注： 本資料は Deloitte Luxembourg が作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。
この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、オリジナルである英語版の補助的
なものです。

EMEA（欧州・中東・アフリカ）

Performance
パフォーマンス
投資運用プロフェッショナル向け時事情報ダイジェスト（年 3 回刊） 第 11 号 2013 年 5 月

市場動向
資産運用業界におけるトレー
ド管理サイクルの最適化
ブラジルにおける低金利に伴
う民間年金市場の問題およ
びそれが投 資 市 場 に及 ぼす
影響
FOCUS! − 国際的な監督ア
プローチの新たな動向

外部の視点
保険リンク証券 − 伝統的な
再保険と資本市場の収斂の
紹介
ある IT マネジャーの告白
ウェルス･マネジメント会社の
新たな富裕層クライアント向
け販売モデルの革新

税務紛争とファミリー・オフィ
ス − 転ばぬ先の杖

EMIR − 資産運用会社の事業
に対する主な影響

退職の問題への対応 − 金
融サービス業界の新たなアプ
ローチとソリューション

税務の視点
投資ファンドのパフォーマンス
と金融取引税 − 多くの未知
数を含む方程式

ユニバーサル運用会社

規制の視点
AIFMD 報酬

本号目次
6

12

18

22

4

はじめに

5

編集主幹から

28

市場動向

6

資産運用業界におけるトレード管理サイクルの最適化

12

ブラジルにおける低金利に伴う民間年金市場の問題お
よびそれが投資市場に及ぼす影響

18

FOCUS!
国際的な監督アプローチの新たな動向

22

保険リンク証券
伝統的な再保険と資本市場の収斂の紹介

2

28

ある IT マネジャーの告白

34

ウェルス･マネジメント会社の新たな富裕層クライアント向け
販売モデルの革新

42

ユニバーサル運用会社

34

42

52

52

60

72

78

84

税務紛争とファミリー・オフィス
転ばぬ先の杖

60

退職の問題への対応
金融サービス業界の新たなアプローチとソリューション
外部の視点

72

EMIR
資産運用会社の事業に対する主な影響
税務の視点

78

投資ファンドのパフォーマンスと金融取引税
多くの未知数を含む方程式
規制の視点

84

AIFMD 報酬

92

最新ニュース

96

連絡先一覧

3

はじめに

資産運用の実務家の皆様、本誌のご愛読者の皆様、そして新たな読者の皆様
「パフォーマンス」第 11 号をご覧いただき有り難うございます。本誌は、世界の投資運用プロフェッショナル
や実務家を対象とするデロイト独自の世界的な業界刊行物です。
ユーロ圏の債務危機が続き、米国の景気回復のペースは緩やかであるにもかかわらず、金融市場は 2009
年以降、回復歩調をたどってきました。まだ多くの課題があるものの、それは克服可能です。こうした中で、
依然として不確実性に悩まざるを得ない状況にあります。米国は財政の崖に対して持続可能な解決策を
見いだせるでしょうか。ユーロ圏の統治機関は債務危機を解決できるでしょうか。とはいえ、私たちはこの
回復が続くことについて依然として自信を持っています。また、進化しつつある規制環境への適応、非伝統
的な成長機会の探求、および業務効率 の注目し直しという三つの重要な領域に焦点を合わせるなら、資
産運用会社にとって新たな収益機会が数多く存在することは間違いありません。
世界で業務を行う私たちは、この業界に影響を与える問題と機会が、世界中で複雑に絡み合うようになっ
ていることを自覚しています。デロイトは、こうした将来に向き合い、業界におけるイノベーションの要求に
応えるために、グローバルな資産運用業界にソリューション─業界が予測不能な事態に備えるのに役立つ
新たなソリューションを設計するのに不可欠な視点を提供できるグローバルな実務─を提供するという点
で最高の専門サービス提供会社となる決意を固めています。デロイトが業界に提供できるものはシンプル
なものです。それは、グローバルな組織全体にわたって価値を付加する卓越したサービスを提供するとい
う揺るぎない決意です。
端的に言って、「パフォーマンス」が、業界のソートリーダーシップや、多様な経営モデルを備えた、様々な
国・地域のマネジャーとの交流に、これまで以上に深く参加する機会を業界の経営幹部にもたらす新たな
コンセプトを取り上げていることをお伝えできるのを喜ばしく思います。「パフォーマンス」は引き続き順調な
歩みを続けており、それを弾みにして、この刊行物をさらに拡充していく所存です。
皆様にはこの第 11 号も楽しんでお読みいただけるものと確信しています。

ビンセント・ガバヌーア

ダミアン・ルーレント

ケビン・オライリー

(Vincent Gouverneur)

(Damien Leurent)

(Kevin O'Reilly)

EMEA 投資運用リーダー

EMEA 共同リーダー
バンキング

EMEA 共同リーダー
バンキング

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

今ご覧いただいているのは、投資運用プロフェッショナル向けのホットなテーマを取り扱う、デ
ロイト独自の世界的な業界刊行物、「パフォーマンス」第 11 号の紙版あるいは電子版です。こ
れまで幾度か申し上げる機会がありましたが、「パフォーマンス」の成功は私たちの期待を大
きく上回るものでした。私たちは、現在の栄光に満足することなく、ひたすら本誌のコンセプト
の最新化に着手することを決意しました。ここでは詳細には立ち入りませんが、この新たなコ
ンセプトは、外部の執筆者の役割と寄稿を拡大することによって、業界のソートリーダーシップ
における「パフォーマンス」の主導的地位を一段と高めるものですのでご安心ください。
本号で、欧州市場インフラ規制（EMIR）などの規制上の問題、オルタナティブ投資ファンド運用
者指令（AIFMD）における報酬の側面と金融取引税、ブラジルの年金市場における成長トレン
ド、保険リンク証券、ウェルス・マネジメント会社の販売活動に関する見解、ユニバーサル運用
会社の概念、さらにはトレード管理サイクルの最適化に向けたソリューションなどに関するレポ
ートをお届けできることを喜ばしく思います。
また、米州およびアジア太平洋地域の資産運用担当チームの寄稿を拡充することによって、
本誌の国際的な広がりが一層強化されることをお伝えできることをうれしく思います。これは、
デロイトのグローバルな「as one（一致団結）」戦略の強化における重要なステップであり、私た
ちの部門を、この国際協力の取り組みにおけるデロイトのベストプラクティスの一つとするもの
です。
私たちが「パフォーマンス」を、引き続き、世界の資産運用の実務家への優れた独自のフォー
ラムとすることができることは、皆様のご支援と一貫したフィードバックの賜物であり、皆様に
は改めて感謝申し上げます。

敬具

サイモン・ラモス

マイク・ハートウェル

(Simon Ramos)

(Mike Hartwell)

編集主幹

アイルランド投資運用リーダー

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
Tel: +352 451 452 702, mobile: +352 621 240 616
siramos@deloitte.lu, www.deloitte.lu
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市場動向

資産運用業界におけるトレード管理
サイクルの最適化
ジョーディ・ミゲルブリンク
（Jordy Miggelbrink）
シニア・コンサルタント
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

資産運用業界は大きく動いています。今日の世界では、
規制の新規導入や強化、市場環境の見通しの強化、
新技術はごく当然のものとなっています。これらの発展は、
短い周期で急激に相互に追随しあうため、資産運用会社には、
絶えず変化する新たな要件への対処が求められています。

資産運用会社にとって、既存の経営モデルや中核的プロ

ストディアンの下で保有する有価証券や現金の確認に弱点

セス、支援ソフトウェアは多くの点で不十分で、まとまりがな

を抱えることになります。その結果、照合や会計処理、報告な

く、全面的に活用されていないため、業務のアウトパフォー

どの活動から発生する運営費用が不必要に増加して、会社

マンスを達成することが困難になっています。今日の資産

の利益全体に直接的な悪影響を及ぼします。したがって、資

運用会社にとっては、これらの問題に対処する能力が、こ

産運用会社の成功は、運用の専門能力だけでなく、主要な

の先の 10 年間を生き延びることができるかどうかの決め手

所定の運用目的や収益性を見失うことなく、自身を取り巻く

となります。

サービスのニーズに適応する組織的能力にも左右される可
能性があります。

業務プロセスが効率的に組織化されていないと、トレーディ
ング活動や決済活動の内部的な記録が不正確になりま
す。組織は、トレーディングポジションの不確実性にさらさ
れ、そのことが決済の正確な予測に影響を与え、また、カ
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資産運用業界を取り巻く動向

市場によって引き起こされるこれらの課題に

一般的に、資産運用業界は経済環境や投資環境の大規

加え、規制の観点からみても大規模な変化が

模な変化に直面せざるを得ないと予想されます。新興市

生じつつあります。例えば、外国口座税務コン

場では数多くの収益機会が見込まれ、重大な課題は既

プライアンス法（FATCA）やオルタナティブ投

存の先進国市場で発生するとみられます。欧米の様々

資ファンド運用者指令（AIFMD）、欧州市場イ

な国々で市場のボラティリティが高まり、社会の高齢化

ンフラ規制（EMIR）、ドッド・フランク法などの規

が進んでいる（そして、年金や生命保険からの資金流出

制はすべて、資産運用会社の取引執行費用

が増加している）状況により、資産運用会社はそうした変

や利益率に影響を与えています。

化に効率的に対処できるかどうかを試されるでしょう。
これらのすべての「革命」は、ますます機動的
で要件を達成する業務組織を作り上げるた
め、ビジネスモデルや運用戦略、（リスクに関
する）方針および手続、そして会計を変革する
資産運用会社の能力に影響を与えることにな
ります。
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市場標準に向けた市場の取り組み
様々な市場の展開が契機となって再定義された戦略は、資
産運用会社の「トレード管理サイクル」や諸プロセスに直接
影響します。これまで構築されてきた構造は、そうした新た
「原点」に立ち返る

な展開には対処できません。全体的な状況は根本的に変化

こうした巨大な変化を踏まえ、市場では、資産運用会社は戦

しています。例えば、業務モデルを検討する場合、フロントオ

略の見直しを通じて原点、すなわち、主要な投資目的に立ち

フィス、ミドルオフィス、バックオフィスはもはや別個の部門と

返る必要があるとの見方がなされています。それらの「新た

はみなされません。注文やトレーディングの担当者は、後処

に」定義された戦略では、絶対リターンに主眼が置かれ、最

理プロセスや異例な取引の回避、決済あるいは調整の失敗

小限のリスクを受け入れ、長期的な成果を目指した長期間の

をますます意識するようになっています。

投資期間が想定されることになります。
ベストプラクティスや関連する市場標準に向けた世界的な取
資産運用会社は、戦略レベルでそうした変化に対応するため
に、ファンドの構造や報酬モデル、資産配分、評価サイクル、
組織構造を見直して、それらが相互に整合するように図る必
要があります。

り組みがすでに始まっています。それらの取り組みは、資産
運用会社や他の金融機関に関わる業界の業務インフラの
改善や標準化に主眼を置いています。その例として、業界
横断的な業務の一環処理（STP）化を推進するための証券
業務の専門家による民間団体である ISITC、米国証券業金
融 市 場 協 会 （ SIFMA ） 、 国 際 ス ワ ッ プ ・ デ リ バ テ ィ ブ 協 会

業務の実務レベルにおける対応として、資産運用会社の中

（ISDA）などが挙げられます。

核的プロセスをカバーする「トレード管理サイクル」を導入す
ることが可能です。この「トレード管理サイクル」は基本的に

これらの組織は、主にボトルネックの解消に焦点を合わせて

（自動化された）業務プロセス全体を含み、資産運用会社が

おり、そのために、強固で安定した市場標準を確立し、資産

常時、現金や投資ポジションを完全に管理し続けることが可

運用会社の STP の促進による便益における、透明性や柔軟

能です。

性、簡明性を高めようとしています。したがって、これらの市
場のベストプラクティスは、資産運用会社の組織における処
理、組織構造およびその他の支援分野に基づく変革の出発

そのためには、ポートフォリオのモデル化やトレーディング活

点になると思われます。

動、確認、決済、照合、評価、会計処理、NAV（純資産価額）
の算定、報告、パフォーマンス管理、リスクマネジメントなどの
最新情報を内部的に記録することが必要となります。業務プ
ロセスは、新たに定義された運用戦略や現在の市場標準、
ベストプラクティスと完全に整合したものであるべきです。この
ようにすれば、特定の資産運用会社だけではなく市場全体が
課題を経験するため、予想される今後の動向を容易にフォロ
ーすることができます。資産運用会社は、当初の設計におい
て最高水準の市場システムおよび関連するデータを使用す
ることによって、自身を取り巻くすべての需要を満たすため
に、効率性や機動性を向上させることが可能になり、最適化
されたコストでクライアントや規制当局に向けて業務上のアウ
トパフォーマンスを提供します。
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トレード管理サイクルの最適化
資産運用会社は、市場のベストプラクティスによって支えられ
た、最適化され、完全に自動化された「トレード管理サイクル」
を導入することができれば、長期的に生き残る最大のチャン
スが得られるでしょう。市場環境や規制、金融の枠組みは「原
則的に」類似しているという事実にもかかわらず、個々の資
産運用会社がたどる「道」は異なっています。上記のように、
運用哲学や運用戦略、組織文化、長期ビジョンは、それぞれ
の資産運用会社が具体的にどんな手段を採るかに影響を与
えます。

業務の実務レベルにおける対応として、資産運用会社の
中核的プロセスをカバーする「トレード管理サイクル」を
導入することが可能です。
考えられるのは、下記の戦略的アプローチのいずれかを

この戦略的アプローチの特徴をなすのは、特定の複雑な

追求することです。

市場動向に精通した革新的なソフトウェアベンダーとの深い

革新的な（ソフトウェアに関する）提携先との協力
資産運用会社は、現在市場では利用されていないもの
の、「トレード管理サイクル」の効率性を大幅に高められる
可能性やソリューションを調査するでしょう。こうしたシス

協力関係です。その利点は、独自の視点と専門性を背景に
持つ両者が、市場の調査と分析を行い、その結果を結合し
て一つのソリューションを作り上げることにあります。考えら
れる欠点は、協力し合う両者がそれぞれ独自の分析に基づ

テムは、現在の市場のベストプラクティスや予想される新

いて全体的なソリューションに合意することができない可能

たなプロトコルに整合したものとなります。

性があることです。その場合、方向性がはっきりしないた
め、最終的に、資産運用会社が非効率的な業務プロセスを
採用する結果となるかもしれません。
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資産運用会社は、自身の運用哲学や運用戦略に
注力しながら、市場や規制、運用環境の構造的変化に
適応する備えが必要です。

内部開発によるイノベーション

アウトソーシング

その他の可能性は、資産運用会社が、「トレード管理サ

最後に、ますます利用されている戦略的アプローチは、二

イクル」へ組み込まれる必要な機能の再設計および再

次的な組織プロセスのアウトソーシングです。これにより、

構築を担当するソフトウェア部門あるいはプラットフォー

組織は主要な目的やプロセスにのみ集中することが可能

ムを社内に設立することにより、構造改革を推進するこ

になります。資産運用会社の場合、主要プロセスに相当

とです。この部門の課題は、常時、現在および将来の

する機能は、ポートフォリオのモデル化やトレーディング活

市場動向や市場標準に沿った活動を続けることです。

動、確認、決済、照合、評価、パフォーマンス管理、リスク

標準やベストプラクティスの識別が遅れた場合には、す

マネジメントになります。取引処理やセキュリティ処理、

でに選択され設計されたソリューションの中に、そうした

NAV の算定、会計処理、報告などの支援プロセスは、直

標準やベストプラクティスを、リバースエンジニアリング

接的には資産運用会社の主要プロセスの一部ではありま

によって組み入れなければなりません。その結果、組

せん。「トレード管理サイクル」におけるこれらの二次的プ

織の費用が予想外に増加することがあり、特に、現在

ロセスは総じて、資産運用会社を競合他社から差別化す

の絶えず変化する複雑な市場にあってはその可能性

ることにはなりません。アウトソーシングによって業務が効

が高くなります。この戦略的アプローチにとって別の課

率化され、技術や人員、不動産に関連する費用が削減さ

題は、個々の業務部門は自身の主要な業務目的に注

れる可能性があります。将来、新たな証券クラス、商品あ

力する必要があるため、ソリューションに基づく業務上

るいはサービスが必要になった場合、アウトソースしたプ

の要件の再定義のために自身の業務が妨げられては

ロセスについては、追加導入費用なしにサービスプロバイ

ならない、ということです。

ダーによる対応が可能となるはずです。しかしながら、こ
の戦略的アプローチに従う場合には、潜在的な（移行に伴

標準的ソフトウェア
現在、より一般的な戦略的アプローチは、「トレード管理
サイクル」を支援する（よく知られた既成ソリューションで
ある）ビジネス特化型のアプリケーションを導入すること
です。多くの場合、著名なベンダーによって提供される
これらのビジネス・ソリューションは、複雑な資産運用市
場の業務プロセスの一部に特化したものとなっていま
す。その利点として、ソフトウェアベンダーが、専門的な
経験や広範なクライアントの要求に基づき、市場動向に
忠実に従っていることが挙げられます。その反面、短所
もあり、例えば、ソフトウェアベンダーが「トレード管理サ
イクル」の一つの（細かな）部分に過度に特化している
ために、プロセス全体のレベルにおける課題を予測で
きないことがあり得ます。さらに、ソフトウェアパッケージ
とプロトコルの間に不一致が生じた場合には、専門ベン
ダーは、自身の構造や処理の変更を望まず、他のベン
ダーに対しても同様の助言をする公算が大きいと思わ
れます。
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う）問題が発生したとき、それに有効に対処できるようにす
るために、相互協力に基づいて緊密な連携を維持するこ
とが両者の最良の利益に適うことになります。

結論

要点：

過去数年は、資産運用会社にとって混乱の時期でした。
それらの金融サービス組織は、クライアントとの間で合

• 生き残りのための態勢が最も良く整った資産運

意した運用目的を困難な状況下で達成すると同時に、

用組織とは、次の 10 年間における環境や規制、

変動の激しい金融市場に効果的に反応する態勢が十分

技術の展開に迅速に対処し、適応できる組織で

に整っていませんでした。資産運用会社は、運用哲学や

す。

運用戦略に注力しながら、市場や規制、運用環境の構
造的変化に適応する備えが必要です。そうした主要プロ

• 入念に構築された運用戦略や運用哲学は必要

セスを効果的に支援するために、「トレード管理サイク

不可欠なものですが、それに加え、資産運用会

ル」は、現在および将来の市場標準やベストプラクティス

社は自身のトレード管理サイクルの改善に注力

と整合したものであるべきです。

すべきです。業務効率を最適化し持続可能な経
費削減を達成することによって、投資ポートフォ

「トレード管理サイクル」を最適化するためには、二つの戦

リオの絶対リターンに対する間接費および下げ

略的アプローチが推奨されます。環境分野や技術分野に

圧力が軽減されます。

おける急激な展開を踏まえれば、革新的なソフトウェアの
提携先や外部委託先との長期的、集中的な相互協力に

• トレード管理サイクルの最適化に向けた適切な

よって、資産運用セクターの強化が期待されます。これに

戦略が二つあります。そのどちらも、特化されか

より、技術的、機能的に最高水準のソリューションの最適

つ強化された提携先との長期的な相互協力の

な導入が可能になります。また徹底した相互協力によっ

構築に焦点を合わせたものです。第一の選択肢

て、長期にわたる両者のコミットメントが確実なものとな

は、「最高水準の」ソフトウェアを取り入れ最適な

り、もたらされる「トレード管理サイクル」の質は向上しま

トレード管理サイクルの支援ができる最先端のソ

す。正確、適時、かつ全面的にアクセス可能な財政状態

フトウェアベンダーとの協力です。第二の選択肢

を基礎とする資産運用の業務プロセスが実現されれば、

は、直面する複雑な課題の解決という点でセクタ

適切な運用の意思決定や絶対リターンの達成が容易とな

ー全体にわたる経験を有する特化型の外部委

り、長期的な利益がクライアントにもたらされます。

託先との協力です。

11

12

ブラジルにおける
低金利に伴う民間年金
市場の問題および
それが投資市場に
及ぼす影響
何十年もの間、ブラジル国債の金利は世界で
高水準にあったものの、現在、ブラジルでは
金利低下に伴い、民間年金市場にとって
新たな投資機会が開かれ、投資市場に
重要な影響をもたらしています。

ジルベルト・ソウザ
（Gilberto Souza）
パートナー
監査
デロイト
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背景 − ブラジルの年金制度市場の規模

一方、それらの年金基金財源の相当部分が、ブラジル連邦

外部に閉ざされた民間年金市場は、ブラジル経済

政府債に投資されています。同債券は従来、インフレ率を

にとって最も重要なものの一つです。グラフ 1 が示

上回る金利を提供してきており、極めて魅力の高いものでし

すように、近年、年金基金の数は縮小しているもの

た。しかしながら、グラフ 3 が示すように、SELIC 金利と呼ば

の、年金基金が管理する財源の規模は、毎年、拡

れる国債の基準金利は、ブラジル政府の財政コスト削減に

大し続けています。さらに、より恵まれない社会層を

向けた金融政策戦略の一環として、2011 年以降、継続して

組み入れる傾向の拡大やインフラへの投資を考慮

徐々に低下し始めています。

すれば、民間年金はブラジルにとって重要な投資財
源となっています。こうした中で、過去数年間、国債

このように年金基金は、連邦政府にとって国債購入を通じ

の金利が徐々に低下していることは、退職者および

て重要な資金調達源になっていると同時に、インフラ、基

社会保障給付が増加する状況下で、拠出者に対す

幹産業、高速道路、鉄道、農業会社、港湾、ホテル、およ

る支払義務を負うブラジルの年金基金の管理者に

びブラジル経済の他の重要部門に関連する様々なプロジ

とって重大な問題となっています。

ェクトに対する資金提供に大きく貢献しているため、ブラジ
ル経済の鍵を握る役割を常に担ってきました。

ブラジルにとって目下、数件の大規模なインフラプ
ロジェクトが最優先事項となっています。これは、国

その結果、主として上記資産のほか、ブラジル企業の株式

内経済が過去に例のない時期にあることを示すも

に投資の焦点を絞ってきたブラジルの年金基金は、目下、

のですが、その理由として、石油や鉱物、農産品の

自身の年金債務に見合った満期（デュレーション）がある、

産出という点で絶えず問題に直面してきた同国の

他の長期的な投資形態を見いだすという重大な課題に直

経済成長のほか、ワールドカップやオリンピックな

面しています。

ど、ブラジルが今後数年内に主催する予定の重要
イベントを挙げることができます。こうしたシナリオに

留意が必要な点は、ブラジルには依然として、構成員に確

おいて、大規模投資の必要性、その結果として、と

定給付を提供する大規模な年金制度が存在しており、この

りわけ株式ファンドや不動産ファンドなどの投資ソリ

場合、数理上の準備金の負債額があらかじめ決まっている

ューションの開発の必要性を受け、年金基金は特

ということです。その結果、年金数理上のリスクマネジメント

筆すべき地位を占めています。

の評価および金利低下による影響が、年金の管理者にとっ
てますます大きな問題となっています。

市場規模と GDP への影響
ブラジル中央銀行によれば、同国の国内総生産
（GDP）は、2012 年に 4 兆 4,030 億レアル（約 2 兆
1,580 億米ドル）に達しましたが、グラフ 2 が示すよう
に、世界的な信用危機にもかかわらず、過去数年
間、着実に成長してきました。ブラジルの GDP の相
当部分が年金基金によって生み出されており、2011
年には GDP の約 20％を占めました。このことは、ブ
ラジル経済にとっての年金基金の重要性を示してい
ます。
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グラフ 1：ブラジルの年金基金の数

出所：ブラジル国家年金基金監督総局

グラフ 2：GDP（単位：百万レアル）

出所：リサーチ・デロイト（ブラジル中央銀行提供の情報に基づく）

グラフ 3：Selic 金利の推移（%）

出所：リサーチ・デロイト（ブラジル中央銀行提供の情報に基づく）
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資産運用会社にとっての投資機会 − 重要イベント

