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はじめに
読者の皆様
まず初めに、皆様とご家族に謹んで新年のお慶びを申し上げます。2013 年は投資運用業界にとって課題の多い
年となりましたが、新しい年も私たち全員に同等の注意が求められるものと予想しています。
様々な見解、分析およびソート・リーダーシップをまとめたデロイトの最先端の刊行物である「パフォーマンス」の
最新号をお届けできることを喜ばしく思います。本号の刊行が世界経済フォーラムと重なったことは偶然ではな
く、また皆様に熟読・熟考いただくべくここに掲載したレポートの中に、同フォーラムにおける議論の一部を成す
テーマ、およびかかるフォーラムを金融市場と金融機関の前向きな進化のために不可欠なものとしている課題が
含まれていることも偶然ではありません。
同フォーラムの目標と、デロイトがこれらのレポートを皆様にお届けするにあたっての目標は、極めて密接に整合
しています。私たちは金融の世界におけるかつてない変化の時代を生きており、この中で、イノベーションとグ
ローバルなトレンドはより身近な課題と相互作用しています。コストの管理と最適化は規制の変化に立ち向かうこ
とと同じくらい重要であり、また変化する市場の力学を理解することは、新たなテクノロジー、ソーシャルメディアな
らびに変化する文化および人口動態のトレンドの潜在力を理解することなしには不可能です。これらの各分野の
いずれかにおいて行われる意思決定は必然的に私たちの顧客の生活に影響を及ぼし、今後何代にもわたる世
代の運命を決定します。
本号は、広く認められた著名な市場関係者が共同で執筆したレポートを通じてその洞察に富んだ経験および視
点を捕捉することによる、デロイト自身の専門能力を高める道のりのさらなる一歩であり、いくつかの重要な分野
における規制の変化について検討しています。本号では、ガバナンス上の問題を取り上げ、価格設定のテクニカ
ルな領域を掘り下げ、また金融危機の後に「正常な状態」が（そのようなものがあるのであれば）ある程度戻りつ
つある環境におけるM&A市場の動向を検討します。幸いなことに、死についてお話しすることはないかもしれま
せんが、税金についてはもちろんお話しします！要するに、革新的な事柄、示唆に富む事柄および皆様全員に
とって興味深いと信ずる事柄をお伝えします。
私たちは「岐路に立っている」―政治的、経済的、社会的またはその他のあらゆる文脈において―ということ
をしばしば耳にします。このイメージはおなじみになっており、私たちはそれが呼び覚ます直接的な感覚を超えて
考えを巡らすことはほとんどありません。しかし「岐路」とは、現在の私たちのおかれた立場や私たちの前にある
様々な選択をはるかに超えるものを指しています。岐路は、取引上のものであろうと、地理的なものであろうと、
さらには心理的なものであろうと、乗り越えるべき障害物がある場合に生じます。岐路とは、行く手に立ち塞がる
山々を通り抜ける道かもしれませんし、交易路が交差する場所かもしれませんし、コンセプトをイノベーションに変
えるひらめきの瞬間かもしれません。それが何であれ、岐路とは、努力と専門能力が、取組みと熱意が、さらなる
より明るい機会に至る上での障害に直面し、それを乗り越える場所です。それこそが「パフォーマンス」と皆様に
対するデロイトの熱意であり、デロイトはこれを、皆様が前途を切り抜けていくにあたって、皆様のこれからの道
のりへの貢献という形でご提供します。
楽しんでお読みいただけますと幸いです。

ヴィンセント・ガバヌーア

ニック・サンダル

フランシスコ・セルマ

（Vincent Gouverneur）

（Nick Sandall）

（Francisco Celma）

EMEA インベストメントマネジメントリーダー

EMEA金融共同リーダー

EMEA金融共同リーダー

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

「パフォーマンス」読者の皆様
投資運用セクターのためのデロイトのグローバルな業界誌第 13 号にようこそ。金融危機の直後に「パ
フォーマンス」創刊号が刊行されて以来、多くの変化がありました。グローバル経済は再び緩やかに回復し
つつあり、多くの先進国経済は成長しています。投資運用業界は発展してきたものの、前方には依然とし
て多くの課題が横たわっています。規制は絶えず進化しており、特にグローバルなレベルにおいて、遵守
のコストはこれまでになく高まっています。同時に、投資家の要求はますます厳しくなり、パフォーマンスと
透明性により高い関心が寄せられるようになっています。投資に対するこの関与を強めたアプローチは、
マージンに大きな圧力をかけています。
資産運用会社にとってのこの新しい環境において、私たちはいくつかの示唆に富む洞察を読者の皆様に
ご提供できればと考えています。そのため、私たちは外部の寄稿者の関与を拡大することにより、私たち
の業界知識共有プラットフォームをさらに拡充することとしました。さらに、今後の各号はデロイトの異なる
投資運用担当チームが率い、重点トピックを設けこれを多数のレポートでカバーする予定です。
「パフォーマンス」本号は幅広い業界専門家からの貴重な寄稿を含んでおり、欧州の税制および規制の変
化を踏まえた、欧州、特にスイスにおけるウェルス・マネジメントへの将来的なアプローチに重点を置いて
います。また、スイスおよびEUにおける投資運用業界に影響を及ぼしている（または近々及ぼすことにな
る）いくつかの規制について検討しています。例えば、MiFID IIの影響の概要を説明し、シャドー・バンキン
グ規制に関する議論に注目します。また、外部の寄稿者からも全体的なテーマに対する重要な寄稿が寄
せられ、ウェルス・マネジメント・センターとしてのスイスの未来に関する見解を示しています。
中心的なテーマに加えて、ファンドの販売に係る新たな税規制からデロイトのグローバルリスクマネジメント
サーベイの結果および投資運用会社への影響に至るまでの通常の様々なトピックを取り上げています。ま
た、2014 年のミューチュアルファンド市場に目を向けます。
新しい年に、皆様が素晴らしいスタートを切られますようお祈りします。「パフォーマンス」本号を楽しんでお
読みいただけますと幸いです。

サイモン・ラモス

アンドレアス・ティンペルト

（Simon Ramos）

（Andreas Timpert）

編集主幹

スイス インベストメントマネジメントリーダー

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･ルクセンブルク（Deloitte Luxembourg）
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel: +352 451 452 702, mobile: +352 621 240 616
siramos@deloitte.lu, www.deloitte.lu
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注目の
トピック

デビッド・ブルメール（David Blumer） - ブラックロック
ブラックロックのシニア・マネージング・ディレクターであるデビッド・J・ブルメー
ル氏は同社のEMEA責任者であり、グローバル・エグゼクティブ委員会および
グローバル業務委員会のメンバーを務めています。ブルメール氏は、過去に
スイス再保険会社において最高投資責任者およびエグゼクティブ委員会のメ
ンバーを務め、またクレディ・スイスのアセット・マネジメント部門において最高
経営責任者およびエグゼクティブ委員会のメンバーを務めました。
マーティン・ビダマン（Martin Bidermann） - ラン・アンド・ボドマー・チューリッヒ
マーティン・ビダマン氏は 1990 年からラン・アンド・ボドマー・チューリッヒの
パートナーを務め、2001 年からはカスタマー・アドバイザリー・サービスの責任
者を務めています。ビダマン氏は、過去にビジネス研究の職業資格を得て北
米および日本でさらなる研修を積み、国際証券取引に関する深い知識を有し
ています。

トーマス・クーバー（Thomas Kubr） - キャピタル・ダイナミックス
トーマス・クーバー氏は、キャピタル・ダイナミックスの創業者CEOを 12 年以
上務めた後、現職である取締役会エグゼクティブ議長に就いています。クー
バー氏は同社の顧客開発活動および全体的な戦略開発を率い、また投資委
員会のメンバーとして同社の投資戦略を率いています。クーバー氏は、過去
にパートナーズ・グループにおいてプライベート・エクイティ部門責任者を務
め、またマッキンゼー・アンド・カンパニーにおいてコンサルタントを務めまし
た。

フランソワ・レイルー（François Rayroux） - レンツ・アンド・シュテリン
フランソワ・レイルー氏はレンツ・アンド・シュテリンにおける銀行・金融グルー
プの共同責任者を務め、投資運用担当チームを率いています。レイルー氏は
様々なプロフェッショナル組織から、銀行および金融、ならびにスイスの資本
市場法の分野における第 1 人者とみなされています。レイルー氏は、チュー
リッヒ大学から修士号（法学修士：1986 年）および博士号（法学博士：1993
年）を取得しています。

ペトラ・ラインハルト（Petra Reinhard） - クレディ・スイス
ペトラ・ラインハルト氏はクレディ・スイスのマネージング・ディレクターであり、
ファンド・ソリューション・アンド・クライアント・サービス部門責任者を務めてい
ます。ラインハルト氏は、過去にジュリアス・ベアにおいてプライベート・レーベ
ル・ファンド・アンド・ファンド・プロジェクト部門責任者を務めました。ラインハル
ト氏は、バーゼル大学で国内税法および国際税法を中心に法律を学んだ後、
スタンフォード・エグゼクティブ・プログラムを修了しています。ラインハルト氏
は、2010 年より、スイス・ファンド・資産運用協会（Swiss Funds and Asset
Management Association：SFAMA）の取締役会にクレディ・スイスを代表して
出席しています。
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スイスにおける
資産運用の未来
本レポートの執筆時点で、ある二つのスイスの銀行が、米国の
税務調査をきっかけに廃業を決定しました。これは米国に法人や
事業を有する銀行の話ではなく、いずれの銀行もスイスに本拠を
置いており、米国に拠点や代理人は有していません。いずれの
銀行もスイスのいかなる法律にも違反しておらず、また裁判所で
認められた他のいかなる国の法律違反もありません。
金融危機の衝撃波は世界中に広がり、リーマン・ブラ

欧州の中心に位置するウェルス・マネジメントおよび資産運用セ

ザーズの破綻、ベイルアウトおよび時として一部における

ンターとして、スイスはこれらすべての動向により大きな影響を受

UBS、RBS、AIGなどに見られる大手金融機関の国有化を

けています。しかし、未来はスイスのために何を用意しているので

もたらしました。これは、大手の「ブルーチップ」企業の債

しょうか？スイスはその主導的な地位の維持を目指す中でどのよ

務不履行リスクに対する投資家の見方を大きく変えまし

うな課題と機会に直面することになるのでしょうか、そしてスイス

た。

の資産運用業界は未来に向けてどのような準備をすべきでしょう
か？

世界、特に欧州が景気後退に陥る中で、失業率と社会保
障費が国家予算への圧力をさらに強めました。米国は、

私たちは、豊富な経験を有し、スイスの資産運用業界を代表する

緩やかに回復に向かう中で、上記に加えて政治的な膠着

5 人にインタビューし、そのプロフェッショナルとしての多様な経歴

状態に対処しなければなりませんでした。

に基づく様々な視点を示していただきました。

長期間にわたる拡張的な金融政策の結果としての歴史

デロイトのパートナー、マーセル・マイヤー（Marcel Meyer）によるインタビュー

的な低金利は、人口動態上の高齢化のトレンドと相まっ
て、とてつもない課題となると同時に、時代の趨勢を読む
ことのできる者にとって大きな機会となっています。
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Q： 他の主要なウェルス・マネジメントおよび資産運用

トーマス・クーバー

センターと比較して、何がスイスを資産運用に

金融センターとしてのスイスの成功と評判は、信

とって魅力的な立地にしているのでしょうか？

用、強い人間関係および質の高いサービスの上に

デビッド・ブルメール
資産運用分野とプライベート・バンキング・セクターの
両方において、スイスは長い間、ウェルス・マネジメン
ト事業にとって極めて魅力的な立地であり続けていま
す。プライベート・バンキングは伝統的により重要な
柱となっており、国際的な環境、能力の高い人材プー
ル、安定性およびこの市場における長い伝統と経験
が、この成功に寄与している主な要因となっていま
す。
マーティン・ビダマン
私たちは、明らかに、1933 年に銀行の秘密主義が導
入されて以来最大のパラダイムの変化を経験しつつ
あります。主な要因は、ますます進むITの浸透です。
データはどこでも入手可能であり、極めて迅速にコ
ピーし、送信することができ、これを管理下に置くため
には大きな費用がかかります。2008 年以来、誰もが
過去の正規化のことで頭がいっぱいのようですが、現
在のところ、このプロセスは 2014 年末より前には完
了しないように思われます。税務面のメリットやスイス
の銀行の秘密主義のためではなく、伝統的な「スイス
らしさ」、すなわち信用、信頼性、安定性、教育および
経験のために、新たな資金がスイスに流れ込むよう
になるでしょう。

築かれています。民主主義、政治体制の継続性お
よび通貨の安定性に係る何百年もの歴史を有する
欧州の中心に位置する小国として、このような信用
の基盤を有する国はスイス以外に思い浮かびませ
ん。スイスは、投資家が持ち込んだ資金を最善の
方法で保護することのできる長期的に安定した国と
して自国を位置付けることにより、その強みを生か
すことができます。スイスという国がしばしば番号
口座という色眼鏡を通して見られるのは非常に残
念なことです。なぜなら、決して銀行業の中のかか
る部分が、スイス経済の重要な貢献者であったこと
はないからです。
デビッド・ブルメール
税務上の開示と情報交換を取り巻くここ数年間の
動向は、ある程度、プライベート・バンキング重視
からの転換と資産運用のさらなる重視に帰着して
います。私たちはこれが好ましい動向であり、スイ
ス市場における私たちの投資と合致したトレンドで
あると見ています。ブラックロックはスイス・リーから
プライベート・エクイティのファンド・オブ・ファンズ事
業を、またクレディ・スイスのETF事業を取得してお
り、さらにスイスにファンド管理会社を設立するプロ
セスを進めています。規制環境が変化する中で、
遠隔地からある法域において活発に活動すること
はもはや可能ではなくなったため、業務において市
場に存在することがますます重要になります。

スイスは、投資家が持ち込んだ
資金を最善の方法で保護することの
できる長期的に安定した国として
自国を位置付けることにより、その
強みを生かすことができます
トーマス・クーバー
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これらすべての動向は私たちの戦略に組み込まれ
ており、スイスにおける私たちの事業の成長を後押
しするでしょう。

フランソワ・レイルー
2009 年にAIFMDの全体像が明らかになった時、
私は直ちに、これがスイスの資産運用業界に重大
な影響を及ぼすことになると気付きました。一部の
活動、最も顕著な例としては販売、をスイスで行う
ことができなくなったため、これを国外に移転しな
ければならないことは明らかでした。私は、クロス
ボーダーのソリューションが消滅するであろうと理
解しました。なぜなら、人は販売が行われる場所
にいる必要があるのです。その当時、スイスは欧
州の共同市場から完全に閉め出されてしまうよう

税務面のメリットやスイスの
銀行の秘密主義のためでは
なく、伝統的な「スイスらしさ」、
すなわち信用、信頼性、安定性、
高い教育と豊富な知見のために、
新たな資金がスイスに流れ込む
ようになるでしょう

に見えました。

マーティン・ビダマン
Q： 現在の競争の情勢ならびに主な国内的および

国際的トレンドをどのように見ていますか、また
それらが今後 10 年間にわたってどのように進展
すると見ていますか？

ペトラ・ラインハルト
グローバル化がもたらす不確実性、変化する顧客行

デビッド・ブルメール

動および高まる規制の圧力が、スイスの資産運用業

主な要因は規制環境です。これは近年大きく変化

界にとっての主な脅威と見られています。しかし不確

しており、今後も変化し続けるでしょう。様々な要

実性は、趨勢をしっかりと読み、これに従って自社を

因がある中で、これは市場参加者にとっての不確

位置付ける者にとっては、将来の収益性の主要な源

実性を高める一因となっています。コンプライアン

泉となり得ます。市場のプレーヤーはその価値提案

スおよびリスク管理の分野における要件は引き続

を策定し、適切な戦略的取組みに基づいてそのビジ

き増えており、すべての企業において追加的なコ

ネスモデルを調整する必要があるでしょう。成功する

ストが発生し、これは競争をさらに激化させるで

資産運用会社は、入念な分析の結果として、その取

しょう。結果として、成功するためには、一定のクリ

組みを定義しなければなりません―顧客の最大利

ティカル・マスを持つことが必要となるでしょう。代

益のために何をするか、どのような種類の商品や

替的な別の戦略は、ニッチに重点を置き、特定の

サービスを誰に提供したいか、そして持続可能性を

投資テーマのスペシャリストになることです。規制

どこで、どのようにして確保できるか？

はこの動向を推進してきており、今後も推進し続け
ると思われますが、クリティカル・マスや専門性を

説得力のある価値提案は、市場のプレーヤーが測

欠くプレーヤーは、将来苦しむことになるでしょう。

定可能な付加価値を顧客に提供し、持続可能な成
長を実現するための鍵となるでしょう。

もう一つの重要な動向はパッシブ投資戦略のトレ
ンドであり、これは資産運用の情勢を変化させつ

デビッド・ブルメール

つあります。パッシブ戦略は現在著しい成長を見

独立性も、重要なトピックとなりつつあります。投資の

せています。パッシブ戦略においては差別化の余

バリューチェーンに依然として存在する利益相反の

地がほとんどないため、この市場セグメントの中で

解決へと向かうトレンドがあります。顧客は、ますま

自社をどのように位置付けるかが問題となりま

す、明確な受託者アプローチを追求するプロバイ

す。ブラックロックはアクティブ戦略とパッシブ戦略

ダーを選択するようになっています。

の両方を提供するアプローチを取っています。私
たちはこれらを相互補完的なものと見ており、この
アプローチには大きな価値があると考えていま
す。
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Q： 新商品を開発する際、または特定の市場の

セグメントもしくは資産クラスへの参入を決定
する際の主な成功要因は何でしょうか？
デビッド・ブルメール
私たちは、現在まだ皆さんのレーダーに映ってい
ないような問題に対処しています。それが検討し
議論すべき重要なトピックであると考える場合、ア
ジェンダの最優先事項でなくても、直接的かつ
オープンに対処します。例えば、それらのトピック
の一つに、長寿と人口の高齢化があります。これ
が極めて大きな問題となることは誰もが知ってい
ますが、多くの人にとっては、まだ対処すべき事柄

マーティン・ビダマン
チューリッヒで最も古いプライベート・バンクとし
て、地元の顧客が大部分である私たちは、私たち
の未来が主としてスイスにあると確信していま
す。私たちはスイスの市場を理解しており、スイ
スで事業を営むためのノウハウを有しています。
3 つの家族（ラン、ボドマーおよびビダマン）は、
合計 5 人のメンバーによって代表されています。
場合によっては、私たちは 4 世代にもわたる顧客
の家族とお付き合いすることがあります。チュー
リッヒ地域は私たちにとって小さすぎることはな
く、私たちはここに多くの機会を見出しています。

ではありません。私たちは、正確な影響や問題の
解決策がまだ完全にわかっていなくても、これを議

企業家として、私たちは四半期ごとに考えること

論すべきであると考えています。共通の理解を作

はありません―私たちは世代ごとに考えます。

り上げることが重要です。私たちは皆長生きし、ま

私たちの目標は、この銀行を良い状態で―ちょ

た金利は現在極めて低いですから、これが私たち

うど 90 年代の初めに父親たちから私たちが引き

の退職後の生活にとって何を意味するかについ

継いだように―次の世代に手渡すことです。

て、共通の理解を得る必要があります。
ペトラ・ラインハルト
もう一つの例は金利です。金利は現在のところ低

資産運用業界は、直接的および間接的に、マク

いものの、ある時点で再び上昇するでしょう。この

ロ経済の動向の影響を受けています。これらの

影響を議論すべきであり、潜在的な影響がどのよ

動向、および規制や政府の介入などのその他外

うなもので、投資家に準備をさせるために何ができ

部要因の結果として、資産運用会社は、競争力

るかを理解するためのシナリオを策定すべきで

を維持するためにそのビジネスモデルをレビュー

す。私たちは現在、資産運用会社やウェルス・マネ

し、適応させる必要があります。他の多くの業界

ジメント会社とこれらの議論を行っています。投資

と同様に、バリューチェーンにおける勢力基盤は

の世界は変化してゆき、変化のスピードは上がっ

需要へとシフトしています。

てゆくため、これらの事柄を今議論することが極め
て重要です。

成功する資産運用会社は、入念な分析の結果として、
その取組みを定義しなければなりません―顧客の
最大利益のために何をするか、どのような種類の商品や
サービスを誰に提供したいか、そして持続可能性を
どこで、どのようにして確保できるか？
ペトラ・ラインハルト
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Q： かかる環境において競争力を維持するためにど

これは、既存のスイスを本拠とする資産運用会

のような戦略を追求していますか、また貴社およ

社により優位な位置に立つ機会を与え、イノベー

び資産運用業界全体にとってどのような機会を

ションのための好ましい環境を提供するために、

見出していますか？

既存の枠組みを改善し、資産運用に係る新たな

デビッド・ブルメール
現在の環境においては、2 つの主要な問題が極
めて重要です―顧客のニーズは何か、そして
それらのニーズは時間とともにどのように変化し
ているか？これが私たちの分析の基盤です。非
常に多くの考慮すべき要因があり、それらはすべ
て相互に関連しているため、これは確かに現在の
環境において容易な分析ではありません。

条件を定義する好機ですが、このことは同時に、
研究や学術のネットワークとの良い関係を確立
すること、および「エンジェル」投資家のための好
ましい投資環境を作り出すことを意味します。
私たちは、金融ビジネスをさらに多様化し、資産
運用ビジネスを行う場所としてのスイスをより強く
するために、この取組みの勢いを利用すべきで
す。

ペトラ・ラインハルト

デビッド・ブルメール

今日の資産運用はグローバルな活動であり、した

競争力を維持すること、教育を通じて現在および

がって金融センター間の競争は不可避です。スイ

未来の人材プールに投資し続けること、そしてス

スは最も成功しているビジネス立地の一つです

キルや豊富な経験を有する運用会社がスイスか

が、すべての利害関係者は、スイスが金融サー

ら流出しないようにすることが、スイスにとって極

ビスにおける競争力のある場所であり続けること

めて重要になるでしょう。スイス・ファンド・資産運

を確実にし、またスイスが世界的に認められた資

用協会との協力によるスイス銀行協会の資産運

産運用センターに発展するために役立つであろう

用の取組みは、この目標を達成するための重要

アイデアを提案する必要があります。「スイス・

な要素です。他の金融センターが評判の確立や

フ ァ ン ド・ 資 産 運 用 協 会 」 は 、スイ ス銀 行 協 会

長期にわたる顧客関係の構築に取り組んでいま

（Swiss Banking Association: SBA）とともに、スイ

す。一方で、スイスにおける私たちはこれをすで

スを資産運用業界の重要な事業拠点として位置

に有していますが、私たちはこの資産を失わない

付けることを目指しています。

ようにする必要があります。

このSFAMA／SBAの取組みは、スイスを資産運
用のための有力な拠点に発展させることを目標と
しています。

例えば、それらのトピックの一つに、長寿と人口の
高齢化があります。これが極めて大きな問題となる
ことは誰もが知っていますが、多くの人にとっては、
まだ対処すべき事柄ではありません
デビッド・ブルメール
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トーマス・クーバー
豊富な経験を有し、世界のプライベート市場に投資す
るスイスの運用会社として、私たちは顧客のために多
くの機会を見出しています。プライベート投資によって
生み出される非流動性プレミアムがあり、投資の時間
枠および流動性の要件が適切に管理されていること
を前提として、富の保全などの多くの理由が、この資
産クラスへの配分の増加を裏付けています。私の見
解では、長期的で健全な退職給付システムのニーズ
を踏まえ、年金基金や生命保険会社は、プライベート
投資が生み出すことのできる極めて優れた実績を利
用しないわけにはいきません。

Q： 規制について伺います。貴社が参加している

他の中核市場と比較して、スイスの規制環境
についてどのような見解を持っていますか？
デビッド・ブルメール
スイスであっても、英国を含むEUであっても、
全体的な方向性は非常に類似しています。同
時に、一定の各国固有の要件が明らかに存在
しており、そしてもちろん、スイスは独自の「ス
イス色」を持っています。しかし、これは他の多
くの国においても同様であり、いかなる特定の
一般的ルールにも、しばしば異なる解釈があり
ます。これは確かにビジネスを容易にしてくれ

デビッド・ブルメール

るものではありませんが、明らかに発達し続け

私たちのアプローチは、柔軟性を持ち続け、非常に幅

ている環境です。人はこれを、議論や改革に寄

広範かつ奥行きのある商品レンジを維持することで

与する機会として見なければなりません。

す。この方法により、私たちは幅広い顧客特性に適し
た商品を提供することができます。そして、さらに重要

トーマス・クーバー

なことに、顧客に包括的なソリューションを提供するこ

規制は、透明性と不正の防止を提供するという

とができます。

極めて重要な役割を持っています。しかしスイ
スでは、一方において規制当局が既存の法律

これが私たちの戦略の中核です。私たちは単なる商

をインサイダー取引のような分野で執行するに

品ではなく、ソリューションを提供したいと考えていま

あたって十分厳格でないという意味における乖

す。ソリューションはより完全なものであり、リスク管

離があると私は見ています。他方においては、

理などの分野を包含しています。包括的なソリュー

現在スイスの規制は洗練された投資家を過度

ションは顧客とのより密接で長期的な関係を作り出

に保護する傾向にあります。リテール投資家と

し、これはあらゆる事業にとって最も重要な資産とな

同じルールの遵守を洗練された投資家に強制

ります。

することは、洗練された投資家の助けにはなり
ません。私にとって、規制は透明性と公平な競
争の場を提供し、市場を不正のない状態に保
つための鍵ですが、それは適格な投資家を罰
するべきではありません。

今日の資産運用は
グローバルな活動であり、
したがって金融センター
間の競争は不可避です
ペトラ・ラインハルト
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フランソワ・レイルー
スイスの主な強みの一つは、法規範の長い伝統で
す。スイスの法律はおおむね原則主義であり、アン
グロ・サクソン諸国のコモン・ローの伝統にあるよう
な、プロセス主導の具体的な判例から導き出され
たものではありません。金融市場や金融商品は極
めて複雑かつ革新的になっており、すべての可能
性や偶発性をカバーする、あらゆる具体的な判例
についてのプロセスに基づいた法典化を行うことは
不可能でしょう。代わりに、主なルールや原則が定
義されていること、および一連の明確な解釈がある
ことが重要です。私たちの法律の伝統が同等に受
け入れられる必要がある中で、これに対する圧力
がかかっています。しかし私は原則主義の規制が
より効果的な規制であると確信しており、私たちは

スイスの主な強みの一つは、
法規範の長い伝統です。
スイスの法律はおおむね
原則主義であり、
アングロ・サクソン諸国の
コモン・ローの伝統にあるような、
プロセス主導の具体的な
判例から導き出されたもの
ではありません

このことを私たちのパートナーに対して説明し続け
る必要があります。

フランソワ・レイルー

マーティン・ビダマン
私たちは、スイスの規制当局であるFINMAによる
規制を受けています。私たちは銀行のすべての未
払債務に対して個人としての無限責任を負ってい
ます。これは私たちの事業を規制するための極め
て効果的な方法です。すべての会社がこのように
組織されていたら、銀行業界が必要とする規制は
ずっと少なくなるでしょう。
フランソワ・レイルー
現在、スイスの規制はおおむね同等なものと見ら
れており、またソブリン債務危機は、スイスを欧州
の中心に位置する魅力的かつ安定的な拠点として
示すことにより、欧州の規制の孤立化効果をある
程度相殺しました。しかし、EU非加盟国として、スイ
スの野心はすべての第三者国の中で一番になるこ
とでしかあり得ません。これが、私たちが演じなけ
ればならないジョーカーです。
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規制が
販売情勢を
変える
クリストフ・ジロンデル（Christophe Girondel）
販売責任者
エグゼクティブ・マネジメント・メンバー
ノルデア・アセット・マネジメント

単一欧州議定書の発効以来、
欧州における資産運用商品の
販売は議論の的になっています。
欧州全体にわたる金融商品の
共通の枠組みを確保することに
加えて、資産運用商品に対する
適切なアドバイスの概念が主な
懸念事項となってきています。
重要な問題は次のようなものです
―規制当局は、どうすれば
顧客が投資の意思決定を行う際に
質の高いアドバイスを確実に
受けられるようにできるか？
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資産運用商品、特にアドバイスの概念に関連する最近の

UCITS商品指令は、欧州の商品に係る単一の枠組みを初

規制の動向は、さらに消費者の利益のために欧州の販売

めて作り出し、クロスボーダーの販売への扉を開いた抜本

情勢を変化させることを目指していますが、いくつかの広範

的なものでした。突如として、3 億 5 千万人の市民に対する

囲にわたる意図せぬ影響を伴っているように思われます。

販売が可能となり、欧州の会社か、米国の会社かまたはそ
の他の国の会社かを問わず、非銀行所有の資産運用会社

より良くするための規制

にとっての潜在的な規模の経済を生み出しました。銀行や

現在および今後の変化を分析する前に、サービス自由法

保険会社は依然としてかかる外部のソリューションを提案す

が欧州連合域内における金融サービス（保険、銀行および

ることに消極的でしたが、ドイツおよびイタリア、ならびに後

ミューチュアルファンド）に適用されて以来生じてきた主な

にフランスおよびベルギーにおける金融アドバイザリー・

動向は検討する価値があります。

ネットワークの存在が、競争が盛んになることを可能にしま
した。最終的に、この圧力が強まったため、銀行は第三者

真の収斂を見出すには情勢はあまりに違いすぎると判断さ

の商品の提供を開始しなければならなくなり、消費者に提

れたため、当初、欧州連合は販売自体ではなく商品を規制

供されるソリューションの質は高まり、また銀行のアドバイス

することを選択しました。実例としては、英国における金融

の公平性は向上しました。

商品の販売は常に伝統的な独立の金融アドバイザーに依
拠し、一方で銀行やモーゲージ金融機関は極めて限られ

3 機関（欧州理事会、欧州委員会、および欧州議会）がその

1

方針を拡充し、アドバイスに係る共通の枠組みを構築する

た役割を演じてきましたが、これはグラス・スティーガル法
から受け継がれた米国のモデルに酷似しています。

ことを決定したのは、このオープン・アーキテクチャの波の
ただ中においてでした。MiFID指令は、とりわけ欧州全体に

対照的に、欧州大陸においては銀行が常に中心的な役割

わたるアドバイスをカバーする、新たな規制を導入しまし

を演じてきました。例えばフランスでは、伝統的に消費者は

た。この措置は、各投資家に係るリスク特性を定めること、

貯 蓄 を する 際銀 行 に ア ドバイ スを 求 めま す。例 えば ス

商品をその複雑度およびリスクの水準に従って格付けする

ウェーデンでは保険セクターが歴史的にはるかに大きな役

こと、適合性テストのアプローチを開発することならびに商

割を演じてきているなど、国ごとに違いもあるとしても、か

品およびインセンティブに関する主な透明性要件を定義す

かる慣行は欧州大陸全体にわたり共通しています。結果と

ることを含むものでした。同指令は、銀行であるか投資会社

して、欧州連合は販売モデルを規制せず、代わりに商品に

であるかにかかわらずすべてのプレーヤーに適用されます

重点を置き、販売の監督を国内の規制当局および政府に

が、保険セクターは目立った例外となっています。

委ねました。欧州の情勢を変えたのはUCITS商品指令がも
たらした影響であり、同指令は資産運用商品の販売を変化

規制当局は、明確に、欧州全体にわたりアドバイス実務を

させる重要な触媒であることが証明されました。実際に、独

統一することを志向していました。その結果、いくつかの重

立の金融アドバイザーのコミュニティが持つ重要性がオー

要な新基準の設定によって金融アドバイザーの能力は高ま

プン・アーキテクチャを許容し多数の資産運用ブティックを

り、リテール投資家の保護は向上しました。これは、独立の

支えていた英国を例外として、それ以外の欧州は、内部の

アドバイザーが手を組み、大手銀行に挑むことのできるより

資産運用ユニット内で作られる社内商品の販売によって特

規模の大きい投資会社を創設することを促しました。

徴付けられていました。

1
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グラス・スティーガル法は商業銀行業務と投資銀行業務を分離しました。結果として、ミューチュアルファンドおよび証券の販売は独立のブローカー
によって行われるようになりました。厳格な分離は、クリントン政権下で廃止されました。

結果として、現在の情勢はサービス自由法が制定された時点

疑いなく、規制の動向はさらなる競争を促進し、最終消

における情勢とかなり異なっていますが、これは緩やかな進化

費者のためのより良いアドバイスの発達を促してきまし

のプロセスでした。

た。これは、販売会社が引き続き、保険の販売に類似

• 北欧とドイツの銀行および保険会社は、依然として有力
な販売会社です。しかし、IFAおよびウェルス・マネジメン
トのセクターは大きく発展してきました。この発展は主とし

