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はじめに

読者の皆様
「パフォーマンス」本号を皆様にお届けできることを喜ばしく感じております。本号では、デロイトのグローバル・イ
ンベストメント・マネジメントのリーダーであるケーリー・シュティーアが世界中から興味深い記事を多数集めてお
り、寄稿者の方々、そして私たちの関心が幅広い範囲に及んでいることを改めて裏付けています。
投資運用業界でイノベーションのお馴染みの特質がいかに発揮されているか、イノベーションがいかに渇望され
ているかは常に注目に値します。これは激動の環境で経験を活かそう、激動の世界に適応しようという努力の
表れです。こうした状況が過去数カ月ほど顕著に表れたことはありません。最近では地政学的情勢に再び変化
が見られただけでなく、導入された規制に関心が集まり、私たちの業務に影響が及んでいます。
変化それ自体は言うまでもありませんが、変化のスピードに後れを取らないようついていくことも私たち全員が
日々直面する大きな課題のうちの1つです。規制の数そのものが増えるにつれ、原典を吟味・分析して吸収し、
習得した知識を何らかの有意義な行動に転換することがますます難しくなっています。他者の考えを活用し、他
者の経験から貴重な知見を引き出すことが、今まで以上に重要になっています。私たちは、「パフォーマンス」が
皆様の日々の努力を支えるうえで重要な役割を担うと確信しております。
「パフォーマンス」は本号でも読者の皆様からの寄稿やインタビュー、投資運用業界リーダーの方々から寄せら
れた最先端をいく記事を掲載し、充実した内容となっています。このような方々が提供する知見および個々の体
験から得られた全体的な理解により、読者の方々が刺激を受けてペン、またはきっともっと現代的なツールを手
に取っていただき、ご自身の考えを今後の本誌にお寄せ下さればと願っております。私たちにとって「パフォーマ
ンス」は本質的には、皆様にご自身の考えや実体験、理解をご紹介頂く皆様の出版物です。また、知的分野、オ
ペレーション分野においては、私たちはサービスプロバイダーの視点からデロイトの見解もご紹介いたします。こ
れは読者の皆様とともに成果を上げ、双方のビジネス上の課題に対応していくためです。本号を読了後、皆様
にご賛同頂ければ幸いです。
本号をお読み頂く時間が実り多く、充実したものになりますよう願ってやみません。

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

EMEA金融共同リーダー

EMEA金融共同リーダー

マネジメントリーダー
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編集
主幹から

読者の皆様
ノーベル賞を受賞した経済学者ハリー・マーコウィッツが現代ポートフォリオ理論の基盤を初めて築いてから、す
でに60年以上が経ちました。以降、世界の投資運用業界は分散化の範囲を新しい領域へと拡大し続けました。こ
うした重要な発展に火をつけたのは主として年金や寄付基金などの機関投資家であり、投資運用者たちはこうし
たプラン独自の責務に対応すべく、新しい資産クラスを模索しました。こうした投資運用者が考案した資産分配戦
略は多くの面において、機関投資家も個人投資家も今日同じように維持している真に現代的なポートフォリオの
先達となっています。
「パフォーマンス」第14号となる本号では、伝統的な資産クラスとの相関関係がタイトになっていることを示す証拠
が増える中、機関投資家がいっそうオルタナティブ投資を採り入れ、こうした領域をいかに押し広げようとしている
かを映し出す内容となっています。
先陣を切るのはバンガードのウィリアム・マクナブ会長兼最高経営責任者（CEO）とティム・バックリー最高投資責
任者（CIO）であり、インデックス・ファンドの先駆者として知られる同社において投資戦略がどのように進化したか
について論じています。
このような情報をお届けしている現在、私たちは、大いなる変化と不確実性のなかで弊社グローバルビジネスを
自らの知見で成功へと導いてきたリーダーの喪失に向き合っています。皆様ご存知の通り、私たちの同僚であ
り、前グローバル・インベストメント・マネジメントリーダーであったスチュアート・ラッセル・オプが癌との闘病の末、
2014年4月4日に46歳で永眠しました。同氏は真摯な態度と問題解決への強い意欲で、私たちのビジネスを形成
している数々の組織風土や個人の資質の間の溝を埋める役割を果たしてくれました。最後の最後まで担当部門
に全力を捧げ続けた彼は、この業界を前進させてきたダイナミズムを真に体現する人物でした。私たちはお客様
の期待を超えようと努力するなか、彼の職業倫理を模範とすることになるでしょう。
本号が皆様のパフォーマンス向上に役立つアイデアを提供し、皆様が業界の胸躍る発展へと導き続ける潮流の
最先端にとどまるお手伝いができるよう祈っております。
敬具

サイモン・ラモス

ケーリー・シュティーア

（Simon Ramos）

（Cary Stier）

編集主幹

グローバル・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）
パートナー - 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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巻頭
インタビュー

F. ウィリアム・マクナブIII世
バンガードの会長兼最高経営責任者（CEO）であるマクナブ氏は1986年に同社に加わり、2008年にCEOに
就任、翌2009年に取締役会長ならびに理事長に就きました。これ以前、同氏はバンガードで顧客と直に接
する事業部門の責任者を歴任しています。
マクナブ氏は投資運用業界に積極的に関与し、米投資会社協会会長も務めています。また、フィラデル
フィア動物園協会のほか、フィラデルフィアおよびニュージャージー州南部のユナイテッド・ウェイ（United
Way of Greater Philadelphia and Southern New Jersey）にも委員として参加しています。
マクナブ氏はダートマス大学で文学士号を取得し、ペンシルバニア大学ウォートン・スクールでM.B.A.を取
得しています。

モーティマー・J・"ティム"・バックリー
バンガードの最高投資責任者であるバックリー氏は、総額約2兆ドルを運用する同社の債券投資グループ
とエクイティ投資グループを統括しています。この両投資グループが運用しているファンドには、アクティブ
株式運用ファンド、株式インデックス・ファンド、債券ファンド、マネー・マーケット・ファンド、安定価値資産
ファンドなどがあります。
バックリー氏は1991年に会長補佐としてバンガードに加わり、20年に及ぶ在籍期間中、数々の要職を歴
任。2001年から2006年には同社最高情報責任者、2006年から2012年には個人投資家グループを統括し
てきました。現在は、フィラデルフィア小児病院の理事会長も務めています。
バックリー氏はハーバード大学で経済学士号とMBAを取得しています。

揺るぎない
統率力
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1975年の創業以降、バンガード・グループはミューチュアルファンド
業界の低コスト化を先導してきました。今日、同グループは
世界有数の投資運用会社であり、米国で160本以上、
米国外で80本以上のファンドを販売しています。
デロイトのインベストメント・マネジメント部門でグローバル・
マネージングディレクターを務めるケーリー・シュティーアは先ごろ、
バンガードのウィリアム・マクナブ会長兼最高経営責任者ならびに
ティム・バックリー最高投資責任者にインタビューを行い、
同社の長年の投資理念、運用ポートフォリオにおける海外市場の
役割、ファンドで進行中のイノベーションについてお聞きしました。
デロイト：私たちが直面している事業環境のなかで、バ
ンガードの投資理念はこの数年でどのように変わりまし
たか。

デロイト：近年、地政学的な事件から、貴社の国際的な
投資に対する理念はどのような影響を受けましたか。

ティム・バックリー

ウィリアム・マクナブ

私は1991年からバンガードで働いていますが、その

私は、影響を受けたとはまったく考えていません。

間ずっと当社の投資理念は揺らいでいません。それ

海外に投資することは、非常に重要です。米国の投

は4つの原則に基づいています。目標を把握する、

資家は確固とした基盤を自国で有しており、分散投

資産配分を設定する、コストを低く抑える、そして設

資の観点から見た場合、最重要のポイントの一つ

定した資産配分のバランスを取るための規律を保

が米国以外に投資することです。長期的な視点から

つ、です。私たちは、これを常に検討しています。「こ

見ることが必要です。市場は短期的な考えを助長し

れは、適切な原則なのだろうか、この環境のなかで

ますが、投資家としてはそれに抗わなければなりま

持ちこたえられるのだろうか」と。依然として、この原

せん。

則は持ちこたえています。このベスト・プラクティスに
従わなければ、リターンが年間3％も低下することが
わかっています。

私は世界各国に出かける度に、
バンガード流の投資法とそれを
新しい市場に持ち込むという、本当に
驚くべきチャンスを目にします。
ウィリアム・マクナブ
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デロイト：方針は揺るぎないということですが、私たちが
進歩するにつれ、ターゲットデート・ファンドも進化してい
ます。これについては、どうお考えですか。
ティム・バックリー
ターゲットデート・ファンドが極めて好調なのには、

デロイト：上場投資信託（ETF）の先駆者として、アク
ティブETFは投資ポートフォリオでどのような役割を
担っているとお考えですか。
ティム・バックリー

確固とした理由があります。401(k)プランでは、実際

アクティブETFについてかなり騒がれていますが、

ターゲットデート・ファンドがデフォルト商品になって

細かい部分は調製されていません。第一に、アク

います。このファンドは時間の経過とともに資産配

ティブ運用者が皆さんに提供できるのは通常、ど

分が保守的になっていきますので、投資初心者に

のように市場を凌駕するかという独自のアイデア

も、継続して投資を行う人々にも、有効な手法で

です。彼らはポジションをとろうとしているところで

す。

あり、しかも誰も知らないうちにそのポジションをと
らなければなりません。けれどもETFでは、最初に

けれどもこの業界ではありがちなことですが、何か

越えなければならないハードルにアクティブ運用

に成功すれば人は商品を変えて、自分自身の投資

者に透明性を課さなければならないという点があ

判断を加えたくなります。現在では、オルタナティブ

ります。私はこれまで、「はい、毎日手の内をお見

を追加したり、アクティブ投資運用をしたり、あるい

せします」と言うアクティブ運用者にお目にかかっ

は「債券はもう終わりだ、このポートフォリオには債

たことがありません。

券は組み込む必要はない」などと言われたりしてい
ます。しかし、実際には債券もポートフォリオに組み

次のハードルは、ETFが究極的に拡張可能でなけ

込まれています。債券はポートフォリオ全体を安定

ればならないということです。アイデアが尽きたか

させる役割を果たしています。2008年の金融危機

らといって、解散するわけにはいきません。アク

時にも組み込まれていましたし、船を安定させ、帆

ティブ運用者が持っているアイデアで、超過収益を

を上げるために必要なものです。ですから当社の

もたらせるアイデアは限られています。最終的に

ターゲットデート・ファンドでは、債券にも投資し続け

は、「ポートフォリオはもう限界にきて、もうこれ以

ます。

上資産を組み入れられません」という状態が来ま
す。バンガードではよくこういう状態になり、ポート

ウィリアム・マクナブ
ターゲットリタイア・ファンドについて私が１つ付け加
えたいのは、投資家が中身を確実に把握できる透
明性、そしてコストが最重要事項の2つであるという
ことです。どの程度の期間を対象とするかによりま
すが、全投資リターンの約80％～90％は、個々の
ファンドや銘柄選別ではなく資産配分に基づきま
す。だからこそ私たちは的確な資産クラスに投資
し、コストを的確にし、投資家にわかるように透明性
を高めることに心血を注いでいるのです。

デロイト：最近ではミューチュアルファンドに投資したり、
規制投資会社方式（RIC formula）を採ったりするオルタ
ナティブ投資が増えていますが、オルタナティブ投資
は、個人投資家に適しているでしょうか。

フォリオ解消を決定します。しかし、ETFではこれ
ができません。解散したとたんにクローズドエンド
型ファンドとなり、ETFではなくなります。また、割高
水準や割安水準で取り引きされるようになり、ETF
の性格を変えてしまいます。
ですから、従来のアクティブ運用ファンドをETFに
持ち込もうとすると乗り越えなければならないハー
ドルが多いと思います。

デロイト：バンガードでは、強力なブランド力を維持する
ためにどのようにイノベーションし続けますか。
ティム・バックリー
イノベーションに関しては、私たちには基本原則が
あります。顧客の資金では実験しないというもので

ウィリアム・マクナブ
オルタナティブ投資は、非常に高度で長期的なポー
トフォリオに適しています。
機関投資家は高度な投資技術を持ち、長期的に投
資する傾向がありますから、機関投資家にとってオ
ルタナティブ投資商品に投資することは理に適って
います。けれども、個人分野におけるオルタナティ
ブの動向を見る限り、個人投資家の投資手法として
は見劣りすると思います。

す。サービスに関しては試作段階のアイデアを持
ち込んでも構いませんが、投資では試作段階のア
イデアは持ち込んではならないのです。ファンドを
開設するときには常に、私たち自身の資金や家族
の資金を投入したいファンドにするように注意を
払っています。
イノベーションの生じる余地はあります。毎日生じ
るものではありませんし、インターネットやモバイル
技術の拡大やそれによって助言提供の方法がど
のように変わったかを考えると、どちらかといえば
サービス面で生じることのほうが多いでしょう。投
資面では、インデックス・ファンドやマネー・マー
ケット・ファンド、ターゲットデート・ファンド、そして
ETFの販売にかなりのギャップがあります。
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イノベーションに関しては、
私たちには基本原則が
あります。
顧客の資金では実験しない
というものです。
ティム・バックリー

デロイト：投資運用業界の皆さんがそうだと思います
が、マクナブさんも規制への対応にかなり時間をかけ
ていると思います。規制はグローバルで見た場合、現
在どうなっていて、貴社のビジネスにどのように影響
すると考えていますか。
ウィリアム・マクナブ
2008年以降、世界中の規制当局や政府には危機
の再発防止に向けて対応したいという意向があっ
たために、数々の規制案がもたらされています。
米国では、2,300ページに及ぶドッド・フランク法が
140の規制項目を網羅していますが、そのうち非
常に明快なのは半数程度にとどまっています。

こうしたギャップを埋めているのがイノベーションと

現在取り沙汰されている最大の問題はすべて、金

いう名の下の増殖です。この4年間で発売された

融システム上重要な金融機関に関するものです。

ETFは700本に上り、それぞれが市場を超える実績

この問題が今後どうなるか予測することは至難の

を上げるために新しいイノベーション的手法を謳っ

業です。大手銀行はすべて規制の対象になってい

ています。しかし、200本が解散し、残ったETFのう

ますし、保険会社も数社は対象になっています。

ち350本以上が市場を年1％アンダーパフォームし

投資運用会社も対象にすべきかという論議もあり

ています。本当のイノベーションというのは稀です。

ますが、私たちはそうは思いません。銀行や投資
銀行が実際にリスクを冒して資金を投入する本人

ウィリアム・マクナブ

としての事業（principal-based business）であるの

社内では、「イノベーション」という言葉より「起業家

に対して、投資運用事業は代理人の事業（agency

精神」をよく使います。イノベーションをもたらすアイ

business）です。ですから、この点においては論議

デアは多くはありませんが、そうしたアイデアが生

をさらに進める必要があると思います。

まれた場合、重視すべき問いは「新規サービスや
新製品のアイデアを実際に機能するビジネスモデ
ルに仕立てることができるのか」です。ですから私
たちは、お客様のために価値を創出するという点
においてもう少し起業家精神を発揮するにはどうす

デロイト：投資運用業界は、難しい局面にあるので
しょうか。投資運用会社は皆それぞれ違いますから、
保険会社や銀行と比べるだけでは意味がありません
し、ましてや同業他社と比べても意味がありません。

ればよいかについて、社員に常に考えるようにと
言っているのです。

ウィリアム・マクナブ
それは確かです。バンガードを例に挙げると、当

デロイト：世界的に言えば、商品やその使用法が絶え
ず変わっているように思えます。また、ヨーロッパやア
ジアで販売するために様々な取り組みが行われてい
ます。グローバルに対する貴社の考え方において、イ
ノベーションは具体的にどのような役割を果たしてい
るのでしょうか。

社は基本的にミューチュアルファンド運用会社で
す。当社の運用資産は98％がミューチュアルファ
ンドですから、概念的に非常にシンプルです。しか
し、多くの投資運用会社は複数の商品ラインを運
用しているために、規制当局の仕事が複雑になっ
ていると思います。私たちが心がけているのは、と
にかくデータを提示することです。そうすれば、規

ウィリアム・マクナブ

制当局や政府がデータに基づいて判断できるで

起業家精神が非常に重要になるのは、その点だと

しょう。

私は考えています。指数連動という概念を例に取り
ましょう。世界のどこをみても、この考え方はまず確
立されてはいませんでしたから、そこに大きなチャ
ンスがあると私たちは考えました。ETFはその表れ
であり、世界的にも出現しつつあります。大事なの
は、批判を含め様々な意見を収拾し、増殖した商
品をすべて洗い直して、透明性が高く、コストの低
いポートフォリオの基本的商品に注目してもらえる
か、ということです。こうしたことは、世界でも非常
に新しい現象です。私は世界各国に出かける度
に、バンガード流の投資法とそれを新しい市場に
持ち込むという、本当に驚くべきチャンスを目にし
ます。
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注目の
トピック

投資運用会社は、サイバー
セキュリティの脅威を
どのように評価すべきか
メアリー・ギャリガン

ケーリー・シュティーア

（Mary Galligan）

（Cary Stier）

ディレクター

グローバル・インベストメント・マネジメントリーダー

デロイト

デロイト

企業を狙ったサイバー攻撃の報告件数が増え、
攻撃が高度化していることを受けて、
多くの投資運用会社は予防策や迅速な対応を
中心に、自社のサイバーセキュリティ戦略を
見直しています。
デロイト＆トウシュLLPのサイバーリスクサービス実務のディレクター、メアリー・ギャリガンは、米連
邦捜査局（FBI）ニューヨーク支局でサイバー犯罪ならびに特別業務を担当する特別捜査官を務め
たこともあり、本稿では、予防型のサイバーセキュリティ対策を強化するために投資運用会社が検
討すべき点を論じます。同氏のほか、業界スペシャリストもレピュテーションリスクをいかに低減し、
サイバー攻撃が生じた場合の対応策をいかに策定すべきかについて知見をご紹介します。

