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はじめに

読者の皆様
皆さんに『Inside』最新号をお届けできて、喜ばしく感じております。
前号ではCCO、CISO、CRO、CIA、取締役会、取締役委員会に焦点を当て、ますます移り変わりが
激しく、不確実性が増す環境においていかにリスクを見越し、管理すべきかについて論じました。
事業体をいかに守るか、その方法について検討するという前号の狙いを踏まえて、組織がいかに
めまぐるしい日々に直面しているかについて掘り下げるべき時です。
この最新号では主として、最高執行責任者（COO）と最高人事責任者（CHRO）の果たす役割に関
するトピックに焦点を当てます。業界とデロイトのネットワークの両方からの幅広い専門家から寄せ
られた貴重な記事が掲載されています。金融セクターを中心に記事を構成していますが、私たちは
ヘルスケアや超国家組織など他の分野も決して見落とさず、長期にわたって関心を持ち、専門性を
蓄えています。デロイトの専門家たちが、重要な課題についての考察を記事にまとめています。
また、業界からは名だたるプロフェッショナルたちをお招きし、市場で生じているトレンドやイノベー
ションについてのご意見を頂戴しました。私たちの理念の中核を成すのは、デロイトの持ち合わせ
ている専門知識とお客様の知見です。わざわざ時間をつくって自らの経験と知見を本誌に進んで
紹介して下さった幅広い寄稿者の方々に、改めてお礼を申し上げたいと思います。
本誌はその規模だけでなく、内容も急速に成長しています。皆さんのプロフェッショナルとしての
日々や勤務環境、業界に影響を与える現在と今後のトレンドについて、ノウハウと意見を集約し、
共有する媒体が『Inside』です。今後のテーマや記事についての皆さんのご意見、ご提案をお寄せ
下されば幸いです。
本号をお楽しみ頂き、ぜひご意見をお寄せください。

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
デロイト
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パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

ジュリー・シェドロン
（Julie Chaidron）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

読者の
皆様へ

デロイトの『Inside』誌第4号 にようこそ！
本号は、ますます複雑さを増す環境の中で進化を遂げつつある、最高執行責任者（COO）と最高
人事責任者（CHRO）に特に焦点を当てています。金融危機後の世界は、とらえどころがありませ
ん。このような状況において、COOとCHROは今日、コストを低減しながらも自社の力量を高めなけ
ればならない、少なくとも現状のまま維持しなければならないという重圧に直面しています。
実際、競争が激しく、密接につながった今日の世界では、事業体はかつてないほど効率水準を高
めて事業を運営するよう迫られています。このため、本号では、COOとCHROの最終的な目標で
あるオペレーショナル・エクセレンスと効率的なターゲットオペレーティングモデルを取り上げま
す。オペレーションと、その基本となるプロセスの効率性は、事業体の日々のオペレーションの中
核要素です。この点においてアウトソーシングは、多くの業界で話題を集めています。このような
パフォーマンスへのあくなき追求は当然ながら、技術的な好機（クラウド、デジタイゼーション、リー
ガルアーカイビング、情報マネジメント等）と密接に関連しています。
今日では問題への対処が一筋縄ではいかず、時間がかかるようになっているため、規制上の新し
い制約（資金洗浄防止、テロ資金供与対策、腐敗行為防止、FATCAなど）を受けて多額のコストが
必要になっています。本号で紹介する専門家たちは、税額控除や還付申請支援によってこうした制
約を利点に転換できると説明しています。『Inside』誌本号では、制約を踏み台として利用してプラ
スの方向への変化が可能であると断言します。最後に、停滞は非効率を生みがちであるため、今
日のような移り変わりの激しい環境において企業は、変化を求めていくことが多分に必要になるだ
ろうと付け加えておきます。
本号を楽しんでいただけることを願っております。
ご関心とご協力に感謝します。

連絡先：
Basil Sommerfeld
Partner
Operations & Human Capital Leader
Tel: +352 451 452 646
Mobile: +352 621 496 065
bsommerfeld@deloitte.lu
Maxime Heckel
Senior Manager
Strategy & Operations
Tel: +352 451 452 837
Mobile: +352 621 268 956
mheckel@deloitte.lu

バジル・ゾンマーフェルト
（Basil Sommerfeld）
パートナー
オペレーションズ&ヒューマンキャピタルリーダー デ
ロイト

マクシム・ヘッケル
（Maxime Heckel）
シニアマネジャー
戦略＆オペレーションズ
デロイト

560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
www.deloitte.lu
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ヴィンセント・ガバヌーア
（Vincent Gouverneur）
パートナー
EMEAインベストメント
マネジメントリーダー
デロイト
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トーマス・ギーツ
（Thomas Gietz）
シニアマネジャー
エンタープライズリスクサービスイ ン ベストメン トマネジ メン トスイス税務報告
デロイト

ヴォルフガング・ケマー
（Wolfgang Kämmer）
シニアマネジャー
エンタープライズリスクサービスインベストメントマネジメントルクセンブルク税務報告
デロイト

アウトソーシング：絶え間ない状況変化
金融市場が進化し続けることに伴い、金融機関は変化の激
しい規制、利益率と業績への下押し圧力に対応すると同時
に成長し、利益を出し続けられるよう努力しています。金融
機関が成功するには、自身の業務モデルを見直し、規制改
革や競争上の動き、市場動向、ステークホルダーの高まる
期待による影響に対応していかなければなりません。銀行
が現在直面している主な課題は、以下に分類できます。
銀行業界の戦略的 課題
欧州危機の影 響 は 免れなかったものの、ルクセンブルクの
金融センターは世界的環境において今 も 主要プレーヤーで
あり続けています。
ルクセンブルクの銀行は戦略上の重大な課題に対処しなけ
ればならず、プライベートバンキングに従事するプロフェッシ
ョナルは、プライベートバンキングサービスにおけるルクセン
ブルクの主導的立場を固めるため、自己投資が再度必要に
なっています。また、海外との競争のみならず、従来型でな
い金融機関との競争激化にも対応しなければなりません。
資産運用会社および投資家サービス機関は、インフラや 規
制の 枠組み、競争状況における大きな変化に対して準備を
整える必要があるのです。

このような新しい環境で確実に競争力を維持するため、金
融機関は顧客に対する理解を深めるとともに、自身の製品
がもたらす価値とマーケティングを見直さなくてはなりませ
ん。
銀行業界の規制上の課題
国内外で絶えず進化し続ける規制が、銀行・証券業界を推
進していく大きな力となっています。
ル ク セ ン ブ ル ク で は 2013 年 5 月 に 経 済 協 力 開 発 機 構
（OECD）の税務行政執行共助条約（Multilateral Convention
on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters）を締
結し、これに続いて2015年1月1日までに情報交換が自動
化されると発表されました。これを受けて、金融機関の事業
運営に多大な影響がもたらされます。持続可能なビジネス
モデルは、透明性の上に構築しなければなりません。新し
い監督規則および監督機関の導入も、業界に対して広範
にわたって影響を及ぼす可能性があります。
このような規則をすべて導入すること自体も難題ですが、本
当の課題は規制をただ単に遵守するだけにとどまらず、規
制遵守に向けた投資を最大限に活用することにあります。
業務効率に関わる銀行業界の課題
戦略上、規制上の課題に的確に対応するためには、非の
打ちどころのない業務執行が必須です。業務効率の絶えざ
る改善は、銀行が最優先すべき事項です。持ちうるあらゆ
るツールを駆使して金融機関が自身のプロセスを最適化す
ること、コスト構造を管理すること、新しい業務モデルを探
求することが、現在、かつてないレベルで求められていま
す。
事業体や地域をまたいでオペレーションやITシステムを相
互活用する機会の分析、非中核業務のアウトソーシング、
およびリスク管理の枠組みとツールの改善などは、金融機
関が卓越性に至るための方策を見出せる分野です。

ルクセンブルクの銀行は、戦略上の
重大な課題に対処しなければなりま
せん。

7

アウトソーシングの価値を活かす
コンプライアンス上の課題を克服する
コンプライアンス部門に対する要求は急速に増大しており、
そうした要求に対応しきれない場合のリスクも高まっていま
す。企業が規制要件を遵守しなかった場合、法的制裁、同
意判決、訴追、責任を求める訴訟、事業戦略の失敗、レピュ
テーションやブランドの毀損を招く可能性があります。極端な
場合、規制を遵守しなければ企業の存続自体が脅かされる
ことにもなりかねません。

規制の数と複雑さが増し続ける中で人材不足が進行し、
営業費用の削減を求める株主の圧力が続いていることか
ら、ソーシング戦略の代替案を検討する絶好の時を迎え
ています。
コンプライアンス業務をアウトソースすれば、企業はコンプ
ライアンス上の要件に対処すると同時に自社の中核事業
と市場戦略に専念し続けることができます。
コンプライアンス業務のアウトソーシングとは？

コンプライアンスは、収益を生む業務ではありません。しか
し、企業のリスクを管理し、事業戦略を成功裡に実行するた
めの中核的な要素です。従って、多くの企業では、コンプライ
アンスの必要性から、大規模かつ拡大するコンプライアンス
部門を維持しており、これが営業費用全般を増加させていま
す。

金融機関は、コンプライアンス
業務をアウトソーシングするか、
それとも人材とIT資源に対する
投資をこれまで以上に必要とし
ても社内でコンプライアンス業
務を支えていくか、それぞれの
ビジネスケースを分析し、検討
しなければなりません。

コンプライアンス業務のアウトソーシングとは、コンプライア
ンスに関わる業務とプロセスを社内のコンプライアンス部
門以外にアウトソーシングすることであり、通常は国内外
のサードパーティープロバイダーやベンダーに委託するこ
とを指します。コンプライアンスプロセスは、自社または親
会社の傘下にある子会社などのキャプティブ組織あるいは
サードパーティープロバイダーに委託することができます。
完全所有キャプティブとサードパーティープロバイダーの間
には、幾つかのバリエーションもあります。
馴染みの薄い企業にとって、コンプライアンス業務のアウト
ソーシングは非現実的、または不可能とすら思えるでしょ
う。データのプライバシーや複雑な規制、報告精度、即時
対応力、インフラといった分野で課題があるため、当初はア
ウトソーシングの対象からコンプライアンス業務が除外され
るかもしれません。しかし、こうした課題の一部は実際のと
ころ、社外のスペシャリストのほうが効果的に対処できるた
め、コンプライアンス業務のアウトソーシングを支持する根
拠となります。課題に有効、かつ経済的に対処できるという
ことが、コンプライアンス業務のアウトソーシングの大きなメ
リットなのです。

コンプライアンスプロセスのうち、社内で手がけるべき
ものとアウトソースすべきものを選り分ける、選別的な
アウトソーシング戦略によって、企業のリソース配分を
向上させることができます。これは、アウトソーシング
の総体的な目標にも通じます。つまり、コスト効率の
高い実行モデル（delivery model）を介して高水準の品
質でかつ迅速に対応できるサードパーティーに業務を
委託することによって、社内のリソースを解放し、収益
を生み出す活動に配分することがアウトソーシングの
目指すところなのです。
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アウトソーシングの種類
コンプライアンス業務のアウトソーシングはナレッジプロセ
スのアウトソーシング（KPO）の一種であり、長年にわたり
一般に認められた実務として確立されているITアウトソー
シング（ITO）とビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）に
近年新たに加わったものです。KPOの業務は、ITOやBPO
に関する業務より複雑になる傾向があります。KPOでは、
業界知識や規制の理解、コンプライアンスの枠組み、バリ
ュエーション、保険数理上の実績やデータ解析といった知
識を用い、知識集約型の成果物を作成します。

図表 1：アウトソーシングがもたらしたコスト削減（実績と予測）
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企業は、適切なアウトソーシングプロバイダーと戦略的関
係を徐々に構築することができます。これはつまり戦略的
価値を付加する関係であり、単なるサービスの提供という
枠を超える価値です。たとえば、外部委託サービスのプロ
バイダーはイノベーションを促し、競争力を高めることがで
きます。自社の専門領域においてリーディングプラクティ
スを提供するだけでなく、顧客企業の経営者が本来の戦
略上の課題に集中できるようにすることも、同じく競争力
を高めることにつながります。
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出典：デロイトによる調査

なぜなら、経営者はアウトソーシングによって財務、人
事、ITなどの経営資源を他に振り向けられるだけでなく、
経営幹部の注意や「知的容量」を解放できるからです。ま
た、リーダーはより精力的に、かつ雑念にとらわれること
なく戦略課題を追求することができるようにもなります。
さらにアウトソーシングは、十分実証されている費用便益
ももたらします。デロイトの調査では、事業部門をアウトソ
ースした企業のうち、57％が10％以上のコスト削減を実現
しています。
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コンプライアンス業務のアウトソーシングを牽引する要因と

• コンプライアンス上の必要性に世界的規模で対処する：世
界的な金融機関は世界規模の人材プールを構築し、教育
するために相当規模の投資を行っています。これに加え
て、規制要件の差異に対処し、グローバルなコンプライア
ンス業務を成功に導くには、世界的な知識ベースと専門知
識の構築に向けた投資も必要です。

は？
アウトソーシングを行うという意思決定は、コンプライアンス
部門が直面している1つ以上の具体的な課題に基づいてな
されるものであり、その要因には以下が含まれます。

• 人材不足に対処する：規制遵守を巡って複雑さが増してい
ることに伴い、リスク管理のスキルだけでなく規制やコンプ
ライアンス業務に関する知識を有する人材が求められる
ようになりました。こうしたプ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人材は需
要が高いものの、供給が限られています。企業は人材教
育のために営業費用予算を引き上げたり、継続してコンプ
ライアンスを実現し、高い離職率に対処するために包括
的な人材プールを構築したりしなければなりません。

• コンプライアンスプロセスが最良の状態ではない：企業
は、コンプライアンスプロセスを予測可能にするため、改
善と合理化に力を入れたいと考えています。しかし、規制
情勢が絶えず変わっているため、コンプライアンスプロセ
スへの投資が後手に回りやすくなっています。このため、
コンプライアンスプロセスがリーディングプラクティスを踏
襲していないという問題が生じがちです。その結果、コン
プライアンス費用が膨らみ、品質低下と手戻りの可能性
が生じています。

• 技術とインフラへの投資：企業はコンプライアンス上の必

• 営業費用の増大：規制環境が大きく変化しているため、経
営資源に対する要求（人材、プロセス、テクノロジー）が増
大しており、これが営業費用に多大な影響を及ぼしていま
す。
コンプライアンス業務のアウトソーシングに適したビジネスケ
ースはどれか？
金融機関は、コンプライアンス業務をアウトソーシングする
か、それとも人材とIT資源に対する投資がこれまで以上に必
要となっても社内でコンプライアンス業務を支えていくか、そ
れぞれのビジネスケースを分析し、検討しなければなりませ
ん。コンプライアンスに関連するシステムと人材への需要が
高まっているため、コンプライアンス関連のインフラ維持費が
上昇しています。たとえ適度な資金を投入しても、社内のコン
プライアンス部門で適切な技量を備える人材が限られている
ため、金融機関におけるコンプライアンス業務のスケールア
ップが制限される場合もあります。

要性を満たすため、技術や関連インフラへの投資を絶え
ず続けています。現行の規制が変わり続け、新しい規制
が導入されているため、散発的かつ継続的にテクノロジー
への投資の必要性が生じています。

コンプライアンス業務を受託するプロバイダーは主として、サービスプロバイダーとして専門領域に特化し、システムも保
有しなければならないため、幾つかの点で社内のコンプライアンス部門より優位に立てる可能性かあります。
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検討事項

社内

アウトソーシング

コスト

固定

変動／低減可能

要員確保の柔軟性

限定的

適時に調整可能

能力／スキル

限定的

必要に応じて調達可能

業界知識のある人材の用意

限定的

即時に対応可能

トレーニングの影響

時間とコスト

なし

国外での課題（言語、各国の法規、出張に要する
時間とコスト）

多大

最低限

リーディングプラクティス

縦割り組織

包括的

変更スピード

遅い

先手を打てる

これに対して外部のプロバイダーは、主として規制当局の元
関係者や元コンプライアンス責任者を雇用して業界に即した
人材プールを構築し、維持することによって、コア・コンピタン
スとして求められる知識の蓄積に力を入れます。また、価値
に基づくコンプ ライアンス業務の受託サービスを提供する
際、プロセスの枠組みや他の顧客への類似サービス提供に
よって得られる知識、加速度要因を活用することもできます。
コンプライアン スをサービスとして提供するため、コンプライ
アンス業務のサ ービスプロバイダーは必要な人材や知識ベ
ース、業界知識、プロセスの枠組み、拡張可能なインフラ、グ
ローバル規模 のプレゼンスを構築し、維持していきます。自
らの経営資源を規制要件のモニタリングと理解に振り向け、
コンプライアンスに必要な費用を顧客基盤にわたって償却し
ていくのです。このため、コンプライアンス上の必要性にコスト
効率の高い方法で対応でき、経営資源をより価値の高い業
務に振り向けることができます。一言で言うならば、これが効
率的なコンプライアンス業務のアウトソーシングの仕組みなの
です。

業務効率の絶えざる改善は、銀行が
最優先すべき事項です。

課税権は、破壊する権限にあらず
パスカル・マルティーノ

エリック・センティ

ピエール-エチエンヌ・プーラ

（Pascal Martino）

（Eric Centi）

（Pierre Etienne Pourrat）

ディレクター

ディレクター

シニアマネジャー

戦略＆コーポレートファイナンス

クロスボーダー税務-グローバル

クロスボーダー税務-グローバル

デロイト

金融サービスインダストリー

金融サービスインダストリー

デロイト

デロイト

ルクセンブルクのプライベートバンキング業界は近年、ビジネ
スモデルの構造再編を迫る一連の課題に直面しています。
投資最適化に向けてますます助言を求めるようになっている
顧客に対して自らの魅力を維持するために、ルクセンブルク
のプライベートバンクは間違いなく差別化を図り、イノベーシ
ョンを進めなければなりません。

この文脈において、顧客の投資に関わる効率的な税務管
理はプライベートバンクが検討すべき本当の付加価値サ
ービスです。このような価値を提供する新しいサービスの
ひとつである「税額控除＆還付申請支援」について説明
する前に、ルクセンブルクの市場環境に影響を与えた最
近の変化について少し把握しておきたいと思います。

会計的に透明な環境への移行
複数のイニシアチブが2009年以降、欧州域内レベルにおい
ても、国際的なレベルにおいても銀行秘密取引の報告範囲
に影響を与え、今後さらに影響を与える見通しであるため、
ルクセンブルクは徐々に課題と好機にあふれる、会計的に
透明な環境へと移行していくことができます。

1 2003/48/EC
2 EUSDに基づく自動的情報交換は、利子が支払われた国以外のEU加盟国に居住する個人に支払われた利子に幅広く適用される。
3 2011/16/EU
4 OECDの租税モデル条約の第26(5)条（情報交換の条項）
5 http://www.impotsdirects.public.lu/conventions/conv_vig/index.html
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• ジャン＝クロード・ユンカー前首相は2013年の施政方針

• ルクセンブルクは2013年、要請に基づく情報交換および

演説において、ルクセンブルクは2015年1月1日からEU
貯蓄課税指令（EU Savings Directive、以下「EUSD」とい
う） 1に定められている自動的情報交換を実施すると発
表しました。これを受けてルクセンブルクの銀行は、
EUSDで見込まれている情報をルクセンブルクの税務当
局に提供することが義務付けられます。税務当局はそ
の後、入手した情報を受益者が居住するEU加盟国の税
務当局に内密に提供します2。新しく財務大臣に就任し
たピエール・グラメーニャ氏は2013年12月10日に開催さ
れたEU加盟国経済・財務相理事会（ECOFIN）におい
て、ルクセンブルクが自動的情報交換に移行するとの
意向を改めて示しました。

自発的情報交換に関しても、税務分野における行政間の
協力について定めたEU指令3を導入する法律（2013年1月
1日に発効）を採択しました。昨年末、このEU指令の残り
の部分を導入する法案がルクセンブルク議会に提出され
ています。これは、給与、役員報酬、年金および退職年
金の所得区分に限って、自動的情報交換を行うことにつ
いて定めています。

• リュック・フリーデン前財務大臣は2013年5月、ルクセン
ブ ル ク が 政 府 間 協 定 モ デ ル 1 （ Model 1
Intergovernmental Agreement、以下「モデル1 IGA」とい
う）に調印すると発表しました。これは、米国市民および
米国居住者がルクセンブルクに所有する銀行口座につ
いて、ルクセンブルクと米国の税務当局間で自動的情報
交換を行うことが定められています。両国間でIGAが署
名されないままであったとしても、ルクセンブルクの銀行
が税務情報を国内の税務当局に提出するため、それが
自動的に米国の税務当局に提供されると予想できま
す。

• 最後になりましたが、重要な点があります。2009年4月に
ロンドンで開催されたG20首脳会議を受け、ルクセンブル
クは現行の租税条約を改訂し、新しい租税条約に調印し
ました。ここでは、情報を発見する目的の調査の場合を
除き、銀行または他の金融機関が所有しているという理
由だけでは情報要請を拒否できないと定められています
4
。今日時点で、ルクセンブルクが調印した37の租税条約
はOECDの租税モデル条約5の自動的情報交換の条項に
準拠しています。
このような新しい環境において、プライベートバンキングの
集積地としてのルクセンブルクは、スイスをはじめとする他
の国際的な金融市場と直接競合するだけでなく、国内居住
者にサービスを提供し、富裕層を掴んで急速に成長してい
る母国のプライベートバンクとも競合することになります。プ
ライベートバンカーにとって、画期的な価値を提供するサー
ビスを構築することが、間違いなく必要になります。
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税額控除＆還付申請支援：税務はどのように顧客に価値を
もたらすか？
二重課税の問題について
国境を越えて投資が行われるたびに、投資から得られる所
得に対して二重に課税されるリスクがあります。最も一般的
な二重課税の問題は、同一所得に対して同一納税者が二度
課税される「法的二重課税」です。例えば、配当の場合には
まず源泉課税によって源泉国で課税され6、次に税法適用に
よって投資家の居住国で所得税として7課税されることが極
めて一般的です。

還付申請
ドイツ企業がルクセンブルクに居住する投資家に対して
支払う配当には原則として、26.375％の税率で源泉徴収
税が課される。
ルクセンブルクの投資家はドイツ-ルクセンブルク間の租
税条約に基づき、配当に対する源泉徴収についての軽
減 税 率 （ 15% ） を 適 用 す る こ と が で き 、 配 当 総 額 の
11.375％に相当する税金が還付される。
残りの15％は、ルクセンブルクの所得税控除として認め
られる。

二重課税は国境を越える投資を阻害し、投資収益に影響を
及ぼすことがあるため、各国は主に二重課税の撤廃ないし
低減を目指して二国間で租税条約の締結を進めています。

従って、多くの国は国外に支払う配当と利子支払に対して、
国内の税法で適用される規定税率を下回る税率を源泉徴
収税率として課すことに同意しています。このため投資家
は、規定税率と源泉課税税率の差異の部分について税額
控除を受けられます。言い換えると、所得の源泉国で生じた
源泉徴収の最終税額は、居住国で納付すべき所得税から
差し引かれることになります。
こうした租税条約税率の便益は支払時に前もって給付され
る（税額控除または源泉国における軽減措置）か、あるいは
事後に国内税務当局に還付を請求（還付申請）することになり
ます。税額控除の場合、投資家は、源泉課税の適用軽減税
率を差し引いた配当額または利子額を即座に受け取ることに
なりますが、まずは還付申請の場合に生じる国内の源泉徴収
税率がフルに適用され、還付請求後に税金還付を受け取るこ
とになります。
還付方法は、国によって異なります。例えばフランスはフラ
ンス国内で生じる配当について源泉国での軽減措置を認め
ていますが、ドイツは配当源泉徴収税の還付のみを認めて
います（源泉国における軽減措置は認めていません）。
業務上、組織上の課題

源泉国における軽減措置
フランス籍の企業がルクセンブルクに居住する投資家に
支払う配当には、原則として、30％の税率で源泉徴収税
が課される。
ルクセンブルクに居住する投資家はフランス-ルクセンブ
ルク間の租税条約に基づき、原則として配当に対する源
泉所得税の源泉国における軽減措置が認められ、最終
的な源泉徴収税率は15％に引き下げられる。
従って、配当支払時点でルクセンブルクに居住する投資
家が受け取る正味配当は、配当総額から最終的な15％
の源泉徴収税額を差し引いた額となる。
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税額控除／還付申請サービスの実施には、業務上、組織
上の課題が数多く絡むため、慎重に準備すべきです。こうし
た課題のうち、幾つかを以下に列挙します。
源泉課税税額表
プライベートバンキング業界で事業を手がける企業は顧客
に税額控除サービスを提供する前に、源泉国における軽減
措置または税還付を申請するために必要な情報をすべて
網羅した源泉課税税額表（以下、「税表」という）を作成しな
ければなりません。

ここには、投資先国それぞれについて以下の情報を含
めることが必要です。

• 証券種別ごとに予測される国内源泉徴収税率
• 投資家の居住国に応じて適用される租税条約税率
• 源泉国において軽減措置を受けられる可能性
• 還付申請期間
• 還付申請書の写し
• 源泉国における軽減措置と還付申請に必要なすべての
証憑の一覧
ここで重要なのは、この「税表」を常に更新し続けるととも
に、投資家の還付請求権に影響を及ぼし得る国内の税
法と租税条約ネットワークにおける改正点を捕捉すること
です。国内の税務専門家の大規模ネットワークへのアク
セスは、いかなる関連動向にも遅れないために必要不可
欠です。