するビジネスモデルとして、その活動に対し商品の供
給会社からコミッションを受け取っているという事実にも
かかわらず生じている動向です。

て統合によるもので、これは増大するコンプライアンスの
負担と規制コストに対処するために不可欠でした。

• フランスの市場は銀行販売モデルを維持しており、集中
がプレーヤーの数を大手金融機関 5 社にまで減少させ
てきました。これにもかかわらず、金融アドバイザーのコ
ミュニティは成長してきています。前向きな結果の一つ
は、10 年前には存在しなかったブティック型の資産運用
会社の創設に寄せられてきたサポートです。

• 南欧は、販売における伝統的な銀行から金融アドバイ
ザーのネットワークへの移行を経験してきました。これは
主として最近の危機によるものであり、非国内商品を提
供する外国の資産運用会社に有利に働いてきました。

当初、真の収斂を見出すには
情勢はあまりに違いすぎると
判断されたため、欧州連合は
販売自体ではなく商品を規制
することを選択しました

• 英国は欧州の規制によって最小限の影響しか受けてお
らず、リテール販売レビュー（Retail Distribution Review：
RDR）の導入がより大きな影響を及ぼしています。

17

さらなる規制―より良くするため？

どう見ても、必要とされる
影響分析を実施することは
ほとんど不可能であり、
よって意図せぬ影響のリスクは
増大しています

金融危機がグローバル経済を崩壊の崖っぷちに追いやっ
たことから、欧州の各国政府は必要とされる金融規制の枠
組みの強化に取り組みました。行き過ぎた行為には構造
改革をもって対処する必要があったことは言うまでもありま
せん。

欧州委員会は、欧州の監督の枠組み（EBA、ESMAなど）、
MiFIDのレビュー、EMIR、CRD IIIおよびIV、AIFMD、UCITS V
ならびにECBの銀行監督を含む様々な取組みを行ってきま
した。これらの措置のすべてが承認されたわけではなく、ま
してすべてが実施されたわけではありませんが、主な構造
改革が導入されたか、または導入されつつあることは否定
できません。また、すでに欧州における最も厳しい規制制
度の一つの対象である

2

資産運用業界、特にそのミュー

チュアルファンド事業が、さらに一層の精査の対象となって
いることも注目されます。

これほど多くの新たな規制が実施される場合、重複する
ルールや矛盾するルールを導入してしまうリスクは無視で
きません。どう見ても、必要とされる影響分析を実施するこ
とはほとんど不可能であり、よって意図せぬ影響のリスク
は増大しています。いくつかの措置は欧州における金融商
品の販売情勢を変えると考えられ、加えて各国は国内の
取組みに着手しており、規制環境をさらに複雑なものにし
ています。
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特に、ミューチュアルファンドの販売、およびその関連す

結果として、その巨大な規模と流動性は潜在的な市場

るインセンティブ構造は、迫り来る割戻報酬

リスクの源泉となります。業界の参入障壁が劇的に高

（retrocession）の禁止を伴って、RDRを行う英国のFSAや

まったことは疑う余地がありません。意図せぬ影響とし

オランダのAFMの標的となってきました。

て、最終顧客が持つ選択肢は狭まっており、最終顧客
は質およびイノベーションにおいて損をする可能性があ

金融危機、および特に資産運用商品の規制に関して言
えば、販売会社の当初の反応は、極度にリスク回避的に
なることでした。第 1 の兆候は、大手銀行が、資産運用
商品の中ではなくプロモーターとの関連において、カウン
ターパーティリスクを重視してきたことです。結果として、
金融機関は資産運用ブティックと仕事をすることをやめ、
代わりに堅固な財務基盤を持つ大手のプレーヤーとの
関係を優先してきました。その目的は、大手のブランドを
優遇することにより、レピュテーショナルリスクおよび資産
運用商品の選択に関連するコストを抑えることです。結
果として、いくつかの革新的な資産運用ブティックは、新
たな規制に関連するコストを吸収しながらする一方で、資
産ベースの減少に対処しなければなりませんでした。そ

ります。さらに悪いことに、市場リスク／ボラティリティの
潜在性は高まるかもしれません。
規制の波の中で、政府機関は欧州全体にわたる販売に
係る報酬モデルを疑問視し始めました。新たなモデルは
英国において実施されており、また 2014 年の初めにオ
ランダにおいて導入されます。リベートに関する議論は
欧州レベルで進み、現在はミューチュアルファンドのみ
3

に関わるものとなっています。PRIP が他の金融商品に
適用されるかは不明確ですが、保険セクターが含まれ
ない（すなわち、保険セクターは引き続きそのバンドル
型のビジネスモデルを追求する）ことは確実と思われま
す。

の結果、それらの資産運用ブティックは市場から撤退す
るか、または他の会社と合併しつつあります。一方で、銀
行はアドバイスに関連するリスクを最小化するため、一
任勘定事業を優先してきました。これは、多額の資産を

2

よく知られた資産運用ブランドに与え、極めて大規模な
ファンドをさらに大きくするという形をとってきました。
3

例えば、UCITSの販売はほぼ二重の規制 ― 商品、その運用会
社およびそのパスポーティングのルールに関してはUCITS指令、
加えてその販売（金融機関または投資会社）に関しては一定の範
囲でMiFID― の対象となっています。
PRIP：パッケージ型リテール投資商品（Packaged Retail Investment Product）
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販売に係る価格設定のアンバンドリングという目標はより高い
透明性につながるため、極めて歓迎すべきことであるものの、
これは広範囲に及ぶ副作用を持っています。
 これはミューチュアルファンド業界に関して保険やストラク
チャード商品との不公平な競争の場を作り出します。さら
に、競合する貯蓄商品の間における取扱いの違いの正当
性を見出すのは困難です。
 バリューチェーンのすべての当事者がそのフィー・モデルと
コストを再評価している中で、英国において価格はRDRの
導入初年度後実際には下落ではなく上昇していることが現
在明らかになっています。
 これはアドバイザリー・フィーの創出につながり、アドバイ
ザーに単に積極的なアドバイスを追求していることを示す
ために顧客のポートフォリオを過当に売買させる可能性、
すなわち中核的投資が「怠惰な資産配分ソリューション」と
して映るリスクを負う可能性があります。
 また、これは銀行セクターの相対的な地位を強化する可能
性があります。そこでは、アドバイスに対するチャージが単
なる一つの構成要素にすぎず顧客との総合的な関係から
恩恵を受けることになります。独立の金融アドバイザーや
ウェルス・マネジメント会社にとっては、これは収益の唯一
の源泉であり、かかる直接的なフィーをチャージする能力
はまだ確立されていません。この状況は重要な影響を及ぼ
す可能性があります。

- リテール消費者が、アドバイスを受けることをやめ、自
分で投資方法を決める投資家となることを選択する可
能性があります。私たちの経験では、これは資産の
誤った配分につながります。

- 欧州大陸においてまだ未成熟な段階にある独立系の
ウェルス・マネジメント会社は最終的に市場から撤退す
る可能性があり、これは銀行の力をさらに強めるでしょ
う。

- 独立した健全なウェルス・マネジメント・セクターなしに、
資産運用ブティックが生き残ることはできません。これ
らのプレーヤーがその最初の資産を、確立されたブラ
ンド、3 年間のトラックレコードおよび多額の運用資産
のあるファンドを優先する銀行から獲得することは不可
能でしょう。
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消費者にとってより良いか？

規制当局、および金融業界自体が、最終顧客を見失っては

規制のアジェンダは欧州における販売情勢を抜本的に変えつ

なりません。最終投資家が選択肢、透明性および単純さの

つありますが、これは新しい現象ではありません。サービス自

恩恵を確実に受けられるようにするため、改革は慌てず、

由法が欧州におけるクロスボーダーの資産運用業界の根源に

熟慮することが肝要です。例えば、代替的な措置として、バ

であることは記憶に値します。同法は単一の市場の創出を可

ンドル型と非バンドル型の価格設定アプローチとの選択を、

能にし、また銀行の自社開発商品に対する代替的なソリュー

販売会社が顧客に提案することを要求し、これにより最終

ションを開拓しました。MiFID指令は、金融商品に関する適切な

消費者に活力を与えることが考えられます。

アドバイスに係る要件により、この枠組みをさらに強化しまし
た。重要な警告は、これが残念ながら保険セクターを含んでい
なかったことです。

最後に、規制は利用可能な多数の手段の一つに過ぎず、
利害関係者は、最終消費者によるより多くの情報を得た上
での意思決定を支援するために最終消費者に活力を与え

危機後の動向は、金融セクターにおける行き過ぎた行為に対

る方法として、教育をより重視することが考えられます。子

処するための、いくつかの規制上の取組みにつながりました。

供たちが物理学や文学を教わっているのは素晴らしいこと

いかなる金融プロフェッショナルもかかるアクションを歓迎すべ

ですが、金融リテラシーを授業内容に組み込んでいる欧州

きです。しかし、資産運用商品の販売に関して、いくつかの取

の学校のカリキュラムはほとんどありません。これは貯蓄だ

組みが意図せぬ結果につながる可能性があります。そのリス

けでなく、貸出商品にも当てはまります。消費者はしばし

クは相当重大であり、―投資ファンドよりに対する利益の上

ば、必要な教育を受けることなしに、そのライフスタイルや

がる保険商品の優遇、小規模な資産運用ブティックの消滅、

退職後の生活に直接的な影響を及ぼすであろう難しい意思

大手銀行への販売の集中、消費者の選択肢の縮小、標準に

決定を迫られます。金融リテラシーは学校から始まるべきと

満たない以下の自社開発商品の台頭復活および最終投資家

はいえですが、より積極的になることは金融および資産運

にとってのコストの潜在的な増加となり―は非常に重大で

用業界の義務でもあります。ときには、良い例を示すことは

す。これらのリスクが軽減されることは極めて重要です。何故

時に小規模でかつ革新的な企業家の肩にかかっています。

なら、一部のこれらのリスクの一部は新たな規制の恩恵を打ち

スペインでは、独立の金融アドバイザーであるマリア・ヘス

消し、アドバイスの質が向上しない世界へと繋がる導く可能性

ス・ソト（Maria Jesus Soto）が、子供たちを念頭に置いた投資

があるためです。

に関する教育書 を執筆しました。業界全体がこれに倣い、

4

前方に横たわる課題を受け入れるべきです。

4

「Mi primer libro de economia, ahorro e inversion」

要点：

• 歴 史 的 に 、 欧 州 の 規 制 の 枠 組 み （ UCITS お よ び
MiFID）はさらなる商品競争を支持し、最終消費者の
ためのより良いアドバイスの発展を促進してきまし
た。

ミューチュアルファンドにとって不利益となる
規制逃れのリスクを増大させます。

• 結果として生じるフィーに基づくアドバイスは、
ウェルス・マネジメント会社や独立の金融アド

• しかし、最近の規制の動向は無数かつ複雑であり、

バイザーを犠牲にする形で銀行に有利に働く

詳細な影響分析を実施することをほとんど不可能に

可能性があり、これは結果として販売の集中

し、これにより意図せぬ影響のリスクを増大させてい

をもたらし、競争の緩和、商品の質の低下、

ます。

選択肢の縮小およびコストの増加につながる

• 透明性を高めるためにミューチュアルファンドの価格
設定構造をアンバンドリングする一方で、代替的な貯
蓄ソリューションに対してはこれを行わないことは、

可能性があります。

• これらのリスクを軽減することは、十分な情
報を得た上で意思決定を行う能力において
最終消費者に活力を与えることと密接に関
係しています。
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欧州のM&Aの回復：
投資家が待ち望んだ
好機
フィリップ・ルコック（Philippe Lecoq）
デピュティ・ディレクター、欧州株式チーム共同責任者
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント

金融危機が始まって以来、欧州のM&A活動は
停滞してきました。しかし現在は、低い経済成長
見通しによっても阻まれることのないであろう
高額のスピンオフ、リストラクチャリングまたは
ビッドに買い手と売り手が参加するための
すべての条件が整っています。
近年の金融の混乱は、欧州のM&A市場を含む多数の

欧州のM&Aが回復するためには、一定の条件が満たさ

犠牲者を生んできました。6 年の間、欧州におけるM&A

れなければなりませんでした。第 1 の条件、およびこの

活動は下り坂にあり、金額（－54％）とディール件数（－

好転が起こるのにこれほど長い時間がかかった主な理

22％） の いずれ でも減 少 しま した。この トレ ン ドは 、

由は、投資家の信頼でした。ここ数カ月において、欧

ディール形成が通常不活発となる夏の間継続していた

州、特にユーロ圏は、ついに景気後退から抜け出した

かもしれません。しかし、予想に反して多数のディール

ように思われます。最も良い例はスペインであり、輸出

が見出しを飾り―シュナイダー／インベンシス、ピュ

が急増し競争力が高まりました。一方で、米国における

ブリシス／オムニコム、ボーダフォン／ベライゾン、マイ

相対的に安定したマクロ経済環境は、欧州におけるそ

クロソフト／ノキアおよびビベンディ―、これは欧州の

の最大の貿易相手国にとって良いニュースとなってい

M&Aが確かに新たな機会に富んだサイクルを始めてい

ます。

ることの明確な証拠となりました。
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結果として、信頼は戻りつつあり、勢いは高まっています。

結果として、キャッシュのディールの割合は、2009 年における

はるかに楽観的になった見通しに促される形で、会社はつ

世界のM&A取引の 59％から 2011 年には 70％に増加しまし

いに行動しつつあり、しばらくの間パイプライン上にあった

た。しかしそれでも、意欲的な買い手は、キャッシュが少なくと

計画に取り組んでいます。

もM&A活動に参加することができます。一般的に記録的な低
金利であるため銀行に頼った資金調達ができるためです。全

実際に、機会および金融の勢力が手始めの問題となった
ことはありません。第 1 に、危機が欧州全体にわたってバ
リュエーションを低下させて以来、欧州の市場は機会に満
ちてきました。資産価格に関して、ユーロ・ストックス 50 は
現在MSCIワールド・インデックスより 32％安く、またスタン
ダード・アンド・プアーズ 500 インデックスの株価収益率
15.8 に対して 13.6 で取引されています。これらのバリュ

体として、M&A活動は、割安な価格と魅力的な戦略的成長や
収益の成長により、欧州において活発化することになると思
われます。しかし、この新たなM&Aサイクルの進展を阻害しか
ねない要因があります。私たちは 2 つの主な要因を特定しま
したが、それらが投資家に価値を提供するであろうM&Aの投
資機会を損なうほどに重要なものであるとは考えていませ
ん。

エーションは世界中の飢えた買い手にとって特に魅力的で
す。

第 2 に、会社はキャッシュを豊富に持っています。株主は
使われていないキャッシュの還元をますます要求するよう
になっているため、会社はこのキャッシュを戦略的に、また
付加価値のあるプロジェクトに使う必要があります。さらに
会社は、ディールの資金調達にあたって銀行融資に依存

米国における相対的に安定した
マクロ経済環境は、欧州における
その最大の貿易相手国にとって
良いニュースとなっています

する代わりに手元のキャッシュを使うことを好み、デレバ
レッジングにかなり努力してきました。加えて、低バリュー
株式は、買い手が取得のための資金調達にあたって株式
を使うことに躊躇することを意味します。
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第 1 に、低い経済成長、ソブリン債務の急増および持続す

M&Aディールは、大規模な買収ビッドではなく、非中核事

る財政赤字という背景が、特に財政赤字を埋め合わせる

業のリストラクチャリングやスピンオフなどの小さなディー

ための増税や法律の保護主義化を会社が予想する場合

ルにどんどん分解されつつあります。ベライゾン／ボーダ

に、欧州におけるM&A戦略を脅かす可能性があります。し

フォンの買収はその良い例です。危機のために会社は

かしこの旧大陸は、買収を他の地域に比べて魅力的なも

ビッドに対してますます慎重になってきており、実行リス

のにするような本源的な資産をその誇りとしています。欧

ク、社会的リスクおよび独占禁止法に現在一層の注意を

州は、安定した規制の枠組み、質の高いインフラ、高い教

払っています。会社は、キャッシュをほとんど、または全く

育を受けた熟練の労働力およびグローバルなブランドを備

必要とせず、巨額のレバレッジングを回避できる取引を好

えています。欧州は、ディールを確保し、知的財産法や特

んでいます。株主は会社の経営方法に対する主張をます

許法の保護を受けることを望む会社にとって極めて魅力的

ます強めてきており、戦略的成長の選択は合理的に見え

です。

るものでなければなりません。例えば、SFRをビベンディか
らスピンオフする計画は、このディールが大きな価値を解
き放つことを株主が期待しているために、株主からの温か

欧州のM&Aサイクルの回復を長い間待ち
続けた後、多額のキャッシュを持つ会社は
現在、低いバリュエーションでノンオーガニッ
クな成長を追求する機会を手にしています

い歓迎を受けました。事業の明確に分離された、株式市
場に上場する 2 つの大きな事業体を作り出すことは、ビベ
ンディのコングロマリット・ディスカウントの縮小に役立ち、
また株主に対する多額のキャッシュの還元をも意味する
でしょう。またこのディールは、高度な集中に直面する通
信セクターにおいてSFRを大幅に再評価する可能性があ
り ま す 。 加 え て 株 主 は 、 ヴ ァ ン サ ン ・ ボ ロ レ （ Vincent

第 2 に、低いバリュエーションが売り手の意欲をそぐ可能
性があります。会社は、その資産を不当に割り引かれた価

Bolloré）の着任がコーポレートガバナンスにプラスの影響
を及ぼすことを期待しています。

格で手放す代わりに、座って待っていようとするかもしれま
せん。しかし、確かに一部のディールはこの理由で延期さ

リストラクチャリングは、時に市場価値の増加および経営

れる可能性があるものの、中小企業はその財務構造に対

効率の鍵となります。たった 1 年間で、オランダの銀行で

する圧力の高まりのため、割安な価格であってもその資産

あるINGの市場価値は 30％増加しました。同行は、政府

を売却する可能性が高いと思われます。会社はその成長

による救済措置のため、その活動のリストラクチャリング

戦略を現在の環境に適応させつつあります。したがって、

を行わなければなりませんでした。そのスピンオフのプロ

この新たなM&Aサイクルは、ディールの種類と量の両方で

グラムは予定よりかなり早く進んでおり、同行の保険子会

変化をもたらすでしょう。

社は今年米国で上場する予定です。来年には同行の欧
州保険部門がIPOを行う予定となっていますが、これはさ
らなる市場流入の引き金となるであろう動きです。

事業の売却やスピンオフはますます知名度を上げているも
のの、潜在的なビッドのターゲットは依然として投資家にとっ

要点：

ての主要な価値の源泉です。英国の業界 3 位のバイオ製薬

• 欧州では、上向きのM&Aサイクルのためのす

会社であるシャイアーは、まれな疾患、神経科学および再生

べての条件―投資家の信頼の回復、低金

医療を専門としています。そのR&D投資は高い売上の潜在

利、多額のキャッシュ、低いバリュエーションお

性につながるでしょう。シャイアーの時価総額は 140 億ポン

よびノンオーガニックな成長の戦略的ニーズ

ドであり、同社は成長のドライバーを探し求めるブリストル・

―が整っています。

マイヤーズやファイザーのような大手製薬会社にとって魅力
的なターゲットです。
機会に不足はありません。投資家にとっての鍵は選択です。
欧州のM&Aサイクルの回復を長い間待ち続けた後、多額の

• M&Aの回復を遅らせる可能性のある主な要因
は、欧州の政府の（低い経済成長と高い税を
伴った）緊縮政策と、低いバリュエーションで
す。

キャッシュを持つ会社は現在、低いバリュエーションでノン

• 会社が新たな環境に適応していく中で、M&A

オーガニックな成長を追求する機会を手にしています。変革

ディールの構造は修正され、ディールの規模

的な巨大合併やビッドの量は減少する可能性が高いと思わ

は縮小し、スピンオフは増加し、株式の公開買

れますが、より小さなディールの増加が期待できます。賢明

い付けは減少するでしょう。

な株式選択は、取り返すべきバリューを超える大きなアップ
サイドを投資家に提供するでしょう。

• かかる低いバリュエーションにおいて、M&Aの
ターゲット会社は大きなアップサイドを有してい
ます。

今回は違う
リスクの見方の
再形成
ローラン・セイヤー（Laurent Seyer）
マルチアセット顧客ソリューション・
販売グローバル責任者
アクサIM
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リスクの選択は、長期的な
リスク回避を背景とした
あらゆる成長の追求の
バックボーンです。
組み込まれたリスクの
一部をヘッジする
ことにより、投資家は
リターンのエンジンに
投資する余地を確保
することができます

リスク回避（de-risking）―長期的な構造的転換

基準金利が歴史的な低水準にとどまっている一方で、国債の利

昨年は、経済の回復と楽観主義の兆候の高まりが見られ、

回りは上昇し、バランスシートの負債側に対する圧力を緩和して

結果としてのグローバル株式市場の持直しや債券利回りの

います。しかし、上記の追い風にもかかわらず、投資家は同時

上昇がありました。かかる市場の動きは年金基金や多くの

に構造的な向かい風に立ち向っているため、著しいリスク再負

保険会社におけるソルベンシーの改善を促し、株価の上昇

担（re-risking）の証拠はこれまでのところほとんどありません。

が資産を膨らませる一方で、債券利回りの上昇が負債の現
在価値を低下させています。

1. 金融および経済の不確実性は継続しています。
危機が始まって以来、マクロ要因および政治要因は、ボラ

これは、リスク回避が終焉を迎えるのかどうか、そして「大転
換（great rotation）」が定着するのかどうかについての疑問
を生じさせました。

金融機関はいくつかの追い風の恩恵を受けており、経済成
長資産は堅調であり、またユーロ危機が遠ざかっているか
もしれないという兆候が見られています。加えて、連邦準備
制度理事会は量的緩和（quantitative easing：QE）の縮小を
2014 年 3 月まで遅らせる可能性があることを示唆してお
り、これも金利の上昇を遅らせ、よってさらにリスク資産に恩
恵をもたらす可能性があります。

ティリティの上昇につながる短期的な事象を重視しつつ、市
場の方向性（リスク負担／リスク回避の交換）の決定におい
て極めて大きな役割を演じてきました。

QEと流動性の注入はここ数年にわたり株式市場のボラティ
リティを抑制してきましたが、このトレンドはQE後の世界に
おいて「逆戻り」すると予想されます。方程式の反対側で
は、市場に対するこれほどに大量の流動性の注入が債券
の利回りを抑制してきており、結果としてユーロの 20 年物
スワップ金利は 2012 年 5 月に歴史的な低水準に達しまし
た。
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金利は構造的に底を打ったと考えられています。しかし、

リスク負担／リスク回避（株式／債券）の方程式の両側に

金利がこれ以上低水準にとどまるかどうかや、公定金利

おいて、投資家は、ボラティリティを管理しつつより利回りの

の引上げが予想より早まるかどうかについては、相当な不

高い資産にアクセスするためのより賢い方法を発見するこ

確実性があります。

とを目指しています。すべての投資家（機関およびリテー
ル）は、ストレスにさらされた時に経験され得るボラティリ

改善の兆しがある一方で、持続的な回復も、また政策決定

ティを依然として強く意識しています。

の方向性やタイミングも、保証されていません。これに加え
て、グローバル市場はこれまでになく相互に関連し合って

2. リスクアピタイトの低下

おり、連邦準備制度理事会のQE縮小に関する単なるお話

欧州の年金基金および保険会社は、2008 年に襲ったグ

が世界中に及ぼした影響において見られたように、世界の

ローバル危機のずっと前に始まった長期的なリスク回避の

片側におけるいかなる政策決定も反対側の市場を動かし

道のりの途上にあります。機関投資家は、リスクベースの

ます。

規制（例えば、オランダにおけるFtK）および時価会計基準
（IFRS）の導入を反映したリスク回避のトレンドにすでに着手
していました。世界の機関投資家資産の約 60％を占める
年金基金および保険会社は、「負債にマッチングする」資
産、典型的には債券を選好して、すでに株式への配分を減
らし始めていました。
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加えて、危機後に導入されたマクロプルーデンス措置およ

未来―あらゆるソリューションの利用

び規制の変化は、一般に債券投資を優遇しています。ソル

したがって、これまでのところ、投資家は普通であれば「リスク

ベンシーIIやバーゼルIIIなどのリスクベースの規制は、他の

再負担（re-risking）」によって経済成長の改善の恩恵を受けよう

資産クラスと比べて株式などの投資を不利に扱い、金融機

と試みたくなる可能性があるものの、政策の不確実性と規制の

関が潜在的なより高い引出しに備えてより多くの自己資本

制約が、長期の負債や高齢化と相まって、これらを押しとどめ

を保持することを要求しています。

ています。投資家は現在、回復のためには成長が必要だが、
これ以上リスクを負担する余力がないというジレンマに直面し

危機はこのリスク回避のトレンドを加速させ、株式の下落と

ています。

債券利回りの急落の両方をもたらし、結果として長期的投
資家のソルベンシー・ポジションの劇的な悪化をもたらしま

今まであったのは確かに株式への「大転換」のお話だけでした

した。このソルベンシー比率に対する圧迫は、資産リスクと

が、私たちはすでに、債券の世界において、リテール投資家と

負債リスクの両方をより効果的に管理する必要性を浮彫り

機関投資家が利回りを追求する中での転換を目にしてきまし

にしました。

た。非伝統的および／または代替的な債券資産への配分、な
らびに高利回りの債券または融資、保険リンク債券、不動産融

市場リスクに加えて、多くの経済における人口圧力と人口
の高齢化が年金基金の負債に対するさらなる重荷となって
おり、これは規則的な所得および資本の保全、ならびにリ
ターンの低いボラティリティがますます重視されることを意
味しています。

資、代替的な債券／クレジット戦略などの戦略は、過去 3 年間
にわたって増加してきています。これは、投資家がより高い利
回りをより低いボラティリティで求めているためです。代替的投
資は、この素晴らしい組合せと魅力的な相関特性を備えていま
す。リスク再負担は、もはや単に株式と引き換えに債券を売却
することを意味するものではありません。リスク管理をさらに重
視した成長を追求して、投資運用業界は、顧客がリスク管理を
ポートフォリオ構築の中心に置きつつ、リスクのある資産に投
資することを可能にするその他のソリューションを開発してきま
した。

第 1 に、業界は投資家のポートフォリオにおけるリスクの識別
と測定を向上させてきており、第 2 に、見返りがないか、または
顧客にとっての相対的に高い機会費用を示すリスクを軽減する
ための様々なツールがあり、そして第 3 に、長期的な目標に基
づいてポートフォリオを継続的に監視するための積極的な管
理、リスクバジェットおよび経済環境が鍵となるでしょう。

リスクバジェット、および結果としての
ソリューションはすべての投資家にとって
同じではありませんが、普遍的に
当てはまることが一つあります―
すなわち、リスクは時間の経過とともに
管理されなければなりません
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リスクの測定

例えば、英国の確定給付年金基金が、資産の 50％を

投資ポートフォリオをより効果的に設定するため、投資

株式に、50％を債券に配分し、そのリスクが均等に分割

家は、純粋に伝統的な資産クラスのリスクを眺めるの

されていると認識するかもしれません。平均してポート

ではなく、詳細なリスク要因分析を用いることにより、

フォリオのボラティリティの約 50％が株式リスクによって

負担するリスクの種類をより深く理解する必要がありま

表され、残りがインフレ、コモディティおよび信用リスクに
由来しますが、その揺れ動く状況は、図表 1 に示すよう

す。

に著しく変化する可能性があります。例えば、2008 年の
各資産クラスは様々な組み込まれたリスクを有してい
ることがあり、それらのリスクはそのリスクとリターンの

年初における状況は、同年末における状況と比べて大
きく異なっていました。

特徴の多くを説明しています。信用は、ソブリン／法人
の債務不履行リスクと金利の方向性を反映していま

したがって、伝統的な資産クラスのリスクの見方を超え

す。株式は、単なる純粋な株式リスクに関するもので

て、ボラティリティとリターンを動かしている実際のリスク

はなく、組み込まれたインフレ、コモディティおよび金利

要因に目を向けることは、資産のみの環境であるか、資

の動向をも反映しています。

産と負債の両方を見ているかを問わず、より詳細な見
方を提供します。

さらに、この資産のリスクの類型論は時間とともに変化
します。したがって、基礎となる共通のリスク要因への

この意識を高めることは、投資家が、厳しいリスクバ

エクスポージャーの結果として、多様な資産クラスが予

ジェットを背景に成長を生み出すため、許容できるリス

期せぬ高い相関を示すことがあり、これは時間とともに

クと排除したいリスクを定義することを可能にします。

変化するため、時間の経過とともに監視および評価す
る必要があります。

図表 1：変化するリスク要因のエクスポージャーによってもたらされるリスク
2010 年
株式

2008 年
株式

2007 年
高利回り
および株式

2012 年
手形および信用

9% コモディティ
15%

28%

62%

29%

予想インフレ
（損益分岐点）

35%
46%

54%
株式

81%

88%

106%

67%

79%

51%
46%

16%

45%

23%
ボラティリティの属性
インフレ

実質

2007 年 9 月 2008 年 1 月 2008 年 5 月 2008 年 9 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2012 年 8 月 2012 年 9 月
コモディティ

信用

出所：アクサIM「Datastream」（独自のリスク要因手法）
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規模

開発成長

高利回り

新興

新興債券

個別

成長を生み出すためのリスク管理

1. リスクの軽減：オーバーレイ運用におけるデリバティブ商品

リスクの選択は、長期的なリスク回避を背景としたあらゆる

の利用

成長の追求のバックボーンです。組み込まれたリスクの一

多くの長期的機関投資家にとって、負債リスクは依然として

部をヘッジすることにより、投資家はリターンのエンジンに投

重要かつ対処を必要とするものです。オーバーレイ運用戦

資する余地を確保することができます。選択を行うと、投資

略は負債リスクにより効率的に対処するために用いることが

家はこの意思決定を適切かつ効率的に実施するためのあら

できますが、特定の資産リスク、市場ボラティリティおよび

ゆる投資ツールを持ちます。私たちは、2 つの主要な区分

テールリスクをヘッジするために用いることもできます。端的

―リスクのヘッジまたは軽減を志向するケース（リスク重

に言えば、負債リスクの軽減のためにデリバティブを用いる

視のみ）、およびリスク管理とリターンの創出を重視する

ことは、機関投資家が見返りのない負債リスクをヘッジする

ケース―に分けて考えることができます。

一方で、成長資産に投資すべき資本を確保することにより、
そのポートフォリオを管理するためのより資本効率的な方法
―より少ない資本でより多くのことをする―を可能にし
ます。インフレ率の上昇、潜在的な資本の引出しおよび金利

多くの長期的機関投資家
にとって、負債リスクは
依然として重要かつ対処を
必要とするものです

リスク要因

金利の上昇

投資家

の動きは、リターンのための余地を確保するためにポート
フォリオにおいてヘッジすることのできるリスクの例です。

影響

ソリューション

確定給付
年金基金

負債

資産

ソル
ベンシー

損害
保険会社

負債

資産

ソル
ベンシー

生命
保険会社

インフレ

確定給付
年金基金

外国
為替

失効

デュレーション・ギャップを徐々に
埋めるためのトリガー指針
上昇の影響を軽減するための
ダイナミックヘッジ
利回りを高めるための
エクスポージャーの確保（CMS キャップ）

ソル
ベンシー

インフレのヘッジ

資産

ソル
ベンシー

外国為替のヘッジ

資産

ソル
ベンシー

負債

すべて
株式

市場のショックを軽減する
ためのダイナミックヘッジ

出所：アクサIM（例示のみを目的とする）.
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2. リスク管理された成長のエンジン

• スマートベータまたは効率的なベータ戦略:

継続する経済と政策の不確実性、およびQEからの脱

これらの戦略は、集中リスクの軽減を主な特色とす

却の影響を踏まえ、ボラティリティは回復すると予想さ

る、市場のエクスポージャーに対する新たなアプロー

れます。より低いボラティリティの成長戦略や、ボラティ

チを提供します。時価総額指標を盲目的に追求する

リティを管理することのできる戦略へのアクセスは、バ

ことによる単純な静的投資のリスクは、危機の間に

ランスシートを安定させようとする投資家にとって不可

明確になりました。投資家は、リスクを負っていると

欠です。

考えていなかった場合においても、集中リスクにさら
されていたことに後になって気付きました―例え

ボラティリティ（および多くの場合においては関連する

ば、多くの債券投資家は、金融に対して不注意にも

規制の影響）を軽減すると同時に、株式または株式同

大きなエクスポージャーを有していました。スマート

等の資産に投資するための様々な方法があります。

ベータ戦略は、これらの非効率を克服するのに役立

ツールボックスの中にあるのは、スマートベータ戦略、

ちます。

リスク主導のポートフォリオ構築およびリバランスの手
法、ならびにボラティリティを低下させ、場合によっては
規制上の救済措置を提供することのできるデリバティ
ブ戦略です。