10

メアリー・ギャリガン

ケーリー・シュティーア

投資運用会社は、「当社の情報を欲しいと思うのは誰か、そ

新しいテクノロジーの普及とともにサイバー脅威のレベルが

れはなぜか？」といった簡単な問いを投げかけることでサイ

上昇するなか、サイバーリスクに対する自社のアプローチを

バーセキュリティの脅威を評価するべきです。このように評

高度なものにしようとする投資運用会社は増えています。今

価する際に組織にとって重要なのは、まず自社の脆弱性に

日、大手投資運用会社は高度なフォレンジック技術やアナリ

ついて明確に把握したうえで自社のリスク管理とリスク低減

ティク技法を活用し、内外の情報源から知見を発掘しようとし

をより情報に基づいたものにすることです。投資運用会社は

ています。その狙いは攻撃の出所に対する理解を深め、今

サイバーリスク管理プランの一環として、自社の重要資産で

後のリスク分析を向上させるために特定の攻撃者を追跡す

ある「掌中の珠」を明確にし、次にかかる資産に対する脅威

ることにあります。

に優先順位を付け、経営上層部とともにかかる資産と脅威
について検討するとよいでしょう。

サイバー脅威は至る所にあり、往々にして一筋縄ではいきま
せんが、サイバー攻撃の事前対策を構成する要素は、よく練

投資運用会社が自社組織の直面しているサイバーセキュリ

られたビジネスイニシアチブの構成要素と同様です。投資運

ティリスクを特定できるか否かは、以下の5つの問いに答え

用会社は何が危険にさらされているのか、自社の現行対策

られるかどうか次第です。

の成熟度はどの程度かを把握したうえで、常に自社の現行
能力を最大限に活用して改善を施す必要があります。

1. 自社の事業およびレピュテーションに最大のリスクをも
たらすサイバー脅威、脆弱性はどのようなものか？
2. 保護すべき主要資産はどの資産か？
3. 人材（人数と資質）は適切か？
4. 予防力、検出力、対応力など、自社のサイバー脅威管
理対策は万全か？ この管理対策は自社の事業戦略な

投資運用会社が外部のプロバイダー・ネットワークを広げる
際には、サプライヤーリスク評価の主要項目にサイバーリス
クも入れるべきです。例えば、各ベンダーが整備しているセ
キュリティコントロールが適切か、サイバー攻撃の社内対処
部門を設置しているかを評価している投資運用会社もありま
す。

らびに事業プロセスに完全に統合されているか？
5. 自社のサイバー脅威管理プログラムの成否を評価する
尺度は適切か？

サイバーリスクの管理は全社に浸透していなければならず、
CEOや取締役会の積極的な関与も必要です。ちょうど、上級
幹部や社員が組織の倫理規定についてどう考えるのかと同

投資運用会社は、ハッカーのコミュニティが聡明で大規模か

様です。

つ機動的であり、通常はリスク予防策より一歩進んでいると
理解しなければなりません。このため、組織を出入りする情
報の流れをモニタリングし、脅威を阻止することは難題で
す。特に世界各地に拠点を構える投資運用会社はなおさら
でしょう。
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サイバーリスクの管理は全社に浸透して
いなければならず、CEOや取締役会の
積極的な関与も必要です。
ちょうど、上級幹部や社員が組織の倫理
規定についてどう考えるのかと同様です。

投資運用会社の視点
業界を代表する最高技術責任者の観点
デロイトのオルタナティブ投資シンポジウム（Alternative

4.

スピアフィッシング。フィッシングと同様のEメールによる

Investment Symposium）に参加した、業界を代表する最

詐欺行為だが、通常は特定の団体を標的とし、一見する

高技術責任者は、重大な脅威として認識されるサイバー

と信頼性の高い情報元を装って実行される。

リスクは必ずしも悪意のあるものである必要はないと強調
しました。特に、社員が自分の端末を職場に持ち込んだ
り、「愚にもつかない」リンクをクリックしたりといった一見
悪気のない行為によってシステムがマルウェアに感染す
る可能性があるためです。投資運用会社がサイバーセ
キュリティリスクと現状について社員を教育するプログラ
ムを策定すれば、このような不注意な行為を抑制すること
は可能です。とはいえ、サイバー脅威の中には特に懸念
されるタイプのものが以下をはじめとして幾つかあると、

5.

中間者攻撃。システムを改ざんし、暗号化した情報を
ハッカーのサーバーへと導き、正当なユーザーに戻され
る前にその情報が盗まれる。

テクノロジーリーダーによれば、経営上層部はテクノロジー
部門があらゆる脅威と攻撃を阻止できると考えるべきではな
いと認識しています。しかしながらテクノロジー部門はリスク
に関して経営上層部に対して気兼ねなく説明すべきであり、
安心してそうできる状態でなければなりません。

最高技術責任者たちは指摘しています。
1.

インターネットプロトコル（IP）アドレス（ネットワーク上

また、経営上層部はテクノロジー部門の復旧計画導入に関

でサーバー等の機器を判別するために2進数で表記

して、同部門を支援すべきです。こうしたプランでは、組織が

された番号）に対する制御喪失。

攻撃から回復し、通常運用に復旧するためのスケジュール
や手順を明確にしておきます。また、法執行機関にどのよう

2.

無意識または意識的な行為にかかわらず、重要デー
タを喪失またはデータが流出する。

3.

ソーシャルエンジニアリング。機密情報を開示させる
ようユーザーを陥れる。
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に対処すべきかについても説明しておくべきです。

要点：

• 企業を狙ったサイバー攻撃の報告件数が増え、攻

•

投資運用会社は、IT部門の壁を大きく超える形でサ

撃が高度化していることを受けて、多くの投資運用

イバーリスクへの対処法を発展させようとしていま

会社は予防策や迅速な対応を中心に、自社のサイ

す。これは今や、経営上層部の積極的な関与なし

バーセキュリティ戦略を見直しています。

では実現不可能な課題です。

• サイバーリスク管理はただ単に決められた項目を

•

投資運用会社には、顧客や社員を対象とする教育

チェックしたり、テストに合格したりすればいいとい

プログラムの策定が重要です。サイバーリスクと防

うものではありません。 自社の重要資産がどこに

止策に重点を置き、ユーザーが脅威や攻撃につな

あるか、犯罪者はその資産を狙ってどのように攻

がる可能性があると考える行為について、即時に

撃してくるかを把握しておく必要があります。

報告するよう求める措置も必要です。
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データとアナリティクス
投資業界の新たな戦場
ジャック・クリンク
（Jack Klinck）
エグゼクティブ・バイスプレジデント
グローバル戦略・新規事業
ステート・ストリート・コーポレーション

新たなる「ビッグデータ」時代の到来により、私たちは
多いことが必ずしもよいというわけではないことを
急速に学んでいます。
成功する企業とは、自社の保有するデータを賢く活用して
ゲームのルールを変えるアナリティクスや知見を引き出す
企業です。
自社のデータ戦略とアナリティクス戦略を最適化すれば、
自らの知見を活用して画期的なソリューションを構築し、
ビッグデータをスマートデータに転換すると同時に
競争力を得ることができます。
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先行者と遅行者

• 電子取引戦略を最適化する自社の能力に対して自信を示

最近の調査によると、機関投資家10社のうち9社はデータお

した比率は、データ先行者で65％とデータ遅行者の53％を

よびアナリティクスを主たる戦略上の重要事項と認識してい

上回りました。

ます1。しかし、保有するデータの価値に値する注力できてい

• 自社データから先を見越した知見を引き出す能力に対して

ない投資家が多数に上ります。実際のところ、世界各国の

高水準の自信を示した企業はデータ先行者の70％に上っ

400社以上の機関投資家を対象としたこの調査では、業界が

たのに対して、データ遅行者ではわずか42％でした。

データ先行者とデータ遅行者に二分されていることが浮き彫
りになっています。データ先行者が、データおよびアナリティ
クスの能力が競争優位の源泉であるという点に強く同意して
いる一方、データ遅行者は自社で保有するデータの潜在力
を全面的に引き出そうとして悪戦苦闘しています。
データ先行者がいかにリードを広げているかを示す点を以
下に幾つか挙げます。

• データ先行者の半数近く（47％）が投資データとアナリティ
クスを戦略的な最重要事項と認識していたのに対し、デー
タ遅行者ではこの割合はわずか27％にとどまりました。

• データ先行者の72％が運用実績のアナリティクスとリスク
のアナリティクスを統合できることに高水準の自信を示し
たのに対し、データ遅行者ではこの割合は半数にとどまり
ました。

• データ管理が複雑であるため主要社員が重点分野に専念
できないと答えた企業はデータ遅行者の3分の1に上ったの
に対し、データ先行者のうちこれを課題に挙げた企業はわ
ずか7％でした。

データで先行することは生易しいこと
ではありませんし、一夜にして実現
できるわけでもありません。しかし、
データで先行することが競争優位を
確保するための決定的要因に
なりつつあります。

1 エコノミック・インテリジェンス・ユニットが実施した「State Street 2013 Data and Analytics Survey」（2013年8～9月）
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データ先行者とデータ遅行者との差は能力に関するもので

アクションプラン

はなく、麻痺によるものです。絶えず流れ続けるデータを収

すなわち、企業はデータとアナリティクスに優先的に取り組

集し、処理するテクノロジーを備えることと、情報を実用可能

んでおり、この分野において投資も行っています。しかし、

な知見に転換することはまったく別のことです。金融機関に

データ先行者と肩を並べるには、どの点に重点的に投資す

は、データを収集、管理、分析して投資判断や規制遵守、リ

べきでしょうか。最先端の技術インフラは何を実現する必要

スク管理などに役立てる大きなチャンスがあります。そして

があるのでしょうか。

適切なテクノロジーを備えれば、コストを低減すると同時に
効率を高め、実績を引き上げることが可能です。

私たちの調査では、主なアクションとして5つが挙げられまし
た。

こうした利点に企業が気づいているのは、朗報です。当社の
調査によれば、回答者の86％はこの3年間でデータとアナリ

• 複数の資産クラスを扱うリスクツールを改善する

ティクスへの投資を拡大しています。そのうち11％は、投資

低金利環境において投資リターンの向上を図らなけれ

額を20％以上引き上げています。

ばならないため、投資業界の一部で、新規資産への分
散投資が進んできています。オルタナティブ投資資産の
リスク特性は通常、これまで機関投資家の運用ポート
フォリオの大部分を占めていた従来型の投資商品とは
大きく異なります。したがって、このような複数資産の運
用環境においては、複雑性がはるかに高い資産で構成
されるポートフォリオの垣根を超えて、リスクと運用実績
の首尾一貫した見方を構築することが、重要な課題の一
つとなります。

• 規制を管理するより優れたツールを構築する
ドッド・フランク法やソルベンシーⅡ、バーゼルⅢ、AIFMD
といった規制の波が押し寄せているため、機関投資家は
自社のITシステムを刷新し、報告プロセスと取引戦略の
見直しを進めています。主な規制措置に対応するだけで
も多大なコストを要する厄介な課題ですが、それ以上に
大きな課題は、複数の法域にまたがって規制制度の動
向を追いかけることです。世界に広がる事業基盤全体で
こうした複雑さを管理するには、極めて柔軟な報告シス
テムが必要となります。
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•

複数のデータソースを管理し、知見を引き出す
機関投資家のデータに関する目標達成を阻んでいる
主な障害は、往々にして統合の問題です。従来型の
ベンダーソリューションで最大の問題の一つとなってい
るのも、統合の問題です。取り得る選択肢の一つに
は、エンタープライズ・データウェアハウス（基本的に
は全社的なデータへのアクセスと分析を容易にするた
めにデータを保存するレポジトリ）にデータを統合する
という方法があります。

•

電子取引プラットフォームを最適化する

要点：
データで先行することは生易しいことではありません
し、一夜にして実現できるわけでもありません。しか
し、データで先行することが競争優位を確保するため
の決定的要因になりつつあります。
確実に、スピードと情報の両方から最良の処置を見
出すべき時は今です。すなわち、リアルタイムで状況
に応じた知見とソリューションを生成するのです。こう
したy優位が、スマートデータ革命において成功する
組織を分かつ強みとなります。

取引量が大幅に増えたためにデータが爆発的に増
え、市場参加者はそのデータを雑音から意味のある
言語に転換するのに四苦八苦しています。ITアーキテ
クチャ全体として検討すべき主なポイントは、投資戦略
と知見に則っていかに素早く行動できるかです。だか
らこそ、多くのデータ先行者が発注管理システム／売
買執行管理システム（OMS/EMS）に資金を投じている
のです。今後の目標は複数の資産クラスにまたがっ
て、ほぼリアルタイムで意思決定をサポートできるよう
に取引ソリューションを統合するだけでなく、取引機会
を掴み、コストを最小化することです。
•

拡張可能なデータアーキテクチャを構築する
機関投資家は、進化する顧客ニーズや新しい規制に
足並みを揃えられる柔軟なデータインフラを必要として
います。また、新しい資産クラスや複雑な法規制、オフ
ショア資産も管理しなければなりません。ビジネスとと
もに成長する、モジュール方式の柔軟なソリューション
が理想的です。

最近の調査によると、機関投資家10社のうち
9社はデータおよびアナリティクスを
主たる戦略上の重要事項と認識しています。
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世界規模の
税務コンプライアンスと
報告業務
変わりゆく情勢
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アン・モーガン

デーブ・オブライエン

サラ・オッフェン

（Ann Morgan）

（Dave O’Brien）

（Sara Offen）

ジグソー・リサーチ

パートナー

マネジャー

共同創業者兼オーナー

税務

税務

デロイト

デロイト

投資運用業界では投資家や金融商品、地域、運用資産が
増加基調にあり、業界は飛躍的に成長しています。
投資家の期待、世界的な規制、税務調査官の監視の高ま

監督とリスク管理

りといった外的要因に加えて、コスト管理、プロセス効率と

インタビュー対象者のほぼ全員が、監督とリスク管理の向

いった内的な圧力を受け、投資運用業界においてオペレー

上を優先項目として挙げました。ファンド数が増え、複雑な

ションの変革に対する必要性と意欲が高まっています。こ

商品群が販売される法域が拡大するとともに投資運用業

のため社内の税務部門とサービスプロバイダーには一様

界が急拡大し、すでに合理化の進んだ従業員のキャパシ

に、明確な課題が投げかけられています。間違いなく両者

ティをさらに引き伸ばすでしょう。商品ならびにファンドが大

ともに、こうした変わりゆくニーズに対して画期的な新しい手

量に上り、サプライヤーとの関係性が多岐に及ぶほか、合

法で対応することが求められています。

弁事業の仕組みが複雑であるにもかかわらず、テクノロ
ジーの活用法は比較的単純なものにとどまっているため、

このようなニーズに対する理解を深めるため、デロイトは独
自に市場調査を実施しました。様々な面（ファンドの税務コ
ンプライアンス担当部門の組織と遵守実現、報告業務、こ
の分野において業界が直面している課題、意思決定の方
法、テクノロジーの役割、変化の方向性とスピード）から投

従業員が常に運用ファンドの幅広くかつ最新の概要を把握
しているとは限りません。一方、関連する税務コンプライア
ンスと報告要件だけでなく、報告サイクルにおける現状の
可視性、各ファンドと機能のためにどの外部プロバイダーを
利用しているか、はいずれも追跡が困難です。

資運用業界を探るためです。
同様に、ほとんどの投資運用会社は自社ファンドの税務コ
この調査では、事業規模と世界的な事業基盤が大きく異な
る12の投資運用会社から主な意思決定者29人を対象にイ
ンタビューを実施しました。それぞれが独自の視点と重点
項目を持っていたものの、ニーズを推進する共通の要素が
3つ浮かび上がりました。

ンプライアンスと報告業務のレビュープロセスを改善したい
と考えています。専門家とリソースの不足から、税務調査に
対する準備とリスク管理について時間も配慮も十分ではな
いと考える投資運用会社が大半を占めています。興味深い
ことに、リスクに関する最大の懸念材料を尋ねたところ、回
答者は全員、投資家について最も懸念していると回答しま

• 自社ファンド関連の税務管理を改善し、関連リスクを低減
する

• 税務のコンプライアンスと報告業務を担う内部プロセスの
効率を高める

した。特に懸念されるリスクとしては、レピュテーションリスク
と商業リスクが挙げられました。規制当局ならびに税務当
局との関係も重要ですが、リソースが潤沢にあれば、投資
家を第一に考えることが明確に示された格好です。

• かかるコンプライアンス・税務プロセスに価値を付加する
方法を見出す

投資運用業界における税務コンプライアンスと
報告の業務量は増え、複雑度は高まりつつ
あります。新しい地域で一層複雑なファンドが
組成されるにつれ、この状況は
今後も続く見通しです。
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投資運用会社は、プロバイダーが
日常業務に対して今まで以上に価値を
付加して欲しいという意向を一貫して
示しています。つまり投資運用会社は、
サービスプロバイダーに対して
プロセスの効率改善、地域的・世界的な
連携向上、最先端テクノロジーへの投資
促進のほか、投資組成と税務コンプライ
アンス・報告業務とのより良い統合を
求めているのです。

プロセスの効率
インタビュー対象者の多くは、監督向上を支援するカギとし
てプロセスの効率を挙げました。内部プロセスを改善すれ
ば、社内リソースが限られている中で税務コンプライアンス
と報告業務の負荷が急増しても、税務の意思決定者を支援
できる可能性があります。また、プロセス効率が良ければ、
より大量の報告業務をより迅速により良い状態で処理し、し
かもファンドまたは投資クラスあたりのコストを引き下げられ
る可能性があります。当然ながら、テクノロジーが重要な役
割を果たすと考えられていますが、時間と予算が不足する
なか、税務部門ではテクノロジーとプロセスの改善に大きな
投資を実施する機会がほとんどないように見受けられます。
価値とパフォーマンス

一方で彼らは、価値を付加したいという意向を示していま
す。
競争力を維持するために、投資運用会社は画期的な商品
群やより複雑なファンドを新しい法域において絶えず発売し
続けなければなりません。また、税務部門はこうした動きに
歩調を合わせる必要があります。
税務部門の視点に立つと、本当の市場機会は投資家への
報告業務の分野にあります。ファンドの税務部門は入手可
能なデータを活用することで、より有意義なアナリティクスを
掲載し、投資家によりよい報告書を提供するとともに商品と
サービスにおいて競合他社との差別化を図ることが可能で
す。
変革意欲と、業界のサービスプロバイダーに対する意義

