ローカルお

題は担保管理の枠組みと密接に関係しており、これを念頭

よびサブカストディアンの専門的なノウハウをもった対応

に置いて実施しなければなりません。

が依然として必要とされ、あらゆる CSD が直接提供できる
わけではありません。

ポストトレードのバリューチェーンに携わるすべての参加者
は現在、欧州の新しい環境において自社の将来的なビジネ

点を結ぶ

スモデルはどうあるべきかについて疑問を抱えています。こ

向こう 3 年で、証券ビジネスはどのようになるでしょうか？

の疑問に対する答えは、おそらくこれらの参加者のビジネス

これまで説明してきたように、規制と市場に関するいくつか

オペレーションを向こう 10 年間牽引していくものであり、決し

の検討事項が新しい枠組みを推進しており、EU 市場が大

て些事ではありません。私たちはすでに、CSD とグローバ

幅に統合を進めるにつれ、現在の事業環境は変わってい

ル・カストディアンの間の提携を含む戦略的な変化を目にし

くでしょう。

ています。

今後数年は担保の管理における効率性が特に重要であ

国際的な大手カストディアンは、（CSD インフラを通じて）欧

り、事業への新しいアプローチとサービスが必要とされま

州レベルで資産管理サービスの統合されたアプローチとし

す。新しい規制の枠組みのため、担保需要は今後数年で

ての地位を築き始めているようです。これ以外の多く、つま

4 兆～5 兆米ドル増加すると見込まれています。欧州中央

り、資産管理サービスで事業を展開している金融機関は現

銀行による流動性注入（ECB LTRO など）の縮小と相まっ

在、この新しい環境を活用できるまたとない機会を手にして

て、私たちは結果として、担保コストの増加およびそれによ

います。規制上の新しい要件（委託証拠金）を見越して、事

る資金調達コストの増加を目にすることになるでしょう。さ

業の業務効率を実現し新規事業を開拓する好機です。この

らに金融機関は、担保を OTC デリバティブ、流動性および

戦略目標を実現するには、規制の枠組みにおいて点と点と

規制の担保に配分する際にジレンマに直面するでしょう。

を結んでいくことがほぼ間違いなく的確なアプローチになる
はずです。
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結論
• 欧州の市場インフラは今後数年間で、新たな規制
（EMIR、AIFMD、CSDR など）と市場（T2S）の枠組
みの導入を受けて様変わりします。

• ポストトレードの新しい環境は、25 の国内市場の
集積から、決済と担保管理のための欧州共通の
公平な競争環境へと移っていきます。

• 担保資産がデリバティブと資金調達のコストの両
方に影響を及ぼすことになる中で、HQLA がますま
す必要とされています。

• 新規制で予測される将来の証拠金要件で先手を
打ち、対応していくには、効率的な担保管理が必
要です。

• T2S が稼働する新しい環境では、唯一のメイン・カ
ウンターパーティ（CSD またはグローバル・カスト
ディアン）から欧州の国内市場それぞれにアクセス
できる新しい機会が生じます。

• このように一元化が実現すれば、担保に関する機
能とニーズの視点を一元的に集約させる機会もも
たらされ得ます。

• グローバル・カストディアンは（CSD インフラを通じ
て）、資産管理サービスのワンストップ・ショップとし
ての体制を徐々に整備しつつあり、T2S（および欧
州の国内市場）とグローバルな担保管理サービス
への直接アクセスを整えています。

• 金融機関は、新しい規制の枠組みの先手を打ち、
欧州の新しい市場インフラ環境を活用するため、現
在の資産管理サービスのビジネスモデルを再検討
するまたとないチャンスを手にしています。
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MiFID II
コンプライアンスから
ビジネス上の課題へ
パスカル・エーバー
（Pascal Eber）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
オペレーション・エクセレンス＆人的資本
デロイト

マイケル・フリン
（Michael Flynn）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

オリヴィエ・ド・グレフ
（Olivier De Greift）
シニアマネジャー
監査
デロイト

なぜ MiFID II なのか？

MiFID IIは何が新しいのか？

2007 年 に 金 融 商 品 市 場 指 令 （ Markets in Financial

驚くことではありませんが、MiFIDに含まれる規定の多くが

Instruments Directive：MiFID）Iのパッケージが発効された

MiFID IIにおいて強化されています。例えば、商品や活動の

際、欧州の立法者は、その内容が現在のような形で適用

範囲の拡大、マーケティングやターゲット化のプロセスの修

されることになるとは予想していませんでした。例えば、誘

正、顧客のプロファイリングのさらなる包括化、複雑な商品

引報酬およびその顧客にとっての完全な透明性に関する

の定義の拡大、顧客報告書および新たなプレトレード・ポス

要件は、業界によって異なる方法で解釈され、導入されて

トトレードの報告のさらなる詳細化などです。これらすべて

います。

の変化は、予想される導入日である2016年末までに遵守が
義務付けられている銀行および資産運用業界にさらなる変

さらに、イノベーション、市場およびテクノロジーの進歩（例

革をもたらすでしょう。

えば、高頻度取引）、ならびに金融商品の複雑性の高まり
は、現在のMiFIDの規定の先を行っています。

MiFIDのパッケージ全体の中で、ある一つの条項が業界全
体に衝撃を与えました。一般的な慣行である一任資産運用

これに対応して欧州は、指令（MiFID）と規則（MiFIR）で構
成され、MiFID IIと総称されるパッケージを作り直すことを
提案し、最近採決を行いました。新たなパッケージは700
ページを超え、ESMAのガイドラインに基づく詳細な基準が
追加されます。

および「独立の」アドバイスに係る割戻報酬（誘引報酬）を禁
止した第24条です。第24条は、MiFID IとMiFID IIの間に極め
て大きな違いを生み出しています。MiFID Iがコンプライアン
スのコストを生み出した一方で、MiFID IIは多額の収益をリ
スクにさらしています。言い換えれば、MiFID Iは金融業界に
とって主としてコンプライアンスの問題でしたが、MiFID IIは
貴社の収益に対する課題、ひいては貴社の戦略とビジネス
モデルに対する課題をもたらしています。

特定の国がより厳格なルール（「金メッキ」）を採用した場合
を除いて、28のEU加盟国すべてが、2016年末までに公平な
競争環境に立つことになります。その一方で、欧州全体に
わたる国内の規制当局は、すでに割戻報酬の禁止または
厳しい制限という強硬な措置を講じています。英国、イタリ
ア、オランダおよびドイツを含む多くの国が、すでにMiFID II
を超える要件を有しています。

最も悪名高い法律改正の一つは、2012年12月31日に発効
し た 英 国 の リ テ ー ル 販 売 レ ビ ュ ー （ Retail Distribution
Review：RDR）です。これは特に、金融アドバイザーがすべ
ての新しい商品（保険商品を含む）に関してファンドマネ
ジャーからコミッションを受け取ることを禁止しています。
RDR制度の下で1年が過ぎ、その影響がはっきりと見えてき
ました。多数の金融機関が、割戻報酬がなければ採算が取
れなくなるとの考えから、そのアドバイザリーサービスをマ
ス市場から撤退させています。

85

自己販売
保険商品の対象範囲除外

原則として、統合された販売ネットワークを有する銀行およ

EFAMA を含む多くの利害関係者の求めにも関わら

び資産運用会社は、社内商品の販売を優先する傾向にあ

ず、販売（誘引報酬を含む）に関する MiFID の規則

るため、「非独立」とみなされる可能性があります。しかし、

は、保険商品には適用されません。保険商品は異な

かかるネットワークは同時に第三者のファンドへのアクセ

る指令（IMD II）の対象となりますが、これは大幅に遅

スも提供し、表面上の独立性を示していることがあります。

延しています。資産運用業界は、これは不公平な競
争環境の明確なリスクを生み出しており、IMD II が当

大規模な銀行および資産運用会社は、自社の販売ネット

該問題に対処するまでの間、保険商品はより柔軟性

ワーク内において可能な限り非独立と独立のアドバイスを

の高い販売ルールの恩恵を受けることになるとの意

組み合わせ、状況に応じて異なる報酬モデルを適用するこ

見を示しています。

とができます。これはすなわち、（i）ほぼ現在通りに組織さ
れた非独立のアドバイス、および（ii）誘引報酬の厳格な禁
止と修正された報酬モデルに基づく独立のアドバイス（本
レポートの後半で論じる通り）から成ります。

販売に対する影響および課題
MiFID II が欧州における販売モデルに及ぼす影響は、モデ
ルによって、また国によって異なります。敗者も生まれれ
ば、勝者も生まれるでしょう。
一任資産運用
一任資産運用（Discretionary asset management：DAM）、
すなわち、運用会社が各取引に係る顧客の明示的な同意
なしに顧客に代わって有価証券を売買することを認めるマ
ンデートの下における顧客資産の運用は、MiFID II の直接
の影響を受けます。
DAM における誘引報酬の禁止は、資産運用会社の収益
のかなりの部分を失わせる可能性があります。特に、第三
者のファンドから受け取る割戻報酬は消滅するでしょう。こ
れは、資産運用会社に以下を促す可能性があります。
 顧客が支払いに同意する限りにおいて、顧客に透過的
に請求される DAM 手数料の引上げ
 DAM サービスを経済的に実行可能にするためのポート

能性を残しておくという利点があります。しかし、各サービ
スの販売モデルおよび関連する報酬はその特定のサービ
スが独立して提供されるかどうかによって異なるため、銀
行は業務の複雑性の高まりに対処しなければなりません。
独立の金融アドバイザー
独立の金融アドバイザー（Independent Financial Advisor：
IFA）とは、銀行または保険グループに属さない個人または
中小規模の企業です。このため、これらは内部の販売ネッ
トワークへのアクセスを有していません。
IFA は一般に、第三者の商品プロバイダーから受け取るコ
ミッションを報酬としています。したがって、その報酬は
MiFID II の直接の影響を受けます。当該変化は以下を意
味します。
• IFA は、自身が提供するアドバイスについて、商品プロ
バイダーから報酬を受け取るのではなく、投資家から支

フォリオの最低規模の引上げ、およびこれによる、低価

払いを受けなければならない。IFA は、自身のアドバイス

格のアドバイスに対するアクセスからの多くの投資家の

には付加価値があり、手数料に値することを自身の顧客

締出し

に示す必要がある。英国とオランダにおける最近の経験

 第三者のファンドの購入が優位性をもたらさないことに
よる、社内のファンドの販売促進
 誘引報酬が禁止されていない非独立のアドバイザリー
への顧客の移行の推奨
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この「ハイブリッドのプロファイル」のシナリオは、銀行に
とってすべての非独立のアドバイスに対する割戻報酬の可

