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はじめに

資産運用の実務家の皆様、本誌のご愛読者の皆様、そして新たな読者の皆様
資産運用業界の最新のトピックをカバーする、デロイトの国際刊行物「パフォーマンス」第 7 号を
皆様にお届けできることを喜ばしく思います。何よりもまず、2012 年に皆様が公私ともに素晴らし
い成果を上げることをお祈りいたします。ところで、「パフォーマンス」は本号をもって創刊から 3
年目に入ることになります。私たちは引き続き、世界の資産運用業界のプロフェッショナルのため
に国際的な共通のプラットフォームを提供することは、当法人の既存顧客や潜在顧客、デロイト
の実務家にとって極めて意義深い結果をもたらす任務であると考えています。皆様からの心強い
支援に対してここに改めて感謝申し上げます。
資産運用活動にとって 2011 年は決して平穏な年ではありませんでした。最低限言えるのは、世
界中を見渡しても消費者信頼感が最高水準にある地域はどこにもないということです。誰に責任
があるのでしょうか。市場は、投資家がリーマン・ブラザーズの破綻に端を発した 2008 年の危機
を記憶から完全に消し去るとでも予想したのでしょうか。世界有数の経済圏であるユーロ圏さえ
かつてないほど脆弱な状態にある今、資産運用活動にとって不安に満ちていた当時の再現を、
警戒心を抱きつつ予期することは自然な反応と言えないでしょうか。それにもかかわらず、私たち
はすべてを悲観的に捉えてはいません。統計的な観点からすれば、2011 年末にかけて、グロー
バル市場が景気サイクルに沿って一貫して下降の道をたどった後は、総じて上昇の可能性が高
い時期が続くことを思い起こす必要があります。
マクロ的観点から見て、2012 年は EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域にとって困難な年になる可
能性が十分あります。ユーロ圏にとって景気後退のシナリオは回避し難く、この要因は、特に新
興 EMEA 諸国の GDP（国内総生産）成長率がかなり低いことを勘案すれば、間違いなく同地域
に対して抑制的な影響を及ぼすでしょう。デロイトの「アジア太平洋地域の経済見通しに関するレ
ポート」によれば、同地域にはユーロ圏と米国の債務危機に直面した 2008 年の危機から回復し
た国はほとんどありません。アジア太平洋地域諸国は決してそうした危機から隔離されていたわ
けではなく、また、他の政治的・社会的要因も景気に影響を及ぼしており、将来の成長を決定づ
けると思われます。例えば、中国は 2011 年の経済成長率が 2010 年を下回り、インドはインフレ
率がピーク時には 9％に達しました。米国では、失業率の高止まりが 2008 年の金融危機以後の
GDP の回復を遅らせています。
資産運用業界に目を向ければ、昨年同様、世界で生じている規制の動きが依然として主な要因
として作用しています。資産管理サービスのプロバイダーは、利幅が今なお圧迫を受けている中
で、再び大規模な準備プロジェクトによって収益を上げようとすると思われます。すべてのグロー
バルな資産運用会社は、今後も積極的な商品の採算管理に取り組むものと見られます。とはい
え、全体としてみれば、私たちは依然として資産運用業界の将来性について確信を抱いていま
す。皆様が、意見や実務、予想について話し合うために私たちの業界スペシャリストや対象領域
の専門家に連絡されることを歓迎いたします。私たちは引き続き皆様と共に、この素晴らしい経
済分野の方向付けに努めたいと考えています。
パフォーマンス」を楽しんでいただけることを願うと同時に、皆様の変わらぬ励ましに深く感謝い
たします。

ビンセント・ガバヌーア
パートナー － 税務・コンサルティング
EMEA 資産運用リーダー

ニック・サンドール
パートナー － アドバイザリー・コンサルティング
EMEA FSI 共同リーダー

「パフォーマンス」は、私たちの最も重要な、あるいは「ホットなテーマ」のレポートを取りまとめた刊行物で、年 3 回発行されます。その多彩なレポートは、デロイトの多分野にわ
たるアプローチを反映しており、アドバイザリー・コンサルティング、監査および税務における専門能力を結集して業界の最新動向を分析しています。また各レポートは、資産運
用業界が直面している様々な課題や状況に関する外部専門家や私たちの見解も提供します。したがって、「パフォーマンス」の配布は広範囲に及ぶことが見込まれ、私たちと
しては、資産管理サービスおよび資産運用のバリュー・チェーンの関係者と参加者のすべてに、洞察に満ちた興味深い情報を提供することを願っています。
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編集主幹から

2012 年、明けましておめでとうございます。そして、
資産運用のプロフェッショナルが執筆し閲読するデ
ロイトの国際的刊行物「パフォーマンス」第 7 号をお
読みいただき有り難うございます。編集チームは全
員、デロイトにとって業界向けの主要コミュニケー
ション手段となったこの刊行物が 3 年目に入ったこ
とを喜ばしく感じています。
読者は 30 カ国以上に広がり、その数は 2 万人を
超えています。この企画の出発点を振り返ってみる
と、その大きな成長と「パフォーマンス」に対する好
意的なフィードバックに身のすくむ思いがします。
資産運用活動にとって新たな厳しい 1 年の最初の
発刊となる本号では、金融取引関連の税金、希薄
化防止の技法、分析、収集品資産、UCITS（譲渡可
能証券の集団投資事業） IV におけるリスクマネジ
メント、GIPS（グローバル投資パフォーマンス基準）
あるいはコーポレート・ガバナンスなどのテーマを
取り上げることにしました

通常、本誌のレポートは特定の国に軸足を置いた
視点を取らないように努めています。しかし本号
については、世界屈指のダイナミックな経済を有
する国、ブラジルの資産運用の動向を紹介するの
も興味深いのではないかと考えました。
毎回申し上げておりますように、ご興味をもった
テーマについて見解やアイデアを交換するため
に、ご遠慮なく私たちにご連絡ください。編集チー
ムを代表して、「パフォーマンス」を楽しんでお読
みいただければと願っております。ご支援につい
て感謝申し上げます。
敬具

サイモン・ラモス
編集主幹

連絡先
サイモン・ラモス （Simon Ramos）
ディレクター － アドバイザリー・コンサルティング担当
デロイト・ルクセンブルグ（Deloitte Luxembourg）
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話： +352 451 452 702、携帯電話： +352 621 240 616
siramos@deloitte.lu, www.deloitte.lu
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市場動向

ファンド分析は規制要件、
それとも事業機会？
ピーター・スペンサー
（Peter Spenser）
プリンシパル
コンサルティング
デロイト米国.

リリアナ・ローブ
（Liliana Robu）
シニア・マネジャー
米国北東部サービス・
オペレーションズ・
エクセレンス－証券
デロイト米国

デービッド・バーナーズ
（David Berners）
アナリスト
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

ザビエル・ゼーゲル
（Xavier Zaegel）
パートナー
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト・ルクセンブル
グ

ベンジャミン・コレット
（Benjamin Collette）
パートナー
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

長年の間、ファンド分析は業務遂行に不可欠であると同時に、
規制当局が要求する指標や、投資業界が業績を理解するた
めに求める指標を算定する煩雑な方法であると捉えられてき
ました。
とりわけ最近の市場の混乱を受けて規制当局が投
資ファンドなどの金融商品への注視を強めている
時期にあっては、こうした要因がファンド分析(fund
analytics)を作成する重要な理由になっているもの
の、分析はそれ以上の意義をもつ可能性がありま
す。資産管理サービスのバリュー・チェーンのどの
段階でも活発な収益の原動力となり得るのです。採
算性評価あるいはマーケティング、いずれの目的で
使用されるにせよ、分析の作成は規制主導から経
営管理の戦略的要素へとシフトしつつあります。
これを推進した主要因は過去数年間に達成され
た技術進歩で、それにより、一層複雑な分析能力
が開発されてきました。そうした技術進歩として
は、計算能力やデータ容量自体の飛躍的な増強
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のほか、従来よりもはるかに強力なデータ（特に非
構造化データ）処理ソフトウェアの導入、予測モデリ
ングやセンチメント分析などますます洗練の度を高
める諸技術が挙げられます。クラウド・コンピューティ
ングを通じて可能となった変動費の活用能力、すな
わち「弾力的」能力は、数年前には想像もできなかっ
た「大量データ」の分析を実行する機会をもたらして
います。
以下では、分析の実施における規制当局や企業の
動向を取り上げます。最初に、迅速かつ効率的な分
析実施が必要となる、変動の激しい市場環境に焦点
を合わせ、UCITS（譲渡可能証券の集団投資事業）
IV の下でのファンド分析について検討します。次に、
マーケティングや事業管理の有用なツールとなる分
析を紹介し、最後に分析作成における最近の企業の
動向について述べます。

変動の激しい市場環境では利用可能な選択肢や結
果に関する迅速な把握が必要
市場の方向性が頻繁に変わる時期には迅速な意
思決定の重要性が高まります。今日、聡明と判断し
た意思決定も、明日になればそれほど賢明と思わ
れないかもしれません。資産運用会社にとって、予
測分析やシナリオ生成は意思決定のモデル化に不
可欠の手段となっています。資産運用会社は感応
度分析やストレス・テストのための様々なプラット
フォームやプロセスを有していますが、資産が極め
て特殊な、相互に異なるプラットフォーム上で管理さ
れていることが少なくありません。さらに、シナリオ
の結果の分析やストレス・テストでは、往々にして
データの収集や分析、シミュレーションについて大
規模な取り組みが必要となります。こうした取り組
みは何週間もの時間を要し、総合的な意思決定の
一要素というより正式な報告プロセスの一部に相当
する場合もあります。そのような場合、市場変動や
個別的な主要要因がすべてのポートフォリオに対し
てどんな全体的影響を与えるのかの把握が困難と
なり、ダイナミックな意思決定が妨げられます。

私たちの経験によれば、そのような事例で成否
を分けるのは、資産運用会社の規模や複雑性
あるいは商品範囲 ではなく、ストレス・ファク
ター・モデル、評価モデル、ファクター相関行
列、データ・ウェアハウス、報告プラットフォーム
を組み入れたシナリオ生成ツールのように、、
様々な投資グループが共有する単一の分析フ
レームワークを使用して、様々なプラットフォー
ムがどの程度統合されているかということです。
これは、自律的に成長してきた資産運用会社や
比較的単純な商品範囲をもつ資産運用会社で
より一般的に見られます。

UCITS IV と KIID：最終利用者と規制当局のための
ファンド分析
UCITS IV は、投資ファンドに対し主要投資家情報文
書（KIID）を提出する義務を負わせます。KIID には、
そのファンドの様々な重要側面について簡潔に投資
家に情報を提供することを目指した一連のファンド分
析の結果が記載されています。例を挙げれば、合成
リスク・リワード指標（SRRI）やファンドの過去のパ
フォーマンス、ファンドの継続的な費用などです。
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業界は SRRI には欠点があると主張していますが、
その一方で、KIID の究極的な存在意義に言及する
ものもいます。確かに、KIID によって導入される指
標は複雑な現実を幾分単純化しすぎているように思
われます。例えば、SRRI は流動性リスクやカウン
ターパーティ・リスクを考慮に入れていません。特に
最近の市場の混乱を勘案すれば、これらのリスクは
投資家にとって重要な次元のリスクと言えます。これ
により、投資家は誤った安心感を抱く恐れがありま
す。運用実績が 5 年に満たないファンドは代用値を
使用して SRRI を計算します。その結果、SRRI の計
算が首尾一貫せず、結局、比較が不可能になりま
す。このことは、投資家情報の比較可能性と標準化
という KIID の目的を考慮した場合、一層大きな問題
点となります。しかしながら、KIID で使用されるファン
ド分析は重要な恩恵ももたらします。初めて、KIID
は、投資ファンドの重要要素についての情報を投資
家に知らせる標準的方法を提供します。KIID が投資
家にもたらす付加価値は簡潔性と直感性です。で
は、KIID とそれに基づく分析に対し網羅性を期待す
ることは現実的でしょうか。

市場の方向性が頻繁に変わる時期には
迅 速 な意思 決 定の 重要 性が 高まり ま
す。今日は聡明と思われる意思決定も、
明日になればそれほど賢明と思われな
いかもしれません。
KIID に関連するファンド分析の作成は課題が多い
可能性があります。特に、最終投資家への KIID の
適切な配布を証明しなければならないことから、KIID
の最初の準備には相当の業務上の取り組みが必要
となります。適切な KIID 配布の責任をファンドの販
売会社に転嫁するための既存の販売契約の改定
は、その配布プロセスにおける一つの手順にすぎま
せん。例えばファンド分析に目を向ければ、時系列
データが不完全だった場合や運用実績が欠如して
いる場合には、代用値を使用しなければならないた
め、SRRI の計算が非常に複雑になることがありま
す。しかし真の難題は KIID の維持にあると思われ
ます。
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市況が大幅に変化した場合、SRRI が変更され、
その結果 KIID が改訂されることがあり得ます。つ
まり、KIID の生成では作成に重点を置いたアプ
ローチが決定的に重要となります。この意味で
は、間違いなく技術が重要な役割を果たします。
技術を活用すれば、資産運用会社は迅速に KIID
を改訂し、効率的に配布することが可能となるか
らです。新しい KIID へのリンクを含んだ電子的な
アラート通知から、ファンド販促業者の年次報告
書に体系的に KIID を組み入れることまで、様々な
手法を駆使して KIID の更新を最終投資家に周知
させることが考えられます。
UCITS IV はまた、リスクに関連するファンドの
様々な側面について規制当局に情報をもたらすこ
とを目的とした一連のファンド分析を導入していま
す。例えば、ストレス・テストの指標、バリュー・アッ
ト・リスク（VaR）の指標、バックテストの報告のほ
か、流動性、通貨、カウンターパーティ・リスクの諸
指標などがその例です。しかし、例えば VaR は報
告で広く使用されるリスク指標ですが、UCITS IV
はその計算方法を明確に示していません。モンテ
カルロ・シミュレーションやヒストリカル・モデルなど
の異なる方法が使用可能なのですが、その計算
結果も異なることになります。このため、規制当局
がファンド・レベルのリスクマネジメントに取り組む
方法に不一致が生じます。同じことがストレス・テ
ストや流動性リスクの測定についても言えます。
UCITS IV に加え、オルタナティブ投資ファンド運
用者指令（AIFMD）がオルタナティブ投資ファンド
の監督に関する新規フレームワークを定めていま
す。
AIFMD は、まだ明確な形に成っていませんが（同
法の対象外とする期間は 2014 年 3 月で終了す
る予定）、ひとつは明らかなようです。すなわち、こ
の指令が、UCITS IV に従い作成されている以上
に、一連のファンド分析を導入することです。

例えば、投資家向け開示のレベルでは、非流動資
産の比率やファンドの過去の実績を開示しなけれ
ばならず、一方、規制当局のレベルでは、ファンド
のレバレッジに関連する適切な補足的分析（例え
ば、使用されたレバレッジやレバレッジの最高水
準など）も開示しなければなりません。
AIFMD はファンドの監督を強化したフレームワー
クを導入しているため、次回発表される UCITS で
は、それを反映したファンド分析の使用の強化が
なされるのではないかと見られます。
マーケティングと顧客への報告：差別化の要素と
してのファンド分析
ソーシャル・ネットワークの出現に伴い、投資家や
顧客を引き付けたり連絡するための新たな手段が
利用できるようになっています。ソーシャル・ネット
ワークでは、顧客の選好や行動、助言（クチコミ）に
関する貴重な情報となる非構造化データが飛び
交っています。絶え間ないデータ・フローから有意
義な情報を読み取るのは厄介な作業です。個人向
けの資産運用会社はまだこの分野で大規模な投
資を行っていませんが、他のセクター（例えば、消
費者向け製品など）の企業は新たなソリューション
の活用を開始しています。

例えば、企業によっては Salesforce.com を利用し
て、自社製品に関する、無限に供給される顧客の意
見をモニターし、そのデータを有用な指標（顧客の傾
向や製品への期待など）へと構造化して、伝統的な
顧客分析（顧客の生涯価値、セグメンテーション、可
処分所得内の消費シェア、選好チャネル、サービス・
モデルなど）を補完しているところがあります。
多くの資産運用会社はソーシャル・メディアに関する
戦略を決定していないようですが、ほとんどがこの分
野に進出しています。機関投資家は、単に一般的な
背景情報や会社の沿革を含んだ内容を作成するに
とどまっているのに対し、大部分の個人向け投資会
社は、何千人ものフォロワーや新しい低コストのコ
ミュニケーション・チャネルやマーケティング・チャネ
ルを有しています。
近年、上場投資信託（ETF）や他の手数料の低い商
品に対する投資家の需要が急速に高まっています。
世界全体の ETF の運用資産残高は、過去 10 年間
の年複利成長率が 30％を超えています。こうした成
功の背景には、間違いなく低い手数料や、パッシブ
投資戦略がアクティブアプローチよりも高いリターン
をもたらすかどうかの継続的な論争があります。しか
しながら最近では、富裕層や機関投資家の間で、手
数料がより高い別の商品へのシフトが見られます。
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ファンド分析は、パッシブ投資戦略と比較したアクティ
ブ投資戦略の位置付けに一定の役割を果たすこと
があります。資産運用会社は、（例えば、詳細な概要
報告書を投資家に提供することにより）、シャープ・レ
シオ、アルファ、トレーナーの測度などの分析指標を
使用して、あるファンドがパッシブ投資戦略と比べて
も投資する価値があることを投資家に示すことがで
きます。
多かれ少なかれ洗練された一連のパフォーマンス
指標を使用して、アクティブ運用ファンドをパッシブ
運用ファンドから差別化することが可能です。例え
ば、アルファ創出はファンド・マネジャーの銘柄選択
能力を立証する一つの方法と言えます。したがっ
て、ファンド販売業者にとっては、その分析結果を積
極的に知らせることが、市場で自社ファンドを位置
付けるための有用なマーケティング・ツールとなるこ
とがあります。市場で広く使用される別のパフォーマ
ンス指標としてはシャープ・レシオ（リスク調整後の
パフォーマンス指標）があります。
ファンドのパフォーマンス指標はファンド・マネジャー
にとっても有用なツールです。パフォーマンス指標
は、投資家が他のファンドやベンチマークと比較して
投資ファンドを評価するために使用する主要な指標
の一つとなっています。しかしながら、この指標の作
成と解釈のどちらも標準化されていません。ファンド
のパフォーマンス分析を実施する際の主な課題は、
中間段階の損益を管理するために正確なポジショ
ンを維持することにあります。さらに、パフォーマン
スを算定するたびに異なるポジションを正確に評価
することが不可欠となります。
ファンド・マネジャーはファンドの総合的パフォーマン
スだけでなく、パフォーマンスの要因にも関心を持っ
ています。マネジャーはパフォーマンスの要因分析
を行うことで、とりわけ為替の影響に関連するパ
フォーマンスを資産固有のパフォーマンスから区別
することができます。

ソーシャル・ネットワークでは、顧客
の選好や行動、助言（クチコミ）に関
する貴重な情報となる非構造化
データが飛び交っています。
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為替に起因するパフォーマンスは多くの場合、証券
選定プロセスの副産物にすぎないのに対して、資
産固有のパフォーマンスは証券選定プロセスの質
に関する重要な指標となります。要因分析の結果
は、パフォーマンスの算定で一般に見られる難しい
課題（データ収集、データ評価、ポジションの維持な
ど）に加え、使用される要因分析方法に左右されま
す。数多くの多様なアプローチ（例えば株式のリス
ク・プレミアムを通じた、ポートフォリオの基準通貨
からの逸脱の調整）が存在するものの、複数通貨
のポートフォリオのパフォーマンスについて正確な
要因分析を行うための明確なソリューションはまだ
存在しません。
過去数年間、多額の資金がパフォーマンスの要因
分析のシステムに投入されてきました。これらの
ツールは、当初はポートフォリオ・マネジャーのため
に開発されたものでしたが、上級管理者、顧客関係
のスペシャリスト、リスク・コントローラー、マーケティ
ング担当者などにとっても同様に有用な手段となる
場合があります。例えば、上級管理者は顧客と同
様、得られるリターンは請け負ったリスクに見合っ
たものでなければならないと考えています。このこ
とはファンド全体のレベルだけでなく、意思決定プロ
セスの各段階にも当てはまります。したがって、リス
クマネジメント・チームは、両方の要素が首尾一貫
した方法で評価されるようにパフォーマンス指標を
注意深く取り扱う必要があります。
ファンド・マネジャーにとって一連のファンド分析を
採用すべき別の有力な理由は、ファンドの格付上
の資格に関連しています。モーニングスターやリッ
パーなどのファンド格付けは、個人投資家のみなら
ず機関投資家にとっても質の指標として確立されて
います。したがって、それらの格付会社から高い格
付けを付与されることは、投資ファンドにとって重要
なセールスポイントになります。それらの格付けの
確定のために使用される方法は概ね、ファンドの過
去のボラティリティについて調整したファンドの過去
の年率超過リターンを用いるモーニングスターのリ
スク調整後リターン（MRAR）など、一連の分析結果
に基礎を置いています。良好な格付けを目指すファ
ンド・マネジャーは、格付けの基礎をなすパラメータ
を絶えず注視している必要があります。

事業管理：採算性の尺度としてのファンド分析
商品の採算性分析は、資産運用会社にとって、どの商
品について廃止や価格の再設定、統合を行うべきかを
決定し、それを通じて、利益にマイナスの影響を与える
商品を除去し、商品ごとの価格戦略（例えば、カスタマ
イズに要する高いコストの転嫁や下限価格の設定な
ど）を改善する上で欠くことができません。また採算性
分析を実施することで、新商品の立ち上げの際の価格
設定や、収益分配契約、特別注文の資産運用委託の
交渉に関して情報に基づく決定を下すことや、各商品
にとって必要な規模に関する知見を得ることが可能に
なります。これにより、資産運用会社は、予定期限まで
に必要な規模に達しなかった商品、あるいは単に現在
のコスト構造で採算が取れない商品の削除に関する
一連の基準を定め、先を見越した措置をとることがで
きます。
私たちの経験によれば、商品の採算性分析の実務は
当初の想定以上に難しいものです。例えば、多くの資
産運用会社は毎年、ファンドの採算性の情報を取締
役会に提供していますが、その情報は極めて詳細な
ものの、資産運用会社がほとんどの場合ファンドごと
ではなく戦略ごとにパフォーマンスを監視しているため
に、実施が容易ではありません。大部分の場合、商品
の採算性の評価は単発的な作業として行われていま
す。商品の採算性の分析が十分に確立された定期的
なプロセスになっていない場合、商品の損益に関する
普遍的に受け入れられたアプローチや、複数の部署
が共有するコストの配分の仕組みはまず存在しないと
見られます。その結果、事業分野をまたいでデータを
収集し、一貫性を確保することは、大変な努力を要す
る作業となり、採算性の低い事業や商品種目に関連
する低水準の透明性による阻害がたびたび生じま
す。一方、こうしたプロセスがより成熟し、四半期に 1
回実施されている資産運用会社では、配分モデルが
組み入れられた、定期的に見直される一組の全社的
アプリケーションを活用して、繰り返し可能な採算性の
評価が行われています。

投資家がパッシブ戦略へと選好をシフトし、また質へ
の投資により低利回りの商品に向かっていることか
ら、運用資産ごとの純収入は、特に機関投資家につい
て減少傾向が続いています。その結果、価格が著しく
圧迫され、利益率が悪化し、スケールメリットが低下し
ています。この傾向は、規制遵守のコスト増により悪
化の追い打ちがかかっています。
その結果、資産運用会社はコスト重視の姿勢を強め
ていますが、有効なコスト管理に必要な透明性の確保
という点で分析が重要な役割を果たします。主要な成
功要因やコア・コンピテンスはアルファの提供者とベー
タの提供者とで著しく異なるため、分析の適切性もま
た異なっています。ベータの提供者に関しては、業務
効率が主要な成功要因であることを踏まえれば、例え
ば取引処理の指標、中断とミス、取引量の情報、サー
ビス内容合意書の遵守などの業務執行能力や関連す
る問題点を分析の対象とする必要があります。
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それらの分析データの収集は、多くの場合オペ
レーショナル・エクセレンスの報告パッケージ
の形で週 1 回あるいは月 1 回行われていま
す。この分析は往々にして、コスト要因や業務
の拡張可能性、オペレーショナル・リスクに対す
る感応度などの単発的な分析によって補完され
ています。資産管理サービス機関も同じように
業務効率やプロセスの指標の分析を重視して
いますが、レスポンス・タイム、サービス内容合
意書の履行の積極的な監視および問題点の根
本原因分析、そして顧客カテゴリーごとのサー
ビス原価など、顧客サービスに関する強力な分
析によってそれを補完しています。アルファの
提供者に関しては、ポートフォリオとパフォーマ
ンスの分析が最も重要になります。
さらに、クラウド・サービスや仮想化の出現によ
り、分析に必要な大量のデータを利用時払いで
処理できるようになり、高度な処理能力が備え
るすべての長所を維持しつつ、インフラを簡素
化し、費用を削減することが可能になりました。
私たちの経験によれば、多くの大手資産管理
サービス会社は、引き続きインフラ費用を抑制
すると同時に分析の必要性を満たすためにトッ
プクラスのデータマイニング・分析会社との提携
を追求しています。

