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はじめに

投資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,
投資運用業界に関する情報をまとめたデロイトのプロフェッショナル向け国際刊行物「パフォーマ
ンス」第 8 号へようこそ。私たちの投資運用コーディネーション・チームは、本誌が業界の主要
関係者の中心的な情報交換の場となっていることを非常にうれしく思います。今回もまた、デ
ロイトの実務家からの参加者数が増えました。それだけでなく、何よりも大切なことに、国際的
な読者の層を広げることができました。これもひとえに皆様のご支援があってこそと、深く感謝
申し上げます。
はじめに、私たちが現在直面している主要なテーマ「規制とリスク」について、少し述べたいと思
います。私たちは、純粋かつ効率的なリスクマネジメントには、法規制の遵守は最低限として、
それ以上の取り組みが必要であると強く確信しています。また、投資ビークルの魅力を維持して
販売へとつなげるための一種のブランドとしてリスクマネジメントを利用することは正しくないと
考えています。これとの関連で指摘したいのは、今日、数多くの商品ラインが規制上の定義（例
えば、「VaR ファンド」や「SRRI（合成リスクリワード指標）格付けの低い UCITS（Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities：譲渡可能証券の集団投資事業）」）と結び付
けられているということです。私たちは、投資家中心の考え方を業界に浸透させ、業界と投資家
との間の信頼関係を再構築するためにできる限りのことをしなければなりません。投資運用に
関わるステークホルダーは、私たちが過去から教訓を学び、投資ファンドのために有意義なリス
クマネジメントの枠組みを導入する意向であることを保証しなければなりません。この状況を前
向きに解釈すると、幸運にも、私たちの業界は金融セクターにおいて最悪の部類に入っていた
わけではないということです。
私たちの意見では、投資運用プロフェッショナルは、今日の環境においてリスクマネジメントが何
を意味するのか、何から私たちを守ってくれるのか、それでもなお私たちがさらされるリスクは何
なのかについて慎重に考えなければなりません。市場の進化の不確実性を予想するという、リ
スク軽減の本質を問わずに、やみくもに次々と規制を導入するだけで終わるべきではないので
す。
「パフォーマンス」が読者の皆様の糧となることを願っております。今後とも、皆様のご関心とご
支援をお願いいたします。

ビンセント・ガバヌーア

ジェニファー・チン

パートナー 税務・コンサルティング

パートナー

EMEA（欧州・中東・アフリカ）投資運用
リーダー

アジアパシフィック投資運用リーダー

「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、投資運
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投資運用のバリュー・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。

4

編集主幹から

読者の皆様,
このたび、投資運用業界に関するデロイトの国際的
刊行物「パフォーマンス」の新刊を発行する運びとな
りました。今回ですでに第 8 号を数えることとなりま
す。

EFA など外部から寄稿された論文を掲載することができました。
「パフォーマンス」において取り上げられているテーマに
関する皆様のご意見・ご感想をぜひお聞かせください。
編集チーム一同、皆様に興味深く読んでいただけること
を願っております。

決してうぬぼれるわけではありませんが、今回もまた、
読者層を広げるとともに、さらに多くのデロイトの投
資運用の実務家からの寄稿を得ることができました。
創刊から 2 年経ち、第 8 号を数える今なお、「パ
フォーマンス」がいっそうの成功を重ねるとは、誰も
が想像しなかったでしょう。この場を借りて、皆様の
ご支援に感謝を申し上げたいと思います。
今号においては、金融危機後の資産運用の成長、
業界におけるデータの品質、シェアクラス・ヘッジ、
金融包摂（financial inclusion）、年金に関する IORP
（職域年金）指令、国際的販売、ファンド格付け、
MiFID II、預託責任、および AIFM 指令がサービス提
供業者にもたらす影響に関する興味深い論文をお
届けできることをうれしく思います。また、今号は、ア
ムンディ、ヨーロッパ投資銀行、INVERCO および

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

金融危機後の資産運用環境
低迷する市場における成長
アンドレアス・ティンパート（Andreas Timpert）
パートナー
コンサルティング
デロイト・スイス

経済環境の著しい変化は、業界の成長戦略に影
響を与えると思われます。
2008 年の経済危機が世界の経済的展望を根本的に
変えたことは、よく知られているところです。世界有
数の金融機関が破産を申請し、深刻な流動性危機
がそれに続き、株式市場は暴落、国家債務は米国
においても欧州連合においても過去最高の水準に
到達しました。
資産運用業界にとって、この危機は、長年続いた
国際資本市場の安定成長と拡大の時代に突然の
終焉をもたらしました。専門家によって運用管理さ
れていた資産の価値は世界的に急落し、資産運
用業界と市場に対する投資家の信頼は、かつてな
いほど低下しました。これに伴い、よりリスクの少
な
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い、より安価で、より複雑でない商品へのシフトが
起こりました。経済環境、規制環境の厳格化、顧
客の高度化は、資産運用業界を変容させていま
す。

資産運用会社は、今日の複雑な環境の中で生き
残り、成長する道を見つけるために、戦略を見直
してビジネスモデルを抜本的に変えなければなり
ません。本記事では、いくつかの成長機会を明ら
かにするとともに、どうすれば、厳しい環境にもか
かわらず、これらの機会をつかむことができるか
について明らかにします。

業界の成長に受動的に依存しているでは
もはや十分ではない
資産運用業界はこれまで、金融市場の急速な拡大
をもたらした欧米における富の増大と金融商品に対
する需要の恩恵を受けてきました。
ところが、2008 年の金融危機以来、市場は極度に不
安定で変動しやすい状態となっています。2011 年は、
市場に対する信頼が改善し、各国中央銀行が経済
の安定化のための取り組みを強化したことから、多く
の人々の間で一つのターニング・ポイントと捉えられ
ていました。しかし、夏の数カ月間にわたり、世界の
株式市場は再び下落し、年内に完全に回復するに
至りませんでした。これは主に、ユーロ圏危機を緩和
しようとする長期にわたる試みが不首尾に終わった
こと、米国の債務限度危機、そして一向に改善しな
い米国の高い失業率によるものでした。2012 年に入
り、状況は若干改善しているように思われます。第 1
四半期は、ギリシャ危機の緩和と最近実施された米
金融機関のストレステストの結果による安定化効果
のおかげで、ほとんどの株式市場が好調な動きを見
せました。とはいうものの、こうした明るい兆しは決し
て、力強く安定した回復がすぐそこまで来ていること
を示唆するものではありません。

ユーロ圏では、アイルランド経済が再び景気低
迷に陥り、地中海諸国の国債利回りが再度上昇
するなど、依然として逆風の兆しがあります。さ
らに、史上初めて米国債の格付けが引き下げら
れ、米国の成長見通しに関する最近のデータは、
期待を裏切る結果となりました。
金融危機以来、金融市場の急激な拡大ペース
が止まっていることから、これまでの成長基盤は
もはや得られません。回復基調はまだ根付いて
おらず、市場は依然として予測のつかない状態
が続くと思われます。したがって、資産運用会社
にとって、競争力を保つために別の革新的な成
長戦略を策定することが不可欠となっています。
業界の成長に依存しているだけでは、もはや十
分ではありません。
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資産運用業界にとって、この危
機は、長年続いた国際資本市場
の安定成長と拡大の時代に突
然の終焉をもたらしました。

典型的な成長戦略の追求は、最善の策ではない
低迷している業界または縮小しつつある業界で
市場シェアを伸ばす方法を検討するにあたり、一
般によく使われる手段はいろいろあります。例え
ば、M&A を通じた資産の取得は、すぐに効果が
出る可能性があります。資産ポートフォリオを買
収し、競争相手を一挙に排除することは、事業の
規模と範囲の拡大という意味では魅力的であり、
過去 10 年間の歴史書においては、このタイプの
活動が目立って取り上げられていました。しかし、
金融危機の影響により、資産運用業界では 5 年
前と比べて M&A 活動が減少し、この傾向は今後
も変わらないと予想されます。不安定な市場は、
買収候補の真の価値を判断しにくくしており、ほ
とんどの資産運用会社は、顧客の維持に全力を
注いでいます。
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市場シェアを拡大するためのもう一つの選択肢
は、新たな市場への参入です。これは魅力的な
選択肢のように思えるかもしれませんが、一般に
スピードが遅く、コストのかかる戦略です。現在、
ほとんどの資産運用会社は、新たな事業分野へ
の積極的な進出に伴う金融リスクを負うことを躊
躇しています。
成長戦略としての M&A と新たな市場の追求を
取り巻く数々の問題を考えると、資産運用会社
は、その事業をどのように拡大すべきなので
しょうか？

金融危機以来、金融市場の
急激な拡大ペースが止まって
いることから、これまでの成長
基盤はもはや得られません。

優れたサービス提供による成長
投資家、特に機関投資家は、投資に関する決定を下
す際、商品のパフォーマンスと商品構成に関する標準
的な考慮事項に加えて、提供されるサービスとその質
を考慮に入れます。しかし、多くの資産運用会社は、
質の高いサービスの提供がもたらす影響と、サービス
を通じて自社を差別化できる可能性を過小評価してい
ます。
この状況はどちらかというと、機関投資家を顧客に持
つ資産運用会社に好都合ですが、消費者向けビジネ
スの業界を少しのぞいてみると、記憶に残るユーザー
経験を提供する使いやすいウェブサイトの制作という
点で、資産運用会社が一般にどれほど遅れているか
がよく分かります。
 アップルのウェブサイトは、あらゆる製品種類を
一覧できるようになっており、客がサイトを見て
回りやすいように工夫されています
 各製品種類の主な特徴が分かりやすく説明さ
れ、簡単に比較できるように表示されます
 注文時に製品の構成をカスタマイズすることがで
き、その内容は即座に価格に反映されます

顧客サービスと効率的な業務の重要性
資産運用会社は一般に、新商品開発を非常に得
意としており、新たな市場に進出する能力に優れ
ています。その一方、顧客サービスと効率性の改
善にはそれほど力を入れない傾向があります。革
新的な、あるいは優れたパフォーマンスを達成す
る商品のほかに、何が競争力をもたらしてくれる
かを検証しようとする資産運用会社はほとんどあ
りません。典型的にないがしろにされている二つ
の領域は、販売サイクル（機関投資家の顧客と仲
介業者に対する）と既存の顧客に対するサービス
提供という観点から見た、プロセスとサービスの革
新とそれに関連するクライアント中心の姿勢です。

資産運用会社は、アップルから学んだ教訓を自社の
事業に応用することができます。この業界では、効率
的な企業ウェブサイトは、最終顧客より販売会社に
とって重要な意味を持ちます。販売会社としての金融
アドバイザーの第一の関心事は、客からの問い合わ
せをいかにスピーディーに販売へとつなげるかという
ことです。投資運用会社との間にスムーズで効率的に
機能するインターフェースが存在していれば、金融アド
バイザーは商品を顧客に勧める可能性が高くなりま
す。
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このインターフェースを整備するために投資運用
会社にできることはどのようなことであれ、何らか
の成長につながります。例えば、ウェブサイト上に
単にデータだけを表示するのではなく、ウェブサイ
トを完全に作り替えて、リスクとリターンの関係を
示すグラフを表示し、複数のファンドを比較できる
ようにすることを検討する資産運用会社が増えて
きました。それに加えて、ファンドのトータルコスト
の簡単なシミュレーションも、金融アドバイザーと
その顧客との間のやりとりを迅速にするために
ウェブサイトに含めることができる付加価値のある
ツールです。
顧客のニーズの重視は、経営トップの優先課題で
なければならず、これを会社の「DNA」に組み込む
ためには、資産運用会社の戦略の中心に据えなけ
ればなりません。真の意味で優れた顧客サービス
の提供者となるには、以下を実現する必要があり
ます。

何が販売会社と顧客の役に立つかについて
深い理解を得る。例えば、「何が販売会社に
とってモチベーションとなるか？」「顧客が、他
の商品よりもこの商品を選ぶのはなぜか？」
を理解する

顧客と販売会社のニーズを満たすようにカス
タマイズされている一方で、費用対効果にも
優れたツールとプロセスを設計・構築する

販売会社と顧客のニーズが絶えずモニタリン
グされ、ツールやプロセスに関する環境に組
み込まれることを確実にするために、継続的
な統制プロセスを実施する
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プロセスとサービス革新による成長
企業が成功を収めるには、革新を企業文化に根付かせ
るとともに、革新を可能にするために予め定められた適
切なプロセスと目標を持っていなければなりません。真の
意味で革新的な企業には、創造力を発揮する余地があ
るだけでなく、優れたアイデアを商品化する能力がありま
す。そうした企業は、革新に対して全体的アプローチを取
ります。つまり、商品、プロセス、サービス、戦略全てが考
慮され、投資の観点から全てが同じように扱われます。
資産運用業界における革新は主に、新商品の創出に焦
点を当てており、そのほとんどが商品開発に限定されて
います。しかし、この戦略が成長に関してもたらす成功は
限られていると言えます。というのも、金融サービス業界
では、新商品はあっという間に模倣されてしまうからで
す。したがって、少しの間でも競争上の優位を確保するこ
とは至難の業となっています。プロセスとサービスの領域
における革新に必要なのは内部の変革だけであることを
考えると、これらの革新は、比較的達成しやすいにもかか
わらず、これまで大半の資産運用会社において軽視され
てきました。この種の革新は、成長と真の競争力を達成
する、より効果的な方法であることが少なくありません。

資産運用会社は一般に、新商
品開発を非常に得意としており、
新たな市場に進出する能力に
優れています。

低リスクの革新には、以下が含まれます。


投資環境における迅速な活動と変化への対応を
可能にするために、新商品創出のためのプロセ
スを標準化する



規制当局やその他の政府機関から情報を求め
られたときに対応が遅れないように、規制当局
への対応を管理する最新のプロセスを導入する
（例えば、主要投資家情報文書（Key Investor
Information Document、以下「KIID」）の作成プロ
セスと当該文書そのものを標準化する）



販売会社を満足させ、どのファンドを客に勧める
かに関する決定に影響を与えるために、効率的
で使いやすいファンド・プラットフォーム（前のセク
ションで挙げた例のような）を構築する

新たな規制の導入は、資産運用会社が戦略的なプロセ
ス革新を組み込むことによってどのように競争力を獲得
できるかを示す格好の例です。KIID の導入は、業界で
話題となっています。代表的な資産運用会社は、この新
たな規制要件を遵守するために最もスピーディーでコス
トの安い方法を検討する特別チームを設置しています。
守らなければならないスケジュールが厳しいことを考え
ると、このアプローチは当然のことと言えます。しかし、
多くの資産運用会社は、これらの短期的なソリューショ
ンを、より自動化された効率的なソリューションに切り替
えていません。
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一方、先進的な資産運用会社は、KIID に必要な
要素を全体的に把握するプロセスを構築し、それ
らを日常的な手続の中に組み込んでいます。合
成リスクリワード指標（Synthetic Risk and Reward
Indicator、以下「SRRI」）の「リスクとリターンのプ
ロフィール」のセクション、「過去のパフォーマン
ス」のセクション、「コスト」のセクション、そして「一
般情報」のセクションは全て、関連する事業ユニッ
トの中で統合されていなければなりません。
例えば、SRRI は、リスク部門における標準手続と
すべきであり、よって、新たな KIID が求められる場
合の単発の作業にとどまるのではなく、新たな商
品を導入する場合は必ず、内部のリスクマネジメ
ント手続と外部のリスクマネジメント手続の両方に
おいて用いる必要があります。もう一つの例は、
一般情報のセクションに含められる、マーケティン
グ資料です。それに加えて、マーケティング部門
は、新商品が導入される度に、一般情報セクショ
ン用のマーケティング内容の構成と印象を統一す
る必要があります。先進的な投資運用会社は、こ
のようにして非効率性を排除し、規制要件と顧客
のニーズの両方を満たせるようにしています。

資産運用会社は、アップルか
ら学んだ教訓を自社の事業に
応用することができます。
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結論
金融危機とそれに続く景気低迷により、資産運用会
社はもはや、業界の拡大の波に乗った成長に頼るこ
とができなくなっています。業界は今後数年間にわた
り安定した状態を保つか、あるいは縮小するものと
予想されます。その上、資産運用会社は、厳格化し
ている規制環境の影響にも対処しなければなりませ
ん。
こうした状況にかかわらず、資産運用会社には、市
場シェアの獲得によって成長し、主要なプロセスの最
適化とサービスの質の向上に焦点を当てた革新的な
戦略の策定によって競争力を高める機会がありま
す。実際、これらの領域において改善をもたらすため
に導入できる低リスクの革新は数多くあります。
これらの成長戦略による成功のカギ、ひいては競争
力にとってのカギは、消費者向けビジネスの業界で
はよく見られることですが、何が販売会社と顧客の役
に立つかについて深い理解を得ることです。資産運
用会社は、この競争力を維持するために、販売会社
と顧客の要求の変化に合わせて、提供するサービス
とプロセスを絶えず見直し、改善することに注力する
必要があります。

要点：


資産運用会社はもはや、業界拡大の波
に乗った成長に頼ることができなくなって
います



しかし、資産運用会社は、サービスの質
とプロセスの最適化に基づく革新的な戦
略を採用することによって、市場シェアを
伸ばすことができます



成功するためには、何が顧客と販売会社
の役に立つかについての深い理解が絶
対的に不可欠となります
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資産管理における
データの品質
オマール・サフィ
（Omar Safi）
ディレクター
コンサルティング
デロイト・フランス

ゴントラン・ピューベズ
（Gontran Peubez）
シニア・マネジャー
コンサルティング
デロイト・フランス

パスカル・ケーニング
（Pascal Koenig）
パートナー
エンタープライズ・リスクマネジメント
デロイト・フランス

データは、資産運用の責任連鎖におけるさまざまな関係者―
データ提供者、資産運用会社、リスク・チーム、レポーティング
担当者、資産管理サービス会社―にとって大きな関心事となっ
ています。これに拍車をかけているのが、新たな法規や市場規
制（ソルベンシーII、バーゼル III、AIFMD、FATCA 等）です。
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この文脈において、データの品質と、相互に連
結した信頼できるプロセスの導入は、業界の
期待に効果的に対処するための戦略的要素と
なっています（活動の管理と運営、規制上の制
約の遵守、顧客に関する知識、顧客ケア等）。

3. 可用性

定義

4. 一貫性

データの定義：「データとは、数値化し、測定し、

計算し、保存することが可能な事実および統計
である」１
データの種類：








経営陣とチームのための内部データ（ポート
フォリオ管理、コンプライアンス、トレーディン
グ、財務レポート、会計等）か、顧客、パート
ナー、資産管理サービス会社、規制当局の
ための外部データか（パフォーマンス、パ
フォーマンス特性、コンプライアンス、レポー
ティング）
さまざまなフロントオフィス、ミドルオフィスお
よびバックオフィスのシステムからの一次
データ（トランザクション、証券の決済、供給
／吸収、手数料等）、および一次データから
計算される二次データ（ポジション、ベンチ
マーク、リスクおよびパフォーマンス指標、
ダッシュボード等）
トランザクションからのオペレーショナル／
動的データ、フロー（価格、指標、金利カー
ブ、外国為替レート等）、参照／静的データ
（商品、三次および参照的特徴）

データの品質の特徴
1. 正確性
2. 最新性

5. 追跡可能性
6. 安全性
7. 十分性
8. 非冗長性
複雑化する状況
3 つの主要な要素が状況とデータ組織をますます複雑
なものにしています。
それらの要素は、以下に関連しています。
1.

データの種類／多様性の増大（プライシング、商
品参考情報、顧客、金融商品、マーケティング資
料等）

2.

データのフローとコントロールがますます複雑化
し、時にはさまざまなデータのライフサイクルが存
在する状況での、データのライフサイクル（データ
配布の上流システム）

3.