顧客データ・情報を送信するセキュリティの高い方法
税額控除／還付申請サービスでは、国内の支払機関や外
部の税務サービスプロバイダーといった外部の関係者が顧
客データや情報を取り扱い、それら関係者と顧客データ・情
報を共有することが必要になります。このため、いついかな
る時点においても銀行が顧客データを完全に管理し続ける
ため、テクノロジーに裏付けられたセキュリティの高いソリュ

顧客のセグメンテーション

ーションを確立することが欠かせません。

もう一つの重要な要素は、このサービスを最上位層の顧
客のみに提供するか、もしくはより幅広い層に提供範囲を
広げるか、どちらの商業的アプローチを追求するかを決
めることです。この意思決定は、当然ながら、処理量に影
響を与えるほか、この事業に配分する社内外のリソースも
左右します。

アの利用が必須となります8。高レベルのセキュリティを確保
するためには、銀行と外部関係者との間での接続のセキュリ

例えば、こうしたデータを保護するためには暗号化ソフトウェ

ティの確保も必要です。処理量次第ですが、顧客データ・情
報への容易かつ一元管理されたアクセスを安全な環境で提
供するには、セキュリティを確保したデータ共有プラットフォー

銀行システムから抽出した顧客データに基づいて費用対
効果分析を行い、顧客当たりの請求可能な金額を決定す
ることが必要です。つまり、コストが還付予想金額を下回
る請求額です。銀行が税額控除／還付申請の機会を迅
速に特定し、税額控除サービスで国内支払機関が求める
情報と文書をすべて収集開始し、国内税務当局に提出す
る還付申請を準備できるようにするためには、この費用対
効果分析を自動化することが不可欠です。税額控除サー
ビスを多数の顧客に提供する場合には、この自動化がい
っそう重要になります。

ムが必要になる場合もあります。
プライベートバンキング業界は厳しい時代に直面しているも
のの、荒波の中を巧みに舵取りするチャンスが十分ありま
す。税額控除／還付申請サービスでは業務上、組織上の影
響について把握し、税務情報を手際よく管理していなければ
なりません。しかし、顧客に際立った付加価値サービスを提
供すれば、顧客は税金還付という恩恵を手にして、投資ポー
トフォリオに対するリターンを改善することができます。
「課税権は破壊する権限である」とは、誰の弁だったでしょう
か9。

6 源泉国は、証券発行体の国と定義できる。例えば、ドイツ籍の企業が支払った配当またはドイツ国債の金利の源泉国はドイツとなる。
7 居住国は、個人が居住している国と定義できる。つまり、居住場所があり、一般に日々の休息時間を過ごす場所がある国を指す。租税条約で

は、個人の居住国を決める具体的な指標を定めている。
8 プリティ・グッド・プライバシー（PGP）など。
9 ジョン・マーシャル連邦最高裁判所長官が1819年、マカロック対メリーランド州事件の最高裁判所判決において述べた。
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投資ファンド業界が
直面する情報管理
という業務上の課題
マクシム・アーツ
（Maxime Aerts）
最高執行責任者
ファンドスクエア

投資ファンドはその性質上、金融
商品です。商品である以上、規則
を遵守する義務があり、顧客への
販売が企図されています。従って、
その特質の説明には、法的義務と
商業的義務が関係します。
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製品情報は、情報伝達や使用法のために集約して提供さ
れるべきものです。従って、正確な情報を配布するために
は、この情報内容をどのように取り扱うかが重大な意味を
持ちます。規制当局は透明性を高め、ひいては投資家を
保護するために投資ファンドの法的枠組みを強化していま
す 。 UCITS( 譲 渡 可 能 証 券 の 集 団 投 資 事 業 指 令 ) や
MiFid(金融商品市場指令)、AIFMD(オルタナティブ投資ファ
ンド運用者指令)、PRIPS（リテール投資商品パッケージ）な
ど数多くの規制が目指しているのは、商品に関するより良
い情報提供を投資家に対して行うことだけではありませ
ん。投資家自身、そして投資家の金融商品への投資力に
ついて、プロフェッショナルな業界関係者に対して、より良
い情報提供を行うことも目指しています。
情報提供が重要なのは、以下の2つの理由に拠ります。
1つは規制を遵守するため、そしてもう1つは、投資ファンド
が商業目的の商品であるがゆえに、認知度を得るためで
す。従って、情報管理はファンド運用会社にとっても、顧客
名義で取引を行うファンド販売会社にとっても課題となって
います。
投資信託会社は日常的に投資商品を組成、運用、取引し
ています。情報の管理と提供は、3つの異なる理由によっ
て必要です。

• 選択した市場でファンドを登録し、販売するために規
制当局に届出を行うため
• 商品ポートフォリオの変更点について、商業上必要な
情報を販売会社ネットワークと投資家に伝達するため
• 新規顧客の獲得に向け、マーケティング上で必要とな
るため
業務上の課題は山積みであり、情報を伝達する以前にも
存在しています。
ファンドを特定するデータの定義や範囲について一般的指
標となる基準がないため、どのような種類の情報を管理対
象とするかが第一の課題です。関連する静的データの範
囲を定義し、合理化することを目指して、ファンドプロセシン
グパスポートやFundXMLといった幾つかのイニシアチブが
業界内でスタートしています。前者は結局、始動には至ら
ず、後者は市場慣行となるほど幅広く活用されてはいませ
ん。こうした状況を招いている原因は情報の集約と更新の
自動化が難しいという点に加え、すべての情報を確実に揃
えることが難しいという点もあります。

情報フォーマットは、コストのかかる課題
です。情報の受け手の中には、自社の統
合プロセスを自動化するため特定のフォ
ーマットを指定するものもいます。
特に難しい点が幾つかあり、ファンドコード（ISINのほか、
CSSFコード、Qsip、WKN等）をはじめとする「識別コード」
や、いまだ整備されていない取引主体コード（LEI等）がそ
の好例です。
第二の大きな課題は情報の更新です。新規商品や改定し
た商品の販売に影響を及ぼすため、市場に反映されるま
でに要する時間が重要になります。弁護士や監査人、プロ
モーター、セントラルアドミニストレーター、そして当然なが
ら認可を交付する規制当局など、このプロセスに関わる複
数の当事者間のスムーズな連携が必要です。目指すべき
は、可能な限り迅速にデータと文書を揃えるようにすること
です。
情報フォーマットは、コストのかかる課題です。情報の受け
手の中には、自社の統合プロセスを自動化するため特定
のフォーマットを指定するものもいます。販売プラットフォー
ムや主要販売会社、データベンダーなどがこれに該当しま
す。投資信託会社にとっては、これはつまり、技術的（xml、
csv等）あるいは内容的（情報の範囲やレイアウト）にそれ
ぞれ大きく異なる特定のファイルフォーマットを生成し、送
信することを可能にするテクノロジーやスキルが必要だと
いうことです。
内容とフォーマット以外にも、受取人リストの管理が一筋縄
ではいきません。というのも、一部の商品では、特定の文
書バージョンを送信しなければならないからです。例えば、
ファンド販売先の国の言語でKIID（主要投資家情報文書）
を送信しなければならない場合もあれば、AIF(オルタナティ
ブ投資ファンド)文書の送信が必要なのは一部の投資家の
みということもあります。送信する場合やウェブサイトに掲
載する場合ですら、情報へのアクセスをコントロールし続け
る必要があります。つまり、後者の場合にはウェブサイトへ
のアクセス自体をコントロールしなければならないのです。
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送信した情報の完全性を考えると、その使用法も問題にな
ります。それがどう使用されるかは受け手のプロセス次第で
あり、投資信託会社が管理できる範囲を超えています。送
信された情報が正確かつ適時に表示されるという保証はあ
りません。情報の送信には投資信託会社の管理が及ばな
いため、データベンダーなどによる情報の再使用も問題に
なる可能性があります。
同時に、販売会社も類似の課題に直面します。販売会社は顧
客に推奨する商品の資料と情報を入手し、最新のものにして
おかなければなりません。ファンドに関する資料は投資信託
会社が自社ウェブサイトに掲載しているため、容易に入手で
きる場合が多くなっています。しかし、投資信託会社から最新
情報などを直接入手することは往々にして複雑で、コストがか
かります。投資信託会社が情報提供に積極的であるとは限ら
ないためです。投資信託会社から確実に最新情報を手に入
れるためには、販売契約を結ぶことが往々にして賢明な方策
です。
情報に直接アクセスしたり、情報を受け取ったりすることが
出発点ですが、これが常に可能とは限りません。自社のデ
ータベースを拡充する実用的な方法はたいてい、データベン
ダーを介してポートフォリオ全体または一部の情報を入手す
ることであると認識されています。
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いずれの場合にも、情報の対象範囲、技術的フォーマット、
一元管理と品質チェックの必要性から問題が生じています。
こうした業務が必要なのは、以下の理由に拠ります。

• 最終顧客への情報提供は、顧客への情報開示という
法的義務と、適切な助言を提供するという倫理的義務
をともに果たすために行われます。販売会社は（割戻
報酬（retrocession）契約をファンドと結んでいるにもか
かわらず）自社への見返りが大きい商品を推奨しがち
であり、後者をおろそかにすることが多々あります。消
費者保護を企図する新しい規制が、透明性向上やこう
した慣行撤廃を目指しています。

• ファンドの代行機関が受け入れ可能と思しき取引を設
定するうえで提示しなければならない関連情報（投資
家区分や販売先の国、締切時間、受入通貨、投資制
限に関する情報など）を確実にすべて揃える必要があ
ります。
情報管理は、取引に関わる両当事者にとって、法的義務で
あると同時にビジネス上の義務でもあります。しかし、関係
者が多数存在し、多種多様なフォーマットが関与しているた
め、情報管理のプロセスは複雑でコストが膨らみがちです。
以下に、複雑なこのプロセスを簡略化したスパゲティモデル
を示します。

こうした状況から、ファンド業界ではありがちですが、データ
の収集や管理、配布、あるいはそのすべてを手がける、便
乗サービス提供事業者が出現しており、こうした非効率性に
乗じて利益を得ようと狙っています。
サービスプロバイダーが多数現れ、サービスの範囲や収集・
配布する情報の範囲・フォーマットが当然ながら均一ではな
いため、一層複雑さが増しています。こうしたサービスを利
用している顧客は、複数のサービスプロバイダーによるサー
ビスを組み合わせると同時に、特定の関係当事者に直接接
触するほかはなく、このために複雑さがさらに高まるばかり
か、当然コストも上昇するという事態を招いています。こうし
たコストは、直接的、間接的にかかわらず、ファンドの運用
成績に影響を与えて投資収益が圧迫される結果となるた
め、最終的には投資家の負担となるのが常です。

情報提供が重要なのは、以下の 2 つ
の理由に拠ります。規制を遵守する
ため、そして投資ファンドが商業目的
の商品であるがゆえに、認知度を得
るためです。

規制当局は情報管理の分野にはまだ注目しておらず、コスト
上限を課したり、例えばクロスボーダーの証券決済システム
「ターゲット2証券」（T2S）のようにコストを固定したりといった
策には乗り出していません。このような状況は目新しいもの
ではなく、標準化を目指すイニシアチブがすでに幾つかスタ
ートしています。これまでのあらゆるイニシアチブの主な問題
点はたいてい、導入が義務付けられなかったために多くが
「様子見」に終始した結果、業界に根づいて広く用いられる市
場標準を形成するために必要なクリティカルマスに達するこ
とができなかった点にあります。この状況が変わることを期
待します。一部の市場はこの状況に着目し、イニシアチブに
着手しようとしています。例えばフランスでは、定められた範
囲とフォーマットに基づく「市場照会」（market referential）を
義務付けることが業界で検討されています。これは業界の合
理化とコスト制限に向けた一歩として優れており、奨励してい
くべき動きです。
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資産運用会社のオペレーショナル・
エクセレンス、強力な連携が実現の
カギ
ジョーディ・ミゲルブリンク
（Jordy Miggelbrink）
デロイトOB

2013 年 5 月にデロイトが発行した『パフォーマンス』誌では、大
きく変わりゆく経済情勢、規制情勢、投資環境に適切に対応
し、次なる 10 年を生き抜くための体制が整った資産運用会社
にはどのような特質があるかについて論じました。私たちは、資
産運用会社が投資戦略と投資理念に対する取り組みを最適化
することが必要であると考えます。これを効果的に実現するに
は、自社のオペレーション（取引）処理環境の継続的な改善プ
ロセスを推進しなければなりません。

トレードサイクル管理に向けた変革戦略を最良のものにするには、事業オペレーションに特化
したサポートや拡充したサポートを提供できるパートナーとの長期的な相互協力関係に力を
入れるべきとの結論を導き出しました。このアプローチを活用すれば企業は、激動する投資環
境がもたらし続ける複雑な課題を解決するために最良の体制を整えることができます。
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求められる透明性の向上

現行オペレーションの「出発点」

EMIR（欧州市場インフラ規制）をはじめ、今後導入される規
制では、取引が生じたその瞬間を起点として、事前に設定さ
れた期間内に取引を報告するよう義務付けられます。保険
セクターの規制（ソルベンシーII）も、間接的に資産運用会社
に影響をもたらします。このような規制拡張によって、透明
性向上、実証可能なリスクベースのモデリング、「ルックス
ルー」報告機能の改善を実現するために、業務手続を変更
することが資産運用会社に求められています。資産運用会
社は規制要件で求められる透明性の向上だけでなく、変化
する投資家の要請にも対応しなければなりません。情報要
請は短時間での対応が求められる場合もあり、資産運用
会社の業務処理に負担がかかります。投資家の求める期
限内に正確かつ完全な情報を入手できなければ、資産運
用会社が窮地に陥りかねません。潜在的投資家のデュー
デリジェンス・プロセスにおいては、資産運用会社が業務
上、どのように取引処理を行っているかも徐々に調査の対
象に加えられています。

資産運用会社の利益率改善に向けて、システムと業務プロ
セスの両方を標準化するために市販のトレードサイクル管
理ソリューションを選ぶケースが増えています。これらソリュ
ーションを使えば、ストレート・スルー・プロセシングの導入
比率が上昇し、透明性が向上します。
しかし通常は、ソフトウェア・ソリューションを導入してサポ
ートできる業務プロセスは（ほんの）一部に限られます。こ
のため、上流または下流の処理を考慮せずに新機能を追加
したり、既存のレガシーシステムの上に、または並行して新
機能が搭載されたりという非効率が生じます。トレード管理
サイクル全体を効果的にサポートするために市販の標準化
されたソリューションを複数導入すると、追加のソフトウェアラ
イセンス料が生じたり、これに関連する業務コストが嵩んだり
する結果となります。
このアプローチは導入が複雑で業務コストが嵩むという点
を除いても、知名度の高いソフトウェアベンダーの多くが自
社の市販ソリューションでは業務プロセス全体の課題を予
測し、対応することができなくなっているようです。ベンダー
は自社の「標準」製品の変更や調整に消極的である場合が
あり、このため、資産運用会社は自社特有のソリューション
を模索しなければなりません。これによりサポートツールの
導入の重複、システム間で必要となる照合作業の増加を招
きかねず、これに応じて業務リスクが増大します。
導入事例

社内のトレード管理サイクルのプロセス
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資産運用会社は、「受注管理」、「コンプライアンス」、「トレ
ーディング」の機能に対してはある特定のソリューションを
導入する一方、「会計」や「データ管理」、「決済」といった機
能には2番目、3番目とソリューションを導入することが珍しく
はありません。このため自社内の異なる部署でシステム間
のデータ転換が複数回行われ、業務上のインシデントを招
く要因となっています。例えば、資産運用会社は取引執行

戦略的資産運用

ビジネスの視点

プロセスの視点

を反映する際に、部署や導入されたソリューションに応じて
「BU」「BO12」「Opening」「BUY」といったトランザクションコー
ドや数値コードを割り当てている場合があります。
インシデントへの対処が完了しているとしても、結果として資
産運用会社は自身の取引ポジションに関して不確実性にさ
らされるため、決済の正確な予測やカストディアンが保有す
る証券や現金の検証に影響を及ぼします。
また、技術的観点から見れば、複数のレガシーソフトウェア
をサポートすることはかなりの難題です。1990年代初期に開
発されたものを中心として、レガシー技術はリアルタイム情
報やWebベースの報告機能といった今日の要件に徐々に対
応できなくなっています。
戦略は「シンプル」であるべき
これまで述べてきた事例から、資産運用会社の業務プロセ
スは、エラーや脱漏を最小限にとどめるという目的に沿っ
て、より迅速によりスマートに機能しなくてはいけないことが
わかります。この戦略的目標を達成するまでに存在する無
数の課題は、スペシャリストや知識豊富なパートナーとの緊
密かつ長期的な連携を築くことで対応しなければなりませ
ん。取引環境においてデータ品質を保護し、先手を打って処
理エラーを未然に防ぐという目的は、余計な照合作業や社
内報告、モニタリングの必要性を低減してくれます。
技術的視点、ビジネス的視点の双方から見て、戦略的なア
プローチが望まれます。トレード管理サイクルのあらゆる側
面を自社の1つのソリューション、１つの投資戦略、1つの投
資理念に合わせて最適化することで、アーキテクチャの中
核を形成すべきです。ビジネスプロセスをある決まったソリ
ューションに適応させるのではなく、ソリューションをビジネ
スに合わせて構築すべきです。

技術的視点

システム

資産運用の業務環境を「1つの」サイクルとしてみなし、同じ
事象を異なる視点から見て再利用すべきです。このアプロ
ーチ無しには、完全なロードマップを設定することはできま
せん。つまり、フロントオフィス機能からバックオフィス機能に
至るまで、相互の関係性を考慮しなければ、リソースを消耗
する不要な課題がもたらされることになります。総合的なトレ
ード管理サイクルは、あらゆるデータがエントリー時点で検
証されるよう、終始一貫した設計でなければなりません。機
能上の例外処理は、サブシステム・コンポーネント間の各イ
ンターフェース上で都度修正するのではなく、カプセル化し
た１イベントとして管理しなければなりません。

効率性をいっそう高めるため、
資産運用会社は次第に業務
支援部門を共有したり、専門
のパートナーに汎用性の高い
業務部門をアウトソースしたり
するようになっています。

23

社内のトレード管理サイクルのプロセス

最適化されたトレード管理サイクルのプロセス

社外のトレード管理サイクルのプロセス

補完的な連携：合算値を上回る効果

画期的な専門（ソフトウェア）パートナー

パートナーへのアウトソーシング
効率性をいっそう高めるため、資産運用会社は次第に業務
支援部門を共有したり、専門のパートナーに極めて汎用性
の高い業務部門をアウトソースしたりするようになっていま
す。こうした副次的な業務プロセスは通常、資産運用会社
間の差別化を図るものではないため、技術、職員および不
動産に関わるコストが低減できる可能性があります。

トレード管理サイクルを全社的な1つの業務プロセスとして定
義すると、資産運用会社はフロントオフィス、ミドルオフィス、
バックオフィス環境の様々な時点において必然的に生じる事
象を特定できます。前述の「取引執行」の事例では、資産運
用会社はデータが最初に取引サイクルに入力された時点で
データの不一致を特定できます。このため、潜在的なエラー
を最も早い段階で識別することが可能となり、業務プロセス
のずっと先で問題が発生することを未然に防ぐとともに、決
済の正確な予測品質を改善することができます。このような
戦略は資産運用会社の業務リスクを低減し、業務プロセス
のコストを確実に管理できるため、プラスの効果を直接もた
らすことになります。

様々な顧客と業務上で関わった経験から言えるのは、委託
先のパートナーが日常業務を開始する前にトレード管理サ
イクルのプロセスを最適化しておかなければ、業務リスクや
財務リスクは低減できないということです。最適化しなけれ
ば、処理手続の場所が変わるだけで実質的に何も変わら
ないのです。
さらに規制では、外部に委託した場合でも、その職務につ
いての責任が資産運用会社に残ると定められています。こ
のため、処理エラーのリスクのアウトソーシングという選択
肢はありません。処理エラーは実際、金融取引や財務諸表
の報告の正確性、完全性、適時性に悪影響を及ぼしかね
ません。差異が生じた場合、資産運用会社がそのエラーお
よびあらゆる是正措置の特定、調査、説明の管理しなけれ
ばなりません。このため、委託先が業務プロセスの実施を
管理できていることを確認するため、追加的な照合プロセ
スを導入する必要があります。
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現行の標準化された市販のレガシーソリューションでは、「信
用危機」後の新しい資産運用環境がもたらす膨大な課題に
対応できません。また、金融市場がこれまで以上に複雑にな
っていることを踏まえると、資産運用会社は効率の悪い業務
プロセスに気をとられることなく、自社の主要目標に全面的に
注力すべきです。資産運用に特化したソフトウェアパートナー
と強力な相互協力関係を築けば、資産運用会社の役割と組
織体系を強化できます。専門知識と柔軟性を備え、資産運用
会社のニーズを評価する能力とともに技術と機能に関わる最
新の視点を持ち合わせたソフトウェアパートナーが、資産運
用会社に、今日の複雑な資産運用業界において成功するた
めの絶好のチャンスをもたらすでしょう。

結論
資産運用業界における幅広い市場経験に基づき、私たち
は資産運用会社が日々の業務において遭遇している課題
を認識しています。成功への最大のカギは、トレード管理
サイクルを強化し、よりスマートに業務を行い、データに関
連する事故を最小限に抑制することによって、資産運用会
社が投資戦略に専念してもらうことです。
こうした課題に対応するには、長期的にコミットする、専門的
パートナーと強力かつ相互的な協力関係を築くことが欠かせ
ません。取引ポジションに関する正確な情報に適時かつ全
面的にアクセスできる状態を基盤として資産運用の業務プ
ロセスを実現すれば、的確な投資判断を促すとともに、絶対
リターンをもたらし、長い目で見れば資産運用会社の顧客
に恩恵がもたらされます。

アウトソーシングの選択は効率性を一段上に引き上げ、ト
レード管理サイクルの予算を圧縮することにつながる可能
性があります。しかし、トレード管理サイクルが最適化され
ていなければ、「絶えず変わり続ける市場環境のなかで生
き残るためにはアウトソーシングだけで十分か」、「今後起
きる変化に対して委託先が適切に対応できるか」という疑
問が残ります。外部に委託した機能に対する責任は資産
運用会社に残り、結果として生じるリスクの責任も資産運
用会社が負うことになります。投資業界の絶えざる変化と
業務情報の管理技術の絶え間ない発展を考慮すると、資
産運用セクターは画期的なソフトウェアプロバイダーとの
強力かつ長期的な相互協力関係の構築に向かって移行し
ていくものと思われます。このような戦術的アプローチによ
り、技術的、機能的にも最上位のソリューションの導入を最
適化できるはずです。

これまで述べてきた事例から、資産運用会社の業務プロセス
は、エラーや脱漏を最小限にとどめるという目的に沿って、より
迅速によりスマートに機能しなくてはいけないということがわか
ります。
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特殊デポジタリ
好機と課題のはざまで
ベンジャミン・コレット
（Benjamin Collette）
パートナー
戦略&コーポレート
ファイナンス・リーダー
デロイト

マーティン・ボック
（Martin Bock）
ディレクター
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
ディレクター
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

ジュリー・シェドロン
（Julie Chaidron）
マネジャー
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

オルタナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）は、
オルタナティブ投資の世界を一つ屋根の下に統合する
重要な規制です。
AIFMDの最重要項目の1つは、資産を保管するデポジタリの
義務と責任を網羅する、一連の広範な規制要件です。これ
らの要件は、オルタナティブ投資ファンド（AIF）資産の保管委
託やかかるサービスプロバイダーの選定・モニタリング、デ
ポジタリが保管する金融商品が消失した際の全面的責任を
伴う資産管理に関して、条件を大幅に強化しています。
AIFのデポジタリを務めるということは、かなりの変化と課題
に直面することを意味しますが、同時に、ますます複雑にな
り、要求事項が増えつつあるこの業界で新しいビジネスモデ
ルが出現する素晴らしい好機でもあります。本稿では、いく
つかの課題と好機を浮き彫りにしていきます。
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幅広い資産ユニバース
AIFの対象となる投資のユニバースを牽引しているのは、あ
りきたりでない、多種多様な資産タイプに投資したいという
投資家の投資意欲です。こうした資産の多くは、実際には、
金融商品ではありません。
特殊デポジタリにとっての好機と課題について検討する場
合、資産クラスの性質を把握することが重要な出発点となり
ます。また、デポジタリの一般的義務は、AIFが保有してい
る資産が金融資産か非金融資産かによって異なり、これら
2つの資産クラスの境界線は見かけほど明快ではありませ
ん。従って、デポジタリと資産サービサーはこうした定義に
関する理解を微調整し、明確に区別するのが賢明です。

デポジタリの義務
金融資産に対する義務：

定義：

• 資産を適切に登録する

金融資産とは、譲渡可能有価証券の概念が示す
通り、所有権原である。従って、かかる所有権原
は証書が発行される場合も、発行されない場合
も、いずれにおいても保管可能である。