これらの投資ファンドは、年金基金などの機関投資家

の財政コストやインフラの必要性に対応した、市場

向けにカスタマイズされた、税効果のより明確な評価

の新たな選択肢の拡大

（税負担が重いため、常に重要な収益評価要因と

その結果、投資ファンド市場では、より精緻な投資形

なっています。）を備えたソリューションを提供します。

態が急速に発展しており、大手資産運用会社や特

また明らかに既存のモデルに依存している年金基金の

化型の資産管理会社が、市場向けやブラジルの年

年金数理上のコストに見合う魅力的なリターンも併せて

金基金向けに株式ファンドや不動産ファンドの特定、

提供しています。

開発および提供を迅速に推し進めています。これら
の戦略は、一定のリスクと魅力的なリターンの約束

言うまでもなく、年金基金にとっては、外国金融資産へ

を備えた年金基金向けの商品提供を組み合わせる

の投資、ブラジル企業が発行する民間向け信用債、お

と同時に、重要イベントおよびブラジルのインフラ基

よび金利低下の時期には常に上振れの可能性をもた

盤に関わる近代化プロジェクトに伴う問題に対する

らすブラジル株式市場など、別の投資の選択肢も存在

金融ソリューションへの需要を育成するものです。

します。しかしながら、これらの投資の選択肢はすべ
て、国債金利の低下の結果としてブラジルの資本市場

その結果として、グラフ 4 から明らかなように、ブラジ

が発展すること、およびサンパウロ証券取引所

ルでは株式ファンド（現地では FIP と呼ばれていま

（BM&FBovespa）に上場する企業数が増加することと

す）や不動産投資ファンド（FII）の総額の大幅な増加

直接関連しています。

が生じています。

グラフ 4：ファンド数

出所：リサーチ・デロイト（ブラジル証券取引委員会提供の情報に基づく）
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結論 − ブラジルの金利低下を受け、年金基金により多く
のソリューションの余地あり
ブラジルでは、他の諸国、とりわけ欧州諸国に比べて雇用
水準が相対的に高く、また人口の平均年齢が相対的に若い
ことに加え、国営企業でも民間企業でも社会保障給付の提
供が、人材確保における重要な要因になっているという事
実に留意すべきです。したがって結論として、年金基金に対
する需要は今後も高い状態が続くだろうと言えます。
また、ブラジルの低金利は相当長い期間続く可能性が高い
ことにも留意すべきです。したがって、市場リスクを伴う一
方、年金数理上のコストおよび給付計画のデュレーションに
整合したリターンをもたらす投資を求める動きは、この先、
年金市場の主要テーマになるとみられ、今後数年間、ブラ
ジルの資産運用会社に対して明らかな影響を及ぼすでしょ
う。

要点：
• 今後数年にわたり、ブラジル国民を対象とす
る退職年金制度に向けたソリューションの規
模や提供の増加が見込まれます。
• また、公債の金利低下に伴い、民間の信用保
証債だけでなく株式ファンドや不動産ファンド
に対する需要の拡大も見込まれます。
• インフラプロジェクトに対する需要やサッカー
のワールドカップやオリンピックなどブラジル
で開催される巨大イベントも、株式ファンドや
不動産ファンドという金融ソリューションを生み
出すと見込まれます。
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FOCUS!
国際的な監督アプローチの新たな動向
ブルーネ・リーマイエル

ステファニー・ルイス

（Brune Riemeijer）
マネジャー
金融リスク管理
デロイト

（Stefanie Ruys）
シニア・コンサルタント
金融リスク管理
デロイト

昨年、オランダ中央銀行（DCB）は新たな監督アプローチ、FOCUS!を
導入しました。このアプローチは、DCB および国際通貨基金（IMF）などの
外部組織の評価に基づく DCB の改革プロセスによるものであり、主として、
統合により一層効果的かつ強力な監督の確立を目指しています。
この新たなアプローチには、EU モデルに沿った、国内志向の
監視アプローチから国際的アプローチへの移行が含まれます。

FOCUS!には二つの主要な特徴があります。第一に、戦

DCB は、この拡張された機能の一環として、例えば金融機

略やビジネスモデル、リスク選好およびリスク文化とい

関の戦略やリスク文化、リスク選好といった定性的側面を

った概念に基づく、金融機関のリスクに関するより定性

評価することも可能になります。言い換えれば、オランダの

的な分析が組み込まれていることです。第二に、

金融機関は、それらの把握しにくい側面を明確にし、それを

FOCUS!は、IORP II、AIFMD および FATCA を含む（新た

内部統制体制に組み入れて、明確にすることが必要となり

な）国際ルールや規制の実施や遵守のモニタリングが

ます。

可能ということです。
オランダの年金基金や資産運用会社に関するデロイトの最
FOCUS!の影響は主として DCB の監督領域に反映され

近のベンチマークによれば、組織の設計や日常的な業務執

ていますが、この新たなアプローチの導入前は、DCB

行、報告に対して極めて重大な影響を及ぼす可能性がある

は基本的に支払能力や流動性といった中核的な定量

にもかかわらず、回答者の内の大半はまだ、そうした新たな

的比率のモニタリングに焦点を合わせていました。

展開に十分な注意を払っていません。
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このベンチマークはオランダの年金基金や資産運用市

• ビジネスモデルや戦略に基づく健全かつ明確なリスク選

場に適用されたもの ですが 、FOCUS!は、英国やオース

好の確立。リスク選好は、経営者によって明示的に確立

トラリア、EU の監督モデルなど、他の規制当局の監督ア

され、リスク指標や限度の設定を含め、企業全体を通じ

プローチとも整合しています。したがって、FOCUS!は世

て実施される。

界的にも適切なものと言えます。
• ガバナンス構造、リスク文化、および年金基金と年金サ
FOCUS!

ービスプロバイダーの統合水準。

FOCUS!により、DCB は、新たに定義された一連のリス
ク要因の定性的評価の実施が可能になります。年金基
金の活動の大部分は、年金サービスプロバイダー（年
金の管理会社や資産運用会社等）に外部委託されてい
るため、そうしたリスク要因の管理やモニタリングによ
り、年金や資産運用市場には余剰次元が加わることに
なります。年金基金の理事会は、外部委託された活動
について引き続き説明責任を負っていることから、年金

今後は、監督上の評価はそれらのリスク要因に関する評
価結果に基づいてなされることになります。リスクが組み
込まれた活動の大部分は年金サービスプロバイダーに外
部委託されているため、主に問題となるのは、年金基金が
どのようにそれらのリスク要因を管理し、効果的なリスクマ
ネジメント・システムへの統合に対してどのような責任を負
うかということです。

のバリューチェーン全体を通じて、FOCUS!のリスク要因
の管理およびモニタリングについても引き続き責任を負
うことになります。

定性的なリスク要因を定め、それを DCB による監
督の一環として利用することは、国際的な動向に沿

最も重要な定性的リスク要因として以下のものが挙げら
れます。
• マクロ経済やセクターの動向。それらの動向が内部の
（固有）リスクに関連している場合、年金基金に対して
どのような影響を与えるか。理事会は、それらの内部
的および外部点リスクに対してどのように適切かつ効
果的な管理および対応を行うかについて包括的なビ

ったものです。先に指摘したように、FOCUS!は、英
国やオーストラリア、カナダなど、他の規制当局に
よって使用されている監督アプローチと整合してい
ます。さらに、新たに策定された FOCUS!のアプロー
チは、金融機関に適用可能であり、欧州の年金基
金制度に対する基準を定める EU の監督モデルとも
整合しています。

ジョンを形成できるか。
• ビジネスモデルと戦略。ビジネスモデルや戦略は現実
的で、現在の市場の見方と整合しているか。
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どう対応するか

最後に、年金サービスプロバイダーは、自身の組織の

「どう対応するか」は、当然の疑問であり、また複雑なもので

リスク文化や誠実性が、クライアントが望むリスクプロフ

す。年金基金がマクロ経済リスクおよび内部リスクを評価でき

ァイルと整合していることを保証する方法について説明

るように、また年金基金が、自身のリスクプロファイルへの（定

責任を負うことになります。その目的のために、年金の

期的な）準拠性の判断のために、当該評価を統合できるよう

管理会社の経営者は、自身の組織文化に対して積極

に、年金基金や年金サービスプロバイダーは既存のリスクマ

的に影響を与えられ統制活動を特定し、導入すべきで

ネジメント・システムを再設計しなければなりません。

す。
FOCUS!のリスク要因の観点から、年金基金と年金サ

したがって、現在、SLA や諸契約に基づいて報告されている

ービスプロバイダーの現在のリスクマネジメント・システ

情報の水準は不十分であるということになります。その情報

ムのバランスを再調整し、統合を図るため、両者の関

はほとんどが定量的なものであり、定性的な要素はそれほど

係には徹底的な見直しが必要と思われます。包括的な

取り上げられていないからです。こうした動向を考慮すれば、

アプローチが求められています。

年金基金は、自身のリスクマネジメント活動が年金サービスプ
ロバイダーのリスクマネジメント・システムに統合され、またそ
の逆の統合も行われるようにするために、定性的なリスク要

結論
結論として、監督機関は様々な比率やモデル計算の先

因のみならず、サービスプロバイダーのリスクマネジメント・シ

を見る方法を策定しました。この新たな考え方を受け

ステムのデザインに関して、これまで以上に詳細な情報を求

て、業界は、固有リスクの管理方法に関する構想を確

めるようになると思われます。さらに年金基金は、その理事会

立し、マクロ経済や業界の動向に関連づけるだけでな

が年金サービスプロバイダーのリスクマネジメントの情報に依

く、効果的なリスクマネジメントに不可欠な人的要素を

拠できるようにするために、サービスプロバイダーに対して、

積極的に管理することが必要となります。

そのリスクマネジメント・システムの運用の有効性に関して定
期的な保証を（あるいは、継続的な保証さえ）提供することを

業界がリスクマネジメント・システムの中にそれらの主

ますます強く要求するようになるでしょう。

要な特性を取り入れなかった場合、年金基金は、監督
機関からより低い評価を受け、将来の法令が施行され
た際には困難に直面すると思われます。

加えて、年金基金は、戦略と長期的目的に基づいてリスク選
好度を定め、マクロ経済の動向に関わる戦略的な限界をテス
トするようになると思われます。年金基金のリスク選好度は、
リスク指標やリスク限度の導入を通じて、最終的に年金基金
のバリューチェーンに浸透し、年金サービスプロバイダーの業
務に取り入れられる必要があります。年金サービスプロバイ
ダーは、それらの限度を採用し、年金基金によって定められ
た当該限度に関係する現在のリスク水準について年金基金
に報告する義務を負います。

FOCUS!により、DCB は、
新たに定義された一連の
リスク要因の定性的評価の
実施が可能になります。
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年金基金は、年金サービスプロバイダーに対し、自身の

要点：

リスクマネジメント・システムと年金基金のリスクマネジメ
ントの要求事項との統合を求めることになります。例え

• 大半の年金基金や資産運用会社は、FOCUS!に関

ば資産運用会社が、そうした将来の要求事項を積極的

する新たな展開にまだ十分な注意を払っていませ

に自身のシステムに取り入れなかった場合、個々のクラ

ん。

イアントは、個々の要求事項に対して資産運用会社が
対応することを期待します。結果的に他種類の報告や

• 年金サービスプロバイダーは、自身の組織のリスク

ガバナンス構造が必要となり、費用が大幅に増加する

文化や誠実性が、クライアントが望むリスクプロファ

ことになります。したがって資産運用会社にとっては、す

イルと整合していることを保証する方法について説

べての（将来の）クライアントの要求事項に対して責任を

明責任を負うことになります。

負えるような形でシステムを構築することが重要となり
ます。

• 規制当局は、FOCUS!の導入によって将来に備える
態勢を整えました。今や市場はそれを市場慣行の

規制当局は、FOCUS!の導入によって将来に備える態

基準とすることを迫られています。

勢を整えました。今や市場は、そうした新たな考え方を
採用して、近い将来、それを市場慣行の基準とすること
を迫られています。
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保険リンク証券
伝統的な再保険と資本市場の
収斂の紹介
マーク・バウムガートナー

ジェームズ・ドックリー
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（James Dockeray）
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従来、資本市場と保険業界は共生関係にあり、
保険会社が優れた資産運用会社に対して利益の
押し上げを求める一方、資産運用会社は、投資可能な
超過資本を有する大手再保険会社を極めて好ましい
顧客とみなしてきました。

こうした関係は現在も続いているものの、最近、その関係

本レポートでは単純に再保険会社を、別の保険会社に

を、より複雑かつ恐らくは両グループにとってより有益なも

保険を提供する一つの保険会社として捉えることにしま

のとする展開が生じています。また、そうした展開の多く

す。また、資本を最も費用効率の高い方法で活用するた

は、資本市場と再保険会社の双方の要求を満たす少数

めに、バミューダやケイマン諸島のような、有利な税率と

の限定された国・地域に限られていると言えます。

効率的な規制環境を備えた国・地域で再保険会社を設
立することが一般的な慣行となっています。特にバミュー

これまでは、投資家が保険会社や再保険会社の事業に

ダには、再保険市場に共通する非常に明確な業務要件

参加することを望んだ場合、上場した保険会社や再保険

に精通した質の高いサービスプロバイダーも存在してい

会社の株式を購入するしかありませんでした。明らかに保

ます。近年、投資商品において数多くの開発がなされて

険会社と再保険会社の事業には重なりがあり、一部の保

おり、投資家は、保険契約に内在する原リスクに直接投

険会社は保険と再保険の両方の事業を営んでいます。

資することが可能になっています。
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また、こうした商品は、保険会社から資本市場にリスクを

このリスクを投資に出再するという着想は、当初は不透明な店

移転する働きも持っています。ハリケーンや地震などの

頭取引を通じて実行されました。しかしながら、それがやがてカ

重大な大規模災害事象が発生した場合に損害を吸収す

タストロフィボンドあるいはキャットボンドへと進化しました。キャ

る資本市場の相対的な規模や能力を考えれば、これは

ットボンドはほぼ間違いなく ILS の分野で最大の要素となり、価

望ましい発展であり、資本のより効率的な活用であると

格決定情報や一般投資家に出再される原リスク、市場規模に

言えるでしょう。

関して明らかに最も透明性の高い要素となっています。

保険リンク証券

投資の観点からすれば、キャットボンドとは、元本の支払いが所

1992 年にフロリダ州の住民がハリケーン・アンドリューの
残した爪跡の後片付けをしていたころ、彼らの知らぬとこ
ろで、そうした自然災害の保険対象コストの補填に役立て
るために、また、大規模災害に基づく保険に関連するリス
クとリターンに参加するチャンスを資本市場に提供するた
めに、新たな市場が開設されようとしていました。当時、
ハリケーン・アンドリューは米国史上最大の損害をもたら
したハリケーンで、その結果、保険会社や再保険会社
は、資本を調達するとともに、そうした大規模災害に関連
するリスクの一部を再保険に付す新たな方法を探求する
ようになりました。
こうした探求の最終的な結果として、そのリスクを証券化
した投資可能な商品が誕生しました。この商品は、広範
囲に及ぶ資産クラスとして、一般に保険リンク証券
（insurance-linked securities）あるいは ILS と呼ばれてい
ます。ILS の一般的な特徴は、フロリダのハリケーンなど
類似した原リスクを持つ特定の保険／再保険契約また
は保険契約グループをパッケージ化して、原契約から得

定の大規模災害事象や他の測定可能なリスクが発生しないこと
に依存している債券です。キャットボンドの着想は、保険会社や
再保険会社などの事業体が、スポンサーとして特定の保険対象
リスクを出再することを望んだことから生まれました。このリスク
は一般に、何らかの形の再保険契約を通じて特別目的事業体
（SPV）に移転されます。次に SPV は一般投資家向けに債券を
売り出します。この債券が一般的な債券と異なるのは、債務不
履行リスクが原企業の信用事象と結び付いているのではなく、
カリフォルニアの地震といった特定のトリガー事象に基づいてい
るという点です。
そうしたトリガー事象が発生した場合、SPV は、契約に定められ
た損害について、再保険契約の条件に従って当該債券の想定
元本の全額を、出再した再保険会社に支払います。このカタスト
ロフィボンドに投資した投資家は、そうした集中的なリスクを引き
受ける見返りとして、平均を上回る利回りによる報酬を受けま
す。一般的なカタストロフィボンドは、米国財務省証券の利率な
どの基準金利にスプレッドを上乗せした変動金利が付けられて
おり、通常は 5％から 15％となっています。

られる保険料をリターンとして投資家に提供するというこ
とです。言うまでもなく、それとともにダウンサイドリスクも
投資家に移転されます。
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この業界は 1990 年代初めから半ばにかけて成長が始

ILS への投資に関連して、無視することのできないリス

まったものの、著しく成長したのは 2005 年のハリケーン

クが存在します。そうしたリスクには下記のものが含ま

シーズンが終了した後のことでした。この年、アイバン、

れます（これらに限定されるものではありません）。

フランシス、カトリーナ、リタ、ウィルマ、エミリーなどのハ
リケーンの襲来により、800 億ドルを超える保険損失が

• トリガー事象が発生した場合、投資家は ILS への投
資資金の全部または一部を失うことがある。

発生しました。この事態を受けて、格付機関は再保険
会社に対する資本要件を引き上げました。その結果、
それらの事業体には追加的な資本の調達元が必要と
なると同時に、通常の手段を通じた再リスク譲渡に対
する市場の受入能力は低下しました。他方、投資家
は、高いリターンが見込まれるだけでなく、そのリターン
が一般的な市場のリターンと低相関を示すことから、こ

• 場合により、ILS の満期日が、投資家の事前同意を
得ることなく延長されることがある。
• ILS は、発行体の選択により、満期日前に償還される
ことがある。
• 投資家は、ILS への投資によって、会計上・税務上の
予想外の影響を受けることがある。

の市場に引き付けられました。
• ILS の発行体が支払不能となった場合、投資家は投
この市場は成長が続き、提供する商品も多様化しまし

資資金の一部または全部を失うことがある。

た。キャットボンドに加え、インダストリー・ロス・ワランテ

• 流通市場が限定的である。

ィ（industry loss warranty）などの金融商品も登場しまし

• 格付が信用格付機関の見直しの対象となっている。

た。これは、リスクをさらにパッケージ化して、もはや特
定の契約に基づくリスクではなく、業界全体の損失に対

現在の市場

して保障する契約の形態をとった商品です。
2012 年は約 63 億米ドルの発行があり、想定元本ベース
投資家向けの分野では、ILS に特化したファンドが登場
し始めました。その資金の大部分は年金基金などの機
関投資家から調達されました。ハイリターンの魅力に加
え低相関であることが、長期的なリターンを追求する投
資家にとっては望ましいことが明らかとなりました。ユリ
ーカ ILS インデックスによれば、2008 年および 2009 年の
信用危機の時期に、ILS セクターはそれぞれ 3.92％およ
び 9.11％の年間リターンを達成し、その底堅さを証明し
ました。同じ時期、S&P500 指数は 2008 年に 34.5％下落
した後、2009 年には 35.0％上昇しました。ILS の分野が、
ゼロでないとしても低いベータの特性を持つことも、制御
不能な市場変動からの避難所を求めるプロフェッショナ
ルが運用する資金のさらなる流入を促す要因となりまし
た。

で過去最大の発行高となった 2007 年に次ぐ、過去 2 番目
の年となりました。これは、成長が続く ILS 市場に対する
すべての市場参加者の関心が頂点に達したことを浮き彫
りにするものです。このことを最もよく示す事例は、単独で
過去最大となるカタストロフィボンドが発行されたことでし
た。当初 2 億ドルと発表されたエバーグレイズ・リー・カタ
ストロフィボンドは、発表後まもなく 2 億 5,000 万ドルに増
額され、その後 5 億ドルとされました。投資家の旺盛な需
要を受けて、この債券の発行高は最終的に 7 億5,000 万ド
ルとなりました。この債券のクーポンは米国財務省証券
の利率プラス 17.75％だったため、投資家の需要の高さも
当然と言えます。発行体であるシティズンズ・プロパティ・
インシュアランス・コーポレーションは、フロリダ固有のハ
リケーンリスクの一部をオフバランスにする方法を見いだ
したのに対し、投資家はそうした集中的なリスクの見返り
として大きな報酬を約束されたのでした。

本レポートでは単純に

ILS 市場は、極端な事象の後に資本を調達しようとす

再保険会社を、別の保険

保険会社のリスクマネジメント・プロセスにおける基本

会社に保険を提供する

家には類例のない資産クラスを提供しています。年金

一つの保険会社として
捉えることにします。
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る保険会社のためのニッチ市場の地位を超えて、再
的なプログラムへと発展しました。その一方で、投資
基金と退職スキームがこの分野への新規投資家の先
頭に立っています。年金基金の投資家の参入は今後
数年間、さらなる増加が予想され、同市場をさらに拡
大させるものと思われます。

この業界は 1990 年代初め
から半ばにかけて成長が始
まったものの、著しく成長し
たのは 2005 年のハリケーン
シーズンが終了した後のこと
でした。

25

25

基本的な点では、再保険会社が将来の保険金の支払いの
ために維持しなければならない多額の準備金を踏まえれば、
再保険会社は、多額の現金プールへのアクセスを提供する
保険の引受も行う資産運用会社にすぎない、と言うことも
可能です。

多くの ILS が証券取引所に上場されていますが、ケイマ

バフェット氏は、保険会社が将来の保険金の支払いに充て

ン諸島とバミューダが新規事業の相当部分をめぐって競

るために維持しなければならない保険料積立金（フロートと

争を繰り広げています。2012 年には、キャットボンドの新

も呼ばれます）の投資リターンから利益を上げる機会を見い

規発行を扱うためにバミューダで 27 社の特定目的発行

だしました。基本的な点では、再保険会社が将来の保険金

体が設立されました。これに対して、ケイマン諸島では、

の支払いのために維持しなければならない多額の準備金を

上場されたキャットボンドやその他の ILS ビークルの時

踏まえれば、再保険会社は、多額の現金プールへのアクセ

価総額がほぼ 100 億ドルに達しています。シカゴ商品取

スを提供する保険の引受も行う資産運用会社にすぎない、

引所はカタストロフィ関連の上場デリバティブを提供して

と言うことも可能です。

おり、投資家は現在、上場オプションや先物に投資する
ことができます。

現在の再保険の新興企業の一群が独特なのは、それらの
資産運用会社が、既存の再保険会社に投資するよりも

成長の証しは、上記のように、2012 年に約 63 億ドルの

（依然としてそうした投資が行われることもあります）、自身

キャットボンドが発行されたことに示されていますが、バ

の資本で再保険会社を設立することを選択していることで

ミューダ証券取引所（BSX）には、同年後半の 6 カ月だけ

す。それによって、この投資は直ちに、投資対象を最終的

で 10 億ドル以上が上場されました。バミューダやケイマ

に売却したときに長期的なキャピタルゲインを生み出す株

ン諸島などの国・地域は、世界の ILS 市場に対してすで

式投資へと変わります。それにはこの先何年もかかる可

に積極的にサービス提供している規制環境の中で、資

能性がありますが、それに伴い、潜在的な課税繰延べも

産運用と保険の人材が混在して活動するという独自の

長期にわたることになります。キャットボンドへの投資家

状況にあることから、そうした事業の優れた本拠地とな

は、基本的に、単一のトリガー事象が発生しないことに賭

っています。

けるギャンブルを行っているのに対して、再保険会社への
投資は、よりバランスのとれた投資アプローチを提供し、そ

自前の再保険会社の設立
保険業界とオルタナティブ投資業界の収斂を示すさらな
る証拠は、サード・ポイント、グリーンライト、SAC および
ポールソン・アンド・カンパニーなどを含むヘッジファンド
マネジャーが、オフショアの再保険会社を設立しているト
レンドに見て取れます。こうした取引を助長する一因は、
オフショアの国・地域で設立された再保険会社について
は、現行の米国の課税規則では潜在的な課税繰延べの
余地があることです。これは新しい考え方ではなく、最も
著名な投資家としてはウォーレン・バフェット氏が、1960
年代という早い時期に、自身の投資の専門知識と、保険
会社によって通常維持される大規模な投資ポートフォリ
オとを結合する機会を見出しています。
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のリスクは当該会社の保険引受の基本方針に沿って分散
されます。当該会社が設立され、再保険契約の引受が開
始されれば、超過資本と再保険会社のフロートの両方が、
自社組成したファンドに再び投資されることになります。そ
して、当該ファンドはその資金の運用から報酬を得られる
と同時に、ファンドマネジャーは、実質的に所有する当該
会社の投資戦略をコントロールすることができます。

