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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
「パフォーマンス」第 12 号をご覧いただき有り難うございます。本誌は、世界中の投資運用業界を対象と
するデロイト初の業界刊行物です。皆様には夏の間、ご家族とともに素晴らしい時をお過ごしになられた
ことと存じます。しかしながら、重要な投資をそれぞれ抱え、絶えず課題への対処が求められる投資運用
会社の経営幹部の皆様にとって、それは必ずしも容易ではないでしょう。私たちの業界の特質を考えれ
ば、当然ながら、この他にも乗り越えるべきマイルストンが多数あります。たとえば、EU のオルタナティブ
投資ファンド運用に関する指令がこれにあたります。この指令は発効後わずか数週間のうちに EU 加盟
国 10 カ国以上ですでに国内法制化され、いまや現実のものとなりました。個人投資家向け商品と非個人
投資家向け商品の間に規制面で公平な競争環境がある現在、投資家に画期的なソリューションを提供
し、投資運用業界に対する投資家の信認をいっそう高められるかどうかは、業界のエキスパートである私
たちの肩にかかっています。デロイトはイノベーションにおける業界の基準点になることを目指しており、こ
の目標を達成するためにデロイトの世界中のリーダーから全面的なコミットメントとサポートを受けており
ます。
世界の経済情勢をみると、世界の GDP（国内総生産）年間成長率はおおむね予想を上回っています。世
界を牽引しているのは、依然として新興国市場が中心です。米国と日本は年間平均２％前後のペースで
成長している一方、ユーロ圏の GDP 年間成長率は平均で 0.5％縮小しています。インフレは日本では今
年平均してほぼ停滞水準まで大幅に下がっているものの、米国とユーロ圏では昨年と比較して落ち着い
ています。新興国経済は 2011 年と 2012 年に伸びが鈍化し、今年も年初から同じ傾向を辿っているとは
いえ、なお世界の GDP 成長を牽引する最大の要因になっています。中国は 2013 年になお 8％前後成長
する可能性が高いと予想されます。ブラジルが 2011 年に示した力強い伸びは 2012 年に鈍化しました
が、それでもなお 2013 年は 2％をわずかに下回る伸びを示すとみられています。インドは年初から GDP
が平均 5％拡大していますが、インド準備銀行（RBI）の政策によってインフレへの影響がどのように変動
するかを注視することをお勧めします。先進国で経済成長が予想を下回っているため、輸出国には逆風と
なるかもしれません。また、ぐずつくユーロ危機も新興国市場の今後の成長に不確実性を投げかけていま
す。さらに、中東の地政学的情勢によって、原油と連動しているコモディティ価格がさらに上昇する可能性
もあります。端的に言うならば、新興国市場、先進国市場を問わず、マクロ経済学者は依然として 2015 年
に対して明るい見通しを立てています。
前号ですでに発表したとおり「パフォーマンス」は現在、刷新を進めており、2014 年 1 月号で新しいコンセ
プトを採用していく計画です。デロイト・スイスの投資運用担当チームが、本誌刷新後の第一号を率いるチ
ャレンジを引き受けてくれました。新しい本誌では主として、外部の寄稿者に今以上に示唆に富む場を提
供するとともに、外部寄稿者とデロイトの専門家との連携を高めていきたい所存です。
皆様にはこの第 12 号も楽しんでお読みいただけるものと確信しています。

ジェニファー・チン
(Jennifer Qin)
アジア・パシフィック投
資運用リーダー

ピーター・ライト
(Peter Wright)
EMEA 保険共同
リーダー

ファビエン・ソバージュ
(FabienSauvage)
EMEA 保険共同
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」のレポートをと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、洞察に富んだ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
「パフォーマンス」読者の皆様
2009 年 12 月に創刊されたデロイト初のグローバルな業界誌第 12 号にようこそ。本号はまさに、刊
行当初のコンセプトから編集チームが現在取り組んでいる刷新への過渡期を象徴しています。これ
は本誌の沿革を手短にたどる絶好の機会と言えるでしょう。本誌は、ルクセンブルクの現地刊行物
としてスタートしました。第 2 号からはデロイト欧州へと対象地域を拡大し、最終的に米国版、EMEA
版、アジア・パシフィック版をそろえたグローバルな刊行物へと発展しました。アジア・パシフィック版
は、日本語に翻訳もされています。本誌が発足した当初は、このように著しく発展するとは思いもし
ませんでした。本誌を成功へと導いて下さった皆様には、感謝を申し上げます。
本誌の論説は 2014 年 1 月号から、デロイトの別の投資運用担当チームがまとめていきます。どん
なストーリーにも出発点というものがありますが、「パフォーマンス」刷新後初の誌面はデロイト・スイ
スの投資運用担当チームが率いていくことになりました。この果敢なチャレンジは本誌が新しいフォ
ーマットで今後も発展していく基盤を築いていくものであり、このチャレンジに対して感謝します。
主な変更点は、業界の課題と好機に関する外部寄稿者の意見を今以上に示唆に富むものとするこ
とです。また、「パフォーマンス」の発展に大きく貢献されてきた外部寄稿者とデロイトの実務専門家
との連携も高めていきます。
投資運用業界のオピニオン・リーダーは、プロフェッショナルとしてのご自分の意見を表明することに
対してますます積極的になっているようです。今後の投資運用のあり方に関して業界の意見を共有
したいというこの要望に対して、私たちの用意した答えが本誌の新しいコンセプトです。
敬具

サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
編集主幹

ロドリゴ・ディアス
（Rodrigo Díaz）
スペイン投資運用リーダー

連絡先:
サイモン・ラモス ( S i m o n R a m o s )
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･ルクセンブルク(Deloitte Luxembourg)
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel: +352 451 452 702, mobile: +352 621 240 616
siramos@deloitte.lu, www.deloitte.lu
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市場動向

資産運用会社は、今こそ
グローバルな業務モデルを
再設計すべき
サム・オーキシア
（Sam Auxier）
プリンシパル
監査＆ERS
デロイト＆トウシュ LLP

スティーブン・
ハットフィールド
（Steven Hatfield）
プリンシパル 人材
デロイト・ コンサルティング LLP

アレクサ・ディジョルジオ
（Alexa DiGiorgio）
パートナー
監査＆ERS
デロイト＆トウシュ LLP

ショーン・カニフ
（Sean Cunniff）
リサーチ・リーダー
投資運用
デロイト金融サービスセンター

リリアナ・ローブ
（Liliana Robu）
プリンシパル
戦略＆オペレーションズ
デロイト・ コンサルティング LLP

投資運用業界は、好況期には自社の業務モデルにあまり注意
を払わない傾向があります。資産の大多数を成長の見込める
分野に配分し、非効率が多少あっても容認することが多々あり
ます。財務状況が悪化すると、多くの企業が目先のコスト削減
の最大化を重視するようになり、コスト削減が品質やリスク管理
に及ぼす長期的な影響は軽視されがちです。
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業界オブザーバーの多くは、資産運用業界が現時点で活

同時に、先進国では富の創出が鈍っている一方、多くの新

況期でもなく、緊縮期でもないと感じています。振り子はち

興国市場では増えているため、資産運用会社には新しい市

ょうど真ん中まで戻ってきているようであり、つまりは、資

場へと進出していくことが求められます。パッシブ運用商品

産運用会社が自社の業務モデルを見直す時期に来てい

の拡大が収益を圧迫することから、手数料収入もまた厳し

るかもしれません。そうすることで収益拡大や経費管理、

い状況にあります。

リスク管理という資産運用会社の経営にかかわるあらゆ
る局面をバランスよく見つめ直し、将来に向けて自社の体

近年はコスト低減に取り組んできたことから、テクノロジー・

制を万全に整えられるわけです。

プラットフォームへの投資不足が生じています。ちょうどモビ
リティ分野をはじめ新しい機能に対する需要が立ち上がり始

なぜ再設計が必要なのか

めた時期とも重なります。資産運用会社は、いつまでもテク

投資運用業界を形成している幾つかのトレンドは投資運

ノロジーへの投資を先送りしてはいられません。こうしたトレ

用ビジネスの本質を変えつつあり、ずっと先の将来にまで

ンドが重なって利益率を圧迫しているため、資産運用会社

影響を及ぼす可能性があります。規制環境は引き続き投

はコスト管理の徹底と効率向上に迫られています。これを効

資運用会社の最大の懸念事項であり、規制改革に伴い業

果的に実践する一つの方策は、自社の業務モデルを再設

務上のコンプライアンス維持がコスト上昇を招いていま

計することです。

す。また、資産運用会社は高齢化に直面しており、これに
伴い、商品需要や資産配分戦略も変わっていくと思われ
ます。
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業務モデルの構成要素と手段

するために具体的なアクションを講じることができま

以下の図表 1 に、業務モデルの主な構成要素を示しまし

す。困惑したりせず、前進していくには非常に有効な方

た。これら構成要素に影響を与える強力な手段も併せて

法でもあります。業務モデルの見直しに乗り出し、一度

列挙しました。このように業務モデルを分解し、資産運用

に多くを変えようとしたあげく、全体としてはほとんど進

会社が直面する可能性のある特定の問題点を理解し、ど

歩がなかったという経験をした資産運用会社は一社だ

の手段を採るべきかを把握しておくアプローチが、改善を

けにとどまりません。この方法を活用すればタスクを特

図る鍵を握っています。このプロセスを活用すれば各社

定し、優先順位を付けた上で管理可能なプロジェクトに

の独自性が明らかになり、各企業が直面する課題を解決

仕立てることができます。

図表 1: 業務モデルの構成要素と手段
業務モデルの各構成要素は、特定の手段を組み合わせることで改善できます：

顧客
ニーズ

ビジネスの
牽引役

主な
手段

集約化
1. 機能/サービス・デリバリー

- サービス・デリバリー・モデルの決定
- センター・オブ・エクセレンス化
アウトソーシング
- アウトソーシングの決定
- サービスレベルの評価

2. プロセス

オートメーションおよび統合
- プロセスの標準化
- ワークフローの導入

3. 社員と組織

人材マネジメント
- 組織の設計
- 役割、責任範囲、実績測定の調整

4. データと
テクノロジー

合理化
- テクノロジー戦略およびアーキテク
チャの決定
- アプリケーションの合理化
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上述した主な構成要素のうちいくつかは、資産運用会社
が直面する共通の課題と併せて次のセクションで詳しく述
べます。こうした課題を解決するために選択可能な選択
肢もご紹介します。しかしながら、資産運用会社には一つ
として同じ会社はありません。業務モデルを改善する万能
の策がないことを理解しておくことが非常に重要です。
機能/サービス・デリバリー
既存のサービス・デリバリー・モデルの存在している理由
が、単に惰性であることは珍しくありません。何年も前に
構築されたものの、もはや最善のモデルとは言い難いか
もしれません。明らかになっている共通の課題としては、
チームが異なる場所で同様の機能を遂行する場合、責任
範囲の重複が生じた結果、非効率になるといったことがあ
ります。たとえば、複数の機能部門、あるいは一部署内の
複数のチーム、複数の地域にまたがって業務が重複する
わけです。これは、責任範囲が分散している場合に業務
を反復する必要性が存在する場合（実際にその必要性が
あるにしろ、必要であると認識されたにしろ）に往々にして
生じます。その結果、各機能部門間の境界があいまいに
なり、各機能部門の主要業務が部門の中核目標に絶え
ず整合しているという状況ではなくなります。重複排除と

アウトソーシングのもう一つのメリットは、資産運用会社

効率の最大化を図ると同時に、一貫して品質の高い結果

がポートフォリオ運用やマーケティング、販売、顧客サ

をもたらすためには、中核機能を「センター・オブ・エクセレ

ービスといった中核業務に集中できることにあります。

ンス」に集約することが一つの方法です。集約化は機能と

さらにアウトソーシングでは、新しい商品ラインや地域

責任の明確化を推進するとともに、一貫性を保つことにも

に素早くアクセスできます。しかも、初期投資を低減で

なります。

きることも珍しくはありません。

様々な形式がありますが、アウトソーシングも検討すべき

プロセス

選択肢の一つです。アウトソーシングは多くの企業にとっ

プロセスで検討すべきは、組織の全体的な複雑性の低

て、重大な決定です。大きな利点がもたらされるだけでな

減に重点的に取り組むことです。非効果的なプロセス

く、潜在的リスクも顕在化するからです。アウトソーシング

は、経営上のポテンシャルを最大限まで伸ばすうえで

には、二面的な利点があります。近代的なテクノロジー・

足かせになる場合があります。多大なマニュアル処理

プラットフォームに移行して成長を支える規模を実現する

が往々にして、システム間の統合を制限するためで

と同時に、システム向上（規制変更のため等）のコストを

す。このような分離はややもすると、タスクの責任者が

幅広い顧客基盤に分散させることができるのです。変動コ

明確でなかったり、グループ間で業務の重複発生の可

スト制とシェアードサービス・モデルへと移行することによ

能性があったりするためにさらに悪化し、何度も業務移

り、リスクとコストは低減でき、品質は高められるのです。

管が必要になったり処理が遅れたりといった結果を招
きます。

既存のサービス・デリバリー・モデルの存在している理由が、単に
惰性であることは珍しくありません。
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非効率的なプロセスは、評価することが重要です。リソー

社員と組織

スを過剰に消耗し、維持費が極めて高いためです。たと

長年、戦術的なアプローチを採ってきた資産運用会社の

えば、ある資産運用会社では未登録商品の手数料請求

多くが、現在では自社の業務モデルに改めて取り組もう

プロセスがマニュアル作業の多いものでした。大口の新

と準備を進めています。大きな課題となっているのは、人

規アカウントを獲得した際、必要なシステム設定がなされ

材面です。特に大企業は自社社員に関して経営上の懸

なかったため、運用を担当し始めてから 2 カ月間、このア

念を抱える傾向があります。高水準に上る人件費、複雑

カウントに請求されませんでした。四半期終了時点でこの

な管理体制と組織構造、既存モデルでは対応が難しい

ミスが発覚し、資産運用会社は厳しい選択を迫られまし

社員の要求やニーズなどです。これらは往々にして社員

た。新規顧客に対してミスを認め、過去に遡って請求する

のエンゲージメントや育成、定着に問題をきたすことが多

か、あるいは手数料収入の損失を吸収するか、です。こ

いため、ビジネス上の使命を遂行する企業の能力に直

の資産運用会社は将来のオンボーディング・プロセスの

接影響を及ぼします。このような問題が積み重なると、

遵守徹底を図るべく、自動化ワークフローを導入し、この

企業のパフォーマンスの足を引っ張る大きな足かせにな

種のミスを防止することを決定しました。

りかねません。

プロセス再設計の目指すところは、複雑さを最大限まで

図表 2 に、社員の視点から業務モデルを価値あるもの

排除することにあります。維持費が高くつくものの、クライ

にするために結集すべき人材面のソリューション一式を

アントには限られた価値しか提供していない機能を特定

まとめました。 このソリューションは、ただ単に適切な人

し、その数を減らすこともその一つです。また、付加価値

材を雇用するだけにとどまりません。社員を社内のふさ

の低い重複業務の排除も必要です。資産運用会社は可

わしいポジションに配置することも重要です。人材戦略と

能な場合には必ず社内の類似業務を集約し、チーム間

アプローチがモデルの中でどのように効果を上げられる

やプラットフォーム間の統合を進めなければなりません。

かについての私たちの見解を、「人材の化学」でまとめて

こうした取り組みの焦点は、効果的な業務移管の実現で

います。組織の設計が完了した段階で、こうした要素が

あるべきです。一般的に言って、自動化を増やし、マニュ

正しく構築されていれば、人材面の要素がモデル上でう

アル業務を最小限に抑えると、資産運用会社の業務に強

まく機能することになります。

力な影響がもたらされます。

10

図表 2：人材の化学
人材マネジメントは、適切なスキルを持つ適切な人材を社内の適切なポジションに配置するということ
です。
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業務上の再設計を成功させるには、企業文化の順応力が

データとテクノロジー

必要となるでしょう。企業文化は戦略やビジョン、ミッション

資産運用会社にとって最大のチャンスが見出せる分野は

によって形成されますが、業務モデル内で構築し、活用す

おそらく、テクノロジー戦略とアーキテクチャを業務モデル

る人材プログラムによって強化、維持されます。したがっ

とビジネス上のニーズに整合させることにあります。資産

て、モデルの変化に伴って社員の教育・整備プログラムを

運用会社では業務モデルを支えられるだけの総合的なテ

進化させていくことが重要になります。業務モデルを支え、

クノロジー戦略がなお整備されていない場合が多く、整合

業務モデルの変化に対して機動的であり続ける企業文化

の必要性はいっそう急を要するようになっています。企業

は、さらに熟達し、競争力がつきます。

はいくつものまとまりのないデータベースや基準や階層が
バラバラの古いシステムを維持しているため、データの整

人材面における最大の好機は、リソースと経営層がビジネ

合性が損なわれがちです。

ス上のニーズに最も効率よく対応できるように組織を再設
計することにあります。これは、責任範囲を広げて組織の

こうした複雑なシステムでは、管理に相当な労力も必要に

階層を減らすことにつながる場合が多々あります。また、

なります。異なるシステム間の統合がこのように不十分で

シェアードサービス・センターやセンター・オブ・エクセレン

あれば、往々にして手作業でシステム間を連携し、最終的

スといった、他のデリバリー手法の評価も含まれることが

な成果物を照合しなければなりません。結果的にコストが

あります。狙いは機能や責任範囲を綿密に設計し、無駄を

膨らみ、人的ミスの可能性が高まりがちです。大いなる活

避けることです。より合理化したプロセスを適用し、社員が

況期（2003～2007 年）は急成長をもたらしましたが、同時

事務処理ではなく、例外的状況の対応に集中できるように

にいくつものシステムやアプリケーションが採用され、最終

することが重要です。ビジネス経営を効率的に遂行するた

的に資産運用会社の規模や柔軟性が損なわれてしまう場

めに必要なスキルと業務を明確化すると同時に、社員の

合が生じました。このため、リスク報告といった機能がいっ

能力を引き上げれば、間違いなくパフォーマンスに大きな

そう難しくなりました。このようなプロセスを合理化しようと

影響を与えられるでしょう。

現在決めれば、マニュアル作業の削減や業務の労働集約
性の低減を促進できるため、効率向上と営業経費の削減
が図れます。たとえば、ある資産運用会社では、個人投資
家の顧客向けに代行機関システムとブローカー業務プラッ

人材面における最大の好機は、リソース

トフォームの両方を運用していました。経営の見直しを経

と経営層がビジネス上のニーズに最も効

は、必要不可欠の機能を損なうことなく維持費で年間数百

率よく対応できるように組織を再設計す
ることにあります。
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て、いずれかのシステムを排除できることを確認した同社
万ドルを削減できました。

結論
業務モデルの再設計は多大な労力を要しますが、効率向
上というメリットを実現できます。デロイトのエンタープライ
ズ・コスト・マネジメント・チームの試算では、効率が 5％か
ら 30％の幅で上昇する可能性が示されています。つまり、
経営の再設計によって、コスト削減とデリバリー向上という
形の現実的な影響がもたらされる可能性があることを示唆
しているわけです。
資産運用業界の構造改革の時代にあって、経営の見直し
は組織の長期的目標に重大な影響を及ぼす可能性があり
ます。そうしたプロジェクトに着手するという決断は、決して
容易なものではありません。先送りする理由は常に山積し
ています。けれども、すべての課題に一度に対応する必要
はありません。業務モデルを中核的な要素に分解し、自社
特有の課題を特定し、最大のインパクトをもたらす取り組
みを優先させれば、大きなメリットが得られます。このよう
なプロジェクトに取り組むのは至難の技のように思えます
が、今日の市場環境は平常時のバランスを取り戻してお
り、経営の見直しを進めるうえで最適と思われます。

要点：

• 活況期でもなく、緊縮期でもない現在は、
グローバルな業務モデルを見直すのに最
適の時期です。
• 機能/サービス・デリバリー、プロセス、社
員と組織に加え、データとテクノロジーが
検討すべき主なポイントです。
• 業務モデルの再設計は多大な労力を要し
ますが、効率向上というメリットを実現でき
ます。デロイトのエンタープライズ・コスト・マ
ネジメント・チームの試算では、効率が 5％
から 30％の幅で上昇する可能性が示され
ています。
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パフォーマンス要因分析
投資パフォーマンスを
解析する
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