内部・外部データの生成の加速化およびデータ保
存量の爆発的増加

構造化（標準化されたデータモデルに）しう
るデータとその他の非構造化データ（スプ
レッドシート、レポート）

1 Dr Donald Hawkins Information Today
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「 デ ータ と は 、数値 化 し 、測 定し 、
計算し、保存することが可能な事実
および統計である」1
一例として、国際的なフランスの資産運用会社（運用資産 3,000 億ユーロ）の場合、データの量
は、およそ以下に相当します。



6 万通の証書
6 万 5,000 通の第三者発行証書
1,200 ポートフォリオ
1,300 ベンチマーク

1 Dr Donald Hawkins Information Today
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1 日当たり 35 万件の統
合マーケットデータ
8 万ポジション




22 の集中会計処理
1 カ月当たり 1 万件の統合評価

資産運用の領域における所見

資産運用のバリュー・チェーンにおけるトレンド

コントロール不足、部門の垣根を越えたアプローチ
の欠如、認証水準の低さ、品質の低下がしばしば
見られます。

運営と効率性

1.

2.

データに関する知識とコントロールの不足は、
使用されるデータに関する文書化が不十分で
あること、データのソースが多いこと、外部・内
部のフロー、さらには不完全なデータが原因と
なっています。
「縦割り型」アプローチ、不十分なデータ集約に
加えて、データのディクショナリが各部門間で必
ずしも共有されておらず、全ての関係者とさまざ
まなシステムによって検証されていないために、
会社内の複数の部門にわたる一貫性の妨げと
なっていること。

3.

追跡可能性の自動化機能が弱いことに加えて、
オーディット・トレールがデータのライフサイクル
全体にわたって必ずしも機能しているとは限らな
いこと。こうした要素はいずれも、データ認証を複
雑にしています。

4.

データの品質の低さは、特に危機の時代におい
ては、リスクと多額のコスト発生につながる可能
性があります（不正確なデータが記載された商品
レポートを顧客が入手するリスク、経営、コント
ロールおよびリスクマネジメントに関する意思決
定にとってのリスク、活動管理にとってのリスク、
パートナーにとってのリスク、照合作業の複雑性
に対するリスク）。

資産運用会社で見られる主なトレンドは、活動運営と
オペレーションの効率性の二つです。データは、この
二つのトレンドにとって不可欠の存在となっています。


リスク運営と集約：
リスクと問題のコントロール（カウンターパーティ・
リスク、担保、資本比率等）、さまざまな
FO/MO/BO システムおよびレポーティング・シス
テムに関連するデータウェアハウスの導入、なら
びに各種サービスを通じて自分の資産に関する
詳細な概要を求める顧客からの要求



ビジネス効率と提供する商品の差別化：
新たな金融商品の成長、デリバティブを統合した
投資戦略、顧客サービスの差別化、「カスタマイ
ゼーション」（富裕層向け資産管理および機関投
資家顧客のための個々に適したレポート）、パッ
ケージ化された提供（小売顧客向けの産業レ
ポート）、透明性を求めるニーズ



コスト削減プログラム：
バリュー・チェーン全体にわたるコスト分析、オペ
レーション／IT システムの集約、データサービス
のポジショニング、センター・オブ・エクセレンス
（卓越した中核的研究拠点）の創出、サービス会
社（資産管理サービス会社）への MO／BO／e レ
ポーティング機能の委託
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オペレーション効率：

「効率的なデータ管理」の説明：

グローバルな標準化されたプロセス、IT お

よび CoE プラットフォームの構築、より堅牢
なデータをもたらすソリューションとテクノロ
ジーの構築、正確性／品質、より迅速な命
令実行、よりスムーズな実行プロセス


成長と相乗効果：
新たな市場と地理的地域（アジア）に進出
するための買収、シェアードサービスの開
発、システムおよびテクノロジーの統合と集
約、規制義務および要件の遵守



サービスのカスタマイゼーション：
顧客のリクエストに応じた、さまざまなリス
ク指標、パフォーマンス、パフォーマンス要
因、ポジション、トランザクションおよび図表
等の提案



レポートの品質、透明性および詳細／集
約：
市場データの品質、ポートフォリオ・デー
タ、データ集約およびさまざまな内部・外部
ソースからのできるだけ迅速な詳細情報の
入手

2 ブルーノ・ノイヨン、ステート・ストリート・ファイナンス COO
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運営、効率性およびカスタマイゼーションに関するこれ
らの期待を満たすためには、以下の開発目標に基づ
きデータ管理を実施することが非常に重要です。
1. 信頼性、透明性、包括性、市場およびポート
フォリオ・データの追跡可能性と永続性
2. 生成のスピードと自動化
3. データ生成頻度の選択性
4. データ配信のカスタマイゼーション
5. 取得コストおよびデータ生成の透明性
6. データのライフサイクルのできる限り初期の
段階からデータ品質を確保することによる、
データのライフサイクル全体を対象とする
データ品質ガバナンスの実施「可能な限り
（中略）作業は一度きりにせよ」２
データ管理は、資産運用会社内のデータの取得、検
証、強化、配信およびコントロールに関連しています。

好循環

「より多くのデータが消費されればされるほど、品質
に対する要求が高くなり、データの品質が高くなれ
ばなるほど、より多くのデータが消費される」３

データ管理は、資産運用会社
内のデータの取得、検証、強
化、配信およびコントロールに
関連しています。

データの品質を確保するためには、会社とそのオ
ペレーション上の制約に合わせて調整された、デー
タ固有のガバナンスを実施する必要があります。
データ・ガバナンスは、長期にわたるデータ定義の
保守と維持に加えて、データの品質を保証するとい
う目標に立ち、組織、手続、プロセスおよびツール
を定めます。
このガバナンスは、データ・コントロールを対象とし
ていることはもちろんですが、役割と責任、データ・
ディクショナリ、ガイドライン、検証基準、データの保
守プロセスおよび異常値の処理に関するプロセス
等についても詳細に示します。この計画がもたらす
と予想される数々の便益は、情報システムの合理
化について予測を立てることを可能にし、データ・
フォーマッティングを行わないレポート生成の可能
性の見直しを促し、最終的には、より目的に適合し
た、より実用的なデータ利用への道を開いていま
す。

要点：
 データのライフサイクルのできる限り初期の段階
からデータ品質を確保することにより、データのラ
イフサイクル全体を対象とするデータ品質ガバナ
ンスを実施する
 運営、効率性およびカスタマイゼーションに関す
る期待を満たすために、開発目標に基づくデータ
管理を整備する
 より目的に適合した、実現可能なデータ利用の道
を開くために、データ管理を見直す

3 ジャン＝フランソワ・バラロン、ナティクシス・アセットマネジメント CFO および COO
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資産運用
新たな戦略
パスカル・ケーニング（Pascal Koenig）
パートナー
エンタープライズ・リスクマネジメント
デロイト・フランス

フランスに本拠を置くファンドの 2011 年の正味流出資金が 700 億ユーロ
に上ったことと不利な市場環境（2011 年 5 月から 10 月までの間に 35％近
く急落したことで、上昇基調の復活の望みは絶たれました）が相まって、
運用資産は 4％以上減少しました。これは、20 年にわたる安定した成長
の時代が終焉を告げてから 5 年で 2 度目の減少となります。

このような状況を背景に、資産運用会社は、営業
利益率を改善しようと努力を重ねています。営業
利益率は今日、10 年前より 10 ポイント以上も下落
して過去最低水準で低迷している状態にありま
す。
それにもかかわらず資産運用業界は、力強い動き
を見せており、特に資産運用会社の数に関して言
えば、過去 10 年間で倍増して 600 社に達し、うち 3
分の 2 をベンチャー企業が占めています。
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フランス市場における競争の激しさは、提供されるサー
ビスの質に見ることができます。2011 年のユーロ圏にお
けるパフォーマンス上位 47 エクイティ・ファンドのうち、フ
ランスのファンドは 31 を数え（出典：LIPPER）、欧州の販
売会社に選好されている上位 20 ブランドのうち 5 つはフ
ランスの運用会社です（アルファベット順に、アムンディ、
BNP パリバ インベストメント・パートナーズ、カルミナック、
コムジェスト、LCF ロスチャイルド。出典：2011 年 FT）。
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フランス市場で第三者のために運用されている資産（単位：十億ﾕｰﾛ）

この業界の活力は、たとえ株価収益率が下降基調をたどっ
ていることが明らかであっても、革新的構造を支えることを
目的とする数々の取り組み（すなわち、インキュベーターや
インキュベーション・ファンドの役割）と取引量に反映されて
います。資産運用会社を取り巻く時代が変わりつつあること
を裏付けるさらなる証拠は、資産運用会社がすでに厳しく規
制されている財務・規制環境から、いっそう厳しく規制され
た、複雑で不安定な新段階への移行に直面していることで
す。
今後 3 年間にわたり、業界プレーヤーに直接的影響を与え
る 12 を超える規制（オルタナティブ投資ファンド運用者指令
（AIFM）、金融商品市場指令 2（MiFID II）、欧州市場基盤規
制（EMIR）、ドッド・フランク法、ボルカー・ルール、IFRS、欧
州連合譲渡可能証券の集団投資事業指令 5（UCITS 5）、
外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）、金融取引指
令等）や投資家に間接的影響を与える規制（ソルベンシー
II、バーゼル III、リテール投資商品パッケージ（PRIPs）、保
険仲介者指令（IMD）等）が、各固有の事情（労働および／
または資本ならびに単一および／または複数のカウンター
パーティを伴う短期銀行商品に対する課税の変更、経済へ
の資金供給における長期の貯蓄の役割）と関わりなく相次
いで導入されます。
変化に乗り遅れないために資産運用会社は何をすべきか？
最初の主要なテーマは、顧客関係に関するものです。あらゆ
る成熟産業について言えることですが、資産運用業界も、生
産（商品の組成）から販売へと切り替えなければなりません。
資産運用会社にとっての課題はもはや、自社の商品を購入
してくれる顧客を見つけることにあるのではなく、顧客のため
に商品を見つけることにあります。顧客は、不足しています。
機関投資家間の合併、国内の提案依頼（RFP）の著しい減少
（2011 年は 55％減で、対象となる資産規模も歴史的低水
準）、そして最小規模という点における参加要件は、資産運
用会社にとって顧客基盤を拡大することはおろか、顧客基盤
を維持することすら難しくなっている理由を物語っています。
新たな顧客の獲得は、特にコストがかかるようになっており、
あらゆるものが、顧客を一つの資産として再評価する必要性
を示唆しています。
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このために必要となるのが、以下の要素です。


顧客とそのプロフィール、行動、期待を特
定するための精緻な手続



それに加えて、それぞれの投資家に提供す
る要素（商品、価格、分配、コミュニケーショ
ン）を差別化し、状況に合わせて適応させる
能力



さらに、相手に合わせて個別化されたメッ
セージの作成と宣伝

この業界の活力は、たとえ株価収益率
が下降基調をたどっていることが明らか
であっても、革新的構造を支えることを
目的とする数々の取り組みと取引量に
反映されています。
顧客との関係強化は、資産運用会社が負っている責
任を構成する主要な要素の完全なコントロールを容
易にする各種ツールに左右されるものであり、レポー
ティングに関しては、各顧客の個々のプロフィールに
合わせた柔軟なリソースを必要とします。

産業モデルの最適化も、重要な問題です。資産運用
会社は、機敏性を実現するために組織的に努力しな
ければなりません。販売活動と顧客のニーズの予測
に優先的に経営資源を注ぐ必要があります。組織構
造を合理化し、競争力をもたらさない、不必要な活動
を整理することが必要となります。また、機動的な対
応を強化するために、販売と生産（商品の組成）の間
のつながりを強化するようなアプローチを採用すべき
です。このためには、特定の資産管理サービス会社
とパートナーシップ契約を締結して、彼らの産業モデ
ルによって実現できるコスト節減を活用しなければな
りません。
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この移行期をくぐり抜けた後、どのような展望が期待で
きるでしょうか？この状況とそれがもたらす影響は、い
わゆる「バーベル現象」、すなわち、スケール・メリットを
生み出すことに長けた企業と専門知識の蓄積に専念
するスペシャリストという、二極化した勝者を生む可能
性が高いと思われます。投資家の数は限られているた
め、資産運用会社の数は、無限に増え続けるわけでは
ありません。これは、必要最低限の規模に到達するこ
とが、目に見える顧客規模を超えて拡大し、新たな要
件に対処するためのカギとなっていることを意味しま
す。

この段階では、機関投資家から割り当てられる金額の
減少も伴って、リテール部門が成長推進要因となるこ
とはできません。資産の大部分を占めていた短期金
融商品はいまや、銀行商品と競合しており、投資金額
は減少の一途をたどっています。金融取引に関する指
令は、すでに金利によって損なわれているリターンを
帳消しにしかねない二重課税に関する懸念により、短
期金融商品の行き詰まりを意味する可能性がありま
す。持分証券に関しては、現在目の当たりにしている
根強いリスク回避の姿勢が和らぐ兆しは全くありませ
ん。
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「勝ちモデル」の説明に戻ると、フランスの資産運
用業界には、特定の専門知識と結び付けられた
ブランドを持ち、主に機関投資家と販売会社を
ターゲットに、ごく少数の分野に特化することで
成長を遂げているブティック型の会社が多数存
在します。

この変化は、資産管理サービス会社からの技術的
な対応を必要とするものであり、彼らが、現時点で
は低い付加価値を提供しているところ、サービス提
供を改革し、技術的能力と革新に関する信頼性を
向上せざるを得なくなってはじめて、実現するで
しょう。ソルベンシーII とデータの品質に関連する問

かかる資産運用会社が直面する主要な課題は、
以下の三つです。




開発とコンプライアンスの両分野でコストを
相互的に活用して、（自社のイメージを損
なうことなく）投資プロセスの循環性に対す
るソリューションを見つけるために、経営知
識を統合し、必要最低限の規模に到達す
ること
商品を国際的に売り込み、トップ 10 に入る
投資顧問になること（垂直統合とコントロー
ル）

題は、顧客、そして顧客の顧客に基本的および／
または技術的ソリューションを積極的に提供する能
力を刺激する、強力な促進剤の役割を果たしてい
ます。ただし、この新しい能力を、生産ツールの継
続的な最適化、すなわち産業効率と継続的改善を
狙った手法の管理に取って代わるものであっては
なりません。
資産運用業界は、資産運用会社の組織構造が顧
客との関係とソリューションの販売を中核とする新
たなモデルへ向けて大きく変化しています。この移
行段階の特徴として、専門分野に特化した企業に



機敏性を高めるために、事業の主要な側
面（商品の組成、販売、リスク等）に集中的
に投資すること

有利な合併の波、市場のグローバリゼーションによ
る波、銀行ネットワークからの資産運用業務と保険
業務の「切り離し」、資本の追求が見られるでしょ

フランスの市場は、国際的な有力企業の本拠地
にもなっています。そのような企業が成長し続け
るためには、グループに所属する資産運用会社
の取得を通じて市場の統合に参加することに
よって、あるいはグループ企業と販売契約を締
結することによって、そして特に成長領域におけ
る基 盤を拡大することによって、生産プラッ ト
フォームを償却しなければなりません。しかし、そ
れでもなお、リターンおよび／または資本に関す
る要件が原因で株主を失うという脅威がこれら
の企業の頭上にぶら下がっていることに変わり
はありません。

う。
要点：


2011 年は市場が低迷したため、運用資産は
急激に減少し、資産運用会社は営業利益率
を改善しようと努力を重ねている



しかし、資産運用業界の力強さを考えると、
今後への期待は大きく、フランス市場におけ
る競争は激化しつつある



未来は明るく見えるが、時代は変わりつつあ
り、資産運用会社は、増え続ける規制と複雑

販売活動と顧客のニーズの予
測に優先的に経営資源を注
ぐ必要があります。

な環境に適応する必要がある
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シェアクラス・ヘッジ
市場の概況
フィリップ・チョソネリー

ザビエル・ゼーゲル

ジャン－ポール・フリゾ

デビッド・スルーユ

ジュリアン・バゲット

（Philippe Chossonnery）

（Xavier Zaegel）

（Jean-Paul Frisot）

（David Sourrouille）

（Julien Baguet）

最高経営責任者

パートナー

シニア・マネジャー

シニア・マネジャー

アナリスト

アムンディ ルクセンブルグ

アドバイザリー・

アドバイザリー・

アドバイザリー・

アドバイザリー・

コンサルティング

コンサルティング

コンサルティング

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

デロイト・ルクセンブルグ

デロイト・ルクセンブルグ

金融機関と投資家は構造的に、広範にわたるリスクにさらされて
います。市場の不安定さに外国為替の不安定さが組み合わさっ
た 2011 年 8 月に目の当たりにしたように、最も予測のつかないリ
スクの一つが外国為替リスクであることは間違いありません。
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ヘッジされたクラスを持つさまざまなファンドのパ
フォーマンスに関するデロイトのレビューの中で、
外国為替ヘッジによる影響が、時には 1 年当たり
数％に相当するほどの重要な水準に上ることが明
らかになりました。同時に、資産運用会社は、ヘッ
ジの影響の背後にある要因についての詳しい説
明を望む投資家の要求の高まりに直面しているこ
とも分かりました。

このために、アムンディ ルクセンブルグでは、現地通
貨に関連するリスクをカバーする、複数通貨によって
ヘッジされたシェアクラスの商品ラインを開発しまし
た。
この商品は、機関投資家と販売会社向けの当社主
力の SICAV（投資信託）として提供されて大きな成功
を納め、過去 1 年のルクセンブルグにおける成長の
けん引役となりました」

アムンディ ルクセンブルグのフィリップ・チョソネ
リー最高経営責任者は、自身の見通しとこの
テーマに関する見解を次のように述べていま
す。
「最近、当社のお客様と営業チームの間で、ヘッ
ジされたシェアクラス（持分をさらに細分化したク
ラス）を求める声が高まっています。機関投資家
と販売会社は、現地通貨でファンドを購入する一
方、別の通貨で当社のポートフォリオ戦略のパ
フォーマンスの恩恵を受ける機会を求めていま
す。

これをきっかけに、デロイトは、この分野に関与して
いる欧州の最大手 22 社にインタビューすることに
よって、シェアクラス・ヘッジに関する最新の実務に
関する調査を実施しました。調査対象には、ファンド・
アドミニストレーター、資産運用会社、カストディア
ン、投資管理運用会社が含まれていました。調査結
果は、以下に説明する、ヘッジによる影響をもたらす
7 つの主な要因に従って説明されています。
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特定の制約条件の下でヘッジプロセスと手続を進

適切なヘッジポリシーの分析およ
び定義と、その日常的な実施とい
う二重の観点に焦点を当てること
が不可欠です。

めることを目的とする、シェアクラス・ヘッジプロセス
の統一的な最適化プログラムを通じて、その両方に
効果的に対処することができます。このプログラム
の原理は、特定のパラメーター、例えば、外国為替
レートのボラティリティ、原資産のボラティリティ、投
資の種類、拠出－償還の動向、NAV 計算の頻度、
スプレッドの水準、金利差およびロールオーバー期

最初の要素は、ヘッジ比率です。これは、総純資産価値
に占める、純資産価値（Net Asset Value、以下「NAV」）
の計算後にヘッジがかけられなかった金額の比率を測
定します。計算された NAV は、未決済の先渡しおよび直
物契約の想定元本と比較されます。ヘッジ比率が投資運
用会社とヘッジの責任者（通常は、ファンド・アドミニスト
レーター）との間で取り決められた許容範囲に収まってい
ない場合、適切な是正措置が取られます。すなわち、
ヘッジ比率を許容範囲内に戻すために新たに先渡し契
約による調整が締結されます。
例えば、対象となるシェアクラスのヘッジ比率が NAV 計
算後、意図的に NAV の 95％の水準のまま置いておか
れ、2011 年 8 月のスイスフランに見られたようにファンド
通貨の外国為替レートが翌日に 8％下落した場合、この
シェアクラスの投資家に 40bps の悪影響が生じます 1。

