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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、そして新しい読者の皆様
はじめに、皆様や皆様のご家族に新年のご挨拶を申し上げます！2012 年は私たちの業界にとって非
常に厳しい年となり、今年も業界のデシジョンメーカーによる同じレベルの戦略的かつオペレーショナル
及び機能的な努力が必要となるでしょう。「パフォーマンス」は 10 号目を迎えました！ 2009 年終盤に
EMEA 金融サービス業界（FSI）向け「As One」イニシアティブの一環として創刊した「パフォーマンス」
は、デロイトの代表的かつユニークな国際刊行物となりました。それは、各号を発行するたびに読者の
皆さまから寄せられる多くのコメントなしには、決して達成できませんでした。「パフォーマンス」の発行を
継続することができたのは、読者の皆様やレポートを執筆して下さった方々のおかげです。
2-3 週間前、私たちはデロイトの EMEA 投資運用リーダーシップチームと、業界の強み、弱み、問題
点、機会について、長時間に渡るブレインストーミングを行いました。私たちの大きな強みは、市場の混
乱にもかかわらず運用資産（AUM）が着実に推移していることや、国際的な事業展開、優れた人材やイ
ノベーションにあると考えています。私たちは過去数年やってきたように、ロビー能力やオペレーショナ
ルな効率性の改善、インフラストラクチャーの標準化、商品構成の合理化に引き続き取り組んでいく方
針です。
同時に、投資運用業界にとって、今後の見通しに対する自信につながる大きな機会が提供されている
ことも忘れてはなりません。マクロ経済面でも、GDP の見通しは世界経済の安定化に向けた動きが続く
可能性を示しています。また、私たちの業界に立ちはだかっている規制措置も、FSI における業界の立
場を強化する役割を果たすと思われます。
デロイトのグローバル FSI リーダーシップは最近、今後 2-3 年の野心的なプランを策定しました。私た
ちの主な目標の一つは、イノベーションの分野において顧客や見込み客から信頼されるアドバイザーと
なることです。私たちは、イノベーションや人材は常に投資運用業界の成長を促す牽引役を果たしてお
り、それは今後も永遠に変わらないと認識しています。新たなアイデア創出に向けた私たちのグローバ
ルなリーダーシップによるコミットメントは投資運用業界に間違いなく貢献し、業界をさらに発展させる上
でデロイトが主たる役割を果たしていく要因になると確信しています。

ジェニファー・チン

ロジャー・ダーセン

アジア・パシフィック投資運用リーダー

DTTL グローバル・マネジングディレクター
人材、顧客、サービス担当

「パフォーマンス」は私たちの最も重要な、あるいは「ホットなテーマ」のレポートを取りまとめた刊行物で、年 3 回発行されます。その多彩なレポートは、デロイトの多分野にわ
たるアプローチを反映しており、アドバイザリー・コンサルティング、監査および税務に関す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」の範囲は広範囲に及ぶことが見込まれ、私たち
としては、資産管理サービスおよび資産運用のバリューチェーンの関係者と参加者すべてに、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」は創刊して以来、第 10 号を迎えまし

また、これを機会に、世界中の投資運用業界における顧

た。時が経つのは早いもので、このグローバルな投資情

客の皆様にも「パフォーマンス」に参加していただきたい

報誌は、デロイト・グローバルのユニークな出版物として

と考えています。私たちは創刊時から、外部の方々によ

広く認知されるようになりました。

る寄稿を大いに歓迎しており、2013 年はそうした寄稿をさ
らに増やすことを目標としています。

デロイトのグローバルな FSI リーダーシップは、2015 年
度の目標を策定しました。その中で、米州と EMEA を統

新年おめでとうございます。そして、皆様のご支援に

合し、アジア太平洋地域でさらなる成長を目指す必要性

深く感謝いたします。

が示されました。私たちは、投資運用に関しては、デロイ
ト及び顧客レベルの双方において世界的な投資運用ネッ
トワークの協調を進めていく上で、「パフォーマンス」が重
要な役割を果たすものと考えています。
本号では、ターゲット・オペレーティング・モデル、クロス
ボーダーでの UCITS の合理化、利回り追求、プライベー
トエクイティ及び不動産、AIFMD、税制に関する詳細な分
析、IFRS 10、コンスタント NAV マネーマーケットファンド、
中国における投資運用規制などの問題について、私たち
の洞察や見解を提供いたします。

サイモン・ラモス
編集主幹

パスカル・ケーニグ
フランス投資マネジメント部門
リーダー

連絡先
サイモン・ラモス
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
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

ターゲット・オペレーティング・
モデルの改善
リーン及びシックスシグマ・
イニシアティブの利点を活用
ドロシー・シュミット

アントニオ・ケンフ

ラース・ビアマン

（Dorothea Schmidt）

（Antonio Kempf）

（Lars Biermann）

パートナー

ディレクター

シニアマネジャー

フィナンシャル・サービシス・

フィナンシャル・サービシス・

フィナンシャル・サービシス・

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

デロイト

デロイト

多くの銀行がリーン（筋肉質の）及びシックスシグマ・イニシアティブ
を追求していますが、それらの恩恵を完全に活かしている銀行は
わずかに過ぎません。本稿では、オペレーティング・モデルを
どのように見れば、P&L に限らず目に見える水準を超えてトータル
リターンを引き上げるための、統合されたイニシアティブを定義でき
るのかについて説明します。
業界の低い伸び、および効果のないイニシアティブ・ベース

その一方で、自己資本規制や規制要件は強化されていま

のコスト削減

す。その結果、日々新たな規制を実施し遵守するために要

2008 年以降、資産運用業界は投資家の慎重なスタンスに

するコストが、アセットマネジャーのコストベースを押し上げ

直面しており、平均すればリテールファンドから投資資金

ています。マージンが低いパッシブ運用商品への資産シフ

がネットで流出してきました。伝統的にアセットマネジャー

トが、規制強化に伴うコスト増とあいまって、資産運用業界

のマージンが高いマネジドファンドがもはや個人投資家か

全体の収益性を圧迫しています。

ら見向きもされなくなったことも、リテールファンドのマネ
ジャーにとって逆風となっています。マネジドファンドは平

そうした動きはデロイトの内部リサーチでも明らかになって

均で 110 bps 前後の手数料を取っていますが、パッシブ運

おり、グラフ 1 では、ビジネスのオペレーティング・モデルが

用商品（ETF など）のマージンは平均 45 bps 程度に過ぎま

収益性の押し上げ要因になっているか、それとも圧迫要因

せん。その結果、リテールビジネス全体で運用手数料を生

になっているかについて、主な項目をまとめています。デロ

み出す基盤が損なわれています。

イトのリサーチ結果は、伝統的な投資商品（アクティブ運用
のリテールファンド）と、富裕層の個人投資家に焦点を合わ

個人投資家の資金流出は、2011 年に投資額が過去最高

せるという 2 つの要因が、運用資産のリターン（Return on

に達した機関投資家からの資金流入で部分的に補われ

Assets under Management and Administration: RoAMA）に

ています。しかし、パッシブ運用商品の運用手数料は伝

及ぼす影響の意味で、最も重要な収益性要因になってい

統的に低い―45 bps 前後―ため、アセットマネジャーは

ることを示しています。それに対し、パッシブな市場連動型

すべての運用部門で平均的な収益性は低下しています。

運用商品と幅広い顧客に対するサービス提供が、RoAMA
にとって最大のマイナス要因となっています。

グラフ 1: それぞれの要因が収益性に及ぼす影響
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グラフ 2: ドイツのアセットマネジャーによる
プロセス最適化技術の利用

グラフ 3: ドイツの上位 6 アセットマネジャーの利益に対するコストの比率

190%

150%

64%

対利益コスト比率

ﾘｰﾝ
利用せず

9%

170%

ｼｯｸｽｼｸﾞﾏ

27%

130%
110%
90%
70%
50%
30%

出所: アセットマネジャー、カストディアン、資産サービス
プロバイダー47 社を対象にデロイトが実施した調査（2012 年）

2007

2008

2009

2010

アセットマネジャー 1

アセットマネジャー2

アセットマネジャー3

アセットマネジャー4

アセットマネジャー5

アセットマネジャー6

2011

アセットマネジャーはそうした状況への対応策を講じ始

リーン（筋肉質の）及びシックスシグマ
を活用すれば、組織はタイムリーに不
安定な市場環境に対応できるようにな
ります。

めており、多くの会社は包括的な効率性改善策や、少
なくとも 一時的なコスト削減プログラムに着手していま
す。収益性を圧迫している要因に対して現在講じられ
ている対応 策の中では、リ ー ン及びシ ック スシ グマ関
連のイニシアティブが特に幅広く活用されています。デ
ロイトが分析したアセットマネジャーのうち、リー ンある
いはシ ックスシ グマのような体系的なイニシ ア ティブを
講じていない会社はわずか 27%に過ぎませんでした。し
かしながら、グラフ 3 を見れば、それらのイニシアティ
ブは今のところ目立っ た効果を上げていないことが分
かります。
リーンやシ ック スシグマのイニシア ティ ブが CIR（costincome ratios: 利益に対するコストの比率）にもたらすプ
ラス効果は、他の外的要因でかき消されている可能性
があります。そのため、利益に対するコストの比率だけ
に注目しても、それらのイニシアティブが効果を上げて
いるかどうかは、はっきり分かりません。運用資産
（Assets under Management: AuM）―最大の収入源―
と、アセットマネジャーのスタッフ数―二大コスト要因の
一つ（IT に次いで）―を調べれば、さらに詳しく分析する
ことができます。
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グラフ 4: 運用資産総額とスタッフ数の変化率（%）

出所：BVI

従業員の増加に対する AuM の伸びを見ると、AuM が増

そのため、AuM の伸びにとらわれず、必要なスタッフ数を長期的に

加してから 1－2 年遅れて従業員も増えていることが分か

減らすことが可能になります。その結果、スタッフ数は概ね安定して

ります（グラフ 4 の比較参照）。これはタイムリーな動きと

推移するか、あるいは長期的に減少傾向が続くと思われます。ス

は言えません。長期的に見れば、従業員数は資産の変動

タッフ数の増加が正当化されるのは、AuM が永続的に拡大した場

とほぼ足並みをそろえる形で変動しており、減少していま

合に限られます。KPI は早期警戒信号を発するため、相殺できない

せん。こうした傾向は、筋肉質の（リーン）組織や、シックス

スタッフ数の調整がタイムリーに行われることになります。

シグマを採用している組織では見られない現象です。
そのため、CIR に及ぼす影響が見られないとすれば、リーン及び
リーン及びシックスシグマを活用すれば、組織はタイムリー

シックスシグマによる節減を覆すような補完的効果によるものでは

に不安定な市場環境に対応できるようになります。リーン

ない可能性が高いと思われます。むしろ、それらの手法が効果を生

やシックスシグマ・イニシアティブの中核を成している、柔

むように正しく用いられていない可能性の方がはるかに高いと考え

軟で最も拡張性を備えたプロセスである生産性 KPI など

られます。組織を最適化するには、多くのリーン及びシックスシグ

のツールや他の手法は、その基盤を提供しています。

マ・イニシアティブがそうであるように、内部プロセスだけに注目して
取りかかるべきではありません。最初のステップは、高いレベルから

例えば、リーンな組織であれば、AuM の増減は概ね吸収

組織全体―（ターゲット）オペレーティング・モデル（Target Operating

できるはずです。リーンな組織は外部のサービスプロバ

Model: TOM）―を見ることでなくてはなりません。TOM はプロセスに

イダーの活用や、拡張性を高めるために非常に自動化

加え、顧客、チャネル、商品、情報、テクノロジー、組織構造、人材、

が進んだプロセスの採用を進めています。どちらにして

立地条件などで構成されます。

も、スタッフ数の変化は AuM の伸びに比べかなり緩やか
にとどまるでしょう。別の例を挙げれば、シックスシグマの
イニシアティブはプロセスの質を高め、作業のやり直しや
ミス処理など、人手が必要な作業を継続的に削減するこ
とになります。
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グラフ 5: コスト削減につながる主な要因

組織設計

- オペレーションに
お け る 余分 な サ
ポート機能の廃止
（集中的な調達な
ど）
- サポート機能の統
合（ 人事、財務な
ど）
- コントロールの範
囲

プロセス

- FTE の削減、あ
るいは能力管
理、自動化、エ
ラー率の削減を
通じた生産拡
大

出所:デロイトのプロジェクト結果
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デリバリー・モデル

- 非中核活動のオフ
ショアリング（ イン
ドが多い）又は
アウ トソーシン グ
（例えば、バックオ
フィスのレポーティ
ング）
- 近隣における立地
の検討
- IT デリバリー・モ
デルの評価

テクノロジー

- プラットフォーム
の統合
- ベンダー管理
- 市場パワ ーの
活用（契約条
件）
- 予算の調整
- IT インフラやア
プ リ ケ ー ショ ン
の統合

インフラストラク
チャー

ベンダー及び

- 子会社の廃止及
びリポーティング
の統合
- 生産地の分析及
びコスト削減機会
の把握

- 契約更新及びベ
ンダーの合理化
- 交渉力改善に向
け た シナ ジ ー 効
果の活用
- 新たなフレー ム
ワークの契約に
向けた交渉
- 実際のニーズに
応じた既存契約
の 調 整（ SLA な
ど）

サードパーティーの
コスト

商品及びサービスの
ポートフォリオ

顧客管理及び分類

- 輸送コストの削減
（出張費、社用車）
- 管理コストの削減

- 低マージンの顧
客グループとのコ
ンタクト縮小
- 電子チャネルの
拡大
- 販売パフォーマン
スの改善及びコン
タクトセンターの
活用

- パフォーマンス評
価
- サービスのポート
フォリオ や商品 ラ
インアップの精査

把握さ れた 全般的
なコスト削減機会

大規模な効率性改善あるいは
コスト削減プログラムは、
オペレーションの効率性に
好ましい影響を与えるあらゆる
要因に注目する必要があります。
無闇にオペレーティング・モデルを変更するリスク

まず、TOM の青写真を作成しながら、ターゲットとす

アセットマネジャーが効果的なコスト削減を目指す場合、

るオペレーティング・モデルの様々なレベルに対する

まず TOM に注目する必要があると考える理由は 2 つあ

それぞれの要因の影響力を把握するため、グラフ 5

ります。第 1 は、組織構造―コントロールの範囲、チーム

に示したすべての要因について精査します（ステー

構造、作業配分―を最適化するだけで、プロセスそのも

ジ 1）。

のを最適化するよりも高い削減効果が約束されることで
す。第 2 の理由は、1 つの要因だけに取り組めば、全体

青写真の作成を終えた後は、組織設計、デリバリー・

の削減効果の拡大につながる他の要因を無視すること

モデル、サードパーティーとの関係、商品及び顧客

になるためです。

ポートフォリオについて、より詳細に検討します（ス
テージ 2）。この段階では、単に従業員の頭数や管理

グラフ 5 は、コスト削減につながる 8 項目の主な要因を

コストを減らし、プロセスを伝えるために専門の（専属

示しています。資産運用業界におけるデロイトのプロジェ

あるいは外部の）ソーシング・プロバイダーや外部の

クトでは、通常は「組織設計」が削減全体の 25%を占め、

パートナーを活用するだけで、コスト削減のかなりの

「プロセス最適化」の 20%を上回るコスト削減効果を生み

部分が達成されます。

出します。「組織設計」の一部である「デリバリー・モデル」
の変更を合わせれば、その 2 項目で全体の削減効果の

「組織設計」に関する取り組みは、規模にかかわらず

40%以上を生み出すことになります。

すべてのアセットマネジャーに恩恵をもたらします。
事業の再編は、例えば類似業務を同じグループにま

しかし、まず組織変更の問題に対する取り組みがなされ

とめるファンド管理部門の再編などを通じ、小規模の

なければ、プロセス最適化によるコスト削減効果はグラフ

アセットマネジャーにもスケールメリットをもたらしま

5 に示した水準よりも小さくなります。組織変更は部署間

す。人員の面で組織の規模が大きくなるほど、組織

のインターフェイスの最適化につながるケースが多いた

設計に関する多くの選択肢を検討する必要が生じま

め、プロセスの最適化を促す要因にもなります。上記の

す。グラフ 6（次ページ）は、デロイトの顧客のために

要因をすべて合わせても、可能なコスト削減全体の 60%

構築された、2 通りの異なる組織構造－1 つは小規

を占めるに過ぎません。そのため、（情報）テクノロジーや

模なアセットマネジャー、もう 1 つは中規模のアセット

サードパーティーへの支出など他の要因に取り組むこと

マネジャーのファンド管理部門－を表しています。

によって、コスト削減を著しく拡大す る余地が生まれま
す。

中規模のアセットマネジャーでは、異なる取引タイプ
別にチームがグループ化され、ファンドのタイプは考

そのように、大規模な効率化改善策やコスト削減プログ

慮されておりません。チームに配分する取引件数が

ラムは、業務の効率性向上につながるあらゆる要因に

少ない小規模なアセットマネジャーは、取り扱うファン

目を向ける必要があります。すべての要因について適

ドの種類別にスタッフをグループ分けされました。

切に対処するため、私たちは TOM の構築から始める 3
段階のアプローチを提案しています。
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グラフ 6: ファンド管理部門の代替的な組織構造

証券

主要顧客 1 のファンド

照合 + 決済

及びカストディアン A が管理しているファンド

デリバティブ
照合 + 決済

キャッシュ/コーポレートアクション
照合 + 決済

他のインスティチューショナルファンド
及びカストディアン B/C が管理しているファンド

アンブレラファンド

キャッシュ/コーポレートアクション
照合 + 決済

法に基づく報告
オペレーションのコントロール
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他のリテールファンド

法に基づく報告

源泉税、配当、
スワップ、ファンドのシェア

小規模のアセットマネジャー

決済及びバリュエーション

届けられるメール

中規模のアセットマネジャー

特に複雑だとみなされる取引だけがまとめられ、すべての

先に述べたように、組織的な改善はコスト節減につなが

ファンドにまたがる専門チームによって処理されました。そ

る最大の要因で、ソーシングや外部委託に関する決定

のようにして、いずれのタイプのアセットマネジャーとも、専

を合わせれば、平均で潜在的なコスト削減幅の 40%前

門の及び特別なトレーニングを受けた従業員を育成できる

後を稼ぐことができます。組織が安定し、新たな組織構

と同時に、同じような作業ステップを繰り返すことでスケー

造に適する形にプロセスが修正されれば、プロセスの改

ルメリットが生み出されました。その上で初めて、専門チー

善は最も有効に機能します。こうした包括的なアプロー

ムにシックスシグマ手法を取り入れたプロセスの利用を求

チを採用すれば、伝統的な単独のイニシアティブに比

められ、グラフ 7 に示すようなステージ 3 に入ります。成功

べ、より満足できる持続可能な成果を生むことができる

につながる主な要因は、シックスシグマのナビゲーターに

でしょう。

よるガイダンスに基づき、内部の機能的専門家が必要な
最適化ステップを把握し実施できるようにすることです。自
己啓発意欲の高い従業員は、いったんトレーニングを受け
れば、プロセスを持続的に改善する推進役となります。し
かしながら、継続的な生産手順の戦略的な見直し（グラフ
７のステージ１および２）には、シニアマネジメントによる監
督や指揮が必要です。シニアマネジメントによる監督がな
ければ、組織やプロセスの改善をラインのオペレーション
に全面的に反映させても、野心的なコスト削減目標の達
成には寄与しないでしょう。

組織が安定し、新たな組織
構造に適するようにプロセスが
修正されれば、プロセスの改
善は最も効率的です。

グラフ 7: 効率性改善に向け最適な成果を達成するプロセス
戦略的
目標の
青写真

組織的及び
オペレーショナル
な枠組みの構築

プロセス及び
インフラの
修正

組織設計

●

●

●

プロセス

●

●

●

デリバリー・モデル

●

●

●

テクノロジー

●

●

●

インフラストラクチャー

●

●

●

ベンダー及びサード
パーティーのコスト

●

●

●

商品及びサービスの
ポートフォリオ

●

●

●

顧客管理及び分類

●

●

●

出所: デロイト
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グラフ 8: TOM のアプローチ

構成要素

まずい組み合わせ

設計

修正

解決

断片をまとめ上げる

TOM 手法の主な目標は、ビジネスモデルのあらゆる構成要

全体のオペレーティング・モデルを再設計する上で最も困

素を絶えず調整し、不効率性を排除することにあります。組

難な課題は、それぞれの部門がまとまってスムーズに機

織を構成要素に分解することでビジネスの複雑さが緩和さ

能できるように構成要素を再構築することです。

れ、経営陣は相互依存性を明確に視覚的に把握し、現状と
目標の主なギャップを理解できるようになります。

多くの組織は、様々な機能の相互依存性を無視し、それ
ぞれが異なる目的を持つイニシアティブを同時に管理す

デロイトの TOM 手法は、オペレーティング・モデルを顧客/

るのに苦しんでいます。特に、売上高の伸びと効率性改

チャネルから組織、テクノロジー、人材など戦略的目標を達

善プログラムの間で必要とされる相互作用はしばしば無

成する上で必要なプロセスまで、9 つの主な階層に分解しま

視されています。また、多くの組織はビジネスモデルの複

す。このアプローチは、リーン及びシックスシグマ・プロジェク

雑さに直面し、すべての階層における統一性を目指す努

トが他のパフォーマンス改善イニシアティブと結合し、相互

力を断念しています。

依存性、コンフリクト、オーバーラップがうまく管理され、より
大幅かつ有効なコスト削減につながる単一モデルを構築す
るものです。

TOM の手法の主な目標は、ビジネス
モデルのあらゆる構成要素を絶えず調整
し、不効率性を排除することにあります。

14

グラフ 9: TOM の階層

顧客セグメント

どの顧客か：富裕層の個人顧客、機関投資家、

要点

リテール顧客
チャネル

どのチャネルを利用するか：コールセンター、
主要勘定、アドバイザー・チーム、インターネット

商品/

どの商品を提供するか：リテールファンド、

サービス

インデックスファンド、クローズドファンド、

プロセス

• アセットマネジャーは売上高の減少と、規制によるコス
ト増に直面している
• リーンやシックスシグマのような個別のコスト削減及び

セクターファンド

パフォーマンス向上イニシアティブが実施されたが、

どのプロセスのサポートを受けるか：標準化、

CIR に著しい影響を及ぼすほど十分な効果は得られ

標準化及び自動化、マニュアルあるいは

ていない。

セグメント化
情報

どの情報を必要とするか：顧客の詳細

テクノロジー

どのテクノロジーを利用するか： SWIFT、

• CIR の著しい改善を実現するためには、リーンやシッ
クスシグマによって影響を受けるよりも大きなコスト削
減要因に取り組む必要がある。

ファックス、ハードコピーか電子ハンズオファイ

組織

人材

• ターゲット・オペレーティング・モデルを改善すれば、コ

ルか、自動決済かマニュアル決済か.