エルベ・エンス
（Hervé Hens）
マネジャー
アドバイザリー・ コンサルティング
デロイト

はじめに
ファンドマネジャーのパフォーマンスを評価する場合、
パフォーマンスをベンチマーキングするのが一般的な
実務です。何をベンチマークとして設定するかにかか
わらず、超過パフォーマンス（ファンドのリターンとベン
チマークのリターンとの差など）がプラスであれば、ファ
ンドマネジャーは良い成果を上げたとみなされ、マイナ
スであれば成果を上げられなかったとみなされます。
一貫してプラスの超過パフォーマンスを上げられれば、
ファンド運用業界の「偉業」とされますが、何をした結果
プラスの超過パフォーマンスを上げられたのかについ
てはほとんど重視されていません。たいていは、ファン
ドマネジャーがどのように超過パフォーマンスを実現し
たのかではなく、どれくらいの超過パフォーマンスを上
げられたかに焦点が当たっています。

超過パフォーマンスを上げられたのは、銘柄選択が優
れていたのでしょうか、それとも資産配分がよかったか
らでしょうか。単にどの程度の超過パフォーマンスが出
たかだけ見ていても、答えは出ません。より高度なツー
ルを使って超過パフォーマンスを分解することが必要
になります。そして、ここでパフォーマンス要因分析が
重要になってきます。
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一貫してプラスの超過パフォーマンスを上げられれば、ファンド運用
業界の「偉業」とされますが、何をした結果プラスの超過パフォーマ
ンスを上げられたのかについてはほとんど重視されていません。

本レポートでは、パフォーマンス要因分析について確認

唯一無二のパフォーマンス要因分析といったものは、あり

したいと思います。冒頭のセクションではパフォーマンス

ません。パフォーマンス要因分析モデルはそれぞれ、対

要因分析とは何か、パフォーマンス要因分析ではないの

象となるファンドマネジャーや投資家のニーズに適応しな

は何かを説明したうえで、様々なニーズに対して複数の

ければなりません。

モデルが存在している理由を論じていきます。
パフォーマンス要因分析は、リスク調整後リターンを計算
第二のパートでは、株式ポートフォリオ向けの複数の要

する方法と混同してはなりません。リスク調整後リターン

因分析モデルを詳しくみていきます。実務面では要因分

は、リスク単位あたりでどの程度の超過リターンを上げら

析効果のリンクが最も難しい段階の一つであるため、こ

れたかを計算するものです。リスク調整後リターンの代表

の問題についても触れます。最後のパートでは、ファンド

的指標はシャープ・レシオであり、ポートフォリオのパフォ

マネジャーや投資家がパフォーマンス要因分析をどのよ

ーマンスと無リスク資産のリターンの差を超過リターンと

うに活用すればよいかについて述べます。

定義し、関与するリスクをリターンのボラティリティで測定
します。リスク調整後リターンの別の代表的指標には、イ

パフォーマンス要因分析とは？

ンフォメーション・レシオもあります。これは、超過パフォー

パフォーマンス要因分析は、ポートフォリオの超過パフォ

マンスと超過パフォーマンスのボラティリティい(つまり、ト

ーマンスの原因を分析するために活用される一連の技

ラッキングエラー)とを比較したものです。パフォーマンス

法と定義できます。言い換えれば、「超過パフォーマンス

要因分析は、ファンドマネジャーがリスク単位当たり（リス

がなぜ達成できたのか？」という問いに答えを出すもの

クの定義は問わない）のリターンを高められたかどうかを

です。基本的には、パフォーマンスの超過分を銘柄選択

求めるものではありません。この意味では、パフォーマン

や資産配分（つまり、株式や債券といった異なる資産クラ

ス要因分析技法はポートフォリオのパフォーマンスを分析

スにポートフォリオを振り分けること）といった複数の要因

する補足的ツールと考えられるでしょう。

に分類していきます。
次のセクションでは、株式ポートフォリオで使われるパフォ
後述しますが、パフォーマンス要因分析はパフォーマン

ーマンス要因分析の技法について詳しくみていきます。

スの超過分を様々な方法で分析するという目的のために
複数のモデルや技法をまとめたものです。債券ポートフ
ォリオ専用の分析手法もあれば、グローバル資産を専門
に分析して、通貨要因を指摘するものもあります。
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株式ポートフォリオ向けのパフォーマンス要因分析

BHB モデル

パフォーマンス要因分析の技法は、大きく分けて 2 種類

最も古くからあり、広く利用されているモデルの一つは、

あります。算術法と幾何法です。ひとつずつ、順にみてい

BHB モデルと呼ばれています。BHB とは、Brinson（ブリ

きましょう。

ンソン）、Hood（フード）、Beebower（ビーバウワー）という
提唱者 3 人の頭文字です。BHB モデルでは、超過パフ

算術法

ォーマンスを 3 つの要素に分解します：

算術法はいずれも、ポートフォリオとベンチマークのパフ

• 資産配分効果：好パフォーマンスを上げているベン

ォーマンスの算術的な差異を超過パフォーマンスとして求

チマーク・セグメントをファンドマネジャーがオーバー

めるところに大きな特徴があります。この業界で、特によく

ウェイト（またはアンダーウェイト）した場合の効果で

利用されている技法です。ここまで広く使われるようにな

あり、プラス（またはマイナス）となります。ここでセ

ったのは、超過パフォーマンスをシンプルにかつ直感的

グメントとは、同じ分類（資産クラス、セクター、地理

に求めているからです。一般的によく使われる 2 つのモ

的エリア等）に属する資産と理解されています。

デルをこれから説明し、比較していきましょう。いずれのモ

• 銘柄選択効果： ベンチマークの対応セグメントより

デルも算術法に分類されますが、大きな相違点があり、

パフォーマンスが上回る（または下回る）セグメント

その点についても言及します。

をファンドマネジャーが選んだ場合の効果であり、プ
ラス（またはマイナス）となります。

• 残差効果：実際の超過パフォーマンスから資産配分
効果と銘柄選択効果を差し引いた、残りの部分。
したがって、超過パフォーマンスは基本的に上記 3 つの
要因分析効果を合算したものとイコールになります。
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BF モデル

モデルの比較

2 つ目のモデルは Brinson（ブリンソン）と Fachler（ファク

算術法に属す上記 2 つのモデルの主な相違点は、資産

ラ―）が開発したものであり、BHB モデルとは異なり、超

配分効果の定義と解釈にあります。BHB モデルでは、こ

過パフォーマンスを 2 つの要素に分解します：

の効果は、ファンドマネジャーがプラス（またはマイナス）

• 資産配分効果：プラスとなるケースは、2 つあります：

のパフォーマンスを上げているベンチマーク・セグメントを

- ファンドマネジャーが、ベンチマークの全体的パフ

オーバーウェイト（またはアンダーウェイト）した場合にプラ

ォーマンスを上回るベンチマーク・セグメントをオー

スになります。一方 BF モデルでは、パフォーマンスがプラ

バーウェイトとした場合

スになるだけでは不十分です。資産配分効果でプラスを

- ファンドマネジャーが、ベンチマークの全体的パフ
ォーマンスを下回るベンチマーク・セグメントをアン
ダーウェイトとした場合

確保するには、セグメントのパフォーマンスがベンチマー
ク全体のリターンを上回る必要があります。
BHB モデルでは、資産配分効果は対象セグメントがもた

これ以外のケースではいずれも、資産配分効果は
マイナスとなります。

らしたリターンと単純に同じとなります。ベンチマークのパ
フォーマンスとの関係でセグメントのパフォーマンスに言

• 銘柄選択効果：ファンドマネジャーが、ベンチマーク

及することはありません。したがってこのモデルは通常、

の対応セグメントを上回る（または下回る）パフォー

絶対リターン追求戦略に使用されます。これに対して BF

マンスを上げたセグメントを選択した場合の効果で

モデルは、セグメントのリターンがプラスかマイナスかに

あり、プラス（またはマイナス）となります。

左右されず、むしろ対象セグメントのパフォーマンスがベ
ンチマークとの比較でどうだったかをみていきます。この
ため、このモデルは相対リターン追求戦略に使用されるこ
とが多くなります。

パフォーマンス要因分析モデルはそれぞれ、
対象となるファンドマネジャーや投資家のニ
ーズに適応しなければなりません。
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幾何法

収益の差を期初元本で割ると、算術法による超過パフォ

幾何法はいずれのモデルも、幾何学的手法によって超

ーマンスと同じ結果になります：

過パフォーマンスを測定するところに特徴があり、その
特徴によって特定できます。たとえば、あるポートフォリ
オのリターンが 7％であり、ベンチマークのリターンが
5％だったとします。

AE =

70 - 50
= 2%
1,000

幾何法による超過パフォーマンス（GE）は、以下の式で
求められます：

1 + 7%
GE = 1 + 5% -1 = 1.90%

同様に、幾何法による超過リターンも得られた収益の視
点か ら見る ことができま す。しかし、期初元本 である
1,000 ユーロと収益とを比較するのではなく、この場合、
ベンチマークに投資した場合の期末元本に対して収益を
見ていきます：

これに対し、算術法による超過パフォーマンス（AE）は、
以下の式で求めます：

AE = 7% - 5% = 2%

GE=

70 - 50
= 1.90%
1,050

算術法では、ベンチマークリターンを上回った収益として

幾何法による超過リターンは、ポートフォリオに投資をす

超過リターンを求めます。つまり、ベンチマークに投資し

ることによって増えた価値をベンチマークとの比較で見て

なかった機会コストを差し引いた後に残った実際のパフォ

いきます。言い換えれば、「仮にベンチマークに投資して

ーマンスを示しているわけです。たとえば、ポートフォリオ

いた場合と比較して、資金はどれだけ増えたのだろう

の期初元本が 1,000 ユーロであり、対象期間中の伸びが

か？」ということです。

7％（期末の元本は 1,070 ユーロ）、対応するベンチマーク
のリターンが 5％とします。仮に 1,000 ユーロをベンチマ

実際には、幾何法はその超過パフォーマンスの計算方法

ークに投資していれば、ポートフォリオは 1,050 ユーロに

ゆえにあまり人気がありません。投資家にとって、幾何法

なったことになります。算術法の観点からすれば、超過リ

による超過パフォーマンスは直感的ではなく、特に算術法

ターンは 2％です。このケースを別の角度から検討する

と比較して直感的ではありません。一般的には、超過リタ

方法に、収益の差（70 ユーロから 50 ユーロを引く）を比

ーンはポートフォリオのリターンからベンチマークリターン

較する方法があります。

を差し引いたものとして定義されていくものと思われます。
割合（分数）ベースの算出方法では、理解され難いので
す。

算術法では要因分析効果を長期にわたってリ

幾何法によって求められた結果を解釈しようとすると直感
的にわかりにくいかもしれませんが、幾何法には算術法と

ンクしても、分析期間の効果を合算したものが

比べて多くの利点があります。要因分析効果をつなぎ合

その期間全体で生じた超過パフォーマンスと

クする）場合、残差効果が生じないため、幾何法の魅力が

合致しません。

触れていきます。
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わせる（つまり、複数期間にわたって要因分析効果をリン
非常に高くなります。この点については、次のセクションで

チェーン技法

要因分析効果で十分説明できないということです。「残差

これまでは、単一期間のパフォーマンス要因分析のみ見

効果」が生じ、対象となる単一期間が増えるほど膨らむ

てきました。実際には、要因分析効果を複数の単一期間

傾向があります。

（月次など）で算出したうえで、期間全体（四半期など）に
わたってまとめるのが一般的です。単一期間の要因分析

このセクションでは、算術法で要因分析効果をリンクさせ

効果を期間全体にまとめるプロセスは、「チェーン」あるい

るために使われる最も代表的な技法を説明します。この

は「リンク」と呼ばれます。要因分析効果を長期にわたっ

点に関する文献が膨大だからといって、このセクションが

てリンクするのは、パフォーマンス要因分析を実践するう

長大になることは決してありません。簡潔を期すため、以

えで最も難しい段階の一つです。算術法では要因分析効

下に説明する複数のリンク手法ではすべて同じ事例を

果を長期にわたってリンクしても、分析期間の効果を合算

使います。また、ポートフォリオのパフォーマンスは各月

したものがその期間全体で生じた超過パフォーマンスと合

とも同じと仮定します。

致しません。言い換えれば、超過パフォーマンスが複数の

リターン－
ポート
フォリオ

リターン－
ベンチマーク

資産配分
効果

銘柄選択
効果

超過パフォー
マンス

1 カ月目

8.10%

7.20%

-0.25%

1.15%

0.90%

2 カ月目

8.10%

7.20%

-0.25%

1.15%

0.90%

3 カ月目

8.10%

7.20%

-0.25%

1.15%

0.90%

四半期

26.32%

23.19%

?

?

3.13%

リンク手法の目的は、四半期全体にわたって資産配分効果と銘柄選択効果を求めることにあります。ここでは、資産配分効
果を BF モデルにしたがって算出するものとしました。
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算術リンク
このシンプルな手法は、月次の要因分析効果を合算して四半期の要因分析効果を求めます。
算出結果は、以下のとおりです：

四半期

リターン－
ポート
フォリオ

リターン－
ベンチマーク

26.32%

23.19%

資産配分効果

-0.75%

銘柄選択効果

3.45%

効果の

超過

合算値

パフォーマンス

2.70%

3.13%

ご覧のとおり、四半期ベースの資産配分効果と銘柄選択効果の合算値は当該四半期の超過パフォーマンスと
合致しません。

幾何リンク
幾何リンク手法では月次の要因分析効果を合算するのではなく、対象期間中の要因分析効果を掛け合
わせて四半期ベースの要因分析効果を求めます。算出結果は以下のとおりです：

四半期

リターン－
ポート
フォリオ

リターン－
ベンチマーク

26.32%

23.19%

資産配分効果

-0.75%

銘柄選択効果

3.45%

効果の

超過

合算値

パフォーマンス

2.74%

3.13%

ここでも四半期ベースの資産配分効果と銘柄選択効果を合算しても、当該四半期の超過パフォーマンスとは合致し
ません。幾何的リンク法は要因分析モデルの幾何法とは何ら関係ないことにご注意ください。この 2 つの技法は、混
同してはなりません。

対数リンク

対数リンク・モデルは、カリーニョによって初めて提唱さ

算術法も幾何法もややシンプルなリンク技法と言えます

れた手法です。この手法では、小幅の誤差を各期間で

が、実務ではどちらも機能しません。対象期間中のリター

求めた要因分析効果のすべてに均等に配分し、要因

ンをより効果的にリンクするには、もっと複雑なモデルを

分析効果を調整する係数を求める数式を提案します。

検討することが必要です。このようなモデルで要因分析効

つまり、月次の要因分析効果の合算値は、四半期の

果をリンクしてリンク期間中の超過リターンと合致させるに

超過パフォーマンスと合致することになります。

は、「エージェント」または調整係数と呼ばれる可能性の
あるものが必要になります。より高度な技法は幾つかあり

四半期の銘柄選択効果を求める数式も全く同じとな

ますが、ここでは最も代表的な技法だけをご紹介します。

ります。算出結果は、以下のとおりです：

「対数リンク法」です。

四半期

リターン－
ポート
フォリオ

リターン－
ベンチマーク

26.32%

23.19%

資産配分効果

-0.87%

銘柄選択効果

4.00%

効果の

超過

合算値

パフォーマンス

3.13%

3.13%

対数モデルでは、四半期の超過パフォーマンスが当該四半期の要因分析効果の調整後合算値によって十分説
明できます。
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パフォーマンス要因分析モデルの活用
これまでのセクションでは、ポートフォリオの対ベンチマー
ク超過パフォーマンスの源泉を分析するために活用するツ
ールについて検討してきました。しかし実務では、この情報
はどのように活用できるでしょうか？ 一般的に言って、こ
のデータを活用する可能性が高い人は 2 種類います。ファ
ンドマネジャーと投資家です。
 ファンドマネジャーにとってパフォーマンス要因分析
は、自分の投資戦略のパフォーマンスを評価する効
果的なツールとなります。要因分析によって選択効果
を求めることで、証券分析の品質評価（つまり、ファン
ドマネジャーの銘柄選択がどの程度有効か）に活用
できます。社内、社外を問わず、アナリストの能力評
価にも活用できます。アナリストが特定銘柄を推奨し
た場合、その推奨がどの程度奏効したかを測定でき
るわけです。景気の先行きが悪いためにあるセクタ
ーをアンダーウェイトにするよう推奨した場合、これが

パフォーマンス要因分析を適切に実施しなければ、超
過パフォーマンスの原因は一見すると、スキルがあっ
たためと見えるかもしれません。けれども、単に運が
よかっただけの可能性があります。パフォーマンス要
因分析は、ファンドマネジャーのパフォーマンスを長期
的に評価するためのダイナミックなツールも提供してく
れます。このファンドマネジャーは一貫してベンチマー
クを上回る成果を上げているだろうか、そして、それは
投資戦略に従ったうえでのことだろうか？ これらは、
投資家が問いかける代表的な質問です。

得策だったかどうかが判定できます。推奨内容に応
じて、社員に報酬を支給することもできるでしょう。社

結論

内の人員の場合は、長期的に各アナリストをモニタリ

パフォーマンス要因分析は、ファンドマネジャーのパフォー

ングし、それぞれ本来の機能を果たしているかを判

マンスを分析する優れたツールを提供してくれます。実務

断できます。社外のアナリストの場合には、彼らのア

では多くの欠点を克服しなければなりませんが、利点のほ

ドバイスが支払っている金額に見合っているかを判

うが欠点を大きく上回ります。要因分析の実施そのものが

定できることになります。

課題ではあるものの、それだけではありません。要因分析
が何のためのものか、求められた数値が何を意味するの

 投資家にとっては、パフォーマンス要因分析は投資

か、数値をどのように解釈すべきか、そしてどのようにこの

マネジャーが自分の投資戦略に沿っているかどうか

ツールを活用すべきかを把握することが最も重要な課題

を判断する効果的なツールとなります。投資マネジャ

です。

ーは原則的には、パフォーマンスのよい資産クラスを
選んだり（トップダウン・アプローチ）、あるいはパフォ
ーマンスの高い銘柄を選んだり（ボトムアップ・アプロ
ーチ）することによって優位性を確保できます。パフォ
ーマンス要因分析は、定められた投資手法によって
実際に超過パフォーマンスが生じたものか否かを確
認する一つの方法です。たとえば、ファンドマネジャ
ーはある特定の業種を大きくオーバーウェイトするこ
とによってベンチマークを上回った（つまり資産配分

要点：

• 要因分析モデルに、万能な分析モデルとい
ったものはありません。

• パフォーマンス要因分析は超過パフォーマン
スの源泉を分析し、それを複数の効果に分
解します。

効果がプラス）かもしれませんが、銘柄選択では手痛

• パフォーマンス要因分析は、投資プロセス

い失策をした（つまり、銘柄選択効果はマイナス）かも

を評価するツールとして活用できます。

しれません。このファンドマネジャーの優位性のある

• パフォーマンス要因分析は、ファンドマネジ

強みは、オーバーパフォームする株式を選別する能
力にあったことになります。

ャーが自身の投資プロセスを尊重している
かを確認するために活用できます（スタイ
ル分析）。

• 長期にわたる要因分析効果のリンクは、
実務面での課題です。
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はじめに

このような状況においては、独立ファンドの運営は至

2010 年 7 月、ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保

難の業となります。ファンドマネジャーはポートフォリオ

護法の一環として、銀行の自己勘定取引を制限するボ

運用とパフォーマンス実績の構築に重点的に取り組み

ルカールールが制定されました。このルールは 2012 年

続けると同時に、インベスター・リレーションズへのリソ

7 月までに適用が開始される見通しでしたが、米連邦準

ース配分、規制コンプライアンスの徹底、テクノロジー

備理事会（FRB）はのちに適用開始期限を 2014 年 7 月

と業務を支える基盤構築をバランスよく実行しなけれ

に先送りし、銀行に要件を充足するための追加的な期間

ばならないのです。

を提供しています。この間、金融業界においてはボルカ
ールールの実施を見越して、銀行が傘下のヘッジファン
ドや自己勘定取引部門をスピンオフする大型案件がいく
つかみられました。

スピンオフの検討事項
成功の秘訣は、将来の企業に特有の 5 つの特徴を考
慮した、独立ファンドを立ち上げるための包括的なアプ
ローチが必要になります。

このような傾向が高まるにつれ、ポートフォリオの運用とパ
フォーマンスにかけてはかなりの実績と成績を有している

このような特徴を体系的に把握しておく事が、ビジネス

ものの、業務やテクノロジー、コンプライアンスを管理した

と規制の両面に対応できる市場進出の選択肢を経営

経験が十分ではないヘッジファンドマネジャーの集団が現

陣が理解することに役立ちます。

れました。機関投資家や規制当局が求める透明性と規制
遵守の要求水準がかつてないほど高くなり、ミドルオフィス
やバックオフィスの機能重視がスピンオフ後のファンドマネ
ジャーにとって重要な優先事項となりました。
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図表 1：自己勘定取引部門またはヘッジファンドをスピンオフする際の主な検討事項