• リスク軽減戦略（ボラティリティ・キャップ、ボラティリ
ティ・ターゲット）― ボラティリティ管理のためのダ
イナミックリバランス:
上記のとおり、長期的投資家はそのポートフォリオに
おけるボラティリティの度合いをますます懸念するよ
うになっています。資産運用会社は、その資金調達
／ソルベンシー比率を安定させるため、特定の資産
クラスの成長からの恩恵を受けつつそのボラティリ
ティを抑制すべく当該資産クラスへの配分を動的に
管理するような、ボラティリティを管理する戦略に顧
客とともに取り組んでいます。かかる戦略は、ボラ
ティリティが高すぎる場合におけるリバランス、また
はボラティリティが低すぎるか、もしくはターゲットか
ら外れた場合における配分の増加により、投資家が
特定の資産クラスの中で許容することのできるボラ
ティリティの水準を「ターゲット」化することを可能にし
ます。また、ある資産クラスによって被る最大の損失
を管理するように戦略を策定することもできます。
これらすべてのソリューションは主としてリスクの検討
に従って構築されており、その主な目標はターゲット化
されたリターン目標ではなくリスク効率です。これらの
ソリューションは、単一の資産クラスのレベルでも、複
数の資産クラスのアプローチにおいても導入すること
ができます。
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すべてをまとめると
危機は投資の世界を再形成しました。かつてない水準の

要点：

流動性とQEからの解放の影響は確実なものには程遠い

• 緩やかな回復の兆しがあるにもかかわらず、機

ことから、このプロセスはまだ終わっていません。投資家

関投資家は依然として長期的なリスク回避の

は、この不確実性を管理するためのソリューションの提

道のりの途上にあります。

供を求めて投資運用の世界に目を向けています。規制、
テクノロジーおよびリスク管理の改善は、ポートフォリオリ
スクのより効果的な定義、測定および軽減を可能にしつ
つあります。

• 最近の株式市場の持直しはこの道のりの途上
において投資家を助けてきましたが、典型的な
リスクまたは成長資産（株式）への長期的な「大
転換」を示す証拠は現段階でほとんどありませ
ん。

すべての投資家に適合する単一のソリューションはあり
ません:
退職を控えた、または退職する個人は、資本の保全と所
得―資本を失うリスク、または退職にあたって必要とさ
れる置換率を実現できないリスク―に目を向けている
かもしれません。長期的機関投資家は―英国とオラン

• 金融システムが規制の増大およびQEのない世
界（の可能性）という新たな現実に適応する中
で、ボラティリティは上昇する可能性が高く、投
資家のリスクアピタイトをさらに抑制するでしょ
う。

ダのファンドのリスクアピタイトは異なり得るとしても―

• 機関投資家の健全性および投資の枠組みを深

リスク対負債に目を向けています。ソブリン・ウェルス・

く理解することは、積極的かつ巧みな資産配分

ファンドは規制や負債の制約が少ないため、一般に代替

とともに、この新たな世界における舵取りのた

的資産および非流動性資産に対してより高い配分を行っ

めに不可欠です。

ていますが、倫理的投資などのその他の検討事項を抱
えている可能性があります。また、どのようなソリューショ
ンであっても、投資家の規模、機動性およびガバナンス
を必然的に反映するでしょう。

• リスク回避は、もはや単なる株式の売却を意味
していません。リスク再負担は、もはや単なる
債券の売却を意味していません。

• 投資家は、ボラティリティを管理しつつ成長にア
すべてのソリューションはダイナミックに管理されるべき

クセスするために、全てのツールキットにアクセ

です:

スする必要があります。

リスクバジェット、および結果としてソリューションはすべ
ての投資家にとって同じではありませんが、普遍的に当
てはまることが一つあります―すなわち、リスクは時間
の経過とともに管理されなければならないということで
す。アクティブな管理が現在ほど重要であったことはいま
だかつてありません。

規制、テクノロジーおよび
リスク管理の改善は、
ポートフォリオリスクの
より効果的な定義、測定
および軽減を可能に
しつつあります
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ファンド・ガバナンス
の概要
ヘンリー・ケリー

エリザベス・クレンツマン

ショーン・スミス

リーセ・バリル

（Henry Kelly）

（Elizabeth Krentzman）

（Sean Smith）

（Lise Baril）

マネージング・ディレクター

米国ミューチュアルファンドリーダー

ディレクター

シニアマネジャー

ケリーコンサルト・エス・アー・

監査・エンタープライズ

エンタープライズリスクサービス

エンタープライズリスクサービス

エール・エル

デロイト

デロイト

デロイト

ファンド・ガバナンスは、広範な投資コミュニティにおいて盛ん
に議論されるトピックであり続けています。金融危機を受けて
ガバナンス・モデルは精査の対象となっており、投資家と規制
当局の関心は、最終的な責任、独立性、利益相反、より大きな
説明責任の要求などのガバナンスの重要な側面に重点を
置いてきましたが、これは過去数カ月にわたる世界中の
ファンド・ガバナンスにおけるいくつかの注目すべき動向に
反映されています。

34

ケイマン諸島
ケイマン諸島金融庁（Cayman Islands Monetary Authority：

この目的のために十分な時間を取ることの重要性について

CIMA）は、今年初めにヘッジファンドコーポレートガバナン

は、取締役も同意を示しました。非業務執行取締役は一般

スサーベイを委嘱しました。同サーベイは、CIMAによるより

に、定期的に会議を開催する多数の取締役会のメンバーと

幅広い取組みの一環として、ヘッジファンドのマネジャー、

なっています。これらの会議の不規則さが、業界の弱点と

投資家、取締役および様々なヘッジファンドのサービス・プ

見られていました。したがって、取締役が多数の取締役を

ロバイダーから、地元の業界およびその利害関係者のコー

兼職することは、取締役が十分な受託者としての監督機能

ポレートガバナンスに係る方針案・基準案に関するフィード

を効果的に提供する能力に対する制約として見られていま

バックを受けるために実施されました。

す。同サーベイから得られたもう一つの重要なテーマは、透
明性の向上の必要性でした。特に投資家は、取締役に関

同サーベイ（CIMAのウェブサイトwww.cimoney.com.ky上で

するより多くの情報を望んでいます。投資家は、各取締役

閲覧可能）は、取締役の知識、経験および独立性が、コー

が保持する取締役の兼職数、および取締役が関与する過

ポレートガバナンス構造において最も高く評価される要素

去、現在または係争中の訴訟に特に関心を持っていまし

であることを示しました。特に投資家は―同サーベイに

た。

よって証明されたとおり―取締役の知識や経験よりも独
立性を重視しています。取締役の義務はファンドに対する
ものであり、よってコーポレートガバナンス構造における取
締役の役割は、受託者としての監督機能の源泉となること
です。したがって独立性は、取締役がその義務を客観的に
果たし、投資家の利益を保護する能力における極めて重
要な側面とみなされます。2011 年 8 月のウィーバリング事
件の判決は、取締役の側における公平性の必要性を浮彫
りにする役割を果たしました。この例においては、ファンド
のマネジャーと取締役との家族関係があったため、取締役
がそのファンドに対する義務の履行を故意に怠り、不正を
発生させました。取締役がその責任を適切に果たしていれ
ば、不正は発見され、ファンドの損失は軽減された可能性
があるとされました。
同サーベイの回答者は、各取締役による取締役の兼職に
制限が設けられるべきかどうか、およびこれが業界に恩恵
をもたらすかどうかについて、意見が分かれました。このこ
とが業界に恩恵をもたらすと考える回答者の多くは、これ
は保持する一人取締役としての兼職数ではなく、マネー
ジャーとの関係数に基づくものであるべきだと考えていまし
た。特にヘッジファンドのマネジャーはこのように考えてい
ました。投資家は多数の取締役の職を持つ取締役が手を
広げ過ぎる可能性があることに懸念を示しており、取締役
の兼職数に対する制限を、より一層取締役がデューデリ
ジェンスのプロセスの効率性に集中することができるように
する手段として見ています。

取締役の義務はファンドに対するもの
であり、よってコーポレートガバナンス
構造における取締役の役割は、
受託者としての監督機能の
源泉となることです
この情報は、取締役がケイマン諸島の法律上の要件に従
い当該ファンドの取締役を務めるのに「適格かつ適切」であ
るかどうかを評価するために投資家が用いることのできる
決定要因の一つであるため、コーポレートガバナンスの
デューデリジェンスのプロセスにとって極めて重要です。こ
の透明性を実現するため、多くの投資家は、取締役による
取締役の兼職数に関する情報が、CIMAが管理するデータ
ベースを通じて提供されることに賛成でした。しかし、取締
役の兼職数を開示することに賛成した取締役においては、
この方法でかかる情報を伝達することへの支持は最低でし
た。全体として同サーベイは、ケイマンのヘッジファンド業界
が、強固なコーポレートガバナンスの基準および実務、なら
びにケイマン諸島のファンド・セクターに関する堅固な規制
の枠組みを確立することの重要性を認識していることを示
しています。取締役の知識、経験および独立性は地元の業
界の主な強みの一つであり続けており、よってこれらは地
元の規制政策を推進し続けるでしょう。
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アイルランド
アイルランド中央銀行（Central Bank of Ireland：CBI）は、金

最 後 に 、 CBI は ア イ ル ラ ン ド フ ァ ン ド 協 会 （ Irish Funds

融サービス・セクター全体にわたる取締役会と取締役の責

Industry Association：IFIA）が公表した集団投資スキームお

任ある行動を引き続き重視しています。CBIのシリル・ルー

よび運用会社に係るコーポレートガバナンスコード（「IFIA

（Cyril Roux）新総裁は、金融サービス・プロバイダーにおい

コード」）の遵守に関して強い姿勢を取っています。IFIAコー

て活動する者、特に取締役が負う個人責任の重要性を強調

ドは本来的には任意であるものの、CBIはアイルランドのす

しています。これに関して、CBIは 3 方面からのアプローチを

べてのファンドの取締役会が同コードを適用することが「不

取ってきました。

可欠」であるとみなしており、2013 年が移行期間に続く通年
の遵守初年度でした。CBIは現在、業界のIFIAコードへの対

第 1 に、すべての取締役は適合性・誠実性制度の下におけ

応を監視しており、運用会社がオンラインの提出書類におい

る事前承認された統制機能であるとみなされますが、これは

てIFIAコードを適用していることを確認するよう要求していま

取締役がCBIによる同様の規準に基づく評価を受けるのに

す。IFIAコードを適用している場合、年次報告書上で遵守を

先立って、自らの会社による適性、能力および誠実性のテス

確認するか、またはいかなる規定も適用しない理由を説明

トを受けなければならないことを意味します。個々の取締役

すべきです。

会メンバーが費やす時間、ならびに取締役会の活動の水準
および取締役会の適性やスキルセットの範囲は、2014 年の

IFIAコードは中央銀行通達およびアイルランド会社法に概説

CBIのテーマ別検査において精査の対象となる可能性が高

された現行のコーポレートガバナンス実務に基づいています

い分野です。これに関してCBIは、罰金を科す能力や要件の

が、同時に以下に関するいくつかの重要な変更および追加

遵守を怠った取締役の資格を剥奪する能力を含む多くの重

的な着眼点を含んでいます。

要な権限を有しています。

 独立取締役の職

第 2 に、CBIは、監督のための新たなリスクベースのアプ

 取締役会が費やす時間

ローチであるPRISMの下でその権限を行使し始めました。特

 利益相反

にCBIは昨年、実施する検査の件数を増やしました。PRISM
の検査は取締役会メンバーとの面談を含むことがあり、これ

 取締役会の実績レビュー

は性質上対処が困難であり、技術的、リスク上および戦略的

 会議への出席

な事項に焦点をあてたものになる可能性があります。

 委員会への付託条項
 取締役の教育研修

IFIAコードは任意であるものの、
中央銀行はその適用が「不可欠」で
あるとみなしています

オ ル タ ナ テ ィ ブ 投 資 フ ァ ン ド 運 用 者 指 令 （ Alternative
Investment Fund Manager’s Directive：AIFMD）の導入
は、結果として、公認のAIFMとなるアイルランドの運用会
社の取締役会に係るさらなる要件の追加をもたらしまし
た。CBIは取締役会が責任を負う追加的な経営機能を明
確化しており、これらの活動を日常的に監視および管理
する責任を個人が引き受けることが要求されています。
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ルクセンブルク
ル ク セ ン ブ ル ク ・ フ ァ ン ド 協 会 （ Association of the

同規範の改訂では、その初版に含まれていた 8 つの原則

Luxembourg Fund Industry：ALFI）は、2009 年 9 月に公表さ

に、2 つの原則が追加されました。

れた初版のアップデートとして、改訂行動規範を公表しまし
た。ファンドの規制とガバナンスにおいては、部分的には金

これら 2 つの新たな原則（それぞれ、外部ガバナンスおよび

融危機の発生への対応として、過去 4 年間にわたって多く

ファンドの取締役会メンバーの報酬に関するもの）は、これら

の進展があり、これが行動規範をレビューおよびアップデー

の分野において 2009 年以来起こってきた重要な規制およ

トする必要性につながりました。

びガバナンスの進展を包含しています。

しかし、2013 年版の同規範はその全体的なアプローチを変

同規範の 10 の原則を裏打ちする提案は、同規範の初版が

更しておらず、依然として詳細なルールではなく原則に基づ

公表されて以来新たな規制および実務における進展の主な

くものとなっています。初版と同様に、同規範の各原則は多

特色となってきた利益相反の管理、リスク管理および内部統

数の提案によって裏付けおよび説明がされていますが、こ

制のさらなる重視を特に考慮に入れるため、レビューおよび

れは多くの場合において、業界参加者がこれらの原則を導

アップデートされました。加えて、ファンドの取締役会の役割

入するために従うべき実務を表しています。改訂規範は、

と構成のさらなる重視は、議長の役割、取締役会メンバーの

2013 年 6 月 19 日に開催されたALFIの年次総会の折に公

多様性、独立取締役の役割およびファンドの取締役会がそ

表されました。

の実績の定期的なレビューを実施することの提案をカバー
する、新たな提案および修正された提案に反映されていま

ALFIの取締役会は、UCITSか非UCITSかにかかわらず、す

す。

べてのファンドと運用会社が改訂規範を適用し、その年度
財務諸表において同規範の原則の遵守を確認することを強
く推奨しています。同規範の任意の性質にもかかわらず、
初版における規範がすでに広い範囲で適用されていたの
は興味深いことです。2013 年 1 月に公表されたルクセンブ
ルクのファンド・ガバナンスに関する直近の非常に広範な
サーベイによる と、同サーベイの 対象となったUCITSの
85％が同規範を適用していると回答し、さらに同サーベイの
すべての回答者が、同規範の原則主義のアプローチは適
切であると回答しました。
ルールや規制の数および複雑性の絶え間ない増大を特徴
とする時代であるにもかかわらず、ベストプラクティスの提
案によって支えられた適切なガバナンスの原則を適用する
必要性は、広く業界参加者に受け入れられています。

ファンドの規制とガバナンスにおいて
は、ある部分的で金融危機の発生への
対応として、過去 4 年間にわたって多
くの進展があり、これが行動規範を
レビューおよびアップデートする
必要性につながりました
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米国
米 国 証 券 取 引 委 員 会 （ Securities and Exchange

またSECは、当該手続に、数週間、数カ月および四半期を

Commission：SEC）は 2013 年 6 月、モルガン・キーガンが運

通じて価格に変化のない（いわゆる陳腐化した価格の）公

営するファンドの元取締役（モルガン・キーガンの取締役）に

正価値評価された証券を識別およびレビューする仕組みが

ついて、当該ファンドの証券の公正価値バリュエーションに

含まれていないという事実を含め、当該ファンドの手続に関

関連する指摘事項を公表しました

するその他の問題を認定しました。最後にSECは、当該手
1

(http://www.sec.gov/litigation/admin/2013/ic-30557.pdf） 。

続はモルガン・キーガンの取締役が公正価値決定を承認す
ることを要求せず、かつモルガン・キーガンの取締役は実務

当該ファンドは投資不適格債券に多額の投資を行っており、

でもかかるバリュエーションを承認していないと認定しまし

当該ファンドの資産の大部分はサブプライム住宅ローン担保

た。執行行為において一般的であるとおり、SECは、経営者

商品を含むストラクチャード商品に投資されていました。これ

が、モルガン・キーガンの取締役が割り当てられた公正価

らの保有証券はしばしば評価が難しい資産クラスですが、関

値バリュエーションを裏付ける文書による説明情報を受け

連する期間である 2007 年 1 月から 8 月の間に、流動性の

取る要件を含む、当該ファンドの文書化された手続要件に

低下や価格のボラティリティを含む極端な市場状況のため、

従っていないと認定しました。またSECは、当該ファンドの手

価格算定がより困難になりました。

続は経営者のバリュエーション委員会が公正価値決定を行

モルガン・キーガン事案において、SECは、当該ファンドのバ

ド会計グループによって割り当てられており、ポートフォリオ

リュエーション手続が、会計連続通達（Accounting Series

マネジャーの強い影響下にあると認定しました。

うことを義務付けているものの、実務では公正価値はファン

Release：ASR）第 118 号から直接採られた型どおりの要因に
依拠していたと認定しました。これらの要因には、当該投資、

この事案においてSECは、公正価値バリュエーションの決定

当該証券の市場および発行体の財務諸表に関連する基礎

がポートフォリオ運用者からの重要なインプットを用いて行

的な分析データが含まれていました。SECは、これらの要因

われていると認定しました。これに関してSECは、モルガン・

以上に、当該手続が、特定のポートフォリオ資産または資産

キーガンの取締役が、プライシング・サービスまたはブロー

クラスの公正価値の決定方法に関する意味ある手法または

カー・ディーラーから提供された価格の経営者による「無効

その他の具体的な指示を提供していないと認定しました。

化」に関する情報を受け取っていないと認定しました。SEC
は、さらに幅広く、取締役会に提供される情報および報告
が、当該ファンドの証券の公正価値を計算するのにどのよ
うな手法が用いられているかをモルガン・キーガンの取締役

これらの要因には、当該投資、
当該証券の市場および発行体の
財務諸表に関連する基礎的な
分析データが含まれていました

が理解するための十分な情報を提供していないと認定しま
した。
またSECは、この事案を踏まえ、ファンドの取締役は公正価
値バリュエーションの最終的な責任を負っており、また取締
役は公正価値バリュエーションが適切でありかつ関連する
プロセスが意図されたとおりに機能していることを積極的に
確認しなければならないというその長年の見解を改めて表
2

明しました 。
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1

SECは、モルガン・キーガンの取締役が、投資会社法の規則 38a-1 に当該ファンドが違反する原因となったと認定しました。同規則は、投資ア
ドバイザーによるコンプライアンスの監督について定めた方針および手続を含む、連邦証券法への違反を防止するために合理的に設計された
書面による方針および手続を登録投資会社が適用・導入することを要求しています。このモルガン・キーガンの取締役の事案は、ファンドのバ
リュエーション実務に関するあるSECと経営者の和解事案に続いて生じました。http://www.sec.gov/litigation/admin/2013/ic-30557.pdfを参
照。

2

市場価値が容易に入手可能でない場合に取締役会が証券の公正価値を善意を持って決定することを義務付けた投資会社法の第 2(a)(41)(B)
条、およびSECによるこの要件の解釈に関する会計連続通達第 118 号、投資会社法通達第 6295 号（1970 年 12 月 23 日）を参照。
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割戻報酬
過ぎ去りしもの？
アンドリュー・パワー

アンドレアス・ティンペルト

エリカ・メリッツィ

（Andrew Power）

（Andreas Timpert）

（Erika Merizzi）

パートナー

パートナー

コンサルタント

コンサルティング

コンサルティング

コンサルティング

デロイト

デロイト

デロイト

グローバル金融危機と欧州債務危機以来ずっと、
規制当局は金融サービス・セクターを精査し、業界を
より透明かつ説明可能なものにするための法律を
導入してきています。資産運用のビジネスモデルを
取り上げた最新の規制の波も違いはありません。
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迫り来るMiFID IIや非EU法域における類似の規制により、

EU加盟国 27 カ国は誘引報酬に対する独自のアプローチ

資産運用業界は大変革の敢行を余儀なくされています。

を認められる可能性が高いと思われますが、どちらにして

広く議論されてきたトピックの一つは、アドバイザーの

もその禁止命令は急激な変化を要求しています。例えば、

フィー構造、特に誘引報酬（inducement）の禁止です。欧

オランダ、デンマークおよび英国は、誘引報酬の全面的な

州全体にわたり規制当局はこれらのフィーに透明性がな

禁止を実施することを決定しました。かかる規制は、結果

いと見ており、割戻報酬を全面的に禁止するか、または

として金融アドバイザーや資産運用会社の経営方法に抜

厳しい管理を通じてこれを大幅に縮小するかのいずれか

本的な変化をもたらし、そのビジネスモデル全体の再評価

の措置を講じつつあります。

を余儀なくさせつつあります。

EUと金融商品市場指令（Markets in Financial Instruments
Directive：MiFID）II
MiFID IIの目的は、より統合され、競争力があり、透明性の
高い金融サービス業に向けてEUが移行することを助けるこ
とです。欧州連合の理事会、議会および委員会の間におけ
る「トライアローグ（三者間対話）」は近日中に最終指令に関
する結論に達すると予想されますが、この最終指令はEU加
盟国による 2015 年までの移行を要求しうるものです。MiFID
IIはMiFID I（2007 年より実施）を拡大および改良するもので
あり、欧州の証券市場全体にわたって根本的な影響を及ぼ
すでしょう。具体的には、MiFID IIは 13 の重要な戦略的トピッ
クに重点を置いており、そのうちの一つはもっぱら誘引報酬
の利用または割戻報酬に関連するものです。歴史的に、ファ
ンド運用会社は金融アドバイザーに多額のコミッションまた

最新版のMiFID IIの下で、アドバイザーは、小額の非金銭
的便益―ただし、これがサービスの質を向上させ、かつ
会社が顧客の最善の利益のために行動することを妨げな
い場合に限る―を除き、いかなる第三者が支払ういか
なる金銭的または非金銭的便益も受け取ることを認めら
1

れなくなります 。加えてアドバイザーは、すべてのマネジ
メント・フィーおよびアップフロント・フィーを開示しなければ
なりません。
さらに、独立の投資アドバイスに係るMiFID IIの修正された
定義では、金融サービス・プロバイダーは第三者のプロバ
イダーからいかなる形の報酬も受け取っていない場合に
のみ独立性を主張することができるとしています。

は割戻報酬を提供してきましたが、これはファンドにチャージ
されるフィーであり、したがって投資家にとっての間接的なコ
ストとなります。

1

欧州理事会第 24 条（2013 年 6 月）
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MiFID IIの影響

1. 新たなビジネスモデル
この新たな法律の下で、銀行は、顧客に対する明示的
なアドバイザリー・フィーのチャージの開始、および／
または失われる割戻報酬からの収益を代替するため
のブローカレッジ・フィーの引上げが必要となるでしょ
う。フィー構造の変更は、ビジネスモデルに様々な面か
ら影響を及ぼす可能性があります。第 1 に、顧客がこ
れらのアドバイザリー・フィーを支払おうとしない可能性
があるため、新たなフィー構造はアドバイザーの減少
につながる可能性が高いと思われます。このシナリオ
では、顧客はアドバイザーを全面的に迂回し、オンライ
ンのプラットフォーム経由で資産運用会社と直接取引
するという意思決定を行うかもしれません。第 2 に、顧
客は依然としてアドバイザーからの伝統的な種類のア
ドバイスを求めるかもしれませんが、この顧客基盤は
遥かに小さくし、主として富裕層または資産家である可
能性が高いと思われます。第 3 に、富裕層とまでいか
ない顧客が包括的なアドバイス・サービスではなく投資
に関するガイダンスを得られるような、より低コストの
新たなアドバイスモデルを開発することが必要となるで
しょう。

2. 苦戦すると見込まれる高マージン商品
また私たちは、これらの変化が、銀行が最も高いマー
ジンの恩恵を受けているより洗練された投資商品にも
影響を及ぼす可能性が高いと考えています。より複雑
な商品はそのより高いコスト、独自性および複雑性か
ら、必然的により高いフィーを要求します。新たな法律
はこれらのフィーが明示的であることを義務付けてい
るため、真の価値が顧客に提供されない限り、これら
の商品に対する顧客の需要は減少する可能性が高い
と思われます。業界はすでに、金融危機の後に生じた
より透明性が高く単純な商品への選好の転換により、
複雑な商品に対する需要の著しい減少に苦しみまし
た。全体として、高マージン商品に対するフィーのさら
なる引下げまたは廃止が、多くの資産運用会社におけ
る収益性の問題を悪化させる可能性が高いと思われ
ます。
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欧州全体にわたり規制当局はこれらのフィーに透明性がない
と見ており、割戻報酬を全面的に禁止するか、または厳しい
管理を通じてこれを大幅に縮小するかのいずれかの措置を
講じつつあります
英国とリテール販売レビュー（Retail Distribution Review：
RDR）

RDRの発効直後に、アビバおよびアクサも同様にアドバイス
を廃止すると発表し、これは他のプレーヤーにさらなる影響

英国は、誘引報酬を禁止している欧州の 3 つの法域の一

を及ぼしました。RDRの導入へとつながる年に、銀行および

つであり、わずか 1 年余り前（2012 年 12 月 31 日）に発効

非銀行のアドバイザーの合計数は、それぞれ 44％および

した新たな法律であるRDRを通じてこの変更を実施しまし

20％減少しました 。

5

た。英国金融行為監督機構（Financial Conduct Authority：
FCA）は、a) 金融アドバイザーの支払構造における利益相
反を排除すること、b) 投資家が金融アドバイスの対価を支
払う方法に関する透明性を高めることおよびc) アドバイ
ザーの職業資格を強化し、アドバイザーが提供するアドバ
イスの種類を明確化することを目的として、この命令を導入
2

誘引報酬の禁止に加えて、FCAは昨年 10 月、ファンドの
チャージ、特に第三者のリサーチのコストおよびその他の
フィーをさらに調査することを決定しました。現在、資産運用
会社はこれらのフィーを、マネジメント・フィーを通じて投資
家 に 転 嫁 していま す 。FCAの 責 任 者 であ る マー ティ ン ・

しました 。この新たな規制の下で、金融アドバイザー（およ

ウィートリー（Martin Wheatley）氏はフィナンシャル・タイムズ

び 2014 年 4 月 6 日以降はプラットフォームのオペレー

に対し、資産運用会社はコミッションを用いることのできる支

ター）は、新たなビジネスに対するファンド運用会社からの
コミッションの受取りを認められなくなりました。これに代わ
り、すべてのリテール投資アドバイザーは、アップフロント・
フィー構造を構築し、これを投資家に開示しなければなりま
せん。デロイトの調査では、この新たなフィー構造の直接的

6

払対象の「定義を拡大解釈」してきたと語りました 。英国が
マネジメント・フィーを別々のものとする法律制定を推進する
場合、英国はこれを進める世界で唯一の国となり、このこと
はリサーチを購入する資産運用会社の減少につながる可
能性が高いと思われます。

な結果として、英国では最大 550 万人が金融アドバイスの
対価を支払えなくなるか、または支払おうとしなくなる（アド
3

バイス・ギャップとも呼ばれる）と予測しています 。

考えられる一つの影響は、業績を上げるためにリサーチに
依拠する傾向にあるアクティブ・ポートフォリオ運用会社が
悪影響を受ける一方で、パッシブ運用会社が恩恵を受ける

RDRが発効しないうちから、ロイズ・バンキング・グループ、

ことです。

HSBCおよびバークレイズを含む英国の一部の大手金融機
関はすでに、マス市場セグメントにおけるアドバイザー・
4

サービスから撤退する計画を発表していました 。

2

金融サービス機構（Financial Services Authority：FSA）「FSA details the enhanced standards people can expect from all investment advisers」
（2009 年）<http://www.fsa.gov.uk/pages/library/communication/pr/2009/082.shtml＞

3

S Cohen、P EvansおよびA Power「Bridging the advice gap: Delivering investment products in a post-RDR world」（2012 年）
＜http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fs-bridging-theadvice-gap.pdf＞

4

A Power 「 Recognising RDR Reality: The need to challenge planning assumptions 」 （ 2013 年 ） ＜ http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fs-recognising-rdr-reality.pdf＞

5

N Holt「First official RDR stats: adviser numbers down 20%, bank advisers fall 44%」（2013 年）＜http://www.moneymarketing.co.uk/first-official-rdr-stats-adviser-numbers-down-20-bank-

6

S FlemingおよびD Oakley「Shake-up on charges for UK asset managers」（2013 年）＜http://www.ft.com/intl/cms/s/0/59b33776-40ca-11e3-ae19-00144feabdc0.html#axzz2keldHPB8＞

advisers-fall-44/1068505.article＞
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RDRの影響

2. 直接取引する顧客の増加

私たちの見解では、この禁止は以下の 5 つの重要な変化に

また、多くのリテール顧客は、金融アドバイスの対価を支

つながりました。

払わず、これに代わってオンラインのプラットフォームを
利用すること、または直接取引することを選択していま

1. 新たなフィー構造
RDRの結果として、アドバイザリー業界はそのフィー構
造を再評価し、コスト効率の良いソリューションを見付
けることを余儀なくされました。銀行やアドバイザーが
正しい公式を見付けようとする中で、様々な流派が登
場してきました。新たなフィー構造には、時間当たり料
金、投資した資金に対する割合、年間定額フィーなどが
7

含まれます 。また、このサービスに対するフィーという
構造は、アドバイザーの行動を変えつつあります。アド
バイザーは、市場を打ち負かしたり、商品を強引に販
売したりしようとするよりもむしろ、自らの課題を、より適
切に管理することができ、より金融プランニングを目的
8

としたものに改めつつあります 。

す。デロイトリサーチによると、この成長中のセグメントの
運用資産（Assets under Management：AuM）合計は現在
約 4,500 億ポンドで、ウェルス市場の約 20％に相当しま
すが、これはアドバイス・ギャップの結果としてさらに
9

1,250 億ポンド増加する可能性が高いと思われます 。こ
の直接取引のトレンドの高まりは、規制当局の間に懸念
を生じさせています。実際に、2013 年 9 月、ウィートリー
氏はアドバイス・ギャップに対する懸念を表明しました
―「ポートフォリオが 50,000 ポンドから 100,000 ポンド
に満たない人々が、かつて受けていたのと同様のサービ
10

スを受けていないことは懸念事項です」 。この機会を利
用するため、アドバイスを受けていない市場におけるプ
レーヤーは、リベートの禁止をよそに、特定の顧客セグメ
ントに的を絞り、競争力があると同時に収益性の高い価
格戦略を導入することによって、自身を差別化すること
11

が必要となります 。マス市場に的を絞った新しい革新
的なソリューションを導入することのできる者が勝利する
でしょう。
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3. マス市場のための調整されたアプローチ
銀行および資産運用会社は、経営効率の向上に重点
を置く必要があります。現在の料率では、アドバイザー
の顧客基盤は急速に縮小しつつあります。アドバイ
ザーがその富裕層の顧客セグメントのより大きな部分
をつかむためには、そのアプローチをさらに調整し、顧
客ニーズの高度化および支払意欲に最も整合したより
低いフィーでサービスを提供する必要があります。顧客
のセグメンテーションを正しく行うことは、これまでになく
重要になっています。
4. 恩恵を受けるパッシブ運用商品
透明性の向上により、パッシブ運用投資商品への関
心は高まっています。従来、これらの商品に対する低
いチャージはこれらの商品に割戻報酬を支払う余力
がないことを意味していたため、アドバイザーがこれら
の商品を推奨することはめったにありませんでした。
新たな環境ではアドバイザーはもはやこの区別をせ
ず、アドバイザー・フィーの支払いに異議を唱える可
能性のある顧客にアピールするために、より低コスト
のパッシブ運用商品を用いることができます。
5. クリーン・シェア・クラスの開発

スイス：訴訟、FINMAの公表資料および金融サービス法
（Financial Services Act：FSA）
国内外の多数の要因が、スイスにおいて割戻報酬の利
用に関する激しい議論を巻き起こしています。スイスで
は、2 つの民事訴訟が幅広い議論の引き金となりました。
最新のものは 2012 年 10 月のUBSに対する民事訴訟で
あり、ここでは顧客が自分のアドバイザーが受け取ってい
る割戻報酬に対する賠償請求を行いました。この重要な
判決において、スイス連邦最高裁判所は請求者の訴えを
認める判決を下し、UBSに過去に遡って当該フィーを払い
戻すよう命じました。この判決は、銀行がファンドから受け
取るすべてのコミッションおよび／または割戻報酬に対す
る権利を投資家が有していることを明確にしています。銀
行がすべてのフィーを全面的に開示している場合でも、
顧客は依然としてかかる請求を行う権利を放棄するかど
うかを選択することができます。
これらの裁判所の判決に沿い、またEU全体にわたる動向
を踏まえて、スイスの監視機関である金融市場監督機構
（Financial Market Supervisory Authority：FINMA）は 2012
年 2 月、販売のルールに関するポジションペーパーを公
表し、銀行は第三者または行内から受け取ったいかなる
報酬についても顧客に知らせなければならないと定めまし
た。これは、特定の場合において、銀行が特定の個人に