企業税務の意思決定者が実効税率などの指標で価値を測

自社の税務コンプライアンスと報告モデルを様々な点で変

定できるのに対し、投資運用会社の税務関係の意思決定

えて監督体制や効率性、付加価値を改善したいという意欲

者はそれと同じように、最終損益に対して貢献することが難

が、調査で明確に示されています。投資運用会社はテクノ

しいと感じています。

ロジーの有効活用やサプライヤーとの関係合理化、投資報
告業務へのイノベーションの導入、社内の税務部門の規模
と重点項目の変更に対して意欲を示しています。しかしなが
ら、変革を阻む障害があります。
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すでに自社のモデルとプロセスを改善している投資運用会

対象者とのインタビューによって、このモデルでは柔軟性が

社も多数に上ります。さらに改善を押し進めるのが理想とは

非常に高いという利点があることが浮き彫りになりました。つ

いえ、それが最優先事項ではありません。変革への投資に

まり、サービスやコストに問題が生じた場合、投資運用担当

ついて効果を立証するのが容易ではないだけでなく、税務

者はサプライヤー間で業務を切り替え、必要な時と場所にお

部門は上層部から変革を迫られているようでもありません。

いて適切な知識と経験を利用し、新しいファンドを新しい地域
等で発売する際には特に既存のサービスプロバイダーに託

税務コンプライアンスと報告業務に対する一般的手段は、四

す業務を追加するといったことが可能です。

大会計事務所に業務を委託することです。オルタナティブ投
資ファンドの類を中心として、税務コンプライアンスと報告業

しかし、変化を阻む障壁があるだけでなく、複数のサプライ

務において投資家に適切な水準の信用をもたらし、世界的

ヤー体制に利点があると認識されているにもかかわらず、一

に十分な地域を網羅し、幅広く厚みのある専門性を提供す

部の投資運用会社はプロバイダーとのサービス関係をより

るには、四大会計事務所に委託するしかないと認識されて

正式なものとし、効率性改善とコスト削減の一環でプロバイ

います。

ダーの数を集約しようとしています。サービスプロバイダーに
対する満足度は適度に高い水準にあるものの、投資運用会

業務を委託する理由として最もよく挙げられるのは、内部リ

社は、プロバイダーが日常業務に対して今まで以上に価値

ソースが不足している、高水準の信頼性が求められている、

を付加して欲しいという意向を一貫して示しています。つまり

規制変更に遅れを取らずについていくことが難しい、外部プ

投資運用会社は、サービスプロバイダーに対してプロセスの

ロバイダーの業務処理のほうが「スピードもコストも質も良

効率改善、地域的・世界的な連携向上、最先端テクノロジー

い」はずだと認識されているといった点です。

への投資促進のほか、投資組成と税務コンプライアンス・報
告業務とのより良い統合を求めているのです。

現在では、一般的なデリバリーモデルは総じて外部委託さ
れており、複数のサプライヤーを起用する体制が整備されて
います。プロバイダーは単一の中心的契約に基づいてサー
ビスを提供するというより、地域やファンドレベルで関わるこ
とが多くなっています。
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結論
投資運用業界における税務コンプライアンスと報告の業
務量は増え、複雑度は高まりつつあります。新しい地域
で一層複雑なファンドが組成されるにつれ、この状況は
今後も続く見通しです。投資運用会社が活用している現
行の業務モデルとリソース調達モデルは多種多様であ
り、優れたモデルに対して共通認識が形成されていない
ようです。しかし、投資運用業界において税務関係の意
思決定者は目的を明確にしており、その目的は未だ達
成されていないとみられます。また、変化に対する意欲

要点：

• 投資運用業界の急拡大によって、キャパシティ
は拡大する可能性があります。

• 規制当局の監視の目が厳しくなっているため、
投資運用会社のレピュテーションリスクが高
まっています。

• 成長が期待できるのは、幅広い投資家と投資
に対応するためにますます複雑度を増す商品
です。

と変化の方向性を示す証拠もあります。

• 世界的な拡大によって、新しい機会と課題がも
変革をもたらすことは、インタビュー対象者の多くにとっ
てなお難しい課題です。一方で、一部の投資運用会社
は税務コンプライアンスと報告モデルの合理化、アウト
ソーシング体制の集約のほか、目標達成を支援するた
めのテクノロジーへの投資に向けて前進し始めていま
す。

たらされる可能性があります。

• 投資運用会社の税務部門では、変革への意欲
が顕著になっています。

• 投資家への報告業務の改善とイノベーションが
今後も引き続き、最優先事項であり続ける可能
性が高くなっています。

「パフォーマンス」誌では今後、この調査で浮き彫りに
なった推進力やニーズを深く掘り下げていきます。また、
投資運用会社であるクライアントが変化の中で舵を取
り、急成長の時代に成功するためによりよいアドバイス
を提供するには、サービスプロバイダーがどのようにす
ればよいかについても吟味していきます。

成長
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複雑性

リスク

市場の
変化

投資運用業界において税務関係の
意思決定者は目的を明確にしており、
その目的は未だ達成されていないと
みられます。また、変化に対する意欲と
変化の方向性を示す証拠もあります。
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ルクセンブルクの
プライベートエクイティ向け
アセットサービス市場の
調査
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ジェラール・ローラン

ジョヴィ・テレス・オトガロン

（Gérard Lorent）

（Jovy Therese Otgalon）

ディレクター

シニアマネジャー

アドバイザリー＆コンサルティング

アドバイザリー＆コンサルティング

デロイト

デロイト

本稿では、ルクセンブルクのプライベートエクイティ向け
サービスプロバイダーを対象とする最新の調査結果を
ご紹介します。対象となるプロバイダーは主に、
ファンド・アドミニストレーターや預託1銀行などです。

範囲

ルクセンブルクのPEファンド向けサービスプロバイダーは、

プライベートエクイティ（PE）は、ルクセンブルクのファンド業

競争激化を認識している

界の継続的成長を担う主たる新境地の1つであると評されて

集中管理代行サービスの中核業務（ファンド経理業務、報告

きました。市場は、この資産クラスに対して非常に明確な成

業務、トランスファー・エージェント業務）ならびにカストディ

長路線を期待しています。これを受け、私たちはルクセンブ

サービスの中核業務（取引処理、資産モニタリング、照合業

ルクのPE向けアセットサービスプロバイダーを対象に本調査

務）の範囲は、本調査の回答者間で概ね一致していました。

を実施し、PE向け事業と業務を幅広く理解する好機であると

ゼネラル・パートナー（GP）と投資家の要求が厳しくなってい

判断しました。重点的に調査した主な分野は、以下の3つで

ることを受け、競争は今や専門的な付加価値サービスや複

す。

数の国際的な投資対象分野にまたがる世界規模のサービ

• PEの組織、顧客およびサービス
• PE向けサービスプロバイダーの業務上の課題
と懸念事項

• PE事業における市場の成長と今後の長期的お
よび短期的な見通し

ス、手数料、全体的なサービスの品質に移行しています。
中核業務は自社で行うのが一般的であるものの、ほとんどの
回答者は特定の大規模業務や反復業務を集中業務拠点ま
たは第三者に委託したいという意向を示しました。ファンドの
管理代行サービスでは、ファンド経理を委託している回答者
と報告業務を委託している回答者はそれぞれ25％、13％に

本調査の回答者には、従来型のファンド・アドミニストレー

のぼりました。一方、預託サービスでは、照合業務と取引処

ターやカストディアンに加えて、オルタナティブ投資ファンドだ

理業務を委託している回答者がそれぞれ42％、33％に達し

けを扱うアドミニストレーターやカストディアンも含まれていま

ています。

す。回答者が管理・保管する純資産総額は、ルクセンブルク
PE市場の相当部分を占めています。最新の公表データに基
づく分析によると、ルクセンブルクの規制対象となっている
PEの純資産総額は推計480億ユーロに上り、本調査の回答
者が管理・保管する純資産はそのうち87％を占めています。

1 本稿における「カストディ」または「カストディアン」は、PEファンド向け「預託機関」を指します。
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図表1：全社収益に占めるPE向けサービスの推定比率

53％
18％
6％
1～10％

11～20％

21～30％

6％

12％

5％

31～40％

40％超

無回答

図表2：管理している純資産規模

31％
19％

19％
13％

€10億未満
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€10～29億

€30～59億

€60～109億

13％
5％
€110～149億

€150億以上

回答者の大半が、PE向けサービスを自社の戦略事業と認

顧客に対する詳細な事前分析が何よりも重要

識

PE事業の顧客と契約する際に運用資産（AUM）以上に重

回答者の大半は、PE向けバックオフィス・サービスを専門

要となる指標は、そのケースの複雑さ（投資対象資産のタ

に手がける部門を設置しています。自社の売上高のうち

イプとロケーション、投資スキームの構造等）です。GPは

PE向け業務の比率がわずか10％未満という回答者が

現在、ファンド組成プロセスにおいて以前よりかなり早い段

53％を占め、大手から純然たるオルタナティブ投資ファンド

階から関与しているほか、従来型ファンドで通常求められ

向けサービスプロバイダーに至るまで、ルクセンブルクの

ていた以上のパートナーシップを築くために、より深くア

PE市場が細分化されていることが浮き彫りになりました

セットサービスに関与しています。サービスプロバイダーが

（図表1）。回答者は現行のPE向け事業の強化に向け、万

自身のサービスを適切にかつ適正な価格で最高水準の品

全の事業開発計画や効果的なマーケティング手法が必要

質を提供するには、情報、透明性、文書の収集が欠かせ

であると認識しています。期待されているPEの成長に対応

ません。

し、提供サービスと手数料の競争激化に対処するととも
に、最終的にマージンを引き上げるには、PE顧客向けの

本調査の回答者が事前に求める文書は以前より増えてお

包括的なサービスソリューションに投資を行い、適切な

り、ファンドを受け入れたり、GPに手数料の見積もりを提示

ツールとシステムを整備しておくことが必要不可欠です。

したりする以前にファンドの構造とその複雑さを今まで以
上に詳細にレビューし、理解しようとする傾向があります。

サービス対象となる資産規模は回答者によって異なり、
サービスプロバイダーの重点事業が従来型のサービス
か、もしくは純然たるオルタナティブ投資ファンド向けサー
ビスかによって異なります。

しかし、どの程度の文書を依頼するかは、要請されている
サービス（カストディ・サービスまたはファンド管理代行サー
ビス）やサービスプロバイダーの実績次第であると言って
差支えありません。

主としてPE向けにサービスを提供している回答者（ニッチ

サービスプロバイダーの業務モデルと提供サービスが収

プレーヤー）の31％は、管理している純資産が平均を上

斂してきていることは重要ですが、手数料の見積もり手法

回っています（図表2）。大半が平均水準にありますが、

はもはや、単に一定比率に基づくものではなくなり、プロバ

個々のサービス対象資産の総額が純資産の平均を下回

イダーによって差が生じ始めています。サービスプロバイ

るサービスプロバイダーも依然として多数に上ります。さら

ダーはファンドの概要と特性に基づく手数料の見積もりの

に、管理対象であるサブファンドのほとんどは純資産が10

算定と同時に、運転費用を賄うために手数料の下限の設

億ユーロを下回っています。

定を試みています。

本調査の回答者には、従来型の
ファンド・アドミニストレーターや
カストディアンに加えて、
オルタナティブ投資ファンド専門の
アドミニストレーターや
カストディアンも含まれています。
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GPが重点的に検討すべき2つの主要要素

もう一つの主要かつ特殊な要因は、投資家への報告業務

AIFMDが間近に迫っているとはいえ、資産評価はPEがサー

に関するものです。このサービスはUCITS業界などとは対

ビスプロバイダーに委託している業務ではありません。本調

照的に、PE業界においては総じて特注ベースで提供されて

査の回答者が繰り返し指摘していたのは、仮に顧客から評

います。しかし、PE業界は投資家への報告において次第に

価サービスを要請されたとしても、かかるサービスを提供す

IPEVやILPA等の国際基準を採用するようになっています。

る意向はないということでした。ファンド・アドミニストレー

投資家には依然として特殊なニーズがあり、ファンド管理代

ターにとってこのサービスは、複雑すぎる上にリスクが大き

行システムでは投資家への報告業務で求められている形

すぎるのです。

式でのデータの保存と体系化がまだできないため、報告の
自動化や標準化は依然として将来のソリューションであると
考えられます。

サービスプロバイダーが
自身のサービスを適正な
価格と最高水準の品質で
適切に提供するには、
情報、透明性、文書の
収集が欠かせません。

本調査の回答者は一般的には、自社の現行PEシステムに
対して非常に高い満足度を示しています。それでも、65％
がシステムの変更やアップグレードを計画しています。実際
のところ、ビジネス規模が拡大していけば、複数の独立した
システムを使用し続けることはできません。現在複数（2つ
以上）のPEシステムを使用している回答者は少なくとも
65％に上り、ここから、市場でPE業務プロセス全体をサ
ポートできる単一のベンダーソリューションがないことが伺
えます。

図表 3：PE向け業務における組織の今後の投資

低

その他
(6％)

業務モデルおよび組織再編
(20％)

優先順位

マーケティングおよび
事業開発（18％）

テクノロジー (26％)
人材育成および採用 (30％)
高
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PEという資産クラスの持続的かつ長期的な成長見通し
回答者は全員ルクセンブルクの投資と市場が今後も成長す

要点：

ると見通していますが、予測成長率には依然としてかなり幅

• ルクセンブルクのサービスプロバイダーはPE

があります。社員数の増加率では向こう5年間で5％～30％

向けサービスを自社の戦略的事業と位置付け

が予測されており、回答者の41％がこの範囲内でより高い

ており、この資産クラスが今後さらに拡大する

増加率を見込んでいます。

と見込んでいます。

市場成長率については、回答者はより楽観的な見方を示し
ており、向こう2年間の成長率は50％超、向こう5年間の成
長率は30％超と予測されています。市場の拡大が予測され
ているのは、主として、（規制対象、対象外といった状況に

• PE向けサービスは競争が熾烈であり、現在の
重点は専門的サービスや付加価値サービス、
グローバルなサービス提供、手数料、全体的
なサービス品質に移りつつあります。

かかわらず）PE会社のルクセンブルク市場への参入もしく

• GPが複数 の法 域にまた がる クロスボ ーダ ー

は既存の顧客基盤の自律的な成長が期待されているため

サービス提供を求めていることを受け、サービス

です。また、 主に付加価値サービスの提供に牽引されたPE

プロバイダーは世界各国でコンピテンスセンター

アセットサービシング企業向けの新商品の開発において明

を設置するといった業務モデル構築に動いてい

るい傾向も見て取れます。

ます。

• 取引開始の際には、顧客に対する詳細な事前
本調査の主な結果

分析が必要不可欠であり、主にPEのオペレー

PEは重要な資産クラスであり、各回答者にとっては成長を

ションの複雑さを評価対象とすべきです。

推進する要因です。サービスプロバイダー間の競争は熾烈

• GPはファンド組成プロセスから積極的に関与し、

であり、サービスや業務体制といった従来の差別化要因は

サービスプロバイダーと一層連携したパートナー

すでに一般の市場慣行となり、もはや競争力とは認識され

シップを目指しています。

なくなりました。また、GPのニーズは絶えず変わり続け、ミド
ルオフィスからバックオフィスに至るまでの合理化推進やつ
なぎ融資、クロスボーダーおよび複数の法域にまたがる
サービス提供における窓口の一本化を求めるGPもありま
す。PE向けのサービス業界はUCITSファンド向けのサービ
ス業界が数十年前に始めたように、世界各国にコンピテン
スセンターを設置するといった業務モデルに移行しつつある
ようです。

回答者は現行のPE向け
ビジネス強化に向け、
万全の事業開発計画や
効果的なマーケティング手法が
必要であると認識しています。
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EU資本市場における
新情勢
ロザリンド・ファーガソン

ヘルムート・バウアー

（Rosalind Fergusson）

（Helmut Bauer）

デロイト

デロイト

欧州等規制戦略センター

欧州等規制戦略センター

金融商品市場指令／新規則（MiFID II/MiFIR）の改正で
合意が成立したため、EUの資本市場は新しいルールの
下で大きく変わろうとしています。改正は長い時間を
かけて行われ、意欲的な範囲を網羅しています。
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立法当局は、MiFIDによって株式市場にもたらされた利

投資運用セクターにとっては、対応すべきMiFID II/MiFIR

点の多く（取引費用の低減、買値と売値のスプレッド縮

に基づく規制要件が増えることになります。とりわけ、取

小、取引時間の短縮等）をより幅広い資産クラスにも広

引後報告、アルゴリズムを活用した「超高速」取引およ

げたいと考えています。改正には、2009年のG20サミット

び投資家保護に関してはその傾向が強くなります。これ

で掲げた目標を導入する狙いもあります。つまり、OTC

により取引の実行場所に関して新たな選択肢が生じ、コ

デリバティブの取引所への移行推進や、近年拡大してい

ンプライアンス費用は膨らみます。その一方で、朗報も

るダークプールの取引とアルゴリズムを活用した「超高

あります。新しいルールの多くは競争促進やよりよい価

速」取引によってもたらされるリスクへの対応を図ろうと

格形成を目的としたものであり、最終的には投資運用セ

いうわけです。

クターとその顧客の利益となるはずです。

取引実行場所に関する新たな選択肢

これによって、MiFIDの導入後に株式市場で見られたよう

規制当局が不透明とされる市場の透明性を高めようとして

に、こうした市場において価格形成が促され、売り値と買い

いることを受けて、投資運用者がどこで、どのように取引を

値のスプレッドが縮小するはずです。また、改正では、株式

実行すべきかが今後変わる見通しです。清算適格であり、

に対する取引前の透明性規制の免除に上限を課すことに

流動性が十分なデリバティブ取引は取引所で行うことが義

よって、株式のダークプールの取引を制限することも目指し

務付けられることから、デリバティブ取引がOTCから取引

ています。

所へと大量に移行することが見込まれます。こうした取引
の多くが、新しいタイプの取引所である組織化された取引
施設（Organised Trading Facility、OTF）で行われる見通し
です。OTFは株式以外の取引専用の取引施設であり、米
国のスワップ執行施設（swap execution facility）と概ね同
様と認識されています。