目標とする経営
目標とする業務モデル
に関する
検討事項

スピンオフまでの
ロードマップに関する
検討事項

組織設計に
関する検討事項

主な検討事項

規制と
コンプライアンスに
関する検討事項

技術的
アーキテクチャに
関する検討事項

このような特徴を体系的に把握しておけば、ビジネ
スと規制の両面に対応できる市場進出の選択肢を
経営陣が理解することに役立ちます。
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1. 目標とする業務モデルに関する検討事項

テクノロジーなど、外部委託する機能については、ファン
ドがサービス・プロバイダーの選定を明確化し、実行し、
尺度を監督しなければなりません。サードパーティーと

 業務上の機能を特定し、分類したうえで代替モ

の関係が識別されれば、ファンドは責任分担（RACI）マト

デルを構築する

リクスに関してサービスレベル契約（SLA）や包括的なガ

- 機能をインソースするか、アウトソースするか

バナンス体制を明確にする必要があります。

の選択肢、さらにそれぞれのコストと利点を検
討する

- 親会社がサポートし続ける機能はどれかを検
討する

- ボルカールールがモデル設計の選択肢に与え
る影響を検討する

 プライムブローカーやアドミニストレーターなど、
主なサービス・プロバイダーの能力を評価する

第一のステップとして、運用を開始する前段階にあるヘッ
ジファンドは戦略的ニーズや成長プラン、技術力に基づい
て目標とする業務モデルを明確にすべきです。目標とする
業務モデルの各機能について、ファンドは社内で遂行する
機能とサードパーティーや系列のサービス・プロバイダー
が遂行する機能を検討しなければなりません。ファンド
は、スピンオフした親会社のインフラに引き続き頼るのは
どの機能か、それは短期的な解決策か長期なものかを決
めることが必要です。

目標とする業務モデルを明確にする際には、集約化と分
散化、内部と外部、機能別か製品別といった選択肢を吟
味しなければなりません。また、選んだ選択肢に基づいて
業務モデルをカスタマイズすることも必要です。
機能モデルの場合には、ロケーション戦略を織り込まなく
てはなりません。センター・オブ・エクセレンスのメリット、デ
メリットに加え、各機能でどの程度のタイムゾーンをカバー
するのかといったことです。また、ファンドが将来の設計を
適用する際に、現状のプロセス、将来の業務、および検討
すべき分野を明確にする機能ギャップ分析の実施も必要
です。検討すべき分野は通常、人員、プロセス、テクノロジ
ーへ付随して生じる影響に応じて分類します。
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2. 組織設計に関する検討事項
 業務モデルを活用し、人材ニーズを明確化する

- 運用開始に先立ち、重要な人材ギャップを埋
めるためのオンボード・プランを策定する

 組織構造の代替案を作成する

この段階でファンドはリーダーを任命し、新しい組織に必
要な人員について評価する必要があります。この評価で
は、現在は存在していないかもしれない業務や親会社に
頼っていた業務（人事サービスや会計、業務、IT など）に
対する要員ニーズを明確にすることも必要です。加えて、
経営陣は親会社からスピンオフする組織の一環としてど
のポジションを含めるか、どのポジションを経過的サービ
ス契約（TSA）に盛り込むべきかを検討しなければなりま

次のステップとしてファンドは、投資家やビジネス、規制の

せん。

求める要件に応じて組織構造を明確にしなければなりませ
ん。組織構造は、ファンドの目先のビジネスニーズと長期
的なビジネスニーズに基づいて選択することが必要になり
ます。また、社内業務と様々なサービス・プロバイダー（サ
ービス・プロバイダーやサブアドバイザーなど）との関連
で、目標とする業務モデルに応じたガバナンス・フレームワ
ークも盛り込まなければなりません。

組織構造は、ファンドの目先のビジネス
ニーズと長期的なビジネスニーズに基
づいて選択することが必要になります。
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3. 技術的アーキテクチャに関する検討事項

4. 規制とコンプライアンスに関する検討

 データ戦略を策定し 、技術的アーキテクチャの代替

 設立する必要のある法人組織を決定する

案を検討する

 どのデータ管理をインソースするか、どのデータ管理
をアウトソースするかを検討する

 システム要件を具体的に検討し、ベンダー選定に向
けてプランを作成する
目標とする業務モデルと組織構造が明確になったら、ファ

 ソリューションを選定し、様式 PF に関するソリューシ
ョン・アーキテクチャを策定する

 顧問弁護士との関係を築き、将来的なファンド組織
の選択肢と、それぞれについて具体的な規制要件を
検討する

 登録やファンド書類の作成、コンプライアンス・プログ
ラムのプランを策定する

ンドは現在と将来の業務モデルに見合った技術的アーキ
テクチャを構築しなければなりません。技術的アーキテク

次は、規制に関する検討事項を明確化する段階です。ファ

チャは、データとシステム上の要件を明記する必要があり

ンドは 1940 年投資顧問法（顧問法）に基づき、証券取引委

ます。データ・プロバイダーの特定やデータ変換、社内プロ

員会（SEC）に投資顧問として登録しなければならないかも

セスの拡充・統合の必要性などがこれに入ります。一方、

しれません。また、登録顧問としての報告、ガバナンス、記

アウトソースするプロセスについても、報告とデータフィード

録義務について理解しておかなければなりません。

に関する要件を検討しなければなりません。
まず始めに、ファンドは適切な法人組織とファンド体制を決
ファンドはまた、初日からデータの整合性とセキュリティを

定し、構築しなければなりません。また、以下をはじめとす

確実に図る包括的なデータ戦略を構築することが求めら

る様々な規制要件に対応するためのプロセスを設けなけ

れます。経営陣は、必要なシステムとデータはもとより、社

ればなりません：

内で管理するデータはどれか、どのデータの管理をサービ

• 様式 ADV での報告準備

ス・プロバイダーに委託するかを検討しなければなりませ

• 様式 PF の規則に対応するためのソリューション・アー

ん。
全般的に言えば、この戦略はデータの移行を最小限に抑
制し、価格データやセキュリティ情報といった重要データの

キテクチャを構築

• 自社のアドバイザリー・プログラムを管理するため、最
高コンプライアンス責任者を指名する

マスターコピーを特定します。また、情報の管理と共有に

• 顧問法の規則 206 (4)－7 を遵守するために、顧問法

関して枠組みを提供します。社内で必要になるデータとシ

に基づいてコンプライアンス・プログラムや関連方針、

ステムについては、ベンダー候補のリストや選定プランを

手順を策定する

策定する必要があります。

• 顧問法に基づき、コンプライアンス教育プログラムを策
定する
さらにファンドは、投資家と規制が求める要件に応じて監
督・指揮のための適切な管理体制を構築しなければなりま
せん。経営陣は、SEC の検査に対してファンドの準備体制
がどの程度かを評価するとともに、記録の確認や説明、明
確化が容易であり、タイムリーかつ標準的な方法で記録が
残されるよう、記録・文書化方針を通じて適切なデータを構
築することが必要となります。さらに、ファンドが EU 圏の投
資家にも販売する場合には、オルタナティブ投資ファンド運
用者指令（AIFMD）の影響も検討すべきでしょう。
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5. スピンオフまでのロードマップに関する検討事項
• 経過的サービス契約（TSA）の必要条件を構
築する

• 運用開始プランを作成し、期限と主なマイルス
トーンを盛り込む

• 運用開始に関するリスクを特定し、リスク低減
戦略と緊急事態対応プランを策定する

最後に、ファンドはスピンオフ実施までのロードマップを作
成し、潜在的リスクや課題の特定と低減を促進しなけれ
ばなりません。このプランには期限とマイルストンを網羅
するとともに、業務の担当者を指定することによって、スピ
ンオフに求められる要求事項の期限についてチームの共
通認識を構築します。
業務と期限には、規制環境や目標とする業務モデル、技
術的アーキテクチャ、組織設計を織り込まなければなりま
せん。社外のサービス・プロバイダーなど、ステークホル
ダー全員の能力や制約条件もプランに加味する必要があ

業務や期限に、規制環境や目標とする業務モデ

ります。

ル、技術的アーキテクチャ、組織設計を織り込ま

このプランには、ファンドが主要な機能部門とシステムを
親会社からどのように切り離すかを含め、TSA の検討事

なければなりません。

項をいずれも盛り込まなければなりません。最後にこのロ
ードマップでは、販売開始までの期間やスピンオフにかか
るコスト、スピンオフを経て運用を開始する初日の時点で
目標とする完了状況において経営陣がバランス良く織り
込む必要があります。
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結論
スピンオフ後に滞りなく移行するため、経営陣は当該 5
段階に取り組み、規制当局と投資家の優先順位にプロセ
スを整合させなければなりません。ファンドマネジャーは
非中核業務に携わった経験が限られているため、このプ

要点：
• ヘッジファンドをスピンオフする包括的ア
プローチには、以下の明確な 5 つの特

ロセス全体について時間と膨大なコストがかかるものとと

徴があります：

らえるかもしれません。このような場合、サービス・プロバ

1. 自社の戦略的ニーズや成長プラン、技術

イダーを活用すると、実現性が高まるでしょう。

力に基づいて、目標とする業務モデルを
明確にする

経営陣が取りうる選択肢の 1 つに、非中核機能を親会社
にアウトソースする方法があります。しかし、サードパーテ
ィーのサービス・プロバイダーと親会社のどちらを選ぶか
という選択は、現在の成長プランから将来の成長プラン

2. 投資家、ビジネス、および規制の要
求事項に応じて組織構造を構築す
る

へとファンドの成長を支える能力がどの程度あるか、ファ

3. 現状の業務モデルと将来的な業務

ンドとサービス・プロバイダーの戦略面、体制面でどの程

モデルに見合った技術的アーキテ

度の相乗効果があるかだけでなく、ロケーションと規制ま

クチャを構築する

で加味した検討に基づいて行うべきです。経営陣は、投

4. 規制上の検討事項を特定し、コンプライ

資家と規制当局の視点を含め、親会社のシステムに頼る

アンス・ソリューション体制を選定し、構

場合のコストと利点についても検討しておくべきでしょう。

築する
5. スピンオフまでのロードマップを作成し、

独立したファンドが長期にわたって成功するには、確固と

潜在的リスクと課題を特定し、低減する

した経営基盤が必要です。現状の能力と将来的な必要
条件とのギャップを規制や経営、テクノロジー、人的資源
の面において明確にし、そのギャップに対応できた後に
初めて、将来の成長に向けた確固とした経営基盤が構築
できるのです。

経営陣は、投資家と規制当局が
どう認識するかを含め、親会社の
システムに頼る場合のコストと 利
点についても検討して
おくべきでしょう。
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効果的な販売に向け、
スイスの規制情勢の
舵を取る
ルウ・キーシュ
（Lou Kiesch）
パートナー
アドバイザリー・ コンサルティング
デロイト

マーセル・マイヤー
（Marcel Mayer）
パートナー
監査－FSI 資産運用
デロイト

スイスとルクセンブルクの両者は、過去 20 年以上に渡り、
ウェルス・マネジメントの中心的役割を、共に担ってきました。
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スイスのウェルス・マネジメント会社はスイス、さらに国外

スイスで登録されている外国ファンド総数

163

への販売に向け、ルクセンブルク籍のファンドを探し求
めることが多々ありました。この間ルクセンブルクのファ

ルクセンブルク－UCITS 以外

ンドは徐々に、スイスの多数のウェルス・マネジメント会
社に関与する事が出来ました。

3,954

スイス連邦金融市場監督機構（FINMA）の統計による

ルクセンブルク－UCITS

と、2013 年 6 月 30 日時点で FINMA に販売登録されて
いる外国籍のファンド計 6,106 本のうち、4,117 本がルク
センブルク籍でした。ルクセンブルクのファンドは、スイス

1,989

の外国ファンド受け入れによって最も恩恵を享受してい
ます。

その他の外国籍ファンド

今後数年でどのような変化が予想されるか？
集団投資スキーム法（CISA）の改正と集団投資スキーム

スイスですでに適格投資家に向けて販売されている外国

規則（CISO）の改正がいずれも 2013 年 3 月 1 日に発効

の集団投資スキームは、特にスイスの代理人や支払機

したことに伴い、外国の集団投資スキーム販売に適用さ

関を指定するなどの、新規制に対応するまで 2 年の移

れる新規則が導入され、自己募集制度が制限されまし

行期間が認められています。

た。
販売とみなされない行為はいくつかあり、その例としては
1

集団投資スキームの広告や提供はいかなる形式におい

監督対象の金融仲介機関

ても、不適格投資家や「個人投資家」に対するものはい

ング、規制対象の金融仲介機関による価格や類似数値

ずれも販売とみなされます。販売の定義は、専門的な財
務業務を行う公的組織や年金スキーム、専門的な財務
業務を行う企業、富裕層（適格投資家とみなされることを
選択した場合）にも適用されます。

や保険会社へのマーケティ

2

の公表 、従業員参加プランにおける集団投資スキーム
の活用、非直接的勧誘や一任勘定の顧客等の行為も含
まれます。したがってこれらは CISA の適用範囲外の自
己募集業務と分類され、スイスの代理人と支払機関の指
定、集団投資スキームの FINMA 認可といった追加の規

いかなる種類の「販売」であっても、スイスの代理人や支

制は適用されません。

払機関を指定することが義務付けられました。しかし、販
売が適格投資家のみに制限されている場合、スイスで販
売される前にファンド書類については認可が不要となり
ます。

1 銀行、証券会社、ファンド運用会社、資産運用会社ならびに中央銀行。
2 ただし、この情報の公表は、連絡先詳細が一切入っていないことが条件になっています。
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以下の表は、4 つの分類それぞれについての「販売行為」の新しい概念と要件、適格投資家への様々な勧誘形態をまとめ
たものです：

2013 年 3 月 1 日以降

FINMA の
ファンド認可
は必要か？

• 規制対象の金融仲介機関による価格や類似数値の公表
• 従業員参加プラン

販売行為ではない

公の広告宣伝ではない

• 非直接的勧誘の適用免除（助言対象の顧客と売買取引のみは適用除外）
CISA 第 10 条第 3 節に基づく適格投資家

• 銀行や証券会社、ファンド運用会社、集団投資スキームの資産運用会社と
いった規制対象の金融仲介機関および中央銀行

• 監督対象の保険会社
• 規制対象の金融仲介機関の顧客で、一任勘定で資産を運用して
いる顧客

• 独立系資産運用会社の顧客で、一任勘定で資産を運用している
顧客（一定の追加条件に基づく）
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販売行為

公の広告宣伝

• 専門的な財務業務を行う公的機関と年金スキーム
• 専門的な財務業務を行う企業
• 富裕層（本人が選択した場合）

• 多数の不適格投資家

スイスの代理人
は必要か？

スイスの支払機
関は必要か？

スイスで販売登録されている外国ファンドについて、

外国の集団投資スキームをスイスから運用している運用

2012 年に話題を集めたトピックは、職務分掌や取締

会社も認可が必要という事実は、AIFMD の適用に照ら

役の関与度合を中心とした UCITS（譲渡可能証券の

すと大きな意味を持ちます。2013 年 7 月 23 日時点で、

集団投資事業）ファンドのガバナンス体制に対する

EU のオルタナティブ投資ファンドの運用を委託できるの

FINMA の懸念でした。提示された申請を FINMA が審

は EU 加盟国以外の国だけになっています。ただし、こ

査するまで、UCITS ファンドの登録申請が保留にされ

のような資産運用会社に対して AIFMD で求められてい

たケースも一部ありました。とはいうものの、ルクセン

る監督と同水準の監督が適用されることが条件です。

ブルク金融監督委員会（CSSF）が FINMA の懸念事項

FINMA の認可は資産運用業務を手がけている団体に義

の多くに対応する実質要求に対して通達第 12/546 号

務付けられており、アドバイザリー業務のみを手がけて

（ルクセンブルク籍の UCITS はすべて、2013 年 6 月

いる企業は適用外となっています。実質的に運用と分類

30 日までの遵守が義務付けられている）を発行したこ

される業務と助言と分類される業務の間の境界線はや

とで、こうした課題の多くは解決されました。

やあいまいですが、これまでの一般的な共通理解では、
ファンドの投資に関して決定権を握っている企業がどこ

改正 CISA によって導入された大幅な変更点には、集

かという質問によって決めるべきとされています。後者に

団投資スキームの運用に関するものもありました。

関するガイダンスは今後、FINMA によって発行される見

2013 年 3 月 1 日から適用開始となった新規制に基づ

通しです。

き、CISA はスイスから外国の集団投資スキームを運
用している企業にも適用されるようになりました。こうし

スイスでも、EU でも、規制は変わりつつあります。スイス

た企業は現在 FINMA の認可が必要であり、監督を受

の投資家へのアクセスというこれまでに得た恩恵を享受

けることとなります。これは以前には、スイスの集団投

するために、ルクセンブルクのファンド業界は新しい環境

資スキームを運用している資産運用会社にのみ義務

に適応していかなくてはなりません。対応すべき課題は

付けられていました。

明らかです。

要点：

• ウェルス・マネジメントの観点から言えば、スイ

制 に関 する実質 要件 です。後 者の 懸念 は 、

スは従来からルクセンブルクとのつながりが深く

CSSF の実質要件に関する通達第 12/546 号

（逆もまた同様）、ルクセンブルクのファンドはス

でやや解消されました。

イスの外国ファンド市場の大半を占めています。

• スイスでは CISA と CISO の改正が 2013 年 3
月 1 日に発効したために大幅な変更がいくつか
生じており、金融規制情勢が変わりつつありま
す。

• スイスにおいて「販売行為」とみなされる業務は
スイスの改正法規で明確に定義され、この定義
に該当する企業はスイス国内の代理人や支払
機関を指定することが義務付けられました。前
述の定義に該当しない業務は、自己募集とみな

• 新規制のもと、スイスから外国の集団投資スキ
ームを運用している企業に FINMA の認可と監
督が義務付けられました。いずれも、以前は必
要なかったものです。

• 集団投資スキームの運用に関してなお明確化
が必要な要素の 1 つに、新規制のもとで運用と
みなされる業務が何かを正確に定義する必要
があります。業務が「助言」のみとみなされた場
合には、FINMA の認可が不要となる事が、重
要です。後者の点に関して、FINMA のガイダン
スが発行される見通しです。

されます。

• スイスでは一部ファンドの認可プロセスが大幅
に遅れており、FINMA の認可を申請しているフ
ァンドの主な問題点は UCITS のガバナンス体
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外部の
視点

欧州ミューチュアルファンドの
経済のリバランス
クリス・エッジ
（Chris Edge）
マネジング・ディレクター
コーポレート＆投資銀行
J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルク S.A.
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長年欧州全域で設定されるファンドの増殖により、旧来からの問
題が多数残され、欧州ミューチュアルファンドの収益性に対する
課題を引き起こしています。
このような問題には、アンブレラ構造の肥大化や戦略的な

以下の図は、欧州と米国の規制対象となっているファンドの規模を比較したものです：

在籍地の集約の欠如、サービス・プロバイダー活用の分散
化、非効率的なコスト構造などがあります。このような課題

米国
資産総額
（兆ユーロ）

はこの数年で複雑さを増しています。欧州のミューチュアル
ファンドが、透明性の向上や投資家保護の強化、潜在的な

ファンド/
サブファンドの
合計

システミックリスクの抑制を目指した新規制を遵守しようとし
たためです。

平均規模
（百万ユーロ）

新規制への対応にかかる正確なコストについては明確な共
通認識がないものの、相当規模に達することはほぼ間違い

EU

資産総額
（兆ユーロ）

ないようです。こうした難しい情勢に追い打ちをかけている
のが、相対的な高インフレ期――投資家のリターンのさら

ファンド/
サブファンドの
合計

なる収縮――や投資家がミューチュアルファンドに支払う費
用の透明性増大、助言コストの明示、リターンの乱高下、貯

平均規模
（百万ユーロ）

蓄より債務返済を重視する世帯の考え方です。この結果、
投資ファンドの経済的割安感が希薄化され、投資家がもは
や買う余裕のない商品から完全に保護されるような状況に
まで達しました。
資産運用会社はコスト上昇分を転嫁するか、あるいは吸収
するか、決めなくてはなりません。いずれの場合においても
資産運用会社は、欧州ミューチュアルファンドの経済のリバ
ランスの方法を模索する義務を負っています。

ルクセンブルク

資産総額
（兆ユーロ）
ファンド/
サブファンドの
合計
平均規模
（百万ユーロ）

出所：米投資信託協会の 2013 年ファクトブック（www.icifactbook.org/ fb_data.html）。ユーロ換算（概算）。
欧州投資信託協会（2012 年 9 月）およびルクセンブルク・ファンド協会（四半期ファクトシート、2013 年 5 月）
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今年 6 月に欧州の資産運用会社の CEO30 人以上