投資運用会社は、コミッションおよびプラットフォーム・

対して負っている金額を決定するため、ファンドから受け

フィーを取り除いたクリーン・シェア・クラスを開発しなけ

取った一括のリベートを細分化することを要求される可能

ればなりませんでした。すべての顧客をこれらのより低

性があることを示唆しています。またMiFID IIと同様に、同

コストのシェアクラスに自動的に切り替えるべきか、また

ポジションペーパーは、アドバイザーはいかなる第三者イ

はコミッションは過去に提供されたアドバイザリー・サー

ンセンティブも受け取っていない場合にのみ独立性を主張

ビスを反映しているため、これらの顧客を伝統的なシェ

することができると述べています。同ポジションペーパーに

アクラスにとどめることができるかに関する重要な議論

加えて、FINMAは、資産運用会社が行動ルールの最低基

が進行中です。かかる切替が顧客に恩恵をもたらすか

準として従うべき具体的な指針を示した「資産運用に関す

どうかにおいては、税金が重要な役割を演じます。

る指針」（2013 年 7 月 1 日に発効）に関する改訂通達を公
表しました。

７

金融行為監督機構（Financial Conduct Authority：FCA）「Supervising retail investment advice: how firms are implementing the RDR」（2013 年）

８

N Blake「Why it's too early to call a result to RDR」（2013 年）＜http://www.ifaonline.co.uk/ifaonline/feature/2296781/why-its-too-early-to-call-a-result-to-rdr＞

９

A Power「Recognizing RDR Reality: The need to challenge planning assumptions」（2013 年）

＜http://www.fca.org.uk/static/documents/thematic-reviews/tr13-05.pdf＞

＜http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fsrecognising-rdr-reality.pdf＞
１０

S Dale「Wheatley admits 'concern' over post-RDR advice gap and hints at action」（2013 年）＜http://www.moneymarketing.co.uk/wheatley-admits-concern-over-post-rdr-advice-gapand-hints-at-action/1077089.article＞

１１

A Power「Recognizing RDR Reality: The need to challenge planning assumptions」（2013 年）＜http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Industries/Financial%20Services/uk-fs-recognising-rdr-reality.pdf＞
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迫り来るMiFID IIや非EU法域に
おける類似の規制により、資産運用
業界は大変革の敢行を余儀なく
されています

高度に統合された金融サービス会社が最も高い請求書を
受け取る可能性が高いものの、より小規模な資産運用会
社も、リベートの資金をまかなうのに苦労することになる可
能性があります。

これらの事象の結果として、UBSは、一任勘定のプライ
ベート顧客に対して販売される商品に関連する割戻報酬
フィーを廃止する最初のスイスの銀行の一つとなり、これを

具体的には、これは資産運用会社による「受け取っているか
または受け取る可能性のある誘引報酬の計算のパラメー
ターおよびスプレッド」についての顧客への情報提供、ならび
に顧客の要請によるすでに受け取った誘引報酬の金額の開
示という追加的な要件を定めています。

13

2013 年末までに段階的に廃止します 。クレディ・スイスお
14

よびAKBも、それぞれ 2014 年 7 月 1 日 および 2014 年 1
15

月 1 日 までに割戻報酬を段階的に廃止することを決定し
ました。さらに、多くの資産運用会社も新たな情勢に対応し
つつあります。例えば、スイスの州銀行各行が所有するベ

このFINMAの公表資料にもかかわらず、依然として多くの問
題が法律による対処がなされないままとなっています。その
ため、金融サービス法（Financial Services Act：FSA）の下で
新たな法律制定が進行中であり、これが最終的に割戻報酬
の利用方法を決定するでしょう。導入は 2015 年以降となる
見込みです。市場は、全面的な禁止よりも厳しい条件を伴う
妥協の方がより可能性が高いと予想しています。

ルンを本拠とする資産運用会社であるスイスカントは、適
格および一任勘定の投資家のためのコミッションなしのシェ
16

アクラスを新設しました 。
結論
貴社の法域にかかわらず、欧州全体にわたって、割戻報酬
からより透明性の高いアップフロント・フィー構造への転換
という明確な規制上の流れがあります。資産運用会社の対
応方法としては、以下の 3 つがあります。

訴訟の影響とFSA
遡及的な割戻報酬フィーの払戻しは銀行によって異なります

 貴社が社内にアドバイザーを有している場合、貴社の

が、その影響は相当なものとなるでしょう。ロイターによると、

商品を販売し、資産運用商品に対するアドバイザリー・

スイスの独立系の資産運用会社は過去 5 年間に割戻報酬

フィーを稼得します。

で約 70 億スイスフランを稼得しており、その多くの部分が、
12

顧客に対して負うものであるというリスクを有しています 。

 貴社がリテール販売を行っていない場合、ブランド、実
績、価格または投資家の要求の充足が、アドバイザー

実際には、遡及効についての議論が続いているため（5 年ま

を利用していないリテール投資家に貴社をアピールす

たは 10 年のいずれかとなる見込み）、エクスポージャーはさ

るための残された数少ない方法です。

らに大きくなる可能性があります。

 貴社の商品が実績を上げていない場合、貴社は無防
備な立場に立たされるでしょう―さらなる合理化と
パッシブ商品をより一層の重視することが唯一の方法と
なるかもしれません。

12

M de Sa'Pinto, ‘Swiss asset managers sweat over UBS fee ruling’ (2012)
<http://uk.reuters.com/article/2012/11/12/swiss-investment-fees-idUKL5E8M97RB20121112>

13

NUBS Press Release, ‘Revised pricing structure for discretionary mandates’ (2013)

14

‘Credit Suisse verzichtet auf Retrozessionen’ (2013)

15

‘Auch AKB leitet Retrozessionen weiter’ (2013) <http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/auch-akb-leitet-retrozessionen-weiter-522253>

<http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/about_us/news/news.html/en/2013/03/13/20130313a.html>
<http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/credit-suisse-verzichtet-auf-retrozessionen-1.18177022>

16

D Ricketts, ‘Switzerland plans crackdown on rebates’ (2013) <http://www.igniteseurope.com/c/578394/65254/
switzerland_plans_crackdown_rebates?referrer_module=emailMorningNews&module_
order=0&code=WVdKaGRXTm9ZWFJBWkdWc2IybDBkR1V1YkhVc0lERXdNekV4T0RRc0lERXdPVEUyT1RNM09UWT0>
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要点：
 今後 1 年から 3 年の間に、欧州全体にわたって、割
戻報酬は禁止されるか、または厳しく制限される可
能性が高いと思われます。
 伝統的なアドバイザリーのビジネスモデルにはリス
クがありますが、注意深いセグメンテーションと新し
い革新的な提案は、販売会社がその顧客基盤を維
持する助けとなり得ます。
 誘引報酬の禁止がすでに実施されている国（例え
ば、英国）において、私たちは消費者による直接取
引の選好という重要な転換を目にしてきました。
 割戻報酬に関する法律がまだ導入されていない国
（例えば、スイス）において、私たちは、銀行および
資産運用会社が変化に先立って自社の位置付けを
見直すための先制措置を講じる様子を目にしてきま
した―この転換にいかに備えるかを決定すること
は、各資産運用会社にとって重要な優先事項となる
でしょう。

EU加盟国 27 カ国は誘引報酬に
対する独自のアプローチを
認められる可能性が高いと
思われますが、どちらにしても
その禁止命令は急激な変化を
要求しています
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進化するリスクと
課題の検討
投資運用業界の視点
エド・ヒダ

ギャレット・オブライエン

マイク・フェイ

マイケル・クイラタン

（Ed Hida）

（Garrett O’Brien）

（Mike Fay）

（Michael Quilatan）

グローバルリーダー

プリンシパル

プリンシパル

シニアマネジャー

リスク・資本管理

監査・エンタープライズ

監査・エンタープライズ

監査・エンタープライズ

グローバル金融サービス業界

デロイト

デロイト

デロイト

デロイト

本内容は、デロイトのグローバルリスクマネジメントサーベイ第 8 版の結果に基づきます。
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金融低迷の最悪期以来、リスク管理の実務がその余波を
受けてどのように変化してきたかだけでなく、拡大・発生
するリスク分野に対処するためにリスク管理がさらにどの
ように進化する必要があるかを私たちが振り返り、これを
レビューする機会を持つのに十分な時間が経過しました。
私たちのサーベイの結果が、ガバナンスおよび監視重視の
強まり、ならびに流動性リスク、投資リスク、信用リスク、規
制リスクおよびレピュテーショナルリスク管理の一層の重視
を示していることは、何ら驚くべきことではありません。しか
し、そのより幅広い影響は、この必要とされるリスク重視の
姿勢が、経営者による他のリスク分野、特にオペレーショナ
ルリスクや業界が現在直面する増大・進化中のいくつかの
リスクの分野からの関心およびリソースの転換をももたらし
たことです。
金融サービス会社を対象としたデロイトのグローバルリスク
マネジメントサーベイ第 8 版を通じて、私たちは投資運用に
おけるこれらのトレンドを検討します。86 の回答者の半数
は、自社が独立系の投資運用会社またはより大規模な総

グローバルリスクマネジメントサーベイ
第 8 版は、リスク管理の状況を評価し、
現在の課題と進化するニーズをカバーして
います。本サーベイは、合計で 18 兆米ドル
を超える資産を運用する世界中の
金融機関 86 社の最高リスク責任者または
その同等者の参加を得て、2012 年 9 月
から 12 月に実施されました。

合金融機関（主として銀行および保険会社）の投資運用会
社のいずれかであると回答しました。

本サーベイレポートにおいて「デロイト」とは、Deloitte Touche Tohmatsu Limitedおよびそのメンバーファームを意味します。

49

得られた教訓：リスク管理はどのように進化してきたか
ガバナンスと監視
自社の取締役会および／または経営陣が 5 年前と比べて
リスクの監視により多くの時間を費やしていると述べた回答
者の 94％が、リスク管理の戦略的な重要性と潜在的な評
判の悪化の可能性を挙げました。
リスク重視の強まりのもう一つの重要な兆候は、80％が自
社の取締役会が現在自社の組織のリスク管理方針および
／または全社的リスク管理（Enterprise Risk Management：
ERM）の枠組み、ならびにリスクアピタイトステートメントをレ

その他のサーベイのハイライト
金融サービスの幅広い情勢全体にわたって、注目すべき
その他のマクロのテーマが生まれています。

 リスク管理能力の向上
リスク管理者の約 4 分の 3 が、自社は全体的なリスク
管理において極めて効果的またはかなり効果的である
と評価し、2010 年のサーベイ結果における 66％から増
加しました。

 企業によるリスク管理への投資の継続

ビューおよび承認していると回答したことです。プライベート

金融機関の 3 分の 2（65％）が、リスク管理およびコンプ

エクイティおよびヘッジファンドにおいては、リスク委員会や

ライアンスに対する支出が増加したと回答し、2010 年の

作業部会が、他の企業における取締役会の責任に類似す

55％から増加しました。サーベイに参加した金融機関の

る役割を引き受けるようになってきています。

過半数（58％）が、今後 3 年間にわたってリスク管理予
算の増額を計画しており、17％が年間 25％以上の増額

また私たちは、ERMプログラムの採用の著しい増加を見出
しました。今年のサーベイでは組織の 62％がERMプログラ
ムを実施していると回答し、2010 年の 52％および 2008 年

を予想しています。

 重要な課題であるテクノロジーおよびデータ

の 36％から増加しました。これに加えて、金融機関の 21％

リスクの監視および管理に用いられるテクノロジーは特

がERMの枠組みを積極的に構築中であると回答しました。

別な懸念事項となっており、私たちのサーベイ結果によ

これは、ERMの枠組みを構築済みであるか、または現在構

れば、リスクテクノロジーの著しい向上が必要とされてい

築中の企業は合計 83％であり、ERMプログラムを有する企

ます。自社のテクノロジーシステムが極めて効果的また

業が 2008 年には少数派であったのに対して、リスクをより

はかなり効果的であると評価している金融機関は 25％

総合的に捉え、管理しようとする企業の数における重要な

未満である一方で、金融機関の 40％はリスクデータの

転換を示しています。

管理における自社の能力について懸念しています。

 リスク負担と報酬の整合性を高める機会
特定の種類のリスク管理における実効性について尋ねる
と、多くの金融機関が、自社は流動性リスク（85％）、信用リ
スク（83％）、カウンターパーティリスク（83％）、規制／コン
プライアンスリスク（74％）、および市場リスク（72％）の管理
において極めて効果的またはかなり効果的であると評価し
ました。しかし、オペレーショナルリスクの管理に関して自社
に高い評価を与えた企業は半数未満（45％）―2010 年の
47％と著しく類似―でした。この結果は、オペレーショナ
ルリスクの管理および測定に固有の複雑性を浮彫りにし、
依然としてこの分野に改善の余地があることを強く示唆して
います。
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リスク管理と報酬の関連付けにおける進捗は、2010 年
のサーベイ結果以来、徐々にしか変化していません。現
在、金融機関の 55％がリスク管理を業績目標および経
営陣の報酬に組み込んでいますが、これは 2010 年から
ほとんど変化していません。

新たなリスク分野への対処
オペレーショナルリスク管理の困難さの指摘に加えて、私た
ちのサーベイ回答者の多くが、特定の増大・発生中のリスク
により効果的に対処するため、自社のリスク管理アプローチ
を改善する必要があることを認めました。
2 ダースを超えるリスク分野の中で、私たちはサーベイ回答
者に対し、最下位近くにランクされた 3 つの新たなリスク分
野―モデルリスク、ITセキュリティリスクおよび事業の継続
性―の管理における自社の実効性を評価するよう求めま
した。それぞれの場合において、自社の組織がこれらのリス
クを効果的に管理していると評価した参加者は半数にとどま
りました。

3 つの新たなリスク分野

モデル
リスク
ITセキュリティ
リスク

事業の継続性

自社の取締役会および／または経営陣が
5 年前と比べてリスクの監視により多くの
時間を費やしていると述べた回答者の
94％が、リスク管理の戦略的な重要性と
潜在的な評判の悪化の可能性を挙げました
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モデルリスクの管理
私たちの経験では、モデル主導のトレーディング戦略を

業界の対応：私たちの経験

活用し、バリュエーションモデルやリスクモデルへの依拠
を強める投資運用会社が増える中で、これらの会社は以
下を含む様々な問題に取り組んでいます。

 自社のモデルは意図されたとおりに実行されている
か？

 どうすれば投資目標の遵守を最も適切に監視するこ
とができるか？

 問題が起こった場合、何を、いつ開示するか？
 どうすれば自社のモデルに関連する知的財産を適切
に保護することができるか？

モデルリスクに対処するために投資運用会社が注
目している分野には、モデルのガバナンス、モデル
の検証、展開、保守などがあります。
ガバナンス
ガバナンスにおいて、投資運用会社は、自社の監
督および監視実務、役割および責任、方針および
手続ならびに全体的な統制の枠組みについての評
価を行っています。加えて、モデルの複雑性やキー
パーソンリスクの潜在性を考慮した場合、または第
三者が関与している場合には、モデルの実行方法

金銭的損失、規制への違反および潜在的な知的財産の

の厳格な文書化が最重要となります。

損失といった重大なリスクにとどまらず、一部のモデル主
導の戦略は投資運用会社を深刻な評判の悪化にさらす

モデルの検証

可能性があり、実際にさらしてきました。投資運用会社

これには、利用目的や全体的なモデル戦略の文脈

は 、 証 券 取 引 委 員 会 （ Securities and Exchange

との比較におけるモデルの理論的な設計、データ

Commission：SEC）が 3 つの会社を、顧客資産の運用に

のインプット／仮定およびアウトプットのレビューが

用いる定量的投資モデルのコンピュータコードの重大な

含まれます。企業は、実際の業績と予想業績の間

エラーを隠蔽した証券不正の疑いで告発したことに注目

の差異を浮彫りにするために継続的な監視を利用

しました。このエラーは 2 億 1,700 万米ドルの投資家損失

しています。また企業は、ストレステストやバックテ

をもたらし、これは払い戻され、さらに 2,500 万米ドルの

ストを利用してモデルを検証・再計算する独立の検

罰金が支払われました。

証者にも目を向けています。

課題は、モデルリスク―または金融機関がモデルの利

展開と保守

用に基づく意思決定や行動から悪影響を受けるリスク

多くの企業は、モデルの開発ライフサイクルを巡る

―は、モデルの一貫性のない仕様、適用および導入を

プロセスと厳密性を強化しつつあります。これは主

含む様々な要因から発生する可能性があるということで

として変更管理の統制および手続、既存のシステ

す。これは、モデル主導のトレーディング戦略だけでなく、

ム、プロセスおよび手続へのモデルの統合ならび

バリュエーション、取引配分およびリスク管理に用いられ

にモデルの展開を支えるために必要とされる構造

る定量的モデルにも当てはまります。この広範な固有リス

上の変更を通じて行われています。

クおよび潜在的な影響の深刻度が、サーベイ参加者のモ
デルリスクの管理能力における低い自信の主な要因と思
われます―モデルリスクが現在自社のERMプログラム
の対象に含まれていると回答した 61％のサーベイ回答
者のうち、これを効果的に管理していると考えているのは
50％にとどまりました。
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サイバーセキュリティとデータプライバシー
サイバーの脅威は様々な方法で進化し続けています。かつ

業界の対応：私たちの経験

ては、有能なハッカーが単独または小規模なグループで、し
ばしば限られたリソースへのアクセスを用いて仕事をしてお

投資運用会社の間における優れた実務例は、サイバー

り、彼らの願望は多くの場合、金銭的な利得よりもむしろ名

の脅威の評価を実施することにより、自社の潜在的なエ

声や知名度でした。現在の脅威は、個人情報や財務情報を

クスポージャーをより深く理解することです。かかる評価

保持するシステム、および闇市場で大金に換えることのでき

は、一般に以下の 6 つの重要なステップを伴います。

る知的財産を標的にしていることです。攻撃者は自由に使

1. 組織のインターネットに接続されたシステムの分析

うことのできる大きなリソースを有している可能性があり（組
織化された犯罪組織、および潜在的には国家の支援を受
けたグループ）、テクノロジーの進歩による大規模な情報収
集の自動化、およびソーシャルメディアやその他の機器を
通じて入手可能となった大量のデータを活用している可能
性があります。加えて、金融サービス機関の消費者向け
ウェブサイトの停止を生じさせた最近のサービス妨害攻撃
からも明らかなように、政治的な動機による攻撃または「政
治的ハッカー活動（hacktivism）」が、知名度の高い金融機
関にさらなる懸念をもたらしています。
かつては、多くの脅威は内部者から発生すると一般的に理
解されていました。しかし、これに対して 40％のケースで攻
撃者は第三者のシステムを通じてアクセスしており、この数
字は投資運用会社の注意を引くでしょう。

2. 既存のシステムにおける情報漏洩の兆候の識別
3. 組織全体にわたる機密データ、およびそれがイン
ターネットアクセスに対して脆弱かどうかの評価

4. 従業員による機密情報へのアクセスに関連する脆弱
性の分析

5. 外部サイバーによる潜在的なターゲットの識別
6. 暗号化されていない取引ウェブサイトの利用などの
その他の安全でない実務の発見
投資運用業界によるサービス・プロバイダーへの依拠
は、潜在的なエクスポージャー点としてのプロバイダー
のリソース、プロセスおよびインフラを考慮して、その広
範な活動の文脈において上記の 6 つすべての構成要素
を検討する必要性を高めています。

これは、投資運用会社が、
その広範な活動および
サイバーセキュリティに
対処するためにサービス・
プロバイダーが実施して
いる統制の枠組みを
理解する必要性を
高めています

53

ハリケーン・サンディとその後の規制上の精査は、多くの
企業に、長期間の混乱に対処するための戦略を
再評価または調整するよう促しました
事業継続マネジメント（Business Continuity Management：BCM）
BCMは過去に、テクノロジー上の事象、自然事象、および残念なことにテロ活動を含む多数の事象を通じて困難に直面して
きました。その基礎となる前提は著しい改善が行われてきているということであり、これはおそらく間違っていませんでした
が、ハリケーン・サンディは多くの金融サービス組織においてBCMの実務に再びスポットライトを当てました。
投資運用セクターにおいて、ハリケーン・サンディの影響は四半期末のタイミングで、かつ混乱の期間に見られ、これは多く
の投資運用会社における純資産価値の計算、報告の作成および顧客要求の充足の能力を圧迫しました。これはサーベイに
反映されており、自社が事業の継続性の管理において極めて実効的であると考えているのは、サーベイに参加した企業の
52％にとどまりました。

業界の対応：私たちの経験
SEC、商品先物取引委員会および金融取引業規制機構が、ハリケーン・サンディに対応して、事業の継続性と災害復
旧に関する優れた実務例の共同ステートメントを公表したことから、規制当局が注目を集めてきました。またその後、
SECは、選ばれた「昨年の気象関連事象によって生じた業務の混乱」による影響を受けたアドバイザーの事業継続計
画の検査に基づく結果を公表しました。これらの報告は、以下の分野のいくつかを強調するものでした。



BCMの備えに対する格付け付与を伴うベンダーの精査



コミュニケーション計画などのロジスティクスおよび代替的な立地の必要性、特に地理的に広範に及ぶ機能停止
の可能性を考慮した計画



規制の遵守、特に規制上の義務を充足しBCM計画が規制の変更を含めるべく確実にアップデートされてること
を図る能力



少なくとも年次で実施される定期的なレビュー、テストおよび教育訓練

ハリケーン・サンディの結果、私たちはBCMと災害復旧がリスク委員会の管轄事項となり、場合によっては取締役会レ
ベルにまで格上げされている様子を目にしてきました。ハリケーン・サンディが実務における既存の計画の有効性や従
業員の対応を評価するための多数のデータ点を提供したことから、多くの企業が長期間の混乱に対処するための戦
略の再評価または調整を行っています。最近の規制上の関心を踏まえ、BCMに関連する統制、手続およびサービス・
プロバイダーの監督が改めて重視される可能性が高いと思われます。
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重要な課題への対応
私たちの業界が直面するいくつかの新たなリスクについて議論してきましたが、サーベイは
同時に、投資運用サービスを提供する企業に固有のリスクを効果的に管理するにあたって
の様々な課題と阻害要因を浮彫りにしています。これらは、データとテクノロジー、リソースの
調達およびサービス・プロバイダーの監督に及びます。これらの課題のいくつかを選び、さら
に検討することにします。

3 つの重要な課題

データと
テクノロジー
リソースの調達

サービス・
プロバイダーの
監督

以下はそれぞれ、貴社の組織の投資リスク管理部門にとってどの程度難しい課題ですか？
リスク管理上の課題

IT アプリケーションとシステム

データの管理と入手可能性

23%

61%

35%

84%

45%

80%

リソースの調達

29%

42%

71%

分析と報告

26%

45%

71%

第三者のサービス・プロバイダーの監督

23%

リスクガバナンス

19%

42%
45%

29%

規制の遵守

0

65%

20

64%
58%

29%

40

60

80

100

極めて難しい課題である／かなり難しい課題である
やや難しい課題

55

課題：データとテクノロジー

最終的に、業界全体にわたるLEIの採用は投資運用会社の

初めに示したように、サーベイの重要な結果の一つは、リ

カウンターパーティリスクの管理能力を著しく高めますが、多

スクの監視と管理に用いられるテクノロジーが、投資運用

額のコストが生じるでしょう―LEIに対応するためには、参

会社を含む金融サービス業界全体にわたる最優先事項で

照データのマッピングと変換が必要となるだけでなく、既存の

あるということです。投資運用会社は、部門間で生じる伝

データストアならびに業務、会計およびリスクのインフラの強

統的な縦割り構造、合併および買収、商品開発ならびに市

化が必要となるでしょう。

場における変化への全体的な適応を含む様々な理由で発
生するシステム、インフラおよびデータ上の重要な課題に
直面しています。これらの課題は、投資運用会社のファン

また、最近の外国口座税務コンプライアンス法、フォームPF

ドやアカウントの構造、およびテクノロジーやデータについ

およびオルタナティブ投資ファンド運用者指令の導入が投資

てサービス・プロバイダーへ依存することで、さらに複雑に

運用業界に及ぼす影響を踏まえ、投資コンプライアンスの監

なっています。データの質と一貫性は結果としてやや問題

視に関連するテクノロジーとデータのニーズは高まっていま

になる可能性があり、これはサーベイ回答者の 79％が

す。したがって、回答者の 4 分の 3 超（78％）が自社のテクノ

データの質と管理についてやや懸念している、または極め

ロジーシステムが規制要件に適応する能力について懸念し

て懸念している／かなり懸念していると回答したことからも

ているという結果は、何ら驚くべきことではありません。これ

明らかです。「ごみを入れればごみしか出てこない

らの重要な規制の変化は、リスク部門、コンプライアンス部

（garbage in/garbage out）」は古びた格言かもしれません

門およびIT部門、ならびにこれらの課題に対処するための構

が、データの質は依然として、組織がリスクを評価、監視お

成要素（例えば、データ／テクノロジー）をしばしば提供する

よび軽減する能力に明らかな影響を及ぼしています。

サービス・プロバイダーによる、協調した部門横断的な取組
みを要求します。これは、すでにグローバルな展開を有し、

金融サービス業界全体にわたって大きな懸念事項となっ

複数の規制当局や法域の要件の対象となっている投資運用

ている分野は、参照データです。特に投資運用会社にとっ

会社においては、さらに深刻な課題となる可能性がありま

て、金融の低迷は、カウンターパーティリスクの決定という

す。

課題および金融取引に関与している取引主体を一貫して
識別するために取引をルックスルーする能力の重要性の

皮肉なことに、データとテクノロジーが効果的なリスク管理

両方をむき出しにしました。低迷期の後、G20 は金融安定

における非常に重要な課題であることをサーベイが示して

理事会（Financial Stability Board：FSB）に対し、事業体レ

いる一方で、これは同時にその単独で最大の実現要因にも

ベルにおけるシステミックリスクと統合リスクの評価に役立

なり得ます。潜在的に大規模、複雑、予算集約的かつリ

たせるため、ユニーク、グローバルかつ標準的な取引主

ソース集約的なテクノロジー上の取組みの導入に関する

体識別子（Legal Entity Identifier：LEI）に対する長年の業

ROIを事前に効果的に測定することは、しばしば極めて困難

界のニーズに取り組むよう命じました。FSBは、多くの業界

となり得ます。これは、より効果的なリスク管理、商品の需

参加者とともに標準的LEIのフォーマットを定義し、LEIを広

要および顧客の要求を充足するための拡張性ならびにグ

めるための横断的なアプローチを提案しました。LEIの導

ローバルな能力の向上を生み出す可能性のある取組みを

入におけるその後の段階には階層データが含まれます

導入しないことの機会費用と対比されます。とは言うもの

が、これはカウンターパーティリスクを計算するための追

の、リスク、データ、インフラおよびテクノロジー上の能力の

加的な情報を提供します。

向上が金融機関における重要な投資の優先事項の一つと
なっている中で、多くのサーベイ回答者は、これに関する決
意ができているように思われます。
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業界の対応：私たちの経験
インフラの不足に対処するため、企業が行っている

最高データ責任者は投資運用会社において私た

投資の最も重要な目標はリスクデータの質と一貫性

ちがしばしば目にする職位であり、全体的なデー

を向上させることであり、サーベイ参加者の半数近く

タの質の向上と、ビジネスユーザーの当該データ

（46％）が、今後 12 カ月間にわたってこの分野に多

の整合性に対する説明責任の一体化のために必

額の投資を行うことを計画しています。実際に、デー

要とされるプロセスを導入する責任を負っていま

タ主導の投資は 2010 年以来著しく増加してきました

す。最後に、データ上の課題に対処することは、

―今年のサーベイ回答者の 63％がリスクデータ

より洗練されたリスクの分析、監視および報告へ

の質と管理を優先事項として挙げ、48％から増加し

の道を開くことです。より幅広い商品のカバレッ

た一方で、全社にわたるリスクデータウェアハウスの

ジ、より充実した視覚化、およびデータのスピード

開発は 35％から 51％に増加しました。

と入手可能性を含む強化されたリスクとシナリオ
の分析能力の発達は、リスク管理を支えるための

私たちの経験では、報告の適時性、入手可能性およ

テクノロジー投資を推進する重要な要件です。リ

び質は、投資運用会社の意思決定プロセスにおけ

アルタイムのリスク分析やリスクの集計は、大量

る内部的な重要性を増しているだけではありません

取引やアルゴリズム計算に依拠した戦略を有す

―より大規模かつ洗練された機関投資家や親会

る一握りの運用会社においてのみ適切または実

社は、個々の運用会社が抽出データを自身のリスク

現可能かもしれませんが、これらの能力を推進す

プロセスやインフラにおいて利用可能にするよう要

るテクノロジーの進歩はより幅広い層に恩恵をも

求しています。データウェアハウスは長い間重視さ

たらす可能性があります。例えば、複雑なストラク

れてきた分野ですが、これはリスクデータの質の問

チャード商品を有する投資運用会社にとって、イ

題を解決するための「特効薬」だったわけではありま

ンメモリ処理やグリッドコンピューティングなどのテ

せん。データの質の向上と維持における最大の課題

クノロジーは、夜間バッチで生成されるお決まりの

の一つは、それがすでに「クリーン」であり、かつ

取引日翌日のリスクデータと、日中に更新可能な

データウェアハウスに格納された際に正確であるこ

視覚化された形で提供される柔軟性のあるシナリ

とを確実にすることです。

オ分析との間の違いを生み出すことができ、意思
決定プロセスのための積極的な支援を提供しま

欠落したデータフィールドや不正確なデータフィール

す。

ドなどのインプット時のエラーを捕捉するためのツー
ルは以前から利用可能であったにもかかわらず、多

これらの投資は主としてとりわけリスク部門の能

くの組織はエラー検出プロセスを導入したり、データ

力の改善と向上を目指していますが、同時にリス

の質に係る責任を割り当てたりしてきませんでした。

クのプロフェッショナルがそのコア・コンピテンシー

結果として、これらの問題への対処を可能にすべく、

であるリスクの管理に重点を置くために、データ

データガバナンスが投資運用会社にとっての重要な

の管理における急成長する内製化を捨てる機会

重点分野として浮上してきています。

を与えることも目指しています。
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課題：リソースの調達

貴社は、リスク管理ITシステムに係る以下の各問題についてど

「より少ないリソースでより多くのことをする」は私たちの

の程度懸念していますか？

サーベイの世界における多くの参加者にとっておなじみの
ビジョンですが、規制上の要求やグローバルな業務モデ

40%

リスクデータの質と管理

39%

ルによってリスクとコンプライアンスとの接点が増加してい
ることから、この任務は現在ますます重い負担となってい

規制要件の変化に対する

34%

リスクテクノロジーの適応可能性

ます。これは、拡大・発生するリスク分野に対応しつつ日

44%

常的なリスクを管理するための適切なスキルを有するリ

31%

システム間の統合の不足

ソースにプレミアムを付けています。実際に、回答者の

44%

71％が、リソースの調達がやや重要な課題である、または
極めて重要な課題である／かなり重要な課題であるとみ

現行のシステムを拡張するための

34%

柔軟性の不足

36%

18%

保守およびベンダーフィーのコスト高
時間的制約のある臨時の要求に

52%

21%

対応する能力の欠如
より頻度が高く適時の報告のための性能の不足

なしています。

業界の対応：私たちの経験

48%

25%

投資運用業界において、私たちはリスクベース

43%

のリソースの調達への転換―または企業に
複数のリスクシステムによるリスク分析を

18%

統合する能力の欠如
経済資本の最適化のための

20%

統合されたリスクと財務の報告の不足

対する影響と価値を最大化することを目的とし

45%

た戦略的リスク評価の結果としての重要な重点
分野へのリソース配分―をより多く目にするよ

40%

うになっています。正式なリスク評価の利用の増
加は、組織による、伝統的に縦割り式で管理さ

20%

時代遅れの手法

36%

れていた分野全体にわたるリスクエクスポー
ジャーの比較と対照に力を与えています。結果

資産クラス横断的なリスク計算の不足

10%

として、歴史的に会議室の最も大きな声や潜在

45%

的な収益創出の可能性によって行われていたリ

13%

リスク分析の集計と報告における制約
要求される機能を単独のベンダーから

8%

調達する能力の欠如

ソース配分の意思決定は、現在、組織のエクス

38%

ポージャー（リスクが存在する場所）や組織の戦
略的目標を実現する能力に対するより総合的な

42%

視点によって行うことができます。またこれは、
スキルセットのギャップ（業界としてのスキルセッ

商品と資産クラスのカバレッジの不足

12%

数量の増加を捕捉する能力の欠如

10%

37%

トとコンピテンシー）を浮彫りにし、より多くの情
報を得た上での雇用の意思決定と、重要なリス

29%

ク分野のより効果的な管理につながりました。
手短に言えば、リスクベースのリソースの調達

トレーディング・ブックとバンキング・
ブックの集計の不足

10%

は、公平な競争の場を提供し、企業の最も貴重

25%

なリソース―人材―の配分の向上を実現し
つつあります。
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課題：サービス・プロバイダーの監督
金融企業はそのサービス・プロバイダーへの依拠に関連する様々なリスクに直面していますが、これには業績基準の不達
成および契約上の義務の不履行、顧客識別データの盗難または不注意による開示、知的財産（戦略関連や取引関連な
ど）のばらまきおよび規制への違反（例えば、マネー・ローンダリング防止要件への違反など）ならびにカウンターパーティ
リスクが含まれます。
私たちのサーベイに参加した多くの企業は自社のサービス・プロバイダーに満足していますが、一部は自社が重要な不履
行のリスクに直面していると考えており、これに従ってそのベンダーリスク管理プログラムを強化してきています。このよう
に、企業の 40％が自社のカストディアンによる不履行のリスクに対して潜在的な高いエクスポージャーを有していると考え
ており、また 35％がこのリスクを自社のアドミニストレーターが原因と考えています。加えて、23％および 20％が、それぞ
れ自社のプライムブローカーおよび証券代行会社による潜在的な不履行に対して高いエクスポージャーを有していると考
えていた一方で、自社の販売会社による潜在的な不履行に対して高いエクスポージャーを有していると考えているのは
13％にとどまりました。