最近の市場の混乱と最終投資家
に対するその影響を受けて、市場
監督当局は金融市場商品に対す
る監督と規制を強化しています。

事業動向：サービス範囲拡大の手段としてのファンド
分析
ＩＴ利益率の低下に苦しんでいるセクターは資産運
用会社業界だけではありません。資産管理サービ
ス会社も同じ悩みを抱えています。資産管理サービ
ス業界は伝統的な一括サービス提供モデルから離
れる傾向をますます強めています。サービスのコモ
ディティ化が続いて単純な商品が有利になると同時
に、洗練されたオルタナティブ投資への関心が一貫
して高まるなかで、資産管理サービス会社は価格
設定表の見直しを余儀なくされ、個別的なアラカル
ト方式の価格設定に移行し ています。資産管理
サービス会社は個別的な価格設定を通じて、高度
に洗練された商品についてより大きな利ざやを請求
する一方、単純な商品については価格圧力に対処
するための十分な柔軟性を備えることによって、利
ざや管理の改善を実現することが可能になっていま
す。
それにもかかわらず、オルタナティブ投資への関心
の高まり（したがって、オルタナティブ投資に関する
資産管理サービス会社のソリューション）は、単純
な商品の減収を補うのには不十分と思われます。
一方、資産運用の中核サービスに関しては、差別
化の余地がさほど残されていないと見られます。そ
のため、資産運用会社は資産運用の領域で代替
的な収入源を見いだそうと努力しています。
一方、現在の市場環境の影響で、資産運用会社はリ
スクマネジメントやパフォーマンス管理の向上を図る
ためにファンド分析の使用を強化しています。そのた
めファンド分析は、利益率がより高いサービスに向け
たサービス範囲の拡大のための重要な手段となる可
能性があります。
資産管理サービス会社の間では、ファンド分析の実
施に関連する付加価値の高いサービスを提供する
傾向が強まっていると思われます。実施されている
分析は、パフォーマンス測定や要因分析（例えばリ
ターン、ポートフォリオ、要因、リスク・リターンの分析
など）から、UCITS IV に基づく規制当局向けのリスク
報告、セキュリティ水準の属性や債券の分析などの
かなり高度な投資分析にまで及んでいます。
企業のサービス提供を拡大するために分析を活用
する別の例としては、ファンドに関する一連の指標
（ファンドのリターンなど）を用いた定期的なファンド
業界の報告書の作成が挙げられます。
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結論
ＩＴの進歩に伴い、企業は、会社レベルの意思決
定の支えとなるような方法で、往々にして異質な
非構造化データを大量に収集し処理する能力を
ますます強めています。極めて変動が激しい市
場環境の中で意思決定者が適切な情報に迅速
にアクセスすることを可能にする多数のイノベー
ションのうち三つだけ挙げるとすれば、計算能力
の向上、仮想化そしてクラウド・コンピューティン
グがあります。
ファンド販売業者やサービス・プロバイダーに対
しファンド分析の使用のさらなる拡大を促す主な
要因としては、ファンドの販売戦略、規制要件、
管理の支え、新たな収益フローの探索の四つが
挙げられます。
投資ファンドの販売業者はファンド分析をマーケ
ティング・ツールとして積極的に活用することがで
きます。すなわち、ファンド分析の結果を総合的
に伝えることは、投資ファンドの強みを潜在的な
最終投資家に示す効果的な方法となり得ます。
最近の市場の混乱と最終投資家に対するその
影響を受けて、市場監督当局は金融市場商品

に対する監督と規制を強化しています。欧州の市
場監督当局は、投資家の保護を強め、金融商品の
透明性を高めるために幾つかの指令を導入しまし
た。UCITS IV と AIFMD という二つの指令は、一連
のファンド分析の実施に対して特に大きな影響を
与えています。それらの分析指標の作成は、規制
当局向けの場合と最終投資家向けの場合がありま
す。
またファンド分析は管理の支えとして効果を発揮す
ることもあります。例えば、リスクマネジメントや採
算性分析で重要な役割を果たすことが可能です。
このことを踏まえるなら、資産運用会社はパフォー
マンス測定担当者の位置付けを見直して、リスクマ
ネジメント部門との連携をより密接にすべきである
と思われます。
ファンド分析の実施は、サービス・プロバイダーが
提供するサービス範囲を拡大するための手段とし
て、企業が、ファンド業界で次第に強まる利益率へ
の圧力を緩和するために活用することが可能で
す。
以上を踏まえれば、本レポートのタイトルとして掲げ
た質問に対する私たちの答えは、「その通り、ファン
ド分析の実施は有意義な任務である」ということに
なります。

シャトー・ラフィット、ピカソ、
パテック・フィリップへの投資
収集品資産の増加
ティエリー・ホルトゲン
（Thierry Hoeltgen）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

ポリーン-ガイア・ラビュルト
（Pauline-Gaia Laburte）
アナリスト
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

ビル・ゲイツ、エリザベス女王、ブラッド・ピットの共通点は
何か？
この 3 人はそれぞれが独自の点で世界的な有名人であるだ
けでなく、熱心な収集家でもあります。米国実業界の大立者
ビル・ゲイツは 1999 年式ポルシェ 911 コンバーチブルを
運転し、映画スターのブラッド・ピットは目を見張るような現代
美術作品を収集し、女王は希少切手を所有しています。

有名人だけではありません。今日、収集品は多く
の富裕層にとって相当の規模の資産となってい
ます。投資家は、18 世紀美術、ムートン・ロート
シルトのワイン、アストンマーティン社製自動車
あるいはスイス製時計など、様々な収集品資産
をポートフォリオに加えていますが、その目的は
愛好品の所有にとどまらず分散化のための保有
にもあり、次第にこうした傾向が強まっていま
す。長期的に見て、多くの収集品が株式などの
伝統的投資を上回るリターンをもたらしてきまし
た。
こうした傾向に歩調を合わせ、近年、収集品に
対象を絞った金融商品が登場しています。また
現在の経済危機を背景に、多くの投資家が伝統
的な金融商品以外の投資対象を求めています。
本レポートは次の二つのセクションで構成されて
います。
最初のセクションでは収集品資産を定義し、それ
らが実物資産クラスとして認識される傾向が強
まっている理由を探ります。第二のセクションで
は美術品投資ファンドに焦点を合わせます。こ
のファンドを選んだのは、ワインやバイオリン、高
級車ファンドなど、他の収集品ファンドよりも長い
歴史があるからです。
資産クラスとしての収集品に対する認識の高まり

足元の経済危機もその例外ではありません。株式の
リターンが市場のボラティリティによって損なわれ、債
券利回りが過去最低水準にある状況の中で、投資家
が収集品資産に資金を投入する傾向が現れていま
す。「収集品」という用語は極めて多様な資産を指して
使われますが、そのすべてが類似した特性を持ってい
ます。それは有形、つまり物理的存在であるということ
です。それに加え、耐久性があり、移動可能で、比較
的容易に保管することができます。しかし収集品を高
級品や貴金属などの他の物品と真に区別する特性
は、それが希少で代替不能であるということです。そ
の希少性が原因で、価格は完全に需要に基づいて決
定され、伝統的な有価証券が日常的に取引されるの
に対して、そうした資産の取引はごく稀にしか行われ
ません。
収集品は、このような独自の属性を備えていること
から、インフレや通貨安に対するヘッジ手段を提供
すると同時に、他の金融資産との相関が低く、現在
のような経済的混乱の時期には安全な避難所となり
ます。こうした理由により、富裕層や超富裕層 1 は収
集品への投資をますます増やしています。キャップ
ジェミニとメリルリンチのワールド・ウェルス・レポート
2011 年版によれば、世界の 1,090 万人の富裕層
が、高級取集品（高級車、ボート、ジェット機）、美術
品、宝飾品、宝石および時計、スポーツ関連投資、
その他収集品（コイン、アンティーク、ワイン）などの
「嗜好品投資」に、資産の相当の部分を配分してい
ます 2。

ジョン・F・ケネディは、まだ米国大統領に選ばれ
ていない 1959 年に、困難な時期は別の機会へ
のドアが開かれる時期でもあるという事実を挙げ
て、今では有名となった危機の新たな定義を示し
ました。すなわち、「中国語では『危機』という語は

二つ文字でできている。一つの文字は危険を、も
う一つは機会を表している」と述べたのです。

1 富裕層とは、主な居住用不動産、収集品、消費財、および耐久消費財を除き、100 万米ドル以上の投資可能資産を所有する資産家
として定義されます。超富裕層とは、主な居住用不動産、収集品、消費財、および耐久消費財を除き、3,000 万米ドル以上の投資可
能資産を所有する資産家として定義されます。
2 2001 年ワールド・ウェルス・レポート、キャップジェミニ／メリルリンチ、2011 年 6 月発表
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人々にとって高級収集品（富裕層の嗜好品投資全
体の 29％を占める）が持つ魅力の大きさは、2010
年 10 月にアールキュリアル・オークションハウスで
開催された航空機関連品の販売ではっきりと証明さ
れました。このオークションでは、3 万～3 万 5,000
ユーロで落札されると予想された 1971 年製ミラー
ジュ V が 10 万 2,153 ユーロで売却されました。嗜
好品投資で第 2 位の美術品は、2009 年の最低水
準から 52％増加して 2010 年に総計 600 億米ドル
に達した 3 美術品市場の好転が追い風となり、嗜好
品投資全体の 22％を占めました。その他収集品は
実物投資資産としての位置付けがなされています。
ロンドンのライベックス取引所において業者間で取
引されるワイン価格の水準を示すライベックス高級
ワイン 500 指数は、2011 年 12 月 31 日年までの 1
年間に 4.52％上昇しました 4。2011 年にはダイヤモ
ンドも国際的オークションで過去最高値を付け、「サ
ンドロップ・ダイヤモンド」の名で知られる巨大なダイ
ヤモンドが、イエロー・ダイヤモンドとしては世界最
高の 1,236 万米ドルで売却されました。また高級時
計や希少時計に対する需要も明瞭となっており、
2010 年には、ドバイや香港、ジュネーブ、ニュー
ヨークにあるクリスティーズのオークション・ルーム
で開催されたどの時計の販売でも、金額ベースで
90％以上の販売率を達成しました。
収集品に投資する富裕層の典型像
美術品収集家の典型像を描けば、年齢は 45～65
歳、高学歴、成功を収め（たいていは金融か医療、
法律分野の職に就いている）、よく旅行し、概して 30
年以上収集を行っています 5。中国の投資家は全般
にもっと若く、45 歳未満が 73％、18～34 歳が 45％
を占めています 6。美術品に関して注目すべきは、そ
うした投資家の一部が驚くべき金額を収集品に投資
していることです。世界の上位 14 位までの美術品収
集家が併せて合計 75 兆 2,000 億米ドル相当の収集
品を保有しています 7。

一例を挙げれば、著名なフランス人実業家のフラ
ンソワ・ピノーは、資産全体の 12％に当たる 14 億
米ドル相当の美術コレクションを所有しています
8
。新たなトレンドは、銀行家やヘッジファンド運営
者、金融業者、そして一般的に言えばウォール街
の有力者たちも収集家の仲間に加わりつつあるこ
とです。ビジネス・インサイダー誌によれば、ピ
エール・ラグランジェ 9、J・トミルソン・ヒル 10、アンド
リュー・ソール 11、ロバート・メンシェル 12、レイモン
ド・リアジー13 がウォール街の収集家として上位 5
位内にランク付けされています 14。
また、過去 10 年の間に新しいタイプの収集家が
勢力を増しています。収集品の商品の主要な市
場として中国の存在感が強まっています。この
成長の原動力は中国人富豪の数が増加してい
ることにあります。ワールド・ウェルス・レポートの
データによれば、2011 年にアジア太平洋地域の
富裕層人口は 9.7％増の 330 万人に達し、初め
て欧州（富裕層数は 310 万人）を抜き去り、北米
（同 340 万人）に次ぐ世界第 2 位となりました。こ
れらの富裕層の多くは収集品に対する熱意に満
ちています。その結果、2014 年には中国のワイ
ン消費量はさらに 19.6％伸びると予想されてい
ます。その時点で中国は世界第 6 位のワイン消
費国となると見られます 15。同様に、スイス時計
協会（FH）は最近、2010 年にはアジアが金額
ベースでスイスの時計輸出の 52.6％を吸収した
と発表しました。アジアはまた、経済成長率の点
でも 2009 年比 34.6％と最高の伸びを記録し、中
でも香港は+46.9％と絶対ベースでトップの市場
となりました 16。

今日、収集品は多くの富裕層
にとって相当の規模の資産と
なっています。

3 世界の美術品市場 2010 年版 － 危機と回復、TEFAF、マーストリヒト、2011 年 3 月発行
4 www.liv-ex.com、2011 年 12 月 31 日
5 世界の美術品市場 2010 年版 － 危機と回復、TEFAF、マーストリヒト、2011 年 3 月発行
6 2010～2011 年世界ラグジュアリー協会年次報告書
7 フォーブス・トップ美術品収集家、2011 年
8 前掲資料
9 ベルギーのヘッジファンド・マネジャーで GLG パートナーズの共同設立者
10 ブラックストーン・グループ副会長
11 連邦退職貯蓄投資理事会（FRTIB）理事長
12 ゴールドマン・サックス・グループ上級取締役
13 国際的なコモディティ分野で実物商品の取引に従事
14 「Wall Street’s 25 Art Collectors（25 名のウォール街の美術品収集家）」、ビジネス・インサイダー誌、2011 年 2 月 7 日
15 VINEXPO、IWSR、2011 年 2 月 21 日
16 「The Swiss and World Watchmaking Industry in 2010（2010 年のスイスおよび世界の時計製造産業）」スイス時計協会（FH）、
http://www.fhs.ch/statistics/watchmaking_2010
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収集品への投資に関与するという富裕層の意思決
定では、特に美的価値やライフスタイル上の魅力な
どの感情的要因が作用するため、個人的嗜好が大
きな役割を果たします。しかし、収集品のような物
品の購入は、もはや費用がかかる趣味に興じると
いう側面に留まらなくなっています。富裕層は、長
期的に資本の保全と増価を図ったり、ポートフォリ
オのエクスポージャーを分散化したり、あるいは短
期的な投機的値上り益の追求ということさえ目的と
して、それらの物品を活用する傾向を強めていま
す。例えば、高級ワインは 1991 年 9 月から 2011
年 9 月までの期間に 14.97％のリターンを生み出し
ました 17。
収集品を単なる美的対象に留まらず実物投資の資
産クラスとして捉える収集家が増加するのに伴い、
それを専門とする金融商品が出現してきました。本
レポートの第二セクションでは美術品ファンド業界に
ついて検討し、同業界が、次第に増加する富裕層
の需要に対応するためにどのように発展してきたか
を振り返ります。

収集品への投資：美術品投資ファンドの増加
美術品市場への資金投資には様々な方法があり、非
営利基金、収集家のクラブや慈善団体などは数十年、
あるいは何世紀もの歴史さえ持つものが存在します。
しかし今日では、「美術品の売買を通したリターンの創
出を専門とする私募投資ファンド 」18 として定義される
美術品ファンドが、高額の美術品を購入すると同時に
リターンを生み出す新たな機会を投資家に提供してい
ます。
美術品投資ファンドの歴史は、フランスの金融業者アン
ドレ・レベルが 1904 年に 12 人の投資家を説得して「熊
皮（La Peau de l’Ours）」と呼ばれる新規投資ファンドに
出資させたことに始まります。そのファンドはピカソ、マ
チス、ヴァン・ゴッホなど有名な画家の作品を 100 点以
上取得し、その後 1914 年にそれらをオークションで売
却して当初資金を 4 倍に増やしました１９ 。これ以降、
1970 年代に入って機関投資家向け投資ファンドが登
場するまで、美術品ファンド業界にはほとんど動きがあ
りませんでした。

17 http://www.liv-ex.com/pages/static_page.jsp?pageld=210 pdf、2011 年 11 月 25 日
18 www.artfundassociation.com、2011 年 11 月 29 日
19 「Cash for canvas（絵画のためのキャッシュ）」ニューヨーカー誌、2005 年 10 月 17 日
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そうしたファンドで最も著名な例は、年金基金全体
の 2.5％を用いて 2,500 点ほどの美術品を取得し
たブリティッシュ・レイルでした。ブリティッシュ・レイ
ル・ペンション・ファンドのコレクションはすべて
1987 年から 1999 年の間に売却され、1974 年か
ら 1999 年までの期間に全体で 11.3％（年複利）
のリターンを投資家に提供しました 20。絵画の一
部は予想を大幅に上回る成果を上げ、例えばルノ
ワールが描いたセザンヌのパステル像は 23 万米
ドルで購入した後、240 万米ドルで売却されました
２１
。
しかし、美術品ファンド業界のブームが実際に根
付き始めたのはそれから 30 年後のことで、1990
年代後半から 2000 年代初頭にかけて数多くの
ファンドが現れました。これらの新たなファンドは、
美術品専門のファンド構造という新型の組織を用
いて、分散化戦略の一環として美術品などの実物
資産への投資を開始しました。この時期の美術品
ファンドの出現を支えた要因としては、美術品価
格のサービス・プロバイダーや市場アナリストが確
立され、アートネット、アートプライス、アート・マー
ケット・リサーチなど一連の美術品価格のインデッ
クスが設定されたことによって、美術品市場に関
する情報のアクセスが向上したことが挙げられま
す。デロイト／アートタクティックの 2011 年アート・
アンド・ファイナンス報告書によれば、美術品ファ
ンド市場はその後、2000 年から現在までの間に 3
回のサイクルを通過してきました２２。2000 年から
2005 年までの初期段階には、クリスティーズの
ファイナンス担当取締役だったフィリップ・ホフマン
が 2001 年に立ち上げたファイン・アート・ファンド・
グループを含め、数多くのファンドが設立されまし
た。ホフマンのファンドは 2011 年 6 月 30 日現
在、約 1 億米ドルの運用資産を保有し、年率
24.5％の内部収益率（IRR）の実績を有していまし
た２３。
20
21
22
23

しかし、成功を収めたこのファンドを除けば、当時設
立されたほぼすべての美術品ファンドが消滅しまし
た。2005 年に始まった 2 回目のサイクルには、インド
や韓国で多くの美術品ファンドが出現しました。この
サイクルは市場が世界金融危機に見舞われた 2008
年に終了しました。
美術品ファンド業界は 2009 年に 3 回目のサイクルに
入りました。このサイクルに関与しているのは、過去 2
回 のサ イクル で生 き残っ たファン ドと 、アートム ン
ディ、ディオニュソス・アート・ファンド、ブラジリアン・
ゴールデン・アート・ファンドなど、美術品と投資の両
分野に経験を持つ専門ファンド・マネジャーによって
管理される新興ファンドです。ファンド・マネジャーは、
ファンド管理に伴う通常の職務のほか、美術品の発
見と購入、輸送に関係するすべての物流、保管およ
び保険の監督、ファンドのコレクションが展示される際
の文化団体との連絡２４ 、そしてファンドを解消する時
点における美術品の売却などの任務を遂行します。
2011 年の世界の投資ファンド市場の規模は 9 億
6,000 万米ドルだったと推定されています。同市場は
また世界に広がり、ルクセンブルグ、米国、シンガ
ポール、スイスなどの国々で 44 の美術品ファンドと
美術品投資信託が活動しています。また、さらに多く
のファンドが準備段階にあり、2011～2012 年には少
なくとも 8 本の新規美術品ファンドが設立を予定して
います２５。

美術品市場への資金投資には
様々な方法があり、非営利基金、
収集家のクラブや慈善団体などは
数十年、あるいは何世紀もの歴史
さえ持つものが存在します。

「Betting on genius（天才への投資）」エコノミスト誌、2003 年 8 月 21 日
「British Pension Fund Sells US$65.6 Million in Artworks（英国の年金基金が美術品を 6,560 万米ドルで売却」ニューヨークタイムズ紙、1989 年 4 月 5 日
2011 年アート・アンド・ファイナンス報告書、デロイト／アートタクティック、2011 年 12 月発行
www.thefineartfund.com、2011 年 11 月 30 日。「2011 年 6 月 30 日現在におけるファイン・アート・ファンド、ファイン・アート・ファンド II、中東ファイン・アート・ファンドおよびファイン・
アート・ファンド III の売却資産全体の過去の実績」
24 マーケット・レポートは、美術品の展示、とりわけ著名な国際的美術館や画廊における展示は、美術品の価値の上昇に直接結び付くことを明瞭に示しています。
25 2011 年アート・アンド・ファイナンス報告書、デロイト／アートタクティック、2011 年 12 月発行

興味深いのは、上記の 44 本の美術品ファンドのうち
21 本が中国のものであることです。実際、過去 5
年の間にアジア、具体的には中国が美術品ファン
ド業界の中心プレーヤーとなっています。中国の美
術品ファンドと美術品投資信託の市場は 2011 年
に 3 億 2,000 万米ドル強の規模に達しました。それ
に加え、2011 年下期と 2012 年上期には 3 億米ド
ルの資金調達が進められています２６ 。これらの美
術品ファンドは、世界のこの地域における新たな富
裕層世代の誕生と時期を同じくしていますが、その
新世代は自らが洗練されており、世界有数の収集
家と同じ水準にあることを証明することを希望して
います。その一方で、中国の投資家は中国人芸術
家の選好という点で他地域にはない独自性があり
ます。そのため、中国の美術品ファンドは曽梵志、
張曉剛、陳逸飛、王沂東、周春芽などの同国人芸
術家を特に重視しています 27。また中国の美術品
ファンドは、銀行が美術品ファンド業界に参入する
意欲を有していることによる恩恵を受けています。
中国初の民営銀行となった中国民生銀行は 2007
年、美術投資計画を立ち上げ、金融機関としては
中国で初めて、美術品ファンドの分野に参入する
許可を中国銀行監督管理委員会から与えられまし
た。中国民生銀行によれば、そのファンドは最大
25％のリターンを生み出して成功を収めました。そ
の結果、同行は 2010 年初頭に「第二商品、芸術
品投資スキーム」を設定しましたが、わずか 1 週間
で申込みの枠が埋まりました 28。

結論
美術品ファンド業界は金融危機を乗り越えて、過去
3 年間、順調に発展してきたものの、ニッチ市場で
あることは従来と変わらず、美術品が本格的な資
産クラスになるためには大きな障害を克服する必
要があります。現在のところ、大部分の美術品ファ
ンドにとって資金調達が困難な状態が続いていま
す。特に、それらのファンドは、オルタナティブ投資
運用者に対して金融規制当局への報告と最低自己
資本比率を満たすことを要求する新たなオルタナ
ティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）などの基準
を充足しなければならないため、その困難性が増し
ています。また、金融危機の影響で投資家は慎重
姿勢を強めており、現在では従来よりも徹底した
ファンド評価を行っています。
とはいえ、世界経済の不透明性と同時に低金利環
境が続く中で、さらに多くのオルタナティブ投資の金
融商品が市場に登場することが見込まれます。オ
ルタナティブ投資ファンド業界が成熟するにつれ
て、ジャージー島、ガーンジー島、ケイマン諸島、英
領ヴァージン諸島、アイルランド、シンガポール、ル
クセンブルグなどオフショアの課税管轄の間で統合
に向けた動きが強まる公算が大きくなると思われま
す。

26 2011 年アート・アンド・ファイナンス報告書、デロイト／アートタクティック、2011 年 12 月発行
27 2011 年 10 月発行のアートプライス／FIAC の 2010 年／2011 年現代美術市場レポートによれば、この 5 人はいずれも 2011
年のオークション販売額で上位 10 位までのアーティストに入っている。
28 「The Art Market: A False Leonardo（美術品市場：偽レオナルド）」フィナンシャルタイムズ紙、2010 年 1 月 22 日
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GIPS
「必要」悪
カリム・マナー
（Karim Manaa ）
シニア・マネジャー
監査
デロイト・カナダ

パスカル・ケーニッヒ
（Pascal Koenig）
パートナー
コンサルティング
デロイト・フランス

資産運用業界では、「 過去の実績は将来の
結果を意味するものではありません 」という
表現はよく知られています。ところが実際に
は、投資家は新たに資産運用会社を雇おうと
するときは主にその運用実績に着目します。
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長年にわたり、パフォーマンスの測定と報告には一
貫性と整合性が欠けていました。グローバル投資パ
フォーマンス基準（GIPS）はこうした問題に対処する
ためのもので、投資の結果を計算して見込及び既存
顧客に報告する方法に関する指針を投資会社に提
供する一連の「標準化された業界全体の倫理原則」
から成っています。1993 年に北米で AIMR-PPS（米
国投資管理・調査協会パフォーマンス提示基準）とし
て発表された GIPS は、今日ではパフォーマンス測
定と報告のグローバル・ベンチマークとなっていま
す。GIPS は業界のベスト・プラクティスを表しており、
「公正な表示と完全な開示の原則に基づく信頼でき
るパフォーマンス指標を求める投資家に保証を提供
することを目的」としています。
金融危機とそれに付随する不正の問題は投資家の
信頼感の喪失を招きました。今や投資家は一貫性と
透明性のより一層の向上を期待しています。ウォー
レン・バフェットが述べたように、「理解できないもの
は買いたくない」ものです。今日の投資家は、買おう
とする商品の種類、類似した投資の過去のパフォー
マンス、比較情報、支払うことになる手数料などを理
解したいと考えています。これらすべての要件はさら
に他の要件と共に、GIPS に完全に準拠した提示の
一部をなしています。
ビンセント・パフォーマンス・サービシズが 2008 年に
米国とカナダの機関投資家向け資産運用会社を対
象 に 実施 し た調 査に よれ ば 、回 答 者の 96 ％ は
GIPS 基準に準拠しており、2％は現在準拠していな
いものの近々そうする予定があり、2％は現在準拠
しておらずその予定もありませんでした。

米国やカナダで機関投資家が資産運用会社の調査を
実施するのを支援するコンサルタントは、通常、質問
票調査の最初に次の三つの質問を行います。
1．GIPS に準拠しているか。
2．検証を受けているか。
3．検証者は誰か。
GIPS に準拠していない資産運用会社は、最初の質問
に「いいえ」と答えることで、たとえ優れたリターンを創
出していても選定の見込みが低下するように感じるも
のです。
機関投資家向け投資業界で GIPS の準拠がこれほど
広がっているもう一つの理由は、機関投資家が自身
の投資対象を理解する受託者責任を負っていることで
す。機関投資家は投資対象を分析して取締役会や監
査委員会に報告するために様々な要素を必要として
います。資産運用会社の選定に当たっては前もって、
一連の厳格な基準に従って過去のパフォーマンスが
計算され提示されていたかを確認したいと考えます。
GIPS に準拠するということは、標準化された計算方式
の使用に留まりません。準拠していると表明する会社
は、一定の方法でパフォーマンスを計算し提示するた
めの方針と手続を備えています。また、そうした会社
は、とりわけ評価やベンチマーク、データ入力、統制な
どが首尾一貫しています。さらに、GIPS への準拠は、
その会社がリターン、資産、分散、リスク等についての
包括的な報告をサポートできることを意味します。言
い換えれば、GIPS に準拠する会社は、機関投資家が
資産運用会社の選定や取締役会への報告の際に必
要と考える方針や手続、報告資料を提供できるので
す。