間などに応じた、特定の効用関数（すなわち、典型
的にリスクを最小化、または取引コストが特定の範
囲内にとどまるようにするという目的）の最大化で
す。これらの一般に受け入れられ、計算の容易なパ
ラメーターを利用すれば、ヘッジ契約の最適な条件
と、特定の目的を達成するために適用すべきヘッジ
比率を定めることで、最適なヘッジ戦略を設定する
ことができます。時間の経過とともに、ヘッジ比率は
変化し、既定のパラメーターの変化に合わせて調整
されます。

ヘッジ比率などのヘッジプロセスの主要要素に対するコ
ントロールを維持するためには、適切なヘッジポリシーの
分析及び定義とその日常的な実施という二重の観点に
焦点を当てることが不可欠です。

1 ヘッジ比率による影響＝（外国為替変動）×（アンダーヘッジとなっている NAV の比率）
= 40bps = 8% x 5%
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調査の中で、最適化プロセスを実施している回答
者はわずか 4 分の 1 であることが分かりました。回
答者には、ファンド・アドミニストレーターから資産
運用会社まで、大手も数社含まれていました。一
部の市場関係者が最適化プログラムの実施が困
難である理由の一つは、ヘッジプロセスを管理する

アムンディは、次のように説明しています。「ヘッジプ
ロセスに統合すべき変数が多数に上ることを考える
と、最適化は難しいプロセスであり、私たちはこれを
次のように、いくつかのステップに分けて進めていま
す。


最初に、外国為替ヘッジの質に即効的な影響を
もたらすクイック・ウィンの方策を特定する（取引
コストの再交渉、時価評価モデルの開発、フィキ
シングレートで売買する能力、アロケーション会
計手法への適合…）



第二に、その他の逸脱の原因を特定するために
正式な分析を実施する



最後に、最適化モデルを実行するために最も適
切なブローカー／ディーラーを選択することに
よって外国為替市場にアクセスする方法を検討
する」

ために使用しているツールの柔軟性によるもので
す。ほとんどの場合、最初に何らかの調整を加え
なければ最適化プログラムを起動できないように
なっています。インタビューした関係者の 16％につ
いては、使用しているツールは、最適化プログラム
を開始することすらできませんでした。

58%
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よくあるもう一つの数量的影響は、非ヘッジ損益効
果で、これはヘッジ比率効果と類似しています。し
かし、この二つの相違は、ヘッジ比率の影響が、
NAV 評価後にヘッジがかけられなかった総純資産
の比率に外国為替レートが及ぼす影響を測定して
いるのに対し、原資産の非ヘッジ損益は、外国為
替レートが、ある NAV 計算期間から次の計算期間
までの間の原ポートフォリオの変動のみに及ぼす
影響を測定する、つまり、ある NAV 計算期間から
次の計算期間までの間のポートフォリオの変動が
原因で、たとえヘッジ比率が 100％でもヘッジしえな
かったであろう部分を測定する、ということです。

例えば、以下の例は、ヘッジを毎日調整するという一般的
なヘッジ手続を用いて S&P 500 指数を複製するファンドに
投資している欧州の投資家のケースを示しています。この
例では、ヘッジ比率は毎日、100％に戻るように調整されま
す。ファンドに及ぶ唯一の影響は、S&P の日内変動はヘッ
ジできないという理由によるものです。たとえヘッジ比率が
100％であっても、この欧州の投資家の 2011 年の運用成
績は、S&P 500 のパフォーマンスに比べて 1.72％低くなる
ことになります。というのも、ヘッジが 1 日 1 度しか実施され
ない場合、ある日から次の日までの間に生じる予測のつ
かない市場の動きに合わせてヘッジを調整することは不可
能だからです。

週次 NAV や月次 NAV のように NAV 計算の頻度が
さらに少ない場合、非ヘッジ損益による外国為替リ
スクを軽減する一つの可能性は、NAV の中間見積
りを計算することです。これらの見積りの目的は、
NAV 計算日（例では 12 月 31 日）とヘッジ調整（2 月
16 日以降にのみ可能となる）との合間の期間を短
縮することであり、

そのための手段として NAV 計算時点を早める（例えば、2
月 1 日以降に見積りを出す）、または正式な NAV 計算日か
ら次の計算日までの間により頻繁に見積りを行う（例え
ば、1 月 25 日に）ことになります。しかし、情報不足により、
全てのファンドがこうした見積りを計算できるわけではあり
ません。
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シェアクラス・ヘッジ戦略を実施する場合、ヘッジプ
ロセスに関連して生じる 3 種類のコストに留意する
ことが重要です。具体的には、直物または先渡しで
外国為替取引（FET）を締結するための取引手数料
またはスプレッド、ヘッジプロセスの日常処理に必
要な業務コスト、そして、拠出・償還に必要な外貨
換算およびヘッジの決済に関連する資産売却な
ど、あらゆる資産の売買に関連して生じる取引コス
トです。とはいえ、パフォーマンスに重大な影響をも
たらす要因を軽減するためのソリューションが存在
します。例えば、ロールオーバー期間の延長は、そ
のような影響を軽減する可能性があります
しかし市場関係者の規模を考えると、ヘッジ契約に
伴う取引コストは、資産運用会社と外国為替取引
の執行を担当する機関―外国為替デスクであれ、
ブローカーであれ、投資銀行であれ―との間 で
SLA2 契約を再交渉することによって削減できると思
われます。
調査に反映されているトレンドの一つは、ヘッジ契
約に関して請求されるスプレッドという点で外国為
替取引サービス会社の透明性が欠けていることで
す。もう一つは、ヘッジコスト構造、例えばグローバ
ルな全費用込み手数料などに関して認識されてい
る複雑性です。これらのトレンドが原因で、一部の
回答者にとって、こうした影響の金額を正確に評価
することが時には難しいものとなっています。

アムンディの場合、「ヘッジのコストは、シェアクラス
間のパフォーマンス・ギャップの主な原因となってい
ます。しかし、これを評価して、市場のベストプラク
ティスを基準にベンチマークすることは簡単ではあ
りません。ロンドンに本拠を置く当社の外国為替取
引プラットフォームは、ディーリング価格を体系的に
チェックして、会計上のフィキシング評価と比較して
います。 それに加えて、外国為替デスクの執行
マージンが市場の平均水準に沿ったものになるよう
に定期的に管理しています。当社はまた、組織的
な提案依頼（RFP）を通じた最良のカウンターパー
ティの選定、市場での外国為替取引規模、または
ヘッジに最も適した金融商品（契約、満期…）など
の他のコスト削減方法も探っています」

2 SLA：サービス内容合意書
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NAV 計算の会計処理方法も、ヘッジ
されたクラスのパフォーマンスにおけ
る重要な逸脱を生じさせる可能性が
あります。
会計上、ヘッジのための外国為替契約は主に、満
期と等しい期間にわたる金利差を用いて評価され
ます。この関係は、二つの通貨間のカバー付き金
利パリティ 3 から導き出されます。したがって、契約
の会計上の評価額とその市場評価額との間には
当然、パフォーマンスの差異が生じます。先渡し
契約の異なる評価が理由で、満期日にロール
オーバーによる重要な影響が生じうることに留意
しなければなりません。

特に、ファンド・アドミニストレーターの間では、先渡し
契約の評価という問題への取り組みを強化する傾向
が見られます。そのため大半の市場関係者は、これ
らの影響を監視し、軽減するための具体的な手続を
設けています。
さまざまな起こりうる影響に加えて、執行タイミングに
よる影響などの他のプライシングによる影響も考えら
れます。タイミングの遅れが原因で、ヘッジ調整に使
われた直物および先渡し契約が、NAV 計算時点で利
用可能となっていたであろうレートとはかけ離れた
レートで執行されることもありえます。これは、原ポー
トフォリオの価値の変動と拠出・償還の両方に関して
必要となると思われます。例えば、インタビューした 15
のファンド・アドミニストレーターのうち、NAV 計算に使
われたフィキシングレートを使って外国為替取引が執
行されたことを確認していたのは 3 社だけですが、市
場の傾向は、この点をより頻繁に SLA に盛り込むこと
です。
ヘッジに使われた先渡し契約の未実現損益の処理
も、ヘッジされたクラスのパフォーマンスに影響する可
能性があります。実際、先渡し契約がその満期に到
達していない場合、この契約の潜在的にプラスの（マ
イナスの）損益をポートフォリオに再投資（または投資
を中止）して、原ポートフォリオの変動から利益を得る
ことはできません。
ヘッジプロセスに直接関連するこれらの影響とは別
に、NAV 計算の会計処理方法も、ヘッジされたクラス
のパフォーマンスにおける重要な逸脱を生じさせる可
能性があります。ファンドレベルで生じた損益（すなわ
ち、ポートフォリオの変動）をアロケーションするに
は、ファンドに占めるそのクラスのウエイトに対応する
ように、各クラスへのアロケーション比率を計算しな
ければなりません。未実現ヘッジ損益がこの計算に
算入されると、この配分を歪めてしまうおそれがあり
ます。

3. カバー付き金利パリティは、直物および先渡し金利と、二つの通貨間の金利差との関係を定義します。
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アムンディは、次のように説明しています。「ポートフォリオ
内のあらゆるシェアクラス間での公平なアロケーションの
決定は、非常に困難です。当社は、サービス提供会社とと
もに特別なプロセスを導入して、ヘッジ損益を個々のシェア
クラスにアロケーションできるようにしています。また、アロ
ケーション比率を日次ベースでコントロールするとともに、
アロケーションによる影響を最小限に抑えるために定量的
最適化モデルを有しています」
この領域に関連する諸問題を回避するもう一つの方法は、
マスター・フィーダー構造を利用することです。この方法で
は、シェアクラスを、マスター・ファンド、すなわちポートフォ
リオに投資する、フィーダー・ファンドと見なします。投資家
が通常のファンドの持分を保有するように、フィーダー・ファ
ンドは、マスター・ファンドの持分を保有するだけです。
調査によると、資産運用会社は、ファンド・アドミニストレー
ターに対し、この構造をヘッジされたシェアクラス、特にベ
ンチマークから逸脱できないインデックス・ファンドに使うよ
うに要請する傾向があります。現在、ファンド・アドミニスト
レーターのうち、マスター・フィーダー構造を提供しているの
は 3 分の 1 にすぎませんが、回答者のほとんどは、2012
年中に導入する計画を立てていました。

上記の全ての影響を確実にコン
トロールするためには、関連する
KPI4 の徹底したモニタリングとレ
ポーティングがカギとなります。

上記の全ての影響を確実にコントロールするためには、関
連する KPI の徹底したモニタリングとレポーティングがカギ
となります。にもかかわらず、ヘッジによる影響に関するそ
のような具体的なモニタリングを適用しているのは、調査
回答者の 26％にすぎませんでした。ほとんどの場合、投資
管理運用会社または資産運用会社は、ヘッジによる影響
のレポーティングに関して、ファンド・アドミニストレーターか
ら十分な情報を得ていません。
上記の影響に加えて、シェアクラス間のパフォーマンスの
あらゆる差異を説明するために、比例手数料の水準およ
び金利パリティを考慮に入れるのも一つの手と思われま
す。

これらの影響のモニタリングに関するアムンディの経験は、
以下のように説明されています。「当社では、KPI を追跡調
査するために、ファンド・アドミニストレーターとの間に SLA
を定めています。それに加えて、外国為替ヘッジのモニタリ
ング・プロセスの内製化も実施しています。実際、私たちに
とって、的確なフォローアップを行い、ヘッジされたシェアク
ラスとその参照クラスとの間の日々のパフォーマンス・
ギャップを説明することは極めて重要です。当社では、ヘッ
ジモデルの綿密な正式分析を実施しており、日次の品質
フォローアップのための独自規準を定めています。日次
NAV それぞれについて、パフォーマンス・ギャップを計算
し、社内モデルの各要素について値の内訳を説明していま
す」
63

4 主要業績指数（Key Performance Indicator）
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他にも、海外の拠出または償還を取り扱う際に業務
ミスが発生する可能性があり、慎重にモニタリングす
る必要があります。例えば、金額の間違いや決済日
の誤り、および／またはフィキシングの不一致（ヘッ
ジの時点が NAV の外国為替のフィキシングと一致し
ない）などです。
効率的なモニタリング・プロセスを実施するために
は、資産運用会社または投資管理運用会社とその
外国為替ヘッジサービス提供会社との間で明確に
定義された SLA 契約などの、適切な契約上の基礎
を有することが必要不可欠です。実際、全てのヘッ
ジプロセスに関係する SLA 契約が、全ての関連当
事者にとって明確であるとは限りません。26％の
ケースにおいては、法的な契約さえ締結されていま
せん。こうした契約を定めている場合でも、役割に関
する内容と詳細には大きな差異があります。プロセ
スの全体像と改善の余地のある領域を明確に把握
するためには、全当事者間で役割がどのように割り
振られているかを知ることが不可欠です。

この役割の割り当てに関しては、6 つのターゲット・オ
ペレーティング・モデル（Target Operating Model、
TOM）が考えられます。6 つのモデルは、関連当事者、
すなわち FA、外部専任チームおよび／または資産運
用会社、並びにその各々が担当するプロセス、すなわ
ちヘッジ比率計算、ヘッジ比率の検証および／または
外国為替取引執行という二つの次元によって決定付
けられます。以下の表は、さまざまなモデルをまとめて
います。

モデル 4 のように、業務とプロセスが AM により近いモ
デルは、内製化モデルに該当し、モデル 1 と 6 のよう
に、外部関係者により多くの責任が与えられるモデル
は、外部委託モデルに該当します。モデル 2、3、5 のよ
うに混合モデルを使っているところもあり、この場合、
ヘッジ比率のコントロールまたはヘッジとして定められ
た契約の執行の一方を維持しつつ、ヘッジ比率の計算
を外部に委託できるようになっています。
どのモデルにも、柔軟性やリスク・モニタリング、関連
するリスクの水準、配分される経営資源の水準などの
多数の規準に基づき、それぞれ利点と欠点がありま
す。例えば、調査でインタビューした投資運用会社は、
そのようなファンドの外部委託はあまりにも大きなリス
クを生じさせると考えていたことから、オルタナティブ投
資ファンドにとっては、完全な内製化であるモデル 4 が
最も一般的な選択肢となるでしょう。

この役割の割り当てに関して
は、6 つのターゲット・オペ
レーティング・モデル(Target
Operating Model、TOM)が考
えられます。
5 FA= ファンド・アドミニストレーター, AM=資産運用会社, TP=外部当事者
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チョソネリー氏は、次のように説明しています。「ア
ムンディ ルクセンブルグでは、この高度に技術的
かつ戦略的な問題に対して実際的なアプローチを
取っています。当社では、外国為替ヘッジプロセス
のバリュー・チェーンの各ステップを分析し、内製化
した場合と外部委託した場合のメリットとデメリット
を体系的に評価しています。この分析の結果、内
製化される作業の比率が増大しました」
調査から導き出される最後の所見は、全ての市場
関係者が自社の特性に最も適合し、シェアクラスの
ヘッジプロセスとポートフォリオのヘッジプロセスを
結合する可能性をもたらしてくれるモデルを追求す
る傾向が強まっているということです。

要点
1. 外国為替の変動に対してシェアクラスを
ヘッジすることによって、ヘッジされたシェア
クラスがヘッジされていないクラスと同じよ
うなパフォーマンスを実現しないリスクが存
在する。影響をもたらすさまざまな要因を
特定することが、かかる影響について説明
し、投資家の信頼を維持するためには不可
欠である
2.

これらの影響をもたらす要因に対するコント
ロールを維持するために、関連する KPI を定
期的かつ具体的にモニタリングすることが必
要である。しかし、このような取り組みを現在
実施しているのは、調査回答者のわずか
26％にすぎない

3.

業界において、各関係者および関連するプ
ロセスによって、外部委託アプローチから
内製化アプローチまで、6 つのターゲット・
オペレーティング・モデル（TOM）が見られ
る。市場関係者の間では、シェアクラス・
ヘッジプロセスとポートフォリオ・ヘッジプロ
セスを結合するために最も適した TOM を
検討する傾向が強まっている。

金融包摂における課題と機会
プルタルコス・サケラリス（Plutarchos Sakellaris）
欧州投資銀行
副総裁

はじめに

なぜ革新的な金融包摂が必要なのか？

金融包摂（financial inclusion）は、世界中の各国政
府と政策立案者にとって重要な政策目標となってい
ます。このテーマについては、近年、EU 内外におけ
る金融包摂に貢献するように求められる機会が増
えている欧州投資銀行（以下、「EIB」）も注視してい
るところです。本論ではまず、投資家の観点から見
た、開発途上国における革新的な金融包摂の必要
性を詳しく検討し、開発途上国における EIB のマイク
ロファイナンス活動を概観した後、金融包摂におけ
る課題と機会に関する考察で締めくくりたいと思い
ます。

シンバイオティクスの 2011 年マイクロファイナンス
投資ビークル（MIV）調査によれば、投資の最大の
配分先は、東欧・中央アジアとラテンアメリカで事業
活動を行っているマイクロファイナンス機関です。こ
れらの地域は 2010 年末時点で、MIV による投資総
額のそれぞれ 40％と 35％を受け取っていました。
最も大きなニーズを抱える地域、特にアフリカに
は、全体のごくわずかしか配分されていませんでし
た。例えば、サハラ以南のアフリカと、中東・北アフ
リカのマイクロファイナンス機関に配分された MIV
投資額はそれぞれ、全体の 5％と 2％にとどまりまし
た。

EIB がマイクロファイナンスに取り組
むようになったのは比較的最近のこ
とですが、限られた規模ながら 20 年
以上にわたりマイクロファイナンス機
関に投資してきました。
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より開発されたマイクロファイナンス市場に偏った
投資傾向は、世界のさまざまな地域における金融
システムの物理的なカバー範囲とは著しい対照を
なしています。例えば、世界銀行／CGAP（貧困層
支援協議グループ）の金融評価 2010 年調査によ
れば、成人 10 万人当たりの商業銀行支店数は、
開発途上国の 10 支店、高所得国の 32 支店に対
し、サハラ以南のアフリカには 3 支店しかありませ
ん。同様に、成人 10 万人当たりの ATM 数は、開
発途上国の 29 台、高所得国の 94 台に対し、サハ
ラ以南のアフリカではわずか 5 台です。
もう一つの重要な事実は、多くのマイクロファイナ
ンス機関は、外部からの支援に財政的に依存し
たままになっているということです。マイクロファイ
ナンス・インフォメーション・エクスチェンジによれ
ば、財政状態を報告している 1,000 以上のマイク
ロファイナンス機関のおよそ 3 分の 1 は、2009 年
末時点で、財政的に自立できていませんでした。
しかし、財務成績を公開しないことを選択している
マイクロファイナンス機関が多いことから、実際の
状況はもっと悪いものと思われます。