業界の対応：私たちの経験

一部の投資運用会社は、各サービス・プロバイダーのリスク特性の評価とより深い理解のための努力により、その広
範な活動に対するより総合的な視点を獲得しようと取り組んでいます。加えてこれらの会社は、その全体的なリスク
特性と整合したサービス・プロバイダーの監督の枠組みを確立しつつあり、これには以下の検討事項が組み込まれ
ています。
 監督の水準と頻度
 統制のデザイン
 積極的な監視と隠れた監視
 重要なリスク指標
 サービスレベル・アグリーメントと契約条件の遵守
 第三者の報告（例えば、SSAE 16、金融仲介機能の統制およびコンプライアンス評価（Financial Intermediary
Controls and Compliance Assessment：FICCA）の報告書）の利用とこれへの依拠
伝統的な販売パートナーがサービス・プロバイダーの仲間入りをする中で、株主サービシングモデルにおける乗合い
的な実務の増加により、多くの投資運用会社にとっての新たな具体的課題が生まれてきました。この証券代行サー
ビスの断片化は、一部の企業による、標準的な契約慣行やサプライヤー／バイヤーの影響力の規範に必ずしも従
わない多様なプロバイダーのプールを組み込むための監督プログラムの拡充を促しています。
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前向きなリスクの評価
投資運用会社は、広範な金融サービス業界におけるその多くの取引相手と同様に、「伝統
的な」リスク、および重要性が増しているリスクや急速に浮上しつつあるリスクの管理の強
化と識別に取り組んでいます。私たちの投資運用業界のクライアントとリスクについて議論
する際、以下が主要な問題となっているように思われます―リスク管理の取組みの的を
絞るための最も効率的かつ効果的な方法は何か？
投資運用会社にとって、これは頂点や底辺への競争ではなく、市場参加者が自身の直面す
るリスクに対して居心地良く感じることのできる場所への競争なのです―これにより、投
資運用会社は、事業の成長と優れたリターンの創出に一層集中することができます。

要点：

 企業がそのリスクにどのような方法で対処しているかにかかわらず、私たちの
サーベイ結果は、投資運用会社がリスク管理の規律を高めており、実効性の向
上のためにテクノロジーと高度なデータソリューションに注意を向けていることを
示しています。

 新たなリスクを回避するため、および伝統的なリスク管理のアプローチを妨げて
いる課題に対処するために、まだやるべき仕事があります。

 経験豊富なリスク管理者は、自社の組織全体を通じたリスク負担を測定するため
の改良された新たな方法を考案することや、組織の意識の向上ならびにリスク、
IT、オペレーション、コンプライアンス、内部監査および法務の各部門にわたる統
合の必要性を重視することによる、自社のリスク文化に係るニュアンスの検討に
時間を費やしています。
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私たちの投資運用業界のクライアントとリスクに
ついて議論する際、以下が主要な問題となって
いるように思われます―リスク管理の取組みの
的を絞るための最も効率的かつ効果的な方法
は何か？
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公正価値価格設定
調査第 11 版
適切な方式の発見
ケーリー・シュティーア

エリザベス・クレンツマン

ラジャン・チャーリ

（Cary Stier）

（Elizabeth Krentzman）

（Rajan Chari）

バイスチェアマン兼

米国ミューチュアルファンドリーダー

パートナー

グローバルインベストメント

監査・エンタープライズ

監査

マネジメントリーダー

デロイト

デロイト

ポール・クラフト

タイソン・メイ

アレクセイ・スルコフ

（Paul Kraft）

（Tyson May）

（Alexey Surkov）

パートナー

パートナー

パートナー

監査

監査

監査・エンタープライズ

デロイト

デロイト

デロイト

デロイト
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公正価値の決定および関連する監督の実施に係る明確な
手段がないのは言うまでもないこととされています。
バリュエーションの担当者は、実験室の科学者と同様に、
内部および外部の諸要因の変化を考慮に入れた上で、
一連のアクションの実行、結果の測定、およびアプローチ
の改良を行わなければなりません。
デロイトが年次の公正価値価格設定調査を実施してきた

6 月に、ミューチュアルファンドのモルガン・キーガン・

この 11 年間、ミューチュアルファンド会社は、正しい手段

ファンドの元取締役は、価格設定手続の監督に関して

を求めてバリュエーションの取組みに微調整を加え続け

米 国 証 券 取 引 委 員 会 （ Securities and Exchange

てきました。こうした中でデロイトは、新たな実務例と業界

Commission：SEC）が起こした行政訴訟で和解に至りま

の一般的なプロセスとなった実務例の両方を整理してき

した 1。モルガン・キーガン事案はSECのその他の一連

ました。

の執行行為に続くものであり、単なる威嚇射撃ではな
く、SECがファンドの取締役に照準を合わせ、公正価値

モルガン・キーガンの和解が、バリュエーションの監督に
再びスポットライトを当てる

評価の決定に責任を負わせるとの、これまでで最も強
いシグナルとなりました。

バリュエーションのプロセスは、常に規制行為の脅威に晒
されてきましたが、今年、ある取締役会の監督の手段に

モルガン・キーガン事案を背景として、今年の調査参加

対し、公に異議が唱えられたことにより、この脅威が現実

者は、2001 年の開始以来、最多となりました。これまで

のものとなりました。

で最も多い 96 社のミューチュアルファンド会社が調査
に参加し、その運用資産の合計は 10 兆米ドルを超え
ています。

1

http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1365171574878#.Uih-k9Ksi-0
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調査参加者が、定期的な会議以外で取締役会のメンバー

情報の正しいバランスを見つけるには、実験が必要となる

の間で最も話題になったバリュエーションのトピックとして

ことがあります。細部の提示が多すぎると、大量のデータ

SECの執行行為を挙げたことは、モルガン・キーガン事案

のせいで顕著なポイントや重要な関係性が不明瞭にな

後にファンドの取締役会がバリュエーションの問題をいかに

り、取締役会のメンバーによるこれらの識別が困難になる

真剣に取り扱っているかを明確に示しています。こうした議

可能性があります。一方で、細部の提示が少なすぎると、

論、および定期的な取締役会における討議は、監督のタイ

結果として取締役会のメンバーが、尋ねるべき重要な質

ミングおよび頻度、レビューする資料の種類および範囲、他

問を識別できなくなる可能性があります。

の者への権限委譲の水準などの要素を変更する必要があ
るかどうかを評価する機会を取締役に与えました。今年の

ファンドの取締役会が監督のアプローチを変更する意思

調査結果は、バリュエーションの監督実務に変化が起こっ

決定を行うかどうかは、結局のところ判断の問題です。こ

ていることを示しており、こうした取組みが結実していること

の判断は、ファンドの種類ならびに管理する投資の性質、

が分かります。

認識されたバリュエーションリスク、および公正価値の決

 調査参加者の 78％が、昨年度中にバリュエーションの
方針および手続を変更しました。

 調査参加者の 57％が、取締役会に提示されるバリュ
エーション資料の詳細度の水準を高めました。

 調査参加者の 54％が、取締役会に提示されるバリュ
エーション資料の種類を変更しました。

定に影響を及ぼす外部要因に直接的な影響を受ける可
能性が高いと思われます。
SECの執行行為以外では、調査回答者の 34％が、定期
的な会議以外で取締役間の議論を促した 2 番目に人気
の話題として、取引の停止を挙げました。取引の停止は
証券価格の入手可能性に影響を及ぼす可能性があり、特
に純資産価値（NAV）計算の期限を過ぎても続く場合に、
結果として公正価値の決定の必要性を生じさせる可能性
があります。
技術的な不具合は証券取引所を悩ませ続けており、こう
した問題は引き続きファンドの取締役および経営者からの
注目を等しく要するものと思われます。

取引の停止は証券価格の入手可能性に影響を及ぼす
可能性があり、特に純資産価値（NAV）計算の期限を
過ぎても続く場合に、結果として公正価値の決定の
必要性を生じさせる可能性があります
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リスクと効率のバランス
調査結果は、多くのファンドグループにとって、リスク管理
が依然としてバリュエーションの錬金術における不可分の
一 部 である ことを示 していま す。調 査参 加者 の半 数 超
（51％）が、一つ以上の特定種類の投資に係るバリュエー
ションリスクを、規則 38a-1 または正式なリスク評価プロセ
スの下における年次のコンプライアンス・レビューの一部と
して識別していると回答しました。
回答者のおよそ 7 人中 6 人（84％）が、自身のファンドの最
高法令遵守責任者（CCO）は、取締役会でバリュエーション
関連事項が議論される場合、これに常時出席していると回
答しました。またCCOは、投資分類のバリュエーションに関
連するリスクの識別に、より積極的に関与していました。加
えて、顧問法令遵守担当者の 58％も、こうした会議への常
時参加が増えていると考えていました。
また、一部のファンドグループが、投資の種類またはマクロ
経済データに基づいて、プロセスおよび内部統制のタイミン
グ、性質、および範囲を調整していることが示唆されていま
す。例えば特定のファンドは、基礎となるベンチマークの変
動や信用の質の変化などの市場関連事象の有無に基づ
いて手続をカスタマイズすることにより、さらなる精査を必
要とする投資バリュエーションを識別する方法に改良して
います。当該資産区分全体にわたって幅広く適用される標
準化されたトリガーに依拠するのに比べて、このアプローチ
では、ファンドグループはバリュエーションリスクの影響をよ
り受けやすそうな事例に重点を置くことができるため、これ
は有効性を高めるための効率的な方法となり得ます。
現在の事業および規制環境において、ファンドグループは
バリュエーションリスクを慎重に評価することにより、有効
性と効率性の双方のバランスを取ることができます。この
点について、調査参加者の 38％が、バリュエーションのプ
ロセスの効率性を高め、重複性を軽減するための方法の
識別を目的とした分析を昨年度に実施したと回答しました。
同じ調査参加者の 60％超が今年度にバリュエーションの
プロセスの自動化を進めており、これは、全体としてより良
い結果を生み出すために、プロセスおよび統制に係る方式
を見直す方法が実際にあり得ることを示唆しています。
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今後の見通し

2. プライシング・ベンダーの監督

調査参加者に、今後 1 年から 2 年間における最も差し迫っ

プライシング・ベンダーは、新たな資産区分のバリュエー

たバリュエーション上の課題になると考えるものを挙げても

ション商品、および業界によるバリュエーションの責任遂

らいました。予想された結果ではありますが、多くの調査参

行を支援する新たなツールを提案し続けています。今年

加者が、SEC の将来のアクション、指針、および期待を乗り

度の調査の回答結果は、透明性ツールとその最適な利

切ることをリストの筆頭に挙げました。回答は広範にわたり

用方法を重視する姿勢が強まっていることを示しまし

ましたが、特に多かったものを以下の 5 つの分野に分類し

た。これらの透明性ツールは、ファンドグループがプライ

ました。

ス・チャレンジを行うかどうかを決定するにあたって、お
よびプライシング・ベンダーの全般的な理解と評価を支

1. SEC の規制上の アクション によっ て必要となる変化

えるにあたって、重要な支援を提供することができます。

規制の領域における課題には、SEC の次のアクションに

これらの潜在的な便益とともに、こうしたツールをどのく

関連付けられた不確実性が含まれており、これには、

らい頻繁かつ正式に採用するか、および一次的なバリュ

SEC が何を言うか（例えば、指針や勧告がどの程度規

エーションと矛盾する証拠が示された場合に、ファンドが

範的となるか）や、それをどのように言うか（例えば、SEC

バリュエーションのプロセスにおいてどのような手順を踏

のスピーチ、新たな執行行為、またはより正式な業界全

むべきかの評価などの課題もあります。

体にわたる指針案）などがあります。バリュエーションに
関連付けられた複雑性と業界内で行われているさまざま
な実務例を前提として、SEC の何らかの最終的なアク
ションに先立ち、業界が経験と考え方を引き続き共有し
ていくことが重要です。

3. 外部監査プロセスへの対処
バリュエーションの検証に係る外部監査の最新の要件
や期待を理解することは、ファンドグループにとって困難
なこととなり得ます。外部監査人の手続を全面的に理解
すること、および要件や期待の変化によって生じる新た
な監査上の要求への対応における柔軟性を持つことは
重要です。またファンドの取締役会は、自身のバリュ
エーションの責任に関連して、外部監査の恩恵と限界を
確実に理解する必要があります。
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4. デリバティブのバリュエーション

これらの、およびその他の課題に対処するための正しい手

新たな資産区分は、常に一定のバリュエーションリスクを生

段の発見には、今後さらなる探求が必要となるでしょう。状

んできました。デリバティブももちろん例外ではありません。

況の展開に沿ってこれに対処していくための十分な適応性

取引所で取引されるデリバティブはバリュエーションプロセ

と柔軟性を持つインフラの構築を含め、将来の課題に係る

スの観点からはこれまでは明快でしたが、中央清算機関を

予測と計画が、その鍵になると思われます。

通じて清算されるスワップへの移行は、ファンドグループに
とっての新たな力学を生み出しました。取引高の水準を理

結論

解することは、証券取引所取引の価格が公正価値を反映し

今年度の調査は、バリュエーションの実務およびプロセスが

ているかどうかの判断の要因となる可能性が高いと思われ

大小さまざまな方法で改良され続けていることを改めて示し

ます。

ています。結局のところ、バリュエーションは継続的かつ反復
的なプロセスであり、ファンドがその投資の状況およびその他

店頭デリバティブは、それに関わる原証券自体の価格設定

の要因にとって適切な方式を発見したとしても、条件は変化

が困難である場合、ファンドグループにとって懸念事項とな

する可能性があり、実際にしばしば変化しています。調査回

り得ます。したがって、バリュエーションに影響を及ぼす可

答者は何年にもわたってそうした変化に適応してきましたが、

能性の高い契約条件とインプットを正しく理解することは、

とりわけ SEC が重視の姿勢を強める中で、調査回答者が今

ファンドグループにとって依然として極めて重要です。より

後もこれを継続していくものと思われます。

複雑なデリバティブを保有するファンドグループは、市場と
環境が変化した場合にこれらの商品のバリュエーションを
行うために必要なモデル化の能力を社内に持つことの便益
を評価することも考えられます。
5. 取締役会報告と監督
業界の慣行は特定の分野において長年かけて融合してき
たものの、最も良く機能するガバナンスと監督の体制はファ
ンドグループの特定の状況に強く左右され、さらにある程度
は個々の取締役会メンバーによっても決まります。情報、取
締役の関与の度合い、および全般的な権限委譲モデルの

要点：

適切な組合せの実現は、主としてファンドグループおよび取

•

締役会の規模、投資の種類および複雑度、ならびにバリュ
エーションリスクに影響を及ぼす外部要因によって決定され
ます。より厳しい監督をもたらすような変化が時として必要

SEC の執行行為は、ミューチュアルファンドによる
公正価値の重視の強まりにつながりました。

•

ミューチュアルファンドの取締役会は、すべてのレ

とされることもあり、有益な結果をもたらします。とは言って

ベルと段階におけるバリュエーションのプロセスへ

も、取締役会およびファンドの経営者は、有効でなくなった

の関与を再検討することを要求されています。

実務を廃止することをためらうべきではありません。規制当

•

投資種類の内容と複雑性が増し、新たな投資バ

局の関心が熱を帯びている時でも、他の分野と同様に、持

リュエーションツールが拡大する中で、ミューチュア

続可能性はガバナンスと監督の領域における成功の極め

ルファンドは改良を行い続けています。

て重要な要素です。
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競争、統合および変化：
欧州の証券清算に
おける主な検討事項
マイケル・アルバネーゼ（Michael Albanese）
マネージング・ディレクター
J.P.モルガン（証券清算担当）

本レポートは、J.P.モルガンのウィレム・モイヤー（Willem Mooijer）およびエドワード・フィッシャー（Edward Fisher）の協力により執筆されました。
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証券の取引と清算における競争、新たな取引の場や CCP の
導入、および一部の市場参加者のリ・ポジショニングは、証券
市場の形を抜本的に変え続けています。規制（EMIR や MiFID
を含む）によって促される加速度的な変化は、銀行、ブロー
カー・ディーラーおよび清算機関に影響を与え続けています。

2012 年に欧州において広範な相互運用性が導入された
後、競争は激化し、透明性の向上によって CCP 清算手
数料がビジネスを CCP に引き込むためのより直接的な
手段になり、手数料のさらなる低下を促しました。実際に
CCP 清算手数料は、2012 年初めの相互運用性の導入を
見込んで、2011 年末に最低水準に達しました。

主な検討事項として、5 つのトピックが浮かび上がります。
1. CCP 清算手数料
2. 相互運用性
3. 株式 CCP の未来

現在、欧州における最低 CCP 清算手数料は、米国にお
ける最低 CCP 清算手数料とほぼ同等となっています。市
場参加者はこれをおおむね肯定的に見ているものの、こ
の話には別の一面があります。

4. 分別管理とポータビリティ
5. OTC 現物商品の中央清算

6年間の欧州株式CCPにおける清算手数料の低下と欧州
株式の取引高

現在の CCP 清算手数料の背景にあるものは何か、そして
CCP 清算手数料は持続できるか？

EMCF の始動

主として規制主導の競争と相互運用性により、CCP 清算手数
料は過去数年間に劇的に低下してきました。
•

2007 年に始まった MiFID I は、欧州における新たな取引の
場や中央清算機関の創出を促しました。これらの新たな場
は、従来型の証券取引所や CCP が占めていた、ほぼ独占
的な地位に挑戦しました。

•

チャイエックス、BATS ヨーロッパ、ターコイズなどの汎欧州
的な多角的取引システム（Multilateral Trading Facility：
MTF）は、従来型の取引所と取引実行のスピードや取引と
清算のコストを競うことにより、市場が必要とする流動性を
集めました。

•

EMCF

07 年 1 月 07 年 7 月 08 年 1 月 08 年 7 月 09 年 1 月 09 年 7 月 10 年 1 月 10 年 7 月 11 年 1 月

LCH クリアネット SA のフィーは、平均清算手数料の動向を表します。
出所：EMCF、LCH クリアネット SA、スプリング・アソシエイツ（Spring Associates）に
よる分析

月次平均

変化の割合（％）

変化の割合（
％）

平均月次取引高

相互運用性の導入前は、各取引の場は単一の CCP との
み独占的関係を結ぶことができました。ここでも、EMCF や
ユーロ CCP などの新たに創設された CCP が、より低価格
のモデルを通じてルールを変えました。これらのモデルは、
MTF の取引流動性を集めるもう一つの重要な貢献要因と
なりました。新たな MTF と CCP は共生的なパートナー同
士となり、その組合せが市場シェアを高める中で、従来型
の CCP は自身の清算手数料を引き下げました。

LCH クリアネット SA
ユーロ CCP の始動

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
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現在の低い清算手数料は、株式専門の CCP の収益性

相互運用性：さらなる進歩か、それとも適用か？

に相当な圧力をかけています。多くの CCP は現在、付帯

取引の場と CCP の間の関係における排他性を排除するた

的サービス（例えば、アカウントの維持管理や担保の処

めの最初のステップとして、極めて少数の取引の場と 4 つ

理）に課金しており、デリバティブ清算によって現物株式

の欧州 CCP の間の相互運用が 2012 年 1 月に導入され

清算を補助するというような、商品横断的なサブシディを

ました。

適用しています。
相互運用性は CCP の間における業務上および法律上の
ここで、以下のことを尋ねなければなりません―これは

取決めであり、清算機関が複数の取引の場において実行

欧州の株式 CCP にとって持続可能なビジネスモデルな

される取引をその選択した CCP と統合し、これにより取引

のか？参加者は清算手数料がさらに下がることを期待し

メンバーに係るマージン要件を最適化し、さらなるコスト効

ているでしょうが、CCP がそのビジネスモデルの経済状

率を実現することを可能にします。理論上、清算機関は、

況を犠牲にすることなしにさらに手数料を引き下げること

維持すべき単一の対 CCP 関係、ISIN ごとの単一のネット

ができるかどうかはまだ分かりません。清算手数料が上

決済、統合された単一のマージン要件と担保プール、およ

昇する可能性が高いと考える向きもありますが、これは

び清算基金への単一の拠出しか有しません。残念ながら、

CCP、特に相互運用可能な取引フローを巡って激しく競っ

広範な相互運用性が初めて導入されてから 18 カ月が経っ

ている CCP にとって、難しい営業上の意思決定になるで

ても、この理想的な状態は依然として大いに熱望されてい

しょう。

る状況です。

CCP が手数料を引き上げることができない場合、CCP は
ビジネスの順調さを維持するために以下の選択肢を利用
可能です。
•

コストを引き下げる

•

（新たな所得の源泉としての）新たな市場、商品また
はサービスを導入する

•

広範な相互運用性が成功するためにはより多くの CCP が
業務上および法律上の取決めに同意しなければならず、
またより多くの取引の場がその取引フィードを複数の CCP
と共有しようとしなければなりません。多くの場はこの目標
を達成しておらず、実際に、相互運用性の受入れは取引高
や流動性に影響を及ぼす可能性があるため、これまで欧
州の規制された主要証券取引所はいかなる重要な方法に

パートナーを見付ける（合併または買収）

おいても参加してきませんでした。主要証券取引所の関与
は、期待される相互運用性の恩恵を実現するために不可

私たちは、多くの CCP が 3 つすべての選択肢を個別に、

欠となるでしょう。

または他の選択肢と組み合わせて検討すると予想してい
ます。

相互運用性を押し進めるための最善の方法は、各メン
バーが自身取引の場に圧力をかけることです。メンバーは
現在の高いコストを負担しており、最終的に統合の恩恵を

多くの CCP は現在、付帯的サービス（例え
ば、アカウントの維持管理や担保の処理）に
課金しており、デリバティブ清算によって現物
株式清算を補助するというような、商品横断
的なサブシディを適用しています
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受けることになります。現在の制限された相互運用性の導
入は、コストを不必要に高いものにしています。

現物株式CCPにはどのような未来が待ち受けているのか？

140,000,000

清算手数料の低下と限定的な相互運用性を踏まえると、単

清算されるべき十分な現物株式取引がないことを示してい
ます。
右 の グ ラ フ は 、 欧 州 証 券 取 引 所 連 合 （ Federation of
European Securities Exchanges：FESE）の 2012 年の統計に

CCP annual cost in €

で業務を行っている 15 の現物株式 CCP を維持するために

の年間コスト（ユーロ）
CCP

純な計算では、最新の価格設定モデルを用いて、現在欧州

120,000,000

80,000,000
60,000,000
40,000,000

基づいています。薄い青の領域は、すべての CCP が競争

20,000,000
0

力のある清算手数料をチャージしていた場合における 2012

0

年の株式清算手数料収入の合計をカバーしています。低コ
ストの CCP では、年間コストベースは 1,250 万ユーロ以上と
なるでしょう。これは、欧州の取引高の合計が、8 の低コスト

27 億件の契約が 0.015 ユー
ロ か ら 0.04 ユ ー ロ の 平 均
フィーで清算されたとした場
合における欧州の清算手数
料収入の合計
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低コスト現物株式 CCP の数

現物株式 CCP しか支えられないことを意味しています。現
在、そうした CCP は欧州に約 15 あり、それらすべてが同様
の低コストで運営されているわけではありません。

分別管理とポータビリティにどのような選択肢があるか？

ま た 、 欧 州 市 場 イ ン フ ラ 規 制 （ European Market

券清算に直接的な影響を及ぼしています。要約すると、清算機

Infrastructure Regulation：EMIR）は、多くのCCPに対し、そ

関は取引メンバーに対し、そのポジションと担保が分別されたア

のビジネスモデルのレビュー（および場合によっては再検

カウント（他の取引メンバーのポジションや清算機関の自己勘定

EMIR 第 39 条は、分別管理とポータビリティに係る要件により証

討）を義務付けています。EMIRは、組織上の要件、リスク軽

ポジションとは別に保持される）で管理する選択肢を提供しなけ

減措置および所定の自己資本要件を含め、CCPに係る詳

ればなりません。これは 2014 年第 1 四半期より義務付けられる

細なルールと規制を導入しました。EMIRの下で、すべての

可能性が高いと思われます。この件に関して、分別管理は清算

CCPは、正式な欧州の「清算のライセンス」を2013年9月15

機関の帳簿において維持されていなければならず、また同時に

日までに規制当局に（再）申請する必要があります。新たな

CCP においても維持されていなければなりません。分別管理

ルールの一部を遵守できない、または遵守を望まないCCP

は、取引メンバーをその清算機関の債務不履行から保護するこ

は、現物清算から全面的に撤退するかもしれません。

とを目的としています。清算機関が債務不履行に陥った場合、取
引メンバーのポジションと関連する担保を容易に識別し、新しい

結果として私たちは、合併を通じてか、買収を通じてかまた

清算機関に移転することができます（ポータビリティ）。したがっ

はその他の協力形態を通じてかにかかわらず、さらなる

て、清算機関の体力が、分別管理の必要性を決定するにあたっ

CCP の統合が起こると予想しています。この最近の例はス

ての極めて重要な要因となります。

イスを本拠とするシックス・エックスクリアによるオスロ・クリ
アリングの買収であり、また直近では、ユーロ CCP と EMCF
の合併の発表です。
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関連する市場参加者間の関係の複雑なシステムにさらなる

OTC 証券の清算は義務付けられるのか？

顧客保護を組み込むという目標は素晴らしいものですが、こ

EMIR において正式なものとなった取引情報蓄積機関を通じ

の保護にはコストがかかります。

た中央報告と OTC デリバティブの清算への転換は、権利と

•

CCP は、ポジションと担保に係る新たな分別管理プロト

義務に関する透明性を高めることにより、リスクを軽減する

コルを導入しなければなりません。これは重大な技術

ことを目的としています。多くの市場参加者は、当たり前の

上、業務上および法律上の影響を及ぼすでしょう。これ

ことを尋ねてきました―なぜ、同じ理屈が OTC 現物証券

は、新たなサービスとして、CCP による新たな手数料の

の取引には当てはまらないのか？

チャージを伴う可能性が高いと思われます（その一部は
すでに発表されています）。
•

その答えは MiFID 案で提供されており、ここでは、OTC 現
物証券の取引（株式および債券）の清算の義務は、将来何

清算機関は、分別管理―技術上および業務上の変化
をもたらす―を提供しなければならないだけでなく、取

ら か の形 で採用 される 可能 性 が高 いと示 され ていま す
（MiFID II レベル 1 第 16.A 条案）。

引メンバーに対し、望ましい水準の法的保護を提供する
ことを法的に明示する必要があります。また、この新たな

しかし、実務においては、OTC 現物証券の取引は現在中央

サービスを利用する取引メンバーは、これに対して清算

清算することができます。欧州の大手 CCP 各社は、すでに

機関から手数料をチャージされる可能性があります。

OTC 取引の清算と決済を引き受けています。

最終的に、自社清算を行っていない市場参加者は、2 つの

CCP は所定のフォーマットによる照合済売買指示を要求し

選択肢を持つことになるでしょう。

ているため、これらのサービスはまだ広く利用されていませ

1. 清算機関および CCP レベルにおいてポジションと担保を
分別管理し、追加コストを負担することを選択する。
2. 追加的な分別管理とコストの上乗せが不要な、体力、安

ん。例えば、OTC 取引を中央清算するためには、買い手と
売り手の両方が自身の側の取引をいわゆる「マッチング・エ
ンジン・プロバイダー」に登録しなければなりません。これを
受けて、これらのサービス・プロバイダーは、正しいフォー

定性および安全性を有する清算機関で清算することを選

マットによる照合済取引をさらなる処理のため CCP に伝達

択する。

します。これらの追加的なステップや関係はさらなるコストを
課し、またプロバイダーの数は限られています。加えて、取
引メンバーが OTC 現物取引を中央清算することを選択した
場合、CCP はそれらのポジションについて計算されるマー
ジン要件をカバーするための追加の担保を要求し、これに

したがって、清算機関の体力が、分
別管理の必要性を決定するにあ
たっての極めて重要な要因となりま
す
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よってコストはさらに増加します。しかしながら、市場参加者
は、最終的に今後 OTC 証券取引の大部分が CCP を経由
するようになる可能性が高いことを頭に入れておくべきで
す。

市場および制度上の影響：結論
グローバルな清算における市場リーダーとして、J.P.モル
ガンは、取引メンバーや市場インフラグループと緊密に協
力して、継続的な市場変動の影響の識別と評価に取り組
んでいます。私たちは、取引メンバーの日中の信用および
担保の要件に関する最新（可能な限りリアルタイムな）か
つ透明性の高い知見を取引メンバーに提供するにあたっ
て、清算機関が重要な役割を担っていると考えています。
新しいグローバルな証券清算モデルが具体化を続ける中
で、清算機関は、取引メンバーやインフラ・プロバイダーと
緊密に協力して、既存および新興のビジネスニーズの支
援に取り組むべきです。

要点：

• CCP 清算手数料は目下最低の水準に達してい
ます。今後 1 年間の CCP の重点は、既存の事
業の統合と、新たな事業への投資に置かれるで
しょう。

• 欧州の主要取引所の間において、相互運用性は
行き詰まった状態にあります。取引のコミュニティ
だけが、物事を正しい方向へ、すなわちより多く
の取引の場が参加する方向へと動かすことがで
きます。

• 欧州における株式 CCP の数は減少し、これらは
高度な規制と厳格な監督を受けることになるで
しょう。

• 分別管理とポータビリティは自社清算を行ってい
ない事業体に新たな保護を提供しますが、コスト
も増加させるでしょう。その代わり、体力と信頼性
のあるパートナーを清算機関として選ぶこともで
きます。

• 数年以内に、OTC 証券の清算は当たり前のもの
になるでしょう。
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何百万も募集したい
のは誰か？
ジャン・ドゥヴァンベ（Jean Devambez）

パスカル・ケーニッヒ（Pascal Koenig）

グローバル商品・ソリューション責任者

パートナー

資産・ファンドサービス

アドバイザリー・コンサルティング

BNP パリバ証券サービス

デロイト

欧州には 3,200 を超える運用会社と 55,000 以上のファン
ドがあり（EFAMA―2013 年 6 月）、何百万も募集したい者
にとって、陽のあたる場所には多額のコストがかかります。
国内市場は余りにも狭くなり、個人投資家か機関投資家か
にかかわらず、国内投資家はもはや資産運用のプレー
ヤーを支えられなくなっています。
フランス―（英国に次ぐ）欧州第2の集合運用市場―にお

この文脈では、楽観的な将来の指標がほとんどないた

ける回収の冷え込み（2007年に始まった歴史的な流出局

め、唯一の選択肢は輸出に目を向けることです。しかし、

面）は、以下のような様々な要因の結果です。

運用SMEによる国外での商品の販売は、見た目ほど容

•

易ではありません。運用会社にとっての障壁は、ラーニ

文化的なリスク回避（2008年12月から2012年9月までに
個人株主において－40％。出所：TNSソフレ）

ングカーブ（ラーニングフェーズの長さによる）、国際的な
ターゲットの期待値に合わせた提案の調整、販売チーム

•

機関投資家によるクレジットバランスのポジションの追求

やサポートサービスの適応などになるでしょう。

（2012年に資産運用会社に対する入札募集高が22％減
少。出所：Bファイナンス）

新たな顧客の獲得のために必要とされる多額の投資とと
もに、すべてのプロセスの最適化や専門知識の効率化

•
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規制された貯蓄における競争（リブレAとLDDへの投資

も、マージンの確保のための鍵となります。これらの目標

が2012年に492億ユーロであったのに対し、2011年は

に関連して進み得る道の一つは、欧州における既存の

175億ユーロ、2010年は56億ユーロ。出所：FFSA、フラン

運用グループ構造の組織システムを効率化することで

ス預金供託金庫、フランス銀行、ユーロスタット）

しょう。
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現在、企業は、国内市場における主要な運用活動を実施す