将来見通し

要点：

市場は発展を続け、この分野では急速なペースでイノベ
ーションがなされました。例えば、キャットボンドのトリガ
ー事象の測定方法だけでなく、付保されるリスクの種類

• 保険リンク証券という名称の下で発展しているこの比
較的新しい市場と商品を検討

という点でも進展がみられました。従来、この種の金融
商品によって保障されるリスクは、ハリケーンなどの大
規模災害事象と関連しているのが一般的でした。自然
災害に対する保障を求める需要は今後も旺盛であると
予想されることから、こうした状況が変化することはない
と見込まれます。その一方で、パンデミックおよび生命
など、その他のリスクに対する保護を求める需要がこれ
まで以上に広がって、この分野のさらなる拡大につなが
ることが予想されます。

• ILS は、伝統的な投資商品クラスに比べ低相関また
は無相関の資産クラスという性質を持つため、機関
投資家にとって魅力的
• すべての投資と同様、リスクが存在する
• 再保険の新興企業は、大規模な資本市場参加者に
とって ILS 分野に直接参加するための一方法として
地歩を固め始めている

加えて、キャットボンドなどの既存商品に関して、保険会
社や再保険会社といった通常の発行体以外に新たな発
行体が現れています。過去 1 年の間には、地震が起き
や す い 地 域 の 労 働 者 補 償 評 議 会 （ workers

• 引き受ける意思のある市場参加者にリスクを移転す
る新たな手段として、保険会社から資本市場にリスク
を移転

compensation board）あるいは宝くじ会社のような事業
体までもが、キャットボンドを発行しています。

• この業界の将来的な潜在成長力は、新規発行やそ
の発行規模に表れているように、極めて有望な兆候

大規模な自然災害を受けてつつましく始まった ILS 市場

を示している

は、現在、コニング・アンド・カンパニーの推定によれ
ば、キャットボンド、ILW、サイドカーおよび担保付再保
険契約などを含むその全体的規模が損害保険市場全
体の約 15％を占めるに至り、市場規模は約 350 億ドル
相当に達しています。ILS 専門のファンドマネジャーによ
って配分される資金や伝統的なヘッジファンドマネジャ
ーによる資金の注入に加えて、オルタナティブ投資の資
産運用と保険の収斂は否定しがたいものです。
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ある IT マネジャーの
告白
内部関係者が語る、資産運用会社に
とっての技術上の課題と機会

ジョン・パムフリート
（Jon Pumfleet）
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

28

「情報は力なり」と言われますが、このことは資産運用に
特によく当てはまります。この事業の中核をなすのは、
情報を収集・分析して、それを、市場を上回るパフォーマ
ンスに変えることです。多くの投資運用会社は自身の投
資部門を「製造業」と呼んでいますが、工場も在庫も存
在しません。情報が、原材料であると同時に製品となっ
ているのです。実際のところ、これは「情報経済」の頂点
をなすものです。では、情報の取扱方法に対して十分な
注意が払われているのでしょうか。
最近まで私は、英国の大手資産運用会社で大規模な技
術部門の責任者を務めており、おかげでその会社や同業
他社を広い視野で見ることができました。本レポートで

本レポートでは、資産運用会社の
IT 部門を動かし、また課題を
突き付けているいくつかの問題を
取り上げます。さらに、
資産運用会社が IT から、
より大きな成果を上げられる
方法についても触れます。

は、資産運用会社の IT 部門を動かし、また課題を突き付
けているいくつかの問題を取り上げます。さらに、資産運
用会社が IT から、より大きな成果を上げられる方法につ

アマチュアのベンダー管理者

いても触れます。
業界全体としてアウトソーシング・モデルに向かう傾向が
一般的な部門によって分割される二つのチーム
IT 部門は大きく分ければ、「実行」チームと「変更」チー
ムという二つの部分で構成されています。この分割は通
常、他の業務部門よりも IT 部門で顕著になっています。
多くの場合、その原因は変更部門が行う会計処理の方
法にあります（同部門は、割り当てられた資本価値を必
要とする資産を生み出すのに対して、実行部門は支出
するだけです）。このことから様々な困難な状況が生み
出されます。それは、この二つの分野は異なるスキル
と、異なる作業方法を必要としながら、両者が協力し合
うことが不可欠であるからです。この困難性は、二つの
分野が異なる種類の人材（性別・年齢、教育、必要なス
キルなどが著しく相違）を引き付けているという事実によ
って、一層度合いが増しています（恐らく困難性の原因
もその事実にあります）。両チーム間の社会的交流はめ
ったになく、相互の人事異動はもっとまれです。この困
難 性 は資 産 運 用 会 社 に限 られたものではありません
が、特に注意を要する様々な影響を実際に及ぼしてお

強まっているのと同様、IT も、まったく異なる外部サービス
プロバイダーを統合して、製造部門や販売部門が利用で
きるような一貫した効果的なパッケージを作り上げることに
ますます深く関与するようになっています。「クラウドコンピ
ューティング」の興隆はこうした趨勢の最新の現れと言える
でしょうが、その歴史は相当以前に遡ります。20 年前に
は、第三者を使ってバックアップテープを集めさせ、「安全
な」オフサイトの場所に保管させるのはリスクが高いとみな
されていました。それが高リスクなのは今も変わりません
が、広く普及しています。最高技術責任者（CTO）は、以前
なら間違いなく中核的と考えられていた活動を外部委託す
ることを目指しています。そうした活動には、ファンドマネジ
ャーの隣に座って、取引画面が正確に所定のレイアウトど
おりになっているようにするスタッフや、作業室に常駐し
て、投資リスクチームの中間管理職が日次レポートで提示
したいと望む VaR（バリューアットリスク）の表示方法の詳
細を徹底的に検討する専門家などが行う「人間的触れ合
い」のあるサービスが含まれています。

り、それがいくつかの領域で現れています。
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システム試験やデータセンターの支援、ネットワーク管

それらの部門でさえ、往々にして、最良のベンダー管理

理といった中枢的な個別的役割や全体的機能が、今で

者 で は な く 、 最 良 の 内 容 領 域 専 門 家 （ subject-matter

は、そうした技術能力の点では資産運用会社がとうてい

expert）が配置されます。第三者を導入した場合、アウト

及ばない組織によって提供されています。このことが新

ソーシングのプロジェクトがもたらすと見込まれた機能と

たな困難性を引き起こしています。それは、それらのプ

実際の機能との不一致に関して、その中心に外部組織を

ロバイダーが、技術の専門家から成る様々な別個の集

据えておくと、実行／変更問題に陥ることになります。

団を管理するとともに、広い視野と「クライアントにとって
の結果」に関する包括的な見方を維持しなければならな

ベンダー管理は、どのような IT 研修の項目一覧にも、あ

いからです。しかしながら、多くがこのことに苦闘してお

るいは人事のキャリアプランニングのワークシートにも取

り、その結果、アマチュアのベンダー管理者にとって業

り上げられていません。今やこうした状況を見直すべき時

務の遂行がより難しくなっています。

期が来ていると言えるでしょう。

ここでの困難性は、ベンダー管理はそれ自体、真の専

資産運用会社は、多くの場合、一部大手サービスプロバ

門分野をなしているということにあります。それは自動車

イダーに関するリサーチ結果を、自身の投資運用チーム

の運転に似ている面があります。誰もが平均よりは運転

や IT チームから収集しています。資産運用会社は、それ

が上手だと考えていますが、簡単にひどい運転をしてし

が適切なかぎり、顧客のデューディリジェンスと投資リサ

まうことがあり、それがますます重大な結果を引き起こ

ーチの統合を図るべきです。

すようになっているのです。大半の資産運用会社は、ベ
ンダー管理専門の部門を設置するほど規模が大きくあ
りません。また、たとえ設置したとしても、その部門は通
常、名義書換代行機関や投資業務など、主要業務の外
部委託先を中心に対応することになります。
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非現実的な考え方

2. e メールやワープロなどの日常使用するシステムは、

今ではほとんどすべての企業が、何らかの形のクラウド

従来は多額の代金を前払いして購入する必要があり

コンピューティングについて聞いたことがあり、たいてい

ましたが、現在では「レンタル」で利用できます。それ

はそれを購入しているでしょう。クラウドは単に、利用者で

らのサービスは費用効率がはるかに高く、「業務用途

ある組織の外部から購入され、提供される IT サービスを

に耐え得る」ようになり始めており、大規模組織がそ

指す、今流行の専門語となっています（ただし、「プライベ

れに切り替える傾向が現れています。固定的な「3 年

ートクラウド」と呼ばれる一つのバリエーションでは、たと

ごとの購入とアップグレード」の費用から変動的な「ユ

え第三者によって管理される場合でも、企業が依然とし

ーザー当たりの賃借料」費用への切り替えには、中規

て自社のデータセンター内でサーバーを使用することが

模企業が特に大きな魅力を感じています。些細なこと

あります）。

と思われるかもしれませんが、それによって電気代も
削減されます。自前のサーバーの運転費用を非経済

資産運用会社はこのトレンドに熱心であり、特に中規模
な組織は固定費を削減し、予測可能性を高められる機会
に魅力を感じています。しかしながら、流行語であるこの

的で環境負荷が大きいと考える企業がますます増え
ています。クラウドは、はるかに低い財務コストと環境
コストでサーバーを提供できます。

用語には、誤用や誤解が数多くみられます。実際には、

3. リスク分析や証券参照マスターのホスティングなどの

大部分の会社が、最初にブルームバーグの端末を設置

中核的活動が、次第にクラウドに移転されるようにな

したときからずっと「クラウドコンピューティング」を使用し

っています。リスク分析は、多額の費用がかかる高度

ており、またインターネットの e メールは常に「クラウド」に

な処理能力を必要とするうえ、通常、ポジションの構

依拠しています。したがって、たとえ上記のような「お決ま

築が実行された後は、一日の大部分、使用されない

りの」ベンダー管理の困難性が強調されるとしても、そこ

ままになっているため、クラウドホスティングの対象候

には多くの空言が含まれています。

補とすることが広まっています。また、リスク分析をク
ラウドで提供すれば、コンピュータの処理能力を四六

では、ここでは新たにどんなことが問題にされ、資産運用

時中利用できるため、その分析を利用した双方向的

会社はなぜそれに注意する必要があるのでしょうか。私は

な意思決定支援が実行可能となります。中規模企業

次のようないくつかの趨勢に気付いています。

にとっては、これによって、投資部門に対してルール

1. タブレット型コンピュータ − 取締役会構成員が iPad
などの機器に取締役会用資料の配布を受けて、それ
を使用することが増えています。これにより極めて機
密性の高い資料を新たなリスクにさらすことになりま

や限度を課すことを中心とする禁止型から、ファンドマ
ネジャーがアルファの追求において自身のリスクバジ
ェットを全面的に活用する許容型へとリスク管理を切
り替えることが可能になります。

す。例えば、「隠れた」クラウドサービスによって文書
が保管され、インターネットを通じてそれが当該タブレ
ットに配布されます。また言うまでもなく、そのデバイ
スが紛失や盗難にあうリスクも生じます。さらに販売
チームは、今や「路上で」タブレットとクラウドを通じ
て、機密的なクライアント情報や戦略を含む顧客関係
管理システムにアクセスできる状況にあります。これ
によって生じる新たな機密性のリスクを良いと考える
はほとんどいません。

実際のところ、これは「情報経済」の頂点をなすものです。
では、情報の取扱方法に対して十分な注意が払われて
いるのでしょうか。
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スピードがすべて･･･

アジャイル手法は、多くの点で「ビッグプロジェクト」の考

高額の報酬を支払って投資の才能がある「スター」を雇っ

え方を回避することを意図したものですが、最も顕著な

て維持し、その秘法が成果を上げるのを祈る以外に、資

効果は、IT チームが、システムに関する段階的または

産運用会社が持続可能な競争優位を構築する方法がわ

「期限間際の」要件を受け入れることを促されるようにな

ずかながら存在します。新商品を着実に迅速に市場に供

ることに表れています。この手法は、文書化よりも有用

給したり、新たな金融商品を取引したりする基本的能力

なシステムを重視し、端的に言って「継続的に有用なソ

は、それを実現する方法の一つです。こうした考え方に基

フトウェアを提供する」という目的によって特徴付けられ

づき、旧来の「ウォーターフォール」手法に代えていわゆる

ます。これは、IT 部門とそこで働くスタッフにとって大き

「アジャイル開発（agile development）」手法を採用する動

なパラダイムシフトであり、新たなスキルの要件やパフ

きが、資産運用会社の間で急速に広がっています。

ォーマンス管理アプローチ、成果を生み出すなど、大規
模な変化をもたらします。超小規模企業にとって、この
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こうした動きを促した主な要因は、明らかに IT 組織（資産

手法は、監査人には明かされなかった「秘密の」古い実

運用会社であれ、他の企業であれ）が計画どおりに IT プ

務の多くを正当化するものであり、大規模企業にとって

ロジェクトを実現できない状況が続いたことでした。非常に

は、新たな水準の即応性を生み出します。IT 部門のス

高い目標を掲げ、潜在的な便益を約束した一体的な変更

タッフが 100 人ほどにも満たない中規模企業は、二つの

プログラムが、すぐに位置不明となり、方向性を失ったた

システムを同時に運用することが難しいことがあり、ま

め、潔く打ち切るか、有意義な期限内に何かを（あるい

た「ビッグバン」の対応はリスクが高いため、この切り替

は、どんなことであれ）達成するために規模を縮小せざる

えに苦慮しています。しかしながら、ウォーターフォール

を得なくなることに対して、企業はしばしば不満を口にして

の環境にあっても精選して使用することによって劇的な

います。

成果を上げ得るアジャイル手法も存在します。

･･･だから少し時間をとって計画を立てる
上記のように、IT プロジェクトでは多くの場合、資産が生
み出されます。したがって、その費用は資産計上して損
益計算書で減価償却できます。このことは、IT 部門が従
業員の就労時間に内部コストを割り当て、それを予算に
計上することを促します。その結果、一定の現金予算が

会社によっては全社的な PMO 部門を設けているところ
がありますが、その役割は最低でも、定期的に全社的
な変更計画を明らかにすることであり、最も望ましいの
は、「汚れ役として」プロジェクトマネジャーに異義を唱
え、その仕事を支援することです。このことによって、以
下のような数多くの重要なメリットが直ちに得られます。

すべてのプロジェクトに利用可能となり、その一部のみ
が当該予算を使えるため、どうしてもプロジェクトの優先
順位付けの議論を行わざるを得なくなります。また、予

• 経営者が、すべての変更と影響される分野、考えられ
る結果を明確に把握できるようになる。

算超過となった場合、その数値を隠すことは困難なた
め、拙劣な管理が明るみに出されます。多くの場合、IT

• 相互依存関係とリスクを共通の理解しやすい形で公

部門は相当の費用をかけてプロジェクト管理専門の人

に示すことによって、説明責任の系列が明確化され

材を雇用し維持しています（優れたプロジェクト管理者

る。

は通常、同部門の中で最も報酬の高いスタッフの一人
です）。また、プロジェクトはプロジェクトマネジメントオフ
ィス（PMO）の監督下に置かれることもあります。

• 部門をまたぐ活動が単一の計画を共有できるようにな
る。個々のチームの取り組みを相互に調整することが
容易になり、一見したところ些細な問題の影響につい

有力な資産運用会社の大半は成熟した IT プロジェクト

て迅速に上位レベルで処理され、全社的な変更計画

管理の能力を備えていますが、それに見合った業務変

を踏まえてそれを理解できるようになる。

更管理部門を備えている会社は比較的少数にとどまっ
ています。これは奇妙なことです。というのも、そうした

資産運用会社にとって上記以外の持続可能な競争優位

会社の多くが、ビジネスモデルの変更やアウトソーシン

の源泉は少数に限られますが、その一つは迅速な変更の

グ等の極めて「高コストの（big ticket）」のプロジェクト以

能力です。この機動性をもたらす源泉の一つは、上記のよ

外なら、どんなことでも透明かつ永続的な優先順位付

うな単純な、プロジェクトの全社的な優先順位付けと計画

けの意思決定を行おうと努力しているからです。そうし

立案の能力であり、これによりリーダーは確信をもって変

た会社はまた、しばしば同時に少数の同じ人々からの

更を計画し実施できるようになります。

注意が必要となるため、相互間または企業の日常業務
において問題を引き起こす可能性のあるプロジェクト間

要点:

の調整を行うことにも努力を注いでいます。さらに、IT
計画が全体的な事業計画を踏まえて実施されなかった
場合、当該 IT 計画の多くが無駄に終わる可能性があり

• ベンダー管理はそれ自体、専門分野をなしている
ため、そういうものとして扱うべきです。

ます。また、そうした場合、目標とする業務モデルに対
して一見したところ些細な変更が行われることによっ

• クラウドは新しいものではなく、従来からあるリスク

て、何カ月もかけた IT の作業が簡単に台無しになる可

を伴 っていますが、費 用 と便 益 の変 革 が可 能 で

能性もあります。

す。

恐らく最も懸念されるのは、全社的な変更管理部門が

• プロジェクトをゆっくり進める必要はありません。IT

欠けていると、経営者は、会社が最適の変更能力をも

のスタッフは、「アジャイル開発」のような新しい手

って経営されているかどうかについて確信が持てず、

法を試したがっているかもしれません。

判断が場当たり的なものとなり、信頼できる尺度に基
づく前進が不可能になるということです（プロジェクトの
単純なマイルストーンは往々にしてあまりに粗雑で、十
分に詳細ではなく、抜け目のないプロジェクトリーダー
なら容易に「その裏をかく」ことができます）。

• 技術プロジェクトは通常、事業プロジェクトの一部
にすぎません。細部の計画と管理を行いながら、
全体ではなぜおこなわないのでしょうか。
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ウェルス･マネジメント会社の
新たな富裕層クライアント向け
販売モデルの革新
パトリック・スピラー
（Patrik Spiller）
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

ヘイニー・サーダ
（Haney Saadah）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

ウェルス・マネジメント会社は目下、クライアントへのサービス提供と
いう点で著しい不確実性に直面しており、今やそうした困難な状況に
対応するために変革を必要としています。上位プライベート・
バンキングは、主要な販売手法としてクライアントとバンカー間の
個人的関係に基づく助言に引き続き依拠しているものの、ウェルス・
マネジメント・サービスを利用する富裕層クライアントには、
プロバイダーに対する期待内容およびその利用方法の両面に
おいて動向の変化がみられます。

販売と商品組成サービスの提供を目指す大手銀行にとって、新規クライアントによって提示される
収益機会は魅力的なものです。世界の富裕な家計の資産は、現在から 2020 年までの間に 2 倍に
増加することが見込まれ、この伸びはすべてのウェルス・マネジメント・セグメントに及ぶことが
予想されています（デロイトおよびオックスフォード・エコノミクス・リサーチ）。
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クライアントとの接触

データの活用

過去 5 年間、取引銀行に対するクライアントの信頼関係

現在、ウェルス･マネジメント会社の事業や販売商品に対して課

は緊張状態にありましたが、継続的な調査によればほと

せられる制限が強化されていることを受けて、銀行は、顧客基

んど変化は生じていません（デロイトの SentsCheck）。世

盤の収益性を分析して将来的な価値を引き出すために、顧客デ

界的な銀行の多くは、自行に対するクライアントの認識

ータの活用を促進する方法を探ろうとする試みを強化していま

を、商品志向の組織からサービス志向の組織へと変えよ

す。

うとして努力を重ねてきました。
新たな人口動態的特性、クライアントとの新たな対話方法
英 国 の 個 人 向 け 金 融 商 品 販 売 制 度 改 革 （ Retail
Distribution Review）などの規制の取り組みの影響を受
けて、クライアントの要求事項を包括的に捉える助言提
供モデルに向かう変化が徐々に生じています。MiFID（金
融商品市場指令）II も欧州全域において同様の動きをも
たらしています。

世襲財産を持つ伝統的なクライアントから、新たな若いクライア
ントへと特性が推移していることから、変化しつつある行動や人
口動態的特性を認識することが、ウェルス･マネジメント会社に
とって決定的に重要となっています。そして、それらのクライアン
トの変化しつつある選好に対応するためには、新たな販売手法
を取り入れることが求められます。
クライアントの特性の変化に伴い、伝統的な対面モデルから、

今後、さらなる規制強化

デジタルチャネルやソーシャルメディアを含む多重チャネルのア

今後の規制強化がほぼ確実な状況の中で、銀行は自行

プローチへと移行することが要求されています。その一方で、質

のインフラに大規模な投資を行っています。企業にとって

の高さや専門能力に対する期待が高まっていることから、銀行

は規制違反が重大なリスクとなっているため、経営幹部

は、サービスの質の向上に取り組むとともに、クライアントのライ

は、継続的な遵守を実現するような、規制に準拠した変

フサイクルを通じて主要な「決定的瞬間（moment of truth）」がバ

更やプロセスに対して相当の資源を投入しています。

リュー・チェーンのどこに見いだされるかを理解する必要性をよ
り強く自覚するようになっています。
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変革の時期

投資拡大の必要性や事業執行費用の増大への対応とい

したがって、銀行は市場での地位を維持したいと思うのな

う課題は、市場で競争が熾烈化している時期に達成しな

ら、規制のほか新たな販売チャネルや、クライアントに対

ければなりません。同時に、クライアントが概ねリスク回避

面するスタッフに要求される専門知識の強化によるサービ

姿勢を取っているために依然として現金が重要な資産とな

ス向上への期待の高まりを考慮に入れて、インフラへの投

っている状況にあって、収入が大きな圧迫を受けていま

資を拡大する必要があることをますます強く意識するよう

す。

になっています。
狙いは大衆富裕層市場

クライアントの特性の変化
に伴い、伝統的な対面
モデルから、デジタルチャ
ネルやソーシャルメディア
を含む多重チャネルの
アプローチへと移行する
ことが要求されています。
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伝統的な販売モデルは、クライアントとの唯一の相互関
係の形態として最前線スタッフの助言に重点を置いてい
ますが、このモデルが生き残る可能性は低いと思われま
す。このことはすべてのセグメントに当てはまるものの、
上位富裕層クライアントは通常、人間関係を重視し、複数
の銀行を利用するアプローチをとることがより多くみられ
ます。したがって、変革の必要性は大衆富裕層の場合に
最も大きいと言えます。大衆富裕層は通常、10 万米ドル
から 50 万米ドルの投資可能資産を保有する個人として定
義され、たいていは自身の本籍国の銀行と取引していま
す。

ウェルス･マネジメント会社はどのようにすれば、新たな

その目的は、販売会社が、通常は伝統的なファンドや

規制環境や変化しつつある販売モデルを考慮に入れな

関連商品から成る投資商品を、報酬ベースの助言サー

がら、効率的に富裕層の顧客基盤と再接触してそのニ

ビス・アプローチの一環として提供するような仕組みを

ーズに応えるサービスを提供できるか

確立し、それにより、外部の販売手数料を主要な報酬と
する状況をなくすことにありました。こうした方式の改革

1. 最適化されたクライアント向け提案の導入

が対象とする主な領域は、リテール富裕層から大衆富

ウェルス･マネジメント会社は、単に規制を遵守するだ

裕層までの市場でした。しかしながら、この変革の奇妙

けでなく、規制を基にした提案を作成することにより、

な副産物として、消費者が報酬の支払いを嫌がってい

規制を利用してクライアントに尽力する必要がありま

るという認識が次第に広まっています。消費者は、改革

す。

前には無償で助言を受けていたと思っており、特に銀
行によって提供されるサービスは必ずしも報酬を正当

現在の規制のテーマに従えば、ウェルス･マネジメント

化しないと考えているのです。英国の大手銀行の多く

会社は、銀行と顧客の利害関係を一致させるため

は、この予想された変化に対応するために、また規制

に、商品中心の推奨から総合的な助言へと向かうこと

に関する継続的な費用が懸念要因となることを踏まえ

になります。

て、リテール顧客向けのアドバイザリー部門を縮小し、
サービスに報酬を支払う用意のあるクライアント向けの

こうした考え方の一例を挙げれば、英国では規制当

助言サービスに注力することにしました。

局（金融サービス機構：FSA）の監督の下で 2012 年末
に金融商品販売制度改革（RDR）が導入されました。

37
37

明白な相関関係が存在しています。すなわち、クライアントが保
有する資産額が大きければ、助言に対するニーズがそれだけ
複雑であり、したがってクライアントが助言に報酬を支払う意思
がある可能性がそれだけ高くなります。例えば、8 万米ドル以上
の投資可能資産を保有する英国のクライアントは、助言に対し
て報酬を支払う可能性が平均的なクライアントよりも 4 倍高いこ
とが明らかにされています（デロイトのリサーチ「RDR 後の助言
のギャップを埋める」）。
ウェルス･マネジメント会社は、質の高い助言体験を提供する必
要性を理解しており、リスク管理を加味した、透明な、報酬ベー
スの価格決定モデルの方向へと富裕層向け提案を移行させて
います。また、より集中管理された投資の提供を採用し、リスク
プロファイルやクライアントの目的に整合した、中核ファンドに基
づく投資ポートフォリオを提示することによって、意思決定から
個々のアドバイザーを遠ざけるようにしています。