• 正確な記録を維持し、口座の分別管理を行い、特に
AIFの金融商品と現金との一致を記録する

• 第三者の委託先を含め、デポジタリ内部の口座と記録
を定期的に照合する

• 保管する金融資産に係る正当な注意と高水準の投資
家保護を確実にする

「全面的」保管

• 保管チェーン全体において関連する保管リスクを評価、
モニタリングし、特定した重大なリスクをAIFMに通知す
る

• 市場は現在、この定義を明確化しようとしてい

• 不正、管理不十分、登録不適切、過失によって生じる資

る。

産または資産に付随する権利の消失や減少のリスクを
最小限に抑制するため、組織的に適切な仕組みを導入
する

• この定義はなお明確さに欠けるため、導入のた
めの指針も必要になる。

• 資産について、AIFの所有権、またはAIFの代理として
のAIFMの所有権を検証する
非金融資産とは所有の契約または権利であり、
契約に基づく所有権移転もしくは譲渡可能証券の

非金融資産に対する義務：

• デポジタリによって保管されず、適切な第三者事業体
に部分的に保管を委託する

• AIFの資産について、所有権を検証する
• AIFの資産について、記録を保持する
• AIFMの指示を照合する

発行されない財産に対して権原を付与する権利
所有権の検証

が根拠となる。このため、かかる契約を物理的に

＆記録保持

どこに保管すべきか、その妥当性に関するいかな
る概念より、かかる契約または権原の存在のほう
が運用可能な概念である。
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複雑さにようこそ
非金融資産はその性質上、多種多様であり、それぞれに固
有の特質があります。非金融資産の範囲は、実質的に無
限と言ってもいいでしょう。
このような多様性に伴い、デポジタリがいついかなる時もか
かる資産の所在を把握し、かかる資産についてAIFが全面
的所有権を保有しているか、安全に保管されているかにつ
いて確認するには、飛躍的とは言わないまでも、確実に複
雑さが増しています。
例えば、競走馬はどのように購入するのか、その所有権を
安全確実に検証するには、どうすればよいのか。取引には
どのような中間業者が関与し、裁判上証拠として認められ
るような中央管理されている公的な登録制度はあるのか。
これは、国によってどう異なるのか。権利証に記載されてい
る競走馬が、目の前の馬舎にいる競走馬だと確認するに
はどうすればよいのか。競走馬の価値を維持するために
は、どのように世話をすればよいのか。

適切で、なおかつ、競走馬の保護にふさわしい馬舎はどれ
か、競走馬の逃走や怪我、病気を防ぐため、その馬舎を監
視するにはどうすればよいのか。かかる競走馬の価値はど
のように決められるのか、価値に影響を与え、価値の再評
価が必要になる要因はどのようなものか。
当初は金融商品を想定していた考え方、取得プロセス、記
録保持プロセスは何から何まで、このような資産クラス向け
に調整しなければなりません。投資家は最終的にはデポジ
タリのデューデリジェンスに相当する調査から恩恵を受ける
べきであり、それは対象資産が金融商品であるかどうかに
関係ありません。
こうした疑問に対する答えは明白のように思えるかもしれま
せんが、実際にはそうではありません。バリューチェーン全
体において、AIFMDで定められている資産のデポジタリとい
う概念に沿って、プロとしてふさわしい方法でこのような疑
問に対処するには、高度に専門的なサービスプロバイダー
の徹底した理解および資産クラスの特殊ニーズに完全に適
合した盤石のプロセスが必要になります。デポジタリの具体
的な要件に対応するには、大規模銀行も小規模企業も同
様に、業務上のかなりの課題に直面するでしょう。

オルタナティブ投資資産バスケット

購入

所有権

所有者は誰か？

どのように
保管すべきか？

売買方法は？

資産評価方法は？

資産タイプは？

法的体系は？

保有

監督

売却

デポジタリ
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• 当該資産は、保管可能か。
• 取引には通常、どのような中間業者やエージェントが関わるか。
• 当該資産は一般的に、取引時点で生成されるか。あるいは譲渡した時点
で生成されるか、双方ともに可能か。
• 取引は通常、どのように文書化されるか。
• 譲渡の場合、当該資産はどこで取得できるか。取引以前に確認が推奨さ
れる場合、どのような所在確認や所有権の確認が望ましいか。
• どの段階で支払いが必要になるか。
• 取引成立は、どのように立証できるか。
• 取引が成立し、何らかの文書が提供される場合、一般的に提供される確
認書／報告書／通知書はどのようなものか。
• 所有権は、公的記録によって立証できるか。
• 所有権を単独で立証する場合、どのように立証できるか。
• 所有権を私的記録で立証する場合、ほかにどのような安全策が推奨され
るか。
• 当該資産には、原ファンドの構造／条件とは関係なく、所有権の立証頻度
が特に定められているか。
• 取得とは異なる方法で売却が行われる場合、取得時点とは当事者とプロ
セスが逆転する以外に検討すべき要素はどのようなものがあるか。
• 売却取引が成立し、何らかの文書が提供される場合、一般的に提供され
る確認書／報告書／通知書はどのようなものか

新しい PFS 区分の出現…
金融資産を取引し、所有権の所在を常に明確にすること
は、金融機関にとって日常業務の一部です。しかし、AIFMD
環境の下で課された義務を果たさなければならないデポジ
タリにとっては、非金融資産の純然たる多様性が数多くの
課題と複雑さを生み出しています。実際、非金融資産に関
しては、スペシャリストの起用が必要です。
AIFMDでは、一定のAIFのデポジタリに、必ずしも銀行また
は投資会社に限らず、専門事業体を選定する選択肢を加
盟国に対して認めています。
2013年7月12日の法律によってAIFMDがルクセンブルクで
国内法制化されたことを受け、ルクセンブルクはこの選択権
を 行 使 し 、 1993 年 4 月 5 日 の 金 融 セ ク タ ー 法 （ Financial
Sector Act ） に 特 殊 PFS （ 金 融 セ ク タ ー 専 門 事 業 者
(Professional of the Financial Sector)）という新しい区分を
設定しました。この新区分は「金融商品以外の資産を預か
る専門デポジタリ」、通称「特殊デポジタリ」と呼ばれていま
す。このため、第26-1条が金融セクター法に追加されまし
た。

非金融資産クラスが多様性があるように見えるかもしれま
せんが、それと同様に一連の共通のニーズもあり、ここに
特殊デポジタリが関係してきます。つまり、適切に登録さ
れ、文書化されている当該資産に対してAIFが明確な所有
権原を保有していることを確認すること、そして何より、価
値を保全するために当該資産が安全に保管されるように
取り計らうことです。当然ながら、競走馬の価値保全は高
級ワインの価値保全とは全く異なり、法的要件に沿って安
全に保管されるよう取り計らうには全く異なる知識とインフ
ラが必要になります。
さらに、AIFが特別目的事業体（SPV）を通して資産を間接
的に保有するような複雑な金融工学アプローチが採用され
ている場合、特殊デポジタリが果たすべき職務は往々にし
て複雑さを増します。
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… デポジタリ選定に関して、AIF に複数の選択肢を提供

資産タイプとデポジタリ選定の可能性
デポジタリ
資産タイプ

資産の例

資産サービシングを
専門に手がける
大手プレイヤー
高

金融資産

株式
債権
集団投資スキーム持分

非金融資産

プライベートエクイティ
不動産

中

低

ニッチプレイヤー

低

中

高

特殊デポジタリのライセンスを設けたため、デポジタリ選
定に関して AIF に複数の選択肢がもたらされただけでな
く、金融機関は自身のビジネスモデルを再考するよう迫ら
れることとなりました。特殊デポジタリは AIF によって直接
任命されるか、あるいは AIF の単一のデポジタリの代理と
して機能することが可能です。しかし、任命する場合に
は、特別投資ファンド（SIF）、リスクキャピタル投資会社
（SICAR)および AIFMD に定められているルクセンブルク内
外のその他の AIF の特殊デポジタリとしてのみ任命する
ことが可能です。但し、投資開始から少なくとも 5 年間は
行使できる償還請求権がなく、主たる投資対象が保護預
かりできない資産または経営権取得の手段として株式発
行体もしくは非上場企業に投資する場合に限ります。

ライフセトルメント証券
金
ダイヤモンド

デポジタリや特殊デポジタリを任命することが可能かどう
かを判断する主な要素が AIF の投資対象資産にあること
は明らかです。

インフラ
時計
芸術作品／絵画
知的財産
競走馬
ガソリン
高級ワイン
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主に金融資産に投資している AIF は、現金コルレスやサ
ブカストディアンのネットワークを有する金融機関を単一
デポジタリとして任命する可能性が高くなります。

しかし、金融機関が、競走馬や高級ワイン、ダイヤモンド、
ガソリンの現物といった資産を取り扱うのに十分な知識や
適切な組織構造も有していると言えるのでしょうか。恐らくそ
うは言えないでしょう。そして当然ながら、競走馬の価値保
全は高級ワインの価値保全とは全く異なるものであり、法
的規定に沿って安全に保管するために必要な知識とインフ
ラも全く異なるものとなります。
では、どこで境界線を引けばよいのでしょうか。AIFがデポジ
タリとして金融機関を任命し、金融機関は非金融資産に関
する一部の責務を特殊デポジタリに委託すべきでしょうか。
あるいはAIFは、デポジタリとして金融機関を選定することを
完全に避けたほうがいいのでしょうか。
欧州のベンチャーキャピタル・ファンド（EuVECA）に関する
2013年4月17日のEU規則345/2013では、適格ファンドは資
産の少なくとも70％をベンチャーキャピタルまたはプライベ
ートエクイティに投資していなければならず、実際にはデポ
ジタリとして金融機関を任命する必要はありません。

これを踏まえると、資産の少なくとも70％を非金融資産に投
資しているAIFは、PFSを特殊デポジタリとして直接任命する
ことができるはずです。
金融資産を管理するには、PFSの中核事業の一部を成さな
い資産に関して、サブカストディアンと現金コルレスの標準
的ネットワークを設立し、維持することが必要になります。か
かる資産の保管を金融機関に委託すれば、PFSは非金融資
産の管理というニッチ市場に専念できます。

金融資産を取引し、所有権の所在を
常に明確にすることは、金融機関に
とって日常業務の一部です。
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銀行と PFS はポジショニングが必要
多くのAIFは長い間、デポジタリを任命する義務がありませ
んでした。しかし、2013年7月22日にAIFMDが発効し、相当
数のファンドに厳格な規制が課されたために状況は変わり
ました。AIFはEU全域の投資家にアクセスできるうえに
AIFMDの規定が課されたため、サービスプロバイダーにとっ
ては、自社サービスをどのようにポジショニングするかを慎
重に判断すれば、相当規模の事業機会が生じます。

• 銀行は、顧客の現行および将来的なニーズを把握し、金
融資産の従来通りの保護預かりを続行するか、あるいは
非金融資産へのサービスを提供することで相当規模の
事業機会を掴むかを決めなくてはなりません。

• PFSは格段に規模が小さく、オルタナティブ投資分野で
地歩を固めているケースが多くなっています。規模が小
さいため、新しいニーズに対して容易に対応できるほ
か、AIFの特殊ニーズに特化したテイラーメードのサービ
スを提供することが可能です。特殊デポジタリという新区
分によってもたらされた機会をとらえるということは、一連
の非金融資産について、AIFや金融機関の最善のパート
ナーとしてポジショニングを固めるということを意味しま
す。

また、金融セクター法の枠組みが幅広いため、PFSは実
際に特殊デポジタリのライセンスと他のライセンス（登録
機関や証券代行機関、ファンドのアドミニストレータ、ドミ
シリエーションエージェント、法人代理、広報代理など）を
組み合わせれば、包括的かつ徹底したソリューションを顧
客に提供できます。

• 新たな特殊デポジタリのライセンスは、ルクセンブルクが
サービスのセンターオブエクセレンスであり国際的な販売
網のハブであるという評判を考慮すると、新規プレーヤー
にとってルクセンブルク市場に参入し、市場シェアを獲得
することの魅力がさらに高まると考えられます。

• 全く異なる資産クラスを多数取り扱いすぎると、それぞれ
に適切に対応するコンピテンスを損なうリスクがあるた
め、銀行、PFS、新規参入企業はいずれも、どの非金融
資産に特化すべきかを慎重に検討するのが賢明です。
AIFMDではAIFが保有する金融資産と非金融資産を区別し
ていますが、単一デポジタリは明らかにその双方を保有でき
ます。しかし、これまで述べてきたようにその複雑さと専門特
化の必要性から、専門的プロバイダーに対する需要がかな
り生じています。
複数のライセンスを組み合わせて包括的なサービス提案を
構築し、AIFのニーズに合わせた広範なソリューションを提
供することがとりわけ競争優位をもたらすと、私たちは考え
ます。

大手銀行

強み

• キャパシティが大きい、全面
的サービスを備えた総合ア
プローチが可能
• クリティカルマスを引き寄
せ、吸収できるインフラ
• 大規模なネットワークと広範
な顧客基盤をマーケティング
や広報に利用可能

ニッチプレーヤー
• 社員が専任体制、顧客
志向が高い

• 規制が課されているファンド
市場への参入、銀行との競争

• カスタマイズしたサービ
スを柔軟に提供できる

• 規制対象外の市場で優れた
専門性を発揮する場合が多
い（Soparfi等）

• 規模の小さい資産運用
会社、資産管理会社、フ
ァミリーオフィスのなかで
強さを発揮

• 体力的に低料金を実現した
り、一部サービスを低料金
化したりできる

弱み

• 現地の規制で求められている
報告義務や会計処理に詳し
い
• カスタマイズしたソリューショ
ンを柔軟に提供できる

• サービスのカスタマイズが限
られる、または約束通り履行
することに消極的

• ネットワークが限られる、
クリティカルマスを引き寄
せることが難しい

• 自動化が進んでいない、プロ
セスは一般的にマ ニ ュ ア ル
であり、効率性で劣る

• 顧客志向が低い

• 提 供サ ービ スの範 囲が
限られる

• 提供サービス範囲が限られ
る（カストディサービスがない
等）

• 大手競合他社の低い管
理費に対抗することが難
しい
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非従来型プレーヤー

ルクセンブルクのもたらす価値
ルクセンブルクは投資ファンドへのサービス提供に係る金 融
センターとして確立されています。カストディ銀行、フ ァ ン ド ア
ドミニストレータ、コンサルティング会社、サポートサ ー ビ ス
プロバイダーが幅広く揃っているため、多言語を操るスタッフ
とあ ら ゆ る 資産クラスを対象として世界中の投資ファンドに
サービスを提供してきた経験が融合した、独特の卓越した環
境およびノウハウを生み出しています。
ルクセンブルクは金融セクター法を発展させて特殊デポジタリ
のライセンスを設けたため、この市場ニーズに完全に対応して
います。今日では、ポテンシャルを明確にし、自らの提案価値
を定義し、そして何よりもえり抜きのプロバイダーとして自らを
ポジショニングできるかどうかは、市場参加者次第となりまし
た。カストディ銀行、老舗のPFS、ニッチプレーヤーのほか、新
規参入企業も、今すぐ準備を始めるべきです。
デロイトがお手伝いできること
デロイトは、ライセンス取得に向けた規制上の課題克服、選択
した国々におけるファンドの販売、新規要件に合わせた商品
群の調整においてAIFMをお手伝いします。
デロイトが激動する情勢においてビジネスモデルや業務モデ
ルの策定をお手伝いすれば、PFSや金融機関などのサービス
プロバイダーは新たなチャンスをつかみ、ビジネスを拡大でき
るはずです。
業界知識を豊富に持ち合わせたデロイトは、戦略や規制、税
務、ビジネスに対して助言し、顧客の皆様が自社価値を生み
出すためにお力添えできる絶好のポジションにあります。

投資家は最終的にはデポジタリの
デューデリジェンスに相当する調査
から恩恵を受けるべきであり、それ
は対象資産が金融商品であるかど
うかに関係ありません。
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チェンジマネジメントを
解き明かす
協力者：

フィリップ・ギルバート
（Filip Gilbert）

ラーラ・ロルティワ
（Lara Lorthois）

アラン・ヴァ
（Alain Vas）

パートナー

マネジャー

ヒューマンキャピタル
アドバイザリーサービス

戦略＆オペレーションズ／
テクノロジー

経営幹部向けチェンジマネ
ジメント・プログラム担当学
術ディレクター

デロイト

デロイト

ルーヴァン・カトリック大学の
ルーヴァン・スクール・オブ・
マネジメント

ご存知の通り、変革は「日常茶飯事」となり、「チ
ェンジマネジメント」が一つの学問分野と認めら
れてすでに 30 年ほどになります。この分野で相
当な投資がなされ、文献も多数存在しているに
もかかわらず、多くの調査では今なお 「組織の

チェンジマネジメント・プロジェクトの失敗率が
60～70%に達し、1970 年代から今日に至るまで
統計的に一定している」1 と示されています。
変化を管理し、実践し、巧みに習得するのは、なぜこれほど難しいのでしょうか。変革に対する
抵抗は、失敗する可能性を正当化するためにマネジャーが編み出したものでしょうか。組織的
な変容につきものの複雑さがかつてない水準にまで増大していることが、これほど難しいもの
になっている主因でしょうか。
30年間の経験を積み上げてきた結果、「ビジネスの世界は今日、ただ変化しているのではなく、
根底から変わりつつあるのです」2という主張が論じられるようになりました。このために何らか
の自己分析を早急に実施し、新しい変化の動きの種子を見出さなければならないというニーズ
が生まれました。
チェンジマネジメントに対する一般的な誤解によって、変革イニシアチブに対する表層的なアプ
ローチが生じています。本稿では、チェンジマネジメントを解明していくことを念頭に、その誤解
を一つひとつ検討していきたいと思います。
1 http://blogs.hbr.org/2013/04/change-management-needs-to-cha/ - Harvard Business Review, ‘Change

management needs to change’ by Ron Ashkenas
2 Inside, 2013年CIO特集号、『最高イノベーション責任者としての CIO』
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1.1 戦略的な変革を探求する
誤解その1：誰もが変わろうとしているから、我々もそうしな
ければならない
チャールズ・ダーウィンは、自然淘汰によって生物が進化す
ると唱えました。組織においては、これは通常「変革か死
か」というルールに置き換えられます。変化は自然で無条件
のものであり、ダーウィンによれば、進化や、場合によって
は生き残るために必要なものです。
しかし、多くの組織は根本的なことを考えるための時間も取
らずに、まず全力で戦略的な変革プランを組み立てようとし
ます。そうした組織は、何を残したいのでしょうか。「汝自身

を知れ。さすれば森羅万象も、神をも知ることができよう。」3
を比喩的にとらえるならば、組織はまず「変革」を検討する
前に、「価値」を検討することで大きなメリットを享受できま
す。変化する「方法を知る」前に、達成すべき目標という観
点から自社の戦略を「なぜ」変えなければならない（あるい
は変えたいと思っている）のかを慎重に検討し、その答えを
見出さなければならないのです。
「変革のための変革」（あるいは競合企業がそうしているか
ら）は、妥当な論拠にはなり得ません。変革への取り組みと
企業戦略との結びつきが、必要不可欠なのです。
リスクは大きく、それこそが変革イニシアチブの出発点で
す。誰もが目指すべき目標について共通の認識を持ってい
ることが、何よりも重要です。非常に有益な診断作業におい
て自社の使命／目標は基準点として使われるだけでなく、
チェンジマネジメント・プロセス期間全体において成すべきこ
とを選り分けるうえで重要な役割も果たします。
組織が変革に取り組むのは、様々な変革が自社の主たる
具体的な目標を達成するために役に立つと判断した場合の
みです。変革に成功するには、状況に即したアプローチを
策定することが必要です。こうした条件の下でのみ、社員の
行動様式が適応し、変わるのです。

3 ソクラテスが弟子たちに伝えたと言われるデルフォイの神託の一

節。
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誤解その2：何を変え、どう変えるかを決められるのは上級
幹部だけである
チェンジマネジメントで最も重要な要因の一つが、リーダー
シップです。提案されている変革に対する上層部のコミット
メントと予想される結果・メリットとの間には、相関関係があ
ります。組織のリーダー（上級幹部）は通常、戦略的な変革
の設計者であると認められています。私たちは、変革の質
やその戦略的方向性を定義するプロセスの方が、戦略的
方向性それ自体の内容より重要な場合が多いと確信して
います。この段階で参加型のアプローチを活用すれば、戦
略的な変革をうまく実行できます。組織内部で共有しなけ
れば、ビジョンは何の役にも立ちません。

上級幹部が戦略を策定する際にミドルマネジメントやオペ

チェンジマネジメントが、各プ
ログラムや各プロジェクトに追
加された単なる作業フローで
あった時代は過ぎました。今
日は、いかにして何事かを成
し遂げるかについて新しい考
え方が必要な時代です。

レーションチーム（オピニオンリーダーも含む）を巻き込む
と、変革イニシアチブの成功に向けて第一歩を踏み出した
ことになります。それが、早期の段階で組織の下位層から
の強力な賛同を生み出します。このような参加型のアプロ
ーチのおかげで、上級幹部は次に、入手した情報から最も
満足度の高いソリューションを選び、どこに向かって行くべ
きか、どこに行けるか、どこに向かって行きたいかという疑
問に対して判断できるわけです。

誤解その3：変革という文脈においては、個人のほうがチー
ムより御しやすい
変革に向けたイニシアチブは、それを実践するために必要
な人員数に影響を受けます。個人レベルで変革の実施を
検討することは、限界があります。実際、協力し合うチーム

1.2 変革に対する抵抗を探求する
誤解その4：変革を実施しても、マイナス面しかもたらされな
い
変革には、金銭的な投資だけでなく、管理職の時間と労力と
いう点でも多大な投資が必要になりがちです。多くの場合、
これはマイナスとしてとらえられます。「変化」を意味する中
国語の漢字表記は、「危険」と「機会」を意味する二文字で表
されます。言い換えるならば、変化は危険を伴う機会である
と考えられているということです。多くの場合「危険」は即座に
識別されますが、「機会」を見つけることは危険より依然とし
て難しいままです。

が組織的な課題を乗り越えるために必要な条件です。

組織としての事業体は、組織、チーム、個人という3つの層
で形成されています。「組織」と「個人」の領域はとかく検討
対象となりますが、「チーム」の領域が持つ梃子の力は過
小評価されています。チェンジマネジメント・プロジェクトの
間は、各企業とも十分時間をかけて、この3つの領域それ

変革イニシアチブに関与している社員に対して、機会が存在
していることを示すことは、各プロジェクトマネジャーの責務
です。
変化は人に関連しています。人や人の行動様式を変えるに
は計画以上のものが必要であり、組織や体制、制度の変更
が必要です。それには規律と精神力が求められます。

ぞれに対するアプローチを検討しなければなりません。
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社員には、それぞれの苛立ちを示す機会を提供すべきで
す。階級と懸念が似通ったグループに分け、社員に対して
否定的な意見を示すよう求めます。そして、否定的意見と同
じ数だけ、肯定的意見を示してもらうようにします。狙いは、
社員それぞれが自ら考えた問題解決策を提案し合うように
することです。

このため、変革の影響と範囲の双方を前もって評価してお
くべきです。状況と組織の置かれている環境に応じて、演
繹的（トップダウン）アプローチか帰納的（ボトムアップ）アプ
ローチを採用します。
誤解その6：人が変革に対して抵抗するのは、変えたくない
からである

測定可能な指標を定義することも、変革を促す強力な方法
であることが実証されています。変革を導入すべきリズム
を最初から設定しておけば、「変革が成功したとみなせる
時点」を評価し、個人、チーム、組織に対してその旨を伝達
できます。
誤解その5：変革に対する抵抗は、オペレーションレベルの
みに存在する
「変革に対する抵抗」は一般的に、経営幹部が変革に伴っ
て繰り返し直面する問題の1つを指します。これは、変革に
対する抵抗が主としてオペレーションレベルに存在している
ことを暗に示しています。また、上級幹部がもたらした戦略
的変革に対して抗議する労働者のストライキというイメージ
も喚起されます。しかし、変革変化に対する抵抗は労働者
やオペレーションチーム、「現場」の社員だけに限られてい
るでしょうか。

正規分布では、組織に属する人間の10％は状況がどうあ
ろうとも変革に対して常に消極的です。しかし、残りの90％
はどうでしょうか。人が抵抗するのは往々にして、現状から
変える必要性が見えないためです。
なぜ変えなければならないかの理由を説明する際、リーダ
ーは社員を説得するために進化を示すことが必要不可欠
です。プロジェクトマネジャーは関係者に対して、その変革
がどのような性質のものであるかを示し、特に彼らにとって
筋が通った方法でそれを示さなければなりません。答えを
見出すべき重要な質問は、「（この変革は）社員を触発する
に十分だろうか」です。変革に対する抵抗が表立って示さ
れていれば、それはいかなるものであれ、歓迎すべきで
す。ルーヴァン・カトリック大学（UCL） 4 ルーヴァン・スクー
ル・オブ・マネジメントの教授であり、チェンジマネジメント・
プロジェクトの経営幹部向けプログラムの学術ディレクター

変革に対する抵抗は、「経営者レベル」でも検討してしかる
べきです。

であるアラン・ヴァ氏によると、そうした抵抗は、従業員の
提案を検証し、再確認するよう経営者に求めているだけで
はありません。変革によって問題が生じ得る難しい分野を

例えば、技術が急速に進化しているため、組織は最新技術
の採用と業務形態、顧客との接し方を変えるよう迫られてい
ます。社員の業務形態を変えるということは、管理職がチー
ムを管理する方法にも何らかの影響を与えるということで
す。

具体的に特定するとともに、変革に対する社員の感情の強
さを経営者に示す指標にもなります。最後に、否定的な感
情とバランスを取り、導入しつつある変革について検討し、
話し合うよう社員を促すことにもなります。