では、この経済的目標を追及している資産運用会社が取り

から回答を得た「フィナンシャル・ニュース CEO スナ

うる選択肢には、ただ単に規模の小さいファンドを閉鎖する

ップショット」調査によると、回答者の 73％がコスト上

以外で、どんな方法があるのでしょうか？ ここでは、4 つを

昇分を投資家に転嫁しない方針と回答しました。一

重点的に検討します：販売コスト、ファンドの再編成と「超大

方、欧州では（ファンドの数が）飽和状態にあるとの

型化」、商品構成及び商品設計の転換、サービス・プロバイ

回答は 50％、市場再編が避けられないとの回答は

ダーの貢献です。

83％に達しました。今年セルーリが行った調査

1

で

は、欧州のファンド数が 2013 年だけで 30％も減少し
た ことが示 され ていま す。欧 州の株 式 ファ ン ドは
1,000 本近く、債券ファンドは 1,500 本に達しており、
投資家にとって幅広い選択肢ではあるものの、とり
わけ助言を受けずに運用する投資家に対しては、困
惑させる選択プロセスの提供となっているかもしれま
せん。

1. 販売コスト
販売コストは概算でファンドのコスト全体の約半分を占めて
おり、その分に応じて経済のリバランスの必要性にも寄与
すべきです。販売報酬（コミッション―政策担当者が往々に
して「誘因報酬（inducement）」と呼ぶー又は手数料）の構
造については大いに論議がありますが、これまでには販売
チャネルと巨額に上る販売コストを変革する方法について
公の論議はほとんどされていません。10 年前には、映画
のストリーミングや電子書籍、iCloud、タブレット端末、ま
た、これらが私たち個人の生活やビジネスシーンにどのよ
うな影響を与えるかなど、考えも及ばないことでした。で
は、この間、ファンドの販売方法がほとんど変わっていない
のはなぜでしょうか？
コミッションに基づく報酬モデルから手数料ベースへの転換
に関する議論は、欧州のほとんどの地域で支配的となって
いる銀行販売モデルにどのような影響を与えるかに集中し
ています。しかし、このモデルは大幅な変換が必要ではな
いでしょうか？ちょうど書籍や映画をオンライン上で今日買
うのと同じように、シンプルな貯蓄商品や投資商品が将来
買えるようになると考えるべきではないでしょうか？ すっか
り定着したナビゲーションツールやプロンプトツールを使っ
て、私たちのライフスタイル上のニーズに合わせてあらかじ
めパッケージしてある商品や、簡便性と簡潔性を考慮した
成果重視の商品を買えるようになるはずです。将来のファ
ンド販売チャネルは、アマゾンや iTunes のようなものにな
るのでしょうか？

1 The Cerulli Report（セルーリ・レポート）－ European Distribution Dynamics 2013 – Navigating a Fragmented Market（欧州の販売ダイナミックス 2013－分散
した市場での舵とり）
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ポートフォリオが 5 万ユーロ規模の大多数の個人投資
家は、助言のために料金を支払う必要はありません。
投資判断を下すために、シンプルな言葉で選択肢を提
供してもらえばよいでしょう。定評のあるブランドに裏打

今年セルーリが実施した調査

1

では、欧

州のファンド数が 2013 年だけで 30％も

ちされた、売買取引のみの販路（販路自体、あるいは提
供されているパッケージ商品）が、投資家にワンストッ

減少したことが示されています。

プ・ソリューションを提供してくれるでしょう。このようなシ
ナリオが本当の意味での開かれた商品設計の出現に
つながり、個人投資家の大多数にとっての費用/利回り
の算出式を大きく変えることになると言えるでしょう。一
般的には、消費者にとって提携販売モデルが良いとは
言い難いです。組成時点から生来保護されている商品

マスター・フィーダー構造を活用してコスト削減や新し
い販売機会の創出につなげた初期の例には、以下が
あります：

（UCITS）を新興チャネルで販売できるように変えていく

• 最初にして最も顕著な例は、既存の国内ファンドを

には、創意工夫とビジョンが必要です。競争は購入経験

「フィーダーファンド」に転換したうえで、クロスボー

の質に基づくものとなり、信頼と独立性、簡便性、魅力

ダー販売向けの「マスターファンド」に投資する方

的な価格を販売時点でそろえなければならないので

法です。マスターファンドのスケールメリットをフィ

す。

ーダーファンドと共有するほか、多くの場合におい
てスケールを実現できます。これ以外の方法では
引き寄せられない機関投資家から多額の投資を

2. ファンドの再編成と超大型化

呼び込むため、マスターファンドが必要とするスケ

古いファンド構造の合理化がもはや選択肢ではなく、

ールが実現できるわけです。

必須であることは明らかです。旧来の販売モデルは、

• 現地の大手販売会社の「ブランド」で販売するフィ

収益を譲歩することを嫌がるでしょう。投資家保護を

ーダーファンドを作り、現地／国内の資金を集める

強化するからと説得しても、投資家は今まで以上の

方法。現地色を強く押し出し、シェアクラスや一般

料金を支払おうとはしないでしょう。サービス・プロバ

的なサブファンドという選択肢に代わるものとして

イダーは投資家から移転された多大なリスクを吸収し

のイメージを打ち出します。

ており、いずれにしても、彼らがコスト全体に占める

• マスターファンドと同じ在籍地のフィーダーファンド

のはほんの一部です。残ったのはファンドマネジャー

を作り、マスターファンド以外に投資可能なフィー

ですが、ファンドマネジャーは単純にコスト上昇を吸

ダーファンドの資産の 15％を活用することによっ

収するという選択肢は選べません。残ったマージンで

て、意図的にマスターファンドとはやや異なる商品

はリスクを正当化できないためです。

に仕立てる方法。これにより、直接投資した投資ビ
ークルの実体やガバナンスが不要のまま、実質的
に新商品を生み出すことになります。

古い構造を、将来を見据えた、効率的なクロスボーダ
ー販売のために設計されたファンド群へ変革するた
めには、再編成や再構築、在籍地と運用会社の数の
圧縮を通じたファンドの超大型化が必要です。

• 純粋なクロスボーダー販売に関する集客力に欠け
る老舗の FCP と同じ在籍地に、会社型ビークル
（ルクセンブルクの SICAV 等）をフィーダーファンド
として組成する方法。SICAV はクロスボーダー資
産をまとめるために活用されており、既存のファン

人気を集める可能性の高い選択肢は、マスター・フィー

ドをクロスボーダー・ビークルへと変換します。

ダー構造と集約化した運用会社のパスポート制のもとで
の運営です。いずれの選択肢も UCITS IV で明確に推奨
されており、業界が求めるものがしっかり織り込まれてい
ます。しかし、これまでは動きが鈍く、散発的にしか進ん
でいませんでした。ただ、最近では活発化の兆しがみえ
ており、革新的取り組みをいち早く試みる企業が業界他
社の先駆者的存在として動いています。
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マスター・フィーダー構造にはいくつもの特徴があり、そ

運用会社のパスポート制プロジェクトも、人気が高まると

れぞれ異なるレベルで前述した経済的な目標の到達に

思われます。初期の先駆者がこのプロジェクトの実現可

寄与することが可能です。このような構造の実現が容易

能性と、結果として得られる利点を実証しているためで

なのは明らかにフィーダーファンドが新規ビークルであ

す。特にオルタナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）

り、既存ビークルからの転換ではない場合です。しかし、

の登場がさらなる触媒として機能し、EU 域内であれば在

後者であっても、（国境をまたぐ）再編成と比べて複雑で

籍地にかかわらず UCITS と非 UCITS の両方を運用でき

はない場合がほとんどです。シェアクラスの機能はマスタ

る「スーパー運用会社」が生まれるでしょう。

ー・フィーダー構造に乗り出す前に常に活用し尽している
はずですが、それでも再編成に伴うコスト削減の余地が

十分に確認すべき唯一の側面は、対象とする EU 域外の

十分残っています。J.P.モルガンとデロイトは、この構造

販売市場における規制当局が、ファンドの在籍地と異な

に関して徹底的な検討を加えるために手を組みました。

る法域からファンドを運用するというアイデアを受け入れ

その内容は本レポートで論じるには細かすぎますが、こ

るかどうかという点です。このリスクを低減するため、運

の研究の一環で削減が可能な場合が明らかになりまし

用会社にとっては、クロスボーダー・ビークルを運用する

た。主として、既存ビークルをフィーダーファンドに転換し

可能性の高い法域を使うことが賢明でしょう。したがっ

た場合です。

て、ルクセンブルクやアイルランドが最適の選択となるは
ずです。こうした形態がひとたび定着すれば、ファンドマ

削減が実現できるのは、以下の分野などです：

•

ネジャーが再編成で必要としているコスト削減にこの手
法が貢献できることはほぼ疑う余地がありません。

資産プールを集約（資産プールを 2 つに分けるよ
り、一本化）すれば、ポートフォリオ管理やトレーデ
ィング、カストディ費用が削減できる

•

フィーダーファンドの評価がそれ以前の形式より格
段にシンプルになるため、ファンド管理費用が低減
できる

3. 商品構成及び商品設計の転換
ミューチュアルファンドに対して高まるコスト圧力に対して
は、ETF（上場投資信託）やインデックス連動型ファンドと
いった低コスト商品に軸足を移すという対応が考えられ
ます。しかし、低コスト商品は、長い貯蓄期間がある投資

•

マーケティングと監査費用が削減できる

•

資産プールの規模が大きくなれば証券貸付がしや

ドホールド型のファンドに比べ取引頻度が高くならざるを

すくなるほか、機関投資家に対する魅力が増す。機

えない点を考慮すると、取引税が導入された場合に最大

関投資家はターゲットとする投資ファンドの規模に

の打撃を受けるのは、このような低コスト商品でしょう。

家にとって、また弱気市場ではより短期的な投資家にと
っても値打ちのある商品とはなりません。さらにバイアン

関して自身で設定した限度（下限）があるため、資
産プールの規模が大きくない場合は、検討対象外

検討すべき 2 番目のポイントは、アンダーパフォーム又

となりうる。

はオーバーパフォームしたファンドが目標とした成果やパ
フォーマンスについて、よりバランスのとれたリスク分担

私たちの試算では、一般的にファンドをフィーダーファン

があるべきかという点です。成功報酬についてはかなり

ドに変換した場合の目標削減幅は正味で約 10～20 ベ

の論議がありますが、消費者の視点からみて最もシンプ

ーシスポイント（証券貸出や新しい機関投資家から得ら

ルな形式は、目標パフォーマンスを達成した場合、また

れる可能性のある削減分は含まない）ですが、プロジェ

は超えた場合に報酬を支払う仕組みです。ただし、求め

クトの規模と複雑さ次第で変動します。向こう 12～18 カ

られるパフォーマンスを達成できなかった場合には、同様

月でこのような再編成に対する関心が高まり、これに伴

の方式によって報酬を投資家に返還することになりま

い、コアコンピテンシーを開発してきました。

す。透明性の高い方法で組成し、経済的に運営した場
合、このような仕組みは、アンダーパフォーマンスの場合
でもファンドマネジャーが運用報酬を年間全額徴収する
ことに対して疑念を募らせている個人投資家にとって非
常に魅力の高いものになります。
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コスト削減と投資商品をどうパッケージするかにおい
て、イノベーションの余地は間違いなくあります。「助言
不要」の市場では、特にそうです。この市場で投資家
が求めているのは、特定の結果（継続教育、結婚、別

運用会社のパスポート制プロジェクトも評
判が高まると思われます。初期の先駆者

荘等）を目指したパッケージ商品を十分な知識を得た
上で選択するためのリサーチツールや識別ツール、選
択ツールです。ファンドを唯一の商品として提示するよ
り、個人投資家が特に求めているのは「あらかじめパッ
ケージ」された、成果重視の商品です。

がこのプロジェクトの実現可能性と、結果
として得られる利点を実証しているため
です。

業界では、リスクに応じた「金額に見合う価値」を測定
する新基準をファンドに割り当て、主要投資家情報文
書（KIID）に盛り込むことを検討してもいいかもしれませ
ん。非常に評判の悪かった合成リスク・リワード指標
（SRRI）は理解しづらいと考えられており、投資家に提
供される情報という点で限られています。消費者が知
りたいのは、「投資によって、私は金額に見合う価値を
得ているのだろうか？」という点です。この点を誤ると、
オーストラリアの年金ファンドの受託者が実施している
ように、ファンドの取締役が定期的（おそらくは年に 1
回）に「金額に見合う価値」を提供していると証明する
受託者責任を負うかもしれません。取締役にこうした責
任を負わせれば、ファンドのパフォーマンスに注意を向
けるよう促し、投資家に妥当なリターンを提供していな
い商品の閉鎖を急がせるうえで一助となる可能性があ
ります。

欧州ミューチュアルファンドの経済のリバランスにおい
ては、商品設計とパッケージが重要な役割を果たす余
地が十分あります。業界がこの点に対応しなければ、
「自分でやる（DIY）」アプローチという非常に不運な結
果を招くかもしれません。つまり、個人投資家が、イン
ターネット上で提供されている基本的な「銘柄選択」サ
ービスを活用して、自身のポートフォリオを作ろうと決
めるわけです。明らかな低コストが動機になるものの、
リターン低下とリスクの上昇はほぼ避けられません。し
たがって、政策担当者が目指していたものと逆の結果
となってしまいます。
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4. サービス・プロバイダーの貢献
カストディや管理業務といった中核サービスのコストは合
算しても、コスト総額に占める割合が非常に限られていま
すが、サービス・プロバイダーを集約することによって経済
のリバランスに大きく貢献できます。
まず第一に、複数のサービス・プロバイダーに委託する分
散型アプローチより、全サービスを束ねて 1 社に集約すれ
ば、ファンドの支払う料金が下げられる可能性が高くなり
ます。管理業務の中核要素について監督強化を求める規
制変更も、リスク管理が徹底できるとして、1 社のサービス
集約化モデルの利点を指摘しています。
運用会社の役割と責任が以前にも増して詳細に規定され
るにつれ、「運用会社」とカストディアンに求められるのは
統制が重複することなく、効果的に遂行されるとともに、最
適のロケーションで行われるよう連携することです。これが
実行されなければ、いずれか一方が自身の責任であると
する考えが必要だとする認識に駆られ、統制が重複する
ケースが増大することになります。

欧州ミューチュアルファンドの
経済のリバランスにおいては、
商品設計とパッケージが
重要な役割を果たす余地が
十分あります。
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しかし最大の貢献は、ポートフォリオ運用の効率向上を目
指す各要素にまで従来どおりのサービス集約を広げるこ

要点：

とで得られます。この要素とはつまり清算や担保管理、リ

 非効率的な旧来のファンド構造に加えて新

スクマージンに対するソリューション、キャッシュや流動性

規制に伴うコスト上昇と透明性に対する圧

に関するソリューション、シェアクラスのヘッジ、為替・オー

力増大を受け、欧州ミューチュアルファンド

バーレイ、合成ポジションのテーラーメイド、プライムカスト

の経済のリバランスに向けて新たなソリュー

ディ業務、資産クラスのファイナンス、証券貸出などの幅
広いサービスまで入り、最近ではミドルオフィス・サービス
のアウトソーシングも含まれるようになっています。

ションが必要とされています。
 欧州ファンドの平均規模は、米国ファンドの
7 分の 1 です。

資産運用会社が答えを出すべきは、調達効率の向上と投

 目的達成に向け、特に 4 つのポイントが多

資家へのリターン拡大を目指して、どの程度までサービス

大なメリットをもたらすでしょう。

を集約してプロバイダーを 1 社に絞り込みたいかという点

- 販売報酬制度と販売チャネルの改革

です。

結論
欧州の旧来的なファンド構造は、大がかりな見直しを必要
としています。アクションを促す触媒となるのは、リターンを
いっそう蝕む相対的に高水準に達したインフレ、コストに
対する透明性向上、旧来型の構造につきものの高コスト
構造といったことに加え、新規制を遵守するために必要と
なる追加コストの増加です。
コスト基盤を変え、将来に向けて商品の準備体制を整える

- ファンドの再編成と「超大型化」
- 商品構成とパッケージにおけるイノベーシ
ョン
- サービス・プロバイダーの活用
 「傍観する」だけでは、個人投資家をセルフ
サービスまたは「DIY」アプローチに追いやる
リスクを抱えているため、個人投資家は概し
て EU の政策担当者が周到に構築した保護
体制の対象外です。

とともに未来の新しい販売チャネルにアクセスするには、

 解決策は提示されており、ファンド運用業界

ファンドマネジャーは少なくとも 4 つの重点ポイントを検討

の先駆者や革新的企業が率先するにつれ

することが可能です。

徐々に活用されています。今後は、成功事
例の検討により、業界全体のコンピテンシー

「傍観する」だけでは、手痛いマージンの縮小や投資家基

が向上していくでしょう。

盤の収縮を招きかねません。解決策は提示されていま
す。ファンド運用業界の先駆者や先見の明を持つ企業が
欧州ミューチュアルファンドの経済のリバランスを模索する
につれ、サービス・プロバイダーは即座に手を貸してくれる
はずです。
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外部の
視点

小規模国際金融センターが
果たす効果的な貢献
国際的議論への情報提供
カミーユ・ストール－デイビー
（Camille Stoll-Davey）
博士（オックスフォード）、
公認会計士（CPA）、弁護士

巨額の資金が毎年ケイマン諸島やルクセンブルク、ジャージー、英領バー
ジン諸島、バミューダといった規模の小さい国際金融センター（IFC）を経
由しています。このような資金の流れのほとんどは、これら小規模の IFC に
直接投資されるわけではありません。むしろ集約され、世界全域に向かう
投資へと流れていくものです。
このような資金の流れが存在しているのは主として、狭小

創出に振り向ける資金が世界的ベースで増えることに

な国土、天然資源をはじめ生産のための経済的要素の不

なります。小規模 IFC が配分効率にもたらす利点は、

足といった重石を抱えている小規模 IFC が、金融サービス

最終的にあらゆる方面の利益となるのです。

の理性的かつ洗練された消費者の選好に適合するよう、
効率的かつ反応の早い規制環境の構築に重点的に取り
組むことに成功したためです。

しかし、小規模の IFC は自身が提供する重要なメリット
に関して、国際的な論議の場での情報提供にあまり取
り組んできませんでした。このような孤立した状態で

効率性や迅速な対応といった、これら小規模の IFC によっ

は、G-20/EU の国・地域から発せられる政策談話は、

てもたらされる固有の特質は、法的・商業的な確実性に加

国境をまたぐ資金の効率的な流れにおける小規模 IFC

え、資金源と資金を活用する企業との間を結ぶための比較

が果たす役割に対し、とにかく批判的です。本レポート

的低コストかつ租税中立的なプラットフォームを取り入れて

では、小規模 IFC がグローバルな金融アーキテクチャ

います。こうしたプラットフォームは信用仲介コストを低減す

に対して果たしている貢献について紹介します。

るうえで役立つとともに、効率的な資本構築のためのメカニ
ズムを促進するため、資本コストやリスク低減コストを圧縮
できます。資本コストの軽減に加え、リスク低減にかかわる
費用が抑制できれば、イノベーションや企業化精神、雇用

カミーユ・ストール－デイビー博士
‘Assessing the Playing Field: International Cooperation in Tax Information Exchange’ （事業環境の評価：税務情報の交換における国際的企業）の著者。
ストール・デイビー博士は CPA、法廷弁護士（イングランド、ウェールズ）、ケイマン諸島の弁護士。オックスフォード大学でコモンウェルス奨学生として
学びました。オックスフォードでは、金融サービスにおける貿易や規制間の競争を中心に研究を進め、このような研究により同大学で法学博士号を取
得しています。博士号論文は'Global Comparison of Hedge Fund Regulation'（ヘッジファンド規制のグローバル比較）。
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小規模 IFC と G-20/EU の国・地域との統合

規制上は同質のものが好まれるため、民間セクター

小規模 IFC の進化は反復プロセスであり、この中にお

関係者はそれぞれの選好に適合する特定の場所に

いて、金融のプロフェッショナルと多国籍金融機関の双

集結することを求められているかもしれません。この

方を含む民間セクター関係者が重要な役割を果たして

考察は、同質的な規制上の選択という点では「経路

きました。小規模 IFC の国・地域におけるこのような民

依存」――つまり、先駆者の行動によって後続者が同

間セクター関係者は相互に連携し、融和しており、場合

じ行動をとる確率が高まる ――の当然の帰結と考え

によっては G-20/EU の国・地域の状況と全く同じです。

られるでしょう。そうすることによって、こうした関係者

このような関係者には、四大会計事務所のほか、弁護

は選ばれた場所のスケールメリットに追加的要素をも

士、銀行家、その他の金融プロフェッショナルが含まれ

たらし、それがまたその土地に対する選好性を高め

ます。実際に、小規模 IFC と G-20/EU の国・地域とが

ることになります

1

2

。

規制上で共生できる機会を特定するうえで、主要 IFC
のプロフェッショナルが重要な役割を果たすのは珍しい
ことではありません。こうしたプロフェッショナルは、小規
模 IFC と G-20/EU の国・地域との間で運営上の「カッ
プリング」をもたらすために必要とされる法律上、規制
上のフレームワーク構築にも絶えず貢献しています。

