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本誌では、各号で特定のファンクションに関係する

主題を取り扱います。
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読者の皆様へ

最高経営責任者（Chief Executive Officer：CEO）および最高財務責任者（Chief Financial Officer：CFO）

を特集した「Inside」最新号へようこそ！金融サービス業界はデロイトにとって、特にルクセンブルクにおい

て、常に極めて重要な業界であり続けています。「Inside」は、プライベートバンキングやウェルスマネジメン

トから資産運用まで幅広いビジネスに対処するための欠かせないフォーラムとなっています。加えて私たち

は、ルクセンブルク、スイス、中東または米国に限らず、グローバルな金融センターの見解を交換すること

に熱心に取り組んでいます。

本号には、ソシエテ ジェネラル バンク＆トラスト ルクセンブルクのCEOであるベロニク・デ・ラ・バチェレリ

（Véronique de la Bachelerie）氏の洞察に満ちたインタビューが含まれます。同氏は、大掛かりな規制要

件、例外的な経済状況および不安定な地政学的関係が、今日の業界および金融サービスのリーダーたち

に重要な諸課題を課していると指摘しています。これらの複雑な課題は、本号の共通のテーマを形成して

います。

疑いもなく、私たちは一つの岐路に立っています。2007年から2008年の金融危機以来、規制は急速に進

化してきました。CEOおよびCFOは、自身が指揮する機関の位置付けを再検討しなければなりません。本

号では、何人かの執筆者が現在存在している成長の機会を浮彫りにしています。金融サービスのプレーヤーに

とっての真の課題は、自身の価値提案を改革すること、および（例えば、クロスボーダーの販売または税金

の還付申請サービスを通じて）現在の課題に適応しこれに立ち向かうことのできる能力を示すことです。

絶え間ない変化は、トップエグゼクティブによる戦略の設計および導入をますます難しくしています。移行お

よび変革の真っただ中で戦略的ビジョンを打ち出すことが困難であることは間違いありません。しかし、奮

起を促すビジョンを持つことは依然として極めて重要です。変化のさなかにおける成功は、リーダーシップに

かかっています。

「Inside」各号において、私たちは新境地を開拓し、皆様に新鮮な視点をお届けすることを目指しています。

寄稿者の皆様の熱意および知見に、今一度感謝申し上げます。

本号が皆様にとって、刺激的かつ示唆に富んだものとなれば幸いです。

ジョエル・ファノーフェルシェルデ

（Joël Vanoverschelde） 
パートナー

アドバイザリー＆コンサルティング・

リーダー

デロイト

パスカル・マルティーノ

（Pascal Martino） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

エスター・バウアー

（Esther Bauer） 
アナリスト

戦略、規制＆コーポレート・ 
ファイナンス

デロイト

はじめに 
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読者の皆様へ

機会に備えること―これが、金融サービス業界のCEOおよびCFO向けの「Inside」本号全体を通じ

て展開されるテーマです。私たちは、巻頭インタビューにおいてベロニク・デ・ラ・バチェレリ氏が述べ

ているように「数々の変化」を経験しつつある環境に対し、皆様が積極的に対応することができるよう

な革新的な知見を提供することを目指しています。

ますますグローバル化する世界―例を挙げるとすれば、クロスボーダーの販売、新興のウェルスマ

ネジメント・センターおよび中東の資産運用市場―において、企業は数え切れないほどの機会を目

の当たりにしています。また、このような機会があれば、企業が規制要件を遵守する必要性の高まり

や地政学的な不確実性の高まりなどの新たな課題に適応せざるを得なくなるでしょう。

競争の場を定義する新たな規制は生まれ続けています。これに備えるため、私たちはMiFID IIから

得られつつある教訓および新たな規制から生まれつつある機会に焦点を合わせています。さらに、

新たなビジネスモデルおよびベストプラクティスを識別することで、CEOおよびCFOはこの進化する

環境において引き続き成長を推進し、機会をつかむことができるでしょう。

新たな需要の源泉が生まれ、顧客のニーズが変化する中で、金融サービスプロバイダーはこれに適

応しなければなりません。業界のプレーヤーは、自身の顧客とのつながりを再検討し、自身が確実

に価値を提供できるようにする必要があります。最後に企業は、ミレニアル世代などの新たな顧客セ

グメントの特異性、およびこれらの新たなセグメントに価値を提供する方法を理解しなければなりま

せん。

「Inside」本号を楽しんでお読みいただき、知見を得ていただければ幸いです。 

ベンジャミン・コレット

（Benjamin Collette） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス・リーダー

金融サービス業界コンサル

ティング・リーダー

デロイト

ピエール・マッセ

（Pierre Masset） 
パートナー

コーポレート・ファイナンス・

リーダー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

フランソワ・ジル

（François Gilles） 
シニアマネジャー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

読者の 

皆様へ 

連絡先：

ベンジャミン・コレット

（Benjamin Collette） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス・リーダー

Tel: +352 451 452 809 
bcollette@deloitte.lu 

ピエール・マッセ

（Pierre Masset） 
パートナー

コーポレート・ファイナンス・リーダー

Tel: +352 451 452 756 
pmasset@deloitte.lu 

フランソワ・ジル

（François Gilles） 
シニアマネジャー

戦略、規制＆コーポレート・ファイナンス 

Tel: +352 451 453 751 
fgilles@deloitte.lu 

560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg  
www.deloitte.lu 

mailto:bcollette@deloitte.lu
mailto:bcollette@deloitte.lu
mailto:pmasset@deloitte.lu
mailto:fgilles@deloitte.lu
mailto:fgilles@deloitte.lu
http://www.deloitte.lu/
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ソシエテ ジェネラル バンク＆

トラスト ルクセンブルク CEO
ベロニク・デ・ラ・バチェレリ氏

インタビュー

インタビュー担当者 

ペトラ・ハーゼンベルク 
（Petra Hazenberg） 
パートナー

戦略、規制＆コーポ

レート・ファイナンス

デロイト

パスカル・マルティーノ 
（Pascal Martino） 
パートナー

戦略、規制＆コーポ

レート・ファイナンス

デロイト

ミカエラ・ジャニュロヴァ 
（Michaela Janurova） 
アナリスト

戦略、規制＆コーポ

レート・ファイナンス

デロイト

業界について

Q：金融業界が直面している主要な課題はどのようなも

のですか、またそれらは貴行のビジネスにどのよう

な影響を及ぼしていますか？ 

当行は現在数々の変化を経験しつつあり、それらは一

般的かつ業界横断的なレベルで見られるものもあれ

ば、金融サービス業界に固有のものもあります。

最も複雑な課題の一つは、規制要件、特に資本要件

と、当行の株主のニーズおよびリターンの期待を一致さ

せることです。これは例えば当行のグループの業績に

見ることができますが、より一般的に業界全体にも当て

はまります―収益の成長にも関わらず、当行のROEは

7.7％と良好ではあるものの伸び悩んでいます。他業界

のROEは10％から12％であるため、投資家は必然的

に銀行にも同等のリターンを要求しています。2005年

から2008年の銀行のROEは20％から25％でしたが、

高いリターンは常に高いリスクを伴います。危機に続い

て生じた規制の波は意図された目標を超えた可能性が

あり、資本要件の高まりに対処しつつ投資家を満足させ

るであろう利益率を達成することが困難になっています。 

第2に、当行はマイナス金利という例外的な経済環境の

中に生きており、これは顧客が銀行に預金する際にお

金を支払わなければならないことを意味します。特に、

信用に係る極めて低い金利はリテール銀行の収益創

出に巨大な圧力をかけ、低いROEという最初の課題に 
戻ってしまいます。さらにこの状況は、マイナス金利とい

う発想を念頭に置いて構想されていないITシステムに

係る問題を呈しています。

同時に、世界のさまざまな地域における地政学的環境

は不安定であり、変化は予測不可能です。ソシエテ ジェ

ネラルはグローバルな顧客基盤を持ち、その国際的

ネットワークに依拠しており、その一部は現時点で比較

的不安定な中欧および東欧にあります。これは最近ま

で他の地域でも同様であり、また将来別の場所でも起こ

る可能性があります。欧米諸国における利益率が低い

ために、企業は新興国経済に参入することを余儀なくさ

れているというのは不可解な話です。課題は、収益が安

定しているが伸び悩んでいる欧米諸国で事業を営み、

かつ利益率が高いが地政学的リスクも同様に高い諸国

で事業を営みながら、成長を達成することです。

Q：顧客のニーズはどのように進化していますか、また

どのような商業的影響がありますか？ 

最大の変化は、銀行業界において、単一ユーロ決済圏

（Single Euro Payments Area：SEPA）の取組みや金

融商品市場指令（Markets in Financial Instruments 
Directive：MiFID II）の遵守など、顧客が付加価値をも

たらすものと考えていない要素の負担が増加しているこ

とです。

並行して、顧客の期待は高まっており、規制当局は金融

の当事者が価値を提供するサービスについてのみ顧客

に対価を請求するようますます強く迫っています。結果

として銀行は、しばしば無償で提供する負担の大きなレ

ガシー（例えば、安全かつ機能するITプラットフォーム）

に依拠した内部コストの高いサービスを提供することを

余儀なくされています。これは収益性の問題に戻ってし

まいますが、顧客の視点から見ると、高付加価値の商

品およびサービスを提供する当事者として自身を位置

付けることにより競争優位を生み出せることも極めて重

要です。
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ベロニク・デ・ラ・バチェレリ

（Véronique de la Bachelerie） 
最高経営責任者

ソシエテ ジェネラル バンク＆トラスト ルクセンブルク

そうは言っても、「デジタル化」は銀行とその顧客との関

係を等しく変化させており、新たな当事者が参入し、規制

の影響を依然としてあまり受けていないニッチな位置を

占有しつつあります。課題は、新たな競争相手および革

新的なアイデアに満ちた、この絶え間なく変化する世界

に適応することです。例を挙げれば、銀行は長い間、さま

ざまな決済方法の選択肢を提供することに基づいてその

ビジネスを構築してきました。ペイパルなどの新たな当事

者が市場に参入し、類似のソリューションを、ただし収益

の源泉としてではなくその中核的ビジネスを支える純粋

な実用サービスとして提供することにより、銀行は自身の

ビジネスモデルを再検討することを余儀なくされています。 

さらに、顧客が自身の買う商品の大多数をパーソナライ

ズできることに慣れてくる中で、標準的提供サービスを分

解し、テーラーメイドのソリューションを顧客に提供しつ

つ、同時にこのアプローチを「産業化」し、先ほど説明し

たROEの問題に戻ることが、金融機関にとっての課題と

なっています。

これを行う一方で、利用可能なすべてのチャネルを通じ

て常に傑出したサービスを顧客に提供することも極めて

重要です。顧客の活動に関する情報は、最初の対応が

行われたチャネルに関わらず、現地の支店であろうと

オンラインであろうと、すべてのチャネルに瞬時に伝達さ

れなければなりません。したがって、統合されたデータモ

デルおよびデータウェアハウスが鍵となります。銀行の

ITアーキテクチャおよびプロセスは多くの場合物理的な

支店のみを通じて銀行サービスを提供するという発想で

開発されているため、これはさらに困難になります。多く

の企業は歴史的に異なるビジネスラインまたは異なる

会社の中で確立されましたが、これらは現在コミュニ

ケーションを必要としています。「レガシーの縦割り」を統

合することは、有意義な顧客体験の創出に関する課題

であると同時に、長期的に十分なROEを確保にするにあ

たっての重要な構成要素でもあります。

会社について

Q：市場における諸課題を克服するための貴行の取組

みにはどのようなものがありますか？ 

ソシエテ ジェネラルのルクセンブルク法人であるソシエテ

ジェネラル バンク＆トラスト（Société Générale Bank & 
Trust：SGBT）は、高付加価値の活動、特にプライベート

バンキング、ストラクチャード金融商品、コマーシャル

バンキング、および証券サービスに特化した銀行です。

課題は、これらの付加価値商品およびサービスを提供し

つつ、同時に顧客にとっての競争力のある価格を確保

し、内部コストを可能な限り低く保つことです。一つのソ 
リューションは、顧客が付加価値をもたらすものと考えて

いない活動を徐々に非現地化またはアウトソースし、よ

りコストの低い国に移転させるかまたはビジネスパート

ナーと共有することです。ソシエテ ジェネラルは決済シ

ステムの事例においてこの戦略を用いており、例えば

オンラインバンキングでは、私たちはインフラを市場の他

の銀行と共有し、また特に規制コストを共有しています。

顧客はこれらのサービスが付加価値をもたらすものであ

ると考えていないため、金融機関の間でプーリングする

ことにより、銀行がコストを削減しつつ、リレーションシッ

プマネジメントなどの付加価値および差別化を提供する

ようなビジネスの諸側面に焦点を合わせられるようにな

ります。
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世界が絶え間なく進化する中で、当行

は何よりもまず従業員が業界における

変化に適応するよう促しており、このプ

ロセスにおいて彼らを支えることが当行

の役割です

Q：貴行は今日の業界においてどのような地位にありま

すか？貴行の主要な差別化要因は何でしょうか？ 

ソシエテ ジェネラルが競合から自身をどのように差別化

しているかの例としては、当行グループの一員であるブ

ルソラマの事例が挙げられます。ブルソラマは、極めて標

準化された商品、および技術開発に関する強力なイノベー

ションの能力を持つオンライン銀行です。「デジタル化」の

進行が2000年代初めにすでに始まっていたことにより、

オンラインのプレゼンスを拡大することは、たとえこのモ

デルが物理的な代理店に基づく標準的な銀行モデルとの

競争を生み出すものであったとしても、銀行にとって重要

でした。これは実際にソシエテ ジェネラルのネットワーク

の別のメンバーである地域リテール銀行のクレディ デュ

ノールに当てはまり、同行のビジネスモデルは顧客との

近接性に基づいたものであり、結果として極めて長い間

オンラインサービスの対価さえ請求していました。当初、

グループ内におけるブルソラマなどのオンラインリテール

銀行の成長は競争を激化させるだけであるとみなされ、

これを抑えることが最も筋が通っていると考えられたで

しょう。しかし、ソシエテ ジェネラルはこのアイデアを支持

し、ソシエテ ジェネラルのネットワークの外にある外部組

織のような新規事業としてのブルソラマの成長を支援しま

した。もう一つの優位性は、「白紙」から始めることがで

き、過去からの高いレガシーコストを負担する必要がない

ことでした。2011年前後にブルソラマが「成熟」段階を達

成した時点で初めて、シナジーを生み出すため、同じ部

門内におけるソシエテ ジェネラルのリテール銀行のネット

ワークがグループ化されました。このアプローチはフラン

スにおける最も成功したオンライン銀行の一つの成長に

つながり、かつグループ一般のための高パフォーマンス

かつ複数チャネルのシステムをもたらしました。

人材について

Q：業界の諸課題は貴行の人材および開発戦略にどの

ような影響を及ぼしていますか？ 

世界が絶え間なく進化する中で、当行は何よりもまず従

業員が業界における変化に適応するよう促しており、こ

のプロセスにおいて彼らを支えることが当行の役割で

す。これは、サポートサービスと特定の分野における専

門家の両方に当てはまります。すべての従業員が、新

たな専門知識を獲得し、必要とされる場合に自身の職

業的な方向性を調整する機会を与えられなければなり

ません。SGBTの従業員は比較的若く、平均35歳から

40歳であり、極めて柔軟性が高くかつ新たな課題に対

して積極的です。彼らはその既存のスキルを生かしつ

つより付加価値の高いサービスのために訓練すること

ができるため、これは極めて重要です。具体的には、当

行は昨年、3者の異なる当事者―人事部門、コーチング

マネジャー、および対象となる従業員―が関与する、内

部の移動性を促進する取組みを導入しました。

Q：今日の金融環境における諸課題に対応するために

要求されるリーダーシップスキルについて詳しく教え

ていただけますか？ 

成功するリーダーの第一の重要な特徴は適応能力であ

り、第2の―大いに相関する―要素は世界に対する積

極性です。変化および競争はどこからでも、いつでも、

一般に当行が最も予想していない時期に生じ得ます。

銀行は他の業界が10年遅れで追随しているプロセスお

よび業務モデルを現在までに導入してきており、オフ

ショア化はその一例です。他業界を注意深く監視し、そ

の経験から学ぶことにより、金融セクターがより迅速に

より低いコストで適応できるようになるでしょう。

もう一つの重要なリーダーシップスキルは、イノベーション

との親和性です。トップの職位にある従業員だけでなく、

すべての従業員が革新的であるよう促されるべきです

―イノベーションはどこからでも起こる可能性があり、こ

の考え方は会社全体を通じて共有されるべきです。この

ためソシエテ ジェネラルは、会社のすべての階層レベ

ル を 通 じ て イ ノ ベ ー シ ョ ン を 促 し こ れ に 報 い る 、

「Innovons à tous les étages」（「すべてのレベルで革

新しよう」）と呼ばれるシステムを導入しました。
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成功するリーダーの残る2つの特徴は、優れた直感およ

びチーム精神です。ペースの速い世界においてはしば

しば場当たり的に行動を取る必要があり、すべての意

思決定を理論的に説明することは多数の機会の喪失に

つながるため、直感は極めて重要です。さらに、世界は

ますます複雑になっているため、一人の人がすべての

必要とされる知識を持つことはできず、私たちはさまざ

まな専門家による協力の成功に依拠しています。多様

な個性を再団結させ、建設的な協力を促す能力を持っ

ているのはしばしば女性です。内部の協力が機能し、従

業員が関与しかつ満足している場合、会社のレベルで

は、全体的な顧客の体験は好意的なものとならざるをえ

ません。

自身について

Q：ご自身を今日のこの地位に導いた主要な要因は何

だと思われますか？ 

私をこの地位に導いた最も重要な要因は、私のキャリア

全体を通じて会社のさまざまな職位で働く中で私が築く

ことのできた幅広いネットワークであると自信を持って言

うことができます。特にルクセンブルクのような小さな国

においては、会社の国際的ネットワークの専門知識を

活用する一方で、既存の現地の知識に依って立つこと

が極めて重要です。SGBTはソシエテ ジェネラルの収

益の約10％を占めています。これは相当な割合です

が、これをさらに興味深いものにしているのは、SGBTに 

おけるさまざまなメチエ（専門分野）の総和およびそれら

の間におけるシナジーを生み出す能力です。SGBTルク

センブルクは、メチエごとに分析した場合には最も重要な

支店ではないかもしれませんが、より大きな全体を作り

上げている各部分の総和です。このことは、さまざまな

サービスラインを明確に分ける傾向にあるグループに対

して説明する必要があります。私たちが機能するやり方

を私がネットワークに伝達する能力、およびルクセンブ

ルクの「大使」としての私の役割は、私たちが成長するた

めに必要とする支援をグループから受けることを可能に

します。

Q：リーダー志望者、特に女性のリーダー志望者に対し

て何かアドバイスはありますか？ 

第一のアドバイスは、自分のキャリア全体を通じて幅広

いネットワークを築くことです。先ほどの質問において述

べたように、そのおかげで今の私の地位があるわけで、

私は今でもグループの様々な事業体の間において協力

的な環境を促進することができるのです。自分の背後に

ネットワークを持つことで可視性が生まれ、自分自身の

自己開発のための計り知れない機会が得られます。第2
に、これも同じ位重要なことですが、自分自身を売り込

むことを恐れるべきではありません―これは特に女性に

当てはまります。物事に勇気を持って挑戦することこそ

が、明日のリーダーが今日習得する必要のあるすべて

の能力を開発することを可能にしてくれます。
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真実および結果

通常業務を脅かす4つの変化 
のドライバー
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ア ン ド リ ュ ー ・ ブ ラ ウ

（Andrew Blau） 
マネージングディレクター

戦略的リスクソリューション

デロイト

ビジネスの未来を形作る、4つの新たな市場の「真実」

があります。私たちの周囲の至る所で見られるものの

一つのグループとみなされることはめったにないこれ

らの真実は、あらゆるセクターを駆け巡るイノベーション

の波を引き起こしています。

その影響が波及するにつれて、これらは参入障壁を

引き下げ、機会を解き放ち、既存の企業にとっての新

たな競争―およびビジネスモデルの混乱―の可能性

を高めています。次は皆様の会社でしょうか？

皆様がご存知の通り、世界は変化しています―グローバ

ル化、規制要件の変化、および暗号通貨の出現は、金

融サービス業界が目にしてきた動向およびトレンドの一

部に過ぎません。市場を形作るトレンドに関する情報に

事欠くことはまずありません。

しかし、ビジネス紙が報道する日常的な事象の背後にあ

るより長期的なパターンのいくつか―これらのトレンドお

よび動向の背後にあるどのようにおよびなぜ―を理解す

ることができるとしたらどうでしょうか？

これができれば、皆様はドイツの哲学者アルトゥル・ショー

ペンハウアー（Arthur Schopenhauer）が語った印象深い

主要なリーダーの課題について良いスタートを切ったことに

なります―「その任務は、まだ誰も見たことのないものを見

ることではなく、皆が見ているものについてまだ誰も考えた

ことのないことを考えることである」。

より良いことに、これは皆様が変化し続ける世界により効果

的に対応する助けとなり得ます。異なるレンズを通してこれ

らのトレンドおよび戦略リスクを見ることは、皆様がより強力

かつ有益な結論を導き出す助けとなり、かつ―望むらくは

―皆様が日常的なオペレーションに対する脅威だけでなく、

皆様の組織のビジネスモデルを潜在的に混乱させる可能

性のあるさらに危険な脅威にも対処する助けとなり得ます。
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多数の人々にその行動をコーディネーションさせるのは以前は難

しいことでした。膨大な量の人間のエネルギーおよび創意工夫

が、複数のグループをコーディネーションする方法を考え出すこと

に注がれていました。しかし現在では、人々がお互いに連絡を取

るための何百ものアプリケーションが存在しています。ソーシャル

メディア網はすでに私たちの日常生活に浸透していますが、ワッ

ツアップ（Whatsapp ） 、バイバー（ Viber） 、ドロップボックス

（Dropbox）およびレディット（Reddit）のような形勢を一変させるプ

ラットフォームのもう一つの波があり、これは世界中でコミュニケー

ションおよびコーディネーションを向上させています。

コーディネーションがより容易になると、人々は商品、サービス、

調査、アイデア、および意見をより適切に共有し発展させることが

できるようになります。結果として、伝統的な障害物なしに組織を

形成することができ、プロセスの中で新たなビジネスモデルを生

み出すことができます。共有された目的を中心としてチームを構

築することができ、現地で採用可能な人材に決めてしまうのでは

なく、グローバルなプールから正しい人材を集めることができま

す。小規模なグループおよび個人は、大規模な組織においての

み可能であったコーディネーションされた成果を達成することがで

きます。

変化する世界における

4つの真実 
私たちが金融サービスを含むさまざまな業界にわたるク

ライアントと行ってきた業務の中で、私たちはビジネスお

よびイノベーションの形勢を一変させる世界の4つの新た

な特徴を目の当たりにしてきました。これらの4つの真実

は、かつて困難、高費用または複雑であったことを、現在

では容易、低費用、および単純にしています。

お金を儲けるのは依然として難しいことです。しかし、約60兆米ドルと

推定される世界のマネーサプライはほぼすべてが生来デジタルであり1、

これはお金の集約、管理、移動、および交換のすべてが極めて容易

になっていることを意味します。結果として生じるのは、伝統的な機関

に依存せずにお金を取り扱うことができるというとてつもない力および

自由です。

キックスターター（Kickstarter）のような組織のおかげで、発明家は新

たなアイデアを提示し、伝統的な投資家および貸出機関に依拠するこ

となく新たなベンチャーを立ち上げるための開業資本を調達すること

ができます。私たちは現在、不動産投資、科学研究およびエンジェル

投資のためのクラウドファンディングモデルさえも目にしています2。 

コーディネーションとお金の共有の両方が持っている変革的な力を証

明するには、借り手と貸し手を結び付けることにより融資を斡旋する

オンラインのピアツーピアの貸出プラットフォームであるレンディングク

ラブ（Lending Club）で確認することができます。レンディングクラブは

確立された銀行システムを迂回することにより、借り手により低い融資

金利を、投資家により高利回りを提供することができます3。レンディン

グクラブは創業から8年間で70億米ドル超の融資を斡旋しており、信

用業界全体にわたり拡大を継続することを計画しています4、5。 

また、携帯電話、普及したセルラーデータおよびインターネットアクセ

スにより、送金もより容易になっています。ベンモ（Venmo）、ペイパル

（PayPal）、コインフリング（CoinFling）、スクエア（Square）などのアプ

リケーションにより、小規模な企業および個人が、10年前の類似の取

引におけるコストおよび不便さのわずか数分の一で、さまざまな形式

の支払いを回収し遠隔地に送金できるようになります。

また、資金調達のエコシステムも現在より多様になり、ますます柔軟

になっています。ギディオン・ルイス・クラウス（Gideon Lewis-Kraus）

氏がシリコンバレーの新規事業に関するワイアード誌の記事において

注目していたところによると、「小額の資金を調達することはかつてな

く容易になっている。そして、その小額の資金で会社―特にウェブまた

はモバイル製品の―を立ち上げることはかつてなく容易になっている」6

（この資金を私たちは次に回す）のです。

真実1： 
コーディネーションはかつてなく容易になっている 

真実2： 
お金はかつてなく容易になっている  
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物を製作すること―小規模なバッチのプロトタイプから複雑な物体の

大量生産まで―は、容易さおよび洗練度における飛躍的な変化をす

でに経験してきています。そして、ますます洗練された機械へのアク

セスがどこからでも可能になっているように思われます。例えばテッ

クショップ（TechShop）は、3Dプリンター、CAD／CAMソフトウェア、

レーザーカッターなどのテクノロジーを、米国中の（および近いうちに

欧州の）デザイナーおよび発明家に提供しています7。 

物理的な製品およびサービスにとどまらず、ソフトウェアおよびネット

ワークは、最近まで実現困難であった、さらには社内で生み出すこと

が不可能だったであろう新たな金融商品およびサービスを生み出す

助けとなっています。レボリューション・ベンチャーズのデイビッド・

ゴールドマン（David Goldman）氏は今年初め、ニューヨーク・タイム

ズ紙に対し、「私たちは、ソフトウェア会社を立ち上げるのにかかるコ

ストはわずか10年前にかかったコストの10％であると見積もった」と

語りました8。その一つの結果は、テクノロジーによって可能になった

金融の新規事業、または「フィンテック」の出現です。2014年だけで

も、フィンテックの新規事業への投資は68億米ドルに達しました9。 

かかるフィンテックの一つがメトロマイル（MetroMile）です。メトロマイ

ルは、幅広く利用可能な全地球測位システム（Global Positioning 
System：GPS）のテクノロジーを用いて、しばしば過大な保険料を支

払う走行距離の短い運転者、およびより多くの請求を行う傾向にある

助成のある走行距離の長い運転者のために走行距離に応じた保険

補償を生み出しました。また、メトロマイルはウーバー（Uber）などの

配車サービスに係る保険の提供を開始しています10。運転者の走行

距離は、自動車の診断ポートに接続しセルラーデータのネット

ワークを通じてリアルタイムでデータを送信するGPS対応機器を通じ

て測定されます11。この新たなビジネスは、実際にはほんの一握りの

人々により生み出されました―ニューヨーク・タイムズ紙が報じたとこ

ろによると、メトロマイルはわずか15人の従業員で立ち上げられ、市

場に出たということです12。 

最後に、人々が学習する能力は変革されています。仲間、有効な

知識体系、および起こっている物事のありのままの観察から得られ

る情報にアクセスしこれを発見する能力は、特に私たちが現在経験

している規模において根本的に新しいものです。さらに、学習への

アクセスはほとんどが無償です。

新たなスキルを学習したいと思われますか？カーンアカデミー

（Khan Academy）からEdXまでのさまざまな組織、さらにはユー 
チューブ（YouTube）上の何千もの動画が、人々が新たな物事を学

習する助けとなっています。皆様の教育を、世界で最も権威のある

いくつかの大学の高度な授業で補完したいと思われますか？それ

らの大学の多くが無償の講座をオンラインで公開しています。専門

家へのアクセスは、例えばクオラ（Quora）およびアスクドットコム

（Ask.com）において、迅速に、容易に、かつ安価で利用可能です。 

金融サービスに固有のものとしては、トレーダーはアーリーステー

ジのクラウドソースの株式銘柄推奨プラットフォームであるエヌベス

ト（Nvest）などの共有プラットフォームを通じ、無償で利用可能な銘

柄推奨にアクセスすることができます。株式銘柄推奨は誰でも投稿

することができ、それらはエヌベストによって編集されます。また、投

稿者のパフォーマンス実績は履歴が残り、それらの銘柄推奨の信

頼度が採点されます13。加えて、かつて大手企業のみが利用可能

であった分析的処理およびモデル化の機能は、現在ではクラウド

のプラットフォームを通じてアクセスできるようになっています。

真実3： 
製作はかつてなく容易になっている 

真実4： 
学習はかつてなく容易になっている 

©iStock.com/dem10
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4つの真実から3つのVへ 