しかし、透明性の向上は市場にとって多くの場合好ましいこ
とであるものの、流動性が不十分な市場において透明性が
過剰に高いと流動性に対して悪影響を及ぼす場合がありま
す。仮に市場参加者が自身の投資戦略を他者に見透かさ
れると懸念する状況であれば、取引意欲は減退するでしょ
う。これは、顧客に代わって大量の取引を実行する投資運

価格形成へのサポート
MiFID II/MiFIRの下でもたらされる透明性規制への変更の
大部分は、欧州証券市場監督機構（ESMA）が今後策定す
るテクニカル基準で透明性規制をどのように構築するかに
よって決まりますが、投資運用セクターにとっては総じて好
ましいものとなるでしょう。MiFIDの下で株式に対して適用さ
れていた取引前および取引後の透明性規制の適用範囲
は、株式に類似する金融商品（預託証券、上場投資信託）
や株式以外の商品（債券、ストラクチャード・ファイナンス商
品、排出枠、取引所で取引されるデリバティブ等）にも拡大
されることとなります。

用会社に特に当てはまります。したがって、透明性規制の
構築において、ESMAが、投資家が必要な情報を入手でき
るようにする一方で流動性を損なわないような的確なバラ
ンスを取ることが重要になります。EU域内で統合テープ
（consolidated tape）を導入すれば、投資運用会社は取引
後のデータをこれまで以上に把握できます。これは民間
ベースで提供されることになっていますが、各社の導入状
況が欧州委員会の想定する質に達しない場合には、政府
調達プロセスに則って統合テープのプロバイダーを指名す
ることもあり得ます。投資運用会社は、強化された取引後
報告に関する規制も遵守しなければなりません。取引後の
インフラの合理化を進めて効果的なものとするほか、データ
ガバナンスの体制も万全なものにしておく必要があります。
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競争によって、市場参加者の視点に立った改善を推進
取引所と中央清算機関（CCP）との間のいわゆる「縦割り組織」
の解消を受け、取引がどこで実行されたかにかかわらず、CCP
は公平かつ透明性の高い方法で金融商品を清算しなければな
りません。また、取引所は要請に応じて、取引を清算しようとす
るCCPに公平かつ透明性の高い方法で取引フィードを提供しな
ければなりません。取引所とCCPとの間で競争が激化すれば、
投資運用セクターにとっては、取引費用が削減できるほか市場
参加者へのサービスの向上が図れます。しかしながら、移行措
置に加え、取引所、CCPおよび管轄当局が一定の条件の下で
のアクセスを拒否できるため、当該規制の導入効果が損なわれ
る可能性もあります。

アルゴリズムを活用した超高速取引に従事する企業に対する
規制要件の拡大
アルゴリズムを活用した超高速取引に従事する企業は、取引シ
ステムとリスク管理を適切なものとし、アルゴリズムを活用した
取引戦略などの特定の情報を規制当局に報告する必要が生じ
ます。また、取引システムの検証とモニタリングを実施するとと
もに、優れた事業継続計画を整備することも必要になります。取
引業務は取引所による厳しい監視にさらされ、取引所は高速取
引を制限したり、注文キャンセルや高速取引に対する手数料を
引き上げることが可能になります。

新しいルールの多くは競争促進
やよりよい価格形成を目的と
するものであり、最終的には
投資運用セクターとその顧客の
利益となるはずです。
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販売面の変更と製品ガバナンスの重視

次なる動きは？

投資家保護の強化を目的とする数々の改正は、金融商品

MiFID II/MiFIRに関する政治的合意によって、改正の全体像

の助言および販売方法に影響を及ぼす見込みです。投資

は定まったものの、ESMAのテクニカル基準や加盟各国によ

運用アドバイザーは、提供するサービス、費用および手数

る指令の導入に伴って細部も詰めていかなければなりませ

料の総額に関して、今まで以上に多くの情報を投資家に開
示しなければならなくなります。これに伴い、独立系投資ア

ん。改正は今年6月から7月にかけて発効し、遵守期限は
2017年第1四半期頃になる見通しです。

ドバイザーは第三者の報酬や便益を受領、保持することが
禁じられます（ただし、非金銭的な便益の一部を除きま
す）。投資運用会社は、EU諸国の一部において独立した投
資アドバイス事業のビジネスモデルがどのように変わる可
能性があるか、また、それによって自社商品の販売にどの
ような影響が及ぶかを検討する必要があります。
複雑な商品として分類される商品は増え、妥当性
（appropriateness）に関する規制の対象となる商品も多くな
るため、 企業がこうした商品を販売する際には追加の確認
作業が必要になります。ESMA、欧州銀行監督機構（EBA）
および管轄当局は、暫定的な商品介入権限（temporary
product intervention power）を有することになります。これら

要点：

• MiFID II/MiFIR で暫定合意された新ルールの
下、EUの資本市場は大きく変わろうとしていま
す。

• 投資運用セクターは、取引後報告、アルゴリズ
ムを活用した超高速取引、投資家保護を中心と
して、今まで以上に多くの規制要件に対応しな
ければならなくなります。取引をどこで行うかに
ついて新たな選択肢が生じ、コンプライアンス費
用は上昇する見通しです。

はすべてプロバイダーと販売業者を複雑性の低い商品へと

• 新ルールの多くは競争促進と優れた価格形成

向かわせる可能性があるだけでなく、イノベーションを損な

の支援を目的とするものであり、最終的には投

いかねません。

資運用セクターとその顧客の利益となるはずで
す。しかし、テクニカル基準によって取引後透明

また、投資運用会社は、包括的な製品ガバナンスに関する

性規制の構築を担うESMAは、バランス調整を

規制を遵守しなければならなくなります。商品承認プロセス

的確に行い、投資家が必要な情報を入手できる

によって最終顧客の投資先市場を明確にするとともに、そ

ようにするとともに流動性を損なわないようにす

れに対応した販売戦略を特定する必要があります。商品が

ることが重要です。

販売業者の手に渡ったからといって、責任が終わりというわ
けではありません。特に、第三者による勧誘やスタッフのイ

• 改正は今年6月から7月にかけて発効し、遵守期
限は2017年第1四半期頃になる見通しです。

ンセンティブ制度によって販売を推進する場合の利益相反
に対する注目も高まっています。
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国内資金の効果的な配分が
日本に大きな変化を
もたらす可能性
成長促進とデフレ脱却を目指す
もう一つのツール
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スコット・バウアー

山本御稔

（Scott Bower）

（Mitoshi Yamamoto）

エグゼクティブオフィサー

パートナー

金融サービス

金融サービス
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日経平均株価指数は2013年に約57％上昇1し、
40年以上ぶりの年間上昇率を記録しました。
こうした株価上昇の主たる受益者は外国人投資家であると、
市場参加者は即座に指摘しています。
事実、外国人投資家の買越額は約1,450億ドルに達しています。
国内の個人投資家や年金基金／準年金基金は総じて、
この大幅な相場上昇の恩恵を受けていません。

1 Mogi, Chikako and Hirokawa, Takashi, ｛Takenaka touts Nikkei surge｝ジャパンタイムス、2014年1月9日
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主なマクロ経済指標では、インフレ率や予想インフレ率の

有識者会合が先ごろ発表した提言では、2020年までに日

高まりが予想されているほか、失業率は低水準で推移し、

本をアジアでトップクラスの国際金融センターにするという

賃金上昇の兆しもみられるなど、日本が今後も成長を持続

目標に向けて取り組むべき課題として、以下の4つを挙げ

することが示唆されています。

ています。

このような明るい兆候は歓迎すべきではあるものの、日本

1. 豊富な個人金融資産や年金資金を活かすために、こ
れらの資金が成長マネーに向かう好循環を確立する

が現行基調を維持できるかどうかについては懐疑的な見

（「不活性」資金の活用）3

方が大勢を占めています。懐疑論者が指摘しているのは、
構造改革を伴う真の成長戦略の不在です。これは2012年

2. アジアの潜在的な成長力を現実のものとするために、

12月に安倍内閣が発足して以降、安倍首相が推進してい

アジア地域の市場機能の向上を図り、日本とアジア諸

るアベノミクスの第３の矢2に当たります。資本市場におけ

国の一体的な成長への道を開く（アジア諸国の金融イ

る構造改革の明確化を支援するため、金融庁ならびに財

ンフラ構築を支援する、金融庁と関係省庁の連携を通

務省は金融・資本市場活性化有識者会合（以下、「有識者

じて日本の金融機関や企業がアジア各国でビジネスを

会合」）を設置し、「日本の金融・資本市場の魅力向上策」

行っていくための環境を整備する）

について提言しています。

3. 企業の競争力を強化し、起業を促進する
4. 人材を育成し、よりよいビジネス環境を整備する
資金配分――現状

変化のペースも構造改革の発表すらも
遅れがちであるとする批判的な意見も
あります。しかし、国内資金のより効果的
配分により、新たに投資へと向かう
可能性のある資金の規模だけ見ても、
それ自体が大幅な変革となりえます。
しかも、日本銀行と日本政府の政策継続
または政策推進に対するバッファー
として機能するはずです。

日本の現在の資金配分は、国際的な水準には及んでいま
せん。再投資、成長、好反応を生む好循環を形成するほど
のリターンが生じていないのです。
日本の個人金融資産は約1,600兆円（15兆8,000億ドル）4、
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用資産は
約128兆円（1兆2,700億ドル）5に上ります。日本銀行の資金
循環統計によると、日本の個人金融資産の54％近くが現
金・預金であり、株式・投資信託への投資はわずか13％に
とどまります。これに対して、米国および欧州で現金・預金
が個人金融資産に占める割合はそれぞれ13％、36％です
6

（図表1）。

2 3つの矢とは、第1の矢が大胆な金融政策、第2の矢が機動的な財政政策、第3の矢が成長戦略。三本の矢のアイデアは、戦国大名の毛利元就が3人
の息子に「1本の矢は簡単に折れるが、3本の矢を束ねれば容易には折れない」と教えたという逸話に由来する。すなわち、3つの力を結束すれば、単
独の場合より力を発揮することを示している。
3 私たちはこの提言を「国内資金の効果的な配分」ととらえ、これ以降、本稿ではこの点に焦点を当てる。
4 「Flow of Funds – Overview of Japan, U.S. and the Euro Area」– Research and Statistics Departments, Bank of Japan, 2013年12月19日
5 Hodo, Chikafumi, ‘Japan’s public pension fund assets rise to record Y128.6 tril’, ジャパン・トゥデイ, 2014年3月1日
6 「Flow of Funds – Overview of Japan, U.S. and the Euro Area」 – Research and Statistics Departments, Bank of Japan, 2013年12月19日
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図表1：国別の個人金融資産の内訳(政府のオンライン上

図表2：GPIFの資産構成（2013年12月31日）

の公式発表)
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図表3：世界の資産構成平均（タワーズワトソン調べ）
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2013年12月時点で、GPIFの投資資産の55％以上に相当する70兆5,000億円（6,970億ドル）以上が国内債券に配分されています7。
2013年4月1日から2013年12月31日にかけてかかる資産が生んだ投資収益は、約210億円（2億800万ドル）でした。タワーズワトソ
ンの『グローバル・ペンション・アセット・スタディー2014』によると、世界の平均配分比率は株式、債券、その他、現金でそれぞれ
52％、29％、18％、1％でした8（図表 2および図表3）。

7 年金積立金管理運用独立行政法人
8 「グローバル・ペンション・アセット・スタディー2014」、タワーズワトソン、2014年1月
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国内資金の効果的な配分に向けて

NRIの2月の調査結果に代表性があるとすれば、2014年

少額投資非課税制度（NISA）の導入

12月までにNISA口座を通じて約5兆2,000億円（510億ド

英国の個人貯蓄口座プログラム（ISA）の日本版が、2014年1
月に導入されました。NISAは20歳以上の日本国内居住者を
対象とし、中長期的な投資を促進することを目標としていま
す。NISA口座には税制優遇措置が適用されることもあり、
NISA制度は個人の金融資産を現金・現金同等物から他の
金融商品へと分散させることを狙っています。日本の株式投
資家基盤を拡大すれば、国内での資金調達が活発化すると
ともに、新規株式公開（IPO）も増え、全般的な事業成長に振
り向けられる金融資産も増えると十分に考えられます。さら
に、インフレ目標が達成された場合、日本国民の生活水準を
維持・向上させるために、個人の投資収益率の上昇が必要
になります。政府は2020年までに、NISAを通じて現金から投
資へ25兆円（2,470億ドル）規模の流れをつくることを目標とし
ています。これまでに示した数字に基づくと、この目標は現
在現金で保有されている資産のわずか3％でしかありませ
ん。
日本証券業協会（JSDA）は、NISA口座の開設件数を2014年
1月末時点で約560万件と推定 9 しており、野村総合研究所
（NRI）10はNISA口座平均残高を推定59万3,000円（5,900ドル）
としています。また、NRIの調査によれば、NISA口座保有者
の約70％が既存資産の売却ではなく、預貯金や給与を運用
原資に充てています。NRIは、口座開設申し込みが最終的に
年内までに865万件に達すると予測しています11。

ル）が投資に向かい、そのうち約3兆6,000億円（360億ド
ル）が既存の預貯金・所得から投資へ流れることになり
ます。
{http://fis.nri.co.jp/en/news/2014/02/20140213en.html}
ただし、NISAが潜在力を残らず発揮することを阻む制限
事項がいくつかあります。例えば、

• 非課税期間が5年に限られている（英国のISAで
は、期間は制限されていない）

• NISAの口座開設可能期間は10年間のみ（ISAには
制限なし）

• 非課税投資総額は最大500万円（この点でも、ISA
には制限が設定されていない）

• NISA口座で生じた損失は、資産を保有する他の口
座との損益通算の対象外である。このため、投資
家がNISA口座で利益を得られない場合、口座を維
持する意味が消失する。
こうした現時点の制限事項は対応可能なものであり、政
府高官も将来的に変更の可能性を示唆しています。第
一の懸念は、市場にNISA制度を導入することでした。
JSDAが示している通り、英国のISAでは調整や改正が
何度か行われた結果、1999年の導入以降、口座開設者
が増加しています 12 。英国では現在、世帯のうち推定
40％がISA口座を保有しています。

9 ‘NISA: Japan’s new tax exemption scheme for investment by individuals’, JSDA
10 野村総合研究所は「NISA（少額投資非課税制度）の利用実態調査」を実施し、NISA口座の保有口座／申込み件数が年内に865万件に達
すると予測した（2014年2月13日）。
11 同上
12 ’NISA: Japan’s new tax exemption scheme for investment by individuals’, JSDA
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図表4：英国のISAとの比較13

NISA（日本）

ISA（英国）
株式型ISA

預金型ISA

制度導入

2014年1月１日に導入。
口座開設可能期間は最
大10年（2023年まで）。

1999年4月6日に導入。当初は10年で終了する
予定だったが、2008年に恒久化された。

対象者

（NISAを開始する各年の
1月1日時点で）20歳以
上の日本国内居住者

18歳以上の英国居住者

非課税期間

5年間

非課税対象商品

上場株式、投資信託等

株式、債券、投資信託、
保険、銀行預金等（既に
投資していた商品の売
買手取金をISA口座から
引き出さない限り、他の
商品を再購入することは
できない）

銀行預金、MMF等

非課税措置対象所得

配当、分配金、譲渡益

利子（銀行預金の利子
を除く）
配当、分配金、譲渡益

利子

非課税の年間投資額

最 高 100 万 円 （ 約 1 万 ド
ル）（手数料支払いは除
く）

両タイプ合わせて最高1万1,520ポンド（約1万8,800ドル）。
1）預金型ISAは5,780ポンド（約9,400ドル）。2）年間最高投
資額は毎年、消費者物価指数に基づいて見直す。

16歳以上の英国居住者

永続的

13 同上
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GPIF、「リスクの高い」資産への配分引き上げを示唆
2014年3月6日、GPIFの諮問委員会は運用資産を見直すべ

国内株式やオルタナティブ投資資産（プライベートエクイ
ティ、不動産、ヘッジファンド、インフラファンド等）を中心とし

き時期に来ているとの見解を示しました 。「年金支払額は

た運用へのパラダイムシフトは、一朝一夕に実現するもので

賃金上昇率に左右されるため、賃金上昇を超える水準に運
用利回り目標を設定することは当然だ。デフレ期には国内
債中心の投資が安全かつ効率的だったが、適度なインフレ
環境に移行しつつある中では国内債中心である必要はな
く、ＧＰＩＦはフォワードルッキングな視点に立つべきである」

はありません。GPIFの資産配分が世界基準に移行するとす

14

れば、約32兆円（3,170億ドル）の運用資産が他の資産タイプ
に振り向け可能になります。ただ、資産配分比率が大きく変
わることはなく、むしろ、やや段階的な配分見直しが行われ
る公算が大きいでしょう。一部では、これがすでに始まってい
るとの指摘もあります（債券の構成比率55％は世界的平均

しかし、提案されている名目利回り目標である4.2％水準

と比べると高いものの、過去6年間で見るとGPIFの比率とし

は、カリフォルニア州公務員退職年金基金（カルパース、目

ては最も低くなっています）。

標7.5％）などの大規模退職年金基金と比べると、依然とし
て著しく低い水準です。カルパースの目標とする資産配分
では、リスクアぺタイトの違いが浮き彫りとなります。

また、GPIFは2014年2月28日、日本政策投資銀行およびカ
ナダ・オンタリオ州公務員年金基金（OMERS）との共同投資
協定に基づき、新たにインフラストラクチャーへの投資プログ
ラムを開始すると発表しました16。GPIFは、かかるインフラ投
資によって以下が期待できるとしています。