スト削減のために利用できるすべての要因に対処し、

どんな方法でサービスを提供する組織か：

CIR の著しい改善とオペレーションの効率性向上につ

共有サービス

ながる。

どんなリソースやスキルが必要か：FTE、役割、
コスト、カルチャー

実際の場所

どんな場所にあるか：物件、コスト

クスシグマ
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不動産シニア債務
ファンド
エドワール・ギベール
（Edouard Guibert）
ディレクター
リアルエステート・デット・アドバイザリー
デロイト

世界の金融危機は相互に影響を及ぼし合ういくつかの
イベントに根源を発しています。第 1 段階は 2008-2009
年に起きたサブプライムバブルの崩壊とリーマン・ブラ
ザーズの破綻で、その結果、それまで市場に広がって
いた「大きすぎて潰せない」という見解に対する信頼感
が失われました。

金融機関がカウンター パー ティ に対す る不安感から

PIIGS（ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペ

お互いに貸出を取りやめた結果、インターバンク貸出

イン）と呼ばれる過剰債務を抱えた国々への危機波及リス

市場の機能は著しく損なわれました。第 2 段階では、

クも高まりました。第 3 段階は「質への逃避」で、南欧諸国

国家が銀行システムの救済に乗り出さざるを得なくな

の債務コストは欧州北部の国々と全く異なる動きを示しま

り、格付け機関はソブリンリスクに関する格付けを見直

した。10 年物独連邦債の利回りは 1.2%に低下（短期債の

しました。それはユーロ圏でとりわけ大きな問題となり、

利回りはマイナスに）したのに対し、イタリアとスペインの債

ギリシャがデフォルトの瀬戸際に追い込まれたほか、

務コストは持続不可能な水準まで上昇しました。
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規制当局の対応

銀行が規制を満たすため多くの資本を保有する必要性

ユーロ圏諸国がソブリン債務危機に苦しめられる中、規制

や、より効率的な ALM を通じて市場からの資金調達コス

当局は過去の監督システムをめぐる問題点の是正を求め

トを吸収する必要性が、貸出に影響を及ぼしました。銀行

られました。その結果、バーゼルⅢとソルベンシーⅡが導

は規制上の資本要件を達成するためバランスシートの縮

入されることになりました。バーゼルⅢは基本的に銀行の

小を強いられているほか、流動性コストの上昇に対処す

中核的ティア 1 自己資本比率を２倍に引き上げるほか、流

るためマー ジ ンの引き上げに努めています。ソ ルベン

動性比率（流動性カバレッジ比率＝LCR）と安定調達比率

シーⅡは基本的に保険会社に対してリスクに応じて資本

（NSFR）を導入するもので、銀行の資産負債管理（ALM）モ

利用を見直すことを求めるもので、保険会社は投資対象

デルを抜本的に変える可能性があります。それは市場から

を株式（上場、非上場を問わず）から格付けの最も高い債

の資金調達に対する依存度が高いコーポレート及び投資

券にシフトせざるを得なくなります。

銀行（CIB）により大きな影響をもたらす見込みです。
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影響

保険会社が穴埋め

こうした規制強化を受け、銀行は業務の一部を見直さざる

不動産への資本投資は真っ先に損失を被りかねないエクス

を得なくなり、リスクの高い、あるいは期間の長い貸出を縮

ポージャーで、資本を消費する行動です。債券投資は無担

小しています。特に不動産向け融資は大きな打撃を受け、

保で、伝統的な銀行貸出に比べ回収率が低くなっています。

最大手の一部金融機関が不動産融資から完全に手を引い

銀行はそれなりに魅力的なリターンが得られるにもかかわら

たほか、他の金融機関も手数料収入につながるビジネス

ず大規模なレバレッジ解消を進めているため、保険会社が

（M&A、株式や債券の発行など）を強化するため、再び伝

銀行の穴を埋め始めており、特に米国においてこの分野で

統的な顧客を重視する姿勢を強めています。それでも、ビ

すでに積極的に活動している保険会社（アクサ、アヴィヴァ、

ジネスの中心地区のリスクフリー投資に関しては、4-5%の

プルデンシャルなど）が、その先陣を切っています。しかしな

資金コストがかかるものの、銀行から引き続き流動性が供

がら、モーゲージローンへの投資は見た目ほど簡単ではあり

給されています。最大の上場不動産投信はレバレッジを著

ません。その理由としては、(i) ローンは規制下にある市場で

しく縮小し、より低コストで長期資金が提供される債券市場

取引されておらず、流動性が乏しいため不利な立場に置か

に目を向けています。しかしながら、小規模あるいはレバ

れている、(ii) ローンをモニタリングす るには実際にポート

レッジ度の高い投資家は流動性不足に直面し、資金調達

フォリオを管理する組織が必要、(iii) 資金フローに特有の性

に苦しんでいます。一方、ソルベンシーⅡは保険会社に対

格（期限前返済など）がある、といった要因が挙げられます。

し、保険契約者に対する義務を履行するため、それなりの

そのため、グローバルな保険会社は独自のビジネスを立ち

リターンを獲得しながらリスクを縮小するという難題を提示

上げるため時間や資金を費やすことができる一方、小規模

しています。

な保険会社は依然としてその利点と欠点を秤にかけていま
す。

総新規貸出

全般的な市場貸出条件
年率総リターン (%)
14
10%

14%
37%

13%

REITs

厳格化
12

減少

株式

10

GLCMPI

64%

36%
57%
41%

51%

変わらず

8

債券

6

変わらず

MPI

T ビル

4
50%

33%
22%

18

36%

緩和

増加

2012 年
2012 年
(2011 年調査) (2012 年調査)

出所: DTZ リサーチ

30%
6%

2012 年
2012 年
2013 年
(2011 年調査) (2012 年調査) (2012 年調査)

2
0

0

5

10
ボラティリティ (%)
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シニアローン債務ファンド
一方、不動産アセットマネジャーは機関投資家の顧客基
盤に関する問題に直面し、また従来借り手の視点からの
債務モニタリングを行なっていた、すぐにローン投資に特
化したファンドの設立を通じて顧客のコストを削減すること
を提案しました。保険会社と比べれば、彼らにはもう一つ

要点
• 安全性の高い欧州北部諸国では、ソブリン債
の利回りが過去最低水準に

越えなくてはならないハードルがありました。それは、メザ

• ソルベンシーⅡは保険会社にリスク縮小を強

ニンファンドとは異なり、銀行の独占的な貸出について規

いるが、リスクフリー利回りはバランスシートの

制当局の承認を得る必要があったことです。その問題は

強化につながらず

概ね、同じグループを対外的に代表する銀行を利用して
処理されました。その後、銀行ローンは参加する投資家
が直接出資する証券化ビークルに売却されます。金融危
機を引き起こした大きな責任がある金融テクノロジーがこ

• バーゼルⅢを受け、銀行は長期融資を中心に
レバレッジを縮小
• アセットマネジャーは債務ファンドの創設を通

うしたソリューションの一端を担っているのは、皮肉なこと

じてこの問題に対応

かもしれません。

- 銀行の資金調達ギャップを穴埋め

本稿は不動産に焦点を当てていますが、インフラストラク

- 長期的に安定した利回りを求める保険会
社の要求に対応

チャー、SME、LBO、地方自治体など他のセクターが直面
する問題に対処するため、多くの面で債務ファンドが組成

• こうした状況は十分な助言を受けた借り手や

されています。これらのイニシアティブは明らかに高度に

投資家にとって魅力的な投資機会を生み出す

プロフェッショナルなアプローチを用いて取り組む必要が
ありますが、十分な助言を受けた投資家にとっては、それ
が絶好の投資機会となることも間違いありません。

銀行は規制強化を受け
業務の一部を見直さざるを
得なくなり、リスクの高い、
あるいは期間の長い貸出を
縮小しています。
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テクノロジーの活用
プライベートエクイティや不動産
ビジネスのオペレーティング・モデル
を変革する重要な要因
ジョヴィ・テレス・オトガロン
（Jovy Therese Otgalon）
シニアマネジャー
アドバイザリー & コンサルティング
デロイト

本レポートは、オルタナティブファンド業界の台頭や、
プライベートエクイティ会社、不動産投資会社、機関
投資家、サービスプロバイダーが業界の変化に
対応するため不可欠となる、ビジネスのオペレーティン
グ・モデル変革にとって、テクノロジー、システム、オート
メーションが鍵を握っていることについて議論します。

最近の金融市場の混乱は投資会社の財務健全性を

これは 2006 年の 3 倍に相当する水準で、投資アプローチの

大きく損ない、マネーマーケット、債券、株式など伝統

こうした変化に信憑性を与え、市場に受け入れられているこ

的な投資のパフォーマンスに悪影響を及ぼしました。

とを示しています。

米国やユーロ圏の経済問題で一段と悪化した市場環
境を背景に、ポートフォリオ分散の手段としてばかりで

オルタナティブ投資に対す る関心の高まりはプラ イベートエ

なくコア投資戦略の一部として、プライベートエクイティ

クイティや不動産業界にとって大いに好ましいことですが、こ

や不動産を含むオルタナティブ投資に対する関心やそ

のセクターには長引く流動性の問題、消極的な資金調達、出

れらの認知度が高まりました。アセットマネジャーや機

来高の急減、ディール完了の低迷、オペレーショナルな要件

関投資家は、顧客のパフォーマンス要求に応えるため

や変更から、投資家の要求の高まりや一段と複雑な問い合

高い利回りを追求し、他の資産クラスやこれまで投資

わせに至るまで、数多くの課題が立ちはだかっています。し

していなかった地域にも、積極的にこのトレンドを持ち

かも、投資家保護や、世界経済に悪影響を及ぼす問題の解

込みました。市場が動揺した時期にオルタナティブ資

消を目指したいくつかの厳しく広範にわたる法令や規制が導

産が伝統的な資産に比べかなり好調なパフォーマンス

入され るなど 、世界の 財政当 局に よ る規制 上の精 査が強

を上げたことを考えれば、それは妥当な行動と言える

まっています。

でしょう。典型例として、歴史的に運用資産の多くを安
全性の高い株式や債券に配分してきた年金基金が、
過去 2-3 年間にオルタナティブ資産への配分比率を
20%近くまで引き上げました。
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危機以降の世界におけるこうした動きは、オルタナティブ投

プライベートエクイティ向けテクノロジープロバイダーであ

資を取り巻く環境を間違いなく変化させました。米国のドッ

るサンガード・インベストラン社のローレン・イアスロビッツ

ド・フランク法に基づく情報収集に関する規定、欧州のオル

最高業務責任者は、私たちとのインタビューで「 規制当
局、投資家の双方から報告に関する要求が高まっている
ため、プライベートエクイティ会社はこれまでよりもはるか
に多くのデータの収集、保管、報告を標準化する必要性
が生じる。その結果、各社はデータ管理、特に投資家向
け報告書、規制当局への提出文書、そして主な投資決定
に取り入れられるポートフォリオ投資データの管理に関す
るアプローチを再検討している。そのため、各社はこれま
で単純にスプレッドシートで処理していた種類のデータに
ついて、ワークフローやコントロールを通じた強力なソ
リューションを求めている」と語りました。

タナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）、機関投資家リ
ミテッド・パートナーズ協会（ILPA）の報告基準に盛り込まれ
た投資家への情報提供義務など数多くの規制要件は、い
ずれもプライベートエクイティや不動産会社、彼らへのサー
ビスプロバイダーに対し、高まる一方の要求や課題に対処
する上で必要となる戦術的及び戦略的な修正や強化を進
めるため、既存のビジネス・オペレーティング・モデルの見
直しを迫りました。
アセットマネジャーやサービスプロバイダーは現在の組織
やインフラストラクチャーを評価する上で、データ管理、透
明性の向上、コンプライアンス、リスク管理、業界に関する

さらに「過去 1 年間に、非常に多くの機関投資家が専用

専門能力や熟練度、テクノロジーに関する要件など、主な

のポートフォリオ管理システムを取り入れ、ポートフォリオ
分析や報告に関してより洗練され、独立したアプローチを
採ることが可能になっている。投資家は、自分が投資する
ファンドのポートフォリオに組み入れている主要銘柄を監
視することが最終的に自らの利益になると認識し、このレ
ベルの透明性を確保し、オルタナティブ投資プログラムの
全般的なオペレーションを測定する上で適切なソリュー
ションを導入することが何よりも肝心だと考えている」と付

分野に焦点を当てています。私たちが市場関係者と話を
すると、現在のオペレーティング・モデルは明らかに不適
切あるいは時代遅れであり、厳しい市場環境の中で生き
残り、成功を収めるには、コマーシャル及び機能的な効率
性を高め、ビジネスの存続性や競争力、能力を強化する
ため、モデルを再構築、合理化、刷新することが不可欠で
あると多くの人々が認識していることが分かります。

け加えました。
オペレーショナルモデルを再構築する上で最も重要なのは
テクノロジーで、プライベートエクイティや不動産会社は限

不動産投資会社や不動産管理会社向けソフトウェアプロ

定的なオートメーションや手作業で行う報告や処理作業と

バイダーであるヤルディ・システムズ社の欧州地域セール

いった業界の問題点を認識し、こうした点に焦点を合わせ

スディレクター、リチャード・ゲリッツェン氏も、イアスロビッ

ています。

ツ氏の見解に概ね同意しています。同氏は、業界関係者
は規制強化を受け、内部統制やプロセス、オートメーショ
ン及びシステムの評価、様々なコンプライアンスや透明性
に関する要件を満たすため、それらを迅速に修正する方
法に再び注目しているとした上で、「5-6 年前は、ほとんど

すべての報告をエクセルで処理するのが普通だった。今
は、投資家はもっと詳細な、自動的に作成される情報を要
求しており、投資会社に対してビジネス戦略を補完する適
切なテクノロジー・プラットフォームの発掘を求めている」と
述べました。

22

ビジネスの再編とアウトソーシング
新たな法規の順守やますます厳しさを増す投資家の要求
に応えることは、すでにコストやマージンが著しく圧迫さ
れ、競争の激しいビジネス環境に苦しんでいるゼネラル
パートナーやアセットマネジャー、機関投資家にとって、大
きな負担となることは間違いありません。彼らがポートフォ
リオやファンドの運用からオペレーショナルな能力に重点
をシフトしていることは、ミドルオフィスやバックオフィス機
能もオペレーションのバリューチェーンにとって重要で、オ
ルタナティブなビジネス戦略を成功させる上で不可欠であ
ることを市場関係者が明確に認識していることを示してい
ます。一部の優れた会社や大規模な会社は、グローバル
なオペレーションに影響を及ぼす新たな動きや要求に対
処するため、専門チームの創設や社内のインフラ構築を
通じて事業再編あるいは組織拡大を成功させました。し
かし、多くの会社は社内のリソースや専門能力、適切なソ
フトウェアを欠いており、リソースを再配分すると同時にコ
アとなるファンド運用ビジネスに再び注力するため、管理
的な機能を外部の優れたプロバイダーにアウトソースせ
ざるを得なくなりました。

オペレーショナルモデルを再構築す
る上で最も重要な問題はテクノロジー
で、プライベートエクイティや不動産
会社は限定的なオートメーションや
手作業で行う報告や処理作業といっ
た業界の問題点を認識し、こうした
点に焦点を合わせています。
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ファンドサービス業務に関しては、サンガード社、ヤルディ社

のテクノロジーや既存の組織構造に全面的に統合

とも、共通の見解を示しています。それは、前述した業界の

する作業に至るまで、集中的なプロジェクト管理努

トレンドが、ゼネラルパートナーやリミテッドパートナーからア

力も求められます。適切なプラットフォーム又はソフ

ウトソースされたミドル及びバックオフィス業務向けソリュー

トウェアのどちらを選択しても、ビジネスのオペレー

ション以外へのサービス拡大を通じ、新たな成長や収益源

ションをサポートするため専門チームを編成しても、

を追求しているサービスプロバイダーに著しいビジネス機会

信頼できるサー ドパーティ ー のサービスプロバ イ

を提供しているという認識です。この点についてサンガード

ダーを活用するとしても、会社にとって、コスト、効率

社のイアスロビッツ氏は「 ビジネスを拡大する成長分野とし

性、ビジネス 要件、 機能的 分析から サード パー

て機動的にプライベートエクイティ会社をターゲットとしたり、
場合によっては、もはやヘッジファンドばかりでなく、コミット
された資本で運用するクローズドエンド型のプライベートエク
イティ・ファンドや不動産ファンドも運用する既存顧客である
アセットマネジャーにもサービスを提供したりするため、プ
ラットフォームを構築する純粋なヘッジファンドへのサービス
プロバイダーが増えている」と述べています。

ティーのデュ―デリジェンスに至る重要な要因を時
間をかけて分析すると同時に、ビジネス目的や戦略
的プランに合致していることを確認するため、あらゆ
るインフラストラクチャーの修正を綿密に監視し、ア
ウトソースしたプロセスの統合を管理することが極め
て重要となります。実際のところ、それを完全に実現
あるいは実行するのは数ヶ月、あるいは数年を要す
る困難な作業かもしれませんが、変化しつつあるこ

ヤルディ社のゲリッツェン氏は、アウトソース先を求めている

の業界で成功を収めるには、それが欠かせない前

大手投資会社は大規模なサービスプロバイダーを好む傾向

提条件となりました。

があるとほのめかしています。大手のサービスプロバイダー
は自ら統合された最新のテクノロジーやカスタマイズされた
多種多様なサービス、しっかり調整された社内プロセス、熟
練したスタッフをそろえ、投資会社がますます高まり変化し

要点:

つつある業界の要求に対応するとともに、一段とコスト意識

• 金融危機は予想外にもオルタナティブ業界に

を高める顧客に競争力のある手数料体系を提示するのをサ

恩恵をもたらした―オルタナティブ資産はます

ポートする上で、信頼できる不可欠なビジネスパートナーに

ますコア投資戦略の一部として認識され、受

なるとみなされています。ゲリッツェン氏は「 将来は、ニッチ

け入れられるようになっている

で小規模なファンド管理会社、名義書換機関、税務及び報
告サービスプロバイダーが、大規模で実績あるライバル社と
競争できる規模や資本を達成するため、統合される可能性
がある」と結論付けました。
オペレーティング・モデルの変革に関する留意点

• 投資家や規制当局は、投資会社や機関投資
家、サービスプロバイダーのオペレーティン
グ・モデルの変革を促している
• 業界の発展やオペレーションのインフラストラ

さらなる透明性やリスク管理、資産の分散、規制ファンドを支

クチャーに再び焦点が当てられているため、

えるオルタナティブ戦略の柔軟性向上、伝統的な資産クラス

機能を信頼できるサードパーティーのサービ

を保有するファンドから再配分される資産の獲得を目指すア

スプロバイダーにアウトソースすることへの関

セットマネジャーの競争促進、当セクターの漸進的で緩やか

心が再び高まっている

な組織化及びグローバル化を求める投資家や規制当局の
要求が、プライベートエクイティや不動産ビジネスの成長及

• 企業が競争力を維持し、オルタナティブ市場

び発展を持続的に後押しする要因となるでしょう。オペレー

で成功を収めるには、ビジネスのオペレーティ

ティング・モデルを新たな環境に適した形に変革することは

ング・モデルを刷新することが非常に重要で

一夜にして成し遂げられるプロセスではなく、膨大な時間や

ある

リソースが必要で、当初の全社的な評価段階から経営陣に
よる意思決定プロセス、そして決定した変更及び強化を現在
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ポートフォリオやファンドの
運用からオペレーショナルな
能力に重点がシフトしている
ことは、ミドルオフィスや
バックオフィス機能もオペレー
ションのバリューチェーンに
とって重要で、オルタナティブな
ビジネス戦略を成功させる上で
不可欠であることを市場
関係者が明確に認識している
ことを示しています。
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外部の視点

理解が必要な規制体制の
継続的変更
ハーベイ・カルマン*
（Harvey Kalman）
エクイティ・トラスティーズ・リミテッド

オーストラリアの金融サービス規制は独特で、この
市場での事業展開を目指す会社は特有のコンプラ
イアンスや専門知識が求められます。オーストラリア
への進出を検討しているアセットマネジャーは、既
存の厳しい要件ばかりでなく、今後 2-3 年に予想さ
れる継続的な規制の変更について理解し、それに
従う必要があります。

北米で信用危機が始まって以来、過去数年間に多額の損

んでしたが、それは例えばリーマン・ブラザーズの破綻や

失を投資家にもたらした企業破綻や投資スキームの崩壊

バーニー・マドフによる巨額詐欺事件ほど大きな衝撃では

を食い止めることができると考えられていたプロセスやシス

ありませんでした。

テムを疑問視する声が広がっています。
オーストラリア は金融シ ステムが比較的安定しているほ
大半の先進国に比べ、オーストラリアは比較的好調なパ

か、退職年金制度も確立されているため、海外のアセットマ

フォーマンスを示してきました。ストーム・フィナンシャルやト

ネジャーにとって事業を拡大する上で魅力的な市場と考え

リオ・キャピタルの破綻が投資家や規制当局に大きな問題

られています。

をもたらし、最悪の危機から完全に逃れることはできませ

* ハーベイ・カルマンはオーストラリアの上場企業であるエクイティ・トラスティ・リミテッドのコーポレート受託及び金融サービス部門のヘッド
です。同社は独立した外部の「リスポンシブル・エンティティ」として、国内外のアセットマネジャー60 社以上にサービスを提供しています。
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オーストラリアの投資環境