や類似のルールが存在する米国のモデルに目を向ける
ことにより、教訓を得ることができる。

• 自身の報酬モデルを修正し、割戻報酬の喪失を相殺する
ことができない IFA にとっては苦しい時期となる。
 移行期間中にレガシー資産がどのような影響を受けるか
の評価を行う。
 提供商品の単純化―理解が容易で運用手数料が低廉で
あるため、標準的／直接的な商品が投資家に好まれる。
プライベートバンカー

生残りのために、販売プラットフォームはその契約および報
酬の手段を修正する必要があります。実際のところ、販売
会社が顧客のリスク特性に従ってファンドの選択を可能に
することに対する販売プラットフォームのコミッションは、そ
れがどのように受け取られており（例えば、運用会社からの
割戻報酬ではなく投資家が支払う手数料）、どのように再検
討されるべきかに関わらず、正当化されます。
収益源の多角化は不可欠となります。資産のプラットフォー

割戻報酬はしばしばプライベートバンカーの報酬のかなりの

ムは、投資アドバイス（例えば、ファンドの審査・選定、ファク

部分を占めているため、IFA と同様に、プライベートバンカー

トシートの提供）、取引管理、リスク報告およびその他の種

は収益の減少に直面するでしょう。

類の報告、分析サービスなどの、別個に請求できるその他
の付随的サービスを提供することができます。ロジスティッ

その潜在的な影響は、IFA における影響と比較可能です。

クのハブとして機能するという純粋なモデルを超えて、プ

ただし、プライベートバンカーは一般に顧客に請求するアド

ラットフォームはその収益源の幅を広げ、その市場における

バイザリー手数料を引き上げることができることから、MiFID

地位を再確立するでしょう。

II がもたらす変化に対して IFA ほど脆弱ではありません。
販売プラットフォーム
販売プラットフォームは主として、幅広いファンドを買い手
（例えば、サブ販売会社、顧客アドバイザー）に提供します。
運用会社と買い手の間の仲介人の役割を果たすことによ
り、これらのプラットフォームは主に運用会社からの割戻報
酬の形で報酬を受け取りますが、これは MiFID II の下で禁
止されます。

イノベーション、市場およびテクノロジーの
進歩（例えば、高頻度取引）、ならびに
金融商品の複雑性の高まりは、現在の
MiFID の規定の先を行っています

ビジネスモデルの革命が起こるか？

MiFID II の目的は、上記の透明性の低い手数料の多くに光

独立であるべきかどうか―それが最初の問題だ

を当て、またはこれを禁止することです。手数料構造を十分

MiFID II の第 24 条はアドバイザーに独立の立場を採用する

に再評価し、革新的でコスト効率の高いソリューションを見

選択肢を与えていることから、意思決定が必要になりました。

付けることが、セクターの課題となるでしょう。英国とオランダ
における経験が示しているように、新たな手数料構造には、

独立のアドバイザーの立場を選択することは、すべての種類
の割戻報酬を放棄し、幅広い金融商品に関してアドバイスを

時間給、投資資金の一定割合および年間定額手数料が含
まれ得ます。

行うという強いコミットメントとなります。
セクターのプレーヤーが直面するであろう主要な問題は、特
自身のアドバイザーの独立性を評価する顧客がどれだけいる

に経済危機、低い総リターン、金融セクターへの不信、およ

か、そして顧客は独立のアドバイスの恩恵を受けるために「ア

びしばしば不確実な投資ホライズンの時期に、顧客がどれ

ドバイスの時点」でいくら支払うつもりがあるかという問題は、

だけの追加的なコストを支払おうとするだろうか、ということ

依然として未解決です。

です。認知されたアドバイスの価値を測定し、このサービス
を、顧客が便益を受けることのできる他の付随的サービスと

アドバイスに関して、顧客は常に独立性を評価するだろうとお

共に効果的に売り込むことが課題となるでしょう。顧客に新

考えかもしれません。しかし、現在の慣行は、私たちが日常的

たな取決めについて通知する前に、契約およびスケジュー

に従っているアドバイスの多くが無料または安価ではあって
も、偏っていることを示しています。グーグルで「最も優れた投

ルの見直しならびにスタッフの教育研修への相当な投資が
必要となります。

資ファンド」を検索すると、最初にヒットするのは有料の広告で
す。同様に、例えば旅行代理店にスペインで一番のお薦めの

手数料引下げへの対応としてのテクノロジー利用の高まり

ホテルを尋ねると、当該代理店に顧客の紹介に対する報酬を

一つのソリューションは、「ラップ」プログラムと類似の方法

支払っている優先提携先のホテルを薦められるかもしれませ

で、オンラインで記入されたプロファイルに基づいてアルゴリ

ん。保険ブローカーでさえも、おそらく、まず最も売りたい商品

ズムがポートフォリオの配分を定義する、高度に機械化され

ありきとなるでしょう。

た資産運用サービスを提供することかもしれません。これは
居心地の良い居間での相談と比べて魅力的でないことは認

これは、私たちが独立のアドバイスを評価していないことを意

めざるを得ませんが、HNWI（または UHNWI）のカテゴリーで

味しているのでしょうか？この質問への一つの答えは、顧客

はないリテールのカテゴリーの裕福な欧州顧客にとってはよ

が富裕であればあるほど、真の独立のアドバイスに対して対

り魅力的かもしれません。

価を支払う能力と意欲は高い、ということかもしれません。これ
は、一方では HNWI セグメントを対象とする純粋なプライベート

スカイプ、ペイパル、アマゾン、ブッキングドットコムおよびそ

バンカーが独立性を主張してアドバイザリー手数料を引き上

の他多くのプラットフォームは、すでにそれぞれの業界に革

げ、他方ではマス市場を対象とする非独立のアドバイザーが

命を起こし、何百万もの顧客を獲得しています。これらは、

手厚い割戻報酬で社内商品または第三者の商品を案内する

効率的でコスト効率が高いことをすぐに証明しました。金融

であろうことを意味します。

アドバイザリーは、プラットフォームの新たな成長分野となる
でしょ うか？確 かなの は、マス市場 を狙った革新 的なソ

「独立のアドバイザー」の定義は、ESMA が今後 2 年間にわた

リューションを導入できる者が勝利するということです。

り取り組む予定の専門基準の一部として、ESMA によって明確
化されることに注目すべきです。

多くのリテール顧客が現在、金融アドバイスに対価を支払わ
ないことを選択し、これに代わってオンラインのプラットフォー

新たな手数料構造

ムを利用するか、または直接取引することを選択しているの

顧客は、自身の銀行および／または金融アドバイザーにさま

は明らかです。これは、顧客と運用資産を失いつつあるアド

ざまな手数料を支払っています。直接的で極めて透明性が高

バイザーにとっての懸念事項であるだけでなく、事前のアド

い手数料もあれば（例えば、口座開設／解約手数料、口座維

バイスなしに直接投資するリテール顧客の数が増加する場

持手数料、取引手数料、カストディ手数料、アドバイザリー手
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合、規制当局にとっても懸念事項となります。さらに、これは

数料）、そうでない手数料もあります（例えば、トレーラー手数

不十分な税務計画、不適切な流動性、および十分な情報が

料、パフォーマンス手数料、仲介手数料、ソフトコミッションおよ

与えられていない状態での高額な解約手数料を課す商品の

びその他の種類の誘引報酬）。

購入などの意図せぬ結果を招く可能性があります。

提供商品の変化
提供サービス、ビジネスモデルおよび価格のレビューは、

結論

提供商品の変化を伴う可能性もあります。割戻報酬の水

高額なコミッションや誘引報酬を（直接または間接に）

準はもはや差別化要因でなくなるため、アドバイザーはブ

顧客に請求する時代は、明らかに過ぎ去りました。業

ランド、商品のパフォーマンスおよびコストをこれまでになく

界全体が、その現在のモデルに疑問を持つ必要があ

重視するようになるでしょう。

ります。私たちは、マス富裕層を対象とし、不透明な
割戻報酬で生計を立てている小規模なアドバイザー

パッシブ運用投資商品はより大きな関心を集める可能性

またはポートフォリオ運用会社が、最も大きな影響を

があります。この商品は割戻報酬を支払うのに十分な利益

受けると予想しています。

を生まないため、一部のアドバイザーはこれに注意を払っ
ていませんでしたが、かかる商品は現在、アドバイザリー

高マージンで複雑な商品は透明性要件の引上げに

手数料の支払いに異議を唱える顧客にアピールするかも

よって不利を被る可能性がある（IMD II の導入時を含

しれません。

む）一方で、単純で低ロードのパッシブ運用ファンド
は、その低コスト構造のため、投資家によりアピール

投資運用会社がコミッションおよびプラットフォーム手数料

するようになる可能性があります。クリーンシェアクラ

を排除したクリーンシェアクラスを開発しなければならな

スの出現は、誘引報酬の禁止に対する MiFID II 遵守

かったことから、新たなシェアクラスが出現しました。それ

の対応として起こり、業務の複雑性の高まりにつな

ぞれ独自の報酬スキームを持つ複数のシェアクラスの存

がっています。

在がもたらした複雑性の高まりにも関わらず、この手法
は、各種類のサービスおよび顧客に MiFID を遵守したソ

MiFID I がプライベートバンキングにとって主としてコ

リューションを提供できるという利点を持っています。

ンプライアンスの問題であったのに対し、MiFID II は
戦略とビジネスモデルに疑問を投げ掛けています。
MiFID II の導入は 2016 年末以降となりますが、主な
影響はすでにわかっており、行動が要求されます。ビ
ジネスモデルの変更には何年もかかることがあるた
め、投資会社はそれらの影響に今すぐ対処する必要
があります。
MiFID II への効果的な対応は、賢明な企業にとって、
その市場における地位を強化するための新たな機会
を生み出すかもしれません。

89

規制の制約下に
おける最適化
KPI とダッシュボード
マルコ・リヒトファウス
（Marco Lichtfous）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
ガバナンス、リスク＆コンプライアンス
デロイト

ヒューバート・ハーフナー
（Hubert Hafner）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
ガバナンス、リスク＆コンプライアンス
デロイト