米国とカナダでは現在、機関投資家向け資産運用会
社にとって GIPS の遵守が業界標準になりつつある
ことを示す証拠が存在しています。北米の機関投資
家は、提案依頼書を発行するときはほとんどのデー
タベースと同様、ほぼ例外なく、当の資産運用会社
が GIPS に準拠しているかどうかを尋ねています。
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また GIPS 基準は規制の観点からも真摯に受け
止められています。北米の証券取引委員会は、
とりわけ準拠が監査法人によって評価された場
合に、GIPS 基準を重視しています。それらの委
員会は特に方針と手続のほか、同基準に完全
に準拠した開示に注意を払い、準拠に不備が見
られた場合には年次ベースでそのリストを発表
しています。
最後に指摘しておきたいのは、GIPS が普及して
いる理由の一つは、常に市場動向に合わせて
進歩していることにある、という点です。例えば、
ヘッジファンドは現在、経済危機直前の 2008 年
9 月に到達していた時価総額の全額を回復して
います。機関投資家の資産が流入しているた
め、ヘッジファンド運用会社に対してデュー・ディ
リジェンスが一段と強化され、比較可能性に対
する要求が強まっています。ヘッジファンド運用
会社の間で、必要な透明性を達成するために、
パフォーマンスの測定方法や開示方法に関する
指針として GIPS 基準に対する期待が高まって
います。
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GIPS 運営委員会（Executive Committee）はそうした要
請に応えるために、「オルタナティブ投資戦略および構造
に関する指針書」の公開草案を発表しました。この指針
書は 2012 年 1 月 1 日から施行される予定です
北米の資産運用会社は広く GIPS を「必須」として採用し
ているものの、欧州の資産運用会社の中には採用に積
極的でないところがあるように思われます。例えば、多く
のパリを拠点とする資産運用会社の間では次のようなコ
メントが散見されます。

「顧客の便益に比べて導入や管理、維持の費用が高す
ぎる」
「当社の国内の顧客は関心がない」
「検証者の費用が経常的な負担となる」
「当地のコンサルタントにとっては、GIPS への準拠は事
前選定の決定的な規準となっていない」
これらのコメントは誤りではありません。

この報告フレームワークに対するフランスの機関投資
家の選好は時流に遅れている上、現地のコンサルタ
ントからその見解を改めるようにとの働きかけも受け
ていません。彼らが提出を求める質問書は通常、単
純な二者択一の質問（準拠または不準拠）に限定さ
れています。もはや彼らはこれらの基準を理解してい
ないようであり、中には、未だに 10 年以上前に変更さ
れた AIMR の名称でその基準に言及しているところも
あります。またとりわけ、機関投資家が価値、商品、
指標の参照基礎、パフォーマンスの算定や報告のた
めのツール、外部のパフォーマンスを算定する専門
チームを有していない場合には、費用が問題となりま
す。
今日、社内や社外の報告システムを有していない運
用会社が存在するでしょうか。
検証者を置くための費用は義務ではなく勧奨であり、
準拠していると表明する北米の運用会社の多くが監
査を受けていません。筆者の見解では、それは受け
入れることができる費用です（その証拠に、運用資産
残高でフランスの運用会社の第 3、第 4 四分位付近
であるモロッコの運用会社は、2000 年代に準拠の検
証システムを採用しました）。

しかしながら、フランスの大手資産運用会社 4 社（ア
ムンディ、BNPPIP、ナティクシス AM、AXA IM）は、
GIPS が欧州で発表された時点（1997 年）から、市場
のベスト・プラクティスを採用してパフォーマンスに関
するシステムを強化するために積極的な参加者とし
て、あるいは、国際的な入札で落札のチャンスを高め
る目的で GIPS を適用しています。絶えず卓越性を追
求する、国内の顧客基盤の比重が高い他の運用会
社（CPR AM、ロスチャイルド・アンド・シー・ジェスチョ
ンなど）もこれに従いました。とはいえ、GIPS 基準が
広範に採用されている米国の状況（米国の運用会社
の 80％超が同基準に準拠しているか、準拠の準備
を進めていると報告している、との調査結果もありま
す）とは対照的に、そうした企業は依然として例外的
な存在に留まっています。

最後に指摘しておきたいのは、
GIPS が普及している理由の一つ
は 、常 に 市 場 動 向 に 合 わ せ て
進歩している、という点です。
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米国の運用会社は、準拠を追求する理由として、
重要性の高い順に、以下のものを挙げています
・
・
・
・
・

市場における優位性
準拠しない場合の不都合性
内部統制の向上
コンサルタントからの圧力
新規顧客からの圧力

ほとんどの場合、これらの要因は欧州の運用会社
にも当てはまると思われます。問題は、フランスや
欧州で GIPS を採用しようとする全体的な動きが見
られないのは何故かということです。なんらか熱意
があるのは最大手の資産運用会社だけなのでしょ
うか。
それにもかかわらず、欧州においては GIPS の導
入に有利に作用する規制上・会計上のフレーム
ワークが存在しており（第三者によってレビューさ
れる標準化された会計処理メカニズムやポートフォ
リオ構造を定める会計基準や会計フレームワー
ク）、データの質の問題が全面的に注視されていま
す（その傾向は、運用会社の多くが投資戦略の裏
付けとしてマンデートを使用している北米を上回っ
ています）。
それとも、GIPS 基準は、強制的な規則は最小限に
留め、常識に基づく倫理規範の形をとるという点で、
本質的に欧州の流儀に合わない、ということが理由
なのでしょうか。

確かに、欧州の運用実務に照らした場合、義務の中
には適当でないと思われるものがあります（例えば、
予想パフォーマンス法の使用を維持しながら、月の
最終約定日現在でポートフォリオを評価する義務や、
欧州の公認投資ビークルに関連して広範に規制され
ている金融商品の評価方針のヒエラルキーの表示な
ど）。
しかしながら、一部の運用会社は次のような同基準
の一定の特徴から恩恵を受けています。
・

・

・
・

合意形成された運用の範囲の定義、したがっ
て、確立された監査済みの方法に基づいて決
定される運用資産残高
経営陣のパフォーマンスの決定（グロスベース
の運用報酬の算定や、デスク、つまり、ポート
フォリオのコンポジット（類似ポートフォリオの
集まり）やカーブアウト（ポートフォリオ中の特
定投資戦略の対応部分）の運用資産総額の
算定）
データの収集、処理および資料作成、報告な
どの報告システムの頑健性
コンポジットおよびプロセスの正式化に関わる
ガバナンス

以上のような要素は、運用会社が一定のプロセスに
関連する事業運営や業務の効率性を最適化し、経
営陣の変動的な賞与を正確にかつ透明性の高い方
法で算定するという目標を達成するのに役立ってい
ます。
国際的な GIPS のパフォーマンス提示基準は、ほぼ
15 年にわたりフランスに存在しているにもかかわら
ず、イメージが芳しくないことが妨げとなり、普及が遅
れています。同基準は今もなお、中堅資産運用会社
にとっては容易に達成できるものではない「遠い目
標」となっています。それらの会社にとっては恐らく、
伝統的市場の外で顧客を獲得するために海外の競
合他社に遅れずについていく必要性が、その一歩を
踏み出す誘因になるでしょう。その時点で、それらの
会社は知らない間に既に GIPS を適用していたと気
付くでしょう。
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スペインとイタリアの事例に基づく知見
スペインの資産運用市場は商業銀行や個人投
資家と密接な関係にあります。運用資産のほぼ
90％が、ミューチュアル・ファンドや金融商品とし
ての年金ファンドの形で商業銀行の営業網を通
じて個人投資家に販売されています。
GIPS の検証を受けた資産運用会社であること
は個人投資家の分野では競争上優位とならな
いものの、スペインの資産運用業界の最大手会
社は GIPS に準拠し、ミューチュアル・ファンドや
年金ファンド部門では第三者による GIPS の検
証を実施しています。
機関投資家や現地市場に関しては、それらの資
産運用会社は、この分野でマンデートを獲得す
る目的で、企業年金基金の取締役会に自身の
パフォーマンスを提示するための商業的手段と
して GIPS の報告書を使用しています。
それらの会社はまた、GIPS への準拠を海外諸
国（主に中南米）の支店にまで拡大するか、それ
ともグローバルな資産運用部門を確立するかに
ついて検討を進めています。それは、自社が有
する専門知識や現地の業務能力が競争上優位
となり、機関投資家の顧客基盤を強化し、中南
米諸国への投資に関連するマンデートを有する
機関投資家の新規顧客を獲得するのに役立つ
可能性があるからです。

アントニオ・リオス・シッド
（Antonio Rios Cid）
パートナー
デロイト・マドリッド

GIPS が 1999 年に初めてイタリアで発表され、
2002 年 7 月にイタリア語版が導入されてか
ら、機関投資家の間で GIPS の基準の認知度
が大幅に高まっています。その結果、機関投
資家口座の運用において競争を求める資産運
用会社の中で、同基準の採用が次第に増加し
ています。
さらに、GIPS 基準を導入する運用会社は、内
部プロセスや内部統制が強化され、リスクマネ
ジメントが改善されるため、業界のベスト・プラ
クティスを遵守していると認められます。GIPS
基準に従って投資パフォーマンスを報告してい
ない運用会社が競争入札から締め出されるこ
とはないものの、機関投資家やそのアドバイ
ザーは、GIPS の準拠を決定した資産運用会
社から提出されるパフォーマンス提示の整合
性と信頼性に対して、より高い信頼を寄せてい
ます。それらの運用会社が、応札しようとする
マンデートやサブファンドに整合した特定のコ
ンポジットを有していない場合でさえ、こうした
状況は変わりません。
その結果、イタリアの資産運用会社（および、
海外会社のイタリアの駐在員事務所や支店）
で機関投資家顧客とのリレーション管理の担
当部門に所属する従業員の間では、GIPS の
準拠が競争上優位として売り込みに利用でき
る、あるいは少なくとも競争上の不利の回避に
役立つとの見方が広がっています。
パオロ・ジベロ・リバット
（Paolo Gibello Ribatto）
パートナー
デロイト・ミラノ
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投資ファンドにおける
コーポレート・ガバナンス
取締役の義務と責任再考
ロバート・アスピノール
（Robert Aspinall）
シニア・マネジャー
ヘッジファンド・コンサルティング
デロイト・ケイマン諸島
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ショーン・スミス
（Sean Smith）
シニア・マネジャー
投資運用アドバイザリー
デロイト・アイルランド

投資ファンドの取締役に就任することは、多くの期待と責任を
伴う特別な職業に従事することです。投資社会は、投資を行
おうとするファンド 1 の取締役会レベルのガバナンスに関する
基準に強い関心を寄せ、その期待はマドフ事件以後の状況
において大幅に高まっています。
今般、ファンド投資家は投資対象とするファンドの
コーポレート・ガバナンスに関して、従来よりもはるか
に大きな期待を寄せています。多くの投資家は、ファ
ンドの取締役会を構成する方法や取締役が果たす
役割の変更を積極的に要求しています。カーネが実
施した最近の投資家調査 2 によれば、ファンド投資家
の 91％が、脆弱なガバナンスは、そのファンドが他
の業務面やパフォーマンス面の基準を満たしている
場合であっても投資を行わない理由になり得る、とい
うことに同意しています。
この点に関し取締役に適用される義務は、制定法上
の義務（会社法など）、規制上の義務のほか、コモン
ローに基づく取締役の受託者義務およびその他の義
務の複合として定められています。一般的に言って
制定法上の義務には、とりわけ適正な記録簿の維持
管理を確保する義務などが含まれるのに対して、コ
モンローに基づく義務はより一般的な性質のもので、
取締役に対して適正な技能や配慮、注意をもって行
動することを要求し、会社の最善の利益のために行
動する義務を課しています。
規制当局は、たいていはコーポレート・ガバナンスに
関する行動規範の形で、上記要件を成文化し、拡充
することをますます強く求めるようになっています。そ
れらの行動規範は、英国のコーポレート・ガバナンス
規範など比較的十分に確立された規範の内容を取
り入れながら、投資ファンド業界に合わせて義務内
容を改変する形をとっています。最近の事例として

1

2

は,、アイルランド・ファンド協会が発表した「ファン
ド業に関わる任意コーポレート・ガバナンス規範」
（以下、「アイルランド規範」）や、原則主義的な色
彩がより強いルクセンブルグ・ファンド協会の「ル
クセンブルグ投資ファンドの行動規範」（以下、
「ルクセンブルグ規範」）などが挙げられます。
今日では大部分のファンドが設立時に少なくと
も 1 名の独立取締役を取締役会に置いており、
法域によってはそれを義務付けているところさ
えあります。また独立取締役が海外へ就任する
例も少なくありません。ファンドの取締役会に独
立取締役を置くというコーポレート・ガバナンス
上の要求が強まるにつれて、多くの機関や個人
が取締役として自身の技能と経験を提供しよう
とする申し出を行っています。実際、取締役の
任命という点で幅広い選択肢を有する数多くの
オフショア・ファンドで、こうした事態が生じてい
ることは間違いありません。そうした選択肢の範
囲は、ファンドの取締役会の構成員として上級
管理者を出向させる企業グループから、ファンド
業界に豊富な経験を有する独立の実務家にま
で及びます。
現在の状況の中でファンドの取締役を務めるこ
とは困難な仕事であり、専門的な知識と能力を
要求されます。意欲にあふれる取締役に対し
て、法律上も業界慣行上も重いコーポレート・ガ
バナンスの責任を課しており、その責任を無視
する取締役は危険に晒されることになります。

本レポートを通して、「ファンド」という用語は、ヘッジファンド、投資ファンド、ミューチュアル・ファンド、マネージド・ファンド、プライベー
ト・エクイティ・ファンドを含むがこれに限定されない、すべての集合投資ファンドを意味するものとして使用されています。
ヘッジファンドのコーポレート・ガバナンス：2011 年投資家調査（カーネ・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ）
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取締役のコーポレート・ガバナンスの義務
オフショア・ファンドの取締役を務める場合、通
常の国内会社の取締役とは著しく異なる一定
の特徴が伴います。そうした特徴は取締役の
コーポレート・ガバナンスの義務に直接の影響
を及ぼします。最も重要な特徴を幾つか挙げれ
ば、ファンドには通常、従業員や執行取締役
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、さらには施設が存在しません。代わりに、
ファンドは日常業務を資産運用会社や管理事
務代行会社、他の第三者のサービス・プロバイ
ダーに委任します。
こうした独自の特徴は重要な問題を提起しま
す。ファンドの日常業務がすべて資産運用会社
や他のサービス・プロバイダーに委任されるの
であれば、ファンドの取締役がなすべき仕事は
何もなく、コーポレート・ガバナンスの概念はオ
フショア・ファンドの世界では意味をもたないの
ではないでしょうか。筆者の見解では、これは
事実と異なっており、そのように考えるファンド
や取締役は極めて危険な道を歩むことになりま
す。
現在のところ、取締役会の任務を定めた、法的
拘束力のある行動規範は存在しないものの、
ケイマン諸島取締役協会（CIDA）が採用した規
範のほかアイルランド規範やルクセンブルグ規
範など、数多くの任意規範が導入されていま
す。CIDA への加入は任意とされており、現時
点でケイマン諸島のファンドの取締役を務める
個人が全員加入しているわけではありません
が、加入者は CIDA の職業的専門家の行動規
範を遵守しなければなりません。この規範は、
2008 年 8 月に英国取締役協会が採用した職
業的専門家の行動規範を基礎としているもの
です。アイルランド規範は「遵守、さもなくば説
明」の原則に基づいており、規範からの逸脱は
取締役報告書で開示するか、年次報告書に詳
述された一般に入手可能な媒体を通じて公表
しなければなりません。アイルランド規範は基
本的にアイルランドの様々な現行要件を成文
化したものですが、同時に、取締役会の構成と
役割について新たな要件を導入するとともに、
会長、独立取締役および取締役会委員会の役
割にも触れています。この点に関し、ルクセンブ
ルグ規範はさほど規範的ではなく、年次報告書
に規範の遵守を記載することは良好な慣行で
あると定めています。

「EU コーポレート・ガバナンス・フレームワーク」と
題された最近の欧州連合（EU）のグリーンペー
パーも同様の傾向を示しています。その焦点は主
に上場企業に置かれているものの、同文書では、
非上場企業に対する類似要件の適用についても
検討されています。さらにグリーンペーパーは、取
締役会の多様性、取締役の報酬、リスクマネジメ
ントに関する要件も取り上げています。グリーン
ペーパーがファンド業界に直接的な影響を与える
ことは考えにくいものの、興味深いのは、同文書の
相当部分が資産運用会社のほか、短期主義の防
止や透明性の向上、利益相反の予防に向けたシ
ステムの導入に充てられていることです。このグ
リーンペーパーは現在、協議の対象となっていま
すが、ファンド業界を適用範囲から除外することを
要請する意見が数多く提出されているようです。
以上のような発展中のコーポレート・ガバナンス規
範のほかに、最近、この分野で興味深い判例法が
現れました。以下で説明する事案はケイマン諸島
のヘッジファンドのガバナンスに焦点を合わせたも
のですが、それが他のコモンローの法域の投資
ファンドにも適用されるかどうかが激しい論争の的
になっています。
取締役の義務に関する最新動向
ケイマン諸島の大法廷金融サービス部は 2011 年
8 月 26 日、オフショア・ヘッジファンドに関連して取
締役の義務に関する極めて影響力の大きい判決
を下しました。大法廷は、ウィーバリング・マクロ・
フィクスト・インカム・ファンド・リミテッド（清算中）事
件の判決において、同ファンドの 2 名の元取締役
を義務の履行における故意の不履行の罪で有罪と
し、両名に対し、同ファンドの清算人に総額 1 億
1,100 万米ドルの損害賠償金を支払うよう命じまし
た。この損害賠償金は当該取締役の不履行が原
因でファンドが被った損失額に対応するものでし
た。

最も重要な特徴を幾つか
挙げれば、ファンドには通常、
従業員や執行取締役 3、さら
には施設が存在しません。

3 ここでは、執行取締役とは雇用契約に基づき常勤で業務に従事する取締役を指します。ファンドの取締役の任命条件としては、例
外なく、その職務が非常勤で、報酬にもこうした状況が反映されるとの規定が定められます。
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これは極端な事案で、その背景を検討する際、問
題の取締役が ケイマン諸島の居 住者でもなく、
CIDA の構成員でもなかったということに留意する
必要があります。マグナス・ピーターソンによって支
配される同ファンドの資産運用会社、ウィーバリン
グ・キャピタル（UK）リミテッドは、ピーターソン氏の
弟と初老の継父をファンドの取締役として任命しま
した。大法廷は判決において、この任命は、何らか
の種類のコーポレート・ガバナンスや監督を提供す
る真の取締役会を設置するためではなく、最低限
の法的要件の遵守を証明する意図をもってなされ
たものであると判示しました。両名は 6 年間、資産
運用会社の要請に従い多数の文書に署名する以
外、取締役としての義務の履行のために全く何も
行いませんでした。
大法廷はまた、この形骸化したコーポレート・ガバ
ナンスが原因で、資産運用会社が、架空の金利ス
ワップ取引を計上することによりファンドの純資産
価値（NAV）を不正に水増しして、ファンドに発生し
た多額の損失を隠蔽することが可能になったと指
摘しました。この金利スワップ契約の相手方は、同
じようにウィーバリングの当該取締役が取締役を務
める、英領ヴァージン諸島に設立されたダミー会社
でした。この策謀が発見され、ファンドが清算に追
い込まれるまでに、人為的に水増しされた NAV に
基づく償還金として 1 億 4,100 万ドル以上が不正
に投資家に支払われました。
このような特定の状況において、大法廷は取締役
に対し故意の不履行について有罪判決を下しまし
た。この判決は、取締役がファンドによって提供さ
れる標準的な補償を受けることを禁止しました。本
来であれば、そうした補償のおかげで取締役に対
する清算人の請求は否認されるはずでした。

取締役の義務の明確化
ウィーバリング事件判決は、判事がファンドの取締役
の義務に関する原則について適用範囲の広い多くの
意見を述べているため、ファンド業界に対し広範囲な
影響を与える可能性があります。特に、伝統的な会社
組織の非執行取締役に対して比較的一般的に適用さ
れる多くの原則が修正されて、ヘッジファンド独自の組
織に適用されています。それらの意見はケイマン諸島
の判決に基づくものですが、他のコモンローの法域に
おいても説得力を有する可能性が高いと思われます。
判示された主な意見は以下の通りです。
・

・

取締役はファンドの設定段階で、募集文書が
現地法に適合していること、サービス・プロバイ
ダーとの契約条件が合理的で業界標準に一致
していること、そしてファンドの全体的構造が、
サービス・プロバイダーの間で責任を適正に分
割するような形になっていることを確実にしな
ければならない。取締役は、ファンド（この状況
では将来の投資家を意味する）の最善の利益
のために行動しなければならない。
投資ファンド業界では、資産運用、事務管理お
よび会計処理の業務が専門的サービス・プロ
バイダーに委任され、ファンドの独立非執行取
締役が「高度な監督の役割」を遂行するという
原則の下で経営が行われている。独立取締役
が洗練された投資戦略やトレーディング手法を
直接的に実地に監督することを可能とする専
門能力や経験を有することはほとんどないとし
ても、ファンドが募集文書に記載された投資制
限を遵守していることについて（継続的に）確
信をもつことが独立取締役に期待されている。
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・

・

資産運用会社と管理事務代行会社との間で
職務および責任が適切に分割されていること
を確信することが取締役の責任である。
独立取締役は、単に他の専門的サービス・プ
ロバイダーが注意を促したあらゆる問題に対
処すること以上の行動を要求される。独立取
締役は常に注意力を働かせ、自身の監督責
任の範囲に入るすべての問題に関して自立
的に判断を下さなければならない。取締役
は、顧問弁護士や資産運用会社が作成した
議事録や決議書などの文書に「機械的に署
名する」だけであってはならない。

・

財務書類のレビューは探索的な態度で実行し
なければならない。つまり、取締役は管理事
務代行会社や監査人に適切な調査を行わな
ければならない。独立取締役は財務諸表を読
みこなすことができ、監査プロセスを基本的に
理解していることが期待される。

・

ファンドの取締役は、関係するファンドの活動
について有意義な審議を行うために定期的に
会合を開催し、審議事項の一覧を各取締役会
会議の前に配布し、さらに、取締役会はそれ
らの審議内容の適切な議事録を作成すべき
である。

したがってこの判決は、とりわけファンドの設定段階
において、多くの取締役が従来理解していたと思わ
れる以上に積極的な役割を果たすという、より重い
義務を取締役に課すことになる可能性が高いと言え
ます。例えば今後、取締役は、募集文書についてな
された検証プロセスに関して資産運用会社、管理事
務代行会社およびその他のサービス・プロバイダー
から文書による追加説明を求めるよう希望すること
になると思われます。

取締役の補償への依拠
取締役が、「故意の注意義務違反または不履行」に該
当する行為以外の損失発生行為について補償の恩
恵を受けられる場合、取締役が賠償責任を負う可能
性があるのは、自身が義務違反を犯していることを了
知し、犯すことを意図している場合、または、自身の作
為もしくは不作為が義務違反となるか否かを無視する
という意味で、無謀な過失を犯した場合に限られるこ
とが十分に確立されています。
ウィーバリング事件において、大法廷は、取締役が監
督義務を負うことを知りながら実質的に何も行わな
かった場合、同人は自身の義務を意図的に無視した
と判断され、よって賠償責任を負うと判断される、と判
示しました。この判決は不誠実の問題を直接取り扱っ
てはいないものの、判事は、全く行われなかった会議
の虚偽の議事録に署名することは、取締役が自身の
行動が不正に該当することを完全に了知していたこと
を意味する、と示唆しました。
ウィーバリング事件判決から生じる問題
問題の取締役は、「自身の行動が不正に該当するこ
とを完全に了知し」ながら、「当該ファンドに対する自
身の義務を履行しないことを意図的に選択し」ている
ため、大法廷は、ウィーバリング事件においてほとん
ど何の問題もなく一般原則の言明を適用しました。今
後の裁判では、何が「高水準の監督」に該当するかと
いう未解決の問題が、より厳密な精査の対象となるこ
とは間違いないと思われます。
特に、取締役と他の主要なサービス・プロバイダーの
相互関係の水準は、一層綿密な検討に値します。大
法廷は、ウィーバリング事件判決のある箇所で、取締
役は、ファンドの管理事務代行会社および監査人が
財務諸表を作成し、その財務諸表の監査を実施する
際、合理的な技能や注意および職業的専門家として
の判断を用いていることについて、かかる管理事務代
行会社および監査人に依拠する権利を有すると示唆
しました。それにもかかわらず、「財務諸表が当該ファ

ンドの財政状態を公正に表示していることを確信する
ために、独立の判断を行うことが取締役の義務」でも
ある、とするならば、どの点まで取締役が間違いなく
依拠できるかが、依然として十分に明らかにされてい
ません。
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またウィーバリング事件判決は、管理事務代行会社
および監査人は「取締役が自身の役割を果たすという
点について同人に依拠する権利を有する」とも述べて
います。このことは、後に不正確であることが判明した
財務諸表の作成、発行および承認に多くの当事者が
関与している状況における寄与や第三者の請求に関
して様々な問題を提起します。今後の事案において
は、他のサービス・プロバイダーが職務を遂行するプ
ロセスの監督と、当該サービス・プロバイダーが結果
として提出したものの内容との間に、より明確な区別
を行う必要性が生じる公算が大きいと思われます。

今日、ファンドの取締役の役割が厳しいものである
ことに疑いの余地はありません。ファンドの取締役
会のコーポレート・ガバナンスの実務が引き続き一
層厳格な精査の対象となる中で、この先数年間、取
締役の業務の変容と成熟が続くことは不可避と思
われます。しかしながら、変化しつつあるファンドの
ガバナンス環境への適応を成し遂げたファンドは、
投資家の利益を保護し、その利益に貢献する最善
の位置に立つことになります。

結論
ウィーバリング事件判決は、ヘッジファンドの取締役
の義務に関する最終結論ではなく、むしろ出発点に相
当すると言えます。この判決は現在、上訴されてお
り、また本レポート執筆時点で、まだ他の裁判所はこ
の判決に関するコメントを述べる機会を得ていない
か、一般原則の言明を適用していません。
一定の法域で最近策定された任意コーポレート・ガバ
ナンス規範は、新たな組織上・行動上の義務をファン
ドの取締役会構成員に課すことを目的としています。
これがきっかけで、他の規制当局もそれに倣おうとす
る広範なトレンドが開始されるかどうかはまだ分かり
ませんが、現在、アイルランド規範と同趣旨のガバナ
ンス規範がガーンジー島でも策定中であると聞き及ん
でいます。また、ケイマン諸島の金融庁もコーポレー
ト・ガバナンスの方針の検討作業に着手しています
が、本レポート執筆時点で、それがどのような内容に
なるかはまだ不明です。確実なのは、ファンドの取締
役の役割や責任、期待事項が今後も進化し、成文化
されていくということです。多くの観察者は、こうした展
開に伴い取締役会構成員に関する機密性の問題が
再浮上すると見ており、実際、ファンドの取締役に関
する詳細情報の公開を求める要求がすでに増加しつ
つあります。