第三に、金融包摂の数多くの重要な側面、特に保険
の提供は、非常に発展が遅れています。2007 年にマ
イ ク ロ イ ン シ ュ ア ラ ン ス セ ン タ ー （ MicroInsurance
Centre ） が 実 施 し た 調 査 「 Landscape of
microinsurance in the world’s 100 poorest countries
（世界最貧国 100 カ国におけるマイクロ保険の状
況）」から、調査対象国において何らかの保険に加入
していたのは、わずか 7,800 万人であることが判明し
ました。全保険契約のうちおよそ半分は生命保険
で、健康保険は 680 万件、損害・障害保険は 1,260
万件でした。同調査は、保険商品に対する総需要
は、このおよそ 30 倍になると推定しています。
最後に、金融へのアクセスは、農村地帯において依
然、大きな課題となっています。実際、世界銀行が「1
日 1.25 米ドル未満で生活しなければならない層」と定
義する、推定 14 億人に上る貧困層のうち、大半が農
村地帯で働き、生活しています。極端な貧困は特に、
サハラ以南のアフリカに目立っており、貧困層の人
口は、1981 年の 2 億人から 2005 年はおよそ 3 億
8,000 万人へとほぼ倍増しています。
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EIB とマイクロファイナンス
EIB がマイクロファイナンスに取り組むように
なったのは比較的最近のことですが、限られた
規模ながら 20 年以上にわたりマイクロファイナ
ンス機関に投資してきました。EIB 初のマイクロ
ファイナンス投資は、アフリカ・カリブ海・太平洋
（ACP）地域に直接貸付という形で行われまし
た。このような取り組みの重点は、商業銀行系
の資金源からの資金にアクセスできない中小
企業向けの信用供与枠の提供に置かれていま
した。
年を経るごとに、EIB のマクロファイナンス活動
の範囲は大きく広がっています。その一部は、
業界主導によるものでした。マイクロファイナン
ス機関の成熟に伴い、EIB がその投資を増大す
ることが可能となりました。好例は、EIB の支援
を借りて一介の NGO から本格的な優れた商業
的マイクロファイナンス銀行へと変身を遂げた、
ドミニカ共和国のバンコ・アデミ（Banco Ademi）
でしょう。
2011 年末時点の ACP 地域に対する EIB のコ
ミットメント額はおよそ 2 億ユーロに到達してお
り、現在では、リベリアやコンゴ民主共和国、
コートジボワール、モザンビーク、ニジェールな
ど、紛争終結後の後発開発途上国をはじめと
する、サハラ以南のアフリカ諸国の大半をカ
バーしています。
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既に述べたように、EIB では、多くのマイクロファイ
ナンス機関が財政的に持続可能ではないことを
認識しており、特にサハラ以南のアフリカにおけ
る、財政的に持続可能なマイクロファイナンス機
関の発展を積極的に推進しています。EIB は、ル
クセンブルグに本拠を置くマイクロファイナンス持
株会社のアドバンス（Advans）と、新たな「グリーン
フィールド」型のマイクロファイナンス機関の創設
に取り組むアクセス・マイクロファイナンス・ホール
ディング（Access Microfinance Holding）の設立時
株主となりました。
EIB は、そのマイクロファイナンス仲介機関の初期
投資活動を支援するために、過去 3 年にわたり
ACP 諸 国 に 3,000 万 ユ ー ロ 近 くの 技 術 支 援
（Technical Assistance、TA）助成金を供与しまし
た。EIB の TA 助成金の大半は、現地スタッフの訓
練、経営情報システムの導入、新設および設立後
間もないマイクロファイナンス機関におけるガバナ
ンスと内部監査およびリスクマネジメント手続の強
化に使われました。
直接投資活動に加えて、EIB は、マイクロファイナ
ンス・エンハンスメント・ファシリティ（Microfinance
Enhancement Facility）やサハラ以南のアフリカを
対象とするリージョナル MSME ファンド（Regional
MSME Fund、REGMIFA）などの多数のデットファン
ドも支援しています。EIB のデットファンドの目的
は、既存のマイクロファイナンス機関に、主に現地
通貨建てで中期的な資金を提供することです。

EIB はまた、農村部マイクロファイナンスの先駆的
ファンドであり、農村部における財政的に持続可能
なマイクロファイナンス機関の出現を見つけ出す最
初の商業マイクロファイナンス・ファンドである、ルー
ラル・インパルス・ファンド（Rural Impulse Fund、
RIF）I も支援しています。2010 年に、EIB は、RIF I
の後継ファンドであり、2011 年までにコミットメント総
額 1 億 2,000 万ユーロを目標とする RIF II の最初の
クロージングを行いました。二つのファンドは、直接
的影響と間接的影響の両方をもたらすと予想され
ます。直接的影響には、農村部のマイクロファイナ
ンス機関の資本構成の向上、コーポレート・ガバナ
ンスの強化、新たなビジネスネットワークへのアク
セスなどがあります。間接的影響には、零細企業家
や農家向けの金融サービスへのアクセス向上、投
資対象国の農村部における雇用・ビジネスの機会
の増大などが含まれます。
EIB はまた、昨年、アフリカの農村部マイクロファイ
ナンス機関と、フェアトレードおよび有機食品生産
を積極的に手がける生産者組織を対象とする現
地通貨建てファンド、FEFISOL（ Fonds Européen
de Financement Solidaire pour l'Afrique）への 500
万ユーロの投資を承認しました。社会的使命のた
めに活動している FEFISOL は、アフリカ大陸での
持続可能なコミュニティベースの農業の発展を支
援しようとする投資家向けに、代替的なインパク
ト・インベストメント（社会貢献につながる投資）の
モデルを提供しています。

さらに、EIB が 3 年前に、アフリカとアジアのマイクロ
インシュランス会社への資金供給に取り組む商業投
資ビークル第一号となったリープフロッグ・マイクロイ
ンシュアランス・ファンド（LeapFrog Microinsurance
Fund）の当初コミットメント総額の半分近くを提供した
ことにも触れておきたいと思います。EIB による多額
の当初コミットメントは、官民両セクターからの追加的
なコミットメントを引き出す契機となり、同ファンドがそ
の目標予想額を超える資金を調達する後押しとなり
ました。

より発展したマイクロファイナンス
市場に偏った投資は、世界のさ
まざまな地域における金融シス
テムの物理的なカバー範囲とは
著しい対照をなしています。
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マイクロファイナンス業界の評判に関する懸念のいく
つかに対処するにあたっては、適切な規制が重要な
役割を果たします。規制当局は、業界の透明性と説
明責任の発達を促進すべきです。特に、預金集め
は、マイクロファイナンス機関レベルでの不適切な管
理および／または脆弱な統制が原因で預金者の資
金が失われる事態を防ぐために、注意深く監視し、
監督する必要があります。しかしながら、規制は予測
可能なものでなければならず、また、マイクロファイナ
ンス業界の安定した活動の枠組みの確立に寄与す
るものでなければなりません。金利の上限の設定、
過剰な法定必要資本、場当たり的な規制の変更は、
民間からの投資を妨げるものであり、避けるべきで
す。

課題と機会
ここまで、開発途上国における金融包摂を目指
す EIB の主な取り組みを紹介してきましたが、最
後に、投資家の観点から課題と機会を考察して
締めくくりたいと思います。
最初に、近年マスコミによって取り沙汰されてい
る評判に関する問題は、官民双方の出資者に
とって深刻な懸念となっています。EIB は、長期
的投資家として、そのステークホルダーと密接
に協力し、責任ある方法で活動する必要があり
ます。マイクロファイナンスの領域において、EIB
は、立場の弱い貧困層の顧客を食い物にして
短期的利益を追求するような、反倫理的で無節
操な金融機関の手法によって、EIB の評判と
ソーシャル・インベストメント（社会に貢献する投
資）が損なわれることがないようにしたいと強く
望んでいます。
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第二に、マイクロファイナンス資金の大部分は、専門
的なマイクロファイナンス投資ビークルを通じて提供
されることが予想されるため、かかる投資ビークル
が、投資家とマイクロファイナンス機関をつなぐ、信
頼できる仲介役として活動するために必要なものを
十分に備えていることが重要となります。MIV レベル
での社会的パフォーマンス基準の測定は、目に見え
る発展を遂げていますが、そのような基準が業界に
よって支持され、実施されるように確実を期す必要
があります。
第三に、能力開発の支援を伴わない商業的な資金
提供は、金融包摂をめぐる課題に対処することにな
らないということです。十分な訓練を受けた現地ス
タッフ、有能な経営者または現代的な IT システムが
なければ、サハラ以南のアフリカとその他の開発途
上地域における金融サービスの拡大は引き続き、
深刻な課題となります。それゆえに EIB は、他の出
資者や寄付者との密接な協力の下、REGMIFA、RIF
II、FEFISOL への投資とそれに伴う十分な技術支援
助成金の供与を支援しているのです。

最後に、規模の大きな商業的に持続可能なマイクロ
ファイナンス・プロジェクトの展開におけるテクノロ
ジーの重要性を強調するために、ある優れた事例を
引き合いに出したいと思います。英国国際開発省
（DFID）とケニアの携帯通信大手のサファリコムから
資金提供を受けた小規模なモバイルバンキングの
実 験的プロ ジェク トと して 4 年前に スタートし た
「M-PESA」は今日、ケニア全国に広がり、2011 年 11
月時点で 1,200 万人以上の加入者と 2 万 8,000 を超
える代理店を集めるに至っています。M-PESA は現
在、ケニア全土でさまざまな支払取引のために利用
されています。商業銀行との共同サービスとして提
供されるケースも増え、結果的に事実上、以前は金
融サービスへのアクセスが限られていた、あるいは
全くアクセスできなかった多くのケニア国民に、正規
の金融サービスにアクセスできる簡単で費用対効果
の高い手段を提供しています。
結論

要点：


金融包摂は、開発途上国、特にサハラ以南
のアフリカにおいて今なお、大きな課題となっ
ている



官民パートナーシップが、金融包摂の将来の
成功のカギである



EIB は、アフリカ・カリブ海・太平洋（ACP）地域
における金融包摂を推進するために、専門的

モバイルバンキング技術の成功と意欲的な官民
パートナーシップは、サハラ以南のアフリカとその他
の後発開発途上地域にとって近い将来、金融包摂
が現実となるという希望を与えています。EIB は引き
続き、他の出資者とともに、金融包摂の促進におい
て積極的な役割を果たしていく所存です。経済開発
の取り組みにおける民間投資家と企業からの財政
的関与の推進、それが今後も EIB の重点となるで
しょう。

なマイクロファイナンス投資ビークルの創設を
支援している


EIB はこれまでに、革新的な ACP マイクロファ
イナンス・プロジェクトに 2 億ユーロ以上投資
している



能力開発と技術支援は、EIB のマイクロファイ
ナンス活動に欠かせない要素となっている

EIB は 、長期 的 投資 家 と し
て、そのステークホルダーと
密接に協力し、責任ある方法
で活動する必要があります。
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年金白書と IORP 指令の見直し
アンヘル・マルティネス－アルダマ（Angel Martinez-Aldama）
欧州退職制度連盟（European Federation for Retirement Provision）
副会長
スペイン投資・年金基金協会（Spanish Association of Investment and Pension Funds, INVERCO)
理事長

欧州委員会の年金白書「十分で安全かつ持続可能な年
金のための検討課題（An Agenda for Adequate, Safe and
Sustainable Pensions）」が 2012 年 2 月 16 日に公表されま
した。
この白書には、欧州委員会からの具体的な 20 の
政策構想が記載されており、これより前の 2011 年
10 月時点の草案で提示されていた 25 の構想をい
くつか削った格好となっています。白書の論調も変
わり、2011 年 10 月にリークされた前回草案よりも
切迫したものになっているように思われます。
白書において言及されている提言の一つは、IORP
（職域年金）の見直しに言及しており、IORP と保険
セクターを同一のものとして扱うことを避けるよう提
案しています。
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年金白書
加盟国は、年金制度の改革・改善の実施、それも
即時の実施を強く求められています。IORP 指令の
見直しは別として、20 の提言のいずれも特に目を
引くものではありませんが、この切迫感は今後数カ
月、数年にわたり欧州の年金に関する議論の論調
を決定付けるものと思われます。
新たな年次成長調査、ヨーロピアン・セメスターお
よび加盟 25 カ国が最近採択した財政条約は、加
盟国の政策を従来に比べ、より厳格に指導する
様々な手段を EU に与えています。
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これは、主に経済ガバナンスと財政の安定性に焦
点を当てている白書の中で用いられている文言
からも見てとることができます。公的年金につい
て、白書は、早期退職制度の廃止、退職年齢と平
均寿命の連動、強制的定年の廃止、高齢者の雇
用を継続する労働政策などを提言しています。こ
うした内容はすべて、財政の安定性と国家財政の
改善を達成することによって、また、高齢労働者を
含めた高い労働力率を通じて、年金を安全、持続
可能かつ入手可能なものにするという観点で書か
れています。委員会の論調は、その権限の拡大と
加盟国に重要な改革を迫るその要求と相まって、
EU 各国政府あるいは市民からの抵抗を招く可能
性があります。

加盟国は、年金制度の改
革・改善の実施、それも即
時の実施を強く求められて
います。
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1. 年金の安全性：

4. 補完的な民間の退職貯蓄商品の発展：

白書は、年金を適正かつ持続可能なものにする
ための行動計画を定めています。この目標の達
成を脅かす大きな課題は、高齢化です。2060 年ま
でに、出生時平均寿命は、2010 年と比べて男性
が 7.9 年、女性が 6.5 年伸びると予測されていま
す。

補完年金について、欧州委員会は次のように述べ
ています。

また、GDP に占める公共支出の割合は、現在の
平均 10％超からさらに上昇し、アイルランドにお
ける GDP の 6％からイタリアの 15％まで国によっ
て幅はあるものの、2060 年には GDP の平均
12.5％にまで増大すると予想されます。
そういった問題はあるにせよ、欧州委員会は、過
去 10 年間で年金改革に進展があったと認識して
います。
2. 年金の十分性：
欧州の高齢者の主な収入源は年金です。現在の
65 歳以上人口は 1 億 2,000 万人で、欧州の人口
全体の 24％を占めています。
男女の年金格差の是正も、白書の中で大きな位
置を占めています。

「（前略）多くの加盟国において補完的な年金貯蓄
商品の発展の余地が大いにある。しかし、このため
には、民間の積立年金制度がより安全で費用対効
果が高く、かつ、柔軟な労働市場および移動性と
適合したものにならなければならないと思われる。
（中略）一部の国においては、金融危機により、リス
クを軽減しショックを吸収する事前積立年金制度の
能力を改善する必要があることが明らかに証明さ
れた。（中略）［なお、かかる制度には］強制的な民
間年金基金も含まれる」
白書の 20 の提言のうち、11 の提言は、補完的な民
間の退職貯蓄商品に関連していました。
欧州委員会は、年金に関して EU 単一市場には「未
開発の潜在性」があると確信しており、IORP 指令の
見直し、年金ポータビリティ指令、年金の追跡およ
び雇用主の破産からの保護を通じて、この分野に
おける域内市場政策を追求する予定です。白書の
焦点は、国境を越えてもたらされるメリットと透明
性、そして補完年金が国境を越えた移動性または
労働市場の柔軟性を妨げないようにすることに置か
れています。

3. 加盟国の役割と年金改革の必要性：
白書は、各加盟国がその年金制度の設計におい
て中心的役割を果たすことを強調していますが、
EU 権限の多くが各国の年金制度や政策に影響し
ていることは間違いありません。
必要なのは、財政的に持続可能な制度の整備で
す。それは、十分な年金収入を提供し、退職者が
経済的自立と人並みの生活水準を享受できるよ
うにすることを暗に意味しています。この目的を実
現するため、欧州委員会は、「退職年齢と平均寿
命の伸びの連動」「早期退職機会の制限」「より長
い職業人生の支援」「男女の年金支給可能年齢
の公平性の確保」「補完的な民間の退職貯蓄商
品の支援」という五つの提言を行っています。

さらに、白書の前回草案にはなかった、3 つの新た
な具体的な提言が加わっています。


欧州委員会は、市民への情報提供を改善
し、費用を節減して将来のための計画立案を
促 す た め に 、 社 会 保 護 委 員 会 （ Social
Protection Committee）に、各年金の事業報
告書に関する既存の優れた慣行を調べるよ
う要請する



国境を越えた生命保険の提供を妨げる契約
法上の制約



国境を越えた年金拠出、年金の移管、または
年金提供業者の投資リターンに対する差別
的な課税措置に対して、前回草案よりも強い
スタンス
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5. 結論：
白書の肯定的な点と否定的な点を区別するな
らば、以下のようになるものと思われます。

否定的な点は、以下の通り：


直しの目的は、ソルベンシーII との共通の土
俵を維持することである」という文言が突然追

肯定的な点は、以下の通り：


前回草案よりも第二の柱と第三の柱が明
確に区別されている



社会的パートナーと団体交渉の役割がよ
り適切に認識されている
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IORP の単一市場を推進し、IORP 指令を見直
そうという姿勢が依然として残っている。「見

加されたことは、特に歓迎されざることであ
り、この点に関して全く益をなさない


補完年金の範囲および／または入手の問
題に、より注意が払われている

上記の適正な実務指針以外、政策構想にお
ける業界の関与の可能性について全く言及さ
れていない



単一市場における年金（および保険）に関
する差別的な税規則に対して、より強いス
タンスを取っており、二重課税の問題を取
り上げている

欧州委員会は、金融危機の最中における積
立年金の運用成績を非常に否定的に判断し
ており、将来、高圧的なアプローチが取られる
ことを予見させる



欧州委員会の経済・財政に関する判断が公
的年金に関する議論全体に大きく影響してい
るように思われる。この見方は、職域年金制
度の開発という点においては、完全に悪いと
は言えないものの、あまりにも限定的である

「職域年金制度に関する適正な実務指針」
の策定に参加するよう「年金業界」に呼び
かけている

IORP 指令の見直し
2. 比例性の原則：
1.EIOPA への助言要請：
現在の欧州監督体制において、職場年金は、IORP
指令 2003/41/EC に基づき規制されています。IORP
指令は、IORP に関するいくつかの最低要件を定める
一方で、国家レベルで追加的な規則を課す自由を加
盟国に与えています。現在の IORP 指令がそのような
柔軟な形で定められているのは、偶然ではありませ
ん。それが、EU 域内に存在する多様な職域年金制
度をその適用範囲内に包含する唯一の可能な方法
だからです。この多様性は、職域年金と第一の柱で
ある公的年金との関係、職域年金と国家の社会法・
労働法との関係、そして職域年金制度に対する課税
の相違など、いくつかの要因から生じています。さら
に、職域年金における社会的パートナーの役割は、
加盟国ごとに大きく異なっています。
欧州委員会は 2011 年 4 月、国境を越えた職域年金の
提供の強化、年金機関に対するよりリスクベースの監
督の導入、確定拠出（DC）年金制度に対するプルー
デンス規制の刷新を目的として、欧州保険・年金監督
機構（EIOPA）に、IORP 指令の改定のための技術的
助言を求めました。欧州における職域年金、特に DC
制度の重要性の高まりを考慮すると、IORP 指令の見
直しの理由は明白です。すなわち、より良いリスクマ
ネジメント、ガバナンスおよび加入者への情報が、よ
り良い年金につながる、ということです。これは、十分
かつ持続可能な年金という目標に貢献します。

EIOPA は、特に小規模な IORP への適用に関してだけでな
く、IORP の種類および複雑性という点においても、比例性
の重要性を正しく認識しています。しかし、EIOPA の存在
そのものが、欧州連合において現在 14 万もの IORP が運
用されており、これらの IORP は実に多様であるために、単
一の画一的なアプローチはふさわしくないことを思い起こさ
せます。さらに、IORP をめぐる状況は主に、各加盟国にお
ける年金制度の特徴に応じて異なっています。このような
現状の中、規制を変更する場合は、各国の多様性を適切
に考慮に入れるとともに、実施に関して加盟国の裁量の余
地を広く残す必要があります。

欧州の高齢者の主な収入源は年金
です。現在の 65 歳以上人口は 1 億
2,000 万人で、欧州の人口全体の
24％を占めています。

これを受けて、EIOPA は 2012 年 2 月 15 日、
IORP 指令の見直しに関する「欧州委員会への
助言」を公表しました。
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3. 統一化：

4. 資本要件の統一化

EIOPA は、IORP および保険セクターに対して一貫し
たアプローチを採用するという意向を表明しました。
EIOPA は、その助言において、「一貫した」とは、「同
一」を意味するものではなく、時にはさまざまな相違
点に応じて、さまざまなアプローチを適用する必要が
あることを強調しています。しかし、一部の領域にお
いて EIOPA は、保険会社と類似する方法で IORP に
アプローチするように提言しています。EIOPA は、
IORP と保険会社との違いを認識しており、特に IORP
の以下の特徴に言及しています。

なぜ欧州委員会は、資本要件の統一化を提案して
いるのでしょうか？第一に、委員会は、「プルーデン
ス規制の統一化の欠如」は、IORP の国境を越えた
活動の障害となっていると述べています。IORP 指
令の導入後、数カ国にまたがる年金制度はまだわ
ずかしかないことは確かです。しかし、このことが、
国境を越えた年金の提供および運用の発展を妨げ
ているわけではありません。現在の立法の枠組み
のおかげで、多くの多国籍企業において、資本の
自由な移動と国境を越えた労働力の移動に関する
中核的目標を確保するような方法で企業年金を組
織することが可能となっています。決定的なことに、
提案されている規則変更の適用対象となる EU 加
盟国は、ごくわずかしかないでしょう。