図表 5：カルパースの目標資産配分15
4% 4%
11%

•

債券に類似した安定的なインカムゲイン

•

一般の債券より高い利回り

•

株式市場等の価格変動の影響を受けにくい

このインフラ投資プログラムは5年間で投資「元本」総額2,800
億円（27億ドル）を予定しており、GPIFの運用資産の約0.2％
となる見通しです17。この配分比率は他の年金プランを大きく
64%

17%

下回っていますが、今後さらにリスクを許容し、リスク調整後
の収益を目指すことを示唆する非常にポジティブなサインで
す。

成長（上場株式、プライベートエクイティ）
利回り
不動産（不動産、森林／インフラ）
流動性資産
インフレ（コモディティ、その他債券）

14 Kitanaka, Anna; Nohara, Yoshiaki and Nozawa, Shigeki,「GPIF Needs Wage-Based
Return Goal, Less Bond Focus: Panel」 ブルームバーグ, 2014年3月6日
15 カルパース
16 「国内外の機関投資家との共同投資協定に基づくインフラ投資の開始について」
GPIF
17 同上
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日本の現在の資金配分は、
国際的な水準に及ぶものでは
ありません。再投資、成長、
好反応を生む好循環を
形成するほどのリターンが
生じていないのです。
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最後に
2012年に安倍首相が就任して以降、景況感も見通しも変

要点:

わりました。変化のペースも構造改革の発表すらも遅れ

• 日本の資金配分は国際的な水準に達しておら

がちであるとする批判的な意見もあります。しかし、国内

ず、資産の大半が現預金に配分されています。

資金のより効果的な配分により新たに投資へと向かう可

• NISAの導入とともにこの傾向が変わり、個人の

能性のある資金の規模だけを見ても、それ自体が大幅な

金融資産が他の資産クラスへと向かう可能性

変革となりえます。しかも、日本銀行と日本政府の政策継

があります。

続または政策推進に対するバッファーとして機能するは
ずです。

• 日本政府は複数の施策に着手しており、資産
の分散化を推進する新しいインフラ投資プログ
ラムも計画されています。

• 資金配分の大幅な改善は、それ自体が重要な
政策改革であり、日本銀行と日本政府の政策
継続や政策推進に対するバッファーとして機能
するはずです。
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オルタナティブ投資、
2014 年は成長見通し
不均衡な状況下における
機動性確保に向け
エレン・シューベルト
（Ellen Schubert）
チーフ・アドバイザー
インベストメント・マネジメント
デロイト

投資家が近年、オルタナティブ投資運用会社に注目して
いるのは、その機動性です。こうした運用会社は、
どんな状況にも対応して他を圧倒するアルペン競技の
スキーヤーさながら、不均衡な状況を乗り切ることに
優れています。しかし、ここ数年で状況は安定してきたので、
好調な株式市場が一時的ながらも、オルタナティブ
投資ファンドが従来享受してきた競争優位を蝕んでいます。
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ターニングポイントは、2014年にすでに到来しています。機
関投資家は最近のムラのあるパフォーマンスにもかかわら
ず、オルタナティブ投資ファンドになだれ込んでいます。機
関投資家が引き寄せられているのは、オルタナティブ投資
ファンドが長期的に上げている実績、つまりは相関性がな
く、リスク調整後のリターンが優れているという点です。同時
に、機関投資家は、新しい観点でオルタナティブ投資ファン
ドを見るようにもなっています。別の資産クラスとして見ると
いうよりも、オルタナティブ投資ファンドをリスクと要因別の
テーマに分けているのです。

規模と差別化戦略をあわせ持つ新規資産を呼び込む
厳しい投資環境と競争激化にかかわらず、オルタナティブ
投資運用会社はこの1年間、過去最高水準の資金を調達し
続けています。ヘッジファンドの運用資産は2013年、過去
最高の2兆6,000億ドルに達しました 1 。プライベートエクイ
ティ会社もこれに引けをとらず、資金調達額は2009年以降
で最高を記録して持ち直しました（図表1参照）2。
しかし、こうした数字を吟味すると大きな格差が浮かび上が
ります。最大規模のプライベートエクイティファンドが最も注

各ファンドは機動性を維持しつつ、より多くの資産を呼び込
もうとしており、変化の激しい規制環境の中でオルタナティ
ブ投資業界のリーダーたちがこうした状況にどのように対
応していくのかは2014年に注目すべき重要なテーマです。
この業界でレピュテーションが絶えず重要であることを踏ま
えると、ますます複雑性が高まっている今日の情勢に対応
できるよう、自社のリスク管理手法を成熟したものにするこ
とも必要です。

目を集め続ける中、その他のファンドが新たに組成したファ
ンドの規模は従来の半分に縮小しているのです。
また、この1年は幅広い市場指標や長期的傾向のいずれと
比較してもヘッジファンドのパフォーマンスには不均衡が見
られました。2013年12月31日に終了した1年間において、
ヘッジファンドの平均リターンはわずか11％であり、スタン
ダード・アンド・プアーズ（S＆P）500種株価指数が同期間中
に記録した上昇幅である30％、さらにはバランス型ポート
フォリオ（株式60％、債券40％）の平均リターン17％さえも
下回りました（図表2参照）。

ここ数年はほとんどのオルタナティブ投資
運用会社にとって、厳しい時期でしたが、
その結果、現在では重要な点において
事態は好転しています。
図表1:世界におけるプライベートエクイティの資金調達
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出所：ピッチブック

2005

2006
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2008

資金調達額（10億ドル）

2009

2010

ファンド数

1 Hedge Fund Research「Hedge Fund Assets Surge to Record to Begin 2014」プレスリリース、2014年1月21日
2 ピッチブック「2014 Annual U.S. Private Equity Breakdown Report」2014年1月20日にアクセス
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2011
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ピッチブックによると、プライベートエクイティへの投資額は昨
年13％近く増加3した後、もっと良い話があります。とはいえ、
取引件数が2012年から14％減少4した現在、問題は、業界が
最高水準に膨らんだ資金を活かし切れるかどうかです。
年金基金や財団、寄付基金といった機関投資家はヘッジファ
ンドやプライベートエクイティファンドへの投資を強化していま
す。その背景には分散投資規制のほか、オルタナティブ投資
業界が長期的に相関性のない、リスク調整後リターンを上げ
ているという実績があります。
多くの投資家は現在もパフォーマンスに満足しており、それは
この1年でも変わりありません。例えば、オルタナティブ投資に
関する情報提供会社Preqinのインタビューに応じた機関投資
家のうち、ヘッジファンドが去年、期待値に見合う利回りを上
げたとの回答は63％、期待値を上回ったとの回答は21％に達
しています5。

図表2：ヘッジファンドは長期的に優れたパフォーマンスを記録
ヘッジファンドの利回りは、長期的に幅広い市場を上回っている
120％
104.6％

バークレーヘッジファンド指数
100％

株式60％、債券40％のポートフォリオ*
S&P 500

82.7％

80％

75.3％

75.1％
66.2％

56.3％

60％
47％
40％
32.3％

29.6％
16.8％

20％
11.3％

13.9％

0％

1年

3年

5年

10年

出所：バークレーヘッジファンド指数、ブルームバーグ、デロイトの分析
* 60％はMSCI U.S.ブロード・マーケット・インデックス、40％はバークレイズ米国総合浮動調整インデックスの2013年12月31日時点のデータに基づく

3 ピッチブック「2014 Annual U.S. Private Equity Breakdown Report」（2014年1月20日にアクセス）、pitchbook.com/2014_Annual_US_PE_Breakdown_Report.html.
4 ピッチブック「2014 Private Equity Breakdown Report」
5 Preqin「Preqin Survey: Investor Satisfaction with Hedge Fund Performance Is at Highest Recorded Levels」プレスリリース、2013年12月19日
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図表 3:プライベートエクイティの投資家内訳

機関投資家は現在、ヘッジファンドの運用資産総額の半
分以上を占め（図表3、4参照） 6、今後さらにオルタナティ
ブ投資への配分比率を引き上げようとしているとみられま
す 7 。アブダビや中国などの政府系ファンドは今やヘッジ

ファミリー・
ファンド・ オフィス
オブ・ヘッ
5％
ジファンド
ウェルスマ
8％
ネジメント会
社／資産運
用会社
9％

ファンドの投資家トップ5のうち3つ、トップ10のうち4つを占
めています8。ヘッジファンドが初めて中国国内市場の開拓
年金
基金
25％

に乗り出そうとしているため、新たに興味深い投資家基盤
が形成されつつあります。先ごろでは、適格国内有限責任
組合（QDLP）制度の下で、複数の外国ヘッジファンドが中
国国内の機関投資家から海外投資を目的として資金を調
達することを近日中に認めると上海で発表されました。

寄付
基金
11％

機関投資家のヘッジファンドへの資金配分が増えているの
その他
14％

は最近のことですが、機関投資家はこれまで、プライベー
トエクイティへの投資で他を圧倒してきました。今でも、年
金基金や財団、寄付基金が先導しています。

保険会社／
銀行
13％

財団
15％

機関投資家の占める割合が高まる中、大規模のオルタ
ナティブ投資ファンドがますます大きくなる公算が強まっ

出所：Prequin

ています。こうした投資家は信認義務を負っているために
報道リスクにとりわけ敏感で、当然ながら、業務インフラと
コンプライアンスインフラが非常に整った大規模の老舗
ファンドに引きつけられています。

図表4：ヘッジファンドの投資家内訳

ここでの明るい見通しは、機関投資家が資産の大半を大
保険会社／
銀行 その他
2％
ファミリー・ 5％
オフィス
5％
ウェルスマ
ネジメント会
社／資産運
用会社
13％

規模ファンドに投じながらも、新興のファンド運用会社が
家
は 大 規 模 の 機 関 投 資 家
時として放つホームランを期待して、保有資産の一部をな
お分散投資したいと考えていることです。昨今の業界不
年金
基金
26％

振の時期に利回り拡大への意欲が高まり、厳しい資金調
達環境にあって規模の小さい、新興のプレーヤーに絶好
の機会が設けられています。Preqin によれば、新興の運
用会社に資金を投じている投資家は大規模の機関投資家
のうち 81％に達しているのに対し、その他の機関投資家で
は全体で 43％にとどまっています 9。

寄付
基金
14％
財団
19％

出所：Prequin

ファンド・
オブ・ヘッ
ジファンド
16％

6 Preqin「Hedge Fund Spotlight」2013年6月
7 Credit Suisse Capital Services「Mid-Year Survey of Hedge Fund Investor Sentiment」
2013年7月
8 Hedge Fund Alert「Top 20 Investors Contribute Mightily to Funds」2013年11月20日
9 Preqin「Hedge Fund Spotlight」2013年5月
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業務に対応するために増員したり、
手作業プロセスを追加したりといった
手法は、コスト効率のよい長期的な
問題解決策にはなり得ません。
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「オルタナティブ投資運用会社がこれほど難題に直面したことは
かつてありませんでしたが、投資家の意欲がこれほど高まったこと
もありませんでした。ですから、ファンド運用会社はその投資意欲
を糧に大きくなっているのです」―デロイトのグローバル
インベストメントマネジメントを統括するケーリー・シュティーア10
比較的規模の小さいプライベートエクイティ会社は特定のセ
クターまたはテーマを絞った投資戦略において専門性を培
うことで、際立った価値提案を創出し続けています。昨年こ
うした ファン ドの関 心 を集め たのは ヘル スケア 、エ ネル
ギー、ハイテク、不動産業界などの特定のニッチ分野であ
り、こうした分野に加えてその他の機会が新たに出現しつつ
あることを受け、運用会社の焦点は今年、いっそう絞り込ま
れていくことになるのではないかと考えられます。
最後に、オルタナティブ投資ファンド運用会社は2014年、個
人投資家基盤に再び関与しようと一層力を入れる可能性が
あります。このため、1940年投資会社法に基づくファンドや
UCITS商品を通じて提供される流動性の高い幅広い商品に
おいて、オルタナティブ投資戦略が主流になる見通しです。
流動性の高いオルタナティブ投資商品の運用資産は2008
年の680億ドルから、2013年9月30日時点には2,790億ドル
に増えています11。
それでも、オルタナティブ投資業界がどこまで個人投資家を
追い求めていくかは不透明です。多くのファンド運用会社
は、既存投資家に不利であり、ブランドを危険にさらす可能
性があるとして、オルタナティブ・ミューチュアルファンドに対
して今なお警戒しています。個人 投資家向けのプラット
フォームやオペレーションの構築に必要なコストが阻害要因
になりかねず、1940年投資会社法や流動性規制の遵守を

データの向上を通じて競争優位を創出
規制当局や投資家がより早期の、より充実した内容の報告
を求め続けているため、業界において、データを迅速かつ
正確に活用する能力が競争上の差別化要因になりつつあ
ります。特に機関投資家はすでにオルタナティブ投資を別
個の資産クラスとは認識しておらず、むしろリスク別や要因
別（戦略、地域、流動性など）に分類し、ヘッジファンドやプ
ライベートエクイティファンドに資金を配分する根拠としてい
ます。
リスクとパフォーマンスに関するこのような要因情報の必要
性が高まっていることを受け、投資家向け広報（IR）担当部
門は、本来この目的に沿ってデザインされたわけではない
各システムからデータを抽出し、要求に応じた報告書を作
成しなければならないという課題に直面しています。実際の
ところ、ステートストリートがオルタナティブ投資ファンド運用
会社を対象に実施した調査によると、業界に変革をもたら
す要因のトップ3として、リスクとパフォーマンスに関する透
明性向上を求める投資家の要請を挙げた回答者が半数以
上に上りました13。規模の大きい投資家の中には、デューデ
リジェンスの一環として今後、四半期ベース、時には月次
ベースでこうした要求に応じた報告書を作成する能力が
ファンドにあることをキャピタルコミットメントの条件としてい
る投資家もあります。

考 え る と 、特 に そ の 可 能 性 は 高 く な り ま す 。 とは い え 、
Deloitte DbriefsのWebcastで業界関係者に先ごろアンケー
ト調査を実施したところ、近い将来ミューチュアルファンド／
登録義務を負う商品を発売したいとの回答は45％に達しま
した12。

10 Stephen Foley「Hedge Funds Drop Fees to Win Big Investors」The Financial Times、2013年12月12日、
http://www.ft.com/home/us
11 Shelly K. Schwartz「Seeking Safe Havens? Analysts, Advisors Point to Liquid Alternative Funds」CNBC.com、2013年11月24日
12 Deloitte Dbriefs webcast「Blurring the Lines: When Retail and Alternative Investment Worlds Collide」
2013年8月15日
13 State Street Corporation「The Next Alternative: Thriving in a New Fund Environment」2013年7月
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このような投資家の新たな要請が姿を現しつつある現在、
オルタナティブ投資ファンドはすでに、大量の情報を求める
規制当局の要請への対応を迫られています。オルタナティ
ブ投資運用会社に影響を及ぼす主要規制はオルタナティ
ブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）、外国口座税務コンプ
ライアンス法（FATCA）、フォームPFおよびフォームPQRと
いったところであり、いずれもデータに根差したソリューショ
ンを求めています。将来的には、OTCデリバティブ規制改
革とドッド・フランク法によって銀行の自己勘定取引および
ヘッジファンドとプライベートエクイティファンドのスポンサー
となることに新たな制限が課され、データの収集と報告業
務に多大な影響を与える可能性が大きくなっています。
こうした多様な要求に対応するために既存のデータを抽出
し、求められている書式に統合することは時間のかかる作
業であり、規制およびオペレーショナルリスクを孕んでいる
とファンド上層部は認識しつつあります。主な障害の1つ
は、こうしたコンプライアンス上の必要性を満たす情報のす
べてが社内の情報源から得られるとは限らないことです。
その大半はファンド・アドミニストレーターやプライム・ブロー
カーなど外部のベンダーから入手しなければならず、デー
タの抽出と正規化が必要になります。このような業務に対

「最も注目されているトピックは、
間違いなくデータです。私が
今日出席する会議では、常に
データが議題に上ります。
ヘッジファンドがポートフォリオ
運用会社や投資家、規制当局、
自社全体のためにどれほどの
データを保持・管理・取り扱い・
操作しなければならないのかに
ついて議論が交わされているの
です」―デロイトのヘッジファ
ンド実務のシニアアドバイザー、
エレン・シューベルト 14

応するために増員したり、手作業プロセスを追加したりと
いった手法は、コスト効率のよい長期的な問題解決策には
なり得ません。
大手ファンド運用会社はむしろ先を見通し、データ・ウェア
ハウジングや高度なデータモデリングを網羅する包括的
データ戦略にこの数年間投資しています。中には、テクノロ
ジー関係の課題を設定して取り組むため、最高データ責任
者をCクラスの経営幹部として迎えるファンド運用会社もあ
ります。こうした情報を単一のデータプラットフォームに集
約すれば、大きなメリットが見込めます。単にそのプラット
フォームを活用して透明性向上を図るだけにとどまらず、カ
スタマイズした顧客ソリューションを構築してソリューション
プロバイダーになることも可能です。オルタナティブ投資
ファンドの大手運用会社はすでに、顧客が自身の投資家
のために負う特有の義務に基づいて投資商品のリバース
エンジニアリングを行っており、2014年には一層多くの運用
会社が追随して、カスタマイズが大きなテーマになると考え
られます。

14 Hedge Fund Alert「Survey: No End in Sight for Industry Growth」2014
年1月8日
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今後1年間はリターンを上げる新しい可能性を特定するた