この中核ファンドに基づくアプローチは、旧来の商品中心の
助言モデルとは反対の、革新的な、1 回限りの商品によって
補完されることになります。
こうしたアプローチは、専門能力が社内に維持されるため、
アドバイザーの離職に伴うリスクの軽減に役立ち、また節税
効果の高い一連のラップ口座を通じて柔軟性をもたらしま
すが、最もその恩恵に与るのは年金基金です。このプロセ
スは、ウェルス･マネジメント会社のリスクマネジメントにも利
用できます。特に、クライアントから苦情があった場合は、
（透明性の高いクライアントのメニューを使って）助言内容を
把握できるだけでなく、リスクプロファイルやポートフォリオ
のリバランスの適切性を明瞭に力説することが可能になり
ます。あらかじめ合意された報酬の対価として、従来以上に
クライアントを重視した提案を行えるため、顧客サービスの
向上にもつながります。
小規模なブティック型ウェルス･マネジメント会社が、アドバ

あなたがクライアントの面倒を
みないとすれば、他の誰かが
そうするはずです。だから、
クライアントを理解することが、
常にウェルス･マネジメント会社の
成功の鍵を握ってきました。
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イザリー市場の業務を続けるために上位富裕層クライアン
トに狙いを定めるようになり、販売を行う銀行や商品の組成
会社が、自身のクライアントの理解を深めるために当該会
社のデータを活用する態勢を整えるという形で、販売会社
に関わるトレンドが形成されつつあります。

2. クライアントデータの活用による収益性の改善

その実例を電気通信会社にみることができます。そこで

ウェルス･マネジメント会社は、アイデアの創出に向け

は、購入履歴と将来の商品／サービスの選好に関するデ

たデータ分 析 の活 用 やネクスト・ ベスト・アクショ ン

ータを使用して、的を絞った商品の推奨を行うことが大き

（next-best-action）アプローチの推奨によって、効果

な成功をもたらすことが証明されました。リテールバンキ

的な顧客サービスモデルを構築する必要があります。

ングも、こうした可能性の活用に目を向け始めています。

あなたがクライアントの面倒をみないとすれば、他の

ネクスト・ベスト・アクションは、銀行が自行のデータを使

誰かがそうするはずです。だから、クライアントを理解

って顧客の価値を引き出し、クライアントの確保、サー

することが、常にウェルス･マネジメント会社の成功の

ビス提供および教育などにより売上を拡大する方法を

鍵を握ってきました。データに関する詳細な洞察は、

理解するのを支援することを目指す先駆的なアプロー

アドバイザーの視点のみに基づいた、伝統的なフロン

チです。このアプローチはまた、データに関する洞察を

トオフィスの「顧客確認（know your client：KYC）」プロ

マーケティング部門の日常業務に組み入れ、クライアン

セスよりもはるかに先まで進めます。

トとの効果的な対話を実現し、顧客体験を大幅に改善
することも目指しています。リテールバンキングでは最

この手法は、より正確にクライアントや商品の収益性

近のクライアントの割り当てで相当の成果が得られ、売

を目標とすることによって、セグメント化されたビジネ

上が 30％増加すると同時に、顧客体験に顕著な改善

スモデルの構築に役立ちます。また、データに関する

がみられました（デロイトのクライアントのケーススタデ

洞察は、クライアントの将来の選好を予測するネクス

ィ）。

ト・ベスト・アクションの推奨に対して情報を提供する
ことによって、卓越した顧客サービスを可能にし、そ

一般の富裕層セクターは多くの場合、単一の銀行と取

の結果、価値に基づく収益の可能性を実現し、「顧

引し、特に若年層は変化への対応が素早いことから、

客内シェア」を拡大させます。

ウェルス･マネジメント会社は、同セクターにおいて特に
有益にデータを活用することが可能です。

ネクスト・ベスト・アクション（NBA）の原動力となる三つのテーマ
価値を高めるためのクライアントの行
動の予測

多重チャネルを通じた相互関係の管理

洞察に基づくビジネスとしての経営

クロスセル／アップセル
特定商品に対する各クライアントの
反応の蓋然性を予測

多重チャネルのアプローチ
既存の行動を利用して、継続的な多重
チャネルの相互関係への働きかけ

業務に関する洞察
質の高いサービスを促進するため
に必要な情報を主要部門に提供

顧客の確保
クライアントの入れ替わりの根本原
因を理解して、どのクライアントをど
の程度のコストで確保するかを予測

リアルタイムの意思決定手法
相互関係やクライアントのセグメント、カ
スタマージャーニーなどの全体的状況
を検討

価値に関する継続的な洞察
分析と顧客戦略間の相互作用が、
実行可能かつ測定可能な洞察を生
み出す

顧客中心
顧客体験を評価する明確な尺度を策
定することで、顧客中心のアプローチ
が可能になる

顧客管理に向けた戦略的アプローチ
組織に価値を付加する相互関係を優先

39

またデータ分析では、アドバイザーが、労働集約的な個
人的相互関係に頼ることなく顧客を理解することを支援
する、的を絞った分析も可能となります。現代の CRM
（顧客関係管理）インターフェースを使ってネクスト・ベス
ト・アクションを表示することによって、タブレット技術な
どの魅力あるフォームファクターにつながり、クライアン
トは、顧客中心の新たな水準のサービスへと導かれま
す。理想を言えば、これと併せて、クライアントのリスク
選好度、能力のほか、セクター、業種またはニッチ投資
のテーマなど他の個人的選好を考慮に入れたうえで、カ
スタマイズされた投資戦略に基づいて作成される、ルー
ルに基づく自動的な投資助言を生み出す能力が確立さ
れていることが望ましいと思われます。多重チャネルを
通じた販売能力を備えたそうしたエンジンによって、銀
行は、価値の高い、クライアントとの相互関係をはるか
に頻繁に作り出すことが可能になるでしょう。
さらに、データ分析は、自己管理を望む富裕層顧客の
ために効果的に使用することも可能であり、それによ
り、助言に対して報酬を支払うことに消極的なクライア
ントにとってギャップが埋められます。データ分析は、特
に資産運用業界に対して、双方向的なオンラインプラッ
トフォームにおいてアルファ型商品やベータ型商品を提
供する極めて効果的なプラットフォームをもたらします。
ETF（上場投資信託）は、ウェルス･マネジメント・プラット
フォームにとって競争力のある価格で多くの適合関数を
満たすことができるため、そうした商品の提供はこのプ
ラットフォームから極めて大きな恩恵を受けることが可
能です。

世界的な銀行の多くは、
自行に対するクライアント
の認識を、商品志向の
組織からサービス志向の
組織へと変えようとして
努力を重ねてきました。
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3. 新たな販売モデルの採用

さらにウェルス･マネジメント会社は、サービスを強化する

ウェルス･マネジメント会社は、費用を管理し、新世代の

優れた分析やネクスト・ベスト・アクションのインターフェー

チャネル志向に対応するために、ソーシャルメディアを

スと併せて、単一の直接的な提示を通じて広範囲の商品

通じて顧客基盤と接触し、商品提供をデジタル化する

を提供することによって、特に自己管理を行うクライアント

必要があります。

について、顧客内シェアを一段と拡大することを期待でき
ます。強固なプラットフォームで質の高い商品・サービスを

今後 10 年以内に、消費者の銀行取引のうち最大

直接提供し、透明性の高い価格決定を行えば、クライアン

30％が移動体通信のみによって占められるようにな

トは他の店を探し回る理由がほとんどないため、複数のプ

ると広く予想されています。この媒体を採用すること

ロバイダーを求める必要性が最小限に抑えられます。

が、顧客との結び付きの鍵を握ると同時に、市場で競
争力を維持するうえで必須となっています。
総合的なデジタル戦略を実施するためには、多様な
クライアントや取引量に合わせて規模を変えられる機

要点：

動的な業務モデルを構築すると同時に、柔軟な商品
提供を行えるようにすべきです。また、ウェルス･マネ

市場優位性を獲得するためにクライアントとの接触方法

ジメント会社は、移動体通信による商品・サービス提

を変革するウェルス･マネジメント会社は、将来的な価値

供を通じて顧客サービスを強化することも目指すべき

を引き出すうえで最善の位置に立っています。そのため

です。このことは以下の二つの観点から捉えることが

の方法には以下のものがあります。

できます。
• 透明性の高い価格決定と助言を提供すること
• 顧客関係の助言モデルの強化 − デジタルな商

によって規制改正から恩恵を受けるサービス提

品・サービス提供によってクライアントが追加的な

案を行うとともに、顧客の体験を商品・サービス

機能あるいは時間外サービスを利用できるように

提供の中心に据える。

なるため、フロントオフィスのアドバイザーが、切れ
目のないサービスを提供する一助となります。

• 洞察を活用して成長を推進し、サービスに関す
る専門能力とクライアントに関するデータを結

• 主要な直接モデル − 忙しいが、魅力的で使い

合することによって、すべての接点においてプ

勝手の良い形式で提供される最先端の提案なら

ロバイダーおよびクライアント双方のために価

受け入れる用意のある「活動中のクライアント（on

値を引き出す。

the move client）」向けにカスタマイズされた最高
水準のモバイル・ソリューションの提供に基づくも

• 多重チャネルを通じた相互関係プロセスを確立

のです。最近市場に現れたイノベーションには、投

し、助言を受け取る機会を 21 世紀のクライアン

資家がオプション取引をカスタマイズすることを可

トに提供し、さらにはデジタルチャネルを通じた

能にするアプリや、読み取りやすい画像表示を使

取引さえも実行する。

ってアカウント所有者に情報を提供するパスワー
ド不要のダッシュボードなどがあります。

この市場で常に先頭に立つことを望むウェルス･マ
ネジメント会社は、できるだけ早い機会にこれらの

デジタル・ソリューションの提供という点では、タブレッ

変革を取り入れるべきです。

トが主要な相互作用ポイントとなる公算が大きいと思
われます。携帯電話も類似したインターフェースを提
供しているものの、投資の管理に適した寸法ではな
く、したがって中核的なタブレットの提案の補完物とし
て位置付けられると考えられます。タブレットはまた、
金融情報を明瞭かつ簡潔に表示するのに適した最高
のフォームファクターを備えており、クライアントは、投
資シナリオをさらに探求し、最終的に投資の意思決定
を実行に移す気にさせられます。
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ユニバーサル
運用会社
パスカル･ケーニッヒ
（Pascal Koenig）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト
2012 年には運用資産残高の伸びが回復し、12.4％の増加
となりました。この増加の 80％は金融市場の回復によるも
ので、純流入額は 2,000 億ユーロに達しました（2011 年は
900 億ユーロの流出）。しかしながら、すべての商品の販売
実績が同じわけではありませんでした。大きく影響した要因
は本籍国でした。この分類で、群を抜いて上位を占めたの
はルクセンブルグ、アイルランドおよび英国だったのに対
し、イタリア、スペインおよびフランスは最下位を占めまし
た。実際、フランスでは機関投資家（主に年金基金の損失）
および個人投資家（リスク回避）のどちらについてもすべて
の指標がマイナスとなっています。商品種目の絞り込みの
ために踏み込んだ措置が講じられましたが、中堅新興企業
（運用資金残高が 30 億ユーロ以下）にとっては臨界サイズ
の探求が主な目標となっています。
さらに、それらの国々は近々（2014 年 1 月から）、金融取引
税（FTT）を課税しなければならないため、先行きに新たな
懸念が生じています。FTT は、政策に変更がないかぎり、
それらの国々の資産運用業界に新たな混乱を引き起こす
公算が大きいと思われます（これに対して、ルクセンブル
グ、アイルランド及び英国は非 FTT 圏となっています）。端
的に言えば、この新税の課税によって短期 UCITS（譲渡可
能証券の集団投資事業）ファンドの利回りがマイナスにな
る公算が大きく（足元のマネーマーケットのリターンを考慮
した場合）、フランスの集団投資ファンドの 30％以上 1 を占
める投資セグメントが消失する可能性があります。

1
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出所：AFG（フランス資産運用協会）

UCITS の正味販売高
（単位：百万ユーロ）

資産運用業界は UCITS IV および MiFID（金融商品
市場指令）という二つの指令に準拠していますが、
両指令はそれぞれ金融商品に対する投資および
運用委託を適用対象としています。

欧州投資ファンドの純資産残高
（単位：10 億ユーロ）
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包括的な規制の範囲

• AIFM 指令が 2013 年 7 月に施行されると、欧州 AIF の欧

資産運用業界は UCITS IV および MiFID（金融商品市場指

州の運用会社のために欧州域内パスポートが用意され

令）という二つの指令に準拠していますが、両指令はそれ

ます。AIFM は、自社が運用するファンドを欧州のプロフ

ぞれ金融商品に対する投資および運用委託を適用対象と

ェッショナル投資家に販売する認可を、関連する欧州の

しています。2013 年 7 月に施行予定の AIFM（オルタナティ

当局から取得することが可能になります。

ブ投資ファンド運用者）指令は、非協調的な汎用ビーク
ル、ヘッジファンドおよびプライベートエクイティファンドなら

最低限、欧州の販売を確立することが必要

びに不動産ファンドの運用および／または販売を手掛ける

縮小傾向にある市場に新たな参入者が出現していることを

資産運用会社の監督によって、この枠組みを補完すること

受けて、営業利益率が減少し、競争も熾烈化していることか

になります。同指令は、資産運用会社の基本的組織を混

ら、このモデルを進展させるには顧客基盤を拡大するしか

乱させることなく、それらの会社が新たな組織モデルを構

ありません。一例を挙げれば、近年までフランス企業は、欧

築することによってその競争的な環境に対応することを可

州市場のほぼ 20％を占めるフランス市場に概ね満足してい

能にします。現在および将来の規制措置に基づいて、次

ました。最近は、欧州の競合他社との競争力を維持するた

のような形でクロスボーダー企業を設立することができま

めに、国際市場に浸透して販売を促進することが優先課題

す。

となっています。

• UCITS IV 指令が 2011 年 7 月に施行されて以後、資産

こうした、競争が熾烈化し規制が変化しつつある環境にあっ

運用会社のパスポート制度が導入されることによって、

て、資産運用会社は競争力を維持するために組織や事業

ある加盟国の公認資産運用会社は、別の加盟国でも

を最適化し合理化する必要に迫られています。

UCITS 準拠の資産運用会社として業務を行うことが可
能になりました。このパスポートは、本籍地やファンドの

この最適化にあたっては、以下のことが必須条件になると

行政に関わる国の選択という点で、資産運用会社に柔

思われます。

軟性をもたらすものです。
業界はクロスボーダーへ移行

スケールメリットおよび支援機能の共有化による重複の解消
• 強化された専用の資源に基づいて共通の戦略を実行す
る標準化された営業チームの創設
• 現地の解釈に関して販売商品の種類と一任勘定投資お
よび集団投資に適用される規則との間の柔軟性
• ガバナンスの改善および堅実なリスクマネジメント
• 主要なビークルに関して、専門能力を体現する、広く認知
されたブランド

2001 年 12 月 2006 年 12 月 2011 年 12 月

出所：リッパーの欧州ファンド市場概観、2012 年
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ユニバーサル運用会社の概念

規制当局は、不適合の状態をなくし、会社のパフ

資産運用会社はその認可に従って組織されています。

ォーマンス能力を調和させることを求めていま

個々の認可は、以下のヒエラルキーに従って分類された

す。

活動をカバーしています。

市場を観察すると、欧州を本籍地とする数社の

• 主要活動
• 副次的活動

資産運用会社で構成され、数種類のファンドを販
売する資産運用グループが多数みられます。

• 関連サービス

こうした、競争が熾烈化し
規制が変化しつつある
環境にあって資産運用
会社は競争力を維持する
ために組織や事業を
最適化し合理化する
必要に迫られています。
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現在、グループの資源を最適化および共同化してスケ

こうした、競争が熾烈化し規制が

ールメリットを生み出すために、ユニバーサル運用会社
の分析が必要になっています。ユニバーサル運用会社

変化しつつある環境にあって、

はいずれかの EU 加盟国を本籍国とすることになります

資産運用会社は競争力を

およびグループの将来計画、国際投資ならびにオフショ

維持するために組織や事業を

地域内の主要な活動について認可を受けることが必要

最適化し合理化する必要に
迫られています。

が、その選択基準としては、現在の本籍国、税制、戦略
アビークルなどがあります。ユニバーサル運用会社は、
となります。また必要な場合は、現地の規制に対応する
ために、ユニバーサル運用会社の支店を設立して、特
定の専門能力やプロセス（例えば、プライベートエクイテ
ィや不動産）を要する高付加価値の商品またはサービス
を販売することが可能です。
例えば、ユニバーサル運用会社は、リスクマネジメント、
報告、内部統制、モニタリングとガバナンス、コンプライア
ンスなどの機能を統合することが考えられます。
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運用会社 3
運用会社 4
運用会社 2

運用会社 1

ユニバーサル運用会社の
概念は大きな柔軟性と数多く
の利点をもたらします。

支店１
支店２

ユニバーサル
運用会社
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その目的は、スケールメリットを生み出し、重複を解消し、企業のモニタリングとガバナンスが確
実に改善されるようにするために、支援機能と一般的な部門を統合して共同化することにあり
ます。またこうした合理化から、意思決定プロセスの改善による効率性の向上、あるいは資産
運用の人材の活用の強化といった間接的な効果も生み出されます。

支援機能

リスク管理機能

横断機能

商業機能

販売促進機能

- 価値（価格設定、複雑

- 市場リスクのモニタリ

- IT の専門能力の共同

- 共同のクロスボーダ

- 商品組成プロセスの

な商品、証券取引な

ングおよび報告、なら

化および合理化：開

ー・マーケティング・プ

ど）および商品のデー

びに現地営業所とグ

発、セキュリティ、支

ラットフォームの構築

タベースのために共

ループ企業の業務リ

援および施設の管理

同サービスセンターを

スクのモニタリングに

設置

向けた集中化プロセ

／現金および調整の
再編および合併

-

- 世界の機関投資家ク

-

ングプロセ スの共同

セスに関するグルー

化

プの実務の統一化

プラットフォームの立

／考案プロセスの全
体的管理

ライアント向けの販売
同化

算／配分および報告
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ランドポートフォリオ

に係る専門能力の共

強化、規制のモニタリ

- トレーディングテーブル

囲の合理化およびブ

スの確立

人事および関連プロ

- パフォーマンスの計

ち上げ

る管理および運営

コンプライアンスおよ
び倫理部門の機能の

力の共同化：商品範

する集中的なサービ

革：データの報告およ
び記録、経営者によ

- 戦略的販売の専門能

- 競争入札の対応に関

- ファイナンス機能の変

スの最適化

- ミドルオフィスの取引

統一化

-

- グローバルな CRM ツ
ールの作成／負債フ
ローの特定の統一化

オープン・アーキテク
チャーの販売プラット
フォームの構築

- 文書管理の最適化

ユニバーサル運用会社の概念は大きな柔軟性と数多く

この組織は、最良の資源を開発分野に集中させ、グル

の利点をもたらします。

ープ全体の方針の適用を推進し、従業員の専門能力を
業 務 プロセスに統 合 します。最 後 に、規 模 の効 果 によ

商品の観点からすれば、組成やイノベーションのプロセス

り、スケールメリットが生み出され、間接費が削減され、

を標準化できるでしょう。標準的な商品については、スケー

その結果、利益率が上昇します。

ルメリットを生み出すために、ユニバーサル運用会社が自
動的に運用プロセスを構築したり、低付加価値商品を組成

租税に関する選択が重要であり、その結果として競争に

することが可能であると思われます。この目的は、あらゆる

歪みが生じ、最終的には、金融取引税に関連する事業

種類の商品を維持し標準化すると同時に、個々のネットワ

分野の差別化によって競争が激化しますが、そのことが

ークの特性に応じて商品提供を調整することにあります。

結局、所有者の利益につながるとみられます。

これに対して、独特または専門的なプロセスおよび商品
（プライベートエクイティや不動産）は、支店レベルで開発し

ユニバーサル運用会社のモデルは、規制改正（AIFMD、

ますが、その目的は、高付加価値を有する、重要なかつ認

UCITS V と VI、および MiFID II）に応じて変化していくで

知された専門能力を育成することにあります。そうすれば、

しょう。さらに、最適化や合理化によって生み出される可

ブランド別に専門能力を特定および定義し、必要事項に適

能性のある節減は、グループの規模や、何よりも資金調

合したプロセスや機能を立ち上げることが可能になるでし

達のすべての目的に左右されることになるでしょう。

ょう。
しかしながら、業務段階に進む前にいくつかの問題につ
いて徹底的な分析を行う必要があります。資産運用会社

ユニバーサル運用会社のモデル

の活動や文化、戦略に関連して、行政のハードルのほか

は、規制改正（AIFMD、UCITS V

ん。資産運用会社のパスポートを使用した場合、ファンド

と VI、および MiFID II）に応じて
変化していくでしょう。

現地国の解釈や実務を十分に検討しなければなりませ
の加盟国の要件や実務と資産運用会社の本籍国の要件
や実務の間でガバナンスに関する問題が発生する可能
性があります。
資産運用会社が統合を進めた場合、いくつかの資産運

さらに、ユニバーサル運用会社のレベルにおける販売促

用会社の閉鎖（清算費用）、従業員の再配置、プロセス

進および販売機能の合理化によって、クライアントの追

や手続、システムのアップグレード、投資家への報告、

跡調査やサービス提供が強化されます。実際、ユニバー

あるいはサービスプロバイダーとの契約の再交渉などに

サル運用会社レベルでクライアントのデータベースを統

より営業費が大幅に増加する恐れがあります。

合すれば、クライアントに関する知識を強化して構造化
することが可能になり、商品関連サービスに関する複雑
な依頼にも対応できるようになります。さらに、個人クライ
アント向け業務を垂直統合すれば、より綿密な顧客関係
とモニタリングを通じてコンサルティングサービスが向上
すると思われます。
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最後に、次のような重要な問題が残されています。サ
ービスプロバイダー、具体的にはアセットサービサーの
選択に関して戦略の余地がどの程度あるか。租税は
ファンド、グループおよび投資家に対してどんな影響を
及ぼすか。変革を行った場合、投資家や、産業の移転
影響度分析：

のリスクを負う一部の加盟国がそれをどう受け止める

最初のステップの一つは、AIFMD、UCITS および MiFID などの

か。ユニバーサル運用会社は、新たな業務モデルの

適用対象となるファンドの全体を特定することです。

利点をどのようにして投資家や販売会社に伝えるか。

影響度分析が効果を上げるかどうかは、規制活動が機能の枠
組みとどのように対応するかを深く理解しているかどうかに左
右されます。
影響度分析は、以下のような事業分野すべてを対象とする必
要があるでしょう。
• 技術
• コンプライアンス
• 販売
• 内部統制
• サービスプロバイダー
• サブポートフォリオマネジャー
• 顧客管理
• ガバナンス
• 社内研修