投資可能資産の 3 分の 2 は年金基金や保険会社などホー

オーストラリアはファンド運用セクターが世界で最も大規

ルセール(大口)投資家の資産で、3 分の 1 はリテール(小

模かつ急拡大している国の一つで、運用資産は 1.9 兆豪

口)投資家の資産です。リテール（小口）資産の運用市場は

ドル 1 に達しています。政府の指示で 1992 年に導入され

国内の大手投資運用会社が支配しており、リテール（小口）

た退職年金制度も同セクターの成長を後押ししています。

投資運用会社上位 30 社のうち 23 社が国内の企業です。

現在、すべての労働者は賃金の 9%を退職年金に積み立
てる必要があり、その比率は 2019-2020 年までに 12%に

これらの国内企業が運用する資産は非連結ベースで合計

徐々に引き上げられる予定です。

3,900 億豪ドル近くに達し、リテール（小口）市場全体の 90%
前後を占めています。

そのため、オーストラリアには豊富な投資資金が増加して
おり―一説によると、世界 4 位―多くの海外アセットマネ

オーストラリアにはファンド運用会社にとって魅力的な投資

ジャーが事業拠点を開設しています。

機会があるものの、システムが他の国とかなり異なってい
るため、既存の複雑な規制構造や、投資家保護の強化を

現在、オーストラリアでは国内外の投資マネジャー130 社

目指して現在進められている規制の変更について理解す

以上が活動しているほか、小規模なヘッジファンド会社や

る必要があります。

ブティック型ファンド運用会社 200 社程度が事業を行って
います。そのうち投資マネジャー上位 30 社が、業界の運
用資産全体の 85%以上を占めています。

1 オーストラリア統計局、2012 年 6 月 30 日現在
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リスポンシブル・エンティティ制度

RE はオーストラリアの公的企業（上場、非上場を問わ

現在のリスポンシブル・エンティティ（RE）制度は、時代遅

ず）として法人化し、同国の金融サービス免許（AFSL）を

れになった「独立受託者」システムに代わるものとして 12

取得する必要があるほか、定められた水準の純有形資

年前に設立されました。「独立受託者システム」自体は、

産（NTA）を維持することが義務づけられています。

木材プランテーション制度の破綻で投資家が多額の損
失を被ったことを受けて 1951 年に導入されたものです。

この投資家保護のアプローチはオーストラリア特有のも
のです。これは多くの面で市場の安定に対する成功した

RE 制度はマネージドファンドなど集団投資スキームの新

メカニズムであることを示してきましたが、世界的な金融

モデルとして、2000 年に施行された管理投資法に基づ

危機は同国の投資家保護システムにとって初の試練と

いて制定されました。

なり、システムのある側面が欠けていることが明らかに
なりました。

この制度は集団投資スキームにおける投資家保護を主
たる目的とする法人に対して、法的な権限と責任を与え

最近の変更

ることにより、「独立受託者」の概念を強化しました。

オーストラリアの金融市場や規制環境は比較的安定して
いますが、最近になって投資家保護や規制当局による

RE は集団投資スキームの管理（ガバナンスやコントロー

監視を強化するため、RE システムのさらなる変更が行

ルに関する枠組みを含む）を委託され、ファンドの日々の

われました。

諸事 に対 処す る ため 認定 代理 人（ 例 えば、 投資 マネ
ジャー、アドミニストレータ、カストディアン、登録サービス

2010 年末にかけて、オーストラリアの企業、市場、金融

プロバイダー）を指名することができます。

サービス規制当局である豪証券投資委員会（ASIC）はコ
ンサルテーション・ディスカッション・ペーパー（CP140）を
発表し、RE の財源を強化する方法について業界関係者
のフィードバックを募りました。

オーストラリアには豊富な投資資金が
増加しており―一説によると、世界 4 位
―多くの海外アセットマネジャーが事業
拠点を開設しています。
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ASIC は受領した回答の検討後、2011 年 11 月に新たな

3. 新たな流動性資産の最低基準により、RE は 15 万豪ドル

規制指針を発表し、RE 制度には以下の主要な要件が取

以上、又は NTA 要件の 50%のうちいずれか大きい金額に

り入れられました。

ついて、現金あるいは現金同等物で保有する必要がありま
す。

1. RE は（継続的に）12 ヶ月先までのキャッシュフロー
予測を作成し、少なくとも四半期に 1 度、ディレク
ターの承認を受ける必要があります。
2. 新 NTA の算定により、RE は以下のうち、金額が大
きい額を保有する必要があります。

4. NTA の算出上、RE が提供している個人的な保証に基づき
発生する可能性のある負債を除外する必要があります。
5. NTA の算出上、上場している親会社の適格事業はすべて
除外する必要があります。

- 15 万豪ドル
- スキームが保有する資産の平均価値の 0.5%（500
万豪ドルが上限）、あるいは
- 平均的な RE の収入の 10%（上限なし）
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将来の変更
これらの変更は意味のあるものですが、オーストラリア
の規制システムの変更はこれが最後になるとは考えら
れません。現在も依然として規制変更について議論され
ており、今後 2-3 年以内にさらなる修正が行われる可能
性があります。この修正は、特に、投資商品の複雑さが
増していることや世界的な資本移動の容易さを考慮し、
オーストラリアの規制環境をさらに強化するため、またア
ジア太平洋地域における投資や取引の重要な拠点とし
てオーストラリアの地位を高めるためのものです。
私の見方では、依然として検証が必要な３つの主要な分
野があります。それは、利益相反が起きる可能性、プロ
モーターの規模及び資源、現在提供されている投資商
品の複雑さです。オーストラリアでは、アセットマネジャー
が自らファンドの RE となるか、あるいは専門の外部の
RE を指名することができます。
より大規模な統制環境及び資源力を備えた大手のア
セットマネジャーでは、コンプライアンスチームは資金を
扱うチームから完全に分離されているため、2 つの役割
を社内で管理することに何の問題もありません。
しかしながら、資金を運用している担当者が RE 機能も
担っている場合は、明らかに問題が生じる可能性があり
ます。
大手金融機関と異なり、小規模なアセットマネジャーに
は、全般的に、資産運用担当者から分離された効果的
な社内の RE を確立し、提供するための十分な機能が
ありません。そのため、そうした会社では利益相反が生
じる可能性が高まります。

解決案は、自身が RE 機能を
十分に提供することができない
小規模なファンド運用会社に
対し、外部の RE の利用の義務
付けを確保することです。
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私の考えでは、完全に分離した RE 機能を提供できない
小規模なファンド運用会社には、外部の RE の利用を義
務付けることが、解決策となるはずです。

外部のリスポンシブル・エンティティがもたらす恩恵
外部の RE はファンド運用のバリューチェーンに大きな独

要点:

立性をもたらします。また、彼らは疑念を呼びかねない投
資家やサービスプロバイダーの関与を避けるため、潜在

• オーストラリアは、北米の信用危機、及びその後

的な投資家やサービスプロバイダーに関す る適切な

の市場への影響により生じた課題とは無縁では

デューディリジェンスを実施するためのより強力な方針や

ありません

プロセスを備えている可能性が高く、それは別のレベルの
投資家保護になります。

• 規制当局は引き続き投資家保護を改善する方
法を探っており、オーストラリアで事業を行うア

運用会社が「大規模」か「小規模」かの区分を定義し、「小

セットマネジャーに対する規制のレベルを引き上

規模」な会社が外部の RE による支援を求めるように規定

げています

するには、既存の規制上の定義を比較的簡単に変更する
だけで済みます。

• オーストラリアへの進出を検討しているファンド
運用会社にとって、規制要件や、それらが今後

それはコンプライアンスや投資家保護の改善につながり、

2-3 年にどのように変更される可能性があるか

社内の RE が晒されていた利益相反が排除されます。そ

を理解することが重要です

れに加え、RE 制度は、海外企業がオーストラリアの規制
要件を満たすため独自のコンプライアンス体制を構築する
負担を軽減するため、海外のファンド運用会社やプロモー
ターにも恩恵をもたらしました。海外ファンド運用会社は、
RE の確立された積極的なコンプライアンスの枠組みの中
での事業から主として得られる経済効果を通じ、オペレー
ショナルリスクや事業コストを削減することが可能です。
まとめ
エクイティ・トラスティーズなど、独立した RE サービスを提
供する専門会社は、プロセスやデューディリジェンスに関
するアプローチを備えており、オーストラリアに投資ビーク
ルの設立を希望する企業のうち、例えばバーニー・マドフ、
又はその後破綻した他の海外企業のような企業を拒否す
ることができます。
オーストラリアに事業拠点の設立を検討している投資マネ
ジャーは、RE 制度がビジネスに及ぼす影響、さらに要求さ
れるコンプライアンス、規制及び経営上の取り組みをどの
ように対処するのが最善であるかについて、十分に検討
する必要があります。
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クロスボーダーのマスター・
フィーダーファンド構造
新たな市場の課題に応じた
商品開発戦略を構築する方法
ドロシー・ソーループ

セバスチャン・プラット

（Dorothée Sauloup）

（Sébastien Prat）

ヘッド・オブ・プロダクト・

シニアマネジャー

マネジメント

アドバイザリー&コンサルティング

アクサ・インベストメント・

デロイト

マネジャーズ

本稿は、クロスボーダーのマスター・フィーダーファンド
構造の活用に関する洞察を目的としています。今の
ところ、市場参加者からその構造について、まちまちの
反応を得ています。
合理化すべき時期に
2011 年 7 月に UCITS IV が発表された後、アセットマネ

現在は至るところでプロジェクトの合理化が進められてお

ジャーは主要投資家情報文書（KIID）の作成に時間と労力

り、コスト削減とファンド運用の最適化（例えば、同じ投資

をかけ、リスク管理プロセスを指令の「要件」面を遵守する

戦略を採用するファンドを 2 つ運用することを避ける）、取

ものとなるよう調整してきました。

り扱いファンドに一貫性をもたせることが、その主な目的と
なっています。

その第 1 段階は重く、コストがかかりましたが、避けること
はできませんでした。規制（運用会社の免許、クロスボー

クロスボーダー構造は、アセットマネジャーが既存の取扱

ダーの合併、マスター・フィーダーファンド構造）からもたら

商品を合理化し、規模の利益を生み出す上で魅力ある解

される機会について検討する余地も大きくありませんでし

決策です。

た。実際、欧州の資産運用業界は困難に直面しています。
マージンは引き続き圧縮され、競争はますます激しさを増

本稿は、クロスボーダーのマスター・フィーダーファンド構造

しています。その結果、取扱商品の売上げに対する費用

の活用に関する洞察を提供することを目的としています。

の比率（Cost/Income Ratio)を改善するとともに、米国市

今のところ、市場参加者からその構造についてまちまちの

場のように運用するポートフォリオの数を減らし、大型化す

反応を得ています。

べき時期に来ています。
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マスター・フィーダーファンド構造はどのような場合に適切

多くの場合、マスター・フィーダーファンド構造を構築すれば、

なのでしょうか？

ファンドを統合するよりも顧客に及ぼす影響は少なくなりま

いくつかの国にまたがって活動している投資マネジャー

す。

は、類似性の高い、あるいは同一の戦略を用いたファンド
を取り扱っている場合があります。コストを削減するには、

以下に、ファンドがフィーダーファンドとなった場合に投資家

そうしたファンドを統合す るか、あるいはマスター・フィー

にとって変更される点を例示しました。

ダーファンド構造を作り上げる方法が考えられます。投資
ビークルを削減するには国境を超えたファンドの統合がよ
り効率的ですが、その場合、統合されるファンドの投資家
は、自分の投資が異なる条件や性格を持つ可能性のある
他の国や投資ビークルに移転されることを受け入れる必要

• 「新」「旧」の目論見書は、投資戦略やリスク項目の同じ基
準について、同一の文言を用いていない可能性があるた
め、修正が必要となります。しかし、それは簡潔な言葉で
説明することができます。

があります。投資家にそうした多くの難点をもたらすことを

• フィーダーファンドは、もはやファンド・オブ・ファンズとして

考えれば、マスター・フィーダーファンド構造が適切な解決

適格ではありません。そのため、フィーダーファンドとなる

策となるかもしれません。

候補のファンドは登録機関からの視点で分析される必要
があります。ファンドは、その投資先ファンドをマスターファ

保険会社が投資するフランスの SICAV を例にとってみま

ンドへ直接移管することに同意するか、又はポジションを

しょう。SICAV を他国の別の SICAV と統合すれば、保険会

解消することに同意する必要があります。

社は全ての保険リンク契約におけるファンドの名称を変更
せざるを得なくなります。保険会社にとってこの変更を行う
には、複雑さ、コスト、リスクをもたらす可能性があり、ただ
ちにプラスとはなりません。それとは対照的に、マスター・
フィーダーファンド構造では投資家の契約が将来のフィー
ダーファンドに結びついているため、保険会社にとってシス
テム的な影響が生じることはありません。
要するに、ファンドの合理化を検討する際に真っ先にすべ

• 一部の国では、調整不能な独自の特性があります。例え
ば、英国のファンドは一般的に計算日に NAV を発表し、
カットオフやスナップショットは昼に行います。ファンドがル
クセンブルグのマスターファンドのフィーダーファンドにな
れば、マスターファンドの NAV を同日に入手することは不
可能になります。こうした特殊なケースでは、投資家は新
たな条件を受け入れるか、さもなくばファンドを売却せざる
を得なくなります。

きことの一つは、顧客に及ぼす影響を分析することです。
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そのことは、業界の文化的側面も考慮する必要があること

ミドルオフィス機能を排除できる可能性もあります。ア

を意味しています。英国のファンドのみへの投資を望む英

セットマネジャーは、ハンズオンあるいはハンズオフ、ど

国の投資家は、世界的なサービス水準を備えた、つまり幅

ちらのアプローチが適切であるかを検討する必要があ

広く販売されている英国籍のマスターファンドに投資する

ります。

英国籍のフィーダーファンドを利用することができます。
ハンズオンアプローチは、フィーダーファンドが引き続
投資家の観点からすれば、ファンドがフィーダーファンドに

き、同じレベルのモニタリングやコントロールを維持し、

なったとしても、特性の多くは同じ状態のままであることも

ミドル及びフロントオフィス機能を備えた標準的なファン

忘れてはいけません。例えば、ファンドの名称、ISIN コー

ドとして運営されることを意味します。ハンズオフアプ

ド、パフォーマンス実績、購入/解約手数料、配当金の分

ローチでは、NAV がマスターファンドのコントロール構

配方針、カットオフ、報告などに変化は生じません（そのた

造から創出されるためＮＡＶはコントロールされるほか、

め に は ル ッ ク ・ ス ル ー ・ ア プ ロ ー チ (Look-through

現金のバッファーは毎日コントロールされ、フィーダー

Approach)の採用が必要です）。このため、フィーダーファ

ファンドからマスターファンドに出される指図は残余現金

ンドは投資マネジャーや投資家にとって望ましい解決策と

を考慮した設定に基づくものとなります―この場合、ミド

なる可能性があります。

ルオフィス機能は不要となり、フロントオフィスの活動も
なくなります。設定は十分に設計される必要があります

どんな利益が期待できるでしょうか、具体的なコスト削減

が、ハンズオフアプローチはアセットマネジャーにとっ

につながるでしょうか？

て、直接及び間接的に大きなコスト削減効果をもたらし

真っ先に目に見える効果として現れるのは、フィーダーファ

ます。

ンドの資産サービスコストの低下です。投資マネジャーが
サービスプロバイダーに手数料を支払っていた場合、ただ

カストディ面では、毎日最大でも 1 度の決済を行うだけ

ちに請求額が減少す るでしょう。社内の資産サービスを

で済むため、作業量―そして、それに伴うコスト―が削

使っている場合には、フィーダーファンドのオペレーティン

減されるほか、海外ファンドのユニットやシェアのカスト

グ・モデルを検証、強化、合理化することが可能になりま

ディに要するコストは、直接的な証券に比べ少なくなり

す。流動性が 15%あるとすれば、フィーダーファンドは 1 つ

ます。

の有価証券勘定（マスターファンドのユニットあるいはシェ
ア）と 1 つの現金勘定から構成されます。そのため、フィー

それでも、フィーダーファンドの継続的な費用が完全に

ダーファンドは軽いタッチで運用することが可能で、例え

なくなるわけではありません。手数料はマスターファンド

ば、フィーダーファンドからマスターファンドへの移管は自

のレベルで合算され、ある時点において、一部のコスト

動化され、1 日当たりの取引回数は最大でも 1 回で済みま

―以前には存在しなかった―がフィーダーファンドの投

す。NAV は軽いアプローチを通じてコントロールできます

資家に課される可能性があります。例えば、マスター

―マスターファンドの価格は標準的なコントロール設定に

ファンドがルクセンブルク籍でフィーダーファンドがフラ

基づいて算出されるため、フィーダーファンドに残る現金の

ンス籍だとすれば、フランスの投資家はルクセンブルク

バッファーが十分であれば、証券ラインはすでに監視され

のサブスクリプション税（taxe d’abonnement）を支払わ

ていることになります。

なくてはなりません。
フィーダーファンドの投資家が負担する間接的なコスト
に関しては、すべてのケースで法的ビークルが存続す

多くの場合、マスター・フィー
ダーファンド構造を作り上げ
れば、ファンドを統合するよりも
顧客に及ぼす影響は少なく
なります。
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るため、マーケティングや販売コストもすべて引き続き
存在することになります。そのため、そうした業務にファ
ンド・マネジャーが費やす時間は著しく削減される見通
しで、フィーダーファンドに関する作業量は明らかに減
少します。アセットマネジャーが複数のポートフォリオで
同じ戦略を重複して運用するよりも、1 つのポートフォリ
オに集中できるようになれば、それは効率的なコスト削
減につながる要因となります。

実行する前に、共通するオペレーション上の問題について考えてみましょう。

マスター・フィーダーファンドのファンド再編戦略: 頻繁に生じるオペレーション上の問題

規制/
法令

• マスター/フィーダーファンドの情報共有契約を作成し、双方が UCITS
IV の要件を満たしていることを確認する
• マスター/フィーダーファンドの規則や国の法規が現物拠出やフィーダー
ファンドによる店頭デリバティブ投資などを認めているかどうか確認する
• 監査人及びカストディアンが情報共有ポリシーに同意していることを確
認する
• マスターファンド及びフィーダーファンドの本籍国における異なるコンプ
ライアンス上の制約への対処や、コンプライアンス違反の報告に関する
プロセスを定める
• 全面的な規制政策をまとめる（国によって異なる）

変更管理

• 投資に関する決定を全面的にマスターファンドのレベルに移管する
• フィーダーファンドの最低現金バッファーの算出及びモニタリング
• 15%の流動性ポケットの管理
• コントロールプロセスを簡素化する
（それをアウトソースあるいは排除する可能性も）
• フィーダーファンドとマスターファンドの指図を自動化するための新たな
指図設定プロセス
• 新たな販売プロセスの可能性

その他留意
事項

• マスターファンドとフィーダーファンドの間で、カットオフ、評価ポイント、
NAV の発表、決済サイクル、期末決算について調整されているか、あ
るいは調整できるかどうか確認する
• フィーダーファンドが「手数料なし（ノーロード）」あるいは「手数料あり
（ロード）」のシェアクラスに投資するかどうか決定する（手数料ポリシー
次第）
• フィーダーファンドの継続費用の増加の可能性（手数料ポリシー次第）
• マスターファンドとフィーダーファンドが異なる通貨建ての場合、為替管
理について確認する
• フィーダーファンドに投資するファンドが間接的にマスターファンドに投
資する可能性がある（収入に影響を及ぼす可能性）
• 転換する際、証券が同じ方針（ミッド/ビッド/アスク）に基づいて値付け
され、スウィングプライシングが適用されていることを確認する

手数料: マスターファンドの管理コストをフィーダーファンドの継続費用に追加する場合、
フィーダーファンドの継続費用の見積もりが増加する可能性があります。アセットマネジャー
は業務上の理由から、フィーダーファンドの継続費用の見積もりに取り組まなくてはなりま
せん。
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クロスボーダーのマスター・フィーダーファンド構造を構築するため何を実行する必要があるのでしょうか？
規制上のタイムスケジュール: マスター・フィーダーファンド*
1 ヶ月目 2 ヶ 月 目 3 ヶ 月 目 4 ヶ 月目

5 ヶ月目 6 ヶ 月 目

第 1 段階: 実現可能性 (2-4 週目)
•

ファンドのユニット保有者にもたらす恩恵を確認
（顧客への影響）

•

税に関する継続的な問題

•

投資家が負担する継続費用

•

預託機関及び監査人との原則的な合意

•

フィーダーファンドの性格に及ぼす影響に関する
分析（タイミング、コントロールなど）

•

運用会社が実用性を評価

•

フィーダーファンドの仕様を最終決定

第 2 段階: 法的文書の起草 (7-9 週目)
•

申請フォーム

•

マスターファンドとしての適格性に係る規制当局の認定

•

預託機関の間で情報共有契約を締結

•

カストディアンの間で情報共有契約を締結

•

監査人の間で情報共有契約を締結

•

マスターファンドとフィーダーファンドの間で情報共有
契約を締結

•

株主向け文書の草案を作成

•

フィーダーファンドの KIID を更新

•

フィーダーファンドの目論見書を修正

•

信託証書/ステータスを修正

•

フィーダーファンドの取締役会による決議
（フランスの SICAV の場合）

規制当局への申請

規制当局の承認

第 3 段階: 実行(9-12 週目)
•

新たなオペレーティング・モデルの策定（指図者、現金
バッファーのモニタリング、コントロールプロセスなど）

•

現物拠出の準備
楽観的なプラン

*将来のマスターハンズオフィーダーファンドとも存続していると想定
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悲観的なプラン

マイルストーン

7 ヶ月目

まとめ
マスター・フィーダーファンド構造を作り上げれば、長期的に
大きなコスト削減につながる可能性があります。一見すれ
ば、そうした構造を構築するにはかなりの努力を要するよう
に見えますが、様々な国で大規模なファンドを運用し、合理
化の取り組みが顧客に及ぼす影響を抑制したいと考えてい
るアセットマネジャーの戦略に適用できます。