これらの4つの真実はすでに存在し、これらの成長を遅らせ

たり、これらに影響を及ぼしたり、ましてやこれらを覆したり

すると思われるものは何もありません。その影響は一つの世

代またはそれ以上に及ぶ可能性があります。

私たちはすでに世界中で多数の新規事業の成長を目の当

たりにしており、新規参入者が市場に参入する速度は増して

います。ここでも、4つの真実の影響として、組織にとってか

つて困難であった基本的な任務はより容易になりつつありま

す。よって、適切な人材を見つけ、遠距離間で協力し合うこと

はより簡単になっています。当該問題の専門家との協力を

通じて、複雑な商品を生み出すことができます。そして、デジ

タル化された情報は至る所からアクセス可能であり、文字通

り皆様の指先で利用可能です。私たちがより容易にお金を

動かしたり管理したりできるようになったことが、このすべて

に輪をかけています。

結果として、新たなビジネスの形成における3つのV―

volume（規模）、variety（多様性）およびvelocity（速度）―が

成長しており、私たちはこれらがさらに成長すると予想して

います。コーディネーション、ならびにテクノロジー、知識およ

び資本へのアクセスの制限によって定義されていた伝統的

なビジネスモデルは、もはや唯一の実行可能な選択肢では

ありません。新たなテクノロジーに対応したビジネスにおい

ては、より小規模で機敏かつ安価に運営できるストラクチャー

を自由に試行することができます。
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私たちはすでに世界中で多数の新規事業の成

長を目の当たりにしており、新規参入者が市場に

参入する速度は増しています

新たな種類の組織が生まれている

このため、新たな種類の組織―何世代にもわたる歴史を

持つ組織ではなく、生まれてから十年以内に支配力を持

つまでに成長する可能性のある組織―が生まれているこ

とは驚くに当たりません。私たちは、新たな企業が飛躍的

な速度で成長する様子を目の当たりにすると同時に、長い

歴史を持つ組織が加速度的に混乱に直面してつまずく様

子を目にしています―最近の一部の例のみ取り上げて

も、主要自動車メーカーが倒産し、大手小売業者が破たん

し、ニュースに取り上げられる一流企業が自身のビジネス

の容赦ない衰退に苦しんでいます。

手短に言えば、これらのトレンドを中心として新たな世代

のビジネスが形成されつつあります。書籍「Exponential 
Organizations」において、共著者であるサリム・イスマイ

ル（Salim Ismail）氏、マイケル・S・マローン（Michael S. 
Malone）氏、およびユーリ・ファン・ギースト（Yuri van 
Geest）氏は「飛躍する組織（exponential organization：

ExO）」の概念を紹介し、これを「加速するテクノロジーを活

用した新たな組織的手法を用いることにより、類似の組織

と比べて不釣り合いに大きな―少なくとも10倍の―影響を

及ぼす（中略）」組織と定義しています14。 

私たちは、爆発的な成長を経験する企業をしばしば新規

事業の文脈で思い浮かべます。しかし、既存の企業もこれ

らの真実を活用して内部のオペレーションを強化すること

ができます。Exponential Organizationsは、INGダイレク

ト・カナダがExOへと変革した例を挙げています。1997年

に創設されたINGダイレクト・カナダは、親会社であるING
グループにとって、支店を持たない銀行の実験でした15。

INGダイレクトのビジネスモデルは、顧客満足、ならびにコー

ディネーションのテクノロジー―電話、インターネット、およ

び現在ではモバイルのアプリケーション―の開発に依存し

ていました。またこれは、現実の支店の運営に関連するコ

ストを排除し、消費者に合わせたサービスを生み出すこと

にリソースを振り向けました。

2013年にタンジェリンに名称を変更した16INGダイレクト・カ

ナダは、支店のネットワークなしに、異なるさまざまな方法

による顧客との関与、および賞を獲得するような商品の創

出への集中を進めました17。タンジェリンは現在、カナダの

銀行平均の7倍の顧客対従業員比率（従業員1人当たり

1,800人の顧客）および平均の4倍の従業員1人当たり合計

預金額（従業員1人当たり40,000米ドル）を誇っています18。 

または、幅広いオンデマンドのクラウドベースのサービス―

インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（Infrastructure as a 
Service：IaaS）、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（Software 
as a Service：SaaS）、およびプラットフォーム・アズ・ア・ 
サービス（Platform-as-a-Service：PaaS）を含む―を提供

するNYSEテクノロジーズのクラウドプラットフォームを2011
年に立ち上げたニューヨーク証券取引所（New York Stock 
Exchange：NYSE）の例を考えてみましょう。NYSEのコミュ

ニティはこのプラットフォームを用いてオペレーションに必要

とされる処理能力を購入し、中核的なビジネス戦略にリソー

スを再集中させています19。この商品は、2012年にインター

コンチネンタル取引所に買収されたNYSEテクノロジーズ

が、自動取引のトレンドの高まりおよびサーバーのコロケー

ションの価値を活用する助けとなりました。またこれは、

NYSEがその「人間が運営するオペレーション」としてのブ 
ランドを拡大し、「テクノロジーに対応した機関」とみなされる

ようになるための方法を生み出しました。

テクノロジーに対応した組織がかつてない速度、多様性、お

よび規模で市場に参入することにより、協力者および競争

相手の伝統的な概念に疑問が投げ掛けられています。競

争する機関同士は、人材、資本、およびITインフラに関して

しばしば類似のニーズを持っています。また、国際的な金融

機関に対する最近のサイバー攻撃が私たちに何かを教え

てくれたとすれば、それは多くの金融サービス機関がサイ

バーセキュリティにおいて類似の脆弱性を持っており、共通

の戦略リスクに対する協調から恩恵を受けられるということ

です。
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この新たな現実への対応

4つの真実、すでにビジネスおよび社会において見られる

変化、ならびにまだ到来していない変化を検討する中で、

皆様は次のようなことを問いかけているかもしれません―

今何をすべきなのでしょうか？またより具体的には、不確

実で、歴史的な前例がなく、組織のビジネスモデルの核

心にある前提を混乱させる脅威を与える戦略リスクに対

して組織を脆弱な状態にさせてしまうような変化および事

象に対し、皆様はどのように対応することができるので

しょうか？

未来を確実に知ることは不可能です。しかし、過去の

意思決定実務を新たな一連の問題に合わせて単純

に改良することはできないことを私たちは知っていま

す。リスク管理の視点から見ると、戦略リスクはその

複雑性および賭け金が潜在的に大きくなるために課

題を投げかけます。したがって、それらの戦略リスク

を管理するための新たなアプローチが必要です。

幸いなことに、変化する世界で企業が生き残る助けと

なる諸ツールが存在しています。スマートな組織は、

そのビジネスモデルを脅かす予期せぬ変化に対処す

るためのシステムを開発するでしょう。

このシステムには、以下のための人員、プロセスおよび機能が含まれるべきです。

発見の早期化

戦略を決定した後は自動操縦を続け

るという選択肢は、もはや持続可能で

はありません。代わりに今日の組織

は、予期せぬ出来事を把握し、戦略

がもはや有効でない場合にはこれを

再検討することのできるペースで発見

を早めるような仕組みを設けなけれ

ばなりません。

バイアスとの対決

皆様が過去に経験してきたことが繰り

返される可能性は低いと思われま

す。私たちは、当初は混乱をもたらす

厄介なものとなる可能性のある必要と

される変化を受け入れるため、私たち

が事業を営む環境に関する自身の理

解を批判的に検討しなければなりま

せん。

容赦ない精査

リスクの源泉を識別することは、予期

せぬ出来事を防止するための最初の

ステップです。次のステップは、それ

らのリスクが高まる中でこれを継続的

に追跡することです。トレンド分析お

よび将来の精査のために専門家の

パートナーを活用することにより、時

間と共に積み重なって転換点に達す

る可能性のある変化のわずかな手掛

かりを明るみに出すことができます。

予期せぬ出来事への備え

皆様の潜在的なリスクを理解した上

で、準備ができているかどうか予行演

習を行うことが重要です。曖昧さを前

にして断固たる行動を取ることは、リ

ーダーの最も大きな課題の一つで

す。さまざまな未来における基準値お

よび一連の行動を確立することは、

不確実な未来に備える助けとなり得

ます。

戦略リスクは巨額の価値を極めて短期間のうちに破壊する可能性があり、かつ機関またはさまざまなビジネスライン

全体の存在を脅かす可能性があります。これらの潜在的なリスクを早期に識別することは、もっぱら組織に有利に働

き得ます。ピエール・キュリー（Pierre Curie）が語ったように、「幸運は準備を整えた頭脳を好む」のです。また幸運

は、変化を直ちに検討し、それらが課すビジネスモデルのリスクだけでなくそれらがもたらす機会を体系的に、かつ

可能な限り容赦なく検証する組織を好むでしょう。

1 

3 

2 

4 
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プライベートバンキングお

よびウェルスマネジメント

業界におけるクロスボー

ダービジネスの考慮事項

パスカル・マルティーノ

（Pascal Martino） 
パートナー

戦略、規制

＆コーポレート・ファイナンス 
デロイト

サイード・カシーム

（Said Qaceme） 
シニアマネジャー

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト

ヴィルジニー・エティエンヌ 
（Virginie Etienne） 
コンサルタント

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト

クエンティン・フォン・スタンバーグ 
（Quentin Von Sternberg） 
アナリスト

ガバナンス、リスク

＆コンプライアンス

デロイト

自国の規模を踏まえ、ルクセンブルクの金融サービ

ス業界は主としてクロスボーダービジネスを基礎と

しています。ウェルスマネジメントおよびプライベート

バンキング業界も例外ではなく、国内のプレーヤー

の顧客は、中東、ラテンアメリカ、アジアなど、ます

ます遠隔地に所在するようになっています。

19 
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特に欧州におけるグローバルな税の透明性および規制の

遵守の圧力は、オフショアのウェルスからオンショアのウェ

ルスへの重要な転換を引き起こしました。例えば、過去数

年にわたって、ルクセンブルクの近隣諸国在住の何百人も

の裕福な個人が、自身の国内政府との潜在的な紛争を回

避するために自身の資産を自身の居住地国に移転させる

ことを選択しました。興味深いことに、この「オンショア化」の

プロセスにおいて一部のルクセンブルクの銀行およびファミ

リーオフィス（Family Office：FO）は、自身の顧客を現地の

競合他社に明け渡すのではなくその居住地国内まで追い

かけるため、国外に支店を開設するという大胆な選択を行

いました。これにより、これらの裕福な顧客はルクセンブル

クの優れた金融工学およびより幅広い投資ビークルへのア

クセスの恩恵を受け続けることになるでしょう。

しかし、EU圏内における財、人、資本およびサービス（金融

サービスを含む）の自由な移動が欧州連合の機能に関す

る条約（ Treaty on the Functioning of the European 
Union：TFEU）に定められた基本的な権利であるということ

を、ますます保護主義的になる欧州の各国政府の措置に

よって忘れてしまうようなことがあってはなりません。これら

の「4つの自由」は域内市場の土台であり続けています。特

に、ビジネス活動が通常グローバルであり、資産および家

族が異なる国に散らばっている（例えば、子供が国外に居

住または留学している）ような、税制および規制を遵守して

いる（超）富裕層および裕福な起業家にとって、このことを

覚えておくことは極めて重要です。これらの顧客は本質的

に機動的であり、世界中を飛び回っていますが、通常、どこ

にいても同じ信頼するアドバイザーによるサービスを受け

ることを好みます。

欧州では、国境を超えて自身の国外の顧客にサービスを

提供するウェルスマネジメント会社およびプライベートバン

クに対し、「サービスの自由な提供（Free Provision of 
Services：FPS）」の原則が適用されます。この原則により、

欧州の事業体のカスタマー・リレーションシップ・マネジャー

（Customer Relationship Manager：CRM）が、当該金融

機関が現地に恒久的施設を有していない場合であっても、

他の国における自身の顧客に面会したりサービスを提供し

たりすることができます。

しかし、欧州の各国政府は一般的な欧州のFPSの原則に

ますます厳格なルールを課すようになっています。CRM
は、自身の本国だけでなく、自身の顧客の居住地国におけ

る最新の規制および税制の動向を常に頭に入れておくべ

きです。結果としてプライベートバンクおよびウェルスマネジ

メント会社は、自身のビジネスおよび評判に影響を及ぼす

可能性のある不遵守の問題を回避するため、自身のクロス

ボーダーの業務モデルを再検討すべきであり、デジタルお

よびモバイルのソリューションを現在これまで以上に活用す

ることができます。

規制要件の強化

金融危機の後、ウェルスマネジメントおよびプライベートバン

キング業界に対する規制の圧力は強まっています。消費者

保護に関する国内の規制、外国口座税務コンプライアンス

法（Foreign Account Tax Compliance Act：FATCA）、お

よびMiFIDを含む投資家保護ルールなどの規制の枠組み

は、クロスボーダーの銀行業務ビジネスモデルに影響を及

ぼし、その効率性および収益性に影響します。観察結果

は、国内および国際的な規制の枠組みが変化しているにも

関わらず、クロスボーダーの銀行業務モデルが依然として

変化していないことを示しています。このアプローチは重要

な不遵守のリスクにつながる可能性があります。
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これらの顧客は本質的に機動的であり、世界中を飛

び回っていますが、通常、どこにいても同じ信頼する

アドバイザーによるサービスを受けることを好みます

クロスボーダーのプライベートバンキングの考慮事項

EUの自由な移動の法律は加盟国の間における自由な移

動に関するものであり、したがってその適用にあたってはク

ロスボーダーの要素が存在することが要求されます。サー

ビスの提供者およびサービスの受領者が同じ加盟国内に

拠点を置いていなければ、クロスボーダーの要素が存在

するとみなされます。サービスの自由な移動に関しては、

かつてはサービスの受領者またはサービスの提供者のい

ずれかが他の加盟国に移動しなければならないことを意

味していました。しかし、インターネットおよびその他の遠

距離コミュニケーションツールの発達以来、サービスが加

盟国の間を直接移動することも現在可能になっています。

実務においては、国外で新たな顧客を見込む―または既

存の顧客にサービスを提供しようとする―プライベートバン

クは、顧客の居住地国に支店を開設するか、または遠隔

地からもしくはCRMに顧客の居住地国を訪問させることに

より国境を超えてサービスを提供するかのいずれかを行う

ことができます。欧州では、EUのCRMはサービスの提供

の自由による恩恵を受けられるものの、この原則は28の

EU加盟国以外には適用されません。EU圏内におけるサー

ビスを提供する自由の恩恵はクロスボーダーのサービス

の提供を容易にすると思われますが、地域による違いは

残ります。現地の規制が実施されている可能性があり、か

つこれらは国ごとに異なっている可能性があります。一部

の国の監督当局は、その領土内でビジネスを実施するた

め、外国のプライベートバンクが現地の支店または子会社

を開設することを要求しています。

クロスボーダービジネスは、ビジネスリレーションシップの始

まりに応じて能動的にも受動的にも実施することができま

す。CRMは、電話もしくは電子メールにより意図的に遠隔

地から顧客に連絡するか、または国外で直接面会する場

合、一般に能動的なクロスボーダーのビジネスリレーション

シップを開始することになります。

顧客が銀行に連絡することによってビジネスリレーション

シップを開始した場合、CRMはクロスボーダーのビジネス

活動を受動的に実施することになります。一部の国におい

てこのいわゆる「逆勧誘」の原則は潜在的な顧客にサービ

スを提供するにあたりより柔軟にすることを可能にし得るも

のの、受動的な連絡の証拠を提供することは困難であるこ

とが判明する可能性があります。

ウェルスマネジメント会

社は、当該銀行または

FOの国において顧客

に商品およびサービス

を提供する 

ウェルスマネジメント会

社は、顧客の居住地国

またはその他の国にお

いて商品およびサービ

スを提供する 

遠隔地 

ウェルスマネジメント会

社は、その本国から、

遠隔地の居住地国に

滞在している顧客に商

品およびサービスを提

供する 

emoteR 相手国Home country emoteR ost countrH y1 2 3
相手国遠隔地本国
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最後に、クロスボーダーのプライベートバンキングの重要

な要素の一つは、サービスの提供の場所です。クロスボー

ダーバンキングにとって重要な主要な顧客グループは、グ

ローバルなビジネスを実施している（超）富裕層および裕福

な起業家です。4つの異なるクロスボーダーの状況が生

じ、一つまたは複数の異なる法務、税務および規制の枠組

みを考慮することが必要となる可能性があります。実際

に、クロスボーダービジネスは通常、CRMが自身の顧客

の居住地国を訪問し、顧客と直接面会し、ビジネスリレー

ションシップを構築するものと理解されています。しかし、こ

れらの顧客は極めて機動的であるため、銀行のCRMとの

接触は銀行の本店で直接行われるかもしれません。また

CRMは、電子メール、郵便または電話を含む遠距離コミュ

ニケーションツール（例えば、見込み客への売込み電話）を

用いて、遠隔地の事務所から接触を行うかもしれません。

最終的に、銀行の外国支店において自身の顧客と面会し

ようとするCRMは、外国当局が当該契約を恒久的施設（支

店）において署名されしたがってその外国法令によって統

治されるべきものとみなし得ることから、自身の雇用主をリ

スクにさらす可能性があります。加えて、結果的にCRMは

外国支店の従業員とみなされ、外国税制の下で課税され

る可能性があります。

クロスボーダーバンキングのこれらすべての異なる側面

は、どの監督スキームおよび国内の規制が適用されるか

を決定付けることから、極めて重要です。

EUパスポート 

TFEU第56条は、加盟国がEU圏内におけるサービスの提

供を制限することを禁止しています。この権利はさまざまな

二次的なEUの法律を通じて導入されていますが、金融 
サービスに関して今日最も重要なのは指令2004/39/ECお

よび指令2013/36/EUであり、これらはそれぞれ投資会社

および信用機関に係る「EUパスポート」へのアクセスを定

義しています。

このEUパスポートは、加盟国において創設された信用機

関および投資会社に対し、支店の開設または直接的な

「サービスの自由な提供（Free Provision of Services：

FPS）」のいずれかを通じてEU圏内でサービスを提供する権

利を与えます。このパスポートおよび関連する指令は、関連 

する法律（EUのレベルで決定された基準）の部分的な調

和、および主要な分野（例えば、承認に関する）において、

相手国である加盟国における法律を適用除外として、本国

である加盟国の法的な枠組みの適用を通じて、クロスボー

ダーのサービスの提供を著しく容易にします。FPSの場合

には、相手国である加盟国に施設が存在しないため、この本

国である加盟国の支配の範囲は一般に幅広くなるでしょう。

関連するルールがまだ調和しておらず、本国の支配の原

則が適用されない場合には、指令は加盟国が領土全体を

通じてサービス活動へのアクセスおよびかかる活動を実行

する自由を保証することを要求しています。また条約は一

般に、認められる限定的な正当性のいずれかの遵守を確

実にするために当該措置が必要であることおよび当該措

置が相応であることを加盟国が証明できる場合を除いて、

加盟国がクロスボーダーのサービス提供者に自身の国内

の要件を課すことにより自由な移動を制限することを禁止

しています。2013年にECJは、マネーローンダリングおよび

テロ資金供与との闘いはサービスの自由な移動の制限を

正当化する必須要件のひとつを構成すると述べました1。 

クロスボーダービジネスに関連するリスク

クロスボーダーの金融サービスの提供に影響を及ぼす規

制環境はここ数年間に強化されてきており、結果として特

定の機関の存続を脅かしています。G20の各国政府は最

近、クロスボーダーの脱税を防止するための協定に調印し

ました。この協定は、各国政府が情報を共有し、脱税を試

みている企業および顧客を発見するための監査に協力す

ることを要求するものでした。

この規制要件に係るトレンドの強まりは、プライベートバン

クおよびウェルスマネジメント会社が規制リスクを軽減し顧

客の利益を保護するため、自身の遵守手続をレビューしク

ロスボーダーの業務モデルを適応させる必要性を高めてい

ます。

1 ユスケ・バンク・ジブラルタル―事案C-212/11：「EUの法律は、スペインにおける設立なしにスペインで事業を営む信用機関がマネーローン

ダリングおよびテロ資金供与との闘いのために必要とされる情報をスペインの当局に直接送付することを要するスペインの法律を適用除

外しない」
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また、クロスボーダーの規制はプライベートバンクのビジ

ネスモデルに大きな影響を及ぼしています。クロスボー

ダーの規制には、マーケティング、消費者保護、遠隔販

売、および消費者への財務アドバイスを含む金融サービ

スの販売を統治する国内のルールが含まれます。これら

の規制は国によって異なっており、このことがすでに複雑

な規制環境に追い打ちをかけています。

この複雑な規制環境および各国間における違いは、商品

および顧客デューデリジェンスの枠組みを銀行が適応さ

せなければならないことを意味し、これには顧客の居住地

国に固有の規制要件を考慮しなければなりません。これ

は業務コストのさらなる増加を引き起こし、業界の収益性

に直接的な影響を及ぼします。

今後の見通し

クロスボーダーの銀行サービスに関連する規制リスクの

軽減は複雑ですが、プレーヤーが競争力を維持するため

に不可欠です。クロスボーダーのビジネス活動の複雑性

は、投資の適合性、クロスボーダーの規制および税の透明

性に関する個々の国の要件から生じています。規制の複雑

性および国による違いは、軽減すべき主要なリスクです。

一つのソリューションはこの特定の分野におけるCRMの認

知を高めることであり、これはCRMが国境を超え自身の銀

行のイメージおよび評判を日常的に打ち出す人々であるた

めです。ただし、CRMは極めて機動的であるため、規制の

遵守も同様に機動的でなければなりません。

国固有の規制に関する知識のソリューションは、国内およ

び国際的な規制の下で認められるサービスおよび商品に

関する明確な指示をCRMに提供すべきです。それぞれの

金融機関は固有の方法で顧客にアプローチするため、ソ

リューションは銀行のビジネス開発方針に沿って調整される

べきです。

CRMは顧客とのミーティングの準備を自身の事務所のデス

クトップで行う機会が常にあるわけではなく、むしろ外出中

に準備するため、クロスボーダービジネスの規制認知のソ

リューションは、理想的にはデジタルかつ容易に持ち運び

可能であるべきです。

最後に重要なこととして、規制の遵守はクロスボーダーのプ

ライベートバンキングおよびウェルスマネジメントの一つの

切り口に過ぎないことを忘れてはならず、顧客に十分な

サービスを提供するため、クロスボーダーの税務問題およ

びコンプライアンスも考慮すべきです。
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変化する環境における

価値の捕捉

ウェルスマネジメント・

センターにとっての価値

への道

ダニエル・コブラー博士

（Dr. Daniel Kobler） 
パートナー

銀行戦略コンサルティング

サービス責任者

デロイト

ユルク・フリック

（Jürg Frick） 
パートナー

＆バイスチェアマン

銀行部門責任者

デロイト

フェリックス・ハウバー

（Felix Hauber） 
シニアマネジャー

銀行戦略コンサルティング

デロイト

ステファン・ブッヘラー博士

（Dr. Stefan Bucherer） 
マネジャー

銀行戦略コンサルティング

デロイト

国際的なプライベート・ウェルスマネジメント業界

は、グローバルな金融危機ならびにその後の弱い

国内経済および規制活動の強化という課題を切り

抜けることに成功してきました。
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金融市場は急速な成長を享受してプライベートウェルスを

増加させ、拡張的な金融政策および進化する新興市場は

ウェルスマネジメント会社が自身の顧客資産の規模を拡

大する助けとなりました。それにも関わらず、プロバイダー

は自身のクロスボーダービジネスにおける収益および利益

マージンの減少に関連する課題に直面しています。 

ウェルスマネジメント・センターは、すべてがこの変化する

環境から生じる市場の新たなトレンドによる影響を同じよう

に受けているわけではありません。新たな顧客資産を呼

び込むための最高の機会―あらゆるウェルスマネジメント

会社にとっての極めて重要な要因―は現在欧州の外で、

主として消費者の可処分所得の力強い増加およびウェル

スの創出が起こっているアジアの新興国経済において見

られます。

特定の前向きな動向にも関わらず、ウェルスマネジメント・

サービスのプロバイダーは依然として自身のクロス

ボーダービジネスにおける課題に対処する必要があり、し

たがって自身のパフォーマンスを強化するための新たな

戦略を探さなければなりません。すべてのウェルスマネジ

メント会社が同じ課題に直面し同等の関心分野を持ってい

るわけではなく、彼らは効率的な価値への道に取り組むた

め、自身のそれぞれの顧客に固有のニーズを理解しなけ

ればなりません。

2008年から2014年の主要な国際的ウェルスマネジ 
メント（Wealth Management：WM）センターのパフォー

マンス

成長のトレンドはアジアのWMセンターの台頭および

大規模な欧州のセンターの回復力を浮彫りにしている

2008年から2014年の期間は2つの段階に分けることがで

きます。2008年から2012年の期間には金融危機および

その後のユーロ危機からの回復があったのに対し、2012
年から2014年は規制の厳格化の期間でした。 

「勝ち組」のウェルスマネジメント・センターは、両方の区分

期間において国際的市場規模（ International Market 
Volume：IMV）のプラスの成長を示しました。「伸び悩み」

のウェルスマネジメント・センターは2008年から2012年の

期間にIMVの増加を経験しましたが、これは続く2012年か

ら2014年に減少しました。「不振」のウェルスマネジメント・

センターは両方の区分期間にIMVを減少させており、「巻

返し」のセンターは2008年から2012年の減少に続いて

2012年からIMVを増加させていました。 

当該期間における（相対的な）資産の増加については香港

が1位（＋142％）となり、米国（＋28％）、シンガポール（＋

25％）、スイス（＋14％）および英国（＋13％）がこれに続い

ています。スイスおよび英国は2012年から2014年にやや

不満足な期間を経験しましたが、2008年から2012年には 
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IMVを増加させていました。したがって、これらのセンター

は両方とも勝ち組と伸び悩みの象限の境界線上に位

置しています。パナマおよびカリブ海沿岸諸国は多額

の市場シェアを米国に明け渡しました。ルクセンブルク

を除くその他の欧州のセンターは、2008年から2012年

にIMVが12％減少した後、2012年から2014年にはさら

なる減少を回避したものの、完全に巻き返すことはでき

ませんでした。

これらの結果は、欧州のセンターが2つの動向が絡み 
合った影響に苦しんでいたことを示唆しています。

• 一つ目の動向は2012年に頂点に達したユーロ危

機であり、これは為替のパフォーマンスに影響を及

ぼし、プライベートの顧客が欧州の国際的なウェル

スマネジメント・センターに資産を置く戦略を再検

討することにつながった

• 2つ目の動向は、MiFID II、税の透明性、FATCA、

銀行による自身の顧客資産を規制に沿ったものに

するための取組みなどの、2013年および2014年

における規制の厳格化に関連している

力強い市場のパフォーマンスは、マイナスの純新規

資産（Net New Assets：NNA）のトレンドを埋め合

わせる

図表1 2008年から2012年および2012年から2014年に

おける国際的市場規模の成長

*その他：オーストリア、ベルギー、チャンネル諸島、ドイツ、アイルランド、リヒテンシュタイン、モナコ 
出典：デロイト・ウェルスマネジメント・データベース 

円の面積＝AMA で測定した 2014 年の IMV 

スイス

英国

米国

香港

シンガポール

バーレーン

アラブ首長国連邦

パナマおよびカリブ

海沿岸諸国

ルクセンブルク その他* 

伸び悩み 勝ち組 

巻返し 

2012 年から 2014 年に

おける IMV の変動（％） 

不振 

0,8 

0,6 

0,4 

0,4 -0,6 -0,8 0,2 

0,2 

0,4 -0,6 -0,8 

-0,6 

-0,8 

2012 年から 2014 年に

おける IMV の変動（％） 

0,2
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金融市場の良好なパフォーマンスは、市場規模による