プロジェクトへの影響：
「ユニバーサル運用会社」のプロジェク

プロジェクト計画の策定：

トは、他の規制改正の施行と同時期に

技術的ソリューションや手作業のソリュ

行われることになる可能性が高いと思

ーションが特定される公算が大きいと思

われます。その場合、資源不足がプロ

われます。その費用／便益、および技

ジェクトの重大なリスクとなることがあ

術的ソリューションが、EU で進行中の規

り得ます。

制上の報告にどう影響するかを理解す
ることが不可欠となるでしょう。
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要点：
• ユニバーサル運用会社の資本管理：いくつかの
独立企業に関連してみられるような重複の解
消、およびこのトピックに関する AIFM 指令と
UCITS 指令の収斂により、連結対象資産運用
会社が必要とする自己資本は大幅に減少しま
す。
• 実質的な資産運用：AIFM 指令との関連で、資
産運用会社は、「レターボックス企業」とみなさ
れるようになるほど自身の機能を委託すべきで
はありません。ユニバーサル運用会社は、一つ
の企業内に主要機能と支援機能を組み入れて
いるため、実質的に資産運用していることを証
明できると思われます。
• 資産運用会社およびその支店の経営によって、
当該企業のモニタリングとガバナンスの改善が
可能になります。
• UCITS、AIFMD および MiFID の各指令に準拠し
て、報酬に関わる共通の方針および実務を確
立することが可能であると思われます。
• グループ全体に共通する方針を通じて、利益相
反の監視および管理を改善することが可能であ
ると思われます。
• 選定およびモニタリングの手続の導入によっ
て、サービスプロバイダーや業務代行企業の管
理を改善することが可能であると思われます。
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税務紛争とファミリー・オフィス
転ばぬ先の杖
ジュリア・クラウド
（Julia Cloud）
パートナー
税務・非公開会社サービス
デロイト

2009 年に内国歳入庁（IRS）は、高収入納税者に関連す

あなたのファミリー・オフィスが何らかの種類の調査の

る特定の事項に集中的に取り組むと同時に、この納税

対象となるかどうか、あるいはそうなった場合どんな

者セグメントの監査プロセスをさらに厳格化するために、

ことが生じるのかを、確信をもって予測するための公

グ ロ ー バ ル な 富 裕 層 向 け 産 業 （ Global High Wealth

式は存在しません。状況の一つひとつが独自であり、

Industry：GHWI）担当グループを結成することを発表しま

利用可能な資源は互いに異なっています。しかしな

した。IRS は、高収入納税者に対するこうした集中的取り

がら、どんな状況についても言えることは、準備を整

組みは今後も続くと述べています。

えておけばそれだけの効 果 が得 られるということで
す。
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調査の可能性はどの程度高いか

GHWI 担当グループの結成以後、監査活動の水準はどの

利用可能なデータは、調整後総所得（AGI）が多くなれば、

ように変化したか

それだけ調査を受ける確率が高くなることを示していま

シラキュース大学の取引記録アクセス情報センター

す。所得が 100 万米ドル以上の個人は、低所得レベルの

（TRAC）が裁判所命令に基づいて入手した統計データに

個人よりも調査対象となる公算が大きくなっています。

よれば、このプログラムの開始から 29 カ月間（2009 年 10

2011 年版データブックによれば、2011 年度中に、AGI が

月から 2012 年 2 月まで）に、GHWI 担当グループは、100

10 万米ドルから 20 万米ドルの個人納税者の中で IRS の

万米ドル以上の所得があった個人納税者の監査を全部

調査を受けたのはわずか 1％でした。AGI が 100 万米ドル

で 36 件完了しています 1。

から 500 万米ドルまでの個人納税者の場合はその比率が
11.8％と、ずっと高くなります。AGI が 1,000 万ドルを超える

GHWI 担当グループは現在、この領域を専門に取り扱う 8

納税者が調査対象となったのは 29.93％で、提出された納

チームと、全部で約 100 名の調査官を擁しています。完了

税申告書全体のほぼ 3 分の 1 に達しています。

済みの事案数の点では、実施調査件数はまだ比較的少
ないものの、進行中の活動は相当数に上り、調査チーム

IRS のグローバル富裕層向け産業担当グループとは何か

がアプローチの点で一段と的を絞り、組織的になっている

IRS は 2009 年末に、富裕層、および海外資産に対する権

ことを示す証拠があります。

益を持つ国際部門を含むことが多い富裕層の関連事業
体をより綿密に精査するために、GHWI 担当グループを結
成することを発表しました。この IRS の産業担当グループ
は、高収入者、すなわち IRS の説明によれば、数千万ドル
の資産または所得がある個人を対象とする調査プロセス
の強化に責任を負っています。
その目的を達成するために、GHWI 担当グループは、
個々の納税申告を、関連当事者にほとんど影響を与えな
い別個の調査対象として分析する従来のアプローチに代
えて、富裕層によって支配される事業体のグループ全体
を検討する「企業調査」の監査アプローチを採用しまし
た。この企業調査アプローチは、対象となる専門分野の
専門家を含む税務調査官のほか、それらの調査官に助
言するために割り当てられた IRS の弁護士から成る、より
大きなチームを必要とすることがあります。より重要なこと
として、このアプローチでは、一つの領域の監査が、他の
関連する事業体および／または個人の調査の着手につ
ながる可能性を持っています。

あなたのファミリー・オフィスが
何らかの種類の調査の対象と
なるかどうか、あるいはそうなった
場合どんなことが生じるのかを、
確信をもって予測するための
公式は存在しません。状況の
一つひとつが独自であり、利用
可能な資源は互いに異なって
います。
このプログラムはどんな結果を生み出したか

注目すべき点として、このグループは、大企業や国際的な

TRAC が受け取ったデータによれば、2012 年 2 月現在で

納税者の調査を担当する部門に所属しています。言い換

完了済みの、36 件の個人の納税申告に関わる GHWI 調

えれば、その調査官は、大企業の調査の経験がより豊富

査において、調査官は 4,700 万米ドルの税金が未納付に

であり、より高度な訓練を経ており、評価や資産計画など

なっているとの結論を下しています。注目すべきことは、

のより複雑な問題に精通しています。

同期間に完了した GHWI 調査全体のうち 3 分の 1 は、納
付すべき税額に変更がなかったことです。この比率は、
2011 年版データブックで示された実地調査で変更がなか
った比率を大幅に上回っており、IRS が、修正の可能性が
最も高い納税申告を選定することが困難になっていること
を示唆する可能性があります。

1 「IRS のグローバル富裕層担当グループの監査を受けた少数の資産家（Few Millionaires Audited by IRS Global High Wealth Group）」、TRAC IRS、2012 年 4 月 10 日
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現在までの活動から同グループのアプローチについてど
のようなことが観察されるか
現在、そのプロセスおよび焦点に一定の変化がみられます。
調査官は通常、組織図の提出を求めるようになっており、調査
が、以前よりも早いペースで関連する個人および事業体に拡
大されています。今では、最初の調査から数週間内に、関連
する個人または信託が調査通知を受けるのが一般的になって
います。最新の統計データによれば、GHWI 担当チームは 500
件の納税申告を調査中ですが、このことは、当初調査された
納税申告 1 件につき、4〜5 社の関連事業体へと調査が拡大さ
れていることを示すものです。IRS は、今後は富裕層に関連す
るパートナーシップおよび様式 1120-S の納税申告に対してよ
り重点を置くことを示唆しました。
さらに、同グループは従来よりも頻繁に IRS の専門家を組み
入れるようになっており、調査チームがより迅速に問題を特
定することが可能になっています。調査対象の納税申告に
応じて、金融商品の専門家；高額の資産移転が絡む場合に
は、不動産、贈与および信託を専門とする弁護士；あるい
は、評価の問題が絡む事項についてはエンジニアや鑑定士
がチームに加わることがあります。特に評価の問題では、必
要なすべての裏付情報に対する迅速なアクセスを円滑に行
えるようにするために、入念な準備が要求されます。
最後に、調査官は情報提供要請書の作成作業を以前よりも
巧みに実行するようになっていると思われます。当初は内容
が大まかだったのに対して、今では多くの場合、より具体的
な問題に焦点を絞るようになっています。大企業・海外部門
（LB&I）は、将来、情報提出命令が必要になる可能性に備え
て、文書提供要請の焦点が確実に絞り込まれるように努力
しています。
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GHWI の企業調査において発生する一般的な税務問題

IRS が重点を置く共通領域の一つは、外国金融口座報告書

は何か

（Report of Foreign Bank and Financial Accounts：FBAR）、

企業調査では総じて、関連当事者の構造に含まれる最も

雇用促進対策（Hiring Incentives to Restore Employment：

重要な納税者が対象とされるはずです。調査によって

HIRE）法に基づく新たな外国資産の報告、および外国事業

は、個人所得税申告書（様式 1040s）から始めるものがあ

体に対する投資に関連するその他の外国情報報告書に関

る一方、パートナーシップ（様式 1065）やサブチャプターS

係するものを含む、外国口座に関わる報告要件の遵守の

法人（様式 1120-S）などを含む導管事業体の納税申告

調査です。

書から着手するものもあります。しかしながら、TRAC が
入手したデータによれば、GHWI 担当グループがパートナ

注意する必要があるのは、米国と他の諸国間に条約や税

ーシップや S 法人の納税申告書に的を絞ることがますま

務情報に関する協定が結ばれており、IRS は、他の諸国と

す増えているものの（2011 年度は 75 件、2012 年度は 96

自動的に情報交換することが可能であり、実際にそうしてい

件）、完了した調査の件数は比較的少なくなっています。

ることです。こうした情報へのアクセスは、新たな外国口座

2012 年 2 月までの時点でパートナーシップの調査は合計

税務コンプライアンス法（Foreign Accounts Tax Compliance

18 件、大規模な S 法人は 6 件にすぎません。さらに、IRS

Act：FATCA）の規則が施行される前でさえ、調査中になさ

は従来、信託の調査にはそれほど多くの注意を払ってき

れたいくつかの質問で明らかになっていたことでした。こうし

ませんでしたが、GHWI の調査では、信託の問題に着目

た情報へのアクセス能力は、この領域では特に配慮が必要

したり、信託を関連事業体として調査することが増え始め

であることを示しています。

ています。
特に厳しく調査される可能性が高い領域としては、評価
の問題（資産移転や慈善寄付に関連する問題など）、関
連事業体によって支払われる管理報酬、私立財団およ
びオフショアの持株会社、特に金融商品が絡む会社など

GHWI 調査について予想されること
大部分の調査は、最初の約束をとるための書簡または電
話から始まります。多くの場合、調査官は詳しい通知を行わ
ず、焦点となる問題に最も密接に関係している者にインタビ
ューするために、また事業施設を視察するために、たいて
いは、関与する事業体の所在場所で会うことを求めます。

があります。また、調査では受動的外国投資会社
（Passive foreign investment company）も以前に増して入
念な注意を払われるようになっています。

利用可能なデータは、調整後総所得（AGI）が
多くなれば、それだけ調査を受ける確率が
高くなることを示しています。
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最初のインタビューが終わると、調査官は、重要な問題
を明確にするために調査について再度検討しますが、
その後で様々な情報提供の要請がなされることが予想
されます。GHWI 担当グループの監査アプローチの下で
は、複数の調査官から文書提供の要請を受けることが
異例ではありません。税務調査官は、できるだけ早期
に調査を完了するプレッシャーを受けているため、矢継
ぎばやに交替して要請がなされることを想定しておく必
要があります。
GHWI の調査には、調査官に加え、IRS の弁護士も加わ
ります。弁護士が関与することで調査水準が高くなるこ
とがありますが、それが、調査の準備や実施において
適切なレベルの注意を払うことが必要となる、もう一つ
の理由です。しかし、調査官は 100 名しかいないため、
GHWI 担当グループは常に、監査対象の個人や事業体
の近くに投入可能なチームや調査官を有しているとは
限りません。したがって、場合によっては主に書簡のや
りとりによって GHWI 調査が進められることがあります。
特に、調査で大量の文書のやりとりが必要な場合、こう
した方法は問題を引き起こすことがあります。

調査を効果的に管理するための秘訣
税務紛争の状況を管理するのは科学というよりもむしろ芸
術です。それには、情報提供要請に対応し、調査の状況
を判断するために追跡的に調査すること以上にはるかに
多くのことが絡む可能性があります。ファミリー・オフィスは
結果に影響する可能性のあるいくつかの決定的に重要な
決定を下すことが必要になりますが、その大半は、ファミリ
ー・オフィスの経営幹部やスタッフが経常的に管理してい
る事柄とは異なるものです。
必要な情報をどのような方法で、どれほど迅速に入手すれ
ばいいのでしょうか？調査官の要請に対応するためには
どんな書類を提供しなければならないのでしょうか？その
場合、他の関係者にどんな影響があるのでしょうか？法律
の解釈に食い違いがある場合、専門的な問題についてこ
ちら側の論拠を提示するのに最も適しているのは誰でしょ
うか？代替的な解決のアプローチを検討するのはどの時
点が有益なのでしょうか？ファミリー・オフィスの内部で、ま
たアドバイザー、関連する個人や事業体を相手としてどの
ように情報を伝達すればいいのでしょうか？関連当事者が
調査対象に含まれることがますます増えている中で、企業
監査の考え方としてはオープン・コミュニケーションが特に
重要となります。
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GHWI の情報・文書提供要請は通常どのようになされ

企業調査では総じて、関連

るか
最初は、納税申告書の事項の検証を目的として文書
提供を要請するために初回会合を設定することの確認
について、書簡による問い合わせが、ファミリー・オフィ
スに対してなされると思われます。場合によっては、大
まかな予備的な情報提供要請が行われことがありま

当事者の構造に含まれる最も
重要な納税者が対象とされる
はずです。

す。一方、IRS が、関係する特定の問題を明確に捉え
ている場合には、比較的具体的な要請が行われること

GHWI 調査は通常、解決までにどれくらいかかるか

もあります。例えば、納税申告書の多額の慈善寄付

従来、伝統的な個人調査は、終了までに平均 12 カ月

や、提出された別表 K-1 と対応しないパートナーシップ

から 18 カ月かかっていましたが、この期間は、関連す

の所得の裏付けをとるような場合です。調査中、IRS

る問題の複雑度に左右されます。GHWI 担当グループ

が、過去の課税年度やその後の課税年度の納税申告

の企業調査アプローチでは、問題や関連する事業体

書など、すでに所有している情報を請求することも珍し

の数にもよりますが、調査の終了までに平均 18 カ月

くありません。

から 24 カ月を要するようです。

これらの要 請 で は通 常 、 短 期 間 での対 応 が要 求 さ

調査の準備を改善するためにどんなことができるか

れ、14〜21 日以内ということもよくあります。この対応

IRS が調査に着手する前にファミリー・オフィスが監督

に基づいて、IRS は問題についての決定を下すことに

している納税申告について定期的にリスク評価した

なりますが、引き続き追加的な情報提供を求めること

り、監査の準備態勢の評価を実施したりすることが有

もあります。

用です。それらの評価に基づいて、調査中に焦点とな
り得る重要な問題や、なされるはずの情報提供要請を

情報提供要請に対する対応はファミリー・オフィスにと

取り扱うためのシステムが導入されているかをはっき

って負担が重いことがあり、通常業務の遂行に支障を

りさせることができるはずです。例えば、事業を売却し

きたす場合もあります。それにもかかわらず、求められ

たときなどは、関連情報を収集して、それが容易にア

た期限内に対応することが重要です。調査官は、ファミ

クセスできるかどうかを確認することがあなたの役割

リー・オフィスから情報を得られない場合、他の情報源

になるはずです。

からそれを入手しようとしたり、提出命令を発したりする
ことがあります。こうした状況では、調査官が最終的に
入手および検討する情報をコントロールできないだけで
なく、情報の流れを管理する機会を失う恐れがありま
す。
最後に、要請に対しては協力的に対応することが重要
ですが、提起された特定の問題への対応としてどんな
情報の提供を要求されているか、および調査官とどの
ようにコミュニケーションすることが望ましいかについて
十分理解するよう努めるべきです。提供する情報を注
意深く点検するとともに、特定の情報の提供によって他
者がどんな影響を受ける可能性があるかについて注
意を払わなければなりません。
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準備の取り組みの優先順位をどのように決めるべきか

GHWI プログラムの今後の見通し

GHWI 担当グループは、どんな選定モデルを用いてい

GHWI プログラムが発表されたとき、「状況を根本から

るか、およびどの程度 AGI や他の要因に基づいて納

変える戦略（game-changing strategy）」をとる決意が

税申告を選定するかについては公表していないもの

表明されたものの、同プログラムが意図されたレベル

の、その発言によれば、「最も重要な」納税者が重視さ

の変革を生み出しているかどうか明確ではありませ

れます。IRS のアプローチは「広範な所得」を検討する

ん。米国財務省税務管理監査官は、2012 年度監査

ことです。IRS はこのアプローチに基づいて、単に最大

計画書において、このグループにおける IRS の進展を

の AGI がある納税者ではなく、非課税所得を含めた全

点検するために同プログラムを検討することを明らか

所得が最高水準にある納税申告に資源と努力を集中

にしました。

するでしょう。上記の問いの答えにはなりませんが、以
上のことを念頭に置いて、オフィスの中で、実施する必

ファミリー・オフィスは 2013 年以降、他のどのようなこ

要のある調査の準備態勢の評価を優先させることが

とに注意すべきか

できると思われます。

あなたのファミリー・オフィスは、2013 年1 月1 日現在におけ
る高所得者の勤労所得および投資所得を対象とする二つの

言うまでもなく、注意深く記録を管理することが重要と

新税に注意し、その計画を立てるべきです。

なります。税法には、提出物が調査対象となり得る最
低限の期間が定められています。ファミリー・オフィス
は少なくとも、租税関連の文書および記録を最低法定
期間にわたり保管するよう注意すべきですが、それ以
上に長期間保管 しておくべきものが存在する可能 性
があります。例えば、納税申告書は最低 3 年間保管し
ておく必要がありますが、外国税額控除を伴っている
場合には、それとは異なる 10 年間の法定期間が適用
され、過年度の納税申告書へのアクセスが要求される
こともあります。
他 の事 業 体 と同 様 、あなたのファミリー・オフィスも、
税 務 関 連 書 類 を保 管 する具 体 的 な手 続 および形 式
のほか、文 書 破 棄 の間 隔 を決 めておくべきです。物
理 的 な写 しの形 で保 管 することを要 求 される文 書 も
存在しますが、電子的形 式で保 管すれば、必要 な物
理的スペースが少なくてすむうえ、様々な場所からの

第一に、2013 年以降、0.9％の追加メディケア入院保険
（HI）税が、所定基準を超える従業員の賃金または自
営業者の収入に対して課税されます。また、やはり
2013 年以降、高所得者が受け取った利息、配当、キャ
ピタルゲイン、年金、ロイヤルティおよび賃料などの不
労所得（ただし、受動的活動とみなされない通常の取
引および業務過程から発生した所得を除きます）につ
いては、3.8％の純投資所得税が課税されます。注意
すべきは、この投資所得税と勤労所得に対する 0.9％
の追加 HI 税は独立に課税されることです。
さらなる詳細および計画立案の助言については、「税務

および資産に関する必須の計画立案ガイド（Essential
Tax and Wealth Planning Guide）2013 年版」を参考にし
てください。

アクセスが可 能 です。IRS は、情 報 提 供 要 請 と同 時
に電子帳簿や記録簿を求めることが次第に増えてい
ますが、今 のところ、電 子 的 形 式 による記 録 管 理 を
義務づけるには至っていません。

従来、伝統的な個人調査は、
終了までに平均 12 カ月から
18 カ月かかっていましたが、
この期間は、関連する問題の
複雑度に左右されます。
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要点：

• 2011 年度に、AGI が 1,000 万ドル以上の納税者
が IRS の調査対象となったのは 29.93％で、提
出された納税申告書全体のほぼ 3 分の 1 に達
しています。

• IRS は通例、FBAR および HIRE 法に基づく新
たな外国資産の報告を含む、外国口座に関
わる報告要件の遵守を調査しています。
• ファミリー・オフィスは、提供する情報を注意
深く点検するとともに、特定の情報の提供に

• 統計データによれば、IRS は 4〜5 社の関連事

よって他者がどんな影響を受ける可能性があ

業体へと調査を拡大しており、また今後はパー

るかについて注意を払わなければなりませ

トナーシップおよび様式 1120-S の納税申告に

ん。

対してより重点を置くことを示唆しました。
• 厳しく調査される可能性が高い領域としては、
評価の問題、関連事業体によって支払われる
管理報酬、私立財団オフショアの持株会社、お
よび受動的外国投資会社などがあります。

• ファミリー・オフィスは、定期的なリスク評価ま
たは監査の準備態勢に関する評価の実施に
よって準備を整えることができます。
• ファミリー・オフィスは、税務関連書類を保管
する具体的な手続および形式のほか、文書
破棄の間隔を決めておくべきです。
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退職の問題への対応
金融サービス業界の新たな
アプローチとソリューション
サム・フリードマン
（Sam Friedman）
リサーチ・リーダー、保険
デロイト金融サービス・センター

バル・シュリーニバス
（Val Srinivas）
リサーチ・リーダー、銀行および有価証券
デロイト金融サービス・センター

2012 年にデロイト金融サービス・センターは、様々な年齢・
所得グループから成る約 4,500 人の消費者を対象に調査を
実施しました。その目的は、消費者がより良い退職の結果
を達成することを妨げている態度や行動上の制約に関する
理解を深めることによって、金融機関がどのように新たな
アプローチやソリューションを構築すべきかについて知見を
得ることにありました。
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調査データの分析から、多くの米国人が、退職後の目

現実直視：計画が大きな差を生み出す

標の設定、および安心できる将来を実現するために必

デロイトの退職意識調査によれば、米国人の過半数

要なメカニズムの導入に向けて、より規律あるアプロー

（58％）が、退職に備える、組織だった貯蓄・所得計画を

チをとるのを妨げている 5 つの主要な障害が明らかに

有していません。こうした計画の欠如は、回答者が退職

なりました。相互に関連するそれらの障害は以下のよう

予定日から離れているほど顕著になり、退職が 15 年以

なものです。

上先だと想定している回答者では 70％に達しています
（図表 1）。

1. 相反する優先事項：調査の回答者の大半にとって退
職は主な関心事であるものの、多くの人が、そうした
長期的な必要事項と他の優先事項との間でバランス
をとることの難しさを挙げていました。

図表 1：退職計画を有する回答者の比率（退職までの期間別）

2. コミュニケーションの失敗：金融機関は、退職計画に
関する助言やソリューションを必要としている可能性
のある人々に効果的に接触することに苦慮しており、
消費者の退職後のニーズを広範な財務計画の一部
として効果的に組み入れていません。
3. 商品知識の不足：多くの消費者は単純に、退職関連
商品の選択肢になじみがありません。
4. 金融機関や仲介業者に対する不信：相当数の人が、
客観的な助言の提供や約束を守るという点で金融業
に不信の念を抱いています。
5. 「自分頼み（do-it-myself）」の考え方：多くの消費者
は、退職計画に関する専門家の助言を望んでいない
か不要と感じています。
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調査結果によれば、家計所得が 10 万米ドルを超える層
でさえ、43％の人が組織だった退職計画を持っていませ
ん。この比率は所得が低くなるにつれ上昇しています。
家計所得が 7 万 5,000〜10 万米ドルの層では、57％が退
職計画を有しておらず、5 万〜7 万 5,000 米ドルの層では
これが 61％に上昇します。
安心できる退職生活のためになぜ計画が重要か
ダートマス大学のアンナマリア・ルサーディ教授が実施し
た調査によれば、「貯蓄にとっては計画が重要である」と
されています。このことは特に低所得家計および低学歴
層に当てはまります 1。他の調査もこうした結果を裏付け
ています。アメリクス、チャップリンおよびレーヒー（2002
年）の論文では、「［計画立案の］性向が高い人は、財務

計画を作成する時間をより多くとっており、計画立案の
努力におけるこうした違いが資産の増加に結び付いて
いる」ことが示されています。

図表 2：組織だった退職計画を持たない最大の理由として「他の優先事
項」を挙げた回答者の比率（退職までの期間別）
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したがって、退職計画は貯蓄や資産蓄積の行動に著しい
2