要点:
• マスター・フィーダーファンド構造はアセットマネ
ジャーに直接及び間接的なコスト削減効果をもた
らす可能性があります。
• フィーダーファンドのオペレーティング・モデルは
強化され、同時に軽減される可能性があります。
• 顧客にとって、マスター・フィーダーファンド構造へ
の移行に伴う影響は、ファンドの統合よりも少な
いです。
• これら のポートフ ォリ オ構造によっ て、マスター
ファンドのポートフォリオは大型化され、容易に販
売できるようになります。
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税務の視点

AIFMD
税に関わる規制当局の指令
デビッド・カポッチ

ベンジャミン・トゥーサン

（David Capocci）

（Benjamin Toussaint）

パートナー

シニアマネジャー

税務

税務

デロイト

デロイト

「動くものには課税せよ。動き続ければ規制せよ(…)」と
いうのは、ロナルド・レーガン元大統領の有名な言葉で
す。この台詞は、2008 年の金融危機が金融セクター
（オルタナティブ投資ファンド業界も含めて）に与えた
影響をうまく言い表しています。金融危機の結果、
金融業界に対する不信感が高まり、業界は公的機関、
規制当局、政治家による監視の対象となりました１。

2011 年 5 月 27 日に欧州評議会が採択したオルタナ

に影響を与える見込みです。欧州委員会はまた、2012

ティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）は、例えば EU

年 12 月 19 日にレベル 2 規制を発表し、EU 全域にお

の親子会社指令 2 のように、それ自体が「税に関する指

ける AIFMD 施行に向けた環境を整えました＊。

令」というわけではありません。しかしながら、実際に
は、AIFMD はオルタナティブ投資ファンド・マネジャー

AIFMD はまだ EU 加盟国の国内法には取り入れられて

（AIFM）の税務ポジションに国内及びクロスボーダーど

いませんが、いくつかの国ではそれに関する議論が始

ちらの面でも重大な影響を及ぼす数多くの要件あるい

まっています。

は機会を導入することを通じ、AIFM のビジネスモデル

* 欧州議会や欧州閣僚理事会は、3 ヶ月に渡って規制に対する反対意見を募っています。本稿のドラフトと同時にレベル 2 規制が発表され
たため、本稿にはレベル 2 に関する詳細は含めていません。
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1. AIFM の企業実体の検討及び資本要件

これらの企業実体に関する要件やクロスボーダーの運用

一般的に言って、企業は登記している、あるいは実質的に

機会（次ページ参照）は、ファンドマネジャーに対し、複数の

経営を行っている国で「タックスレジデント（課税対象居住

管轄区域でコンプライアンスに要するコストを重複して支出

者）」とみなされます。そのことは、企業は法人登記している

するよりも、ビジネスモデルの再検討やコスト構造の合理

場所や状況に基づいてのみ、タックスレジデントとなることを

化（つまり、UCITS 環境と同様に運用会社の数を減らす）を

意味しています。

促す要因となりそうです 5 。こうした潜在的トレンドは、高レ
ベルの実体を備え、場合によっては国境を越えて幅広い責

タックスレジデントの概念は特異なものではなく、国によって

任を有しながら多くの機能を果たす運用会社の設立につな

異なりますが、AIFMD は上記の考え方にかかわらず、AIFM

がる可能性があります。

として適格なすべての運用会社について、その企業実体に
関して最低限のレベルを定める見込みです。

その意味において、EU 諸国が定めた税に関する環境が重
要な役割を果たすと思われます。

企業実体があると判断されるには、最低限の資本水準 3 、
AIFM が遂行を義務づけられるコア機能 4、及び運用を行う
上で十分な人的リソースやテクニカル面の能力を保有して
いること、などが必要とされます。

1

経済危機のコストを金融セクターにも負担させることを目指した金融取引税（FTT として知られている）の共通システムに関する指令の提

2

1990 年 7 月 23 日付の指令 90/435/EEC、その後、随時修正されている

案など
3

ポートフォリオ価値が 2 億 5,000 万ユーロを上回る場合は最低資本金が 12 万 5,000 ユーロ。2 億 5,000 万ユーロを上回る分については
その 0.02%を上乗せするが、1,000 万ユーロを上限とする

4

AIFM として認められるには、投資及びリスク管理機能を備えていなくてはならない

5

しかしながら、複数の運用会社を用いるために要するコストは他の検討事項でバランスを取ることができるだろう
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2. クロスボーダーの AIF 管理や機能の外部委託

AIFMD によって提供される「運用パスポート」の機会は、パ

AIFM のレベルでは、一部の機能を外部に委託し、海外

スポートの有効性にとって（実際に）障害となった UCITS

の管轄区域にある AIF を管理する可能性について、様々

環境がもたらしたケースと非常に類似した課税問題を引き

な問題が議論されています。

起こす可能性があります。例えば、ルクセンブルクは、国
外で設立された AIF やルクセンブルクに実質的な拠点を

クロスボーダー運用

持つ AIF について、ルクセンブルクの法人税や地方ビジネ

UCITS が商品やそれらの運用会社に果たした役割同様、

ス税 、純 資 産 税の 対 象 と みなす べ きで はな い と す る、

EU 加盟国に設立された公認の AIFM は、他の EU 加盟

AIFMD を入れ替える内容の法案 6 を通じてそうした問題に

国あるいはそれ以外の国に設立された AIF を管理するこ

対処しようと試みてきました 7。

とが認められます（直接あるいは支店を通じ）。
UCITS について同じような条項を定めている他の EU 加盟
しかしながら、AIFMD はクロスボーダー運用が税に及ぼ

国は限られており、AIFMD がルクセンブルクと似た優遇税

す影響については言及しておりません。

制を持つ他の国々で施行されるかどうかは、まだ明らかに
なっていません。そのため、海外の AIFM が管理するルク
センブルクの AIF が他国における同様の優遇税制から恩
恵を受けるかどうかも、依然としてはっきりしません。
ルクセンブルクの立場から見れば、そうした AIF は引き続
きルクセンブルクの税制による恩恵を受けることができま
すが 8 、AIFM が拠点を置いている国もルクセンブルクの
AIF が自国のタックスレジデントであると主張する可能性
があります 9 。それぞれの EU 加盟国が独自の税制を持
ち、調整が行われていないことを考えれば

10

、そうしたルク

センブルクの AIF はおそらく例外なく、全面的に他国の法
人税の対象となるでしょう。こうした状況は、投資家

11

や投

資に悪影響をもたらす可能性があります。

オルタナティブ投資ファン
ド運用者指令はそれ自体
が「税に関する指令」とい
うわけではありません。
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同時に、一定の状況においては、国境を超えた管理体制を
取っている AIF が拠点を置いている国において、AIFM がそ
の国で行っている活動が収入を生んでいるとの見方から、
課税対象となる企業（「パーマネントエスタブリッシュメント
（恒久的施設）」12 として知られる）とみなされる可能性があり
ます。
パーマネントリプレゼンタティブ
EU でマーケティングを行いたいと考えている EU 以外の
AIFM は、EU 域内の参照加盟国から認可を得る必要があり
ます。AIFM のパスポートを発行するのはその国となります。
しかしながら、参照加盟国を自由に選べるわけではありま
せん。指令には主に AIF の所在地や運用資産、及び/ある
いは販売地域に基づき、数多くの選択規準が定められてい
ます。AIFM は次に、参照加盟国において投資家、ESMA、
加盟国の管轄当局との窓口となる法定代理人を指名する
必要があります。
法定代理人は少なくとも EU における AIFM のコンプライア
ンスを監視する十分な能力を備えていなくてはならず、それ
によってその企業が現地の課税対象となるかどうかという議
論を引き起こします。現段階では、EU 加盟国がそうした問
題をどのように扱うか予測することは困難です。
外部への委託
AIFMD はまた、AIFM の責任の一部（AIFM が形だけの組織
にならない限り、投資管理などコア機能も含めて）を外部に
委託することも認めているため、（前述の）タックスレジデント
やパーマネントエスタブリッシュメントの問題ばかりでなく、
移転価格を巡る懸念も生じています。

6

入れ替えに関する法案は 2012 年 8 月にルクセンブルク議会に提出された。

7

UCITS IV 指令の施行に関する 2010 年 12 月 17 日付の法律に同じような条項（第 179 条）が盛り込まれている。

8

一例を挙げれば、SICAV は依然として免税の対象となり（しかし、サブスクリプション税は課税される）、FCP もルクセンブルクの税制上は透明とみなさ
れている。例えば、AIF として適格な SOPARFI は依然としてルクセンブルクの法律に基づいて施行された親子会社指令による恩恵を受けるとみられ
る。

9

国際的な文脈においては、実質的に運用が行われている場所が会社の登記場所に優先する。

10 一般的に、国内の免税規定は純粋に国内基準を満たしている国内ファンドのみに適用される。
11 例えば、ミューチュアルファンドの投資家はファンドの税に関する透明性がもたらす恩恵を受けられないか、あるいは未実現利益に課税される可能性が
ある。
12 一般的に言えば、A 国にある企業が B 国の固定された場所で補助的ではない活動を行っている場合にパーマネントエスタブリッシュメントがあるとみな
される。この概念は OECD のモデル租税条約で定義され、世界全体で判例法が出されている。
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移転価格

3. 成功報酬

金融危機以降、一般的に言って、EU の税務当局は異なる

AIFMD は AIFM の報酬ポリシーにも影響を及ぼしてお

加盟国に設立された関連会社間のサービス価格に敏感に

り、報酬には有効なリスク管理を反映させ、不適切なリ

なっています。税務当局は利益が意図的に税率の低い管

スクテイクを促す要因とならないよう留意する必要があ

轄区域に移転されていると認識し、移転価格の観点から取

ります。

引に目を光らせています。
それを実現するため、AIFMD と法案は、変動報酬の少
オルタナティブ投資ファンドにも同じような問題が起きる可

なくとも 40%は AIF のライフサイクル及び償還期間に

能性があり、特に AIF 自体や AIFM、機能を委託された事

渡って支払いを繰り延べ、(ii) 変動報酬の少なくとも

業体が 3 つの異なる国に所在し、それらの国がすべて運

50%13 は AIF のシェアあるいはユニット、あるいは AIF

用手数料の一定割合に課税する権利を主張した場合、問

のシェア/ユニットにリンクする他の証券で支払うべきだ

題となる可能性があります。ある状況においては、移転価

と指摘しています。

格に関する調査によって手数料構造を正当化する必要性
が生じる可能性があります。

変動報酬の定義は、依然として国内及び EU レベルに
おける多くの議論に左右されます

14

。明確な定義がな

VAT

されなければ、あらゆる EU 加盟国での税に及ぼす影

VAT の観点から見れば、AIF が異なる EU 加盟国でファン

響を評価することは依然として困難です。

ド運用に課せられる VAT を免除されるかどうかという点が
大きな問題の一つとなっています。
VAT に関しては、一般的に、国境を超えたサービスがどこ
で著しく増加しているかという観点から注視する必要があり
ます。

EU でマーケティングを行い
たいと考えている EU 以外の
AIFM は、EU 域内の参加加
盟国から認可を得る必要が
あります。

13 この基準が適用されない場合、例外がある。
14 特に、欧州証券市場監督庁（ESMA）は 2012 年 9 月 25 日に、同年 6 月 28 日に公表された AIFM の報酬ガイドラインに関するコンサルテーション
ペーパーについて公聴会を開催した。
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4. オフショアファンドあるいは運用活動の EU への移行
明確なトレンドはまだ現れておりませんが、EU 域内で販
売されている EU 以外の AIF に関して AIFMD が定めた
コンプライアンスのレベルは、一部のオフショア AIF に対
してオンショアの管轄区域への移転を促す可能性があり
ます。
大まかに言えば、移転にはいくつかのテクニックがあり、
法人格を維持した上でオフショアファンドの国籍を移転す
る、オフショアファンドの資産と負債を新たなオンショア
ファンドに拠出した後、前者を清算し、オフショアファンド
をオンショアファンドと合併させるといった方法がありま
す。
こうした移転の実現可能性については異なるレベルの複
雑な問題があるほか/あるいは、税への影響が問題とな

AIF と AIFM の双方に対して
国内及びクロスボーダーベー
スで適用される税制は、数多
くのファンド運用会社のビジ
ネスモデルに影響を与え、
リロケーションの機会を生み
出しています。

る EU 加盟国で異なり、コーポレートファンド以外は実現
が不可能な場合もあります。
5. まとめ
アセットマネジャーは、AIFMD が今後数ヶ月の間に国内
法に基づきどのように施行されていくか注視していく見込

要点：
• AIFMD は税に関する指令ではない

みです。
• しかしながら、それは AIF と AIFM に関する数多く
AIF と AIFM の双方に国内及びクロスボーダーベースで

の国内及びクロスボーダーベースの税務ポジショ

適用される税制は数多くのファンド運用会社のビジネス

ンに大きな影響を与える条件や機会をもたらすで

モデルに影響を与え、リロケーションの機会を生み出して

あろう

います。
• AIFMD による影響を受けるオルタナティブファン
EU 加盟国すべてがオルタナティブファンド業界への非課

ド業界に対してすべての EU 加盟国が非課税措

税措置の導入を提案するかどうかは不確実で、懐疑的

置を提案するかどうかは不確実で、リロケーショ

にみられています。

ンの機会を生み出している
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フランスにおける
源泉税の返還請求
オペレーション上の困難な問題
パスカル・ケーニグ
（Pascal Koenig）

エティエン・ジュノ
（Etienne Genot）

ヘレン・アルストン
（Helene Alston）

パートナー コンサルティング

パートナー

ディレクター

デロイト

税務

税務

タージ（Taj）*

タージ（Taj）*

アバディーンの判例に続き、欧州連合司法裁判所（CJEU）は
2012 年 5 月 10 日に、サンタンデールの問題についても、
フランスにおいて同社がフランス以外の投資ファンドに支払っ
た配当に源泉税が課されたことは不公正だという決定を支持
しました 1。これはフランスにおける 2012 年の非常に好ましい
税金関連のニュースでした！
当然ながら、この判決はアセットマネジャーがフランス

サンタンデールに関する決定を受け、2012 年 8 月 17 日以降

及び欧州全域で過大に支払った税について返還請求

はフランス以外の投資ファンドに支払った配当は課税対象か

できることを意味しています。時効は国によって異なり

ら除外するよう、法改正が行われました。

ますが、欧州及び欧州以外のファンドにとって、欧州の
約 13 ヶ国で過去数年に過大に支払った源泉税は、今

フランスは決定に従っており、少なくとも法的にはそうした措

でも請求可能です。

置を講じています。しかし、実際にどのような方法で免税申請
や還付請求をすればいいのかという現実的な問題が残って

フランスでは、2009 年 1 月 1 日以降に徴収された源泉

います。

税が還付される可能性があります。当然ですが、その
ためには期日内にすべての還付請求をフランスの税務

「租税の免除」を求めるプロセスは更新されていないため、管

当局に提出することが重要です。

理会社やカストディアンは、フランスで配当を投資家に全額
支払うプロセスを構築する方法について困惑しています。返
還請求を行うには税務当局にどのような証拠や文書を提出
する必要があるか、といった情報も提供されておりません。

1 Performance 第 9 号参照
* タージ（Taj）はデロイト・トウシュ・トーマツ・リミテッドのメンバーファームです。
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それは「今までは」と言った方がいいかもしれません。数

• 海外の投資ファンドがフランスの UCITS に準拠したファンドと類似性

日前、フランスの税務当局は、すでに返還請求を行ってい

があることを示す材料については、比較的曖昧な情報しか提示して

る国外の投資ファンドや彼らの税務アドバイザーに書簡を

いません。

送付し、返還請求プロセスに関する情報を伝えました。そ
れらの内容は近いうちに公式なガイドラインとして発表さ

• 返還請求の対象となる源泉税が徴収されたことを証明する文書（内

れると思われます（本稿発行時点では発表されておりま

容、フォーマットの双方とも）に関する情報は非常に詳細に示されて

せん）。

います。

税務当局が返還請求を審査するためどんな点に注目す

類似性を裏付ける要因

るかについて簡単に触れてみましょう。請求に必要な書類

EU 以外の投資ファンドに加え、EU の UCITS と非 UCITS の状況は、類

の作成や管理には大きな負担が生じる可能性がありま

似性を裏付ける受理可能な文書例の中で取り上げられています。

す。請求書類の中身ばかりでなく、フォーマットも重要であ
ることは間違いありません。税務当局は定められた公式

EU の UCITS は認可を受けたことを示す証明（規制当局による認証あ

要件を完全に満たしていない請求については拒否する考

るいは刻印された目論見書）が得られる限り、類似性があるとみなされ

えのようです。

ます。

フランス税務当局（FTA）は非公式な伝達を通じ、源泉

認定を受けていない EU の UCITS ファンドも、UCITS IV に準拠したファ

税の還付請求に必要な情報や文書に関するガイドライ

ンドと同様の方法で構築されていることが証明されれば、類似性がある

ンを示しました。

とみなされます。
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そのことは、数多くの要素（ カストディア ンの利用、マネ

海外ファンドに支払った配当に対する免税規定を定め

ジャー、投資家向け情報や投資家とのコミュニケーション、

た改正法は、基準が比較的曖昧です。そのため、類似

リスク分散、債務による資金調達がないこと、ユニットの償

性を示す多くの材料を集め、それを当局に提示するの

還など）を通じて証明することができます。

は、アセットマネジャーやアドバイザーの責任となりま
す。それは確かにファンドに幅広く還付請求する道を開

EU 以外の投資ファンドも、フランスの投資ファンドと類似

く柔軟な対応策ですが、税務当局、そして最終的にフラ

性があることを証明しなくてはなりません。その際、上記と

ンスの裁判所がどれを認めるかについては、依然とし

同じような基準を用いることができます。

て不透明感が漂っています。

客観的に類似性を証明できる明確な基準が示されていな

支払いの証明

いこと（フランス税務当局の文書に記載されているように）

類似性が確立されると、ファンドは配当及び源泉税を支

は、残念なことです。ファンドが返還請求する権利がある

払ったことを証明する必要があります。それは還付請求

かどうか、また、その請求が有効かどうかを判断する上

が厄介な作業となりかねない現実的な問題です。

で、類似性の有無が根本的に重要な要素となります。
裏付け文書は主に次の 3 者から入手する必要がある
でしょう：
• 支払い代行機関

フランスは決定に従っており、少な
くとも法的にはそうした措置を講じ
ています。しかし、実際にどのよう
な方法で免税の申請や還付請求
をすればいいのかという現実的な
問題が残っています。
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• （グローバルな）カストディアン
• 源泉税の還付を請求するファンド

必要な書類の種類は、それぞれの投資に関与した機関によって異なる可能性があります。しかしな
がら、税務当局は文書の中で次のようなシナリオを検討しています。

フランスの

支払い

販売会社

代行機関

グローバルな
カストディアン

現地の
カストディアン

フランス

ファンド

海外

支払い代行機関

グローバルなカストディアン/地元のカストディアン

フランスの支払い代行機関が発行及び証明した集計表や

支払い代行機関から発行された文書に受取人ではなくグ

納税証書を提出する必要があります。

ローバルなカストディアンが記載されていた場合、グローバ
ルカストディアンは還付請求をサポートするため、税務当局

集計表には配当や源泉税の詳細が記されている必要があ

が支払い代行機関から提供されたデータを照合することが

り、特に支払い代行機関の名称、受取人の名前、配当を支

可能となる文書の作成が必要となります。それに加え、受取

払った会社の社名、総額及び純額ベースでの配当額、源

人への支払い通知を作成する必要もあります。

泉税の税率、支払った源泉税の総額、フォーム 2777 への
リファレンス番号（毎月発行される可能性がある）が明記さ

ファンドによる源泉税の還付請求

れていなくてはなりません。

還付可能な情報（銀行口座の詳細など）のほか、配当に関
する関連情報や既に提出している潜在的な合意還付請求を

さらに、地元の支払い代行機関から、グローバルなカスト

盛り込んだ請求額の計算表を作成する必要があります。

ディアンへの純支払いを確認し、フォーム 2777 の提出を証
明する文書が提供される必要があります。

税務当局は書簡の中で、すべての必要な要素がそろってい
ない請求は拒否する可能性があると述べています。
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EU 以外のファンドは、
フランスの投資ファンドと
類似性があることも証明
しなくてはなりません。

要点
• フランスはようやく国内の投資ファンドと類似性
のある海外投資ファンドに課していた源泉税（Ｗ
ＨＴ）が不公正であることを認識しました
• 2012 年 8 月 17 日以降、ファンドのＷＨＴは 0%と
なります
• 税務当局はまだ公式なガイダンスを発表してい
ませんが、一部の投資家やア ドバイザー に対

まとめ

し、ＷＨＴの還付請求を行うために必要な裏付け

この情報によれば、税務当局に提出する文書は、非常に細

書類に関する詳細な情報を伝えました

かく標準化されたフォーマット（税務当局からいくつかのモ
デルが提供されている）に従って作成する必要があり、可能
であれば電子フォーマットで提出しなくてはなりません。

• 類似性を認定する基準は依然としてかなり曖昧
で、還付請求を希望する海外ファンドにとって、
不透明性が多いです

税務当局がとったアプローチから判断すると、当局は還付
請求のフォーマットを重視しており、定められた様式に従っ

• その一方で、税務当局は還付請求の正当性を

ていない請求を拒否する基準にそれを用いる方針であるこ

証明す る た めに 必要な書 類（ 内容、作 成元、

とは明らかです。しかしながら、EU 法や判例法に基づく納

フォーマット）については、非常に具体的に提示

税者の権利を侵害する恐れがあるため、税務当局は設定

しています。それを準備するための作業量や管

した条件が厳しくなり過ぎないよう留意する必要がありま

理面の複雑さは半端ではありませんが、最終的

す。

にはそれを行う価値があります

最後に、私たちは公式ガイドラインの中で「租税の免除」を

• 2012 年 8 月 17 日から適用されるはずだった租

申請する条件が提示されることを期待しています。申請す

税の免税を申請するプロセスは依然として公表

るための効率的な手続きが示されなければ、EU の原則に

されておらず、顧客である投資家やアセットマネ

違反する可能性があります。

ジャーからの圧力に晒されているカストディアン
は困惑しています
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投資ファンドに
関する新たな税制
フランス、ドイツ、アイルランド、
ルクセンブルク、オランダ、英国
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本稿は、投資家がそれぞれの管轄区域で保有
する投資ファンドユニットに対する税制の改正や、
それが財務に及ぼす影響に主な焦点を当てています。
投資ファンドに関する税制の改正は、税の課税条項の
微調整や、過去の税制における事務的な誤りの是正、
将来の課税対象期間に向けた改正準備を目指した
規制で構成されています。