競争力を理解するための鍵です

マイナスのNNA 
2008年から2014年の期間におけるIMVの成長を純新規資

産（Net New Asset：NNA）のフローと資本市場のパフォー

マンスおよび為替レートの影響に分解すると、多くのセン

ターが純新規資産の呼込みに苦心していることが明らかに

なります。すべてのウェルスマネジメント・センターにわたる

合計で、2012年は、2009年から2014年の間で純新規資産

が増加した唯一の年でした（720億米ドル）。 

累積IMVの観点から見ると、各ウェルスマネジメント・セン 
ターの中で香港が最もパフォーマンスが良く、シンガポール

を別にすれば、2009年から2014年の累積NNAがプラスで

あった唯一のセンターでした（合計2,850億米ドルで、2008
年末時点のIMVから108％の増加に相当）。合計顧客資産

の観点から見た2大ウェルスマネジメント・センターであるス

イスおよび英国は、同じ期間にそれぞれ1,350億米ドルおよ

び3,000億米ドルの累積流出を経験していました。2008年

のIMVから最大のNNAの減少があったのは、バーレーン 

（39％の減少）、アラブ首長国連邦（43％）ならびにパナマ

およびカリブ海沿岸諸国（75％）でした。 
 

全体として、多くのウェルスマネジメント・センターが2008
年のIMVからのマイナスの累積NNAを経験しており、減少

の範囲は米国における1％からパナマおよびカリブ海沿岸

諸国における75％となっていました。 

市場規模による全体的な競争力 
全体的なIMVは、2008年の9兆米ドルの運用管理資産

（Assets under Management and Administration：AMA）

から2014年の9兆2,000億米ドルへと増加しました。この

2,000億米ドル（すなわち2.2％）の増加は、経済成長、プラ

スの資本市場のパフォーマンス、およびミリオネアの人数

の増加によって推進されたものでしたが、同時に顧客資産

の還流および正規化による影響も受けていました。さまざ

まな要素が観察されたトレンドを説明しています。第一に、

金融市場の良好なパフォーマンスは、市場規模による競

争力を理解するための鍵です。

図表2 主要なウェルスマネジメント・センターにおける国際的なプライベート顧客の市場規模 

（単位：兆米ドル）

順位   ウェルスマネジメント・センター   2014年末におけるAMA   2008年以降のAMAの変動 

 

 

3 米国 1.4 28% 

4 パナマおよびカリブ海沿岸諸国 0.9  -50% 

5 香港 0.6  146% 

6 シンガポール 0.5  24% 

1 スイス 2.0 14% 

2 英国 1.7 14% 
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主要な金融市場のインデックスは上昇しており、MSCI 
ワールド・インデックス（米ドル）は85.8％上昇し、バークレ

イズ世界国債インデックス（米ドル）は28.5％上昇しまし

た。金融市場のパフォーマンスの向上に係る主要なドライ

バーは、各国中央銀行の拡張的な金融政策でした。

第2に、経済成長は観察されたトレンドに対するもう一つの

説明となります。部分的には各国中央銀行の介入により、

全世界のGDPは2008年から2013年に20.5％増加し、

2014年にはさらに3.3％増加すると予想されています。し

かし、経済成長率は全世界で一様ではありませんでした。

東アジアおよび太平洋、スイスならびに米国がプラスの経

済成長を経験した一方で、欧州連合のGDPは5.6％減少

しており、このトレンドは継続すると予想されます。

第3に、ミリオネアの人数は過去数年間にわたり増加しま

した。多くの発展途上国における経済成長の加速がプライ

ベートウェルスを拡大しました。ワールド・ウェルス・レポー

トによると、富裕層（High Net Worth Individual：HNWI）
の人数は、2008年の860万人から2013年の1,370万人に

増加しました（59.3％の増加）。 

オンショア化のトレンドの継続

グローバルなウェルスが増加する一方で、主要な国際的

ウェルスマネジメント・センターにブッキングされたIMVの

成長率はより低くなっています。これは、プライベートの顧

客が自身の国際口座から資産を引き出すと同時に、新た

に生み出されたウェルスを国内のウェルスマネジメント会

社にブッキングしていることを示唆しています。

私たちは、資産の還流のグローバルなトレンドに注目してい

ます。銀行の秘密保持の廃止を求める国際的な圧力の結

果として生じたのはプライバシーの喪失であり、これは特に

スイス、リヒテンシュタインおよびルクセンブルクに影響を及

ぼしました。適用される法律の遡及的な再解釈は、安定した

法的環境に対する顧客の信頼を低下させました。さらに、国

際的な銀行の諸問題に関する否定的なメディア報道が、ウェ

ルスマネジメント会社の評判を世界中で失墜させました。プ

ライバシーの喪失、法的な確実性の水準の低下、および一

部のウェルスマネジメント・センターに係る評判の失墜を受

け、多数の国際顧客が自身のウェルスを還流させることを

決定しました。結果として、国際的なウェルスマネジメント会

社は自身のビジネスモデルの再検討を開始し、特定の国お

よび／または顧客セグメントから撤退しつつあります。これ

はますます多くの顧客に、国内のウェルスマネジメント会社

への回帰などの代替策を探すことを余儀なくさせています。

場合によっては、プライベートの個人は正規化のプロセスの

一環としてペナルティを課され、これは彼らの資産の一部に

影響を及ぼしています。これらの正規化は、主として彼らの

所在地国と彼らのウェルスマネジメント会社の居住地国の

間における条約の結果として生じたか、または彼らの本国

の当局が提起した訴訟の一部となっています。

規制の圧力の強まりに対応して―かつ訴追を回避するため

に―一部の顧客は自身のウェルスを銀行残高から非銀行

資産（不動産や美術品または時計への投資など）に転換し

ています。
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戦略的選択肢をレビューすることで、プライベート・ウェルスマネ

ジメント会社は、今日の複雑な状況および進化し続けるビジネス

環境における正しいアプローチを見つけることができます

図表3 国際的なプライベート・ウェルスマネジメントに

とっての価値への道の地図

緊急性が中から低の領域 
（より多くの選択肢、意思決定および行動に係るバイアス：中から低） 

価値への道：その他の戦略的選択肢の検討に係る事例

国際的な市場のプレーヤーは、業務パフォーマンスを向上

させ新たな顧客資産を呼び込むことによって、自身のビジ

ネスにおける力強い成長を復活させると同時に収益性を高

めるという課題に直面しています。彼らの価値への道を見

つけるためには、いくつかの戦略的変化が必要とされる可

能性があります。しかし、すべてのウェルスマネジメントの

サービスプロバイダーが同じ変革に向けた計画を必要とし

ているわけではありません。彼らはまず自身の現在の位置

を評価し、その上でビジネスのパフォーマンス向上の目標

を定義することにより価値への道の終点を標的に定めなけ

ればなりません。

顧客資産の規模と営業利益を組み合わせた2次元の枠組

みは、それぞれのウェルスマネジメント会社が直面する問

題に応じて選択すべき以下の4つの一般的な戦略を識別す

るための基礎となり得ます。

• 価値の破壊の阻止：顧客資産の成長率の低下と利益

マージンの縮小の組合せにより明らかになる

• 収益性の向上：免許を持つウェルスマネジメント会社

は、プラスの顧客資産の成長率に対する営業利益

マージンの縮小という課題に直面している

• 資産基盤の成長：一部のプライベートバンキングの

サービスプロバイダーは、営業利益マージンは十分だ

が顧客資産の基盤が縮小している

• 価値創造の最大化：ウェルスマネジメント会社は、顧

客資産と営業利益マージンの両方における成長を計

上している
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この枠組みを3年の期間にわたって適用することにより、以下の表に示した通り、3つの異なる価値への道を識別すること

ができます。

図表4 価値創造のための戦略的選択肢 

収益性の低い投資

を手放す

顧客資産の生産性

の向上

新たな成長の機会

への集中

株主の利益にはその財務上のニーズおよび目標、リスク

許容度、加えて自身の財務および業務上の支配の維持

が含まれるため、株主および経営者の利益は、ウェルス

マネジメントのプロバイダーがどの価値への道を追求す

べきかの決定において一定の役割を果たします。

現在の状況、潜在的な戦略的選択肢ならびにそれらが企

業／業務、税務および資本モデルに及ぼす影響の厳密な

定性的および定量的分析は不可欠です。戦略的選択肢を

レビューすることで、プライベート・ウェルスマネジメント会

社は、今日の複雑な状況および進化し続けるビジネス環

境における正しいアプローチを見つけることができます。

結論

全体として、国際的なウェルス・マネジメント・センター

のIMVの成長は、2008年から2014年の期間にわたる

金融市場の力強いパフォーマンスまたはグローバル

な経済発展と釣り合っていません。純新規資産の獲得

の分析は多くのセンターが新たな顧客資産の呼込み

に苦心していることを明らかにしており、2012年は、

2008年から2014年の期間においてNNAがプラスで 
あった唯一の年でした。しかし、すべてのウェルス・ 
マネジメント・センターが苦しんでいるわけではありま

せん。

これらの結果は、国際的なウェルスマネジメント業界

が規制の圧力の強まりおよび税の透明性に関する精

査の強化によるかつてない変化を経験しつつあること

を明確に示しています。これは資産の正規化、資産の

還流および非銀行資産への転換につながりました。

これらの課題に対処するため、ウェルスマネジメントの

サービスプロバイダーが生産性およびビジネスパフォー

マンスの向上を推進するであろうテーラーメイドの戦

略を識別することがこれまで以上に重要になっていま

す。さらに、競争は激化しています。確固たる評判を

持つ主要なセンターにおいてさえも、顧客リレーション

シップマネジメントおよび裁量だけでは、今日の国際

的なウェルスマネジメント市場における成功にはもは

や不十分です。主要な手段は、収益性の低い投資を

手放すこと、顧客資産の生産性の向上および新たな

成長の機会への集中です。

よってウェルスマネジメントのプロバイダーは、長期的

な収益性の高い成長を確保し、マクロ経済のトレンド

に立ち向かうため、これらの手段のバランスを取る必

要があります。
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ウェルスマネジメントおよび

プライベートバンキング

顧客とのつながりおよび

価値提案の改革

ベンジャミン・コレット

（Benjamin Collette） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス・リーダー

デロイト

パスカル・マルティーノ

（Pascal Martino） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

フランソワ・ジル

（François Gilles） 
シニアマネジャー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

モンセフ・ディナリ

（Mouncef Dinari） 
コンサルタント

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

ウェルスマネジメントおよびプライベートバンキング

業界は、過去数年間にわたり著しく変化してきました。

金融危機後の規制および税の透明性に係る要件の強化

は、オフショアのウェルスマネジメントからオンショアのウェ

ルスマネジメントへの重要な移行を引き起こしました。さら

に、新興市場のプレーヤーが先進国市場を標的とする一

方で、先進国市場のプレーヤーは自身の本国市場の外に

おける成長を追求しています。

こうした中、多くのウェルスマネジメント会社およびプライ

ベートバンクはその業務モデルを最適化してきました。それ

にも関わらず業界は、顧客に対して行われる価値提案の全

範囲、ならびに商品およびサービス、チャネルならびにプラ

イシングの組合せを通じて顧客に価値を提供する方法を再

定義するという課題にまだ対処できていないと私たちは考

えています。この道を模索すべく、私たちは欧州および国際

的な業界のプレーヤーがその価値提案をどのように改革し

ているかを評価するための調査を実施しました。
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全体として、既知の課題は継続していますが、価値

提案を改革する必要性は戦略的アジェンダの上位

に位置しています

この調査は、ウェルスマネジメントおよびプライベートバン

キング業界が重大な経済、規制および技術的変化を引き

続き経験しており、業界のプレーヤーに自身のビジネスモ

デルおよび顧客への価値提案を再検討することを求める

継続的な圧力が存在することを裏付けています。これらの

「いつもの容疑者たち」は、コスト管理への関心の高まりお

よびテーラーメイドのアドバイスに対する需要の増加と共

に、依然として業界のアジェンダの筆頭に位置しています。

欧州において、私たちは金融危機以降の過去数年間に生

まれてきた2つの異なるモデルに注目しています。一部の企

業、特に大手の国際的な銀行（例えば、米国、英国、フラン

スおよびスイスの銀行）に加えて地域の有力企業は、規模

を達成すること、ならびに伝統的なウェルスマネジメントと融

資、銀行業務および銀行のインフラが可能にするその他の

サービスを組み合わせた、強力な統合された銀行業務の提

供物の開発を達成することに焦点を合わせています。並行

して、その他のプレーヤーは専業としてのウェルスマネジメント

に焦点を合わせており、自身のビジネスにおけるリレーション

シップの側面にますます重点を置き、多数の第三者による

ソリューションの選定および利用を通じて顧客中心のソリュー

ションおよび質の高いアドバイスを提供することに焦点を合

わせています。並行して、地理的な拠点を拡大したりその焦

点を合わせ直したりする方法を定義することは、本国の市

場における下落気味の規模のトレンドとのバランスを取るた

めの重要な考慮事項です。

またこの調査は、顧客に提供される価値提案を向上させる

ことが、今後数年間における最も重要な戦略的問題の一つ

であることを裏付けています。実際に、回答者が挙げたいく

つかの優先事項は、単なるコスト削減または外部的な成長

の追求ではなく、顧客に提供される中核的な価値提案に影

響を及ぼすフロントの活動に関連するものです。特に、デジ

タルへの移行ならびにアドバイザリー機能の再設計および

テーラーメイドのサービスの導入が主要な考慮事項となっ

ています。この次の変化の波が起こる中で、業界のプレー

ヤーは、これらの側面の周辺に自身を位置付ける―例え

ば、取引の執行およびアドバイスを提供するためのコンサ

ルティングにとどまらずにデジタルのチャネルを用いる―べ

きです。
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貴社に影響を及ぼす最大のトレンド

 

 

今後5年間における貴社の戦略の優先事項 

 

 

重要な戦略的優

先 事 項 の 多 く が

顧客への価値提

案に関連している

テーラーメイドのアドバイスおよび新たな商品に対する
需要の増加

規制要件の強化

デジタル

プライシングの圧力

コスト管理

世代交代

オンショア化および税の透明性

新興市場の成長

データ分析

セクターの統合

新規参入者／競争の激化

アウトソーシング

アドバイザリーのプロセスの再設計

ウェブおよびモバイルのチャネルに係る利用の増加

顧客獲得の取組みの拡大（有機的）

新たな付加価値のあるカスタマイズされたサービスの
導入

リレーションシップマネジャーの訓練

バックオフィスの合理化

新たな投資商品の導入

プライシングにおける裁量フィーの利用の増加

自社グループ全体にわたる既存の活動の相互利用

他のプレーヤーまたは顧客ポートフォリオの獲得

プライシングにおけるパフォーマンスフィーの利用の
増加

非中核的活動のアウトソーシング

リレーションシップマネジャーの重視の強化

物理的な支店数の削減

特定の活動からの撤退
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アドバイザリーモデルは、ますます洗練される顧客の

ニーズを反映し、顧客にさらなる付加価値をもたらすべ

く進化する必要があります

顧客のニーズは進化しており、よりテーラーメイドのアドバ

イスの必要性は高まっています。私たちの調査は、ウェル

スマネジメントのアドバイスを提供し、顧客のポートフォリ

オを運用するという中核的なサービスを改革する必要が

あることを裏付けています。ウェルスマネジメント会社が顧

客の口座に関連する多くの意思決定を行うという伝統的

なモデルは変化しつつあります。

私たちはウェルスマネジメント会社と顧客が協力し合うア

ドバイザリーモデルへと向かうさらなる進化を目にしてお

り、これはさらに透明性、報告および説明責任に関して影

響を及ぼします。言い換えれば、自己運用を可能にし、顧

客に自身のウェルスの運用における積極的な役割を果た

させることがますます重要になりつつあります。投資家は

金融の知識がより豊富になりつつあり、自身の資産の少

なくとも一部を積極的に運用する傾向にあるため、ウェル

スマネジメント会社は彼らの投資を実施するためのアドバ

イスおよび必要とされるインフラを提供することを期待され

ています。このモデルにおいては、顧客との間における明

確かつ全面的な説明責任およびコミュニケーションを確実

にすることが鍵となります。

これとは別に私たちは、さまざまなセグメントにわたる顧

客の期待がより洗練されたものになる傾向にあること、な

らびに全面的に標準化された提供物および商品中心のア

プローチは、効果的に競争するためにはもはや十分でな

いことに注目しています。言い換えれば、伝統的な投資商

品およびポートフォリオ運用の提供自体は、顧客に対する

差別化の主要な源泉ではありません。代わりに、さまざま

なライフサイクルの段階における顧客およびそのニーズを

理解すること、ならびに投資ポートフォリオを超えたウェル

スのソリューションを提供できることが極めて重要です。こ

の点における重要なソリューションには、さまざまな地理的

地域にわたる税務面で最適化されたソリューションを提供

する能力、ならびに顧客の嗜好およびライフサイクルの

ニーズを考慮した顧客のウェルスの最適なストラクチャリン

グにおける支援が含まれます。また、税金の還付申請など

のその他特定のサービスも、しばしば限られたコストで顧客

に直接的な価値を提供する助けとなり得ます。

運用されるポートフォリオ内で、私たちは伝統的な投資ビー

クルからカスタマイズされた投資ポートフォリオへの移行に

注目しています。かつてこのサービスは主として上級顧客

がアクセス可能でしたが、私たちは現在、企業が最小限の

投資要件（一般に100,000ユーロ前後またはそれ以下）

でテーラーメイドのサービスを提供している例を目にして

います。

また、金融危機の結果として、顧客はより透明性の高い商品

およびサービスを要求するようになっています。顧客がます

ます金融に精通し、財務リスクに敏感になるにつれて、多く

の顧客は自身の投資およびサービスの仕組み、リスクと
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業界のプレーヤーは、税の最適

化、ウェルスのストラクチャリング、

投資家の支援などのサービスを通

じて付加価値をもたらすための新た

な方法を見つける必要があります

報酬のトレードオフおよびフィーストラクチャーを理解する

ための透明性を期待するようになっています。顧客はし

ばしば自身の保有投資をさまざまなプロバイダー間で分

散しており、潜在的により低いフィーで直接アクセスでき

るような投資に対するアクセス、または少なくとも可視性

を得てきました。結果として、リレーションシップおよび提

供されるサービスに関連付けられたフィーを明確に開示

することは当たり前になりました。言い換えれば、投資リス

クに関する明確性、ならびにフィーおよび潜在的なリターン

に関する透明性が、ウェルスマネジメント会社に対してか

つてないほどに期待されています。また、現在の規制の

進化がこのさらなる透明性へと向かうトレンドを強化してお

り、MiFID IIは投資家に課される販売フィーを明確化およ

び再設計する必要性をもたらしています。

また、特に現在の低利回りの環境においては、投資リ

ターンを生み出すための差別化された代替策を顧客に提

供することも重要です。例えば、顧客がブローカーのリサー

チおよび富裕層向けの市場の知見にアクセスできるよう

にすること、または銀行自身の取引プラットフォームを直

接利用したり、より富裕層向けの投資商品（例えば、伝統

的に超富裕層または機関投資家に限定されたオルタナ

ティブストラクチャー）へのエクスポージャーを獲得したり

できるようにすることが考えられます。

課題の一つはよりテーラーメイドのアドバイスを提供する

コストを管理することですが、これは一般に大規模なポー

トフォリオを持つ顧客および投資アドバイスに関して特に

高い期待を持つ顧客については正当化される可能性が

あります。この課題に直面して、一部の大手のプレーヤー

は、高所得層向け市場を専業として参入すること、質の

高いアドバイス、または提供物の標準化およびコスト削減

のためのさまざまな国にわたるオペレーションの統合の

いずれかによる大幅なビジネスモデルの変更を検討して

います。これと並行して、私たちは販売プラットフォームが

特定の市場において足掛りを得ている様子を目にしてお

り、これらが今後数年間に発達し続けると予想しています。

現在の提供商品およびサービス

今後5年間に貴社のビジネスをさらに発展させるための、貴社の

現在の提供商品およびサービスに対する最も重要な貢献

 

取引サービス 

ポートフォリオ運用 

投資家の支援 

銀行サービス 

中核的アドバイザリー 

その他のアドバイザリー 
サービス 

報告 

コンシェルジュ 

遺産の統合およびアカウント 
アグリゲーション 

税金の還付申請 

ポートフォリオ運用 

中核的アドバイザリー 

銀行サービス 

遺産の統合およびアカウント 
アグリゲーション 

投資家の支援 

取引サービス 

その他のアドバイザリー 
サービス 

報告 

コンシェルジュ 

税金の還付申請 
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デジタルの主要な課題には、既存のプ

ロセスとの統合、顧客体験の向上およ

びデジタルのセキュリティが含まれます

デジタル革命は継続し、独自の課題をもたらしている

この調査は、デジタルがウェルスマネジメント会社のアジェン

ダの筆頭にあることを裏付けています。ウェルスマネジメン

トは歴史的に伝統および対面のリレーションシップに支えら

れてきた業界ですが、今日の顧客はウェルスマネジメント

のリレーションシップの外にある自身の生活に係る多数の

側面において著しいイノベーションにさらされています。顧

客はこのイノベーションに、情報へのアクセス、買い物の利

便性、他の人々とのつながりなどに関する恩恵を見出して

います。私たちのさまざまな議論から、業界が、これらの外

部的なトレンドの重要性が理解され、デジタル化の掛け声

が聞こえる段階にあることは明らかです。しかし、調査対象

の市場におけるプレーヤーの成熟度の水準は、デジタルビジ

ネスへの道が常に明確なわけではなく、導入および既存のイ

ンフラとの統合も同様であるという事実を反映しています。 

デジタルへの移行に関連して私たちが見出している主要な

課題の一つは、顧客体験を向上させる必要性です。今日、

ウェルスマネジメントの提供物の透明性および比較可能性

の向上により、乗換えのコストは低下しています。結果とし

て、顧客体験が市場における主要な差別化要因の一つと

なりつつあります。これに対処するためには、プレーヤーが

顧客とのすべての接点を評価するだけでなく、顧客のニー

ズに合わせたアドバイスおよび商品を提供するために顧客

をより深く理解することが要求されます。プレーヤーが商品

中心のアプローチから、関連する顧客への提供物のより

コンサルティング的でニーズに基づいた評価へと移行する

機会が存在しています。

デジタル革命の必然的帰結の一つは、サイバーセキュリティ

およびデジタルアーカイブです。デジタルの形式で顧客と対

話するためには、サイバー攻撃または顧客データの漏洩に

対する完全な耐性を確実にすることが重要です。これは、富

裕層の顧客に影響を及ぼすあらゆるインシデントが機関の

評判に大きく影響する可能性のある富裕層向け市場におい

て一層重要となります。これを踏まえ、世界で通用するデジ

タルインフラおよびセキュリティのプロトコルを確実にすること

は、確固たる評判を維持し、デジタルへの移行の成功を達

成するための基本的な前提条件であるというのが私たちの

見解です。

リレーションシップは依然としてモデルの中心である

が、現在は複数チャネルの対話およびアドバイスが必

要になっている

行動の変化および技術的要件の進化、ならびに直接／オン

ラインの対話を好む顧客の数の増加を私たちが目にしてい

るという事実にも関わらず、私たちの調査は、強力かつ対

人的な顧客リレーションシップを維持することが依然として

極めて重要であるという事実を浮彫りにしています。

リレーションシップとデジタルの両方の側面が持つ重要性

は、顧客に新たなサービスを提供し、アドバイスの提供の

ための「対面による」対話の割合を最適化するための手段

としての、顧客との複数チャネルのコミュニケーション（例え

ば、電話、電子メール、モバイル、インターネット、テレビ会

議、スカイプなど）の必要性を浮彫りにしています。デジタ

ルのソリューションは今日、執行のみのサービスの利便性

およびコスト効率を推進するものとして認知され、これらの

ために用いられています。

しかし私たちは、複数チャネルのデジタルのコミュニケーション

を対面による対話と組み合わせることが、ウェルスマネジ

メントのアドバイスを提供するために極めて重要であると考

えています。一部のプレーヤーはこれらの側面に関して革

新を行っており、投資のアイデアおよびシミュレーションの

ソリューション、またはリレーションシップマネジャーもしくは

投資アドバイザーへのオンラインのアクセスを提供していま

す。私たちの見解では、デジタルのチャネルがより効率的

なアドバイスの提供のためにますます重要になる中で、コン

サルティングおよび取引の媒体から、リレーションシップマ

ネジャーを持つ対話型のアドバイザリーモデルへと進化す

ることが鍵となります。しかしながら調査は、依然として対

面のミーティングがリレーションシップ構築の中心であり、複

雑な問題または重要な家族のイベントに対処するにあたっ

て極めて重要であることを裏付けています。
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顧客によるそれぞれの対話チャネルの利用

低 平均

コンサルティング／取引

高

リレーションシップマネジャーは、自身の専門知識を適応

させ、さまざまな能力を結集する者としての自身の新た

な役割を受け入れることが必要となるでしょう

この移行を達成するには、リレーションシップマネジャーの

強力な顧客対応能力だけでなく、現行の人材モデルの改

善が引き続き必要でしょう。リレーションシップマネジャーは

「サービス志向」であるだけでなく、複雑な問題を理解し、

顧客に最善のサービスを提供するためにさまざまな分野

の適切な専門家またはスペシャリストを結集する能力を備

えている必要があります。より洗練されたアドバイスの必要

性が高まるにつれて、リレーションシップマネジャーは機関

が提案するサービスを効果的に提供するためのより技術

的なウェルスエンジニアリングの専門知識を必要とするよ

うになるでしょう。リレーションシップはよりサービス志向に

なると同時に、より投資商品志向でなくなるでしょう。結果と

してリレーションシップマネジャーは、自身の専門知識を適

応させ、さまざまな能力を結集する者としての自身の新た

な役割を受け入れることが必要となるでしょう。

言い換えれば、この新たなモデルは、リレーションシップマ

ネジャーがウェルスマネジメント会社のさまざまなサービス

および提供物を提供するための単一の窓口の役割を果た

すというモデルです。この役割においてリレーションシップマ

ネジャーは、顧客とウェルスマネジメント会社の最も適切な

サービス（それらが内部から調達されたか外部から調達さ

れたかに関わらず）の間における橋渡しの役割を果たしま

す。これを効果的に行うためには、リレーションシップマネ

ジャーはジェネラリストであり続けると同時に、例えば税務、

投資商品、リスクおよびライフサイクルに関する多様な顧客

のニーズを理解するため、技術的な側面に十分に精通して

いる必要があります。また、単一の視点および対応を顧客

に提供すべくすべての専門家および部門が十分に協力す

るよう動機付けられるようにするため、組織モデルおよび潜

在的には報酬モデルも適応させる必要があります。

対面 

電話 

予想されるデジタル 

   チャネルの発達 

モバイル 

テクノロジー 
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貴社のリレーションシップマネジャーに係る現在の評価

 

伝統的な

優先事項

プライシングモデルは進化し、異なるさまざまな

顧客セグメントの価値認識および行動を考慮

すべきです

また、これらの移行が経済的に実行可能であり続けるよう

にするため、業界のプレーヤーは自身のプライシングモデ

ルを適応させることが必要となるでしょう。現在、プライシン

グは依然として主に事象または取引に基づいており、アド

バイザリーフィー、統合されたモデルおよびパフォーマンス

フィーを含めた価値に基づくプライシングへの進化を必要

としています。言い換えれば、提供されるサービスの質、

価値および利用を、異なるさまざまな顧客セグメントのニー

ズ、価値認識および行動を考慮して、プライシングにつな

げる必要があります。

このトレンドは業界全体にわたって認識されていますが、

一部のプレーヤーはアドバイスまたはパフォーマンスに基

づく新たなフィーモデルの導入に係る商業的な課題を見出

しています。英国やオランダなどの他の市場においては、

規制はすでに特定のサービスに基づくフィーを奨励してお

り、このトレンドはすでにかなり進行しています。

私たちはプライシングに関するその他の課題、すなわち一

般的な市場実務がプライシングを、重要なガイドラインはあ

るものの、主としてリレーションシップマネジャーの裁量に任

せ続けているという事実を目にしています。私たちの見解

では、これは透明性およびプライシングの一貫性を低め、

ビジネスの監視、パフォーマンスの管理および意思決定を

より困難にしてしまう傾向にあります。実際に、私たちが目

にするところでは、顧客の収益性を監視したり過去に顧客

に課されたフィーにアクセスしたりするための効果的なツール

を持っている銀行は比較的少数です。透明性が顧客にとって

ますます重要になる中で、これらのプライシング実務を標準

化または体系化することは不可欠です。

開発すべき

能力 

顧客のニーズを十分に理解している 

運用資産の増加を主たる目標としている 

主としてリレーションシップの諸側面に焦点を合わせている 

効果的かつ収益性の高い顧客へのサービス提供を
主たる目標としている

顧客の獲得を主たる目標としている 

幅広いツールを用いて顧客と対話している 

外部および社内の商品に関する知識を持っている 

優れた組合せ販売のスキルを持っている 

顧客と主として対面で対話している 

複雑な顧客のニーズに対処するための十分な能力を持っている 

新たなテクノロジーに精通している 



41 

今後5年間に予想されるプライシングの利用 

増加 変化なし 減少

アドバイザリーフィー

（例えば、所要時間1時間当たり、ストラクチャーの設計1件当たり） 
92% 0% 8% 

オール・イン・ワン・モデル

（上記のすべてを組み合わせた単一のフィー）
82% 0% 18% 

パフォーマンスフィー

（例えば、年間のポートフォリオのパフォーマンスに対するフィー）
75% 17% 8% 

運用フィー

（例えば、一任契約に基づく資産に対するフィー）
60% 35% 5% 

保管フィー

（例えば、保護預かりされた資産に対するフィー）
35% 29% 35% 

取引フィー

（例えば、執行された注文ごとのフィー）
17% 33% 50% 
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税金の還付申請が