変革を成功させるためには、状況に即したアプローチ
を策定することが必要です。社員の行動様式が適応
し、変わるのは、そうした状況が整った時のみです。

4
5
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http://www.uclouvain.be/formation-continue-changement.html
つまり、内部の状況を安定させ、比較的一定させるように各変動要素を調節するシステムの特質。

結論：課題と次のステップ

今後の課題は、チェンジマネジメントをビジネスプランの

組織はそれぞれ、「恒常性」 の原則によって調節されて

不可欠な要素とし、個別に管理する追加作業にしないこ

いる力と力の動的なバランスの上に成り立っています。

とです。成功するには当然ながら、プロジェクトチームの

このように説明すると、変化に対する抵抗があくまでも正

全メンバーの行動様式が変わらなければなりません。

5

常な反応であり、チェンジマネジメントがなぜ経営管理の
スキルとして重要であるかを理解できます。

ギリシャの哲学者ヘラクレイトスは5世紀に、「この世で唯
一普遍的なものは変化である」と述べています。変化は

変革プログラムや変革プロジェクトには、実行力のある

絶え間なく起き、この世界に生来備わっています。だから

明確なリーダーのみならず、チェンジマネジメントのスキ

こそ、組織には変化を受け入れるという「危険なチャンス」

ルを備えた明確なプロジェクトマネジャーが必要です。チ

がもたらされています。優れたチェンジマネジメントの実

ェンジマネジメントが、各プログラムや各プロジェクトに追

施には分析、協力、実践が求められますが、とりわけ重

加された単なる作業フローであった時代は過ぎました。

要なのは永続的な知的訓練であるマインドセットです。私

今日は、いかにして何事かを成し遂げるかについて新し

たちはこれを認め、変革への取り組みを徐々に成功へと

い考え方が必要な時代です。

導く方向に向かって行かなければなりません。

金融サービス業界における
人材面の課題
ワークフォース・アナリティクスで
即時対応力のあるソリューション
を設計する
フィリップ・ギルバート
（Filip Gilbert）
パートナー
ヒューマンキャピタルアドバイザリーサービス
デロイト

カミーユ・ フォーブル
（Camille Fauvel）
マネジャー
ヒューマンキャピタルアドバイザリーサービス
デロイト

金融サービス業界（FSI）は、激動の時期を迎えています。リー
ダーたちは利益率とブランドの地位を回復させようと努力する
一方で、外的環境の構造変化に立ち向かうためにビジネスの
改革を迫られています。
この文脈において、コストを削減し、中核事業に必要不可欠
な人材を引きつけ雇用することは戦略的な必要条件である
だけでなく、競争優位を生む源泉でもあります。将来の課題
に備えるべき時は今です。しかし、人材管理プログラムがな
ぜ必要か、それがいかに投資リターンをもたらすかを実証で
きないケースが非常に多くなっています。これは、憂慮すべ
き事態です。なぜなら、人材は企業の適応力と成長性に欠
かすことのできない要素だからです。現行および将来の人
材面の課題を吟味するワークフォース・アナリティクスは、即
時対応力のある人材ソリューションの策定を支援すること
で、最終利益にインパクトをもたらすことができます。
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戦略的な変革を推進し、実現するには人材が必要不可欠
今日の経営幹部は、競争力を維持するために新規市場に投
資し開拓しようとすると同時に、コスト削減とコスト管理の間
でうまくバランスを取ろうと苦労しています。加えて、周囲環
境の構造変化によって、従来の強みが次第に疑問視される
ようになっています。実際、経済環境と規制当局の重圧の
下、経営幹部は新しい海外市場へと向かい、戦略上の重点
を新しい顧客層や新規販売チャネルに移すよう迫られていま
す。今やFSIは、新しい事業環境へと突入しているのです。

金融サービス業界は、「ニューノーマル」に合わせてサービ
スや業務モデルを修正し、将来の成長に向けて備える変容
の旅に乗り出しています。このような戦略的な変革期にお
いては、戦略を実行するため、組織が、適切な人材を適切
な場所において適切な時期に適切なコストで保有すること
を確実にするために人材管理が必要不可欠です。企業が
知識と無形資産においてますます激しい競争を展開する 1
につれ、必要不可欠なスキルを引きつけ関与させる能力
は、競争優位の源泉となりつつあり、また戦略的な優先事
項の中核とすべきです。
また、戦略的変革を社内で実現し、推進するには、適応力
と自発的なマインドを備えた人材が必要です。絶え間ない
変化と不確実性の時代にあって、企業には以下が求めら
れています。

このような変化は、人材面で厳しい課題に直面している金融
業界に一層多大な努力と投資を迫ります。中でも、社会的な
風潮の変化が企業のレピュテーションと魅力に強い影響を
与えています。
実際のところ、銀行・資産運用業界の報酬慣行が次第に規
制される中、2008年と現在を比較すると、今日ではキャリア
選択としての銀行業の人気は低下しています2。言い換える
ならば、企業には自らの魅力を高めることのできる有効な人
材管理戦略および市場における他社と同等の報酬体系が
必要です。
さらに、人材管理は、自らの持続可能性を確実にするため
に克服すべき人材面の主要課題を乗り越えるうえで、企業
の役に立つでしょう。

• 適応力： 社員は、様々な目的に応じて自らの行動を変
え、改め、また適合させなければならない。

• 自発性：「計画通りに進むことはまずない」ため、企業は予
想外の状況に対する準備を整え、関与し、コントロールし
なければならない。障害を見通さなければならない。

• 対応力： 敏感に反応し、迅速に対応することが、大きな
違いを生む。
こうした新しい要件に立ち向かうため、企業は伝統的な人材
管理へのアプローチの方法を見直す必要があります。

金融サービス業界が次第に要求の厳しくな
る顧客を満足させるとともに、急速に進化
する複雑な商品に適応し、新規市場を開
拓するためには社員のスキルの再構築が
必要です。

1 Disrupting the CHRO: Following in the CFO’s footsteps, Deloitte University press, January 2014
2 Generation why? Attracting the bankers of the future, Deloitte Talent in Banking Survey 2013
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人材管理は、FSI が人材面の課題を克服するために必要
金融サービス業界の企業は、人材面における3つの主な課
題に対応するために、適応力と対応力のある人材管理を行
う必要があります。その主な課題とは、(1) 新しい事業環境
に適応するために、新しいスキルが求められていること、(2)
人員構成と会社に対する期待が変化し、それに対応するた
めに業務継承プランの立案と知識継承が必要であること、
最後に (3) 絶え間なく変化する事業要件と戦略に立ち向かう
ために、組織の再編が必要であること、です。
新しいスキルの必要性
金融サービス業界が次第に要求の厳しくなる顧客を満足さ
せるとともに、急速に進化する複雑な商品に適応し、新規市
場を開拓するためには社員のスキルの再構築が必要で
す。
例えば、プライベートバンクは将来的な成長が見込める分野
として、次第に（超）富裕層と新興市場に重点を置くようにな
っています。顧客もまた、商品やサービスのポートフォリオに
ついて、より豊富な専門知識を持ち合わせた銀行員を求め
ています。一方、保険会社は自社の業務全体で活用してい
る高度なデータアナリティクスと予測モデルを取り扱うため、
一層スキルの高い人材を必要としています。また、FSI業界
全体としても、一層複雑さを増しつつある規制当局への報
告要件や財務報告要件を遵守するためにも新しいスキルを
求めるようになっています。

このため、失業率が高いにもかかわらず、銀行や保険会社、
資産運用会社の多くでは、特殊なスキルを必要とする重要な
ポジションを適切なコストでまかなうことが極めて難しくなって
います。この状況において、企業が自社のニーズを見越し、
戦略目標に合わせて人材獲得と人材育成業務を迅速に適
応させるには、よく練り上げた人材管理アプローチが役に立
つはずです。
業務継承プランニングと知識継承
企業は新しいスキルを求めると同時に、人員構成と社員の
定着という課題が相まって、既存社員の繋ぎ止めにも苦労し
ています。現行の人員構成のために、業務継承プランニング
と知識継承に多大な課題が生じています。経験豊富な社員
が退職すると、企業は豊富な知識とスキルを失うという重大
なリスクに直面します。一方、新しい世代が労働市場に参入
し、管理職のポジションに加わりつつあります。企業は、この
ような移行をうまく運ぶ有効な方法を見出さなければなりま
せん。
また、若い労働者世代にとって金融セクターの魅力は低下し
ているため、社員定着も問題となりつつあります。企業は雇
用主としての自社のブランド価値を回復させ、人材を引きつ
け、繋ぎ止める新しい方法を迅速に見出さなくてはなりませ
ん。これには、約23億人に上る現役労働者のうち新世代の
ニーズと期待に対応することも必要です3。
従って、将来を見据えた人材管理は、経営幹部が将来の変
化を見越すうえで必要不可欠な要素となるばかりか、企業の
存続可能性にも寄与することになります。

金融サービス業界の企業は、
「ニューノーマル」に合わせて
サービスや業務モデルを修
正し、将来の成長に向けて
備える変容の旅に乗り出し
ています。

3 All work and all play, Box1824, 2013
4 Talent Edge 2020: Blueprints for the new normal, Deloitte University Press, 2011
5 同上。
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組織再編
景気停滞が、組織再編を招いています。株主がコスト削減に
圧力をかけているため、人件費の安い市場に一部業務をオフ
ショアリングやアウトソーシングする動きが生じています。この
状況において、企業は社員数を削減すると同時に、投資リタ
ーンを明確に示せないプログラムやイニシアチブを切り捨て
ています。
ビジネスリーダーたちは人材管理プログラムの重要性を認識
してはいるものの、組織が直接的にどのような投資リターンを
もたらすかを実証できないため、こうしたプログラムは純然た
るコストとみなされ、とかく切り捨てられがちです。実際、「リー

ダー層と人材の獲得・育成」を主要課題に挙げた企業幹部は
2011年にはFSIではわずか6％にとどまりました。これに対し、
この回答は、全業界では27％、2009年のFSI幹部では25％に
達していました4。
従って、FSIの経営幹部は人材管理プログラムの策定と実施
のROIを実証する方法を見つけ、これを戦略的な競争優位の
源泉に転換していかなければなりません。
有効な人材ソリューションの策定に、ワークフォース・アナリテ
ィクスはどのように役立つか
有効な人材ソリューションの構築に、ワークフォース・プランニ
ングとワークフォース・アナリティクスが重要なカギを握るのは
なぜでしょうか。その答えは、一言でいうならば「画一的な方
法では、すべてを解決できない」です。
実際、それぞれの企業は自社の規模、市場、不測の事態に
応じて異なる選択肢に直面します。複雑かつ急速に移り変わ
る環境において、自社の人材面の課題に対処するために標
準モデルにばかり頼ってはいられません。自社事業が抱える
問題点と根本原因に対する深い理解力を培い、焦点を絞って
行動して、その結果をモニタリングしなければなりません。デ
ロイトの調査5は、特に金融業界では、最上位の人材の管理
プログラムは指標に頼ることを示しています。
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ワークフォース・プランニングとワークフォース・アナリティク
スとは？
アナリティクスとは、データを情報に転換し、事業戦略を推進
するうえで適切かつ有意義な知見をその情報から見出す技
術です。ワークフォース・アナリティクスは、意思決定の主な
ポイントとして人材面に焦点を当てます。経営幹部や人事マ
ネジャーがより正確に、より客観的に、より経済性の高い意
思決定を行えるように手助けするものです。実際、調査で
は、人材アナリティクスで最も成熟した企業が株主価値で最
高の実績を上げている企業であることが示されています6。
また、ワークフォース・アナリティクスは、人材プログラムのビ
ジネスケースを作成するうえでも経営幹部と人事マネジャー
を手助けします。
ワークフォース・プランニングは、金融セクターが現在直面し
ている人材面の課題対処に特に関係の深いワークフォー
ス・アナリティクスを具体的に活用することです。これは、事
業目標を達成するために人材面ではどのような要件が必要
になるかをモニタリングし、推定し、予測するプロセスです。
簡単に言えば、ワークフォース・プランニング・アプローチは
企業の「育成、採用、外部人材の活用（build, buy, borrow）」
戦略に対し、情報に基づいて、先手を打つ意思決定を可能
にするのです。

6 The datafication of HR, Deloitte University Press, January 2014
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ワークフォース・プランニングが重要視しているのは、以下の
ビジネス上の疑問に答えを見出すことです。

• 自社の戦略を実践するため、向こう3～5年間に必要となる
重要なスキルはどのようなものか、人材獲得、定着、育成
に対する自社のアクションプランはどのようなものか？

• 人材削減プランのために社員が退職・離職しても、業務ノ
ウハウの維持をどのように保証するか。

• 複数の世代が関わる、金融危機後の雇用市場において、
自社の魅力度を保ち、従業員の雇用を維持するために何
ができるか。

• 自社の戦略再編プログラムから判断して、社員数が適切
であると確認するためにはどうすればよいか。

• 将来必要なリーダーはどのような人材か、そして今からそ
のような人材を育成するために何に着手すべきか。
ワークフォース・プランニング能力の導入は複雑すぎるとみ
られることが非常に多いため、優先事項から外されがちで
す。これは容易な旅路ではないものの、「ビッグデータ」の時
代にあって次第に重要な要件になりつつあり、焦点を絞った
体系的なアプローチを通じて推進することが可能です。

図表1：人材アナリティクスの成熟モデル
レベル 4：予測的分析
- 予測可能なモデルの策定やシナリオプランニング
- リスク分析とリスクの低減、戦略プランニングとの統合

4％

レベル 3：戦略的アナリティクス
- セグメンテーション、統計的分析、「人材モデル」の開発
- 各要素を分析し、原因を把握して実行可能なソリューションを提供

10％

レベル 2：自発的な事前報告
- ベンチマーキングと意思決定のための業務報告
- 多面的な分析とダッシュボード

30％

レベル 1：事後の業務報告
- 業務報告は散発的
- ビジネス上の要求に対して事後に対応―データは孤立しており、分析が難しい

56％

注：％は、調査対象である人材アナリティクス実施企業480社のうち、それぞれの成熟水準にある企業の比率
出所：The datafication of HR, Deloitte University Press, January 2014

有効なワークフォース・アナリティクスアプローチを策定する

• 導き出した洞察を、情報に基づいた意思決定やアクション

企業はまず、人材アナリティクスの能力という点で自社の現

プランに転換する。今後、直面することが予測される主要
な人員ギャップと課題を把握し、対処するためのアクション
プランを決定する。

状を把握したうえで、自社の目標成熟度を決定しなければ
なりません（図表1参照）。人材アナリティクスが高度になれ
ばなるほど、戦略的な整合性も高まります。
効率性と戦略的整合性を維持するため、ワークフォース・プラン
ニングは重要なビジネス上の問題と主要な人員セグメントに焦
点を当てるとともに、以下の手順に沿ってトップダウン方式で構
築しなければなりません。

• 自身のアクションの結果を評価し、それに応じて分析とプ
ランを改良する。ワークフォース・プランニングは継続的な
プロセスであり、実行と学習を同時に進行させるアプロー
チが必要になる。
人材アナリティクスの重要性を認識すべき時

• まず、事業目標とこれに関連する重要な人材面の課題か

これまで述べてきた通り、企業は人材管理の戦略的重要性

らスタートする。自社の戦略に最大の影響を及ぼす人員
セグメントや、置き換えが難しいスキルを有する社員層に
焦点を当てる。

良の事業戦略であっても、人材なくして実行することはできま

• 必要な情報とデータを把握する。人員の需給傾向を示す
ために必要となり得るデータ（現状データ、過去データ、
社内外のデータ、定性・定量データ）を求める。

• データから洞察を導き出す。データを客観的に分析し、間
違った解釈を避けるために確実に理解しているかを確認
する。多種多様な大量のデータをもとにシナリオを策定す
るには、解析ツールが必要になる場合がある。

を把握して、投資リターンを実証するには至っていません。最
せん。とりわけ金融業界は将来の市場ポジショニングや競争
上の優位性の模索、人材獲得とエンゲージメントにおいて課
題に直面しているため、人材を戦略的な推進力とみなして相
応に投資しないことは現実性に欠ける行為と思われます。
意思決定者は、戦略的変革への道のりにおいてワークフォ
ース・プランニングとワークフォース・アナリティクスを成功の
鍵ととらえるべきと私たちは考えます。数値と事実に依拠し、
それぞれの具体的な特性に応じてアプローチを調整できれ
ば、最大の適応力と即時対応力を備えた人材ソリューション
の設計が容易になるはずです。
企業は明日の課題に備えるため、今すぐにワークフォース・
アナリティクス能力の育成に着手するべきです。
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金融犯罪に関するコンプライアンス
「単独での対処」ではもはや不十分
リュック・ムーラン
（Luc Meurant）
銀行市場・コンプライアンスサービス・ヘッド
SWIFT

銀行などの金融機関の最高執行責任者が今日直面して
いる課題の中でも、金融犯罪取締法の遵守は最も難しい
課題の一つであり、それには幾つかの要因があります。
まず第一に、違反した場合に科される刑罰が重く、最近15
カ月間に数十億ドルが罰金として科されるなど、さらに重く
なる一途を辿っています。しかし、それ以上に費用がかかる
のは、プロセスの改善や再発防止に関わる作業量の増大
に対処するために必要となる増員といった是正措置に伴う
ものです。こうした費用について重要なのは、法規に違反し
たとして起訴された金融機関に限らないことです。ほぼすべ
ての金融機関が金融犯罪取締法遵守のために、ほんの数
年前と比べて格段に多くの費用を投じていると言っても差
支えありません。
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このような情勢は、金融犯罪が多岐にわたるうえにその性
質が絶えず進化しているほか、主だった法域において規則
が異なり、常に変化にさらされているという事実によって、ま
すます複雑になっています。COOは、金融犯罪取締法のコ
ンプライアンスがオオペレーショナルリスクの他の側面より
はるかに測定が難しいという事実に直面しており、「よいと思
われる状態」に関する意味のあるベンチマーク指標を定義す
ることがさらに難しくなっています。

事業運営に伴うコスト
銀行は、法令遵守が事業を運営するために満たさなければ
ならない必要条件であるということを受け入れなければなり
ません。しかし、リスクが高く、急速に進化しているうえにベ
ストプラクティスが不在であるため、銀行のコンプライアンス
予算の膨張を招いていますが、成功が確実に保証されてい
ません。
ヴェリス・コンサルティングが2013年7月に世界各国の金融
機関の上級コンプライアンス責任者300人を対象に実施した
調査では、回答者の57％が過去12カ月のうちに資金洗浄対
策および米国財務省外国資産管理室(OFAC)規制に対する
コンプライアンスの予算を引き上げたと答えました。にもか
かわらず、約3分の1が自社の予算はなお「不十分または極
めて不十分」と感じています。この点は、BAEシステムズ・ア
プライド・インテリジェンスと『オペレーショナル・リスク＆レギ
ュレーション』誌が2013年12月に発表した、金融機関を対象
とする世界的な調査の結果によっても裏付けられています。
これによると、回答者の半数はコンプライアンス関係の投資
を20％増加することを予想していました。

規制当局は制裁遵守に対する期待値を度々引き上げてい
るほか、違反取引の定義が解釈に委ねられているため、銀
行は金融犯罪取締法に抵触しないために実施すべき投資
水準、方針および手続を自身で決定しなければなりません。
例えば規制当局は、個人名の表記法が多岐にわたるにもか
かわらず（イニシャルや役職名を検討する以前に、ファースト
ネームですらボブ、ロバート、ロブ、ボビー等と様々な記載法
がある）、制裁リストに記載された個人が関与する送金を阻
止するよう銀行に期待しています。すなわち、制裁規則を遵
守するためにどこまでテクノロジーやテクニックを駆使するか
は、銀行各行の判断に委ねられているということです。

図表1：制裁リストの増大 ― OFAC SDN
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測定不能要因の測定

標準化の果たす役割

この状況において、銀行のコンプライアンス予算は天井知ら
ずになる可能性があります。より多くの取引件数をスクリー
ニングするためにますます高度なテクノロジーを駆使しなけ
ればならないだけでなく、そのテクノロジーによって発せられ
たアラートを分析するために増員が必要になります。

COOが直面している困難は、これだけではありません。金融
犯罪取締法を遵守するために必要な監督規制は、ほとんど
のツールやソリューションが対処できない速度で急速に進化
しています。当然ながら自動化が必要不可欠ですが、それ
には継続的な投資が必要になります。この10年間、銀行の
コンプライアンス業務を支援するためにますます高度な技術
が出現していますが、ごく特殊なニーズにしか対応していな
いことがほとんどであり、全社的な視点から見ると非常に断
片的になっています。すなわち、現行ソリューションのアップ
グレード、相互接続および入れ替えに相当なリソースが必
要になるため、導入コストが一般に、コンプライアンス・ソフト
ウェアそのものに支払う費用を大幅に上回っているのです。
これにより、二次的レベルのコントロール、つまりコンプライ
アンスシステムが問題なく稼働しているかを確認するシステ
ムも阻害されます。

銀行業務のほとんどの領域において、有効性を正確に測定
するための指標が策定されてきました。しかし、金融犯罪に
関するコンプライアンスのように発生確率は低いものの影響
度は大きい領域において、有効性の測定と最適化は一筋縄
ではいきません。仮にモニタリング方針を厳格化して、制裁
モニタリングチームの調査で生じるアラート件数が100件から
120件に増えたとすると、コンプライアンスリスクが実際に低
減されたのでしょうか。それとも単に、チームの作業量と関連
する業務費用を膨らませただけなのでしょうか。滞りないオ
ペレーションや優れた顧客サービスの必要性と、法規違反
の疑いがあるすべての取引を識別し阻止する義務とのバラ
ンスをうまく取るにはどうすればよいでしょうか。こうした測定
不能要因があるために、これまでのCOOの課題（業務効率
の改善を目指す戦略を策定したうえで、その効果をモニタリ
ング・測定し、継続的にプロセスを最適化する）では、金融犯
罪に関するコンプライアンスの方針と手続の最適化やコンプ
ライアンス予算の編成に対する指針としては不完全です。

直面しているコンプライアン
ス上の課題が特異なものであ
るというだけでは、単独で取り組
まなければならないという理由に
はならないのです。
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標準化を進めるアプローチへ移行すればコスト削減が実現
できるだけでなく、規制当局の懸念を軽減し、当局と銀行双
方の努力をさらに推し進めてベストプラクティス構築へとつ
なげる手助けをしてくれます。金融犯罪取締法のコンプライ
アンス方針・ソリューションを徐々に標準化していけば、ベス
トプラクティスを次の段階へと進める機会を銀行にもたらす
はずです。
新しい規制要件や急速に進化する規制要件を受け、銀行は
金融犯罪取締法のコンプライアンスについてまずは個々のや
り方で対処しようとしがちです。しかし、時間が経過するにつ
れ、業界全体が直面している実質的に同じ問題の解決に単
独で資金を投入するのがいかに非効率であるかに気付くだけ
という結果を招いています。金融犯罪取締法のコンプライアン
スといった競争の関係しない領域においては、より早期に、こ
うした認識に達するべきです。そして、バーゼルⅢをはじめと
する規制改革が銀行のバランスシートを侵食しているため、
金融犯罪取締法が加わった今、低コストでの標準的な実務の
必要性が高まり、独自の解決策から汎用性のあるアプローチ
が提唱される状態に達したことは間違いありません。

協働型ソリューションへの移行
金融犯罪取締法のコンプライアンスには予算をいくら注ぎ
こんでも限りがないかもしれないとの認識は、単独での投
資からより長期的なアプローチに移行したいという銀行へ
の動機付けとなりました。こうしたアプローチにおいては、
業界のコンプライアンス水準をベンチマークし、コストを相
互に負担する協働体制が有効になります。
このような汎用アプローチによって得られるメリットの多く
は、銀行業務の関連分野ではすでに確立されています。業
界全体の専門の汎用性を組めば、ベストプラクティスの把
握と明確化に役立つだけでなく、メッセージ標準の発展等で
見られたようなイノベーションの推進フォーラムとしての機能
も果たしてくれるでしょう。
SWIFTユーザーにとって興味のある分野の1つは、顧客確
認（KYC）に関するコンプライアンスです。この点において、
加盟銀行の多くからSWIFTに対して、すでに提供している制
裁対応ソリューション以外にKYC手続の共同サービスを構
築し、このコンプライアンス負荷への対処を支援するよう明
確に求められました。
現在行われているKYC手続のコンプライアンスでは、顧客
に関する適切な情報を入手することができること、必要なデ
ューデリジェンス・プロセスを整備していること、それぞれの
取引先に関するリスク水準を判断するために必要な検証・
分析を実施したことを実証することが求められています。
KYC手続のコンプライアンスが最も明確な影響をもたらすの
はオンボーディングの段階ですが、これは銀行にとってほ
んの始まりにすぎません。なぜなら、情報を常に最新の状
態に維持・保管して、社内システム内部の他のデータソース
と統合し、必要に応じて他行と共有しなければならないから
です。KYC手続関連のサードパーティーからの要請は多岐
にわたり、頻発する（同じ情報を繰り返し求められる場合も
ある）ため、KYC手続のコンプライアンスを効率的に進める
には質の高いデータとデータ管理プロセスが欠かせませ
ん。しかし、情報要請に対して場当たり的に対応したり、そ
の対応が少なくとも部分的にマニュアルだったりといったこ
とが日常的に行われています。