社会的および労働関連の背景



資本供給者による広範にわたる関与。すなわ
ち、年金基金債務の対象期間の方が長いこと
と、一部の加盟国においては、雇用主が破産
した場合に保護されること



数の面での大きな相違：14 万もの IORP に対
し、保険会社は 4,753 社



IORP に対して保険会社とは異なる扱いをする
ことは、その扱いにもっともな理由があるなら
ば、保険業界においてすでに行われているこ
とからの逸脱にはあたらない

し かし、セク ターの垣根を越えた 一貫性に関する
EIOPA の見解は、非常に曖昧であるように思われま
す。EIOPA の助言は、他の関係機関に幅広い実施上
の裁量の余地を残しており、また、「時には」「一部の
領域においては」「類似する」といった表現が実際に
何を意味するのか、明確ではありません。この不確
定性は、将来の立法プロセスにより大きな自由裁量
権を与える道を開くとも考えられます。
さらに、EIOPA は、IORP に対して統一化された資本
要件を導入したいという欧州委員会の意向に対する
態度を明確にしていません。EU 加盟国間の職域年
金制度における多様性の大きさを考えると、そのよう
な統一化は結局、望ましいものでも実現可能なもの
でもないでしょう。
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委員会が統一化を支持する第二の論拠は、IORP
に対する統一化されたソルベンシー体制は、異な
る金融セクター間、そして一つの金融セクター内に
おける規制逃れの余地を減らすことになる、という
ものです。この論拠は、職場年金が商業商品であ
り、年金と保険の提供が類似したものであるという
誤った推定に基づいています。

EIOPA は、その助言におい
て、「一貫した」とは、「同一」
を意味するものではなく、時
にはさまざまな相違点には、
さまざまなアプローチを適用
する必要があることを強調し
ています。

年金基金と保険会社との間には根本的な相違がある
ため、「同一のリスク、同一の規則」という論拠は当て
はまりません。ほとんどの加盟国において、IORP は、
保険会社とは根本的に異なっており、したがって IORP
の規制には異なるアプローチが必要となります。
 IORP には多くの場合、年金の約束を支援する出
資者がおり、通常は雇用主（すなわち、企業、地
方自治体、大学等）がこれにあたる
 IORP は、柔軟性の高い調整メカニズムを備えて
いる。例えば、一部の法域において、IORP は以
下を実施できる。
- 社会的パートナーと取り決めた合意に基づ
き、あるいは取締役会の自由裁量で、拠出金
と債務が調整される職場年金制度を運営する
- 特定の給付水準を保証するのではなく、目標
に掲げる
 上記を実施する場合、雇用主は、加入者への情
報伝達において当該制度の規則が完全に明確で
あるよう確実を期すことを要求される
 IORP は通常、加入者の最善の利益となる年金制
度の運営と利益相反の最小化を確実にするた
め、制度加入者の代表者が参加する統治機構を
有している
 IORP は、非営利機関であることが多い。これは、
主に株主の経済的利益のために行われる活動
から、制度加入者を保護する必要がないことを意
味する
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5. 結論：
2012 年 3 月 1 日、欧州委員会は、欧州年金規制
を見直すためのプロセスに着手し、ミシェル・バル
ニエ欧州委員（域内市場・サービス担当）が IORP
指令の見直しに関する公聴会を開始しました。欧
州委員会は、保険会社について定めているソル
ベンシーII の重要な要素を、欧州全域で IORP に
も適用できるようにすることを目指しています。こ
の目的は、「ソルベンシーII との共通の土俵」につ
いて述べている委員会の年金白書においても、繰
り返し表明されています。
し か し 、保 険 会 社 の た めに 制 定 さ れ た 法 律を
IORP に適用することは危険です。というのも、保
険会社と IORP の間には根本的な違いがあるから
です。規制体制を統一化しようとする取り組みは、
誤った論理に基づくものであり、成長と雇用の創
出を 妨げる ことによ っ て、年金制度加入者、
IORP、および経済全体に意図せぬ影響を及ぼす
おそれがあります。
したがって、私たちは、欧州における職場年金を
十分かつ持続可能なものに保つよう、政治家に求
めていかなければなりません。これは、人口の高
齢化が進み、特に国家予算が金融危機の影響に
苦しめられている中、現在そして未来において、
欧州市民への退職給付金の提供における職域年
金の役割が増大しつつあることを考えると、極め
て重要です。
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EIOPA の支援を受けて活動しているバルニエ委
員と欧州委員会は、IORP 指令の改訂版を提案
する前に、数百万人の労働者への退職年金の
存在と十分性、「欧州 2020 戦略」が想定している
長期的な経済成長などの重要な問題を認識す
べきです。
安全で、十分かつ持続可能な年金の実現は、今後
数カ月に私たちが下す決定にかかっています。欧
州委員会は、その計画を見直し、職場年金の提供
を促進するような環境を作るべきです。新たな提案
の影響は、提案されている規則変更がもたらす社
会的、財政的、経済的影響とそのマクロ経済的影
響の評価をはじめとする、優れた定量的影響度調
査（QIS）を通じて測定しなければなりません。ま
た、あらゆるステークホルダー、とりわけ欧州の社
会的パートナーが関与する、ハイレベルな政治的
議論も必要となります。

EIOPA は、IORP および保険セ
クターに対して一貫したアプ
ローチを採用するという意向を
表明しました。

要点：


欧州レベルでは、調整すべき二つの異なる



白書は、EU単一市場における未開発の潜
在性を指摘しており、IORP 指令の見直し、
新たな年金ポータビリティに関する指令、
雇用主の破産からの保護を通じて、潜在
性の実現を追求すると述べている



IORP 指令の見直しに関しては、特に第 1
の柱について、ソルベンシーII と類似のア
プローチは避けるべきである。というのも、
IORP と保険会社は完全に異なる存在だ
からである。IORP には、「出資者がいる」
「柔軟性の高い調整メカニズムを備えてい
る」「拠出／債務が社会的パートナーに
よって調整されうる」という特徴がある

作業の流れ（EIOPA への助言要請と IORP
指令の見直し）がある


年金白書には、より安全で十分かつ持続
可能な年金を実現するという目的に基づ
く、欧州委員会からの具体的な 20 の政策
構想が記載されている



補完年金に関して、白書は、多くの国にお
いて発展の余地があると述べている
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ファンドの国際的販売の向上のために
ラファエル・トリデミー（Raphael Tridemy）
ヨーロピアン・ファンド・アドミニストレーション（European Fund Administration）
事業開発および国際プロジェクト担当シニア・アドバイザー

欧州連合譲渡可能証券の集団投資事業指令 IV（UCITS IV）が
施行されて 9 カ月になります。今こそ、それによってもたらされた
大きな変化を明らかにし、市場とその関係者のこれまでの反応
に注目する時期です。

本論では、国際的販売の問題に焦点を当てます。こ
れは、立法者の主要な目的の一つであったとともに、
ファンド・プロモーターにとって価値ある潜在性をはら
んでいます。
UCITS （ Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities） IV には、ファンドのクロス
ボーダー販売の活発化と国内障壁の廃止を目的とす
る二つの主要な施策が含まれていました。すなわち、
ファンド運用会社が EU 域内で事業を行うためのパス
ポートと国内市場におけるファンドの承認手続の通知
の簡便化です。これら二つの施策により、ファンド・マ
ネジャーは、欧州全域にわたるファンド販売を促進し
つつ、母国における現地基盤を維持し、補強すること
もできるようになります。これに加えて、主要投資家
情報文書（Key Investor Information Document、以下
「KIID」）によって、欧州の潜在的投資家は、商品がど
こで組成されたかに関係なく、同じ情報の基礎を持て
るようになります。
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財政問題による影響を割り引いて考えても（そのよ
うな影響は決して過小評価すべきではありません
が）、指令は今のところ、欧州におけるファンド販売
の状況を劇的に変えるには至っていません。最近で
は、投資拠点の利用が増えており、パスポートと通
知の簡便化にもかかわらず、国内ファンドの大半は
依然として、国家単位の規模で商品化されていま
す。これはおそらく、クロスボーダーのマスター・
フィーダーという可能性と合わせて、立法者によって
予期されていたか、少なくとも考慮されていたものと
思われます。
当初はファンドの複製コストの減少につながると考
えられていた（さらに、ファンド・マネジャーによるファ
ンドの取り扱い範囲の再構築と合理化を可能にす
る、クロスボーダーの合併にもつながりうる）このソ
リューションにより、ファンド・マネジャーは国内主力
商品を活用して、より負担の少ない商品、すなわち
フィーダー・ファンドを、上記の二つの拠点のいずれ
かにおいて、あるいはそれぞれがターゲットとする
現地市場において組成し、それによってマスター・
ファンドの運用実績の恩恵を受けられるようになり
ました。
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とはいうものの、このクロスボーダーのマスター－
フィーダーというソリューションを利用する必要性は
すなわち、欧州レベルで依然として障壁が残ってい
ることを意味します。要するに、これらの障壁は、業
務上・技術上のものであると同時に、心理的なもの
でありマーケティングに関連しているのです。
マーケティング上の障壁という意味では、国内ファン
ド・マネジャー、特に国内市場向け商品のみを扱う中
小規模会社は、2011 年 7 月以降、国内障壁なくファ
ンドを登録し、商品化できるようになったにもかかわ
らず、外国投資家を避けて自国ブランドの商品を好
む「現地証券優先症候群」に直面しています。
その上、母国の外部で国内ファンドを販売する意欲
のある現地ファンド・マネジャーは、数多くの業務上
および技術的な問題に悩まされると思われます。と
いうのも、一部の国におけるファンドの販売には、銀
行組織が中心となって関与しており、外国の投資家
は、現地のコルレス銀行を持っていない、あるいは
指名することを希望しないことがあるからです。
また、外国市場に関して非常に限られたノウハウし
かないことが多い一方、外国の顧客、現地の法定報
告、手数料体系、および投資家の投資意欲に関する
知識は、上述した販売拠点の外部では存在しないも
同然です。
したがって、クロスボーダーのマスター－フィーダー
構造が商品化への唯一の代替法であるように思わ
れます。欧州全域向けのファンドを持っていない、あ
るいはそのようなファンドを複製するつもりのないファ
ンド・マネジャーは、それぞれがターゲットとする国内
市場において現地フィーダーを構築する必要があり
ます。欠点は、たとえ限定的であっても、このような
取り組みはコストがかかるということ、そして結局のと
ころ、本当に販売したいが上述の根強く残る障壁に
直面している商品に、表層を付加したにすぎないと
いうことです。フィーダー・ファンドとはいわば、自社
の国内市場の外部で拠出を集めるために、現地色を
加えた受け皿のようなものです。ファンドの国際的販
売をサポートするために必要な業務上のソリューショ
ンへのアクセスを可能にし、国内主力商品に国際色
を与えます。これはおそらく、欧州の統合と市場の統
一化、特に金融市場の統一化の歴史において避け
ては通れないワンステップなのです。
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障壁と指令が提供しているソリューション（主に、クロ
スボーダーのマスター－フィーダー）を考慮して、業界
関係者、特にファンド・アドミニストレーターは、これら
のマーケティング上および技術上の問題に答える業
務上のソリューションを開発しています。
彼らが活用しているのは、長年にわたりファンドの国
際的販売の中心となってきた証券代行機関と登録プ
ラットフォームです
これらのソリューションの目的は、準証券代行機関の
役割を果たすことによって、また、外国でのファンド販
売の最前線の窓口となり、国内ファンドの正式な現地
証券代行機関のためにファンドのフローとポジション
をグローバル化することによって、近い将来、現地
ファンド、すなわち、欧州に本拠を置く UCITS および
オルタナティブ投資ファンド（AIF）による国内市場外
部での販売をサポートすることです。このようないわ
ゆる「グローバル証券代行機関」を利用することで、
ファンド・マネジャーは、管理ツールと国際的なノウハ
ウはもちろん、世界中の主要な販売市場と共に、市
場関係者と間の既存の窓口および関係にアクセスす
ることができます。このユニークなソリューションを利
用することで、ファンド・プロモーターは、新たな商品
を組成しなくてもマーケティング上および業務上の問
題を解決し、投資家にとっての主要な問題であるべき
もの、すなわち付加価値の販売に集中できるようにな
ります。
最終的な展望として、欧州域内の全ての国とさらには
アジア、アメリカをはじめその他地域の投資家を対象
とする一つの拠点におけるパートナーとともに、ファン
ド・プロモーターが、ある欧州の国で組成された、運
用実績のある既存の商品を商品化する、という状況
が予想されます。
また、ファンド・プロモーターは、ターゲットとする外国
における商品の登録に関して支援を受け、販売会社
とその正式な現地の証券代行機関との間に独自の
接点と窓口を持ち（注文ゲートウェイ・サービス、名義
人のポジション、「ルーティング」またはミラーリングを
含む）、販売ネットワークの管理（ポジションの管理、
手数料および手数料割戻し）を外部委託し、非常に
包括的なレポーティングの便益をうけるようになるで
しょう。

このクロスボーダーのマスター
－フィーダーというソリューショ
ンを利用する必要性はすなわ
ち、欧州レベルで依然として障
壁が残っていることを意味しま
す。
要点：


UCITS IV は、外国でのファンド販売に対する
国内障壁の撤廃を目的としていたが、業務
上、技術上、マーケティング上の障壁は残っ
ている



クロスボーダーのマスター－フィーダーの仕
組みは欧州全域およびその他の国際市場
に浸透するための優れたソリューションとな
りうるが、コストがかかる可能性がある



資産管理サービス関係者は、ファンド・プロ
モーターの商品および販売プロセスを手助
けする「グローバル証券代行機関」というソ
リューションを通じて、販売支援能力を強化
している
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定性的なファンド格付け
クロスボーダーの視点から
エメリック・ポワゾ（Aymeric Poizot）
フィッチ・レーティングス
EMEA ヘッド、ファンド・アンド・アセット・マネジャー・レーティング・グループ
CFA, CAIA

ファンドのクロスボーダー販売が増大する中、ファンド目
論見書、KIID、年次報告書、パフォーマンス・データベー
スに加えて、より多くの情報公開が必要とされていること
は明らかです。定性的ファンド格付けリサーチは、独立し
た、標準化された方法でファンドの特性の傾向分析をす
ることで、情報のギャップを埋めています。
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広域化する市場

定性的分析：欠けたピース

ここ 10 年間、クロスボーダー市場が急速な成長を遂
げています。リッパーのデータによれば、クロスボー
ダー活動がいまや、業界の資産の 43％を占めてい
ます（グラフ参照）。このトレンドを示すもう一つの例
は、フランスのファンド・オブ・ファンズの原ファンドの
上位 100 ファンドのうち 3 分の 1 が、クロスボーダー・
ファンドだということです（10 年前はゼロ）。UCITS IV
の登場に伴い、このトレンドはしばらく続くものと予想
されます。クロスボーダーの投資の流れは、欧州全
域にとどまりません。ラテンアメリカの年金ファンドや
アジアのプライベート・バンカーの間での UCITS ファ
ンドの販売によって裏付けられているように、大陸の
向こう側にも及んでいます。

共通の市場は、規制の統一化（UCITS の目的）やシー
ムレスで安全なトランザクション体制だけでなく、明確
で信頼性できる情報も必要としています。情報サービ
ス会社（リッパーやモーニングスター）が提供する情報
は現在、かなり充実しているものの、定性的情報はい
まだに、欠けたパズルのピースのようなものです。目
論見書や KIID などの法定文書だけでは十分ではあり
ません。実際、規制上の施策は重要ではあるものの、
ファンドのパフォーマンスの要因や投資プロセスの定
性的側面に関しては特に、投資家に十分な情報を提
供しません。これは特に、まだ日が浅く、主流ではない
投資戦略に当てはまります。

「クロスボーダー」は必ずしも、合理化とターゲットを
絞った商品提供を意味するわけではありません。そ
れどころか、現在、利用可能な投資オプションが急
増しており、EU だけでも 3 万 5,000 を超えるファンド
が利用可能となっています。また、確定拠出退職年
金制度が確定給付退職年金制度に取って代わって
いることや、銀行支店におけるオープン・アーキテク
チャー化などに示されているように、クロスボーダー
現象は、ファンドの販売チャネルの多様化とも密接に
関係しています。

現在、定性的情報は主に、ファンド・マネジャーや仲介
業者、国内リサーチ会社によって提供されています。
情報は、標準化されておらず、独立した第三者による
評価を受けておらず、公開されてもいません。しかし、
ファンド投資家は他の投資家と全く同じであり、他の金
融市場セグメントにおいて存在している、標準化され、
独立した、公開されている見解にアクセスできるべき
であると言えます。
これが今日、益々一般的となりつつある、定性的な
ファンド格付けの目的です。通常、定性的格付けは、
ファンドの主要な属性に関して将来的な評価を提供す
るとともに、これらの属性が、類似のファンドおよびベ
ンチマークと比較して、ファンド・マネジャーが優れた、
一貫性のあるパフォーマンスを実現するのに寄与して
いるどうかを決定します。
定量的格付け重複するものではありませんが、定性
的格付けにおいては、ファンドの運用実績、規則性、
好不調のサイクル、そして究極的には、投資戦略との
整合性を無視することはできません。したがって、定性
的格付けは、何らかの定量的なインプットも組み込ん
でいることが多く、その重要性は、情報提供会社に
よって様々です。定量的インプットは、フィルターのこと
もあれば、軽度あるいは重度に加重された係数のこと
もあり、オーバーレイのこともあります。
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投資家が答える必要のある 10 の問い：
ファンド投資家は、その調査またはデュー・ディリ
ジェンスのごく初期の段階で数多くの問いに答え
る必要があり、質の高いリサーチは、これらの問
題点に対処することを目的としなければなりませ
ん。
10 の重要な質問は、以下の通りです。
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業 務 体 制 に 欠 落 し て い る 部 分 は ない
か？



ファンド・マネジャーの投資方針と競争力
はどのようなもの？



フ ァ ン ド の 投 資範 囲 は ど のよ う なもの
か？



アイデアは、どこから来ているか？



ア イデ ア は 、ど の よ う に 決 定 と なる の
か？



決定はどのように実行に移され、ポート
フ ォ リオは ど の よ う に 構 築 さ れ てい る
か？



リスクはどのように調整され、モニタリン
グされているか？



関与する人的資源の特性および安定性
はどのようなものか？



支援インフラは、どれぐらい充実している
か？



ファンド運用組織の特性および安定性は
どのようなものか？

上記の情報は、その定性的な性質上、規律ある評価
プロセスからもたらされたものでなければなりません。
さもなければ、リサーチは、ポートフォリオ・マネジャー
の主観的判断になってしまいます。この点に対処する
ために、定性的格付けは、一般にグローバルなベスト
プラクティスとのベンチマーキングを可能にする、明確
に定義された規準に依拠して行われます
最後に、指摘しておくべき重要な点が一つあります。
投資家はすでに、ファンドのファクトシート、定量的分
析およびファンド・マネジャーとのコミュニケーションに
アクセスしているため、ファンドの継続的な概観を提供
する、この情報の流れに何かを追加する必要はほと
んどありません。そのために、格付リサーチは、ファン
ドの最近のパフォーマンスよりむしろ、ファンドの構造
的な特徴、強みと弱みに焦点を当てるのが一般的と
なっています。当然の結果として、投資家は、定量的
格付けに比べて定性的格付けには変動が少ないこと
を見込んでおく必要があります。
分析プロセス
統計にのみ依拠する定量的格付けとは異なり、定性
的格付けには、ファンド・マネジャーとのやりとりが必
要となります。専門的な定性的格付けには、担当部署
の訪問を含む現場訪問が組織的に含まれており、こ
れは十分な情報に基づいた見解を得るために非常に
重要となります。
定性的格付けは、一般にモニタリングされ、定期的に
アップデートされます。