影響を与える可能性があります 。

退職に備える行動計画：どんな障害があり、どうすれば
それを克服できるか
1．「相反する優先事項」の障害

計画はまた、自分の退職についてより大きな安心感を抱

調 査 結 果 によれば、退 職 貯 蓄 は、退 職 がずっと先 の

くのに役立ちます。調査結果がこのことを裏付けていま

人々にとってさえ、飛び抜けて最優先の財務目標であ

す。退職貯蓄・所得を生み出す組織だった計画を有する

ることが明らかになっています。

回答者は、自分の退職について非常に安心であると感じ
る比率（52％）が、組織だった計画のない回答者（わずか
13％）の 4 倍に上っています。デロイトの調査はまた、専
門アドバイザーの利用と退職に対する安心感との間に関
係があることを示しています。調査結果によれば、財務ア
ドバイザーを利用している人の 40％が、退職について非
常に安心と感じているのに対して、専門家の助言を求め
ていない人では 22％にすぎません。さらに、財務アドバイ
ザーを有する回答者の 66％が、退職貯蓄・所得のため
の組織だった計画を有しているのに対して、アドバイザー
のいない回答者では、その比率は 28％にとどまっていま
す。

退職予定が 15 年以上先の回答者のうち、半分強が、
退職貯蓄を優先順位の第 1 位または第 2 位に挙げ、住
宅ローンの返済（26％）や他の債務の返済（30％）とい
った他の考慮事項を大きく引き離しています。退職予定
がもっと近くなると、退職貯蓄の重要性が一層大きくな
ります。退職予定が 5〜15 年先の回答者のうち、退職
貯蓄を第 1 位または第 2 位に挙げたのは 69％、5 年先
の回答者では 74％に達しています。それにもかかわら
ず、回答者の約 40％が、退職に備えた貯蓄ができない
最も一般的な理由として、他の財務上の優先事項が障
害になっていることを挙げています。そうした優先事項
には、住宅ローンや奨学金、その他の債務の返済、あ
るいは子供の教育費のための貯蓄などが含まれていま

デロイトの退職意識調査に
よれば、米国人の過半数（58％）
が、退職に備える、組織だった
貯蓄・所得計画を有していま
せん。

す。このことは特に若年層の回答者に当てはまります
（図表 2）
1 Annamarie Lusardi（アンナマリー・ルサーディ）, “Preparing for

Retirement: The Importance of Planning Costs（退職への備え：
計画コストの重要性）,” 2002 年、ワーキング・ペーパー、ダート
マス大学
2 John Ameriks, Andrew Caplin and John Leahy（アメリクス、チャッ
プ リ ン お よ び レ ー ヒ ー ） , “ Wealth Accumulation and the
Propensity to Plan（資産の蓄積と計画立案の性向）,” NBER
（全米経済研究所）ワーキング・ペーパー第 8920 号、2002 年 5
月
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図表 3：財務目標の重要性（退職までの期間別）
上位 2 位までに挙げた回答者の比率

最も重要な財務上の優先事項として、退職に次いで第 2

「相反する優先事項」の障害の克服 この障害を克服す

位となったのは医療費支払いに備えた貯蓄で、特に高

る一つの方法は、前もってその相反に対処し、消費者が

齢層の回答者で顕著になっています。調査対象者の

優先順位付けプロセスを完了するのを支援する用意が

70％が、退職後は医療費の増加が予想されると述べて

あなたにあることを消費者に示すことです。投資や退職

いることからすれば、これは意外とは言えません。

を超えて検討の範囲を拡大し、医療や長期介護、債務な
どの問題もそこに含めることによって、貯蓄方法について

数は少なくなりますが、上位 2 位までの優先事項として

極めて有意義な会話を交わせるようになります。

長期介護費という関連する懸念を挙げた回答者もいまし
た。こうした結果は、「長期介護費に十分対応できるとい

2．コミュニケーションの障害

う確信は年齢とともに低下するようである」 3 とする全米

デロイトの調査対象者の 10 人中 6 人が、面談、電話で

退職年金保険協会の研究と軌を一にするものです。

の会話、e メールのやりとりまたは講習会のいずれを通
じてであれ、過去 2 年間に退職貯蓄・所得の必要性に関

また医療費に関する懸念は、退職計画プロセスそれ自

していかなる金融機関とも接触したことがないと述べて

体の意気込みをくじくように思われます。デロイトが調査

います。このような無接触の比率は、45 歳以下の年齢

した、退職予定が 5 年以内の回答者では、3 分の 1 が、

層ではおよそ 4 人中 3 人に上昇します。56 歳から 64 歳

どれほど綿密に準備しても、医療費および／または長期

までの回答者でさえ、半数がこのトピックについて接触

介護費が、退職貯蓄・所得の目標を大幅に上回る可能

を受けたことがないと述べています。また、401(k)プラン

性があることが心配であると述べています。退職予定が

加入者のうち、退職関連のニーズについて話し合うため

5 年以上先の回答者では、疑念を抱く人の比率が 40％

に、プランのプロバイダーから連絡を受けたことがあると

に上昇しています。

回答しているのは 4 分の 1 を下回っています。

3 Insured Retirement Institute （ 全 米 退 職 年 金 保 険 協 会 ） , “ The
Long-Term Care Challenge（長期介護費の課題）,” 2012 年 11 月。

https://www.myirionline.org/eweb/uploads/November%202012%20R
eport%20LTC.pdf。
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多くの米国人にとって、社会保障を除けば、勤務先の
401(k)が退職に備える主な手段であると思われることから

図表 4：従業員が職場を通じてプランのプロバイダー
に助言を求めない理由

すれば、職場は、退職関連のニーズについて広範囲の消
費者とコミュニケーションを行うのに相応しい場所と言えま
す。デロイトの調査によれば、26 歳から 45 歳までの年齢
層では 10 人中 4 人が、退職関連のニーズを満たすために
金融機関を選定した理由の一つとして、勤務先との密接
な関係を挙げています。しかしながら、金融サービス機関
は、職場を通じた販売促進の潜在力を十分に活用できて
いないように思われます。

ダートマス大学のアンナマリア・
ルサーディ教授が実施した
調査によれば、「貯蓄にとっては

■ その他

計画が重要である」とされて

■ 退職計画に着手する準備ができていない

います。

■ 勤務先の退職アドバイザーを信頼していない
■ 時間がない
■ 自分のファイナンシャル・プランナーがいる
■ 独力で退職計画を扱う
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コミュニケーションの障害の克服
職場は、消費者と接触する最も効果的な手段の一つで

また医療費に関する懸念は、退職

す。したがって、退職関連の商品・サービスを有する資
産運用会社は、この種の取り組みの強化に努めるべき
です。最初のステップは、自身のコミュニケーションの取
り組みについてプラン・スポンサーの同意を得るようにす

計画プロセスそれ自体を妨害する
ように思われます。

ることです。面談あるいはインターネット、ビデオおよびテ
キスト・メッセージングなどの技術的手段を通じて、退職
計画に関する教育的な講習を提供することも、より多く

商品知識の障害の克服

の消費者と接触する実行可能な方法です。さらに一部

単純で利用しやすい商品設計が商品知識の障害の克服に

の金融機関は、消費者と接触するために、ソーシャルメ

役立つでしょう。また資産運用会社は、商品種目の簡素化

ディアやテクスティング、ウェブ、ポッドキャストなどの新

も検討し、特定の消費者に狙いを絞った商品セットのみを

技術も実験的に使用しています。技術の進歩につれて

提供して、消費者が選択肢のあまりの多さに恐れをなすこ

コミュニケーション方法が根本的に変化しているというの

とがないようにすべきです。

が現実であり、そうした新技術を採用しない会社は、遅
れをとる恐れがあります。

4. 信頼性の障害
消費者の相当部分が退職計画について金融サービスプロ

3. 商品知識の障害

バイダーから支援を受けるのに消極的であると思われる別

金融機関にとって課題を一層難しくしているのは、多くの

の主な理由として、信頼性の欠如があります。調査によれ

消費者が、退職貯蓄・所得の必要性に対処する一助とし

ば、あらゆる種類の金融機関に対する信頼が極めて低く、

て市場で提供されている最も一般的な商品について十分

どの種類の金融機関をとってみても、高い信頼を寄せてい

な知識を持っていないという事実です（図表 5）。

るのは全回答者の 10 人中 2 人に満たないという結果となっ
ています（図表 6）。仲介業者もそれに勝ることはなく、ファイ

例えば、10 人中 6 人が、ターゲットデイト・ミューチュアル

ナンシャル・アドバイザーに対して高い信頼を示しているの

ファンドについて聞いたことがない（48％）、あるいは、そ

は 15％にとどまり、保険代理業者やブローカーを非常に信

の商品について聞いたことはあるが仕組みは分からない

頼できると考える回答者は 11％にすぎません。このことは、

と答えています（12％）。知識不足を示す比率は、年齢層

デロイトの調査対象者のうち 20％が、退職貯蓄・所得の必

や所得層にかかわらず一貫して高い傾向がみられます。

要性に対処するための客観的な助言を提供するという点で
仲介業者（ファイナンシャル・プランナーや保険代理業者な

こうした商品知識の不足は、年金保険や終身生命保険
にも及んでいます。デロイトの調査対象者のほぼ 40％
が、年金保険について聞いたことがないか、その仕組み
を理解しておらず、その比率は若年層の回答者では一
層高くなります。回答者の 25％は、終身生命保険につ
いて聞いたことがないか、聞いたことがあっても、それら
の商品が、退職貯蓄・所得の支えとしてどのように役立
つかについて知識を持っていません。
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ど）を信頼していないと答えている結果に示されています。

図表 5：投資商品の知識

図表 6：消費者は退職に関して誰を信頼しているか
非常に信頼できるとして挙げた回答者の比率
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そうした信頼を得ることがどうしても必要です。デロイト

信頼性の障害の克服

の調査によれば、組織だった退職計画のある回答者で

信頼性のような複雑で多面的なものを確立する簡単

は、アドバイザーに高い信頼を寄せている人の 83％が、

あるいは手短な方法は存在せず、資産運用会社は

計画の立案の支援を得るためにアドバイザーを利用し

一挙に状況が変わるようなことは期待できません。し

ていたのに対して、そうした仲介業者への信頼が低い人

かしながら、成功事例を強調したり、顧客が満足した

の場合は 32％にすぎませんでした。

事例を示すことが大きな効果を発揮する場合があり
ます。また、単に財務の観点からだけでなく、ライフス

信頼性の障害は商品の選択にも影響する可能性が高く

タイル上の目的と関連させて退職について話をする

なっています。例えば、デロイトの調査では、10 人中 3 人

ことが有効な場合もあります。最後に、探求の価値が

の回答者が、退職時に確約を果たせるかどうかという点

ある興味深い分野として、若年層の消費者に対して

に関し、所得保証を約束する金融機関を信頼していない

技術を利用して働きかけたり、「バーチャルな」直接

と述べています。

的対面の関係を構築することがあります。

信頼性の障害を克服する取り組みを複雑にしているの

5. 「自分頼み」の障害

は、退職関連の商品やサービスに関する広告宣伝に対

デロイトの調査対象者の約 3 分の 2（そして、退職予

する疑念が広がっていることです。金融機関の行う広告

定が 15 年以上先の調査対象者の約 4 分の 3）が、退

宣伝を非常に信頼できると考えているのは、調査対象者

職に備える必要性について専門のファイナンシャル・

のうち 7％にすぎません。

アドバイザーに相談していません。その理由として、
アドバイザーとの間で嫌な経験をしたことがあること
を挙げるのは、比較的少数（13％）にとどまっていま
す。価格が問題と考える人はもっと少なく、アドバイザ
ーのサービスに対する報酬が支払えないと述べてい
るのは 12％にすぎません。
では、大部分の人が専門家の助言を求めようとしな
い理由はどこにあるのでしょうか。

図表 7：ファイナンシャル・アドバイザーに相談しない理由
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本レポートの前セクションですでに取り上げた信頼性の
問題を別にすれば、たくさんの人がアドバイザーへの相
談を選択しないのには多くの理由があります（図表 7）。し
かし、多くの人にとっての主な理由は、一つのコインの表
裏とも言えるものです。すなわち、自力で退職計画を扱う
方が気楽だとする感じ方（図表 8）と、専門家の助言は不
要だとする考え方です。
「自分頼み」の障害の克服
この障害を克服する最も有効な方法の一つは、デロイトの
調査結果のように、専門家の助言を利用する人の方がよ
り良く退職計画の準備ができ、安心感もより大きいことを
示すデータを活用することです。別の優れた戦略として
は、引き続き自分の退職ポートフォリオを管理したいと望
む消費者に対して、単に全面的サービスを提供するアド
バイザーとして対応するのではなく、促進や実現の援助の
役割を果たすなど、一定範囲のソリューションを助言する

技術の進歩につれてコミュニケーション
方法が根本的に変化しているというのが
現実であり、そうした新技術を採用しない
会社は、遅れをとる恐れがあります。

ことがあります。最後に、金融機関は、退職後の所得の管
理は退職貯蓄の蓄積の管理よりもはるかに複雑なプロセ
スであること、および必要な専門能力を提供する用意や
意思、能力があることを消費者に示すことができます。

図表 8：退職資産の管理に関する選好
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結論：退職の問題への対応
多くの米国人が直面する退職の問題はますます難しさ

要点：

を増していると思われます。全般に調査の回答者にみ

• 退職貯蓄・所得を生み出す組織だった計画を有する回答者は、

られる準備不足、利用可能な選択肢に関する知識不

自分の退職について非常に安心であると感じる比率（52％）が、

足、および退職のソリューションを提供する金融機関や

組織だった計画のない回答者（わずか 13％）の 4 倍に上っていま

専門家に対する信頼の欠如から判断すれば、消費者が

す。

退職の問題に対応するのを支援する取り組みは、限定
的な成功しか収めていないようです。

• 財務アドバイザーを利用している人の 40％が、退職について非
常に安心と感じているのに対して、専門家の助言を求めていな

退職関連業界は何十億ドルもの資金を退職関連商品・

い人では 22％にすぎません。財務アドバイザーを有する回答者

サービスの販売やマーケティング、広告宣伝に投入し

の 66％が、退職貯蓄・所得のための組織だった計画を有してい

ていますが、こうした現状は、業界がそのアプローチを

るのに対して、アドバイザーのいない回答者では、その比率は

修正する必要があることを示しています 4。

28％にとどまっています。

明るい材料は、自社組織を入念に点検する用意があ

• 退職予定が 5〜15 年先の回答者のうち、退職貯蓄を優先順位の

り、変革の決意が固い金融機関は大きな進歩を達成で

第 1 位または第 2 位に挙げたのは 69％、5 年先の回答者では

きると考えられることです。新技術は、従来存在しなか

74％に達しています。

った可能性をもたらすものであり、退職に関する教育と
助言のニーズは極めて高くなっています。

• デロイトの調査対象者の 10 人中 6 人が、過去 2 年間に退職貯
蓄・所得の必要性に関していかなる金融機関とも接触したことが

より詳細な検討に興味のある方は、下記サイトで閲覧で

ないと述べています。

きる調査報告の完全版をご覧ください。
• 48％がターゲットデイト・ミューチュアルファンドについて聞いたこ

http://www.deloitte.com/view/en̲US/us/

とがなく、デロイトの調査対象者の約 40％が年金保険について

Industries/Insurance-Financial-Services/

聞いたことがないか、その仕組みを知らず、さらに 25％が、終身

e8b8d86e6161d310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm.

生命保険について聞いたことがないか、聞いたことがあっても、
それらの商品が、退職貯蓄・所得の支えとしてどのように役立つ

4. Ad Age Insights（アド・エイジ・インサイツ）「金融サービスの

かについて知識を持っていません。

マーケティングに関する動向レポート」（2012 年 10 月）、
http://gaia.adage.com/images/bin/pdf/AdAgeFinancial%20S
ervicesReport2012.pdf

• デロイトの調査対象者の約 3 分の 2 が、退職に備える必要性に
ついて専門のファイナンシャル・アドバイザーに相談していませ
ん。
• 組織だった退職計画のある回答者では、アドバイザーに高い信
頼を寄せている人の 83％が、計画の立案の支援を得るためにア
ドバイザーを利用していたのに対して、そうした仲介業者への信
頼が低い人の場合は 32％にすぎませんでした。

本調査について
本レポートで提示されたデータは、デロイト金融サービス・センターに代わってハリス・インタラクティブによって実施されたオンラ
イン調査によって得られたものです。この調査は、2012 年 8 月の最後の 2 週間に実施され、4,491 人の回答者がサンプル全体
を構成しています。調査の回答者は、年齢が 26 歳以上、かつ家計の財務に関する決定に責任を負っていることが必須条件で
した。回答者は様々な地域、所得水準および年齢層にわたって分布しています。またサンプルには、年間所得が 10 万ドルを超
える家計の回答者がおよそ 3 分の 1 含まれていました。
サンプルは、米国全体の成人人口を代表させるために重みづけがなされました。この調査で得られた情報は「現状のまま」受
け入れられ、デロイトは検証や確認を行っていません。
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明るい材料は、自社組織を
入念に点検する用意があり、
変革の決意が固い金融機関は
大きな進歩を達成できると
考えられることです。
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外部の視点

EMIR
資産運用会社の事業に
対する主な影響
ブライアン・ジャクソン
（Brian Jackson）
パートナー
監査
デロイト

ニーアブ・ジェラティ

パトリック・ルーニー

（Niamh Geraghty）

（Patrick Rooney）

ディレクター

マネジャー

監査

投資運用業務

デロイト

デロイト

金融危機の余波に対処するために新規制が導入
されるのに伴い、店頭デリバティブ市場は、欧州のみならず世界全体
で重大な問題に直面しています。

G20 首脳は 2009 年 9 月に次のことに合意しました。「標準

EMIR の四つの主な柱は次の通りです。

化されたすべての店頭（OTC）デリバティブ契約は、適切な
場合には、取引所または電子取引プラットフォームを通じ

• 標準化されたすべての店頭デリバティブは、中央

て取引され、中央清算機関を通じて決済されるべきであ

清算機関（Central Counter parties：CCP）または

る。店頭デリバティブ契約は、取引情報蓄積機関（trade

清算会員を通じて決済される。

repository）に報告されるべきである。中央清算機関を通じ
て決済がされない契約は、より高い所要自己資本要件の
対象とされるべきである」（G20 首脳会合声明、2009 年）
米国では、ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法
（ドッド・フランク法）が、標準化されたすべての店頭デリバ
ティブ契約は中央清算機関を通じて決済されるべきである
とする G20 の合意の実現を目指しています。

• 欧州域内の決済サービスの提供に係る統一的枠
組み。
• 清算対象外のデリバティブは、担保によるポジシ
ョンの保証の必要性など、より広範囲におよぶリ
スクマネジメント要件の適用を受ける。
• すべての店頭および上場デリバティブは、取引情
報蓄積機関に報告される。

欧 州 で は 、 欧 州 市 場 イ ン フ ラ 規 制 （ European Market

意図された EMIR の利点は明白であるものの（透明

Infrastructure Regulation：EMIR）がそれらの新たな要件の

性の向上、カウンターパーティリスクの低減、オペレ

ほとんどを実施するための枠組みを定めています。

ーショナルリスクの低減、市場の安定性の向上、シ
ステミックリスクの低減）、これらの新規制を遵守す
るコストが相当大きくなる公算が大きく、実際に資
産運用会社の取引戦略に影響を与える可能性が
あります。
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この規制の適用対象

取引情報蓄積機関への取引の報告を義務付ける目的は、

この規制は、EU（欧州連合）において認可された、および／ま

規制当局が規制対象の企業のエクスポージャー、およびそ

たは規制対象となっている店頭デリバティブ契約の金融機関

れが引き起こす可能性のあるシステミックリスクの影響に関

のカウンターパーティ（銀行、ファンド、保険会社など）ならびに

する全体像を把握していなかったことへの懸念に対処する

EU において設立された非金融機関のカウンターパーティの双

ことにあります。多くの取引情報蓄積機関がすでに設立さ

方に適用されます。非金融機関のカウンターパーティについて

れており、それ以外に、設立中のものもあります。

は、店頭デリバティブ取引の水準が一定の基準を超えた場合
に限り適用対象となります。そして、非金融機関の明確に判別
できる事業に係るヘッジ取引は適用対象外とされています。さ
らに「第三国企業」も、EU のカウンターパーティと取引を行い、
かつ仮に EU で設立されたとすれば規制対象となる場合は、こ
の規制の適用対象とされます。これは適用回避防止条項であ
り、市場参加者がこの規制の適用を回避するために EU 域外
で契約を組成するのを防止することを目的としています。
適用対象となる契約
標準化されたすべての店頭デリバティブ契約が CCP を通じた
決済を義務付けられます。どんなデリバティブが適用対象とな
るほど十分に標準化されているかを決定するプロセスは、二
通りのアプローチに従います。一つは CCP 自身が、どんなデリ
バティブを清算すべきかを決定し、所属国の監督当局の承認
を受けます（「ボトムアップ・アプローチ」）。

今こそ対応が求められる時期
EMIR は 2012 年 8 月 16 日に施行されました。しかしながら、
EMIR の施行に伴い、ESMA によって策定される規制専門基準
（Regulatory Technical Standards：RTS）を通じてさらなる明確
化を図ることが必要になりました。欧州委員会は 2012 年 12
月に RTS を採択し、後にそれが 2013 年 3 月 15 日に施行さ
れました。
クレジット・デリバティブおよび金利デリバティブに関する取
引情報蓄積機関への報告要件の期限は 2013 年 7 月です
（既存の取引情報蓄積機関の場合。それ以外は、登録日
から 90 日以内）。それ以外の全種類のデリバティブの期限
は 2014 年 1 月です。報告要件は、2012 年 8 月 16 日以降
に締結されたすべてのデリバティブ契約に関係しています。
企業は、CCP を通じた店頭デリバティブの決済を 2014 年第
1 四半期という早い時期から開始しなければなりません。

加えて、清算対象となる商品クラスを提供する CCP が存在しな
い 場 合 は 、 欧 州 証 券 市 場 機 構 （ European Securities and
Markets Authority：ESMA）が、清算義務の適用の有無を指示
する権限を有しています（「トップダウン・アプローチ」）。どちら
の場合も、ESMA は最終決定の前に意見の公募を行います。
ESMA はまた、清算義務の対象となる店頭デリバティブ商品を
特定するためのオンライン公開登録簿を設置する予定ですが、
そこには、認可された CCP および清算義務の発効日に関する
詳細が記載されることになります。
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したがって資産運用会社にとって、必要な変更の水準
およびその変更を管理すべき方法を決定できるように
するために、この時点で EMIR が自社事業に与える影
響を評価することが必要不可欠です。この評価は、次
の 5 つの主要なステップによって達成されると思われ
ます。
1．EMIR が、投資パフォーマンス、ビジネスモデル、業務プロ
セス、リスクマネジメント、報告要件および担保管理の主要
領域に関して、自社事業にどのように影響するかについて
の影響度分析の実施
2．影響度分析の結果に基づく、投資または事業戦略に対す
る何らかの戦略的変更が必要かどうかの検討
3．投資と事業戦略が決定された段階で、現行のプロセスや
方針、手続と新規制要件との比較に基づき差異を特定
4．コンプライアンスを達成するためのプロジェクト計画の策
定
5．更新された方針および手続の点検と確認

標準化されたすべての店頭
デリバティブ契約が CCP を
通じた決済を義務付けられ
ます。
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EMIR による投資パフォーマンスへの影響

必要とされる取引情報蓄積機関への報告は、第三者の

新規制のコンプライアンス・コストは、運用会社にとってま

サービスプロバイダーに外部委託すべきでしょうか。既

ず間違いなく取引費用の増加につながります。清算対象

存必要とされる取引情報蓄積機関への報告は、第三

の店頭取引は、取引費用の増大や新たな報告義務、厳

者のサービスプロバイダーに外 部 委託 すべきでしょう

格な担保要件をもたらすでしょう。清算対象外の店頭取

か。既存のサービスプロバイダーはこの商品を提供す

引の場合も、EMIR が両当事者に対してグロスベースで

る可能性が高いと思われます。

証拠金を交換することを要求すると見込まれることから、
コストが上昇すると思われます。証拠金として徴収された

EMIR による業務への影響

担保は、再担保の設定や再利用ができません。さらに運

運用会社が検討すべき、新規制による業務への影響

用会社は、新たに義務的なリスクマネジメント・プロセス

が数多くあります。以下の項目は、運用会社がなすべ

を維持することも要求されます。これらのコスト増の影響

きことの例として示したものです。

がパフォーマンスにも及ぶことになるでしょう。
1．デリバティブのポートフォリオを分析して、集中清算の対
小規模な運用会社にとっては、外国口座税務コンプライ

象となるものとその必要のないものを特定する。この分

アンス法（FATCA）やオルタナティブ投資ファンド運用者

析は、特に以下で述べる担保管理との関連において、

指令（AIFMD）など他の様々な新規制と併せた EMIR の

EMIR が事業に与える影響のレベルを判断するうえで重

コンプライアンス・コストが、店頭市場参入の大きな障壁
となる可 能 性 があります。大 規 模 な運 用 会社 にとって
は、このコスト増により、パフォーマンスが少なくとも数ベ