成長とリスク、コントロールのバランスを取るこのような手

め、優れたデータ管理が投資家と規制当局の満足確保と同

法は次第に高度化しており、オルタナティブ投資大手が流

じくらい重要になります。プライベートエクイティ投資大手は

動性のより高い個人投資家向け商品など、新しい販売手

すでに技術的ソリューションを活用し、投資先企業をリアル

法を検討しているため特に役に立つでしょう。オルタナティ

タイムで単一の方法で追跡しています。投資先企業の事業

ブ投資大手が注意を怠るべきではないもう1つのポイント

に対する可視性が向上することにより、効率的な企業運営

は、外部サービスプロバイダーとの接触拡大（ファンド・ア

手法の特定や収益の最大化、売却価額の拡大を図れま

ドミニストレーターの利用や「クラウド」を通じた外部ソ

す。

リューションへのアクセス等）に関係するリスクの増大で
す。リソースが十分であっても、大手ファンドの中には、優

一方、ヘッジファンド運用会社は次第にリアルタイムデータ

れたサービスプロバイダーに委託したいと考える場合があ

に頼って投資判断を行うようになっています。実際のところ、

ります。投資リターンを上げるという自身の中核業務に専

この5年間で最も成長が著しいヘッジファンドの運用戦略は

念できるためです。

マーケットニュートラルやスタットアーブ、超高速取引といっ
たクオンツ運用戦略です。しかし、伝統的な運用スタイルの

ヘッジファンドは従来、アウトソーシングを採用する傾向に

運用会社が大量のデータを高速で処理してパフォーマンス

ありました。これは主として、金融危機を受けて独立したア

を高めるチャンスもあります。

ドミニストレーターを使用することが義務付けられていたた
めにほかなりません。しかしながら、プライベートエクイティ

外部との関係とレピュテーションリスクを管理する
投資家と規制当局がリスク管理を重視するにつれ、オルタ
ナティブ投資運用会社はリスクをより包括的に捉えようと力
を尽しています。レピュテーションの観点から見れば危険性
が非常に高いため、主なリスクを検知しないまま放置するこ
とはできません。グローバルな金融サービス業界は全体と
して、この点を明確に把握しています。デロイトが昨年夏に
実施したリスク管理に関する世界規模の調査では、経営幹
部がリスクの監督に費やす時間は5年前より長くなったとの
回答は業界関係者の実に94％に達しました15。
手数料に対するプレッシャーが業界全体に広く行き渡って
いることを考えると、ヘッジファンドおよびプライベートエクイ
ティの大手はリソース配分について意思決定を行う際にもっ
と戦略的にリスクの特定と評価を行うようになると考えられ
ます。リスクベースのリソース配分モデルでは組織が直面
する幅広いリスクを評価し、かかるリスクを管理するための
最適リソースを特定するため、新しい商品や地域を検討す
る企業が増えている現在では、このモデルを採用する企業
が増えています。

15 デロイト「Global Risk Management Survey, Eighth Edition」2013年7月
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運用会社が次第にアウトソーシングに傾いているのは、
社内インフラのコストと複雑さのために、最高財務責任者
が外部プロバイダーを一つの選択肢として検討せざるを
得なくなっているためです。ゼネラルパートナーがファンド
の純資産価値を社内で算出することはすでに認められな
いため、プライベートエクイティ会社は複数のシャドウ・ア
カウンティング手法によって自社の帳簿と記録に対する管
理を最適なものにしようと検討を続けています。
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「サイバー教育は、『当社の情報を欲しいと思うのは誰か、
それはなぜか？』をシンプルに問う事から始めます。
オルタナティブ投資運用会社が自社の脆弱性に対する
理解を明確にした上で、情報に基づいてリスクを管理し、
低減することが重要です」16―デロイト＆トウシュLLPの
セキュリティ＆プライバシー実務のディレクターであり、
FBIニューヨーク支局でサイバー犯罪および特別業務を
担当する特別捜査官を務めた経験もあるメアリー・ギャリガン

規制対応コンプライアンス業務のアウトソーシングは、多く

このようなリスク評価の重大な構成要素には、サイバー攻

のファンドにとってなお微妙な問題です。最終的な責任から

撃に対する準備体制に関わるものもあります。オルタナティ

免れられることが可能でないにもかかわらず、コントロール

ブ投資ファンドは近年、内部脅威に対する保護策およびIT

を手放さなければならないうえにリスクが高まるためです。

インフラに関する防護策の策定を重視してきており、このよ

しかしながら、規制当局への報告業務や年次コンプライア

うな努力が報われつつあります。とはいえ、オルタナティブ

ンスレビュー、個人による売買など、規制対応コンプライア

投資運用会社は、ハッカーのコミュニティが利口で大規模

ンス業務の一部をアウトソーシングすれば、ファンドは業界

かつ機動的であり、通常はリスク予防策より一歩先んじて

内でアウトライアーになることを回避する能力を達成できま

いることを認識しなければならず、改善の余地は今なお残

す。これは、規制要件が絶えず流動的である現在、重要な

されています。

要素です。
同時に、外部パートナーを拡大すれば、ファンド運用会社は
このように外部との関係が拡大するにつれ、ファンド運用会

以上の努力の範囲を拡大するとともに、サイバーセキュリ

社は当然ながら、新しいリスクとリスクの増大に直面しま

ティがITだけに関わる問題ではなく、ベンダーとの関係にま

す。このような脅威には事業の混乱や規制違反、カウン

で影響が及ぶ全社的なリスクの問題であると認識しなけれ

ターパーティー・クレジットリスク、サービス障害、個人の識

ばなりません。ヘッジファンドとプライベートエクイティファン

別情報や知的財産の盗難、不注意による流出の可能性な

ドが外部プロバイダーのネットワークを拡大する際には、サ

どがあります。このようなリスクが深刻な危機に変わった場

イバーリスクもサプライヤーリスクの重要な評価項目として

合に及ぼし得るレピュテーションへの危害や財務面の影響

盛り込むべきです。これはプラン・アドミニストレーターやプ

はファンド運用会社にとって重大であり、ファンド運用会社

ライム・ブローカー等の明確な候補だけでなく、テクノロ

は引き続きリスク管理手法を微調整しながら、出現しつつあ

ジー、リサーチ、営業・販売パートナーにも当てはまります。

る脅威を完全に把握しておく必要があります。

業界リーダーは各ベンダーが的確なセキュリティ管理を整
備し、社内インシデント対応部門を設けて外部のサイバー
攻撃も網羅するリスク低減策を準備しているかどうかを必
ず確認しなければなりません。

16 Mary Galligan「Deloitte’s Alternative Investment Symposium」(パネルディスカッション、 The New York Public Library, New York, NY、2013年11月21日)
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結論
ここ数年はほとんどのオルタナティブ投資運用会社に
とって厳しい時期でしたが、その結果、現在では重要な
点において事態は好転しています。規制に関する負担

要点：

• 機関投資家は今後、オルタナティブ投資への
資金配分を高める可能性があります。

増大は問題ですが、企業が規制対応のために進めて

• 1940年投資会社法対象ファンドやUCITSによ

きたインフラ投資のおかげで組織力が強化され、効率

り、個人投資家を追求するオルタナティブ投資

性と投資家の要求対応能力が向上しました。規模の小

ファンドが今後増えて主流になる見通しです。

さい取引に照準を合わせなければならないとはいえ、

• オルタナティブ投資ファンドは情報を単一の

プライベートエクイティファンドではようやく自らの資金

データプラットフォームに組み入れ、透明性の

を有効活用する準備が整ったようです。一方、ヘッジ

向上と顧客ソリューションのカスタマイズを図る

ファンドは異なる方法で変化に対応しようとしており、新

方針です。

しい戦略や地域、販売チャネルを試そうとしています。
全体を貫くストーリーはもはや投売りではなく、成長で
す。そして、新興および大手のファンド運用会社が来年
になって、今年の状況を語る際のストーリーも成長にな
るはずです。

• オルタナティブ投資ファンドは今後ますます、
データ・ウェアハウジングや高度なデータモデ
リングを網羅する包括的なデータ戦略に投資
を実施していきます。

• プロバイダーも含めた自社の事業に対する管
理を向上させるため、サービスプロバイダーの
監督フレームワークを構築するオルタナティブ
投資ファンドが増えています。

• オルタナティブ投資運用会社はサイバー攻撃
対策をより徹底したものにし、サイバー攻撃の
インシデント対応部門を設置する見通しです。
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EUのファンド・
アドミニストレーション
課題克服とオペレーショナル
エクセレンスを目指して
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ピエール・バウエンス

ジェレミー・ブディネ

（Pierre Bauwens）

（Jérémie Boudinet）

シニアマネジャー

コンサルタント

アドバイザリーコンサルティング

アドバイザリーコンサルティング

デロイト

デロイト

2007年の世界的な経済危機以降、投資運用業界は一連の
逆風にさらされ、運用資産（AuM）が急減しました。
運用資産が危機以前の水準に回復したのはつい最近のこと
ですが、この間、業界を取り巻く環境は大きく変化しました。
ミューチュアルファンド業界は市場サイクルの短期化のほ

運用資産の拡大が続く見通しである一方、同業界は現

か、業界を一変させつつある新しい規制の導入といった

在、短期間のうちに適用が必要となる一連の新しい規制

外的事象に直面しています。経済危機に見舞われている

に直面しています。このため、現在はコストから投資へと

さなか、資産運用会社はコストを抑制しつつ、ファンドのア

焦点が移行しつつあり、ビジネスを牽引する5つの主要素

ドミニストレーション手数料の再交渉への圧力形成に力を

が特定されています。

尽くしていました。運用資産の面では事態が改善したもの
の、ファンド・アドミニストレーション業界は手数料が長期

1. 競争

間低いままに抑えられるという事態に直面しています。同

2. コストの抑制

業界は短期的に投資の先送りやコスト削減、業務上のタ

3. 新商品の発売

スクの自動化、業務のオフショアリング／アウトソーシン

4. 提供サービス

グによって、こうした事態を切り抜けています。しかし、こ

5. 規制

のような措置によってコストを低減する余力は、すぐに尽
きるでしょう。

このような要因が同業界を再構築しつつあります。いずれ
の場合においても、具体的な課題を明確にすれば、ビジ
ネス上の対策や技術的対策によって取り組むことが可能
です。
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1.

競争
ここ数年、多くの資産サービサーが中核事業に改めて専念
しようとファンド・アドミニストレーション業界から撤退してい
ます。コストが上昇する一方で手数料に対する圧力が増大
するという「はさみ効果」（scissor effect）が生じ、規模の小
さい企業はもはやこれに耐えられない状況です。したがっ
て、低付加価値産業であるファンド・アドミニストレーション
業界がプラスの収益を上げるには、クリティカルマス
(critical mass)ないしは特定市場への特化が必要となりま
す。
運用資産が大手サービスプロバイダーに集中し、世界的な
競合企業も出現しつつあります。にもかかわらず、経済危
機を通じてM&A（企業の買収・合併）はほとんどみられず、
企業は新規顧客を獲得するために価格を引き下げている
ため、経済情勢の好転や自律的成長からしか実質的に成
長が生じず、規模の経済や組織的な効率が一層重要に
なっています。
新しい規制が導入され、提供サービスを強化する必要性が
生じていることを受け、こうした現状は変わりつつあります。
各社はコスト・ベース・アプローチから脱却し、成長を確保す
るために必要な投資を実施して新たな規制要件に対応する
姿勢に移行しつつあります。したがって、大規模投資が必
要となる見通しから、各社は非常に低い収益しか期待でき
ないこの業務をアウトソースしようと模索するため、「ワン・
ストップ・ショップ」が形成される公算が大きくなっています。

2.

コストの抑制
ファンド・アドミニストレーターにとって、コストの抑制は依然
として最優先事項の1つです。なぜなら利幅が縮小し、新商
品のコストがこれまで以上に膨らんでいることに加えて、新
しい規制要件の適用開始が義務付けられ、運用会社から
手数料低減を迫られているためです。ITインフラや開発な
ど、リスク特性が低いわりにコスト削減に大きな効果が期待
できる非中核事業を完全にアウトソースすることが、主たる
推進力の1つであることは間違いありません。
もう1つ検討すべき方策は、グローバル企業の大半がすで
に実践している選択肢ではありますが、コストの低いアジア
や東欧諸国に業務をオフショアリングすることです。この点
における主な課題は、オフショアリングした国々で同等の業
務基準と品質を実現することになります。
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複数の業務センターの運営は難しく、期待できるメリットは

多様な商品に対する需要が増大していることを踏まえると、

（税制や規制上の障害、オフショアリング先の学習曲線等に

スーパーマーケットのように各種サービスを顧客に提供する

よって）損なわれかねません。とはいえ、アジアの営業時間

ファンド・アドミニストレーターの「ワン・ストップ・ショップ」や特

帯にも顧客にサポートを提供できるなどのメリットもあるで

定の市場に照準を絞ったニッチプレーヤーを通じて、ファン

しょう。オンショアリングに関しては、規制当局やファンド運用

ド・アドミニストレーション業界のセグメンテーションが生じる見

会社から要請される業務がますます増えているため、人員を

通しです。

削減したり抑制したりすれば重圧がもたらされます。このよう
な状況に対応するには、人材育成やマニュアルプロセス削
減に向けた投資を実施して、コストを低減するとともにオペ
レーショナルリスクを管理することが求められます。

4. サービス
ミドルオフィス・サービスは、資産運用会社の中核事業ではあ
りません。ここにファンド・アドミニストレーターが関わって追加

3.
新商品の発売

サービスを提供すれば、新たな収益を上げるだけでなく、ファ
ンド・アドミニストレーションの中核事業に対する圧力を軽減

金融危機と新規制を受け、投資会社は分散投資を進めてい

できます。診断もその1つですが、こうしたサービスを実施す

ます。

ればバリューチェーンの上流に移行し、フロントオフィスとより
緊密に連携しながら取引処理や照合、担保管理、リスク管理

投資運用業界が新商品の導入を進めるに伴い、ファンド・ア

といったサービスを提供しなければなりません。取引前レベ

ドミニストレーターは新商品の迅速な市場シェア獲得を後押

ルとファンド・アドミニストレーションというバリューチェーンの

しできるサービスを提供することによって、イノベーションのス

下流の両方において戦略的ポジションを取り続けるようにな

ピードに対応しなければなりません。しかし、そうするには投

れば、データの品質の確認と照合をさらに念入りにしなけれ

資が必要であり、組織としても多大な導入努力が求められま

ばならないという副作用が生じる可能性があります。

す。爆発的に拡大している上場投資信託（ETF）商品は、ビジ
ネス上でもテクノロジー上でも複雑さが増すだけでなく、利ザ
ヤが低いために手数料への圧力が高まる商品の代表例で
す。ETF商品では、クロスボーダー活動の管理に加えて、

5. 規制

マーケットメイカーが使用するため完璧なデータで日中NAV

規制当局は原則として、金融セクターにおける信頼の再構築

を複数回算定しなければなりません。

と維持を目指しています。現在では一連の規制が新しい状況
を形成しつつあり、ミューチュアルファンド業界のあらゆる分

規制要件は当初負担であると考えられていましたが、組織

野に影響が及んでいます。ファンド・アドミニストレーションの

は、規制遵守を目指すことから、その努力を効率化の推進に

レベルで規制当局が注目しているのは、提供したサービスの

向け、ときには、競争優位を達成することを目指す方向に動

透明性とファンドに課された手数料の明細（schedule）です。

き始めています。例えば、UCITS IVで認められているマス

これらは、規制が導入され、ファンドが規制を遵守するために

ター／フィーダー構造の観点から、新しいファンドの仕組み

上乗せの報告やモニタリングが必要になった時点でも間接的

が開発され、合理化されています。AIFMDの導入に伴うオル

に注目されます。したがって、長期にわたって持続できる水準

タナティブ商品の開発によって同分野が押し上げられると期

でコストを維持するために、業務体制が効率的であることが

待されていますが、新たな課題も生じています。UCITSファン

必要です。

ドと同様にオルタナティブ資産も管理できるようプロセスの自
動化が必要となり、芸術作品から不動産に至るまで、幅広い

他方、こうした影響は、コンピテンスセンターに基づく新しい組

種類の投資商品に対応可能な新しいプラットフォーム・シス

織構造につながり、効率の高い方法で顧客のニーズに対応

テムの統合が求められているのです。主な課題にはデータ

することが出来ます。加えて、一部の規制は、既存ファンドへ

の統合のほか、関係者全員への報告業務や透明性確保に

の新規の運用資産組み入れを促すか、もしくはファンド・アド

向けたサードパーティーとの接続フローの構築などもありま

ミニストレーションのサービスが必要となる新規商品の組成を

す。

誘引することによって、確実に好影響をもたらすと見込まれて
います。
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ビジネス上の対策と技術的対策

したがって、業務のオフショアリングはファンド・アドミニスト

1. ビジネス

レーション事業の世界的な業務モデルを再構築するグロー

ファンド・アドミニストレーション業界は世界的な経済危機の

バルな戦略プランに沿ったものでなくてはなりません。

さなかに、急落する手数料と提供サービスの拡張を求める
重圧の間で板挟みになっていました。このため業界はコス
ト削減や抑制のみに集中する方策を採り、オペレーション
や投資はないがしろにされていました。この状況に迅速か
つ効率よく対応するために積極的に活用された手法の1つ
に、低付加価値サービスをコストの低い国にオフショアリン
グするというものがありました。残念ながら、コスト削減の
みを目的とする場合は、これ以上の業務を国外に移すこと
はリスクを伴います。業務のオフショアリングを検討してい
る企業はコスト削減という短期的な考え方から、戦略的な
長期プランへと切り替えなくてはなりません。実際、こうした
オフショアリング先の新興国市場は急速に発展しており、
企業が急上昇する人件費の削減を画策する一方で、中間
層の台頭を受けて内需が拡大しています。

この文脈において、業務のオフショアリングは新興国市場の
動向を伺い、市場シェア獲得に向け有利なポジション確保す
るための一つの手段となり得ます。例えば、中国の規制当
局がUCITSと同様の枠組みを構築しようと取り組んでいます
が、これは、国内においてミューチュアルファンド投資業界の
発展に火を付ける可能性があります。オフショアリングととも
にその他の取り組みも策定し、オペレーショナルエクセレン
スを目指して世界各国にコンピテンスセンターを設置するこ
とも可能です。重複や非効率を排除するため、各センターは
特定業務または特定商品に特化すべきです。
しかし、コスト面のみに力を入れることは、ファンド・アドミニ
ストレーション業界がバックオフィス業務や低付加価値サー
ビスにも関与していることを失念してしまうことを意味しま
す。業界がこの考え方に挑むには、イノベーションの推進や
新しいサービス促進を通じて、新たな収益を上げなければな