小規模 IFC で熟成された技能によって、資本へ
のアクセス向上やリスク低減、資本コスト低下とい
ったかたちでグローバルなメリットが生じる可能性
が生まれました 3。

1 WB Arthur（WB・アーサー）, Increasing Returns and Path Dependence in The Economy（ミシガン大学出版局、アナーバー 1994 年） 33（邦訳「収益逓増と経路依存―複雑系の経済
学」）; B Reszat（B・レスザット）,'Evolution, Spatial Self-Organisation'（進化、空間的な自主組織） (2000) Hamberg Institute of International Economics HWWA（ハンブルグ国際経済研究
所）審議論文 93 <http://opus.zbw-kiel. de/volltexte/2003/690/pdf/93.pdf>; MP Hampton and J Christensen（MP・ハンプトン、J・クリステンセン）, 'Offshore Pariahs? Small Island
Economies, Tax Havens, and the Re-configuration of Global Finance'（オフショアは最下層か？ 小さい離島の経済、タックスヘイブンおよびグローバル・ファイナンスの再編成） (2002
年) ワールド・ディベロップメント第 30 巻 9 号
2 規制当局とサービス・プロバイダーの固定費が増え続ける消費者に分散でき、それによって個々の消費者に市場効率がもたらされることについ
て、スケールメリットも一部関係していると思われます。
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したがって、このような民間セクター関係者が合理的に

同様に、ハーバード大学とミシガン大学のデサイ教授、フ

判断したと仮定すると、小規模 IFC の選択に影響を及

ォーリー教授、ハインズ教授による研究では、オフショア

ぼした法律や規制といった一群の要因に照らして、こう

に籍を置くヘッジファンドの投資家のほうが高い投資リタ

した小規模 IFC は関係者の選好に最も適合するという

ーンを上げていることが示されており、「オフショア効果」を

ことになります。

実証しています 。後者の研究では、小規模 IFC 企業とそ

6

の主要 IFC 関連企業との間にさらに補完的な関係がある
一例を挙げると、ケイマン諸島はヘッジファンドの在籍

ことも示されています。つまり、小規模 IFC を活用した場

地として選ばれて進化してきました。バミューダ諸島は、

合、近接する主要 IFC への投資と販売が 0.5％～0.7％伸

再保険会社に選ばれた土地として発展しました。英領

びているのです。

バ ー ジ ン 諸 島 は オ フ シ ョ ア 国 際 事 業 法 人 （ IBC 、
International Business Corporations）に選ばれて、発展

さらに例を挙げると、2007 年に米国上院で行われた聴聞

してきました。各地域ともに特定の専門分野を育成した

会で、米国の有力教育機関の多くが基金ポートフォリオ

ため、その分野での技能に習熟しました。

の相当部分をオフショア・ヘッジファンドに投資していたこ
7

とが判明しました 。具体的には、米国の大学基金ポート
小規模 IFC がもたらす世界的メリット
小規模 IFC で熟成された技能によって、資本へのアク
セス向上やリスク低減、資本コスト低下といったかたち
でグローバルなメリットが生じる可能性が生まれました
3

フォリオの平均 22％がヘッジファンドに投資されており、
8

そのうちの多くが小規模 IFC に籍を置いていました 。こ
のような基金ポートフォリオのリターンによって、ハーバー
ド大学をはじめとするアイビーリーグは経済的に恵まれな
い境遇の学力優秀者に支給する奨学金を増やすことがで

。ほんの一例を挙げるならば、グローバルに投資家を

きたわけです。奨学金を受ける学生の視点から見れば、

吸引し、最高水準のマネジャーまで引き寄せたいと模索

小規模 IFC は間違いなくメリットをもたらしました。さらに、

しているヘッジファンド運用者は、こうした選好性とヘッ

EU の観点からは、スイス連邦工科大学チューリッヒ校の

ジファンドの活動地域を合理的に整合させるでしょう。ヘ

ヘルティヒ教授が集団投資ファンドの在籍地に特に注意

ッジファンドがケイマン諸島といった国・地域に対して示

を払いながら調査したところ、かかるファンドは販売してい

した選好はおそらく、「トップを目指す競争」、効率性や

る加盟国に籍を置くより、ルクセンブルクで登録したほう

投資リターンの面における投資家利益との最適性を実

が結果として得られる減税が EU に効率上のメリットをも

証しています。実際、小規模 IFC に関する IMF の評価

9
たらしていることが明らかになりました 。

では、小規模 IFC のほうがおしなべて規制が好意的で
4

あることが示されています 。同様に、マサチューセッツ
大学アマースト校の梁教授の研究では、オフショア・ヘッ
ジファンドのほうが非流動性プレミアムが高いという結
5

果が出ています 。

3 CW Calomiris and RE Litan（CW・カロミリス、RE・ライタン）, 'Financial Regulation in a Global Marketplace'（グローバル市場における金融規制）
(2000) Brookings-Wharton Papers on Financial Services（金融サービスに関するブルッキングス研究所とペンシルベニア大学ウォートン・スクール
の論文集）<http://muse. jhu.edu/demo/brookings-wharton_papers_on_financial_services/v2000/2000.1calomiris.pdf>
4 IMF（国際通貨基金）,‘Offshore Financial Centres: The Assessment Program – An Update’（オフショア金融センター：評価プログラム－最新版）, 7 (2004 年)
<http://www.imf.org/external/np/mfd/2004/eng/031204.pdf>
5 B Liang and H Park（B・梁、H・パク）,'Share Restriction, Liquidity Premiums and Offshore Hedge Funds'（証券規制、流動性プレミアムおよびオフショア・ヘッジファンド） (2007)、国際金融経
営管理協会<http://www.fma.org/Orlando/Papers/Offshore_20070116.pdf>
6 Desai, CF Foley, and JR Hines Jr.（デサイ、CF・フォーリーおよび JR・ハインズ・Jr.）, 'Economic Effects of Regional Tax Havens'（タックス
ヘイブン地域の経済的効果） Ross School of Business Working Paper Series Working Paper No. 919（ミシガン大学ロス・スクール・オブ・ビ
ジネス研究報告書集、研究報告書、2004 年 10 月）<http://sambuca.umdl.umich.edu:8080/bitstream/2027.42/39179/1/919.pdf>
7 JG Gravelle（JG・グラベル）, ‘Statement before The Committee on Finance, United States Senate – September 26, 2007 – On Offshore Tax Issues’（米国上院金融委員会での発言－
2007 年 9 月 26 日－オフショアの税務問題）<http://www.senate.gov/~finance/hearings/testimony/2007test/092607testjg.pdf>
8 同上
9 G Hertig（G・ヘルティヒ）, ‘Regulatory Competition for EU Financial Services’（EU 金融サービスにおける規制間の競争）、DC Esty and D
Geradin（DC・エスティおよび D ジェラディン著 Regulatory Competition and Economic Integration: Comparative Perspectives（規制間の競争
および経済統合：比較の視点） (オックスフォード大学出版局、オックスフォード 2001 年) の p. 228 に掲載。
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しかしながら、このクラスの投資家が米国税法上で
「非関連事業課税所得」（UBTI）に分類される所得を
得ているヘッジファンドに投資した場合には納税義
務が生じます

13

。この規則が意図せず招いた結果と

して、現在では米国の非課税投資機関は法人組織
をとっている米国ヘッジファンドのオフショア提携ファ
ンドに投資することが多くなっています。これらは米
国の税法上、パススルー構造とはみなされないた
め、UBTI のリスクが生じません

14

。この点において、

小規模 IFC と G-20/EU の国・地域の利害は整合し
ているとみられます。また、主要 IFC と比較して、小
G-20/EU の国・地域でできないのはなぜか？

規模 IFC は特定の活動に税制上、規制上で最適の

ここまで検討してくると、主要 IFC や G-20/EU ではなぜこ

産物を規制対象者に提供できる可能性があります。

のような能力やイノベーションが実現されていないのかに

このためメリットを提供できますし、少なくとも「死重的

ついて疑問が生じます。答えは、G-20/EU の国・地域にお

損失」を制限する可能性をもたらせます。また、大きな

ける複雑性と、各国・各地域間の政治的な利害関係の対

国・地域では多くの利害対立があり、主要IFC の規制

立に関係していると思われます。ノーベル賞を受賞したジョ

当局は他の課題に比べ、特定の規制対象者が蒙る、

セフ・スティグリッツ氏は、直接税、間接税を問わず、あら

意図しない「死重的」な経済損失の制限に対して懸念

ゆる税は経済行為を歪め、「死重的」損失を生むと指摘し

を募らせてはいません。

10

ました 。同じ製品や業務に対して、地域によって異なる比

小規模 IFC の果たす有効な役割に関する説明と伝達

率でこのような損失の影響を受けると、この歪みが深刻さ

小規模 IFC と G-20/EU の国・地域の経済的利害が整

11

。これを如実に言い表したのが、シ

合している証拠がある（G-20 の政府が束ねる多国籍

カゴ大学のシャビーロ教授です。教授は、こう説明していま

機関や、かかる国・地域に拠点を置く国際的な大規模

を増すこともあります

す。「国・地域の境界線をまたがって貿易が行われると、各

企業が小規模 IFC によってもたらされ、利用できる効

国・地域は輸入に対して負担となる関税を課す傾向があり

率性を活用している事実によっても物語られている）と

ます。これは、一般的に言って非効率的です。差別的関税

は言え、小規模 IFC に対して批判的な政策談話が時

がなければ選ばれていた製品を国・地域内で生産された

折みられます。スケープゴートが都合のよい手段と思

製品に代えるよう消費者に仕向けることによって、死重的

われたときは、特にその傾向が高まります。このような

損失が生じるためです。したがって、別の地域で比較優位

政策談話は通常、学術的な根拠を欠くものであった

を有する人々が、国・地域の境界線をまたぐ貿易で得られ

り、十分な情報に基づく学術的意見に劣るものであっ

る利得を失います…関税に妨害されず、貿易によって利得

たりして、経済的効率や世界の繁栄において小規模

を生む機会は一種の公共の利益であり、その提供範囲は

IFC が果たす貢献を否定しています。これを論破する

12

貿易分野全体に及びます 」

学界と実務家の文献が不十分であることに加え、手元
にある証拠について効果的にコミュニケーションしてい

一例を挙げると、年金ファンドやその他の退職年金ファン

ないことから、小規模 IFC そのものの存在と小規模

ド、大学基金、その他の私的財団といった米国の非課税

IFC が可能にするビジネス体系を脅かす脅威が根強く

投資機関は通常、税が免除されます。

残る結果となっています。

10 これは通常、人頭税などの定額税を除くあらゆる税について言えます。JE Stiglitz（JE・スティグリッツ）, Economics of the Public Sector (ノートン、
ニューヨーク 1988 年) 478-479（邦訳「公共経済学」）
11 WW Bratton and J McCahery（WW・ブラットン、J・マッケリ）, ‘Tax Competition in the European Union’（欧州連合における税制上の競争）、
DC Esty and D Geradin（DC・エスティ、D・ジェラディン）著の Regulatory Competition and Economic Integration: Comparative Perspectives
（規制間の競争および経済統合：比較の視点）(オックスフォード大学出版局、オックスフォード 2001 年) p. 224 に収載。
12 D Shaviro（D・シャビーロ）, ‘Some Observations Concerning Multi-Jurisdictional Tax Competition’（複数地域間の税制上の競争に関す
る考察）、DC Esty and D Geradin（DC・エスティ、D・ジェラディン）著の Regulatory Competition and Economic Integration: Comparative
Perspectives（規制間の競争および経済統合：比較の視点）、国際経済法シリーズ 4(オックスフォード大学出版局、オックスフォード 2001
年)に収載。
13 S Nadel（S・ナデル）, 'An Accountant's Guide to the Major Legal Issues Affecting Hedge Funds'（ヘッジファンドに影響を及ぼすメジャー
リーグ問題に対する会計士の解説）(1998)、CPA ジャーナル<http://www.nysscpa.org/
cpajournal/1998/1098/Departments/D721098.html>
14 同上、RS Zarin, and WP Zimmerman（RS・ザリン、WP・チンマーマン）, 'Overview of Hedge Fund Tax Structures'（ヘッジファンドの税体系概要） (2006)
ジャーナル・オブ・インベストメント・コンプライアンス第 7 巻第 1 号
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では、教育を通じて何ができるでしょうか？ 少数の学
術文献によって、小規模 IFC がもたらす経済効率に寄

要点：

与する基本的要因がいくつも特定されました。また、よ
り規模の大きな研究が必要となる多数の相関関係も

• 小規模 IFC が世界経済において果たす

明確になりました。しかし、こうした情報はまだ的確な

役割と貢献は、十分理解されていませ

研究によって検証されているわけでも、専門的文献が

ん。

作成され、一般的認識が形成されているわけでもあり
ません。信用仲介コストに関わる利点

15

など、ほかの

研究分野は単純に探求されていません。会計や法
務、金融の一部の専門家は、小規模 IFC が経済効率
や世界の繁栄に果たす貢献について、少なくとも事例

• 小規模 IFC は、経済発展のために、国
際標準にも、洗練されたユーザーの選好
にも対応する効率的かつ迅速な金融サ
ービスの提供に注力しています。

的には認識しています。しかしながら今日まで、このよ

• 小規模 IFC を経由する巨額の資金は先

うな情報を集約し、会計などの専門家によるグローバ

進国、途上国に投資され、投資の受け手

ルなコミュニティに向けて発信する取り組みはあまりな

と投資家の双方にメリットをもたらしてい

されていません。また、IFC が国際社会に果たす貢献

ます。

を最大限に高めるためにはどうすればよいかをシミュ
レーションするための研究も行われてはいません。
小規模 IFC の果たす効果的役割に関する情報の収集
は、小規模 IFC だけでなく、小規模 IFC を活用するプ

• いわゆる「オフショア効果」の結果、小規
模 IFC では一定の投資クラスのリターン
が高くなることが、研究によって明らかに
なりました。

ロフェッショナルとクライアントのいずれにとっても重要

• 小規模 IFC では信用仲介コストが低減

です。このような情報を関連する論議に役立て、情報

できることが知られているものの、このよ

不足のために小規模 IFC に対して批判的になってい

うな信用仲介上の利点を最適化するた

る政策談話の間違いを正すためには、こうした情報を

めの仕組みを突き止めるために、さらに

説得力ある形式でまとめ、関係論議の情報提供者に

研究が必要です。

配布していくことが求められます。教育はこの点にお
いて、多大な貢献を果たすことができるはずです。こと
によると、小規模 IFC の世界的メリットに関する確固と
した学術研究の促進に重点的に取り組んでいる教育

• 一部で根強く残っている小規模 IFC の役
割と貢献に関する誤解を是正するため
に教育が必要です。

基金の力を借りることも考えられます。

15 Bernanke, B（B・バーナンキ）,‘Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the propagation of the Great Depression’（大恐慌の拡大にお
ける金融危機の非金融効果） (1983)アメリカン・エコノミック・レビュー第 73 巻第 3 号、p 257-276. バーナンキは、恐慌が異例の長さと深刻さ
に及んだのは、信用仲介コスト（CCI）の増大によって説明できると論じています。
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資産運用の未来
小人は
巨人を倒せるか？
ホセ・ルイス・ヒメネス
(José Luiz Jiménez）
最高経営責任者
マルチ・ヘスティオン

まずはじめに、2013 年は資産運用セクターにとって極めて良い
年になりそうです。現に運用資産(AuM）は再び増加基調に転じ、
過去最高に達しました。

米国投資信託協会によると、今年第 1 四半期末時点

欧州では、資産運用会社 3,200 社が運用しているファンド

のミューチュアルファンド資産は 3.8％増え、27 兆 8,600

数は 34,600 本近くに達しています。

億米ドルに達しました。世界における全ファンドへの純
資金流入額は 2012 年第 4 四半期の 4,470 億米ドルに
対して、3,390 億米ドルとなりました。

資産運用会社上位 25 社で構成される主要グループが資
産の約 50％を保有し、2012 年の販売高の 100％を占めて
います(残りのグループは合算ベースで純流出となっていま

このような回復は、景気回復の見通しと金融市場に対

す）。2012 年には上位 5 社が総販売高の 55％を占めてお

する意識の好転に原因があるとみられています。米国

り、昨年の推定純販売高で上位 25 のファンドが総販売高

経済の回復やユーロ危機の克服、中国市況の好転の

の 38％を占めました。

結果です。地域別では、欧州が第 1 四半期に純販売
高 1,690 億米ドルと、最大の牽引役となりました。次い
で米州の 1,500 億米ドル、アジアの 130 億ドルと続きま
した。

資産運用会社にとって、このような事実と数値が意味する
ものとは？
資産拡大というグローバルなトレンドを見ている限り、危機
は単に大手の資産運用会社を助けているだけのようにみ

しかし、興味深いのは、ファンドの数がいまや世界の上
場株式数を上回っていることです。欧州投信・投資顧問
業協会(EFAMA）によると、2013 年第 1 四半期末時点
でファンドは 73,914 本、これに対して株式銘柄数は
45,404 株(国際取引所連合の 2013 年 1 月時点のデー
タ）でした。

えます。数値は資産運用大手の優勢を示しており、更なる
業界再編は不可避と思われます。危機の最初の数年が大
手の資産運用会社に有利に働いたことは、間違いありませ
ん。多数の投資家が多くの不確実性を抱く中、財務健全性
の代名詞であった大手が資金流入の主な推進力となった
ためです。
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しかし、このような近年のトレンドにかかわらず、業界はモ

において非常にうまく順応する成果主義の企業風土や人

ルガン・スタンレーのアナリストが 2008 年に「バーベル戦

材、創造力、企業家精神を有している点で共通しています。

略」と呼んだ方向へと進み続けています。これは、資産運
用業界の二極化を意味するものです。ここでは、幅広い
サービスを備えた大手の資産運用会社が規模の小さい

「バーベル」の真ん中に位置するような、大手でも、BAM で
もない企業は熾烈な競争に直面し、前途は厳しいでしょう。

専門家集団、つまり投資戦略を絞ったいわゆるブティック

ブティック型資産運用会社の成果促進要因トップ 5

型企業と競合しています。また、ETF（上場投資信託）や

「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という古いことわざがありま

パッシブ運用戦略の台頭により、『フィナンシャル・タイム

すが、一方で多くの BAM にとって規模が論点であることも

ズ』紙のある記者が「Cheap or Spicy（お手軽か、刺激的

また事実です。ビジネスを維持するために必要な最低限の

かの二者択一）」と評した新しいトレンドも業界ではみられ

資産運用残高を保有し、成功するために 5 つのポイントに

ます。

力を注がなければなりません。それは、人材、パフォーマ

資産運用業界の大手企業は誰もが認識していますが、

ンス、評判、販売そして差別化です。

「ブティック型の資産運用会社」(BAM）には包括的な定義
がなく、その意味を解釈することは容易ではありません。
企業の規模や所有者が決定要因であると論じる見方もあ
れば、単に少数の能力に特化した企業であるとの見方も
あります。実際には、BAM の大半はこの厳しい時代

「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という古いこと
わざがありますが、一方で多くのブティック型
の資産運用会社にとって規模が論点である
こともまた事実です。
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成果促進要因トップ 5：
結局のところ、このビジネスで最も重要なのは人材です。優秀な人材を採用し、定着させることは容易ではありませんが、社
員が仕事を楽しみ、チームとして連携して働く「好循環」を作り出すことは経営科学というより、むしろ芸術に近いものです。
人材

これは大半の企業にとって成功の種となるものであり、この点において、小規模企業の持つ親密さが規模の大きい企業と
比べて明らかな優位性を BAM にもたらします。
適切な人材を集め、全体としてそれぞれの合算値を凌ぐようにすることが重要です。これほど幅広い商品を有する業界にお
いては良いパフォーマンスでは不十分であり、トップパフォーマンスが必須です。市場では常識が広がるまで長期にわたり
間違えていることもあるため、運も関係します。リスク調整後のパフォーマンス・データが味方してくれるようになれば、販売

パフォーマンス

へと軸足を移します。
危機の当初は規模が論点で、一部の企業は大きすぎて失敗しないと誰もが考えていました。しかし、現実がこの考え方を急
速に変えました。今では、評判が資産運用のパフォーマンスを伸ばす主要因になっています。メリアム・ウェブスター辞書は