定量的格付けとは異なり、定性的格付けは、新設のファン
ドもカバーできる
現在、およそ 3 万のファンドを抱える欧州のファンド業界の
回転率は、10％前後です。換言すると、毎年、およそ 3,000
のファンドが創設され、3,000 が合併されるかクローズされ
ていることになります。残念なことに、少なくとも 3 年間の運
用実績がなければ、ファンドにとって通常、定量的格付け
は役に立ちません。
対照的に、定性的格付けは、そのようなファンドもカバーで
きます。例えば、運用実績が少ないかほとんどない場合、
運用チームが同じ投資戦略に厳密に従っているならば、
同じチームによって運用されている比較可能なファンドの
運用実績、またはそのチームの過去の運用実績を考慮に
入れることができます。運用実績（直接的なもの、または
代用となるもの）が全くないファンドの場合でも、投資プロ
セスと業務体制の定性的評価にのみ基づいて行われた格
付けが投資家の役に立ちます。その場合、「新設」または
「条件付き」の印が付けられるのが一般的となっています。

要点：
 ファンドの増大を背景に、投資家は、より情報
に通じている必要がある


法定文書やパフォーマンス・データベースだ
けでは十分ではない



定性的格付けは、投資プロセス、リスク対策、
業務体制に関する見識を提供する



定量的格付けと異なり、定性的格付けは、
ファンド・マネジャーとのやりとりを必要とする



定性的格付けは、ファンドの構造的特徴に焦
点を当てる



公開格付けの枠組みにより、リサーチが広範
に入手可能になる

リサーチの入手可能性：さまざまなモデル
定量的格付けは、一般に公開されていますが、定性的格
付けにはさまざまな配布モデルがあり、公開されているこ
ともあれば、契約ベースで提供されていることもあります。
公開格付けの枠組みは、リサーチを広範に入手可能にし
ます。格付けとリサーチは、広く配布され、ニュースサービ
スに送信され、専用ウェブサイトで簡単にアクセスできるよ
うになります。また、第三者のファンド・プラットフォーム上
で配信されることもあります。逆に、契約型モデルでは、リ
サーチへのアクセスは制限され、情報提供サービスという
よ りは 、アド バイザリー ・サービスの 性格を帯びます 。
UCITS によって欧州に登場した市場のような大規模な市
場には、オープンな配布システムを持つ公開格付けモデ
ルの方が適合しているように思われます。

当然の結果として、投資家
は、定量的格付けに比べて定
性的格付けには変動が少な
いことを見込んでおく必要が
あります。
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規制の観点

MiFID II
資産運用会社にとっての主な課題
マンミート・ラナ
（Manmeet Rana）
シニア・マネジャー
監査
デロイト UK

マイケル・フリン
（Michael Flynn）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

2011 年 10 月、金融商品市場指令（以下、「MiFID」）
の改定案が公表されました。この改定案には、
MiFID の改定版と新たな規制が含まれており、本論
ではこの二つを「MiFID II」と総称します。
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MiFID の変更は、現在の業務慣行の発展と幅広い規制変
更案を適用するための作業の調整という点において、資
産運用会社に数多くの課題をもたらします。しかし、変化に
素早く適応し、MiFID II の影響を利用して戦略的なビジネス
上の意思決定に生かすことができる企業にとっては、機会
ももたらします。
私たちは、MiFID II の影響を「推進戦略」「障害を乗り越え
る」「ギャップを埋める」という 3 つのトピックに分けました。
以下に、これらのテーマについて論じます。
推進戦略
現在の業務慣行に影響を与えると思われる主要な改定案
は、数多くあります。詳細の大半は、欧州証券市場機構
（以下、「ESMA」）によって起草される技術的基準書に盛り
込まれる予定であることから、これらの改定案は今後変更
される可能性があり、提案の全体的な範囲はまだ明確に
なっていません。

戦略的影響が及ぶ主な領域には、以下が含まれます。
市場
資産運用会社にとって最も重大な影響の一つはおそらく、
MiFID II によって促される市場の変化であり、結果的に、現
在の取引戦略と執行方法の大きな変更が必要となる可能
性があります。
一部の店頭（以下、「OTC」）デリバティブは、適格プラット
フォーム上で取引しなければならなくなります。しかし、こ
れらについてはまだ、ESMA によって定義されていません。
適 格プラットフォー ムには 、「 組織化 され た取引 施設 」
（Organized Trading Facilities、以下「OTF」）という、新たな
種類の取引場所が含まれます。OTC 取引の適格プラット
フォームへの移行がもたらす影響は、OTF がどのように定
義されるかに左右されると思われます。

持分証券に関しては、すでに取引前・取引後の透明性に関す
る要件が存在するものの、改定案は、それらの要件の適用
範囲を債券などの他の金融商品にも拡大しています。これら
の商品に対する強制的な取引前要件の導入は、市場におけ
る透明性と流動性に影響し、結果的に資産運用会社の取引
コストに影響する可能性があります。例えば英国では、確定
利付証券が運用資産の 36.1％1 を占めているため、確定利付
証券市場への影響は、資産運用会社にとって重大なものに
なりかねません。
資 産 運 用 会 社 は 、 執 行 方 法 と し て 高 頻 度 取 引 （ High
Frequency Trading、以下「HFT」）を利用している場合があり
ます。2010 年においては、HFT が市場全体の持分証券取引
のおよそ 38％を占めていたと推定され 2、ESMA のデータは、
HFT 業者が個々の取引プラットフォームにおける 2010 年第 4
四半期の総持分証券取引高の 40％から 70％を占めていたこ
とを示唆しています 3。
改定案には、アルゴリズム取引に関する追加要件も盛り込ま
れています。サーキット・ブレーカーをはじめ、より強固なコン
トロールを課すことで、市場の安定性が高まるものと思われ
ます。取引場所に定期的かつ継続的に、絶え間なく流動性を
提供するためにアルゴリズム取引戦略を要求する提案を受
けて、これらの戦略の運用者においては、代替的な執行戦略
が採用される可能性があります。これらの戦略を利用してい
る資産運用会社にマーケットメイクが要求されることも考えら
れ、それによって生じるコストは収益を圧迫するおそれがあり
ます。それに加えて、顧客の資金に関する利益相反にも対応
しなければなりません。これは、執行の質に影響を与えうるこ
の執行戦略を利用する買い手側企業の減少につながる可能
性があります。

1 英国における資産運用 2010－2011 年 IMA 年次調査）、IMA、2011 年 7 月
2 技術変化が市場の一体性および効率性にもたらす影響によって提起される規制上の問題）IOSCO 諮問報告書、2011 年 7 月
3 自動化された取引環境におけるシステムおよびコントロールに関する取引プラットフォーム、投資会社および管轄当局のためのガイドライン、ESMA による最終報告
書、2011 年 12 月
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報奨金（inducement）
改定案は、ポートフォリオ管理サービスの提供および
独立した助言の提供者の対価としての金銭的な報奨
金の受領について潜在的に禁止しています。
資産運用セクターに対する全体的な影響の程度は、
一任委託されている運用資産の比率が欧州各地で
異なることから、実施される運用活動の種類によって
異なると思われます。欧州ファンド・資産運用協会
は、最も影響が少ないのは、運用資産に占める一任
委託の割合がわずか 18％のギリシャと推定していま
す。一方、オランダでは 2009 年の運用資産の 81％が
一任委託されていました 4。
影響の度合いはまた、現在の収益モデルと各法域に
おける既存の慣行によっても異なります。例えば、現
在、英国の資産運用会社が執行手数料を使ってリ
サーチを購入することが可能となるコミッション・シェ
アリング契約（CSA）に影響が及ぶ懸念が指摘されて
います 5。UCITS 運用会社および販売会社は、販売モ
デルへの影響について検討しており、中には「B2C
（企業・一般消費者間取引）」モデルの構築を検討し
ているところもあります。一方、「独立」系の顧問会社
の場合、UCITS やその他のファンド・マネジャーから
割戻手数料を受領することが認められなくなります。

4 欧州における資産運用 2011 年：事実とデータ、EFAMA 発行、2011 年 5 月
5 AIMA 見解書－金融商品市場指令、AIMA、2012 年 1 月
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これは、以下の状況を招く可能性があります。






第三国企業

より多くの非独立系投資顧問会社が、より

改定案には、第三国企業に対する扱いの変更が

少数のファンド・マネジャーと結び付くことに

いくつか含まれています。その一つが、第三国の

より、最終投資家の選択肢が減るととも

業者がサービスの提供を申請できるようになる

に 、過去 10 年 の オープ ン ・アー キテク

前に欧州委員会（以下、「EC」）によって実施され

チャー化のトレンドが逆転する

る、当該国に関する同等性テストの導入です。ま

インフラコストを負担する体力のある大規

た、顧客基盤の区分によっては、追加的な要件

模資産運用会社の間で、「B2C」型のファン

も課せられます。なお、欧州経済地域（以下、

ド・プラットフォームが出現する

「EEA」）の企業が第三国の業者のサービスを求

投資ファンドから、保険のように透明性に

める場合については、カーブアウト（一部適用除

劣る投資商品に投資家の資産が流出する

外）が設けられます。英国の投資運用協会
（ Investment Management Association 、 以 下

現行の改定案に対しては、規制当局、業界団
体、企業が改定を提案していることから、数多く
の変更が加えられる可能性があります。実際、か
かる改定を提案しているファーバー報告書草案
は、顧客には報奨金の予想される規模について
のみ通知し、報奨金を全面的に禁止するのでは
なく、ポートフォリオ管理サービスを受けたときに

「IMA」）によれば、英国の機関投資家顧客のた
めに全世界で運用されている資産は、総額 2.2
兆ポンド 7 に上ります。この数字には、EEA 全域と
全世界で運用されている資産が含まれるもの
の、第三国企業に対する要件の変更が投資家と
資産運用会社の両方に対して持ちうる潜在的な
重要性を示していることに変わりはありません。

支払われたまたは受領したすべての報奨金を開
示する定期報告書 6 を提供することのみを要求し

他にも、仕組み UCITS を複雑な商品として定義

ています。

付けるなど、プロセスと手続に影響を与えうる変
更案が数多くあります。提案はまだ流動的であ
るため、影響の評価は困難な状況です。しかし、
企業は、主要な戦略的変更を検討し、これらの

私たちは、MiFID II の影響を「推進
戦略」「障害を乗り越える」「ギャップ
を埋める」という 3 つのトピックに分
けました。

変更案の影響を事業計画に織り込み始める必
要があります。

6 MiFID に関する草案、ファーバー、2012 年 3
7 英国における資産運用 2010－2011 年―IMA 年次調査 IMA、2011 年 7 月
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障害を乗り越える
企業は、今後数年にわたり適用しなければならな
い、広範な規制の変更に直面しています。MiFID
II の実施だけでも、一時的費用が 5 億 1,200 万ポ
ンドから 7 億 3,200 万ポンド、継続的費用が 3 億
1,200 ポンドから 5 億 8,600 ポンド 8 と推定されてい
ますが、この数字には、規制の変更にかかる全て
の費用が考慮に入れられているわけではありま
せん。例えば、市場の濫用に関する現行要件の
変更により、一時的な管理費用が 3 億 2,000 万ポ
ンド、継続的費用 2 億 9,700 万ポンドが発生すると
予想されます（加盟国には、さらに追加的な費用
が見込まれます）9。
規制の変更の全体的範囲を評価することで、さま
ざまな規制間の重複を利用することが可能になり
ます。企業は、さまざまな制定法（ドッド・フランク
法、AIFMD、PRIPS など）による業務上・事業上の
影響を相互に結び付け、要件が重複している部
分を特定する必要があります。例えば、MiFID II に
おけるガバナンス案は、資本要求指令 IV（CRD
IV）による変更案と合わせて考慮すべきです。

サーキット・ブレーカーを始
め、より強固なコントロールを
課すことで、市場の安定性が
高まるものと思われます。

さまざまな規制の変更の同時適用は、予想される適
用期限が大きく異なる場合は特に、必ずしも可能であ
るとは限りません（例えば、EMIR は 2013 年に適用さ
れる見込みである一方、MiFID の改定は、早くても
2014 年または 2015 年以降になる予定です）。また、
ESMA の技術的基準書を通じて追加の詳細が公表さ
れる可能性が高いため、変更の影響を全て評価する
ことはできません。しかし、一つの規制を遵守するた
めの新たなプロセスとツールを定める場合、これらの
プロセスとツールには、予想される規制の変更を織り
込むのに十分な柔軟性を持たせる必要があります。
ギャップを埋める
MiFID IIがもたらす変化は、大規模なものとなると思わ
れます。しかし、各国の規制当局がMiFID II案の諸側
面と関連する現地固有の変更を導入することから、変
化の度合いはEEAの各地域によって異なる可能性が
高いことが証明されています。
英国では、2013 年 1 月 1 日から適用される小売販売
改革（RDR）との間に、若干の関連性があります。RDR
は、「独立助言（independent advice）」の定義を改定
し、個人的な助言に関連して独立助言の提供会社が
報奨金を受領することを禁止します。しかし、大きな違
いがいくつかあります。RDR は、MiFID II には含まれて
いない「限定付きアドバイス（restricted advice）」を導
入しているほか、個人的な助言に関連して限定助言
の提供会社が報奨金を受け取ることも禁止していま
す。

8 欧州委員会が 2011 年 10 月に公表した MiFID および MiFIR 提案において示されている推定値に基づく
9 Commission Staff Working Paper. Impact Assessment（委員会スタッフ研究報告書 影響評価）、EC、2011 年 10 月
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オランダでは、一部の保険契約を含む幅広い複
雑な金融商品に対する報奨金の全面的禁止が
2013 年 1 月 1 日から適用される見込みです。オ
ランダの財務大臣は、ごく一部の金融商品に厳
しい規則を導入することによる危険に留意してお
り、いわゆる「ウォーターベッド効果」（一部にの
み厳しい規制を課すと、規制回避のため他の部
分にリスクを移転させる可能性があること）を防
ぐために、規制回避防止規則との公平な条件作
りに努めています。
これらの例は、MiFID II による変更以外にも、一
部の EU 規制当局によって導入される国内の措
置が、MiFID II によって要求される変化の度合い
と、結果的に企業がギャップを埋めるために実施
しなければならない作業量に影響する可能性を
示しています。

要点：


企業は、MiFID II が自社の事業モデルに
もたらすと思われる戦略的変更を評価し
なければならない。これらの早期評価に
より、MiFID II がもたらすビジネス機会をよ
り有利に利用できるようになる



機会を利用し、規制の変更の適用におけ
るコスト削減を達成するには、より広い規
制環境に対する変更案という文脈の中で
MiFID II を検討する必要がある



企業は、国内、EU および第三国の規制
の変更に注意し、企業、事業および商品
構成への影響を理解する必要がある
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カストディアンの責任
ファンドの預託機関の役割の進化
サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト・ルクセンブルグ

イザベル・パスク－ブロセ
（Isabelle Pasque-Broset）
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

エマニュエル・ミエット
（Emmanuelle Miette）
パートナー
監査
デロイト・ルクセンブルグ

譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS）を規制する最新の
欧州指令（UCITS IV）の全面適用はまだ先のことですが、関
係者はすでに、報酬と制裁体制の整備に加えてファンドの
預託機関（depositary）の役割と責任を取り上げる次の指令、
UCITS V に対する計画に着手しています。
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UCITS V は、オルタナティブ投資ファンド運用者指
令（以下、「AIFMD」）に沿って UCITS の預託機関
に適用される現在の枠組みを見直し、UCITS 運
用会社への報酬に関して新たな規定を導入する
ことを目的としています。提案は、2012 年第 2 四
半期に行われる見込みです。
規制の背景
欧州のファンドの預託機関に現在適用されている
枠組みは、1985 年の最初の欧州 UCITS 指令以
来、あまり進化していません。2008 年から、この
規制は、預託機能をめぐる新たなビジネスの現実
に対して、適合性の点で限界を見せ始めました。
第一に、適格商品が次第に複雑化し、事業を運
営するために必要なサービスとシステムのレベル
が上がり、ステークホルダーの数と地理的範囲が
拡大するのに伴い、業界は劇的に進化しました。
第二に、マドフ詐欺事件とリーマン・ブラザーズの
破綻は、預託機能に関連する弱みと新たな種類
のリスクを明るみに出しました。それに加えて、EU
加盟国の間で UCITS 指令の解釈にばらつきがあ
ることも、投資家の保護において不均等な環境を
生み出す一因となっていることは間違いありませ
ん。
実際、欧州委員会（以下、「EC」）は 2009 年以来、
UCITS の預託機能に関して、広範にわたる意見
公募を二回実施しています。これらの意見公募
は、UCITS 投資家の保護を強化するために、預
託機関の役割と責任に関する加盟国間の解釈の
ばらつきを特定することを狙いとしていました。
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同時に EC は、オルタナティブ・ファンド運用者を規制す
る AIFM 指令案を公表しました。この案は、適切な水準
の投資家保護はもとより、透明性が高く、堅固な規制の
枠組みを提供するために、預託機能に適用される規定
もいくつか導入しています。
UCITS の枠組みでは、UCITS ファンドの資産管理を委託
され、一定のファンドの監視機能を遂行しなければなら
ない預託機関は、ファンド・マネジャーから独立した事業
体です。換言すると、預託機関は、「独立した」サービス
を提供することによって、ファンド業界の主要な柱の一
つであるファンドの保護、ひいては投資家の保護を確実
ならしめます。AIFMD により、このようなファンド・マネ
ジャーと預託機関の間の独立性が要求されるようになり
ます。

実際、欧州委員会は 2009 年以来、
UCITS の預託機能に関して、広範に
わたる意見公募を二回実施していま
す。
カストディアンは、資産を保管する総合的役割を担って
いる一方、預託機関は、保護預り資産のグローバルな
監督も確保する必要があります。しかし、預託機関は、
監督を除き、その活動の一部を一つまたは複数のサブ
カストディアンに、特定の市場におけるプレゼンスと専門
性に応じて、委任することができます。

預託機関にとって何が変わるのか？

保護預り資産とその他資産の区別

適格性と本籍国

AIFMD は、金融資産を保護預りにできるものとそれ以
外の資産に区別しています。保管機能に関しては、資
産クラスアプローチが導入されています。一方には、
健全な預託機関チェーンを通じて保護預りにできる金
融商品（預託機関の帳簿上で開設された口座に登録
可能な商品、または預託機関に物理的に引き渡すこと
ができる商品）に関する保護預りの職務があり、もう一
方には、その性質上、保護預りにできない金融商品
（物理的な形のないもの、デリバティブ契約等）に関連
する資産監視の職務があります。

AIFMD と並行して、UCITS V は、預託機関として
活動する適格要件を MiFID 投資会社にも拡大す
るものと思われます。この適格要件の拡大は、
新たな企業に市場を開くことによって機会を生み
出します。一方、投資家保護を損なうことなく業
界において適切な公平な条件を確保するため
に、それらの企業も資本要件、投資家保護など
の点において同様の規則に従う必要が生じま
す。

保護預りにできる金融商品は、預託機関自身によっ
AIFMD は、EU域外のオルタナティブ投資ファンド
（以下、「AIF」）の預託機関を、当該第三国に設
立することを認めています。ただし、現地の規制
体制が EU と同等の有効なプルーデンス規制・
監督であることなど、特定の要件を満たしている
ことが条件となります。どの国がこれらの基準を
満たしているかを明確にするのは EC の責任と
なりますが、現時点ではまだ、若干の不確実性
が残っています。

て、またはその受任者（サブカストディアン）によって、
AIF の名義で開設された分別管理口座においてのみ
保有することができます。よって、AIF の名義で直接登
録されている金融商品は、それらが預託機関に物理
的に引き渡せる場合、またはその商品が直接的ある
いは間接的に預託機関の名義で口座に登録もしくは
口座に保有されている場合を除き、保護預りにするこ
とはできません。