運用資産の拡大が続く見通し
である一方、同業界は現在、
短期間のうちに適用が必要と
なる一連の新しい規制に
直面しています。
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りません。これは、バリューチェーンの上流に向かい、資産
運用会社と今まで以上に緊密に連携すること（ミドルオフィ
ス・サービスの開発等）によって、達成可能です。

2. 技術的ソリューション

顧客に残された業務はアプリケーションのコンフィグレー

成長を推進するこうした新しい要因にアクセスすると、ビジ

ションのみであり、アップグレードや移行などの面倒な作

ネスと組織に求められる要件をテクノロジーとすり合わせな

業は専門家チームに一任されます。この方法における主

ければならないという重圧が生じます。機動的な組織の発

なデメリットは、プラットフォームを複数のユーザーと共有

展を維持するに足る最先端のシステムを導入するには、IT

することになるため、提供サービスにおいて差別化が損な

への多大な投資が必要です。将来的な成長に向け、最新

われかねないということです。このソリューションは新商品

のITシステムとともに組織がスタート地点に立つための投

や新サービスが軌道に乗るまでの優れた代替案と認識さ

資です。

れる場合もありますが、現在は当然ながら、付随サービス
のほうで採用が進んでいます。かつてビジネスプロセス・

この点において、自社開発とサードパーティーのソフトウェ
アを推進する人々の間で従来から交わされてきた議論が関
わります。この2つの考え方の間で進むべき方向を決めるこ
とは、簡単ではありません。しかし、自社開発のソリューショ
ンが実行できるのは、ソフトウェア開発拠点に進んで投資し
て、ビジネス上の要件に沿った最新の技術ソリューションを
実現することができる規模の大きい多国籍企業です。この
場合、システムは完全にビジネスに統合され、各サイトで導
入されてあらゆるビジネスサービスが全面的に網羅されま

アウトソーシング（BPO）と呼ばれていたコンセプトは、ビジ
ネスとインフラの全体を管理する業務をアウトソースする
オプションを提供しているという点で一歩踏み込んでいま
す。これは固定費を変動費に転換するという大きな利点を
提供しますが、そればかりか契約上、調整上、組織再編上
の問題が生じるなど、SaaSのデメリットもすべて内包して
います。このソリューションは非中核事業にのみ活用すべ
きであり、標準的かつ確立された手順にはカスタマイズの
余地がほとんどないことは言うまでもありません。

す。効率性を最大限にまで高めるため、オンサイトでは開発
を行わず、各サイトでは拠点とのインターフェースとしてサ

システムとソフトウェアに関する検討事項は、ファンド・アド

ポートチームのみが稼働します。しかし、各サイトでの開発

ミニストレーション業界にとって重要な問題ですが、考慮す

は、システムをゼロから開発し、コンピテンスセンターで革

べき事項のほんの一部にすぎません。ビジネスと技術の

新的なビジネスを開始するうえでは選択肢の1つになり得ま

両面において基本となる重要な問題はデータです。突き詰

す。

めれば、顧客にとってただ一つの貴重な情報は迅速、正
確かつ信頼できる方法で提供されるデータです。透明性と

半面、サードパーティーのソフトウェア・プロバイダーの協力
を仰ごうという決定は、あらゆるタイプの組織にとってメリッ
トをもたらす可能性があります。ファンドの計理業務担当者
は開発業務を排除することによって、コスト削減とビジネス
サポートへのリソース配分引き上げが可能になります。顧
客は開発担当者に自社事業を踏襲するよう求め、システム
には市場の動向や規制に対応するよう求めるため、定評の
あるソフトウェアパッケージを購入すれば顧客とのウィンウィ
ンの関係が図れます。しかしながら、どんなソリューションで
あれ顧客にとっては代償が伴うものであり、重要なポイント

報告に関する規制が強化されているのに加えて、オルタ
ナティブ商品の開発が進んでいるため、データ管理の視
点から組織を再考する必要があります。各社ともにデータ
統合に全力を注いで首尾一貫したデータレポジトリのイン
ターフェースを実現し、資産運用会社が必要とする全情報
を集約すべきです。ここにおける大きな課題は、様々なビ
ジネスサービスや商品を網羅する複数の基幹プラット
フォームを相互に接続することです。社内データに加え
て、様々なカウンターパーティから提出される社外データも
すべて集約しなければなりません。

はモニターしなければなりません。柔軟性が不足する場合
もあり、基幹システムでビジネスチェーン全体を網羅するの
は難しい場合があります。このため、顧客ニーズと同じ方向
に向かって進化していない専門的なシステムは言うまでも
ありませんが、複数のシステム間でインターフェースを実現
するのは、やや難しい場合があります。
Software as a Service（SaaS）をはじめ、検討に値する他の
技術的概念も出現しつつあります。SaaSでは、ホスティング
とメンテナンスを手がける企業に全面的にソフトウェアのイ
ンフラとアーキテクチャをアウトソースすることになります。
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結論
運用資産は近年において着実に増加しており、今後も一層

要点:

増加する見通しです。ファンド・アドミニストレーション業界に

世界的な経済危機以降、EUの投資ファンド・アドミニ

とっては、今こそ、コスト削減から業務プロセスの見直しと合

ストレーション業界は大きく様変わりしました。この業

理化に移行して将来の成長を確保すべき時です。業界は

界を形成する要因の影響力は、これまで以上に強く

新しい規制を導入する道のりへと一歩踏み出そうとしてお

なっています。

り、資産運用会社の要請に応えて規制遵守に向け新しい
サービスを実施しなくてはなりません。つまり、業務モデル

• 競争：規模の小さいプレーヤーは、コスト上昇と
手数料に対する重圧の間のはさみ効果にもは

のシンプル化と複数のシステムの基幹プラットフォームへの

や耐えられません。だからこそ業界はプラスの

集約によって、こうした状況からメリットを得る絶好の機会が

収益を上げるため、クリティカルマスを獲得する

もたらされているのです。

か、あるいは特定市場に特化することが必要で
す。

ファンド・アドミニストレーション業界は好機を迎えており、新
商品やミドルオフィス・サービスの開発によって新たなチャ

• コストの抑制：アウトソーシング／オフショアリン

ンスを掴むことができます。企業はチャンスを掴むため、中

グから社員数の制限まで、幅広い方策によるコ

長期的に目標とする業務モデルを明確にし、機動的な組織

スト削減や抑制が依然として最重要課題です。

を実現するに至るまでのマイルストンを設定しなければなり

こうした方策の効果は様々であり、目標とする

ません。この方向に向け、ビジネスプロセスを標準化してテ

戦略に応じて実施しなければなりません。

イラーメイドのソリューションを例外事項とすることが必要で
す。当然ながら、これにはITシステムに多大な投資を実施

• 製品：新商品が次々と発売されており、業界は
イノベーションのスピードに遅れずについてい

し、テクノロジーによってこうした進化をサポートしなければ

かなければなりません。市場シェアは代替商品

なりません。ただ一つのシステム・アーキテクチャモデルが

の提供によって獲得できますが、適切なサービ

あるわけではなく、あるのはビジネスモデルに応じた複数の

スを提供するには多大な投資が必要です。

ソリューションです。しかし、資産運用会社が最重要視して
いるのがデータである以上、あらゆる問題に共通する基準

• サービス：バリューチェーンの上流へと移動して

はデータの統合です。最後に、こうしたアクションを行動に

ミドルオフィス・サービスを提供し、新しい収益

移してビジネス面を見直し、利用しているテクノロジーをアッ

を上げるとともに中核事業に対する重圧を軽減

プグレードすれば、組織は順調に成長し、危機に対する再
起力を備える準備を整えることになります。

すべきです。

• 規制：規制要件は負担とも認識できますし、効
率向上と競争優位の獲得に向けたチャンスとと
らえることもできます。
運用資産の拡大は今後も期待でき、業界は今こそコ
スト削減から業務プロセスの見直しと合理化に移行
すべき時です。中長期的に目標とする業務モデルを
明確にし、ビジネスとテクノロジーの整合に向けて明
確な道筋を示さなければなりません。データ統合を
実現し、機動性を確保すれば、組織は順調に成長
し、来るべき市場環境の変化にもすぐに回復できる
ようになるためのスタート地点に立つことができるは
ずです。
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オペレーションの
新領域をナビゲーション
オペレーショナルリスクの
上位10項目：
投資運用会社のサバイバルガイド
ホーリー・ミラー
（Holly Miller）
ミドルオフィス・サービスマネージングディレクター
SEI ― 投資運用会社向けサービス
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業務上の見落としやミスは一見して些細なものでも、
大きな影響を及ぼすということを、投資運用会社は
例外なく認識しています。
だからこそ業務部門はプロセスの自動化や安全装置の装

SEIは世界中の投資運用会社にカスタマイズ可能な業務プ

備、広範囲にわたる照合作業の実施、綿密なワークフローと

ラットフォームを提供しており、オペレーショナルリスクの管

手順の策定に力を入れているのです。リスクは大きく、その

理を最重要課題と位置付けています。投資運用会社にとっ

範囲は直接的な経済コストや法的責任だけにとどまりませ

て重要なのは、リスクが一般的に生じる分野を改めて検討

ん。

してアクションの必要な優先事項を明確化し、そのうえで、
比較的わかりやすく、採用可能なリスク管理策を幅広く検討

オペレーショナルリスクには、多くの発生源があります。バー

することです。大ざっぱに言うと、こうした分野には人員、監

ゼル銀行監督委員会はオペレーショナルリスクを「内部プロ

督、トレーニングに関する課題、組織的・サポート的な問題

セス、社員およびシステムの不備または不足、あるいは外

（ソリューションであると同時に、それ自体がリスクの発生源

的事象により生じる損失リスク」 1と定義しています。この定

となるテクノロジーの役割なども含む）、照合作業、法的レ

義では重大なオペレーショナルリスク全般を勘案し、不正や

ビュー、プランニングの一般的な欠点などがあります。

データの入力ミスからハードウェアの故障、洪水に至るま
で、リスクの事例を列挙しています。

1 「Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk」2003年2月
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オペレーショナルリスクを特定するための一般的なチェックリストはありませんが、投資業務の従事者および関係者がたびた
び直面するリスク要因を特定するうえで私たちの「トップ10」が役に立ちます。

1.

自己満足

4.

バトンの受け渡しミス

例えば、事業継続計画の不備、不十分な記録管理、保険

社員、部門、組織、システム間の情報の受け渡しには、コ

の補償範囲の不完全などがあります。このほかに組織を

ミュニケーションとタイミングに関していくつもの難題があ

リスクにさらす慣行としては、非熟練者または能力が不十

ります。問題となり得るポイントを特定するうえで最も有効

分な者を雇用する、新規採用者に対するトレーニングを怠

なツールは、アプリケーションとそのインターフェースをす

る、ミドルオフィス・スタッフやバックオフィス・スタッフからの

べて網羅したシステム・ダイアグラムと、チーム間や部門

フィードバックを軽視する、電子ドキュメント管理システムを

間、自社と外部カウンターパーティ／サービスプロバイ

導入していない、社員の業務チェックが不足している等が

ダー／顧客との間の受け渡しを図示したワークフロー・ダ

あります。こうした問題に対応するには、トレーニングの改

イアグラムです。

善や内部手順の強化、コミュニケーションの改善を検討す
ることです。

2.

盲人が盲人を導く

5.

テクノロジーへの安直な依存

自動化はオペレーショナルリスクを低減する強力なツー
ルですが、システムが周到に設計され、導入されていな

投資業務に精通していない中間層および上級層のマネ

ければ新たなリスクが生じることもあります。このようなリ

ジャーが部下に頼ってはいるものの、当の部下も目先の

スクを低減するには、業務システムを取り扱うスタッフとコ

業務に対して能力が不足している状況を指します。アウト

ンサルタントが自動化機能を手作業で行う方法を把握す

ソーシングには利点がありますが、それは万能薬ではな

るとともに、システムとワークフローの連系など、業務の

く、アウトソーシングに伴いデューデリジェンスの必要性が

状況も理解しておかなければなりません。システムへの

生じます。こうしたリスクを明確化するには、外部の業務レ

アクセス許可を最新のものに維持し、システムインフラの

ビューも役に立ちます。これらに対応するには、新規採用

メンテナンスをし、徹底した監査証跡を蓄積するというの

や昇進人事・コーチング慣行、デューデリジェンスの枠組

はいずれも優先事項です。機能仕様の文書化や詳細に

み強化といった方法を検討するとよいでしょう。

わたる検証がいかに重要かは、いくら強調しても強調しき
れません。

3.

初心者、実習生、独奏者

この点においての問題は、小規模の専門チームが単独で

6.

各種規定

仕事をしたり、個人がある職務機能や誰かとの関係に対し

プロセスと手順を文書化したものがなかったり、古くなっ

て単独で責任を持ったりした場合に往々にして自分の「縄

ていたり、あるいは不備があると、業務に繰り返し支障が

張り」を必死に守ろうとしてしまうということです。組織構造

生じます。これを是正するには、ワークフロー・ダイアグラ

に対する入念な配慮やトレーニング、複数の職域をまたが

ムを常に最新かつ常時使用できるようにすることです。こ

るトレーニングによってチームワークを促進すれば、あら

うしたワークフローが重要なのは日々のリスクを低減する

ゆる階層においてキーパーソンのリスクを低減することが

ためだけではなく、新規採用者のトレーニングやシステム

できます。

とプロセスの改善への取り組み、災害復旧時にも役に立
つからです。また、各社ともに問題が起きた場合にどの程
度の影響がどのタイミングで起きうるかを考慮に入れて、
明確なエスカレーション規定を準備しておく必要がありま
す。
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7.

職務の混同

10.

計画策定の不備と緩慢な対応

職務分掌に係る組織構造、方針および手順を設計する

規制や市場、競争状況の大幅な変化が業界を変えてい

際には、企業と運用対象のファンドを明確に区別し続け

くなか、投資運用会社が先を見越して計画を策定してい

ることが重要です。業務レビューは、潜在的な利益相反

なければ、事業や業務に対する影響が多大なものになり

のほか、盗難または不正の可能性に対してフラグを立て

かねません。規制要件が増えているにもかかわらず、顧

る一助となりきます。各社ともある程度のシャドウ・アカウ

客や投資家は運用会社に対して透明性を高め、報告を

ンティングを導入することによって、投資運用会社が自社

迅速化し、リスクを低減するよう求めています。それも、

の帳簿記録を維持し、カストディアン、監査人、独立した

手数料を引き下げたうえですべてを実現するよう迫って

サードパーティーのファンド・アドミニストレーターのものと

いるのです。業務にベンチマーキングを実施すれば、主

比較するのが適切かどうかを検討するとよいでしょう。

たる推進力が変化した場合のコスト構造や事業に与える
財務的影響を分析する助けになります。従来型の運用

8.

会社とオルタナティブ投資運用会社の境界があいまいに

照合の差

包括的とは言えない手順は、投資運用会社を知らず知ら
ずのうちにリスクにさらしてしまうことがあります。このよう

なり続けているなか、前者は業務に対するデューデリ
ジェンスに備えること、後者はグローバル投資パフォーマ
ンス基準（GIPS®）を適用することが推奨されます。

なリスクを抑制するには、各社ともに自社の記録をカスト
ディアンやアドミニストレーターの記録と全面的に照合す
るとともに監督のためにレビューし、説明責任を果たすべ
きです。全面的照合には、原価ベースと時価（自国通
貨）、セキュリティ識別子、自国通貨のキャッシュバランス
の比較も含まれます。また、対象資産を保管している関
係者が作成した報告書をもとにマージンや担保保有額を
照合することも入ります。

9.