評判

「評判(reputation）」の定義として、a） 人々によっておおむね認識または判断されている全般的な品質または特質、b） 他人
によって認識されるいくつかの特質または能力と記しています。約束したことを公明かつ透明性の高い手法でクライアントに
提供し、クライアントと健全な関係を維持している実直な資産運用会社は、次第に確固とした評判を築いていきます。したが
って、コミュニケーション(PR やマーケティング、顧客とのコミュニケーション）がブティック型資産運用会社の提供する中心的
サービスとなります。
多くの投資家は危機後も、投資に際して献身的な会社と手を組みたいと考えており、そうではない企業からは背を向け始め
ています。このような投資家にとって、評判は朝食の卵とベーコンのようなものです。彼らはニワトリ(貢献的な企業）に資金
を預けるか、あるいはブタ(献身的な企業）に預けるかを決めなくてはなりません。そして、ニワトリかブタかは評判で判断さ
れるのです！
販売が成功の鍵を握っていると考える人は多いですが、それは成功をどう定義するか次第です。大企業にとっては、国や販
売チャネル、市場シェアでトップ 5 入りを果たすこと、マーケティングや販売要員に投じる多額の費用等にかかわります。
BAM にとっては、課題への知性的な取り組みや少数の信頼しあえる販売会社との協働にかかわります。量よりも質が重要
であり、関係が重要視されます。これはある程度、大企業の「サプライサイド」効果や BAM の「デマンドサイド」効果に似てお

販売

り、エコノミストなら誰もが熟知している量と価格の意味合いも十分あります。この点において英国の金融商品販売制度改
革(RDR）という新しい取り組みは、公平な競争環境を形成するまでには課題が山積みではあるものの、長期的に BAM にと
って極めて朗報です。
差別化はおそらく、今日においてパフォーマンス以上に重要です。スペインでは、アジアのファンド 700 本以上が販売されて
います。ファンドが 12 位という好成績を上げたとしても、投資家の目に留まる可能性はどのくらいあるでしょうか？ 投資家
に対して提供できる興味深い話がなければ、可能性は限られています。当社はグローバル株式ファンドで 10 年以上にわた
ってトップパフォーマンスを上げた後に、投資家の注目を集め、欧州と中南米での販売力を強化するため、専門分野に特化

差異化

したグローバル株式ファンドを 2 本設立しました(ワイン業界の関連銘柄に投資するマルチ・ヴィーニ・カテナと、家族経営の
上場企業に投資を限定するマルチ・ファミリー・ビジネス・ファンド）。 この 2 本のファンドは当初から運用していたグローバル
株式ファンドと同じチームが運用を担当し、同じ理念で運用されていましたが、より高いレベルの差別化を実現しました。
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ブティック型資産運用会社のグループ形成

 GBAM の一員になることによって、(ウェブサイトや

ブティック型資産運用会社の促進要因トップ 5

メディア・リレーションズ、フォーラムなどを通じて）
市場での認知向上を図る

人材

 様々な国での人脈構築に向け、GBAM を信頼で
きるネットワークとして活用する
 メンバーが加えたいその他の目標

差異化

パフォーマンス

GBAM はロビー団体になることや、既存の国内機関
や国際的機関と重複させる意図はありません。むし
ろ GBAM は同業者同士の信頼できるネットワークの
ための手段であり、年に 1、2 回会合を開いてビジネ
ス上の重要な課題を話し合い、アイデアを共有し、
他社の経験から学習したりするものです。基本的に
GBAM は会員制であり、メンバーが自身の疑問を率
直に口にし、他の CEO に質問を投げかけられる場

販売

評判

注：5 が非常に優れている、0 が非常に劣っている

です。このグループは、情報共有によりメンバーに
付加価値を提供することを目指します。

ほとんどの BAM は、自社の状態を上図に

資産運用会社の将来

照らして把握しておく必要がある。

この業界の将来に関するレポートのほとんどは、新
興国市場の重要性や人口統計上の変化、新技術の

ブティック型資産運用会社グループ(GBAM）は 4 月、アバデ

影響、新しい規制、経済に対する国の介入等を指摘

ィア・レテュエルタ(スペイン、バリャドリッド）において、以下

しています。しかし、人材に特に注意を払いながら 5

の目標達成の手段として、世界中の同業 BAM との協力を

つの成果促進要因に熟達することに比べれば、これ

促進する自主支援グループを立ち上げることを決めました：

らすべてはあまり重要なことではありません。優秀な

 ビジネス上の重要な課題に関する私的ディスカッショ
ン(戦略、商品、市場、顧客など）

人材の獲得、待っていられるだけの時間とリソース
がある限り、その他の促進要因はやがてついてきま
す。

 資産運用に関するあらゆる面(リサーチ、ポートフォリ
オ運用、リスクマネジメント、マーケティングなど）にお
いて体験とベストプラクティスを共有することによって
改善を図る
 販売強化に向け、各市場や各地域に対する理解を促
進する
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要点：

 業界は再び回復基調に乗り、一見すると、
業界の巨大企業が危機後の情勢に乗じて
いるようにみえます。

このグループは、情報共有
によりメンバーに付加価値を
提供することを目指します。

 資産運用は極めてダイナミックな業界であ
り、ファンドが株式銘柄を数で上回ってはい
るものの、インデックスを上回るファンドは実
際には限られています。

 5 つの促進要因である、人材、パフォーマン
ス、評判、販売、差別化が、他の市場トレン
ドを上回る成功をブティック型資産運用会社
にもたらします。

 ブティック型資産運用会社は、スペインのア
バディア・レテュエルタでブティック型資産運
用会社グループ(GBAM）を設立し、反攻に
出ています。

 最終的に重要なのは、人材です。
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投資は
べき乗則で動く
カレル・フォルケルト
(Karel Volckaert）
シニア・アドバイザー
エコノポリス

利益と損失の外れ値は、投資パフォーマンスにおいて
最も重要な決定要因です。

古典的ファイナンス理論の推進派は、このような異

と、実際には元本割れしたことになります 1。人並み外れた

常事態を偶発的事故と片付け、あっさりと理論から

先見の明によって、この 1 世紀間の約 25,000 日のうち最

切り捨てます。分散や相関といったリターン分布の

悪の 10 日を回避できたとすると、運用資産の期末残高

中心的な属性に対して、ファットテールも決定的な

はダウでパッシブ運用をしていた場合のリターンの

影響を与えることをまるで認識していないようです。

達するはずです。どの市場、どの期間をサンプルにと って

ここでは、ポートフォリオ分散とリスクマネジメントに

も、結果は基本的に同じです。異常値が投資パフォーマン

対する重要性について検討します。

スに与える影響は、どんなに評価しても評価しすぎること

仮に 100 年前にダウ工業株 30 種平均に投資した

よってつづられてきたのです。

3倍に

はありません。金融の歴史は、まさに英雄、そして悪漢に
ものの、最高値をつけた 100 日を逃したものとする

エコノポリスについて
エコノポリス（www.econopolis.be）は、 公平かつグローバルに展開する独立系ブティック型の資産運用会社です。優秀で創意工夫に富み、
豊富な情報を持つプロフェッショナルの社員チームが、社会的責任を果たす持続可能な投資を追求し、構築しています。同時に、徹底的な
リサーチと分析に基づいて資産を守り、新しい経済環境や次世代のための資産を準備しています。
執筆者、カレル・フォルケルトについて
カレル・フォルケルトは、ゲント大学土木工学科（理論物理学、制御理論）卒業。CFA 協会認定証券アナリストであり、ファイナンシャル・リス
ク・マネジャー（世界リスク管理専門家協会）の資格を取得しています。学術研究者として働いたのち、ベルギーの投資銀行と独立系バリュ
エーション専門会社で勤務し、主に無形資産や金融商品を中心に担当。エコノポリスではマクロ経済分析の一端を担うほか、投資委員会と
戦略委員会を率いています。ファンドマネジャーであり、ポートフォリオのリスク分析を担当しています。
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数式よりヒューリスティック

る時間が歪んでいます。つまり、値動きがある日には

平均分散最適ポートフォリオ理論にしろ、ブラック・ショー

やや緩やかなものの、翌日には著しく激しくなりま

ルズのオプション算定式にしろ、資本資産価格モデルに

す。こうしたモデルによって、金融業界で実際に生じ

しろ、いずれも価格変動が正規分布に従うと仮定してい

る際立った値動きの特徴が説明できます。つまり、根

ます。これらの推進派は、古典的なファイナンス理論では

強いトレンドが、集中して発生しがちな急騰や暴落に

現実に起きるファットテールを説明できないと即座に認め

よって寸断されるというわけです。価格変動の分布は

ます。1987 年 10 月 19 日のブラックマンデーは価格変動

べき乗則に従っており、値動きが徐々に大きくなれ

が 21 標準偏差のイベントであり、通常ならば、測定でき

ば、その発生確率は正規分布より格段になだらかに

ないほど発生確率の低いイベントです。外れ値は現実に

低下していきます。このため、期待収益が著しく大きく

は「神のなせるわざ」または１つの事例として排除され、

なるケースは、極めて少数の件数に集中します。

「いずれ」説明がつくものとされています。理論上に排除
されずに残っているものは、ホワイトノイズ以外のなにも

数学をここで気にする必要はありません。実は、金融

のでもありません。投資家もリスクマネジャーも同様に、

商品の価格に最適なモデルとして、べき乗則が正規分

より現実に即したモデルを必要としています。

布より格段に優れていることを構造的に明確にする以
外に、明言できることはあまりありません。過去の標本

50 年前、フラクタルの父、ブノワ・マンデルブロが、ファイ
2

からこのような分布のパラメータを推定することは、危

ナンス理論にそうしたモデルを持ち込みました 。価格は

険な試みです。極めて大きな値動きが起きる推定確率

なお(多少なりとも）ランダムウォークを示しています

は非常に小さいものの、優に数桁の範囲に及ぶことも

が、通常の時間軸においてだけではありません。重要な

あります。投資家とリスクマネジャーは、厳密な数式よ

時間軸は「取引時間」であり、この時間には均一に流れ

り弾力的なヒューリスティックを採用するべきです。

1 Javier Estrada（ハビアー・エストラーダ）（2008）, Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha（ブラック・スワンと市場タイミング：アルファ
を出さないためには）、ジャーナル・オブ・インベスティング、秋号, pp. 20-34. エストラーダの結果は、2006 年末までのデータに基づきます。リターンにはキ
ャピタルゲインを含みますが、配当は含まれません。
2 Benoit Mandelbrot（ブノワ・マンデルブロ） (1963）, The Variation of Certain Speculative Prices（ある投機的価格の変動）, Journal of Business（ジャーナル・オブ・ビジネス） 36, pp. 349-419.
マンデルブロのもとで学んだ Eugene Fama（ユージン・ファーマ）（1965）, The Behavior of Stock Market Prices（株式市場の価格のふるまい）,ジャーナル・オブ・ビジネス 38, pp. 34-105.も参照。
近年の定評ある説明：Nassim Taleb（ナシム・タレブ）(2007）, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House（邦訳「ブラック・スワン―不
確実性とリスクの本質」
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勝者総取り
ファットテールは、極端に有害な事態の発生確率が無視
できるほど急速には低下しないことを示唆しています。投
資家は、大惨事の起きる時期と場所を予測する不毛な試
みにかかわるより、むしろそうしたイベント発生時のエクス
ポージャーをマネジメントしなくてはなりません。空港セキ
ュリティは事前にテロリストを特定しようとはせず、空中で
の爆破事件回避を目指しています。高潮がいつ沿岸部の
街を飲み込むかは誰にもわかりませんが、堤防を築く価
値はあります。

逆にベンチャーキャピタルは概して、はっきりと特定できな
い勝者を選ぼうとはしていません。ベンチャーキャピタル
の収益の大部分は通常、リターンが他の投資の利益や損
失を大きく上回る一件の投資から生じています。教科書
のランダムウォーク理論では、最大の値上がりですら標本
の全体的分布にわずかにしか寄与していません。べき乗
則では、勝者総取りです。富の国民への分配やベストセラ
ー・ランキング、顧客と売り上げの関係における「80 対 20
の法則」をいくら考慮しようと、関係ありません。
「テンバガー」を見逃さないためには、古典的ファイナンス
理論に基づいたアドバイスを大きく上回る数のバリュード
ライバーを、分散化を十分進めたポートフォリオ中に保有
していなければなりません。最初から成長株がどれになる
か、通常はわかりません。実際、予想が的中する頻度は
ほとんど問題ではなくなります。(最大の）パートは各パー
トの合計値と同じ桁数となり、これもまた、投資リターンが
ファットテールを示すことを表しています。
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トンネル効果

本末転倒

多くの投資家が考えているのとは反対で、ヘビーテールを

利益や損失の外れ値は、パフォーマンスにとって重要で

伴う一連の価格の動きは正規分布の変動より穏やかであ

す。こうした「ブラック・スワン」の追及は、前述したように

るように見えます。株価がたとえば平均値から 1 標準偏差

徒労に終わります。しかし、ファットテールの最も油断な

内のトンネルの中にほぼ納まる確率は、ガウス分布の予

らない効果で、なおかつ最も理解されていない効果はお

測する 68.3％より高くなります。従来定義されているトンネ

そらく、リターン分布の全体的な特性に与える影響でし

ルの外で逸脱が起きると極めて甚大なものになるという事

ょう。分散や相関といった、古典的ファイナンス理論で中

実が、緩やかな変動によって覆い隠されています。二度と

心的存在である標本推定値は、確立されたポートフォリ

起きないという可能性は、歴史からは読み取れません。

オ運用手法が現実に機能しないほど重大な影響を受け
ています。

古典的ファイナンス理論の推進派は時間の分散に依存し
て、外れ値のインパクトを覆い隠しています。平均すること

第一に、マーコビッツのポートフォリオ最適化の理論を

によってリスクはかなり長い期間をかけて低減され、極限

活用する一般的なユーザーは、期待収益率と共分散を

における長期投資のパフォーマンスは正規分布となりま

定数と認識していますが、これ自体が致命的な欠陥で

す。ファットテールがあるからといって必ずしも大数の法則

す。また、このような期待値は、分布の裾野で起きること

が無意味になるわけではありませんが、標本の平均値は

にかなり敏感です。最小２乗法に基づく回帰分析は、再

期待値に向かってかなり緩やかに収束することになりま

現されない可能性があります。分散と相関――実際に

す。大数の法則の「大数」はほとんどの投資家が許容でき

は、ファットテールを示す収益変数の２乗を活用する尺

る以上に大きいか、あるいは研究者がデータを収集できる

度はどんなものでも――は、標本によって異なります 。

期間を超えているかもしれません。

極端な場合、一次標本の平均値ですら一定ではありま

3

せん。
同様の但し書きが、中心極限定理の「極限」にも適用され
ます。極限限定プロセスの生じる条件に合致した段階で極
限に到達したと友人が判断した際、カール・フリードリヒ・ガ
ウスが「Das Unendliche ist nur eine façon de parler（無限

というのは、一種の言い回しに過ぎない）」と抗議した話は
よく知られています。べき乗則では通常、極端な価格変動
の起きる確率は裾野で非常にゆっくりとしか低下しないた
め、漸近的なガウス分布の極限に依拠できないのです。

高潮がいつ沿岸部の街を飲み込む
かは誰にもわかりませんが、堤防を
築く価値はあります。

3 テクニカルには、2 未満の指数を伴うべき乗則は無限の分散を示します。
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ボラティリティの指標として標準偏差の使用が正当化さ
れているのは、古典的モデルに収束が欠落しているた
めです。標本全体の分散のかなりの部分が大きな価格
変動の少数標本による場合、リスクを測る指標として標
準偏差を活用すると問題が生じます。標本の平均値が
期待値にどうしても収束しなければ、分散化が疑わしい
ものになります。
R.U.R.
リスクマネジメントでは、予測不可能や測定不可能な事
象を避けて通れません。リスクマネジメントの使命は、
投資家が合理的に期待する範囲内に投資パフォーマン
スを確実に収めることです。ファットテールはこの使命を
いっそう至難の業にしますが、だからといって怯むわけ
正規分布

コーシー分布

にはいきません。私たちの意見では、鍵を握っているの
は Recognition（認識）、理解（Understanding）、そして報

このグラフは、徐々に大きくなる標本が平均値に収束している状態、あるいは収束し
ていない状態を示しています。青い線は期待値をゼロとした場合の正規分布変数
であり、緑の線は特質上、期待値を持たないコーシー分布変数です。

58

酬（Reward）です。

個々のポジションでは、ポートフォリオ・レベルで組み合わ
されているバリュードライバーとリスクドライバーの複合体
に投資家をさらします。リスクマネジメントはこうしたエクス

要点：

ポージャーを株式やポートフォリオのレベルで把握し、

 投資パフォーマンスを圧倒的に決定づける

個々の投資商品が全体のリスク・エクスポージャーにど

のは、ある 1 日に生じる利益と損失ですが、

の程度寄与しているかを理解することから成り立っていま

古典的ファイナンス理論ではこれを「事実

す。読者の方は、ここで「明確化」とか「測定」といった表

上」ありえないこととみなしています。

現を使っていないことに気づかれたでしょう。CVaR(条件

 ファットテールは、それ自体が重要なだけで

付バリュー・アット・リスク）や極値理論、ストレステスト、さ

はありません。古典的なポートフォリオ技法

らにはべき乗則を活用した調整法はいずれも、過去の確
率データが根拠として成り立たない外れ値の領域に乗り
出していこうとするものであり、エクスポージャーの認識と
理解を最重要事項とすべきです。

が現実には機能しないほど、リターン分布
の中心的属性にも影響を及ぼすためです。
 こうした外れ値が発生する確率は、手元に
ある、限られた過去の標本で確実に決める

結局のところ評価すべきトレードオフは、投資家がさらさ
れたリスクに対して、成果の特性が十分報いるものであ
るかどうかです。時には飛躍する場合もありますが、その
答えは、古典的ファイナンス理論のきれいで行儀のいい
技法に基づく場合より、否定的である確率は高くなりま

ことはできません。
 投資家とリスクマネジャーは厳密な数式よ
り、むしろ弾力的なヒューリスティックスを採
用しなければなりません。

す。
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オーストラリアの
ヘッジファンド
一見の価値がある理由
ジャロッド・ブラウン
(Jarrod Brown）最高経営責任者
ベネロング・ファンド・マネジメント
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世界金融危機(GFC）の発生以降、「ヘッジファンド」というものが北半球の
多くの投資家にとって申し分ない体験とはとても言い難いことはほぼ間違い
ありません。しかしオーストラリアでは、パフォーマンスとリスクの量的な意味
だけでなく、アクセス性や流動性、報酬といった質的な面においても、投資
家体験は極めて良好です。株式ファンドにおいては、特にその傾向が高く
なっています。
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リサーチ会社オーストラリアン・ファンド・モニターズ(AFM）

リスクの低い市場をアウトパフォーム

は、250 本以上の絶対収益追求型ファンドとヘッジファンド

重要なのは、株式ファンドがリスクの低い市場をアウトパ

をカバーしています。同社の独立データによると、オースト

フォームしている点です。AFM エクイティ・ファンド・インデ

ラリアのファンド 208 本を追跡している AFM エクイティ・ファ

ックスの標準偏差は年間 7.88 であり、これに対して

ンド・インデックスは 2003 年 1 月から 2013 年 6 月まで

S&P/ASX 200 トータル・リターン・インデックスは年間

S&P/ASX 200 トータル・リターン・インデックスをアウトパフ

13.41％でした。最大ドローダウンにおいては、AFM エク

ォームし、年間リターンはそれぞれ 11.53％と 9.22％となり

イティ・ファンド・インデックスの最大の下落率はマイナス

ました。

25.22％となり、S&P/ASX 200 トータル・リターン・インデッ
クスのマイナス 47.19％を大きく下回りました。

AFM エクイティ・ファンド・インデックスでカバーしているファ
ンドの母集団は、マーケットニュートラルやロングオンリー、

もっと最近のパフォーマンスを比較するとともに GFC の

インカム、ロング/ショート、バイ・ライト、イベントドリブン、

影響を切り離すため、2008 年 1 月から 2013 年 6 月まで

130/30 など幅広い戦略をカバーしています。

を取り上げてみても、AFM エクイティ・ファンド・インデック
スのパフォーマンスが S&P/ASX 200 トータル・リターン・
インデックスを上回り、リターンは年間マイナス 0.53％に
対して年間 4.04％に達しました。
リスクの比較でも、絶対収益追求型ファンドが優勢です。
AFM エクイティ・ファンド・インデックスの標準偏差は年間
8.90％となり、これに対して S&P/ASX 200 トータル・リタ
ーン・インデックスは年間 16.09％でした。最大ドローダウ
ンはそれぞれ 23.97％、44.13％となりました。
このデータから導き出せる結論は、上げ相場と下げ相場
を含む期間、および近年の「GFC 後に続く回復期」にお
いて長期にわたって比較したところ、絶対収益追求型の
株式ファンドが市場のトータルリターンをアウトパフォー
ムしたということです。しかも、そのために取ったリスクは
低くなりました。