なぜバーゼル III は銀行業界にとってターニングポイントと

この複雑なシステム（すなわち、バランスシート、資本、流動

なるのか？

性および収益性の間の相互作用）に関する正しい知見を得

最近の新たな規制の波（CRR／CRD IV、EU のモーゲージ

ることは、この新しい時代における主要な成功要因となり、ま

指令、MIFID II などを含む）は、銀行業界のゲームのルー

た経営陣が用いるダッシュボードに係る重要な要件となるで

ルを大幅に変化させています。

しょう。

バーゼル III はそれ単独で、銀行が高度に相互関連した追

ビジネスの視点から見た収益性を確保するため、バランス

加的な規制上の各比率を並行して管理することを義務付

シートは、すべての規制の制約を考慮して最適化される必要

けており、これはもちろん、バランスシートおよび収益性の

があります。

各比率にも影響を及ぼします。特に、資本および流動性に
係る新たな要件は、銀行がその事業戦略を再検討するこ
とを余儀なくさせるでしょう。
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レバレッジ比率

NSFR

総資本比率

LCR

普通株式等 Tier
1 資本比率
流動性

資本

Tier 1 資本比率
自己資本利益率

銀行

収益性
純フィー＆
コミッションマージン

預貸率

バランスシート

収益性への貢献
オンバランスシート／
オフバランスシートの
内訳

負債資本比率

総資産利益率
純金利マージン

費用利益率

オフバランスシート
総資産比率

リスク加重資産利益率
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バランスシートの最適化

銀行はかかる統合された分析を実施するためのすべての

この最適化のプロセスにおける最初のステップは、銀行の

情報を（どこかに）持っていることを私たちは知っています

バランス型商品の経済および規制上の特徴を理解すること

が、かかるデータは通常、内部管理の目的ではなく規制上

です。

の報告のために設計された、相互にコミュニケーションの
できない異なるシステムまたはデータベースのサイロに保

しかしこれは、すべての直接および間接の利益／費用項目

存されています。かかる環境において、例えば特定のバラ

および機会費用（資金調達、資本および流動性バッファー

ンスシート項目とそれが RWA または LCR の計算に及ぼ

のコストを含む）が正確に配分され、考慮されている場合に

す影響との間に直接的な関係を確立することは、一般に容

のみ適切に評価することができます。

易な仕事ではありません。

私たちの顧客が商品／商品カテゴリーのさまざまな側面を

私たちは、このますます複雑な環境において、経営陣は統

分析できるようにするため、私たちは、収益性、資本および

合されたバランスシート、収益性、資本および流動性の視

流動性の要件に対する個別の商品の貢献を識別できる直

点から自社を見ることを可能にする適切なツールを備える

感的で効果的なアプローチを開発しました。

必要があると確信しています。理想としては、かかるダッ
シュボードは以下のようなものであるべきです。

これらの貢献が明らかになり次第、定量的な最適化のアル
ゴリズムを適用することができます。または、これは統合さ
れたシナリオ分析の反復的なプロセスを通じて実現するこ
ともできます。

 バランスシートと KPI／KRI の間における関係の理解を
促す
 必要な場合、基礎となるデータへの容易なアクセスを提
供する
 戦略的な選択肢のシミュレーションおよび評価を可能に

ダッシュボードおよび統合されたシナリオ分析
もちろん、銀行はすでにダッシュボードを用いて経営陣が定
期的に受け取る主要な規制上の比率および KPI を集約し
ています。しかしほとんどの場合、これらは紙の上の「静的
な」数字と比率のコレクションであり、さらなる詳細な分析は

する
 商品／商品タイプの統合された分析を提供する
 訴求力および関連性のある双方向的な可視化を提供す
る

容易ではありません。
これは、ダッシュボードが、ビジネス上の意思決定が KPI
また銀行は、感応度分析を実施するためのツールを構築
し、資本または流動性の比率に係る「もし～だったら」のシ
ナリオを切り出しています。しかし、モデル化された経営陣
が利用可能な KPI および KRI のシステム全体におけるあ
る特定のシナリオの同時的な影響を目にすることはほとん
どありません。

および KRI のシステム全体に及ぼす影響の予測を可能に
する専用の双方向的なソフトウェアツールに移行しなけれ
ばならないことを意味しています。
またかかるツールを備えれば、経営陣は、例えばバーゼル
III の制約に従ってバランスシートを調整・最適化する際の
異なる事業単位および管理単位との議論のためにより適

これらの複雑かつ多様な相互作用を把握することは、これ
に日常的に取り組んでいるリスク管理者にとってすでに容
易ではありませんが、戦術的／戦略的な意思決定が自社
の主要な KPI および KRI に及ぼす影響を―かかる静的な
ダッシュボードに基づいて―予測しなければならない経営
陣にとっては、一層困難であると私たちは考えています。
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切に準備したことになります。

ビジネスの視点から見た収益性を
確保するため、バランスシートは、す
べての規制の制約を考慮して最適
化される必要があります
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CFO の知見
戦略と実行の間のリンクとしての
ダッシュボードおよび重要業績
評価指標（KPI）
ペトラ・ハーゼンベルク
（Petra Hazenberg）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

ジャン・バンデネンド
（Jan Vandenhende）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

事業の成長を確実にし、収益性に貢献するため、CFO はその
介入の分野を拡大しなければなりません。伝統的に CFO は、
財務ダッシュボード、バランスト・スコアカード、連結決算および
報告、重要業績評価指標、全社的計画、予算または予測を通
じて、事業に対してさまざまな種類のパフォーマンス報告を提
供してきました。
現在、事業におけるパフォーマンスの監視および向上を支

貴社の事業は、財務および業務のパフォーマンスの監視を

援するため、CFO には追加的な機能が求められていま

推進するため、財務部門を頼れるか？

す。商品のマージンの監視、顧客の収益性の監視、リスク

信頼できる戦略的アドバイザー兼管理情報の源泉として

の測定および管理、ならびにプロセスの効率性向上の測

の CFO

定および監視は、CFO がますます事業を支援するように

情報は知識であり、知識は力です。組織の財務部門には、

なっている分野の例です。ダッシュボードおよび重要業績

財務および業務の情報を事業に提供できるという他にはな

評価指標は、事業が組織のビジョンと戦略を実行し会社の

い能力があります。情報の質は 4 つの特性によって定義さ

パフォーマンスの安定した動きを経営陣に伝えるよう促す

れます。第 1 の特性は透明性です。情報は単純かつ理解

ための不可欠な要素です。

が容易であるべきです。情報はパフォーマンスの実態を表
すべきであり、よって同時に正確であるべきです。
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第 3 の特性は適時性であり、情報が期間終了後に迅速に

• CFO は、顧客の収益性（純資本インフロー）の評価に介

提供され、投資家がリアルタイムに近い情報を利用可能で

入し、ビジネス関係の開始時点および当該関係全体を通

あることです。最後の特性は予測可能性であり、継続的に

じて、収益性およびソルベンシー水準に関する分析およ

計画することにより、事業環境の変化に対応するために必

び報告を作成する。

要なデータを経営陣および投資家に提供することです。

• CFO は、業務コストマージン率の評価を可能にするデー
タおよび分析を提供できることから、プロセスの効率性の

現在の経済において、事業が伝統的に経営陣の意思決定

評価に深く関与する。また CFO は、COO と協力して、組

のメカニズムに含まれていなかったいくつかのニーズを財務

織における最適化の不足の可能性を識別することができ

部門に求める中、CFO は信頼できる戦略的アドバイザーと

る。

なっています。私たちは以下に注目しています。

• CFO は、3 つの重要な要素、すなわち報告、ダッシュボー

 CFO は、グループ財務とリスクの同調性の高まりを受け

ドおよび予算をより高い質と頻度で作成することにより、

て、連結ダッシュボードの作成と維持管理、および会計と

内部と外部両方のコミュニケーションのプロセスの先頭に

リスク情報の関連付けを通じて、リスク管理戦略に責任を

立つ。

負っている。
 CFO は、商品別の利益費用率が適切に検討されているこ
と、および商品のライフサイクルの中でマージンが会社の
コスト構造と合致していることを確実にするための商品
マージン監視の鍵である。
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ダッシュボードとは、業務スタッフおよびマネジャーに、活動

• 財務報告が、管理され、外部報告の誤りの可能性を

の監視に必要とされる十分かつ確実なデータを提供する総

軽減できるような、組織全体にわたる標準プロセスを

合的な文書です。ダッシュボードは財務および非財務の業

用いて作成される

績評価指標を示し、組織の重要な活動の舵取りの強化を
推進します。ダッシュボードは組織のために以下を可能に

• 経営陣が、報告やデータの操作ではなく結果の分析
に重点を置き、時間をかける

します。
介入および再調整
計画およびターゲット化

• 経営陣が是正措置を講じることを可能にする

 戦略計画、予算および管理報告の間に明確なリンクが

• 経営陣が市場および経済の状況に基づいて予測を
更新することを可能にする

生み出される

• これらのプロセスにおいて取得した情報が、戦略なら

 組織全体にわたるトップダウンの指針が提供される
 計画および予算のため、財務が適切なレベルで業務に
関与することができる
 計画および予算が、組織全体にわたる標準化された共
通のアプローチを用いて完成される

びに翌年度の計画および予算の更新のために用い
られ、継続的なプロセスを推進する
以下の図は、財務部門が組織全体にわたって KPI を調
整し、浸透させることのできる方法を示しています。

測定および評価
 すべてのレベルの経営陣が、事業がどのようなパフォー
マンスをしているかを理解することができる
 管理報告が組織全体にわたる標準プロセスを用いて作
成され、「真実に関する単一の説明」を生み出すことがで
きる
戦略、実行およびパフォーマンス管理

戦略の立案

戦略計画

ハイレベルの戦略ターゲット
浸透

手段

業務計画

事業単位のパフォーマンスターゲット
浸透

戦略の導入

パフォーマンス

戦略の実行
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詳細な予算

パフォーマンス
管理

実績

個人のパフォーマンス指標およびメトリクス（KPI）

KPI および介入プロセスのダッシュボードおよび分析

ERP、業務システム、またはその他の源泉からの実績

ダッシュボードおよび重要業績評価指標は、戦略目標を
中心として構築されます。これらは、戦略ターゲットを業務
パフォーマンスターゲットと結び付け、組織のパフォーマン
スを監視し事業および経済環境の変化に対応するための
パフォーマンス指標およびメトリクスの識別を可能にしま
す。したがって、ダッシュボードおよび KPI は、組織の戦略
の導入を推進し、実績に対して実行される戦略を経営陣
が監視するのを支援します。