金融機関に革新的な

差別化をもたらす 
パスカル・マルティーノ

（Pascal Martino） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

エリック・センティ

（Eric Centi） 
パートナー

税務

デロイト

ファビアン・デムリン

（Fabian Demoulin） 
ディレクター

オペレーション・エクセレンス

＆人的資本

デロイト

ユーゴー・デュマ

（Hugo Dumas） 
シニアマネジャー

税務

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、ビジネスモデルのストラクチャー再変を

迫る一連の課題に直面してきました。 

ルクセンブルクのプライベートバンクは、現在、かつてないほど投資最適化に関する助言を求

める顧客に対して自らの魅力を維持するために、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。この状況において、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

クが検討すべき真の付加価値をもたらすサービスです。このような価値を提供する新しいサー

ビスの一つである「税額控除および還付申請支援」について検討する前に、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。
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財政的に透明な環境への移行

複数の取組みが2009年以降、欧州域内のレベルにおい

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、今後も継続して影響を与える見通しである

ため、現在ルクセンブルクでは課題と好機に満ちた透明

性の高い財政環境の中での活動が展開されています。

この移行は、2015年1月1日付EU貯蓄指令の枠組みに

おける自動的情報交換への転換、FATCAを目的とする

政府間協定モデル1の調印、ならびに要請に基づく情報

交換および自発的情報交換に係る税務分野の行政協力

に関するEU指令の導入により達成されました。 

こ の 移 行 は 、 共 通 報 告 基 準 （ Common Reporting 
Standard：CRS）によってさらに強化されました。80を超え

る法域がこのOECDの取組みに参加する予定であり、そ

のうち50超がすでに自身のCRS報告の開始予定日を公

表しています。EU指令に基づき、ルクセンブルクはその他

すべてのEU加盟国と同様に、2017年からCRS報告を適

用する予定です。

このような新しい環境において、プライベートバンクの集積

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

際的な金融ハブ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、最富裕層の個人顧客を掴んで急速に

成長している自国のプライベートバンクとも競合することに

なります。この状況において、プライベートバンクは画期的

な価値を提案するサービスを提供する必要があります。か

かるソリューションの一つが、税額控除および還付申請支

援です。



44

自動化の水準は大量処理を可能とするために重要で

あり、大量処理は銀行が行う価値提案の中で還付申

請支援が実行可能な提供サービスとなるために必要

とされるステップです

税額控除および還付申請支援は実務において何を意

味するか？

二重課税の問題について

クロスボーダー投資が実現するたびに、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

支払いに対しては、まず源泉課税によって源泉国1で課税

され、次に税法適用によって投資家の居住国2で所得税と

して課されることがかなり一般的です。二重課税はクロス

ボーダー投資を阻害し、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は低減を目

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および利子に対し

て、国内の税法で適用される既定税率を下回る税率を源

泉徴収税率として課すことに合意しています。その上で投

資家は、これらの優遇から漏れた残る源泉徴収税について

税額控除を受ける権利を有します。言い換えれば、所得の

源泉国において課された最終的な源泉徴収税を、投資家

の居住国において支払うべき所得税から控除することがで

きます。

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、正しい軽減税

率による源泉徴収税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、還付申請の場合は、最

初に国内の源泉徴収税率がフルに適用され、還付請求後

に税金の還付を受けることになります。

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、源泉国における軽減措置を

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）。

1 源泉国は、証券の発行体の国と定義することができる。例え

ば、ドイツの居住者である企業により支払われる配当およびド

イツ国債に対して支払われる利子については、ドイツが源泉

国となる 
2 居住国は、ある者が居住している国、すなわち、ある者が毎日

の休息時間を通常過ごす居住場所の所在する国と定義する

ことができる。租税条約は、個人の居住地を決定するための

いくつかの具体的な規準を定めている 

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％の源泉

徴収税が課されます。

ルクセンブルクの投資家はドイツ・ルクセンブルク

租税条約に基づく配当源泉徴収税の軽減税率

（15％）の優遇措置を申請することができ、これによ

り総配当額の11.375％に相当する税金の還付を

受けることができます。

残る15％は、投資家のルクセンブルクの所得税か

ら税額控除することができます。
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重要な戦略的差別化をもたらす要因

個人の顧客に対して

税金の還付請求は顧客のポートフォリオのパフォーマンス

を向上させます。ウェルスマネジメントおよびプライベート

バンク業界には多くの要因が圧力をかけており、高いリ

ターンを達成することはますます困難になりつつあります。

税金の還付申請プロセスの導入に成功すれば、顧客の

ポートフォリオのパフォーマンスを0.10％から0.15％向上

させ（図表1を参照）、結果として顧客のポートフォリオの運

用資産を増加させることができる可能性があります。

これらのサービスの立上げに成功したプライベートバンク

は、高い競争上の優位性を獲得することになります。顧客

満足および顧客維持を向上させるのみならず新たな顧客を

呼び込む税金の還付申請サービスは、富裕層および超富

裕層の個人顧客向けサービス提供に関して、重要な差別

化をもたらす要因となることができます。

図表1：プライベートの顧客に係る税金の還付申請の潜在的な定量的影響の例 

顧客のポートフォリオのパフォーマンスが向上

顧客のポートフォリオのパフォーマンスが 0.10％か

ら 0.15％向上 

• 顧客維持率の向上

• 顧客のポートフォリオの運用資産増加

• 主要なプライベート・ウェルス・マネジメント会社

としての貴社の評判の確立
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金融機関への提言

顧客管理 
今日、私たちは税金の還付申請が一部の革新的なプレー 
ヤーの提供する新たなサービスとなっていることに注目して

います。しかしながら、還付申請は主にケースバイケース

で、かつ依頼があった場合に実施されています。還付申請

は時間がかかり、かつ長期的なプロセスであるため、一般

に少数の富裕層または超富裕層の顧客に限定されていま

す。銀行にとっての課題は、還付申請サービスを変革し、こ

のサービスを自身の全体的なサービス提供の一部とすべく

銀行の価値提案に組み込むことです。

これを行うために、プライベートバンクは機械化および自動化

されたソリューションを追求することが必要となるでしょう。自

動化の水準は大量処理を可能とするために重要であり、大

量処理は銀行が行う価値提案の中で税金の還付申請が実行

可能な提供サービスとなるために必要とされるステップです。

還付申請は銀行が顧客維持を向上させるための強い推進

力を提供します。銀行間の乗換えのコストがかつてなく低下

している現在の環境において、還付申請支援の提供はプラ

イベートバンクにとって真の財産となる可能性があります。

税金の還付申請サービスは、リレーションシップマネジャーが

顧客とのコミュニケーションにおいて「ワオ効果」を生み出すだ

けでなく、組合せ販売の大きな機会となる良いニュースを伝え

る機会を提供します。

財務パフォーマンスの向上を加速化 
銀行のレベルにおいて、還付申請は新たな収益源となり

ます。還付申請サービスは、高い水準の技術的な専門知

識と革新的なソリューションの両方を提供すると認識され

る価値をもたらすものであることから、顧客への報酬の請

求を容易に行うことができる「ウィン－ウィンのアプローチ」

です。現在、市場では異なるさまざまなプライシングモデ

ルが用いられていますが、最も一般的なプライシングモデ

ルは、それぞれの個別の請求に係る固定報酬と追加的な

成功報酬（回収金額に対する一定の割合）を組み合わせ

たものです。

付加価値の高いサービスに焦点

より幅広く見ると、税金の還付申請は、プライベートバンク

が自身の価値提案を差別化することを可能とする、さらに

専門的で付加価値の高いサービスに焦点を合わせた、よ

り一般的な戦略の一部となることができます。これは、税

金と投資の最適化に関する専門的かつ知識に裏打ちされ

たアドバイスを求める、要求水準の高い顧客を引き付ける

ための重要な差別化要因となるでしょう。

センター・オブ・エクセレンス―グループ内における内部の

還付申請 
また税金の還付申請は、大きなグループに属する子会社

および支店が、グループ全体に還付申請サービスを提供

するセンター・オブ・エクセレンスとして自らを位置付ける機

会となることができます。還付申請は税務の専門知識を必

要とし、かつ規模の経済から多大な恩恵を受けることがで

きるため、かかる位置付けは意味を成します。プライベート

バンク間の競争の激化により、結合と規模の拡大が必要と

されており、税金の還付申請支援のような集約的なサービ

スへの強い動機を生み出しています。

銀行グループにとっては、特に税金の還付申請サービスに

ついて、センター・オブ・エクセレンスを活用したグループとし

て自身を組織化することは明らかに意味を成します。ルク 
センブルクおよびスイスのようなクロスボーダー投資を常々

取り扱っている金融センターは、税務上の複雑性と技術的

な課題を組み合わせたこれらのサービスを提供するのに有

利な立場にあります。
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税金の還付申請に係るセンター・オブ・エクセレンスの定

義は、以下のような異なるさまざまな優位性を提供するで

しょう。

• コスト：結合およびプーリングにより、グループ・レベ

ルでかかるサービスに関連する全体的なコストの削

減が可能となる

• シナジー：グループ内におけるセンター・オブ・エクセ

レンスの導入はグループ内のシナジーを強化し、かつ

組織内の垣根（サイロ）を取り除くことが見込まれる

• 純利益の増加：最終的に、かかるサービスは損益に

著しい影響を及ぼす可能性があり、純利益を4％か

ら6％引き上げる可能性がある。その目標は以下の

2つである

- 財務能力の向上

- 困難な市場環境および自己資本規制に対応する

ための財務ポジションの統合

• プロフィットセンター：結果として、税金の還付請求は

一つの新しいサービスという次元をはるかに超えた

ものとなる。税金の還付請求は、サービスの全領域

をコストセンターから新たなプロフィットセンターへと

移行させる機会を提供する

銀行が提供する多くの商品およびサービスは、現在、コス

トの増加、規制の圧力、低い利益マージン、および激しい

競争に直面しており、銀行の付加価値の低下を引き起こ

しています。このギャップを埋めるため、銀行はコストを削

減すると同時に一部の商品の知覚価値を高め、かつ顧客

を引き付けて維持するとともに新たな収益源を創出するた

めの革新的な商品・サービスを導入する必要があります。

この視点から見て、税金の還付申請サービスはプライ

ベートバンクにとっての大きな機会です。税務レポートの

対価を顧客に請求することは困難かもしれませんが、例

えば税務レポートと税金の還付申請をバンドルし、組み合

わせた商品・サービスを販売することは可能です。税金の

還付申請は個人の顧客にとっての価値を生み出すため、

プライシングの正当化が一段と容易になります。

図表2：税金の還付申請が純利益に及ぼす可能性のある影響 

株式への配分を

30％と仮定 
配当利回りを

4％と仮定 
還付申請が可能な配

当税の平均税率を

10％と仮定 

以下の通り仮定 
- 顧客のポートフォリオのパフォーマンスは3％ 
- 還付申請支援の成功報酬は10％ 
- 平均プライシングは70bps 
- 費用／収益比率は70％ 

純利益の増加 
純利益が4％から6％増加（見積り） 
- 貴社の財務能力の向上 

- 困難な市場環境および自己資本

規制を乗り越えるための貴社の財

務ポジションの統合

1 2 3
ポートフォリオの運用資産

50億ユーロ  

株式

15億ユーロ 

配当

6,000万ユーロ 
還付申請可能な

配当税

600万ユーロ 
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組織上および業務上の課題

税額控除および還付申請支援サービスの導入は多くの業

務上および組織上の課題を伴うため、慎重に準備しなけ

ればなりません。私たちは、これらの課題のいくつかに以

下の通りハイライトを当てました。

税務の知識の獲得および維持－「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

に税額控除および還付申請サービスを提供する前に、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。この税表は顧客の還付申請の機会を識別した上

で関係当局に還付申請するために必要なすべての情報を

含んでいなければなりません。

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後れないために必要不可欠です。

顧客のセグメンテーション

もう一つの重要な要素は、このサービスを最上位の顧客

のみに提供するか、それとも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。

銀行のシステムから抽出された顧客データに基づいて、顧

客ごとの実行可能な請求、すなわち業務遂行のコストが予

想される還付税額を下回る請求を決定するためのコスト／ベ

ネフィット分析を実施すべきです。このコスト／ベネフィット分

析が自動化され、銀行が迅速に負担軽減／還付申請の機

会を識別し、税の軽減措置サービスに係る国内の支払代

理人に利用可能とすべきすべての必要情報および文書の

収集を開始し、国内の税務当局に提出する税金の還付申

告書を作成できるようになることが極めて重要です。サー

ビスが多数の顧客に提供される場合、かかる自動化は一

層重要になります。

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／還付請求サービスでは、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・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

リューションを確立することが欠かせません。

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にあり

ます。税額控除／還付申請支援サービスでは、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3。 

税金の還付申請サービスは、リ

レーションシップマネジャーが顧

客とのコミュニケーションにおい

て「ワオ効果」を生み出すだけで

なく、組合せ販売の大きな機会と

なる良いニュースを伝える機会を

提供します

3 ジョン・マーシャル（John Marshall）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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パスカル・マルティーノ

（Pascal Martino） 
パートナー
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ファイナンス

デロイト
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ビジネスを形成している潮流

最近の金融危機は、新たな規制の強化へと向かう動きを生

み出し、銀行システムと顧客の両方の保護を目的とした税

務透明性の向上を後押ししています。加えて、低調な市場

のパフォーマンスと顧客の嗜好の変化が業界の収益基盤

に圧力をかけ続けており、プライベートバンクは絶え間ない

収益性の問題と向き合いながら、そのビジョンとビジネス・

業務モデルを再検討することを余儀なくされています。

収益に関していえば、欧州は依然としてかなり収益性の高い

市場であり、プライベートバンクの税引前利益率は、アジア

太平洋の金融機関の18bpsから21bpsに対して、平均で

25bpsから27bpsに達しています。しかし、独立系金融アドバ

イザーなどの新たな台頭により、プライベートバンクは低価

格を維持しつつ利益を生み出すための新たな方法を模索す

る必要に迫られています。ルクセンブルクのプライベート

バンク、さらに一般的にいって先進国のプライベートバンク

は、コスト効率に焦点を置きながら市場シェアを獲得するた

めに、自身の価値提案を最適化しなければなりません。

ルクセンブルクにおけるプライベートバンクのビジネスモデ

ルは歴史的なリレーションシップに基づいて確立され、価値

提案は特にオフショア市場としての特性を活用して行われ

ていました。プライベートバンクは資産を呼び込むことに

焦点を合わせていた一方で、満足のいくプライシングモ

デルの維持および最高の品質や効率性の達成について

は最優先事項として捉えていませんでした。しかし、過去

十年間で状況は著しく変化しました。

第一に、顧客のニーズは進化しており、その結果、顧客

の期待はさらに高まり、資産の組成、税金の還付申請、

収集価値のある資産への投資機会などの新たな付加価

値サービスが求められています。同時に、いくつかの並

行した進化により、銀行は価格引下げを余儀なくされて

います。顧客のコスト感応度は高まっており、新たな規制

は銀行がより高い透明性を提供することと、顧客に真の

付加価値を提供する商品・サービスに対してのみ価格の

設定を行うことを義務付けています。第二次金融商品市

場指令（MiFID II）を受けた割戻報酬の課題は、おそらく

この動向との関連性が最も高い例でしょう。

さらに、金融危機を受けて、より優れて安価な、偏向のな

いサービスを顧客に約束する外部資産運用者（External 
Asset Manager：EAM）および独立系金融アドバイザー

（Independent Financial Adviser：IFA）が著しく成長して

きました。結果として多くの顧客が自らのプライベートバン

クからこれらの新たな参入者への乗り換えを選択してお

り、銀行は自身のビジネスのより多くの割合がビジネス仲

介業者を通じて紹介されるという事実を受け入れざるを

得なくなっています。
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ウェルスマネジメントの情勢におけるこれらの新規参

入者の台頭およびその重要性の高まりから、銀行に

残された裁量の余地は大きくありません

金融市場におけるこれらすべての変化は、銀行が自身の

価値提案、業務モデルおよび組織のストラクチャーを再評

価することを余儀なくしています。特に、プライベートバンク

は以下を必要としています。

• ビジネスのドライバーとしてのIFAやEAMなどの新規

参入者の重要性を認識し、これに対応してビジネス

モデルを適合させること

• 顧客にとって適切な水準のサービスおよび専門知識

（直接取引と仲介の両方）ならびに適切なプライシン

グモデルに基づく明確な価値提案を策定すること

• 顧客に最高の価値を提供し、収益性を最適化するた

めに、銀行の異なる部門間にわたる組合せ販売を最

大化すること

ビジネス仲介業者の台頭

多様な情報源（インターネット、リレーションシップマネジャー、

モバイルバンキングなど）にアクセスすることで、顧客は各

プレーヤーの商品・サービスを、サービスの幅、奥行きお

よび質に関してだけでなく、必然的にプライシングに関して

もベンチマークしています。プライベートバンキングの顧客

はますます価格に敏感になりつつあり、銀行のプライシン

グストラクチャーに圧力をかける可能性があります。加え

て、新たな世代の顧客はそれぞれのサービスプロバイダー

への拘りがなく、より良いサービスを求めて資産運用会社

から別の資産運用会社へと素早く乗り換える可能性が高

いと考えられます。

IFAなどの新規参入者は数年前に低い水準から台頭し始

め、現在ではウェルスマネジメント市場で無視できないシェ

アを握っています。オープンアーキテクチャの典型的な例と

して、IFAはその名が示す通り独立の立場から、顧客の資

産配分に最適な商品を探すことを求められます。これは顧

客から高く評価され、プライベートバンクにとっての激しい

競争を生み出しています。結果として、多数のプライベート

バンクの顧客は、その銀行の提供サービスや顧客のお金

と引換えに得られている価値を再評価することを決定し、

顧客の大部分がこれらの市場の新規参入者に乗り換えるこ

とを決定しました。

しかし、これらの参入者は顧客を巡ってプライベートバンク

と競合しても、それと同時に資産の保管、取引サービス、報

告などの支援サービスを受けることでプライベートバンクに

依存しています。これはプライベートバンクにとって不可解

な状況となっています。プライベートバンクはどの程度まで

外部の当事者を新たな顧客として受け入れて真のB2Bの

価値提案を行い、かつどの程度まで伝統的な意味での直

接的なプライベートバンキングの顧客に焦点を合わせなけ

ればならないのでしょうか？銀行はしばしば、顧客の口座

が引き続き銀行において保管されるとして、IFAを通じて紹

介された一定水準のビジネスを受け入れています。しかし、

両者の役割は重複する可能性があるため、この取決めに対

立がないわけではありません。さらに、保管された資産から得

られる収益が直接的なプライベートバンキングのサービスを

通じて得られる収益を大きく下回っていることを考慮すると、ビ

ジネス仲介業者は財務的課題を銀行にもたらしています。 
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しかし、ウェルスマネジメントの情勢におけるこれらの新規

参入者の台頭およびその重要性の高まりから、銀行に残さ

れた裁量の余地はあまりなく、銀行はIFA、EAMおよびその

他のビジネス紹介業者をプライベートバンキング戦略に一

貫して含めることを余儀なくされています。良い面としては、

これらの仲介人は銀行にその商品・サービスの新たな販

売チャネルを提供しており、これらの参入者について説得

力のある価値提案が策定された場合、これらの参入者を

通じて紹介されるビジネスの規模は、収益性の低さをある

程度までは埋め合わせます。

組織の視点から見ると、これらの参入者は、プライベート

バンクが最終顧客を直接自行の標的にしようと決定するか

もしれず、その場合にはプライベートバンクが参入者を阻害

するというリスクを必然的に認識しているため、純粋なプラ

イベートバンキングのビジネスとプライベートバンクにおける

IFA／EAMのビジネスの間に「チャイニーズウォール（部署

間の情報規制）」が潜在的に必要とされる問題が生じてい

ます。私たちの市場分析は、IFA／EAMの視点からは、か

かるチャイニーズウォールが必要とされていることを明確に

識別しました。しかし、実際に分断が行われることは例外で

あって、今日の市場のルールではありません。チャイニーズ

ウォールを構築することは、銀行のB2B活動の一環として

別個の部門またはデスクを設置することを意味し、特定の

プロセスや能力（例えば、営業担当社員などに関する）の重

複が起こる可能性があります。

53
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組合せ販売の重要性の高まり

さらに、プライベートバンクと市場の新規参入者の両方が

富裕層および超富裕層の顧客を標的とするだけでなく、リ

テール、プライベートおよびコーポレートバンキングを手掛

ける大手ユニバーサルバンクもそのさまざまな部門におい

て同じ顧客を標的としており、顧客の多大な重複を生み出

しています。これはしばしば、顧客が同じ銀行に複数の接

点を持ち、場合によっては異なる商品やサービスの提供を

受けることにつながります。ビジネス仲介業者であるかプラ

イベートの個人であるかに関わらず、顧客がユニバーサル

バンクのコーポレートバンキング部門とプライベートバンキン

グ部門から、さらには一つのプライベートバンクの2つの異な

る地域デスクから、2つの異なる提案を受けることの営業リス

クは相当なものです。

単一の視点で顧客に対応するために、

すべての専門家・部門が協力する動機

付けとなる組織モデルと報酬モデルに

改定する必要があります

したがって、強力なコーポレートガバナンスを通じて縦割り

効果を回避することが鍵となります。単一の視点で顧客に

対応するために、すべての専門家・部門が協力する動機

付けとなる組織モデルと報酬モデルに改定する必要があり

ます。顧客が求める特定のサービスを銀行の最も適格な

部門における利用可能な最善のリソースを用いて顧客に

提供することによってのみ、銀行は最高の価値を提供し、

顧客満足を確保することが可能となるでしょう。特定の部門

に計上された資産のみに基づいて各チームおよび従業員に 

報酬を与えるという原則は時代遅れになっています。今日の

課題は、同じ銀行のさまざまな部門間にわたる組合せ販売

を促進するための効果的なインセンティブスキームを策定

することです。同様に、二重の取扱いのリスクを排除するた

め、顧客との明確な接点を確立する必要があります。

リレーションシップマネジャーの役割の変化

諸活動のコーディネーションは、それぞれの顧客に係る単

一窓口（Single Point Of Contact：SPOC）の確立を通じて

確実にすることができます。SPOCは現代版のリレーション

シップマネジャーと考えることができます。すなわち、幅広

い専門知識と銀行の提供サービスに関する深い知識を持

ち、財産承継サービス、信用商品の組成、IFAの顧客に係

るITプラットフォーム支援チームなどの問題となっているサー

ビスに係る銀行内のさまざまな専門部署に顧客を導くこと

のできる上級社員です。

目標は、伝統的なウェルスマネジメントに融資、銀行業務

および銀行のインフラが可能にするその他のサービスを組

み合わせ、銀行の総合力を結集した強力な商品・サービス

を開発することです。アドバイザリーモデルは、ますます精

緻化されていく顧客のニーズを反映し、顧客にさらなる付加

価値をもたらすべく進化する必要があります。リレーション

シップマネジャーはノウハウを駆使する者としての役割を果

たし、いかなる問題についても顧客の信頼されるアドバイ

ザーであり続けなければなりません。ただし、顧客の具体

的なニーズは銀行内のさまざまな専門部署において対応

されなければなりません。

要約―未対処の課題

中心的なプライベートバンキングの課題は、新たな富の創

出に焦点を合わせると同時に、既存の富の価値をどのよう

に最大化するかです。しかし、過去に機能してきたであろう

戦略はこの変化し続ける市場の情勢においてはもはや効

果的でないため、伝統的なプライベートバンクは、自身のビ

ジネスおよびガバナンスモデルを再評価し、適応させること

を余儀なくされています。
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現状に挑戦する主要な勢力の一つは、市場に参入して

いるIFAなどの新規参入者です。これらの参入者は競

争をもたらすだけでなく、プライベートバンクにとっての

新たな顧客セグメントを生み出し、純粋なB2Cビジネス

から複合的なB2C／B2Bビジネスへのプライベートバン

キングの変革をもたらしています。課題は、効果的な顧

客セグメンテーションを実施し、銀行のすべてのターゲッ

ト顧客に係る明確な価値提案を策定することです。これら

の要素は、一貫性のない日和見的なアプローチから、銀

行のすべての部門にわたる一貫性のある体系的かつ戦

略的なアプローチへと移行するために極めて重要です。 

同時に、既存および新たな顧客に適切な商品・サービ

スおよび機能を提供するために、銀行は部門間のコー

ディネーションの仕組みを確立し、効果的な組合せ販売

を実施する必要があります。プライベートバンクのビジ

ネスモデルは、中核的価値ならびにターゲット顧客およ

びそのニーズの明確な定義に基づいて構築される必要

があります。さらに、SPOCとしてのリレーションシップマ

ネジャーの役割は、顧客が問題となっている特定のサー

ビスについて銀行で最も知識の豊富な部門に取り次が

れるようにすべきです。このアプローチのみが、顧客満

足および持続可能な収益創出を確実にするでしょう。

市場の新規参入者および動向は新たな課題を生み出す

と同時に新たな機会も生み出し、プライベートバンクが自

身のビジネスモデル全体を再検討することを余儀なくし

ています。自身の商品・サービスの真の価値および知覚

価値を高め、一方でそのコストを低く抑えることのできた

金融機関のみが、持続可能なビジネスモデルを策定し、

将来にわたって繁栄することができるでしょう。
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ミレニアル世代および

ウェルスマネジメント

新たな顧客のトレンド

および課題

ダニエル・コブラー博士

（Dr. Daniel Kobler） 
パートナー

銀行戦略コンサルティング責任者

デロイト

フェリックス・ハウバー

（Felix Hauber） 
シニアマネジャー

銀行戦略コンサルティング

デロイト

ベンジャミン・アーンスト

（Benjamin Ernst） 
シニアコンサルタント

銀行オペレーションコンサルティング

デロイト

金融の崩壊および市場の乱高下は、特にミレニアル世代の間において、金融機関

に対する全般的な不信感につながりました。さらに、この顧客層はこれまでの世代

とは異なる要件をウェルスマネジメント会社に課しています。したがって、ミレニアル

世代が最大の顧客グループになる予定であるという事実は、多くのウェルスマネジ

メント会社に、ミレニアル世代へのサービス提供に成功するためにどのような調整

が必要とされているかを識別するため、自身のビジネスモデルおよび顧客との対話

方法を評価するよう促しています。早期採用することで、ウェルスマネジメント会社が

市場シェアを守り、自身の主導的な地位を維持することができるでしょう。本レポート

は、プライベートバンキング業界の新たな顧客のトレンドおよび課題を浮彫りにします。 
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ミレニアル世代はこの十年間の終わりまでに最大の

成人セグメントになろうとしている

ミレニアル世代（ジェネレーションYとも呼ばれる）の人口

はこれまで絶えず増加してきており、今年には過去最大

の世代となるでしょう。ミレニアル世代という用語は通常、

1980年より後に生まれ、21世紀の始まりと共に成人した

個人に適用されるものとみなされています。2015年には

全世界の成人人口の40％が35歳未満となると予想さ

れ、また今後数年間の高い成長率が予測されています。

アジアが最大の割合を占める―ミレニアル世代の3分の2
近くがアジア人である―ことは驚くに当たりませんが、欧

州や南北アメリカなどの先進国地域も、25％超という大き

な割合を占めています。

ミレニアル世代は最大の成人セグメントであると同時に、

今後数年間に自身のウェルスを著しく増加させると予想さ

れます。全世界のミレニアル世代の純資産合計は2020
年までに2015年の2倍超になると予測されており、推定 

金額は19兆米ドルから24兆米ドルとなっています。もち

ろん、ミレニアル世代の多くは現在まだウェルスを創出する

段階にありますが、3つの主要なトレンドによって推進され

る大規模な変化が将来起きようとしています。第一に、現

在18歳から34歳であるミレニアル世代は最も収入の多い

時期にさしかかっており、これは流動性資産の意味のある

増加をもたらしています。第2に、起業家として独立すること

がミレニアル世代の主要なロールモデルであり、これは資

産の増加を加速させるでしょう。先進国では、ミレニアル世

代の54％が自身のビジネスを開始したかまたは開始を計

画しており、27％はすでに独立しています。さらに、ミレニア

ル世代はベビーブーム世代である両親のウェルスの恩恵

を受けるでしょう。現在、ウェルスマネジメント会社の顧客の

3分の2超が60歳超であり、これは将来の相続の波を推進

しています。これらが、ウェルスマネジメント会社がミレニアル

世代に焦点を合わせ始めるべきいくつかの理由です。
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ミレニアル世代の行動は上の世代と著しく異なる