最高水準のスキルを活用

このように市場がプラスのリターンを上げている時期だ

富を創出し、保全するために設計された分散ポートフォリ

けではなく、市場が不安定でマイナスに陥っている時期

オにおいてヘッジファンドが一役買うという論理は、パフォ

にも、長期的に一貫してアウトパフォームする実力を発

ーマンスのデータによって裏付けられています。オーストラ

揮するファンドは、どんな投資家のポートフォリオにおい

リアや世界で提供されている多種多様なヘッジファンドは、

ても非常に重宝な資産になります。

退職年金ファンドのメンバーや年金受給者、一般の投資家
を問わず、一様に意味があるはずです。個々の戦略は投

オーストラリアの投資家がヘッジファンドをあまり活用し

資家それぞれのリスク・リターンの特性に適応し、投資家

ていない理由の一端は、ヘッジファンドのコストやリスク、

それぞれが投資目的を達成できるよう支援します。

明らかな非流動性、透明性が不十分とされている点をめ
ぐって一般に抱かれる誤解にあります。こうした誤解は
たいてい、海外のセンセーショナルな報道が原因です。

一例を挙げるとすれば、絶対収益追求戦略はロングオンリ
ー株式戦略と組み合わせれば、ボラティリティを引き下げ
られます。また、ヘッジファンド戦略では市場中立を維持す
る一方で、個別銘柄リスクへのエクスポージャーを提供で

投資家とそのアドバイザーがヘッジファンド戦略の潜在
的パワーや、ヘッジファンドが投資成果をどのように拡大
できるかを前向きにとらえるようになれば、このような投
資手段への配分が間違いなく人気を集めるでしょう。

きます。
身近な例としては、ベネロング・ロング・ショート・エクイティ・
1

バリュー、透明性、アクセス

ファンド があります。これは新規募集を締め切っています

一般的に言って、オーストラリアのファンドの報酬は国際

が、リサーチ主導型による、マーケットニュートラルとセクタ

的なファンドを下回っています。ヘッジファンドの特徴とし

ーニュートラルのペアトレード戦略であり、主として

て一般的なのは、「2+20」という考え方です。つまり、管

S&P/ASX 200 インデックスの大型株に投資しています。10

理手数料が年間 2％、パフォーマンスフィーが 20％で

年の運用実績があり、純リターンは年率 20％を超えてい

す。これが一般的ではありますが、あらゆるヘッジファン

ます。

ドの報酬体系の定型になっているわけでは決してありま
せん。AFM のデータベースによると、ファンドの平均報酬

このファンドの運用マネジャーであるリチャード・フィッシュ

は管理手数料が年間 1.3％、パフォーマンスフィーが

氏は、市場経験が 25 年を超えています。2002 年 1 月の

13％となっています。このため、ロングオンリーや株式指

組成以来、このファンドは毎年プラスのリターンを上げてお

数ファンドとの比較において、オーストラリアの絶対収益

り、2008 年には 11.95％、2011 年には 20.6％のリターンを

追求型ファンドの相対的魅力度がいっそう高まるばかり

出しました。S&P/ ASX 200 はいずれの年もマイナスでし

になります。

た。

富を創出し、保全するために設計された分散ポート
フォリオにおいてヘッジファンドが一役買うという論
理は、パフォーマンスのデータによって裏付けられ
ています。
1 同様に、カーディニア・キャピタルもベネロングの 2 つ目のファンドを運用しています。ベネロング・カーディニア・アブソリュート・リターン・ファンドは

7 年間にわたり、年間 14％のリターンを上げています。この「バリアブル・ベータ」（運用マネジャーが、ファンドの原市場に対するエクスポージャー
を調整する柔軟性を持つ）戦略により、2006 年の組成以来、毎歴年プラスのリターンを出しています。この間にはもちろん、2008 年の世界金融危
機のさなかも含まれ、当時は市場が 40％近くも下落したものの、このファンドはプラス 0.30％のリターンを上げました。
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透明性に関して言えば、オーストラリアの投資市場はその

このような階層構造のいずれの段階でも、不透明な

特質上、不透明なヘッジファンドを支援しません。オースト

投資戦略や「ブラックボックス型」の投資戦略は資金

ラリア投資市場では、資金がファンドマネジャーまで流れ

を得られません。実際、透明性はファンドマネジャー

るチャネルにおいて仲介制度が整っています。ファンドマ

が資金を手にするための絶対条件です。この点が、

ネジャーは機関投資家と個人投資家の双方のバリューチ

北米市場とオーストラリア市場の違いです。北米で

ェーンに対して、価値提案(プロセスやパフォーマンス、規

は、リミテッド・パートナーシップや富裕層の投資家な

制コンプライアンス等）を適切に説明できなければなりま

ど、高度な技を駆使する投資家コミュニティの規模が

せん。

大きく、簡単な情報の覚書のみに基づいて助言を受
けないままファンドに投資する準備もできています。オ

ホールセール市場では、資産(または投資）コンサルタント

ーストラリア市場は「リテール化」によって、実質的に

や専門リサーチ会社、ホールセール投資家の投資委員

透明性を優先し、透明性に報いており、ファンドマネジ

会、受託会社の取締役会といった組織がいずれも、ファン

ャーにとって透明性が必要不可欠な要件とみなされ

ドマネジャーが資金を手に入れるまで「お目付け役」として

ています。

機能しています。リテール市場における「門番」にはリサー
チ会社と金融アドバイザー・ディーラー・グループの承認
済み商品一覧(APL）があり、これらが連携しています。

流動性についても同様で、オーストラリア市場の必要
条件として実質的に組み込まれています。リテールフ
ァンドを提供する場合、投資家を長期間にわたってロ
ックアップすることはできません。ファンドマネジャーが

ファンドマネジャーが流動性や償還を管
理するために利用する手法は様々ありま
すが、市場はここでも、流動性の向上を
求めており、流動性向上に報いていま
す。
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流動性や償還を管理するために利用する手法は様々
ありますが、市場はここでも流動性の向上を求めてお
り、流動性向上に報いています。特に個人投資家は、
翌日に換金可能な流動性を必要としています。

ヘッジファンド――拡大するセクター
結論として、リスクを抑えながら高パフォーマンスを上げて
いることが注目されないはずはなく、絶対収益追求型ファ
ンドはこれまでを大きく上回る関心を集めています。リサ
ーチ会社レインメーカー・インフォメーションから収集した
データによると、オーストラリアのヘッジファンド・セクター

リテールファンドを提供する場合、投資家
を長期間にわたってロックアップすること
はできません。

が運用しているオーストラリアの退職年金資産は GFC 直
前に 200 億豪ドルだったのに対し、現在は約 370 億豪ド
ルに達しています。これは資産全体の 3％にも及びませ
んが、ファンドの総資産額より成長率に注目すれば、成長
余地が十分あることがわかります。

要点：

 ヘッジファンドは北半球の多くの投資家にとっ
て申し分ない体験にほど遠かった半面、オース
トラリアの投資家にとっては著しく良好なもので

オーストラリアのファンド運用業界の「頂点に君臨」してい
るのは、820 億豪ドル規模のフューチャー・ファンド(オース
トラリアの準政府系ファンド）です。自ら「スキルに基づく戦
略」と呼ぶ戦略に投資する大手投資機関であり、ファンド・

した。

 株式ベースのヘッジファンドは、リスクが低いう
えに市場をアウトパフォームしました。

オブ・ファンドとヘッジファンドへの直接投資を組み合わせ

 オーストラリアの多種多様なヘッジファンドは、

て幅広い資産クラスに分散投資しています。2006 年に設

スーパーファンドのメンバーや年金受給者、一

立されたフューチャー・ファンドは今日、ヘッジファンドへの

般の投資家にとって一様に意味があるはずで

投資規模でオーストラリア最大です。しかし同ファンドが

す。

2013 年 3 月に発行した四半期レポートによると、近年に

 オーストラリアの投資家がヘッジファンド戦略を

はオルタナティブ投資への配分比率を 16.3％から 15.3％

あまり活用していない原因の一端は、ヘッジフ

に引き下げています。影響力のある投資家がヘッジファン

ァンドに関して一般に抱かれている様々な誤解

ドに注力していることは、否が応でもヘッジファンド・セクタ

にあります。

ーに対する認識向上に役立つでしょう。
ヘッジファンドは、その構造や戦略、リスクのため、投資家

 一般的に言って、オーストラリアのファンドの報
酬は国際的ファンドを下回っています。

側で追加的なリサーチや理解が必要になることは間違い

 オーストラリア市場は「リテール化」により、資

ないため、誰にでも適しているわけではないかもしれませ

産運用の透明性を重視し、透明性に報いてい

ん。しかし、現実として、優れたファンドが突出したパフォ

ます。

ーマンスを上げています。しかも、従来型の運用ファンドよ

 最高の成績を上げているヘッジファンドは従来

りボラティリティは著しく低くなっています。この価値提案に

型の運用ファンドよりボラティリティが大幅に低

対して、少なくとも関心を持たない投資家がオーストラリア

く、突出したパフォーマンスを上げています。

にいないはずはありません。
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動的環境における投資
回答はリスク・プロファイリングか？
ロン・ウェストドルプ
(Ron Westdorp）
マネジング・ディレクター
タレール・アセット・ マネジメント

市場で不透明感が漂う今日、投資家が直面している主な課題は
今ある資産を保全すると同時に手の届くところにある投資機会を
活用するためにはどうすればよいか、ということです。

リスクとリターンが切り離せないものであることは、周知

ると、ウォール街で唯一存在するフリーランチ（ただで

の事実です。リスクがなければ、高いリターンは上げる

手に入るもの）は分散投資です。

ことはできません。しかし、巧妙に分散化すれば、リター
ンを犠牲にすることなくリスクを低減できます。

近代の多くの研究によって、ポートフォリオのリスクや
最終リターンの双方をもっぱら決定づけているのはほ

「卵は、一つのかごに全部盛ってはならない」という格言

ぼ的確な資産配分のみ(つまり株式や債券、不動産、コ

に示されているとおり、分散投資の考え方は 18 世紀の

モディティ、現金への投資）であることが実証されていま

英国に遡ります。さらに遡って、2000 年以上前のユダヤ

す。市場のタイミングや銘柄選択が長期的なリスクとリ

教の典範にも分散化を辿ることができます。「なんびと

ターンに与える影響は、無視できるほどのものです。

も、資金を 3 つに分けるべし。3 分の 1 を土地に、3 分
の 1 を事業に、そして残りを蓄えとして残すがよい」。ノ
ーベル賞を受賞した経済学者ハリー・マーコビッツによ
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的確な資産配分手法とは？

に 4 つの段階があり、時計と同様、通常は決まった流

これは、投資家個々の状況や設定目標、期間、冒した

れに沿って動きます。

リスクに対する考え方によって異なります。銀行や資産
運用会社はかなりの時間を費やして個々のクライアン
トそれぞれのリスク特性を判断したうえで、様々な資産
クラスに対して一定の分散ルールを設定しています。

その段階とは、以下のとおりです：
景気後退期（欧州が現在陥っている状況）：経済活動
がおおむね減速し、収縮する景気サイクル。物価上昇
と成長は鈍化する。利下げが債券に有利に働き、債券

しかし、今日の動的な投資環境において、これで十分

が選好される資産クラスとなる。

でしょうか？ 今日では、安全とされる資産(ドイツの 10
年物国債など）の年利回りはわずか 1.15％にとどま
り、債券はおおむね現在の年間インフレ率 2.2％をカバ
ーするほど十分なリターンが上げられていません。ま
た、経済情勢が変化して欧州が景気後退から回復基
調に乗り、インフレが再び上向いたら、どうでしょうか？
それでも、債券に投資すべきでしょうか？

回復期（米国と新興国市場が現在、この段階にある）：
経済成長が加速し、生産性や企業収益が上昇。企業
の過剰能力は一掃されず、インフレは低水準にとどま
る。最良の投資は株式。
過熱期：需要が総体的に急拡大し、一国経済の生産能
力では追いつけないため、インフレに火がつきやすい。

経済情勢が変われば、資産配分もそれに応じて変えな
くてはならないという確固たる考え方があります。英国
の著名な経済学者、ジョン・メイナード・ケインズは、こ
う問いかけています。「情勢が変われば、私は自分の

考え方を変えます。あなたは、どうなさいますか？」

このため、市場の成長や価格動向を測定し、経済情勢
が今どういう状態にあるかを把握するため、社内で「投
資時計」を開発しました。一般的な経済サイクルには主
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このような環境では、コモディティが奏効する。
減退期：インフレ期であり、失業率の上昇、個人消費と
事業活動の伸び悩みを伴う。この時期に最適な投資
は、債券と現金の組み合わせとなる。

図表 1：金利

現在が前述したサイクルのどの段階にあるかを判断する
ために利用する指標は、以前にみられた経済活動のほ
か、生産や新規受注、在庫、雇用、工場出荷に対する先
行き見通しに関係するものです。

上げられるため、一般的なバランス型ポートフォリオのリ
スク・リターン特性を大幅に改善します。また、このシステ
ムは 100％ルールに基づいており、必然的に理解しやす

債券
「景気後退期」

「減退期」
現金

株式
「回復期」

利下げ

い点にもメリットがあります。
経済情勢の変化だけでなく、「センチメントの揺れ」もポ

「過熱期」
コモディティ

利上げ

「投資時計」戦略はあらゆる市場情勢に応じてリターンを

ートフォリオ全体のリスク・リターン特性にとって重要で
す。歴史を紐解けば、市場が「恐怖心と欲」との間で揺ら
ぐために、資産が互いに長期間にわたってアンダーパフ
ォームする場合があることがわかります。

図表 2：相対的ローテーション・グラフの例（2013 年 7 月 31 日の SPXL1 指数）

相対的ローテーション・グラフ
相対的ローテーション・グラフ（RRG）は、市場ムードの揺
れの相対的強さを視覚化する画期的なツールです。こ

回復

先行

遅行

減速

のツールはブルームバーグの会員専用端末で利用でき
供が開始されます。2011 年 1 月の提供開始から、毎日
3,000～5,000 人のユーザーがこの機能を利用していま
す。RRG は母集団のあらゆる要素の相対力をベンチマ
ークと比較して視覚化するものです。以下に示した例
で、米国における 10 の株式セクターを RRG で示しまし
た。ローテーションは通常、時計回りとなり、右上の四分

JdK 相対力の強弱

るほか、トムソン・ロイター・アイコン・システムでも近く提

位エリアが先行セクターを示しています。この技法はあ
らゆる資産クラスに適用できますが、資産クラス・レベル
にも適用できます。この種の視覚化によって市場プロフ
ェッショナルは全体像を１つのグラフで把握でき、母集団
全体の動向に目を光らせることができます。
JdK 相対力比率
10 の構成指数グループ
S5FINL：S&P 500 金融指数

S5CONS：S&P 500 生活必需品指数

S5COND：S&P 500 一般消費財・サービス指数

S5TELS：S&P 500 電気通信サービス指数

S5HLTH：S&P 500 ヘルスケア指数

S5UTIL: S&P 500 公共事業指数

S5INDU：S&P 500 資本財・サービス指数

S5INFT: S&P 500 情報技術指数

S5MATR：S&P 500 素材指数

S5ENRS：S&P 500 エネルギー指数
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最後に忘れてならないのは、株式リスク・プレミアム（ERP）
です。これは、株式と債券の相対的な価値を分析する貴
重なツールです。株式リスク・プレミアムを算出するにはま
ず、株式市場の実質収益成長率を配当利回りに加算して
株式の実質期待収益率を求めます。この数値から実質金

図表 3：今日の株式リスクプレミアムは、過去最高（年間換算率）に
6

5

利（名目金利からインフレ率を引いて求める）を差し引け
ば、インプライド株式リスク・プレミアムが得られます。通

4

常、この数値は 0～6％の間に入ります。
3

ERP が過去のレンジの上限または下限に達すると、どち
らの資産クラス（債券または株式）が相対的によいかを判

2

断する強力なサインが発信されます。現在 ERP はレンジ
の上限に向かっており、投資家は債券に対して株式をオ

1

ーバーウェイトすべきと示されています。
0

各資産クラス間のリスク・プロファイリングや市場適用の
従来型の静的なアプローチは、次第に時代遅れのものに
なりつつあります。従来型アプローチの問題は主として後
ろ向きの傾向があり、それ自体、潜在的な市場バブル（こ
れまで安全資産とされているソブリン債など）に対して投
資家のエクスポージャーを引き上げることになってしまい

1962

1967

1972

1977

1982

1987

1992

1997

2002

2007

2012

出所：執筆者の計算結果、バークレイズ、ドイツ銀行、デューク/CFO ビジネス・アウトルック調査、
米連邦準備理事会（FRB）、米ニューヨーク連邦準備銀行、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、
野村、シカゴ大学証券価格研究センター（CRSP）、米連邦準備理事会（FRB）経済データ、トムソン・
ロイター、ニューヨーク大学のアスワス・ダモダランのウェブサイト、ダートマス大学のケネス・フレン
チ、ローザンヌ大学のアミット・ゴーヤル、カリフォルニア大学バークレー校のマーティン・レトー、イ
ェール大学のロバート・シラー

ます。

相対的ローテーション・グラフ（RRG）は、母集
団のあらゆる要素の相対力をベンチマークと
比較して視覚化するものです。

したがって、前述した資産クラス向け 3 つのツールのご利用を
お勧めします：

1) 投資時計――景気サイクルのどの段階かを判断するため
2) 相対的ローテーション・グラフ――市場センチメントを正確
に特定するため

3) 株式リスク・プレミアム――バリュエーションを算定するため
このアプローチを採用すれば、均等比率で割り振ったポートフ
ォリオを大きくアウトパフォームします。また、市場情勢に応じ
てポートフォリオの構成を絶えず変えていると知っていれば、
投資家は安心感を得られます。

要点：
 的確な資産配分が、投資リスクとリターンを
牽引する主要因です。

 従来、安全資産だった国債などは、実はリス
クが高い場合もあります。

 資産分散には、動的アプローチが非常に重
要です。

 勝者となるのは、市場動向に応じた保護や
ガイダンスにとって、実績あるルールを活用
する投資家です。
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規制の
視点

新しい証券インフラの環境に対する
より良い理解に向け、新規制の
枠組の点と点を結ぶ
ローレント・コレット

サイモン・ラモス

（Laurent Collet）
ディレクター
アドバイザリー&コンサルティング

（Simon Ramos）
ディレクター
アドバイザリー&コンサルティング

デロイト

デロイト

はじめに

規制上の課題は主として、様々な規制の適切な理解

調和された欧州の資産管理サービス環境を確立すること

と適用にあります。これらの規制はいずれも市場効

は、10 年以上にわたって、金融機関の大きな目標でし

率と投資家保護の向上を目指すものですが、それぞ

た。2008 年の市場動乱を踏まえると、一連の規制上の施

れに指針があり、必ずしも将来に向けて業界の業務

策や市場での出来事により将来の欧州の市場インフラの

モデルを最適化する包括的アプローチを促すものと

環境が形成されつつあります。本稿では、市場インフラと

はなっていません。本稿のテーマである担保の取り

ポストトレードに関連する側面、特に担保に焦点を当てて

扱いと管理が影響を受ける規制は一例を挙げると、

論じていきます。

欧州市場インフラ規制（EMIR）や金融商品市場規則
（MiFIR）、譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS）や

極めて局地的な構造を持つ欧州市場が、国境をまたぐ資
金の流れの大幅な増大に直面し、規制上対応したもの
が、金融担保整理規則（FCD）と決済ファイナリティ指令
（SFD）の 2 つの規制です。こうした指令は市場に歓迎さ
れ、正しい方向に向かっていることが確認されたものの、
なお改善が必要でした。担保の利用は拡大が続き、業界
からは担保として使用できる適格資産を拡大するよう強く
要望されるようになりました。2013 年 6 月 13 日、欧州中
央銀行は担保受入可能資産（資産担保証券など）の柔軟
性を高めると発表しました。担保適格基準に加え、インフ
ラに関する近年の規制変更も、欧州における担保の取り
扱いと管理を変えていくことになります。
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オルタナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）に関
する欧州証券市場監督局（ESMA）のガイドラインな
どです。このような規則はしかしながら、それぞれに
目的や基本原則、指針があります。今日の収益圧迫
やコスト削減との関連では、資産管理サービス企業
にはほとんど選択肢はなく、規制が発効次第、コンプ
ライアンスを徹底するために規制上の最新課題に
次々に従うしかありません。欧州のポストトレード・サ
ービス業界の目指すべき業務モデルの全体像を把
握しておくことが、ポストトレード・サービス提供者の
中長期戦略にとって必要不可欠になります。