現在の経済において、事業が伝統的に経
営陣の意思決定のメカニズムに含まれて
いなかったいくつかのニーズを財務部門
に求める中、CFO は信頼できる戦略的ア
ドバイザーとなっています
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信託・コーポレートサービス
セクターにおける影響要因と
その M&A 活動に対する影響
ピエール・マッセ
（Pierre Masset）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
コーポレート・ファイナンス・リーダー
デロイト
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ニコラス・ショウケンス
（Nicolas Schoukens）
シニアマネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

従来、信託・コーポレートサービス（Trust & Corporate Services：
T&CS）セクターはやや細分化されていました。しかしここ数年
は、このセクターはまず国内レベルで、次に地域またはグローバ
ルのレベルで、統合の波に見舞われています。本レポートの目
的は、これらの動向を裏付けている理由の概要を説明し、このセ
クターに将来何が待ち受けているのか見解をいくつか提供する
ことです。
極めて細分化された市場から、国内の代表的企業の台頭へ

2008 年：業界の形成を一変させる出来事

従来、T&CS の世界は小規模な国内の事業者によって占めら

2008 年の危機は、需要の側面と規制の観点の両方から、

れていました。参入障壁が比較的低く、提供されるサービスに

業界に著しい影響を及ぼしました。

対する需要が高かったことから、適切なスキルと起業家として
の才覚を持つ個人が繁盛する事業を立ち上げる機会はかな

新たな規制のパラダイム

りありました。

危機に続く財政赤字により、多くの政府は、予算を均衡させ
追加的な歳入を獲得するための新たな方法を追求するよう

1990 年代および 2000 年代を通じて、ルクセンブルクでは、ほ

になりました。いくつかのメディアの記事が、政府が多国籍

ぼ国内の展開のみに基づくいくつかのサクセスストーリーが

企業の税務最適化を取り締まること、および一般市民と企

ありました。

業市民の間における租税負担を公正に配分することに対
する社会の期待を高めており、これには「大規模な法人税

長年にわたって、一部の M&A 活動は、（i）自身の事業から退

逃れ（The Great Corporate Tax Dodge）」（ブルームバー

き、その人生の仕事をお金に換えたいという多数の初期の起

グ）、「しかし誰もそれを払わない（But Nobody Pays That）」

業家の願望、（ii）業務の側において相乗効果および規模の経

（ニューヨーク・タイムズ紙）、「租税回避者の秘密（Secrets

済を得る機会、ならびに（iii）規模を拡大し、大規模な金融機

of Tax Avoiders）」（タイムズ紙）および「税金のギャップ

関の顧客から信頼できる事業者として認知される機会によっ

（Tax Gap）」（ガーディアン紙）が含まれます。これらは、企

て促進されているところがあるようでした。

業の税務に対するメディアの関心の高まりを示すいくつか
の例に過ぎません。

その結果として、少数の国内の代表的企業とそれに続く多数
の中小規模の事業者が生まれました。
これらの国内の代表的企業はますます有力になっているた
め、より小規模な事業者は、統合されるか、または競合相手
に身売りするかのいずれかを求める圧力の高まりに直面して
います。

こうした状況を背景として、OECD は 2013 年 7 月、二国間
租税条約を改正し二重非課税を防止するための多国間手
段を政府に与えるべく、税源浸食と利益移転（base erosion
and profit shifting：BEPS）に関する行動計画を立ち上げま
した。この動きの影響はまだ完全には判明していません
が、これは T&CS のサービス提供業者が導入している一部
の構造に重大な影響を及ぼす可能性があります。国際的
なレベルでより統合された方法で業務を運営すること、およ
び報告要件を高めることが必要かもしれません。
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この状況と並行して、金融セクターに影響を及ぼす新たな規制の数がここ数年間に大幅に
増加しており、これにより金融セクターに数層の複雑性が追加されています。

規制のパイプライン

規制の変更

機会／リスク要因

オルタナティブ投資ファンド
運用者指令（Alternative
Investment Fund Managers
Directive：AIFMD）

透明性要件の
増加

法域間における口座情報に
関する情報共有の強化

実体要件の
変更

「最終受益者」が国内に
居住していることの証明に
係る実体要件の変更

移転価格の
評価

法人をまたがる移転価格
実務の評価の強化

ファンドの
コンプライアンス

コンプライアンス、開示および
報告要件の増加

二国間租税条約
の改正

経済的インセンティブおよび／
または業務要件に影響を及ぼ
す重要な条項の変更

資本参加免税の
改正

経済的インセンティブおよび／
または業務要件に影響を及ぼ
す重要な条項の変更

租税の調和

クロスボーダーのソリューショ
ンのインセンティブを低下させ
る、法域をまたがる税法の調
和

UCITS V
EU 貯蓄指令
FATCA
租税条約における
特典制限条項
ドッド・フランク
HIRE 法
超党派課税公正
簡素化法
タックスヘイブン
濫用阻止法
被支配外国企業および
適用除外地域
2011 年オフショアファンド
（法律改正）規則
FSA による規制されていな
い集団投資スキームの
禁止案

100

これらの新たな規制の一部は T&CS の事業者にとって自身の顧客に追加的なサービスを
提供する機会に相当しますが、これは主として、それらのサービスを提供する能力を社内
に有している十分な規模に達している事業者に便益をもたらします。
要約すると、T&CS セクターは従来比較的低い参入障壁を特徴としていましたが、最近の
規制環境の変化はそれらの障壁の引上げの一因となりました。またそうした変化は事業者
間における規模に関する差別化の強化につながっており、大規模な事業者が新たな環境
が提供する機会を活用できる一方で、小規模な事業者は地位の維持に苦労するかもしれ
ません。
まだ完全に回復していない市場
景気後退の 2 番目の重要な影響は、T&CS の顧客に関するものでした。T&CS 事業のかな
りの部分を占めるプライベート・エクイティ・ファンドの取引額は、以下のグラフに示す通り、
まだ危機前の水準まで回復していません。

ディール価額（単位：十億ドル）

全世界の M&A に占める割合
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出典：マージャーマーケットおよびべイン

しかし、プライベートエクイティのデータ提供業者であるプレキンによると 1、2013 年のプライ
ベートエクイティの資金調達額は合計 4,310 億米ドルであり、2012 年から 13％増加しまし
た。またプレキンは、プライベート・エクイティ・ファンドにおいて過去の頂点となった資金調
達額は 2008 年の合計 6,880 億米ドルであると伝えています。

1

出典：プレキンのプレスリリース（2014 年 1 月 6 日）
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国内から地域へ、そして世界へ
このような状況において、T&CS セクターでは企業活動の第 2 の波が起こり、国内の代表的
企業は新たな地域への参入を始めました。これは一部のケースでは未発展の地域での活
動を通じて起こったものの、買収が新たな市場で即時にクリティカルマスを実現するために
幅広く用いられているアプローチであることが明らかになりました。
加えて、国内の代表的企業の一部は、魅力的な利益率および歴史的に良好であった収益
見通しによってこのセクターに引き付けられたプライベートエクイティの株主を買収していま
す。これらの専門的投資家の登場は、国内の代表的企業が買収を通じて展開の拡大を目
指すにあたり、その財務および管理上の能力を高めています。
この国際的な統合の波は、以下の 3 つの主要な要因によって裏付けられています。
1. 単一の法域に関連するイベントリスクを分散する必要性
2. 大規模な顧客に関しては、事業を営むすべての法域にわたり専門家によるサービスを受
ける必要性
3. 複数法域の事業者に関しては、本社機能をより幅広い拠点にわたって分散させる能力、
およびネットワーク内の専門サービスに係るセンター・オブ・エクセレンスを構築する能力
この状況は国内の事業者に対し、異なる方法、すなわち大規模なグループの中で一定の相
対的な自律性を維持しながら、より大規模なプラットフォームに加わる必要性とその資産の
一部を収益化する意図とを組み合わせた方法で、進行中の統合フェーズに参加する機会を
提供しました。
結果として、ここ数ヶ月間に発生した多数の取引が証明している通り、M&A 市場は活発さを
維持しています。

日付

買い手／入札者

2014 年 3 月

Hawksford

Janus Corporate Solutions Pte

2014 年 2 月

Electra Partners

Ogier Fiduciary

2013 年 12 月

Sanne

State Street Bank & Trust Company

2013 年 11 月

JTC Group

Ardel Trust Company

2013 年 7 月

First Names Group

Temmes

2013 年 6 月

Intertrust

ATC

2013 年 4 月

First Names Group

Basel International Limited

2013 年 4 月

Silverfleet Capital Partners

IPES

2012 年 12 月

Blackstone

Intertrust

2012 年 11 月

Maitland & Co

Admiral Administration Ltd.