ミレニアル世代に対応するにあたり、銀行はこのセグメン

トがこれまでの世代と異なる行動を示しているという事実

によりますます課題を抱えています。ミレニアル世代の

75％が個人の価値観に関して真正でありたいと考え、家

族または個人の価値観に反することを嫌っています。加え

て、約3分の2が世界情勢に懸念を持っているだけでなく、

何かを変える義務があると感じています。これは、ミレニア

ル世代がお金を唯一の成功要因とみなすことを嫌い、社

会的責任のある行動を取るブランドおよび雇用主により大

きな価値を見出しているという事実に反映されています。

経済状況に関しては、ミレニアル世代は過去の危機によ

り大きな影響を受けました。金融危機および金融市場の

乱高下は、ミレニアル世代を金融関連の事項に関して比

較的慎重かつ保守的にさせました。同時に、ミレニアル世

代は技術の進歩を強く要求し、これを利用しています。結

果として、ミレニアル世代はテクノロジーおよびオンライン

のプラットフォームを財務アドバイスの重要な側面とみなし

ています。57％が、より優れたテクノロジーのプラットフォー

ムのソリューションを求めて自身の銀行とのリレーションシッ

プを変えることさえするとしています。これらすべてのトレン

ドが、ウェルスマネジメント会社がミレニアル世代と対話す

べき方法を決定付けています。

先進国では、ミレニアル世代の

54％が自身のビジネスを開始した

かまたは開始を計画しており、

27％はすでに独立しています 

第一に、銀行は金融危機の結果として生じた信頼の不足

を乗り越える必要があります。ミレニアル世代の72％が

自身のウェルスを自主的に直接管理していると述べてい

るものの、彼らは同時にこれまでの世代と比べて金融の

知識が不足している傾向にあります。ミレニアル世代の

84％が財務アドバイスを求めており、これはアドバイザー

に関する懐疑心にも関わらず、ワールドクラスの投資アド

バイスの必要性には依然として需要があるという事実を

明確に浮彫りにしています。さらに、銀行は収益マージン

の低下をもたらすミレニアル世代のリスク回避を埋め合

わせる必要があります。株式に投資されているミレニア

ル世代のウェルスは30％を下回っており、彼らは上の世

代と違って物理的な資産および現金を好み、単純、明確

かつ直接的な商品を要求しています。現在の低金利の
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時期は間違いなくこの行動に影響を及ぼしていますが、そ

れでも上の世代とは著しく異なっていると考えられます。そ

の一方で、ミレニアル世代は社会的責任投資さらにはイン

パクト投資をますます要求するようになっており、かつ自

身の退職後のニーズについて社会保障制度を信用しない

傾向にあり、それによって新たな提供商品ラインが生まれ

ています。

ウェルスマネジメント会社の対応を必要としているもう一つ

のトレンドは、ミレニアル世代が古典的な投資アドバイスを

求める方法です。ミレニアル世代はアドバイザーの推奨に

基づいて行動する前にますます仲間に相談したりメディア

を参考にしたりするようになっており、単独で行われる投

資の意思決定は10％を下回っています。同時に、口コミお

よび個人的な推奨は、ミレニアル世代の約50％による買

いの意思決定に著しい影響を及ぼしています。ただし、ミ

レニアル世代は依然としてアドバイスについて伝統的なメ

ディアおよび対面のミーティングを重んじており、82％が

自身の投資アドバイザーとの個人的なミーティングが多く

なることを歓迎さえしています。これは、ミレニアル世代の

多くがテクノロジーを、ウェルスマネジメント会社が提供す

る個人的な対話の代替物ではなく、コミュニケーションおよ

び投資のための追加的な方法とみなしていることを明確に

浮彫りにしています。

ウェルスマネジメント会社への影響

ミレニアル世代の個人の価値観から生じる異なる行動

は、ウェルスマネジメント会社に新たな課題をもたらして

います。ミレニアル世代のニーズおよび独自の特徴はま

だ十分に対応されていません。ミレニアル世代の3つの

種類および特徴を識別することが可能です。

ミレニアル世代の多くが持っている金融の知識は低から中

レベルです。これらの顧客について、ウェルスマネジメント

会社は、深い金融の理解への関心がどの程度強いかを知

る必要があります。より深い知見を得ることへのニーズが

存在する場合、ウェルスマネジメント会社は、一般的な知

識に基づいて金融用語および商品に関して顧客を教育す

る方法を見つけなければなりません。ウェルスマネジメント

会社が用いる言葉は、経験の少ないミレニアル世代にとっ

て明確、単純、および理解可能でなければなりません。

ミレニアル世代は自身のアドバイザーを全面的には信用

しない傾向にあるため、ウェルスマネジメント会社は、アド

バイスが外部のソースと照合されるであろうことを理解し

なければなりません。これは、ウェルスマネジメント会社

が対処する必要のある2番目の特徴―ミレニアル世代の

多くは金融アドバイザーに対して否定的な見方を持って

いる―を提起しています。
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この否定的な態度を乗り越えるため、ウェルスマネジメント

会社は最初にプライシングの透明性に焦点を合わせる必

要があります。すべてのフィーは顧客にとって明確、合理

的かつ公正であるべきです。この文脈において定額フィー

には問題があり、パフォーマンスフィーほどには受け入れ

られません。さらに、固有のニーズを念頭に置いてカスタ

マイズされたアドバイスを提供することは無条件の必須事

項です。したがって、ウェルスマネジメント会社はオルタナ

ティブ投資、市場、商品などのより具体的な分野における

特定のスキルセットも備えていなければなりません。デジ

タルネイティブとして、ミレニアル世代はコミュニケーション

および透明性に対してはるかに高い期待を持っています。

これにはソーシャルおよび環境の諸側面も含まれます。

ミレニアル世代のもう一つの特徴は、彼らは自身が金融

市場を理解し、幅広い商品を知っていると仮定して、自主

的に投資を行うことを好むということです。ウェルスマネジ

メント会社は、この顧客セグメントのために必要とされるチャ

ネルを提供しなければなりません。彼らは、自身の投資の

意思決定を自ら行うための支援を、必要な場合にウェル

スマネジメント会社から受けられなければなりません。した

がって商品は、最先端の技術的なプラットフォームに特に

焦点を合わせて、顧客の期待と十分に共鳴するような方

法で設計されるべきです。技術的なコミュニケーションの

プラットフォームは、彼らのウェルスに関する情報を迅速

に、かつ投資サイクルのあらゆる時点で伝達できる必要

があります。

したがって、各サービスがミレニアル世代の目に見えるよ

うな質の付加価値機能を持っていることは必要不可欠で

す。この価値を生み出すため、ウェルスマネジメント会社

は、マーケティング、商品およびオペレーションのターゲッ

トの各側面に顧客の声を反映させるべきです。適応の失

敗は継続的な不信につながるでしょう。

ミレニアル世代の約90％が、目覚め

てから15分以内にスマートフォンを

チェックしています

新たな企業は金融サービスを混乱させるためにデジ

タルテクノロジーを活用している

顧客のニーズの変化および新たなデジタルテクノロジー

は、革新的な収益モデルを持つ金融機関に新たな機会

を与えています。自身のすべてのサービスをオンライン

で提供するウェルスマネジメントのプロバイダーが存在

します。アルゴリズム取引のソリューションにおけるオンラ

インのアドバイスおよび提供物は、複数チャネルのウェル

スマネジメント会社の運用口座に対するより安価な代替

物を実現しています。もう一つの新たなビジネスモデルは

ソーシャル投資として知られています。電子コミュニティは

世界中の異なる背景を持つ投資家をオンラインのプラット

フォームと結び付け、ここで彼らは投資のアイデアを共有

し、お互いのポートフォリオを閲覧し、他の投資家の投資

戦略を模倣することができます。

これらのビジネスモデルの成功は、顧客チャネルの行

動に関する正しい理解に帰せられます。これまでの世

代―ベビーブーム世代およびジェネレーションX―が個

人的な対話や郵便などのより伝統的なチャネルを好む

のに対し、ミレニアル世代は自身の金融機関と対話す

るためのより新しいテクノロジーを受け入れています。

デジタル企業は、複数のチャネルにわたるシームレスか

つ流動的なユーザー体験を提供することにより顧客に商

品およびサービスを提供すべく、新たなテクノロジーを活

用することに成功しています。
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2015年にはミレニアル世代の80％超がスマートフォンを所

有しており、その数は着実に増加しています。これらのミレ

ニアル世代の89％が、目覚めてから15分以内に自身のモ

バイル機器をチェックしています。それらの事例の37％に

おいて、ソーシャルネットワークをチェックすることが最初の

行動となっています。この種の対話を活用することが、それ

ぞれの新たなテクノロジー企業の中核的な提案になってい

ます。その一つの例は、熱心な外国為替投資家のために新

たな投資のアイデアおよびニュースをモバイルのユーザー

にリアルタイムで送信する電子コミュニティであるイートロ

（E-Toro）です。社内のブローカレッジサービスへの直接的

な接続は、このサービスが提供する年中無休で24時間対

応の接続性により、ユーザーが投資の意思決定をその指

先で即座に行う準備が常にできるようにしています。

イートロの例が示しているように、デジタル企業は、次の世

代の富裕層が持つ期待とウェルスマネジメントのプロバイ

ダーによる提供物の間におけるギャップに対処する助けと

なり得ます。ミレニアル世代の需要に対応したデジタル企

業の提供物はさまざまですが、以下の3つの主要な顧客セ

グメントに分類することができます（図表1を参照）。 
1. 低から中レベルの金融の知識を持つ顧客

2. 自主的に投資を行うことを好む顧客

3. 自身のアドバイザーに対して否定的な見方を持って

いる顧客

図表1：デジタル企業による提供物の3つの主要なセグメントへの分類 

初心者 一匹狼 慎重な人

金融の知識が少ない

貴社の未来の投資家

自主的

貴社の未来のファン

否定的な見方

貴社の未来の紹介者

情報

• 簡潔な情報

• 単純な投資データ

• ソーシャルメディアの対話

• 詳細な情報

• テクニカルな投資データ

• データへのリアルタイムの

アクセス

• 明確な情報

• 透明性の高い投資データ

• 隠れたフィーまたはキックバック

の排除

サービス

• 仮想投資ポートフォリオ

• 投資学習チュートリアル

• パッシブ投資マンデート

• ソーシャル投資クラブ

• DIYのストラクチャード商品

• アルゴリズム取引のソリュー

ション

• 対面のコンサルティング

• パフォーマンスに基づくフィー

• 「ケースバイケース」のプライシング 

テクノロジー

• デモ取引口座

• 単純なポートフォリオビルダー 
• オンラインの投資家スクール 

• アルゴリズム投資ツール

• カスタマイズされた投資商品ビ

ルダー

• モバイル投資のソリューション

• オンラインのミーティングのフィー

ドバック

• アドバイザーの同業者との比較

• 自身のパフォーマンスのベンチ

マーク
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混乱を避けるため、伝統的なウェルスマネジメント会社は

デジタル時代に移行することが必要になるでしょう。前進

する意思決定を行ったならば、2つの考えられる選択肢を

検討すべきです。

第一に、デジタル体験への投資の可能性が存在します。

デジタルの提供物を提供するには、要件のエンジニアリン

グ、ユーザー体験の設計、技術的なアーキテクチャ、開発

サービス、デジタルチャネルのマーケティングなどの能力

の強固な基礎を築くことが必要です。さらにこれは、最先

端のデジタル体験を顧客に提供するため、適切なインフラ

（デジタルのプラットフォーム、商品、サービス、チャネル）に

投資すること、ならびに導入を推進するための主要なリソー

ス（最新の金融テクノロジーを開発および提供する能力の

あるソフトウェア開発者、デジタルの利用の訓練を受けたア

ドバイザー、UXのスペシャリスト、データエンジニア、財務モ

デリングの専門家）を採用することを必要とします。

投資サービスを提供するという自身の中核的ビジネスに

専念することを選ぶウェルスマネジメント会社には、戦略

的パートナーシップを結ぶという第2の選択肢の方がより

適しているかもしれません。長い歴史を持つウェルスマネ

ジメント会社は、デジタル環境において要求される知識、

テクノロジー、およびスキルのギャップを埋めることのでき

る企業とパートナーシップを結ぶことができます。

適用される選択肢に関わりなく、プライベートバンクは、デジ

タルウェルスのエコシステムの一部となることが必要になる

でしょう。

すべてのウェルスマネジメント会社はミレニアル世代がもた

らす新たなマーケティングおよび商品開発上の課題に直面

しており、これに対応する必要があります。ウェルスマネジ

メント会社がこれを先延ばしにすればするほど、変化が最

終的に不可避となった際のコストは高くつくと思われます。さ

らに、これらの会社は市場シェアを、先に導入した会社に明

け渡すリスクを負います。ミレニアル世代の消費者のもう一

つの価値は、単に彼らが示す機会の規模にあるのではな

く、彼らが銀行全体にわたる変化を推進する能力にありま

す。これらの変化はすべての世代に恩恵をもたらすことがで

き、ミレニアル世代の課題に対処しようと熱意をもって立ち

上がる銀行に対して、より価値のあるフランチャイズおよび

チャネルを生み出すことができます。

デジタルプログラムの立上げなどの未来への投資に関する

グローバルなウェルスマネジメントのプロバイダー各社によ

る最近の発表は、ミレニアル世代の顧客における需要の高

まりに業界が対応し始めていることを示しています。ただし、

まだすべての銀行がこの課題を受け入れたわけではありま

せん。
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中東
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グローバルおよび現地の資産

運用会社にとっての課題および

機会

ベンジャミン・コレット 
（Benjamin Collette） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス・リーダー

デロイト

ウマイール・ハミード 
（Umair Hameed） 
ディレクター

モニター

デロイト

フランソワ・ジル

（François Gilles） 
シニアマネジャー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

マニュエル・ブロックハンス

（Manuel Brockhans） 
コンサルタント

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

ジャン＝ルイ・プレヴォー

（Jean-Louis Prevost） 
ビジネスアナリスト

モニター

デロイト

中東経済は過去数年間に力強く成長してきた

この地域は2008年の危機から力強く回復し、各国は自国の

経済を多様化させるための取組みを強化してきています。 

2008年から2009年の金融危機の後、中東の成長は力強く

回復してきましたが、これはかなりの部分が湾岸協力会議

（Gulf Cooperation Council：GCC―サウジアラビア、アラブ

首長国連邦（UAE）、カタール、クウェート、オマーン、および

バーレーンで構成される―）の各国における成長により推進

されたものでした。2010年から2014年におけるGCC地域の

実質GDP成長率の平均は5.2％であり、期間全体を通じてほ

とんどの先進国を上回りました1。 

多くのGCC諸国は過去十年間にわたる高い石油価格の恩

恵を受けてきており、これは機関投資家と個人投資家の両方

にとっての多額の富の創出に貢献しました。石油収入は依然

としてこの地域のGDPの大部分を占めていますが、各国は

自国の経済を多様化させるための取組みを行っています。

UAEおよびこの地域のその他の諸国は、航空、観光、輸送、

金融サービスなどのその他のセクターを発展させるための開

発計画（例えば、アブダビ・ビジョン2030、カタール国家

ビジョン2030、UAEビジョン2021）を立ち上げました。 

石油収入により、この地域の諸国がインフラプロジェクト

に多額の投資をすることができており、これは今日、より

多様化された経済の発展のための強固な基盤を成して

います。ただし、最近の石油価格の下落が短期的な成長

および投資に課題をもたらす可能性がありますが、長期

的な見通しは石油および非石油の発展に関して良好で

あり続けています。

中東の資産運用業界は成熟度を増しつつあり、もは

や純粋な機関投資家向けビジネスではない

この地域における富のプールの合計は今日約5兆2,000
億米ドルに達しており、現地のソブリン・ウェルス・ファンド

（Sovereign Wealth Fund：SWF）がこの富のほぼ50％

を占めています。残りの富は、現地の年金基金などのそ

の他の機関投資家と、一般投資家セグメントのマス富裕

層投資家および（超）富裕層投資家に分けられます。現

地の富の成長は、グローバルな資本市場の成長および

この地域におけるGDPの力強い成長の結果として生じて

います。現地の富の成長は、他のほとんどの地域におい

て観測される成長を上回っています。

1   出典：国際金融協会 
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国際的な資産運用会社および現地の資産運用会社は潜

在的な資産の収集に関するこの地域の重要性を認識して

おり、過去十年間にわたって現地の活動を強化し始めて

います。歴史的に、中東における資産運用活動はSWFお

よびその他の機関投資家に焦点を合わせてきました。しか

し最近では、私たちは資産運用会社がこの地域において

個人投資家向けの一連の投資ファンドを増やしている様

子を目にしています。特にサウジアラビアの株式市場の外

国投資家への開放を見込んで、2014年にサウジアラビア

で運営される投資ファンドの数は約10％増加しました。ま

た、UCITSのストラクチャーの中東地域における販売に対

する関心が高まっており、これはさまざまな国における販

売を承認されたUCITSの数の増加に反映されています。 

マス富裕層のセグメントは、プライベートウェルスにお

ける最も力強い相対成長率を示す一つである

2009年から2013年において、マス富裕層のセグメントは

最も力強い富の成長を示しており、CAGR（年平均成長

率）は15％を上回っています。このセグメントは欧米人、ア

ジア人、およびその他の駐在者で構成されていますが、彼

らはこの地域に転居する際に自身の本国の銀行サービス

プロバイダーおよび資産運用会社を維持する傾向にあり、

かつ自身の財産の大きな部分をこの地域には投資しない

傾向にあります。歴史的にこのセグメントは資産運用の選

択肢に関する本国市場のバイアスに悩まされてきたかもし

れませんが、駐在者のこの地域における駐在期間は長く

なってきており、これは現地の投資の選択肢を後押しする

と予想されます2。また、マス富裕層のセグメントは過去5年

間にわたり世帯数の増加を記録し、この地域における財

務的に安定したミドルクラスの創出を示しており、これはこ

の地域全般の長期的な経済発展を支えています。

（超）富裕層投資家のセグメントでは、投資行動および

ニーズに影響を及ぼす世代交代が起こっている

富裕層および超富裕層の投資家はこの地域における富に関

する一般投資家の最大のセグメントに相当し、過去数年間に

わたり継続的な成長を示しています。このセグメントの投資

家の多くはGCCの国民です。このセグメントにおける世代

交代は、現在の世代の伝統的な価値観を若い世代の新し

いより現代的な見方とどのように整合させるか、および彼らの

投資行動に対する影響についての問題を提起しています。

現在の世代の投資は、資本の保護に重点を置いた、非常

に流動性の高い低リスクの資産という特徴があります。一

方で若い世代は、より高い期待リターンとより短い期間に

基づく積極的な投資アプローチを取っており、富の保全で

はなく富の創出を目指しています。またこの新たな世代の

投資家は、資産の配分および多様化に関して、自身の個

人のポートフォリオをプロ化することにますます高い関心を

示しています。これによって、資産運用会社がこれらの投

資家に専門的ソリューションを提供するための機会が生ま

れています。さらに、GCCの投資家は不動産などの有形

資産を好む傾向にあります―「不動産は病気にはなるが死

ぬことはない」とは、地元の投資家にとってのかかる資産

の魅力を説明するために一般に用いられることわざです3。

優れた実績を持つアクティブ運用の投資機会がこの地域

においては不足していることもあり、（超）富裕層のセグメン

トにおける多くの資産はオフショアで保有されています。私

たちは、専門的な資産運用商品によるプライベートウェル

スの普及率が低いことに気づきました。2012年に、専門的

な資産運用商品（すなわち、投資ファンドおよび／または一

任契約）によって現地で獲得されたのは、この地域におけ

る合計2兆2,000億米ドルの富のプールのうち約560億米ド

ルでした。これは、多くの裕福な家族が裁量権を確実にす

るために自身のウェルスアドバイザーを有しており、専門

的アドバイザーとのつながりを持っていないという事実によ

るものでもあります。しかし、プロの投資家と一般投資家の

両方がシャリアを遵守したストラクチャーおよび地域的投資

商品にさらに高い関心を示すようになっていますが、かか

る商品の需要は供給を大幅に上回っており、資産運用会

社にとっての力強い成長の潜在性を示しています。

2 インベスコ「Middle East Asset Management Study 2013」 
3 Ibid 
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地域の金融センターが、一流のグローバル金融センター

の仲間入りをするという野心と共に台頭し続けている

中東の金融業界は、過去十年間にわたり力強い成長を経

験してきました。2015年の世界金融センター指数による

と、今日、4つの中東の金融センターが上位35位に入って

おり、カタール（26位）、ドバイ（29位）、リヤド（31位）、およ

びアブダビ（32位）となっています。結果として、グローバル

な銀行および資産運用会社はこの地域における自身のプ

レゼンスを絶えず高めてきており、地元の銀行は極めて競

争の激しい中核的な銀行活動に対する自身のエクスポー

ジャーを縮小するために資産運用などの非利息収入活動

に進出しています。

この活動の強化にも関わらず、私たちは金融センターに

おける特定の改善を要する分野を依然として目にしてお

り、これらは業界のプレーヤーが現地における投資およ

び活動の強化に取り組む能力を制限しています。これら

の改善を要する分野には、資本市場の流動性ならびに強

固な規制および法律の枠組みの策定が含まれます。

石油の販売による収入により、

この地域の諸国がインフラプロ

ジェクトに多額の投資をすること

ができており、これは今日、より

多様化された経済の発展のた

めの強固な基盤を成しています
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依然として小規模ではあるものの、現地の資本市場

は着実にさらなる洗練さおよび流動性を示すように

なっている

GCCの株式市場の2014年12月における時価総額は約1
兆米ドルであり、うちサウジアラビアが4,800億米ドルと約

50％を占めました。時価総額は過去十年間にわたり着実

に増加してきたものの、地域の市場は依然として、資産ク

ラスおよび投資家グループ（年金基金、保険会社、大手

の投資会社など）に関して限定的です。これらは、経済全

体の発展および成長を最終的に支えることになる健全な

金融システムの重要な要素です。

現地の資本市場の一部は外国直接投資に門戸を閉ざして

きましたが、現在では徐々に外国投資家に開放されつつあ

り、これは最終的に流動性を高めるでしょう。特に、2015年 

上半期に計画されているサウジアラビアの株式市場の適格

外国投資家に対する開放は地域の株式市場の発展におけ

る一つのマイルストーンであると広くみなされており、サウジ

アラビアの株式指数であるタダウルの流動性を高めると思

われます。また、グローバルな新興市場インデックスにおけ

るGCCのインデックスのプレゼンスの高まり（例えば、MSCI
エマージング・マーケット・インデックスにおけるカタールの比

重の増加）は、この地域の資本市場の流動性に好影響を及

ぼすと予想されます4。 

法および規制体制はグローバルな基準に向かって徐々

に進化している

規制および法環境の安定性は、資産運用業界の発展のた

めの要件の一つです。さまざまな地域（例えば、DIFC、

ADGM、QFC）における規制の枠組みは、金融サービスプロ

バイダーが自身の戦略およびオペレーションを構築する基

GCCの時価総額の推移（単位：百万米ドル（現在の価値）） 

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 

4 http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/uaebusiness/2014/September/uaebusiness_September177.x
ml&section=uaebusiness

800,000 

1,000,000 

2001 年 

600,000 

400,000 

200,000 
58,474 91,018

182,692

364,801

744,037

641,603

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/uaebusiness/2014/September/uaebusiness_September177.xml&section=uaebusiness
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/uaebusiness/2014/September/uaebusiness_September177.xml&section=uaebusiness
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礎とすることのできるような運営基準の明確な認識および

実施を確実にすべく進化しています。GCC諸国は中東お

よび北アフリカの他の法域と比べて比較的安全な逃避先

とみなされているものの、現地の規制当局は依然として規

制体制を定義および設定しつつあります。

この進化は、機会と課題の両方を生み出しています。業界

の実務がより透明性の高いものになる中で、投資家の信

頼および業者の関心は強まり続けるでしょう。同時に、特

にこの地域に存在している多数の各国固有の枠組みを考

慮すると、厳格化されつつある規制基準の遵守を確実に

することの複雑性およびコストは高まるでしょう。

国際的な資産運用会社および現地

の資産運用会社は潜在的な資産の

収集に関するこの地域の重要性を

認識しており、過去十年間にわたっ

て現地の活動を強化し始めています

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 

1,001,584 
930,189

662,633 717,963 721,237
675,858 

723,919

997,801
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資産運用会社の考慮事項

資産運用会社は個人顧客のニーズに合わせた提案を

発展させ続ける必要がある

マス富裕層のセグメントは、資産運用会社にとって特に興

味深いセグメントです。これらの投資家は一般に高い教育

を受けており、かつすでにグローバルな資産運用会社から

既存の商品を提供されている可能性があります。しかし、

世帯数の増加を踏まえると、彼らが自身のキャリアパスを

歩みその純資産を増加させるにあたってますます多くの財

務アドバイスを必要とする中で、このセグメントには成長の

潜在性があると思われます。資産運用会社が自身の提供

商品において考慮しなければならないこのセグメントのコス

ト感応度の高さにも関わらず、商品のニーズは一般に基本

的かつ単純明快であり、複雑な資産配分戦略は要求され

ていません。さらに、顧客関係は比較的限定されたものと

することができ、例えばデジタルのアクセスを中心とするこ

とにより、資産運用会社のコストを削減することができま

す。こうしたアドバイスコストの限定された「執行のみ」のサー

ビスモデルが検討されるべきですが、資産運用会社が収益

性の高い経営を行うためにはより高度なシステムの自動化

が必要です。 

また、（超）富裕層のセグメントに対してより良いサービスを

提供する機会も存在しています。世代交代は、資産運用会

社が新たな世代および彼らの専門的アドバイスに対する固

有のニーズとの結び付きを確立する機会を提供しています。

またこれは、現在の世代の投資ニーズを理解し、それを

容易に理解できる投資提案に置き換えることにより、現在

の世代とのつながりを確立するための足掛りとして利用

することもできます。（超）富裕層は、当該顧客基盤に関連

付けられた高いマージンのため、歴史的に資産運用会社

が最も優遇してきた顧客セグメントの一つです。しかしこの

セグメントにおける競争は激しく、既存のシングル・ファミ

リー・オフィス（Single Family Office：SFO）またはマルチ・

ファミリー・オフィス（Multi Family Office：MFO）との長期的

な関係を持つ顧客に、新たなウェルスマネジメントの関係

を結ぶよう説得することは困難である可能性があります。

一般投資家のマクロのセグメンテーションの他に、資産運

用会社はさまざまな国および市場の人口構成を考慮すべ

きです。GCCの国民が（超）富裕層のセグメントの大半を

占めているとはいえ、駐在者も一定の割合を占めており、

彼らが持つ異なる投資習慣は、この副セグメントに特に合

わせた商品を提供することにより考慮されるべきです。同

じルールはマス富裕層およびリテールのセグメントにも当

てはまり、ここではアジア諸国からの駐在者が強まる投資

力を行使することができます。
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富の増加、ならびにそれに

よるマス富裕層投資家およ

び新たな世代の（超）富裕

層投資家による投資の潜

在性があるため、資産運用

会社は自身の販売戦略お

よび提供商品を再検討する

ことが必要となっています

規制の情勢の変化は注意深く監視する必要がある

この地域における、資産運用会社および金融サービスプ

ロバイダーが事業を営む枠組みを定義することを目的と

した規制体制の数が増えており、これらのプレーヤーが

市場において自身を適切にポジショニングするための機

会が生まれています。しかし、これらの体制は依然として

策定中であり、さらに改正される可能性が高いと思われ

るため、資産運用会社は、自身に適用される規制体制の

進化を注意深く監視しそれらが自身の既存のビジネスモ

デルに及ぼす影響を評価するための規制監視プロセスを

導入する必要があります。新たなまたは変化する法的要

求は単なる追加的な作業負荷（例えば、追加的な報告要

求）を意味するものかもしれませんが、同時に、資産運用

会社がかかる改正または新たな法律が生み出す契機の

恩恵を受けたいと思うならば（迅速に）活用する必要のあ

るような新たなビジネスの機会を資産運用会社に提供す

る（例えば、新たな商品クラスを創出または許可する）も

のである可能性もあります。

現場の営業チームだけでは長期にわたる関係を構築

するには不十分

グローバルな資産運用会社は、グローバルな金融センター

で資産を運用するために、自身のプレゼンスを現地の営

業チームまたは駐在員事務所に限定することが多いで

す。しかし、この地域の裕福な投資家との関係を確立す

ることは長期的なプロジェクトであり、かかる関係は数年

間にわたる定期的な対面の接触により構築されます。こ

れが、グローバルな資産運用会社がより多くの利用可能

な富を自身の資産運用商品に取り込むことができていな

い理由の一つであると私たちは考えています。

資産運用会社は自身の販売戦略と商品戦略の両方

を再検討しなければならない

富の増加、ならびにそれによるマス富裕層投資家およ

び新たな世代の（超）富裕層投資家による投資の潜在

性があるため、資産運用会社は自身の販売戦略および

提供商品を再検討することが必要となっています。

デジタルのチャネルは、口座明細書を電子的形式で提

供することを超えて、総合的な資産運用の価値提案の

主要なセールスポイントとなりました。デジタルのチャネ

ルは、情報および取引執行の機能、ならびにアドバイス

の機能およびリレーションシップマネジャーへのリンクを

備えた総合的なサービスを提供すべきです。また、対話

チャネル間の切替え（例えば、モバイルのアプリケー

ションから支店での対面のアドバイスへの切替え）を問

題なくできるべきです。

また、経済発展および現地の金融市場の流動性をさら

に促進するため、この地域における資産の再配分の増

加は現地の商品によって取り込まれるべきであることか

ら、この富の増加は商品の観点からも影響を及ぼして

います。現地の商品（例えば、スクークおよびその他の

シャリアを遵守したストラクチャー、ならびに現地の

REIT）の成功は、この地域に投資すること、およびそれ

を現地のストラクチャーを用いて行うことに対する強い

需要があることを示しています。資産運用会社が革新

的な商品の創出によってこの需要に対応することに成

功したならば、それは最終的に資産プールの多様性の

向上につながり、よって各金融センターがその成熟度お

よび全体的な経済発展への貢献度を高めることができ

るでしょう。
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投資運用 



ルクセンブルクの

運用会社の

業務モデルにおける均衡

クリストフ・ディリックス

（Christophe Diricks） 
パートナー

税務

デロイト

ラファエル・グロール

（Raphaël Glohr） 
パートナー

税務

デロイト

サイモン・ラモス

（Simon Ramos） 
パートナー

戦略、規制＆

コーポレート・ファイナンス

デロイト

マーティン・ボック

（Martin Bock） 
ディレクター

戦略、規制＆

コーポレート・ファイナンス

デロイト

アンブロワーズ・ド・グレフ

（Ambroise De Greift） 
シニアマネジャー

税務

デロイト

資産運用は過去数年間にわたって著しく変化してきており、かつて2008年にグローバル経済に深刻な影響

を及ぼした金融および経済の危機から徐々に回復しつつあります。

危機の当初から投資家が採用した防御的な待ちのポジションは、さまざまな影響の中でもとりわけ、すべて

の法域における税収の減少を引き起こしました。結果として、国際機関、各国政府および規制当局は、資本

フローを再び循環させるために市場が必要としていたより高い信頼の水準を取り戻すことを目的とする強力

な措置によって対応する以外に選択の余地がありませんでした。
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歴史的背景および文脈