要なステップをなす。
2．清算対象外のデリバティブについて、適切なリスクマネ
ジメント・プロセスを策定する。

ーシスポイント低下すると思われます。運用会社は、今

3．中央清算機関と新たな契約合意を締結するとともに、集

後もそれらの金融商品の使用を続けるかどうか、続けな

中清算を考慮に入れるためにブローカーや担保管理会

い場合は、それがクライアントに対する商品提供にどう

社との現行契約を更新する必要があるかどうかを検討

影響するかを検討する必要があります。

する。
4．IT インフラ、およびそれが、自動的な取引執行、確認、

また、特定の種類の担保に関する要件の拡大も、その

取引処理および追加証拠金請求、ならびに取引所で

種の担保のコスト増につながり、パフォーマンスをさらに

清算されるデリバティブに関連する報告を実行できる

圧迫する可能性が高いと思われます。

かどうかを再検討する。
5．取引情報蓄積機関への報告が義務付けられている事

EMIR によるビジネスモデルへの影響
EMIR による資産運用会社のビジネスモデルへの影響
もいくつかの問題を引き起こします。

項を検討し、同機関に送付する日次の報告ファイルを
作成する。
6．清算対象と清算対象外のデリバティブ取引を取り扱う
二つの別個のプロセスを構築し、監視する。

適切な中央清算機関をどのようにして選定すべきでしょ
うか。選定する CCP は、証拠金設定の水準や報酬の
点で会 社にとって最も適 切なものであることが重要で
す。

運用会社は、今後もそれらの金融

担保を効果的に管理する能力を社内に構築すべきな

商品の使用を続けるかどうか、

のか、それともこのプロセスを外部委託する方が効率
的なのでしょうか。店頭デリバティブの業務管理やコス
ト管理では、適切な価格で十分かつ適切な担保を使用
できるようにすることが決定的に重要となります。

続けない場合は、それが
クライアントに対する商品提供に
どう影響するかを検討する
必要があります。
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EMIR によるリスクマネジメントへの影響

報告要件

規制当局は、より多くの金融商品が集中清算されるこ

店頭および上場デリバティブ契約は、清算対象かどうか

とを強く求めているものの、標準化されていない種類

を問わず、締結、変更または終了がなされた場合、取引

の商品が常時存在することも認めています。EMIR は

日翌日以内に取引情報蓄積機関に報告しなければなり

清算対象外の取引に係るリスクマネジメントの強化を

ません。取引所で執行された清算対象取引の場合は（カ

目指した特定の要求事項を導入しています。そうした

ウンターパーティが誰であるかが不明）、CCP が報告の

要求事項には、取引の適時な確認、ポートフォリオの

義務を負います。

照合、ポートフォリオ圧縮可能性の分析および評価モ
デルの合意があります。

この報告義務は、デリバティブの種類により異なった時
期に段階的に導入されます。

確認：規制に基づき、経過措置を設けたうえで、どの時
点で商品の種類別に確認を受けるようにすべきかが定

• クレジットおよび金利関連商品は、当該クラスのデリ

められることになっていました。しかしながら最終的に

バティブを扱う登録取引情報蓄積機関が 2013 年 4

は、すべての金融機関のカウンターパーティが 2014 年 8

月 1 日までに存在する場合、2013 年 7 月 1 日以降、

月までに、すべての清算対象外の取引について取引日

報告の必要があります。2013 年 4 月 1 日時点で登

翌日までに確認を受けることが義務付けられることにな

録取引情報蓄積機関が存在しない場合は、取引情

りました。企業は、5 営業日を超えて未確認のままにな

報蓄積機関が登録された時点から 90 日以内に、当

っていたすべての取引を月次ベースで所轄官庁に報告

該クラスのデリバティブの報告義務が生じます。

しなければなりません。
• それ以外のクラスのデリバティブは、それを扱う登録
ポートフォリオの照合：取引の両カウンターパーティは、

取引情報蓄積機関が 2013 年 10 月 30 日までに存在

相互に 500 件以上の店頭デリバティブ契約を締結して

する場合、2014 年 1 月 1 日以降、報告の必要があり

いる場合、少なくとも各営業日に 1 回、ポートフォリオの

ます。2013 年 10 月 30 日時点で登録取引情報蓄積

照合を実行しなければならず、契約が 51〜499 件のポ

機関が存在しない場合は、取引情報蓄積機関が登

ートフォリオの場合は、1 週間に 1 回照合しなければなり

録された時点から 90 日以内に、当該クラスのデリバ

ません。契約数がそれを下回るポートフォリオの場合

ティブの報告義務が生じます。

は、四半期に 1 回照合しなければなりません。
ポートフォリオ圧縮：EMIR はまた、単一のカウンターパ
ーティとの間で集中清算対象外の契約を 500 件以上締
結しているすべてのカウンターパーティに対して、少なく
とも年 2 回、ポートフォリオ圧縮の試みを実行する可能
性を分析することを要求しています。さらに、金融機関
のカウンターパーティは、日次ベースで未決済契約の価
額を時価評価しなければならず、その変動は、企業が
差し入れることを要求される追加証拠金に影響します。
一定の状況では（すなわち、活発でない市場の場合）、
モデルに基づく評価も使用が可能です。標準化されて
いない店頭デリバティブの取引高は減少が予想され、
要求されているリスクマネジメントの手続は、多くの企業
にとって負担がより重いものになると思われます。
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規制当局は、より多くの金融商品
が集中清算されることを強く
求めているものの、標準化されて
いない種類の商品が常時存在
することも認めています。

担保管理

その他の検討事項

運用会社は、集中清算するデリバティブと集中清算しな

規制の一定の要素については、依然として明確化が

いデリバティブのレベルを決定した後、新規制を踏まえ

必要な状態にあります。例えば、どんなデリバティブ

て追加的な資金調達の必要性を評価する必要がありま

を集中清算する必要があるのでしょうか。また運用

す。

会社は、正確にはいつからデリバティブの集中清算
を義務付けられるのでしょうか。

現在でも、店頭デリバティブ取引では担保が必要とされ
ているものの、新規制は、差し入れるべき担保のレベル

さらに EMIR は、店頭デリバティブの取引に影響する

と種類を定めています。標準化された店頭デリバティブ

唯一の規制体系ではありません。運用会社は、必要

について当初証拠金および追加証拠金として要求され

に応じて、MiFID、UCITS 規制、AIFMD およびドッド・

る担保の種類は、流動性が高く、市場リスクや信用リス

フランクの要件も検討しなければなりません。

クが最小限にとどまるものでなければなりません。こうし
た担保には、現金、金、自由に譲渡できる有価証券お

結論

よびマネーマーケット商品などが含まれます。担保は分

EMIR が資産運用業界に重要な影響を与えることは

別管理されなければならず、再利用は認められず、また

明白です。この規制の一定の要素については、依然

ポジションは、契約期間にわたり全額を担保によって保

として明確化が必要な状態にあるものの、運用会社

証する必要があります。この種の担保は不足すること

は現在の時点で、この規制による自身の事業への

が予想されるため、コスト上昇が見込まれます。

影響の調査を行うべきです。この規制は、運用会社
のバックオフィスや IT インフラに影響するだけでなく、

清算対象外のデリバティブの場合、要求される担保のレ

投資戦略や取引戦略に対してより本源的な影響を

ベルと種類について、依然として明確化が必要な状態に

与える可能性があります。

ありますが、両当事者間においてグロスベースで当初証
拠金を交換したうえで、追加証拠金を毎日計算すること

要点:

が必要になると予想されます。コスト管理では担保の最
適化が決定的に重要となり、それを適切に実行する運用

• EMIR のコンプライアンス・コストが投資パ

会社は競争優位を獲得できるでしょう。こうした活動の重

フォーマンスに影響を与えることが見込ま

要性を踏まえれば、運用会社は、担保を最適化し、コスト

れます。

を最小限にとどめられるようにするために、担保の必要
性を効率的に管理および監視するための適切なツール

• ファンドのパフォーマンスにとって、効果的

を備えているかどうかを評価する必要に迫られることにな

な担保管理 が決定的 に重要となるでしょ

るでしょう。

う。
• 運用会社は、EMIR がビジネスモデルだけ
でなく業務や手続に与える影響を検討す
る必要があると思われます。
• 運用会社は、担保設定の水準や報酬の点
で、自身の事業にとって最も適切な CCP と
のつながりを確立する必要 があると思 わ
れます。
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税務の視点

投資
ファンドのパフォーマンスと
金融取引税
多くの未知数を含む方程式
ベンジャミン・コレット
（Benjamin Collette）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

エリック・センティ
（Eric Centi）
ディレクター
税務
デロイト

マニュエラ･アブル
（Manuela Abreu）
シニア･マネジャー
税務
デロイト

欧州委員会は 2013 年 2 月 14 日、欧州連合
金融取引税（EU Financial Transactions Tax：
EU FTT）1 の改訂案を発表しましたが、それに
より、年間約 300 億〜350 億ユーロの税収が
生み出されると見込まれます。
この指令草案は、デリバティブ以外の取引については最
2

EU 全域にわたる金融取引税の導入はファンド業界の

低税率 0.1％ 、デリバティブ取引については 0.01％の金

パフォーマンスと魅力に大きな影響を及ぼす公算が大

融取引税を導入することを定めています 3 。FTT は 2014

きいと思われます。以下では、欧州委員会の提案の主

年 1 月 1 日からの施行が提案されているものの（現在、

要な特徴、および投資ファンドに関連する範囲内でそ

英国が FTT に反対して法的な異議申立てを行っている

の潜在的影響を詳しく取り上げます。

ため、施行日が先送りされる可能性があります）、その
予定は言うまでもなく、同提案について欧州理事会が合
意に達する時期に左右されます。

1 COM（欧州委員会文書）(2013) 71 final
2

参加加盟国はその意思により自由に税率を引き上げることが
できます。

3 デリバティブ契約に関連するもの以外の金融取引では、原
則としてカウンターパーティが支払った、または負担する対
価が課税標準となりますが、デリバティブに関連する金融取
引では、その契約で言及されている想定元本が課税標準と
されます。
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背景
全員一致の合意から強化された協力へ
欧州委員会が 2011 年 9 月に発表した当初の指令草案 4

現時点の参加加盟国（FTT

は、EU 全域にわたる課税の導入に関して異なった立場

圏）。オーストリア、ベルギー、

を主張する EU 加盟国の間に緊張を生み出しました。EU

エストニア、フランス、ドイツ、

内で全員一致の合意に達することが困難な状況を受け

ギリシャ、イタリア、ポルトガ

て、限定された数の EU 加盟国が、いわゆる強化された

ル、スロバキア、スロベニア、

協力手続（Enhanced Cooperation Procedure：ECP）を用

スペイン。

5

いて先に進むことを要請するに至りました 。ECP とは、
最低 9 カ国から成る加盟国の一部グループが、他の加

現時点の非参加加盟国（非

盟国を巻き込むことなく、相互間のより密接な協力関係

FTT 圏）

を確立することを可能にする手続を指します。このような

第三国

形で、当該加盟国は異なるスピードで、および／または
異なる目的に向かって前進することが可能になります。

4 OM(2011) 594 final。また「パフォーマンス」第 7 号（2012 年 1
月）掲載の以前のレポート、レイモンド・クラフツコフスキーおよ
びデイニー・タイラント「金融取引税 − 何かの予感」も参照し
てください。
5

http://europa.eu/legislation̲summaries/institutional̲affairs/
treaties/amsterdam̲treaty/a28000̲en.htm
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2012 年 10 月時点では、EU の GDP（国内総生産）の 3

提案の概要

分の 2 を占める EU 加盟国 11 カ国が、EU レベルにおけ

課税基準は極めて広範囲にわたり、FTT 圏との経済的結

る当該税の導入に対して前向きな意思を正式に表明し

び付きの存在がいったん確立すると、金融機関が大部分

ています。11 カ国とは、オーストリア、ベルギー、エストニ

の金融商品について執行した取引が対象となります。

ア、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、ス
ロバキア、スロベニアおよびスペインです（以下、「FTT

• 課税取引は、「株式や債券などの譲渡可能有価証券、マ

圏」または「参加加盟国」）。しかしながら、この協力は、

ネーマーケット商品 6 、集団投資事業の受益証券／株

後の段階で参加を希望する他の加盟国に対して、依然

式、デリバティブ契約、有価証券貸借、レポ取引などの

として門戸を開いています。オランダは、とりわけ、年金

購入および処分」というように広く定義されています。当

基金が将来成立する法令の適用対象から除外されるこ

該税の課税対象は、規制対象市場または多角的取引シ

とを条件として、FTT 圏への参加に興味を示すことがあ

ステム（MTF）などの公認市場での取引だけでなく、店頭

り得ることをすでに明言しています。もっとも現行提案の

取引を含む他の種類の取引にも及びます。

下では、年金基金は依然として当該税の課税対象とさ
れています。2012 年 12 月に欧州議会の承認を受けた

しかしながら FTT は、貸出や支払い、保険、預金、直物

後、2013 年 1 月 23 日に開催された ECOFIN（EU 経済・

通貨取引など、国民や企業に関連する日常的な金融

財務相理事会）会合で ECP に基づく作業の着手が認め

活動には課税されません。金融機関および加盟国の

られました。

借り換えの機会に影響を与えないようにするために、
欧州中央銀行、各国中央銀行、欧州金融安定基金、

この提案は今後 、参加国による検討と承認を受 ける

欧州安定メカニズムおよび EU との金融取引も、当該

必要があります（英国の法的な異議申立てに関する

税の課税対象から除かれることになります。

下記コメント参照）。27 の全加盟国がこの討議に加わ
る可能性があり、また、欧州議会で審議されることも見
込まれます。

• 金融機関の概念も広く定義されており、実質的に銀行、
保険・再保険会社、投資会社、UCITS やオルタナティブ
投資ファンドなどの集団投資事業とその運用会社、およ
び年金基金とその管理会社などが含まれます 7。持株会
社およびその他の企業、または金融取引の年平均額が

英国政府が正式に ECJ に
訴訟を提起したことを受けて、
EU FTT が、当初の計画どおり
に、2014 年 1 月 1 日に導入
されるかどうかについての
疑念が一層強まっています。
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多額に上る一定の金融活動を行う個人であっても、FTT
の目的上、金融機関とみなされることがあります 8。
中央清算機関（CCP）、証券集中保管機関（CSD）、国際
証券決済機関（ICSD）、加盟国および公債を管理する任
務を担う公的機関は、原則として金融機関とはみなされ
ません。

• 最後に、提案されている FTT の課税に関わる地域

ごく最近のことですが、英国政府は 2013 年 4 月 18 日、

は、主として 居住者原則 に基づいています。基本的

ECP に基づく EU FTT の導入に反対して、正式に欧州司

に金融取引は、その当事者の一方が参加加盟国で

法裁判所（ECJ）に訴訟を提起しました。この訴訟は、現行

設立されたものである場合、課税対象となります。し

提案がこの取り組みに参加していない国にも影響を与え

たがって、フランスの銀行が株式をドイツの UCITS に

るという根拠に基づいています。この法的な異議申立ての

売却した場合、取引の両側、すなわちフランス（売手

結果、EU FTT が、欧州委員会の当初の計画どおりに、

の側）とドイツ（買手の側）で FTT の課税対象となりま

2014 年 1 月 1 日に導入されるかどうか、疑念が投げかけ

す。

られています。

居住者原則の下では、非 FTT 圏に所在する金融機関
が締結した金融取引は、取引相手が参加加盟国で設
立されたものでない限り、FTT の課税対象とはなりま
せん。英国の銀行がドイツの UCITS に株式を売却した
場合はドイツで 2 回課税されることになります。これ
は、ドイツの UCITS が、その取得に基づき FTT を納付
する義務を負うと同時に、英国の銀行も、FTT の目的
上ドイツで設立されたとみなされて、やはりドイツで当

EU 全域の金融取引税の導入は、
ファンド業界のパフォーマンスや

該税を納付する義務を負うからです。

魅力に大きく影響する公算が

租税回避をさらに防止するために、欧州委員会は発行原則

大きく、その際、明らかにファンドの

をその提案に加えました。その結果、どちらも非FTT圏に所
在する二つの金融機関が適格金融取引を締結した場合、当
該取引に参加加盟国の一つによって発行された金融商品
が絡んでいるときは課税対象とされます。ベルギーの居住

本籍国が主要な差別化要因と
なるでしょう。

企業によって発行された株式が英国の銀行と米国の銀行間
で売買された場合、この取引はベルギーで 2 回FTT の課税
対象となります。FTT の目的上、取引の両当事者がベルギ
ーで設立されたとみなされるからです。
.

6 支払手段である場合は除かれます。
7 第 2.1 条(8)項
8 第 2.1 条(8)項 j 号。現行提案は、問題となる企業／個人の平均正
味年間取引高全体の 50％を基準値としています。
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投資ファンド業界にとっての真の課題
EU レベルにおける金融取引税の導入は、ファンド業界

これに対して、非 FTT 圏で設定された投資ファンドは、個人投資

に大きな影響を与える公算が大きいと思われます。実

家であれ機関投資家であれ、投資家が参加加盟国で設立され

際、FTT はポートフォリオ取引だけでなく、ファンドによる

ていない限り、償還時に FTT を納付する義務を負いません。

受益証券／株式の販売にも影響を与えるでしょう。その
ため、投資ファンドの本籍国が、ファンド・プロモーターが
注意深く考慮すべき主な要因の一つとなる可能性があ
ります。

その結果、ファンド・オブ・ファンズは、マスターファンドのポート
フォリオのレベルだけでなく、FTT 圏内で設定されたファンドに
ついては投 資 先 ファンドの投 資 ポートフォリオのレベルでも課

ポートフォリオ取引のレベル

税されるため、FTT に起因する累積的影響を受ける可能性が

FTT 圏内で設定された投資ファンドは、個々の適格取引

あります。

ごとに課税されることになります。これに対して、非 FTT
圏で設定された投資ファンドは、金融取引のカウンター

UCITS 準拠の投資ファンドの場合、FTT の費用全体は、ファンド

パーティが参加加盟国で設立されておらず、かつ取引さ

のパフォーマンスの低下および償還時の「出口税」を通じて、最

れる金融商品 が FTT 圏内で発行されていない限り、

終的にはファンドの投資家が負担することになります。このこと

FTT を納付する義務を負いません。

は、長期的な個人投資家の貯蓄のために設計され使用されて
いる投資ビークルに極めて大きな悪影響を及ぼすでしょう。これ

ファンドの 投 資 ポートフォ リオ に 対 する 当 該 税 の 影 響
は、基本的に、ポートフォリオ回転率（PTR）に左右され
ます。マネーマーケットファンドは通常、PTR が平均より
も高いことが多いため、投資およびトレーディング戦略

はまた、金融危機の悪化要因の一つとされた短期的な投機的
取引を減らすという、FTT の当初の目的にも完全に反するもの
です。

が原則としてそれほどダイナミックでない長期的な株式
ファンドよりも大 きな影 響 を受 け ます。その結 果 、FTT

EFAMA の見解

は、最も「保守的な」商品が、より高リスクの商品よりも

EFAMA10 は、2011 年 9 月の欧州委員会の当初提案を基にして、

高い税率に苦しむという極めてバランスの悪い影響を与

2011 年初頭から課税が行われたと仮定した場合、UCITS ファン

えることになります。

ド業界に対する FTT の潜在的な年間影響額

11

は 380 億ユーロ

に達したはずであると推定しました。2013 年 2 月に改訂指令草
ファンドの販売レベル

案が発表されたのを受けて、EFAMA は新たな影響度評価

欧州委員会は適用除外規定を発行市場にまで拡大し

発表しましたが、それによれば、当該税が 2011 年初頭から課税

たため、投資ファンドによる受益証券／株式の発行は課
税対象となりません。しかしながら、投資ファンドの受益
証券／株式の償還は、上記の適用除外規定の対象と
ならないため、この取引は非課税扱いにはなりません。

ば、FTT の影響額は総額 130 億ユーロに達したはずであるとし
ました。この金額の内訳は、FTT 圏内の諸国が 73 億ユーロ、非
FTT 圏が 57 億ユーロとなっています。
受益証券の
償還総額に
基づく FTT

証券／株式の償還は課税対象となります。受益者が機
関投資家の場合、当該税の全体の影響はもっと大きく
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を

されたと仮定した場合、他のすべての変数が変わらないとすれ

したがって、FTT 圏内で設定された当ファンドによる受益

なるでしょう 9。

12

ポートフォリ
オ取引総額
に基づく FTT

FTT の年間
税収総額

FTT 圏

3,054

4,289

7,343

非 FTT 圏

1,235

4,448

5,683

合計

4,289

8,738

13,026

EU レベルにおける金融取引税の導入は、
ファンド業界に大きな影響を与える公算が
大きいと思われます。
しかしながら、この影響度分析ではデリバティブ取引は考

現行提案はファンド商品のパフォーマンスや魅力に影響する可能性

慮に入っておらず、また多くの UCITS ファンドが、為替リス

が高いことから、ファンド・プロモーターや資産運用会社は、EU FTT に

クや市場リスクに対処するためにデリバティブ商品を利用

関連する動向を注意深く見守る必要があります。また、この点に関連

していることから、FTT の潜在的影響ははるかに大きくな

して、どの国にファンドの本籍を置くかを注意深く検討し、ポートフォリ

る可能性があることを EFAMA は認めています。

オ取引をどのように構成するかを分析し、投資戦略を再検討し、さら
には個人投資家や機関投資家が、貯蓄預金や生命保険商品などの

EFAMA が発表したこの新たな推定は、本レポートでも

非課税商品に貯蓄を移すリスクを考慮する必要があります。考慮に

上記した以下の理由により、以前の影響度分析と異な

入れるべき様々な要素が存在するため、この方程式を解くことは容易

る結果になっています。

ではありません。

• 本籍国が FTT 圏外の UCITS ファンドが執行したポー
トフォリオ取引は、当該取引のカウンターパーティが
参加加盟国で設立されておらず、かつ FTT 圏で発行

要素：

された有価証券が当該取引に絡んでいない限り、
FTT の課税対象となりません。
• UCITS ファンドによる受益証券／株式の発行は、発

• EU レベルにおける金融取引税の導入は、ファンド業界に大き
な影響を与える公算が大きいと思われます。

行市場の適用除外規定に基づき非課税扱いとなりま
す。
• EFAMA は、本籍国が FTT 圏外にある UCITS は、主
に国内投資家に販売されると仮定すれば、その償還

• 課税基準は極めて広範囲にわたり、FTT 圏との経済的結び付
きの存在がいったん確立すると、金融機関が大部分の金融商
品について執行した取引が課税対象となります。

に対する FTT の影響は比較的少ないと予想していま
す。この例外はルクセンブルグを本籍国とする UCITS
で、EFAMA によれば、それらが FTT 圏内に拠点を置

• 投資ファンドの本籍国が、ファンド・プロモーターが注意深く考
慮すべき主な要因の一つとなる可能性があります。

く投資家に販売される範囲において影響を受けます。
• 最後に、EFAMA は、発行市場の適用除外規定によ

• 現行提案はファンド商品のパフォーマンスや魅力に影響する

り、マネーマーケットファンドのポートフォリオ管理に

可能性が高いことから、ファンド・プロモーターや資産運用会社

対する影響が当初の想定より小さくなると考えていま

は、EU FTT に関連する動向を注意深く見守る必要がありま

す。

す。

9

「機関投資家」が、この指令によって定義される「金融機関」と
みなされる場合。

10 欧州投信・投資顧問業協会
11 http://www.efama.org/Publications/Public/FT T/EFAMA%20
impact%20analysis%20on%20Commission%20proposals%20
on%20FT T.pdf
12 http://www.efama.org/Publications/Public/130313̲FT
T̲Impact̲ Analysis̲2013.pdf
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規制の視点