2012 年 10 月

Inflexion Private Equity

Sanne Group

2012 年 9 月

SGG

FAcTS

2012 年 6 月

Orangefield Trust

ICS Trust (Asia) Limited

2012 年 5 月

Vistra

HTGroup

2012 年 3 月

CBPE Capital LLp

JTC Group

2012 年 3 月

Intertrust

Walkers Global

2012 年 3 月

AnaCap

IFG

出典：マージャーマーケットおよび各プレスリリース
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ターゲット

結論
ここ数年業界に統合を促してきた諸要因は、現在も依然として存在しています。国
内のレベルでは、事業の運営の複雑性の高まりおよびコストの増加、ならびに通
常自身の主要資産とされるものをお金に換えようとする一部の起業家の願望が、
引き続きディールの引き合いを主導しています。
地域およびグローバルのレベルでは、特定の地域への過度なエクスポージャーか
らリスクを分散させる必要性、およびグローバルなサービスに対する顧客の要求の
高まりが、統合の火に油を注いでいます。
このことを背景として、2005 年から 2007 年の好況以降の企業活動の限定的な回
復、および国際的な税務の仕組みに対する精査の厳格化は、ディールが行われる
スピードおよびマルチプル法の倍率に影響を及ぼしています。

金融セクターに影響を及ぼす新たな規制の数
がここ数年間に大幅に増加しており、これによ
り金融セクターに数層の複雑性が追加されて
います

国際税務ルールの改善

止めるか、もう一度試みるか？
レイモンド・クラフツコフスキー
（Raymond Krawczykowski）
パートナー
税務リーダー
デロイト
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フランソワ・ギヨトー
（François Guilloteau）
パートナー
税務―クロスボーダー税務
デロイト

ここ数十年間、イノベーション、新たなテクノロジーおよびグローバ
ル化が、事業の運営のあり方を変化させてきました。国際貿易は
急速に成長しました。多くの人が、国際税務ルールはグローバル
化した世界における事業運営の現実に追い付いていないと考えて
います。これらは、世界中の国税当局にとっての新たな課題を生
み出しています。
パスカル・サンタマン（Pascal Saint-Amans）1 が述べたところ

実際に、金融および経済の危機は、政府が公共および社会的

によると、 「これは国際租税政策にとっての重大な分岐点で

支出に関する疑問と格闘し、かつ増税を行いその課税ベース

す。富裕層による脱税および多国籍企業による租税回避に関

を守ることを余儀なくさせました。

する論争が、これほど多くの見出しを飾ったり 2、これほど大き
な怒りを買ったりしたことはかつてありませんでした」3。

本レポートは、政府間における国際税務協調の 2 つの重要な
側面、すなわち税務の透明性の向上、ならびに国際税務ルー

現在注目されている税務の話題は十年以上前に政府におい

ルの更新および納税者への影響に重点を置いています。

4

て問題が取り上げられましたが 、2000 年代の終わりから、国
際税務協調のための政治的支援が行われてきました。

1 経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）租税政策・税務行政センターのディレクター。
2 メディアは世界中の多くの「税務問題」を調べている。多くの国における最近の税務上の出来事は、何らかの形で国際メディアのスポットライトを浴びている。
3 パスカル・サンタマン「Bringing International Tax Rules Into the 21st Century」（ハフィントン・ポストのウェブサイトの 2013 年 9 月 17 日掲載記事）。
4 実例については、OECD 報告書「Harmful Tax Competition: an Emerging Global Issue」（1998 年）を参照。
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さらなる税務の透明性を目指して…
2009 年以降、税務の透明性は情報の交換を通じて広
まっています。情報の交換には以下の 3 つの異なる手法
があります。
 オンデマンド：政府は、他の政府にケースバイケースで
情報の提供を求めることができます。
 自動的：政府は、合意された情報（例えば、所得、頻
度、形式）を自動的に交換します。
 自発的：事前の要求がなくとも、政府はさまざまな状況
下において有している情報を他の政府に送付しなけれ
ばなりません。
G20 は 2009 年 4 月、「銀行の秘密主義の時代は終わっ
5

た」と宣言しました 。これ以降、要求に応じた情報交換に
関する OECD 基準が多くの政府によって導入されていま
6

す 。
現在、60 を超える国が 2010 年に改正された OECD 多国
間税務執行共助条約に署名しています（2013 年中に 20
7

を超える国が署名） 。
さらに、自動的な情報交換のための協力が国際的レベル
と欧州レベル

8

の両方で広がっており、政府間の情報交

換における新たな規範となりつつあります。
この点に関して、金融口座情報の自動的な交換に関する
新たな OECD 基準の起草が進行中です。この OECD 基
準に基づき、政府は年次で銀行および金融機関から入手
した情報を自動的に交換します。OECD は、新たな基準
に関する詳細なコメンタリーを 2014 年 9 月に提示する見
通しです。

5 パスカル・サンタマン「Tax is all about trust」（OECD のウェブサイト掲載のリリース）。
6 ルクセンブルクはこれに該当しており、この OECD 基準を含む二重課税防止条約について交渉を行っている。
7 ルクセンブルクは 2013 年 5 月 29 日にこの多国間税務条約に署名した。
8 欧州レベルで講じられている措置は、欧州執行協力貯蓄指令に関連するものである。
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アンヘル・グリア（Angel Gurría） 9 が述べたところによる

この情報交換により、金融機関、納税者および政府におい

と、「具体的かつ意欲的な日程に基づいて OECD のグ

て、多額の報告コストが生じるでしょう。しかしそれでも、政

ローバル基準を導入することに対するこれほどに多くの

府はより直接的な方法で税額を査定し、より効率的にこれを

国および法域のコミットメントは、公正で透明性の高い国

徴収することができると予想されます。

際税務システムを望むすべての人にとって良いニュース
です。迅速に新たな規範が策定・合意されていることは、

異なる情報交換の手法を導入する国際的な合意は、この国

改革に向けた政治的な勢いが現在圧倒的であることを

際的な協力が納税者の基本的な権利を尊重することを常に

示しています」。また彼が付け加えたところによると、「こ

示しています。

の新たなグローバル基準を採用することは、国家間の協
力確立の問題にとどまりません。これは、政府に対する
10

市民の信頼回復の問題でもあるのです」 。

しかし、実務は必ずしもその通りとは限らないという懸念は
常にあります（例えば、任意調査の問題、保証および情報
交換の要求を受けている納税者に関する情報）。

さまざまな形の情報交換を通じた政府間のグローバルな
協調へと向かうこのトレンドに基づいて、国税当局は、そ

これまで達成されてきたことに基づいて、私たちは、政府間

の納税者に関する膨大な量のデータを収集することにな

における情報交換の必要性と納税者に保護を提供する必

ります。

要性の間の適切なバランスが見極められているという確信
を持つことはできません。

G20 は 2009 年 4 月、「銀行の秘密主義の時代は終わった」と
宣言しました。これ以降、要求に応じた情報交換に関する
OECD 基準が多くの政府によって導入されています

9 OECD 事務総長。
10 「Tax: OECD’s Gurría welcomes international progress towards automatic exchange of information」（OECD のウェブサイトの 2014 年 3 月 24 日掲載リリース）。
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現在検討されている草案は、これが単なる「積極的な税務

…そして、国際税務ルールの改善…
国際的レベルにおいて、OECD は税源浸食と利益移転

プランニング」との闘いにとどまらないものであることを示し

（base erosion and profit shifting：BEPS）に関連する措置を

ています。

導入するための政治的影響力 11 を持っています。
一つの例は、BEPS の行動 6「不適切な状況における条約
しかし、BEPS とは何でしょうか？これは、「税務目的上の

の特典の付与」に関連するものです。この OECD の行動計

利益を「消滅」させるため、または実際の活動がほとんども

画は、条約の濫用、特にトリーティーショッピングを識別して

しくは全くないが税率が低い場所に利益を移転させ、結果

いますが、これは最も重要な問題の一つとみなされていま

として全体的な法人税の支払額を少額もしくはゼロにする

す。OECD はこのテーマに関する討議草案を 2014 年 3 月

ために、税務ルールのギャップや不一致を利用する積極的

14 日に公表しており、現在討議中となっています。

な税務プランニング戦略」を意味しています 12。
簡単に言えば、BEPS の行動 6 に関する草案は以下のよう
政府にとって、BEPS の取組みの目的は、クロスボーダー

なものです。

の取引について何が許容可能で正当とみなされるかの境

 特典制限条項：すでに多くの米国の租税条約に含まれて
いる特典制限規定に基づき、具体的な濫用阻止ルール

界を再設定することです。

が提案されています。このルールは、該当する国におい
パスカル・サンタマンが最近述べたところによると、「多国籍

て十分な存在感を有する企業および個人（非営利組織、

企業がやっていることは合法であり、そしてもしそれが合法

年金基金および政府機関）に対する条約特典を制限す

であるにも関わらずあなたがその結果を好まないのであれ

ることを目的としています。このルールは、法的性質およ

13

ば、あなたがすべきことはルールの変更です」 。

び条約国の居住者の一般的な活動に基づいて運用され
ます。

実際に、「OECD は長年にわたり積極的な税務プランニン

 一般目的ルール：特典制限条項に加えて、討議草案は、

グに対処するためのソリューションを提供してきています。

取決めまたは取引の主たる目的の一つが条約特典の獲

BEPS に関する論争は、現在多くの OECD 加盟国および

得であった所得から条約特典を除外することを目的とす

OECD 非加盟国において政治の最高レベルに達していま

る、幅広く起草された一般目的ルールを提案していま

す。OECD は BEPS を一社または数社の特定の企業が生

す。

み出した問題とは見ていません。一部の悪質な濫用の事
例は別として、問題は税務ルール自体にあります。企業

これらの幅広い提案に関する懸念の一つは、これらの適用

は、政府が実施したルールを利用したせいで責められては

にあたって存在するであろう不確実性の程度です。実際

なりません。したがって、ルールを修正するか、または新た

に、一般目的ルールは定義および適用が極めて困難にな

なルールを導入することが政府の責任です」14。

るでしょう。この不確実性により、ある条約の特典が自社の
取引に適用されるかどうかを理解しようとする企業にとって

重要な問題は、「積極的な税務プランニング」をどう定義す

の実務上の問題が生まれるでしょう。

るかです。私たちの知る限りにおいて、現在利用可能な定
義はありません。しかし世論は、どのような状況がこの概念

欧州レベルにおいて、欧州委員会は BEPS の取組みを支

の対象となるかについての一種の国民共通の理解に賛成

援することを宣言しています。欧州委員会はすでに、積極

する可能性があります。無国籍所得や二重控除などの特

的な税務プランニングに対処するための勧告を提供してい

定の状況においては、何かがおかしいという印象を効果的

ます。この点において欧州委員会は、欧州における二重非

に受ける可能性があります。

課税の状況を制限するための親子会社指令に係る新たな
規定を提案しています。またこの欧州委員会の提案は、加

OECD は 2013 年 7 月、その BEPS に関する行動計画を公

盟国が、親子会社指令の詳細に適合したより包括的で一

表しました。この行動計画は、15 の国際税法および実務の

般的な濫用阻止ルールを採用することを義務付けます。し

分野で OECD が行う作業を定めています 15。OECD による

かしそれでも、改訂案の範囲は幅広く、不確実性を生み出

と、これらの措置は「国際税務基準の抜本的な変化をもた

しています。

らし、一貫性、実質および透明性の 3 つの中核的な原則を
基礎とする」ものとなります 16。
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…しかし、改訂案は税務ルールに関する不確実性を生み
出すべきではない
現在のところ、BEPS の取組みの結果がどうなるかは分か
りませんが（これについては多くの記事や考察が示されて
います）、国際税務ルールが変わるということは分かってい
ます。
立法者は、国際税務ルールは不必要または過度に大きな
障害を作り出すためではなく、国際取引を拡充するために
あるということを肝に銘じるべきです。
国際税務ルールの原理は、経済取引の成長の障害を取り
除き、クロスボーダーの状況において納税者に確実性を提
供することです