信頼はその本質において投資運用業界の主要なドライバ

ーの一つであるため、投資家保護は常に立法者、規制当

局および投資家にとっての優先事項であり続けてきまし

た。そして、ルクセンブルクはこの機会を逃しませんでした。

80年代後半に遡る最初のUCITS指令以来、UCITSの規

制の枠組みは、適格資産の種類、投資の多様化の要求、

リスク管理、代理人の監視および監督、資産の保護ならび

に投資家に関する透明性の要求を定義することにより、投

資家保護に関する絶対的な基準を設定してきました。

またこの規制の枠組みは、欧州連合全体を通じたUCITS 
ファンドのクロスボーダーの販売への道を開きました。

UCITS指令は基準を設定しましたが、それらは国内法に置

き換えられる必要があり、その設計においては加盟国に一

定程度の柔軟性が与えられています。ルクセンブルクは極

めて早い段階でこの機会を捉えましたが、この先見性のお

かげで、現在では規制対象の投資ファンドに関する最も高

度かつ汎用的な一連の法律を有しています。

図表1：ファンド、サブファンドおよび純資産 

期間末

合計 内数

ファンドの

数1 
ファンド

ユニットの数4 
純資産

（百万ユーロ）

アンブレラファンド

の数2 
サブファンド

の数3 

アンブレラファンド

の純資産

（百万ユーロ）

2005年 2,060 8 497 1,525,208 1,298 7,735 1,341,411 

2006年 2,238 9 473 1,844,850 1,387 8,622 1,639,559 

2007年 2,868 11 115 2,059,395 1,688 9,935 1,812,442 

2008年 3,371 12 325 1,559,653 2,019 10,973 1,349,898 

2009年 3,463 12 232 1,840,993 2,108 10,877 1,628,125 

2010年 3,667 12 937 2,198,994 2,302 11,572 1,979,524 

2011年 3,845 13 294 2,096,512 2,427 11,876 1,881,506 

2012年 3,841 13 420 2,383,826 2,462 12,041 2,155,437 

2013年 3,902 13 685 2,615,363 2,529 12,312 2,384,349 

2014年 3,905 13 849 3,094,987 2,538 12,482 2,845,114 

2015年1月 3,885 13,864 3,277,013 2,521 12,500 3,017,822 

2015年2月 3,893 13,902 3,403,866 2,524 12,533 3,138,666 

2015年3月 3,888 13,910 3,524,793 2,523 12,545 3,250,443 

（4）＝（1）－（2）＋（3） 出典：CSSF 
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この重要な法的枠組みに加えて、ルクセンブルクの規制当

局（「Commission de Surveillance du Secteur Financier：
CSSF」）が、その健全性監督の権限の一部として、ルク 
センブルクの金融セクターの質および安定性を守るという

主要な役割を果たしています。CSSFは、追加的な拘束力

のあるメモ（通達）を公表して規制対象の事業体を積極的

に監督したり、データを収集および分析したり、立入検査を

実施したりしています。

結果として、投資運用業界（UCITSとAIFの両方に係る）

は、過去十年間にわたりルクセンブルクで大きな成功を収

めてきています。

図表2：投資運用業界の進化（2005年から2015年） 

ファンド／ユニットの数 百万ユーロ 

  

 

 

 

    

2005年  2006年       2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年 2013年  2014年 2015年2月 
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UCITS指令は基準を設定しまし

たが、それらは国内法に置き換

えられる必要があり、その設計に

おいては加盟国に一定程度の柔

軟性が与えられています



問題およびリスク 

76

投資運用―ルクセンブルクの業務モデル

ルクセンブルクは投資ファンドに選ばれる本拠地として自

身を明確に確立してきました。ファンドのセットアップの中核

的要素はルクセンブルクの運用会社であり、その業務モデ

ルおよび中核的機能を理解することが重要ですが、これに

は本質的に以下が含まれます。

• 投資運用（投資戦略の定義およびファンドの日常的な

運用）

• 資産のプライシングおよびバリュエーション

• 規制遵守の監視

• 投資家名簿の維持、利益の分配、ならびに株式の発行

および償還の処理

• 販売、営業、マーケティングまたは資金調達

• 運用会社の機能がアウトソースされた先の事業体に関

する当初および継続的なデューデリジェンスの実施

• リスク管理、常設のコンプライアンスおよび内部監査機

能の確保

また、運用会社は他のグループ事業体にいくつかの付随

的サービスを提供することができます。

一般的な特徴として、多くのルクセンブルクの運用会社は

準分散型または完全分散型の業務モデルに従っており、そ

こではいくつかの中核的機能が自身のグループ内の関係

会社または第三者にアウトソースされています。これに対し

て、監督および統制はルクセンブルクの運用会社が決して

アウトソースすることのできない機能です。

リスクに関しては、運用会社は依然として責任を負ってお

り、よって中核的機能がアウトソースされている場合であっ

ても法的責任リスクにさらされています。したがって、これら

のアウトソースされた機能に関するデューデリジェンスを監

督および実施することが法律上要求されており、かつ運用

会社の利益にかなっています。

過去において、中核的機能をアウトソース（する一方でリス

ク管理、監督および統制を自身のレベルに維持）していた

ルクセンブルクの運用会社は、その機能プロファイルから、

間違って真の付加価値をもたらすものとして認識されず、

よって投資運用活動から得られた収益の分配における比

重をほとんど与えられないことがありました。しかし、この視

点は、運用会社が実施する活動に沿って、追加的な実体

およびリソースを運用会社自身のレベルにおいて求めるル

クセンブルクの法律および規制の前提条件と食い違ってい

ます。この理由から、ルクセンブルクの運用会社は自身の

役割を果たすだけでなく、自身がルクセンブルクにおいて

責任を負う機能、リソースおよびリスクに比例する報酬を受

け取らなければなりません。

問題およびリスク

結果として、以下の間で正しいバランスが取れるようにする

ことが何よりも重要です。

1

2
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実際のところ、正しいバランスは以下の3つの異なるカ

テゴリーの諸要求から得られますが、これらは高度に

相互作用しています。

規制要求 
ルクセンブルクの運用会社に影響を及ぼす実体および

組織上の要求は、CSSF通達12/546およびAIFM指令

の導入後に強化されています。間近に迫った追加的な

規制（UCITS V、コンプライアンス機能に関するESMA
のガイドライン、MiFID II）により、さらなる要求が予想さ

れます。

ルクセンブルクの運用会社の業務モデルにおいて要求

される実体は以下に示したような移転価格の考慮事項

に違反することができないため、規制要求は移転価格

と高度に統合されています。

今日における主要な規制要求は、以下の通り要約する

ことができます。

運用会社は、ファンドからの

フィーの支払いにより、自身

が実施するすべての中核的

機能を対象とする報酬を受

け取ります

内部ガバナンスおよび権限を委譲された統制の枠

組みが規制と整合していること、ならびに十分な方

針が維持されていることの確保 

業務モデルおよび集中

化の程度に係る課題 

取締役および担当役員について

遵守されるべき詳細な資格要件

および厳格な兼職禁止制度 

「スポンサーシップレター」お

よび臨時の保証がCSSFか

ら要求される可能性がある 

意思決定の専門知識および範囲、実

体要件を満たすための比例方式の適

用、ならびに人的および技術的側面に

関する十分な支援 

権限の委譲および再委譲のデュー

デリジェンス要求およびCSSFを通

じた承認 

UCITS Vによりもたらされる統制の枠組み

に対する影響 
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移転価格

グループ内の投資運用のバリューチェーンに関わるそれ

ぞれの活動は移転価格を生じさせます。運用会社は、

ファンドからのフィーの支払いにより、自身が実施するす

べての中核的機能を対象とする報酬を受け取ります。

さらに、機能がグループの当事者にアウトソースされてい

る場合、当該当事者は独立の当事者が類似の状況にお

いて同意したであろう独立企業基準で運用会社から報酬

を受け取るべきです。したがって、問題となっている機能

プロファイル―すなわち、機能、資産（例えば、経験およ

び知識の豊富なスタッフ、担当役員などのビジネスの運

営に用いられるリソースと解釈される）、ならびに運用会

社およびこれらの当事者によってその全体的な価値創造

プロセスへの貢献度に比例してそれぞれ共有されるリス

ク―に関する明確な視点を持つことが不可欠です。

移転価格の文書化に関して、2015年1月1日付で改正さ

れたルクセンブルクの所得税法の第171（3）条は、グルー

プ内取引を実施しているあらゆるルクセンブルクの納税

者が、関連当事者間取引（例えば、アウトソースされたサー

ビス）に適用された報酬が独立企業間取引であることを

証明する適切な移転価格文書（例えば、移転価格レポー

ト）を要求に応じて提供できなければならないことを明確

化しています。

税務 
ルクセンブルクの運用会社の業務モデルにおいて要求さ

れる実体を巡る税務の議論は、直接税とVATの両方を考

慮する必要があるため、これらの2つの要素から成ってい

ます。

直接税

他の国との関係に関して、要求される実体および移転価格

の原則がルクセンブルクにおいて一貫して満たされない場

合（ある機能が妥当な水準の実体で裏付けられない場合

または適切な報酬を受け取らない場合に当てはまる）、外

国の当局がルクセンブルクの運用会社の存在を単純に否

認し、以下のようにみなすリスクがあります。

• 投資ファンドは実質的に他の法域において運用され

ている

• ファンドとその運用に関与する当事者の間における

コミッションのフローは、運用会社のレベルの付加価

値を認識することなく、当該法域において全面的に

課税される

よって、ルクセンブルクの運用会社は以下を確実にしなけ

ればなりません。

• 実体、機能プロファイルおよび報酬が相関している

• ルクセンブルクまたは外国の税務当局から受けた質

問に回答したり、報酬が独立企業基準に基づいてい

ない場合における直接税の調整を回避したりするこ

とを可能にすべく、移転価格の文書化要求が遵守さ

れている

移転価格の事前の遵守に到達するためにあらゆる取組み

を行うことで、運用会社は課税所得の水準に関する価値あ

る安心感を得ることができます。
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VAT 
また、機能およびフローの明確な理解はVATにも影響を及

ぼす可能性があり（VATの非課税扱いに適格な投資ビー

クルに対して提供される運用サービスに関するかかるVAT
の非課税扱いの恩恵を裏付けるなど）、これにより運用会

社のVATのポジションおよび潜在的なVATのコストを管理

する助けともなり得ます。

運用会社およびファンドは自身のサプライヤーに支払われ

た仕入VATを回収できない（または少額しか回収できな

い）ため、経済的な制約、規制要求および移転価格方針に

主導された業務モデルも設定し、潜在的なVATの影響（注

意深い対処を要する）に照らして検討しなければなりません。

実際上、28のEU加盟国において導入されているVAT指令

は「特別投資ファンドの運用」はVAT非課税であると定めて

いるものの、「VAT」におけるファンドの「運用」の意味、ま

たはかかるVATの非課税扱いに適格な投資ビークルの定

義のいずれかに関し、加盟国の間に若干の実質的な解釈

の違いが残っていることがあります。

したがって、最終的な受取人がファンドの所在する国にお

いてVATの非課税扱いに適格な投資ビークルである場

合、かかる非課税扱いの恩恵を受けるために、運用会社

が関係会社または第三者の事業体にアウトソースするさま

ざまな機能が十分に定義および文書化されていることが重

要です。

クロスボーダーの環境においてVATに対する意識はます

ます重要になっており、かかる環境では上記の通りVATの

ルールが若干異なって解釈される可能性があり、かつ異な

るEU加盟国に所在するさまざまな事業体は自身の国内の

VAT報告要求に国内で対処しなければなりません。具体

的に言うと、これには域内のサービスに係る欧州の売上リ

ストを受取人の国において当該サービスが課税される場

合にのみ作成することや、対応する売上が自身のサプライ

ヤーに支払われた対応する仕入VATを回収する権利にど

の程度の好影響もしくは悪影響を及ぼすかを決定すること

が必要です。

関係会社がITサポート機能のような純粋な技術的機能な

どのVAT課税対象サービスに取り組まなければならない

場合であっても、予算、マージンまたは何らかの費用比率

に影響を及ぼし得る各事業体におけるそれぞれのVAT負

債を計画するため、これらのサービスおよびこれらに対応

する対価を事前に識別することが推奨されます。

上記に基づき、規制または移転価格上の理由から正当化

される各機能の変更は、事前にまたは同時に、いかなる

場合でも運用会社のストラクチャー内における新たな業務

モデルの導入より前に予測されていなければならない

VAT上の影響を意味している可能性があります。 
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正しい質問を自問自答する

規制要求 移転価格 税務

• 兼職禁止制度は組織のストラクチ

ャーにどのような主要な影響を及

ぼすか？

• 人材が新たな資格要件を満たして

いることをどのようにして確実にす

るか？

• 報告、デューデリジェンスおよび

監督に関する権限委譲および再

委譲モデルをどのようにレビュー

するか？

• 運用会社のレベルにおけるリソー

ス（経験、知識、利用可能性など）

の共有に関する厳格な要求にど

のように対処するか？

• 実体要件に対する逸脱に関する

比例条件はどのようなものか？

• どのようにしてUCITS Vの下にお

ける制裁体制を予測し、自社の統

制の枠組みおよび監視を強化す

るか？

• 自社のストラクチャーには移転

価格問題を生じさせるようなグル

ープ内取引があるか？

• 報酬は独立企業基準で適用され

ているか？

• 自社が移転価格のルールまた

は文書化を遵守していない場

合、どのようなリスクに直面して

いるか？

• 自社の（既存の）グループ移転

価格方針はルクセンブルクの法

律に準拠しているか？

• 現在の販売モデルの報酬が税

務上持続可能であり、かつルク

センブルクおよび国外において

適用される移転価格規則を遵守

していることをどのようにして確

実にするか？

• 移転価格に関する税務当局か

らの要求に対処し、積極的に

対応する準備が今日できてい

るか？

• 関連するサービス契約は、

VATの非課税扱いの恩恵が

正当化された場合にこれを裏

付けるべく適切に起草されて

いるか？

• 現在のフィーストラクチャー

は、VATの側において適切に

予測されているか？

図表3：正しいバランスの取れた運用会社の業務モデル 

実体機能 
およびリスク 許容可能な報酬 

アウトソーシング 

UCI
第三者 

関連当事者 



結論

規制要求および移転価格ルールは、納税者が自身の業

務モデルにおいて自身の報酬の水準を実体と整合させる

ことを要求しています。

よって実体および移転価格は、グループ内の収益の公正

かつ許容可能な配分に基づき、国内における（および間

接的にクロスボーダーの規模における）当局と納税者の

両方の税務ポジションを確実にする助けとなることから、

各法域に係る最優先事項となっています。

それぞれの特定の業務モデル内の規制、移転価格およ

び税務上の課題を今日において積極的に予測し、投資

運用業界における成長のための安定した場所としてのル

クセンブルクの評判を向上させることにより、明確かつ前

向きなメッセージを市場および投資家に伝えることができ

ると私たちは確信しています。

結局のところ、これは均衡の問題なのです！
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MiFID II 
保護およびサービス提供、

コストはいくらかかる？

パスカル・エーバー

（Pascal Eber） 
パートナー

オペレーション・エクセレンス

＆人的資本

デロイト

サイモン・ラモス

（Simon Ramos） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

ジュリー・ヴァン・クレームプ

（Julie van Cleemput） 
シニアマネジャー

戦略、規制＆コーポレート・

フ ァイナンス

デロイト

当初の金融商品市場指令（Markets in Financial 
Instruments Directive：MiFID）の主たる目的は競争

の強化、投資家保護の向上およびEUパスポートの

実現でしたが、現在のMiFID IIパッケージは、金融

市場の効率性、回復力および透明性の向上、投資

家保護の向上、これらのトピックに関するピッツバー

グでのG20（2009年）のコミットメントへの対処などの

MiFID Iの影響および金融危機によって生じた問題

に対処することを目的とする幅広い措置を導入して

います。技術の進歩および金融市場の複雑性の変

化は当初の指令の規定を追い越しているため、現代

化の必要性が存在しています。

激しい議論の後、2014年4月15日に新たなMiFID II
パッケージが欧州議会（European Parliament：EP）

により承認されました。2016年末までに、全28のEU
加盟国が同じ競争の場に立つでしょう。

MiFID Iの改正は、

企業が導入してい

るビジネス戦略と

業務プロセスの両

方に重要な影響を

及ぼすでしょう
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0.15% 

MiFID Iの改正は、企業が導入しているビジネス戦略と業

務プロセスの両方に重要な影響を及ぼすでしょう。それら

の影響を機会に変えることが課題となりますが、これは遵

守のためだけであっても一定のコストを最初に伴うでしょう。 

欧州委員会はMiFID II導入の当初のコストを欧州の銀行

セクター全体で5億1,200万ユーロから7億3,200万ユーロ

と見積もっていますが、これらのコストには遵守のコストし

か含まれておらず、これが金融機関ごとにそれぞれのビ

ジネスモデルおよび戦略的野心によって異なり得ることは

明らかです。同指令はMiFID企業にのみ適用されます

が、ファンド運用会社においても、自身のファンドの銀行

販売者がその要件を満たせるようにするためのコストが

発生すると思われます。 EUの銀行セクターの営業支出合計に

占める割合

MiFID Iの導入コスト 

  

 
 

出典：欧州委員会 

商品のガバナンス

誘因報酬 （Inducements） 

コストの透明性

商品の合理化

0.1% - 0.2% 
単発のコスト 

0.6% - 0.7% 
1 年あたりの継続的コスト 

単発のコスト 1 年あたりの継続的コスト 

MiFID IIの各特徴の導入にかかるであろうコストおよび労

力は、注意深く対処および計画する必要があります。実

際に、この遵守のコストは小規模な企業においてより重い

負担を生じさせると思われ、市場への参入の障壁となっ

たり、既存の市場における地位を脅かしたりする可能性

があります。

ファンド業界にとっての主要な課題

MiFID IIの影響はビジネスモデルごとに異なるでしょう。ファン

ド業界は以下の分野における影響を予想することができ

ます。 
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商品のガバナンス―組成者と販売者の両方に係る

新たな義務

MiFID IIは、投資商品の組成者と販売者の両方に係る

幅広い商品のガバナンス義務を導入しています。手短

に言えば、組成者はターゲット市場および最終顧客がき

ちんと識別およびリーチされるようにするための合理的

なステップを踏むことが必要となります。言い換えれば、

組成者は強力な商品のガバナンスおよび商品の承認

のプロセスを整備することが必要となり、それらの商品

の継続的なレビューを実施しなければならないでしょう。

投資商品の理解を向上させるため、組成者は、それら

の商品がターゲット市場および最終顧客にリーチしてい

ることを販売者自身が確認することができるよう、販売

者がすべての必要とされる文書および情報に確実にア

クセスできるようにしなければならないでしょう。 

ESMAはそれらのターゲット市場を識別する方法に関

するさらなる指針を提供しないと思われるため、顧客の

セグメンテーションは企業にとって困難なものとなるで

しょう。加えて、ターゲット市場の概念は企業によって、

または国によって異なる可能性があり、例えば各企業

は「欧州の顧客」をさまざまに定義している可能性があ

ります。他の投資会社を通じて販売される商品を設計

する組成者は、「理論的基礎」に基づいてターゲット市

場を識別すべきです。販売者は、ある商品に係る自身

のターゲット市場を識別するため、組成者のターゲット

市場の評価（これが利用不可能である場合、すなわち

組成者がMiFIDの対象でない場合を除く）を、自身の顧

客に関する既存の情報と併せて用いるべきです。投資

会社が組成者と販売者の両方の役割を果たしている場

合には、ターゲット市場の評価および販売戦略のエクサ

サイズを二重に行う必要はありませんが、当該会社は

必ず、組成者と販売者の両方の義務を果たすため、こ

れらの活動に十分な詳細度で取り組むべきです。

組成者と販売者の間におけるこの二重の責任に対処し、必要

とされる情報および文書を交換するための取決めが整備され

るようにすることが、主要な課題となるでしょう。

MiFID IIは、投資商品の組成者

と販売者の両方に係る幅広い

商品のガバナンス義務を導入し

ています
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誘因報酬は厳しい条件の下で認められる

2014年12月に公表されたTechnical Advice（技術的助言）

において、ESMAは英国およびオランダで行われたような誘

因報酬の全面的な禁止は行わないことを明確化しました。し

かしながら、誘因報酬が認められる条件は厳格に監視さ

れ、報告されるでしょう。金銭的および非金銭的な恩恵は非

独立のアドバイスについてのみ認められ、独立のアドバイザー

は、誘因報酬の喪失を埋め合わせるための一つの考えられ

る方法として、アドバイザリーに係る明示的なフィーの徴収

―および開示―を始めなければならないでしょう。

顧客の不満およびアドバイザーの変更を避けるため、この移

行は注意深く計画され、十分に伝達されなければならないこと

は言うまでもありません。

私たちが現在目にしているトレンドでは、ますます多くのアドバ

イザーが、限られた数の商品組成者からのさまざまな金融商

品を提供する非独立のステータスを選ぶことを決定すると思わ

れます。多くのアドバイザーはこの非独立のステータスを検討

することに意欲的であり、それを行っても彼らのモデルに及ぼ

す影響はおそらく比較的小さく、かつ、社内の商品にさらなる

焦点が注がれる可能性があるでしょう。

MiFID IIの各特徴の導入にかかるであろうコストおよび

労力は、注意深く対処および計画する必要があります
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新たな徴収ストラクチャーは顧客の選択に影響を及ぼ

す可能性がある

個人投資家はサービスフィーモデルよりもコミッションモデ

ルを好む傾向にありますが、これはコミッションを禁止した

市場（例えば、英国およびオランダ）におけるフィーモデル

に向けた動きを複雑にしており、結果として十分なサービ

スを受けていない大きな集団を生み出す可能性がありま

す。このコミッションモデルの選好はしばしば、誘因報酬ま

たはコミッションを通じて課されるフィーに関する理解の不

足から生じています。投資家は、誘因報酬を通じて支払わ

れる財務アドバイスは無償であると考えることが多いで

す。また投資家は、アドバイザーがコミッションの下で営業

しているかまたは定額フィーストラクチャーの下で営業して

いるかに関わらず、自身がアドバイザーに対して単純にい

くら支払っているかを理解していないこともよくあります。 

新たな徴収モデルの伝達は、2017年第1四半期の導入の

かなり前から注意深く計画されなければならないでしょう。

これは例えば、定期的なニュースレター、顧客への読み物

の配布、実例を通じたアドバイザリーの恩恵の説明、アド

バイスのサブサービス（ミーティング、電話、オンラインの情

報ツールなど）への分解、顧客にとってより目に見える印

刷されたレポートの提供などを通じて行うことができます。

この新たな競争環境においては、すべてのアドバイザーの

提供サービスおよび関連するフィーが投資家の目により見

えやすくなると思われ、ここではアドバイザーが自身の顧

客に払う配慮がこれまでになく重要になるでしょう。英国の

RDRが独立の金融アドバイザー（Independent Financial 
Adviser：IFA）に及ぼした影響を例に挙げると、IFAは2010
年以降10,000人減少しています。たとえこれが能力の低

いアドバイザー層を排除するものであったとしても、この現

象は無視できません。

商品の合理化および標準化が予想される

この文脈において、商品の潜在的な合理化および標準化が起き

ると思われます。組成者は、商品がターゲット市場に対して販売

され、ターゲット顧客のニーズを満たすようにしなければならない

でしょう。それに加えて、商品がその顧客のプロファイルに依然

として適合しているかどうかを販売者が評価できるよう、商品に

関する定期的なパフォーマンスのレビューを実施しなければなり

ません。

私たちはこの作業を、企業が収益性の高い経営を継続するため

に自身のモデルを再検討し、コストの削減を通じて自身の収益

性を高めるための機会とみなしています。商品の詳細に関して

投資会社と販売者の間で共有される情報のフローの増大をより

適切に管理するという要求のもとで、文書配布プラットフォーム

のサービスがますます提供されるようになるでしょう。

次は何か？

業界（信用機関、投資会社、資産運用）が、自身のどの収益源が

リスクにさらされており、この収益の喪失を自身のバリューチェーン

においてどのように埋め合わせることができるかを見積もること

により、最初の戦略および業務上の影響を評価すべき時がやっ

て来ました。

貴社が取り掛かることのできる事項には以下のようなものがあり

ます。

• MiFID IIの課題に関する貴社の各チームの認知を高める

ための研修セッションを企画する

• 誘因報酬の禁止が収益に及ぼす影響を評価する

• MIFID IIの影響を考慮して、サービス、商品および顧客の

構成に関する損益の最適化の機会を見いだす

• ファンドの販売モデルに影響を及ぼすその他の今後の規

制または市場の取組み（例えば、AML IV、T2S、PRIIPS）

との関連性およびシナジーを見いだす
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ルクセンブルクフリーポート