さらに検討すべきは、KYC手続のコンプライアンスに注力し、
あらゆる事業部門、あらゆる支店が一元化した単一の方針
に従うか、あるいは各国の規制当局の様々な要件に対応す
るアプローチを採用するか、どちらを選ぶかです。提供する
情報が正確かつ最新のものであるとの立証が難しいことを考
えると、現行の大量のKYC要請とプロセスを合理化、標準
化、簡素化しなければならないのは明らかです。加えて、ほ
とんどの銀行が事業を運営している法域の多くにおいて、規
制水準が常に引き上げられ、方針が急速に厳格化・微調整
されているために、銀行は流動的になっているKYC手続のコ
ンプライアンスに適応できる長期的なシステムやソリューショ
ンの構築を迫られています。

KYC 手続の汎用性―成功の必要条件
銀行は今日、情報を数え切れないほど送信していますが、
どんな情報でも一度で送信可能な中央ハブがあれば、業界
の効率が大幅に向上するはずです。このため、SWIFTは、
KYCレジストリを構築しています。これによってユーザーは、
書類の有効性追跡や書類の有効期限が切れた場合の連
絡、情報が更新された場合の通知など、KYC手続コンプライ
アンス関係のコストや労力を削減できるほか、リスクも低減
できます。

図表2：KYCレジストリ
現在

いかなる汎用ソリューションでも、成功するには幾つかの要
素が揃っていなければなりません。第一に、主な関係者の
間で、何らかの協力体制が必要であるとの共通認識が存在
することです。第二に、ベストプラクティスを確立し、イノベー
ションを成功に導けるよう、汎用サービスの運営者が基準を
構築できるようにしなければなりません。第三に、汎用サー
ビスは加盟銀行が信頼するに足る、高水準のオペレーショ
ナル・エクセレンスを実現し、維持しなければなりません。最
後に、汎用サービスはサービスを提供したい分野において
必要なスキルと専門性へのアクセスを確保しておかなけれ
ばなりません。
コンプライアンスは常に銀行の責務であり続けるため、汎用
サービスはいずれの場合もそのプロセスと方針が透明でな
くてはなりません。このためSWIFTのKYCレジストリは加盟銀
行の作業部会を設置し、この取り組みの範囲検証や求めら
れる機能の実現を手がけるとともに、さらに長期的には、銀
行コミュニティで広く参加を促進していきます。
当然ながら、汎用性は究極的には、目的達成の一つの手段
でしかなく、整備したプロセスやシステムの有効性と妥当性
を実証することによって、それぞれの銀行が特定の規制当
局に対して負うコンプライアンス義務を果たす手助けをして
いるのです。

将来

金融犯罪取締法のコンプライ
アンスには予算をいくら注ぎこ
んでも限りがないかもしれない
との認識は、単独での投資か
らより長期的なアプローチに
移行したいという銀行への動
機付けになりました。こうしたア
プローチにおいては、業界の
コンプライアンス水準をベンチ
マークし、コストを相互に負担
する協働体制が有効になりま
す。
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継続的な改善を推進
銀行にとっての課題は、自社の金融犯罪取締法のコンプラ
イアンス策を、繰り返し可能かつ予測可能で、自社のリスク
特性に適合したものにすることです。銀行がこの目標を達
成できれば、自社のコンプライアンス戦略の有効性と効率
性をよりよく測定できるようになるため、継続的な改善が可
能になります。継続的な改善が必要不可欠であることを踏
まえると、モニタリングが必要な取引件数やリスク件数は増
加の一途をたどります。COOが金融犯罪取締法のコンプラ
イアンス費用を管理するとすれば、測定、ベンチマーキン
グ、ベストプラクティスの共有が欠かせません。私たちは、
汎用ソリューションがこの分野で重要な役割を果たすことが
できるし、果たすことになると確信しています。
簡潔に言うならば、コンプライアンスに対する業界のアプロ
ーチ法がKYC手続から制裁対応へと移っていると私たちは
感じています。

共同イニシアチブで協力することが全体として利益につなが
る分野において、銀行は今やもっと共有し、話し合い、透明
性を高めようという意欲を高めています。金融犯罪取締法の
コンプライアンスは、そうした分野のほんの一例にすぎませ
ん。
また、標準化したソリューションが規模の経済を解き放つと
私たちは考えています。SWIFTのサンクションスクリーニング
というサービスは、その好例です。導入方法は各事例で若
干異なりますが、同一サービスが世界のほぼ70カ国で利用
されています。
これによって、金融犯罪取締法を遵守しなければならないと
いう銀行ニーズの多くが共通のものであり、標準に基づくソ
リューションで対応可能であることが実証されています。直
面しているコンプライアンス上の課題が特異なものであると
いうだけでは、単独で取り組まなければならないという理由
にはならないのです。
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完全かつ正確な静的データに
基づく信頼性のあるAML管理
プロフェッショナルの継続的課題

ミシェル・JJ・マルタン
（Michael JJ Martin）
パートナー
エ ン タープ ラ イ ズ リ スク サ ービ ス―
フォレンジックサービス、
リスク・コンプライアンス・アテスト
デロイト

ニコラス・マリニエ
（Nicolas Marinier）
シニアマネジャー
エンタープライズリスクサービス―
フォレンジックサービス、
リスク・コンプライアンス・アテスト
デロイト

背景
国際的メディアはここ数カ月、資金洗浄の疑いのある数々
の事件を報じるようになり、種々の資金洗浄事件について
の報道が続いています。
制裁も前例のない水準に達しており、2012年12月には、あ
る国際的銀行を使ってメキシコの薬物密売組織とテロリスト
が金融システムで資金を動かしていたとされ、この銀行は
過去最高となる罰金19億ドルを支払って当局と和解しまし
た。

資金洗浄とテロリスト資金供与のリスクは経済的、政治的
課題の中でも最優先事項であり続けており、金融セクター
に係る内部監査および外部監査の両方の範囲に該当しま
す。ＡＭＬスペシャリストが遭遇する資金洗浄とテロリスト資
金供与のリスクが高まるにつれ、法的枠組みや規制上の
枠組みが迅速に対応しています。それと同時に、世界各国
の規制当局はプロフェッショナルに対して統制とシステムを
改正・更新して、プロとしての義務を果たすよう一層強く求
めるようになっています。

資金洗浄とテロリストへの資金供与はダイナミックかつ
絶えず進化する現象であり、プロフェッショナルは常に
最新の動向と傾向を把握するために注意するよう求めら
れます。
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静的データと背景情報の重要性
前述したリスクと課題を踏まえると、リスク格付とこれに関連
するリスク低減のための統制においては、完全で質の高い
静的データは一種の原材料のようなものであり、これが必要
不可欠になります。リスク格付には、顧客の多種多様な特性
（国、顧客の種別、業務／業界、PEP (重要な公的地位を有
する者)のステータス、非対面方式等）に加え、提供するサー
ビスの種類（性質、エクスポージャー、原資産、販売チャネル
等）を加味し、それぞれの指標に重み付けをして世界的なリ
スクスコアを算出します。この点については、ルクセンブルク
金融監督委員会（CSSF）の通達11/519や11/529、ならびに
CSSF規則第12-02第4条と第5条に詳しく定められています。

顧客
データベース

• 要注意人物リスト―犯罪者
およびテロリスト
- 国連のリスト
- EU のリスト
- ルクセンブルクの検察
- これ以外の機密のリスト

人名照合ソフト
ウェアを搭載し
たコンピュータ

このリスク格付に基づき、人名スクリーニングと取引モニタリ
ングを異なる頻度で行います。人名スクリーニングは顧客デ
ータベースと電子送金（送金元と受取人）の両方に対して行
います。

• 制裁リスト
- OFAC（米国財務省外国
資産管理室）
• PEP のリスト
- (CIA)
- ダウジョーンズのファクテ
ィバ
- ワールドチェック
- 等

ユーザー
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顧客データベースに対する人名スクリーニングについては、
顧客とその他の関連当事者（最終的な実質所有者、取締
役、署名権限者）に関するあらゆる関連情報を顧客関係管
理（CRM）のために使用するデータベースに正確かつ細大
漏らさずに入力することが必要です。

姓
名
国籍
住所

実 質
所有者

出身地
生年月日
職業／従事している活動

姓
名
国籍
住所

KYC 書類

バック
オフィス

CRM
ツール

口 座
保有者

また、有用かつ信頼できるクエリーと統計を生成するに
は、首尾一貫かつ整合したフォーマットに則っている静的
データが不可欠です。例えば、米国の国籍データが「U.S.」
や「USA」「合衆国」「米国」「カリフォルニア」等として入力さ
れていれば、統制の品質は著しく損なわれます。
顧客関係管理システムの移行時には、顧客／投資家に関
する静的データおよび紐付けされている関連当事者が変
更される可能性があるため、静的データが破損する恐れ
があります。顧客／投資家の氏名や法人口座に紐付けさ
れている人物の氏名が消えたり、顧客／投資家の生年月
日が「01/01/1900」（フィールド形式が一致しない場合にシ
ステムが割り当てるデフォルトの日付）になってしまったり
するリスクがあります。
人的ミスによっても、静的データが損なわれることが頻繁
にあります。これは例えば、顧客／投資家がサードパーテ
ィーの紹介者を介していた場合、紹介者が情報を収集しな
かったために法人口座に紐付けされている人物の氏名や
生年月日、国籍などの情報が未入力になっていることがあ
ります。このため、アラートを見落としたり、誤検出が多数
生じたりしかねません。

出身地
生年月日
職業／従事している活動

姓
名
国籍

氏名照合ソフトウェアを使って静的データを処理し、合致の
可能性に対してアラートが表示されると、ユーザーがこれを
確認し、正検出、誤検出に分類します。この分類において
は、事実的要素を識別要素として利用して合致の可能性
が「正検出」か「誤検出」かの判断を裏付けます。例えば、
生年月日やミドルネームが違っていた場合には誤検出と
判断します。繰り返しになりますが、静的データの完全性と
正確性が欠くべからざるものであることは間違いありませ
ん。

住所
出身地

代理人

生年月日
職業／従事している活動
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取引モニタリングシステムは、顧客データベースと取引デ
ータベースの静的データに基づいて、資金の流れを処理し
ます。その際には、頻度や閾値、規則、事前に設定した資
金洗浄の検出パターンを用いて処理します。

顧客データは、生成されたアラートを確認し、当初の口座
目的や想定した取引に合致しているかどうかを判断する
ためにも使用します。ここで、CSSF規則第12-02第24条で
求められている資金源に関する情報が役に立ちます。と
いうのも、この情報で取引量や頻度、送金元／受取人を
裏付ける背景情報がプロフェッショナルにもたらされるから
です。
このため、静的データの完全性と品質を確認しておくこと
が、手続と統制を効果的に実施するためにプロフェッショ
ナルが行うべき第一の重要なステップになります。
是正措置
顧客データを収集する際には、一定の正当な注意を求め
る手続と統制を実施し、資金洗浄とテロリスト資金供与の
リスクを防止および管理をおこないます。新規口座は、完
全なデューデリジェンスとKYC書類に係る最新の要件に沿
った現行の手続に基づいて開設されます。
既存の口座については、情報が欠けていたり、古いもので
あったりするリスクがあります。

前述したリスクと課題を踏まえ
ると、リスク評価とこれに関連
するリスク低減のための統制に
おいては、完全で質の高い静
的データは一種の原材料のよ
うなものであり、これが必要不
可欠になります。
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このリスクはたいてい、最も是正が難しいものです。近年は
規制が大幅に変更されているほか、長期にわたる顧客に対
して追加情報を求めることが取引上難しいためです。
是正は通常、範囲の定義を確認し、既存のKYC／AML手
続、統制、文書と現在のAMLプロフェッショナルの責務との
間に乖離があるかどうかを分析するところからスタートしま
す。乖離が特定されると、不完全なファイルに付随するリス
クに応じて、タスクに優先順位を付けます。
まず、現行の要件に基づく最新の手続を用いて口座開設フ
ァイルの分析が容易にできるようになっているかを確認しま
す。スペシャリストにとっての最大の懸念材料は通常、「高リ
スク」と指定されたKYCファイルおよび複雑な組織構造（オフ
ショアの企業、投資信託、財団等）です。なぜなら、これに関
連するリスクの再検討と是正には時間を要し、資金洗浄とテ
ロリスト資金供与について多大なリスクを伴うからです。
口座開設ファイルを再検討する場合、是正策の一環として、
リレーションシップマネジャー（顧客関係担当者）、仲介業者
または顧客から脱落している情報と書類を集めます。是正に
よって目指すのは、CRMシステムに保存している静的データ
を完全にすることです。
再検討時に不備な点が明確になった場合、専門のCRMシス
テムに直接入力するか、もしくは是正時に静的データを更新
する際に使用する別途データベースを備えた専用の再検討
ツールに直接入力します。

ファイルの再検討と是正を支援してきた経験から学んだこと
は、個人の場合も法人の場合も重要なのは、資金源に関する
情報と補足文書で提示される事項、そして法人の場合には実
質所有者の構造がどうなっているかも重要です。

リレーションシップマネジャーおよびオープン・ソース・インテリ
ジェンス（OSINT）1の情報を駆使すると、顧客に対して情報提
出を依頼しなかったり、依頼を控えたりしても、不備の大部分
を補うことができます。収集した情報を補強するには、入手で
きるあらゆる情報を記載したメモを追加したり、プロフェッショ
ナルが実地調査や訪問、検証作業を実施し、顧客の説明を
裏付けたりすることで可能です。

こうした作業を行うことで、プロフェッショナルは顧客に関する
理解を深められるために、のちに取引上の好機につなげられ
るというメリットがあります。
是正においては、脱落や不備がある人名のスクリーニングと
取引モニタリングも取り扱います。是正が必要になるのは、氏
名確認が最近行われていない顧客、あるいは最悪のケース
としては例外報告書について適切な事後検討がなされていな
かった顧客です。
是正作業では、ファーストネーム／ミドルネームのスペル、国
籍、生年月日、出身地、国籍、職業等の違いが明らかにな
り、そのために誤検出との分類を裏付けたり、疑わしい取引
の報告（Suspicious Transaction Reporting）を生成したりしま
す。正検出の場合、その影響度とその後の対処法がそれぞ
れ異なるため、合致の性質（PEP、個人、犯罪、テロリスト等）
を分析します。そのうち一部は、疑わしい取引の報告（STR）と
して検察に報告される可能性があります。プロフェッショナル
はその後、リスク格付と関連対策への影響を説明するコメント
を追加します。

1 オープン・ソース・インテリジェンス（OSINT）とは、公開されている情報源から収集した情報を指す。
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KYC はなお話題の中心
資金洗浄とテロリストへの資金供与はダイナミックか
つ絶えず進化する現象であり、プロフェッショナルは
最新の動向と傾向を把握するために注意するよう求
められます。資金洗浄とテロリスト資金供与は、合法
的に事業を展開する金融機関の健全性に避けがた
い脅威をもたらしかねず、巨額の罰金に伴う経済的
リスクと法律上の派生的な問題が付随するため、そ
れらを食い止めることが今なお大きな懸案事項であ
り続けています。しかしながら、金融セクターのプロフ
ェッショナルたちが漏れのない最新のデータを揃え
れば、資金洗浄とテロリスト資金供与のリスクを発見
し、管理する体制をより良い状態に整えられます。

資金洗浄とテロリスト資金
供与のリスクは経済的、政
治的課題の中でも最優先
事項であり続けており、金
融セ ク ターに 係 る内部 監
査および外部監査の両方
の範囲に該当します。
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LEI
透明性の高い市場データの４G
バジル・ゾンマーフェルト
（Basil Sommerfeld）
パートナー
オペレーションズ＆
ヒューマンキャピタルリーダー
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
規制戦略
デロイト

はじめに
金融危機後にピッツバーグで開かれたG20首脳会議では、
是正に焦点が当たりました。金融システムが受けた衝撃に
対処するため、カウンターパーティリスク・エクスポージャー
をモニタリングするための仕組みが整備されました。（恐らく
は）規制当局も含め、多くにとって衝撃だったのは、問題がど
の程度まで及ぶのかが明確になる前に、連鎖的な破綻がド
ミノ倒しのように生じたことでした。このような深刻な状況の
なかで、再発防止と市場への透明性導入に対する強い要望
とコミットメントが生まれたことは何ら驚くことではありませ
ん。
ピッツバーグより前の首脳会議で、すでにかなりの下準備が
成されていました。実際、ピッツバーグ後に発表された声明
を今になってから読むと、G20の総意としては、重点が設計
から実施へとすでに移っていたことが明らかです。全体を総
括すると、G20が想定していた対策は、一貫した包括的な枠
組みのなかで明確に表現されています。

セドリック・ショーンブロート
（Cédric Schoonbroodt）
マネジャー
戦略＆オペレーションズ
デロイト

G20では取引参加者を階層的に識別することで透明性と追
跡可能性を形成するとともに、実務的な目的に向けてその
透明性を駆使するために各主題に対して実務的な対策を実
施します。実務的には、G20は大枠の合意にとどまったため
に取引「圏」は懸念を抱えたまま取り残され、そのうち米国と
欧州が実施すべき詳細要件を導入するためにいち早く法の
決定・制定に動きました。
G20は金融業界が長い間必要としていた世界共通の一意的
な標準である「取引主体識別子(Legal Entity Identifier)」（LEI
と呼ばれる追跡可能性の礎）について、金融安定理事会
（FSB）に検討を進めるよう求めました。これは、システミック
リスクと取引主体レベルにおける総合的リスクの評価を後押
しするためのものです。FSBはROC（ 規 制 監 視 委 員 会 ） 1
を設置し、標準LEIのフォーマットならびにLEIを割り
当てる世界的かつ連携したアプローチを策定しまし
た。
着想は素晴らしいものでした。市場参加者と参加者それぞ
れの取引を特定するシステムを構築することで、連動し、重
複し合うエクスポージャーがいついかなる時も管轄する規制
当局を含む万人に明確になれば、当局はモニタリングが可
能になり、必要に応じて市場の安定維持に向けた対策を講
じられるようになります。

1 あらゆる市場参加者に識別子を割り当てる世界的かつ一意的な枠組みの設立を目指す機関で、あらゆる国および国の支
援を受けた取引体が参加可能。

58

金融安定
理事会

グローバル LEI システム
委員会

- 国際金融市場の規制当局
- ガバナンスの原則を管理し、グローバルLEIシステムが
公共の利益のために機能しているかを監督する
- 総会および執行委員会

理事会

- COUの活動、運用の整合性、ROCで定めた標準の導
入、保守
- ROCが任命、監督、金融機関とそれ以外の企業関係者
によって構成

規制監視

ガバナンス

- 一意的な運用基準・プロトコルを確実に適用することで、
一意的なLEIと高品質のデータを維持する
- LOUを通じて連携を監督する
- 一元的な論理データベースを維持する

運用
中央運用機関（COU）

付番機関（LOU）

付番機関（LOU）

付番機関（LOU）

- LEIの機能を提供する
- サービスプロバイダー、各国・地域の取引体登録機関、
発番機関

ROCの権限と目的を定めた当初の文書ではROCが設立し、監督することが求められている基本的な枠組みが規定されています。つまり、中
央運用機関（COU）が支え、各国・地域の付番機関がCOUをサポートするガバナンス体制です。
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法人識別子と運用上の識別子
残念ながら、プロセスは明確に規定されていません。むし
ろ、何よりも重要な相互に関連するイニシアチブ間の相互作
用がほぼ成り行きに任せられています。ピッツバーグG20は
数々の検討事項やアイデアを投げかけており、必ずしもそ
のすべてをすり合わせたり十分検討したりして、論理的な結
論を導き出しているわけでも、すべてが事実に根差している
わけでもありません。このプロジェクトは当初から銀行業界
に大きく重点を置いたものであり、企業にはあまり目が向け
られておらず、投資ファンドやその他の市場参加者にはまっ
たく目が向けられていませんでした。後者に対する配慮なら
びに一定の要件が後者に及ぼしうる影響は、関係当事者が
導入に乗り出し、学習曲線を辿るようになって初めて姿を現
したのです。

金融危機によって、データ品
質基準に再び注目が集まるよ
うになりました。EMIR の後押
しを受け、こうしたデータの再
検討というパズルを最初に組
み立てるピースは LEI である
と見込まれています。
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LEIのガバナンス体制の構築と並行して、LEIを実務的な目的
に利用するための法案が作成されています。このうち最初に
実現したのが欧州のEMIRとドッド・フランク法のデリバティブに
対応する条項でした。EMIRとドッド・フランク法の目的は、どの
取引主体が具体的な金融セクター、金融商品、またはカウン
ターパーティに対してどの程度のポジションを保有しているか
を把握・報告することにあります。このプロセスはLEIから始ま
り、次の段階では、最近耳にすることが多いUTIやUPI、USIな
ど、商品や取引でも一意的な識別子を活用するほうへと発展
していきます。
将来の識別子につけられた名称「取引主体識別子」そのもの
が懸念材料となっています。その定義が幅広いものになるの
か、絞り込んだものになるのか次第では、取引主体が具体的
な法人格を保有していない場合（共同運用型やプーリング型
はもちろん、厳密に言えば契約型ファンドが該当します）、識
別子の付与に適格ではないとして、その権利が完全に否定さ
れかねないためです。「法人」という言葉がこの要件に入って
しまったのは様々な意味において、不運です。FSBやG20から
見れば論理的であり、自明の理だったかもしれませんが、市
場がすでに善意のカウンターパーティと認識している取引主
体に具体的に識別子を付与する段階になると、相当な熟考と
無用の混乱を招くことは必至です。問題は、詳細においても、
導入スケジュールの点でも異なる水準で定義の議論が交わさ
れたという事実にあります。

導入プロセス
LEIを支えるROCの企図された体制とインフラは明確です
が、それはまだ整備されていません。ROCは正式な理事を
任命し、その監督権限を設定している段階であり、COU（中
央運用機関）はまだ発足していません。また、選定された
LOUはまだ「暫定LOU」から「正式LOU」へと移行している段
階です。このプロセスに関連する略語にはそれぞれ「暫定
的」な段階があり、「暫定LOU」や「暫定LEI」等があります。
これは、時間的制約から生まれた動きです。なぜなら、金
融市場はROCが自身の完璧なモデルを設計するまで待つ
余裕がなく、同時に、彼らにとって草の根的な取り組みを運
用可能なソリューションへと成熟させる役割については
ROCの恩恵に依存しているためです。
これまで、極めて基本的な指標のなかで運用可能なソリュ
ーションをまとめることは市場に委ねられていました。これ
は取引を自身で記録し、登録する手段を策定する場合に特
に当てはまります。LEIを活用した施策の導入には乖離の
問題が依然として存在する可能性があり、LEI自体もその問
題とは無縁ではありません。

些細とは言えない問題が1つあり、これはCOU（中央運用機
関）に関係しているかもしれません。この重要な機関がLEI
システムの発展のほぼ最後まで放置されたのは多分に残
念ですが、まず避けられないことでした。LEIを付与する以
前にROCからLOUに至るまでが発展するプロセスに十分な
時間が与えられたとすれば、大幅な遅延が生じる結果、
EMIRとドッド・フランク法の導入を容易にするための暫定的
施策が適用されるリスクが高まるだけではありません。さら
に、その場その場で適用されたプロセスに伴って積み上げ
た学習を、すべて構築された段階で学習しなければならな
い事態になりかねません。
こうした状況においては、意図と実務が矛盾する可能性が
飛躍的に増えます。しかし、COUが具体的にどのような役
割を果たすべきかは未だ不透明であるものの、これは非常
に重要な議論です。一部が考えているように、COUは、必
要に応じて調停者の役割を演じる可能性もある、LOU間の
双方向の関係を促進する機関となるべきでしょうか。
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あるいは計画経済に馴染みが深い―もしくは、中央集約的
な計画と介入に強い意欲を示す経済が選好する―管理的
な機能が望ましいでしょうか。そして、主なコミュニケーショ
ンチャネルをLOU間とし、COUを中央調整および情報センタ
ーとすべきでしょうか。あるいは、LOUはどんな場合もCOU
に対して連絡を取り、COUがその後に情報を転送する形に
すべきでしょうか。こうしたことは些細なことかもしれません
が、長い目で見ると、システムがいかに滞りなく機能するか
を決定する重大なポイントとなりえます。
より実務的なレベルでは、一方的な報告と相互的な報告と
いうアプローチの乖離があります。米国は、一方の当事者
が双方を代表して報告する体制や一般的にはディーラー主
導型の体制を好んでいます。

一方、欧州は相互報告アプローチを希望しています。これ
は各当事者が自身の取引について報告責任を持ち、その
機能自体を委任することは可能とするものの、報告責任は
サードパーティーに委任できないとする方法です。
一見すると、相互報告アプローチのほうが安全性は高いよ
うに思えます（また、おそらくこれが欧州の思考プロセスの
中心です）が、いずれのアプローチに対しても賛否両論があ
ります。
このように検討事項や落とし穴、問題が山積しているにも関
わらず、システムが立ち上がりつつあります。少なくともLEI
の枠組みはすでにあり、市場はLEIと取引レベルの報告を
繋ぎ合わせるために法規に応じた識別子を構築するという
課題に対応しようとしています。