本レポートは、2011 年 11 月現在の様々な法律や規制の概要として作成されたものであり、一般情報の提供のみを目的としています。本レポートは、特定の取引または一連
の状況に関する具体的な法律的助言の代用物となることを意図するものではなく、また、かかる代用物として使用すべきではありません。
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ブラジルの投資ファンド
将来の投資機会、
課題および規制
ジルベルト・ソーザ
（Gilberto Souza）
パートナー
監査
デロイト・ブラジル

世界経済危機におけるブラジルの安定性は、
ファンド投資にとって魅力的かつ安全な環境を
意味し、このことがブラジル経済に恩恵をもたら
しました。
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投資家保護と併せてブラジルのファンドの監督お
よびパフォーマンスの規制に責任を負う機関は、
証券取引委員会（CVM）です。経済危機により国
内経済の成長が打撃を受けたものの、ブラジル
の国内総生産（GDP）は 2009 年に 1 兆 5,000 億
米ドルに達しました。ブラジルの中央銀行
（BACEN）が採用した金融政策、内需を押し上げ
ると見られる中間層の拡大、さらには様々な業種
に対する巨額の投資が、プライベート・エクイティ
会社やファンド全体に対する強気の期待の原動
力となっています。
金融資本市場協会（ANBIMA）は、CVM がファン
ドの規制の草案を作成し、規制の改善を図るのを
補助すると同時に、業界企業が成長機会を模索
するのを支援しています。
ブラジルにはまた、ブラジル・プライベート・エクイ
ティ・ベンチャー・キャピタル協会（ABVCAP）な
ど、投資の促進を図り、同国への投資に関心をも
つステークホルダーに情報を提供する非営利団
体も存在します。ABVCAP は、ブラジルの投資業
界の既存メンバー間の関係を調整する役割を果
た す と と も に 、プ ラ イベ ー ト ・ エ ク イテ ィ と ベ ン
チャー・キャピタルの団体の大部分を代表してい
ます。
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ブラジルには多くの種類のファンドが存在しますが、
CVM の分類によれば以下のようなカテゴリーに区分
されます。
短期ファンド：残存期間が最大 360 日までの債券で構
成される投資ポートフォリオを有するファンド
長期ファンド：残存期間が最低 360 日の債券で構成さ
れる投資ポートフォリオを有するファンド
ベンチマーク・ファンド：ポートフォリオの 95％以上を債
券に投資し、金融指数に連動するリターンを提供する
ことを目的とするファンド
債券ファンド：ポートフォリオの 80％以上を債券に投資
するファンド（事前固定型または事後固定型）
マルチマーケット・ファンド：主に金融デリバティブの取
引に基づいてリターンを提供することを目的とするファ
ンド
株式ファンド：ポートフォリオの最低 67％を上場株式に
投資するファンド
為替ファンド：ポートフォリオの 80％以上を債券に投資
し、外国為替に連動するリターンを提供することを目
的とするファンド
外債ファンド：ポートフォリオの最低 80％を、国際市場
で取引されるブラジル政府発行の債券に投資するファ
ンド

債権ファンド：ポートフォリオのすべてを、金融、
商業、工業、不動産、リースおよびサービスの各
分野で遂行される取引を表章する有価証券に投
資するファンド（独自の CVM の規制の対象とな
る）
年金基金：PGBL（無償給付創出プラン）が調達し
た原資から給付を受けるように設計されたファン
ド
不動産ファンド：不動産に投資するファンド（独自
の CVM の規制の対象となる）
ブラジルにおける投資ファンドの市場
投資家が、特にブラジル、ロシア、インド、中国の
BRIC 諸国など、最も有望な市場へと投資戦略を
シフトさせた主な理由は、他の国々が困難に直面
したことでした。こうしたトレンドが定着する中で、
ブラジルが多くの利点により投資家にとって比較
的安全な市場となったことから、同国に対する一
連の投資機会が生まれています。特にステークホ
ルダーや海外投資家の注目を集めているのは、
教育、インフラ、サービス、消費の各セクターで
す。こうした魅力的なシナリオは新たな投資家をブ

ラジルに引き付け、その市場の競争力をますます強
化することになると見られます。
幾つかの世界的なプライベート・エクイティ企業や機関
投資家がブラジルに投資している主な理由は、同国が
2014 年の FIFA ワールドカップ、2016 年のオリンピック
（開催地はリオデジャネイロ）という二つの大規模なス
ポーツ大会を主催する予定となっていることです。この
二つの大会は、港湾や空港、道路、ホテルの近代化な
どのインフラ・プロジェクトに対する大規模な需要を生
み出し、さらに多くの海外投資家を引き付けています。
その結果、数多くの新規参加者が、現地の資産運用会
社の事業の買収や商品開発への投資を通じてブラジ
ル市場への参入を追求する公算が大きいと思われま
す。新興市場プライベート・エクイティ協会（EMPEA）の
調査によれば、2010 年通年で 89 のファンドに対して総
額 235 億米ドルの資金流入があったのに対して、2011
年には上期だけで 226 億米ドルに達しました。投資が
このペースで伸び続けた場合、2011 年には総流入額
が 2010 年に記録した金額の 2 倍になると見込まれま
す。

経済危機により国内経済の成長が
打撃を受けたものの、ブラジルの国
内総生産（GDP）は 2009 年に 1 兆
5,000 億米ドルに達しました。
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新興市場プライベート・エクイティ協会（EMPEA）の調査によれば、2010 年通年で 89
のファンドに対して総額 235 億米ドルの資金流入があったのに対して、2011 年には上
期だけで 226 億米ドルに達しました。投資がこのペースで伸び続けた場合、2011 年に
は総流入額が 2010 年に記録した金額の 2 倍になると見込まれます。
資産残高に基づくブラジルの上位資産運用会社 － 2011 年 8 月（単位：十億レアル）
ブラジルでは上位 10 位までの投資ファンドが、金融システム全体の資産残高 1 兆 8,550 億レアル
の 87％を占めている。
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も う 一 つ の プ ラ ス要 因 は 、 中 間 層 （ 現 在 、約
3,500 万人）の一人当たり所得が伸びたため、投
資や貯蓄預金口座に関連する金融ソリューショ
ンの需要が大幅に増加したことです。現在のとこ
ろ、ブラジルでは支店が投資ファンドの主要な販
売・流通ルートとなっています。ブラジル市場に
参入しようとする新規参加者にとっては、同国で
は資産運用商品の販売が金融機関のルートに
集中していることが重大な課題となっています。
ブラジルにおけるプライベート・エクイティ投資
ブラジルにおけるプライベート・エクイティ投資は
2010 年に 46 億米ドルとなり、中南米の投資総
額の 69％を占めました。
有望なマクロ経済的側面、順調な新規株式公開
（IPO）、卓越したエグジットの選択肢、さらには海
外投資家の比重の高さなどの要因により、ブラ
ジルのプライベート・エクイティ・セクターやベン
チャー・キャピタル・セクターは大幅な伸びを示し
ており、今後大きく飛躍して他の国々と類似した
次元に達して、成熟に近い水準にまで至る態勢
が整っています。
デロイトが 2010 年 1 月に実施した「中南米プラ
イベート・エクイティ信頼感調査」によれば、回答
者は中南米の潜在的投資対象としてブラジルを
最上位に挙げました。

投資家が、特にブラジル、ロシア、
インド、中国の BRIC 諸国など、最
も有望な市場へと投資戦略をシフ
トさせた主な理由は、他の国々が
困難に直面したことでした。

37

さらに、デロイト・ブラジルがブラジル・インベスター・リレー
ションズ協会（IBRI）と連携して実施した「高リスク・シナリオ
における信頼感」という名の調査では、2009 年に投資家
やブラジル企業の投資家向け広報担当部門の役員に対
するインタビューを行いました。その内 15％が、プライ
ベート・エクイティが近々、資本市場に参加すると回答した
のに対し、38％は長期的にそうした事態が起きると回答
し、47％は 3 年内にそうした参加が実現すると判断しまし
た。
プライベート・エクイティ・セクターに寄与した別の重要な要
因は、サンパウロ株式市場（BM&FBOVESPA（サンパウロ
証券・商品・先物取引所））にニュー・マーケット部門が導
入されたことでした。これにより、上場企業に対する投資
家の関心が高まるとともに、同セクターにも好影響が及び
ました。2004 年から 2010 年 9 月までの間に総額 3,440
億レアルに上る 122 件の IPO が実施されましたが、その
内、プライベート・エクイティやベンチャー・キャピタルの支
援を受けた企業は 59 社で、総額 350 億レアルと全体の
ほぼ 10％を占めました。

ブラジル：投資機会の国
数種類の要因がブラジルの経済成長に寄与していま
す。同国で開催予定の大規模なスポーツ大会や政府
の成長促進計画（PAC II）は、今後数年にわたり、建
設、観光、エネルギーなど同国経済の戦略的セクター
の開発を促進すると見られます。これはブラジルに
とって新たな成長機会であり、投資家を同国に引き付
けることになると思われます。例えば、エネルギー産
業への投資は 8,790 億レアルに達し、その内、電力セ
クターが 1,336 億レアルを占めることが見込まれてい
ます。数種のセクターを併せた投資額は 1 兆 900 億
レアルに上ると見られます。
ブラジルの中央銀行は 2011 年の GDP を 2 兆 5,000
億米ドルと予測しています。今後もこうした成長が見
込まれ、ブラジルは 2025 年までには英国とフランスを
抜いて世界第 5 位の規模の経済国となり、サンパウ
ロはパリや上海を抜いて世界第 6 位の裕福な都市と
なることが予想されています。
結論

ブラジルにおけるプライベート・
エクイティ投資は 2010 年に 46
億米ドルとなり、中南米の投資総
額の 69％を占めました。
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世界経済危機を受けて、ますます混乱の度が高まる
時期にあって、欧州や恐らくは米国でも状況がさらに
悪化する可能性があります。こうした中で、すべてのマ
クロ経済指標が、資産運用セクターだけでなくあらゆ
る種類の投資運用市場において、ブラジルが長期投
資にとって安全な避難所であることを示していると結
論付けることができます。その背景には、中間層の消
費および貯蓄の増加、今後 5 年にわたり実施される
予定のインフラ・プロジェクト、さらにはブラジル経済の
ファンダメンタルズがあります。
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ウェルス・マネジメントの動向
パスカル・ラパリーノ

ピエール-エチエンヌ・プーラ

（Pascal Rapallino）

（Pierre-Etienne Pourrat）

パートナー

マネジャー

アドバイザリー・コンサルティング

アドバイザリー・コンサルティング

デロイト・ルクセンブルグ

デロイト・ルクセンブルグ

富裕層顧客は現在、投資リターンを最適化でき
ると同時に費用／利益比率の低い高付加価値
のサービスを求めています。
ウェルス・マネジメント会社は全体として、また特に
プライベート・バンクが、2008 年の金融危機以降、
一連の新たな課題に直面しており、様々な要因がビ
ジネス・モデルに大きな影響を与えています。

・

・

それらは以下のように要約できます。
・
・
・
・
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不適切な売却ルールや資産配分に関する不
適切な助言に起因する信頼の喪失
税務に関する国際協力および要請に基づく情
報交換に関する合意の増加
新たな規制上の制限（バーゼル III、FATCA
（外国口座税務コンプライアンス法）など）
新たな期待の充足を求める新たな種類の顧客
（伝統富裕層対新興富裕層、起業家の影響）

・
・

新たな期待の充足を求める新たな種類の
顧客（伝統富裕層対新興富裕層、起業家
の影響）
市場やトレンド、商品に関する大量の情報
をインターネットで入手できるため、プライ
ベート・バンキングはもはや内部関係者だ
けの事業ではなく、その結果、商品やサー
ビスが進化している
新規市場に参入するには、より深い財政
の知識と資産構築のスキルが必要
鍵となるウェルス・マネジャーの保持や育
成の困難性
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銀行の収益や手数料は以下のような要因の影響で
圧力に晒されています。
・
・

市場が危機に陥ったことによる資産の
縮小
顧客が、購入手数料が高額な複雑な商品か
ら、手数料が低額な単純なキャッシュ・ベース
の商品へと投資対象を移行させていることに
よる総資産利益率（ROA）の低下

・

プライベート・バンキングはもはや銀行秘密に
依拠することは不可能

・

金融危機がまだ終息していない

上記の圧力を受けて、プライベート・バンクは富裕層
顧客を引き付けて保持することのできる新たなビジ
ネス・モデルを模索せざるを得なくなっています。新
たなビジネス・モデルとは、顧客の期待の充足に的
を絞った新たなサービスや商品を意味します。
現在、顧客のニーズを充足するためには、プライ
ベート・バンクは新たな財政環境と市場トレンドを考
慮に入れた総合的で競争力のあるソリューションを
提供する能力を備えていなければなりません。
プライベート・バンクはどの程度具体的にそれらの
ニーズに応えているのでしょうか。富裕層顧客は、例
えば納税／連結申告を円滑に行うためにプライベー
ト・バンクに対しテーラーメイドのソリューションや
サービスを要求しており、また有形資産投資などの
ように革新的で理解しやすい商品を求めています。
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プライベート・バンクが開発したソリューションの中で
注目されるのは、資産配分を目的とした税マトリック
スの準備における重要な発展です。
現在では税金を考慮して資産配分を実行しなけれ
ばなりません。欧州諸国や米国では政府債務が増
大している上に、投資や消費を刺激するために信
用創造が用いられてきました。その結果、税率が上
昇し、インフレが加速することになるでしょう。こうし
た状況で、資産運用会社は個人顧客のために投資
を実行する際、税効果を考慮する必要があります。
さらに、納付済み源泉徴収税の還付の可能性を考
慮しつつ、投資所得に関わる源泉徴収税や税金負
債を管理することが、提供すべき重要なサービスと
なります。
今日では、株式や債券、集団投資スキーム（UCI）
などの金融商品の売買は以下のような税効果を生
み出すことになります。
・ 源泉国における源泉徴収税の可能性
・ 投資家レベルでの課税。この場合、次の二つの
問題を考慮する必要がある。

-有価証券に基づく所得の税金負債
資産運用会社が同一の原資産に投資する有
価証券に投資して、ほぼ同一のリターンを達
成した場合でも、それぞれの有価証券に基づ
く所得の税金負債が互いに異なる場合がある
（例えば、配当所得、利息など）。
-直接保有と間接保有の区別
直接保有：課税は投資家レベルでなされ、考
慮すべき主な領域としては、所得の税金負債
や源泉徴収税（もし納付して入れば）の還付
の可能性がある。
間接保有（すなわち、投資会社、私募投資
ファンド、生命保険契約などの金融商品を介
した保有）：金融商品のレベルと最終投資家
のレベルで分析を行わなければならない。

上述のように、投資の意思決定は複合的かつ複雑
な税効果をもたらす可能性があります。この点で、
資産運用会社は、(i)リスクとリターンに関する個人
顧客の期待を最も良く充足し、かつ(ii)原資産と富裕
層顧客の所得の間にある様々な層で発生する過剰
納税を最小化するようなポートフォリオを設計する
能力を備えていなければなりません。
プライベート・バンクは税マトリックスを設計すること
によってそうした複雑性を管理することが可能となり
ます。税マトリックスでは過剰納税を分析し、原資産
の居住国と個人投資家の居住国の間で調印された
二重課税に関する条約に基づく資格を考慮に入れ
ます。

現在では税金を考慮して資産配分を
実行しなければなりません。欧州諸国
や米国では政府債務が増大している
上に、投資や消費を刺激するために
信用創造が用いられてきました。
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現在、顧客のニーズを充足するため
には、プライベート・バンクは新たな
財政環境と市場トレンドを考慮に入
れた総合的で競争力のあるソリュー
ションを提供する能力を備えていな
ければなりません。

収集品資産への投資は、株式市場の「失われた
10 年」や新興国における資産創造によって牽引さ
れています。すなわち、
・
・

・

・
また税マトリックスは、税の透明性が高まり、税務
当局間の協力が強化された今日の状況の中で、
富裕層顧客の期待に対応したテーラーメイドの財
務報告書を作成するために使用できる強力なツー
ルでもあります。
そのこととの関連で、顧客・レベルで税金の問題を
扱う資産配分を決定する能力は、洗練された顧客
基盤をターゲットとするプライベート・バンクにとっ
て明らかな強みとなります。
プライベート・バンクや資産運用会社によって策定
される第二のソリューションは、ワイン、絵画、自
動車、時計、宝石類などの収集品投資に関する投
資助言の提供です。美術品や収集品資産は伝統
的な資産クラスの代替物となる可能性がありま
す。
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富裕層顧客は容易に理解でき、自信をもって
検討できる投資対象を求めている
一部のプライベート・バンクは、顧客のニーズ
にそぐわない金融商品の過剰販売により非
難され、顧客の信頼回復に努めている
2008 年の市場危機はまだ終息しておらず、
依然としてほとんどすべての資産クラスに影
響を与えている
中国や東欧、インド、ブラジルの富裕層顧客
は、「旧来の」欧州や米国の富裕層と同じライ
フスタイルを選択するようになっている

こうした状況の中で、収集品投資あるいは「嗜好
品」投資は人気となっており、資産運用会社にとっ
ても考慮すべき独自の資産クラスを構成していま
す。こうしたサービスの提供を望むプライベート・バ
ンクにとっての課題は、最高級の助言の提供を可
能にする専門能力（すなわち、美術専門家、税務
専門家、美術品の保管業者など）を備えるようにす
ることです。
明らかに、この分野で商品やサービスを過剰販売
するリスクが存在しており、過去数年の間になされ
た過ちが繰り返される恐れがあります。

したがって、プライベート・バンクは収集品資産へ
の投資に関連して以下のようなサービスを開発
することが可能です。
・

収集品資産に関わるファイナンス

・

専門投資ファンドの選定

・

専門サービス・プロバイダーの選定

・

美術館や財団との連携

富裕層顧客を対象とする、収集品資産に焦点
を合わせた特定のチームを構成することは、間
違いなく、彼らのニーズに対応するために取る
べき次の手順の一つとなります。
それに加え、プライベート・バンクやウェルス・マ
ネジャーは、効率的な規制環境や業務環境、
課税環境の中で富裕層顧客の資産を運用する
ために、資産プールのビークルを開発していま
す。こうしたビークルは投資ファンドの形態をと
ることが考えられ、それにより、富裕層顧客は、
規制対象となる他の構成やラップ口座に比べ、
競争力のある手数料構造を備えた、優れた資
産運用や資産構成のソリューションを利用でき
るようになります。

結論としては、プライベート・バンクはビジネス・モ
デルの大幅な修正を必要とする課題に直面してい
ます。資産のオンショア化や嗜好品投資などの新
分野は、プライベート・バンクが自己改革を実行
し、富裕層顧客を引き付けて保持するための機会
を生み出しています。
それらの高付加価値のサービスは新たな収益源を
創出するものですが、その恩恵を享受しようとする
市場参加者は、現在と将来の課題に対処できるよ
うに有能な資源に投資しなければなりません。

投資の意思決定は複合的かつ
複雑な税効果をもたらす可能性
があります。

資産プールのビークルは現在、富裕層顧客に
とって（スケールメリットという点で）、またプライ
ベート・バンク／ウェルス・マネジャーにとって
（ビークルに関連する広範囲の商品やサービス
を 販 売 でき る と い う 点 で） 、競 争 力 の あ るソ
リューションとなっています。
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外部の視点

スイング・プライシングおよび
不安定な金融市場における
公平な費用配分の課題
ビンセント・ガバヌーア
（Vincent Gouverneur）
パートナー
EMEA 資産運用リーダー
デロイト・ルクセンブルグ

セルジオ・ベンティ
（Sergio Venti）
シニア・マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

ルクセンブルグ・ファンド協会（ALFI）は 5 年前、初めて
スイング・プライシングに関する一連のガイドラインを発表
しました。ワーキング・グループが、頻繁な取引による希薄
化効果についてファンドの相殺調整を行う一つの方法とし
て、スイング・プライシングの長所、短所、導入要件および
全体的な機能に関して分析を行いました。
米国で違法な事後取引やマーケット・タイミングの
実務が絡んだミューチュアル・ファンドの不祥事件
が発生した直後の時期に、価格決定活動のベス
トプラクティスや受益者保護の必要性に関して広
範な合意が形成されました。
上記ガイドラインの発表後、ボラティリティの上
昇と取引スプレッドの拡大によって特徴付けら
れる新たな市場環境を踏まえて希薄化防止の
措置を策定することが必要となりました。流動性
に歩調を合わせて、取引スプレッドが拡大した
だけでなく、そのスプレッドは、従来は「無摩擦」
（すなわち、流動性が非常に高いためスプレッド
がゼロとなっている状態）として捉えられていた
市場さえ変質させる結果となりました。
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こうした状況を背景として、本レポートでは、投資ファ
ンドを対象として、日常的な受益者の資金フローによ
る希薄化効果をコントロールする方法であるスイン
グ・プライシングの発展と増加について分析を行いま
す。次いで、スイング・プライシングに関連する実務
的な問題を取り上げますが、その際、特にパフォー
マンス、受益者保護、提携販売会社からの制約およ
び営業部門の実際的な能力の間で必然的に生じる
トレードオフに焦点を合わせます。

結論として強調したいのは、スイング・プライシ
ングの導入を最適化し、期待される利点を長期
的に実現するためには、スイング・プライシング
の様々な側面を評価することが重要であるとい
うことです。スイングのパラメータが不適切だっ
た場合や、その監視が不十分だった場合、往々
にして期待に反する結果となり、受益者保護が
果たせないか、あるいはトラッキング・エラーが
大きいため販売会社がファンドの選定を渋るよ
うになる可能性があります。この新たな金融市
場の環境は、スイング・プライシングの採用を強
く必要としており、当然、その日常的な実行も不
可欠となります。しかしながら皮肉なことに、スイ
ング・プライシングでは、ファンドが受益者に提
供する日常的な流動性と、原有価証券市場で
利用可能な実際の流動性の間の調整を強化す
ることが求められます。
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問題の所在
毎日価格決定が行われるオープンエンド型投資
ファンドにとって、希薄化は本来それに備わる特
徴です。日常的な資本フローの取引量と規模
は、受益者の活動に応じて必要となる取引に直
接的な影響を及ぼします。取引量が増大すれ
ば、投資家がファンドの受益証券を売買する価
格を反映するファンドの資産価値と、受益者の
資金の流出入に伴う証券取引のコストとの間の
ミスマッチが拡大します。
2003 年に米国で起きたミューチュアル・ファンド
の不祥事件は、違法な事後取引やマーケット・タ
イミングの実務の発見に端を発するものでした
が、そこでこの問題が生じていたことは間違いあ
りません。審理を担当した米国連邦裁判所の主
な関心事はアービトラージでしたが、最終的に
和解後の請求と懲罰金の根拠となったのは、そ
うした実務が受益者に及ぼす希薄化の影響でし
た。
端的に言えば、市場参加者はファンドの受益証
券の価格に基づく価値と原資産の価値との価格
差を利用しました。この価格差により、アービト
ラージャーは過小評価された純資産価値（NAV）
で買い付けることや、過大評価された NAV で解
約することが可能となり、その結果、他の受益者
の持分が希薄化されました。問題を一層複雑に
しているのは、ある種の投資家（例えば、資産配
分ビークル）が、マーケット・タイミングを行う意
図をもたずに、適法に短期取引戦略を使用して
いたことから、アービトラージャーと純粋な投資
家との境界線が曖昧だったことです。いずれの
行動も受益者にとっては同じ結果となったので
すが、このことは、希薄化を防止する手段として
体系的なスプレッドと希薄化賦課手数料を用い
ることに限界があることをすでに示していまし
た。

・

このような出来事（2003 年に米国で発生したミュー
チュアル・ファンドの不祥事件と 2008 年の金融危
機）の複合的な影響として、コストへの希薄化の影
響が徐々に強まりました。その影響は次のように要
約できます。
・

直接コストは主として取引スプレッドから発生
するもので、取引の流動性が低い時期には
特に重大な問題となる場合があります。それ
以外の直接コストには、ブローカーの売買委
託手数料、清算手数料、保管手数料、為替
手数料、税金などが含まれます。

・

間接コストは定量化がより困難で、受益者の
活動がなかったとすれば取引されなかったは
ずの証券の取引に関わる機会費用から発生
するものです。

2008 年の金融危機は次の 2 点で、受益者への
希薄化の影響をさらに悪化させました。
・
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市場の流動性の不安定性とボラティリティ
の上昇：サブプライム危機を引き起こした
不動産ローン関連資産は、価値の決定が
突然不可能となることを示す好例となって
います。マーケットメーカーは、不利な選択
や非流動性を未然に防ごうと絶えず試み
る中で、定期的に取引範囲を調整するた
め、結果として、価格変動の幅が拡大しま
す（「2010 年のフラッシュ・クラッシュ」はこ
うした現象の極端な例でした）。

投資期間の短期化：群衆行動と直近バイアス
により、投資家が最新の材料やパフォーマン
スに基づいて投資商品を乗り換えることがま
すます増加しています。こうした行動バイアス
は、リアルタイムの金融情報や高速技術に
よって広範囲で支えられており、ファンドの資
本活動の水準の大幅上昇を引き起こしてい
ます。

スイング・プライシングでは、希薄化賦課手数料の原則
を NAV 全体に拡張することにより、単独取引の水準で
買呼値／売呼値を適用する複雑性が回避されます。ス
イング・プライシングによって、受益者間の費用／便益
の移転が解消されるわけではないものの、より公平にそ
れを投資家カテゴリー間に配分し、受益者が資本活動に
伴う将来のコストを被らないようにします。業務の効率
性、商業面の容認性および効果的な受益者保護の間で
バランスがとれた措置として、幾つかの規制当局や団体
（英国やスイスなど）がスイング・プライシングを標準とし
て採用しています。

ALFI は最近、ルクセンブルグに拠点を置くファンド運
営会社 18 社を対象に行った調査の結果として、4 社
が 2006 年の ALFI のガイダンス文書以前からスイン
グ・プライシングを採用していたのに対し、同文書以後
に 9 社がスイング・プライシングを採用したと指摘して
います。この増加は主にスイスと米国の販売業者によ
るもので、ドイツの会社は、この方法が自国のファンド
の分野に適用できないため、依然としてスイング・プラ
イシングの採用に消極的です。

ルクセンブルグは、事後取引やマーケット・タイミングに
対して断固たる姿勢をとる一方、スイング・プライシング
を、頻繁な取引による希薄化効果についてファンドの相
殺調整を行うために考え得る一手段として捉えました。

全体的スイングのアプローチでは、正味資本活動の
規模にかかわらず、取引日ごとに NAV の調整を行い
ます。スイングの方向は当日の正味資本活動によって
決定されます。部分的スイングでは、所定の正味資本
活動の限界値（すなわち、スイング限界値）を超えた
場合に限り NAV を調整します。