組織を改造することは、企業の現在の機構とその背景（組

る権限を与えられた各国内子会社と、販売の推進を目的と

織、国際的なプレゼンス、専門知識や商品の種類、顧客の

する（権限なしの）単一事業体から成っています。

種類など）を考慮しつつ、何が優先事項か（回収および／
または効率性）について考えることを要求します。

現在の規制上の措置は、クロスボーダー 構造の構築を以
下のとおり促しています。

しかし、この空想的なテーブルにおいては、少なくとも以下

•

2011年7月にUCITS IV指令が発効して以来、運用会社の

の 5 つの重要な側面を考慮に入れなければなりません。

パスポートの導入が、加盟国の承認された運用会社が他

• 構造の立地

の加盟国のUCITSの運用会社として活動することを可能

• 人的資源の管理

にしています。運用会社のパスポートは、資産運用会社

•

に対し、そのファンドの居住地と管理地に関してより高い

• 導入の軌道

柔軟性を与えています。

• 税務上の影響

2013年7月にAIFM指令が発効した際、欧州のAIFを取り

• 権限委譲の管理

扱う欧州の運用会社に係る欧州内のパスポートが設けら
れました。このパスポートは、AIFを取り扱うAIFMが、関連
する欧州の当局から承認を受けることにより、自社が運
用するファンドを欧州のプロ投資家に販売することを認め
るものです。

フェーズ

選択肢

関連する問題

規制

すべての権限を有する単一のポートフォリオ運用会
社、またはいくつかの規制された機構

監督当局との関係のレベ
ル、および実質の適格性

ビークル

欧州に限定した販売または全世界における販売

訴求／ポジショニング
ビークルの規模
融資の譲渡戦略
販売合意（監督当局と販売国の
間における）

運用センター

現在の機構（または経験豊富なリソースを発見する能
力）に基づく専門家の配置、権限委譲の組織化

専門性の期待への適応、
移転価格の管理

中央管理

機能の詳細な分析、集中化（ハブ）およびプロセスの
円滑さの最適化

リソースの管理、自動化、
役割の相乗効果

販売チーム

回収点の近接化または販売チームの集中化、オペ
レーショナルマーケティング部門および集中型顧客
サービスの支援、専用のインターフェースツールを用
いた管理（CRM）、ロイヤルティおよび探索システム

顧客／チャネルへの浸透の
段階的管理

リスク管理
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最適化管理

ここで、「ユニバーサル運用会社」モデル（「パフォーマンス」2013 年版のレポートを参照）を対象とし
た詳細な検討を行うことにします。規制上の持株会社の創設は、国内で規制される運用機構と比
べ、かなりの規模の経済を必然的に生み出します。

国内で規制される運用機構を持つ運用会社の組織の例

・・・

運用専
門家１

IT

レポー
ティング

運用専
門家４

運用専
門家２

活動の
管理

運用専
門家３

運用会社
１
法務

販売
チーム

コミュニ
ケーショ
ン

コンプラ
イアンス

顧客
サービス

長所

リスク
管理

運用会社
２

• 単一の機構：単一の監督当局との関係
• サービス・プロバイダーおよび投資家に

コンプラ
イアンス

対する単一の連絡窓口
• 法務およびコンプライアンスの単純化

販売＋オ
ペレーショ
ンマーケ
ティング

ガバナ
ンス

リスク
管理

オペレー
ションマー
ケティング

ミドル
オフィス

ユニバーサル運用会社

• プロセスおよび統制のリソースの集中
• 相乗効果の創出

コミュニ
ケーショ
ン

運用専
門家５

短所

リスク
管理

• 類似していない活動または機能のプー

運用会社
３
コンプラ
ガバナ
ンス

リング
• 最も厳しい規制を遵守しなければなら

イアンス
販売＋オ
ペレーショ
ンマーケ
ティング

ない

グループのすべてのライセンスをカバーする「ユニバーサル運用会社」モデルの例

ユニバーサル運用会社
ライセンス

UCITS

生産

プールされる機能／
部門の例

AIFM

国の
規制当局

MiFID

リスク管理

内部統制

マーケティング
および販売

監督および
ガバナンス

法務および
コンプライアンス

ミドルオフィス

レポーティング

IT

人事

…

EU
パスポート

支店
支店
支店

支店

支店

加盟国

基準

販売

私募

リテール
販売

私募

リテール
販売

…

…
専門家
センター別

プロセス別

ブランド別

私募

ファンドの種類（不
動産、プライベート
エクイ…）別

…

リテール
販売

…
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機構の立地

報酬制度、個人の税務ステータス、
異なる生活水準、およびインフラ
は、他の諸側面がある中でもとりわ
け、選択規準マトリクスに含るべき
です

運用会社モデルの導入は真の規制、組織および財務上の
課題です。監督当局の特徴と感応度は国によって異なりま
す。

一部の当局はポートフォリオ運用会社の要請を実務的に
取り扱うことで企業に優しいとみなされているのに対し、投
資家を保護するために常に警戒感を示している当局もあり
ます。また、カウンターパーティの応答性や経験も重要な構
成要素です。選択を行うにあたっては、監視システムや制
裁方針を過小評価すべきではありません。

実質の定義の解釈や比例ルールは、通達に明確に示され
ていることもあれば、カウンターパーティや判例法の管轄と
なっていることもあります。最後に、財政統合は達成されて
おらず、直接税と間接税の両方について、（税務当局との
交渉に先立ち）相違があることは明らかです。また、国内の
カストディアンの格付けに及ぼす影響を踏まえ、国の格付
けも考慮すべきです。
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人的資源の管理

税務上の影響

3 つのポイント―機動性、採用能力、対象国の魅力―を

国外に設置する場合、特定の国は、税務当局が課税水準

考慮すべきです。重要な個人に対する機動性の欠如や、運

に影響を及ぼす取引について早期に検討することを確約

用、リスク、およびミドルオフィスに係る国内リソースを識別す

する税務ルーリングのプロセスを有しています。さらに、特

るにあたっての困難性は、外国の設立地を探す際の隠れた

定の国は金融取引税のプロセスを採用していません。

障壁を表しています。
権限委譲の管理
報酬制度、個人の税務ステータス、異なる生活水準、および

主要な活動の権限委譲の可能性は、実質の定義／解釈に

インフラは、他の諸側面がある中でもとりわけ、選択規準マ

関連して分析することができます（「レターボックス」の概

トリクスに含めるべきです。

念）。
これには 2 つの変種があります。

導入の軌道
規制された事業体の実質を排除することや、この機構を金

• 定量的な視点（権限委譲される活動の比重＜権限委譲
されない活動の比重）

融サービス・プロバイダーに転換することは、最大限の注意
をもって取り扱う必要があります。ユニバーサル運用会社ア
プローチの適用は結果として、ターゲット事業体の業務が標

• 定性的な視点（統制を実施することができる場合、権限
委譲が可能）

準化されるまでの間、様々な規制された機構が共存する移

考慮すべきもう一つの要因は、特定の転置や特定の活動

行期間をもたらします。

について個別の承認を受けなければならないサービス・プ
ロバイダーのステータスと所在地です。移転価格は、国内
の税務当局の実務（アームズ・レングス原則」が適用される
かどうか）を考慮して決定しなければなりません。
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ファンドの仕組みに関する意思決定に加えて、ユニバーサ

業務上の視点から、資産運用会社は軽量の国内インフラと

ル運用会社は、業務上の視点からの注意深い検討を要求し

強固なグローバル構造を必要とするでしょう。資産運用会

ます。資産運用会社は、全体的な管理組織や選択した居住

社が受け入れなければならない課題には以下のようなもの

地の国内慣行を含む幅広い側面を詳細に検討しなければな

があります。

りません。

• 欧州全体にわたる、および欧州の国境を超えた販売
サービスの強化。これは、新たな販売居住地における

2つの一般的な事例があります。最も一般的なシナリオは、

登録と、関連する報告プロセスや効率的なファンド登録

業務の合理化とAIFMDの遵守のため、一つのユニバーサル

のプロセスの策定を要求します。

運用会社の下に複数の機構を集中させることを選択する大

• ガバナンスの適応。これは、ファンドのホスティングサー

手の資産運用会社に関連するものです。一方で、中小規模

ビスや様々な国にわたるリスク監視の統合を伴う可能

の企業や欧州以外の資産運用会社の関心は、欧州におけ

性があります。

る販売に係る運用会社の居住地の選択に向けられていま
す。ユニバーサル運用会社のサービスモデルは集中型の機
構における情報の統合をもたらすため、資産運用会社は業
務効率の面で利益を得ることとなります。

• 業務モデルのレビュー。これは、ミドルオフィスからバッ
クオフィスへのバリューチェーン、およびそれが新たな
国内／グローバルのサービスモデルによってどのような
影響を受けるかの検討を伴います。

最後に、運用される資産クラスやファンドの仕組み―
UCITS 商品であるか、リテールのファンドやプライベートエ
クイティであるかまたはストラクチャード商品であるかにか
かわらず―の範囲は、選択されるアプローチと業務ソ
リューションに明らかな影響を及ぼします。全体として見る
と、企業の運用機構の合理化は、構造化された連続的なア
プローチに従い、一連の異なった多数のパラメーターを考
慮することを要求します。潜在的な経済性と相乗効果は明
らかですが、目標に至る道のりは、全体が真っ直ぐではな
いように思われます。

既存の機構／文化
• 組織
• 国際的なプレゼン
ス
• 商品の種類
• 顧客の種類
• その他

シナリオ１
規準
シナリオ２

目標
•
•
•
•

回収
業務効率
税務の最適化
その他

シナリオ４
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財務上のマージン

• 税務上の再区分

• 税の偏りの管理

• 規制上の実現可能性

• 制御されていない導入

• 移転価格の裁定

• 効率性の向上

• 人材の損失

• その他

• 人事上の実現可能性

• その他

• その他

シナリオ３

リスク

• 技術上の実現可能性

要点：
•

すべての集団投資商品に対する欧州パスポートの適
用拡大は、欧州の運用会社の業務システムについて
の思考を停止させます。

•

このモデルは、特に欧州に複数の立地を有する運用
事業体、および運用活動に係る欧州ライセンスの入
手を希望する非欧州機関の関心の的となっていま
す。

一方で、中小規模の企業や
欧州以外の資産運用会社の
関心は、欧州における販売
に係る運用会社の居住地の
選択に向けられています

•

ユニバーサル運用会社モデルの導入は、重要な諸問
題（事業体の立地、人的資源の管理、導入プロセス、
税務上の影響、権限委譲の管理など）の詳細な分析
を要求します。

•

ユニバーサル運用会社モデルは、業務効率上の諸
目標を実現します。
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デジタル：
差別化の潜在的な
源泉か、さらなる効
果的な販売チャネ
ルか？
オマール・サフィ
（Omar Safi）
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

ジュリアン・レヴィ
（Julien Levy）
シニアマネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

ジュリアン・マルドナート
（Julien Maldonato）
シニアマネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

技術革新と文化的な変化を背景として、
資産運用会社（AM）は現在、デジタルの革命
に直面しています。
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資産運用業界のデジタル環境と課題
• 新規市場シェアの獲得と既存市場シェアの低下の抑制（商
品ベースの戦略から顧客ベースの戦略への移行）。より幅
広い顧客基盤を標的とする（国際的な地位を確立する）ため
の、新たなコミュニケーションチャネルや販売チャネルのより
低コストでの利用。
• 新たなデジタルメディアを通じた専門知識に基づくブランドイ
メージ、評判およびリーダーシップの確立。競争の激しい環
境において、資産運用会社は、（断片化した市場における自

社の明確な位置付けのために）評判とリーダーシップ
を確立することにより、他に抜きんでようとしていま
す。
• イノベーション（商品のイノベーションにとどまらない）
を促進するための、コストを管理下に置いた上での迅
速な生産方法の確立の追求。提供する商品の合理
化、既存の組織構造の最適化およびイノベーション
は、このセクターにおける重要な成功要因です。

ソーシャル
個人間の
新たなつながり

モバイル
新たな意思疎通
のフォーマット

サイバー

デジタル

新たなデータ保護の課題

クラウド

分析

コスト効率的で柔軟性
の高い新たなインフラ

行動や取引を理解・予測
するための新たな能力
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私たちは、主要な国際的プレーヤーの調査を実施し、そのデジタル戦略を分析
しました。

デジタルメディアと分析の指標：
指標

ウェブサイト

コンテンツ
機能
コンテンツの
動的な性質
アクセス性
グラフィック／
操作性の良さ
フォロワー
社会的な権威
1 日当たりツイート数
登録
コミュニティの
交流
話題に
している人
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モバイル端末

外部の
ソーシャル
ネットワーク

専門家の
ネットワーク

調査の主なオブザベーション
ウェブサイトの利用はすでに一定の成熟度に達しているも
のの、調査の結果はその他のデジタルメディアについて著
しい違いがあることを示しており、特にソーシャルネットワー
クの利用は国際的な資産運用プレーヤーにおいてはるか
に発達しています。伝達されるコンテンツの情報量とコミュ
ニティの双方向性は、これらのメディアにとって主要な定量
パフォーマンス指標です。

モバイルアプリケーションに関して、分析した国際的 AM プ
レーヤーの母集団全体にわたりその 40％もが、まだモバ
イル、スマートフォンまたはタブレットのソリューションを顧
客に提供していないことが観察されました。

専門家のネットワーク、またはブログは、それが他にない
利点をもたらし、特に運用会社のソーシャルネットワークに
よって伝えられる分析や市場の意見の定期的な公表は、
ブランドの認知度を向上させるにもかかわらず、十分に活
用されていません。

伝達されるコンテンツの
情報量とコミュニティの
双方向性は、これらのメディア
にとって主要な定量
パフォーマンス指標です
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モバイル端末（スマート
フォンおよびタブレット）

ウェブサイト
イン ターネット―万人が採用し開発する ツ ール

モバイルアプリケーションは、幅広い機能、より高いアク

多くの資産運用会社は高性能のウェブサイトを有し、そ

セス性および利用可能な情報の定期的なアップデートを

の顧客と将来の顧客に対して、情報への高速アクセス

通じて、AM がその提供するサービスの範囲を個人や金

―会社および商品構成の説明、規制関連文書（報告

融機関の顧客に拡大することを可能にします。

書、目論見書、KIID など）、刊行物および市場の意見へ
のアクセス―を提供しています。一部の資産運用会
社は顧客に対し、個人アカウントへのログイン時に個々
の必要性に応じた機能を提供しています。

高い評価を受けている運用会社は、包括的かつ革新的
なサービスを提供し、顧客の自律性を向上させていま
す。スマートフォンやタブレットのアプリケーションは、グ
ループのすべてのファンド、金融ニュース、刊行物、ポッド

ウェブサイトのパフォーマンスは、いくつかの規準の組

キャストおよび運用会社の視点へのアクセスを提供しま

合せ、特に革新的なツールの利用と円滑で直感的なナ

す。またアプリケーションは、フランクリン・テンプルトンの

ビゲート体験に基づいています。

タブレットアプリケーションの事例のように、ソーシャル
ネットワークや専門家のブログなど、グループのすべての

優れたプレーヤーは、明快な情報へのアクセス、明確な
コンテンツ、質の高い動的なグラフィックおよび革新的な

デジタルメディアへのアクセスを提供しなければなりませ
ん。

機能を提供することにより、他に抜きんでています。これ
には、ブラックロックが提供しているツールなどの、投資

また、タブレットアプリケーションは、革新的な機能と視覚

目標に基づくオンラインの投資ポートフォリオのモデリン

効果、運用会社の重要なメッセージや価値のベクトルを

グツールが含まれます。

用いることにより、ブランドイメージの強化にも役立ちま
す。
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外部のソーシャル
ネットワーク

専門家のネットワーク

ソーシャルネットワークは、顧客、将来の顧客およびパート

専門家のネットワークは、ソーシャルネットワーク上でフォ

ナーとのコミュニケーションと共有のための新たなチャネルで

ローおよびシェアされるために、自身の市場の意見を提示

す。ソーシャルネットワークは、伝統的なコミュニケーションに

することにより資産運用会社の認知度を高めようとします。

対する代替的／補完的なフォーマットを提供し、やりとりを促
す環境の中でより直接的な関係が構築されることを可能にし
ます。しかし、ソーシャルネットワークは新たな機会の源泉で
ある一方で、運用会社が対処しなければならない組織およ
び規制上の課題も示しています。

ブログやミニサイトを通じた極めて定期的な刊行物が、プ
レーヤーによる自身の意見の提示を可能にする：
多数の資産運用会社が、ミニサイトを通じて、またはより一
般的にはブログを通じて市場の専門知識を定期的に伝達
することにより、自社を差別化することを選んでいます。分

私たちの分析は、ソーシャルネットワーク上の最も成熟した

析は運用会社のプレーヤーの意見に基づいており、また一

プレーヤー、および最も組織立ったコミュニティ管理を行って

般に公表されています。

いるプレーヤーが、真のオピニオンリーダーとなっていること
を示しています。これらのプレーヤーは、そのコミュニティと
の共有する関係を生み出し、効果的な「傾聴」とコミュニケー
ションのツール（直接的なやりとり、意見や反応の収集）を導
入することに成功しています。

市場の 意見はソ ーシャル ネッ トワーク上で伝えら れる：
これらの専門家のネットワークの付加価値は、想定される
市場の視点を提示していると同時に、独立性を持っている
ということです。その目的は、ソーシャルネットワーク上のや
りとり（コメントを残す能力）や共有を促すことです。フランク

また私たちは、議論が特定の母集団（例えば、リテールの顧

リン・テンプルトンなどの特定のプレーヤーは、しばしばソー

客、金融機関の顧客またはパートナー）に的を絞っている場

シャルネットワーク上で伝えられるオピニオンリーダーの専

合、やりとりされる情報の質と関連性が向上することに気付

門知識を強調し、ブランド認知度を高めることを選択してい

きました。バンガードおよび英国の J.P.モルガン・アセット・マ

ます。

ネジメントは金融アドバイザーのためのツイッターアカウント
を有しており、これを用いて、経済環境や提案された戦略を
理解し、これにより商業上のアプローチを強化するために役
立つ情報を共有しています。

私たちは、一部のプレーヤーが、ソーシャルネットワークを顧
客／将来の顧客との絆を作り出すために、およびコミュニ
ティの「傾聴」ツールとして利用し、ソーシャルネットワークが
もたらす潜在的な可能性を十分に活用していることに気付き
ましたが、多くの運用会社は依然としてソーシャルネットワー
クを情報の押付けのための追加的な手段として利用してい
ます。ソーシャルネットワークのより効果的な利用を可能に
するためには、そのコミュニティとの強い相互作用を作り出

ウェブサイトのパフォーマンスは、
いくつかの規準の組合せ、
特に革新的なツールの利用と
円滑で直感的なナビゲート
体験に基づいています

すことが主な課題となるでしょう。

運用会社がソーシャルネットワークを使いこなそうとするなら
ば、そのコミュニティのファシリテーションを効果的に行わな
ければなりません。ファシリテーションは、伝達される情報の
質およびそのコミュニケーション戦略との一貫性を管理する
ため、集中化され、マーケティング、法務およびコンプライア
ンスの各チームと密接に協力して実施されなければなりませ
ん。
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資産運用上の問題に対するいくつかのデジタルの貢献／
ソリューション

伝統的なバリューチェーン対ソーシャルメディアのコミュニケーション

• その複雑な取引フローを踏まえ、資産運用会社が最
終投資家との直接的な接点を確立することは事実上
不可能です。ますます多くの機能のアウトソーシング
へと向かうトレンドが、この問題を増大させています。

証券代行
会社

ソーシャルメディアは直接的なコミュニケーションチャ
ネルとしての役割を果たし、これにより相互理解を深

販売会社

カストディアン

めることができるという事実は、ファンド業界において
ソーシャルメディアを利用することの重要な利点の一
つです。
• 資産運用会社の環境において、デジタルソリュー
ション

2

資産運用
会社

は特定のビジネスニーズに応じて導入する

最終
投資家

ソーシャルメディア

ことができます。
• 顧客関係の内部管理を「ソーシャル化」します。
内部の CRM プロセスを向上させるため、外部のソー
シャルネットワークの利用に加えて、「ソーシャル」テクノ
ロジーを CRM システムに統合することができます。

AM 上の具体的な問題に対するデジタルの回答

モバイル端末

ウェブ

1

経営者

2

事業開発

• 商業部門
• RFP 部門
• 顧客サービス

外部の
ソーシャルネット
ワーク

5
6

3

マーケティング部門

4

取引

分析

デジタル文化

コンサルタント

金融機関の顧客／
将来の顧客

1

2 図のデジタルソリューション 1 から 10
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ビッグデータ

デジタルおよび
ソーシャルな内部
プロセス

7

7
9

外部の
販売
ネットワーク

8

グループの
販売
ネットワーク

8

10

リテールの
顧客／
将来の顧客

私たちは、プロセスの「ソーシャル化」を通じて実現される利益を以下のとおり識別しました。

ナレッジ・マネジメント
•

すべての軸にわたる（すなわち、垂直方向および水平方向の）情報のやりとりの簡略化

•

ベストプラクティスの共有を円滑化することによる専門知識の強化

•

専門家のコミュニティへの参加を促すことによる協力の進展

•

絶え間なくコンテンツを充実させつつ販売の重複性の抑制とナレッジの集中化

ガバナンス
•

会社内におけるデジタル文化の波及の加速

•

すべての段階における文脈的／対話型情報の提供によるプロセスの円滑さの向上

•

様々な顧客関係プレーヤー（フロントオフィスおよびバックオフィス）の間における協働の向上

•

相互作用の可読性と理解の向上：加速

活動の舵取り
•

プロセス実行の監視の向上

•

ネットワークとの永続的でリアルタイムなやりとりを通じた商業的なファシリテーションの統合

•

行動データや定性的データを用いてビジネス指標を充実させる機会

人材の管理
•

絆の構築と仕事の中核への個人の再配置

•

ソーシャルデータ／行動データの測定による潜在能力の発見

•

「ゲーミフィケーション」などの機動性ドライバーの追加

内部のCRMプロセスを向上させるため、外部の
ソーシャルネットワークの利用に加えて、「ソーシャ
ル」テクノロジーをCRMシステムに統合することが
できます
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デジタルの変革
デジタルの変革において成功を収めるための私たちの処方箋は以下のとおりです。
1.
2.

具体的な事業目標からスタートする。
デジタル戦略は資産運用会社のビジネスモデルにおけるすべての
側面を変革するため、包括的な視野を持つ。
デジタル「エコロジー」環境に合わせて調整されたパイロット・プロ
ジェクトを選択する。

3.

1

4.

パイロット・プロジェクトにとどまらず、デジタルの変革の「ドミノ」
を理解する。
5. 顧客情報、ユニット保有者の平等性および個人データを保護す
ると同時に、国内のソーシャルネットワーク規制を考慮する。

2

デジタル関連のリスクへの対処を忘れることなく、
具体的な事業目標からスタートする。

デジタルは運用会社のビジネスモデルにおけるすべ
ての側面を変革するため、包括的な視野を持つ。

選択されるデジタル化プロジェクトを通じてどのような
目標を標的とするか？
成長の創出

デジタルの
構成要素

コストの最適化

• 新たな顧客の獲得

• 取得コスト

• 複数商品／複数資産クラス

• 業務コスト

• 維持

• 運用／サービスコスト

顧客のセグメンテーション

ビジネス
モデル

販売チャネル
商品およびサービス

• イノベーション
業務モデル
デジタル関連のリスクへの対処を忘れない
・レピュテーションリスク

情報

・法務リスク

テクノロジー

・情報のフローを処理しないリスク

物的資産
人的資源

4

パイロット・プロジェクトにとどまらず、デジタルの
変革の「ドミノ」を理解する。

3

デジタルの
構成
要素
顧客のセグメンテーション
販売チャネル
商品およびサービス
組織
プロセス
情報
テクノロジー
物的資産
開発

ビジネス
モデル
業務
モデル

人的
資源

5
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プロジェクト Y+1

開発
業績の測定

デジタル「エコロジー」に合わせて調整された
パイロット・プロジェクトを選択する。

小さく始める
目に見える便益が迅速に得
られる合理的なプロジェクト
から始める。

大きく考える
思考を導く長期的な目標
の概観を持つ。

早く失敗する
失敗のリスクは決してゼロ
にはならない。状況を迅速
に是正するため、失敗を十
分に早い段階で発見するこ
とができなければならない。

すぐに拡張する
会社は、パイロット・プロジェク
トが生み出す便益を活用し、
識別された優れた実務を次
のプロジェクトのために再現
することができなければなら
ない。

業績の測定

パイロット・プロジェクト

組織
プロセス

プロジェクト Y+2

「顧客情報」、ユニット保有者の平等性および個人データを保護すると同時に、国内の
ソーシャルネットワーク規制を考慮する。

要点：
資金調達が重要な問題となっているセクターにおいて、
また著しい技術革新という背景において、デジタルメ
ディアは資産運用会社による以下の取組みを支援する
ことができます。
•

国際的な成長（調達の源泉）

•

断片化した市場における自社の明確な位置付けに
よるブランドの販売促進

•
•

•

•

真のチームワークを確実にする「ソーシャルな」内
部プロセスを導入することによる会社内の業務の
効率化

様々なデジタルの構成要素は、顧客と共に資産運用
会社のブランドの認知度と専門知識を低いコストで高
めることに役立たせるために現在利用可能な諸ツー
ルの一部を成しています。
この文脈において、資産運用会社は、情報の質をそ

様々な分野における運用専門知識の認知の向上と

のソーシャルネットワーク上での発信より前の段階で

イノベーションの進展

管理するため、および当該情報が規制を遵守し、資

異なる方法による顧客や将来の顧客とのやりとりや

産運用会社のコミュニケーション戦略と首尾一貫して

コミュニケーション（顧客中心の戦略、顧客価値／資

いることを確実にするため、マーケティング、法務およ

本）

びコンプライアンスの各チームが関与する組織化され

標準的な販売仲介者を経由しない最終顧客との直

たアプローチを採用しなければなりません。

接的なコミュニケーション（グループおよび外部の販
売、コンサルタント）

専門家のネットワーク、またはブログは、それが
他にない利点をもたらし、特に運用会社のソー
シャルネットワークによって伝えられる分析や市
場の意見の定期的な公表は、ブランドの認知度
を向上させるにもかかわらず、十分に活用されて
いません
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今後 10 年間における
ソーシャルメディアの状況
ジュリアン・セモンス（Julien Semonsu）
マーケティング・ディレクター
フランクリン・テンプルトン

たとえ一般大衆へのコミュニケーションがどんなに単純
なものであっても、法律上およびコンプライアンス上の規
制が複雑な業界においては、ソーシャルメディアに存在
意義はあるのでしょうか？そして、その存在意義を保つ
事は努力に値するのでしょうか？フランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツ は、どちらの問いに対しても答えは
「はい」だと言っています。
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ビッグアイデアとは何か？

新興市場の第一人者の知見に興味がある人は、昼夜を問わ

話は 2009 年に遡りますが、フランクリン・テンプルトンのマー

ず、アラバマに住んでいようとザンビアに住んでいようと、これ

ケティングチームの野心的なメンバーが、以下のような疑問

に容易にアクセスすることができるようになりました。そして、

を抱きました―「マーク・モビアス（Mark Mobius）博士のよ

さらに良いことには、彼に質問することさえできるようになった

うな有名人兼演説家をつかまえて、彼にブログをさせたらど

のです。

うなるだろう？そしてツイッターアカウントを持ったら？どちら
にせよ世界中を駆け回るポートフォリオマネジャーの新興市

金融サービスによるソーシャルメディアの利用を巡る法律上

場に関する知見と経験に対する需要が博士をメディアに登

およびコンプライアンス上の問題は比較的未知の領域であっ

場させ、定期的なインタビューを受けさせているのだから、博
士に自身のプラットフォームを与えたらどうなるか見てみたら

たものの、数カ月のうちに、ソーシャルメディア上のポートフォ

どうだろう？」

人もいることが明らかになりました。

リオマネジャーの視点に興味を持っている人が世界中に何千

モビアス博士はこの機会を積極的に捉え、法律上およびコン
プライアンス上の問題点をクリアした上で、自身のブログで

この機会の高まりを活用するため、私たちは無数のチャネル

ある「Adventures in Emerging Markets Investing」とツイッ

やオーディエンスに適した様々なコンテンツを作り出し、会社

ターアカウントである@MarkMobius を開設しました。

のソーシャルのプレゼンスを拡大しました。これは、コンプライ
アンスに対応した拡張可能で反復可能なプロセスを支えるイ

反応は即時、肯定的、かつ広範でした。突如として、モビア

ンフラについて熟慮することを意味していました。

ス博士は、その頭の中にあること―遠く離れた場所のトレ
ンド、政治の動向の指標、地域やセクターのホットスポット

私たちが構築した要素には以下のようなものがあります。

―を容易に共有できる方法を手にしたのです。

2
1

回答が必要なコメントや質問に対して

44

確実に責任を負うグローバルチーム
を特定した経営方針コメントおよび
サービスレベル・アグリーメント
（Service Level Agreement：SLA）手
続文書、ならびに何に対してどのよう

以下を記載した会社のソー

に回答するかに関する一連の指針。

グローバルマーケティ
ング、法務・コンプライ
アンスの代表者から成
り、月 2 回会議を開催

シャルメディア方針：フランク

する新設のメディア委

リン・テンプルトンの従業員が

員会。

ソーシャルメディアのチャネ
ル上でできることとできないこ
とを示し、個人の業務に関連
しないオンライン行動に対す
る会社の統制の限界など。

3

ユニット横断的な事業目標とそ
の各段階の進捗管理をする基
本的マトリックスおよび当該マト
リックスへの説明と手法に対す
る標準アプローチに基づく一連
の最初の重要業績評価指標
（ Key Performance Indicator ：
KPI）。
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パーソナル化

営業プロセスに及ぼす潜在的な好影響、およびソーシャルメ

当初、純粋に有機的に成長しながら、これらの新たなソー

ディア・チャネルを通じて個々の営業担当者により支えられ

シャル・チャネルは、温かく歓迎されていました。しかし、個

る追加的なデジタルの範囲の提示を受け、会社は約 4 カ月

人または企業・消費者間の当然のように相互作用する空間

のうちに、営業レベルのソーシャルメディア活動を支援する

においては、個人間―アドバイザリーの顧客、最終投資

方法を巡るテクノロジー、プロセス、およびコンテンツ上の問

家、投資愛好家、およびその他のコントロールできない集合

題を解決することができました。

体―におけるソーシャルメディア関係は、より発展が難し
いものでした。

私たちにとって鍵となる要素は、ソーシャルメディアプログラ
ムの様々な側面― コンプライアンス、使いやすさ、および

ファン層が徐々に育ち、彼らが消費するだけでなく、自身が

測定―を支えることを目的とするウェブベースのソフトウェ

特に好む企業ブランドのコンテンツを共有するようになる

アソリューションでした。

と、以下が問題となりました―会社は、顧客の存在する

場所に存在し、顧客と向き合い、私たちとのビジネスを可能

このツールやこれらのプロセスを実施することで、私たちは

な限り容易なものにするために、ソーシャルメディアのコミュ

多様性のあるグローバルなパイロット・グループに対し、それ

ニケーションとネットワーク力を容易に、効果的に、かつコン

ぞれの国内市場における関連性がありかつコンプライアンス

プライアンスに対応した形で活用する力を営業担当者にど
のようにして与えることができるか？

に対応した個別のソーシャルコンテンツのライブラリーを供
給することができました。より簡単に言えば、それぞれの新
たなプログラムの参加者は、突如として、自身の顧客コミュ

営業担当者は、顧客や将来の顧客との面会、電話、および

ニティの多様なニーズを満足させることを目的とするリンクト

電子メールを日常的に行っていました。ソーシャルメディア

イン上のアクティブで目立つプレゼンスをたった 2 回のクリッ

はもう一つのコミュニケーションツールに過ぎなかったた

クで維持することができるようになりました。

め、実務上およびコンプライアンス上の懸念は確かに複雑
であったものの、同時に扱いやすくもありました。
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フランクリン・テンプルトンの南欧／ベネルクス担当マーケ

使いやすさと効果が採用と営業のユーザーによるソーシャ

ティング・ ディ レク ターであ るジ ュリ アン・ セモン ス（ Julian

ルメディア活動を促していることを示す初期の結果は、デ

Symons）が述べているように、「もちろん、私たちは優先順位

ジタルの範囲の著しい増加をもたらし、また金融アドバイ

の高いマーケティング・メッセージが届く範囲を最大化するた

ザーを支援する機会を生み出しました。それらの成功と拡

めのソーシャルの活用に興味を持っていますが、私たちは、

大し続ける企業のソーシャルチャネルに基づいて、私たち

顧客に私たちと向き合ってほしいのであれば、単に私たち自

は、既存のグローバルなソーシャルメディアプログラムを

身のアジェンダを押し付けるのではなく、顧客が話したがって

補完する国別のソーシャルメディアプログラムの追加をテ

いることに対応しなければならないことを知っています」。

ストすることを決定しました。

各投稿の潜在的な影響を高めるため、私たちは各営業担当
者の既存顧客のリストをリンクトインにインポートすべく、彼ら
との共同作業を行いました。私たちは彼らが単純かつ上出
来と感じるプロセスを作り上げることができ、結果としてそれ
ぞれのコミュニティにおける顧客の数はすぐに増加しました。
この種の自動化は理想的であるものの、私たちは早い段階
で、営業のソーシャルメディアユーザーとの 1 対 1 の研修や
フォローアップのミーティングが不可欠であることに気付きま
した。私たちが実務への応用の現実に関する知見を得ること
ができ、またそれによってベストプラクティスを確立し、ボトム
ラインに好影響を及ぼす潜在的な可能性を持った方法でプ
ログラムのあらゆる側面を改良することができたのは、これ
らの個別の研修セッションや継続的なチェックインを通じての
ことでした。