ドッド・フランク法と EMIRのアプローチ法
EMIRの比較可能な詳細要件とドッド・フランク法の対応条項を検討してみると、最大の不安
材料となる差異はそのアプローチにあります。ドッド・フランク法が透明性の確保により、市
場が効率的かつ滞りなく機能するよう図ろうとしていることは明らかです。また、市場が価格
付けと標準化を収斂することが出来るよう、スピードと全面的な報告に重点を置いていま
す。これに対して報告に時間をかけ、より幅広いデータを求めるEMIRのアプローチは、
AIFMDの報告義務と重ねると、市場の乱用とその防止に焦点が当たっていると思われます。
このような目標が、時間とともにどのように作用するかは興味深いところです。当面は、国境
や規制の枠を越えて事業を展開する企業に、特に課題を突き付けることになるでしょう。
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もう一つの難題：AIFMD*
欧州証券市場監督局（ESMA）がLEIの考え方を利用して
AIFMDの報告義務を推進しようと決定したこと、それ自体は
論理的に非の打ちどころがありません。これが、識別子付
与の世界的システムに向けて取り組むというFSBや関係機
関の企図している範囲内にあることは間違いありません。
実際に、LEI以外の何かを利用しようという決定がなされた
場合には、全体的な考え方の有効性が疑問視されている
と感じられたかもしれません。
しかしながら、この決定は整合性へと至る道程を平坦なも
のにするというより、むしろ複雑さをさらに上乗せすることに
なります。EMIRの狭い対象範囲やOTCに関するドッド・フラ
ンク法の同等の原則以外では、定義はもちろんのこと、LEI
のより広義の枠組みについても具体的な進歩はほとんど
認められません。加えて、これに関連して「LEI」を挙げた
ESMAは、この規定がLEIイニシアチブの全体像のなかでど
のように関わるのかについて最小限の指針を提供するにと
どまっています。

すでに論じてきたように、これまでのところ実務的に大きな
進捗があったポイントは、暫定LOUにより事実上の暫定LEI
が付与されただけにとどまります。こうした取り組みは、最
終的にROCに承認され、有効にされるとの希望の下で行わ
れたものです。こうした取り組みは明らかにデリバティブの
報告義務の適用開始がまず米国、そして現在は欧州にお
いて目前に迫っていることに駆り立てられており、焦点は市
場のこのセクターに当っています。また、契約型ファンドやリ
ミテッド・パートナーシップ等に対応するため、純然たる「法
人」（識別子）ではなく「カウンターパーティ」を採用する可能
性についてもある程度の検討がされています。
結果として、プライベートエクイティや不動産運用者をはじ
めとするAIFMおよびAIF（何らかのデリバティブ市場に対し
て接点または取引がない取引事業体）は、LOUに申し出、数
カ月以内に特にEMIRやドッド・フランク法を念頭に置きながら
識別子を取得することが求められます。このプロセスの両当
事者は双方ともに熟練の領域には至っておらず、これもま
た、幅広い関連業界が辿っていかなければならない学習曲
線となります。

金融システムが受けた衝撃
に対処するため、カウンタ
ーパーティリスク・エクスポ
ージャーをモニタリングす
るた め の仕組 み が整備 さ
れました。
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このプロセスの背後には当面、情報面と運用面の検討事項
がありますが、それ以外にも、最終的にLEIの下で保管する
データをどのように利用すべきかを念頭に置いておかなけ
ればなりません。EMIRとドッド・フランク法はボトムアップの
透明性を目指してており、つまりは、（識別子はトップダウン
型の階層になっているにもかかわらず）カウンターパーティ・
エクスポージャーを取引そのもののレベルから積み上げて
全体像を構築しようとしています。一方、AIFMDは運用者
（AIFM）レベルから透明性を集計しようとしています。

このような二つのアプローチを使って調達したデータの分析
が、最初から矛盾のない一貫した全体像を提供するとは考
えられません。特に、共通の参照情報であるLEIが一意的で
ない場合にはなおさらです。EMIRの下で報告された全取引
がひとつのAIFMに関していることはあり得ません。AIFMDの
下で利用されているLEIだけで、どの取引が集約されたのか
を判断することもできません。本当に利用できるデータが生
成できるまでに、間違いなく、報告と一貫性において一層の
作業が必要です。規制当局が表に現れたパターンの解釈を
する際、性急な結論に飛びつかないことを望みます。

段階的な品質改善に向けて
変化の激しい規制環境にあって、組織は直ちに、自社のリ

通常業務（BAU）の統合の文脈においては、LEIを導入する

スクや規制上で求められる報告プロセスへの影響を評価

一方で、既存データを更新、照合、合理化するプロセスを

するための手段を講じなければなりません。LEIが導入さ

構築することが必須になります。

れれば、組織は幾つもの疑問に答えなければなりません。
LEIは明らかに多大な業務プロセスを伴いますが、あらゆ

• LEIによって最大の影響を受ける業務はどれか？（顧客

る事業ラインにわたる技術的な変化も意味になります。組

との取引開始、データ管理、規制上の報告、リスク管理

織は自社にとって「遵守」が何を意味するのかを把握し、

プロセスなど）

• 影響を受ける可能性のある業務プロセスは？ ま た 、
LEI導入に伴うコストとメリットは？

• LEIの導入があるプロセスにのみ及ぼす副次的影響と
は？

その遵守を実現するためにどのようなアプローチを採るか
を決めなくてはなりません。段階的なアプローチを踏まえ
れば、市場参加者はBAUを維持しながら、合意した戦略に
沿って、（データやテクノロジー、プロセス、組織にわたる）
重要な変革作業に優先順位を付け実行することが必要に
なります。

また、このようなLEI導入プログラムの主要要素には、（特
にリスク管理部門における）LEIに影響を受ける現行の(規
制上の)イニシアチブの評価や顧客および取引先データを
保有するシステムの分析も含めなければなりません。
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結論
LEIは複雑で、難しいものです。その導入は、EMIRの報告が
他の要素に依存し（取引情報蓄積機関の認定等）、一進一
退となっているためにとりわけ難しくなっています。市場が支
援要素に取り組み、提出されたデータが本当に示している状
況を把握するという難題に規制当局が着手するようになる
と、リスクや問題が生じるようになります。
しかし、このプロセスからはチャンスも生まれます。
LEIを活用すれば、システミックリスクを監視する規制当局の
能力が間違いなく向上します。また、組織内部でリスク管理
を改善するツールとしても利用できます。顧客と取引先をグ
ループ全体として、正確にかつ一貫して把握する組織は、リ
スク管理や販売・引受プロセスを改善でき、財務プロセスを
強化し、不正確で矛盾したデータが下流で及ぼす影響によっ
て生じる業務コストを低減できます。しかし、まずはLEIを導
入するために、既存データストア（業務用、会計処理用、リス
ク用のインフラ）を拡充する必要があります。
金融危機によって、データ品質基準に再び注目が集まるよう
になりました。EMIRの後押しを受け、こうしたデータの再検討
というパズルを最初に組み立てるピースはLEIであると見込
まれています。製品システムや第一線のシステムにLEIを採
り入れることは、ストレート・スルー・プロセッシング（STP）をさ
らに推進するチャンスであると同時に、（データ品質と一貫性
が向上するため）業務コストを削減し、似通ってはいるが、異
なるデータセットの照合の必要性を低減する機会でもありま
す。こ の よ う な 機 会 を 掴 ん だ 組 織 は 機 動 性 が 高 ま り 、
自社業務と取引先の管理に対して先手を打つ体制が
整 いま す。

市場参加者と参加者それ
ぞれの取引を特定するシ
ステムを構築することで、
連動し、重複し合うエクス
ポージャーがいついかな
る時も管轄する規制当局
を含む万人に明確になれ
ば、当局はモニタリングが
可能になり、必要に応じて
市場の安定維持に向けた
対策を講じられるようにな
ります。

そして何より、関係者全員が一歩下がって、LEIの長期的な
影響とLEI導入後の全体像を検討することが必要不可欠で
す。目先の報告義務を満たすために、数多くの意思決定が
なされつつあります。再検討を行わず、市場の透明性を向上
させた場合にどのようなメリットが享受できるかを曖昧にした
ままでこうした意思決定を性急に下せば、好機を逸してしま
いかねません。
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FATCA
適用開始を控えて最後の調整
パスカル・ノエル
（Pascal Noël）
パートナー
クロスボーダー税務グローバル金融サービスインダストリー
デロイト

アマンディン・オルン
（Amandine Horn）
シニアマネジャー
クロスボーダー税務グローバル金融サービスインダストリー
デロイト

税務の透明性と情報交換という世界的な傾向が近年、
金融業界に多大な影響を及ぼしています。外国口座税
務コンプライアンス法（FATCA）に基づく源泉徴収義務が
2014 年 7 月 1 日に適用開始となるほか、ルクセンブルク
の政府間協定（IGA）調印が間近であることを受け、ルク
センブルクの金融機関は情報交換の世界に突入してい
くことになります。FATCA は事業運営に全く新しいマイン
ドセットを採り入れるよう迫っており、金融機関のほとんど
の関係者に影響をもたらします。
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関係するルクセンブルクの金融機関には、国内法に導入さ
れたFATCAの規定を遵守する義務が生じます。業務に対す
る影響は、以下の例に示す通り、関係するビジネスによって
多少異なります。
方針

右の例では、FFI（外国金融機関）として保険会社、投資ファ
ンド、資産運用会社、およびカストディ銀行を想定していま
す。このような組織の関係者の大半がFATCAプロジェクト
に参加することになります。

保険会社
外部ファンド

リスク管理部門およびコンプライアンス部門
事業体の登録は通常、コンプライアンス部門が担当する可
能性が高くなります。また同部門は、組織内でのFATCAの
規定の実施に向け各種方針や手続を導入することも必要で
す。のちの段階では、こうしたFFI規定に関する内部統制もt
提供していかなければなりません。
登録（事業体のステータスに応じる）
前述した市場参加者はいずれも、初期設定ではモデル1の
報告FI（金融機関）になります（ルクセンブルクが、国内税務
当局と米国税務当局（IRS）との間の自動的情報交換を定め
たモデル1のIGAに調印するため）。しかしながら、ルクセン
ブルクに導入されるFATCAでは、一定の条件の下でみなし
遵守ステータスをある程度認めています（このステータスは
租税回避を幇助するリスクが低い金融機関を指し、厳格性
の低い規則が適用されます）。みなし遵守ステータスが認め
られるのは、ルクセンブルクでは銀行業界と保険業界の例
外的なケースに限られます。

原資産

資産運用会社

投資
運用

UCIT
UCIT
（外部ファンド）
（外部ファンド）

カストディ銀行
カストディ銀行
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しかし、投資ファンドは集団投資ビークル・ステータス1など、
みなし遵守ステータスの複数の選択肢から選択することが
可能です。こうしたみなし遵守機関は主としてルクセンブル
クの不報告金融機関であり、登録は不要です。
従って、ルクセンブルクのFIはまず各自のステータスを決め
（経営者がそれを立証しなければならない）、それに応じて
登録の選択肢を決定すべきです。コンプライアンス部門は
必要な場合、選択したステータスに応じて事業体を登録しま
す。同部門は登録情報を記入し、提出するとともに、登録時
に提出した情報がすべて有効であることを証明する必要が
あります。これを証明する人物は最高コンプライアンス責任
者の場合もありますが、これに限りません。唯一求められて
いるのは、証明する人物が組織内でFATCA規定を実行す
るために十分な権限を持ち合わせていることです。最終規
則で求められているFATCA責任者の任命は、（IGAモデル1
調印国である）ルクセンブルクでは義務付けられていませ
ん。しかし、この点における追加ガイダンスが、国内法に導
入される可能性はあります。

法務部門
ルクセンブルクの金融機関は、一般取引条件書や契約書
（カストディ契約書、生命保険契約等）など、自社の法務文書
の一部を改訂することも検討しなければなりません。こうした
書類にはFATCAに基づく金融機関の義務のほか、顧客にと
ってそれがどういう意味を持つかも明示すべきです。米国人
顧客に関する情報はFATCAに基づいて金融機関からルクセ
ンブルクの税務当局に報告され、次に税務当局はこの情報
を米国の税務当局に報告します。顧客が不参加外国金融機
関（NPFFI）の場合でも、ルクセンブルクの金融機関は米国
源泉所得に源泉徴収税を課し、かかる源泉徴収税をルクセ
ンブルクの税務当局に報告する必要があります。このような
義務を顧客に対して明確に示し、将来的な抗議や取引上の
問題発生を未然に防がなければなりません。
特定の顧客種別によっては事務負担が生じることを踏まえ、
FATCAステータスによって特定の個人または事業体の顧客
としての受け入れに影響が及ぶかどうかについて検討する
金融機関もあるかもしれません。米国人顧客やNPFFIを顧客
として受け入れ、サービスを提供し続ける意思はあるでしょう
か。

方針および手続の導入と内部統制
FATCA規定（以下で詳しく述べます）は、組織内で適切に実
施しなければなりません。この点において、FATCAのために
必要になる様々な分類プロセス、源泉徴収プロセス、報告
プロセスおよび内部統制プロセスを正式なものにするため
に手続を導入しなければなりません。将来的に確立すべき
詳細のデューデリジェンスおよび分類プロセスは非常に明
快で、口座開設プロセスにおいて不可欠の要素であるべき
です。
義務を遵守しなかったり、義務の履行に重大な違反があっ
たりする場合、報告FIでも、IRSからみなし遵守ステータスの
撤回を要請されるリスクがあります。その場合、かかる事業
体は不参加FFIとなります。このため、遵守プログラムならび
に内部統制の整備が大いに推奨されます。

フロントオフィス業務ならびに顧客関係管理
FATCAは特に、全FFIに対して（同法に定められている通り）拡
大デューデリジェンス（extended due diligence）手続を金融口座
保有者に適用し、米国人および米国の事業体が保有する可
能性のある口座を特定するよう求めています。この結果、デュ
ーデリジェンス要件を遵守するためにフロントオフィス部門の
全面的な関与が必要です。
米国口座の定義は実際のところ非常に幅広く、海外に居住
する米国人、永住権保有者等にも関係します。金融口座の
概念は関与するビジネスによって明らかに異なり、銀行の預
金口座や信託口座から保険会社のキャッシュ・バリュー保険
契約、さらには投資ファンドの株式や債券保有者まで含まれ
ます。このデューデリジェンスは既存口座（2014年7月1日よ
り前に開設された口座）に対して義務付けられ、必要な場合
には、文書化と口座の特定に対して延長期間が設けられま
す。デューデリジェンスはまた、2014年7月1日以後に開設さ
れた新規口座にも適用され、口座は即座に特定、分類する
ことが必要になります。

1 集団投資ビークルはルクセンブルクの規制対象の投資ファンドであり、遵守機関を通じてのみ保有、販売される。
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既存顧客／投資家に対する是正措置
モデル1の報告FIは既存の顧客基盤をレビューし、定められ
た特定の米国示唆情報を探し、FATCAの原則に基づいて事
業体を分類します。特定の規定においては、（口座残高が
100万米ドルの基準額を下回っている場合には）事業体の電
子的データベースを検索すること、あるいは基準額を越えて
いる口座の場合には保管している全文書にわたってより徹
底した検索すること、のいずれかが必要になることが予想さ
れます。リレーションシップマネジャーが設定されている特定
の機関（銀行など）については、かかる担当者の知識も考慮
に入れなければなりません。従って、フロントオフィス部門に
念入りなトレーニングを実施すること、リレーションシップマネ
ジャーには提供された情報が不正確であると「知り得る根
拠」がないと文書化することが望まれます。米国示唆情報が
特定された場合、口座保有者に追加で情報を要請しなけれ
ばならず、その場合にはフロントオフィス部門がかかる文書
を既存顧客から入手するうえで積極的な役割を果たさなけれ
ばなりません。

外部コミュニケーションプラン
モデル1の報告FIとして新たに負うことになった義務につい
て、顧客および投資家に通知し、追加の文書提出を要請す
るために、適切なコミュニケーションプランを整備しなければ
なりません。ルクセンブルクの金融機関は、この点に関して
想定される顧客との質疑応答を管理し、文書の収集と事後
調査を実施するプロセスも導入しなければなりません。

関係するルクセンブルクの
金融機関には、国内法に導
入された FATCA の規定を
遵守する義務が生じます。
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新しいプロセスと要件については、顧客のほか様々なその
他の取引先にも通知する必要があります。コミュニケーショ
ンプランの策定の際には、顧客および取引先の法域も考
慮に入れるべきです。実際のところ、報告義務および源泉
徴収義務は不参加FFIである顧客に適用されるため、IGA
を締結していない国およびFFI契約を締結していない国の
FFIに影響します。同様に、IGAを締結していない国で一定
のみなし遵守ステータスを有する事業体にはGIIN(グロー
バル仲介機関識別番号）が発行され、ルクセンブルクの金
融機関に提出することになります（これら事業体は登録さ
れるため）。逆に、IGAモデル1の国のなかで同じステータス
を有する事業体には必ずしもGIINが発行されるわけではあ
りません（当該国の要件に応じて、登録が不要である場合
があるため）。このため、FATCA規定の適用には国境をま
たぐ場合に、さらに複雑さが増すことになります。

前述の例では、カストディ銀行は自身のFATCAステータス
を文書化するために自己証明書を投資ファンドから入手し
なければなりません。資産運用業界内においては、この既
存口座のデューデリジェンスについても当初は、管理会社
や代行機関など投資ファンドの一定のサービスプロバイダ
ーの支援が必要になります。保険会社では、この段階では
保険契約者または保険契約の受益者を口座保有者として
指定しなければなりません。つまり、かかる契約で想定さ
れる金額を使用できるのは誰か、あるいは契約に基づい
て受益者を変更できるのは誰かを指定することになりま
す。契約者が米国に居住する非米国人であった場合、そ
の口座には米国示唆情報が存在します。保険会社はかか
る口座保有者から、米国人ではないという自己証明書を
入手しなければなりません。
顧客受入れ手続の改定
新規口座に関しては、口座開設の際にかかる示唆情報を
検証しなければなりません。実際のところ、モデル1の報告
FFIはルクセンブルクの税務当局による監査の可能性を見
越し、自身のデューデリジェンスを実証する必要がありま
す。この点においてルクセンブルクの金融機関はとりわ
け、米国に住所を有する人物の米国内の出身地、二重国
籍の可能性、米国の居住地または委任状等を確認する必
要があります。ルクセンブルクの金融機関は事業体の
FATCAステータス（参加FFI、みなし遵守FFI、または不参
加FFIのいずれか）についての自己証明書も入手しなけれ
ばなりません。この自己証明に代えて、顧客が米国税務
報告用のステータスに応じて、既存の米国の公式の様式
（W-8BEN、W-8IMYまたはW-9、記載は英語のみ）に記入
することも可能です。
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IT インフラと開発
ルクセンブルクの金融機関はFATCA導入のために必要と
なる追加文書をいかに保管すべきかを検討しなければなり
ません。実際のところ、米国示唆情報と新しいデータの保
管は、文書化／顧客確認（KYC）のツールを検討する際に
考慮に入れるべきです。社内で開発するか、あるいはITサ
ービスプロバイダーが提供するリリース製品を利用するか
のいずれかによって、現行システムのアップデートが必要
になります。
ルクセンブルクの金融機関は報告ソリューションの必要性
に対応するため、保管が必要となる報告の範囲を評価する
必要もあります。同様の評価は、算定が必要となる源泉徴
収税にも必要です。しかしながら、一部のFFI（主に適格仲
介人（QI）契約の下、米国の主たる源泉徴収義務をすでに
有する銀行など）に限っては自身で源泉徴収税を課す必要
があります。この他のFFIはすべて、上流のカストディアンに
特定の口座／金額に対して課すべき源泉徴収税率を示し
た源泉徴収書を提出することになります。マニュアル処理を
避けるには、報告および源泉徴収（源泉徴収書の発行も含
む）プロセスならびにソリューションを設定する必要がありま
す。報告ソリューションおよびデータ形式は今後、ルクセン
ブルクの税務当局によって指定される可能性があります。
税務部門と財務部門
上述した通り、報告FIは場合によっては、FATCAの源泉徴
収を実施しなければなりません。これは、過去においてすで
に米国の源泉徴収義務を有するQIを兼ねるFFIの場合で、
この場合には2014年7月1日時点で不参加FFIの顧客に米
国源泉所得が支払われるとFATCA源泉徴収税も課さなけ
ればなりません。不参加FFIは、IGAを締結していない国に
所在し、IRSとFFI契約を結んでいない事業体です。IGAを締
結した国の事業体が不参加FFIとなるのは、その義務遂行
に重大な過失があった場合のみであり、同法によって定め
られる一定期間の経過後となります。

ルクセンブルク（IGAモデル1を締結）の実務においては、主
たる源泉徴収義務を持つQIまたは海外源泉徴収パートナー
シップとして機能するパートナーシップのみが実際に源泉徴
収することになります。源泉徴収が必要と判断される状況／
口座が特定されると、バックオフィス部門（取引執行、証券部
門）がかかる源泉徴収が実際に当該支払いに対して課され
たかを確認する必要があります。自身で源泉徴収する義務
のないFFIの場合、サブカストディアンに対して源泉徴収書を
発行する必要があります。
税務部門は、米国人口座に関してルクセンブルクの税務当
局に報告しなければなりません。投資ファンドの範疇におい
て、かかる報告は当該ファンドの登録がファンド全体で登録
しているか、サブファンドレベルで登録しているかに応じて、
複雑さが増しかねません（報告目的においては、投資は集
約レベル、あるいはその選択肢には依拠しないかのいずれ
かになります）。

事業体の登録は通常、コン
プライアンス部門が担当す
る可能性が高くなります。
また同部門は、組織内での
FATCAの規定の実施に向け各
種方針や手続を導入するこ
とも必要です。

本稿は2014年2月初めに執筆したものであり、FATCAに関する最新のアップデートは考慮に入れておりません。2014年2月
20日（木曜日）、米国財務省（財務省）と内国歳入庁（IRS）はFATCA規則を改定し、明確化する最終規則および暫定規則（暫
定規則）を公表しました。財務省とIRSは、内国歳入法（同法）の第3条および第61条に基づく最終規則とFATCA最終規則（第
4条）とを調整する暫定規則も公表しました（調整規則）。
詳細は、http://www.deloitte.com/lu/otn/fatca050314をご覧ください。
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ERP の利用の有無にかかわらない
VAT データの管理
賢明なる COO が対処すべき重要
な課題
セドリック・トゥショー
（Cédric Tussiot）
ディレクター
間接税
デロイト
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エリック・レオロン
（Eric Reolon）
シニアマネジャー
間接税
デロイト

税務データの管理は企業にとっ
て、重大な任務です。現在の財
政環境において、VAT 監査
件数が次第に増加しているこ
とを考えると、システム内に保
存されている VAT データを
念入りに調べるのが賢明かも
しれません。

経験から言えば、付加価値税（VAT）のデータ管理はとりわけ
一筋縄ではいかない論点です。これには幾つもの理
由が考えられますが、その税自体の性質が中心論
点 で あ る 可 能 性 が 高 く な っ て い ま す 。 VATは取 引 税 で
あるため、VAT関連の申告書および付属書類を作成
し裏付けるために収集するデータが非常に具体的で
す。間接税のために収集すべきこうしたデータは、財
務諸表で容易に見出すことのできる通常の情報とか
け離れている場合もあります。
例えば、VATのために企業が把握し、記録しておか
なければならない情報には、サービス受領者の所
在地、販売を伴う場合には物品の受渡場所、顧客
のVAT識別番号、物品の物理的流れの特定等があ
ります。こうした標準的な基礎情報の収集はそれ自
体が難しい場合が多々ありますが、業務モデルによ
っては、あるいは企業が国際的グループに属するケ
ースにおいては、VATの関連情報を収集し、保管す
ることが極めて困難となることがあります。
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企業内で日常業務を統括する最高位の責任者であるCOO
は、このような潜在的な困難や落とし穴を把握していなけれ
ばなりません。欧州レベルのVAT遵守規定をざっと見渡せ
ば、いかにVATデータの管理が難しいかがわかります。
欧州付加価値税指令（European VAT Directive）は課税対象
者にVAT申告書を提出するよう義務付けていますが、現在
では加盟国に申告内容と提出の要否を決める裁量を認めて
います。このため、記載する申告項目が10未満から100に至
るまで、全く異なる28種類のVAT申告書が生じています。欧
州委員会は現在、EU域内で、VAT申告書の単純な構成と
VAT申告に係る情報および期限の均一化を提供する、VAT
申告書の標準化に取り組んでいます。その意図は、全企業
が、できれば共通の電子的フォーマットで提出された、標準
化された情報を各加盟国に提供できるようにすることです。
この標準化したVAT申告書は、2017年1月1日の導入を目指
しています。
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この指令案によると、標準化したVAT申告書には基本となる
必須項目が7つしかありません。しかし、各加盟国には標準
情報（19の異なる追加項目）を求めることも認められていま
す。EU全域で適用されるVAT申告書が単一化されたり、全
面的に標準化されたりするわけではなく、企業は依然として、
各加盟国でVAT申告書に含めるべき情報を見極めなくてはな
りません。
しかし、会計システムが構築され、各加盟国のために7つの
必須項目および19のオプション項目を収集する準備が整え
ば、VAT申告書においてこの情報を報告することが理論的
に格段に容易になります。これこそ、指令案の主たる目的で
す。
企業が一カ国のみで単一の事業のみを手がけるという稀な
事例を除けば、関連データの収集は実務上、様々な理由の
ために難しい場合があります。