フランス
エティエン・ジュノ

2012 年下半期は数多くの税制が変更されましたが、その

金融取引税 (FTT)

（Etienne Genot）

一部は本稿発行時点でもまだ最終決定されておりませ

2011 年に、欧州各国は競って金融取引税の導入に乗り出

パートナー

ん。フランスの新たな税制に関する全貌を把握するには、

しました。EU 加盟国大半の合意を得るのは時間がかかる

タックス

2012 年改正財政法案、及び、2013 年予算の最終的な採

上に困難も伴うため、フランスは欧州レベルでの交渉を進

タージ(Taj)*

決を待たなくてはなりません。しかしながら、すでに施行さ

めながらも、先行して独自に FTT を導入することを決めまし

れた変更点や議論中の試案を見る限り、フランスの資産

た。

ヘレン・アルストン

運用業界にとって厳しい時代が待ち構えていると言って差

（Helene Alston）

し支えないでしょう。

ディレクター

2012 年 8 月 1 日に導入されたフランスの FTT は、以下の
3 種類の取引を対象としています。

タックス

フランスの税制変更の多くは個人課税が焦点で、本稿発

タージ(Taj)*

行時点でも依然として議論や修正が行われています。
従って、変更点に関する検証や分析は次回の

1. 時価総額が 10 億ユーロを超すフランス企業が発行した
上場株式の取得。

Performance.で行う予定です。以下に、2012 年下半期に

2. EU のソブリン債に関する CDS 取引

実施されたフランスの税制改正に関する要点をまとめま

3. 高頻度な取引

した。
CDS 及び高頻度な取引に対する FTT の税率は 0.01%で
す。これら 2 分野は課税対象がフランスの居住者による取
引に限定されているため、資産運用業界にとって大きな問
題とはなっていません。しかし、フランスの上場企業株式の
取得に対しては FTT が幅広く適用され、税率も 0.2%とかな
り高く設定されています。

* タ-ジはデロイト・トウシュ・トーマツ・リミテッドのメンバーファームです
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FTT は英国の印紙保留税（SDRT）と似ていますが、課税

カストディアンにとって、どの取引が FTT の対象となり、

や徴収のメカニズムはもっと複雑です。現時点で注目す

どの取引がならないかを理解するとともに、彼らが説明

べき点は、EU の提案とは異なり、フランスが FTT の対象

責任を負う当事者（例えば、ブローカーを経由せずに行

としているのは株式や株式関連商品だけで、ＦＴＴ規則が

われる OTC 取引）となる可能性のある取引を把握するこ

適用される上場企業の株式を取得する権利が付与されて

とが特に重要です。また、カストディアンはたとえ説明責

いない限り、債券やデリバティブは含まれていないことで

任を負う当事者にならないとしても、税の報告や決済の

す。FTT による影響を最も懸念しているのはブローカーで

上で重要な役割を果たします。カストディアンの責任や義

すが、それはカストディアン、アセットマネジャー、投資家

務は取引によって異なります。

にも影響を及ぼす見込みです。カストディアンは投資サイ
クルの中心に位置しており、報告プロセスに関する役割を

アセットマネジャーは面倒な報告作業に関与せずに済む

担っています。それに加え、彼らは OTC 取引の「説明責

かもしれませんが、他の面で FTT による影響を受けそう

任を負う当事者」となる可能性もあります。

です。特に、彼らは FTT の免除規定が正しく適用される
ことを確認したいと考えるでしょう。最後に、投資家も最終
的に FTT のコストを負担せざるを得なくなる模様で、投資
家は、アセットマネジャーがルールを適切に適用している
か、確かめることに興味を持ちます。
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配当に関する変更

サンタンデールのケースに加え、欧州法に従って、源泉

• 配当に対する源泉税の返還及び免除

税の免除対象をフランス以外の投資ファンドに支払った

フランスのアセットマネジャーにとって好ましいニュー

配当にも拡大するよう、フランスの法規が改正されまし

スの一つは、フランス企業が集団投資ファンドに支

た。2012 年 8 月 17 日以降は、集団投資スキームに支

払った配当が源泉税を免除されることになったことで

払った配当は源泉税の対象となるべきではありません。

す。それは、CJEU が 2012 年 5 月にサンタンデール

最近になって、返還請求プロセスに関する詳細を明記し

のケースについて下した決定により確立されました

た書簡が、一部の投資ファンドや彼らのフランスにおけ

1

るアドバイザーに送付されました（近いうちに、フランス

。

の税務当局が発表するガイドラインに盛り込まれる見込
そのため、アセットマネジャーはフランスや欧州で支

みです）。税務当局はその書簡の中で、国内ファンドと

払った源泉税について、返還請求することが可能に

の類似性についてやや曖昧な基準を示す一方、返還請

なります。時効は国によって異なるかもしれません

求の正当性を裏付けるために必要な書類についてはか

が、欧州及び欧州以外のファンドにとって、欧州 13 ヶ

なり詳細に説明しました。しかしながら、今後の免除申

国で過去数年に渡って支払った源泉税が返還請求

請に関する情報は全く提供されておりません。いずれに

可能です。

せよ、法に基づき、投資ファンド（UCITS あるいはその同
等ファンド）が 8 月 17 日以降に支払ったすべての源泉
税は返還されることになります。

サンタンデールのケースでは、EU と EU 以外のファン
ドを差別すべきではないとの判断が下されました。そ
の結果、2009 年 1 月 1 日以降に支払った配当に対

•

配当に対する 3%の上乗せ課税

する源泉税は、返還請求することができます。請求は

投資ファンドに支払った配当への源泉税が免除された

2014 年 12 月 31 日の公式な期限前にフランスの税

のと引き換えに、配当を支払った企業に対し、法人税に

務当局に申請する必要がありますが、できる限り早

応じて 3%の上乗せ課税が導入されました。この税金

期に請求することが望ましいと思われます。

は、2012 年 8 月 17 日以降に支払われた配当やみなし
配当（税目的の）に適用されます。
それは源泉税ではないため、EU の目的において差別
的な税ではあり ません 。それを負担す るのは配当を
行った会社で、フランス企業への投資利回りに影響を及
ぼす可能性があります。

1

Performance 第 9 号を参照ください

フランスのアセットマネジャーにとって好ま
しいニュースの一つは、フランス企業が集
団投資ファンドに支払った配当が源泉税
を免除されることになったことです。
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ドイツ
エバ・アーンスト

ドイツの投資税法に関する大規模な改革が先送りされたこ

提案された投資税法の改正点

（Eva Ernst）

とを受け、上院財政委員会は年次税法の改正を提案しまし

コスト配分

シニアマネジャー

た。財政委員会は 2012 年 6 月から 7 月にかけて行われた

ドイツにおける投資課税目的の「一般コスト」配分につい

金融税務サービス

2013 年年次税法案に関する協議の場で、様々な改正を提

て、議論されている提案があります。それらは概して、投

デロイト

案しました。

資ファンドの特定の収入源に直接関連するものではあり
ません。現行ルールでは、一般コストの大半を課税対象と

本稿執筆時点（2012 年 12 月から）では、提案された投資税

なる経常利益（配当、金利など）に配分し、課税対象とな

ティル・ウェスターマイヤー

法の改正点は何も 2013 年年次税法案に盛り込まれており

るファンド投資から生じるみなし配当利益を減らすことが

（Till Westermeier）

ません。現在は立法プロセスの暫定的な段階にあることを

可能です。

マネジャー

考えれば、議会が財政委員会の提案をすべて成立させよう

金融税務サービス

とするかどうかは、依然として不透明です。一部のコメント

新たなルールでは、一般コストは課税対象の経常収益の

デロイト

は、現行法の改正が必要かどうかに関する「レビュー要請」

ほか、キャピタルゲインにも配分されることになります。経

の形を取っているに過ぎません。それでも、2013 年の課税

常利益とキャピタル損益がどちらもマイナスの場合、一般

対象期間には提案された改正が実現する可能性はかなり

コストは経常利益とキャピタルゲインに 50%ずつ配分され

高いと思われます。

ます。そのことは、間接コストの 10%を控除対象外費用と
して分類する選択肢がなくなることを意味しています。しか
しながら、直接コスト、つまり特定の収益源に直接帰属す
るコストの配分については変更されない見込みです。
ファンド利益の分配命令
提案されている改正点には、ファンドの利益をドイツにお
ける課税対象となる投資家への分配に充てることを命じ
る規定も含まれています。あらゆる分配金は、以下の項
目から得たものとみなされます。(1) 会計年度末から 4 ヶ
月以内に分配される場合、今年度あるいは前年度に得た
すべての経常利益とキャピタルゲイン；(2)過年度からの
みなし配当収利益（つまり、すでに課税されている経常利
益）； (3) 2004 年以前の過年度における実現キャピタルゲ
イン（KAGG あるいは AuslInvG に基づくもの）；あるいは
(4) 資産 。
このルールは、海外投資ファンドが資産を分配する能力、
つまり、ファンドが実現キャピタルゲインを積み上げたとし
ても、投資家資本の返還を制限することを主な目的として
います。財務省が以前に交付した政令にも、関連規定が
盛り込まれていました。
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債券ストリ ッピング(元利分離)構造に適用す る乱用防止
ルール
「債券ストリッピング（元利分離）構造」と呼ばれる債券の
クーポンの所有権ルールの変更を伴う特定の仕組みを防
ぐ提案についても議論されています。これまで、債券から切
り離された表面金利を売却して課税対象利益を生み出すた
め、ファンドの段階でそうした仕組みが用いられてきまし
た。それは投資家が被った他の損失と相殺されるみなし配
当収益として用いることができたため、法人税法の特別規
制に基づく投資家の税務上の損金の喪失を回避する手段
とされてきました。ファンドのユニットの売却に伴い将来発
生する損失は、他の課税所得と相殺される可能性がありま
す。
配当やキャピタルゲインに対する免税措置
企業の配当やキャピタルゲインの免税措置に関する法人税
法の規定が改正される可能性は、投資税法にも影響を及ぼ
すとみられます。将来は、配当やキャピタルゲインに対する
95%の免税が適用されるのは、持ち株比率が 10%を上回って
いる場合のみに限定される見込みです。それはファンド投資
にも適用されるとみられるため、機関投資家にとって、株式
投資で得た利益に関する日々の税額を調整する必要が生
じるかもしれません。

提案された改正は、
2013 年の課税対象期間
に実現する可能性が
かなり高い模様です。
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アイルランド
ディアドラ・パワー

会社型ファンド、ユニットトラスト、インベストメント・リミテッ

（Deirdre Power）

ド・パートナーシップの形態を取るアイルランドの規制ファ

パートナー

ンドは、課税上不透明な事業体、又は課税上の「ルック

税務

アット」構造として取り扱われています。これらの規制ファン

デロイト

ドは、ユニットのすべてをアイルランドの非居住者が保有し
ている場合、国内では収益や値上がり益に対して課税さ
れておりません。そのため、アイルランドの規制ファンドは
税効率の良さから、一般的に「グロス・ロールアップ・ファン
ド」と呼ばれています。長年に渡って資産のプール（年金の
プールを含む）として用いられてきたアイルランドの一般契
約型ファンド（CCF）は、アイルランドや世界の数多くの管轄
区域において課税上透明性が高いと認識されているアイ
ルランドの規制ファンド構造の一つです。
いくつかの財政関連法規についてこれまで実施されたファ
ンドに関する税制変更の多くは、アイルランドが UCITS IV
やオルタナティブ投資運用者指令（AIFMD）など欧州の規
制を取り入れる用意があることを重視するものでした。

会社型ファンド、ユニットトラスト、
インベストメント・リミテッド・パート
ナーシップの形態を取るアイルラン
ドの規制ファンドは、課税上不透明
な事業体、又は課税上の「ルックアッ
ト」構造として取り扱われています。
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2012 年に実施されたアイルランドの税制変更の要点は、

マスターハンズオフィーダーファンド構造: 資産がグッド・オ

以下の通りです。

フショアファンドからアイルランドのマスターファンドに移管さ
れ、代わりにマスターファンドがグッド・オフショアファンドに

合併: アイルランドの税制に、国内ファンドと「グッド・オフ

直接ユニットを発行す る場合、資産の移転は再編に伴う

ショアファンド 1」が合併した場合でも、アイルランドの投資

様々な免税規定による恩恵を受けることができます。ファン

家がユニットを売却したとみなされないことが明確に定め

ドの投資家に直接ユニットが発行される場合、すでに印紙

られました。むしろ、合併したファンドの新たなシェアやユ

税や直接税の免税が適用されていますが、適用対象がグッ

ニットの保有は、実質的に旧ファンドを引き継いだものとみ

ド・オフショアファンドにユニットが発行されるケースにも拡大

なされます。そうした方式を通じ、UCITS のフレームワーク

されました。これらの変更はアイルランドの税制をさらに強

に基づくファンドの合併は、アイルランドの投資家の立場

化する効果をもたらし、ファンドグループは投資家及びファ

から見て、税の面で中立的となっています。投資家は合併

ンドどちらの立場からも、税務上効率的な方法でファンドを

したファンドのユニットを売却した時にアイルランドで課税さ

再編及び再構築することが可能になります。

れますが、利益を計算する上では、コストは旧ファンドに帰
属するものとみなされます。アイルランド以外の投資家に

今年可能性が出てきた変化の一つ－依然として議論中で

とって、アイルランドの規制ファンドが関わる合併シナリオ

すが－は、米国の「チェック・ザ・ボックス」規制を満たすとみ

においては、どんな場合も課税されることはありません。そ

られるファンド業界の新たなコーポレート構造に関するもの

れは、国外の投資家は、アイルランド籍ファンドのユニット/

です。財務相は新たな構造に関する提案を原則的に承認

シェアの処分を通じてアイルラ ンドで得た利益について

し、提案の一部は税制の付帯条項として導入される見込み

は、課税義務はないという考え方に基づいています。

です。アイルランドのファンド業界は、2013 年 7 月に AIFMD
が発効する前に新たな構造が導入されることを期待してい

再編/合併:アイルランドは税制変更を通じ、グッド・オフショ

ます。今のところ、AIFMD を施行するために必要な準備や

アファンドを保有するアイルランドの投資家が同じ傘下の

税制改正に向けた作業は、財政法の中で大半がすでに完

サブファンドから別のサブファンドに入れ替えても、税務上

了しました。年次財政法は 2013 年第 1 四半期に発表され

の売却とはみなさないことを確認しました。数年前から、ア

る見通しで、その際にファンドの税制について、さらにどのよ

イルランドの同一ファンド傘下内のサブファンドを入れ替え

うな改正あるいは強化が行われるか、注目されます。

ても、税務上の売却には当たらないと定めた規定が導入さ
れていました。

1 アイルランドのファンドと同じレベルの規制を受けており、EU あるいはアイルランドが二重課税協定を結んでいる国の税居住者となっているファンド。
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ルクセンブルク
パスカル・ノエル
（Pascal Noel）

ルクセンブルクでは、昨年夏から AIFMD への移行プロ

税 の 観 点 か ら 見 れ ば 、 法 案 の 主 な 措 置 は 、 SCS と

セスが始まりました。

SCSp 向けの‘ Geprägetheorie‘税の原則を適用する企

パートナー

業を、少なくともゼネラルパートナーの 1 社が

税務

ルクセンブルク政府は様々なワーキンググループや業

SCS/SCSp のパートナーシップに最低でも 5%出資する

デロイト

界団体との協議を通じて法案を作成し、2012 年 8 月

ルクセンブルク資本の企業である場合に限定するため、

24 日に議会に提出しました。議会は検討や議論を行

法人税法と地方事業税法を改正することで構成されて

い、必要な場合には可決する前に修正する可能性もあ

います。この措置は、5%の出資基準を下回るゼネラル

ります。この法案が成立すれば、UCITS を通じて勝ち

パートナー（オルタナティブ投資ファンドでは典型的な

得たファンドセンターとしてのルクセンブルクの地位が

ケース）を持つあらゆる新たな SCS/SCSp に対する地

強化され、オルタナティブ投資会社にとって活動場所と

方事業税（現在の制度とは異なり）を含め、税に関する

しての魅力が高まることになります。法案には以下のよ

全面的な透明性を備えている一方、一部の具体的な

うな財政措置が盛り込まれています。

ケースでは Geprägerechtsprechung から恩恵を受ける
可能性を維持しています。

• 「スペシャル・リミテッド・パートナーシップ」の創設を
含むパートナーシップ法の見直し。
法案は営利企業に関する 1915 年 8 月 10 日に策
定した法律の大幅な改正を提案しています。その内
容は以下の通りです：
- 契約の自由に関する幅広い原則を重視し、長期
に渡って開発されてきた慣行やアングロサクソン
型のパートナーシップモデルに基づく共通リミテッ
ド ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ （ Société en Commandite
Simple＝SCS）に適用される法体系を近代化。
- 特 別 リ ミ テ ッ ド ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ （ Société en

Commandite Spéciale＝SCSp）と呼ばれる新たな
ビークルの創設―それは多くの面で SCS 制度と
似ているが、法人格を持たないという点で SCS と
は異なる。規制を受けないファンドに加え、SIF と
SICAR はこの新たな法的形態の枠内で設立され
ることも可能です。
- シェアによって 制限 され るパー トナーシ ップ

（Société en Commandite par Actions＝SCA）に
関する法改正。
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さらに、従業員が AIF のシェア/ユニットの売却/解約

ルクセンブルクでは、昨年夏
から AIFMD への移行プロセ
スが始まりました。

によって得たキャピタルゲインは、キャピタルゲインに
対する適用される通常の税制に基づいて課税されま
す（つまり、売却前の 5 年間に持ち株比率が 10%を超
えた時点がなく、保有期間が 6 ヶ月を超えていれば課
税を免除される）。ルクセンブルク―長期に渡って投資
ファンドが籍を置いてきた場所―は、高いスキルを持
つ労働者に有利な税制を提供している（2 つの制度は
共通の条件を定めている）のに加え、フ ァンド・ マネ
ジャーにとっても選択する場所となりそうです。高いス

• 成功報酬に新たな税制を導入
法案の主なポイントは、AIF の運用会社や AIF 管理会

キルを持つ労働者に対する税制は、報酬パッケージが

社の従業員（以下「従業員」）に対する暫定的な税制を

適切に構成されたエグゼクティブにとって、平均で年間

導入したことです。従業員が AIF の利益分配請求権か

4 万ユーロから 5 万ユーロに上る個人所得税の節減

ら得る収入に対しては、一定の条件の下で軽減税率

につながる可能性があるばかりか、暫定的な税制によ

（最大 10.90%）が適用されます。その制度は(i) 法律が

り、成功報酬に対する課税が 30%程度圧縮される見込

施行された年あるいはその後 5 年間に居住地をルク

みです。

センブルクに移した従業員、(ii) 法律が施行される以前
の 5 年間にルクセンブルクの税居住者ではなく、ルク

•

国境を超えた AIF 運用

センブルクにおいて専門職としての収入が課税対象と

UCITS に関する規定や AIFMD についての条項と同じ

なっていなかった従業員、に適用される見込みです。

ように、法案はルク センブルクで設立された公認の

対象となる従業員は、彼らがルクセンブルクで成功報

AIFM に対し、他の EU 加盟国で設立された AIF の運

酬を受ける権利のあるポジションに就いた年から 11

用も認めています。税の観点から見れば、ルクセンブ

年に渡り、この制度の恩恵を受けることができます。

ルク以外で設立され、管理や運用の指示はルクセン
ブルクで行われている AIF は、法案によってルクセン
ブルクの税制から免除されているため、そうしたクロス
ボーダーの運用サービスは何ら運用やコントロール上
の問題を招くことはありません。
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オランダ
アーンスト-ジャン・ノルタ

フィンランドの投資ファンドはオランダの源泉税の全額還

（Ernst-Jan Nolta）

付を受けられるか？

シニアマネジャー

デンボッシュの控訴裁判所は、フィンランドの投資ファンド

金融税務サービス

がオランダから徴収されていたポートフォリオの配当に対

デロイト

する源泉税について、返還を受ける権利があるとの決定
を下しました。フィンランドでは、投資ファンドは利益に対

レイモンド・アデマ

する課税を免除されています。その結果、オランダの源泉

（Raymond Adema）

税は徴収されなくなります。オランダの税務当局は返還請

ジュニアマネジャー

求を拒否しましたが、控訴裁判所は、フィンランドの投資

金融税務サービス

ファンドの立場は配当に対する源泉税の返還請求を行う

デロイト

権利がある国内企業と同じであるとみなしました。そのた
め、裁判所は、返還請求の却下は資本の自由な移動を
認める原則に違反していているとの結論に達しました。こ
の問題は現在、オランダの税問題を扱う最高裁判所で係
争中です。
オランダと米国の税務当局が FGR について合意
オランダと米国の税務当局は、オランダの FGR(合同勘定
ファンド＝besloten fonds voor gemene rekening)に対する
税務上の取り扱いについて合意しました。合意では、FGR
は収入の受益者には当たらず、収入は FRG への出資者
に（比例配分で）帰属するものとみなされることになりまし
た。それは租税条約や米国の税法に基づいて源泉税に
ついて軽減税率の適用あるいは免税措置を受けている受
益者によって、歓迎すべきニュースです。
オランダは以前にもカナダ、デンマーク、ノルウェー、英国
と同じような協定を結んだほか、協定の締結には至らな
かったものの、オーストリア、ベルギー、南アフリカ、台湾
との間でこうした理解で一致しました。さらに、オランダが
エチオピア（2012 年）、ドイツ（2012 年）、日本、スイスと結
んだ直近の租税条約には、課税上透明な事業体（FGR な
ど）の取り扱いを定めた条項が盛り込まれています。
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AIFM 指令の施行に
向けたプロセスは最終
段階に差し掛かって
おり、現在はオランダ
上院で審議されていま
す。
オランダは FBI の分配に対する源泉税を全額返還へ
オランダの FBI （財政投資機関＝fiscale

beleggingsinstelling ）は株式や不動産への投資の上で
幅広く活用されているほか、高分配方針を採用している
ファンドにも用いられています。それに加え、FBI は配当
や金利に対するオランダや海外の源泉税の支払いが
軽減されています。FBI が実施した分配は、配当に対す