全体的か部分的か

下表は、ファンドと投資家／販売会社の両方の観点からそれぞれのスイング方法の影響をまとめたものです。
全体的スイング・プライシング
・常にファンドに恩恵をもたらす一貫したアプローチ。
ただし、特に少額の現金残高がファンドに保持さ
れているときに、ファンドに取引費用が全く発生し
ていないときも NAV が調整される。
・通常の状況では、価格が取引日ごとに調整される
ファンドの視点

ため、このメカニズムにより NAV のボラティリティ
が上昇する。例外的な状況（例えば、ファンドの正
味資本活動が一貫して一方の方向に偏っている
場合）では、全体的なスイング・プライシングによっ
て NAV のボラティリティが低下する。

販売会社の視点

部分的スイング・プライシング
・希薄化に起因するパフォーマンスの低下が緩和される
ものの、自由裁量の要素が持ち込まれる。このアプ
ローチでは、ファンドにとって費用が全く（あるいは、ほ
とんど）発生しなかった場合は、NAV の調整が回避さ
れる。
・限界値と諸要因を正確に特定するとともに、全体的な
市場状況に合わせて定期的にそれらを修正しなけれ
ばならない。
・調整を発動するために、日々の資本活動を注意深く監
視しなければならない。

・正味資本活動の方向に応じて、買付者または解約

・買付者または解約者は、限界値に達したときだけ希薄

者（双方ということはない）は体系的に希薄化防止

化防止のコストを負担する。投資家は全体的調整より

のコストを負担する。

も、それほど体系的でないこの価格調整の使用の方

・価格の調整が体系的に行われることから、一部の
投資家はそのファンドの選定に消極的になる可能
性がある。

を好むかもしれない。
・限界値に達して価格調整が行われるまでは受益者が
希薄化のコストを負担する。

49

業務面の観点に立った場合、資産運用会社は
幾つかの要素に応じて決定を下す必要に迫ら
れることがあります。資産運用会社はファンド
の管理事務代行会社と連携して、通常、次のよ
うな領域について検討すると思われます。
・
スイング・プライシングでは処理過程の中
に追加的な手順が導入されるため、経路
の末端方向にいる受領者に不都合な影
響（例えば、発表の遅れや不正確な内
容）が出ないように、スイング・プライシン
グが NAV の価格の形成や発表にどんな
影響を与えるかを注意深く評価しなけれ
ばなりません。
・
どんな日でも、すべての資本活動の統合
は受注した注文件数だけに影響されるわ
けではありません。名義書換代行機関の
処理過程がどの程度自動化されているか
が極めて重要です。

・

また、ファンドの主要な提携販売会社の業
務活動も同じように重要です（例えば、取
引終了時刻直前の取引や、取引に関する
長時間の調査の必要性など）。
会計処理は、NAV の算定プロセスの一部
として実行することも、評価日にファンドの
主な会計処理システムの外部で実行する
こともできます。どちらの方法も同じように
有効であり、その選択は主として社内の業
務の流れやシステム上の制限によって決
定されます。

毎日価格決定が行われるオープンエンド
型投資ファンドにとって、希薄化は本来
それに備わる特徴です。日常的な資本
フローの取引量と規模は、受益者の活動
に応じて必要となる取引に直接的な影響
を及ぼします。
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スイングのパラメータ：ベンチマークはどれか
スイングの限界値は通常、次の要因に影響されま
す。
・

・

・

・

ファンドの規模：ファンドの規模が大きくな
れば、それだけ限界値の水準が高くなると
想定される
ファンドが保有する有価証券の種類と流動
性：非流動的な有価証券が存在すれば、
限界値は低くなると想定される
ファンドの投資対象市場に関連する取引コ
スト：ブローカーやカストディアンの手数料
が高く、また現地の税金が高い場合には、
より低い限界値の採用が推奨される
ファンドが現金を保持できる場合（常時全
額を投資する場合に比べ）、その度合いに
応じて、通常は限界値が引き上げられる

実務では、限界値の水準には、投資運用会社が正
味資本活動に応じてファンドの有価証券の取引を
開始する点が反映されるようにすべきです。資本活
動と原投資資産の間には個々のファンドに独自の
関係が存在しています。適切な限界値の水準を設
定するためには、その関係を正確に理解して継続
的に監視する必要があります。

スイング係数は次のような要因の影響を受けま
す。
・

・

・

買呼値／売呼値のスプレッド：通常は、有価
証券が取引される市場に適用されるスプレッ
ドの推定値が適用される。スプレッドが広け
れば、通常、係数の水準は上昇する。
ファンドが支払うネットベースのブローカーの
売買委託手数料および保管手数用も、スイン
グ係数を上昇させる要因となる。
市場に財政上の課金（例えば、英国の印紙税
など）が存在する場合、係数が押し上げられ
る。

デロイトは最近の業界調査で、3 種類の資産クラス
（ハイイールド債、エマージング債、インフレ連動
債）を扱う主な市場参加者が採用するアプローチを
分析しました。ファンドの規模、投資戦略およびスイ
ングのパラメータの間に一定の相関が見られたも
のの、市場参加者が多様なアプローチを採用して
いることが分析から明らかになりました。
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個々のファンドに影響する希薄化は独自のも
のであり、スイングのパラメータを決定する前
に入念に理解しなければなりません。監視プロ
セスが強固で、ガバナンス構造が適切であれ
ば、定期的な見直しが円滑に行われ、市場環
境に合わせたそれらのパラメータの調整が迅
速に実行されるでしょう。
結論：実施するなら適切に！

上の直線は一定の日における受益者の活動の規
模と方向を表しているのに対して、下の直線はファ
ンドにとっての希薄化効果を表しています。すなわ
ち、ここでは受益者の活動と希薄化との間に直線
的な関係があると想定しています。
この例で、「X」は資本の流出、つまり買付額よりも
解約額が大きいことを示しています。「名目上の買
呼値」は、この正味資本活動によりファンドに生じ
た結果である希薄化の水準を表しています。
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限界値の水準によっては、ファンド販売業者は NAV
の調整を行わず、希薄化を許容するという決定を下
すことがあります。図の限界値が正確に設定されて
いると仮定すれば、ファンドにとってこの水準の希
薄化は依然として無視できる範囲内にあると言えま
す。
スイングの限界値が引き下げられると、同じファンド
販売業者が名目上の買呼値価格に向けて NAV を
調整することになります。図には、スイング係数を過
大に設定し、調整を全く行わないときよりもはるかに
不都合な結果が生じるリスクが示されています。言
い換えれば、スイング係数が、希薄化それ自体より
もはるかに著しくファンドのパフォーマンスを損なっ
ています。

本レポートではスイング・プライシングの採用に関連する主
要な課題の一部を取り上げました。外生的な課題は主とし
て、不安定な流動性やリターンのボラティリティによって特徴
付けられる新たな金融市場の状況から発生しています。投
資行動における短期主義の広がりは、こうした新環境に一
因があり、受益者にとっての希薄化やスイングの方針に対
する新環境の影響を一段と悪化させています。2003 年の米
国の経験から学んだように、アービトラージの使用が一般化
した場合、受益者が経験する希薄化の水準が大幅に上昇
する可能性があります。

ファンド販売業者の観点に立てば、課題は明らかに、受益
者保護、商業面の許容性および業務上の制約の間のトレー
ドオフを管理することにあります。スイングの方針はその適
用範囲、その実行プロセス、そして最も重要なこととしてそ
の結果において異なる可能性があります。したがって、所定
のアプローチの実施に先立って徹底した影響評価を実施す
ることが不可欠となります。

実務では、限界値の水準には、投資運用
会社が正味資本活動に応じてファンドの
有価証券の取引を開始する点が反映さ
れるようにすべきです。
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租税の視点

イタリアで販売される
外国投資ファンドに対する
新たな納税申告要件
ルカ・フェラーリ・トレカテ
（Luca Ferrari Trecate）
税務担当ディレクター
Studio Tributario e Societario
（法人税務事務所）
デロイト・イタリア

ビルマ・ドメニクッチ
（Vilma Domenicucci）
シニア・マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

イタリア議会は 2011 年 9 月、金融の安定性を実現
し、イタリアの成長を促すことを目的とした施策を導
入する法令を承認しました。これらの施策は危機回
避政策の一部をなし、税制改革を含んでいました。
この税制改革は新たなイタリアの納税申告要件を
投資ファンドに課すことを明確に意図してはいな
かったものの、一定の種類の有価証券に対する直
接投資と、それと同一種類の有価証券に対する投
資ファンドを通じた間接投資との間に税務上の区別
を設けたために、そうした要件が作り出される結果
となりました。
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金融商品に関するイタリアの税制改革
イタリア政府は、イタリアの課税を簡素化すると同
時に税収を増加させるために、2012 年 1 月 1 日
を施行日として、金融商品から発生する所得およ
びキャピタルゲインに対する一律 20％の源泉徴
収税率を導入しました。これは現行の適用税率
（12.5％および 27％）に取って代わるものです。

ただし、これには重要な例外があります。すなわ
ち、国債および類似有価証券から発生する所得
には引き続き 12.5％の税率が適用されます。そ
の適用対象には、次のものが含まれます。
・
・
・
・
・

イタリア国債
イタリア公債
イタリア税務当局との情報交換に合意
した外国政府が発行する国債
国際条約に従って設立された国際機関
が発行する有価証券
長期貯蓄プラン（Piani di risparmio a
lungo termine）。これは、フランスの株
式 貯 蓄 プ ラ ン （ Plans d'Epargne en
Actions）や英国の「個人貯蓄口座」に
類似したイタリアで新たに創設された
金融商品。

税制改革によって 12.5％の現行税率が変更され
なかったのは、イタリアでは個人投資家の人気
が高い国債（イタリア国債や外債）や他のイタリ
ア公債への投資を促進するためでした。

この新施策が外国投資ファンドに与える影響
1.

イタリアの有価証券への直接投資に関連す
る、イタリアで販売される外国投資ファンドの
パフォーマンスへの影響
a． 投資ファンドのパフォーマンスは、上場イタ
リア企業が発行した社債への投資に関連し
て影響を受ける見込み
2011 年 12 月 31 日までは、それらの社債
から発生する所得には 12.5％の税率が適
用されました。2012 年 1 月 1 日以降は税率
が 20％になります（2011 年 12 月 29 日付
省令第 216 号により、発生ベースに基づく
新税率の適用はすべての種類の債券に拡
大されました）。
2011 年末までに発生した利息には締切処
理のメカニズムが適用され、12.5％の税率
で課税されます（このメカニズムは、イタリア
経済財政省が公布し、2011 年 12 月 16 日
付官報に記載された省令の条件に従いま
す）。
外国投資ファンドのパフォーマンスは、イタ
リア企業が保有する株式への投資に関連し
て直接影響を受けると見られます。そのよう
な投資資産はすでに配当に関連して税金負
債が発生していましたが、改革により一律
20％の源泉徴収税率が適用されるため、そ
れが 20％に引き上げられます。しかしなが
ら、イタリアの投資ファンドは引き続き、イタ
リア企業の株式の総配当を受け取ります。
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これは、とりわけイタリア企業の株式のみに投
資するファンドに関して、イタリアの個人投資
家が外国投資ファンドよりもイタリアの投資ファ
ンドに投資する誘因になると考えられます。
したがって、こうした状況は（課税措置におけ
る従前からの差異にもかかわらず）差別的と
みなされると思われ、イタリアを相手方とする
侵害訴訟が欧州司法裁判所に提訴される可
能性があります。
・

外国投資ファンドの受益証券を保有するイタリ
アの個人投資家への影響（間接投資）
イタリアの税制改革の結果、2012 年 1 月 1 日
以 降 、イタ リア に 居 住 す る 個人 投 資 家 が 、
UCITS（譲渡可能証券の集団投資事業）ファン
ドまたは non-UCITS ファンドのいずれである
かを問わず、イタリアの投資ファンドまたは外
国投資ファンドから受け取る分配所得、キャピ
タルゲインおよび清算利益は、20％の課税の
対象となります。ただし、そのファンドが設立国
の規制当局の監督下にあり、かつ当該設立国
がイタリアの税務当局との適正な情報交換を
認めている欧州連合（EU）または欧州経済地
域（EEA）加盟国であることを条件とします。こ
のことは、イタリアに居住する個人投資家の税
負担が 12.5％から 20％に増大することを意味
します。
a． 2011 年 12 月 31 日までに発生した利益の
取り扱い
2012 年 1 月 1 日以降に売却した受益証券
に関連して 2011 年 12 月 31 日までに発生
した利益には 20％の課税が適用されます。
この公布はイタリアの投資ファンドと外国投
資ファンドの双方に影響します。イタリアの
投資ファンドと外国投資ファンドはこの点に
関しいずれも同じ形で影響を受けます。

56

2011 年 12 月 31 日現在で価値の増価を認めるメ
カニズムが創設されました。このメカニズムは、税
率の引き上げによる不利な影響を中立化するた
めに、課税目的上、同日現在におけるみなし売却
として機能することになります。
この増価メカニズムはイタリアの個人投資家に認
められた選択肢で、自身のポートフォリオの全体
的ポジションに応じて、該当する場合、2012 年の
特定の日以前に行使することができます。
増価メカニズムの適用は、イタリア経済財政省が
公布し、2011 年 12 月 16 日付官報に記載された
省令の条件に従います。
b. 2012 年 1 月 1 日以降イタリアで販売される外国
投資ファンドに係る新たな納税申告要件
国債および類似有価証券に投資する外国投資
ファンドから発生した所得には、国債および類似
有価証券への投資に相当するとみなされる所得
部分について 12.5％の課税がなされます。
当該部分の決定は、イタリアの投資ファンドおよ
び外国投資ファンドが計算する必要がある資産テ
ストの結果に基づきます。
したがって、ファンドの管理事務代行会社および
販売会社は、2012 年 1 月 1 日現在でイタリアの
税務目的上、納税申告を実行することを考慮する
必要があります。
この趣旨の省令は、イタリア経済財政省によって
公布され、2011 年 12 月 16 日付官報に記載され
ました。

イタリアの納税申告の目的上、適用されるイタリアの
資産テストに関するコメント
イタリア経済財政省の施策は長く待望されていたもの
で、同国の資産運用業界はイタリア経済財政相に対
しその実施による解決策を積極的に提案してきまし
た。イタリア資産運用業界の提案は、とりわけイタリア
の納税申告の目的で資産テストを使用することを含
め、概ね受け入れられたように思われます。
上記省令に関するイタリア資産運用業界の解釈によ
れば、資産テストの主要な特徴は次の通りです。
・

・

・

資産テストは、直近の二組の年次財務諸表と
半期財務諸表の算術平均に基づいて 6 カ月ご
とに計算がなされ、所得を受け取った期間に先
立つ、その後の
6 カ月間の初日から適用されます。
資産テストに関する情報は、投資ファンドの目
論見書において提供され、当該ファンドまたは
その運用会社のウェブサイトに公表され、情報
プロバイダーに送付されること、および／また
は請求に基づき投資ファンドから特別情報が提
供されることが想定されています。

資産テストは、貸借対照表に記載された総資産
に対する、投資ファンドが直接的または間接的
に（ファンド・オブ・ファンズを通じて）保有する国
債の平均比率を基準として計算がなされます。
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資産テストに関するコメント
1.

イタ リアの 税制改革 実施の施 策は施行 日
（2012 年 1 月 1 日）のわずか 2 週間前に発
表されました。このことは、イタリア国内だけ
でなくルクセンブルグなど大規模な投資ファン
ド産業を有する他の諸国の懸念を引き起こし
ました。
正式のガイドラインは 2011 年 12 月終盤まで
発表されなかったにもかかわらず、イタリアで
受益証券を販売している外国投資ファンド
は、2011 年 12 月初頭にはすでに、納税申告
の数値を提出するようイタリアの現地担当者
から要請を受けていました。

2.

資産テストは、直近の二組の入手可能な財
務諸表の単純算術平均に基づいて 6 カ月ご
とに計算がなされ、所得を受け取った期間に
先立つ、その後の 6 カ月間の初日から適用
されます。
現在のところ、具体的な乱用防止の施策は
発表されておらず、その予定もないように思
われます。実際、必要な比率を計算するため
の期間が長ければ、より低い 12.5％の税率
を不当に利用する可能性がそれだけ高くなり
ます。

.
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3

投資ファンドではデリバティブが極めて広く使用
されているにもかかわらず、現段階では、デリ
バティブの使用に関連する特定の規則は上記
省令の対象にはなっていないように思われま
す。省令は、投資ファンドが遂行する投資方針
や資産運用実務の複雑性を考慮に入れていま
せん（例えば、上場投資信託の状況は考慮さ
れていません）。
結論
2012 年 1 月 1 日以降、イタリアの個人投資家
向け市場で受益証券を販売しようとする外国
投資ファンドは、納税申告を義務付けられま
す。
その法的な枠組みの適用に関する原則は省令
に定められています。しかしながら、市場の慣行
がこの新たなイタリアの納税申告制度の鍵を握
ることになると見られます。
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新たな課税法規による
オフショア法域への圧力
エドワード・ドアティー

ジェームズ・ドケレー

アンソニー・ファンタジア

デイブ・ボックッツィー

（Edward Dougherty）

（James Dockeray）

（Anthony Fantasia）

（Dave Boccuzzi）

パートナー

ディレクター

パートナー

シニア・マネジャー

税務

税務

税務

税務 － FSI ヘッジファンド

デロイト米国

デロイト・バーミューダ

デロイト・ケイマン諸島

デロイト米国

米国およびファンドが投資する他の法域における租税動
向は、ファンドの構造や投資の意思決定プロセスを根本
から変える可能性があります。
世界的な景気低迷が続く中で、各国は、より多くの
対内投資に課税し、不正な取引による租税の損失
を厳しく取り締まることにより税収を増大させること
に躍起となっています。このことは、ヘッジファンド
の投資家やヘッジファンド運用会社にとってのリス
クを増大させるものであり、各法域が遵守の違反
に対する多額の罰金を伴った新たな申告制度も課
そうとする環境の中で、税務リスクの上昇に晒され
る可能性があります。
他の法域は、競争に勝って事業を獲得することに
より自国の経済状況を改善することを選択し、オフ
ショア・ファンドが当該法域を本拠地として選択する
魅力を高めるための法律を制定しています。ファン
ドは税コストを最小化するためのタックス・プランニ
ングの機会が提供されるため、現状に変化が生じ
ることになります。こうした税制の変更はすべて、
主要な法域がファンド活動に関する認識を深める
ために、規制制度の精緻化を図ろうとする中で生じ
ています。
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ヘッジファンドの投資家は、こうした動向に精通し、
ファンド運用会社に対して租税エクスポージャーがど
のように管理されているかに関して適切な問い合わ
せを行う必要があります。同時に、租税はパフォーマ
ンスの足かせとなり、成功報酬と運用報酬の減額要
因となるため（運用報酬の減額は、源泉徴収され、
ファンドによって納付される租税により、運用資産が
減少することによる）、ヘッジファンド運用会社は、最
も有利な法域の利用など、多様な手段を駆使して租
税エクスポージャーを最小化する方策を検討すべき
です。
本レポートでは、特に重要な租税動向に焦点を合わ
せ、資産運用会社が税コストを低く抑えるために注力
すべき問題を取り上げます。特に、ファンドに対する
「FIN48」の影響および投資の意思決定に対する条約
のネットワークの影響を検討します。また、そうした動
向が今後、ファンド構造に与える可能性のある影響に
ついても考察します。

FIN48
2009 年にヘッジファンドが ASC（会計基準編纂書）第
740 号（「FIN48」と呼ばれる）を適用した結果、従来、
現地国のキャピタルゲイン税を認識していなかった多
くのヘッジファンド運用会社の間に大きな衝撃を引き
起こしました。そのフラストレーションが生じた主な原
因は、大半のファンド運用会社が、様々な国で資産に
対する課税が存在しているものの、どんなファンドも
その租税を納付しないですむ可能性が高いと考えて
いたことにありました。
監査人、そして結果的にファンド運用会社にとって特
に懸念される法域は、スペイン、ポルトガル、オースト
ラリア、中国などです。これらの各法域では、非居住
者が当該国の有価証券を取引する場合、たとえその
取引が非居住ブローカーを通して行われ、したがって
受益所有権という点で課税国との関係が極めて希薄
だとしても、その取引に対してある種のキャピタルゲ
イン税が課税されます。

より一般的に見られるのは、これらの法域や他の法
域には、「ランド・リッチ」とみなされる有価証券、すな
わち、その主要な価値が不動産資産に由来する有
価証券、または債券の場合には、その担保が不動
産資産である有価証券の取引が課税対象となると
いう法規も存在していることです。ランド・リッチ企業
には、伝統的な不動産会社が含まれますが、それ
以外にも、鉱山会社や他の天然資源生産会社も含
まれています。米国、英国、ドイツなどの先進国で
も、そうした取引は課税対象となります。プライベー
ト・エクイティ・タイプの投資と特徴付けるのがより適
切な投資を行っているファンドも、現地国のキャピタ
ルゲイン税を課税される可能性があります。会社を
経営し、株式公開や戦略的売却を通じてそれを処分
するプロセスは、現地国の法規の下で恒久的施設
を作り出すかもしれず、課税の原因となり得るからで
す。
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FIN48 の遵守は、現地国の租税法規が様々であ
る上、特定の法規がどのように適用されるかが極
めて不透明なことにより一層複雑になっています。
グロスベースの利益に対してキャピタルゲイン税
が課される国がある一方で、特定商品の取引から
発生した利得と損失の相殺が認められる国や、さ
らに、商品間の相殺が許容される国もあります。ま
た、キャピタルゲインに対する経費の損金算入の
請求が認められ、その結果、税負担が減少する国
もあります。一部のケースでは、現地国の法規が
ファンドあるいはブローカーを受益者として捉えて
いるかどうかが重要な問題となりました。さらに、
多くのケースでは法規の適用が非常に不明確な
状態となっており、ファンド運用会社のフラストレー
ションが一層高まっています。
世界各国が引き続き低調な経済状況に苦しむ中
で、一部の国では新たなキャピタルゲイン税の導
入や、既存のキャピタルゲイン税の引き上げを選
択しました。そうした道筋を選択した国としてはギ
リシャ、アイスランド、ペルー、パキスタンなどがあ
ります。ブラジルは、2016 年のワールドカップ開催
に必要なインフラに充てるための歳入拡大という
所定の目的で、一定の取引から発生する手取金
に対する新たな課徴金を導入しました。さらには、
弁護士や会計士だけでなくファンド運用会社自体
さえ問い合わせを行った結果、様々な法域がキャ
ピタルゲイン源泉徴収税という「眠れる問題」に対
応するようになりました。正式な発表は一切ないも
のの、従来はキャピタルゲイン税を無視してきたス
ペインが、これまで顧みなかった租税を徴収する
目的で、より具体的な租税準拠規則の策定やタッ
クス・フォーラムの開催までに着手したと理解して
います。このような動きの対極にあるものとして、
オーストラリアの税務当局は、FIN48 が最初に公
表された後に生じた業界の圧力に対応して、非居
住ブローカーを通じてオーストラリアの上場有価証
券を取引するオフショア・ファンドに対して、1974
年以後税法の一部となっているキャピタルゲイン
課税を追求する意図がないことを最近発表しまし
た。実際、オーストラリアは、この FIN48 を巡る不
透明性が自国の資本市場に及ぼした悪影響を認
め、この分野の税法を近代化することを確約しま
した。
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FIN48 を適用する際は、現地国の租税法規が
取引や支払いにどのように適用されるかを考
慮すべきです。取引や支払いが発生した法域
がその企業に課税する場合には、FIN48 に基
づき不確実な税金の未払計上を要求されるこ
とがあります。しかし、その法域がファンドの受
益者に課税する場合には、通常 FIN48 に基づ
く未払計上は要求されません。

FIN48 が恒久的な状況の一部となる中で、ファンド
運用会社は現地国の租税エクスポージャーに対し
てより入念な注意を払い、投資家にとってこの問題
の影響を最小限に留める方法を見いだそうとすると
予想されます。このことは多くの場合、デリバティブ
の使用や構造の変更、あるいはその両方の組合せ
によって達成できます。またファンド運用会社にとっ
ては、成功報酬に対する課税に起因する、ファンド
のパフォーマンス悪化に相関する影響を検討するこ
とが有益と考えられます。この領域におけるベスト
プラクティスは、ファンド運用会社が、投資家にとっ
て実際の経済コストに相当する租税について、成功
報酬を減額することだと思われます。しかしながら、
投資家が税額控除や還付を受けられることにより、
現地国の課税による影響を受けない場合には、運
用会社が不当に不利益を被らないように、そうした
租税について成功報酬をグロスアップすべきです。
最後に、喜ばしいことに、FIN48 の施行後には社内
の税務税専門家がグローバルな資産運用担当者に
もたらし得る価値を認めて、、前例のない数のヘッ
ジファンド運用会社が、税務担当責任者を雇い入れ
始めています。

監査人、そして結果的に
ファンド運用会社にとって特
に懸念される法域は、スペイ
ン、ポルトガル、オーストラリ
ア、中国などです。

源泉徴収税とスワップ
2010 年米国追加雇用対策（HIRE）法の一部とし
て、オフショア・ファンドは今後、一定の配当同等
支払金に対し 30％の源泉徴収税の適用を受ける
ようになります。同法の下では、この租税は現先
取引または想定元本契約（NPC）に基づいて支払
われる配当同等物のみに課税されます。NPC は
基本的に、契約の一方当事者または両当事者が
1 年以下の定期的間隔で支払いを行うスワップで
す。NPC はこのように定義されるため、すべての
スワップが NPC に該当するわけではありません。
議会は、この新たな法規の適用範囲を拡大して、
他の種類のデリバティブ契約も含める権限を財務
省に付与しましたが、そうした契約には「ブレット・
スワップ」やプット／コールの組合せが含まれる可
能性があります。財務省はそうした措置を前向き
に検討していると我々私たちは理解しています。
ファンド運用会社は、自社のスワップ契約を分析し
て、どれがこの源泉徴収税の課税対象になるの
かを決定する必要があります。この新法規では、
何が配当同等支払金に該当するかの定義は極め
て狭い範囲に留まっています。この定義の範囲内
に入る支払金のみが、結果的に、源泉徴収税の
課税対象となる米国源泉所得として特徴付けられ
ます 1。
適用対象となる取引の種類
配当金の支払いの扱いは、全般に支払人の居住
地によって決まります。すなわち米国企業が、税
務目的上、法人の構造をとっているオフショア・
ファンドに配当を支払った場合、この配当金は
30％の法定源泉徴収税の課税対象となります。
これに対し、NPC などのスワップ契約に基づく支
払いの扱いは、全般に納税者／受領者の居住地
によって決まります。つまり、米国企業の配当金
支払いから価値が派生するスワップ契約を締結
しているオフショア・ファンドは、30％の法定源泉
徴収税の課税対象とはなりません 2。源泉に関す
るこの法規は、オフショア・ファンドが米国企業（あ
るいは企業バスケット）への経済的エクスポー
ジャーを取得するために、スワップ契約の方を選
択して源泉徴収税を回避する機会をもたらしてき
ました。