金融サービスによるソーシャルメディ
アの利用を巡る法律上およびコンプ
ライアンス上の問題は比較的未知の
領域であったものの、数カ月のうち
に、ソーシャルメディア上のポート
フォリオマネジャーの視点に興味を
持っている人が世界中に何千人も
いることが明らかになりました
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グローバル化
私たちが識別した最初のテスト市場はフランスであり、イタリアでのパイロット・プログラムが数カ月後にこれに続きました。
国内のマーケティング、法務およびコンプライアンスの各チーム、ならびにその米国の相手方チームとの詳細な準備作業
の後、私たちは欧州においてこれらの新たな国別プログラムを維持するために要求される国内的な適応を識別することが
できました。これらのソーシャルメディアプログラムの範囲は以下を含むものでした。

1. 個々の営業担当者レベルにおけるリンクトインの利用
営業担当者はヒアセイ・ソーシャル（Hearsay Social）に登

3. 国内の企業レベルにおけるツイッターの利用
フランス語のツイッターチャネルである@FTI_Franceとイ

録し、個人のリンクトインのアカウントをこのツールにひも

タリア語のチャネルである@FTI_Italiaを開設しましたが、

付けました。これにより、営業担当者が吟味されたコンテ

いずれも現地語のコンテンツの提供を可能にし、また国

ンツを自身のリンクトインのプロフィールを通じて直接公

内の顧客および国内のメディアや影響力のある人物を

表し、かつ国内のコンプライアンスプロセスの要件を充足

直接標的とするための手段をもたらしました。

することが可能になりました。
2. 国内の企業レベルにおけるリンクトインの利用

4. 会社のグローバルなユーチューブのチャネル上で利用

これは地域の的を絞ったステータスアップデートに関する

可能なフランス語・イタリア語両方の再生リスト

ものであり、よってフランスおよびイタリアの国内フォロ

国内の動画制作のパイプラインは独立したチャネルを

ワーのニュース配信のみを対象としています。これにより

必要としていなかったため、私たちは、管理上の労力を

私たちは、国内で承認されたコンテンツへのリンクを含む

削減する一方で、引き続きポートフォリオマネジャーに

現地語のステータスアップデートを提供することができる

よる解説などの国内で承認された現地語の動画コンテ

ようになっています。

ンツのためのルートを提供することを選択しました。

使いやすさと効果が採用と営業のユーザーによる
ソーシャルメディア活動を促していることを示す初
期の結果は、デジタルの範囲の著しい増加をもた
らし、また金融アドバイザーを支援する機会を生み
出しました
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グローバルなトレンドは、金融アドバイザーがフェイスブック

これは、誰がリンクトイン上のどの顧客とつながりを持つべ

のプラットフォームをビジネス利用のためにますます採用す

きかの決定などの導入に関連する点において、明らかな

るようになっており、そこでの新たな顧客の探索において成

影響を及ぼしていました。

功を収めていることを示しているものの、フェイスブックはよ
り後の段階における再検討のために保留されました。

食べてみなければ分からない
金融サービス業界に特化したベンチマークは当初存在し

私たちは過去の取組みにおいて学んだ教訓を様々な方法

ていなかったことから、私たちは目標の見積りを定義する

で活用することができましたが、それぞれの市場は対処を

ため、ソーシャルのチャネル全体にわたる競合他社や顧

必要とする固有の状況と要件を示していました。

客の活動の詳細な調査を行い、真のベンチマークを示す
十分な奥行きのあるデータプールを徐々に確立することが

例えばフランスにおいて、私たちはヒアセイ・ソーシャルの

できました。

ツールのアーカイブ機能― これは私たちのコンプライア
ンスのプロセスにとって極めて重要なものでした―が、フ

ソーシャルプログラムの有効性に対する私たちの見方を具

ランス居住者のオンラインデータが海外である米国のサー

体化しているのは、私たちがソーシャルの最小値

バーに保存される状況を作り出していることを発見しまし

（Minimum Value of Social）と呼んでいる、プロキシの値に

た。これは認められてはいますが、その承認を得るには法

基づくボトムラインへの影響の具体的な指標の数値化を可

律に基づく政府への申請が要求され、このプロセスにより

能にする、私たちが開発した独自のアルゴリズムです。

展開のスケジュールは最大で 3 カ月遅れる可能性がありま
す。

採用なしにはその他の成功はあり得ないため、内部にお
ける採用は基本的な成功の測定基準を表します。私たち

またフランスは、国内のプライバシー法は雇用主による個

は、ビジネスにおけるソーシャルメディアの活用に自主的

人のオンライン行動の監視を認めていないが、コンプライア

な関心を持っている人々だけが、新たな業務フローの採用

ンス上の要件は、従業員のオンライン行動の積極的な監視

のために必要とされる熱意と避けることのできない技術的

が、従業員がコンプライアンスに対応した方法で行動してい

な問題に耐える我慢強さを持つであろうと考え、プログラム

ることを確認するために不可欠であるとしているという点に

における個々の営業のユーザー部分への参加を全面的に

おいて、私たちに興味深い難問を提示しました。

任意としました。

「ソーシャルメディア空間の多くの部分と同様に、これは探

私たちは、個々のユーザーによる採用と活動の水準を積

索が困難な―かつ非常に興味深い―未知の領域でし

極的に追跡し、月次のスケジュールに従って、好成績者の

た。私たちは結局、集中的な 1 対 1 の研修とすべてのソー

ベストプラクティスについて学び、また低成績者によるプロ

シャル活動の包括的なアーカイブによって、法律とコンプラ

グラムの利用を妨げていたものを解明し、個別の支援を提

イアンスの方程式の両辺を充足することのできるバランス

供するため、彼らのフォローアップを実施しました。

を見付けることができました」 とジュリアン・セモンスは説明
しています。

私たちが初期の成功談を伝え、これが他の営業担当者に
参加する気を起こさせたことから、米国における採用は予

ビジネスと文化の両方の視点から見て、フランスとイタリア

想よりも早く増加しました。活動の水準は継続的に「十分」

は両方とも、その市場に固有のビジネスモデルを用いてい

から「強力」の範囲にあり、強力な活動の主なドライバーは

ました。結果として、国内主導のコンテンツの量を増やし、

ヒアセイ・ソーシャルのより高度に自動化された公開機能

また私たちのプロセス基準を国内のビジネスモデルに適合

（1 クリックで複数の投稿）の利用とモバイル機器を通じて

するよう調整するため、私たちはコンテンツを現地語に翻訳

の使いやすさとなっていますが、後者は、参加者が正規の

しなければならなかったのに加えて、集中的に生成された

オフィス環境の外で勤務日の大部分を過ごす場合におい

コンテンツの調性を適応させる方法を学ばなければなりま

ても活動水準を維持することを可能にしています。

せんでした。例えば、米国では営業担当者が個別の顧客リ
ストを持っている一方で、イタリアでは顧客は営業グループ
からサービスの提供を受けています。
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執筆の時点で、個々の営業担当者によるソーシャルメディア

顧客知見担当バイス・プレジデントであるマルコ・バイレッ

のビジネス利用は、まだ確かな結論を導き出すには新し過

ティ（Marco Bailetti）は以下のように述べています―「初

ぎます。しかし私たちは、営業担当者の武器庫にリンクトイン

期の相関分析は、ソーシャル活動と良い営業成績の間に関

を補強したことが、リンクトインがつながりの橋渡しを実施し

係があることを示しています。私たちは、営業成績に関連す

ていなかった場合には存在しなかったであろう営業の機会を

るソーシャルメディアを含む多数のチャネル全体にわたって

生み出したことを示す定性的な証拠を持っています。

価値をデジタルの関与により適切に帰属させるためのアプ
ローチについて考えています。これはまだ予備的なもので

また私たちは、ソーシャルへの関与が、営業上の会話に対

すが、私たちはすでに、ソーシャルが本来はテーブルの上

する潜在的により有効なフォローアップのお膳立てをしてい

に放置されていたかもしれない機会を創出または捕捉し、

る多数の事例を目の当たりにしてきました。

より良い顧客体験の提供を可能にする様子を目にしてきて
います。」
フランクリン・テンプルトンによる企業レベルのソーシャルメ
ディア活動の一部が始まってから現在ほぼ5年が経ってい
る（マーク・モビアス博士のブログと@MarkMobiusのツイッ
ター）ため、そこではより具体的な構造の数値化可能な測定
基準、ベンチマークおよびターゲットが導入されています。こ
れは本質的に以下の4つの構成要素に分かれています。

1．認知度

2．関与

コミュニティの規模、ビューおよび感想によって測定されます。他の目標を達成するためにはコミュ
ニティの規模とトラフィックにおける特定の転換点に到達しなければなりませんが、認知度の数値
はコンテンツとの動的なやりとりを示しておらず、そのためこれは基礎的な測定基準とみなされま
す。
オーディエンスの維持、いいね！および返信によって測定されます。ここでは、ユーザーがコンテン
ツと積極的にやりとりしていることを示す追跡可能な兆候を見ることができ、これはコンテンツが時
事的で面白いことを示します。

3．主張

4．行動

98

シェアやリツイートによって測定される主張は、ユーザーがコンテンツを非常に気に入ったことか
ら、これに自身の承認の印を付け加え、自身のソーシャルコミュニティのメンバーと共有しているこ
とを示します。これは、コンテンツを会社のコミュニティのメンバーでない人々に広めることにより、
共有されるコンテンツの範囲を広げるという効果を持っています。研究が示すところでは、あなたの
人脈が宣伝しているコンテンツはあなたが消費する可能性のより高いコンテンツであり、よって共
有されるコンテンツがこれらの受け手によって読まれる可能性は、偶然に、または広告を通じてこ
れに遭遇した場合と比べてより高くなります。
クリック率（Click Through Rate：CTR）によって測定され、これはダウンロードをも意味することがあ
ります。またこれは、金融アドバイザーが自身の顧客と共有するためにパンフレットの pdf をダウン
ロードする場合などにおいて、しばしば認知度の向上につながります。

例えば、ビジネス上の目標がキャンペーンのメッセージを支
援することである場合、認知度の測定基準は、ソーシャル
活動の結果として追加的に何人がキャンペーンのコンテン
ツを見たかを明らかにすることにより、成功またはその不足
を示します。関与の測定基準は、キャンペーンのメッセージ
が共感を呼んでいるかどうかの指標であり、メッセージが的
を射ているか、またはやり直す必要があるかについての確
証を提供します。主張と行動の事例は、他の測定基準を高
めるのに役立ち、オーディエンスにおける反響を示します。

要点：
•

に対するグローバルな欲求があることは明らか
です。法律上およびコンプライアンス上の問題

まれなケースにおいては、具体的な営業成績と明確に関連

は複雑ですが、それらは同時に解決可能でもあ

付けられたソーシャルのやりとりが存在しますが、ソーシャ

ります。リスクは存在しますが、私たちは潜在的

ル活動が最終的な売上に貢献する多くの接点の一つに過

な恩恵がリスクを上回ると考えています。

ぎないことの方がはるかに一般的です。しかし、特定のソー
シャルの行動または行動パターンは、営業上の会話に対

ソーシャルメディア空間において、投資の知見

•

個人レベルと企業レベルのソーシャルメディア

応する用意がありそうかどうかを予測するための根拠を提

活動の組合せは、現実のビジネスに影響を及

供することがあります。そして、たった一つのデジタルの接

ぼすより包括的な結果の組合せを生み出す可

点が従来手付かずだった顧客とビジネスをする可能性を大

能性が高いと思われます。

いに高め得ることを考えると、デジタルの刊行物が営業の

•

機会を生み出す潜在的な可能性は無限大であるように思

よび手続は、効果的なソーシャルメディアプログ

われます。
今後、フランクリン・テンプルトンはソーシャルメディアの展

テクノロジーに裏付けられた書面による方針お
ラムの管理上のバックボーンです。

•

グローバルなプログラムは集中型のリソースや

開のペースを落とす予定はありません。会社が事業年度を

学習の活用が可能であるべきですが、各市場

開始するにあたり、その重点は主として、ソーシャルメディ

は国内的な適応を要求するでしょう。

アと営業の間の重複、ソーシャル空間においてより多くの

•

成功はまず採用によって測定され、その後、所

顧客とつながり、これにサービスを提供するための方法に

定のビジネス上の目標に向けた進展を示す認

より具体的に目を向けること、デジタルのコミュニケーション

知度、関与、行動および主張の測定基準によっ

を各営業担当者の及ぶ範囲、ひいてはブランドとそのメッ

て測定されます。

セージが届く範囲を伸ばすための手段として活用すること
に置かれています。

99

投資ファンドに係る
新たな税規制
オーストリア、フランス、ドイツ、アイルランド、ルクセンブルク、
オランダ、英国、スイス
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2013年は、オルタナティブ投資ファンド運用者指令
（AIFMD）によって引き起こされた変化に支配された
年でした。したがって本レポートでは、投資ファンドへ
の課税に係る規則の改定と、AIFMDが及ぼす財務上
の影響に主な重点を置いています。投資ファンドに
係る既存の課税ルールに対するその他の改定には、
税額査定条項の微調整や、従来の税法における事
務的な誤りの修正を目的とした規則が含まれます。

オーストリア
ノラ・エンゲル・カゼミ
（Nora Engel-Kazemi）
ディレクター
金融サービス税務
デロイト

AIFM指令（2011/61/EU）の国内法への導入の過程におい

UCITSまたはAIFとして組織されていない外国のビークル

て、ミューチュアルファンドへの課税に関する2つの重要な

は、資産がリスク分散の原則に従って投資されており、か

変更がオーストリアミューチュアルファンド法に組み込まれ

つ以下の規準を満たす場合、外国のミューチュアルファン

ました。さらに、ミューチュアルファンドに係る追加的な変更

ドとして適格とみなされる可能性があります。

が2013年中に開始するファンドの事業年度に対して発効し
ますが、これはオーストリアにおける最近の税制改革の一
環として既にオーストリアミューチュアルファンド法に導入さ
れていたものです。

- 当該ビークルは、その組成された法域において、同等の
法人税（法人税率は現在25％）の課税対象となっていな
い。
- 当該ビークルの利益は、オーストリアの法人税率（現在

AIFM指令の導入を受けた変更

25％）より10ポイント以上低い法人税率の対象となって

• 外国のミューチュアルファンドに係る定義の導入

いる。

譲 渡 可 能 証 券 の 集 団 投 資 事 業 （ Undertaking for
Collective Investment in Transferable Securities ：

- 当該ビークルは、その組成された法域において非課税・
免税となっている。

UCITS）またはオルタナティブ投資ファンド（Alternative
Investment Fund：AIF）として組成される外国のミュー

その組織された法域において直接課税されない税務上透

チュアルファンドは、その法的な組織やリスク分散ポート

明なビークルは上記の規準のテストを行う必要がなく、リ

フォリオにかかわらず、税務の視点から外国のミュー

スク分散ポートフォリオの場合、オーストリアにおいて透明

チュアルファンドとして適格とみなされます。「AIF」という

なミューチュアルファンドとして取り扱われます。

用語が規制上の定義に結び付けられるかどうかはまだ
決まっていませんが、結び付けられる場合、規制当局か

上記の定義は、2013年7月21日以降開始するファンドの事

らライセンスまたは登録を受けるのはオルタナティブ投

業年度に適用されます。

資ファンドの運用会社のみであって、それぞれのAIFで
はないため、実務においてこれをどのようにして証明す
ることができるかは不明確です。
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• 繰越損失の75％縮小
2012年中に開始するファンドの事業年度の課税対象所
得と相殺できなかった繰越損失の25％のみが相殺可能

ファンドの2013年度事業年度に係るすでに導入済みの変更
• 配当および利得の平準化（equalisatoin）
配当および実現損益（上記を参照）の平準化（equalisation）

となります。結果として、繰越損失の75％の切捨てが行

にかかる金額は課税対象となり、また2013年度事業年度よ

われます。この新たな課税ルールはオーストリアの個人

りDDIの一部となります。過去の事業年度においては、純受

投 資 家 に の み 適 用 され 、 機 関 投 資 家 は 繰 越 損 失 の

取利息のイコライゼーション金額のみがDDIの一部となって

100％の相殺を継続します。オーストリアの個人投資家

います。

は、以下の金額の課税対象所得を損失との相殺に用い
• 分配への課税の改定

ることができます。
- 2012年中に開始するファンドの事業年度―株式およ
び株式連動デリバティブによる実現純利益の40％
- 2013年中に開始するファンドの事業年度―すべての
実現純利益の50％
- 2014年以降開始するファンドの事業年度―すべて
の実現純利益の60％

2013年度以降の事業年度に関連する分配は、例外なく、以
下の各構成要素から以下の順序で行われたものとみなされ
ます。
1. 当期利益（利息、費用から控除された配当）
2. 繰越利益（過去にDDIとしてすでに課税済みの場合は無
税）
3. 実現利益（上記のセクションで述べた無税の利益を含

個人投資家に係る25％の繰越損失の金額は、個別の

む。すなわち、分配された利益は常に課税対象の分配と

コードを付して、外国のミューチュアルファンドのオースト

して取り扱われる）

リアの税務代理人によりオーストリア輸出銀行に報告さ
れなければなりません。

4. 繰越利益
5. 実質（課税の中立性）

上記の原則は、みなし分配所得（Deemed Distribution
Income：DDI）の一部である実現利益にのみ適用されま

償還が行われた場合における二重無税を回避するため、

す。2013年度事業年度に関連する分配の場合には、分

分配の無税部分はファンド持分の取得コストを引き下げま

配された利益の全額が課税対象となります。

す（オーストリアの個人投資家が2011年1月1日以降に取得
した場合）。すなわち、償還が行われた場合に、この無税の
分配は課税対象キャピタルゲインとして適格とみなされま
す。

オーストリアのミューチュアルファンド税制に大幅な
変更はありませんが、いくつかの改定が2013年度事
業年度または2013年7月21日以降開始する事業年
度について発効します

102

フランス
エティエンヌ・ジュノー
（Etienne Genot）
パートナー
FSI税務
タージ（Taj）*

新たな税制措置が、2014年度予算案の議決のため現在

全般的な措置

フランス議会で審議されています。近く最終的な議決が行

特別法人税（Corporate Income Tax：CIT）サーチャージの

われますが、これらのルールはまだ修正される可能性が

引上げ

あります。

現在、年間収益が2億5,000万ユーロを超える会社は、2015年
12月30日までの税率5％の特別CITサーチャージの課税対象

エレーヌ・アルストン
（Hélène Alston）
ディレクター
FSI税務
タージ（Taj）*

となっています。
このサーチャージの現行5％の税率は、10.7％に引き上げられ
ることになっています。これにより、CITの実効税率は（現行の
36.1％に代わり）38％となります。
会社が支払う高額給与に対する特別税
従業員に支払われる報酬のうち、1人につき1年当たり100万
ユーロを超える部分に対して、50％の税が課されます。この年
税は会社によって支払われるもので、2013年および2014年に
支払いまたは特定された報酬に適用され、年間収益の5％の
上限が設けられています。
この新たな税の適用範囲に含まれる「報酬」の定義は極めて
広範であり、現物給付、賞与およびストックオプションや無償
株式を含むことは注目に値します。
資産運用業界に関連する個別の措置
税務上のフランス居住者である個人投資家に適用される株式
のキャピタルゲインに係る新たな税制
資産運用業界は、株式のキャピタルゲインに係る新たな税制
の直接的な影響を受ける可能性があります。その全般的な目
標は、所得税のルールと税率をキャピタルゲインに適用するこ
とです。
この新たな制度は、保有期間に基づく税金還付制度を明確化
しています。この有利な制度は、共有株式に関する権利の譲
渡 、 な ら び に 資 本 リ ス ク フ ァ ン ド （ Fonds Communs de
Placement à Risques：FCPR）による資産の分配およびフラン
スまたは外国の集団投資スキームによるキャピタルゲインの
分配に適用されます。

* タージはDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーです。
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保有期間と税金還付

保有期間

還付

2 年未満

0%

2 年から 8 年

50%

8 年超

65%

しかし、一部の状況において、この適用除外の恩恵を受ける

残念ながら、株式を8年を超えて保有した場合における株式

ために必要とされる条件を満たすことが困難になる可能性

売却収益の再投資に適用される有利な税制は廃止されるこ

があります。例えば、集団投資スキーム（UCITS型）の持分

とになっています。2014年1月より、キャピタルゲインはこの

／ユニットの売却または買戻しから得られるキャピタルゲイ

優遇措置の恩恵を受けることはできません。

ンは、一定の投資比率を満たす（すなわち、75％以上が株
式に投資されている）場合にのみ、適用除外制度の恩恵を

非居住者に係るキャピタルゲインの分配に対する30％の特

受けることができます。この投資比率は、ファンドの設立年

別源泉徴収税の導入などのその他の提案は却下されまし

度に続く2年度目の末日より前の時点で満たされていなけれ

た。

ばなりません。2014年1月1日より前に設立されるファンドに
ついては、この投資比率は、2014年1月2日以降終了する初

また、フランス版FTTの適用範囲の拡大も却下されたため、

年度の末日より前の時点で満たされていなければなりませ

これがすでに困難なものとなっている欧州FTTに関する議論

ん。

の妨げとなることはなくなりました。

税金還付を生じさせる可能性のある項目の概要

還付／割引制度

コメント

株式

あり

具体的な条件なし

株式に関する権利
または資本性金融商品

あり

具体的な条件なし

資本リスクファンドによる資産の分配

あり

具体的な条件なし

ファンドユニットの売却
ファンドによるキャピタルゲインの
分配

あり

ファンドは適格株式への 75％以
上の投資比率を守らなければな
らない

資本リスクファンド（FCPR）の持分／
ユニットの売却
資本リスクファンドによるキャピタルゲ
インの分配

あり

特定の資本リスクファンドを除い
て、ファンドは適格株式への 75％
以上の投資比率を守らなければ
ならない
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ドイツ
エバ・アーンスト
（Eva Ernst）
シニアマネジャー
金融サービス税務
デロイト
ティル・ウェスターマイヤー
（Till Westermeier）
マネジャー
金融サービス税務
デロイト

ドイツ投資税法（German Investment Tax Act ：GITA）の改

旧投資税法は廃止されたGIAをある程度参照しているため、

正に関する法案が2013年10月24日付で可決されました。

しばらくの間、一部の投資ビークルについて、各課税ベース

新たな規定への適合のために税規制を調整するこれらの

の決定と公表における確実性が不足していました。このた

変更は、ドイツ投資法（German Investment Act：GIA）に

め、ドイツ財務省（BMF）は2013年7月18日、移行ルールを取

取 っ て 代 わ る 金 融 投 資 法 （ Kapitalanlagegesetzbuch ） に

り上げた通達を公表し、旧GIAに従っている各ビークルの投

よって予測されていました。この新たな投資税法は、前回

資家への課税において廃止された投資税法に含まれる規則

の法律制定期間末の2013年9月22日に無効となったかつ

が用いられる場合、税務当局はいかなる異議も唱えないと

てのAIFM税改正法案と同一の範囲に及びます。アンゲラ・

述べました。これは、後継となる前述の税法の法案可決およ

メルケル首相の保守系キリスト教民主同盟の再選後、執

び発効（2013年12月31日より前）まで有効とされます。

筆の時点（2013年12月）において、同党は社会民主党との
大連立を組む可能性が高いと思われます。

2013年中の投資税法の改正
• 配当およびキャピタルゲインの非課税扱い
この法案により、会社における配当およびキャピタルゲイ
ンの非課税扱いに関し、法人税法の範囲内での適用とし
ての法律の改正が可決されました。2013年3月2日以降、
配当の95％非課税は10％を超える株式保有にのみ適用
されます。これは一般にミューチュアルファンドにも適用さ

アンゲラ・メルケル首相のキ
リスト教民主同盟の再選を
受けて、改正案は2014年の
課税対象期間中に発効す
る予定です

れます。新たな法律の下で、ファンドの管理者は、一般投
資家およびパートナーシップについては旧AKG1を、会社
については新AKG2を計算し、開示しなければなりませ
ん。

• 運用報酬のコスト配賦
2013年4月3日付の通達において、BMFはファンド投資に
関連する運用報酬の配賦に関する既存の法律を明確化
しました。これに従い、運用報酬は、ファンドの文書（目論
見書、付録など）における契約上の取決めに従って配賦
されなければなりません。すなわち、報酬の計算が実現
利益のみに基づいている場合、運用報酬は実現利益に
最大限配賦されなければなりません。一方、計算が実現
利益および経常利益の各構成要素に基づいている場
合、運用報酬は、その一部が実現利益に、他の一部が
経常利益に配賦されるか、または経常利益に全額配賦さ
れなければなりません。

106

2013年12月31日までの投資税法の改正
• 一般コストの配賦
現行のルールの下では、一般コストを主として通常の課
税所得（例えば、配当、利息）に配賦し、これによりファン
ド投資から得られる投資家の課税みなし分配所得を減
額することが可能です。

新たなルールでは、一般コストは通常の課税所得とキャ
ピタルゲインに配賦されます。通常の所得およびキャピ
タルゲインとキャピタルロスの合計がマイナスである場
合、通常の所得とキャピタルゲインの間の配賦につい
て、50％の固定比率が適用されます。これは、間接コス
トの10％を損金不算入費用に区分する選択肢が廃止さ
れることを意味します。ただし、直接コストの配賦には変
更はありません。

• 分配に係る強制的な源泉の順序
新たな投資税法は以下のようなルールを含んでいます

―税務の目的上、分配は、種類株式資本の意義の範
囲内における実質が影響を受けるまで、当年度および
過年度のすべての所得から生じたものとみなされます。

• 債券ストリッピングの仕組みへの濫用防止ルールの適用

• 現状の維持

新たな法律のもう一つのパラグラフは、「債券ストリッピン

既得権ルール案に関し、ファンド業界にとって有利な救済

グの仕組み」として知られる、債券クーポンの所有権変更

措置があります。法案に関する議会の決議より前の時点

ルールを伴う特定の仕組みを防止することを目的として

でパートナーシップのユニットがファンドのポートフォリオ中

います。これまでのところ、これらの仕組みはファンドのレ

にあった場合、継続の権利が認められます。また、さらに

ベルにおけるストリッピングされた利息クーポンの売却か

重要なのは、2013年7月22日（金融投資法の発効）より前

ら課税所得を生み出すために用いられてきましたが、こ

の時点で発行されていた（サブ）ファンドに係る3年間の最

れはその他の損失と相殺されるみなし分配所得として用

低既得権ルールです。

いることができ、これにより法人税法の特別規則の下で
投資家の税務損失が喪失されることを回避することがで
きます。ファンドユニットの売却による将来の損失は、そ
の他の課税所得と相殺することができます。
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アイルランド
ディアドリ・パワー
（Deirdre Power）
パートナー
金融サービス税務
デロイト
ニーアム・ジェニングス
（Niamh Jennings）
シニアマネジャー
金融サービス税務
デロイト

REIT

投資リミテッド・パートナーシップ

2013年財政法（第1号）により、アイルランドは不動産投資信

アイルランドの国際的ファンド業界からの要求に応えて、2013

託（Real Estate Investment Trust：REIT）を導入しました。こ

年財政法（第1号）には、1994年投資リミテッド・パートナーシッ

れは、アイルランドのファンドおよび不動産セクターにとっ

プ 法 に 従 い投 資 リ ミ テッ ド・ パ ー トナ ーシ ッ プ （ Investment

て、国際的水準のREIT環境を構築および改良することので

Limited Partnership：ILP）として創設されたアイルランドのファ

きるプラットフォームをも提供してくれる良いニュースです。

ンドをアイルランドの税務の目的上透明なものとして取り扱う
措置が含まれました。この時点以降におけるILPの税務上の

REIT制度では、多数の条件を満たす会社が保有する不動

取扱いは、一般契約型ファンド（Common Contractual Fund：

産賃貸事業の所得および課税対象所得は非課税扱いとな

CCF）の取扱いに極めて類似したものとなります。

ります。REITがその賃貸所得から支払う配当は20％の配当
源泉徴収税の課税対象となり、受取人がその納税義務を負

アイルランドの税務の視点から見ると、ILPは基礎となる投資

います。ただし、多くの場合において、アイルランドと投資家

における所得および利得（すなわち、利益）に関して課税対象

の法域の間における関連する条約の条件下で源泉徴収税

となりませんが、これらの利益は、あたかもILPのユニット保有

率を軽減することが可能です（下記の条約に関するパラグラ

者が基礎となる投資に対応する持分を直接保有しているか

フを参照）。アイルランド非居住者である投資家がREITの持

のように、そのILPへの相対的な投資額に比例して、ユニット

分の売却により獲得したキャピタルゲインは、アイルランド

保有者において発生するものとして取り扱われます。

において課税対象となりません。REITの持分の発行または
譲渡に対しては、1％の譲渡税が適用されます。

この新たな税務上の取扱いは、2013年2月13日以降アイルラ
ンド中央銀行によって承認されたILPに適用されます。ILPの

REITのブランドは世界的に良く認知されており、アイルランド

枠組みに対するこの重要な変更は、結果としてプライベートエ

の制度は、世界の投資家を国際的な不動産市場と同様に

クイティ投資や不動産投資に適した税務上透明なファンドの

アイルランドの不動産市場にも引き付けることを目的として

仕組みをもたらし、またアイルランドはAIFMDの準備ができて

導入されました。REITの仕組みを通じて、アイルランドの金

おり、営業を開始しているという明確かつ積極的なメッセージ

融機関が不良不動産の買い手を見付け、他のプロジェクト

を発信するでしょう。

への投資のために大いに必要とされている資本を確保でき
る機会の数は増加するでしょう。アイルランド初のREITは

一般契約型ファンド（CCF）

2013年7月18日に順調に始動し、他にも多数が設立のプロ

一般契約型ファンド（CCF）は、アイルランドにおける規制され

セスの途上にあります。最初の参入者の成功を受けて、私

た資産プールファンドの仕組みです。資産のプーリングは、機

たちはREITの活動が2014年に大幅に拡大すると予想してい

関投資家が規模の経済を通じたコスト削減、リターンの向上

ます。

および業務の効率化の実現を目的として、資産を単一のビー
クルファンドにプールすることを可能にします。既存のCCFに
おける経験上、10ベーシスポイントから20ベーシスポイントの
節減となります。

アイルランド初のREITは2013
年7月18日に順調に始動し、
他にも多数が設立のプロセス
の途上にあります
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CCFは証書の下で設立される法人化されていない組織であ

「個人ポートフォリオ投資事業」に適用される税率は56％か

り、投資家は、基礎となる資産をその投資に比例して保有

ら60％に引き上げられますが、当該支払いが所得税申告

する「共同所有者」となります。CCFは通常運用会社によっ

書に正確に含められていない場合には80％となります。

て設立され、投資家は個人であってはなりません。すなわ
ち、機関投資家のみが認められます。CCFはアイルランド

引上げ後の税率は、2014年1月1日以降に行われる支払い

中央銀行によって承認および規制され、UCITSファンドまた

／みなし支払いに適用されます。

は非UCITSファンドとして構築することができます。CCFは
別個の法人ではなく、アイルランドの法務および税務の目

アイルランドのファンドに係る報告義務

的上透明です。

アイルランドの税務当局は、アイルランドのファンドに係る
新たな報告義務を公表しました。これは一般にセクション

CCFは財務上透明であるため、その所得および利得に対

891C報告と呼ばれています。アイルランドに居住するファン

するアイルランドの税は非課税となります。CCFの投資家

ドは、アイルランド居住者である投資家に関する詳細事項

は、基礎となるCCFの投資の比例的な持分を直接所有して

をアイルランド歳入庁に年次で報告することを要求されるよ

いるものとして取り扱われます。したがって、アイルランドの

うになりました。当該ファンド自体、アイルランド居住者であ

税法の下で、CCFに関連する利益は、あたかもCCFをパス

る投資家および各アイルランド投資家が保有する投資に関

スルーしていないかのように、CCFの投資家において発生

する詳細事項を、毎年3月31日までに提出することが要求

または認識するものとして取り扱われます。CCFは税務上

されています。

透明であるため、条約上の救済措置に関連するのは、投資
家の法域と投資の法域との間の二重課税防止条約となり

新しい租税条約

ます。

アイルランドはその二重課税防止条約のネットワークを拡
大し続けており、うち70件が署名済みとなっています。最新

多くの新しいアイルランドの二重課税防止条約が、条約相

の条約―エジプト、ウクライナおよびタイとの条約―を

手国の立地におけるCCFの透明性を確認しています。これ

発効させるための法的な手続が現在進められています。加

までに、米国を含む19以上の法域が、アイルランドのCCFを

えて、アゼルバイジャン、ヨルダンおよびチュニジアとの新

財務上透明なものと認識しています。

たな合意のための交渉が進行中です。

投資事業税の税率

アイルランドのファンドは多くの場合において条約相手国に

2013年財政法案（第2号）は、アイルランド居住者であるファ

おける外国税の軽減税率の便益を認識していることから、

ンドからアイルランド居住者である投資家への分配、償還、

アイルランドの条約の数が増え続けることは、アイルランド

譲渡およびみなし売却に関する支払いに対する源泉徴収

のファンドにおける投資家のリターンを高めるのに役立ちま

税の税率引上げを導入しました。従来、対象となる支払い

す。

の頻度に応じて33％または36％が源泉徴収されていたアイ
ルランドのファンドについては、41％の新しい税率が、支払
いの頻度にかかわらず投資家へのすべての支払いに適用
されるようになります。
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ルクセンブルク
パスカル・ノエル
（Pascal Noel）
パートナー
税務
デロイト