69

UCITS に関しては、保管および現金監視の職務
に加えて、AIF の預託機関は、ユニットまたは持分
の売却、発行、買い戻し、償還または解約が法律
および目論見書に従って行われ、かつユニットま
たは持分の評価が法律および目論見書に従って
行われることを確実にする必要があります。ま
た、法律、目論見書または定款に抵触する場合を
除き、AIF 運用者が受領した指示を実行します。
賠償責任制度
AIFMD および将来の UCITS V の最も重要な特徴
の一つとして、賠償責任制度が明確にされ、統一
化され、拡大されます。AIFMD に基づき、金融商
品に損失が生じた場合、預託機関は全く同一の
金融商品、または代替できる場合、同等の金額
の 資 産 を 「 不 当 な 遅 滞 な く （ without undue
delay）」、AIF に返還する義務を負います。UCITS
V 案でも、同一の資産を返還する義務が要求され
ていますが、「遅滞なく（with no delay）」と、より厳
しい形で要求されています。
その結果、金融資産の完全かつ即時の返還とい
うこの概念は、ファンドの預託機関に多大な経済
的負担を課す可能性があります。例えば、サブカ
ストディアンが破綻した場合、または行政手続に
基づき凍結されている資産を受領した場合、投資
家への資産返却まで長い遅れが生じることがあり
ます。さらに、「遅滞なく」証券を返還することを
ファンドの預託機関に求めると、預託機関は、市
場で同一の証券を購入しなければならなくなり、
購入日から、証券が破産手続から解放される時
点までの当該証券の価値に対して追加的な市場
リスクを生じさせることになりかねません。
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賠償責任制度の強化というこの文脈においては、特
定の金融商品を現地の代行機関による保護預りとす
ることを法律で義務付けている国への投資につい
て、預託機関が責任の引き受けを拒否する可能性が
あります。これは、一部の新興市場における投資の
選択肢を限定することによって、投資家に影響を及
ぼします。
あるいは、一部の業界プレーヤーは、外部のサブカ
ストディアンに頼るよりむしろ、自社のネットワークを
特定の市場へと拡大することを検討することが考え
られます。いずれにせよ、直接保有できない資産に
関するサブカストディアン・ネットワークの選定手続の
ほか、事業の継続のための経済的条件に、大きな変
化が生じることが予想されます。預託機関は、自社
のネットワークと現在のあらゆる契約上の取り決めを
見直す必要があります。

カストディアンは、資産を保管
する総合的役割を担っている
一方、預託機関は、保護預り
資産のグローバルな監督も確
保する必要があります。

賠償責任の免除
AIFMD が、不当な遅滞なく金融商品を返還する義務の
契約上の免除の可能性を定めているとしても、現在の
UCITS V 案に従うと、「不可抗力」の場合を除き、そのよ
うな賠償責任の契約上の免除または移転の可能性は
全くないことに留意することが重要となります。加盟国
間での解釈のばらつきのリスクを残さないために「不可
抗力」の定義を指令によって明確にする必要があるな
らば、AIFMD と UCITS V の間のそのような不一致によっ
てもたらされる法律上の不確実性と混乱のリスクも説明
することができます。
実務的な側面
欧州全域という文脈で預託機関の規制環境を詳細に
説明したところで、次に、このトピックのより実務的な側
面、すなわち、「ファンド預託機関の日常業務において
どのような変化が生じるのか？」という問題を検討した
いと思います。
今後予定されているいくつかの厳格な規制を受けて、
預託機関がそれらに適応する必要性も相応に増えるこ
とになります
第一に、保管と監督に責任を負う唯一の機関であり続
ける一方で、業務モデルを適応させる必要があります。
サービス提供会社は、柔軟かつ実際的なカストディ業
務モデルを維持しようと努力していますが、監督機能を
拡大する必要があることも認識しています。監督は、
ファンドの預託機関の主要な責任であり、保管とは対照
的に、この機能を委任することはできません。
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そうは言っても、私たちは、ファンドのカストディアン
と預託機関が機能的な組織、法的枠組み、統制環
境およびデュー・ディリジェンス活動の見直しに引き
続き取り組むことも重要であると考えています。預
託機関の業務モデルは、伝統的業務をベースとす
るいくつかのグループにまとめることができます。基
本的に、統合資産管理サービスモデルと分離型資
産管理サービスモデルを区別することができます。
世界的なカストディおよび資産運用事業部門を運営
している金融グループの場合、ファンドのカストディ
および預託機能を内製化する傾向が生じると思わ
れます。一方、独立系の資産運用会社はむしろ、中
核的活動に重点を置き、外部業者にファンドのカス
トディ・預託機能を委任するでしょう。その結果、第
三者資産管理サービスが重要な市場になります
が、同時にグループ内で委託される活動よりも多く
の課題をもたらします。

サービス提供会社は、柔軟かつ実際
的なカストディ業務モデルを維持しよう
と努力していますが、監督機能を拡大
する必要があることも認識しています。
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外部資産運用会社へのファンド・カストディプラット
フォームの開放には、業務モデルの適応という点で、
機敏性が求められます。その結果、非グループ企業
へのオリエンテーションと日常的なサービス業務のた
めに、従来のグループ活動の事業機能と一致すると
は限らない、専用プロセスの確立が必要となります。
最初の課題は、基本的に顧客の財務的・組織的健
全性の監査で構成される、当初デュー・ディリジェン
スにあります。預託機関のターゲット顧客に関する
デュー・ディリジェンスの結果が純粋に肯定的なもの
ではない場合、潜在的な商業的リスクについて説明
する必要はありません。
 預託機関として、取引関係を円滑にするため

に、自らのリスク選好度を上げるのか？



AIFMD および将来の UCITS V 指令
の最も重要な特徴の一つとして、賠償
責任制度が明確にされ、統一化され、
拡大されます。
さらなる例として、預託機関が、ファンド、非伝統
的な代理人（例えば、プライム・ブローカー、デリバ
ティブ・ブローカー、伝統的プラットフォームでは適
格要件を満たさないターゲット・ファンド等に対する
証券代行機関）、および預託機関自身との間の関
係構築の責任を負うことを考えると、これを実際面
でどのように管理するか、ということが挙げられま
す。よく見られる市場の慣行は、ほとんどの場合、
こうした代理人は顧客によって選定され、預託機
関には通知されないことを示しています。


デュー・ディリジェンスの結果が低評価の場
合、顧客が指示する関係者からの資産を監督
するリスクを取るのか、それとも、代理人との
協働関係に対して自身の選定規準と潜在的な
拒否権を課すのか？

日常業務レベルでは、グループ外部の顧客は、特
定の技術上、サービス上および業務上の要求を
持っており、そのためにカストディアンと預託機関
は新たなプロセスを構築しなければならないか、
一番うまく行く場合でも、外部顧客に対応するため
に従来のビジネスモデルを修正しなければならな
いことが少なくありません。




複数の情報フロー（場合によっては、外部顧
客それぞれにつき一つのフロー）をサポート
できるぐらい、規模に応じた運用が可能な業
務モデルか？
手作業による取引処理活動が増える可能性
を受け入れられるか？
外部顧客のための特別な業務フローを支え
るために、グループの活動拠点と中核的研究
拠点から、十分なサポートが得られるか？

ここまでは、カストディ事業という点から、外部顧
客向けサービスに関して観察される主な課題に焦
点を当ててきました。
しかし、一般的な原則に戻ると、預託機関は、ファ
ンド資産がどのように投資され、常にどのように保
有されているかを把握することを法律によって義
務付けられています。現在の欧州の預託機能を
厳密に解釈すると、さらに疑問が生じるかもしれ
ません。




例えば、預託機関として、マイクロファイナン
ス・ファンドの資産の管理者として顧客から指
名されたマイクロファイナンス機関の当初お
よび継続的監視という点において、何をする
のか？
少なくとも、ファンド資産からマイクロファイナ
ンス機関への支払いに対する自身の日常的
な統制を変えることなく、顧客のデュー・ディリ
ジェンス（文書化され、利用可能であると仮定
して）に依拠するのだろうか？

預託機関が直面するもう一つの課題は、非伝統
的な代理人に対する照合プロセスです。この業務
において、ファンドの預託機関は、ファンド・アドミ
ニストレーターによって扱われているプロセスに依
拠しており、そのこと自体は規制によって禁止され
ていません。
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ファンド・アドミニストレーターがグループ企業で
ある場合、その照合活動に対して広範な
デュー・ディリジェンスを実施する必要があるだ
ろうか？



グループ外部のファンド・アドミニストレーターの
場合、照合プロセスに対してデュー・ディリジェン
スを実施するための正式な許可をファンドの取
締役会に求めるだろうか？



預託機関としての安心感を得るために、かつ
AIFMD を見越して、多大な経営資源の投入が
必要になると分かっていても、全ての取引の組
織的なミラーリング（システム上で複製）実施を
決定するだろうか？

私たちは、AIFMD と UCITS V がこれらの問いの多く
を明確にしてくれると確信しており、また、そう願って
います。いずれにせよ、預託機関の役割は、簡略に
上述した新たなビジネスの現実に合わせて変えら
れていくでしょう。ファンドのカストディアンと預託機
関の多くはすでに、組織内で必要となる変化を見込
んで、カストディ業務の健全性チェックを実施してい
ます。この問題に対するデロイトのアプローチは、非
常に実際的です。リスクベースの実務的な統制の
枠組みが預託機関による非効率的な監督を回避す
るカギとなります。統制の焦点は、預託機関の実質
的責任に置かれます。また、統制をどれだけ深く、
幅広く整備するかは、統制対象となる事業領域のリ
スクに照らして適切に調整されます（例えば、カスト
ディアンは、一株当たり純資産価値（NAV）の再計
算は求められない代わりに、間接的な照合プロセス
を慎重に監視します）。
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結論
現在の欧州の規制の枠組みと預託機関の新たな役
割は、十分に整合していません。UCITS V 指令と
AIFM 指令の間の整合性は、預託機関の職務および

要点：


現在の欧州の規制の枠組みと預託機関の新た
な役割は、十分に整合していない

賠償責任制度に関して最も重要です。UCITS と AIF
の間で職務の定義が一致せず、また、預託機関の賠



UCITS と AIF の間で職務の定義が一致せず、ま

償責任制度における基準が異なっていると、投資の

た、預託機関の賠償責任制度における基準が異

選択肢、プロセス、業務、システムおよびリスクという

なっていると、投資、プロセス、業務、システムお

点において、預託機関に重大なマイナスの影響を与

よびリスクに影響を与えかねない

えることは明らかです。このような状況は、規制上の



混乱と預託機関のコスト増大を招きかねません。
時期という観点からは、AIFMD が 2013 年 7 月に発効

い状況が生じる可能性がある


預託機関の業務モデルは、リスク評価、手続、シ
ステム、プロセスおよび組織という点において変

する一方で、UCITS の適用が 2014 年第 2 四半期以

わる必要がある

降になることを考えると、投資専門家の方が小口投
資家よりも安全性が高い状況が生じる可能性があり

投資専門家の方が小口投資家よりも安全性が高



実際的でリスクベースのアプローチを確立するた

ます。これが市場への適正なメッセージであるかどう

めに、預託機関がその統制の枠組みの適切性を

かは疑問です。このような異常な状況への対処が積

見直すには、今がちょうどふさわしい時期である

極的になされるのか、それとも消極的なものとなるの
かについては、まだ明確な見通しを立てられない状
態です。
目的は、優れた投資家保護と預託機関への過度の
負担との間での適正なバランスを見つけることです。
過度の負担は必然的に、この市場へのサービス提
供を継続する意欲を持つ関係者の幅を急激に狭め、
投資家にとってのコスト上昇につながります。預託機

最初の課題は、基本的に顧客の
財務的・組織的健全性の監査で
構 成され る 、当 初デ ュー・ ディ リ
ジェンスにあります。

関の業務モデルが大幅に再構築されることは、ほぼ
確実です。要約すると、預託機関は、リスク評価、手
続、システム、プロセスおよび組織という点において
適切に課題に向き合うための行動を起こす必要があ
る、ということになります。実際的でリスクベースのア
プローチを確立するために、預託機関がその統制の
枠組みの適切性を見直すには、今がちょうどふさわ
しい時期だと思われます。
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ファンド管理サービス提供会社
にとっての AIFMD
戦略的アプローチを採る
ブライアン・ジャクソン
（Brian Jackson）
ディレクター
資産運用アドバイザリー
デロイト・アイルランド

パトリック・ルーニー
（Patrick Rooney）
マネジャー
資産運用アドバイザリー
デロイト・アイルランド

マイケル・ブース
Michael Booth）
マネジャー
金融サービス監査
デロイト UK

オルタナティブ投資ファンド運用者指令（以下、「AIFMD」）は、その詳
細な実施措置が欧州委員会の監督の下で具体化する中、相変わらず
論議を呼んでいます。実施の一定の局面は、いまだに議論の的となっ
ていますが、新たな体制のための枠組みの大部分は明確にされていま
す。
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前広に指令に対応し、具体的な AIFMD 対策を策定
するファンド管理サービス提供会社はおそらく、この
新たな体制から最も多くを得ることができるでしょう。
本レポートでは、AIFMD が預託機関（depositary）と
ファンド・アドミニストレーターにもたらす主な課題と潜
在的機会をいくつか取り上げます。
現段階は、欧州委員会による最終的な実施措置を
待っている状態であり、おそらく 2012 年夏までには決
定されると予想されます。EU 加盟国はその後、2013
年 7 月までに、各国レベルで新体制を導入することに
なります。AIFMD の適用対象となる既存のファンド・
マネジャーには、指令の遵守のための準備期間とし
てさらに 1 年間の猶予が与えられますが、必要とされ
る膨大な業務上の変更を考えると、このスケジュー
ルは極めて厳しいものとなっています。
欧州委員会の規制草案に関する議論が水面下で続
いていることから、ファンド管理サービス提供会社と
預託機関に関する領域は、今後変化する可能性が
あります。委任に関する欧州委員会の見解は、現在
の運用会社モデルと外部委託契約に重大な影響を
与えかねません。新たな預託機関賠償責任制度の
下での担保の扱いも、変更される可能性がありま
す。いずれにせよ、サービス提供会社は、業務およ
びリスクの観点から新体制を推進する重要な役割を
担うことになります。したがって、サービス提供会社
は、欧州内外のファンド・マネジャーの要求に応える
ためだけでなく、AIFMD がもたらす機会を活用する絶
好のポジションにつけるためにも、できるだけ早期に
AIFMD に対する準備を整える必要があります。
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預託機関にとっての AIFMD
賠償責任
預託機関に関する規定は、新たな賠償責任制度とその関
連費用により、指令の中でもとりわけ論議を呼んでいる部
分です。AIFMD は、金融機関が保護預りしている金融商
品について、預託機関に一種の厳格責任を課しており、
かかる金融商品に損失が生じた場合、預託機関が不当
な遅滞なく代替しなければなりません。保護預りとなって
いる、ひいては厳格責任の対象となる資産の厳密な範囲
は、実施措置が進展する中で、論議を呼ぶ領域のままと
なっています。厳格責任の対象となる資産には最低でも、
譲渡可能証券（組込みデリバティブを含む）、短期金融商
品、および一部の集団投資事業の投資単位が含まれま
す。
なお、欧州証券市場機構（以下、「ESMA」）は、欧州委員
会への助言の中で、その考えには実務的でない点が数
多くあるとの理由で、保護預り資産に店頭（OTC）デリバ
ティブを含めることを排除する決定を下しました。現金預
金、プライベート・エクイティ持分および金融商品（集団投
資スキームの投資単位を含む）で、登録されていないもの
や預託機関の名義で保有されているものも、適用範囲か
ら除外されます。しかし、ファンド・オブ・ファンズと生命保
険証券ファンドは、保護預りの対象となり、預託機関は、
これらのタイプの資産の保護預りについて、正確な評価
および記録を維持するために新たな市場慣行を開発する
必要があります。

担保の扱いはおそらく、預託機関の賠償責任の
範囲に関して最も論議を呼ぶ点と思われます。
ESMA の助言は、担保として提供された資産を厳
格責任の対象から一般に除外するというものであ
り、それにより、現在の市場慣行を認めるととも
に、サブカストディアンではなくカウンターパーティ
として、プライム・ブローカーの役割を認めていま
す。しかし、担保をめぐる状況は現在はるかに不
透明であり、所有権の移転の有無によって異なる
扱いにつながる可能性があります。預託機関の賠
償責任制度に担保を含めることは、預託機関とプ
ライム・ブローカーとの相互関係に重要な影響を
もたらし、結果的に市場慣行の変化につながりま
す。
外的事象と賠償責任の免除
ある事象が「外的（external）」で「合理的に管理不能
（beyond reasonable control）」であり、その結果が
「不可避（unavoidable）」である場合に限り、預託機関
は、その賠償責任を免れることができます。これらの
規準および ESMA によるその解釈は、預託機関の賠
償責任の免除をいっそう難しくしています。というの
も、預託機関は、関連会社かどうかに関係なくサブカ
ストディアンの行為について賠償責任を問われるか
らです。例えば、預託機関は、サブカストディ・ネット
ワーク内で不正事件や破産が起こった場合の賠償
責任を負い続けることになります。会計上の誤謬や
業務上の障害のほか、サブカストディアンレベルで資
産の分別管理要件が適切に適用されていないこと
も、預託機関が賠償責任を負う「内的事象」にあたり
ます。預託機関の賠償責任が免除される外的事象
は、ESMA の助言により、不可抗力の天災、国家の
行為（例えば、国有化）、戦争、暴動または大規模な
動乱などの例外的な出来事に限定されています。
ESMA はまた、預託機関がサブカストディアンならび
にオルタナティブ投資ファンド（以下、「AIF」）および／
またはオルタナティブ投資ファンド・マネジャー（以
下、「AIFM」）との間で賠償責任の免除について契約
できる客観的事由を明確にしていますが、これらの
範囲も非常に限定されています。預託機関がその賠
償責任を免れるには、第三者に保護預りの職務を委
任するしか他に選択肢がない（例えば、法的制約の
結果として）か、あるいは預託機関の責任を免除する
ことが AIF とその投資家の最善の利益になると AIFM
が見なしているという理由がなければなりません。

デュー・ディリジェンス
リスク水準の上昇という理由だけでなく、AIFMD がこの点
に関して詳細な要求を定めていることから、預託機関は、
サブカストディ・ ネットワークに対するより高い水準の
デュー・ディリジェンスの実施に目を向けると思われます。
預託機関は、サブカストディとの契約上の取り決めを見直
し、サブカストディアンの任命と監視に関する方針および
手続を強化するとともに、サブカストディレベルでの資産
の分別管理について確実を期す必要があります。たとえ
現地法が理由で分別管理手段が不十分であっても、預託
機関は資産を可能な限り破産から守るためにどのような
追加的な取り決めを用意できるかを検討しなければなり
ません。損失が生じた場合、損失を防ぐことが不可能で
あったことを示す立証責任は預託機関が負うため、要求
されるデュー・ディリジェンスの水準は、合理的なものにと
どまらず、厳格で広範囲にわたっていなければなりませ
ん。この新たな水準のデュー・ディリジェンス負担には多
額の費用がかかり、リソースとテクノロジーへのさらなる
投資が必要となると思われます。
追加的な職務
新たな賠償責任制度に加えて、AIFMD は、預託機関の職
務および機能も明確にしています。これらに含まれるのが
保管、監視、現金監視、デュー・ディリジェンス、資産の分
別管理です。拠出と償還のキャッシュフローの監視に関
わる現金監視は特に、ほとんどの預託機関にとって新た
な要求となるものです。預託機関は、これらの取引に対し
てリスクを加重した監視をどの程度実施すべきか注視し
なくてはならず、標準的な市場慣行が出現するまでしばら
く時間がかかると思われます。また、これらの規則の適用
をめぐり、他の預託機関からの監視が厳しくなることも予
想されます。現金監視の職務は、現在ファンド・アドミニス
トレーターが提供しているサービスと類似しており、した
がって、強力なファンド会計機能を有していない預託機関
は、不利な立場に置かれる可能性があります。