新たな HIRE 法の規定は、2010 年 9 月 14 日から 2012
年 3 月 13 日までの期間については、経済的エクスポー
ジャーが減少するように配当金支払前または支払後に
原有価証券の所有権が存在するスワップ契約の一部と
してなされた支払いのみを対象としています。2012 年 3
月 13 日以後は、株式 NPC に関連してなされた代替的
支払いのすべてがこの課税の対象となります。新法規の
下では各種の投資取引が源泉徴収税の課税対象となり
ますが、以下では対象となる一定の取引について説明し
ます。

1 871(8m)
2 第 1 部 863-7 条(b)項 1 号
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この種の取引として最も一般的なタイプの一つ
は、株式の配当宣言の予定日の数日前に、その
株式を保有するオフショア・ヘッジファンドがそれ
を金融機関に売却すると同時に、当該金融機関
とスワップ契約を締結して、一時的に株式保有に
代えてその株式の経済的パフォーマンスと連動
するスワップ契約を保有するというものです。配
当が支払われた後、そのオフショア・ヘッジファン
ドは、スワップ契約に基づき、配当金総額から手
数料を差し引いた「配当同等」支払金を当該金融
機関から受け取ります。金融機関が請求するこの
手数料は通常、節税と関連しており、概ね配当金
額の 3％から 8％となっています。最終的にオフ
ショア・ヘッジファンドは配当金額の 92～97％を
受け取ることになりますが、実際の配当に対して
30％の税金が源泉徴収されたとすれば、70％し
か受け取れなかったはずです。配当日の数日
後、オフショア・ヘッジファンドはスワップ契約を解
除して株式を買い戻し、その結果、スワップ取引
を実行する前と同じ財政状態に戻ることになりま
す。
米国の配当税の納付を回避する別の方法は、株
式貸借取引を利用するものです。典型的な取引
としては、米国の金融機関が、自社が所有し支配
するオフショア法人を利用して、オフショア・ヘッジ
ファンドから米国株式を借ります。そのオフショア
法人は配当が支払われる数日前にその株式を借
りた後、それを売却すると同時に、自社の関連金
融機関との間でスワップ契約を締結します。
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オフショア法人は、スワップ契約に基づき免税扱い
の「配当同等」支払金を受け取った後、株式を借り
たオフショア・ヘッジファンドにその支払金（現在で
は「代替配当金」と呼ばれます）をそのまま戻しま
す。次に契約当事者たちは、代替配当に関する内
国歳入庁（IRS）の不明瞭な通達に関する解釈に依
拠して、代替配当金支払いについては源泉徴収の
必要はなく、支払金は免税扱いが可能であると主
張します。配当金支払いの数日後、オフショア法人
は借株をオフショア・ヘッジファンドに返還し、その
時点でオフショア・ヘッジファンドは株式貸借取引が
行われる前と同じ状態を取り戻します 3。
IRS は数年にわたり、HIRE 法以前に存在していた
法規を用いて、これらの特定の取引に従事していた
金融機関やオフショア・ヘッジファンドを追跡してき
ました。その法規は、これらの取引が租税回避以外
の事業目的をもたないことがあるという事実に着目
するものです。この問題で和解するために IRS に多
額の小切手を振り出した納税者が数多くいると理
解しています。もう一つ指摘しておく必要があるの
は、他の法域もデリバティブが自国の税制度を回
避するために利用されていないかを検討しているも
のの、この点に関してははるかに遅れていることで
す。したがって、デリバティブはこの先数年間、米国
以外の租税を最小化する適切な方法となる可能性
があります。

デロイトの見解
米国議会の税法策定者の意図は、米国企業が
支払う配当の税務上の基礎を維持するというこ
とでした。ファンド運用会社は、このことを念頭に
置いて取引を検討し、どの支払いが当該法規の
適用対象になるかについて源泉徴収義務者（ブ
ローカー）と合意する必要があります。それは、
源泉徴収税はファンドの受益者にとって税額控
除が受けられないことがよくあるからです。運用
会社は、NPC 以外のデリバティブを利用して源
泉徴収税の負担を最小化したいと考えるかもし
れませんが、IRS はいずれかの時点で当該法
規を拡大して NPC 以外のデリバティブをその対
象とする意向であることを十分認識している場
合に限りそうすべきです。

租税回避地と条約へのアクセス
大半の先進国は、グローバル経済における競争力
を高め、国際取引を促進するための方策として、「二
重課税条約」を締結してきました。こうした条約では、
各種の所得が二つの法域の一方でのみ課税される
ことが取り決められる場合があります。条約の規定
は現地国の法律に優先します。例えば米国は、米国
源泉の配当と利息に対して 30％の法定源泉徴収税
を課していますが、これは実質的に米国の納税者か
らの徴収を意味します。多くの場合、利息の支払い
は結局、30％の課税に対する数個の例外規定のい
ずれかの適用を受けるため、取り組むべき主な問題
として配当が残されます。米国は、米国源泉の配当
の税率を引き下げる条約を数多く締結しています。
それぞれの条約には微妙な違いがあるものの、米
国で施行されている大部分の条約は同じように機能
します。条約の恩恵を受ける資格を得るためには、
所得の受領者は一般に、他の締約国の居住者とみ
なされなければなりません。居住性は個々の条約で
定義されています。

米国の多くの条約には特典制限（LOB）条項も組
み入れられていますが、これは、居住性テストを
超えて、支払いの受益者の「透視」を要求する規
定です。この LOB 条項の目的は、特定の条約
の居住性テストを満たしていながら、実際には第
三の非締約国の法人または自然人が受益者と
なっている企業の設立を防止することにありま
す。二重課税条約の基本的な考え方は、双方の
国が自国の法律に基づき、問題となる所得の一
部または全部に課税する権利を有するということ
です。したがって、ファンド運用会社が選好する
最も一般的なオフショアの法域は、課税所得が
存在しないため、二重課税条約を締結すること
ができません。そのため、例えば米国の租税目
的 上 、法 人 と み なさ れ る ケイマン 諸 島 、バ ー
ミューダ諸島あるいは英領ヴァージン諸島のファ
ンドに支払われる米国源泉の配当は、30％の源
泉徴収税の課税対象となります。同じことは、
ジャージー島やガーンジー島の会社に支払われ
る配当についても言えます。
アイルランドとルクセンブルグは、一般に望まし
い規制制度とみなされる特徴（すなわち、過度に
厳格または懲罰的ではなく、「適度」であること）
を含めた事業上の理由により、オフショア・ファン
ドの拠点を置く場所として魅力が高まっている二
つの法域です。両国はまた、米国を含め、数十カ
国の先進国と二重課税条約を締結しています。
専門的観点に立てば、両国は一定の種類の投
資企業に対して企業レベルの租税も課していま
す（ただし、その租税は総じて極めて低額に抑え
ることが可能です）。したがって、それらの企業は
一般に条約の規定に基づく資格を有するため、
「条約へのアクセス」を有しているとみなされま
す。この条約へのアクセスのため、アイルランド
およびルクセンブルグの両国に拠点を置く企業
は、プライベート・エクイティ・ファンドとヘッジファ
ンドのいずれもが、国別投資を実行するための
特別目的事業体（SPV）を設立する目的で、長年
にわたり使用してきました。ごく最近では、規制
の動向や事業環境の変化のほか、FIN48 の施行
後は条約へのアクセスに起因する潜在的な税務
上の利点があるとの認識に基づき、ファンド運用
会社は、アイルランドやルクセンブルグを拠点と
する SPV に加えて、租税回避地の企業よりも両
国のどちらかの企業をファンドそれ自体として使
用することを検討しています。

3 配当税の乱用、オフショア企業はどのような方法で米国株式の配当に対する課税を回避するか」、米国上院、常設調査小委員会
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これらの欧州諸国は、ファンド事業を誘致するため、
カリブ海諸国や他の租税回避地と熾烈な競争を展開
しています。それは、ファンドの本拠地と、それらの
ファンドへのサービス・プロバイダーに関わる雇用機
会との間に直接的なつながりがあるためです。例え
ば、アイルランドは 2009 年 12 月、既存ファンドの拠
点を別の法域からアイルランドに移すのに必要な手
間を大幅に軽減する法律を制定しました。かつては
極めて複雑で、多数の手順が必要だったプロセス
が、現在では 1 種類の書式の提出によって実現され
るようになり、通常は 24 時間以内にアイルランド政
府の承認を受けられます。
租税情報交換協定
上述のように、二重課税条約において提供される実
際の、および想定される利点は、とりわけバーミュー
ダ諸島、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島などの一
定のオフショア・ファンドの拠点を含め、すべての国
が享受できるわけではありません。それらの国や他
の 国 は 、代 替的 な方 策 とし て租税 情報 交換 協定
（TIEA）の締結を選択することが可能です。
TIEA の主要目的は、税法を運用し執行するため
に、情報交換を通じて税務事案における協力を促進
することにあります。二重課税条約と同様、この協定
も通常は、経済協力開発機構（OECD）が作成したモ
デルが基礎となっています。

TIEA のために使用されるモデルは、有害な租税実
務の根絶に向けた OECD の取り組みに応えて草
案が作成されたもので、最終的に、効果的な税務
情報交換の確立のために使用することが可能な法
律文書のフレームワークが作り出されました。二重
課税条約がそうであるように、二国間の TIEA も相
互に若干の相違が見られることがありますが、大
部分の協定は OECD モデル協定の一般的なフ
レームワークに従います。基本的に、TIEA によっ
て現地国の源泉徴収税が軽減あるいは免除され
ることはないことを理解する必要があります。
TIEA は、その極めて基本的なレベルにおいて、全
般に、「かかる租税の課税対象となる者に関する
租税上の請求の決定、賦課、検証、執行、回収もし
くは徴収、または当該者に関連する租税事案の操
作もしくは訴追に関係する情報」交換の委託を指
針としています。TIEA の一方当事国は、相手方当
事国から要請があった場合、銀行および他の金融
機関が保有する情報、ならびに名義人および受託
者を含め一切の者が保有する情報を提供する義
務を負います。要請を行う当事国はまた、企業、
パートナーシップ、信託およびその他の者の法的
所有および受益的所有に関する情報の提供を要
請することも認められます。
言うまでもなく、TIEA では通常、「締約国の権限あ
る当局が提供および受領したすべての情報は、秘
密として取り扱い、本協定の目的に正式に関係す
る者または当局のみに開示するものとする」と定め
られます。
OECD は法域をどのように分類し、その分類は何
を意味するか？
OECD は三つのカテゴリーを用いて法域を分類し
ていますが、その基準となるのは、情報交換の領
域における協力と透明性を含めた、国際的な税務
基準の遵守の確約です。
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三 つの カテゴ リーは 普通 、ホ ワ イト ・ リスト 、グ
レー・リスト、ブラック・リストと呼ばれます。
・

ホワイト・リストには、国際的に合意された基
準を実質的に導入した法域が記載されま
す。ホワイト・リストに記載されるためには、
外国政府と税務情報を交換する二国間協定
を最低 12 カ国と締結していなければなりま
せん。

・

グレー・リストには、基準の遵守を確約したも
のの、まだ十分に基準を導入していない法
域が含まれます。

・

ブラック・リストには、国際的に合意された税
務基準の遵守を確約していない法域が含ま
れます。バーミューダ諸島、ケイマン諸島、
英領ヴァージン諸島はホワイト・リスト記載国
です。

どんなオフショア法域を考慮すべきか
上述のように、アイルランドとルクセンブルグはオ
フショア・ファンド事業を誘致するために伝統的な
租税回避地と競争を展開しています。両国の規制
制度と条約へのアクセスは戦略的優位であり、ま
た業務上の観点からロンドンに近いことに魅力を
感じるファンドもあります。アイルランドとルクセン
ブルグが有する条約のネットワークは真の競争優
位をもたらしています。また両国には、法律上およ
び税務上、パートナーシップとして伝統的に尊重さ
れている企業が存在しています。これに対して、典
型的な租税回避地の国は、極めて緩やかな規制
制度があり、条約へのアクセスは有していませ
ん。さらに、大半の租税回避地には、所有者と区
別されたものとして扱われるパートナーシップの法
的概念が存在していません。
それらの租税回避地の諸国にとって、競争条件を
平等にして、重要なオフショアの金融センターとし
ての地位を復活させるためには、ファンドの定期
的検査を含めた、効果的かつ透明な規制環境へ
の注力を引き続き立証することが不可欠です。そ
れらの諸国は引き続き TIEA を締結すべきです
が、それに加え、パートナーシップの法的概念をよ
り全面的に採用すべきです。

さらに、会社組織の既存ファンドが容易に法的地位を
転換してパートナーシップになれるような仕組みを導
入することを考慮すべきです。租税回避地の諸国
は、今述べた二つの措置を講じる中で、より良好な条
約へのアクセスや透視基準に基づく租税極小化を投
資家に提供することにより、投資家が負担する実際
の税コストだけでなく、FIN48 の「認識上の」税コスト
を最小化するのを支援できるでしょう。

米国外に投資する運用会社は次のような自問
自答を行うべきです。
1. FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）
が自社ファンドにとってどんな意味をもつか
を評価して、コンプライアンスを達成する行
動計画を立案したか。
2. 自社ファンドの税コストと租税リスクを適切に
管理しているか。
3. 自社の投資家のためにより良好な条約への
アクセスを得られるように、マスター・ファンド
やオフショア・ファンドについてパートナーシッ
プを使用することができるか。
4. 自社ファンドが納付する租税の中に還付可
能なものがあるか。
5. 自社の成功報酬から、投資家が税額控除を
請求できる租税が控除されているか否か。
6. 税コストをさらに引き下げるためにアイルラン
ドかルクセンブルグを考慮すべきか。
7. 現地国の源泉徴収税を回避するためにデリ
バティブを使用することは適切か。
投資運用業界の古い格言に、「取引をする犬は租税
の尻尾に振り回されてはならない」というものがあり
ます。その意味は、投資や構造を租税のみを基準と
して決定してはならないが、賢明なファンド運用会社
は、適切な税コストの管理により投資家や自社のた
めに成績を向上させられる、ということです。
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金融取引税
何かの予感
レイモンド・クラフツコフスキー
（Raymond Krawczykowski）
パートナー
国際税務
デロイト・ルクセンブルグ

デイニー・タイラント
（Dany Teillant）
シニア・マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

金融セクターを対象とした最近の規制改革に伴い、
資産運用の実務家は、経営モデルに重大な影響を与える
可能性が高い、数個の新しい頭文字語（FATCA、UCITS
IV、AIFMD、RDR など） 1 に精通する機会を得ました。
2011 年 9 月 28 日現在、このリストに FTT を加えることが
できます。金融取引税は収益性や業務、金融センターの
勢力図に影響すると見られることから、資産運用の実務家
はこれに注意を払う必要があります。

1
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このテーマについては、2011 年 9 月発行の「パフォーマンス」第 6 号、「規制改正が資産運用の経営モデルに及ぼす影響」を参照してください。
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毎日ニュースを調べている読者はすでにお気付き
かもしれませんが、「何かの予感」が広がっていま
す。ハイテク 製品愛好 者には残念 でしょ うが 、
「FTT」は、アップル©の有望な画期的ハードウェア
新製品の新しい広告キャンペーンではありませ
ん。FTT とは、欧州委員会が発表した、欧州連合
（EU）加盟国 27 カ国で実施される金融取引税
（FTT）の提案で、金融セクターが市民や企業、加
盟国の利益のために、財政に公平な貢献をするこ
とを確実ならしめるためのものです 2。

こうしたことを根拠に、欧州委員会は、財政に対す
る十分かつ公平な貢献を確実ならしめ、望ましくな
い行動や歪みを抑制する手段として、金融セク
ターに対する新税の考え方を復活させました。こ
の考え方は新しいものではなく、金融危機のたび
に浮上しており、幾分、景気循環的な意味合いが
あります 5 。今日の状況が過去の危機と異なるの
は、危機の規模、世界全体への波及、および各国
政府が直面している前例のない予算上の圧力で
す。

世界が 2008 年の金融危機からゆっくりと回復し
つつある中で、上昇する政府債務の水準に関す
る懸念が世界的に高まる状況にあって、金融セク
ターは経済危機を引き起こした大部分の責任が
ありながら、そのコストを現在および将来の納税
者に押し付けているという性急な考え方が広まっ
ています。

金融取引税を導入している国はすでに数カ国あり
ますが 6 、欧州委員会が直面している主な課題の
一つは、イノベーションや複雑性、極めて急速な変
化、さらには喧騒の激しいトレーディング・フロアか
ら静穏なデジタル世界への取引形態の移行の加
速（例えば、最先端の電子証券取引所の例である
ダイレクト・エッジや BATS 取引所など）によって特
徴付けられるセクターへの金融取引税の導入で
す。

FTT の取り組みは、金融セクターの改革と将来の
システム破綻のリスクを防止することを目指した、
より広範な規制改革政策に含まれる予算措置と
して捉えることができます 3。提案されている FTT
の主要目的は、経済危機のコストの「再民営化」4
ともみなすことのできる取り組み、および将来の
危機のコストに充当する新たな歳入源を確立する
取り組みとして、金融取引から歳入を調達するこ
とにあります。
欧州委員会の推定によれば、金融セクターの
救済策（例えば、資本注入、融資、保証など）
の結果として、EU 諸国の財政赤字は平均で
2007 年の対 GDP 比 0.9％から 2010 年には
6.4 ％ に 増 加 し 、公 的 債 務 は 今 後 数 年 内 に
80％を超える公算が大きいとされています（欧
州委員会、2011 年春季経済予測）。

したがって、欧州連合内で金融取引税が効果を上
げるには、統一法規の導入が必要不可欠となりま
す。不幸にも、間接課税については、欧州連合の
機能に関する条約（TFEU）第 113 条により、欧州
連合理事会を構成する 27 加盟国の全会一致が
要求されますが、すでに一部の加盟国が、主に国
外移転の懸念や世界的な協調の欠如を理由とし
て欧州委員会の提案に反対しています。
このレポートでは、政策や政治の背景に目を向け
ながら、資産運用業界に対する影響の観点から欧
州委員会の提案を検討します。

2 COM（欧州委員会文書）(2011) 594 final
3 欧州委員会は、この取り組みを裏付けるために、危機の根本的原因として次のものを挙げています。(i)質の低いサブプライム・ローンの急
拡大に関連するシステミック・リスクを覆い隠したデリバティブと仕組み商品の蔓延、(ii)大部分の法人所得税制度における、株式と比較し
た債券の課税措置における過剰なレバレッジおよび歪み、(iii)短期的かつ過剰なリスクテイクに報いる報酬体系、(iv)短期的投機（例えば、
高頻度取引）、さらに、金融サービスの付加価値税（VAT）免税に言及した上で、(vi)金融セクターが現在、過小課税の状態にあるという意
見。
4 読者の皆様には、この粗野な表現についてご容赦をお願いいたします。
5 例えば、大恐慌後の 1936 年にはジョン・メイナード・ケインズが行き過ぎた投機を抑制する試みとしてこれを提案しており、また 1972 年に
は、ジェームズ・トービンが直物通貨取引への課税の観点から検討を行っています。さらに 1994 年 12 月には、メキシコ・ペソの急落時に
ポール・ベルント・スパーンが再び検討しています。
6 最も関連性のある事例の一つは、スウェーデンが 1980 年代に、国内の証券業務サービスを利用したすべてのスウェーデンの持分証券取
引と株式オプションに 50 ベーシスポイントの租税を課し、その後に大量の国外移転が発生したというものです。
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適用範囲
対象
FTT はすべての金融取引に適用されます。金融取
引は、金融商品の取引（買付と売却）、金融商品に
関連するリスクの移転、およびデリバティブ契約の締
結または変更と定義されます。欧州委員会にとって
鍵となる課題は移転と EU 市場の歪みであるため、
金融セクターに関連する他の指令に定められた十分
に確立された定義を採用するというアプローチがとら
れました。そのため、金融商品の定義は金融商品市
場指令（MiFiD）の付属書類 1 セクション C を参照し
ています 7。その結果、FTT の適用範囲は所有権移
転に限定されておらず、また組織的市場の取引と
OTC 市場の取引を対象としています。

7

しかしながら、一部の取引は様々な理由で FTT
の適用範囲から除外されています。例えば、EU、
欧州中央銀行（ECB）および各国の中央銀行との
取引は、潜在的なリファイナンスや今後危機が発
生した場合の金融政策発動に悪影響が出ないよ
うに、また EU が域内市場を確立する能力が制限
されるのを避けるために、FTT の適用範囲外とさ
れています。他の適用除外は、TFEU によって定
められた最優先の原則を侵害しないようにするた
め、また他の EU 指令との衝突の可能性を回避
するためのものです。例えば同提案は、TFEU 第
63 条（加盟国間および加盟国と第三国間の資本
と支払金の自由な移動の原則）を遵守するために
為替の直物取引への課税を除外しています。

指令 2004/39/EC (MiFiD)
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また、非金融セクター（例えば、資金調達の必要
がある家計、企業または政府）を課税の負担か
ら保護するともに、資本調達に対する間接税の
賦課を禁じた資本税指令 8 との衝突を回避する
ために、一次市場の取引（すなわち、保険契約、
不動産ローンや消費者金融、支払サービスなど
の日常的活動）に対する課税も除外していま
す。

したがって、欧州連合内で金融取引
税が効果を上げるには、統一法規の
導入が必要不可欠となります。
一次市場の取引の非課税扱いに対する重要な例
外規定で、資産運用セクターにとって特に関係が深
いのは、譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS9 ）
およびオルタナティブ投資ファンド（AIF10）の株式や
受益証券の発行と償還に関連するものです。この
例外規定は、資本調達に対する間接税の賦課の禁
止に抵触しているように見えます。しかし、欧州委
員会は、同提案が資本税指令の規定に優先すべき
であると示唆しているように思われ、実際、そのた
めに資本税指令の改正を提案しています（同提案
の第 15 条には、「当該指令は理事会指令…/…
/EU［すなわち、提案］を損なわないものとする」とあ
ります）。この例外規定は資本コストに悪影響を与
え、EU の投資ファンドが EU 外の投資ファンドに比
べ競争上不利な立場に立たされる可能性があるた
め、例外規定の背後にある根拠はほとんど意味を
なしません。

8
9
10
11
12
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また同提案によれば、投資ファンドは株式や受益
証券の発行や償還だけでなく、ポートフォリオに関
連する金融取引についても FTT の課税対象となる
ため、資産運用業界にとって二重課税が発生しま
す。このことにより、EU の投資ファンドの取引費用
が増大し、資金調達や投資の取引量、利益率が圧
迫されるため、運用報酬と成功報酬が圧力を受け
ます。EU の資産運用業界のビジネス・モデルに対
する悪影響を別にしても、この例外規定は、欧州委
員会が EU の UCITS ファンドの国際的販売の利点
を維持すると同時に、EU のパスポートにより AIF を
販売する可能性を通じて EU の AIF に対する海外
の投資意欲を喚起しようとしている 11 時期にあっ
て、特に矛盾を含んでいると思われます。
最後に指摘しておきたいのは、一定の仲介機関
は、トレーディング取引自体を実行するのではなく、
トレーディングの円滑化の機能あるいは金融支援
の機能を果たしている場合に限り、適用免除にな
るということです 12。
適用対象地域
FTT は、取引の経済的実質と加盟国の領土との間
に関連性のあるすべての金融取引に適用されま
す。FTT の適用対象地域については、「少なくとも
取引の一方当事者が加盟国に常住し、かつ加盟
国の領土に常住する金融機関が当該取引の当事
者として、自身の勘定でもしくは他の者の勘定で行
動しているか、または当該取引の当事者の名にお
いて行動している」という条件が要求されます。こ
の規定における「金融機関」と「常住」の概念は、資
産運用業界に対する FTT の潜在的影響を理解す
る上で極めて重要です。

2008 年 2 月 12 日付指令 2008/7/E
改正指令 2009/65/EC 第 1 条(2)項
指令 2011/61/EU (AIFMD)第 4 条(1)項(a)号
AIFM 指令 2011/61/EU
そうした機関に含まれるのは、欧州金融安定化基金、中央清算機関（清算機能を果たしている場合に限る）、中央証券預託機関（CSD）
および国際的 CSD（証券預託または国際的証券預託の機能を果たしている場合に限る）、ならびに資金調達やメンバーに対する金融支
援の提供を目的として 2 カ国以上の加盟国によって設立された国際的金融機関などです。

定義に関する上述のアプローチの後、同提案は
「金融機関」の定義の中に規制世界（すなわち、
投資会社、規制市場 13、信用機関、証券化特別
目的会社 14、保険、再保険および関連する特別
目的事業体 15 、投資ファンドおよび資産運用会
社 16 ならびに年金基金 17）と非規制世界を組み
入れています。非規制世界に関しては、主に金
融商品の取引または企業の保有の取得に従事
する企業に FTT を適用することにより、グルー
プ内の金融取引やシャドーバンキング活動も含
めるのが欧州委員会の考え方です。

ただし、それらの活動が当該企業の活動全体の重
要な部分を占めることが条件となります。欧州委員
会は、この「重要な」という用語の評価基準に関す
る示唆を行っておらず、互いに異なるセクターを発
展させたいと考えている加盟国の間に歪みを生み
出す原因になりかねないことは容易に想像されま
す。

常住の概念に関しては、次のルールに基づいて加盟国の課税権を定義することが提案されています。
非金融機関

金融機関

・自然人：定住所または通常の居住地

・ 以下の住所または通常の居住地に関するいずれかの条件が

・その他：登録事務所

満たされる、加盟国における本拠地（複数の条件が満たされ
る場合、上位の条件が下位の条件に優先する）
-

当該加盟国の当局による承認

-

当該加盟国内の登録事務所の所在地

-

当該加盟国内にある定住所または通常の居住地

-

取引を遂行している当該加盟国内の支店

-

本人または代理人として、当該加盟国に常住する金融機
関または非金融機関との間で行う金融取引の当事者

取引の一方当事者のみが EU に常住していれ
ば十分であるため、EU の金融機関が関与する
金融取引だけでなく、第三国の金融機関との取
引も課税対象となることがあります。EU の金融
機関に関して言えば、当該金融機関が取引の当
事者であることを条件として、当該金融機関が
常住する領土に該当する加盟国において課税
がなされます。第三国の金融機関に関して言え
ば、当該金融機関が取引の当事者であることを
条件として、その取引の当事者が常住する領土
に該当する加盟国において課税がなされます。