ルクセンブルクでは、2013 年 7 月 12 日付の法律を通じて
AIFMD が置き換えられました。新たな法律には、UCITS お
よびオルタナティブファンドの運用会社のためのファンド・セ
ンターとしてのルクセンブルクの地位を強化することを目的
としたもので、同指令が直接要求していない税務上および
法律上の様々な側面が含まれています。同法には以下の
措置が含まれています。
「特別リミテッド・パートナーシップ」（SCSp）の創設
この法案は営利企業に関する1915年8月10日の法律を改
正するものであり、以下が含まれます。
1. 一般リミテッド・パートナーシップまたは SCS（Sociétés en
Commandite Simple）に適用される法制度の近代化
2. 新たなビークルである特別リミテッド・パートナーシップま
たは SCSp（Société en Commandite Spéciale）
これらの事業体に適用される規定の多くは類似しています
が、SCS と SCSp の間の主な違いは、SCSp が法人格を有
さないことです。SCSp は特に、規制されていないファンド、
専門投資ファンド（SIF）およびリスク資本投資会社（SICAR）
を想定しています。SCSp の主な利点は、特にプライベート
エクイティおよび不動産投資セクターにおいてファンドの構
築に幅広く用いられるアングロ・サクソンのパートナーシップ
モデルに類似していることです。
税務の視点から見ると、ルクセンブルクの AIFM 法における
主要な措置は、法人税（CIT）、地方事業税（MBT）および純
資産税（NWT）の目的における SCS／SCSp の全面的な税
務上の透明性です。加えて、SCS／SCSp による配当の分
配は源泉徴収税の課税対象となりません。全面的な税務
上の透明性は、会社である SCS／SCSp のジェネラル・
パートナーによるパートナーシップ持分の所有が 5％未満
である場合、および SCS／SCSp が営利活動を営んでいな
い場合に適用されます。
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成功報酬に係る新たな税制の導入
AIF 運用会社の従業員および AIF の運用会社に対して支払われる成功報酬に適用されるルクセンブルクの税制の明確
化に加えて、AIFM 法は有利な暫定制度を導入しています。

有利な暫定制度
受益者

AIF 運用会社の従業員および AIF の運用会社

成功報酬に適用される税率

最高 10.335％の累進税率（特別所得制度）

条件

以下に該当する者が受益者となる。
• 2013 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までの間に税務上の居住
地をルクセンブルクに移していること。
• 2013 年に先立つ 5 年間に、税務上のルクセンブルク居住者でなく、
かつその職業所得がルクセンブルクにおいて課税対象となっていな
かったこと。
• 成功報酬に関連する税金の前払いを受けていないこと。
• 成功報酬の支払前に受託資本が投資家に全額払い戻されたことを
証明できること。

制度の期間

受益者がルクセンブルクにおいて成功報酬を受ける権利を与える地位
に就いた年から 11 年間

• キャピタルゲイン

• 「高スキル労働者」制度との組合せ

成功報酬の受益者（有利な制度の恩恵を受けているかど

高スキル労働者に係る改正された税制がもたらす利点と

うかにかかわらず）がその AIF の持分／ユニットの売却ま

の組合せにより、ルクセンブルク―長年にわたり投資

たは償還から得るキャピタルゲインは、キャピタルゲイン

ファンドのための立地となっている―は、ファンド運用

に適用される通常の税制に従い課税対象となります。す

会社からも選ばれる立地となります。高スキル労働者に

なわち、以下の場合には免除となります。

係る税制はすでに適切に構築された報酬パッケージを持

1. 保有持分が売却または償還前の 5 年間のいかなる時

つエグゼクティブにおいて毎年多額の所得税の節税をも

点においても 10％を超えていない。
2. 保有期間が 6 カ月を超えている。

たらしているかもしれませんが、このエグゼクティブはさら
にこの有利な暫定制度を通じて成功報酬に対する税金を
75％節税できるでしょう。
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ファンドに提供される運用サービスに係るVATの非課税
範囲の拡大

かかるサービスには、ポジションのリスクおよびそのポート

VATの視点から見ると、AIFM法の目的は、VATの非課税範

が含まれます（指令第2009/65/EC号第51条の定義によ

囲を、従来の適格ビークルから他のEU加盟国に位置する

る）。同様に、ファンド運用のVAT非課税は、オルタナティブ

類似の投資ビークルおよびあらゆるAIF（同法の定義によ

投資ファンドに提供されるリスク管理サービスに適用されま

る）へと拡大することです。この措置の目指す目標は、VAT

す（指令第2011/61/EU号第15条）。ルクセンブルクVAT当局

がルクセンブルクで登録された投資ビークルの運用と他の

は、VATの目的上、リスク管理サービスはファンド運用の一

EU加盟国で登録された投資ビークルの運用の間における

部として見られるべきであることを確認しました。運用会社に

競争を歪めてしまう状況を回避することです。ルクセンブル

よってアウトソーシングされるリスク管理サービスがファンド

クを本拠とし、その運用業務の一部（なお「全体」として見ら

運用のVAT非課税の恩恵を受けるためには、（オルタナティ

れる）を第三者のプロバイダー（ルクセンブルクまたは国外

ブ）投資ファンドの運用にとって固有でかつ不可欠なもので

フォリオの全体的なリスク特性への寄与の監視および測定

で設立されている）に委託する運用会社は、すべてのVAT

なければなりません（2010年4月30日の通達第723の2号の

上の条件を満たす場合、関連する投資ビークルがルクセン

さらなる定義による）。

ブルクで登録されているか、または他のEU加盟国で登録さ
れているかにかかわらず、引き続き運用サービスに対する

いずれにしても、アウトソーシングされるサービスに係るこの

VAT非課税の恩恵を受けることができます。

非課税の適用は、通達第723号、第723の2号および第723
の3号を検討することにより、個別に分析されるべきです。

AIFの運用に対してVATの非課税扱いを認めることは、（適
格）EU投資ビークルのクロスボーダー運用の増加と相まっ
て、対応する運用会社が仕入VATを控除する権利に影響を
及ぼす可能性があることは疑う余地がありません。これに

AIFのクロスボーダー運用
• UCITSの規制と同様に、AIFM法の下で、ルクセンブルク
で設立され承認を受けたAIFMは、他のEU加盟国で創設

関して、ルクセンブルクVAT当局は2013年5月15日付の通

されたAIFを運用することを認められます。税務の視点

達第765号を公表し、一般比例法（VATの適用範囲内の売

から見て、これらのクロスボーダー運用サービスは、管

上合計から控除可能なVATがどれかに係る課税取引に対

理または統制上のいかなる問題も生み出さないでしょ

する年間比率）の利用は、その性質上特定の活動に配賦で

う。AIFM法は、ルクセンブルク国内に実効的な運用また

きない間接費に関してのみ引き続き適用されるとしていま

は集中管理センターを有するルクセンブルク国外で創設

す。2013年より、納税者は適切かつ客観的な配賦キーに基

されたAIFに係る納税義務なしの原則を明確に示してい

づく代替的な手法に切り替えなければなりません。課税活

ます。

動と非課税活動の両方を行うルクセンブルクを本拠とする
運用会社は、これを注意深く監視すべきです。

• また、AIFM法はAIFMのレベルにおいて満たされるべき
最低実質要件を定めており、これは規制の視点から要

ルクセンブルクVAT当局は2013年11月7日、投資ファンドに

求される内容と税務の視点から要求される内容の収斂

係るリスク管理サービスに関するルクセンブルクVAT法

について説明しています。

（LTVA）のVAT非課税（第44§1 d条）の適用についての通
達第723の3号を公表しました。投資ファンドに提供されるリ
スク管理サービスは、LTVA第44§1 d条の下でVAT非課税
の恩恵を受けることができます。
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オランダ
アーンスト-ジャン・ノルタ
（Ernst-Jan Nolta）
シニアマネジャー
金融サービス税務
デロイト

今 年 、 オ ラ ン ダ の FBI （ 財 務 投 資 機 関 ま た は fiscale

AIFMD の導入を受けた株主要件の緩和

beleggingsinstelling）に関していくつかの好ましい変更があり

オランダは今年になって AIFMD を導入しました。これは

ました。FBI はオランダにおいて 0％の法人税率の対象と

FBI の利用に係る興味深い動向となるかもしれません。

なっており、かつオランダの租税条約ネットワークへのアク
動産投資に係る極めて税務効率の高いファンドビークルに

上場されている FBI またはオランダ金融市場庁（AFM また
は Autoriteit Financiële Markten）によって監督される FBI

してきました。当然ながら一定の要件は満たさなければなり

については、常に様々な（緩和された）株主要件がありまし

ませんが、それらの一部は充足がより容易になっている

た。かつては、比較的少数の FBI のみが緩和された株主

か、またはより容易になる予定です。

要件を用いるための規準を満たしていました。AIFMD の導

セスを有しています。このことが FBI を、（高）配当および不
レイモンド・アデマ
（Raymond Adema）
マネジャー
金融サービス税務
デロイト

入により、多数の FBI が AFM の監督下となりました。よっ
不動産 FBI に係る付随的活動の実施

て、現在多くの FBI（UCITS または AIF）が、これらのより有

FBI は不動産賃貸などの受動的投資活動のみを実施する

利な株主要件に適格となっています。これは、個人株主が

ものとされていました。FBI は従来、不動産に関連する付随

FBI の株式の 25％まで保有することができることを意味し

的活動を実施したり、事業活動に従事する子会社の株式の

ています。法人は、当該株主が CIT の目的上課税されてい

100％を保有したりすることを認められていませんでしたが、

る場合は株式の 45％まで、また非課税・免税の株主の場

その理由はこれらが「受動的投資活動」として適格とみなさ

合は 100％まで所有することを認められます。

れなかったためです。
2014 年度租税計画において、FBI がその投資不動産の開

不動産投資ファンド―譲渡税なし

発および管理に関連する追加的なサービスを提供すること

不動産投資ファンドの持分が売却される場合、不動産譲渡

を可能にする変更が提案されています。FBI は、その目的と

税が課される可能性があります。購入された株式が 3 分の

実際の活動が自身の行う不動産投資と直接関連する付随

1 未満である限りにおいて、不動産会社（法人格を有する

的活動の実施で構成されている 100％子会社（通常の課税

ファンド）の株式の譲渡に係るこのルールの適用除外はす

対象）を用いて、サービスを行うことが認められます。かか

でにありました。法人格を有さない不動産ファンドについて

る活動は、例えば清掃サービス、ケータリングサービスおよ

は適用除外ルールはより複雑であり、常に容易に充足でき

び受付サービスであり得ます。したがって、FBI が（クロス

たわけではありませんでした。2014 年度租税計画では、不

ボーダーの）不動産ファンド構造の親会社の機能を果たす

動産ファンドがオランダ金融監督法（Wet financieel toezicht

ことがより容易になります。

または Wft）により規制される集団投資ファンドである限り
において、「3 分の 1 までの適用除外」を適用することが現
在提案されています。
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源泉徴収税の還付請求の機会

最後にオランダ最高裁判所は、このフィンランドの投資ファン

昨年、フィンランドの投資ファンドの事案が特別な注目を

ドが、オランダの源泉徴収税の「間接的還付」を受ける権利

要求しました。デン・ボスの上訴裁判所によると、フィンラ

を―一定の条件の下で―認められているオランダの

ンドの投資ファンドが、国内においてかかる還付を受ける

FBI と同等であるかどうかも検討しました。オランダ最高裁判

権利を認められる非課税会社の状況と同等であるとして、

所は、このフィンランドの投資ファンドは―FBI と異なり

配当に対するオランダの源泉徴収税の全額還付を受ける

―その年間所得を株主に分配していないため、FBI と同

権利を認められました。最近になって、オランダ最高裁判

等ではないと決定しました。

所はこのフィンランドの投資ファンドの還付請求を退けまし
た。上訴裁判所と異なり、オランダ最高裁判所は―欧州
司法裁判所に予備的質問を提出することなく―当該
ファンドがフィンランドにおいて非課税扱いを受けていると
いう単なる事実は、配当に対するオランダの源泉徴収税
を還付する義務をオランダに課すものではないと決定しま
した。さらに、オランダ最高裁判所は、オランダが、当該
ファンドがオランダ国内に立地しているとした場合に非課
税扱いとなる―およびこれにより還付を受ける権利を認
められる―かどうかを確かめるためのテストを適用する
ことができると判断しました。このテストの結果は否でし
た。このフィンランドの投資ファンドは、全面的に課税対象
となります。

デン・ボスの上訴裁判所のもう一つの事案においては、ベル
ギーの個人がポートフォリオの配当から控除されたオランダ
の源泉徴収税の一部還付を受ける権利を認める決定が下
されました。上訴裁判所は、オランダ居住者はこのオランダ
の源泉徴収税を税額控除できることから、当該ベルギー人
はこれより不利な立場に置かれるべきではないと判断しまし
た。この事案も、現在最高裁判所で係争中です。

英国
エリザ・ダングワース
（Eliza Dungworth）
パートナー
金融サービス税務
デロイト

2013 年度予算において、英国政府は、ファンドの居住地と

オルタナティブ投資ファンドのクロスボーダー運用

しての英国の魅力を高めることを目的とした、マーケティン

UCITS ファンドのクロスボーダー運用を可能にする UCITS

グ、規制および課税をカバーする投資運用戦略を発表しま

IV の下における「運用会社パスポート」の導入に対応し

した。

て、英国は 2011 年 7 月に、オフショアの UCITS ファンド
を、それによって当該ファンドが税務上の英国居住者と

ローレン・カーター
（Lauren Carter）
シニアマネジャー
金融サービス税務
デロイト

これには、投資運用に係る英国の税制をより公平、単純か

なってしまうリスクなしに英国から運用することを可能にす

つ合理的なものにするための取組みが含まれており、した

るための法律（TIOPA 2010 の s363A）を導入しました。こ

がって多数の措置案が 2013 年夏に協議されました。

れは業界の歓迎を受け、私たちは多数の投資運用会社が
この法律を活用する様子を目にしてきました。
英国歳入税関庁（HM Revenue & Customs：HMRC）は今
夏、これらのルールを、英国のオルタナティブ投資ファンド
運用者（Alternative Investment Fund Manager：AIFM）を有
するオフショアの非 UCITS ファンドまたは非英国 AIFM の
英国支店に拡大するための政府案に取り組みました。す
なわち、英国の AIFM がオフショアの非 UCITS ファンドを、
それによって当該ファンドが税務上の英国居住者となって
しまうリスクなしに運用することが可能になります。これ
は、オルタナティブ投資ファンド運用者指令（Alternative
Investment Fund Managers Directive：AIFMD）によっても
たらされる機会を英国が活用することを可能にします。私
たちは、この法案が 2014 年度歳入法案に含められると予
想しています。

英国のファンドからの総額の利息分配

スケジュール 19 印紙準備税の廃止

英国のオープン・エンド投資会社（open-ended investment

2013 年度予算において、英国政府は、スケジュール 19 印

company：OEIC）および認可ユニット・トラスト（authorised

紙準備税（Stamp Duty Reserve Tax：SDRT）―OEIC およ

unit trust：AUT）は、特定の状況において、（配当の分配で

び AUT の持分／ユニットの償還において発生する英国の

はなく）利息の分配を行うことを認められます。当該ファンド

ファンド固有の印紙税―を 2014 年 4 月より廃止すること

は一般に、利息の分配から 20％の基本税率による所得税

を発表しました。これは、英国の認可ファンドの魅力を高め

を源泉徴収することを要求されます。ただし、投資家が英

る極めて良いニュースであり、業界が長年にわたり求めてき

国非居住者であることを確認することを目的とする一定の

たものです。この税の表面税率は 0.5％ですが、様々な軽減

条件を満たす場合には、利息の分配を総額で行うことがで

係数により実際の税率はしばしばこれよりかなり低くなりま

きます。販売会社は英国居住者である投資家がいるかどう

す。私たちは、この法案が 2014 年度歳入法案に含められる

かを判断することが必要となるため、これは英国以外の販

と予想しています。

売会社が英国の債券ファンドを販売しようとする意欲をそぐ
可能性があります。
HMRC は、もっぱら英国外で販売される英国のファンドによ
る総額の利息分配の支払いを可能にするための提案に取
り組みました。販売会社が英国外の住所を有する投資家
の税務上の居住地を確定するという要件は設けられないで
しょう。HMRC は、この提案が、利息を支払う英国のファンド

従来、英国の投資家は、通常の会
社の再編に適用される「繰り延べ」
ルールに依拠していました

がより多くの非居住者である投資家を引き付けるのに役立
つであろうと考えています。規則は 2013 年 12 月に策定さ
れ、またしかるべき時期に HMRC の指針案が公表されると
予想されます。
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税務上透明なファンド

交換、合併および再構築

「パフォーマンス」第10号における投資ファンドへの課税に

2013年6月8日に発効した新たな法律が、英国の投資家に

関する英国のアップデートはもっぱら、正式には認可契約

係る集団投資スキーム（英国のファンドとオフショアのファン

スキーム（Authorised Contractual Scheme：ACS）と呼ばれ

ドの両方を含む）の交換、合併および再構築スキームから

る英国の新たな税務上透明なファンドビークルに重点を置

生じる課税対象損益に対する「繰り延べ」を提供すべく導入

いたものでした。ACSを導入するための法律は2013年6月

されています。従来、英国の投資家は、通常の会社の再編

に発効し、英国の金融規制当局は、7月より認可の申請の

に適用される「繰り延べ」ルールに依拠していました。これ

受付けが可能になっています。私たちは、ACSが適切な代

は一般にうまくいっていましたが、特定の具体的な状況にお

替的商品をもたらすかどうかについて検討している生命保

いて不確実な分野がありました。この新たな法律はより高

険会社、税務効率の高い投資プール法を探し求める年金

い確実性を提供し、また同一のサブファンドの持分クラス間

スキームおよび税務効率の高いソリューションを投資家に

における交換を課税対象所得として取り扱うことを法制化し

提供しつつファンドの種類の合理化を目指す投資運用会社

ています（従来は一般に持分クラスの切替に係るHMRCの

が高い関心を示す様子を目にしてきました。執筆の時点

指針に依拠していました）。ヘッジから非ヘッジへの転換、

で、私たちはかかるファンドビークルの始動を心待ちにして

およびその逆の場合を例外として、英国の投資家は一般

います。

に、課税対象所得が生じる事象を具体化させることなく、同
一のサブファンドの持分クラス間における切替を行うことが
できます。
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非認可ユニット・トラスト

秋期財政演説において、「債券ファンド」ルールの強化、明

2011年および2012年の審議を受けて、非認可ユニット・トラ

確化、合理化およびその濫用防止のため、ならびに企業

スト（Unauthorised Unit Trust：UUT）およびそのユニット保

投資家が特定の状況において同ルールの不適用を請求

有者への課税を改定する規則案が2013年9月に公表されま

することを認めるための法律を政府が導入することが発表

した。UUTは、ユニット保有者の税務上のステータスに応じ

されました。私たちは、この法律改正案が2014年度歳入法

て非課税扱いまたは課税扱いとなります。この変更は一般

案に含められると予想しています。

に、課税UUTを法人税の適用範囲に含めることによって租
税回避のための課税UUTの利用を防止すること、および非

会社ストリーミングルールの廃止案は、新年に作業部会に

課税UUTとその投資家に係るルールを簡略化し、既存の管

よって議論される予定です。特に生命保険業界において

理負担を軽減することを目的としています。また、この変更

懸念が生じていますが、これは会社ストリーミングルール

は、非課税UUTがHMRCによる承認を受けることを要求しま

が「バランスファンド」に課される税の還付請求を実質的に

す。

可能にしているためです。また会社ストリーミングルール
は、税務効率の視点から、不動産オルタナティブ投資ファ

英国およびオフショアのファンドに投資する英国の会社

ンドに投資する生命保険会社にとって根本的なものです

会社の債務や融資上の関係への課税の近代化に関する幅

（不動産に投資する英国のOEICのための選択的制度）。

広い審議の一環として、英国政府は2つのファンド固有の
ルールを廃止することを提案しています―(i) 「債券ファン

運用フィーの払戻し

ド」ルール―英国の会社が、英国またはオフショアのファ

リテール販売レビュー（Retail Distribution Review：RDR）と

ンドへの投資を、当該ファンドが保有する有利子資産が当

時を同じくして、HMRCは、運用フィーの払戻しからの源泉

該企業投資家の会計期間中の任意の時点で60％を超える

徴収義務を明確化する政策声明とそれに続く規則を公表

場合、融資関係として取り扱うことを要求するルール、およ

しました。一般に、払戻しが「適格年次支払い」の定義を満

び(ii) 「会社ストリーミング」ルール―英国のOEICまたは

たし、かつ「例外支払い」でない場合、20％の基本税率に

AUTから配当の分配を受ける英国の企業投資家が、分配

よる所得税を源泉徴収するという要件があります。これ

のうち関連する割合を課税対象の課税投資所得として取り

は、従来業界がルールとして採用してきたアプローチでは

扱い、残りを課税対象外の非課税投資所得として取り扱う

ありませんでした。しかし、RDRは「クリーン・シェア・クラス」

ことを要求するルール。

（すなわち、運用フィーの引き下げられたクラス）への転換
の動きを示しており、源泉徴収税の納税義務を伴う運用

これらの提案について議論するため、デロイトも代表を派遣

フィーの払戻しはより一般的でなくなるでしょう。

するHMRCの作業部会が設置され、本レポートの執筆の時
点で、議論は「債券ファンド」ルールを廃止する提案に重点
を置いています。このルールは当初租税回避防止法の一
部として導入されましたが、濫用の対象となっていると理解
され、よってその廃止が提案されています。しかし、これは
英国の会社において、有利子資産への直接投資と集団投
資スキームを通じた投資の間における不整合を生み出すと
認識されています。これは英国の生命保険会社において特

私たちは、この法案が2014年度
歳入法案に含められると予想し
ています

に懸念されています。
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スイス
アンネマリー・リッカー
（Annemarie Ruegger）
ディレクター
金融サービス税務
デロイト
アンドレ・クーン
（Andre Kuhn）
シニアマネジャー
金融サービス税務
デロイト

ターゲットファンド―税務申告に係るデ・ミニミス・ルール

か か る ターゲッ トフ ァ ン ドが SFTAの 公 式 有 価 証 券 リ スト

スイス連邦税務局（Swiss Federal Tax Administration：SFTA）

（Kursliste）に示された課税対象価額を有している場合、それ

は2013年8月、税務申告に係る新たなデ・ミニミス・ルールを

らは集計されます。

導入しました。スイスの税制は一般に、投資ファンドの2つの
区分、すなわち透明な集団投資ファンドと透明でない集団投

新たに導入されたデ・ミニミス・ルールの適用についてのター

資ファンドを認識しています。前者の区分には契約型ファンド

ゲットファンドごとの決定には、5年間にわたって従わなけれ

（FCP）、SICAVおよび集団資本投資リミテッド・パートナーシッ

ばなりません。ファンド運用会社が決定の変更について

プ（Limited Partnership for Collective Capital Investments：

SFTAに通知していない場合、この期間が経過するとこれは

LPCCI）が含まれます。スイス国内に立地する不動産から生

さらに5年間自動的に延長されます。この課税所得の計算に

じる利益（賃貸所得および不動産の売却によるキャピタルゲ

係る新たなデ・ミニミス・ルールは、2013年9月30日以降終了

インが含まれる）はその他の所得から切り離して課税される

する事業年度から利用することができます。

ため、かかるファンドは、不動産を直接保有していない限りに
おいて、税務上透明なものとみなされます。後者の区分に

スイスの累積ファンド―源泉徴収税に係る期限

は、異なる方法で、すなわち一般有限責任会社として取り扱

一般に、集団投資スキームのユニットから得られる配当は、

われるSICAFが含まれます。

それらのユニットの発行体がスイス国内に登録された事務所

集団投資ファンドが他の集団投資スキームに投資する場合、

資スキームである場合、または発行体が外国の集団投資ス

分配を行う税務上透明な集団投資スキームまたは再投資を

キームであり、かつ集団投資のユニットがスイス居住者、例

行う税務上透明な集団投資スキームから、異なるレベルの

えばスイスの預託銀行とともに発行されている場合、35％の

所得が生じる可能性があります。税務の視点から見ると、透

スイス源泉徴収税の課税対象となります。源泉徴収税に係

明性はすべてのレベルにおいて確保されていなければなりま

る年次期限はスイス源泉徴収税法に定義されており、これに

せん。ターゲットファンドによって生み出され、計算または申

従い、スイス源泉徴収税の納税義務は課税所得が貸方計上

を有するか、もしくは主たる運用をスイス国内で行う集団投

告されるスイスまたは外国の集団投資スキームに係るすべ

される時点で発生します。2009年1月1日付で同日に発効し

ての所得は、ファンド・オブ・ファンズのレベルで全額が計上さ

た源泉徴収税と印紙税に関するSFTAの通達第24号、およ

れなければなりません。したがって、ファンド・オブ・ファンズは

び2009年3月5日付で同日に発効した直接税に関する通達

ターゲットファンドへの比例的投資を反映した総計の決算書

第25号によると、課税所得が貸方計上される時点は事業年

を毎年提供する義務を負います。

度末と定義されています。

一部のファンドはごくまれに、かつ極めて限られた範囲でしか

管理および納税義務上の理由から、スイスの累積ファンド業

ターゲットファンドに投資しないため、新たなデ・ミニミス・ルー

界において、期限は現在分配ファンドと一致させられていま

ルは、かかる投資の管理負担を抑制する形で導入されまし

す。すなわち、源泉徴収税は以下のとおり取り扱われます。

た。全体として、集団投資スキームによるターゲットファンドへ
の投資が集団投資スキームの資産合計の10％未満であり、
さらにそれぞれのターゲットファンドにおけるファンド資産合計

過年度について納税義務を負う。

•

所得が再投資のために留保される所得のアカウントに振

の3％未満の投資が行われる場合、ファンド・オブ・ファンズに

り替えられる場合、事業年度末から4カ月以内（財務諸表

おける課税所得として、伝統的な申告に代わり以下が集計さ

の作成、監査、申告の期間）が期限となる（再投資の時

れる可能性があります。

点＝期限）。

•

分配ターゲットファンド―ファンド・オブ・ファンズの過年
度中において認識されたすべての分配

• 累積ターゲットファンド―過年度における純資産価額の
プラスの変動。マイナスの変動は考慮されない
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•

•

遅くとも期限から30日以内、事業年度末から5カ月以内に
納付する。

所得を再投資する契約型ファンド、SICAVおよび集団資本

登録みなし遵守FFIとしての資格にはIRSへの登録が要求

投資リミテッド・パートナーシップについては課税所得が貸

されますが、集団投資スキームがFFI契約を締結する必

方計上される時点、すなわち事業年度末において、また清

要はありません。

算される場合には残存する清算収益が分配される時点に
おいて、納税義務が発生します。

改正CISAに関連するVATへの影響
2013年3月1日、新たに改正された集団投資スキーム法

スイスの直接所得税の目的上、個人投資家は、自身の比

（Collective Investment Scheme Act：CISA）および付加価

例的な投資に対応する貸方計上された投資所得に対する

値税法（Value Added Tax Act：VATA）第21条パラグラフ

税金を支払わなければなりません（切り離して申告される

21サブパラグラフ2の19fが発効しました。主な改正は、集

キャピタルゲインおよびすでに課税済みの所得には例外が

団投資スキームに提供される販売および運用サービスに

適用されます）。スイスの集団投資スキームについては、所

係るVATの非課税扱いに関するものです。CISAは公募販

得は源泉徴収税が控除された課税年度に配賦されます。

売と私募販売を区別しなくなり、したがってすべての販売

投資家は一般に、スイスの源泉徴収税法または適用される

サービスがVAT非課税となりました。加えて、VATAが

二重課税防止条約に基づき、累積集団投資スキームに

CISA第3条パラグラフ1および2を明示的に参照するように

よって控除された源泉徴収税の還付請求の権利を有しま

なったという事実に基づき、外国のファンドに提供される

す。

運用サービス、およびスイスのファンドに提供される運用
サービスは、VAT非課税となる可能性があります。従来の

FATCAがスイスのファンド投資業界に及ぼす影響

実務では、外国のファンドに提供される運用サービスは課

スイスは、米国の外国口座税務コンプライアンス法の下に

税対象でしたが、当該サービスは国外で提供されるた

おける情報交換に関するモデルIIのアプローチに従う政府

め、0％の税率で課税されていました。SFTAが外国のファ

間協定（intergovernmental agreement：IGA）について米国

ンドの運用サービスに係る新たな実務を導入するかどう

と合意しました。スイス政府は政府間の自動的な情報交換

かはまだ明確になっておらず、発表は保留となっていま

に合意しなかったため、モデルIと異なり、「スイスの」モデル

す。認められた場合、新たな実務の下で、外国のファンド

IIはこれを規定していません。その代わりにスイス政府は、

に提供される運用サービスはVAT非課税となり、仕入税

スイスの金融機関がIRSに直接報告を行う（「参加FFI」とな

額の還付は利用できなくなります。

る）ための外国金融機関（Foreign Financial Institution：FFI）
契約を米国財務省と確実に締結できるようにすることに合
意しました。言い換えれば、モデルIIの基礎となる仕組みは
FATCA自体の下における仕組みと同じです。ただし、スイ
スとのIGAは投資ファンドに係るいくつかの管理上の救済措
置を提供しています。スイス・米国間のIGAの付録IIは、スイ
スの集団投資法の対象となる集団投資スキームである投
資事業体については、当該集団投資ビークルのすべての
持分が一社以上の参加FFIである金融機関によって保有さ
れているか、またはこれを通じて保有されている場合、当該
集団投資ビークルは登録みなし遵守FFIとして取り扱われる
と説明しています。

Link’n Learn
ウェビナー ― 2014 年の研修プログラム
2009 年以来、デロイトは、投資運用業界のプロフェッショナル向けに、そのナレッジ・リソースを公開してきました。ここ
で、新たな Link’n Learn のスケジュールをお知らせします。昨年までと同様に、今回も私たち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。

リスク管理・
資産運用
• リスク管理入門：原則、概念および手法
• 資産運用およびポートフォリオ投資手法

AIFMD
• 入門、一般的な原則

間接税の側面の重視

• 預 託 銀 行 の 新 た な 責 任 ― AIFMD
および UCITS V に基づく最新の動向

規制
• 単一監督メカニズム（Single Supervisory
Mechanism：SSM）：未来の監督はどうな
るか？
• リスクと自己資本：バーゼル II からバー
ゼル III へ
• バーゼル II‐III とソルベンシーII が資産
運用に及ぼす影響
• EMIR：導入へのカウントダウン開始

投資
ファンド入門
• 集団投資事業入門
• ヘッジファンド入門
• プライベートエクイティ入門

業務・手法

• イスラムファンド入門
• ETF およびインデックス・トラッカー・

• 取引サイクルと純資産価値の計算
• デリバティブ商品入門
• 株式クラス為替ヘッジ入門

• MiFID II：ビジネスモデルを見直す時期
か？

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。
日程および詳細なアジェンダは www.deloitte.com/lu/link-n-learn にてご覧になれます。
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• FATCA 導入成功のためのヒント

• AIFMD の導入における直接税および

• AIFM の組織上および実質上の要件

入門

FATCA

ファンド入門と最新の動向
• ファンドのための IFRS 入門

AIFMDのクロスボーダーな広がりに
対する明快なソリューション
UCITSの世界とAIFMDの世界は収斂しつつありますが、前方には国内レベルでのAIFの販売とマーケティングに
おいてコンプライアンスを確実にするための重要な諸課題が横たわっています。
デロイトは、AIFMパスポートと貴社のクロスボーダー販売戦略のシームレスな統合を確実にすべく、貴社が規制
と実務における諸要件の迷路を切り抜けるお手伝いをします。
投資家にアプローチし、市場にアクセスするという貴社の望みを実現するため、私たちにご連絡ください。
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