いずれの場合においても、収集が必要な情報の性質を考え
ると、どのような規模の企業であれ、関連VATデータを自社
の会計システム上で単に偶然見つけられるわけではありま
せん。何らかの対策を講じる必要があります。
企業は最初から、VATデータの紛失や失念、単なる見落と
しがないようにしなければなりません。このため、VATデータ
の収集責任者を明確に特定し、組織内のかかる責任者が
VATデータの管理規則に精通しておくことが強く推奨されま
す。
収集すべき適切なVATデータを自社の事業体ごとに納付
（提供者）と受領（顧客）の両方に関連付けて特定すること
が何よりも重要です。
大規模企業のVATデータを見ると、組織内で業務や事業内
容に応じて異なる会計システムやソフトウェアモジュールが
並行して利用されている場合をよく見かけます。

欧 州 委 員 会 は 現 在 、 EU
域内で、VAT 申告書の単
純な構成と VAT 申告に係
る情報および期限の均一
化を提供する、VAT 申告
書の標準化に取り組んで
います。。

これには特定のシステムやモジュールが特定部門のニー
ズにより適していたり、歴史的な経緯から利用されていた
り（買収以前にこの会計システムを使用していた等）とい
った事情があるかもしれません。しかし、そうした事情に
かかわらず、求められたVATデータをマニュアルで収集せ
ざるを得ない事態を避けるため、異なるシステムとモジュ
ール間で通信できるようにしておくことが必須です。理想
的には、VAT申告書の自動生成が可能なシステムにVATデ
ータを入力すべきです。従って、このようなデータ転送がどの
ように行われるかを完全に理解しておくことが欠かせませ
ん。
もう一つ念頭に置いておくべきは、ERPシステムに最初に
入力したVATデータを定期的に見直し、更新しなければな
らないということです。VAT規則は非常に移り変わりが激
しく、近年は特にその傾向が強くなっています。
いわゆるVATパッケージで新しい規則が導入され、VAT
関連の新しい遵守義務が2010年から生じています。さら
に、2015年までに導入される規則もあります。こうした新
規則がVATの目的上で特に影響を及ぼしたのは、サービ
スの提供場所です。つまり、2009年にルクセンブルクの
VAT税率15％が適用されたサービスは、2010年にはサー
ビスの受け手の所在する国でリバースチャージ制度が適
用されることになったわけです。企業がVATコードの適時
更新を怠っていれば、VAT申告書と欧州セールスリストを
該当年において遡及修正しなければならず、多大なコスト
を要するプロセスとなりかねません。
VATデータ管理は、軽視すべきではありません。これは、
定期的な更新が必要となる重大なプロセスです。経験上
明らかなのは、プロセス監視とソフトウェアによる自動化
を戦略的に組み合わせることが、VATデータを効果的に
管理するための処方箋であるということです。これには、
多大な労力が必要になる見通しです。しかし、監督当局
が調査のために要求する情報の提供を増やす方向に進
んでいる（OECDの標準税務調査ファイルがルクセンブル
クで導入された等）ことを鑑みると、効果的なVATデータ
管理システムを整備することは「必須」と思われます。
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フィリップ・ギルバート
（Filip Gilbert）
パートナー
ヒューマンキャピタルアドバイザリー／
トランスフォーメーション
デロイト

パスカル・クルタット
（Pascal Curtat）
ディレクター
ヒューマンキャピタル戦略的ヒューマンリソース
デロイト

人事情報システムにおける
クラウド革命
フィリップ・ギルバート
（Filip Gilbert）
パートナー
ヒューマンキャピタル
アドバイザリーサービス
デロイト

パスカル・クルタット
（Pascal Curtat）
ディレクター
ヒューマンキャピタル
アドバイザリーサービス
デロイト

クラウドコンピューティングおよび関連する「サービ
ス型ソフトウェア」（SaaS）製品は近年、前例のない
成長を遂げています。

人事分野においては、市場ではエンタープライズ・リソース・
プランニング（ERP）システムがなお優勢ではあるものの、
SaaSソリューションの売上げの伸びを見る限り、この傾向が
逆転しつつあるようです。人事関連のSaaSソリューションは
人事アプリケーションにおいて不可欠の要素となっているほ
か、人事業務の中核的要素だけでなく、新規採用や人材管
理といった専門的要素も網羅しています。新規企業（ワーク
デイ等）の出現や近年の買収（オラクルによるタレオ買収、
SAPによるサクセスファクターズの買収）が裏付ける通り、
SaaSは単なる一時的な流行ではなく、深く根を張ったトレンド
です。
人事 SaaS モデル：成功の陰にある理由
SaaSの成功を説明する際、顧客はたいてい、こうした新しい
ソリューションがもたらすメリットやその運用環境について言
及します。

この点において、クラウドソリューションの構築は総保有コ
スト（TCO）を最大35％削減できます。
このコスト削減は、3つの主な手段に基づきます。

• ハードウェアのコスト削減：ソリューションがリモート（クラ
ウド）でホスティングされるため、インフラへの投資が不
要であり、サーバーもソフトウェアもインストール不要で
ある。

• 保守コストの削減と管理：SaaSソリューションは発行元
がリモートでホスティングし、保守作業やエラーのトラブ
ルシューティングは発行元に支払う価格に含まれてい
る。

• 投下資本の削減：SaaSソリューションの使用コストはオ
ンサイトで物理的にホスティングするソリューション関係
の設備投資（CAPEX）というより、営業費用（OPEX）とな
る。

コストの大幅削減
最高人事責任者（CHRO）は絶えずコスト削減の圧力にさらさ
れている環境にあるため、人事ソリューションと関連アーキテ
クチャの選定においては、経済的側面が明らかに選定の主
な指標となっています。
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CIOにも影響が及びます。人事情報システム（HRIS）へのIT
リソースの集中により、企業の中核事業に負担が生じがち
です。サービス水準とコストに対する圧力が絶えず増大し
ているため、HRISに関してはクラウドソリューションが選ば
れるケースが増えています。

経済的進化に対応したサービスモデル

強力な意思決定ツール

クラウドは情報システムをより機動的なアーキテクチャに発
展させる多大な機会をもたらし、結果的に市場トレンドへの
対応の迅速化が図れます。
また、作業負荷が一定しない組織においてはキャパシティ
の増減が必要になりますが、こうした組織にはかなりの柔
軟性が保証されます。

ERPの報告機能は従来、非常に限られており、導入は難し
いものでした。ワークデイやオラクルのフュージョンシステム
をはじめとする多くのSaaSは、グラフィカルな報告機能、主
要指標・ダッシュボードをユーザーがカスタムデザインし搭
載できるなど、意思決定を支援する機能を提供します。
人事部門に変革をもたらす手段としてのSaaSソリューション

SaaSソリューションの構成原則がもたらす数々のメリットの
うち、幾つかを例に挙げます。

• 全顧客が単一環境を共有する
• アップデートとバージョン変更は発行元が直接行い、ユー
ザー側では何もする必要がない
ユーザーは最新バージョンの製品を備えるために時間とコ
ストのかかるプロジェクトに乗り出す必要がなくなるため、
HRISの総コストを大幅に低減できます。
導入が迅速
クラウドソリューションの導入に要する平均期間は、ERPソ
リューションのそれを大幅に下回ります。これは主として、イ
ンフラや特定の環境を設定する必要がないためです。導入
プロジェクトで海外での拡大フェーズを織り込むと、さらに
大幅な期間短縮が可能です。

デロイトの最近の調査によると、調査対象企業のうち84％
が人事部門の刷新を計画（または着手）し、そのうち大多数
がコスト削減（85％）と人事部門の効率改善（75％）を目標
に挙げました。
SaaSソリューションは変革の促進剤として、次第に活用され
るようになっています。投資で明確かつ迅速に達成可能な
リターンを実現できるほか、コストを抑制し、管理すると同時
にサービスの質と効率を改善することが可能なためです。
このようなテクノロジーはより迅速に、より効率的に、より経
済性が高いうえ、人事管理と意思決定を支える全く新しい
機能を人事部門にもたらします。
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クラウド型人事システムのメリットを最大限に高める

人事部門にとっての
メリットは？

ユーザーの視点に立った新しい設計

グローバルモデルの確立

最近の調査では、CHROが利用可能ないかなる人事情報システ

組織にとってのメリットに加え、CHROは自身の担当業務にとって

ムよりも、リンクトインのほうが社員に関してより多くの情報を提

のメリットも認識しています。今日、CHROは標準プロセスを介し

供していると指摘されています。

てグローバルな人材モデルを促進したいと考えています。しか

社員に基づいて構築され、情報交換を促進する新しいタイプの

し、このアプローチは、柔軟性と各地の特質の統合（特に国の文

システムと比較して、トランザクションベースのプロフィールという

化に強く影響を受けるデータにおいて）の約束を維持したままで

HRISの非効率性がこの調査では浮き彫りになっています。

SaaSソリューションを手引きするアプローチでもあります。

人材管理の強化

ビジネスパートナーとしての役割を果たす人

人材管理においては、社員をHRISの中核に据えることも必須で

事部門の新しい側面

す。現在では、本当の意味で競争力に貢献するのは社員のみ
であると認識されつつあり、人事部門は、社員の潜在能力の育
成と意欲を明確に把握し、人材をどこで採用すべきか、人材をど
のように育成すべきか、どのような人事関連サービスを提供す
べきかを見極めることに秀でなければなりません。

このほか、SaaSモデルが人事部門にもたらす主なメリットには、予
測分析が可能な報告機能があります。SaaS人事ソリューションの
ユーザーは適切なセキュリティ権限を持っていれば、手元の情報
を即座に利用することによって他の誰かの入力情報に頼らずに報
告書を作成できます。しかし、この新しい責務は、これまで社員を
導いてこなかった企業には逆効果になりかねません。しかし、ステ
ータスと一部の権限をこのツールで直接設定できるため、人事部
門のビジネスパートナーとしての側面は強化できます。

ユーザーにとっての
メリットは？

最先端のツール

可動性とバーチャルな交流

HRISに対するユーザーの感度は、HRISが時代に歩調を合わせる

可動性は、セルフサービス（社員またはマネジャー）セクションの

ことができるかどうか次第であるように思えます。現在のトレンド

採用をはじめ、HRISソリューションのスマートフォン対応版に織り

は可動性、コラボレーションとネットワークの強度、職責と福利厚

込まれています。自宅から、周囲の職務ネットワークに接続しなく

生の管理などです。

ても、社員は自身の個人データを管理し続けることが可能になる
ほか、休暇の申請や人事ワークフローの検証で必要になるどん
なアクションも可能です。
SaaSソリューションでは、社員が属する部署のメンバーや組織、

キャリアのモニタリング

そのメンバー、マネジャーの公開プロフィール等にワンクリックで

SaaSソリューションはついに、最良のソーシャルネットワークと職

アクセスできます。職務ネットワークと同様、組織のメンバーは社

務ネットワークを一つのHRISに統合しているようです。このツール

員プロフィールへのフィードバック送信や、360度の業績評価への

をマスターし、自由に閲覧し、最大限に活用することができれば、

情報提供ができます。

社内における自身のキャリア管理に向け大きな一歩を踏み出すこ
とができます。

要約
クラウドは人事分野で貢献し、HRISがどのように認識されているかを大きく変えます。これは、サービスの質、プロセス
の合理化、コスト削減において好機となります。
企業は、まだ実施していない場合、自社のHRISの成熟度を評価し、HRISの全部または一部をクラウドに移行することが
メリットをもたらすかどうかを検討しなければなりません。
人事業務に対する影響が大きいことを踏まえ、CIOとCHROは組織に対する影響を評価するとともに、プロジェクトのアー
キテクチャ関連の影響を検討すべきです。
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文書のデジタル化と
リーガルアーカイビング
ローランド・バスティン
（Roland Bastin）
パートナー
情報＆
テクノロジーリスク
デロイト

ステファン・ユールト
（Stéphane Hurtaud）
パートナー
情報＆
テクノロジーリスク
デロイト

ロレーヌ・セネキエ
（Laureline Senequier）
マネジャー
情報＆
テクノロジーリスク
デロイト

紙の文書からデジタル文書への移行は、ペーパレス化としても
知られています。
情報は、企業の記憶です。デジタル文書が紙の文書に置き
換わりつつありますが、完全に移行してしまう前に幾つかの
問いに答えを出す必要があります。

ソリューションを決定する前に、幾つかの質問に答えを出し
ておかなくてはなりません。
- デジタル化する情報は、日常的に使用するものか？（デー
タを整理する必要があるか？）

まず、データのデジタル化が必要です。紙の形態からデジタ
ル形式にデータを転換するわけですが、その電子的データ
の使用法や既存の印刷文書をどうするかによって、選択す
べき技術的ソリューションが異なります。

- デジタル化する情報は保護すべきか？（当該データへの
アクセスを一部のユーザーのみに制限する必要がある
か？）

- 原本の印刷文書は破棄するか？（当該文書に法的価値を
持たせる必要があるか？）
上記に対する答えによって必要になる機能が決まるため、
技術的ソリューションを選定する際に指針となります。以下
に、3つの選択肢を挙げます。

文 書 管 理 シ ス テ ム

データボールティング

（DMS）
定義

組織内の電子文書を取得、整
理、管理、保存、発行する一連
のツールおよび技法

リーガルアーカイビング
または e-アーカイビング

物理的金庫のデジタル版

電子文書を安全なシステム上で
長期間にわたって特定、選定、整
理、保存する一連のツールと技
法

リーガルアーカイビングは、保管
文書に法的価値を持たせるた
め、e-アーカイビングの一歩先を
行くアプローチ

主な
機能

• 複数バージョンで更新が可能
• 社員による文書の破棄が可
能

• 保存とアーカイビングにバ
ーチャルスペースを利用

• 論理的、物理的に安全

• 文書の修正は不可能
• 厳しい条件を満たす場合以
外、廃棄は禁止

• 日常業務での使用

• 侵入不可能

• 文書の廃棄管理を含む

• 文書の廃棄管理機能も搭載

• 文書は、変更しないままオ

• リーガルアーカイビング

可能

• 構造化が可能

ーナーに返却される

（e-アーカイビングに加えて）：

- 文書の電子署名
- 長期的に文書の完全性を維

持

本稿ではこれから、リーガルアーカイビングについてさらに詳しく論じていきます。目的は、このソリューションを検討する際に
分析すべき点に焦点を当てることにあります。
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e-アーカイビングとリーガルアーカイビングは一枚のコイン
の表と裏

提案されている法的枠組みは、重要な検討事項を幾つか
前進させています。

法的枠組みの改正予定
電子アーカイビングを巡る法的枠組みは、ルクセンブルクで
はすでに存在しています。しかし、この枠組みでは、すでにデ
ジタル化した原本の廃棄に関して、確固とした法的保証が十
分もたらされていません。この問題に対処するため、CSSF
（ルクセンブルク金融監督委員会）とABBL（ルクセンブルク銀
行協会）は2008年と2009年に原本を廃棄しないよう勧告しま
した。この制約を克服するため、専門家から成るチームが設
置されました。電子アーカイビングに関する新しい法規―そ
の他の影響を受ける法規（民法、商法、金融セクター法）の
改正および関連する大公国令（GDR）に基づいて、新しい法
的枠組みを設計するためです。

• ペーパレス化・保全サービスプロバイダー
（Dematerialisation and Conservation Service Provider）
ステータス（法案では「PSDC」として定義されている）の
設置：狙いは、デジタル化とアーカイビングを規制下に
置くことにより、サービスを受ける企業に対する信頼を
構築するとともに、裁判官、省庁、行政当局および裁判
所においても信頼を築くことにあります。PSDCは、正式
な認可制度を通じてILNAS（ルクセンブルク標準化機
構）がモニターしていきます。組織は、デジタル化または
アーカイビング、もしくはその両方について認可事業者
となることを選択できます。金融セクターにサービスを
提供するPSDCには、特殊PFSステータスが設けられる
ことに注意が必要です。

• 立証責任の逆転：PSDCがGDRに定められた条件に基
づいて原本の正確な複写を生成し、アーカイブした場
合、かかる複写が原本の正確かつ持続可能な複製で
はないことを立証するのは原告の義務となります。

• 技術的、組織的な要件：専門的な要件、組織的制限事
項、導入条件を正確に定めるのはGDRであり、具体的
には認可制度になります。
現時点において、同法案、関連法の改正法案、および
GDRの改正案が代議院に提出されています。同法案に対
しては、商工会議所、産業会議所（Chamber of Trades）、
政府評議会から意見が提出されています。ILNASは監督
制度についても大部分を公表しており、新政権は本法を
重視しているため、2014年末までに成立する見通しです。

1 ISO/IEC 27001:2005は拡大しつつある規格ISO/IEC 27000の一部

であり、国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）が2005
年10月に発行した情報セキュリティ・マネジメント・システム（ISMS）
の規格である。2013年10月時点において、新バージョン「ISO/IEC
27001:2013」が発行されている。
2 ISO/IEC 27002では、情報セキュリティ・マネジメント・システム
（ISMS）の稼働、導入、保守を担当する組織が利用できる情報セキ
ュリティ・マネジメントのベストプラクティスを推奨している。
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技術的な規則要件と方策
監督制度の一環として、技術的な要件がILNASによって2012
年6月に公表されました。この枠組みは三層構造になってお
り、基盤となる第一の層にはISO/IEC 270011 および270022
が適用されます。第二の層では、ISO/IEC 27002で規定され
ている複数の統制に関して詳細を定めており、それらをデジ
タル化／アーカイビング業務に合わせて調整しています。第
三 の 層 ではISO/IEC 27002に加えて方策や統制が上乗せさ
れており、デジタル化／アーカイビングに特化しています。第
三層の統制と方策には、デジタル化／アーカイビングの方針
に関する情報やデジタル化／アーカイビングを支えるシステ
ムの技術的要件およびシステムの活用法を定めています。
全体的には、後者でデジタル化／アーカイビング・ソフトウェ
アは何をすべきか、何をすべきでないかをより詳しく把握でき
ます。認可制度でも、PSDCの監督に関する文書と監査指針
が定められています。
デジタル化とアーカイビングのサービスが金融機関に提供さ
れるとしたら？
デジタル化／アーカイビングのサービスを金融機関に提供
する場合には、PSDCは必ずPFSステータスも取得しなけれ
ばなりません。2つの新しい補助的（Auxiliary）PFSステータス
（第29-5条および第29-6条）が1993年4月5日金融セクター法
に追加される見通しです。PFSステータスに求められる条件
としては、 デジタル化サービスプロバイダー（PFS/PSDC-D）
では資本金5万ユーロ、アーカイビングサービスプロバイダー
（PFS/ PSDC-C）では12万5000ユーロが想定されています。

従って、いずれのPSDCもPSDCステータスにおいてはILNAS
の管轄となり、PFSステータスにおいてはCSSFの管轄を受け
ることになります。現時点では、補助的PFSに適用可能な通達
（リスク分析と記述的報告書（descriptive report）に関する
CSSF通達12/544）を除けば、CSSFはなおPFS／PSDCに特
化した規則／通達を発行していません。
デジタル化とe-アーカイビングへ移行する好機
多くの組織がすでに自社の文書をデジタル化していますが、
ハードコピーを廃棄するか否かについてはまだ決定していま
せん。文書のデジタル化はかなりのビジネスとなりますが、文
書の廃棄やアーカイビングに対する一般的な心構えを個人も
企業も大きく転換する必要があります。法的枠組みを変更し
ようという計画には、デジタル化とアーカイビングに特化した
企業の信頼性を高めようという狙いが全体としてあります。こ
の信頼性は、デジタル化／アーカイビング企業に対する監督
体制の強化やサービスプロバイダーの財務基盤の安定性の
保証、透明性の高いプロセスとサービスプロバイダーにおけ
る文書化、アーカイビングの持続可能性、ならびに文書復元
の義務を通じて実現することができます。銀行の口座開設プ
ロセスが、この好例です。新規顧客の口座開設は通常、以下
の段階を踏んで行われます。まず新規顧客が本人確認のた
めの必要書類（身分証明書、給与明細等）を支店の銀行員に
提示し、次に契約書に署名します。その際に提示された情報
は銀行システムに入力され、書類は本店の顧客メンテナンス
部門に送付されて新規口座の開設を確定します。最後に一
元管理されている場所、通常は本店以外のどこかに書類が
アーカイブされます。

ハードコピーを使用した口座開設プロセスの簡略例

支店
顧客が身分証明書
を 提 示 し、契 約 書
に署名

本店
情報を銀行システ
ムに登録

リスク＆非効率
- 原本の紛失

書類を顧客メンテ
ナンス部門に送付

書類を
アーカイブ

- 本店への送付に要する時間
- 一元管理されたアーカイブから
書類を取り出すのに要する時間
- ハードコピーの送付・保管にか
かるコスト
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法的価値を伴うハードコピーを使用する場合、このプロセス
には現在、3つの大きな欠点があります。業務リスク（つま
り、原本の紛失）、非効率（書類を本店に送る時間、一元管
理されたアーカイブから書類を取り出すのにかかる時間）、
ハードコピーの送付・保管にかかるコスト（つまり、紙の文
書保管のためのビル賃借料）です。

- 紙の書類保管コストは、ITインフラのコスト、電子アーカイ

支店からの書類をデジタル化すれば、この3つの欠点を解
消できます。プロセスが最適化されるため、口座開設に要
する時間も短縮できるほか、全体の業務リスクを最小限に
抑制し、送付・保管費用を削減または一掃することすら可
能です。実際、大手銀行はすでに「scan to process」（スキ
ャンによる処理）の導入を完了済み、あるいは導入してい
る最中です。もう一歩進めた電子アーカイブのデジタル化、
つまり「scan to archive」（スキャンによるアーカイブ）を導入
すれば、原本を廃棄可能な場合には、原本の送付／保管
が一切不要になります。

ンフラのコスト、電子アーカイブの完全性と持続可能性の

デジタル化後にアーカイブするメリットは？
アーカイビングの実施を決断し、電子アーカイビングに向け
てプロジェクトを始動させる場合、綿密な分析によって目的
を明確に定めなければなりません。以下の質問はかかる
分析の指針となり、範囲、目的、予想投資リターンをより明
確化することにおいて組織を支援します。

ブの完全性と持続可能性の実現に必要なコストと比較し
てどうか？
この質問は、電子アーカイブの投資リターンがどの程度
期待できるかを判断するのに役立つ。

- リーガルアーカイブにおける紙の書類保管コストは、ITイ
実現に必要なコスト、PSDC認可維持コスト（監査も含む）
と比較してどうか？
この質問は、リーガルアーカイブの投資リターンがどの程
度期待できるかを判断するのに役立つ。

- アーカイビングは新規書類に適用するのか、それとも既
存書類にも適用するのか？
この質問により、時間を要する一回限りの作業である既
存書類のデジタル化が追加で必要かどうかの問題が生
じる。
リーガルアーカイビングがかかるプロジェクトの絶対必要条
件であれば、PSDCの認可取得だけが選択肢ではありませ
ん。リーガルアーカイブのために採用できる調達モデルに
は、様々なものがあります。

- 第1の選択肢はこのプロセスをインソーシングすることで
あり、これはPSDCの認可を取得することを示唆する。

- 紙の書類は廃棄するか？
この質問は、 当 該 プ ロ ジ ェ ク ト で ど の 程 度 の コ ス ト
削 減 が 可 能 かを判断するのに役立つ。

- リーガルアーカイブでは、原本を本当に廃棄するのか？
この質問により、PSDC認可を取得する必要性の有無の
問題が生じる。

- 立証責任の逆転を図ることが必要になるのは、どの書類
に対してか？
こ の 質 問 に よ り 、 PSDC認可が必要かどうかを判断で
きる。

- ルクセンブルク以外で電子アーカイブが認められるの
は、どの法域か？
この質問は、PSDC認可でリーガルアーカイブの地理的
範囲全体がカバーできるかを判断するのに役立つ。
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- 2番目の選択肢はかかるプロセスのうちデジタル化または
アーカイビングの部分をアウトソーシングするものであり、
デジタル化ではPSDC-Dを起用し、アーカイビングでは
PSDC-Cを起用する。このモデルでは、インソーシングす
る部分についてPSDC認可を取得することが示唆される。
既存書類のデジタル化については、既存書類をアウトソー
シングし、新規書類をインソーシングすることも可能であ
る。

- 3番目の選択肢は、PSDC認可を取得したデジタル化サー
ビスプロバイダーとアーカイビングサービスプロバイダー
にかかるプロセスを全面的にアウトソーシングする。
総合的に見ると、第1と第2の選択肢では、デジタル化とアー
カイビングのサービスプロバイダーはコストのプールによりメ
リットを享受できます。

アーカイビングの実施を決断し、電子アー
カイビングに向けてプロジェクトを始動させ
る場合、綿密な分析によって目的を明確
に定めなければなりません。
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マルチレベルでの医療ガバナンス
の必要性
リュック・ブルッシェ
（Luc Brucher）
パートナー
ヘルスケアリーダー
デロイト

ダミアン・ダンデロー
（Damien Dandelot）
シニアコンサルタント
ヒューマンキャピタルアドバイザリーサービス
デロイト

市民にとって、健康は今日、教育と安全と並ぶ重要な
関心事です。健康であっても、迅速に質の高い医療を
受けられるかどうかはこの20年以上、欧米諸国とその市
民の大きな懸念であり続けています。

政府がこのような懸念に真摯に取り組んでいることを実証
するには、経済協力開発機構（OECD）加盟国が1990年か
ら2010年にかけてどの程度の資金を医療に投入してきた
かを見るだけで十分です。この間、国民一人当たりの医療
費は実質ベースで70％以上増えています1。
しかし、医療制度のガバナンス2を効率性（費用便益比率）
で検討するようになるまでには、長い期間を要しました。最
終的な目標は人々の健康向上であり、これは平均余命の
上昇3ならびに癌をはじめとする特定疾病の死亡率の低下4

で確認することができます。ところが、数年前から、特に経
済危機を契機として、政府は医療予算を削減するようにな
りました。例えば、OECD加盟国を見ると、医療費は2000年
から2009年にかけて平均年率4％以上のペースで増えて
いたのに対し、2009年から2011年にかけてはこの伸び率
がわずか0.2％にとどまりました 5（P.88の図表1、2、3を参
照）。経済危機はこの分野の支出に大きな影響を与え、
2011年 に は OECD加 盟 国 の 医 療費 の 対 GDP比 は 平 均
9.3％近くとなっています6。

1 Healthcare systems: getting more value for money’, OECD (2010)
2 ガバナンスとは、「手がけるのが政府、市場またはネットワークいかんにかかわらず、また、その対象が家族、民族、公式・非公式の組

織、または地域であれ、その手段が法律、規範、権限または言語であれ、あらゆるガバナンスプロセス」を指す。(Bevir, Mark, 2013.
Governance: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press).
3 1970年から2011年にかけて、OECD加盟国では平均余命が10年以上伸びた（「図表で見る医療」、OECD、2013年）
4 癌に関する死亡率は、1990年から2011年にかけて14%低下した（「図表で見る医療」、OECD、2013年）
5 「図表で見る医療」、OECD（2013年）
6 Op. cit, OECD（2010）
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昨今のコスト削減の波を受け、今日の政府は、イデオロギ
ーの違い（自由主義と社会主義）を反映した、制度のタイプ
（市場ベースまたは一元管理）に関する議論を明らかに重
視しがちです。しかし、今は医療制度をどのようにマネジメン
トすべきかを重視すべきときです。OECD7によると、国家レベ
ルでマネジメントを改善すれば、OECD加盟国は提供する医
療ケアの質を落とすことなく、2017年までにGDP比で平均約
2％のコスト削減が可能です8。

7 Ibid.
8 Ibid.

さらに、制度の問題ではなく、マネジメントの問題としてとら
えると、高齢化や市民の期待の高まり、患者と医療従事者
の移動（migration）、医療ツーリズムといった新しい課題へ
の対応という点で各国の柔軟性が高まります。

各国は今日、地方内、地域内、国内
のファクターやイデオロギーに基づ
いて自国の制度を選択する傾向が
あります。
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図表１：2000 年から 2011 年（または直近年）までの国民一人当たりの年間平均医療費の伸び（実質ベース）
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図表2：G7一部諸国における医療費の対GDP比率（2000年～2011年） 図表3：欧州一部諸国における医療費の対GDP比率（2000年～2011年）
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4

出所：OECD Health Statistics 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.