オランダはいち早く AIFM 指令を施行する 国の一つに

る源泉課税の対象となります。2013 年財政法には、配

AIFM 指令の施行に向けたプロセスは最終段階に差し掛かっ

当の受取人が利益に対する課税を免除され、オランダ

ており、現在、オランダの上院で審議されています。法案は、オ

の居住者の場合に税を免除されていた場合には、少な

ルタナティブ投資ファンドについて―税務目的で―認可された

くとも EEA の状況において、源泉税を全額返還すると

国の居住者とみなすと定めています。その規定は、オランダの

の提案が盛り込まれています。

アセットマネジャーにとって、運用会社の居住国から付与され
たライセンスは欧州連合全域で有効だとする「運用会社パス

FATCA: オランダは米国と政府間協定を巡り交渉

ポート」を全面的に活用することを可能にするものです。法案

本稿執筆時点では、オランダは米国との間で、米国の外

は、 運用会社の設立国（本籍国）とは異なる EU 域内の国

国口座税務コンプライアンス法に基づく情報交換につい

で運用されているオルタナティブ投資ファンドの居住地に関す

て政府対政府のアプローチを可能にする政府間協定を

る議論には触れておりません。昨年、UCITS に関する同様の

巡って交渉しています。「政府対政府アプローチ」の利点

規定がオランダの法律に加えられました。

は、オランダの金融機関にとって管理コストが少なくなる
ことです。金融機関は IRS と個別に協定を結ぶ必要が
なくなり、情報交換は新たな法律に基づきオランダの税
務当局を通じて行われることになります。
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英国
エリザ・ダングワース

英国の透明な税制のファンド

英国の公認コントラクチュアルファンドには、数多くの

（Eliza Dungworth）

英国は、国内の資産運用業界への提供を目的とした、

活用方法があります。

パートナー

ルクセンブルクの FCP やアイルランドの CCF のような

金融税務サービス

課税上透明な欧州のファンドに対し競争力のある選択

・ フ ァンドの合理化—ファンドの活用法の一つは、

デロイト

肢となる、課税上透明な公認の契約型ファンドの導入

ポートフォリオ運用の上で効率性を高め、規模の

を検討しています。英国で公認の契約型ファンドを導

利益を得るため、複数のファンドが保有している資

入するには、共同保有スキーム（収益の面についての

産をプールすることです。

み透明）、公認リミテッド・パートナーシップ（インカムゲ
インとキャピタルゲインの双方について透明）という、2
通りの法的形態が考えられます。

・ UCITS IV マスターファンド—UCITS IV によりクロス
ボーダーのマスター・フィーダーファンド構造の構
築が可能になり、ファンド運用会社は異なるフィー
ダーファンドを通じ、様々な管轄区域における異な
るタイプの投資家に単一の投資ポートフォリオを提
供できるようになります。フィーダーファンドを保有
する投資家が、元となるマスターファンドに組み入
れられている銘柄を直接保有していた場合と同じ
税務上の取り扱いを受けるためには、マスターファ
ンドは課税上透明でなくてはなりません。
・ 有利な税制上の恩恵を受けながらプールする手段
—プールされたファンドの恩恵を受けたいと考えて
いるものの、有利な二重課税条約など税制上の利
点も維持したいと望んでいる投資家にとって、この
ファンドは魅力的な商品となります。
・ 生命保険会社再保険契約にとってソルベンシー II
規制への対処策に—ファンドは、ソルベンシーⅡ基
準（欧州の保険業界にとって自己資本比率規制の
根本的な見直し）に基づく資本要件を達成するた
め資産を削減/処分する上で、生命保険会社再保
険契約に対する適切な代替手段となる可能性があ
ります。

英国の公認契約型ファンドは基本的に UCITS に準じて設
計されていますが、非 UCITS リテールスキーム（NURS）あ
るいは適格投資家スキーム（QIS）として創設される可能性
もあります。実際、前述したようなファンドの予想される活用
法を考えれば、多くの契約がファンドは NURS や QIS として
認可される見込みです。
英国の税務当局は昨年、契約型ファンドを導入するための
規制案や、それに伴って整備が必要となるキャピタルゲイ
ン税、印紙税、VAT に関する規制について協議しました。
最終的な規制案は今月決定され、2013 年 4 月 1 日付で施
行される見込みです。ファンドのプロバイダーは、英国の公
認契約型ファンドが魅力的な選択肢となり得るかどうかに
ついて検討に着手しています。

最終的な規制案は
今月決定され、2013 年
4 月 1 日付で施行される
見込みです。
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規制の視点

中国の資産運用業界に関する
規制変更
ジェニファー・チン
(Jennifer Qin)
パートナー
アジア・パシフィック投資運用リーダー
デロイト

中国の金融規制当局は 2012 年に、資産運用
業界に重大な影響を与えるとみられる数多くの
政策を導入しました。本稿では、最近発表された
3 つの重要な規制変更について、概要を説明
します。
中国の全人代は昨年 6 月末に、「証券に投資するファンド

まず、証券の定義拡大に関しては、改正案では「証券」の

に関する中華人民共和国の法律」の改訂案について議論

定義について、上場及び非上場株式、負債性商品、他の

を始めました。改定案は、同じ問題に関して 2003 年に導

証券やそれらのデリバティブも含まれると定めています。新

入され、それ以降中国のファンド業界を規制する上で適用

たに拡大された定義に基づけば、プライベートエクイティ・

されてきた法規を改正するものです。

ファンド、ベンチャーキャピタル・ファンド、投資信託、変額
生命保険、ブローカーによる集団資産運用プランも新たな

改正案は既存法規の明確化及び一部修正以外にも、証

フレームワークの中で規制され、銀行業監督管理委員会

券の定義拡大、ファンドの法的形態の拡大、ファンド運

（CBRC）、証券業監督管理委員会（CSRC）、保険業監督管

用会社の業務の効果的なコントロールに関する指針の

理委員会（CIRC）、国家発展改革委員会（NDRC）による規

明確化、という 3 つの分野について、重要な変更が行わ

制分野に多少の重複が生じることになります。これらの規

れています。

制当局はそれぞれが証券の定義に含まれる 1 つか 2 つの
商品を監督していますが、改正案が承認された場合、理論
的には CSRC が規制することになります。その結果、ア
セットマネジャーは上場株式や債券などで構成する単純な
商品ばかりでなく、投資家に売り込むため様々な商品を開
発する自由度が高まります。
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第 2 に、企業形態に加えてファンドの法的形態の数を増

ファンド・マネジャーやカストディアンの入れ替えも取

やすことに関しては、改正案では「ボードファンド」と「無限

締役会が提案することになります。無限責任ファンド

責任ファンド」という 2 つの形態が追加されました。ボード

の場合、ファンド・マネジャー、あるいはファンド・マネ

ファンドでは取締役会メンバーがファンドの株主総会に責

ジャーを管理している会社がファンドについて無限の

任を持ち、株主総会における決議事項の執行を監督する

責任を負います。私たちの見方では、法的形態の数

ことになります。取締役会はファンドの運用やカストディア

が増えれば、ファンド・マネジャーや投資家にとって、

ンの監督についても責任を担います。

新ファンドを設立する際に各当事者の権利及び義務
のバランスを取るための選択肢が増えることになりま
す。

中国の全人代は昨年 6 月末に、
「証券に投資するファンドに関する
中華人民共和国の法律」の改訂案に
ついて議論を始めました。
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ば、ファンド運用会社の過半数株式を保有する投資家が

7 月から 10 月にかけて、CIRC は「保険会社の株式投資に
関する暫定措置に基づき株式及び不動産に投資している保
険会社に関する問題についての通知」と、「保険金の海外投
資の管理に関する暫定措置のルール施行についての通知」

ファンドのオペレーションに不適切な方法で介入することを

（以下、まとめて「通知」）を発表し、保険会社によるプライ

認めない方針が示されたほか、インサイダー取引が厳しく

ベートエクイティ・ファンドへの投資に関する規制を緩和しま

禁じられました。提案は、ファンド運用会社の従業員による

した。

第 3 に、ファンド運用会社の業務を効果的にコントロール
する指針の明確化に関しては、オープンエンド型ファンドの
オペレーションに関する一連の提案が示されました。例え

株式取引についても触れています。改正案によると、ファ
ンド運用会社の従業員は適切な方法を通じて事前承認を
受ければ、自己勘定で株式取引を行うことが認められま
す。従来は、従業員による取引は厳しく禁じられていまし
た。
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この通知は、2007 年に発表されたものの施行に関する指

その基準を計算する際、保険会社が独自ファンドを通じ

針が不明確だったためほとんど活用されていなかった当初

て直接投資する保険会社の株式は、純資産から除外さ

ルールの適用について、明確な指針を示したものです。こ

れます。不動産（自社利用を除く）、インフラ向け信用投

の通知を通じ、保険会社によるプライベートエクイティ・ファ

資プラン、不動産関連金融商品に投資している保険会

ンドへの投資に関する CIRC の規制が緩和されました。そ

社は、自らの裁量のみで投資対象を決定できる可能性

れは主に以下の点に反映されています。

がありますが、総投資額は前四半期の総資産の 20%を
超えることはできません。そのことは、保険会社にとっ

1. 保険会社の投資基準を引き下げ
通知によると、保険会社による株式や不動産投資は前

て、株式や不動産投資に関する柔軟性が高まることを
意味します。

年度の利益に基づく規制を受けなくなる一方、前年度の
純資産に関する基準が基本的に 1 億元に修正されたほ

3. GP 向けの資本要件を緩和

か、ソルベンシー比率基準は前四半期の総資産の最低

通知によると、プライベートエクイティ・ファンドに投資し

120%に改定されました。その結果、株式や不動産への投

ている保険会社にとって、GP に関する資本基準が、登

資が可能になる保険会社や、ライセンスを付与される会

録資本あるいはコミット資本ベースで最低 1 億元に緩和

社が増加する見込みです。

されました。プライベートエクイティ会社が一般的にパー
トナーシップを採用しているという事実を踏まえ、コミット

2. 保険会社による株式や不動産投資の上限を引き上げ

資本という考え方が追加されました。

通知によると、非上場会社やプライベートエクイティ・ファ
ンド―他の関連金融商品のうちでもとりわけ―に投資し

4. プライベートエクイティ・ファンドの種類及び投資対象を

ている保険会社は、前四半期の総資産の 10%の範囲内

明確化

で、自らの裁量で投資に関する決定を下すことが可能に

通知によると、保険会社が投資するプライベートエクイ

なります。従来は、その比率が 5%に設定されていまし

ティ・ファンドの種類には、グロース・キャピタル・ファン

た。

ド、バイアウト・ファンド、エマージング・ストラテジック・イ
ンダストリー・ハンズオファンド・オブ・ファンズが含まれ、
それらのプライベートエクイティ・ファンドが投資対象とな
ります。バイアウト・ファンドの投資対象には上場株式が
含まれる可能性がありますが、戦略的投資、割当先へ
の売却、ブロック取引など、一般の取引を伴わない所有
権の移転に限られ、投資の規模はそれらのファンドの資
産残高の 20%を超えることはできません。エマージング・
ストラテジック・インダストリー・ファンドの投資対象には、
金融サービス会社、高齢者向けサービス提供会社、医
療及び健康関連会社、近代的な農業関連会社、公的な

私たちの見方では、法的形態の数
が増えれば、ファンドマネジャーや
投資家にとって、新ファンドを設立
する際に各当事者の権利及び義
務のバランスを取るための選択肢
が増えることになります。

賃貸住宅や低価格住宅の建設会社及び管理会社が含
まれる可能性があります。通知には、バイアウト・ファン
ドが流通市場で投資する可能性があることや、保険会
社にファンド・オブ・ファンズへの投資を認めることが明
記されています。
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5. プライベートエクイティ会社に関する適格要件の
明確化
通知によると、保険会社が投資するプライベートエクイ
ティ・ファンドについては、プライベートエクイティ会社の
エグジットに関する基本的な要件として、プライベートエ
クイティ会社のプロフェッショナルが投資の主なプレイ
ヤーとしての役割を果たしたディールのエグジット件数
を定めているほか、運用資産残高に関しては中国にお
ける人民元建て払込資産及び資本金の残高を定めてお
り、「30 億」の基準は引き下げられませんでした。
6. 海外投資に関する規制をさらに明確化
• 第 7 条—保険会社が投資する米ドル建てのプライ
ベートエクイティ・ファンドをローンチ及び運用するプ
ライベートエクイティ会社は、以下の要件を満たさなく
てはならない
- 払込資本金あるいは純資産は 1,500 万米ドル、
もしくは他通貨建てで同等額を下回ってはならな
い
- プライベートエクイティの運用資産総額は 10 億
米ドル、もしくは他通貨建てで同等額を下回って
はならず、優れた運用実績や高い評価を得てい
なくてはならない
• 第 12 条—保険会社が投資する海外のプライベートエ
クイティ・ファンドは、以下の要件を満たさなくてはな
らない。

プライベートエクイティ・ファンド
プライベートエクイティ・ファンドによる買収対象は、
成熟段階にある企業か、高い M&A 価値を持った企
業でなくてはならない。買収企業の所在地は、補足
資料 1 に記載されている国や地域の企業に限定す
るものではない。コミット資本は 3 億米ドル、もしくは
他通貨建てで同等額を下回ってはならず、払込資本
金は所定の比率に従って出資しなくてはならない。
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プライベートエクイティ会社にはプライベートエクイティ
投資や関連分野の経験を持つプロフェッショナルが 10
人以上必要で、少なくとも 2 人のシニアマネジャーは関
連分野で 8 年以上の経験を有するほか、資金調達や
運用、エグジットに関する包括的な経験や、少なくとも 5
件のプロジェクト（ファンド・オブ・ファンズを除く）でエグ
ジットを成功させた経験がなくてはならない。また、少な
くとも 3 人のプロフェッショナルは 3 年間に渡り一緒に
働いた経験がなくてはならない。プライベートエクイティ

中国の金融業界監督機関は国
内金融機関に対し、かなり前か
ら資産運用ビジネスの刷新や成
長を促してきました。

会社は優れたガバナンス構造、効果的なインセンティブ
及び離職防止メカニズム、利益保護メカニズムを備えて
いる必要があるほか、経営チームの排他性を保証する
ためキーマン条項を定めていなくてはならない。

昨年 10 月末に、上海市政府の上海財政管理オフィスは
人民元適格海外投資事業有限責任組合（RQFLP）と呼ば

保険会社は、前項の規定に準じたプライベー トエクイ

れるスキームを試験導入しました。RQFLP を活用すれ

ティ・ファンドのポートフォリオを組み入れているファン

ば、人民元建てファンドを保有しているオフショアの投資

ド・オブ・ファンズにも投資することができる。ファンド・オ

会社は QFLP ライセンスを取得した後、上海に直接法的

ブ・ファンズは単純かつ明確な構造を持つ必要があり、

主体を設立することが可能になります。

他のファンド・オブ・ファンズに投資することはできない。
RQFLP スキームにはいくつかの利点があります。第 1
金融機関あるいはその子会社は、それらのプライベー

に、投資額（ 割 当枠） に制 限は あり ません 。第 2 に、

トエクイティ・ファンドの経営やオペレーションをコント

RQFLP に基づく国境を超えた人民元のフローは外貨建

ロールすることはできず、プライベートエクイティ・ファン

て資本とみなされ、外貨に交換する必要がなくなります

ドの GP となることもできない。

（為替換算に関する SAFE の割当枠には算入されない）。
第 3 に株式や債券以外への投資を認めていない RQFII

•

第 14 条 —保険会社による海外投資残高は、前年度末

プログラムとは異なり、非上場株式、上場株式、公の市場

時点の総資産の 15%を超えることはできない。補足資料

で取引されていない株式、転換社債、業界ファンドにも投

1 に記載されている新興国市場への海外投資について

資することができます。

は、投資残高は前年度末時点の総資産の 10%を超える
ことはできない。

中国の金融業界監督機関は国内金融機関に対し、かな
り前から資産運用ビジネスの刷新や成長を促してきまし

中国の保険会社は 2012 年第 3 四半期時点で約 7 兆元

た。矢継ぎ早の新たなルールや規制の導入により、機関

の総資産を抱えているため、CIRC は実際に通知を施行

投資家の活動が活発化し、アセットマネジャーの業務や

する上では慎重を期して行動す るかもしれません。しか

ガバナンスに関する指針が明確になっているため、資産

し、中国のアセットマネジャーにとって通知は予想外の内

運用ビジネスは中国の資本市場において活気あるセク

容で、海外のアセットマネジャーも内容を吟味しています。

ターとなる見込みです。
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連結財務諸表と支配の概念
投資マネジャーが留意すべき
10 項目の論点
ジャスティン・グリフィス
(Justin Griffiths)

ジゼル・チニ
(Giselle Cini)

パートナー

シニアマネジャー

アシュアランス

IFRS テクニカル

デロイト

デロイト

IFRS 10「連結財務諸表」（以下「IFRS 10」）における
支配の定義変更は、IFRS を採用している投資マネ
ジャーに非常に大きな影響を及ぼす見込みです。

投資マネジャーは初めて投資対象企業の一部につい

欧州連合が採用している IFRS に従って財務諸表を作成し

て連結を義務づけられるほか、多くの企業が連結の

ている企業が IFRS 10 の採用を義務づけられる期限は

対象となる可能性が出てきました。それは財務報告プ

2014 年 1 月 1 日ですが、早期適用も認められます。

ロセスに影響を及ぼすばかりでなく、規制当局、資金
の出し手、株主など財務諸表のユーザーが財務諸表

本稿では、投資マネジャーが IFRS 10 に基づく新たな支配

の変化を理解及び解釈する方法にも変化をもたらす

の定義を採用する際に対処しなくてはならない実務上の課

見込みです。

題に焦点を当てた上で、新基準にうまく対応する上で役立
つとみられる多くの事例を提示したいと考えます。

投資マネジャーは、関与している企業を支配している
か、その結果、それらの企業を自社の財務諸表に連
結する必要があるかどうかを判断する上で、IFRS 10
のより包括的な見解や指針を適用することが必要とな
りそうです。IFRS 10 は、IAS 27「連結及び個別財務諸
表（以下「IAS27」）と SIC-12「連結―特別目的事業体
（以下「SIC-12」）（2 つを合わせて、以下「現行基準」）
に定められた連結基準に代わる規定で、2013 年 1 月
1 日あるいはそれ以降に始まる年度から適用され、早
期適用も認められます。
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1. IFRS 10 に関する背景情報
IFRS 10 は支配の原則を定義し、どの企業を連結対象と
するかを決める基準として、その企業が支配されているか
どうかという考え方を取り入れています。また、IFRS 10 は
以下の問題に対する答えを示しています： (a) 現行基準に
よって支配の概念を適用す る際に実務上存在す る相違
点、(b) IAS 27（便益を得るための支配力を重視）と SIC12（リスク及びリターンを重視）間における重視する項目の
食い違い、(c) 金融危機の際に浮き彫りになった、投資家
が一定のビークルとの関与に伴い晒されているリスクに関
する透明性の欠如。
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2. 支配の定義

5. 投資マネジャーが投資先に対するパワーを有している

投資マネジャーは以下の各要素をすべて有している

かどうかを決定しなければならない。

場合にのみ、投資先を支配していることになります：

投資マネジャーが投資先の関連性のある活動を指図

(a) 投資先に対するパワー、 (b) 投資先への関与より

する現在の能力を与える既存の権利を有している場

生 じ る 変 動 リ タ ー ン に 対 す る 権 利 又 はエ ク ス ポ ー

合、投資先に対するパワーを持っていることになり ま

ジャー、(c) 投資者のリターンの額に影響を及ぼすよう

す。

に投資先に対するパワーを用いる能力。
パワーについて評価する上では、実質的な権利（つま
以下では、これらの適用について検討するため、3 つ

り、その権利を行使する実質上の能力を有しているか

の要素それぞれについて説明します。投資マネジャー

どうか）のみを考慮します。

にとって、最初の 2 つは比較的評価が容易で、達成
できる可能性はかなり高いと思われます。しかしなが

権利が実質的なものかどうかを投資マネジャーが決定

ら、特に投資運用業界に関連ある 3 つ目の要素につ

する際に考慮すべき要素としては、以下のものがありま

いては、結論を出す際により綿密な分析や判断が求

す。

められます。
(a) 保有者による権利行使を妨げる何らかの障害があ
3. 投資先の目的及び設計
投資先の目的や設計について言えば、資本性金融商
品（例えば普通株）の保有を通じて投資先が支配さ
れ、投資者が議決権の過半数を保有している場合に
は、投資先が支配されていることは明確です。しかし

るかどうか。
(b) 複数で権利の共同行使する実質上の能力を保有
者に与えるメカニズムがあるかどうか。
(c) 保有者が権利の行使を通じて利益を享受するかど
うか。

ながら、より複雑なケースでは、投資先の議決権が管
理業務のみに関連し、契約上の取決めにより関連性

しかしながら、防衛的な権利（つまり、保有者の利益を

のある活動の指図が決定される場合があります。そう

保護する権利）は考慮すべきではありません。

したケースでは、投資先が晒されるように設計されて
いるリスクや、投資先に関与している当事者に移転す

6. 投資マネジャーは、投資先への関与によって生じる変

るように設計されているリスク、投資者が晒されるリス

動リターンに対する権利又はエクスポージャーを有して

クについて、一段と慎重に検討する必要があります。

いるかどうかを決定しなければならない。
投資マネジャ ーは、投資先の業績の結果によっ てリ

4. 投資先の関連性のある活動

ターンが変動する可能性がある場合、変動リターンに

支配に関する評価は、投資先の関連性のある活動を

対する権利又はエクスポージャーを有していることにな

参考にして行われます。関連性のある活動とは、投資

ります。

先のリターンに重要な影響を及ぼす活動のことです。
そうした関連性のある活動の例としては、基礎となる

投資マネジャーによる関与は、一般的に、以下のうち

投資の運用や資金調達などが挙げられます。

1 つあるいはそれ以上の形態を取ります―運用報酬の
一定割合、成功報酬、直接投資、貸付金、信用補完の
提供義務、投資先のパフォーマンスに関する保証。そ
のため、この条件が満たされているかどうかに関する
決定は、投資マネジャーにとってかなり単純なものとな
りそうです。
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(5) 例