まずは、ゲームのルールを把握することが必要です。
そのうえで、人よりうまくプレイしなければなりません。

規制の波から離れ、船が最終的にどこに向かっているの

銀行が口座を運営している国ごとに、サブカストディアン

か、時間をかけてグローバルな見方をすることが「必要不

を少なくとも 1 社指定することが明らかに「必須」であっ

可欠」であると思い至ることは常々ありますが、残念なが

たところに、T2S では、カウンターパーティ 1 社（グローバ

ら、その余裕のある金融機関はほとんどありません。規制

ル・カストディアン、CSD）を欧州の他の CSD への主要な

当局の指針に並行して、段階的に規制対応導入指針を採

アクセス・ポイントとして指定できるようになります。この

用することは当然ながら必要です。しかし、勝利を勝ち取る

ような新しいオープン・アーキテクチャは、担保管理サー

金融機関は、資産管理 サービスにおいて包括的戦略アプ

ビスに関して確実に好機をもたらします。

ローチを駆使し、自社の業務モデルの適応に成功する金
融機関であると考えるのが妥当でしょう。
規制の枠組みが進化しているため、資産管理サービスに
係る環境が完全に作り変えられつつあり、最初のトレード
からポストトレード、カストディアン・サービスに至るまでの
バリューチェーン全体に影響が及んでいます。本稿では、
担保の取り扱いと管理に関して、預託機関の役割や責任
範囲、業務モデルを作り変える AIFMD や EMIR、証券集中
保管機関（CSD）規則（CSDR）、将来的な証券決済システ
ム、ターゲット 2 証券（T2S）プラットフォームに焦点を当て
ていくことをご提案します。

大きな変更点とは？
T2S：担保の取り扱いと管理の公平な競争環境
欧州の T2S プラットフォームは、要約すると、規模の小さい
担保プールを大規模な EU レベルの担保プールに統合して
いく方向へと促します。T2S は、局地的な証券ビジネスとい
う庭園の門を間違いなく開放し、証券担保と決済業務にお
いてより調和された欧州の環境を顧客に提供します。これ
は、預託機関が将来の EU のカストディ・ネットワークを考
えるときに、考慮しなければならない新しい戦略的局面で
す。

T2S は欧州の市場インフラに公平な競争環境を築き、業

欧州市場インフラ規制（EMIR）は、組織化された取引所

界各社間の競争を促進します。担保管理においては、こ

（ Organised Trading Facility 、 OTF ） や 中 央 清 算 機 関

の市場イベントは各ローカル市場へのアクセスを 1 つの

（CCP）など、認められた規制プラットフォーム上でデリ

ハブに集約するため、資産管理サービス企業には、欧州

バティブ市場の取引と清算それぞれを構成することを目

T2S ハブを通じて欧州全域および国際的なオープン・アー

指しています。この結果、現在店頭（OTC）で取引されて

キテクチャを構築する大きなチャンスがもたらされます。こ

いる金融デリバティブ商品の約 80％（現時点では、IRS

のハブは実質的に担保の取り扱いと管理の総合機関であ

と CDS には CCP モデルが適用されると予測するのが

るワンストップ・ショップとなり、担保として使用される資産

妥当）が、合理化された取引環境の対象になると市場

に係る物理的な証券業者側の割り当てを変える必要はあ

は見込んでいます。

りません。
OTF と CCP は、このような取引に関連するリスクを低
減し、透明性を向上させることを目標としています。CCP
店頭（OTC）から規制市場へ：
担保をどう管理するか？
EU の規制当局と市場はポストトレードのインフラ統一を目

は市場参加者に対して単独ののカウンターパーティとし
て機能するため、デリバティブのカウンターパーティ破た
んにかかわるリスクを最小限に抑制できます。

指していますが、このほかの主な目標の 1 つに、デリバテ
ィブ取引を店頭（OTC）から規制市場インフラへと移行させ
ることがあります。

EMIR は、レポーティングやリスク低減、担保管理に関し
て要件を設ける予定です。結果的に、参加者は CCP に
アクセスするために、委託証拠金の拠出義務（当初証
拠金と変動証拠金）に基づいて担保の差し入れが必要
になります。今なお定義の段階にあるものの、中央清算
機関で決済されない取引のテクニカル基準でも、担保
の交換に関して要件を追加で設ける見通しです。いず
れの場合でも、再担保設定や再利用の機会が生じない
よう、担保の換価と分別管理が必要になります。

T2S は欧州の市場インフラに公
平な競争環境を築き、業界各
社間の競争を促進します。

T2S や CSD、CCP の運営モデルの最適化を求める資産

預託機関は、オルタナティブ投資ファンド（AIF）から差し

管理サービス会社は、インフラへの接続性とともに自社

入れられた金融担保の所有権が移転した段階で、サブ

の担保管理能力を適応させていくことになります。この資

カストディ・ネットワーク内でかかる資産を保管する義務

産と担保プールの一元化との関連では、適時売買確認

が消失するため、資産に関する厳格な賠償責任も同時

やポートフォリオ照合、紛争処理に加え、担保管理は競

に消失することを認識しておかなくてはなりません。これ

争力以上のものになります。値洗いや適格性評価、ある

に対し、ファンドが所有権の移転とともに担保を受領した

いはクライアントのイントラグループの免除基準の確立の

場合には、この担保はその預託機関のネットワーク内で

支援は、ポストトレードのワンストップ・ショップを求めてい

保管すべき資産となり、当該資産に損失が生じた際には

る資産運用会社の顧客基盤をつなぎとめるには必要不

賠償責任がフルに生じることになります。

可欠です。
適用例を挙げると、投資ファンドに帰属する金融資産の
EMIR と AIFMD の新規制はいずれも、担保として使用さ

担保をプライムブローカーまたはファンドのカウンターパ

れる金融資産の適切な保管について要件を定めており、

ーティで保管する場合、その預託機関は大きな課題に直

担保の保管も当該規制に基づいて変わります。預託機関

面します。市場では、預託銀行がファンドの金融商品を保

の義務に関する基本原則では、金融資産はすべて（担保

管するサブカストディアンとしてカウンターパーティを指定

も含む）サブカストディ・ネットワーク内で保管すべきとさ

する方向に傾いていますが、預託機関はこのような金融

れています。このため、金融資産をカストディで保管する

資産を従来のネットワークで保管するときと同じ基準、同

と預託機関に結果責任が生じます。つまり、担保としての

じ配慮をもって安全に保管する必要があります。プライム

金融資産に不当な遅延および損失を与えることなく、返

ブローカーが預託機関と同じネットワークを使用しないこ

却しなければなりません。このような預託機関の厳格な

とを考慮すると、所有権の移転なしで担保として差し入れ

責任により、預託銀行にカストディリスクが上乗せされる

られた金融資産をしかるべき配慮と注意をもって保管して

ことになります。

いると実証することは、預託機関にとって大きな課題とな
ります。たとえば、ファンドの長期資産が全部担保として

サブカストディ・ネットワークで保有する金融資産の経済

プライムブローカーに差し入れられた場合、あらかじめ定

的損失にかかわるリスクをコントロールし、低減できるよ

めた再担保の限度をモニタリングする義務が預託機関に

うにするために鍵となるのは、健全な担保保管戦略の策

生じることになります。そのうえでプライムブローカーは複

定です。

雑な債務計算に基づいてこうした資産を再利用します
が、その際には、ストリートサイドにおいてさらに分別管理
や資産配分の報告が大きな課題となります。
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さらに、CCP にアクセスするために清算会員と取引する

実際、同指令によると、SSS での保管はカストディ機能の移

場合、担保の適切な分別管理も重要な課題の 1 つとなり

管とはみなされていません。したがって、資産が SSS に預

ます。カウンターパーティは直接および間接取引の顧客

託された際には、預託機関はデューデリジェンス（正式なデ

について、記録と口座の分別管理を一括で行うか、個別

ューデリジェンスではなく）に基づいてリスクを調整できると

に行うかを選択できます。このため、2 社のカウンターパ

想定できます。この見解は、SSS が当該金融資産の保管を

ーティ間で分別管理の不一致が発生する可能性が生じ、

さらに SSS ではない機関に移管する場合に関して、あまり

担保の照合や日常的な事務管理がいっそう複雑になりま

明確ではありません。後者の場合、正式なデューデリジェン

す。
証券集中保管機関（CSD）が解となるか？

スを検討するべきかもしれません。SSS で保管チェーン全
体をカバーする場合、AIFMD で規定されている資産の分別
管理要件は適用されません。

証券決済システム（SSS）の視点から検討した場合、担保
の賠償責任と分別管理は異なる意味合いを持つ場合が

SSS で保管チェーン全体にわたってカバーしている段階で

あります。SSS というコンセプトは、規制当局が現在、市

金融資産に損失が生じた場合、預託機関の通常の賠償責

場インフラである CSD や ICSD に関して定義したもので

任制度（つまり、特定の状況を除き、損失が生じた金融資産

す。SSS 制度に基づく資産保管の具体的状況が AIFMD

を返還する責任）が原則的に適用されます。しかし、預託機

に定められており、今後の UCITS V と VI でもおそらくは

関は、SSS が保管チェーンをフルにカバーしている段階の

規定されると思われます。

損失について、損失は預託機関の力の及ばない外部事情
によるものであり、保管に関する配慮義務に相当するという
理論に依拠し、主張することができます。

EMIR に基づき、中央清算機関（CCP）は可能な場合、委託

CCP や CSD といった市場インフラには将来

証拠金ないしは破たんファンドの預託額として差し入れられ
た担保資産を SSS レベルで保護預かりとすることが求めら

的に、一定の規制の枠組みが適用されます。

れます。このような規定の主たる根拠は、CSD だけでなく、
CCP や組織化された取引所（OTF）には、国内法令や EU・
グ ロ ー バ ル な 基 準 （ SSS に 関 す る ESCB/CESR 、
CPSS/IOSCO 勧 告 等 ） に 加 え 、 一 定 の 規 制 の 枠 組 み
（EMIR、CSD、MiFIR）が適用されるという事実が関係してい
ます。このため、損失が生じた金融資産を預託機関が返却
する責任や、一般的な決済リスクの可能性低くなります。
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CSD に も 、 委 員 会 が 策 定 を 進 め て い る 特 定 の 法 令

新たな証券ターゲットモデルの定義は容易か？

（CSDR）が適用されます。この規定は CSD に欧州パス

答えは明らかに、そして残念なことに、容易ではありませ

ポートを提供するとともに、欧州の共通決済サイクルとし

ん。市場インフラの統合に向けた動きは明らかに存在して

て「T+2」に統一することになります。T2S プラットフォーム

おり、向こう数年で際立った動きとなるでしょう。カストデ

に 関 し て は 、 CSD の 準 備 体 制 構 築 の 鍵 を 握 る の は

ィ・ビジネスも、様々な市場動向や規制上の動きに合わせ

CSDR となります。

て再編成されるはずです。競争激化とグローバリゼーショ
ンも、EU の多数のサブカストディアンに影響を及ぼしま

国際的な大手カストディアンは、当該新規制と市場の動

す。半面、日常的な資産管理（コーポレートアクションや税

きを把握しています。ニューヨークメロン銀行は今年新た

務申告の面など）といった財務上、規制上、会計上、業務

な CSD を設立し、T2S 枠組み契約を締結しました。J.P

上の一連の課題には、地域のサブカストディアンが専門

モルガンも CSD 分野で体制を整えることを決定していま

的なノウハウをもって対応することが必要とされており、あ

すが、ロンドン証券取引所（モンテ・ティトーリのポストトレ

らゆる CSD が直接提供できるわけではありません。

ード・インフラ）との提携契約に基づき、ルクセンブルクに
CSD を新設する計画です。
点と点を結ぶ
現在は複数の場所に分散してプールされている担保を一
元管理し、結集させることはおそらく、向こう数年で金融
機関が対応しなければならない大きな課題の 1 つでしょ
う。
担保管理に関する課題に対応するには、カストディアン
の担保サービスを CSD や集約された CCP の市場インフ
ラと組み合わせることが、おそらく戦略的方向づけとなり
ます。

向こう 3 年で、証券ビジネスはどのようになるでしょうか？
これまで説明してきたように、規制と市場に関するいくつ
かの検討事項が新しい枠組みを推進しており、EU 市場
が大幅に統合を進めるにつれ、現在の事業環境は変わ
っていくでしょう。
今後数年は担保の管理と取り扱いにおける効率性が特
に重要であり、事業への新しいアプローチとサービスが必
要とされます。新しい規制枠組みのため、担保需要は今
後数年で 4 兆～5 兆米ドル上昇すると見込まれていま
す。

CCP は市場参加者の唯一のカウンターパーティと
して機能するため、デリバティブのカウンターパー
ティの破たんに係るリスクを最小限に抑制できます。
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金融機関は、現在と将来の担保管理体制とソリューション
の影響査定を行い、新規制への自社の対応能力を評価
するとともに、担保に関する自社のニーズと資産を集約し
た包括的な考え方でどの程度のメリットが得られるかを検
討する必要があります。

欧州の新しいポストトレード環境からメリットを引き出し、

国際的な大手カストディアンは、（CSD インフラを通じ

預託機関ネットワークの将来の戦略的ビジネスモデルを

て）欧州レベルで資産管理サービスのワンストップ・ショ

明確化することも、EU の金融機関の「実行すべき課題一

ップ体制を徐々に築きつつあるようです。これ以外の多

覧」における戦略的トピックです。ここまでみてきたように、

く、つまり、資産管理サービスで積極的に事業を展開し

この課題は担保管理の視点と密接に関係しており、これ

ている金融機関は今日、この新しい環境からメリットを

と並行して行わなければなりません。

得られるまたとない機会を手にしています。規制上の
新しい要件（委託証拠金）を見越し、経営効率の実現と

ポストトレードのバリューチェーンに携わる各社は現在、

新規事業を開拓する好機です。この戦略目標を実現す

欧州の新しい環境において自社の将来的なビジネスモデ

るには、規制の枠組みにおいて点と点とを結んでいくこ

ルはどうあるべきかについて疑問を抱えています。この疑

とがほぼ間違いなく的確なアプローチになるはずです。

問に対する答えは、関係各社のビジネスオペレーションを
向こう 10 年間牽引していくものであり、決して些事ではあ
りません。

要点：
 欧州の市場インフラは今後数年間で、規制

 このように一元化が実現すれば、担保に関す

（EMIR、AIFMD、CSDR 等）と市場フレームワ

る機能とニーズを一元的に集約させる機会が

ーク（T2S）に沿って様変わります。

もたらされます。

 ポストトレードの新しい環境は、25 の国内市

 グローバルカストディアンは（CSD インフラを通

場の集積から決済と担保管理に関する欧州

じて）、資産管理サービスのワンストップ・ショッ

共通の公平な競争環境へと移っていきます。

プとしての体制を徐々に整備しつつあり、T2S

 新規制で予測される将来の証拠金要件で先
手を打ち、対応していくには、効率的な担保
管理が必要です。
 T2S が稼働する新しい環境では、唯一のメイ
ン・カウンターパーティ（CSD またはグローバ
ルカストディアン）から欧州の国内市場それ
ぞれにアクセスできる新しい機会が生じま
す。

（および欧州の国内市場）とグローバルな担保
管理サービスへの直接アクセスを整えていま
す。
 金融機関は新しい規制の枠組みの先手を打
ち、欧州の新しい市場インフラ環境からメリット
を得るため、現在の資産管理サービスのビジ
ネスモデルを再検討するまたとないチャンスを
手にしています。
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最新
ニュース

FATCA レポーティング：IRS 登録ポータル公開および追

登録ウェブサイトに慣れ、初期情報を入力できるように意

加ガイダンス発表

図されています。2014 年 1 月 1 日時点で FI は自社の登

Notice 2013-43 で発表されたとおり、FFI 登録ポータルの

録情報を最終的なものとし、最終情報として提出すること

公開が延期され、最終規則で定められた FATCA の期限

が求められます。最終的な登録が提出された段階で初

の大半が繰り延べられていましたが、FFI 登録ポータルが

めて、IRS がグローバル仲介人識別番号（GIIN）を発行し
ます。QI（適格仲介人）契約の更新でも、このウェブサイト

公開されました。

を使用します。
米国内国歳入庁（IRS）はあわせて、IRS ウェブサイト上で
1

追加のガイダンスも公表しました 。その中には、FATCA
の登録概要や FATCA 登録のための 75 ページに及ぶ詳
細なオンライン・ユーザーガイド、FATCA 登録システムへ
のログインに関する参考情報、様式 8957 による書類で
の登録形式の手順説明、FATCA の遵守機関を特定する
ために使用するグローバル仲介人識別番号（GIIN）の形
式を詳細にわたって説明する文書があります。
IRS の登録プロセスは 4 段階（FI（金融機関）のアカウント
開設、登録様式の完成、登録様式に署名・提出、IRS から
の承認受領）に分かれています。FI が 2013 年末までに
FATCA
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1 http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Registration

欧州司法裁判所の第 C-26/12 号事件－フィスカレ・

これは、PPG の年金ファンドが法律上、会計上、本体

エーンヘイド PPG ホールディングス BV（PPG）

ビジネスとは別組織であっても該当します。

社員を対象とした年金ファンドの運用・運営サービス
の VAT、雇用主への還付が認められる
紛争

影響
この判決は、雇用主が年金スキームにかかわる費用
の VAT 還付を受けられることを示しています。（部分
免除の状況による）。

PPG はファンドベースの年金スキームを社員向けに設立
し、この年金ファンドの事務管理とファンド資産の運用の

しかしながら、雇用主にどの程度の還付が認められる

双方に関して、サービス・プロバイダーと契約を締結しま

かは正確には、各事例の幅広い要素によって変わりま

した。PPG が受け取ったこれらサービス（事務管理、運

す。この点を踏まえ、ファンドをベースとした年金スキ

用、コンサルティング、監査サービス等）の全費用は（年

ームを保有しているすべての雇用主は、年金スキーム

金ファンドには転嫁せず）、PPG が単独で負担しました。

の費用にかかわる VAT がこれまでどのように処理さ

PPG はそのうえで、これらサービスにかかわる費用は一

れたか、還付されたかを確認し、この事例が個々の

般的ビジネス費用または「間接費」であるとの根拠に基づ

EU 加盟国においてどのような影響を及ぼしうるかを検

き、かかるサービスの VAT（付加価値税）は投入税であ

討する必要があります。

るとして、その控除を求めました。
例示：

 年金スキームの運用と運営に関して、サードパー

判決
欧州連合司法裁判所（CJEU）は、社員のために年金ファ
ンドを別途設立した雇用主に対して、以下の判決を下し
ました：

a. かかるファンドの運用と運営に関するサービスで
生じた VAT の還付を受けられる（部分免除の状
況による）。

b. ただし、（当該取引のあらゆる状況に基づいて）受
領したサービスと課税対象業務との間に直接的関
係があった点を実証できることを条件とする。

ティーのービスの契約を締結しているのはどの組
織か、費用を支払っているのはどの組織か（例：
雇用主か、年金ファンド自体か）？

 受領しているサービスの種類によって、これは変
わるか（例：投資運用や監査/数理計算サービ
ス）？

 関連サービスの VAT について、請求書を受領し
たのはどの組織か？

 このようなサービスの費用は、雇用主と年金ファ
ンドの間でどのように配分されているか？ 雇用
主とファンドの間で、費用の再投入はあったか？
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可能性があるのか、どのような構造となるかを見通すこと

終段階でとん挫、旧規則の適用継続

はできません。

ドイツ連邦議会（下院）は 2013 年 9 月 3 日、9 月 22 日の
総選挙を控えた最後の議会でドイツ投資税法（GITA）改

旧 GITA 法は時代遅れとなっている投資法をある程度、基

正法案の採決に踏み切りませんでした。同法案は、資本

準としているため、当面は一部の投資ビークルがそれぞれ

投下に関する法令（Kapitalanlagegesetzbuch）に定められ

の課税基準を決定し、公表する際には確実性が欠けます。

た新規定に合わせて税法を改正し、ドイツ投資法（GIA）を
置き代えようとするものでした。

ドイツ連邦税務局（BMF）は 2013 年 7 月 18 日、 暫定的規
則に関する通達を発行しました。この中で税務局は、（旧）

このため、2013 年 9 月末の今会期終了とともに、AIFM

GIA 法で定められている規定を遵守している投資ビークル

税改正法案は無効となります。現在ではしかし、 総選挙

に投資する投資家への課税において、現在では時代遅れ

と 2013 年 9 月末の新政権発足後に新法案が発効する

となっている GITA の規定を使用する場合、税務当局は何
ら異議を唱えないと述べています。代替法が採決されず、
施行されない限り、これが有効となります。

Link'n Learn 2013
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、デロイトの優れた業
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
制に関する有用な見識を提供することを目的としています。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。

Agenda
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