17

。これを実現するため、国際税務ルール

は納税者にとって明確、透明および実行可能であるべきで
あり、かつ国税当局にとって執行が容易であるべきです。
また、納税者におけるコンプライアンスのコストも、可能な
限り低くあるべきです。
現在の改訂案は、整備されつつある過剰な「武器」が、国際
ビジネスおよびグローバルな取引にとって問題となりかね
ないという印象を与えています。それぞれの税収を増やす
ため、各国政府は、脱税との闘いに関連して国際税務ルー
ルを変更するかもしれません。しかし、かかる変更は、制限
が正当かつ相応でバランスの取れたものである場合を除い
て、事業活動の自由などの納税者の基本的な自由の行使
を制限してはなりません。

この情報交換により、金融機関、納税者
および政府において、多額の報告コスト
が生じるでしょう

国際税務ルールの変更は、国際的レベルにおける明らか
な濫用状況との適切かつ効果的な闘いではなく、（必ずしも
納税者の責任でない）予算上の問題によって純粋に動機付
けられた、障壁の創出および国家保護主義への回帰とみ
なされる可能性があります。

11
12
13
14
15

BEPS プロジェクトは、OECD の主要加盟国（フランス、ドイツ、英国および米国を含む）によって主導され、G8 および G20 によって強く支持されている。
BEPS に関するよくある質問（OECD のウェブサイト掲載）。
2014 年 2 月 23 日のシドニーでの G20 財務相会合におけるパスカル・サンタマンのスピーチ。
BEPS に関するよくある質問（OECD のウェブサイト（http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.html）掲載）。
15 の分野に含まれるのは、デジタル経済の税務上の課題、ハイブリッドで不整合な取決め、被支配外国企業ルール、利息およびその他の金融支払いの控除可能性、有害
な税務慣行、条約の濫用、恒久的施設ステータスの人為的な回避、無形資産の移転価格、リスクおよび資本の移転価格、その他の高リスク取引の移転価格、BEPS に関する
データの分析およびこれへの対処行動、積極的な税務プランニングの取決めの開示、移転価格の文書化、条約紛争メカニズムの有効性、ならびに二国間租税条約の改正に
係る多国間手段の策定である。
16 OECD によると、予想される結果は以下の通りである。
• 二重課税防止条約の変更、および多国間課税手段の策定の可能性。OECD はすでに、OECD 多国間税務執行共助条約を通じて多国間課税手段を策定している
（情報交換に関する動向については下記を参照）。
• 国内ルールの設計に関する勧告。
• 移転価格ガイドラインおよび勧告の変更。
17 「所得と資本に関するモデル租税条約」完全版（2010 年 7 月 22 日時点）12 ページ（導入部）。
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経営者報酬
考え方と実務における
変革の必要性
ピエール・ジャン・エスタジュリー
（Pierre-Jean Estagerie）
パートナー
税務―グローバル・
エンプロイヤー・サービス
デロイト
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カミーユ・フォーブル
（Camille Fauvel）
マネジャー
オペレーション・エクセレンス
＆ヒューマン・キャピタル
デロイト

ダミアン・ダンドロー
（Damien Dandelot）
シニアコンサルタント
オペレーション・エクセレンス
＆ヒューマン・キャピタル
デロイト

経営者報酬は現在、社会、政治および規制上の課題として確
実に議論の対象となっています。経営者報酬の水準は、特に
労働者の平均給与との比較して、数十年にわたり上昇し続けて
います。
高額な経営者報酬はビジネスリーダーのスキルおよび実

パッケージはパフォーマンスに十分に報いこれを評価しつつ

績によって正当化されるか 1、またはこれは管理されるべ

期待される行動を促すにあたっての重要な要因であるため、

き社会的に許容出来ない現象か

2

については論争があり

パッケージの構造は上級経営陣の最重要課題です。提案さ

ます。また、株式オプションなどの典型的な報酬パッケー

れる報酬は、企業の業績および個人のパフォーマンスに関

ジの構成要素が長期的な意思決定を促すのに効果的か

する柔軟性を確保しつつ、十分に魅力的なものであるべきで

どうかという問題には疑問符が付いています 3。さらに、経

す。

済危機および政府による救済はこの論争の強力なきっか
けとなり、政府および規制当局は社会的な圧力を受けて
4

過去数十年間、そして金融危機後はますます一層、経営者

動くことになりました 。

報酬の実務の 3 つの重要な側面、すなわち（1）トップの報酬

これは多数の疑問を提起していますが、そのうち 3 つは特

る報酬の水準、および（3）個別の構成要素の決定に用いら

に興味深いものです。すなわち、なぜ経営者報酬の実務

れる根拠の妥当性に対して疑問が投げ掛けられています。

と労働者の平均給与の間の大きなギャップ、（2）上昇し続け

が最重要課題なのでしょうか？経営者報酬に影響を及ぼ
しているトレンドはどのようなものでしょうか？企業はそれ

トップの報酬と労働者の平均給与の間のギャップ―OECD5

らのトレンドにどのように適応しているのでしょうか？

と AFL-CIO6 の両方が、大きな報酬のギャップが将来の社会
および政治の不安定性の源泉であると指摘しています。確

何が問題なのか？

かに、トップ管理者と従業員の間における実際の給与の

経営者の報酬パッケージは、典型的には固定給に加えて

ギャップは静的なものではなく、一般的に拡大しつつありま

さまざまな現物給付、業績賞与および長期的インセンティ

す（図表 1）。例えば米国では、トップ管理者は平均して従業

ブ（株式やオプションなど）から構成されています。パッ

員平均の 354 倍を受け取っています。この比率はスイスで

ケージは、固定部分と変動部分、および現金による支払い

は 1：148、ドイツでは 1：147、スペインでは 1：127、フランス

と金融商品による支払いの間でバランスが取られるべきで

では 1：104、日本では 1：67、ノルウェーでは 1：58、デンマー

す。

クでは 1：48 となっています。欧州の国でギャップが最も小さ
いのはオーストリアで、1：36 となっています。

1 Valérie Lion「Salaire des patrons: halte aux idées reçues」（2013 年 3 月 26 日）。
http://lexpansion.lexpress.fr
2 Sarah Rainsford「Spain’s ‘Indignants’ lead international protest day」（BBC：2011 年）。
3 エコノミスト誌「Share options: The law of unintended consequence」（2014 年 2 月 13 日）。
www.economist.com
4 Jean-Jacques M’U「Nous, Indignés… occupons le monde !」（パリ ABC éditions：2012 年）。
5 OECD「Growing risk of inequality and poverty as crisis hits the poor hardest」（2013 年）。
http://www.oecd.org
6 AFL-CIO「CEO-to-Worker Pay Ratios Around the World」（2013 年）。http://www.aflcio.org
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図表 1：世界各国のトップ経営者と従業員の間の給与のギャップ

米国

354

カナダ

206

スイス

148

ドイツ

147

スペイン

127

チェコ共和国

110

フランス

104

オーストラリア

93

スウェーデン

89

英国

84

オランダ

76

イスラエル

76

日本

67

ノルウェー

58

ポルトガル

53

デンマーク

48

オーストリア
ポーランド

36
28

出典：BLS、OCDE および AFL-CIO

米国
カナダ
スイス
ドイツ
スペイン
チェコ共和国
フランス
オーストラリア
スウェーデン
英国
オランダ
イスラエル
日本
ノルウェー
ポルトガル
デンマーク
オーストリア
ポーランド

平均報酬
トップ
従業員
経営者
€9,072,322.00
€25,637.00
€6,441,047.00
€31,267.00
€502,504.00
€37,179.00
€4,375,458.00
€29,765.00
€3,255,937.00
€35,446.00
€1,597,882.00
€14,526.00
€2,934,332.00
€28,215.00
€3,095,730.00
€33,287.00
€2,485,161.00
€27,923.00
€2,781,225.00
€33,110.00
€2,646,429.00
€34,821.00
€1,619,937.00
€21,315.00
€1,742,390.00
€26,006.00
€1,888,051.00
€32,552.00
€891,941.00
€16,829.00
€1,618,291.00
€33,714.00
€1,160,305.00
€32,231.00
€415,830.00
€14,851.00

フィガロ紙による 2013 年 11 月 22 日付為替換算
（フィガロ紙「Le grand écart des rémunérations entre salariés et patrons à
travers le monde」（2014 年 11 月 25 日）。http://www.lefigaro.fr）
1 ドル＝0.74 ユーロ

経営者報酬の水準の上昇―このギャップに加えて、トップ

結果として、伝統的な経営者報酬の実務にはますます疑問

の給与は増加し続けています。例えば、1998 年から 2008

が投げ掛けられるようになっており、社会、政治および規制

年の間に CAC40 企業のトップ管理者の給与は 18％増加

の圧力により、経営者報酬に適用される考え方と実務に重

し、ストックオプションおよび賞与の構成要素は 120％超増

要な転換が生まれています。

加しました（図表 2）7。
管理と規制の強化を目指して
報酬水準の決定の根拠―その一方で企業は、高額な報

超国家、政府、企業および社会の面からの多数の取組みと

酬はトップ管理者の国際的市場での競争力を確保するた

圧力が、経営者報酬の実務の管理と規制の強化を支持し

めに必要であると主張しています。しかし評論家は、報酬

ています。この外部の圧力は、さまざまな面から経営者報

水準と業績の間のずれ 8、および報酬水準の決定に用い

酬に影響を及ぼしています。

られる規準に関する不十分な透明性を指摘しています。同
時に市民や従業員は、特に企業の損失計上や株価下落

超国家的な規制の取組み―金融セクターにおおては、資本

の時期における経営者報酬の水準に困惑の度を高めてい

要求指令（Capital Requirements Directive：CRD）が、金融

ます 9。

危機を受けて、重要なリスクテイカーの報酬、特に経営者の
報酬の管理と規制の強化を導入しました。主要な要件は、
透明性とガバナンスの向上、およびリスクと報酬の整合に
重点を置いています。