他の当事者が投資マネジャーを解任す る権利を
持っているが、その権利を行使できる理由が投資
マネジャーによる契約違反に限られている場合、そ
の権利は実質的なものとはみなされません。
ファンドの投資者が単純過半数の賛成で投資マネ
ジャーを解任する権利があるが、単純過半数の賛
成票を得るには幅広く分散されたお互いに無関係
の投資者が一致して行動することが必要な場合、
その権利は必ずしも実質的なものとはみなされま
せん。
それらの権利の保有者が投資先とのシナジー効果
の実現を通じた権利の行使によって利益を得ること
ができる場合、それらの権利は実質的なものとみ
なされるでしょう。
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7. 投資マネジャーは、リターンに影響を及ぼすため投資先

投資マネジャーを単独で理由なしに解任できる実質的な

に対するパワーを用いる能力を有しているかどうかを決

権利を有する当事者が存在する場合、投資マネジャーは

定しなければならない。

代理人とみなされます。そうした当事者が存在しない場合

支配の評価におけるこのステップは、支配に関する定義

には、投資マネジャーは自らが代理人か本人であるかを

の最初の 2 要素の相互関係について検討するもので、

決定する上で、以下の要因を考慮しなくてはなりません。

投資マネジャーは自らが本人となって行動しているか、
それとも代理人として行動しているかを決める必要があ

(a) 投資先に対する意思決定権限の範囲

ります。この評価を行うには、時には、重要な判断が必

(b) 他の当事者（投資先の取締役会あるいは他の統治機

要となります。

関を含む）が保有する権利
(c) 得る権利のある報酬

代理人は、他の当事者（本人）に代わってその便益のた
めに行動することを主とする当事者です。代理人は委託

(d) 保有する投資先の他の関与により生み出すリターン
の変動性に対するエクスポージャー

された意思決定に関する権限を行使する際、投資先を
支配していることにはなりません。

(6) 例
（IFRS10 の補足資料 B から抜粋）

投資先は、固定金利の資産担保証券のポートフォリオ

アセット・マネジャーを理由なしに単独で解任する実質

を購入するために設立され、固定金利の債券と資本性

的な権利を持つ当事者が存在しない場合は、アセッ

金融商品で資金を調達しています。資本性金融商品

ト・マネジャーが本人として行動するか、あるいは代理

は、債券投資者にファースト・ロスからの保護を提供し、

人として行動するかを決める上で、IFRS 10 に定めら

投資先の残余リターンを受け取るように設計されていま

れたあらゆる要素を考慮する必要があります。アセッ

す。設立時に、資本性金融商品は購入した資産の価値

ト・マネジャーは、保有する持分や支払われる報酬（そ

の 10％を表しています。アセット・マネジャーは、このア

れがサービスの対価であるにもかかわらず）を通じ、

クティブ資産ポートフォリオを、投資先の目論見書で示

投資先の活動が生み出すリターンの変動性に晒され

したパラメーターの範囲内での投資意思決定を行うこと

ています。それはアセット・マネジャーにとって非常に

により運用します。こうしたサービスに対して、アセット・

大きな意味を持つため、彼らは本人であることを意味

マネジャーは、運用資産の 1％に相当する市場ベース

しています。他の投資者がアセット・マネジャーの解任

の定額報酬と、投資先の利益が所定の水準を超えた場

権を保有していることは、その権利が数多くの投資者

合に利益の 10%に相当する業績関連報酬を受け取りま

に幅広く分散されているため、分析の上でほとんど重

す。この報酬は、提供するサービスに見合ったもので

視されることはありません。この事例では、アセット・マ

す。アセット・マネジャーは投資先の持分の 35％を保有

ネジャーが保有持分を通じて投資先の利益の変動に

し、残りの 65％の持分と債券のすべては、多数の分散

よって大きな影響を受ける点が重視されています。そ

した関連のない第三者である投資者が保有していま

の結果、アセット・マネジャーは本人であり、投資先を

す。アセット・マネジャーの解任は、他の投資者の単純

支配していると結論付けられます。

過半数の決定により、理由なしに行うことができます。
投資先の目論見書に定められたパラメーターの範囲で
運営されますが、アセット・マネジャーは、投資先の関連
性のある活動を指図する現在の能力を与える幅広い意
思決定権限を有しています。したがって、アセット・マネ
ジャーは投資先にに対する支配を有していることになり
ます。アセット・マネジャーは報酬や保有持分を通じ、投
資先への関与から生じる変動リターンによる影響に晒さ
れています。
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これらの要素に置かれたウェートは、それぞれの事

(e) 報酬契約が、独立第三者取引条件で交渉される

実や状況に基づくものです。投資マネジャーはこれに

類似のサービス及び技量の水準に関する取決め

関する評価を行う上で、以下のもの考慮する必要が

において通常示される契約条件又は金額のみを

あります。

含んでいるかどうか
(f) アセット・マネジャーが投資先の他の権利も保有

(a) 意思決定の上で有している裁量
(b) 他 の 当 事 者 が 保 有 し て い る 実 質 的 な 解 任 権
（キックアウト権）の存在
(c) 他の当事者が保有しているアセット・マネジャー
の裁量を制約する権利の存在
(d) アセット・マネジャーの報酬がサービスの対価で
あるかどうか

しているか
(g) アセット・マネジャーの報酬や他の利益の規模、
及びそれらの変動性
(h) 投資先のリターンの変動に左右されやすい度合
いが他の投資者と異なっているか、そうだとすれ
ば、それがアセット・マネジャーの行動に影響を及
ぼす可能性があるか

(7) 例
（IFRS10 の補足資料 B から抜粋）

ファンド・マネジャーは多数の投資者に投資機会を提

ファンド・マネジャーは報酬やファンドに対する 20%の

供するファンドを設立し、販売及び運用を行っていま

投資を通じ、投資先への関与から生じる変動リターン

す。彼らはすべての投資者の利益を最優先し、ファンド

による影響に晒されています。

の管理契約に従って、意思決定を行わなければなりま
せん。それにもかかわらず、ファンド・マネジャーは意思

ファンド・マネジャーを理由なしに単独で解任する実質

決定の上で幅広い裁量を有しています。ファンド・マネ

的な権利を持つ当事者が存在しない場合は、ファンド・

ジ ャ ー は運用資産の 1 ％に相当す る市場ベー スの

マネジャーが本人として行動するか、あるいは代理人

サービス報酬とともに、所定の利益水準を達成した場

として行動するかを決める上で、IFRS 10 に定められ

合には、ファンドの利益の 20％を受け取ります。それら

たあらゆる要因を考慮する必要があります。ファンド・

の報酬は提供するサービスに見合ったものです。ファ

マネジャーは、ファンドへの 20%の投資や支払われる

ンド・マネジャーは比例配分ベースでファンドに 20%を

報酬（それがサービスの対価であるにもかかわらず）

投資していますが、20%の投資を超えて損失を負担す

を通じ、ファンドの活動が生み出すリターンの変動性に

る義務はありません。ファンドには取締役会があり、取

晒されています。それはファンド・マネジャーにとって非

締役会のすべての構成員はファンド・マネジャーから独

常に大きな意味を持つため、彼らが本人であることを

立しており、他の投資者によって任命されます。取締役

意味しています。しかしながら、投資者が取締役会を

会は毎年ファンド・マネジャーを任命します。取締役会

通じてファンド・マネジャーを解任する実質的な権利を

がファンド・マネジャーとの契約を更新しないと決めた

持っていることは、ファンド・マネジャーが代理人である

場合、ファンド・マネジャーの行っているサービスは、そ

こ と を意 味 して い ます 。 こ の例 では 、フ ァ ン ド・ マネ

の業界における他のマネジャーが行うことができます。

ジャーは実質的な解任権を重視しており、ファンドを支
配していないと結論付けられます。

ファンド・マネジャーはすべての投資者の利益を最優
先し意思決定を下さなくてはなりませんが、ファンドの
関連性のある活動を指図する現在の能力を与える幅
広い意思決定権限を有しています。そのため、ファン
ド・マネジャーは投資先に対するパワーを有しているこ
とになります。

75

投資マネジャーは、関与している企業を支配
しているか、その結果、それらの企業を自社の
財務諸表に連結する必要があるかどうかを
判断する上で、IFRS 10 のより包括的な見方や
指針を用いる必要があります。

8. 投資マネジャーは、投資先の一部分を別個の事業

9. 支配の 3 要素のうち 1 つあるいはそれ以上に変化が

体とみなして扱うかどうか、扱う場合には、その別

あったことを事実及び状況が示している場合には、投

個とみなした事業体を支配しているかどうかを検討

資先を支配しているかどうか再判定しなければならな

しなければならない。

い。

別個とみなした事業体は、しばしば「サイロ」と呼ば

そうした事実や状況の例としては、意思決定権の変

れます。実質上、サイロのあらゆる資産、負債及び

更、投資マネジャーの権利あるいは投資先への関与

資本がすべて、投資先の全体から隔離されます。

から生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は

投資マネジャーがサイロを支配していると結論付け

権利に影響を及ぼす変化、本人あるいは代理人として

れば、連結財務諸表においてサイロの当該部分を

の投資マネジャーの立場が変化したことを示す変化、

子会社として扱うことになります。

などが挙げられます。

10. 投資マネジャーは、2012 年 10 月の IFRS 10 改訂に
(8) 例
投資マネジャーは、特定の管轄区域に設立された
法人（ファンド）に関わりを持っており、法人を支配
していないと結論付けています。その法人に別個
とみなした事業体の定義に合致する部分が含まれ
ていた場合、投資マネジャーはそれらの 1 つある
いはそれ以上の部分を支配しているかどうか判断
する必要があります。例えば、投資マネジャーは、
アンブレラ構造の一部のサブファンドが IFRS 10
に基づく別個とみなした事業体の定義を満たして
いるかどうか判断する必要があります。その際、投
資マネジャーは、その法人が設立された特定の管
轄区域における法令や規制を検討する必要が生
じます。
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よって導入された「投資企業」に関する連結の例外規
定が適用されるかどうか決定する必要があるだろう。
当該改訂は投資企業の定義を定め、すべての子会社
を連結対象とすべきとする原則に例外規定を設けてい
ます。当該改訂は、投資企業の定義を満たす親会社
に対し、特定の子会社への投資について純損益を通
じて公正価値で測定するよう求めています。しかしな
がら、投資企業の定義に合致しない親会社は、子会
社が投資企業の定義を満たしていたとしても、すべて
の子会社を連結する必要が生じます。当該改訂が適
用されるのは 2014 年 1 月 1 日あるいはそれ以降に
始まる年度からで、早期適用も認められます。

要点：
• IFRS 10 における支配の定義変更は、IFRS
を適用している投資マネジャーに重大な影
響 をも たらす 見 込 みで あ る。 投 資マネ
ジャーは、関与している会社を支配してい
るかどうか決定する際、この新たな定義を
用いる必要が生じる
• 投資マネジャーは以下の各要素をすべて
有している場合にのみ、投資先を支配して
いることになります： (a) 投資先に対するパ
ワー、 (b) 投資先への関与より生じる変動
リター ンに対 す る権 利又 はエクス ポー
ジャー、(c) 投資者のリターンの額に影響を
及ぼすように投資先に対するパワーを用い
る能力
• 支配を評価するには、投資先の目的及び
設計、並びに投資先の関連性のある活動
に関する理解が必要となる
• 支配を評価す る際には、実質的な権利の
みが考慮される。つまり、防衛的な権利は
考慮されない
• •投資マネジャーは、自分が本人、代理人の
どちらとして行動しているかを決める上で、
IFRS10 の新たな指針を適用しなければな
らない。この評価を行なうには、重要な判断
が必要となる可能性がある
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コンスタント NAV マネーマーケットファンドが
規制当局の関心の的に
額面割れするかしないか、それが問題だ!
サビエル・ザエガル

マイケル・デュランド

ハーブ・ヘンズ

(Xavier Zaegel)

（Mickael Durand）

(Hervé Hens)

パートナー

シニアマネジャー

マネジャー

アドバイザリー&コンサルティング

アドバイザリー&コンサルティング

アドバイザリー&コンサルティング

デロイト

デロイト

デロイト

マネーマーケットファンド (MMF) は、元本の保全、低ボラティリ
ティのリターン、日々の流動性を投資家に提供することを目的
とする投資ファンドです。通常、MMF は企業のコマーシャル
ペーパー、変動利付債、短期政府債、短期預金など、質が高く
期間が短い投資商品で構成される分散されたポートフォリオに
投資します。
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MMF は銀行預金に代わる安全な投資先と考えられてお
り、機関投資家や個人投資家がキャッシュを効率的に運
用する手段として用いられています。MMF は通常の銀
行預金に比べ幅広い投資手段や高いリターンを投資家
に提供しています。
経済全般的な視野で見ても、 MMF は資金調達源を探る
企業や投資機会を求める投資家にとって、重要な役割を

MMF は銀行のようなビジネス
モデルであり、本質的に信用
リスク、金利リスク、流動性リス
クに晒されています。

果たしています。MMF はクレジット、償還期間、流動性に
関する資産と負債のミスマッチからリターンを創出しま

それとは対照的に、VNAV はポートフォリオの保有銘柄が

す。投資家は毎日解約できる一方、一般的な投資期間

時価評価されるファンドで、償却原価法に比べファンド価格

は月単位です。MMF は償還期間を変化させる役割を

の変動幅が大きくなります。もう一つの大きな違いは、投資

担っているという意味で、銀行のようなオペレーションを

家に提供される流動性です。VNAV は取引日翌日（T+1）の

行っています。そのため、それらはシャドーバンキングの

流動性を提供している、つまり、投資家は解約を請求した翌

プレイヤーとして知られています。

営業日に資金が返還されるのに対し、CNAV の場合は、一
部の管轄区域ではその日のうちに資金が返還されるため、

MMF にはコンスタント NAV (CNAV) 、バリアブル NAV

投資家は間断なく MMF を運用することが可能になります。

(VNAV)という、2 つの集団投資スキームが存在します。
CNAV MMF は主に米国や、欧州の一部（英国が中心）

MMF は長い間ボラティリティがほとんどゼロの投資商品だ

で販売されています。米国では投資会社法 2a-7 条に基

とみなされてきましたが、2007-2008 年のサブプライム危機

づ く 規 制 を 受 け て い ま す 。 CNAV MMF は 安 定 的 な

や 2011 年の欧州債務危機の結果、考えられていたほど安

NAV、通常は 1 株当たり 1 ドルで販売あるいは解約する

全な商品ではないことが明らかになりました。MMF は銀行

ことができます。また、保有する CNAV MMF は償却原価

のようなビジネスモデルであり、本質的に信用リスク、金利

法あるいは株価四捨五入法を用いて評価されます。こう

リスク、流動性リスクに晒されています。2007 年のサブプラ

した会計上の取り扱いを受けるのと引き換えに、CNAV

イム危機の際は、「エンハンスト」あるいは「ダイナミック」と

MMF は信用度、流動性、ポートフォリオの分散やデュ

して販売されたいくつかの MMF の組み入れ資産が大きな

レーションについて、厳しい規制に従うことを義務づけら

損失を被り、純資産価値（NAV）が急激に低下しました。そ

れています。さらに、ファンドの取締役会は、ポートフォリ

の主たる原因となったのはサブプライムローンで担保され

オ保有銘柄の償却原価法及び市場価値に基づき、ポー

た資産担保証券のシニアトランシェへの投資で、サブプライ

トフォリオの価値の乖離をモニタリングしなくてはなりま

ムローンが予想以上の損失を被った結果、最も安全性の高

せん。2 つの方法に基づく市場価値に著しい乖離が生じ

いトランシェが多額の償却を強いられました。一部のケース

れば、保有株式の価値が希薄化されたと既存株主が感

では、スポンサーである銀行が損失を埋め合わせる資金を

じるほか、解約/購入する投資家が不利益を被る可能性

注入したり、問題を抱えた一部の証券を買い入れたりして、

があるため、そうした乖離が生じることは許されません。

問題を抱えた MMF を支援しました。
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2008 年 10 月にリーマン・ブラザーズが破綻した後、多くの MMF が

その最たる例は、リーマン・ブラザーズが発行した短期債への

流動性の問題に直面しました。その問題は 2 通りの形で現れまし

エクスポージャーを持っていた「アルファ」MMF でした。リーマ

た。第 1 に、資産の面では、流動性、つまり MMF が保有している

ン破綻を受け、「アルファ」MMF は投資損失の計上を強いられ

資産に対する投資意欲が冷え込みました。買値と売値のスプレッド

ました。その結果、1 株当たりの NAV は 1 ドルを割り込みまし

が極端に拡大し、一部の証券は損失を覚悟しなければ危機以前の

た（「額面割れ」と呼ばれる現象）。そればかりか、その悪影響

基準に基づく公正な価格で売却することは不可能になりました。例

はリーマン・ブラザーズとは無関係の MMF にも波及し、大量

えば、危機がピークに達した場面では、一部の投資銀行が発行し

の解約請求が殺到したファンドが解約を停止せざるを得なくな

た変動利付債の流動性が完全に消滅しました。第 2 に、流動性の

りました。いくつかの MMF が資金ショートに陥ったことによる

面では、いくつかの MMF に通常以上の解約請求が殺到しました。

直接的な影響の一つとして、MMF はコマーシャルペーパーの

市場で「質への逃避」（米国やドイツの短期国債など格付けの高い

保有を削減しました。コマーシャルペーパーは企業が運転資

証券への急激な資金シ フ ト） 現象が広がっ た結果、 いく つかの

金を調達するため発行する短期証券で、経済にとって極めて

MMF が資金ショートに陥り、資産価格にさらなる下げ圧力が加わる

重要な役割を果たしています。その市場の機能が突然マヒし

という悪循環に見舞われました。一部の MMF は大量の解約請求

た結果、多くの企業が資金調達に支障をきたすことになりまし

や、必要な流動性を確保するため速やかに資産を売却することが

た。

できない状況に直面し、解約を停止せざるを得なくなりました。
欧州のソブリン債務危機は、MMF が晒されているもう一つの
リスクを浮き彫りにしました。金利リスクです。欧州中央銀行

欧州のソブリン債務危機は、
MMF が晒されているもう一つの
リスクを浮き彫りにしました。
金利リスクです。

（ECB）は景気を支えるため、預金金利を 0.25%からゼロ%に引
き下げました。EU のソブリン債務危機が広がる中、投資家の
間でギリシャ、ポルトガル、イタリア、スペイン、アイルランドな
ど低格付けの政府債を投げ売りし、ドイツ、オランダ、フランス
など格付けの高い政府債市場に資金をシフトする「質への逃
避」が広がりました。その直接的な結果として、格付けの高い
国の短期債は利回りがゼロ%近くまで低下し、場合によっては
マイナスの領域に突入しました（グラフ 1 参照）。米国でも短
期債利回りがゼロ%に接近しており、欧州と同じ現象が起きる
可能性があります（グラフ 2 参照）。

80

グラフ 1

2

ドイツ 3 ヶ月債利回り
ドイツ 6 ヶ月債利回り
フランス 1 ヶ月債利回り
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出所:ブルームバーグ

グラフ 2

0.3
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米 3 ヶ月債利回り

0.15
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0
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01/01/2011
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出所:ブルームバーグ
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短期債の利回り が極めて低い水準、あるいはマイナスと
なった結果、MMF にとって管理手数料や取引コストを差し引
いた後にプラスのリターンを確保することはますます困難に
なりました。一部の MMF はこの問題に対処するため、信用
リスクや金利リスクの引き上げ、保有証券の残存期間の長
期化、低格付け銘柄の組み入れに踏み切りました。CNAV
MMF にとって、投資利回りがマイナスになれば「額面割れ」
のリスクが高まるため、とりわけ深刻な問題となりました。一
部の MMF はそのリスクを減らすため、管理手数料を削減あ
るいは廃止することで損失をカバーしようとました。スポン
サーである一部の銀行も投資家の損失を埋め合わせるた
め、MMF に資本を注入しました。
こうした最近の動向は、MMF が経済全体にシステミックリス
クをもたらしかねないことを示しています。MMF は投資家が
供給する流動性と企業の流動性ニーズをマッチさせることを
通じ、金融市場といわゆる実体経済の橋渡しを行う役割を
果たしています。1 つの MMF への取り付けは他の MMF へ

利回りが極めて低い水準、
あるいはマイナスとなった
結果、MMF にとって管理
手数料や取引コストを
差し引いた後にプラスの
リターンを確保することは
ますます困難になりました。

の取り付けの引き金となり、そうした波及効果が金融システ
ム全体を脅かす恐れがあります。その現象は「breaking in
the link」と呼ばれています。そのため、ミューチュアルファン
ド業界と規制当局は、MMF 強靭性を高め、取り付けリスク
の軽減を目指した改革が必要であるかどうか、議論を進め
ています。
以下の一覧表は、MMF の規制環境を表したものです。特
に、米国と EU の規制当局による規制について明確に示し
ています。EU の規制当局は、MMF という商品を守り、投資
家保護を強化するため、短期の MMF とそれ以外の MMF を
区別することを決めました。次に、証券規制当局や他の規
制団体の世界的組織である証券監督者国際機構（IOSCO）
から提案された、MMF のリスクを和らげるため利用できる
様々な選択肢について検討します。
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規制環境
ルール 2a-7