13
14
15
16
17
18

こうしたルールについては次のことが言えます。第
一に、欧州委員会が、例えば「定住所」18 に関して、
またそれに加えて、定住所の情報を提供し更新す
るための受入可能な方法に関してなされるべき統
一解釈のガイダンス（例えば、欧州委員会は定住
所に関して、二重課税回避に関わる OECD モデル
に含まれる租税の概念を使用することが考えられ
ます）を加盟国に提供することが望まれます。

指令 2004/39/EC (MiFiD)第 4 条で定義
指令 2006/48/EC（信用機関の事業の開始および追求）第 4 条で定義
指令 2009/138/EC（保険および再保険の事業の開始および追求）第 13 条で定義
指令 2011/61/EU (AIFMD)第 4 条ならびに改正指令 2009/65/EC（UCITS）第 1 条および第 2 条で定義
指令 2003/41/EC 第 6 条(a)項で定義
通常の居住地」、「支店」、「登録所在地」についても同じことが言えます。

73

課税事象

そうした提供がなされなかった場合、EU の当事
者の特定に関して、EU 貯蓄課税指令 19 の施行
時に生じたのと同様のルールの不備が発生し、
租税の不透明性や EU 内の潜在的な歪みを引き
起こす恐れがあります。第二に、米国の外国口座
税務コンプライアンス法（FATCA）を遵守する目的
で現在なされていることと幾分類似していることか
ら、資産運用会社は、自社の顧客基盤、販売経
路、業務および技術の内部レビューを実施して、
EU の顧客と仲介機関を特定し、金融取引と EU
の間の関連性を確認あるいは否認するためにど
んな種類の情報を収集すべきかを検討し、販売
経路を変更する機会を評価し、さらには FTT を遵
守するための社内手続やコスト（例えば、技術イ
ンフラ、コンプライアンス管理など）を決定する必
要があると考えられます。内部レビューの結果と
して、EU の投資ファンド商品を売却したり、EU の
投資家に販売したりする機会の問題が生じる公
算が大きいと思われます。

FTT は、個々の金融取引の発生時に課税されます
（誤りの場合を除き、注文の取消や訂正は一切効
果をもちません）。発生時は約定日（所有権移転）
または決済日（支払いと引き渡し）のどちらも意味し
得るため、特に金融市場で活発に活動している資
産運用会社にとっては、その定義が必要となりま
す。影響評価分析によれば、決済日のアプローチ
のみを採用した場合、税金繰延の誘因となり、大幅
なキャッシュフローのメリットが生じる可能性があ
り、したがって、金融商品の売却と買付については
所有権移転を課税事象とし、デリバティブについて
は契約が合意された時点を課税事象とすべきこと
が示唆されます。金融商品、デリバティブおよび市
場は多岐にわたるため、資産運用会社は、個々の
取引に関して課税事象を決定するために、関連す
る金融商品やデリバティブの主要市場の市場慣行
を参照する必要に迫られると思われます。課税事
象は FTT の納付期日と申告期日の起算日となる
ため、営業部門、技術部門およびコンプライアンス
部門が密接に協力して課税事象を適切に追跡でき
るようにすることが必要となります。
課税標準
デリバティブ以外の金融取引の場合、支払うべき対
価または市場価格（すなわち、独立企業者間取引価
格）のいずれか高額の方が課税標準となります。し
たがって現物取引については、FTT は取引のグロス
額に課税されることになります。グロス額への課税
は、高頻度取引に従事する資産運用会社にとって
不利益な効果をもたらすと見込まれるため、利益率
の低い短期取引の出来高が大幅に減少する可能性
があります。FTT が世界の主要な金融センターに広
く採用されなかった場合には、大量の国外移転が生
じる公算が大きいと思われます 20。

19 利息支払いの形態における貯蓄所得への課税に関する 2003 年 6 月 3 日付指令 2003/48/EC
20 影響評価によれば、アルゴリズム取引に基づく注文取引は取引全体の最大 40％を占める可能性があると推定されています。
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（英国の印紙税などとは対照的に）FTT は国内発
行の原則に基づいていないため、業界は、（コスト
の考慮事項を別にすれば）比較的容易に自動発注
システムおよび電子通信システムに依拠して、FTT
の課税対象となることなく取引プラットフォームや例
えばフランス債などの取引を国外移転することが可
能であると見られます。
デリバティブについては、デリバティブ契約の原金
融商品または原資産の価額（すなわち想定元本）
に課税するというアプローチが採用されました。ア
イルランドに常住するヘッジファンドが金融機関か
ら額面 5,000 万ユーロの貸付債権をディスカウント
価 格 で 取 得 し 、 4.5 ％ の 固 定 金 利 を
6 カ月 Euribor と交換する金利スワップを英国銀行
と締結した場合、10 万ユーロの FTT 負債（当該金
融 商 品 の 所 有 権 移 転 に つ い ては 、ベ ン ダーが
0.1％、ヘッジファンドが 0.1％の納付義務を負う）お
よび 5,000 ユーロの FTT 負債（スワップの要素に
ついて）が発生することになります。この例に示され
るように FTT には増幅効果があり、取引の過程で
すべての買付と売却が FTT の課税対象になるた
め、実効税率が想定を上回る結果となります（この
例では 0.21％）。

税率
現時点では、デリバティブ以外の金融商品については
0.1％の税率、デリバティブについては 0.01％の税率
で FTT を課税することが提案されています。欧州委員
会は年間約 570 億ユーロを調達することを期待してお
り、その一部は EU の予算に充当され、他の一部は加
盟国の財政に寄与することになると見られます 21。税
率の違いは、デリバティブ商品の課税標準（想定元
本）が経済価値を反映していないという事実につい
て、ある程度、相殺調整を行うという意図によって説明
できます。その結果として、デリバティブには低い税率
が適用されています。また、多額の歳入の徴収を確保
し、国外移転のリスクを最小化し、そして非金融セク
ターへの悪影響を回避するという諸目的に適合するよ
うに税率を調整しようとする姿勢も、税率を正当化す
る根拠になっていると見られます。
加盟国は、FTT 指令の規定を実施に移す際、自由に
税率を引き上げることができます。高い税率を適用す
るメリットは、国外移転のリスクが高まることによって
相殺されざるを得ません。

課税標準の決定に当たり、資産運用会社は恐ら
く、社内や社外の評価や移転価格、税務のチーム
と綿密に協議した上で、データを維持管理し、方法
を策定することが必要になると見られます。管轄の
税務当局による監査に備えて、課税金額を裏付け
る文書類を確定し、維持管理することがベストプラ
クティスになると思われます。

21

FTT による収入の用途も加盟国間の論争の的となっています。
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納税者
金融セクターは市民や非金融企業、加盟国のた
めに財政に公正な貢献をなすべきであるというの
が FTT の政治的メッセージであることから、FTT
の法律効果が金融セクターのみに及ぶのは当然
のことと言えます。したがって、金融機関は本人
または代理人として取引の当事者となった場合、
その税金を納付する責任を負います。
資産運用会社にとっては FTT により、税コストそ
れ自体に加え（そのコストが最終消費者に移転さ
れないと仮定した場合）、追加的な事務管理費用
が発生するため、AIFMD、UCITS IV、ソルベン
シーII などの準拠に関する費用／便益分析にそ
の費用を組み入れる必要があります。同提案に
よって生じる経営モデルへの追加的圧力、および
同提案に伴う規制策は、業界の統合トレンド、
ニッチ・プレーヤーや中堅プレーヤーの戦略的再
配置、あるいは一部の市場参加者消失さえ、ある
程度悪化させる可能性があります。
同提案は一定の仲介的な納税者について例外
規定を設けており、それにより、金融機関が別の
金融機関の代理人として行動する場合、別の金
融機関のみが FTT を納付する責任を負うものと
されています。この例外規定は、資産運用業界
のブローカーにとって特に重要となります。例え
ば、EU のマスター投資ファンドが発行する株式ま
たは受益証券に投資する EU のフィーダー投資
ファンドが発注した買い注文の執行を担当するブ
ローカーは、FTT を納付する責任を負いません。
しかしながら、富裕層個人が発注した買い／売り
注文の執行を担当するブローカーにとっては事
態が一変します。この場合は、投資ファンドが発
行した株式または受益証券の買付や売却につい
て、ブローカーが FTT 納付の責任を負います。し
たがってブローカーは、FTT が自社の収益性（す
なわち、手数料や価格設定への影響）、業務（例
えば、コンプライアンス管理や顧客の広報）、およ
び技術（例えば、取引や支払いのソフトウェアに
租税の影響を組み入れるためのアップデート）に
対して FTT がどのような影響を及ぼすかを評価
するために、同提案に精通するとともに自社の顧
客基盤や顧客との契約を点検する必要がありま
す。
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同提案のメッセージの評価が低いのは、金融機関
が所定の期限内に納税しなかった場合、金融機関
以外の者を含め、取引のすべての当事者に連帯責
任を課している部分です。この措置は、実際の適用
や強制執行可能性の点で重大な疑念を提起しま
す。実際、米国のプライベート・エクイティ・ファンドと
英国のプライベート・エクイティ・ファンド間で株式売
買が行われたとして、英国のプライベート・エクイ
ティ・ファンドが株式買付で発生した 0.1％の FTT を
納付しなかった場合、特に、提案されている指令で
は、法律上の所有権移転について何ら制裁や制限
が予定されていない状況にあって、どのような方法
で FTT の徴収を強制執行できるのでしょうか。英
国の印紙税の仕組みとは異なり、現行提案の下で
は、法的所有権の証明と FTT の適正な納付とが関
連付けられていません。つまり、この例では、米国
のプライベート・エクイティ・ファンドは、英国のプラ
イベート・エクイティ・ファンドが納付義務を負う FTT
を納付するインセンティブを全くもっていません。規
制上の制裁措置（営業許可の停止など）の導入も
考えられるものの、それには、加盟国と第三国間の
情報交換、協力および協調が必要になります。
納付期日と納税申告期日
欧州委員会は、FTT の効果的な徴収を実現する法
規を策定する責任を加盟国に委ねていますが、こ
のことは、上述の理由により、現行提案の下で最も
困難な任務の一つとなる可能性があります。
加盟国はそうした策定に際して、最低限、次のよう
な義務を遵守しなければなりません。
(i)加盟国は、FTT の納付に責任を負うすべての者
が、課税事象が発生した翌月の 10 日までに月次
納税申告書を提出することを実現させる施策を採
用するものとする。
資産運用会社の最高コンプライアンス責任者は、
同提案によって課せられる追加的な申告義務を果
たすために、自社の技術インフラや社内組織の見
直しを行う必要があります。この規定の条件、より
具体的に言えば、「責任を負うすべての者」という
文言を読むとき、次のような疑問が生じます。つま
り、金融機関が納税しなかったという理由で連帯責
任の履行を求められるからといって、はたして金融
機関以外の者は申告義務を遵守しなければならな
いのでしょうか。この疑問に対する答は紛れもなく
明確な「ノー」であると考えます。というのも、そうで
なければ、FTT の法律効果が非金融セクターに移
転されて、FTT の運用が非金融企業や家計にとっ
て管理不能で受入不能となるからです。

— つまり、金融機関が納税しなかったという理由で連
帯責任の履行を求められるからといって、はたして金
融機関以外の者は申告義務を遵守しなければならな
いのでしょうか。この疑問に対する答は紛れもなく明
確な「ノー」であると考えます。というのも、そうでなけ
れば、FTT の法律効果が非金融セクターに移転され
て、FTT の運用が非金融企業や家計にとって管理不
能で受入不能となるからです。
(ii)加盟国は、取引が電子的に執行された場合は課
税事象の発生時に、また、それ以外のすべての場合
は課税事象から 3 営業日以内に、納付義務のある
FTT が納付されるように図るものとする。
電子的に完了した取引に関しては、概ね売買と決済
が同時に行われるため、FTT の納付処理は、技術イ
ンフラのパラメータを定義しなければならないことを除
き、大きな問題にはならないと思われます。電子的に
執行されない取引（原則として小比率）に関しては、
納付期限が非常に短期間と捉えられる可能性があ
り、また、課税額が多額で、その金融取引の決済に
課税事象から 3 日以上を要する場合には、事前資金
調達の問題が発生するかもしれません。
金融取引に課される他の税金
欧州連合内における金融取引税の実効性を確保す
るため、同提案は、金融取引に対する FTT または
VAT 以外の租税の維持や導入を禁じています。した
がって、同提案が実現された場合、金融セクターは現
時点で存在する国内的な課税措置（例えば、英国、
ベルギー、フィンランドなど）の廃止を期待できるかも
しれません。その一方、金融セクターは一定の金融
サービスに関わる現行の VAT 免税措置に関する展
開を予想しておくべきです。
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結論
過去 4 年間、欧州連合の加盟国では財政や債
務総額の水準が大幅に悪化しましたが、その一
因は、2008 年以後、加盟国が金融セクターの救
済やシステム全体の危機の回避のために介入
を実施したことにあります。足元のユーロ圏の債
務危機がグローバル経済の脅威となっているこ
とから、財政強化の財源を確保する差し迫った
必要性があります。また、EU 加盟国の政府は、
国民の間に経済的不平等の不満が高まる事態
に直面しており、金融セクターを改革するための
施策が進行中であることを有権者に示し、納税
者が解決の費用を負担しないですむことを保証
することに躍起となっています。
その結果、新たな歳入源を確保するのに不可欠
な手段として金融セクターに課税するという考え
方が（再）浮上し、欧州連合は熱心にそれを推し
進めようとしています。しかしながら、こうした課
税の現実性は、過去 10 年にわたる欧州連合の
課題、すなわち財政統合との関連で捉えるべき
です。現状では、2014 年 1 月 1 日に FTT を施
行するためには 22、加盟国 27 カ国が全会一致
で欧州委員会の提案を承認する必要がありま
す。現時点では、英国とアイルランドが強硬に反
対しているためその見込みは低くなっています。
FTT の反対派は、世界全体で金融セクターへの
課税が導入されない場合、国外移転が発生して
実体経済に悪影響が及ぶ可能性を懸念していま
す。しかし、世界的な合意を得るにはほど遠い状
況にあり、G20 諸国はほとんどその取り組みを
認めておらず、支援も提供していません 23。

FTT の支持国（そのリストの最上位にあるの
はドイツとフランス）は、こうしたこう着状態を
意識して、9 カ国のみの参加が必要な「強化
された協力手続」に類似した方法で FTT を運
営することを可能とする別の選択肢や、現在
よりも統合度が高く、規模が小さいユーロ圏
の設立を伴う、TFEU の根本的改正に向けた
計画さえ検討しています。中核的な EU グ
ループの内部で金融セクターへの課税を導
入すれば、世界的な採用に至る道が開かれ
るという期待が存在しています。提案されて
いる FTT の条件を勘案するならば、そうした
選択肢の使用は、国外移転のリスクや実体
経済に対する有害な影響を過小評価してい
ると思われます。
別の方策として、欧州連合は、金融サービス
に対する VAT の改革と併せて、「金融活動
税」 24 （FAT）（金融機関の利益と報酬に課税
する租税）など、金融セクターに対する他の
形態の課税を提案する可能性があります。と
はいえ、この場合もやはり、加盟国 27 カ国の
全会一致の賛成を得なければなりません。
財政統合の領域で EU 内に政治的合意や戦
略、改革が全く見られない状況の中で、提案
されている FTT は依然として「何かの予感」
に留まると思われます。しかしながら資産運
用業界は、グローバル経済や政治から前例
のない圧力を受けていることから、欧州委員
会の提案や、より一般的には、金融セクター
に対する課税を巡る世界全体の論争を注意
深く見守る必要があります。今後数年の間に
変革が実行される見込みは高いと思われま
す。

欧州連合内における金融取引税の実効性
を確保するため、同提案は、金融取引に対
する FTT または VAT 以外の租税の維持
や導入を禁じています。

22 同提案によれば、加盟国は 2014 年 1 月 1 日の実質的導入に向けて、遅くとも 2013 年 12 月 31 日までに移行規定を公布することが求められています。
23 G20 カンヌ・サミット最終宣言（2011 年 11 月 4 日付）、第 82 項、17 ページ
24 施行中の事例としては、デンマーク（VAT 免税の一定の活動に従事する企業について賃金・給与コストに課税）、フランス（VAT の納税義務のない事業主に課される給与税）、
中国（金融商品の取引に基づく受取利息およびキャピタルゲインに対する 5％の事業税）などがあります。
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UCITS IV の下でのリスクマネジメント
新発売、それとも不老の泉？
アラン・ピッコーネ
（Alan Picone）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

オースティン・カリー
（Austin Currie）
ディレクター
監査
デロイト・アイルランド

過去 3 年間、前例のない要因の組合せにより、UCITS の
リスクマネジメントにとって新たな道が開かれてきました。
それに伴い、またこの新たな規制要件が、従来から施行
されているガイドラインに比べて相対的に厳格であること
の当然の帰結として、役員や取締役会にとって優先事項
のリストにおけるリスクマネジメントの順位が高くなりました。
UCITS IV のフレームワークの主な動機は、間違い
なく、最近の信用危機の影響の中に見いだせます。
この世界的な混乱は、規制当局にとってリスクマネ
ジメントに関する体系的でグローバルな視点を採用
する必要性を証明しました。それと同時に、投資ファ
ンドの運用を含めた金融サービス業界が本質的に、
リスク選好に関して投資家の認識に左右されること
の証しにもなりました。ファンドは、投資家の疑念や
不安、自信の欠如、群衆効果の高まりに直面したと
き、従来予想もできなかったような大量な解約に見
舞われました。確実性が失われたこと（「大きすぎて
潰せない」という名言に具現化されています）に加
え、金融商品が絶えず高度化されていることも、リス
クマネジメントの必要性の強化に大きく貢献していま
す。
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同様に、投資家保護が UCITS のフレームワークのひ
とつの重要な提案とみなされています。そこでは、個
人投資家向けファンドのグローバル・スタンダードが、
長年にわたり市場や商品の発展を反映して進化して
きた強固なリスクマネジメント・フレームワークを伴うこ
とから、間違いなくそのブランドの成功の支えとなって
います。歴史的に見れば、UCITS III は、新たに認めら
れた金融デリバティブおよびより高度な投資技法の使
用を考慮に入れた、強化されたリスクマネジメント・プ
ロセスを導入しました。
グローバル・エクスポージャーを算定するためのバ
リュー・アット・リスク（VaR）手法の配備を含めたそれら
の要件は、当時の資産運用セクターで先駆的な存在
となりました。UCITS IV は、リスク・テスト、ガバナンス
のフレームワークおよび開示をより重視した、一層統
合的なリスク・アプローチを策定するために、リスクマ
ネジメント体制を更に強化しています。

81

UCITS III から UCITS IV に至る過程で、リスクマ
ネジメントは、そのブランドの主要な推進者およ
びセールスポイントと認識されてきました。では、
この規制改革は、本来なら販売がかなり難しい
商品の「必要な発売」と捉えられるものでしょう
か。最低限、上述の新たな現実にリスクマネジメ
ント要件を整合させる必要性は認めなければな
りません。その点において、UCITS IV のフレー
ムワークは、より実質的な形で特定の問題点に
取り組むことにより、UCITS III が残したギャップ
を埋めています。
UCITS IV は、運用会社パスポート、簡素化され
た規制上の通知、EU 全体のファンド合併の制
度、マスター・フィーダー構造および監督上の協
力の強化を提供することにより欧州ファンド市場
の効率性を高める一連の方策として誕生しまし
た。しかしながら、この指令草案は金融危機の
時期に改訂され、投資家保護やガバナンス、リ
スクマネジメントに従来以上に大きな焦点を置い
ています。以下では、UCITS IV のフレームワー
クの主な基本事項と重要な改訂事項を検討しま
す。
投資家保護に従来以上の焦点が置かれている
ことは、議論を巻き起こしている合成リスク・リ
ワード指標（SRRI）を含む主要投資家情報文書
（KIID）にはっきり現れています。SRRI は、過去
5 年間のファンドのボラティリティに基づき、1 か
ら 7 までの数値で表示するリスク・リワード尺度
です 1。SRRI はコンセプトは単純ですが、実際に
実行することは極めて困難なことが判明してお
り、多くの資産運用会社は一つの合成的な点数
評価によるファンドのリスクの表示の正確さを疑
問視しています。KIID は、それに伴う難点やコス
トにもかかわらず、個人投資家の間で人気を集
める公算が大きく、欧州委員会のパッケージ型
個人投資家向け商品（PRIP）の取り組みに基づ
き、欧州で他の商品にとってのひな型となる可
能性があります。

1

追加的な統一化施策により、ある EU 加盟
国の UCITS を、別の加盟国に所在する運
用会社を通じて運用し、販売し、事務管理す
ることが可能になりました。そうした施策に
は、運用会社が、組織階層および機能の面
で独立した「永続的なリスクマネジメント部
門」に命じて、リスク限度の遵守を定期的に
点検し報告させることが含まれます。自己運
用投資会社を含めた運用会社は、第三者
が実行する活動を効果的に監視するために
必要な資源と専門能力を保持していなけれ
ばならないとされる一方、リスク方針と手続
の文書化のほか、リスクの監視、報告、分
析および予測にもより大きな重点が置かれ
ています。
委員会実施指令 2010/43/EU は、リスクマ
ネジメントに関する新しい一章に、CESR の
「UCITS に関わるリスク測定ならびにグロー
バル・エクスポージャーおよびカウンター
パーティ・リスクの算定に関するガイドライ
ン」における詳細な要件を提供しました。こ
のガイドラインによれば、個々の UCITS は、
市場リスク、流動性リスク、カウンターパー
ティ・リスクおよびオペレーショナル・リスクを
包含する、社内のリスクマネジメント方策お
よび限度を文書化しなければなりません。

UCITS IV は、リスク・テスト、ガバナン
スのフレームワークおよび開示をより
重視した、一層統合的なリスク・アプ
ローチを策定するために、リスクマネジ
メント体制を更に強化しています。

欧州証券規制当局委員会、主要投資家情報文書における合成リスク・リワード指標の算定方法に関する CESR のガイドライン)
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例えば、コミットメント・アプローチの使用を通じ
て得られたグローバル・エクスポージャーの推定
値は、新たな手法やデュレーション・ネッティング
およびヘッジの使用により、従来よりも適用が制
限されるようになりました。さらに従来あった「高
度 (sophisticated) 」 と 「 非 高 度 (nonsophisticated)」の区別は除去され、UCITS がコ
ミットメント・アプローチ、相対的 VaR または絶対
的 VaR のいずれを使用するかを自己評価する
という要件に置き換えられました。このことは従
来のアプローチからの大幅な逸脱とは言えない
ものの、運用会社は、相対的 VaR の文脈にお
けるベンチマークの定義の改訂を含む、その 3
種類のアプローチの使用に関連して様々な明確
化に注意する必要があります。
UCITS IV はまた、リスクマネジメントに関連する
追加的な開示要件も導入しました。グローバル・
エクスポージャーの算定に使用した方法は、目
論見書と年次報告書の双方で開示しなければ
ならず、また、年次報告書では、グローバル・エ
クスポージャーの算定方法を記載すると同時
に、VaR を使用した場合には更なる詳細を提供
しなければなりません。さらにファンドは、VaR を
使用している場合、目論見書でレバレッジの予
想水準およびレバレッジの水準を引き上げたと
きのリスクを開示しなければなりません。ガイド
ラインは、使用されているデリバティブの想定元
本の合計としてレバレッジを算定すべきことを明
記していますが、これは現行の市場慣行と一致
しません。そのため、この数値が実際にはレバ
レッジではなくデリバティブの使用総額を示すこ
とから、誤解を招く恐れがあるとの懸念がこれま
で表明されており、運用会社は、それに起因す
る投資家の問い合わせに対処することを余儀な
くされてきました。UCITS IV は概ね、新たな革
新的要件を定めており、2007～2009 年の信用
の混乱による影響が残る中で特に注視されてき
たいくつかのギャップを埋めています。例えば、
UCITS IV での注目すべき進歩は、流動性リス
クマネジメントのフレームワークの導入を明示的
に要求していることです。