言い換えると、各制度にはそれぞれ限界があり、国家の制
約（政治的制度、豊かさ等）に強く影響を受けています。し
かし、あらゆるレベルにおいてマネジメントを見直せば、い
かなる制度であってもサービスを削減したり医療ケアの質を
落としたりせずに効率を高めることができます。実際のとこ
ろ、マネジメントは国のレベルにとどまらず、あらゆるレベル
において導入すべきです。

• メタ：政府機関および規制当局による、環境および医療
機関・病院のシステム全体のマネジメント

• マクロ：経営委員会／理事会による、医療機関・病院およ
び様々な専門機関のマネジメント

メタガバナンスでは、自らの行動の一貫性を重視すべき
以下に示す通り、医療制度の改革・拡充には多くの方法
があります。各国は今日、地方内、地域内、国内のファク
ターやイデオロギーに基づいて自国の制度を選択する傾
向があります。忘れがちなのは、各国がそれぞれ異なり、
利用できるリソースが同じではないことです。このため、効
率性の向上は国によって大きく異なります。とはいえ、各
国ともマネジメントを改善すれば自国制度の効率性を高め
ることができるため、投下資金に対する成果を高めること
ができます（図表4、5）。究極的には、選択した制度が効率
に対して及ぼすことのできる影響は限定的にとどまりま
す。

• ミクロ：患者に提供する業務のマネジメントおよびマネジ
メントチームによる要件、特殊ニーズのマネジメント

ところが、数年前から、特に経済危機を
契機として、政府は医療予算を削減す
るようになりました。

図表4：出生時の国民一人当たりの平均余命

図表5：出生時の平均余命と国民一人当たりの医療支出
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従って、政府機関や医療機関、関連団体は完璧なシステ
ムを整備したり、似通った制度やイデオロギーを有する国
と自国の制度を比較したりすべきではありません 9 （図表
6）。むしろ、自国制度内の運用指標において一貫性を確
保するため、規模とリソース等が同等の国のマネジメント
アプローチを採り入れるべきです。根本的な問題は、医療
サービスに対してどのように料金を課すべきか（処置ごと、
または業務ごと）を把握したり、どのシステムが最善かにつ
いての検討に何時間も費やしたりすることでもなければ、
医療サービスの集約によって効率性が高まるかどうかを
検討することですらありません。

忘れがちなのは、各国がそれぞれ異なり、
利用できるリソースが同じではないことで
す。このため、効率性の向上は国によって
大きく異なります。

図表6：同様の制度を概ね共有している諸国群
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その代り、政府とその他の国内規制当局ならびに管理機
関は、メタマネジメントを考慮すべきです。このレベルでは、
組織の外へと目を向け、イデオロギーの論議に入らず、シ
ステムの目的と存在意義を明確にしておくことが重要で
す。運用面において何が期待されているかを公然かつ明
確に定義しておく必要があります。それと同時に、ほとんど
の業務を担うのはマネジメントであることを認識しておくこと
です。つまり、迅速に、有効かつ実体のある結果を達成す
る首尾一貫した運営を整備しておかなければならないとい
うことです。
しかし、期待値が実体のある成果に姿を変えるには、国家レ
ベルの政治的、社会的、経済的領域においてこの点に関す
る議論を促進し、意識を高めなければなりません。意識を
高めるという目標に向け、主要関係者は敢えて以下に列挙
した論点について公の場で論議し、自らの行動に一貫性を
もたらすべきです。

• 絶えずサービスモデルを再検討する。
定期的な検討を通じて、医療費が払い戻しされるサービ
スの優先順位を確立し、定期的に見直せば、医療と研究
における技術的進歩に対する認識向上が図れる。

• 事業体ではなく、環境を重視する。国内規制当局および
政府機関の責務は、医療機関／病院の管理機関の責
務と明確に区別すべきである。責任体系をより明確に定
義し、医療機関／病院マネジメントに対する期待値に透
明性の高い法令を適用することによって、制度における
重複や利益の対立を回避できる。

• インフラおよび医療の専門知識のコストをコントロールす
る。コスト上昇の主因の1つは最新技術の購入そのもの
というより、その不十分な活用にある。メタマネジメントの
レベルでは、インフラまたは医療の専門性で無用な重複
が起きないように、地理的ベースで供給を合理化し、制
御することが重要である。

• 真の国際的な競争力を創出する。
患者権利を優先し、他国で医療処置を受けられる選択肢
を患者に提供すると、医療ケアの品質と透明性に一層圧
力がかかることになる。医療機関が競争しようとするなら、
医療ケアの消費者からの批判を認め、受け入れることが
経営者には求められる。

• 最新技術の活用を促進する。
情報技術および通信技術でコストを削減することが可能で
ある。例えば、膝の手術では患者が数週間ないし数カ月に
わたって欠勤することが必要だったが、技術のおかげで今
では1週間から2週間以内に短縮された。従って、メタマネ
ジメントでは、スタッフが近代的設備で勤務できるように支
援すべきである。

• 医療ケアの消費者を啓蒙する。医療制度のマネジメント
では、コスト上昇の主因となる重要な関係者、つまりユー
ザーの強化も図らなければならない。キャンペーンや比較
ツールの活用によって、ユーザーが自身のニーズや提供さ
れた処置に対して鑑識眼を磨き、合理的な判断ができるよ
うにする。

9 図表4および5等で示され、OECDによって裏付けられている（前掲書参照）通り、効率性の差は、規模やリソース等が同等の諸国群の間よ
り、同様の制度を有する諸国群の間でのほうが大きい。
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言い換えると、各制度にはそれぞれ限界があり、国家の制約
（政治的制度、豊かさ等）に強く影響を受けています。

マクロおよびミクロのガバナンスでは、プロセス再考が必要
この2つのレベルを区別することは可能ではあるものの、2つ
を合わせて検討することにしたいと思います。なぜなら、こ
の2つはいずれも組織外で作用するものではなく、組織を通
じて作用するからです。しかし、その違いは指摘しておく価
値があります。
マクロまたはミクロのレベルにおける問題は、制度の種類に
ついて論議したり、システムの運営組織について議論したり
するというものではもはやなくなり、可能な限り効率よくサー
ビスを提供する内部の業務モデルを見出し、患者が期待す
る質の高い医療ケアを抑制されたコストで患者に提供する
ことになります。言い換えると、医療機関のマクロ、ミクロレ
ベルの課題は新しい製品、サービス、ソリューションを導入
したり、提供したりするというより、むしろ、設計から適用に
至るまでのプロセスを再考することです。こうしたアイデアを
プロセスの標準化の１形態として、または事実上の質の低
下としてとらえる向きがあることは明らかです。にもかかわら
ず、デビ・シェティ医師のケースは検討する価値があります。
同氏はプロセスを再考することで、米国では10万6,385ドル
を要する手術10をインドにおいて現在1,583ドルで提供してい
ます。

最初のケースではあらゆるプロセスならびに患者に提供さ
れる関連製品、サービス、ソリューションの一貫性に焦点を
当てるべきであり、これに対して2番目では患者への製品、
サービス、ソリューションの直接的な提供に焦点を当てるべ
きです。
従って、クリティカルシンキングを促進し、現状を打破する
ため、私たちはこうしたレベルの意思決定者とマネジャーな
らびにあらゆる医療従事者に心を開いて以下の論点を検
討し、内部プロセスを再考することをお勧めしたいと考えま
す。

• 定期的に市場ポジショニングを評価する。医療機関およ
び病院は、専門領域という点において自身の中核ビジネ
スを再考すべきです。医療機関／病院のレピュテーショ
ンは、特定分野の専門領域（リハビリ、心臓手術等）に基
づいて構築され、あらゆる医療従事者（医師、看護師、
その他の医療スタッフ）は患者に提供するサービス品質
において相互補完的に必要不可欠な役割を果たしま
す。付加価値を創出するのは、医療処置パッケージの単
一的側面というより、患者と直に接する様々な医療従事
者の相互作用なのです。

• 人的資源の分類を避ける。上記に加えて、経営者は
換言するなら、医療機関のマクロレベルでのガバナンス責
務というのは、他者の手（グループ、人々、体制）を借りなが
ら将来を見据えた方法で業務を行うようにするということで
す。これに対してミクロレベルにおいては、現状を見ながら
行われます。いずれの場合にも、実行アプローチに一定の
一貫性を維持するために様々な業務の継続性に焦点を当
てるべきで、違いは目的のみに限られるべきです。

様々な医療ケア提供者のスキルと補完的要素という点
において人的資源を再検討すべきです。なぜなら、医療
機関および病院の中核ビジネスはすでに医薬品ではな
いからです。患者が快方に向かうには、介護などの手当
てが必要です。医療機関および病院はこのため、業務と
役割を区別するというより、特別扱い／過保護に陥るこ
となく、自らの業務と役割を包括的なアプローチでマネジ
メントすることで本来の中核ビジネスを促進しなければな
りません。

10 「インドの心臓手術は1,583ドルだが、米国では10万6,385ドルかかる」ブルームバーグ・ネットに掲載されたケタキ・ゴカリ氏による記事。
（2013年7月28日）
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• 各医療従事者の役割と責任を再検討する。医療機関お
よび病院の運営委員会はプロセスの再考というプリズム
を通して常に物事を検討し、（診断以外の）医療は高い精
度が求められる専門業務ではあるものの、的確なトレー
ニングを施せば、看護師やその他の医療スタッフに委譲
できるということを受け入れなければなりません。従って、
運営法および委譲法を再検討する必要があります。

• 運営委員会について再検討する。ほとんどの医療機関
および病院は今日、3人で構成されるマネジメントチーム
（医療担当部長、看護部長、管理部長）によって運営され
ています。しかし、近年の医療ケア制度にもたらされた変
革に伴い、医療機関は当初の設立以降、大幅に変わり
ました。医療機関のマネジメントは今や片手間ではこな
せません。政府の制約や厳しくなる一方の患者の要求を
踏まえると、医療機関の運営委員会には業界に精通す
るだけでなく、効率性において病院組織を再検討できる
プロフェッショナルが必要です。すなわち、医師であれ、
看護師であれ、理学療法士であれ、医療の専門トレーニ
ングだけではもはや不十分ということです。運営委員会
のメンバーには、マネジメントと管理のトレーニングが必
要なのです。

医療ケアのガバナンス：ケースバイケースの再検討
同じイデオロギーに基づいて国の医療制度を比較する必要
はありません。それよりむしろ政府はメタアプローチにおい
て、最高のパフォーマンスを上げている国を模倣することな
く、同等の効率性達成を目指すべきです。言い換えるなら
ば、抜本的な改革は不要です。それより有効かつ効果的な
のは恐らく、リソースに関して同等の国々（ターゲットグルー
プ）が実施しているベストプラクティスを各国が採用すること
であり、同じイデオロギーの国が採用している実務を採り入
れることではありません。
従って、効率は制度自体から生じるものではなく、マルチレ
ベルのマネジメント（メタ、マクロ、ミクロ）から生じるもので
す。つまり、各レベルにおける意思決定から生み出された一
貫した運営を通じて効率がもたらされ、それが本当の意味で
結果に影響を与えることができるのです。従って政府は、率
先してこのような難しい問題に大胆に取り組まなければなり
ません。一方、医療機関の経営者は、自らの役割と機能を
見直さなければならないことを受け入れるべきです。しかし、
マルチレベルのガバナンスを導入する前にまず、現行モデ
ルの再検討を実施し、運営理念をケースバイケースで再整
備すべきであり、またそうしなくてはなりません。そして最後
にもう一度述べておくべきは、新しい製品やサービス、ソリュ
ーションを提供することが目的なのではなく、医療制度の屋
台骨であるプロセスの再構築に目的があるということです。
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大規模 EU プロジェクトの
ガバナンス
傾向、課題、解決策
チャールズ・デランクレー
（Charles Delancray）
ディレクター
戦略＆オペレーションズ／テクノロジー
デロイト

ダーモット・ドイル
（Dermot Doyle）
マネジャー
戦略＆オペレーションズ／
ビジネスコンサルティング
デロイト

EUおよびEUの各機関のガバナンスは、欧州内で最も論議
を集めるトピックの1つであり、多くの研究者やシンクタンク
が熱心に研究しています。しかし、EUが世界で最大規模か
つ最も豊かな通商圏であることを考えると、注目されるのも
頷けます。新規加盟国や新指令、新機関、政治的な決断
をEUレベルにおいて承認したり、確立したりする場合に
は、ある程度の実務的な統合が必要になるのが常です。こ
れに伴う複雑さは新規オフィスの設置（新機関等）といった
ものから、現加盟国インフラと統合する汎EU規模ネットワ
ークの構築（例えば、欧州委員会の税制・関税同盟総局
（DG TAXUD）の定める税制において使用するもの等）に至
るまで様々です。今後の傾向はどのようになり、それはIT
ガバナンスにとってどのような意味を持つのでしょうか。
EU におけるメガトレンド
デロ イ トも 加 盟 して いる コペン ハ ーゲン 未 来 学 研 究 所
（Copenhagen Institute for Future Studies）1によると、メガ
トレンドは社会的な発展における大きな力であり、その影
響は今後長い期間にわたってあらゆる分野―国家、市場
および市民社会―に及びます。グローバリゼーションもこう
したメガトレンドの1つであり、地域的に起きているという点
においては、EU統合が恐らくは最も顕著なグローバリゼー
ションの実例でしょう。EU加盟国は特定の分野において単
に権限を共有し、集約するだけでなく、統合の結果生じた
枠組みに対して積極的に協力していくことを約束していま
す。しかしEUのシステムが進化するにつれ、それを支える
電子的インフラも進化しています。

この好例が、ユーロスタット（欧州統計局）の指導の下で
行われたEUの統計収集システムの開発です。1990年代
より前は、EUの統計収集は欧州経済共同体（EEC）が「純
然たる欧州委員会の政策」2を保有していた2つの分野、つ
まり農業と貿易に集中していました。しかし、マーストリヒト
条約の経済通貨同盟（EMU）実現のための収斂基準をは
じめ、EUの政策が直接統計に根差すようになったことか
ら、状況は変わりました。こうした動きは統計に基づく法令
の全般的拡大に大きく寄与し、結果的に統計システムへ
の投資を招きました3。
第二のメガトレンドは、現代社会における全般的な加速化
と技術的進歩の高度化です。EUは加盟国システムの統
合に直面しているだけではなく、より幅広いチャネルを通
して情報共有を促進してほしいという社会的な圧力にも対
応しなければなりません。欧州委員会は多くのケースにお
いて成功しており、DG TAXUDが導入した数々の税制・関
税のITプラットフォームでは大きな実績を上げました。
2008年から2011年にかけては、輸出を中心として電子的
入力比率が上昇しています。これは、2008年初めから全
加盟国の輸出自動化に関わる汎欧州輸出管理システム
（ECS）が開発されたためです4。
しかし、こうした取り組みには多大なコストを要します。DG
TAXUDの下でEU加盟国が2008年、2009年、2010年にお
いて実施したIT投資は3億2000万ユーロに上りました5。

図表 1：電子的入力の比率推移――通常手順と簡素化手順の合計（27加盟国）
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1 Copenhagen Institute for Future Studies, ‘Why Mega Trends Matter?’ Futureorientation 5/2006 参照: http://www.cifs.dk/scripts/artikel.
asp?id=1469. 同研究所は10のメガトレンドを特定している。つまり、1. 高齢化、2. グローバリゼーション、3. 技術的進歩、4. 繁栄、5.個別
化、6. 商業化、7. 健康・環境、8. 加速、9. ネットワーク化、10. 都市化である。
2 COM(2009) 404 final
3 COM(2009) 404 final
4 COM(2011) 922 final
5 COM(2011) 922 final
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大規模 EU プロジェクトが直面する課題
欧州の公的セクターにおけるICT（情報通信技術）のガバナ
ンスと管理は 、 想 定 で き る 限 り に お い て 、 最 も 厳 し い
環 境 に 直 面 し て い ま す 。 規 模 （ 汎 欧州、機関内および
異なる機関間など）が 変 わ る と 、 組 織 構 造 や 増 大 す る
複雑さへの対応も変わります。これは関与する総
局 （ DG ） が 1 つ ま た は 複 数 の 場 合 か ら 、 複 数 の 機
関や汎欧州的な組織、汎欧州規模での対応が関
わ る 場 合 ま で 様 々 で す 。 以下のグラフは、規模が大きく
なればなるほどICTのガバナンス・管理における複雑さが高
まることを示したものです。

このように増大する複雑さのレベルは、多くの課題と機会
によっても影響を受けます。これらの課題と機会は、今日
のパブリック・セクターにおいてICTガバナンス・管理に影
響を及ぼす3つの主題に分類することができます。

• ICTリーダーシップ：ICT部門全体の効率性と実効性をど
のように高め、提供するサービスの質をどのように改善
するか。

• 相互運用性：複数のDG、EU機関、加盟国にわたってシ
ームレスにかつ安全にデータ交換をする必要性がます
ます増大しており、これに対してどう対応するか。

• ポストデジタル時代：欧州各国の行政機関の内部運営ア
プローチと国民・企業へのサービス提供アプローチを刷
新している新しい技術的トレンドに、どう対応するか。
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異なる機関間

汎 EU

レベル

ICT リーダーシップ
欧州委員会ならびにあらゆるレベルの行政機関が直面し
ている課題の中で最も難しく、最も喫緊の課題は、より少
ない原資でより多くのことを実現するにはどうすればよい
かという問題です。予算は頭打ちないしは縮小しつつある
一方で、サービス需要の高まりとともに人件費は確実に上
昇しています。EU機関は、運営効率を高める機会に迅速
に対応する必要があります。この数十年間というもの、サ
ービス提供の自動化におけるITの能力は、コストを下げな
がら成果を上げるという点で強力なファクターでした。しか
し、ITオペレーションの進化は往々にして断片的であり、そ
れ自体が非効率を生み出してきました。オペレーション改
善に向けて複数年計画を推進すれば、年間予算サイクル
にかかわらず、オペレーションを最適化する機会がITにも
たらされます。一般的なアプローチとしては、よりビジネスラ
イクな方法で運営を開始するために現行のICTガバナンス
体制および管理プロセスを見直すことがあります。こ の た
めには、欧州委員会の様々なDGおよびその他の
E U 機 関 の IT部門が無駄な費用の一掃やオペレーション
の合理化（ソリューションの収斂等）、新しい配信メカニズム
（クラウドコンピューティング等）を利用したユーザーへのサ
ービス改善の機会がどこにあるかを把握しておくべきで
す。この3つの活動は、EU政策と全面的に整合していま
す。

デロイトも加盟しているコペンハー
ゲン未来学研究所によると、メガト
レンドは社会的な発展における大
きな力であり、その影響は今後長
い期間にわたってあらゆる分野―
国家、市場および市民社会―に
及びます。
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欧州委員会ならびにあらゆるレベルの行政機関が直面して
いる課題の中で最も難しく、最も喫緊の課題は、より少ない
原資でより多くのことを実現するにはどうすればよいかという
問題です。

相互運用性

ポストデジタル政府

国民によりよいサービスを提供するには、複数のEU機関お
よび様々な加盟国の行政機関にわたって、シームレスかつ
安全にデータ交換をしなければなりません。適切なICTガバ
ナンス体制ならびに管理プロセスでは共通の技術基準を有
し、機関内および機関間のレベルでITシステムやインフラの
互換性を促進しなければなりません。

技術における5つの力（ソーシャル、モバイル、クラウド、ア
ナリティクスおよびサイバー（セキュリティ））がこの数年
間、発展し続けています。この5つの力は、技術において
複数の新しいトレンドに道を開いてきました。これらは人々
の生活を変えただけではなく、今日の民間組織が事業を
運営する方法にもシフトをもたらしました。この進化に伴
い、こうした技術的トレンドをサービス提供に活かしてほし
いという行政機関に対する要望が増大しています。戦略的
に組み合わせると、こうしたトレンドは生産性の向上や国
民に対するサービス向上、イノベーションの推進に一役買
います。これらが相まって、新たな「ポストデジタル政府の
時代」が定義されるのです。

汎欧州の場合には、複数の加盟国にわたる行政機関の相
互運用性を確立するのは、さらに複雑です。これには、欧州
相互運用性フレームワーク（EIF）が定める通り、4つの課題
（法的、組織的、意味論的、技術的な課題）が生じます。こう
した分野において欧州委員会の取り組みは数々の成功をも
たらし、多くの学びを得た一方で、新しい課題ももたらしまし
た。
汎欧州という文脈における行政機関のITオペレーションは
往々にして、相反する要求に直面します。その結果、他の
政策領域または他の加盟国の行政機関とは異なる目標や
優先順位を生むことになります。このため、こうした行政機
関を支える多くのプログラムやITシステムが全体的な視野
を欠くという状況に陥ります。
加盟国の行政機関のITオペレーションの効率と互換性の両
方を改善するには、的確なICTガバナンスの仕組みを定義
し、関与するあらゆる関係者が同じビジョンを共有し、共通
の目標に合意し、優先順位をすり合わせる必要がありま
す。欧州において相互運用性を改善するには、加盟国間の
ITを管理するプロセスに整合性をもたらして汎欧州規模で
ICTソリューションを設定する際の連携を強化し、ITプロジェ
クトとITイニシアチブの重複を回避しなければなりません。
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しかし、技術的進歩がもたらすべき数々のメリットを享受す
るには、欧州委員会と連邦／国、地域、地方レベルの行
政機関が自身のIT戦略を再構築して新しいガバナンス体
制を導入し、新しいIT機能やスキルに投資する必要があり
ます。欧州委員会や欧州全域の行政のIT責任者には今
日、かつてない好機がもたらされています。ポストデジタル
時代のチャンスを掴むために、政府のあり方を変えるうえ
で重要な役割を演じる好機です。
このためには、IT責任者は個々の行政の中核的使命を明
確に理解し、テクノロジーがその使命をどのように支えら
れるかについて説得力のある戦略的ビジョンを提供するだ
けでなく、測定可能な形で成果を積み上げて信頼を醸成し
なければなりません。

結論
EUにおいて、優れたガバナンスに関する議論は従来、行政
機関の「実際面における」ガバナンスではなく、ハイレベルな
政治的ガバナンスに集中していました。しかし、主なメガトレ
ンドを受けてEUは、すでに非常に複雑になっている環境に
おいてより規模の大きい、高度化したITプラットフォームを幾
つも構築するよう迫られています。欧州委員会はITガバナン
スの面では、こうしたメガトレンドへの対応で数々の成果を
収めたと胸を張ることができますが、今後も当面はそのペー
スとプレッシャーが弱まる気配はありません。なお5カ国が
EUの加盟候補として認められている一方、予算上の制約が
あることを考えると、技術的進歩を通じて効率向上を目指そ
うという意欲に火がつく可能性は、減るどころかますます高く
なるはずです。EUとその加盟国が国民に効率的かつ効果
的に公的サービスを提供できるようになるには、このような
継続的な統合のガバナンスにおいても質の改善を図る必要
があります。
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