7 ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール誌／Jean Gatty「Pourquoi les salaires des dirigeants du CAC 40 ont doublé en dix ans」（2012 年 3
月 3 日）。http://rue89.nouvelobs.com
8 Valérie Lion「Salaire des patrons: halte aux idées reçues」（2013 年 3 月 26 日）。 http://lexpansion.lexpress.fr
9 Louis Vergeat「Classement des salaires des patrons: le top 5 de ceux qui les ont le moins mérités」（2013 年 7 月 3 日）。
http://www.atlantico.fr
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当初銀行および信用機関に適用された後、当該規制の

政府の取組み―欧州諸国は、経営者報酬の実務を規制す

適用範囲は徐々に拡大されつつあります（現在これは、

るための国内法を採用しています。フランスは 2013 年に最

AIFMD および UCITS 指令と共に投資セクターを含んで

高給与額に対する 75％の課税を導入する法律を採用しま

います）。また、当該規制はより制約的になりつつありま

したが 10、これは同時にストックオプションおよび限定的な賞

す。例えば、CRD IV は変動報酬と固定報酬の 1：1 の比

与を禁止しています。このトレンドを受けて、オランダ、スペ

率の要件を導入しています。この要件は、例外的な場合

イン、スウェーデン、英国、イタリアおよびドイツ

に限り、一定の開示を条件として 2：1 まで拡大すること

まな規制およびその他の手段を用いて最高報酬額を制限し

ができます。

たか、または制限する予定です 12。

11

が、さまざ

図表 2：1998 年から 2008 年における CAC40 企業のトップ経営者の報酬（単位：百万ユーロ）
会社

経営委員会の給与
1998 年

アコー
エア・リキード
アルカテル
アルストム
アクサ
BNP
ブイグ
キャップジェミニ
カルフール
ダノン
エシロール
フランステレコム
ラファージュ
ラガルデール
ロレアル
LVMH
ペルノ
プジョー
PPR
ルノー
サンゴバン
サノフィ
シュナイダー
ソシエテ・ジェネラル
ST マイクロエレクトロニクス
合計
ヴィヴェンディ

経営委員会のメンバー数

2008 年

1998 年

2008 年

3.9

8.9

12

13

5.9
7.1
1.7
40.2
6.8
8.8
7.5
4.3
7.4
2.5
2.5
6.1
2.4
9.9
17.2
3.5
5.0
3.1
3.1
11.0
9.6
4.2
11.2
7.5
5.5
10.2

9.9
9.1
6.0
18.4
3.2
15.6
20.8
7.0
17.5
7.4
6.6
8.7
8.8
23.8
51.0
13.7
9.3
25.4
7.3
13.4
30.1
12.1
9.1
16.0
18.0
10.1

7
11
11
22
23
15
15
9
11
12
9
15
12
10
20
10
14
7
7
22
21
10
29
18
16
17

11
7
5
19
4
13
28
5
11
19
9
11
7
13
15
17
16
12
7
18
22
16
16
28
28
6
中央値

増加率（％）

120
29
55
399
-51
20
91
110
129
136
133
161
70
394
107
239
202
75
502
135
14
243
123
5
76
156
63
120

出典： ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール誌／Jean Gatty「Pourquoi les salaires des dirigeants du CAC 40 ont doublé en dix ans」（2012 年 3 月 3 日）。
http://rue89.nouvelobs.com

10 BBC「France’s 75% tax rate gains approval by top court」（2014 年 12 月 29 日）。 http://www.bbc.com
11 ドイツでは銀行の位置付けに関する長年にわたる論争（1979 年にゲスラー委員会において始まったもの）があり、これは今年、上場企業
における経営者報酬に上限を課す要求につながった。
12 CGA／AFP「La Suisse «inspire» le premier ministre français」（2014 年 3 月 4 日）。http://www.20min.ch
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企業の取組み―企業も、自社の経営者報酬の枠組みおよ

例えば、2013 年のスイス連邦の評判の良い取組みである

びガバナンスを再設定するための措置を講じています。例

「1：12」は、1：12 の比率を用いて給与に上限を課すことを

えば、ネスレは自社の経営陣に係る新たな報酬制度の採

目的としていましたが

用を 2014 年に計画しており、これにより株主総会において

企業が支払う最高給与額が、支払われる最低給与額の 12

トップ管理者の翌年度の報酬合計（固定および変動）に関

倍を超過しないことを要求するものです。その目的はトップ

する投票が行われることになります

15

18

、否決されました。この取組みは、

。これは重要な権限

管理者およびトップ経営者の給与を制限することです。加

の移行を示しており、プリンシパルとエージェントの間の関

えて、フランスにおけるコーポレートガバナンスおよびトップ

係を再設定するものです

16

。理論的に、株主は取締役会

およびトップ経営者の報酬に関して相当な権限を持つこと

管理者の給与を規制する構想の断念も挙げることができ
ます 19、20。

になります。さらに、これは高額な賞与および潜在的な乱
用を減少させるでしょう。

トレンドは明らかに管理と規制の強化に向かっているもの
の、さまざまな取組みの実際の導入は、政治および企業の

市民の取組み―最も代表的な市民の取組みは、「法外な

レベルを含め、困難で痛みを伴うことが分かってきていま

給与に対する」2013 年のスイス連邦の取組みであり、これ

す。事実、規制の取組みはこれまで実務上の結果につな

は欧州連合に称賛されました 17。この取組みは、株式市場

がっているようには見えません。金融セクターにおいて変

に上場している企業の経営者報酬を管理すること、および

動報酬に上限を課す傾向はあるものの、欧州議会議員の

コーポレートガバナンスの分野における株主の権限を強化

フィリップ・ランベール（Philippe Lamberts）によると、英国お

することを目的としています。実際に、この取組みは米国

よび米国のバンカーの変動報酬の水準は 2012 年から

における動向、すなわちブローカーが顧客の資金に基づ

2013 年にかけて約 50％上昇しました 21。

いて議決権を行使することを禁止した 2010 年ドッド・フラン
ク・ウォール街改革法第 957 条、および金融仲介機関が

規制当局はこれらの課題を認識しており、したがって報酬

議決権行使方針を開示し議決権を行使することを義務付

方針が透明性、投資家保護およびリスクの整合性の原則

けた英国の 2010 年スチュワードシップ・コードを部分的に

に従っていること―そしてさらに効果的に導入されているこ

反映しています。

と―を確実にするための執行手段（例えば、MiFID）の必要
性を強調しています。もちろん、実務の変更は口で言うほ

一般的なものであるか、または国やセクターに固有である

ど簡単ではありません。

かに関わらず、これらすべての取組みは現在および将来
の経営者報酬の実務に強い影響を及ぼしています。企業

並行して、企業は、複雑で時に重複したガイドラインの理解

は、実務においてこれらの重要な変化にどのように対処し

および解釈、ならびにそれらを導入するための実務的な方

ているのでしょうか？

法についての合意が困難であることに気付きつつありま
す。特に企業は、関連する追加的な管理の複雑さおよび導

取組みに対する様々な結果と痛みを伴う導入

入コスト、ならびに雇用市場における魅力の喪失を懸念し

それでもなお、市民と政府は一部の経済論争を受け入れ

ています。

る方に傾いているとも言えるでしょう。実際に、一部の取組
みは棚上げされたか、または導入が延期されています。

13 BFMTV「Salaires des dirigeants: Nestlé anticipe la limitation」（2014 年 3 月 11 日）。 http://www.bfmtv.com
14 エージェンシーコスト理論［Jensen, Michael C.および Meckling, William H.「Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs
and Ownership Structure」（Journal of Financial Economics 3(4): 305–360：1976 年）］を参照。
15 RTS「Séduite par l’initiative Minder, l’UE veut limiter les hauts salaires」（2013 年 3 月 9 日）。 http://www.rts.ch
16 この取組みにおいて、給与とは有給の雇用に関連して支払われる現金および現物の給付額を意味する。
17Pierre Moscovici「Pas de loi sur la rémunération des patrons」（レゼコー紙：2014 年 5 月 23 日）。
http://www.lesechos.fr
18Denis Thomas「L’Etat renonce à encadrer le salaire des grands patrons : On a eu très peur !」（2013 年 5 月 24 日）。
http://www.agoravox.fr
19Trends.be「Philippe Lamberts continue de faire trembler la City, ses banquiers et leurs bonus」（2014 年 3 月 14 日）。
http://m.trends.levif.be
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結論
高額の給与に対する圧力は弱まりそうになく、私たち
は引き続き否定的な報道を目にすることになるでしょ
う。政府と市民は、企業がソリューションを見付けるま
で一定の時間を与えようとしているようですが、企業
の実務および行動に対して目を光らせるでしょう。こ
の意味で、企業は規制のさらなる厳格化に適応し対
処するための準備をすべきです。
全体像はこのように悲観的ですが、ソリューションは
あります。これは、来たるべき変化を予測すること、な
らびに金銭的なインセンティブに関して失われた魅力
を埋め合わせるため、全体的な報酬および雇用主の

トレンドは明らかに管理と規制の強化
に向かっているものの、さまざまな取
組みの実際の導入は、政治および企
業のレベルを含め、困難で痛みを伴
うことが分かってきています

ブランドの面で創造的であることを意味しています。
言い換えれば、企業は自社の報酬、給付、仕事と生
活のバランス、パフォーマンスと評価、育成とクロス
ボーダーのキャリア機会に取り組む必要があります。
さらに企業は、トップ経営者の地位を強化するために
税務最適化戦略を用いることもできます。
簡単に言えば、この分野における困難を乗り越え、
尊敬を得られる組織戦略を採用する余地は十分にあ
ります。この新しい考え方は、純粋なコンプライアンス
から、新たな報酬のパラダイムを企業戦略に含める
ことへの移行を要求しています。
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IT の評価
CFO の視点
ペトラ・ハーゼンベルク
（Petra Hazenberg）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス
デロイト

パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
EMEA コア・システム・トランスフォーメーション・リーダー
CIO アドバイザリー・サービス・リーダー
EMEA バンキング・テクノロジー・リーダー
デロイト

財務責任者に情報技術（Information Technology：IT）に関す
る不満について尋ねたら、散々文句を聞かされることが確実で
す。過剰な投資の実施、複数の締切りの遅延、改善しない投
資利益率（Return On Investment：ROI）…。まだまだあります。