はルクセンブルク経済の

新たな情勢を生み出す

アドリアーノ・ピチナーティ・ディ・トルセロ
（Adriano Picinati di Torcello） 
ディレクター

アート＆ファイナンス・コーディネーター

デロイト

オードリー・リミエ

（Audrey Limier） 
コンサルタント

オペレーション・エクセレンス＆人的資本

デロイト
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ルクセンブルクフリーポート

は、金融、物流、情報通信

技術、および文化セクター

における提供サービスのカ

タリストの役割を果たすで

しょう。

デロイトは、独自のアート＆ファイナンスに係る取組みの一

環として、7年間にわたりルクセンブルクフリーポート（Le 
Freeport Luxembourg、www.luxfreeport.lu）の基盤の構

築に水面下で尽力してきました。デロイト・ルクセンブルクの

CEOであるイヴ・フランシス（Yves Francis）は、「アート市

場と金融の間に橋を架けることにより、ルクセンブルクに

とって極めて多くの機会が生まれるであろうと私たちは感じ

ていました」と述べています。私たちはアートの世界と金融

セクターの間に強力なつながりを生み出すことを目指してお

り、ルクセンブルクをアート＆ファイナンスの国際的なハブと

して位置付けています。フリーポートプロジェクトのため、私

たちは幅広い財務および戦略上の作業を自己負担で実施

し、税務およびVAT関連の事項においてデロイトの専門知

識を通じて政府を支援しました。

独自の多様化ツール

欧州連合における今までに類を見ない試みとして、「ルクセン

ブルクフリーポートは、2年前に発表された通り、多くの人々

の立会いの下で2014年9月17日午後5時に始動しまし

た。計画されたスケジュールを維持できたことはすでに一

つの大きな成功です」と、ルクセンブルクフリーポートの 

CEOであるデイビッド・アーレント（David Arendt）氏は述べ

ました。ルクセンブルクフリーポートは、欧州の中心に、VAT
および関税の猶予制度の下で、美術品、高級ワイン、貴金

属、宝石、およびその他の貴重品の管理、取扱い、保管（期

間に制限はない）および取引のための最高の世界規模の

ハイテク物流ハブを提供しています。ルクセンブルクフリー

ポートは、貴重品の輸送、取扱いおよび保管に従事する専

門の運送業者および物流会社によって運営される中立的な

プラットフォームです。オペレーターはルクセンブルク税関当

局の正式なライセンスを有しており、Luxembourg Freeport 
Management Company S.A.によって承認されています。 

フリーポートの概念は新しいものではありませんが、ルクセン

ブルクフリーポートの独自性はその貴重品への特化にあり

ます。当初から、ルクセンブルクフリーポートは単なる保管

スペースではなく、ルクセンブルク経済およびその多様化に

長期的な恩恵をもたらす戦略的プロジェクトとみなされてい

ました。

© LE FREEPORT Luxembourg

http://www/
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裕福な投資家は、有形資産に関する専門的な情報および

より深い水準のアドバイスを求めています

ルクセンブルクの副首相兼経済大臣であるエティエンヌ・シュ

ナイダー（Etienne Schneider）氏にとって、「ルクセンブルク

フリーポートは、ルクセンブルク経済の物流プラットフォーム

と金融センターの両方を強化および補完」し、ルクセンブルク

経済に新たな側面を追加し、これをより多様にすることによ

り、「ルクセンブルク経済の多様化に大きく貢献するでしょ

う」。ルクセンブルクの財務大臣であるピエール・グラメーニャ

（Pierre Gramegna）氏は、「この方向に進むことが重要かつ

賢明であった主な理由は、ルクセンブルクフリーポートがル

クセンブルクの情勢と極めて良く調和するためです。政府の

主要な優先事項の一つは、金融セクターの多様化を継続す

ることです」と付け加えています。ルクセンブルクフリーポート

は、金融、物流、情報通信技術、および文化セクターにおけ

る提供サービスのカタリストの役割を果たすでしょう。

独自のエコシステム

ルクセンブルクフリーポートは欧州で5番目に大きい航空貨

物ハブであるルクセンブルク空港の貨物センターの隣に立

地しており、直接の空路および陸路のアクセスを提供すると

共に、貴重品を道路輸送のコストおよびリスクなしに駐機場

から直接配送することを可能にしています。さらに、ルクセン

ブルクの空港はプライベートジェットにとって極めて便利な着

陸場です。ルクセンブルクフリーポートは、個室のショールー

ム、美術品をカタログに収めるための写真スタジオ、美術品

の鑑定、修復および保険の仲介、通関への対応、工芸、配

送、額装などの幅広いサービスを提供する統合されたソリュー

ションです。「私たちはフリーポートを中心としてグループの

コンピテンスセンターを作り上げたいと考え、そしてこの目標

を達成しました。修復室は稼働しており、私たちはラボのオ

ペレーターを見つけました。数名の専門家がフリーポートに

常駐し、美術品の鑑定、美術品のアドバイザリー、保険の仲

介、税および関税のアドバイザリー、または美術品の換金に

関するサービスを提供しています。私は、法律事務所および

ファンド運用会社からのものを含め、オフィスの賃借の依頼

を今も受け取っています」とデイビッド・アーレント氏は説明し

ています。

VATおよび関税の猶予制度は、物品がルクセンブルク税

関当局の監督下にあるルクセンブルクフリーポート内にと

どまる限りにおいて適用されます。ルクセンブルク税関当

局は、倉庫に搬入およびそこから搬出されるすべての物品

に対する無制限のアクセスおよび検査の権限を有していま

す。デイビッド・アーレント氏は、「フリーポートを管理する税

関当局との間における透明性およびトレーサビリティのシ

ステムは欧州の税関の要件を超えたものであり、かつ現実

のモデルであることを念頭に置いておくことが重要です。グ

ローバルなアート市場の規制の情勢において、私たちはす

でに5年から10年先行しています」と強調しています。 
ただし、限られた期間中、一定の条件の下で、例えば美術

館またはアートフェアにおける展示のため、物品をその税

務上の利点を失うことなく倉庫から搬出することができま

す。フリーポートはアートが世界から隔離されるべき場所で

はなく、アートが生きるべき場所であり、これはルクセンブ

ルクフリーポート内のショールームおよび会議室の存在に

よって示されています。

ルクセンブルクの金融セクターにとっての競争力のある

ツール

ルクセンブルクフリーポートは、顧客の有形資産、または地

元で保管されかつルクセンブルクに所在するストラクチャー

と同じ法域からの恩恵を受けられる可能性のある物理的

資産に投資する投資ストラクチャーのためのカストディアン

の役割を果たし得るプライベートバンク、保険会社、ファミ

リーオフィス、預金銀行および資産運用会社を含め、金融

セクターの専門家の新たな提供サービスの開発に貢献す

ることを目指しています。

デロイトとEfmaの共同白書である「ウェルスマネジメントお

よびプライベートバンキング―顧客とのつながりおよび価値

提案の改革」において指摘されているように、ウェルスマネジ

メント会社およびプライベートバンクは、強い業界の圧力お

よび顧客の需要の変化に対応して自身の価値提案を改革

しなければなりません。
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伝統的な超富裕層は現在、より高い水準のパーソナル化

ならびにカスタマイズされた商品およびサービスを要求す

るようになっています。標準化された提供物は、投資ポート

フォリオの運用にとどまらない洗練された顧客の需要を満

足させるにはもはや十分ではありません。

かかる文脈において、ルクセンブルクフリーポートはルクセンブ

ルクおよび外国の金融機関に対し、ルクセンブルクにおい

て貴重品に関するグループのコンピテンスセンターを構築

する機会を明確に提供することができます。実際に、ルク

センブルクを本拠とする金融のプレーヤーは、自身の顧客

だけでなく国外に所在する自身が属するグループの他の

事業体の顧客にサービスを提供するため、貴重品に係る

センター・オブ・エクセレンスとなるべく、ルクセンブルクフリー

ポートの独自のエコシステムを活用することができます。

デイビッド・アーレント氏は、「ウェルスマネジメント会社はル

クセンブルクフリーポートに高い関心を持っています。私た

ちは銀行および金融セクター専門事業者（Professional of 
the Financial Sector：PFS）の訪問を絶えず受けており、

彼らはしばしば自身の顧客を連れて来ます。その上で、こ

れらの訪問を具体的なビジネスに変えられるかどうかは、

私たちのライセンスを持つオペレーター次第です」として、

金融セクターからの関心を裏付けています。

人々は常に情緒的資産に投資してきました。興味深いトレン

ドは、裕福な個人が美術品および収集品をますます本格

的な真の資産とみなすようになっていることです。これらは

多くの超富裕層にとって相当な富に相当し、かつ―全世界

の富の増加により―一層多くの富が収集価値のある資産

に配分されるようになっています。裕福な投資家は、有形

資産に関する専門的な情報およびより深い水準のアドバイ

スを求めています。ますます多くのプライベートバンクが、

専門家と協力して、単に自身の顧客にアートフェアへのア

クセスを提供することおよびその他のコンシェルジュ型の

サービスにとどまらないアート市場戦略を策定しています。

これらのトレンドは、金融のプレーヤーが自身のサービスの

範囲を広げる機会を生み出しています。金融のプレーヤー

は、十分な流動性を確実にし、リスクへの過度なエクスポー

ジャーを回避し、所得税を最小化し、適切な相続人への継

承または慈善団体への寄付を企画すべく、収集価値のある

資産の概念を全体的な資産配分戦略と統合することによ

り、自身の提供サービスを拡大することができます。これは

全く新しい領域であり、イノベーションの余地を提供していま

す。またこれは複雑なテーマであり、高付加価値のサービス

を開発するというルクセンブルクの戦略に沿った、法務、税

務、ウェルス・ストラクチャリング、保険、保全、取引などの、

顧客を支援するための高付加価値のサービスが必要です。

©iStock.com/Skyhobo
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アートセクター、物流セクターおよび情報通信技術セク

ターに対する波及効果

ルクセンブルクフリーポートは、グローバル化したアートの

世界の需要に対応しています。収集家および投資家にとっ

て、自身の美術品およびその他の貴重品を保管、展示お

よび取引するためにこれに勝る場所はありません。またル

クセンブルクフリーポートによって、ルクセンブルクが芸術

家、ギャラリー、国際的な販売、アートフェアおよびスペー

スの不足している美術館にとって魅力的な場所に変わり、

世界中の美術館と収集家の間における交流が可能になり

ます。さらにルクセンブルクは、世界の文化遺産―例え

ば、洪水のような特定のリスクにさらされている美術館や

政治的に不安定な地域に立地する美術館―の保全に係る

国際的なハブとして自身を位置付けることさえできます。

また、ルクセンブルクフリーポートは物流および輸送セク

ターにとっての大きな機会を意味しており、カーゴルックス

（Cargolux）は美術品の輸送におけるその主導的な地位を

強化することができます。フリーポートは、エアポートゾーン

および専門的な輸送サービスのグローバルな発展に持続

的な好影響を及ぼすでしょう。

情報通信技術セクターにおいては、オンラインのアート市

場、オンラインのオークション、オンラインのコレクション管

理ツール、美術品を担保とする貸出に係るオンラインのプ

ラットフォームなどのオンラインのビジネスが欧州およびそ

の先に対してサービスを提供するための好ましい立地として

ルクセンブルクを選択する可能性があり、技術的インフラに

対する最近の投資によってこの傾向はさらに強まっていま

す。

市場シェアの獲得

「ルクセンブルクフリーポートは2014年11月の第1週に稼

働しました。この遅れの主な理由はライセンスを持つオペ

レーターに係る承認手続が複雑だったことであり、かかる

手続には予想したよりも長い時間がかかりました。実際に

税関当局は、すべてのルクセンブルクフリーポートへの搬

入およびルクセンブルクフリーポートからの搬出に関する

情報を、すべてリアルタイムで、特定のソフトウェア要件に

従い、電子的に受け取ることを要求しています。これは申

請者にとって、長く費用のかかるソフトウェアのアップデート 

を暗示するものでした。11月以降、フリーポートに保管さ

れている物品は主として美術品、高級ワインおよび貴金

属です。また、コレクションの自動車に関しても多くの依

頼がありますが、確定した案件はまだありません」とデイ

ビッド・アーレント氏は説明しています。

現段階で倉庫の容量の60％超が貸し出されています

が、同時にデイビッド・アーレント氏は達成すべきことが多

く残っていると認識しています。「フリーポートの顧客は名

の知れたスイスのフリーポート、特にジュネーブのフリー

ポートに向かう傾向にあります。私たちには未だ、収集家

および投資家ならびに彼らのアドバイザーに私たちの提

供サービスを認知してもらうために実施すべきさらなる大

規模なコミュニケーション計画があります」。

ルクセンブルクフリーポートは明確な競争優位を提供して

います。しかしながら、ルクセンブルクフリーポートは最

近、同フリーポートの主要な投資家でありかつスイスの高

額物品管理大手EuroAsia SAの会長でもあるイヴ・ブー

ヴィエ（Yves Bouvier）氏に関する激しいメディア報道に

対処しなければなりませんでした。EuroAsia SAはシンガ

ポールフリーポートを所有すると同時に、ジュネーブフ

リーポートの最大の民間の所有者でもあります。

この特定の点に関してデイビッド・アーレント氏は、「イヴ・

ブーヴィエ氏に対する疑惑ならびにモナコ、シンガポール

および香港における同氏の起訴は、イヴ・ブーヴィエ氏が

フリーポートのオペレーションに一切関与していないとい

う事実にも関わらず、私たちのイメージに悪影響を及ぼし

ました。同氏は、自身の無実が立証されるまで運営会社

のガバナンスから手を引くことが適切であると考えまし

た。さらに、2名の独立のアドミニストレーターが運営会社

の取締役会に加わりましたが、彼らはルクセンブルクの

政界および財界において良く知られた人物です。さらなる

変更が今後発表される可能性があります」とコメントして

います。
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また、ルクセンブルクフ

リーポートは物流および

輸送セクターにとっての

大きな機会を意味して

お り 、 カ ー ゴ ル ッ ク ス

（Cargolux）は美術品の

輸送におけるその主導

的な地位を強化すること

ができます

結論 

ルクセンブルクフリーポートは、ルクセンブルク

経済の多様化にすでに貢献し始めています。フ

リーポートは現在では経済情勢の一部となって

おり、ルクセンブルク経済のさまざまな主要セク

ターにおける新たな活動の創出および発展に

係る新たな人材を呼び込むための強いイノベー

ションの能力を示しています。 

© LE FREEPORT Luxembourg 
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クラウドファンディングは

欧州の新興市場か？

ニコラス・エンヌベール

（Nicolas Hennebert） 
パートナー

監査

デロイト

ジャン・ファン・デルデン

（Jan van Delden） 
パートナー

監査

デロイト
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クラウドファンディングとは何か？

クラウドファンディングとは、一般にインターネットを用

いた、クラウドからの資金調達の手段です。

クラウドファンディングは、資金を必要とする起業家を、純

粋な利益からインパクト投資、さらには非財務的リターン

に至るまでのさまざまな形式のリターンを求める投資家

―主としてリテールの投資家―と結び付ける方法として、

ますます人気になっています。 

歴史的に起業家は、自身の新規事業の資金を調達する

にあたり銀行がその革新的なアイデアを支援しなかった

ことから、資金調達上の諸課題に直面してきました。多く

の場合、起業家の資金調達能力は個人の貯蓄に限定さ

れており、直接の家族および近親者から集めることので

きた資金がこれを補完していました。

私たちの社会全体にわたるインターネットの発達は、

類似のアイデアを共有する人々およびコミュニティの間

におけるコミュニケーションおよびつながりを強化しか

つ加速してきました。起業家はその恩恵を素早く理解

し、ネットを通じて自身の革新的なアイデアを宣伝し始

めました。インターネットを通じたあるプロジェクトに関

するコミュニケーション、ならびに代替的な資金調達

チャネルおよびマス市場を通じた当該プロジェクトの資

金調達が現実となりました。

しかし、ウェブの規模および広範さが、資金調達の手段

を懸命に探している起業家にとってすぐに課題となりま

した―どうすれば、自身のニッチなプロジェクトに関心を

持つ投資家へのリーチに成功できるのでしょうか？こ

のようにして、最初のクラウドファンディングのプラット

フォームがネット上に出現しました。 

クラウドファンディングのプラットフォームは、キックスターター

（Kickstarter）、スマートエンジェルス（SmartAngels）、マ

イマイクロインベスト（MyMicroInvest）、クラウドキューブ

（Crowdcube）などの専用のウェブサイトを通じてクラウド

ファンダー（投資家）と起業家を結び付けるものであり、

これらは世界中で活況を呈しています。

これらはなぜそれほど成功しているのでしょうか？それは

おそらく、これらが伝統的な資金調達および投資に対する

容易な代替物を極めて低い参入コストで提供しているから

でしょう。投資家は、自身の好みのプロジェクトや情緒的な

つながりを感じるプロジェクトを選択し、それらを支援する

と決定することができます。

さらに、クラウドファンディングは社会的投資およびインパ

クト投資と強く結び付いています。

€

クラウドファンダー

クラウドファンディング
のプラットフォーム 

起業家 
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クラウドファンディング活動をどのように分類するか？

クラウドファンディング活動の第一のカテゴリーは寄付であ

り、これは群を抜いて最も古くかつ最も広く普及したカテゴ

リーです。クラウドファンダーは、財務的リターンまたは資本

の払戻しを期待することなく、具体的なプロジェクトに資金

を供給します。彼らの目的は、社会における具体的または

持続可能なプロジェクトに貢献することです。これらは、し

ばしば、NGOまたは社会的団体によって運営されていま

す。非財務的リターンが気前の良いクラウドファンダーに感

謝のしるしとして与えられることもあります。この形式のクラ

ウドファンディングは緩やかに規制されています。

第2のカテゴリーは貸出モデルと呼ばれています。クラウド

ファンダーはプラットフォームを通じてお金を貸し出し、これ

により起業家のプロジェクトに資金を供給します。融資は有

利息のこともあれば無利息のこともあり、理論的に満期時

に返済されます。この貸出モデルは、財務的リターンを伴う

最も一般的なクラウドファンディングモデルです。これは正

式に規制されていませんが、必然的に欧州銀行監督局の

規制および方針の支配下にあります。

最後の第3のカテゴリーは資本モデルと呼ばれています。ク

ラウドファンダーは、クラウドファンディングのプラットフォー

ムを通じて自身のお金をプロジェクトの資本に投資します。

プロジェクトのパフォーマンスが良かった場合、彼らは配当

を獲得し、かつより後の段階で当該会社の持分の売却時に

利益を得ることができます。これは正式に規制されておら

ず、クラウドファンダーに高いリスクをもたらします。欧州証

券市場監督局（European Securities and Markets Authority：

ESMA）は最近、投資に基づくクラウドファンディング（資本モ

デル）に関する助言および意見を公表しました。

欧州のクラウドファンディング市場はどのようなものか？

2013年10月付の欧州クラウドファンディングネットワーク

（European Crowdfunding Network：ECN）の「クラウドファン

ディング規制レビュー（Review of Crowdfunding Regulation）」

によると、「過去十年間にわたるクラウドファンディングの台頭

は、高速インターネットおよびデジタル機器への容易なアクセ

スによる、私たちの社会におけるプロセスおよびコミュニケー

ションの継続的なデジタル化の結果として生じたもの」です。 

クラウドファンディングは最近、資金へのアクセスに関する

議論の最前線に置かれるようになりました。これは、経済危

機、および中小企業（Small- and Medium-sized Enterprise：

SME）に資金を提供している既存の金融サービス業界に係

る関連する市場の失敗の結果です。

欧州の人々は、自身のお金を小規模な企業に投資するこ

とによるリスクを引き受けるよりもむしろこれを貯蓄し、大

手の機関を築いた起業家よりもむしろその機関自体を称

賛します。統計によると、SMEの30％もが流動性の問題に

直面しており、かつ銀行の与信へのアクセスを常時持って

いるのはSMEのたった30％です。加えて、SMEによる銀

行融資の利用可能性はここ数年間にわたり低下していると

同時に、担保要件は強化されています。しかしそれでも、

SMEは雇用創出の主要な貢献者であり、欧州の全雇用の

約67％を占めています。 

SMEにおけるこの極端な資金不足は、欧州経済に目に見

える影響を及ぼしています。これは、私たちがこのトピックに

関する政治的議論を目にしていること、およびクラウドファン

ディングが拡大していることの主な理由となっています。

ECNはクラウドファンダーのロビーグループであり、クラウ

ドファンディングは欧州経済に機会を提供することができる

という信念を持っています。

私たちは、2014年11月のパリにおけるECNの年次総会で

この信念を目の当たりにしました。この行事には欧州中か

ら数百人のクラウドファンダーおよびプラットフォームの代

表者が集まり、それぞれがこの新興業界を振興させ一歩

先に進めようという強い意欲を持っていました。今回は、市

場規制当局、金融弁護士、ベンチャーキャピタル会社およ

びエンジェル投資家も会議に出席していました。

クラウドファンディングは既存の金融市場に対する人気の

代替物なのでしょうか？欧州全体にわたって生まれている

クラウドファンディングの取組みに目を向ければ、この質問

への答えはおそらくイエスです。例えばフランスでは、100
を超えるクラウドファンディングのプラットフォームが主とし

て貸出を通じて毎年約1億ユーロを集めています。英国の

市場も極めて先進的であり、約100のプラットフォームが主

として貸出および寄付を通じて毎年約10億ユーロを集めて

います。

さらに、これらの金額は毎年2倍になっているようです。 
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規制か非規制か？

それがジレンマです。

既存の欧州の金融業界の規制と、今までのところ欧州のレ

ベルにおいてはほぼ存在していないクラウドファンディング

の規制との不整合を巡っては多くの批判があります。これ

を軽減するため、フランスなどの国は、資本および貸出のク

ラウドファンディングを促進する「décret sur le financement 
participatif」を通じて業界を支援するための独自の規制を

導入しています。また英国は、資本クラウドファンディング

に係る集団投資スキームに関する既存の規制と、貸出カテ

ゴリーに係る一定の新たなテーラーメイドの規制の組合せ

を活用しています。類似の取組みが、イタリアおよびその他

の欧州諸国において実施されています。クラウドファンダー

が欧州のクロスボーダーのクラウドファンディング活動に

係るファシリティを要求したとしても、これらは欧州全体に

わたる規制の調和を促進しないでしょう。

一方においては、生残りのために規模―および拡張性―

が極めて重要であり、これらは欧州の規制によって強化さ

れるでしょう。他方においては、クラウドファンディングは今

日近接性のビジネスとなっています。多くの取組みは地元

のものであり、地元の起業家および地元の投資家のため

の、地元の言語による、地元のプラットフォームによって支

えられています。

クラウドファンディングに関するESMAからのフィードバック

はどのようなものか？ 

ESMAは、2014年12月の2つの公表資料である意見およ

び助言において、投資に基づくクラウドファンディング（資本

クラウドファンディング）に関する自身のフィードバックを正

式に示しました。

ESMAは、クラウドファンディングは真剣に捉えられなけれ

ばならないと考えています。クラウドファンディングは、いく

つかの進化し続けるビジネスモデルに分けられる傾向にあ

る新たな種類のビジネスとみなされています。欧州の金融

サービスのルールはクラウドファンディングを念頭に置いて

設計されておらず、クラウドファンディングのプラットフォー

ムの活動はさまざまであることから、それらの活動を欧州

のルールにマッピングすることは困難です。欧州の加盟国

は、クラウドファンディングを既存のルールに可能な限り合

わせるか、またはクラウドファンディングを場当たり的に国

内で適応させるかのいずれかによって、クラウドファンディン

グに対処しているというのが現実です。

投資に基づくクラウドファンディングは潜在的な失敗率の高

い小規模な企業に資金を供給しているため、これらからは

大半のプロジェクトの規模などの多くのリスクが生じます。

これらの小規模な企業が発行する証券は一般に非上場で

あり、キャピタルロスに係る重要なリスクをもたらします。こ

れらは流動性が全くないかまたはほとんどありません。

さらに、投資家がクラウドファンディングのプロジェクトへの

投資を行うのに先立って利用可能な情報は限られている

ことが多く、健全かつ明確な投資の意思決定には不十分

かもしれません。

プラットフォームのレベルにおけるリスクは、クラウドファン

ディングのプロジェクトと投資家の間における利益相反か

ら、プラットフォームが顧客の資産を管理している場合に

おけるプラットフォームの不具合にまで及びます。

しかしESMAは、クラウドファンディングは実体経済に資金

を供給するための強い潜在性を持っており、非機関投資家

に対して投資機会を広げることができると考えています。

クラウドファンディングに適用される可能性のある欧州の

規制には、とりわけ金融商品市場指令（ Markets in 
Financial Instruments Directive：MiFID）、オルタナティブ

投資ファンド運用者指令（Alternative Investment Fund 
Managers Directive：AIFMD）、欧州社会的起業家ファン

ド（European Social Entrepreneurship Fund：EUSEF）、

および欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド（European 
Venture Capital Fund：EuVECA）があります。しかし、こ

れらの規制はいずれも、クラウドファンディング業界の独

自性に対処していません。

ルクセンブルクについてはどうか？

ルクセンブルクにおけるクラウドファンディングへの関心

は、2つの主要な要因―国内市場の規模、ならびに規制さ

れたルクセンブルクの金融およびファンド業界―により、

限定的です。

市場の規模は、クラウドファンディングのプラットフォーム

の財務的な生存のための主要なドライバーです。これま

でに生まれてきた国内の取組みは、ルクセンブルクの規

模の小ささに苦しんできました。

ルクセンブルクの金融およびファンド業界は極めて成熟し

ており、良く組織され、かつ強く規制されており、また一定

の条件の下で、クラウドファンディングが理想の世界にお

いて追求するであろうパスポーティングのファシリティの恩

恵を受けています。しかし今までのところ、その規制およ

び業務のコストは、クラウドファンディング市場によって推

進される小規模な投資プロジェクトにとってはアクセス不

可能かつ負担不可能です。

しかしルクセンブルクは、投資運用に係る欧州のハブとし

てのその価値ある経験を踏まえ、クラウドファンディングの

プラットフォームのための強力な機会を提示しています。

欧州の規制（パスポーティングのファシリティを組み込んだ

もの）が生まれれば、ルクセンブルクはクラウドファンディン

グのハブにもなることができます。
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Conclusion 

Crowdfunding is a booming industry that
expanded together with internet usage. 
It presents various models/categories such as
donation and the lending and the equity models.
ECN, the lobbying group of the crowdfunders
and crowdfunding platforms, is organized and 
is pushing this industry forward but recognizes
a lack of harmonization among European 
regulations for the moment. ESMA is of a similar
opinion and formally expressed itself on the
matter in 2014. 

Luxembourg is looking for more European 
regulation for this industry and would probably
position itself as a potential hub for platforms,
leveraging its current financial and fund 
competencies. 