AIFMD 報酬
ニック・タボーン
（Nick Tabone）
パートナー
監査
デロイト

84
84

ジュリエット・ライ
（Juliette Ly）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

カミーユ・フォーブル
（Camille Fauvel）
シニア・コンサルタント
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

報酬方針に限れば、この指令の主な
目的は、ガバナンス、リスク調整および
透明性という三つの主要な問題への
対応が確実になされるようにすることに
あります。
背景と適用範囲

• リスク調整：変動報酬はパフォーマンスに基づき、特に、繰り延

背景と目的

べ、金融商品による支払いおよびクローバックなどの措置を通

近年、金融セクターの報酬方針の改善について、様々な当

じてリスク調整されます。また、ゼロにまで減少することがあり

局が数多くのガイドラインや勧告を発布してきました。オル

得ます。

タナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）は、何よりも、
多くの点で指令 2006/48/EC（CRD（資本要件指令））の規

• 透明性：AIFM は、報酬方針や実務に関して定量的・定性的情

定に触発された一連の規則を制定しています。オルタナテ

報を開示しなければなりません。報酬総額は AIF 報告書で公

ィブ投資ファンド運用者（AIFM）は、報酬方針を決定する場

表しなければなりませんが、詳細情報は必ずしも公にする必要

合、この指令を遵守しなければなりません。

はありません。

AIFMD の枠組みは厳格な要件を導入し、確実に、AIFM の

適用範囲

報酬方針や実務が首尾一貫性を備えると同時に、健全か

ESMA のガイドラインは、ヘッジファンドやプライベートエクイティ

つ効果的なリスクマネジメントを促進するようにします。報

ファンド、不動産ファンドを含むオルタナティブ投資ファンドの運

酬方針に限って言えば、この指令の主な目的は、ガバナ

用会社のほか、EU（欧州連合）域内で管理または販売される非

ンス、リスク調整および透明性という三つの主要な問題へ

UCITS の規制対象ファンドの運用会社にも適用されます。また、

の対応が確実になされるようにすることにあります。

AIFM が一定の機能を委任した相手先の会社にも適用されま
す。

2013 年 2 月に ESMA（欧州証券市場機構）は AIFMD に基
づく報酬方針の最終ガイドラインを発表しました。AIFM は

EU 域内の AIFM は報酬要件すべての適用対象となりますが、

2014 年 7 月 22 日までに以下の要件を導入する必要があ

EU 域内の AIF の運用および／または EU 域内での AIF の販売

ります。

を行う EU 域外の AIFM は、2015 年までは開示要件のみが適用
され、それ以後は、報酬要件すべての適用対象となることがあ

• ガバナンス：AIFM は、報酬方針を策定し、組織が「大規
模な（significant）」（運用資産残高や従業員数が基準）

ります（例えば、販売パスポートが利用可能で、その申請を行っ
た場合）。

場合は、報酬委員会を設置しなければなりません。監督
機能は、方針の実施および統制機能を監視するととも

報酬の概念は最も広義に理解しなければなりません（固定およ

に、定期的な見直しが確実に行われるようにしなければ

び変動、現金および付加給付、インセンティブプランなど）。成功

なりません。

報酬スキームもこの要件の適用対象となります（共同投資スキ
ーム、すなわち実際の投資のリターンは例外）。
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ガバナンス
要件の内容
この指令は、運用会社が AIFM の報酬方針のデザイン、
実施および監督に責任を負う内部的なガバナンス組織
を確立すべきであるとする要件を導入しています。
このガバナンス構造は報酬の十分性と適切性を確保す
るものであるべきです。確認のために言えば、報酬方針

AIFMD の枠組みは厳格な要件を
導入し、確実に、AIFM の報酬方針や
実務が首尾一貫性を備え、かつ同時
に、健全かつ効果的なリスクマネジメン

は健全かつ慎重なものでなければならず、また過剰なリ
スクテイクに走らせる可能性のある利益相反を回避しな

トを促進するようにします。

ければなりません。そのため報酬方針は、投資家および
ファンドマネジャー双方の利害を一致させるべきです。
報酬方針は、少なくとも年 1 回見直し、必要な場合は改
訂しなければなりません。
報酬のガバナンスには監督機能の創設が含まれます。
監督機能は、（リスク管理責任者、コンプライアンス担当
者、人事部門などによって）内部的に実施される統制に
依拠しなければなりません。この監督機能は、利益相反
を避けるために適切な従業員や組織によって遂行される
ことになります。規模、内部の組織構成及び業務によっ
ては、一部の AIFM では、経営陣が監督機能を遂行する
こともあり得るでしょう。一方、大規模な AIFM では、経営
陣の非業務執行メンバーで構成され、上級管理者など
特定されたスタッフの報酬を適切かつ独立に検討するこ
とを可 能 にする報 酬 委 員 会 を設 置 しなければなりませ
ん。報酬委員会の委員長には経営陣の中の独立・非業
務 執 行 メンバーが就 くべきです。比 例 （proportionality）
基準に関して ESMA は、それを下回る場合は報酬委員
会の設置義務は免除される、最低総資産と従業員数の
基準値（それぞれ 12 億 5,000 万ユーロおよび 50 名）につ
いて一定の明確化をおこなっています。
信用機関や銀行／保険会社グループ、金融コングロマ
リットの投資グループの子会社である AIFM は、グルー
プの報酬委員会に依拠することが認められます。

EU の一部の国・地域は、報酬原則を含む、コーポレートガバ
ナンスに関する一般的なガイドラインをすでに有しています。
それらのガイドラインは、利益相反や報酬委員会、ステーク
ホルダーの独立性、期間などの点で、主として AIFM のガイド
ラインに沿ったものとなっています。
これが AIFM にとって意味するもの
• 各々の AIFM は、特に利益相反を回避するために、誰に監
督機能を担わせるかを決定すべきです。
• 監督機能を構成する人数／組織に関して明確なガイドライ
ンが存在しないため、AIFM は、さらに適切なメンバー数も
決定すべきです。
• 大規模な 1AIFM は、報酬方針の実施や監督など、報酬に
関わるプロセスにおいて外部コンサルタントを任命する可
能性が極めて高いと思われます。その場合、ESMA のガイ
ドライン 2 は、「報酬方針の決定のためにそのサービスを利
用した外部コンサルタントの名称を開示すべき」ことを要求
しています。
• AIFM は、既存の専門ガイドライン／優れた実務を実施／
強化すべきです。

1 大規模性、内部組織ならびに AIFM の業務の内容、範囲および複雑性
2 2013 年 2 月 11 日付けの ESMA の最終報告書 − AIFMD に基づく健全な報酬方針に関するガイドライン
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リスク調整
要件の内容

• 従業員は、報酬要件の適用を逃れるために個人的な
ヘッジ戦略を使用することを禁じられます。

AIFMD は AIFM に対して、健全かつ効果的なリスクマ
ネジメントを促進する報酬方針を確立することを要求
しています。同指令は、リスク調整に関して一般的要

• 任意の年金給付は金融商品で支払われ、最低 5 年の
保持期間を条件とすべきです。

件と個別的要件を区別しています。
これらの要件は、特定スタッフについてのみ強制されま
一般的要件には以下のものが含まれます。

すが、ESMA は、スタッフ全員に適用することを強く勧
告しています。AIFM は、これらの要件を特定スタッフ

• 賞与の保証は例外的なものとすべきで、スタッフの

（AIFM のリスクプロファイルに重大な影響を与えるスタ

雇用時にだけ付与され、最初の 1 年に限定しなけれ

ッフ）のみに適用することを決定した場合は、その理由

ばなりません。

を立証できなければなりません。

• 退職金は失敗に報奨を与えるようなものであっては
なりません。
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個別的要件は特定スタッフの報酬に適用されますが、
以下のものを含んでいます。

これが AIFM にとって意味するもの
この AIFMD の要件は様々な課題を AIFM に突き付けま
す。現段階では、主な影響として以下のことが挙げられま

• 固定報酬と変動報酬の間で適切なバランスをとる

す。

べきです。
• AIFM は、この報酬ルールを適用するために「特定スタッ
• 変動報酬は、パフォーマンスがマイナスとなったら

フ」を指定しなければなりません。次の者は、AIFM のリス

減額すべきです（場合によりゼロにすることも）。変

クプロファイルに重大な影響を与えないことが立証されな

動報酬額の決定のために用いるパフォーマンス評

い限り、特定スタッフとしなければなりません。AIFM の統

価の基準は、あらかじめ決めておき、定量的な要素

治組織のメンバー、上級経営者、その他の責任あるスタ

と定性的な要素（特にリスクマネジメントと関連する

ッフ、統制部門のメンバーおよびその他のリスクテイカ

要素）の双方を含むべきです。

ー、ならびに上級経営者と同じ報酬区分に所属するスタ
ッフ。

• 変動報酬の最低 50％は、AIF の受益証券や株式あ
るいは同等物などの金融商品で支払うべきです。

• AIFM は、ファンドの受益証券（または同等物）で支払わ
れるようにするために、報奨の形態を変更する必要があ

• 変動報酬の最低 40〜60％は、少なくとも 3〜5 年の

るかもしれません。さらに、AIF の受益証券を報奨とする

期間にわたり繰り延べるべきで、繰延期間に比例

ことが、実務上、実行可能かどうかを検討する必要があ

ペースよりも早く権利確定すべきではありません。

るでしょう。

• 変動報酬は、全体的な財務上のパフォーマンスを

• AIFM は、変動報酬の繰延部分を評価するために、キャ

反映するようにし、マルス（権利確定前）またはクロ

リー（将来得られる成功報酬）の評価方法を定める必要

ーバック（権利確定後）調整によって減額すべきで

があるでしょう。

す。
• AIFM は、繰延報酬（例えば、繰延賞与）の使用を増やす
必要に迫られる可能性があり、そうした繰延が税金に与
える影響を検討する必要があるでしょう。

EU の一部の国・地域は、
報酬原則を含む、コーポレート
ガバナンスに関する一般的な

• 成功報酬に対して通常使用されるクローバック条項（事
後調整）に加えて、マルス条項（事前調整）を導入する必
要があるでしょう。
透明性

ガイドラインをすでに有して

要件の内容

います。

なります。この情報は外部（投資家／潜在投資家）および

AIFM は、報酬に関して新たな開示義務に直面することに
内部（AIFM のスタッフメンバー）に対して開示しなければ
なりません。
AIFM のスタッフの報酬総額は年次報告書で開示しなけ
ればなりません。しかしながら、報酬方針、監督機能、報
酬とパフォーマンスの関係、およびパフォーマンス基準を
決定するための意思決定プロセスに関する追加的な定
性的および定量的情報も、年次報告書またはその他の
形式（例えば、報酬方針説明書）により、少なくとも年 1 回
開示する必要があります。
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報酬委員会を有する AIFM の場合は、構成員やその個々の役
割も開示する必要があります。

これが AIFM にとって意味するもの
• 投資家保護 ：報酬方針は投資家に開示され、AIF のリス
クプロファイル評価の一部とみなされます。

こうした要件は、AIFM が、報酬に関する実務や今後の変化
の可能性、AIFM 内の利益相反管理を説明し、その正当性を

• 検証の問題：年次報告書に開示された情報は、AIF の監

立 証 する必 要 があることを意 味 します。したがって、それら

査人によってレビューされるべきですが、それ以外の形

は、それぞれの（潜在）投資家が十分に理解すべき、AIF のリ

式で開示された情報は、チェックされない可能性がありま

スクプロファイル評価の一部となります。

す。

しかしながら、上記情報の開示に際しては、比例原則が遵守さ

• 均質性と緻密性： 国・地域、およびデータ保護や秘密保

れ、そして秘密保持やデータ保護の原則が適用される可能性

持に関する法律、さらには比例原則の解釈によって様々

があります。言い換えれば、小規模または複雑でない AIFM に

に異なる水準の詳細度で、報酬に関する開示がなされる

ついては、また EU の国・地域に応じて、詳細度の水準が変わ

と予想されます。

ることになります。
報酬の開示は AIFM の経営陣の責任です。
さら AIFM は、確実に、従業員全員が、最低限、外部に開示さ
れるものと同等水準の情報および AIFM の報酬方針にアクセ
スできるようにしなければなりません。
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比例原則

ESMA は最終ガイドラインで、除外できるのは以下の要

AIFM は、比例原則に基づき要件の一部を除外すること

件に限られることを明確にしました。

が認められています。それにもかかわらず、個々の要
件について詳細な評価を行うことが必要となります。

• 金融商品による変動報酬の支払い
• 保持期間

AIFM は、比例原則をどのように適用できるかを評価す

• 繰延の要件

るために、以下の要因を総合的に検討すべきです。

• マルス／クローバック条項
• 報酬委員会の設置

• AIFM の規模 − 資本、AIFM が運用する AIF の運
用資産残高または負債、および両者のリスク・エク

ESMA は、これらの特徴は除外することができると同時

スポージャー、スタッフ数、支店数または子会社数

に、これら全体においてのみ除外することが認められる
と述べています。すなわち、比例原則に基づいてより低

• AIFM の業務の内容、範囲および複雑性 − 認可さ
れた業務の種類、AIFM が運用する AIF の投資方針
や投資戦略の種類、国内または海外における事業
活動の内容、UCITS 指令に基づいて認可対象とさ
れる UCITS ファンドの追加的な運用
• AIFM の内部組織 − AIFM またはそれが運用する
AIF の法律上の構造、AIFM 内部のガバナンスの複
雑性、AIFM またはそれが運用する AIF の規制対象
市場への上場
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い基準値を適用することは可能にならないでしょう。

要点：
この指令は、報酬のガバナンス、リスク調整および開

• 報酬のリスク調整の基準は、特に「特定スタッフ」

示に関して厳格な要件を導入しています。これらの

の定義および繰延のための成功報酬の評価の点

要件は、業界全体にとって大きな変化や課題をもた

で、AIFM にとって導入上の課題となります。繰延

らす可能性があると考えられます。

やマルス、クローバックの措置が税金にどんな影

具体的には以下の点が挙げられます。

響を与えるについても検討する必要があります。

a

• これらの要件は、広範囲の事業体（欧州の AIFM
a
および欧州で AIF を運用および／または販売す
in
a る AIFM のほか委託先の事業体）、ならびにそれ

wらの事業体内の関連する報酬の要素（特に、キ
ャリーや一部の共同投資）に適用され、極めて大
co
きな影響を及ぼします。

•A
ch
• co
それぞれの AIFM が報酬のガバナンスを導入する

• また報酬のガイドラインは、AIFM が、報酬方針を
正当化し調整することを要求し、AIF のリスク側面
を報酬プロセスの中核に据えるでしょう。
• AIFM は、比例原則を適用することによって、一部
の要件全体を除外することを認められます。しか
しながら、個々の要件について詳細な評価を行う
べきです。

ことを要求されますが、それに伴い、関係者の独
立性や利益相反に関する難しい問題が生じます。

ESMA のガイドラインは、ヘッジファンドやプライベート
エクイティファンド、不動産ファンドを含むオルタナティブ
投資ファンドの運用会社のほか、EU 域内で管理または
販売される非 UCITS の規制対象ファンドの運用会社に
も適用されます。
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最新ニュース

ECJ（ 欧 州 司 法 裁 判 所 ） の第 C-275/11 号 事 件 −

判決

GfBk ゲゼルシャフト・フュア・ベルゼンコムニカツィオー

CJEU は、そうした投資助言サービスは「特別投資ファンド

ン

の運用 」の定義を満たしているため、VAT の非課税対象
になるとの判決を下しました。

ファンドに関する投資助言サービスの VAT（付加価値税）非
課税扱いを確認

上記を考慮すれば、資産の購入および売却の推奨の提供
から成るサービスは、公衆から調達した資金を譲渡可能証

CJEU（欧州連合司法裁判所）は 2013 年 3 月 7 日、

券に集団投資することから成る、資産運用会社に特徴的な

GfBk ゲゼルシャフト・フュア・ベルゼンコムニカツィオー

業務と本質的に結び付いています。

ン（Gesellschaft fur Borsenkommunikation）mbH 事件
（第 C-275/11 号）における判決を公表しました。

かかる投資助言サービスが、当該ファンドの法律上・財
務上の地位を変えないという事実（このことは、金融サー

紛争

ビスが VAT の非課税対象となる一般的な条件です）は、

本事案において、GfBk ゲゼルシャフト・フュア・ベルゼン

当該サービスが「 特別投資ファンドの運用 」として適格で

コムニカツィオーン mbH（以下、「GfBk」）は、個人向け

あるとすることと矛盾しません。

投資ファンドを運用する資産運用会社に投資助言サー
ビスを提供していました。GfBk はその資産運用会社に

影響

対して「当該ファンドの運用の点で」助言を提供するとと

この判決が、多くの EU 加盟国でそれらの投資助言サービ

もに、「 常時、当該ファンドを監視し、資産の購入または

スがすでに VAT の非課税対象とされているという現行実

売却に関する推奨を行っていました」。GfBk は、その任

務の妥当性を確認したものであるとすれば、従来そうした

務の一部として、「 リスク分散化の原理、法定の投資制

サービスをそれとは異なる形で捉えていた他の EU 加盟国

限･･･および投資条件に注意を払うことを請け負ってい

は、VAT 法令を改正する必要に迫られるでしょう。

ました･･･」。
CJEU はこの点に関して、そうした投資助言サービス
が、VAT 指令に従い、「 特別投資ファンドの運用 」とし
て VAT の非課税対象となり得るかどうかを問題にしま
した。
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ホイールズ・コモン・インベストメント・ファンド・トラスティ

その理由は以下の通りです。

ーLtd 事件（第 C-242/11 号） − 確定給付年金基金
i.
同じく 2013 年 3 月 7 日に CJEU は、ホイールズ・コモン・

確定給付年金基金は一般向けに開放されていな
い。

イ ン ベ ス ト メ ン ト ・ フ ァ ン ド ・ ト ラ ス テ ィ ー Ltd 事 件 （ 第
C-242/11 号）の判決も公表しました。

ii.

当該基金の加入者は、年金基金の運用から発生す
るリスクを負っていない（年金額は年金基金のパフ

紛争

ォーマンスに左右されない）。

本事案は、年金基金の運用が VAT の非課税対象として
適格であり得るかどうかという問題に関わっています。こ

iii.

事業主が支払う拠出金は、従業員に対する法的義

の紛争において、職域年金制度の資産の受託会社であ

務を遵守する手段であり、事業主は、投資ファンドの

るホイールズ・コモン・インベストメント・ファンド・トラスティ

投資家と類似した状況には置かれていない。

ーLtd は、年金基金は VAT の目的上、「特別投資ファン

ド」とみなされるべきであり、したがって、年金基金の運用

この判決は、確定給付年金基金の運用に関わる VAT

は「特別投資ファンドの運用 」の条項に基づいて VAT の

上の取り扱いのみに関係しています。

非課税対象とされるべきであると主張しました。
確定拠出年金制度の運用に対する VAT 非課税の適
問題の年金制度は、制度加入者の最終給与および事

用については、近々判決が下される ATP ペンション・サ

業主に対する役務提供期間を参照することによって算

ービシズ A/S 事件（第 C-464/12 号）で分析されるでし

定される年金を一定カテゴリーの退職従業員に提供し

ょう。

ていました。全従業員を対象とする（ただし、強制加入で
はありません）同制度の加入者は、雇用期間中、給与

影響

から控除される形で固定額の拠出金を支払います。事

CJEU のこの判決は、年金基金が確定給付制度に適合

業主もまた、年金給付の提供に必要な残りの費用が調

している各 EU 加盟国において、直接マイナスの影響を

達できるようにするのに十分な金額を拠出しています。

与える可能性があります。

こうした基金は確定給付基金と呼ばれます。
判決
CJEU は、確定給付年金基金は EU の VAT 指令で言及
されたファンドと同じニーズを満たすものではなく、したが
って、当該指令の意味の範囲内における「 特別投資ファ

ンド」とみなすことはできない、と判示しました。よって、当
該基金の運用は VAT 非課税の恩恵を受けることはでき
ません。
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ドイツでは割戻報酬の規制案が審議中

この法案（ Honoraranlageberatungsgesetz（報酬に基

EU は、近く予定される MiFID（金融商品市場指令）

づく投資助言法 ））は、政府を通じて議会に提出され、

の全面的見直し（「MiFID II」）の一部として、独立

2013 年 3 月 18 日には、追加的な討議のために第 1

系アドバイザーの誘引報酬（inducement）を完全に

回公聴会に諮られました。恐らく来週には議会で議

禁止すべきかどうかを検討していますが、英国 お

決される運びになると思われます。間近に迫った選

よびオランダが施行した新規則がもたらす結果を

挙を意識した感が強いと思われる野党の激しい批判

待つ姿勢をとっているように思われます。またスウ

にもかかわらず、ドイツ連邦銀行はこの取り組みを歓

ェーデンも、MiFID II の規則を超えて、クライアント・

迎していますが、アドバイザーに対する資格付与が

アドバイザーに支払われる誘引報酬の禁止を導入

適切に行われるようにする必要性を指摘しています。

することを検討しており、スイス連邦裁判所は、プ

資産運用業協会だけでなくドイツの大手銀行ネットワ

ライベートバンクが投資一任勘定に関して稼得し

ー ク （ 主 に 貯 蓄 銀 行 （ Sparkasse ） や 信 用 協 同 組 合

た誘引報酬は投資家に支払われるべきもので、プ

（Volksbank） ）も、割戻報酬（retrocession）の完全禁

ライベートバンクが留保するべきではないとする判

止をビジネスモデルに対する潜在的脅威とみていま

決を下しています。こうした状況を背景として、ドイ

す。しかしながら、そうした懸念は、現行法案だけでな

ツは 2012 年 11 月、顧客報酬に基づく独立した助

く、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）や政府からの他の

言サービスのモデルを金融セクターに導入するた

情報にも基づいているわけではありません。MiFID II

めの法案を発表しました。手数料に基づく助言サ

がまだ検討中であることからすれば、この法案の提

ービスも選択肢として残されているものの、この措

出時期は非常に早いように思われます。このことは、

置は、ドイツで MiFID II に先鞭をつけ、従来より多く

短期的には、今後この法案の再作成を要する必要性

の顧客報酬に基づく助言サービスの確立に向けて

を意味するかもしれません。多くのことが、ブリュッセ

さらに前進することを意図するものです。この法案

ルで行われている最終的な MiFID の見直しの結果に

は、2011 年 10 月 に 発 表 さ れ た 欧 州 委 員 会 の

かかっています。

MiFID II の草案を下敷きとしています。
.
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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 Linkʼn Learn のスケジュールをお知らせします。今回も、デロイトの優れた業界専門家が司会を務めます。これらのセッション
は特に、今日の重要なトレンドと貴社のビジネスに影響する最新の規制に関する有用な見識を提供することを目的としています。各ウェビナー
の所要時間はそれぞれ 1 時間となっています。セッションへのアクセスについては deloitteilearn@deloitte.lu までご連絡ください。

日程
5月2日

リスクマネジメント入門（2/2）：投資ファンド

5月6日

UCITS ファンド規制の進展と最新動向

9 月 23 日

ETF（上場投資信託）およびインデックス・トラッカー・
ファンドの概要と最新情報

9 月 26 日
5 月 16 日

AIFMD のセッション（1/4）：概要、一般原則

5 月 30 日

コーポレートガバナンス

6月6日

AIFMD（2/4）：AIFMD の施行に関わる直接税・間接税の

資産運用に対するバーゼル II - III およびソルベン
シーII の影響

10 月 14 日

ファンドのための IFRS 入門

側面を中心に
6 月 13 日

AIFMD（3/4）：レベル II の措置を中心に − 運用会社、
委託、評価および報酬

6 月 20 日

AIFMD（4/4）：カストディアンの責任 − AIFMD および
UCITS V に基づく最新動向

6 月 24 日

FATCA の施行で成功する秘訣
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