預託機関に関する規定は、新たな
賠償責任制度とその関連費用によ
り、指令の中でもとりわけ論議を呼ん
でいる部分です。
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リスク・プライシング

市場への影響

新たな賠償責任制度の下では、預託機関は、新た

欧州の預託サービス市場の勢力図は、AIFMD の適

な賠償責任制度に基づくカストディ・ネットワークに

用後、劇的に変化すると思われます。リスクの増大

おける資産の損失のリスクと、そのリスクをカバー

と、それに関連して預託機関が保有することを要求

するための追加的な資本保有にかかるコストにつ

される資本水準の増大は、ファンド預託サービス事

いて適切なプライシング（値付け）を行わなければ

業の魅力を減少させるかもしれません。需要側で

なりません。既存のカストディ契約を検討し、資産

は、顧客は、最も規模が大きく最も安全なバランス

の種類と法域ごとにリスク特性がどのように変化し

シートを有する預託機関に引き寄せられ、市場で事

うるかを判断する必要があります。重要な課題の

業を行うプレーヤーの数が減少することが考えられ

一つは、サブカストディアンに関連するリスクは測

ます。一部のプレーヤーが撤退戦略を探る一方で、

定が難しく、あらゆる破綻やクレジットイベント（信

別のプレーヤーが市場シェアの拡大を試みることか

用事由）が預託機関にとって壊滅的な損失につな

ら、市場における買収・合併活動が活発になると予

がりかねないということです。預託機関が既存の顧

想されます。勝者となるのは、規模、資本、リスク・プ

客に対して一律の手数料値上げで対応しようとす

ライシングおよび世界的なカストディ・ネットワークと

ると、顧客からの強い抵抗に遭う可能性が高いだ

いう点で態勢の整った預託機関です。

けでなく、より重要なことに、預託機関の顧客ポー
トフォリオ全体にわたり著しいミスプライシングが生

預託機関は、自社が事業を行っている市場と既存

じます。やがて、その預託機関にはリスクの高い顧

のサブカストディ契約の費用対効果分析を実施する

客ばかりが引き寄せられ、リスクの低い顧客は、リ

必要があります。もはやカストディ・サービスの提供

スクの測定とプライシングの能力の高いサービス

が実行可能ではない市場が特定されることもあれ

提供会社に移っていってしまいます。したがって、

ば、新たなリスク水準を反映させるために、手数料

預託機関にとっての課題は、追加的なデュー・ディ

の引き上げを目指す預託機関も出てくるでしょう。結

リジェンスとコンプライアンス責任に基づくリスクの

果的に、新興の未開拓市場への投資は、そのような

プライシングを行うと同時に、リスクを効果的に測

市場に対する需要が急速に伸びている時期に、今

定し、プライシングする能力を開発することだと言

までよりはるかに多くの費用を必要とする可能性が

えます。これは、包括的な一連のリスク要因とシナ

あります。グループ内に幅広いサブカストディ・ネット

リオに基づき、リスクを正確に評価し、プライシング

ワークを持っている、あるいは構築できる預託機関

する強力なデータ分析を利用した効果的なリスク

は、その支店網を利用して、リスクを軽減することが

モデルの開発を必要とします。効果的なリスクモデ

できます。そのため、以前は外部のサブカストディア

ルおよびプライシングモデルを開発する能力を持

ンに依存していた法域において、預託機関がカスト

つ預託機関は、AIFMD の下で、他社よりも健全な

ディ活動を実施するために新たな支店を開設するこ

財政状態となり、この強みを生かして市場で真の

とが予想されます。預託機関によっては、一部の法

差別化を図ることができます。

域間の戦略的関係の構築を目指したり、特定の専
門分野の開発を目指したりすることも考えられます。

ある事象が「外的」で「合理的に
管理不能」であり、その結果が
「不可避」である場合に限り、預
託機関は、その賠償責任を免れ
ることができます。
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適切なモデルを開発している預託機関にとっては、
真の成長機会が生まれることになります。現在は預
託機関を任命していない様々な企業が今後はそうす
ることを要求されるため、市場の全体的規模が成長
することは確実です。これは特に、プライベート・エク
イティや不動産などのセグメントに当てはまります。
プライベート・エクイティ持分と不動産は、厳格責任
体制の適用対象とはならないため、これらの事業体
の預託機関として機能を果たすことは、EU 域外の信
用機関にとって特に魅力的なものになります。EU 域
外のファンドを私募で EU に売り込んでいる EU 域内
の AIFM は、AIFMD に基づき、預託機関の職務を遂
行する一つまたは複数の企業を任命しなければなり
ません。ファンド・マネジャーは、社内では実施できな
いこれらの機能を遂行するために、サービス提供会
社からの追加的なサポートを求める可能性がありま
す。2015 年から発効する予定の第三国パスポート制
は、EU 域外のファンド・マネジャーによって運用され
ている EU 域外のファンドに対して預託機関制度の完
全な遵守を要求することから、預託サービスの新た
な市場を作り出します。

預託機関は、共通の基準、方針および手続を策定し、
EU 市場全域で統制と監視を一元化できるようになりま
す。こうした発展は全て、大規模で、豊富な資本を備
え、高度に効率的であり、高度に専門化された預託
サービス提供会社の出現を示唆しています。
ファンド・アドミニストレーターにとっての AIFMD
「ファンド・アドミニストレーター」という用語は、指令に
おいて特に具体的に言及されていません。しかしなが
ら、指令のさまざまな実務面、特に当局向け報告、投
資家向け報告およびリスク報告、流動性特性の傾向分
析ならびに複雑な評価に関して、投資運用会社がファ
ンド・アドミニストレーターを頼みにすることは間違いあ
りません。AIFMD はファンド・アドミニストレーターにとっ
て、付加価値サービスを提供する機会、そして、手数
料引き下げを求める強い圧力と市場のボラティリティが
利益率を引き下げている時代の中でも収益性を高める
機会をもたらします。

UCITS V とその先
UCITS V 指令草案は、最近の金融危機の最中にあ
ぶり出された預託機関規則の不整合を解消するため
に、AIFMD に続いて、EU 全域における預託機関の職
務と賠償責任の統一化を目指しています。
両指令が預託機関の作業量、賠償責任の水準、コス
トを増大させることは明らかです。一方で、両指令
は、預託サービスに関する EU パスポートと、業務効
率の向上とスケール・メリットの実現を可能にする共
通の預託サービス市場の下地を作っています。
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EU にファンドを売り込む EU 域外のファンド・マネジャーも、
この報告の実施を要求されるため、これらの要件を満た
すために現地のファンド・アドミニストレーターからの支
援を必要とすることはほぼ確実です。
ファンド・アドミニストレーターはすでに、当局向け報告の
ために必要な基礎データの大半にアクセスできることか
ら、これを追加サービスとして提供できる理想的な立場
にあります。成功は、手作業による入力とオペレーショナ
ル・リスクを最小限に抑える、価格競争力のある自動化
ソリューションをアドミニストレーターが提供できるかどう
かにかかっています。新たな投資家向け開示要件は、
透明性の向上を望む市場の要求と相俟って、カスタマイ
ズされた投資家向け報告のソリューションを開発する機
会をもたらしています。可能な限り、効率性を高め、時代
遅れにならないシステムを実現するためには、米国にお
けるフォーム PF や EMIR1 など、報告と透明性に関する
他の取り組みとの業務上の相乗効果も識別する必要が
あります。
報告
AIFMD の目的の一つは、システミックリスクを監視する
ことであり、この監視は、AIFM の規制当局への報告を
通じて行われることになっています。報告は、各ファン
ドについて、AIFM によって運用されている資産の水準
に応じて、四半期ベース、半期ベース、または年次
ベースで要求されます。ESMA は、投資の特性、リス
ク、流動性およびレバレッジに関する詳細な報告を求
める 16 ページのテンプレートを定めています。四半期
ごとに、運用している各ファンドについて用紙に記入す
るために要する時間とリソースは多大なものとなり、中
規模から大規模なファンド・マネジャーの場合、その費
用は数十万ユーロにも上るとも考えられます。そのた
め多くの場合、ファンド・マネジャーは、コストを最小限
に抑え、中核的活動に注力するために、この複雑で、
業務負荷の高いプロセスの外部委託を目指すことにな
るでしょう。

リスク報告と流動性特性の傾向分析
AIFMD には UCITS のリスクマネジメントの枠組みの大半
が取り入れられており、多様なオルタナティブ・セクター
に関する新たな統一的なリスクマネジメント基準の適用
を要求しています。これは、ファンド・アドミニストレーター
にとって、追加的なリスク報告を提供し、そのミドルオフィ
ス機能とコンプライアンス能力を高めるさらなる機会を生
み出します。AIFMD はまた、ファンド・マネジャーに対し、
原資産の流動性特性を償還方針に照らして監視し、そ
れらが整合的であることを確かめることを要求していま
す。ファンド・アドミニストレーターは、この流動性特性の
傾向分析を実施し、流動性ストレステストのための分析
を提供するのに有利な立場にあります。

リスク水準の上昇という理由だけでなく、AIFMD がこの点に関して
詳細な要求を定めていることから、預託機関は、サブカストディ・
ネットワークに対するより高い水準のデュー・ディリジェンスの実施
に目を向けると思われます。
1 OTC デリバティブ、セントラル・カウンターパーティおよびトレード・リポジトリ（取引情報集積機関）に関する欧州議会および理事会の審議中の規制で、一般に「欧州
市場インフラ規制（European Market Infrastructure Regulation、EMIR）と呼ばれている。
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評価
指令は、ファンド資産の評価に対する最終責任を負う
のは AIFM であるものの、その評価を「外部評価者」に
委任することができ、その外部評価者が今度は AIFM
に対して賠償責任を負うことを明確にしました。ESMA
の最終助言は、AIFM またはその他のソースから入手
した数値を組み込んでいる第三者アドミニストレー
ターは、この活動だけでは「外部評価者」にはあたら
ないことを明らかにしています。AIFMD により、評価に
関するさまざまな当事者間の契約上の取り決めにつ
いて、慎重な検討が必要となります。第三者アドミニ
ストレーターに対し、外部評価者の役割の遂行が求
められるようになるかもしれません。これは、追加的
な賠償責任を伴う可能性があり、アドミニストレーター
の中にはかかる責任を引き受けたがらないところもあ
れば、専門的に高度な資産評価などの新たな評価
サービスを提供する機会と見るところも出てくる可能
性があります。

要点:


AIFMD の新たな賠償責任制度は、リスクを
増大させ、ひいては預託機関の業務コスト
を増大させる。これらの新たなリスク水準の
適切な測定とプライシングが課題となる



効果的なリスクモデルおよびプライシングモ
デルを開発できる預託機関は、AIFMD の下
で、より健全な財政状態となり、この強みを
生かして市場で真の差別化を図ることがで
きる



AIFMD を受けて、預託サービス市場におけ
るプレーヤーの数が減少する可能性があ
る。広範にわたる系列のサブカストディ・ネッ
トワークを保有する、または戦略的提携関
係を構築している、豊富な資本を備えた大

適切なモデルを開発している
預託機関にとっては、真の成
長機会が生まれることになりま
す。

規模な預託機関が勝者となる可能性が高い


現在は預託機関を任命していない様々な企
業が今後、AIFMD に基づきそうすることを要
求されるため、市場の全体的規模が成長す
ることは確実である



AIFMD と UCITS V の両方が、預託サービス

積極果敢に取り組む

に関する EU パスポートと、業務のさらなる

AIFMD は、コンプライアンス、業務、販売に広範な影
響を及ぼし、その影響は欧州以外にも波及すると思
われます。EU 域内に本拠を置くファンド・マネジャーだ
けでなく、EU 域外のファンド・マネジャーも、この新た
な体制を切り抜けるために、今までより多くの業務サ
ポートを必要とするようになります。変わりつつある新
たな環境において、サービス提供会社は、自社の市
場における位置付けと経営モデルの検討を迫られま
す。EU の預託機関は、さまざまな新たな要件とオペ
レーショナル・リスクの増大に直面していますが、この
新しい体制は、成長市場において市場シェアを獲得
する機会ももたらしています。ファンド・アドミニスト
レーターにとって、AIFMD は、収益性を高めるととも
に、AIFMD による業務上の課題に対処する中で顧客
との戦略的パートナーシップを深める道を開く可能性
があります。個別化された AIFMD ソリューションを開
発することによって市場の要求に迅速に対応する
サービス提供会社は、これらの高度な能力を通じて、
真の競争上の優位を確保することができるのです。

合理化とスケール・メリットを可能にする共
通の預託サービス市場の下地を作っている


ファンド・マネジャーは、当局向け報告、投資
家向け報告およびリスク報告、流動性特性
の傾向分析ならびに複雑な評価に関して、
ファンド・アドミニストレーターに支援を求め
るようになる



成功は、手作業による入力とオペレーショナ
ル・リスクを最小限に抑える、価格競争力の
ある自動化ソリューションをアドミニストレー
ターが提供できるかどうかにかかっている
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最新ニュース

欧州市場インフラ規制(EMIR)
2012 年 3 月 29 日、欧州議会は、EMIR の最終稿を
採択しました。EMIR は、カウンターパーティ・リスク
およびオペレーショナル・リスクを軽減し、透明性
を高め、市場の一体性を強化することにより、効
率的で安全かつ健全なデリバティブ市場の実現を
目指しています。
EMIR は、最終的な確定後、2013 年 1 月 1 日から
の適用が見込まれており、以下を導入します。

EFC カテゴリー報告書の発表と合わせて、3,296
のクロスボーダー・ファンド（13,048 のシェアクラ
ス）がどの EFC カテゴリーに属するかを示す
EFAMA スプレッドシートも公開されています。こ
れらのファンドは、欧州最大のファンド運用グ
ループに所属するものも含め、125 のファンド・マ
ネジャーによって販促されています。



二者間で清算された「店頭」（OTC）デリバ
ティブのカウンターパーティ・リスクとオペ
レーショナル・リスクを軽減する措置を伴う、
適格 OTC デリバティブの清算義務



中央清算機関（CCP）に関する共通規則

アバディーン／サンタンデール税還付請求



OTC デリバティブの報告義務



CCP 間の相互運用性の確立に関する規則

ECJ、ファンドへの配当金に課せられる源泉徴収
税に関する仏の規制に判決



トレード・リポジトリ（取引情報集積機関）の
コンセプト

強制清算義務が適用され、かつ、適格デリバティ
ブを扱う者は、関連する CCP の清算メンバーとな
ることによって、あるいは清算メンバーである企業
の顧客になることによって、それらのデリバティブ
を清算することを義務付けられます。この規制の
予想される影響として、規制が発効する前に、必
要な清算関係を構築することを検討することが含
まれます。
EFAMA、新たに 6 つのファンド区分を発表
2012 年 4 月 23 日、欧州ファンド・資産運用協会
（EFAMA）は、全ての業界ステークホルダーによる
欧州ファンド区分（European Fund Classification、
EFC）の使用を促すために、全カテゴリーを表示し
た報告書を公表しました。この区分システムは、全
ての利害関係者、特にファンド販売会社が、同等
の投資戦略を使うクロスボーダー・ファンドと国内
ファンドの両方をグルーピングできるようにするた
めに開発されました。
このシステムでは、投資ファンドは、以下の 6 つの
カテゴリーに分類されます。
1.エクイティ・ファンド
2.ボンド・ファンド
3.マルチアセット・ファンド
4.マネー・マーケット・ファンド
5. 絶 対 収 益 型 革 新 戦 略 （ absolute return
innovative strategy）
6.その他ファンド
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EFC 規準によるファンドの区分は、ファンドの保
有資産ポートフォリオに基づき、中立的な区分管
理者によって行われます。EFC のカテゴリーによ
り、ファンド・グループは、グループの各ファンド
が属する特定の EFC カテゴリーを識別できるよう
になります。

欧州司法裁判所（ECJ）は 2012 年 5 月 10 日、居
住者である投資ファンドへの配当金に対する課
税を免除する一方で、非居住者である投資ファ
ンドへの配当金に対して源泉徴収税を課してい
るフランスの規則が EU 法に反するとの判決を下
しました。ECJ はまた、フランスとフランス以外の
投資ファンドの扱いを比較するにあたり、投資家
の税務上の扱いを考慮に入れる必要はないと示
唆しました。
かかる判決を受け、フランス政府は ECJ に対し、
2012 年 5 月 10 日より前にフランスの税務当局に
提出された税還付請求のみが有効となるよう
に、当該判決の効力の対象を、判決日より前に
申請された税還付請求に限定することを要請し
ました。ECJ は、かかる制限の適用を拒否してい
ます。したがって、フランスにおいては、依然とし
て、EU 域内および EU 域外の投資ファンドは、時
効成立までの間、税還付請求を申請することが
できます.
この事件は、Aberdeen Property Fininvest Alpha
Oy 事件に関する 2009 年 6 月 18 日の判決に従っ
ています。

Link'n Learn 2012
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。これらのウェビ
ナー・トレーニング・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
5月3日

移転価格

9 月 27 日

ソルベンシーII－第 2 の柱の課題と ORSA

5 月 10 日

AIFMD：知っておくべきこと

10 月 4 日

プライベート・エクイティ・ファンド概論

5 月 24 日

MiFID II

10 月 18 日

イスラムファンド概論

6月7日

リスクと資本：バーゼル II からバーゼル III へ

10 月 25 日

デリバティブ商品概論（第 1 部）

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

11 月 8 日

デリバティブ商品概論（第 2 部）

11 月 15 日
6 月 28 日

税金と不動産ファンド概論

カストディの枠組みの進化：
ターゲット 2 証券と UCITS V

7月5日

取引サイクルと純資産価値計算

11 月 22 日

投資ファンドの投資制約

7 月 12 日

誤謬の処理と希薄化防止手法

11 月 29 日

ファンドにとっての IFRS 概論

9 月 20 日

ETF とインデックス・トラッカー・ファンドの
概論と最新情報

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

85

連絡先一覧

86

87

連絡先一覧

Stuart Opp
Partner - DTTL Investment Management Sector
Leader
Phone: +44 2 073 036 397
Email: stopp@deloitte.co.uk
Vincent Gouverneur
Partner - EMEA Investment Management Leader
Phone: +352 451 452 451
Email: vgouverneur@deloitte.lu

当リストに掲載されている各
国の専門家に遠慮なくご連絡
ください。

Cary Stier
Partner - U.S. Investment Management Leader
Phone: +1 212 436 7371
Email: cstier@deloitte.com
Jennifer Qin
Partner - Asia Pacific Investment Management
Leader
Phone: +86 10 8520 7788 7131
Email: jqin@deloitte.com

Deloitte（デロイト）は多くの専門分野にわたるサービス機関ですが、特にクライアントとの監査関係が存在する場合、独立性の問題や他の利益相反が発生
する可能性があるため、クライアントに提供できるサービスの種類について一定の規制上・職務上の制限を受けます。デロイトが貴社に提供することを約束
するサービスは、いかなるものであれ、適用される制限を全面的に遵守します。
ルクセンブルグの法令は絶えず改正や改訂がなされるため、デロイトは本文書の内容についていかなる責任を負うこともできません。本文書は、一般情報
の提供のみを目的としており、貴社担当のデロイトのアドバイザーに相談する必要性に代替するものではありません。
デロイト トウシュ トーマツ リミテッドについて：
Deloitte（デロイト）は、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）及びそのネットワーク組織を構成するメンバーファーム
のひとつあるいは複数を指します。デロイト トウシュ トーマツ リミテッド及び各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。その法的な
公正についての詳細は www.deloitte.com/lu/about をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャルアドバイザリーサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアント
に提供しています。全世界 150 ヵ国を超えるメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向け
て、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約 182,000 人におよぶ人材は、”standard of
excellence”となることを目指しています。
©2012 Deloitte General Services
Designed and produced by MarCom at Deloitte Luxembourg
Translation: © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu LLC 無断転載を禁じます。