ルクセンブルクにおける

クラウドファンディングへ

の関心は、2つの主要な

要 因 ― 国 内 市 場 の 規

模、ならびに規制された

ルクセンブルクの金融お

よびファンド業界―によ

り、限定的です

結論 

クラウドファンディングはインターネットの利用と共に拡

大し活況を呈している業界です。クラウドファンディン

グは寄付、貸出モデル、資本モデルなどのさまざま

なモデル／カテゴリーを提示しています。クラウド

ファンダーおよびクラウドファンディングのプラット 
フォームのロビーグループであるECNが組織され、

この業界を前進させていますが、今のところ欧州の

各規制の間における調和の不足を認識しています。

ESMAも同様の意見を持っており、2014年にこの問

題に関して正式に自身の意見を表明しています。

 
ルクセンブルクはこの業界に係るさらなる欧州の規

制を求めており、自身の現在の金融およびファンド

の能力を活用して、プラットフォームに係る潜在的な

ハブとしておそらく自身を位置付けると思われます。
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ビジネスパートナー化を

通じた財務機能の

最大化

ペトラ・ハーゼンベルク

（Petra Hazenberg） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

ジャン・バンデネンド

（Jan Vandenhende） 
シニアマネジャー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

財務機能は進化する必要がある

財務機能（「財務」）は、内部と外部の両方の課題からの

十字砲火を受けています。外部の課題は、2008年の金

融危機を受けた効率化の追求および関連するコスト削減

の遂行と言い表すのが最も適切でしょう。並行して、デー

タの質の制限を伴ったより迅速な財務報告作成の必要

性の高まり、コスト削減に対応するための集中型かつ顧

客中心のサービスモデルの必要性、一般的な効率性お

よび統制の圧力などのさまざまな理由により、財務に係

る内部の課題は増大しています。これらの課題が財務に

対する高パフォーマンスのビジネス文化の創出を求める圧

力の強まりにつながる一方で、財務機能は、戦略的アドバ

イスおよびビジネスの知見にさらに重点を置いたパフォー

マンスを推進することを企業からますます要求されるように

なっています。

これらの課題に直面し、財務には、早急に自身を変革す

る必要性が生じています。財務の役割は、アカウンタント

およびコントローラーとしての役割から、付加価値をもた

らす知見を提供することによりビジネスマネジャーの戦

略および業務上の意思決定を支援する信頼されるアド

バイザーとしての役割へと進化しつつあります。この変

革が必要とされているとはいっても、財務機能は依然と

してより伝統的な財務の役割に従う必要があり、ここで

は当該部門のアウトプットは取締役会レベルの意思決定

者を分析および事実によって支援するために用いられま

す。大手企業は、例えば、ERPの導入、シェアード・サー

ビス・センター、アウトソーシングおよびビジネスインテリ

ジェンスへの投資を通じて、トランザクション活動ならび

に財務報告および計画に費やされる時間を削減する一

方で、意思決定の支援活動として最大の価値をもたらす

とみなされる活動に費やされる時間を最大化することを

目指しています。
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ビジネスおよび株主価値を推進し、かかる価値の創造を成

功させるための正しい環境を提供することに向けて、取組

みの焦点を定め直すことは難しい任務です。よって多くの

組織は、ビジネスパートナー化に係るより良い環境を提供

するための戦略の導入に焦点を合わせています。財務の

ビジネスパートナー化を再定義しこれに投資するためのこ

の機会は、利用可能なデータの量および種類の急増、新

たなビジネスモデルの商業的な要求ならびにデジタルの変

革がもたらす機会によってさらに強化されています。結果と

して、多くの組織が財務のビジネスパートナー化能力への

投資およびこれの開発をすでに開始しています。

財務のエグゼクティブはますます戦略的ビジネスパート

ナーとなりつつある

ビジネスパートナー化は、選択されたビジネス戦略が要求さ

れる株主価値を許容可能な水準のリスクで提供できるよう

にするにあたり、財務が企業を支援しこれに疑問を呈するこ

とに取り組む役割と定義することができます。よってビジネ

スパートナーは、価値の保全に注力したトランザクション、報

告、および計画活動のみに集中するのではなく、むしろ価

値の創造を目的とする意思決定支援を提供することに焦

点を合わせた役割に向けた進化において、財務機能を支

援します。したがってビジネスパートナーは、過去の情報を

分析するだけでなく、計画、予算編成、および予測を行う際

のシミュレーションおよびシナリオ分析を通じて未来に目を

向けます。ビジネスパートナーは、事業単位との持続可能

な関係を構築および維持し、価値のドライバーに関して

アドバイスし、ビジネスの意思決定のより適切な舵取りにつ

ながる健全な提案を策定します。ビジネスパートナー化は、

適時、妥当かつ知見に満ちた経営情報を企業に提供し、考

えられる最善の意思決定の実施ができるようにすることで、

組織全体にわたって極めて重要な役割を果たします。

財務の重心が戦略的側面に向かって移動することは、ビ

ジネスパートナー化モデルに極めて良く適合します。戦略

的なビジネスの意思決定を支援するためには、問題を解

決するための正しい視点を持った人々を見つけること、問

題に関する共通の理解を深めること、創造的な協力を促

すような環境を生み出すこと、および正しいタイミングを見

つけることが重要です。事業単位との対話が増えるようにな

れば、ビジネスパートナー化モデルにおいて上記の前提条

件のための好ましい環境が生まれます。またビジネスパー

トナー化モデルは、戦略的意思決定の3つの段階―理解

の構築、選択肢の具体化、および意思決定の実施―を支

援します。

財務の重心が戦略的側面に向かっ

て移動することは、ビジネスパート

ナー化モデルに極めて良く適合します
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よって財務のビジネスパートナーは、収益性、戦略、ならび

に資本およびリスクの側面の間における整合を確実にす

る、情報に基づく疑問提起者兼アドバイザーの役割を果た

します。ビジネスパートナーは、伝統的な財務のエグゼク

ティブと比べて、組織の価値のドライバーに追加的な価値

をもたらします。

• 収益の成長：ビジネスパートナーは、顧客のセグメン

テーション、商品のポートフォリオおよび投資運用手

法に関する健全な判断を通じて、ビジネス固有また

は投資関連の収益の強化における積極的な役割を

果たします。

• 営業マージン：ビジネスパートナーは、特定の請求お

よびその他のコストの変動が企業の収益性に及ぼす

影響を明確化することによって事業単位のマージンを

向上させるため、事業単位に疑問を呈しアドバイスし

ます。

• 資本およびリスク管理：ビジネスパートナーは、新規

または既存の商品が例えば資本の消費および準備

金の形成に関してバランスシートに及ぼす影響を分

析することにより、リスクの影響（流動性リスク、信用

リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク）をビジネ

スの意思決定プロセスに統合すべく、企業を支援し

ます。

• 戦略の有効性：ビジネスパートナーは、事業単位が

実施する取組みに疑問を呈し、それらと会社が設定

した戦略的野心ならびに市場のトレンドおよび競争

相手が取っている行動との整合性を評価します。ま

たビジネスパートナーは、企業のパフォーマンスの指

標と財務的成果との関連付けを促進します。

伝統的な主としてバックオフィスの機能から、より戦略的で

企業に対応したフロントオフィス志向の役割に移行すること

は常に容易な試みではなく、達成のための献身および労

力が必要となります。この極めて重要な変革プロセスは組

織全体に影響を及ぼし、かつそれ自体によって、財務のビ

ジネスパートナー化能力が（組織にとって意味がありかつ

付加価値をもたらす）有形の戦略的恩恵に確実に置き換え

られるわけではありません。なぜCFOは組織について選択

を行う前にもう一度良く考えてみる必要があるのかは、この

ことによって説明がつくかもしれません。すべてのCFOが

企業パートナー化能力を提供するために、多大な財務のリ

ソースおよび時間を投資する準備ができているわけではあ

りません。

財務のビジネスパートナー化には適応が必要

ビジネス全体にわたる一貫したアプローチが適用されるこ

とはまれであるため、あらゆる変革プロセスと同様に、財

務をビジネスパートナーの組織に変えることは障壁をもた

らします。これは、優先される分野および活動を明確に識

別できないこと、ならびにパートナー化の投資に対する財

務的リターンが潜在的に損なわれることを意味します。ま

た、一度にすべての機会に取り組もうとすれば、財務はそ

れらがもたらすことのできる恩恵について企業を納得させ

ることがより困難になることに気付くでしょう。まず少数の

高価値の機会に対するパートナー化活動の提供に集中す

ることにより、かかる目標をテストすると同時に、その真価

を証明することができます。

私たちの見解では、財務は職務を効果的に遂行し企業の

目標の達成を支援するために、自身の業務の手段を最適

化するよう努めるべきです。これは、ビジネスパートナー化

を導入するための好ましい環境を生み出すことを通じての

み達成することができます。これが、財務の変革プロセス

が主として以下の4つのイネーブラーに焦点を合わせるべ

きである理由です。

1. 財務の組織―財務の組織はしばしば高い水準の複雑

性を示しており、財務と企業の間のコミュニケーションに

負担をかけています。さらに、類似の任務が異なるさま

ざまなチームによって実施されている断片化された組

織モデルを排除することにより、業務の効率性を達成す

ることができます。会社のデータに関する横断的な知識

を維持しつつ、当該事業単位の重視を考慮した新たな

目標業務モデルを設計および導入することが有益であ

ると判明するかもしれません。加えて、財務内の単一の

接点を持つことで、事業単位との合理的なコミュニケー

ションが可能になります。

2. 方針およびプロセス―ビジネスパートナー化モデルに

おいて、戦略的目標は統合されたパフォーマンス管理

プロセスを通じて運用可能になります。これを行うため

には、新たな要件を満たす強固な財務プロセスを持つ

こと、ならびに組織全体にわたる統合された計画および

予算プロセスを確立することが極めて重要です。加え

て、関連するガバナンスストラクチャーを生み出すこと

で、会社の戦略的目標を適切に促進できるようになる
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でしょう。この変化を支援するためには、財務のコスト

ベースを最適化することによりコスト管理における積極的

な役割を果たすため、透明性を生み出すこと、ならびに

企業およびサービスプロバイダーに対して疑問を呈する

ことが必要です。また、サービス水準合意を結ぶことによ

り、財務と企業の両方に恩恵をもたらすであろう合意済

の提供物の品質基準を確保することができます。

3. 人材および人員―ビジネスパートナーの役割を引き受け

ることは、スキルを持つビジネスリーダーを引き入れるこ

とに重点を置くことを意味します。組織に付加価値をもた

らすためには、必要とされるビジネススキルならびに会計

および監査のスキルを持つスペシャリストを獲得および

維持するための投資を行う必要があります。最高の人材

を見つけて刺激すること、彼らのスキルおよび能力を拡

大すること、新たな人材の内部および外部からの採用な

らびにそれぞれのビジネス組織におけるローテーション配

属を通じてビジネスパートナーの新たなチームを作り出す

ことが重要です。これを達成すると同時に、自動化および

組織の変更を通じて、分析および報告に費やされる時間

を増加させる必要があります。

4. システムおよび情報管理―さまざまなシステムにわたる

報告に係る単一の信頼できるデータソースによって可能

となる、適切に設計された一連のプロセスが質の高い意

思決定のために極めて重要である一方で、主要な財務

プロセスの自動化によって、意思決定のプロセスを裏付

ける正確な報告および分析ができるようになるでしょう。

結果として、ビジネスパートナー化の恩恵を活用するた

めには、正確な財務データ（「単一バージョンの真実」）の

作成および予測をシミュレーションするための柔軟性を確

実にする、新たなパフォーマンスシステムのソリューション

を開発することが最も重要です。また、明確なガバナンス

ストラクチャー内に報告の生成を集中させ、柔軟性の高

いモデル化および報告のツールに裏付けられた、標準化

および保証された報告を提供することも、目標の一つで

あるべきです。
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パートナー化の取組みが企業に最大の付加価値をも

たらすであろう場所を理解すれば、財務が企業と最初

から協力することのできるような活動の優先順位付け

をすることができるでしょう

今がその時だ

収益性の高い成長への道は真っすぐではないであろうと思

われる困難な経済の文脈において、財務のビジネスパート

ナーは企業の舵取りを助けるべき独自の立場に立ってい

ます。利用可能なデータの量およびそのデータを知見に

変えるためのツールによって、意思決定に対するかつて

ない水準の分析的および商業的インプットができるように

なっています。これは、CFOおよび財務のリーダーが戦略

的な財務のビジネスパートナーの役割に効果的に足を踏

み入れ、変化のドライバーとなることができることを証明す

るための機会を与えています。効果的なビジネスパート

ナー化への道のりは継続的な改善および学習に基づい

ていますが、以下のようないくつかの実務的な行動によっ

て進路を定めることができます。

財務が企業に付加価値をもたらすことのできる場所を明

確に識別する―ビジネス戦略ができるためのビジネスパー

トナー化へのアジェンダを設定し、明らかに高価値な分野

には対処し、すべての価値の機会が経時的にレビューさ

れるようにします（最も手っ取り早い成功は、過去に焦点

が当たることのなかった分野から生じることがあります）。

パートナー化の取組みが企業に最大の付加価値をもたら

すであろう場所を理解すれば、財務が企業と最初から協

力することのできるような活動の優先順位付けをすること

ができるでしょう。またこれにより、パートナー化する役割

に関する合意が保証され、当該アプローチへの賛同が即

座に得られるでしょう。

新たな価値の創造までのハードルを取り除き、結果を示す

―それぞれの価値の分野に個別に対処し、価値を提供す

るための知見および影響力を獲得するために必要とされ

るすべてのことに取り組むことで、財務機能内と組織全体

の両方において、ビジネスパートナー化に係る財務の能力

への信頼の「好循環」が生まれます。成功を称賛し、ロー

ルモデルの行動を浮彫りにすることは、財務が戦略的な触

媒の役割を果たそうとする方法への道を開く助けとなるで

しょう。

財務的能力のストラクチャー上のイネーブラーに対処する

ことにより改善を強化する―課題に関わりなく、即座に進

展を実現させることができるかもしれませんが、この進展を

持続させるため、財務的能力の4つの基本的なイネーブラー

に対処することが重要です。知見のツール、データの質、

スキルの開発およびキャリアの発展の機会は、いずれも

良き財務のパートナーの意欲を維持するために必要とされ

ています。これらのイネーブラーにおけるギャップを識別

し、それらに時間と共に対処するための明確で、現実的か

つ持続可能なロードマップを設定することで、時間と共に財

務の能力開発が強化されるでしょう。
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CFOの総合的な 
フォローアップにより

ビジネスのパフォーマンスを

向上させる方法

アニック・イリアス

（Annick Elias） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

ペトラ・ハーゼンベルク

（Petra Hazenberg） 
パートナー

戦略、規制＆コーポレート・

ファイナンス

デロイト

ロマン・アレクサンドル

（Romain Alexandre） 
デロイト元職員

企業がますます複雑になるビジネス環境における

収益性の高い成長の新たな方法を探る中で、CFO
は、適切な水準のパフォーマンス測定を全社、商品

および顧客のレベルにおいて行えるようにする収益

性評価の3次元の枠組みを用いて、自身の機能を

改革し、自身の知識の範囲を拡大しなければなりま

せん。
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企業のパフォーマンスを適切に最適化するため、今日の

CFOは、企業の収益性が組織の異なるさまざまなレベル

における現在および将来のパフォーマンスを効果的に反

映するようにすべきです。これを行うにあたり、CFOは複雑

かつダイナミックな環境における戦略的な意思決定を支援

するため、自身のビジネスに関する掘り下げた視点を強化

した、革新的な報告ツールおよび分析を開発すべきです。

CFOにとっての最大の課題は、自身の顧客および商品を

理解することに焦点を合わせつつコストおよび全体的な収

益性の内容を追跡するという、全く新しい自社の3次元の

分析アプローチを策定することにより、伝統的なコストおよ

び収益のアプローチを超えた先へと進むことです。

これには、CFOが自身の組織の多くの分野におけるよりビ

ジネス重視のスキルを開発し、業務パフォーマンス、販売

管理および商品のポートフォリオ管理における強力な知識

を獲得することが必要です。最終的には、自社のそれぞれ

の分野に関するこのインサイダーの視点を発達させること

により、CFOはビジネスマネジャーおよび取締役会にテー

ラーメイドの分析を提供する能力を高めるでしょう。このプ

ロセスは、企業がより標的を絞った戦略的意思決定を導入

し、短期的および長期的な収益性を高める能力を最終的

に強化するでしょう。

これらの新たなパフォーマンス指標および目標が確立され

た上で、CFOは企業のパフォーマンスをコスト効率の良い

方法で効率的に向上させるため、将来の取組みの明確な

ロードマップを策定し、それらを優先順位付けするべきで

す。また、リーダーに権限を与え人々を結集するための効

率的なガバナンスシステムを確立すべきであり、それがあ

れば狙った目標が達成されるようになるでしょう。加えて、

改善行動が確立および管理されており、かつ最終的に財

務成績に好影響を及ぼすことができるようにするため、こ

の3次元の収益性分析を（単独のエクササイズとしてでは

なく）定期的に実施することも極めて重要です。

企業のパフォーマンスを適切に最適

化するため、今日のCFOは、企業の

収益性が組織の異なるさまざまなレ

ベルにおける現在および将来のパ

フォーマンスを効果的に反映するよ

うにすべきです
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ステップ1 より成熟した収益性評価能力を促進させる

ため、会計および報告の透明性を高める

適切な経理システム CFOにとっての基礎的な一歩は、業

務パフォーマンスの基本的な結果を追跡し、主要な業務上

の非効率性を浮彫りにするため、適切な経理システムが

実施されるようにすることです。

重要なマイルストーンの一つは、企業のそれぞれのレベル

における掘り下げた分析を実施するための信頼できる全

社的な情報システムが導入されるようにすることです。また

企業は、全体的な収益性に影響を及ぼしている異なるさま

ざまな層の間における未知の関係を明らかにすべく、自身

のビジネスに関するより深い理解を提供するためのデータ

マイニング、ビッグデータおよび強力な統計ツールに依拠

する可能性があります。

正確な収益の追跡 この枠組みの最初の各段階におい

て、企業は創出される収益を最も詳細なレベルで測定およ

び予測する能力を強化しなければなりません。自身の売上

を以下について連結レベルで理解することは、CFOにとっ

て基礎的な事項です。

• 商品および商品のポートフォリオ

• 顧客（関連性がある場合、地域およびグローバルの

規模におけるすべての関連会社を考慮する）。例え

ばグローバル企業にとっては、世界中で販売されて

いる商品または大規模かつ多様化された顧客に係る

売上を見積もることはしばしば困難であり、効率的で

調和の取れた連結ツールおよび詳細な分析が必要

また、リーダーに権限を与え人々を

結集するための効率的なガバナンス

システムを確立すべきであり、それ

があれば狙った目標が達成されるよ

うになるでしょう

コストの深い理解 成熟度報告のその後の各段階におい

て、企業は自身のコストの内容に関するより強力なビジョン

を獲得しつつ、コストを商品および顧客ごとに配賦する能

力を高めるでしょう。企業は、自身のコストをいくつかのカ

テゴリーに分類することにより、その基本的な内容を捕捉

する必要があります。それらの異なるカテゴリーは、以下

のようなものが考えられます。

• 直接費（しばしば、商品およびサービスの「真のコス

ト」と呼ばれる）。このコストは通常よく理解されてお

り、特定の商品ラインへの配賦がより容易である。

一部の変動直接費に関連する重要な課題は、それ

らの不安定な側面である。実際に、幅広い業界にお

いて、収益性は企業が将来のコストの水準（すなわ

ち、原材料費、石油価格など）を予測する能力に強く

依拠している。この理由から、企業は自身のプライシン

グ戦略を自身の現在の調達コストにリアルタイムで

適応させるための反応型の監視システムを構築す

べきである

• 間接費も、特にこのコストは通常把握がより困難で

あることから、細心の注意を必要としている。企業

は、すべての自身のコストセンターおよびプロフィット

センターに関する包括的な視点を構築し、それらの

背後にある主要なドライバーを理解しなければなら

ない。大規模かつグローバルな企業においては間接

費が全体的なコストストラクチャーの重要な部分を占

めており、したがって直接費のみに基づく限界利益性

からの視点ではなく全体的な収益性という全体像を

把握するよう、間接費を正確に捕捉することが重要で

ある

「活動基準原価計算（Activity-Based Costing：ABC）」

は、CFOにとって、すべての異なる活動、商品および提供

サービスに係る主要なコストドライバーを識別するための

妥当な手法となっています。実際のところABCは、生産さ

れるそれぞれの商品またはサービスに関連するすべての

コスト（直接費および間接費）を、価値創造のプロセスにお

いて用いられるすべての異なる種類のインプットの実際の

消費に基づいて配賦することを目的としています。その上

で、合計コストは、商品ごとの総コストにそれぞれの商品

の総数量を乗じることにより算出されます。
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ABCの主な欠点の一つは、企業が複雑なモデルを策定し

なければならず、これが顧客に提供される商品またはサー

ビスが高度にカスタマイズされているかまたはテーラーメ

イドである業界にとっては妥当でない可能性があることで

す。かかる場合においてコストドライバーを識別することは

困難であり、ABCモデルの構築および維持は余りにも複

雑かつ困難となります。収益性の評価において20％の誤

差範囲を認める80-20ビューなどの簡略化されたモデルを

用いることにより、CFOは、効率的なABCモデルを構築し

つつ時間およびリソースを節約することができます。

ただし、このアプローチは注意深く用いられなければなり

ません。不適切な間接費の原価計算システムは、特定の

商品または顧客に関連するコストの過小評価または過大

評価につながる可能性があります。したがって、配賦キー

を絶えず適切に更新および修正することが、強力な報告

および計画システムを開発し維持するにあたって極めて

重要です。

また、分析をさらに改善するため、ベンチマーキングのエク

ササイズと併せてテストおよびトライアルのアプローチを用

いることもできます。CFOは、不正確なコストの配賦が、より

優れた配賦ルールを用いている一部の競争相手が市場シェ

アを高めることを可能にすることで、彼らに有利に働いてし

まう可能性があることを念頭に置いておくべきです。

加えて、継続的な評価も実施すべきです―過去に明白であっ

たことが、今日ではもはや妥当でなくなっているかもしれま

せん。

©iStock.com/Erikona
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ステップ2 コスト分析から次元横断的な収益性の測定

へと進む

企業の収益性に関する3次元のビジョン 市場のダイナミッ

クな側面を踏まえ、CFOは、自社の現在の焦点および進

化と整合したより具体的なメトリクスを用いて、自身の伝統

的なコストおよび収益のアプローチに疑問を呈するべきで

す。実際にCFOは、以下のグラフにおいて浮彫りにされて

いるように、より総合的なアプローチを策定し、自身の伝統

的かつ標準的な企業の収益性の測定に疑問を呈するべき

です。

このアプローチにおいては、全体的なコストストラクチャー

が創出される収益の現在の水準に対して十分な規模であ

ると断定すべきであると同時に、それぞれの商品がそれぞ

れの顧客について適切にプライシングされて、それぞれの

顧客の全体的な収益性が適切に分配されるようにすべき

です。

企業の収益性の分析 連結レベルにおいて容易に捕捉

できる主要な非効率性に対して効果的な行動を取るた

めに、すべての利益およびコストの源泉に関する全体的

な連結された視点を持つことは、あらゆる企業にとって

極めて重要です。この手法は、CFOがすべての異なるコ

ストをその内容別に分析し、それらを基礎となる活動およ

び収益性のデータと比較する助けとなります。またこれに

より、企業が自身を競争相手に対してより適切にベンチ

マークすることができるでしょう。

このアプローチから、企業は例えば異常に高い税額が現

在支払われていることを描き出し、自身の税金費用を最

適化するための新たな方法を追求することができます。

また、連結レベルにおける財務または法務上の引当金

に関する掘り下げた分析は内部監査システムに関する

問題または懸念を明らかにする可能性があり、これはリ

スクおよび将来の引当金の水準を引き下げることによっ

て企業の長期的な収益性を最適化するためにさらにスト

ラクチャリングすることができます。

図表：企業の収益性に係る3つの次元 

パフォーマンス 

3次元のパフォーマンス

評価

商品の
収益性

顧客の
収益性

企業の
収益性
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その一方で、不十分な投資コストは、例えば市場における

企業の長期的な競争力の緩やかな低下を描き出す可能

性があります（すなわち、低い水準の研究開発または予

防保全）。

また、現在の能力水準およびフル稼働の能力水準を深く

理解することも鍵となります―自身の現在の能力をフル稼

働させていない多くの固定費集約的なビジネスにおいて

は、新たな顧客の獲得は実際の顧客に関連する収益性を

高めると同時に、企業全体の収益性を向上させる可能性

が高いと思われます。例えばリテールバンキング業界に

おいては、能力の稼働率が低い支店における売上の増加

に焦点を合わせた戦略は、全体的な収益を急速に増加さ

せつつ、現在のコストの水準を維持することができます。

全体として、収益の増加、より効率的な方法による固定費

の配賦、および規模の経済の実施によって合計の収益性

を高める潜在的な機会を識別するため、伝統的かつ全体

的な収益性の分析と並行して、限界的および追加的な収

益性の分析を実施すべきです。

商品の収益性の評価 それぞれの事業単位のレベルに

おいて、CFOが商品ライフサイクルの各段階のダイナミッ

クな環境における自身の収益性の水準に関する正確な視

点を持てるようにするためには、商品のコストストラクチャー

を理解することが鍵となります。

実際に、財務のリーダーは、商品の設計者が新たな商品

に関連する異なるさまざまなコストを正確に評価するにあ

たってこれを助けるため、商品の設計段階から関与すべ

きです。また、当初の利益の目標が必ず達成されるように

するため、後の各段階における商品の収益性の継続的な

測定も実施しなければなりません。

また、それぞれの商品のコストストラクチャーを識別するこ

とで、より適切なプライシングができるようになり、かつ企業

が自身の収益を自身のコストドライバーとより適切に整合

させる能力が強化されるでしょう。一例として、資産サービ

シング業界においては、かつて管理会社はファンドの規模に

関わらずファンドの資産に応じたフィーを適用していました。 

この手法は、日常的な活動（ファンドの純資産額の計算な

ど）において発生する固定費を考慮していませんでした。

しかし、2008年のマドフ危機は運用資産の金額の大幅な

減少につながり、生み出される収益は実際の固定費を賄

うのに十分でなくなりました。その後管理会社は、固定費

を賄い危機の影響を最小化するため、定額フィーを追加し

ました。

顧客の収益性の測定 依然として事業単位のレベルで、

財務チームが詳細なレベルにおける売上および商品のレ

ベルにおける収益性を決定すると、以下のような単純な

財務モデルを用いて、顧客のレベルにおける収益性を容

易に決定することができます。

• 収益は支払われたインボイスを通じて識別される

• コストは、それぞれの商品に係る顧客の合計売上数量

および商品ごとの合計コストを用いてシミュレーション

することができる（上記のセクションにおける説明の

通り）

このアプローチによって、どの顧客セグメントが事業単位

の収益性を推進しているかを経営チームが判断すること

ができ、以下のような単純な疑問を解く助けとなるでしょう

―例えば、特定のセクターの顧客に係る収益性は他の顧客

に係る収益性の平均を上回っているでしょうか？マージンは

異なる顧客の間で均等に分配されているでしょうか？規

模の小さい顧客と大きい顧客ではどちらのマージンが高

いでしょうか？商業的な態度は顧客の収益性にどのような

影響を及ぼしているでしょうか？顧客に適用されたプライ

シングは実施された活動を実質的に対象に含めているで

しょうか（場合によっては、顧客は価格の調整につながらな

かった追加的なサービスを要求することがあるため）？

また、顧客の収益性測定は、特定の顧客に対する企業の

合計エクスポージャーを定量化するため、連結レベルにお

いても実施すべきです。事業単位の収益性の測定と連結

された顧客の収益性の測定を組み合わせて用いること

は、企業レベルにおける顧客固有のマーケティング戦略

をより適切にテーラーメイドし、顧客レベルにおける合計

の収益性を最大化しつつ、重要な顧客を失うリスクを最小

化する助けとなるでしょう。
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以下の表は、分析のコストおよび収益の部分に関する考察および行動に係る考えられる座標軸の例を示しています。

収益改善の取組み コスト削減の取組み

企業レベル

• 企業はその固定費を増加させたり新たなス

タッフを採用したりすることなしに新たな顧

客をオンボーディングさせられるか（すなわ

ち、規模の経済は可能か？）を判断する

• 全体的な利益に対する課税の影響を評価

する

• 全体的な収益性を向上させるため、特定

の活動に関連する間接費をアウトソース

できるかどうかを評価する

• 業務の効率性を強化し特定の種類のコ

ストを削減するため、管理および支援機

能を集中させる

商品レベル

• 特定の商品ラインに関するプライシングがコ

ストを賄えていない場合、これを再検討する

• 数量が目標の水準に達していない場合、商

品の売上を増加させるためのマーケティング

キャンペーン／販売チャネルを策定する

• プロセスを自動化する

• 収益性の低い商品またはセグメントを廃

止することにより、提供する商品の範囲

を縮小する

顧客レベル

• マージンの低い顧客の契約またはフィー体

系を再交渉する

• 顧客が要求する商業的な態度を受け入れる

• 活動の焦点を最も収益性の高い顧客に定

め直す

• マージンの低い商品を埋め合わせるため、クロ

スセルおよびアップセルの取組みを強化する 

• マージンの高い顧客を追って新たな市場に

参入する

• 固有のプロセスを必要としコストの追加

的な層を生み出している一部の商品の

標準化を顧客に提案する

• コストを削減し顧客重視を強化すること

により、提供サービスをレビューする

かかるアプローチの導入により、多くの急成長企業が、自身の法人をより適切にストラク

チャリングしコストを管理下に置くために、自身の財務計画および報告機能をストラクチャ

リングすることができるようになりました。またこれは、顧客および商品のレベルにおける

より標的を絞った収益分析を策定することによって、これらの企業の将来の見通しを向上

させ、これらの企業が自身の戦略を形成およびストラクチャリングする助けとなりました。

この点は、成熟企業が自身の移行段階を乗り越え将来の成長を支えるべく、自身を適応

させ自身のコストおよびリソースをより適切に管理するための鍵となります。
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ステップ3 行動を起こす―ビジネスのパフォーマンスを最適化するため、行動

計画を構築し、適切なガバナンスの枠組みを生み出す

利益改善の明確な方法を見いだした後は、企業は、迅速な結果をもたらすと同時に

長期的な効率性を向上させるであろう現実的な計画をもって導入するべき主要な取

組みを決定しなければなりません。新たな戦略的指針が確立され次第、企業は、プ

ロジェクトが適切に監視され、新たな目標を達成するための適切なリソースが展開

されるようにしなければならないでしょう。

競争の激しいビジネスの世界でCFOが成功するための10の主要な成功要因 
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報告の正確性および

各仮定を定期的に

レビューする 
単純さを保つ―複雑な

財務モデルの構築に時間

を費やし過ぎない 

2 
4 成功を収めている競争相手に対して

パフォーマンスをベンチマークする 

経営チームにより具体的な分析を提供する

ことにより、経営チームが一般的な戦略的意思

決定からより標的を絞った戦略的意思決定に

移行するよう促す

将来の是正措置について合意し

これを監視すべく、

信頼できる収益性のデータを

生成するために異なるさまざまな

部門が関与する適切な

ガバナンスを設定する 

7 主要な優先事項および

成果を積極的に

レビューし、伝達する

手っ取り早い成功を追求し、識別する

 

10 
成功を収めた取組みを活用して 

これを全社的に展開し、財務チーム内

および財務チームを超えた

知識の一部を宣伝する 

機能横断的なチームから

ビジネスのリーダーを関与させ、

彼らに知見に満ちたレポートを

提供する

信頼できるデータを収集するため、

強力な会計システムおよび

成熟した損益報告ツールに

依拠する 
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