短期 MMF

MMF

規制当局

SEC

ESMA

ESMA

マチュリティー

• ポートフォリオの平均加重マチュリ

• ポ ート フォリ オの平均加重マチュ リ

• ポートフォリオの平均加重マチュリティーは

ティーは 60 日に制限 1
• いかなる証券も平均加重ライフ 2 は

ティーは 60 日に制限
• ポートフォリオの平均加重ライフは 120

最大 120 日に制限
• 個別証券（米国の変動利付国債を

日に制限
• いか なる証 券の残 存 マチュリティー も

除く）の最大マチュリティーは 397

397 日に制限

日
信用度

• 認定されている格付け機関から上位 2

されている格付け機関による格付

ランクの短期信用格付けを得ている証

けが A2/P2 の証券）に対する投資

あるいはそれ以下である場合、いかなる証

券に投資する必要あり
• 証 券 が 格 付 けを 付 与 され ていない場
合、信用の質はマネジメントが定めた基

• 第 2 ランクの個別証券に対する投

準と同等の水準が必要あり

資比率は最大で資産の 0.50%
• 第 2 ランクの証券の残存期間は

制限
• 次の金利改定日までの残存期間が 397 日
券の残存マチュリティーも 2 年に制限

• 第 2 ランクの証券（全国的に認定

比率は最大で資産の 3%

6 ヶ月に制限
• ポートフォリオの平均加重ライフは 12 ヶ月に

• 信用の質は証券がポートフォリオに加

45 日を超えてはならない

えられた時ばかりでなく、定期的にモニ
タリングする必要あり

流動性

• 流 動 資 産 （ キ ャッシ ュ 、米 国 債 な

• 運用会社は投資に関する意思決定を下す際、流動性を考慮しなくてはならない。具体的な

ど）に投資する日次ポートフォリオ

ガイドラインは示されていない

の流動性は 10%
• 流 動 資 産 （ キ ャッシ ュ 、米 国 債 な
ど）に投資する週次ポートフォリオ
の流動性は 30%
• 個別証券への投資比率は購入時
点でポートフォリオの 5%が上限
ストレステスト

• ポートフォリオの信用度の悪化、通
常を上回る解約請求、イールド
カーブの変化など に伴いストレス
が高まった場合でも 1 ドルの NAV
を維持するファ ンドの能力 につい
て、ストレステストを行う必要あり

その他

• MMF は毎月保有銘柄を公表しなく

• バリアブル NAV、コンスタント NAV のど

てはならない

• バリアブル NAV のみが認められる

ちらも認められる

• 公表日から少なくとも 6 ヶ月後に保
有銘柄を明らかにする必要あり

1 平均加重マチュリティーは変動利付債の金利改訂日を考慮して計算
2 平均加重ライフはすべての証券の最終償還日を考慮して計算
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提案された問題への対応策
このセクションでは、CNAV MMF が額面割れするリスクを

a) コンスタント NAV からバリアブル NAV への強制的な移

和らげるために利用できる様々な選択肢について検証し

提案された第 1 の選択肢は、コンスタント NAV からバリ

ます。それらは IOSCO 及び他の規制団体が策定したも

アブル NAV への移行です。そうなれば MMF は基本的

ので、出来るだけ、それがもたらす可能性のある問題点を

に、時価会計を用いてポートフォリオを時価評価する必

指摘します。

要が生じます。その結果、投資家は 1 ドルで固定された

行

NAV ではなく、変動する NAV に基づいて MMF を解約/
購入することになります。この方法が採用されれば、い
ずれ MMF が安全であるという認識が薄れ、MMF は信
用リスクや金利リスク、流動性リスクに晒されることにな
ります。そうすれば、MMF も損失を被らないわけではな
いという認識が広がるでしょう。
VNAV MMF は、ファンドが損失を被った場合に投資家
が取り付けに走る動きを食い止める効果もあります。バ
リアブル NAV は、NAV に資産の市場価格が反映され
ているため、価格形成が透明になります。その結果、解
約しようとする投資家はその時点の損失が反映された
NAV で解約せざるを得ず、「真っ先に解約」することに
よる利点がなくなります。それにより、残りの投資家へ
の損失の転嫁を防ぎます。

MMF は投資家に対
し、通常の銀行よりも
幅広い分散投資手段
や高いリターンを提供
します。
.
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多くの関係者は、バリアブル NAV への移行は投資家に
悪影響を及ぼす恐れがあると懸念しています。一部の投
資家（年金基金など）は法律上コンスタント NAV 以外の
MMF に投資することを禁じられており、CNAV から VNAV
に移行されれば、資金を通常の銀行預金にシフトせざる
を得なくなります。その結果、それらの投資家は MMF の
目的の一つである分散投資手段の提供という恩恵を受

2008 年 10 月のリーマン・ブラ
ザーズ破綻後、多くの MMF が流
動性の問題に直面しました。

けることができなくなります。また、この措置は歴史が示
すように、決して「大きすぎて潰せない」とはいえない金融
機関に対するエクスポージャーを増大させるという逆の
効果をもたらすでしょう。

c) 販売の停止
第 3 の選択肢は、MMF の新規販売を停止することです。そうす

米国の規制当局である証券取引委員会（SEC）はこの強

れば、マネジャーはすでにポートフォリオに組み入れている資産

制的な移行について検討しましたが、内部の見解がまと

よりも利回りが低い銘柄に投資する必要がなくなり、MMF の利回

まらず、2012 年 8 月に金融安定監視委員会（FSOC）な

りの希薄化や、場合によっては額面割れを招くリスクも少なくなり

ど他の規制当局にも検討を促しました。一方、SEC は、

ます。

業界や市場に与える影響について、さらなる検討を続け
ています。

しかしながら、このアプローチが有効なのは短期間（既存の投資
の満期まで）だけで、MMF のマネジャーはいずれ同じ問題に直

b) NAV のバッファー創出や解約制限
第 2 の選択肢は、損失を吸収するバッファーを設けると

面することになります。しかも、ビジネスの観点から見れば、これ
は投資者が他のマネジャーに乗り換えることに繋がります。

ともに、ファンドの解約を制限することです。それには、
MMF は利益の 1%を準備金として積み立てる必要があり

d) スポンサーシップ

ます。CNAV MMF の NAV が 1 ドルを割り込むことがな

もう一つの選択肢は、スポンサーである銀行が明確に損失をカ

いよう、その準備金はある程度、損失を埋め合わせるた

バーすることを確約し、従いファンドの額面割れがないことを保証

めに用いられる可能性があります。また、資本バッファー

することです。その措置はファンドのリスクを低減するように見え

の創出と同時に、解約が制限される可能性があります。

ますが、実際は逆にリスクが高まる可能性があります。なぜな

解約の制限は MMF の流動性リスクを和らげることが目

ら、損失を被った場合でもファンドが救済されることをファンド・マ

的です。市場のストレスが高まった場面では、ファンドは

ネジャーが知っていれば、ポートフォリオの信用リスクを監視する

解約請求の受け付けを停止あるいは制限することが認

インセンティブが損なわれるからです。それは、リスクテイカーが

められます。

投資に関する全面的な責任を負わない「モラルハザード」の問題
を引き起こします。また、ファンドの利益が株主に帰属する一方、

この措置に反対する人々は、MMF の流動性を制限すれ

損失はスポンサーである銀行の株主が負担するという不公平が

ば、個人投資家や機関投資家に流動性を供給するとい

生じます。

う MMF の目的に反することになると主張しています。そ
の結果、MMF はもはや効率的なキャッシュ管理ツールと

しかしながら、規制当局や特に欧州シ ステミック リスク理事会

はみなされなくなります。

（ESRB）は、リスクがスポンサーに波及するのを防ぐため、スポン
サーが MMF を支援するのを禁じるべきかどうか検討していま
す。ムーディーズの調査によると、金融危機の局面で、欧米で 62
の MMF がスポンサーによって救済され、スポンサーが投じたコ
ストは 121 億ドルに達しました。
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e) 手数料の廃止

f) シェアの併合

前述したように、管理手数料の削減あるいは全面的

もう一つの選択肢は、NAV を 1 ドルに維持するため、

な撤廃も、ファンドが額面割れに陥るリスクを引き下げ

発行済みシェアの数を減らすことです。一部の発行済

る役割を果たします。手数料の削減分は損失を吸収

みシェアを消却（併合）することにより、NAV の価値は

するバッファーとして用いることができます。この選択

自動的に引き上げられます。消却されるシェアの比率

肢に関する一つの問題は、たとえ管理手数料を完全

は、マネジャーがどれだけ利回りを引き上げたいと考

に撤廃したとしても、依然としてファンドが額面割れす

えているかによって決まります。例えば、ファンドの資

るのを防ぐには不十分であるかもしれないことです。

産の利回りがマイナズ 0.10%だとすれば、発行済み

実際、グラフ 1 や 2 を見れば分かるように、高格付け

シェアの 0.10%を消却すれば、シェア当たりの NAV は

の短期政府債利回りはマイナスとなっています。その

1 ドルで変わらない計算になります。シェアの併合は

ことは、管理手数料の扱いにかかわらず、ファンドの

純粋に会計上の操作であり、実際に富が失われるわ

パフォーマンスがマイナスとならざるを得ないことを意

けでも創出されるわけでもなく、NAV の総額にも変化

味しています。

は生じません。
しかしながら、この措置は MMF の目論見書や定款に
抵触する可能性があるため、慎重に検討する必要が
あります。

経済全般的な視野で見ても、MMF は
資金調達源を探る企業や投資機会を
求める投資家にとって、重要な役割を
果たしています。
要

点
•
要点：
• マネーマーケットファンド (MMF) はこれまで、ボラ

• バリアブル NAV への移行（強い反対を受け、

ティリティや金利リスクが低く、日々の流動性や信

SEC は後退）、新たな投資家への販売停止（ビジ

用リスクの分散手段を提供する安全な投資先とみ

ネスの観点から打撃を被る可能性）、解約の制

なされてきた。そのため、MMF はいわゆるシャドー

限（流動性を供給するファンドの役割が損なわれ

バンキングの中心的な役割を担っており、（銀行に

る）、スポンサーによる損失カバー（EU の規制当

比べ）規制が緩く、システミックリスクをもたらす可

局は現在、銀行への問題波及を防ぐため、この

能性がある

措置を禁じることを検討している）、管理手数料
の廃止（額面割れを防ぐ対策としては不十分な

• 規制当局は MMF に強い関心を示しており、特に

可能性）、発行済みシェアの消却（投資家が損失

現在の市場環境においてパフォーマンスが低迷し

を被ることに変わりはない）など、ファンドの「額面

ている 1 ドル（コンスタント NAV）の MMF に焦点を

割れ」を防ぐ様々な可能性について検討されて

当てている。これらのファンドのマネジャーは、低

いる

金利と信用リスクの拡大を受け、プラスのパフォー
マンスや NAV の安定を維持するのに苦しんでい
る
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最新情報

AIFMD のレベル 2 規制

ESMA が ETF や他の UCITS 問題に関するガイドラインを

AIFMD のコンプライアンスに関する詳細な基準や施行の

公表

基本を定めたレベル 2 規制が 2012 年 12 月 19 日に公表

ESMA は 2012 年 12 月 18 日に ETF や他の UCITS 問題に

されました。

関するガイドラインを公表し、UCITS 運用会社や自己運用
UCITS のリスク管理や透明性に関する新たな基準を導入し

影響を受ける主な分野
• 投資運用機能を「AIFM 自体が行う機能をはるかに上
回るほど」外部に委託することは禁じられ、委託の度

ました。
それらのガイドラインの目的は以下の通りです：

合いを測るため定性的な基準が示されています。

• トラッキング・テクニック、それに付随するリスク、予想及

AIFM は少なくともリスクあるいはポートフォリオ運用

び実現トラッキングエラーの水準、レバレッジに関するポ

に関する機能を担う必要があるほか、機能の委託に

リシーなど「インデックス連動 UCITS」が伝えるべき情報

関する意思決定プロセスへの関与や、既存の委託契

や、ポートフォリオ構成、NAV 算出手法、アクティブある

約に関するレビューが必要となります。ESMA は EU

いはパッシブな運用状況、セカンダリー市場における投

加盟国全体で機能委託に関する基準を統一的に適

資家の取り扱いなど「UCITS ETF」が伝えるべき情報に

用する責任を担います

関するガイダンスを示すことによって、投資家を保護す
る。

• ファンドが受け取った、あるいは差し入れた担保は、
どちらも新たなルールが適用され、預託機関の厳し

• UCITS が「トータル・リターン・スワップのような」取引を行

い責任システムに組み入れられるほか、一部のプラ

う場合や、証券貸借やレポ取引など効率的ポートフォリ

イムブローカーは「サブカストディアン」になると同時

オ管理（EPM）テクニックを用いる場合のリスク管理や情

に、担保資産を再利用する能力に影響を及ぼします

報ディスクロージャー基準について、新たなガイダンスを
示す。

• レバレッジに関しては、算出手法や投資家情報に関
する必要な情報の変更により、さらなるレバレッジに
関する報告が必要になります

• 店頭金融デリバティブ取引の担保管理や、適格性、分
散、バリュエーション、ストレステスト基準など EPM テク
ニックに関する新たなガイダンスを示す。

欧州委員会は 2013 年にコンプライアンスに関する移行措
置を明確化する見込みです。AIFMD は 2013 年 7 月 22

• 特に分散、透明性、バリュエーションに関する金融イン

日までに全般的に変更する必要があり、既存の AIFM は

デックスの適格性を確保するため、インデックスに義務づ

2014 年 7 月 22 日までに認定申請書を提出しなくてはなり

けるより厳しい基準を設定する。

ません。
新たな UCITS に対しては、2013 年 2 月 18 日からただちに
これらのガイドラインが適用されますが、既存ファンドには
12 ヶ月の猶予期間が設けられます。しかしながら、移行期
間内における目論見書、KIID、マーケティング資料の変更、
あるいはキャッシュ担保の再投資に関しては、関連ガイドラ
インに従う必要があります。
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シャドーバンキングに関する FSB の提言：規制に向けた環

EU による VC 制度の最終決定

境整備
ベンチャーキャピタル・ファンド（VCF）のマネジャー（「VCF マネ
金融安定理事会（FSB）は 2012 年 11 月 18 日、シャドーバ

ジャー」と呼ばれる）は VC 規制に基づき、EU 全域で一定の条

ンキング(*)システムに対する監視や規制の強化を目指して

件を満たした投資家から自由に資本を調達することが可能にな

協議するため、当初の提言を発表しました。FSB は提言の

ります。

中で、正規の銀行セクターからの波及効果、シャドーバンキ
ング内部におけるシステミックリスクの緩和、マネーマー

資本調達を実施するかどうかは任意で、AIFMD に基づく認定が

ケットファンド（MMF）の「取り付け」を避けるための強化策、

必要ない VCF マネジャーにその裁量が与えられます。マネ

証券化やレポ及び証券貸借に伴うリスクの軽減に焦点を当

ジャーは、パスポートのマーケティングや AIFMD よりも緩い制

てました。

度による恩恵を受けるため、その規制の利用を検討する可能性
があります。

MMF や証券化に付随するリ スクに焦点を当てた作業は
IOSCO を中心に行われ、IOSCO はすでに 2012 年 10 月と

この規制を利用できるのは、EU で設立されたファンドのマネ

11 月に最終的な政策提言を盛り込んだ報告書を発表して

ジャーだけで、運用資産が 5 億ユーロ以内であることが条件で

います。IOSCO は―FSB の支援を得て―可能な場合に安

す。

定した NAV の MMF を変動 NAV 構造に移行するか、ある
いは強靭性を強化し、重要な解約請求に対応できるよう、

VCF マネジャーとして認められるには、VCF が運用資産全体の

セーフガードを導入すべきだと提言しています。

70%を適格な商品に投資していなければなりません（ファンドレ
ベルではレバレッジを用いていない）。しかしながら、投資家から

証券貸借やレポ取引に関しては、FSB は 13 項目の提言―

の短期借入や前受金の受け入れは認められます。典型的な

ディスクロージャーの強化、当局や規制当局による情報収

PE 戦略を念頭に置いているわけではありませんが、残りの資

集、証券金融市場の構造などに関して―を行い、2013 年 1

本 30%については使途制限はありません。

月中旬までに 22 項目の質問について意見を募っていま
す。改革が提案された他の分野としては、シャドーバンキン

VCF を販売する対象は、自ら投資に関する意思決定ができる

グ・セクターに関与している銀行に対する資本基準の厳格

十分な経験や知識及び専門能力を持つ投資家に限られます。

化、外部格付けに対する「機械的な依存」の回避などが挙

また、それらの投資に伴うリスクを認識していることを条件に、

げられます。

少なくとも 10 万ユーロの運用資産を持つ投資家への販売も認
められています。

FSB は 2013 年 9 月に、それぞれの作業に関する進捗状
況の概要を説明した上で、最終的な提言を発表する予定で
す。その後、政策提言が適切に実行されるよう、その手続
きに関する作業を始める見込みです。

規制要件
• 報告及びディスクロージャー
- サービスプロバイダー
- 投資テクニック

(*) FSB は “シャドーバンキング・システム”について、正規の銀行
システム以外の組織や活動が関与する信用仲介、簡単に言えば、
銀行以外による信用仲介と定義しています。

- プライシング手法
• 顧客は公平に扱い、一部の顧客を優遇してはならない
• 資産は適切に評価し、年に 1 度価値を算出する必要がある
• 年次報告書に関する規定
- 資金や資産は VCF の名義とし、適切な記録やコントロー
ルが維持されている。
- ファンドが獲得及び分配した利益に関する詳細
他の利点
• 投資家に関する評価は不要
• レビュー期間が 4 年から 2 年に短縮された
• 預託機関は不要
• サードパーティーへの委託が認められた
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ECJ ケースのフォローアップ : C–275/11 GfBk ファンド

法務官の見解

への投資助言サービスに VAT 免除規定は適用される

Pedro 法務官は文書で提出した見解の中で、ファンド運用

でしょうか?

に対する VAT 課税について、EU における VAT 指令の枠

2012 年 11 月 8 日に、Pedro Cruz Villalón 法務官は、

内で免除できる条件について概要をまとめました。それに

第 C–275/11 号、GfBk Gesellschaft für

基づけば、サードパーティーから提供されたサービスは、

Börsenkommunikation.を巡る紛争について、自らの見

幅広い観点から見て「明確な全体を形成」していなくてはな

解を表明しました。

らず、それらのファンドの運用にとって独自の内容で、不可
欠なものである必要があります。この定義に基づき、法務

紛争

官は VAT 免除を申請するために満たさなくてはならない

この紛争は特に、GfBk がそれぞれのファンド運用会社

基準を提示しました。その基準には、(i) 外部委託したサー

に提供した投資助言サービスに VAT 免除規定が適用

ビスがそのファンドの運用にとって独自性のある機能であ

されるかどうかが焦点となっています。GfBk はその業

る、(ii) 外部委託したサービスに自主性がある、(iii) サービ

務を通じ、(i) ファンドの運用に関する助言、(ii) ファンド

スが継続的に提供される、などが含まれています。法務官

の継続的な監視及び資産売買に関する推奨、を行いま

の見解では、第 1 の条件は満たされており（つまり、投資

した。ファンドに助言を提供する際、GfBk はリスク分

助言サービスは独自性があり、ファンドの運用にとって不

散、法的規制、投資規制の原則に従うことも求められ

可欠である）、自主性と継続性に関する条件も満たされて

ています。

いるかどうかを判断するのは国の裁判所である、との考え
が示されています。

GfBk の提案は、電話、ファックス、あるいはインター
ネットを通じて運用会社に伝えられました。運用会社は

しかも、ファンド運用に対する VAT 免除を検討する目的に

助言が法的な規制に反しないかどうか確認した上で、

照らせば、外部委託したサービスがファンドの財務及び法

それを実行しました。

的ポジションを変化させたかどうかは関係ありません。私
たちの見方では、法務官が紛争の背景をどのように受け
止めているかを考えれば、法務官はそうした投資助言サー
ビスに対する VAT の免除を支持しているようです（VAT 免
除の対象となる運用サービスの 2 つの性格が確認される
ことを条件に）。ただし、彼は見解の中でそうした考えを明
確には表明しておりません。
忘れてならないのは、法務官の意見は裁判所が参考と
するもので、法的拘束力があるものではないということで
す。裁判所は 2013 年初めに最終的な判断を下す予定で
す。
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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、デロイトの中心的な業界専門家が司会を務めます。これらのセッションは特
に、今日の重要なトレンドと貴社のビジネスに影響する最新の規制に関する貴重な見解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

4 月 25 日

シェアクラスの為替ヘッジ

1 月 17 日

ヘッジファンド概論

4 月 29 日

リスク管理概論 (1/2): 原則、概念 & テクニック

1 月 24 日

プライベートエクイティ・ファンド概論

5月2日

リスク管理概論 (2/2): 投資ファンド

1 月 28 日

デリバティブ商品概論（パート１）

5月6日

UCITS ファンド規制の変化及び最新動向

1 月 31 日

ユーロ： 仮定のシナリオに対する備え

5 月 16 日

AIFMD (1/4): 概要、一般原則

2月4日

デリバティブ商品概論（パート 2）

6月6日

AIFMD (2/4): AIFMD の施行が税に及ぼす直接
及び間接的な影響

2 月 18 日

取引サイクル及び純資産価値の計算

2 月 25 日

KIIDs 以降のファンド登録プロセスの革命（進化） –

6 月 13 日

AIFMD (3/4): レベル II の措置 – ManCos、外部
委託、バリュエーション、報酬

実際的な教訓 & ベストプラクティス
6 月 20 日 AIFMD (4/4): カストディアンの責任 –AIFMD 及び UCITS V に
2 月 28 日

MiFID II

3 月 14 日

カストディ制度の変化: ターゲット 2 の証券及び

基づく最新動向
6 月 24 日

FATCA をうまく執行する極意

9 月 23 日

ETF 及びインデックス連動ファンドの概論及び最新動向

9 月 26 日

バーゼル II – III やソルベンシー II が資産運用業界に与える

UCITS V に焦点
3 月 21 日

EMIR

4月8日

イスラムファンドの概論

4 月 11 日

バーゼル II からバーゼル III に関するリスク及び資本

4 月 22 日

資産運用及びポートフォリオ投資テクニック概論

影響
10 月 14 日 フ ァ ン ド に 適 用 す る IFRS の概要
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