問題を複雑にさせているのは、多くの CFO が、最高情報

本レポートにおいて私たちは、これらの分野において採ら

責任者（Chief Information Officer：CIO）が良い仕事をして

れる手段が、CFO と CIO の間における協働の強化、IT の

いるのかを全く分かっていないことです。結局、優れた IT

事業支援能力におけるギャップの識別、IT 投資への集中

組織とは正確にはどのように見えるものなのでしょうか？

の強化および IT の価値に関する将来のビジョンの強化に

IT はどのように評価されるべきでしょうか？そして、テクノ

どのように役立つかを議論します。

ロジーの観点から見て、企業が将来のための準備ができ
ていないことを示す危険信号は何でしょうか？

コミュニケーション―および誤ったコミュニケーション―の
ターゲット化

IT が一般に販売費および一般管理費（Selling, General

財務および IT に影響を及ぼす主要な課題の一つはコミュ

and Administrative expenses：SG&A）における最大の勘定

ニケーションです。CFO は一般にビジネスの財務面に重点

科目であることを踏まえると、これらの質問の答えはます

を置き、CIO はビジネスの可能性およびそれを実現する技

ます重要性を帯びてきます。さらに、CIO はしばしば CFO

術に重点を置く傾向にあります。CFO はしばしば、CIO が

の直属であり、CFO と CIO の間の関係を効果的に管理す

IT のプロジェクトおよび支出を企業戦略および価値創造と

る必要性が高まっています。

全面的に整合させていないこと―IT の優先事項およびテク
ノロジー支出の CFO による把握を特に困難にさせる力―

116

IT の評価は単純なことではありません。これは、現在およ

を非難します。同様に CIO は、今日の支出を先延ばしにす

び将来の IT 能力を分析するための全体的な枠組みを確

ることが価値実現までの時間をどれだけ遅らせ、将来の選

立できるよう、3 つの特定の分野―コミュニケーション、ガ

択肢を限定してしまうかを理解していないコストカッターの

バナンスおよび評価に重点を置くことを要求します。

CFO から疑問を投げ掛けられることもあります。

簡単に言えば、CFO と CIO の間におけるこの共通の視点お

「I」と「T」の両方における改善が有形のビジネスプロセス

よびコミュニケーションの不足は、IT に効果的に投資し価値

においてどのように価値を創造しリスクを軽減するかに重

を創造する能力の妨げとなるような根本的な断絶につなが

点を置くことにより、CFO と CIO は IT の評価に係る共通

る可能性があります。この断絶に対処するため、CFO と CIO

言語を確立することができます。多くの CFO は一般にパ

は、IT がどのように事業価値を創造できるかの評価および

フォーマンス指標を特定のビジネスプロセスに割り当てて

コミュニケーションのための共通言語を確立すべきです。特

いるため、それらの指標は IT の評価に必要とされる言語

にこの対話は、単に特定のテクノロジーまたはシステムにつ

のもう一つの構成要素となることができます。

いて話し合うのではなく、IT が商品開発や価格決定などの
ビジネスプロセスをどのように改善するかに重点を置くべき

効果的な IT ガバナンスの確立

です。そして、重要な各プロセスについて、CFO と CIO は以

CFO と CIO は、大規模な IT 支出の意思決定のための組

下を行うことにより、「I」と「T」の両方の側面の価値を検討す

織全体にわたる幅広いガバナンスモデルを確立すること

べきです。

により、IT の評価の改善を支援することができます。適切
な利害関係者と共に、この種のモデルは、IT プロジェクト

関連する情報のターゲット化―「I」の側において、情報はよ

に対する共有ならびにより適切なリソース配分、コミットメ

り優れたプロセスの結果または意思決定をどのように実現

ント、およびその実行をもたらすことができます。

するか？プロセスを支援するために特定のシステムが生成
した情報は、価値創造を実現するための十分な適時性、正
確性、洞察および関連性を有しているか？
適切なテクノロジーに関する合意―「T」の側において、当該
テクノロジーはコスト削減のためにどのように自動化を実現
し手作業を削減するのか？テクノロジーの選択は、ビジネス
の要求を効率的に満たすためにダイヤルを上下させること

財務および IT に影響を及ぼす主要な
課題の一つはコミュニケーションです

のできるようなプロセスのアウトプットの拡張性を実現する
か？他のテクノロジーとの相互運用は低コストで実現可能
か？当該テクノロジーは信頼性があり保守が容易か？テク
ノロジーの陳腐化にどの程度すぐに対処しなければならな
いか？
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効果的なガバナンスモデルは、2 つのレベルを有している

かかる戦術的な IT ガバナンスは、CIO が特定のプロジェク

可能性が高いと思われます。すなわち、一つは長期的な戦

トに関して関連するユーザーを参加させ、軌道に乗せること

略的取組みの IT ガバナンスのレベルであり、もう一つは個

を可能にします。さらに、当該プロジェクトのレベルにおける

別のプロジェクトのレベルです。最初のレベルは、IT が将来

かかる監督は、問題を適時に識別・解決することを可能に

のビジネスを支援する方法に対応し、企業を競争優位に立

します。財務はこのレベルのガバナンスにおいて IT と連携

たせるような大規模な IT 投資を巡る規律を強化すべきで

することができます。

す。このレベルの IT ポートフォリオのガバナンスに対する
責任は、事業と CIO の間で共有されるべきです。CFO は、

当該プロジェクトのレベルのガバナンスモデルが効果的で

全社に対する IT 能力の効果的かつ効率的な提供における

あるかどうかを判断するには、以下の 3 つの質問を検討し

相互の利益のために役立つ効果的なガバナンス制度を

ます。

CIO が確立する上で、これを支援することができます。ガバ

1. 当該プロジェクトに割り当てられた技術専門家およびビ

ナンス制度の有効性を判断するため、CFO は以下の質問

ジネスユーザーは、適切な水準の専門知識を持ってい

を参考にすべきです。

るか？
2. 開発手法と統制環境はいずれも、システムを誤りやデー

• 自分（CFO）およびその他の経営メンバーは、IT 支出お
よび開発の優先順位の決定に関与しているか？
• 大規模な IT プロジェクトは文書化され測定可能な明確

タ上の問題から守るのに十分か？
3. 定期的な進捗報告書は、プロジェクトの進捗／コストを
示しているか？

な ROI を有しているか、また特定のプロセスの実行を改
善するか？
• 承認された IT プロジェクトは、自社の長期的なビジネス
と長期的な IT 目標の両方に役立つか？
• 自社の IT の取組みは、競争優位を生み出している（ま
たは少なくとも維持している）か？

加えて、2 つのレベルのガバナンスは補完的であるべきで
すが、その一方で CFO と CIO が、どのプロジェクトが長期
的であり、ポートフォリオのレビューを要求しているかを明
確に理解していることが不可欠です。加えて、事業が支援
していないその他の取組みがある場合、それらが価値を創
造していることを確認するため、それらをプロジェクトのレベ

2 番目のレベルのガバナンスは、個別のプロジェクトのため

ルでレビューする―そして価値を創造していない場合は見

に必要とされます。

送る―必要があります。しかし、全体的に、事業からの強
力な支援のない IT プロジェクトはほとんどないでしょう。
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価値創造の安定化

最後の重要なガバナンスの分野は、将来のアーキテク

共通のプロセス言語と強固なガバナンスを実施することに

チャが実際にどのようなものであるべきかに関連していま

より、ビジネスプロセスの観点からの現在および将来にお

す。IT においては、最終的にどのようなものになるかを理

ける IT アーキテクチャの評価の基礎を築くことができます。

解することにより、コストの超過および大きな失望を回避

貴社の現在の環境についてこの評価を行うには、5 または

することができます。しかし、この将来のアーキテクチャ

10 の重要なプロセスをベンチマークすることから始めます。

は、しばしば人により異なって見えます。例えば、貴社の

ここから、「I」と「T」の両方に重点を置いた質問を用いて、IT

ベンダーは「単一の ERP システム」のスローガンを提供す

がそれらの各プロジェクトをどの程度支援しているかを示す

るかもしれません。一方で、貴社の CIO は、結論を出すに

ヒートマップを作成します。

は早過ぎると考えているかもしれません。結局のところ、
貴社の特定の戦略を実行するために要求されるテクノロ

前述の通り、最初のレベルの質問は、各ビジネスプロセス

ジーは、まだ考案されていないかもしれません。

を裏付ける情報の質を取り上げています。例えば、「当該
情報は適時か？」「関連性があるか？」などです。2 番目の

CFO として、あなたは未知のソリューションや爆発的に大

レベルの質問は、事業が今必要としているものおよび将来

きいソリューションに資金を供給することが賢明かを判断

必要とするものを IT が提供できる能力を対象としていま

する必要があるかもしれません。貴社の現在のアーキテ

す。例えば、「当該テクノロジーは拡張性があるか？」「当該

クチャを進化させることの便益がすでに十分過ぎる場合に

テクノロジーが機能停止した場合、ビジネスプロセスおよび

は、これは特に重要です。あなたが解決することを選択す

組織全体にどのような影響を及ぼすか？」などです。

るシステムは、一般にしばしば追加的な便益として安定性
を提供します。そして、それらの特定のギャップを解決す
ることにより、貴社は将来のアーキテクチャの骨組みを作

プロセスのレベルにおける IT の能力および脆弱性のヒート

ることにもなるやもしれません。

マップを備えることにより、CFO と CIO は、解決を検討する
必要のある重要なギャップ、およびプロセスの改善を通じた
事業への影響を IT が主導できる方法に関し、共通の見解
を築くことができます。このギャップに対処するための支出
に先立ち、財務はプロセスオーナーおよび CIO と話し合
い、ビジネスプロセスにおける特定のギャップを改善するこ
との事業価値および費用対効果を判断すべきです。CFO
は、CIO とプロセスオーナーに対し、特定のギャップを解決
するのにどれだけのコストがかかるか、およびギャップに対
処しない場合にはどれだけのコストがかかるかを尋ねるべ
きです。機会費用は、IT 支出のガバナンスにおける極めて
重要な要素です。

IT に関わる切り傷や出血がおそらくあるだろうという現実
をあなたが受け入れるのであれば、反復的な改善のソ
リューションは企業が望み得る最高のものかもしれませ
ん。CIO の選択は、最適なシナリオ―全く新しいアーキテ
クチャ、または組織における安定性の向上を主導すること
のできるアーキテクチャ―を形作ることができます。抜本
的でもなければ世界水準でもないかもしれませんが、「非
常に良い」ことは時として「十分に良い」ことであり得るの
です。CFO にとっての資金供給の課題は、既存のシステ
ムの抜本的な見直しや交換の必要性に対して、「十分に
良い」ことがいつ機能するかを判断することです。
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