いささか意外なことに、この問題は投資ファンド業
界にとって本質的に重要であるにもかかわらず、
従来、規制当局はそれを幾分無視してきました。
CESR10-788 の規制要件は、市場の流動性危機
と複雑な構造に対するその影響のシミュレーション
を行うストレス・テストのシナリオの導入を提唱して
います。流動性はまた、運用会社が適切に評価す
べき重大なリスクとして明示的に言及されているだ
けでなく、カウンターパーティ・リスクの軽減に伴う
担保管理プロセスを通じて別の言及もなされてい
ます。欧州連合のガイドラインの各国翻訳版は一
層厳格な形をとっている場合があります。例えば、
ルクセンブルグは、運用会社に対してリスクマネジ
メント手続（RMP）の文書を通じて自社の流動性リ
スクのフレームワークを体系的に説明することを要
求する決定を下しました。興味深いのは、RMP は
UCITS IV の下で大幅に改訂されており、現在では
そのフレームワークは、様々なプロセスを包括的
に記述する正式かつ厳格な仕組みを有することを
意味します。
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もう一つの革新は、リスク・モデル、より明確に言え
ば リスク・モデルのリスク に対処することです。リス
ク・モデルの妥当性検証は、構築プロセスとは独立
した関係者がモデルの概念的な健全性と統一性を
評価するという形で実行することが要求されていま
す。このことは、モデルのリスク、すなわちモデルそ
れ自体の構造における欠陥、またはモデルが不適
切に使用される傾向（領域のマッピング、キャリブ
レーションまたはパラメータ設定において）に起因す
るリスクの推定にとって重大な障害となり、最終的に
不正確な推定値をもたらします。事業上の価値の観
点からすれば、リスク・モデルの妥当性検証は言う
までもなく、単なる規制遵守を超える、はるかに重要
な意味をもっています。実際、リスク・モデルのリスク
の測定は、リスクマネジメントをフロント・オフィスの
意思決定始動システムに組み入れる道筋を作る（例
えば、投資の意思決定やリスク・バジェッティング、リ
スク配分を支えるなど）という点で、多大な事業上の
価値を付加します。モデルの限界を理解し、得られ
た測定値について必要不可欠な分析を実行した場
合に限り、適切なリスクマネジメント・システムを有効
に構築することが可能となります。
妥当性検証の実行はほとんどの場合、本質的に、
モデルによって提供される特定の前提や特徴に関
する 1 回限りの分析を通じて達成されるにもかかわ
らず、継続的なプロセスを意味します。特に、繰り返
し行われる妥当性検証の頻度は、概ね、リスク・モ
デルによって生み出される結果の質によって決まり
ます。過去の予測に基づいてリスク・モデルのパ
フォーマンスを定量化するプロセスはバックテストと
呼ばれます。
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全般的に言えば、バックテストとは、モデルが生
成した時間軸上の測定値を実際に観測された損
益と比較することによってリスク・モデルの正確性
と質を評価するプロセスを指します。どんなリス
ク・モデルも一定の幅のリスク指標を生み出しま
すが、それらの指標は大ざっぱに言えば、一定の
信頼区間を前提とした潜在的損失の規模を示す
統計的測度に相当します。信頼区間はあらかじ
め設定しておく必要があり、例えば 99％の場合で
あれば、システムは平均すれば全体の 1％の事
例で誤った結果（すなわち、実際の損失が予想を
上回る「オーバーシュート 」と呼ばれる事象）とな
ると予想されます。例えば、年間 250 のモデル・
ポイントをバックテストしたとすれば、オーバー
シュートの理論的な限界数は 2.5 となりますが、
規制当局は、例外事象に対する潜在的な許容可
能な上限を 4 に引き上げています。この上限を超
えた場合、「UCITS の上級管理者は、四半期に 1
回、情報提供を受けるべきであり」2、その情報に
は、「『オーバーシュート』の原因の分析と説明、
およびモデルの正確性を向上させるために何ら
かの措置を講じた場合にはその措置の陳述」3 が
含まれていなければなりません。したがって、バッ
クテストを実施すれば、モデルのパフォーマンス
に関する実際の観測結果とモデル構成の主要な
特徴（逆の場合も同じ）は次第に一致することに
なります。少なくとも月 1 回な実施されるように、
頻度が修正されたことによって、その重要性が高
まりました（これに対し、UCITS III では年 1 回）。
バックテストはモデル修正の契機となる可能性が
あり、この点において、継続的な妥当性検証の基
本的要素とみなされます。このことは特に、バック
テストの結果やモデルのパフォーマンスの遡及的
な分析が、どのような点で、中核的なモデルの前
提および構成と関連しているかを定義し、批判的
に分析する企業文化を育成します。

UCITS IV の規制面での変更の範囲は、上記で検
討した問題点に留まらず、評価リスクや担保管理
な ど の 注 目 す べ き テ ー マに も 及 ん でい ま す 。
UCITS IV 以後のリスクマネジメントは、根本的基
礎という点では従来と変わらないものの、リスクマ
ネジメントの課題の特定、監視、測定、報告および
対 応 と い う 点 では 大 幅 に 強 化 さ れ て い ま す 。
UCITS IV は EU の数カ国の法域で全面的に実施
されており、それに従って方針や手続が改訂され
ているものの、運用会社は、リスクマネジメントの
方針を実施するための適切な専門能力と資源を
備えるようにし、そのことを規制当局に証明する必
要 が あ りま す 。価 値 創 出 の 観 点 か ら す れ ば 、
UCITS IV に基づくリスクマネジメント要件は極めて
有用であり、より時期に適い、投資家に適したリス
クマネジメントのフレームワークに適合した条件を
作り出すものとして捉えられます。とはいえ、必要
な規制上のフレームワークの妥当性、およびそれ
を通じて得られる投資家保護の実効性は、疑問の
余地無く、規則的かつ継続的にテストされるでしょ
う。結局のところ、金融市場は、確実に実際のシナ
リオが最もリスク回避的なシミュレーションに成り
代わる方法を見いだすことに、徹底的に熟達して
いるからです。

リスク・モデルの妥当性検証は、
構築プロセスとは 独立した関係者 が
モデルの概念的な健全性と統一性を
評価す るという形で実行することが
要求されています。

2 欧州証券規制当局委員会、UCITS に関わるリスク測定ならびにグローバル・エクスポージャーおよびカウンターパーティ・リスクの算定に関する CESR のガイドライン
3 金融セクター監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier：CSSF）、CSSF 回報 11/512
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IASB と FASB が
投資会社に関する
公開草案（ED）を公表
マービン・ラモス （Mervyn Ramos）
パートナー
監査
デロイト・カナダ

国 際 会計 基 準審 議会 （ IASB） は 、多 く の検 討 と数 多 くの
フォーカス・グループ会議を重ねた後、国際財務報告基準
（IFRS）を米国会計基準の類似規定と整合させるために、
投資会社に関する公開草案を発表しました。IASB と米国財
務会計基準審議会（FASB）は、投資会社に関わる会計処理
に関するガイダンスを提供するために、この共同プロジェクト
に取り組んできました。その結果、IASB と FASB はそれぞれ
2011 年 8 月と 2011 年 10 月に公開草案（ED）を発表しまし
た。どちらも、提案に関するコメントの締切は 2012 年 1 月 5
日でした。二つの公開草案のガイダンスは類似しています
が、同一ではありません。
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両 ED は、投資会社（ED において定義されてい
ます）が、支配する企業への投資について、それ
らの企業を連結するのではなく、損益を通じて公
正価値で測定することを要求しています。企業が
投資会社として適格であるためには、厳格な規
準が満たされていなければなりません。現行規定
では、企業は、投資会社であったか否かにかか
わらず、支配する企業への投資を連結することを
要求されており、この点で IFRS は大幅に変更さ
れることになります。米国会計基準の現行規定で
は、会計基準編纂書（ASC）第 946 号に基づく規
準を満たす投資会社は、支配している投資対象
を損益を通じて公正価値で会計処理することが
認められています。
IASB と FASB は、企業が投資会社として適格で
あるかどうかを判断する規準を共同で開発しまし
た。企業は、投資会社とみなされるためには次の
規準をすべて満たしている必要があります。

・

投資活動の性質：企業の唯一の実質的な
活動が、資本増価もしくは投資収益（配当も
しくは利息など）またはその両方を稼得する
ために複数の投資を行うことである。

・

事業目的：企業が、自身の目的が、資本
増価もしくは投資収益（配当または利息な
ど）またはその両方を稼得するために投
資を行うことであることを、投資家グルー
プに明確に約束している。

・

単位所有持分：企業の所有権が、株式ま
たはパートナーシップ持分など、純資産の
比例持分が帰属する投資単位によって表
象されている。

・

資金のプール：投資家が専門的な投資運
用から恩恵を受けることができるように、
企業の投資家の資金がプールされてい
る。企業には、親会社（もしあれば）とは関
係がなく、かつ、集団として企業の重要な
所有持分を保有する投資家が存在してい
る。

・

公正価値による管理：企業による実質的
にすべての投資の管理、およびパフォー
マンスの評価が公正価値を基礎として行
われている

・

報告企業：企業が投資活動に関する財務
情報を自身の投資家に提供している。企
業は、法人であることができるが、法人で
ある必要はない。
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投資活動の性質

事業目的

投資会社は、投資活動に関連するもの以外に、他
の実質的な活動、資産または負債を有しているこ
とが認められません。ただし投資会社は、自身の
投資活動に関連する投資助言サービスを提供す
ることができ、また、保証担保を支配する意図で投
資対象を取得していない限り、担保付の投資から
生じる債務不履行により得た担保（例えば、商業
用不動産ローンを担保する不動産）を一時的に保
有することができます。

ED で定義されているように、投資会社は、投資す
る唯一の目的が、資本増価もしくは投資収益（配
当または利息など）またはその両方を稼得すること
であることを、投資家に明確に約束します。企業の
投資目的の証拠は、募集文書、目論見書、信託契
約書、マーケティング資料およびパートナーシップ
契約書によって提供されるほか、企業が自身につ
いて見込み投資家に対して示す企業の対応によっ
て示される場合があります。

投資会社の事業目的は、直接的または間接的に
複数の投資を保有することにあるものの、あらゆる
時点で複数の投資を保有している必要はありませ
ん。例えば投資会社は、新規募集期間中、清算過
程中、または適切な投資を識別している期間（初
期投資または投資資産の処分後の資本の再配分
のいずれでも）、複数の投資ではなく現金を保有す
ることができます。

投資会社は、明確な事業目的の一部として、資本
増価を実現する、または投資から配当金または利
息を受領するための可能性のある出口戦略を明
確にし、文書化しなければなりません。出口戦略は
企業が保有する特定の投資の種類によって異なり
ます。上場持分証券を保有するヘッジファンドや
ミューチュアル・ファンドは取引所を通じて処分する
出口戦略を有する公算が大きいのに対して、プラ
イベート・エクイティ・ファンドは新規株式公開や持
分証券の私募などの出口戦略を有する可能性が
高いと思われます。負債証券の出口戦略として
は、ブローカーを通じた私募、または転換社債を持
分証券に転換してその持分証券を公開市場で処
分することなどが考えられます。

投資会社は、規制上、税務上、法務上またはそ例
外の事業上の理由で、投資を別個の法的構造に
隔離することにより、他の投資会社を通じて間接
的に複数の投資を保有することができます。例え
ば、企業は、投資家が、複数の投資を保有するマ
スター・ファンドに投資するオンショアまたはオフ
ショアのフィーダー・ファンド（彼らの本拠地によっ
て）に投資するマスター・フィーダー構造を通じて間
接的な投資を保有することができます。この場合、
各フィーダー・ファンドにとって、マスター・ファンド
の持分が唯一の投資ですが、フィーダー・ファンド
はマスター・ファンドび対する持分を通じて複数の
投資を保有しているとみなされます。
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米国会計基準の現行規定では、
会計基準編纂書（ASC）第 946 号に
基づく基準を満たす投資会社は、
支配している投資対象を損益を通じて
公正価値で会計処理することが認め
られています。

単位所有持分(Unit ownership）

公正価値管理

投資会社は、企業の純資産のうち明確に識別
可能な部分を表象する所有持分の単位（例え
ば、普通株式やパートナーシップ持分）を通じて
投資家に所有されます。しかしながら、所有持
分の単位は投資会社のすべての投資における
比例持分を表象する必要はありません。投資会
社は複数のクラスの持分投資を保有することが
できます。

投資会社は、対内的にも対外的にも、公正価値を基
礎として投資パフォーマンスを管理し、評価し、報告
します。この規準を満たすために、意思決定目的で
企業の経営者に提供される情報、および投資家に
提供される情報は、公正価値を基礎として作成され
なければなりません。

資金のプール

最後の規準は、投資会社が報告企業であることを要
求しています。この評価では、企業の（法律上の形
態ではなく）経済的実態を考慮に入れなければなり
ません。企業は法人である必要はありません。

投資会社は、投資目的を達成するために調達し
た資金をプールすうために、投資家に対し所有
持分を販売します。投資会社の親会社（もしあ
れば）とは関係のない投資家が、企業に対する
重要な所有持分を保有していなければならず、
親会社（またはその関連当事者）はそれを取得
する黙示的または明示的な契約を保有してはな
りません。しかしながら ED は、企業の唯一の投
資家が投資会社であっても、その企業が他の投
資会社の基準すべて満たす場合には、当該企
業を投資会社とみなすことを認めています。

報告企業
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投資会社の親会社
IFRS の ED は、（親会社自身が投資会社であ
る場合を除き）連結の例外規定を投資会社の
親会社にまで拡大させることは提案していま
せん。投資会社の親会社は、投資会社を通じ
て支配する企業を含め、自社が支配するすべ
ての企業を連結することが引き続き要求され
ます。
IASB は、連結ではなく公正価値の使用を、投
資会社でない投資会社の親会社にも拡大す
べきかを検討しましたが、以下の理由により
拡大すべきでないと提案しました。
・

・

IASB は、ほとんどの場合、投資会社に
は投資会社である親会社がいること、つ
まり、必要に応じて公正価値会計が利
用できることを予想している。
IASB は、潜在的な会計処理の不一致お
よび濫用の可能性に対して懸念した（例
えば、その子会社である投資会社の被
投資企業に対して親会社の資本を発行
した場合、当該追加資本がグループ内
で保有されているにもかかわらず、グ
ループの資本基盤が強化されたように
みえる可能性がある）。

開示
ED は、IFRS 第 7 号「金融商品：開示」および
IFRS 第 12 号「他の企業に対する持分の開
示」で要求される開示要件に加え、さらに以下
を含む、投資会社に関する特定の開示要求を
提案しています。
・

・
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投資会社としての地位に変更がある場
合、当該変更の理由および財務諸表に
与える影響に関する情報
投資会社が、契約上要求されていない
が、財務諸表期間中に支配する企業に
対して財務またはその他の支援を提供
した場合、提供した支援の種類および金
額、ならびに当該支援を提供した理由に
関する情報

・

支配する被投資企業に対して財務または
その他の支援（ファイナンスを得るための支
援を含む）を提供する現在の意図

・

被投資企業が資金を投資会社に移転する
能力（現金配当または貸付金や立替金の
返済のいずれであるかを問わない）に重要
な制限の内容および程度

支配している投資対象について、提案された開示
要求では、被投資企業の名称、設立国または所在
地、および保有する被投資企業に対する所有持分
比率（および、もしそれと異なる場合には、それと
併せて、保有する議決権の比率）が含まれていま
す。他の投資会社を支配する投資会社の場合、当
該開示要求は支配される当該他の投資会社にも
適用されます。
ED はまた、以上に加え、以下の開示事項も提案し
ています。
・
表示されている各期間について詳細な 1 株
当たりの情報
・

平均純資産に対する費用および純投資利
益の比率（比率の計算方法を含む）

・

トータル・リターン（トータル・リターンの計算
方法を含む）

・

投資家のコミットメント済みの未拠出額合
計、設立の年度、および所有者のコミットメ
ント済み資金合計に対する拠出済み資金
合計の比率

投資会社に関する規準は IFRS と米国会計基準で
同一になるものの、一定の差異が残ると見られま
す。米国会計基準では、1940 年投資会社法によっ
て規制される企業は、ED の基準を満たしているか
どうかにかかわらず投資会社として適格となりま
す。IFRS にはそれに類似した免除規定はありませ
ん。
第二の重要な差異は、投資会社でない親会社によ
る、投資会社である子会社に対する投資の会計処
理に関係しています。IFRS では、投資会社の親会
社は、投資会社である子会社が適用した公正価値
会計を保持することを認められません。米国会計基
準および米国の ED では、投資会社でない親会社
は、投資会社である子会社が適用した特別な会計
処理を保持することができます。
第三の差異は、ファンド・オブ・ファンズの構造にお
いて、投資会社が他の投資会社に対する支配的財
務持分を会計処理する方法に関係しています。米
国の ED によれば、投資会社は他の投資会社に対
する支配的財務持分を連結することになります。
IASB の ED では、投資会社は他の投資会社に対
する支配的財務持分を公正価値で会計処理しま
す。
公開草案のコメント期間は 2012 年 1 月 5 日に終了
しました。

投資会社は、企業の純資産のうち明確
に識別可能な部分を表象する所有持
分の単位（例えば、普通株式やパート
ナーシップ持分）を通じて、投資家に
所有されます。
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規制の視点

「MiFID」の改革
「報奨金」のセクションに
着目して
パスカル・ケーニッヒ
（Pascal Koenig）
パートナーコンサルティング
デロイト・フランス

ジュリエット・リー
（Juliette Ly）
マネジャー
全社的リスクマネジメント
デロイト・フランス

2011 年 10 月 20 日、欧州委員会は、
2015 年初頭から加盟国全体で施行す
ることを予定する、金融商品市場指令
（MiFID）の改正案を発表しました。
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対象となる多くのテーマの中で、特に投資サービス
および活動に関連する投資家保護の問題が、ファ
ンド運用業界で広く議論されています。

このことが当てはまる場合、サービス・プロバイ
ダーは第三者（運用会社）から助言の報酬を受け
取ることができず、商品に関する教育など、非金
銭的利益のみが許容されることになります。ただ
しその場合も、その受け取りが、顧客の最善の利
益のために行動する義務の遵守を損なってはなり
ません。

MiFID は従来のバージョンでも、投資サービスの提
供に関連して、第三者によってサービス・プロバイ
ダーに支払われた報酬を顧客に通知する義務、お
よびその報酬が、顧客に提供されるサービスの質
の向上に役立ち（実施細則 2006/73/EC 第 26 条）、 ポートフォリオマネジメントとの関連では、この禁
顧客の利益を損なわないようにする義務を、既に 止 措 置 は 、 運 用 委 託 さ れ た ポ ー ト フ ォ リ オ が
UCITS の株式や受益証券を含む場合、運用会社
定めていました。
は発行体からトレーラー・フィーを受け取ることを
新提案はそれらのサービスの規制をはるかに強化 禁じられることを意味します。
し、独立した助言の提供との関連で、またポート
フォリオマネジメントに関係して、第三者または第 その結果、ファンド・オブ・ファンズの運用の場合
三者の代理人を務める者から受け取る報酬／金 のように、これらのトレーラー・フィーはファンドが
銭的利益または「報奨金（inducement）」を禁止す 稼得するようになる可能性が高いと思われます。
るに至っています。
独立した投資助言に関連する報奨金の撤廃に話
投資助言サービスの提供に関しては、サプライ を戻せば、業界の専門家、特に販売会社がまず
ヤーは、該当する場合、独立にサービスを提供し 最初に直面する困難は、同指令の意味の範囲内
ていることを、顧客との関係の開始時に顧客に通 で、いかなる場合に「独立している」とみなされる
のか否かを決定することです。
知しなければなりません。
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忘れてはならないのは、規制当局の観点からす
れば、次の二つの条件が満たされる場合に、投
資助言が独立して提供されているとみなされるこ
とです（第 24 条 5 項 i 号）。
・

サービス・プロバイダーが、「十分多数の、
市場で入手可能な金融商品」を評価してい
る

・

分析対象となった金融商品が、「種類およ
び発行体または商品の提供会社の点で多
様であり」、また特に、サービス・プロバイ
ダーが、「その投資会社と密接に結び付い
ている」 会社によって提供される金融商品
の分析に限定すべきでないことが示めされ
ている

こうした定義は次に、分析対象の商品やサプライ
ヤーの許容可能な数と多様性を評価するという
問題を引き起こします。
フランスでは、2011 年 7 月に発表されたファイナ
ンシャル・アドバイザーに関するルイ・ジスカール
デスタンの報告が、アドバイザーの独立性を 、

「個々の商品カテゴリー［など］について単一の発
行体との間に商業的な結び付きがなく、また金融
商品の発行体、信用機関または保険会社との間
に資本面の結び付きがない」事実として定義する
ことを示唆しています。
この定義によれば、大部分の販売会社は報奨金
の撤廃の適用範囲から除外されることになり、焦
点は、独立系ファイナンシャル・アドバイザーおよ
び、それよりは程度が低いものの、一部のプライ
ベート・バンクの業種に絞られることになります。
立法府がこの定義を採用した場合、フランスの独
立系ファイナンシャル・アドバイザーにとって、現
在、手数料配分が収益の 60％から 80％を占め
ていることから、困難な状況が生じる可能性があ
ります。
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さらに、この業種は従業員が一人か二人の小規
模会社から成り、総じて細分化されています。この
業種はまた、以前にコンサルタント料を支払う義
務を負ったことのない顧客にそうした料金を請求
するのは困難であるとの見方を示しています。ま
た、そうした料金では、手数料配分から受け取る
金額の一部しか穴埋めできないとの見方もとって
います。
比較のために説明すれば、フランスでは、流通
市場は約 70％がリテール銀行（45％）と保険会
社（25％）によって所有されているのに対して、
「独立した」販売網を通じて販売される UCITS
の比率は、販売された資産総額の約 17％と、
かなり低い水準に留まっています（独立系ファイ
ナンシャル・アドバイザーが 5％、プライベート・
バンクが約 12％）。
英国では対照的な状況となっており、市場の
60％以上を占める「独立系ファイナンシャル・ア
ドバイザー」が販売網を支配している（プライ
ベート・バンクは約 5％）のに対し、リテール銀
行は 5％にすぎません（出所：ストラテジック・イ
ンサイトの推定値、欧州産業協会（European
Industry Association）、2009 年末）。
さらに、銀行グループや保険グループの傘下に
なく、商品の販売促進のためにこの販売網に依
拠している「起業家的な」中小運用会社から懸
念が表明されています。

しかしながら、投資助言の提供は事実上、独立系
ファイナンシャル・アドバイザーやプライベート・バン
クがフランスで販売する主要商品である保険商品、
とりわけ生命保険契約に関係する仲介活動をカ
バーしていないことを踏まえれば、確かに、ユニット
リンク保険は原資産の中に UCITS を組み入れて
はいますが、この禁止措置の影響範囲は、相対的
なものに留まります。
反対に、現在のところ、UCITS など、MiFID の意味
の範囲内における金融商品の取得／販売に関す
る助言に関連しているこの禁止措置が、組成会社
が販売会社に報酬を支払うビジネス・モデルからの
脱却の道筋を作る可能性があります。

したがって、この措置はいずれかの時点で、特に
パッケージ型個人投資家向け商品指令（PRIP）や保
険仲介指令（IMD2）の改正と連動して保険商品にま
で拡大されることが考えられます。
このことは次のような事実により一層その可能性が
高くなっています。すなわち、英国においては、小売
販売改革（RDR）が、通常の「リテール（個人）」投資
家向けの投資商品に関する助言サービスに狙いを
定め、特に、英国の個人投資家に販売される保険商
品と関連していることから、影響を受ける関係者と商
品の範囲という点でより広範囲な委託事項をすでに
定めています。RDR は、欧州委員会による数多くの
提案の主題となってきましたが、2013 年 1 月 1 日か
ら施行されることになっています。
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最新情報

金融取引税

米国の FATCA 法規：規則に遅れ？

2011 年 11 月 30 日、 欧州投信・投資顧問業協会
（EFAMA）は指令草案に関するコメントを欧州委
員会に提出しました。

多くの専門家たちは、年末前とされる外国口座税務
コンプライアンス法（FATCA）の規則草案の公表を心
待ちにしており、この公表により、米国の新たな税法
規が自身の事業に及ぼす影響をより確実に見積もる
ことが可能になると期待しています。さらに、すべて
の非米国金融サービス会社（銀行、ファンド、年金基
金、保険会社など）が、米国の脱税者と戦うことを目
的とするこの新法規によって影響を受ける可能性が
あります。この新法は、非米国金融仲介機関が、直
接的のみならず間接的な（パススルー）受け取った
米国源泉所得についても追加的な源泉税を徴収さ
れる用意がない限り、その戦いを支援するために米
国税務当局との契約に署名することを当該金融仲介
機関に要求しています。専門家たちは、少なくとも 1
月半ばまで規則草案を入手可能になるのを待つ必
要がありそうです。また米国当局も最近の会議にお
いて、規則の最終版が入手可能になるのは 2012 年
「 夏」になりそう だと認 めました 。この 規則は良い
ニュースをもたらすでしょうか。米国当局者は、業界
の重大な懸念、すなわち、FATCA と現地法との間の
潜在的矛盾、およびパススルー支払いに関する源泉
徴収の要件の実施について予想される困難に耳を
傾けたと述べました。しかしながら、それらの規則の
実施に関して予想される多額の費用は、全額、非米
国金融機関の負担に留まります。

EFAMA は次の点を明らかにしています。
・

・

・
・

税金に関連する追加費用は、ファンドや年
金基金の投資家などの投資家に影響を与
える。
その税金は複数の層で源泉徴収される
（ファンドのポートフォリオ／ファンドの受益
証券の買付と解約／名義人株主の使用な
ど）可能性があるため、費用が多額になる
恐れがある。
金融取引税により、欧州連合（EU）域外で
設立されたファンドが競争上有利になる。
金融取引税はまた、EU 域外に所在する投
資ビークルを使用する洗練された投資家
に租税回避の機会を与える。

同業界は、当該租税の税収に関する不確実性
についても懸念を抱いています。欧州委員会は
年間税収を 370～550 億ユーロと見積もってい
ます。しかしながら、この見積りは OTC 市場を
考慮せずに算定されており、OTC 市場が予想を
はるかに上回るリターンを生み出す結果になる
可能性があります。
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Link'n Learn 2012
以前にお知らせしましたように、2009 年以来、デロイトは、資産運用業界のプロフェッショナル向けに、その
ナレッジ・リソースを公開してきました。ここで、新たな Link’n Learn のスケジュールをお知らせします。今回
も、デロイトの中心的な業界専門家が司会を務めます。これらのセッションは特に、今日の重要なトレンドと
貴社のビジネスに影響する最新の規制に関する貴重な見識を提供するように組み立てられています。各
ウェビナーの所要時間は 、それぞれ 1 時間 となっています。セッ ションへのアクセスについ ては 、
deloitteilearn@deloitte.lu までご連絡ください。

日程
1 月 12 日 譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS)概論

6月7日

リスクと資本：バーゼル II からバーゼル III へ

1 月 19 日 第三者保証報告（ISAE 3402、SSAE 16、AT 101

6 月 21 日

カストディアンの責任：
AIFMD と UCITS V に基づく最新の動向

6 月 28 日

税金と不動産ファンド概論

7月5日

取引サイクルと純資産価値計算

7 月 12 日

誤謬の処理と希薄化防止手法

9 月 20 日

ETF とインデックス・トラッカー・ファンドの概論

など）概論
2月2日

ヘッジファンド概論

3 月 1 日 UCITS IV、CESR のガイドライン 10-788 における
リスクマネジメント
3月8日

ルクセンブルグの監督下にあるビークルを使用し
たウェルス・マネジメントの構築

と最新情報

3 月 22 日 FATCA 導入の成功の秘訣

9 月 27 日

ソルベンシーII － 第 2 の柱の課題と ORSA

3 月 29 日 主要投資家情報文書（KIID）の内容および導入の

10 月 4 日

プライベート・エクイティ・ファンド概論

課題
10 月 18 日 イスラムファンド概論
4 月 19 日 カウンターパーティ・リスク・マネジメントの新方法：
OTC デリバティブを対象とする欧州市場インフラ

10 月 25 日 デリバティブ商品概論（第 1 部）

規制（EMIR）

11 月 8 日

デリバティブ商品概論（第 2 部）

5 月 26 日 資産運用に対するバーゼル II とソルベンシーII の影
響

11 月 15 日 カストディの枠組みの進化：ターゲット 2 証券と
UCITS V

5月3日

11 月 22 日 投資ファンドの投資制限

移転価格

5 月 10 日 AIFMD：知っておくべきこと

11 月 29 日 ファンドにとっての IFRS 概論

5 月 24 日 MiFID II I

12 月 13 日 運用手数料計算とマルチクラス型の持分の原則
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