細則の把握

法的文書は弁護士のほか、知識豊富な業務マネジャー
とともに入念にレビューすべきです。カウンターパーティリ
スクを評価する際には、各社ともに自社のカウンター
パーティが具体的にどの法的主体なのかを特定し、管轄
する規制当局はどこかを判断するとともに純持ち高やカ

投資運用会社にとって重要なのは、
リスクが一般的に生じる分野を改めて
検討してアクションの必要な優先事項を
明確化し、そのうえで、
比較的わかりやすく、採用可能な
リスク管理策を幅広く検討することです。

ウンターパーティの信用度を継続的に監視することが必
要です。

65

私たちの業界が複雑で絶えず変化していることを考える

資産規模が縮小し、競争が激化している今日にあって、リス

と、リスク管理を次なる次元に高めるチャンスが実質的に

ク管理の向上によって得られる優位性は、まさに低い位置

あらゆる運用会社にもたらされていることになります。業務

になる果実のように、容易に獲得できるものなのかもしれま

担当部門が最もよく機能するのは、シニアマネジャーが業

せん。

務の進め方を把握し、リスク低減に必要となるリソースを提
供するとともに合理的な制御の及ばない事象があることを

規制対象となっているファンドの運用会社は厳しい規制要

認識し、業務担当スタッフの成果に対して報いる時です。

件を満たすためのリスク管理に精通していますが、実質的
にあらゆる運用会社にリスク管理を次なる次元へと高める

オペレーショナルリスクには、何ら利点がないことが確認さ

チャンスがあります。業務の進め方を把握し、リスク低減に

れています。キャッスル・ホール・オルタナティブズ（Castle

必要となるリソースを提供し、業務担当スタッフの成果に対

Hall Alternatives）の言葉を借りるなら、「報われることのな

して報いることによって、こうした運用会社は競争力を維持

いリスク」なのです。これに対して、オペレーショナルリスク

し、規制当局だけでなく投資家の変わり続けるニーズにも対

を低減しようという協調的で体系的な努力には、明らかなメ

応できるのです。

リットが期待できます。これらは投資会社がオペレーショナ
ルエクセレンス達成に向けた組織風土や枠組みを構築す
る手助けをするほか、コスト削減や顧客の満足度向上、取
引先との健全な取引関係の強化によって実質的な投資価
値を創出します。さらに、リスク低減策の多くは多大なコスト
を必要とせず、ハード面への投資と比較して集中と先見の
明が求められます。
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要点:

• 実質的にあらゆる投資運用会社に、リスク管理を次

• オペレーショナルリスクを低減するための協調的で

なる次元へと高めるチャンスがもたらされています。

体系立った努力は、資産運用会社がオペレーショナ

リスクの生じる一般的な分野を改めて見直し、アク

ルエクセレンス達成に向けて組織風土や枠組みを構

ションの必要な優先事項を特定したうえで、採用可

築するうえで役に立ちます。また、コストを削減し、顧

能で比較的わかりやすいリスク管理策を幅広く検討

客満足度を高め、取引先との健全な取引関係を強

することです。

化すれば、実体のある投資価値を創出することもで

• オペレーショナルリスクのエクスポージャーや許容

きます。

水準は、組織によって異なります。例えば、どのよう

• リスク低減策は多大なコストを要しないものが多く、

な投資戦略を採用し、どのような市場で事業を手が

ハード面への投資よりも集中と先見の明が求められ

けているか、どのような金融商品を活用しているか

ます。資産規模が縮小し、競争が激化する現在、リ

によって異なるわけです。したがって、オペレーショ

スク管理の向上によって得られる優位性はまさに低

ナルリスクを特定する万能のチェックリストは存在し

い位置になる果実のように、容易に獲得できる優位

ていませんし、汎用的に適用できるただ一つのリス

性なのかもしれません。

ク低減策もありません。

このトピックに関する詳細は、SEIのオンラインガイド「Ten Operational Risks」をご参照ください。ここでは、業務上で陥りやす
い落とし穴を列挙しているほか、その潜在的な是正策を紹介しています。このガイドは、www.seic.com/OpRisksでご覧いただ
けます。

業務担当部門が最もよく機能するのは、
シニアマネジャーが業務の進め方を把握し、
リスク低減に必要となるリソースを提供すると
ともに合理的な制御の及ばない事象があること
を認識し、業務担当スタッフの成果に対して
報いる時です。
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バーゼルIII
壮大なプロジェクトの
想定外の結果
ニコラス・ゴーセル
（Nicolas Gaussel）
最高投資責任者
リクソー・アセット・マネジメント

アスワン・ダムの建設当時と同様、バーゼルIIIの導入
は、金融情勢の著しい変化や、時には想定外の変化を
もたらしています。
ナイル川は数千年にわたって、ナイル川流域に繁栄をもた

例えば、アスワン・ハイ・ダムの建設後に作られた人造湖

らす源泉でした。周辺地域に水を供給して地域の発展に必

ナセル湖からは、ナイル川水量の推定14％が気化してい

要な資源をもたらした半面、10年に1度は極端な増減によ

ます。さらに顕著な例を挙げると、アブ・シンベル神殿や

る飢餓と荒廃をもたらしました。増水がひどくなると穀物を

フィラエ神殿などヌビアの数多くの古代神殿が、水没を防

全滅させる洪水が発生し、渇水が深刻化すると干ばつが

ぐために岩を一つひとつ移動させて移築されました。

広がりました。
ナイル川と同様、金融市場は経済を還流させるために必
こうした増減を制御することが常に求められており、そうし

要です。しかし、金融市場の危機はナイル川の氾濫同

た努力の集大成が1970年代のアスワン・ハイ・ダムの建設

様、大きな損害をもたらします。また、ナイル川の分析に

です。このダムは大規模な氾濫防止と同時に、ナイル峡谷

利用された同じ統計的法則が市場にも適用されており、

の灌漑改善を目指したものです。このダムが役に立ったの

その主要指標であるハースト指数1はナイル川の洪水を専

は間違いありませんが、流域全域のバランスが崩れ、時に

門に研究した水文学者の名前にちなんで名付けられてい

は予想もしない変化が生じました。

ます。金融市場規制に関するジレンマは、ナイル川と同じ
ように説明可能です。つまり、経済に資金を供給し続ける
と同時に金融の安定を確保するにはどうすればよいの
か、ということです。

1 Benoît Mandelbrot, Fractales, Hasard et Finance, Champs sciences, 2009などを参照ください。
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新しい規制が銀行・金融情勢を再定義しつつある今日、こ

図表 1: ユーロ圏の通貨金融機関（MFI）の国債保有高

れらの新しい壮大なプロジェクトが及ぼす想定外の二次的
影響は注目に値します。私たちは現在、金融市場の構造に
著しい影響を及ぼしている2つの影響を把握しており、すべ
ての投資家はこの2つに留意すべきと考えています。
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（HQLA2）を保有しておかなければなりません。欧州中央銀

2010 年 9 月

従って、銀行は常に国債を中心とする優良な流動性資産

2010 年 12 月
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きる証券からなる準備金を設定しなければなりません。

2010 年 6 月

1200

改善に向け、銀行は今や混乱が生じた際に容易に売却で

2010 年 3 月

を導入しました。流動性危機（2011年等）に対する脆弱性の

2009 年 9 月

1300

2009 年 12 月

ります。バーゼル委員会は初めて、流動性準備という概念

1400

2009 年 6 月

られたことがありませんでした。これが現在、変わりつつあ

1500

2009 年 3 月

核である流動性リスクは、規制当局によって直接取り上げ

1600

2008 年 9 月

強化につながっていました。不思議なことに、銀行業務の中

1700

2008 年 12 月

シー」比率であり、最終的には自己資本比率に関する規制

10

10 億ユーロ
EUR

銀行規制がこれまで重視してきたのは、いわゆる「ソルベン

億ユーロ

銀行と保険会社の国債保有高が同等水準に

1800

行（ECB）のデータによると、欧州の銀行は2008年以降、国
債の保有額を5,500億ユーロ増やし、2013年末時点では1兆
7,000億ユーロに達しました。

出所：ECB, リクソー

2 高品質流動性資産。Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf)をご参照ください。
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図表2:非金融機関の資金調達比率（%）：80対20の法則

比較するために欧州保険・年金監督局（EIOPA）のデータを
見ると、欧州の保険会社が現在保有している国債は 1 兆
6,000 億ユーロに上ります。これによって、バーゼルⅢが長期

100%

金利にどれほど大きな影響を及ぼしているか、銀行と国家と
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の間にどのようなつながりが新たに生じたかが浮き彫りにな
欧州の保険会社はコーポレート・ファイナンス分野へと進
ります。
出しつつある
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欧州の保険会社はコーポレート・ファイナンス分野へと進出
規制当局および銀行監督機関は銀行に対する
しつつある
流動性規制を強化することにより、銀行の金融仲

4397

40%

介機能をも低下させています。これは特に、欧州
規制当局および銀行監督機関は銀行に対する流動性規制
において顕著です。米国では、非金融機関が調
を強化することにより、銀行の金融仲介機能をも低下させて
達した資金の80％が社債によるものであるのに
います。これは特に、欧州において顕著です。米国では、非

30%
20%
10%

1687

対し、欧州ではこの逆です。非金融機関への銀行
金融機関が調達した資金の 80％が社債によるものである
融資総額が4兆4,000
のに対し、欧州ではこの逆です。非金融機関への銀行融資

0%
米国（10億ドル）

総額が 4 兆 4,000 億ユーロと、資金調達の 80％を占めてい
億ユーロと、資金調達の80％を占めているのです。ディスイ
るのです。ディスインターメディエーション 10％ポイントの増
ンターメディエーションの10％ポイントの増加は、総額4,500
億ユーロ前後の市場を意味することになります。
加は、総額 4,500 億ユーロ前後の市場を意味することになり

ユーロ圏（10億ユーロ）

銀行融資（住宅ローンは除く）

社債

ます。
2013年第3四半期のデータ。出所：ECB、FRB、リクソー

図表3：ユーロ圏でのコーポレート・ファイナンスにおけるディスインターメディエーション
の加速（10億ユーロ）
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非金融機関に対する銀行融資、左軸
非金融機関が発行した負債性証券残高、右軸
負債性証券の額面金額（各通貨建ての総額、金融デリバティブは除く）。出所：ECB、リクソー
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2つの強力な誘因により、欧州で銀行の金融仲介機能の低

さらに、この銀行のディスインターメディエーションの傾向

下が現在進んでいます。一つは、自己資本規制の強化とい

は、保険会社に、インフラやエネルギー、不動産業界など

う規制の変更により、実質的に銀行のバランスシートの余

非金融セクターへの投資機会をもたらします。このため、

力が減少しています。

資産や専門性までもが銀行から保険会社へと流れている
状況です。

他方、国債利回りが低いために、投資家は高利回り商品、
つまりはリスクの高い資産へと目を向けています。フランス
では、2013年8月に保険法改正が公表され、認可された保
険会社が（一定の条件を満たせば）バランスシートの合計
額の5％まで企業に直接融資することが認められるようにな
りました。さらに重要なのは、好条件であることです。融資
は国債より利回りが高く、ハイ・イールド債より安全です3。
つまり、シニアローンは、回収率が高く、デフォルト率が低

新しい規制が銀行・金融情勢を再定義
しつつある今日、これらの新しい
壮大なプロジェクトが及ぼす想定外の
二次的影響は注目に値します。

く、変動金利型（場合によっては、Euribor + 450ベーシスポ
イント）にすれば金利が上昇しても資産保全を図れます。

3 In the mood for loans, Societe Generale Cross Asset Research
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専門的な資産運用会社：変容のカギを握るプレーヤー
銀行は今後、大量の国債をバランスシート上保有しなけれ
ばならず、これまでとは全く異なる課題に直面することにな
ります。こうした国債ポートフォリオが過度に収益性を圧迫
しないように対処しながらも、流動性が枯渇した際にはこう
した資産を売却しなければならないため、最も脆弱な国々
への集中リスクを回避しなければならないのです。

アスワン・ハイ・ダムの建設と同様、有効な規制を導入す
るプロジェクトには10年以上を要します（2008～2019年）。
多大なリソースが必要となるばかりでなく、現時点ではま
だ明確になっていない変化がもたらされます。この種の変
化には、絶えず移り変わる世界で新しいニーズに対応で
きる専門特化型の企業が必要です。こうした規制の変化
を踏まえると、この進化し続ける世界で資産運用会社の果
たすべき役割は重要なものとなるでしょう。

バーゼルⅢ（財務健全性に基づく国による区別はない）も、
格付機関（これまでの経緯から、危機に際しては市場より
対応が遅いことが立証されている）も、この点で銀行の役
には立ちません。

要点:

• 銀行は、リスクのない証券を保有しなければな
らなくなります。これによって、保険会社におけ

（保険会社をはじめとする）長期的な投資家には懸念があ

る需要と同じように、国債需要が生じることにな

ります。つまり、大規模なプレーヤーは社内でチームを構

ります。

築し、直接またはファンドを通して行った融資を管理し、資
金を投じていくことができますが、他のプレーヤーはそうは

• 実体経済では、資金調達のために新たなプレー

いきません。そのためには多大な人的資源と金融資源の

ヤーの利用が増えています。これは実質的に、

ほか、与信分析の専門知識も必要となります。

融資という新しい資産クラスを機関投資家にも
たらしています。

従ってしたがって、民間融資事業に進出を図りたい新規の
プレーヤーは、融資ポートフォリオの運用を専門に手がけ
る資産運用会社を活用するのが賢明でしょう。

• 専門的な資産運用会社はこうした規制の変化
の影響をほとんど受けておらず、こうした新しい
規制の影響を受ける他の企業とともに、果たす
べき重要な役割があります。
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フランスのブティック型
資産運用会社
輸出に向け準備万端
パスカル・ケーニッヒ
（Pascal Koenig）
パートナー
アドバイザリーコンサルティング
デロイト
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フランスの資産運用業界は2008年以降、構造的に大きな
進化を遂げました。観測筋はこれを周期的な衝撃と
とらえましたが、実際には、業界が根本的な変容を
遂げたのです。
底堅い需要が継続的に生じていることに加え、自国市

規模の効果（上位25のファンドで欧州全体の売上の42％を

場で海外勢との競争にほとんどさらされていないた

占める）を追い求めると、往々にしてルクセンブルクのファン

め、フランスの資産運用業界はある程度安穏に成長

ド構造をベースに効率化が図られることになります。つまり、

してきました。商品群の合理化に基づく利益確保策は

マスター／フィーダー・ファンド形式または合併のいずれか

既に導入済みであることもあり、運用構造について

を通じてサブファンドを組成するわけです。しかし、ルクセン

2011年までには、国内売上のみに頼る成長モデルの

ブルクと特定のアジア諸国の間で結ばれた二国間契約は

限界を認識するようになりました。同時に、欧州の他

ルクセンブルクの方式（販売）上有利となることもあります

の国々に加えて米国やアジアでも、市場が勢いを取り

が、税制を比較してみれば、フランスの法律に基づくファンド

戻しました。国際的な市場ポジショニングを採るという

を設定したほうがよいかもしれません。

ことは、たとえ国内市場に限局している場合でも、単
一的なモデルを開発部門を有する２本立ての組織に

図表 1：償還

大規模に作り替えることが必要になります。
好機から戦略構築まで
大方の場合、国際展開に乗り出した当初に成功したと
すれば、それはチャンスに恵まれたためです。しかし、
ほとんどの企業は現在、既製の海外展開戦略を採り

市場：年間純売上高の推移（フランス）
80
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を？」「どのように？」という２つの質問に対する答えに

-40

「何を？」とは、どのような製品を市場で売り出すべき
かという質問です。
総じてフランスのプレーヤーは複数の資産クラスを扱
うファンドが多く、競争の激しい専門性の高い市場で
総じてフランスのプレーヤーは複数の資産クラスを扱う
事業を展開しています（例えば、欧州の大型ユーロ建
ファンドが多く、競争の激しい専門性の高い市場で事
てファンド 2,065 本のうちフランスのファンドは 752
業を展開しています（例えば、欧州の大型ユーロ建て
本）。さらに、資金規模は限られており、通常はユーロ
ファンド2,065本のうち
建てです。したがって、狙うべきは、商品群のうちフラン
フランスのファンドは752本）。さらに、資金規模は限ら
ス市場で差別化しているものでそのまま国外のター
れており、通常はユーロ建てです。したがって、狙うべ
ゲット市場に適用できる主力商品(制限事項の種類、
きは、商品群のうちフランス市場で差別化しているもの
デリバティブ取引の有無、ヘッジ単位)であり、そうした
でそのまま国外のターゲット市場に適用できる主力商
商品を商品群の中から選び出すことが必要です。この
品(制限事項の種類、デリバティブ取引の有無、ヘッジ
段階は直感に頼る場合が多く、「市場訴求力と競争上
単位)であり、そうした商品を商品群の中から選び出す
のポジション」のマトリクスを体系的に活用するケース
ことが必要です。この段階は直感に頼る場合が多く、
は依然として極めて稀です。フランスの法律に基づく
「市場訴求力と競争上のポジション」のマトリクスを体系
ファンドとルクセンブルクの法律に基づくファンドの比
的に活用するケースは依然として極めて稀です。フラン
較優位に関する疑問は永遠のものであり、答は一つ
スの法律に基づくファンドとルクセンブルクの法律に基
だけに限りません。
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図表 2：売上上位5カ国と下位5カ国
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000

出所： Lipper 2014

75

堅調な需要が継続的に
生じていることに加え、
自国市場で海外勢との
競争にほとんどさらされて
いないため、フランスの
資産運用業界はある程度
安穏に成長してきました。

「どのように？」とは、どのように商品を販売するかという
質問です。外部の販売会社を通すのか、自社で販売する
のか、提携先に委託するのか、支店で販売するのかに関
するものです。
外部の販売会社や社内の販売チームを利用する場合に
は、一時的に市場知識を得るだけになりがちです。提携先
を求めるケースは多いでしょうが、見つけるのは容易では
ありません（運用会社でインキュベーターであるNExT AM
は、自社のネットワークを通じて支援を提供しています）。支
店を利用する場合には、現地で事前に運用資産を確保し
て、投資のインパクトを軽減する必要があります。市場、文
化、規制について知識を蓄積するには時間がかかり、商品
の調整や業務サイクル、さらには規制要件や税務申告要
件に関する合意形成プロセスに往々にして遅れをきたしま
す。しかし、今年はフランスの運用会社が国外の事業分析
やロンドン、ミラノ、ジュネーブ、ミュンヘンの支店開設に多
大な投資を実施しています。

図表 3: 国外における学習プロセス

図表 4: 販売部門のセグメント化、2012年

地域

スキル、
専門性

運用成績

現地の
競争優位
顧客タイプ、
市場セグメント

国外での
事業運営
戦略上の意思
決 定 、 何を 、 ど
こで、いつ、ど
のように？

ターゲット国
の競争優位
顧客規模

商品

出所：デロイト IMS 2013
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出所：Cerulli Associates（協力：Institutional Investor Institute）

成功をもたらす戦略

本格的なマーケティング戦略が出現してからまだ間もなく、

奇跡をもたらすソリューションはありません。すぐにはリ

少数の例外を除いて、コミュニケーション予算は依然として

ターンがなくても多額の投資が必要です。このため、採用

以下のような状況です。

されている構造的アプローチは組織的なものとはかけはな
れているのです。

• マーケティング戦略と明確に結びつけないまま、直感
的に決定されている

欧州では総じて競争が激しく（運用会社は3,200社、ファン

• ほぼ横ばい（Cerulli Associatesによると、米国企業の

ドは5万5,000本に達する）、この点を考慮すると、フランス

うち62.5％が2013年にマーケティング予算拡大を決定

の投資運用会社のブランド開発は依然として出遅れてい

したのに対し、欧州ではこの割合がわずか36.8％にと

ます。規模が大きいからといって、それがレピュテーション

どまった）

に直結するとは限りません。しかし、中規模企業のコミュニ
ケーション戦略ではブランド力と専門性を組み合わせ、「必

• ほぼ国内市場が中心

要不可欠さ」を醸成することが非常に重要となります。、照

また、コミュニケーション予算が及ぼす影響（商品売上高、

準に定めた地域を網羅するマルチメディア・コミュニケー

サイト訪問者数、RFP数の増加等）について、評価されて

ション戦略は、どのような販売策を採る場合でも必須の基

いません。

盤となります。
メッセージには複数の形式があり（運用会社、主力商品、
チームの専門性の活用、市場に対するビジョン）、現地の
配信チャネル（広報、ブログ、ソーシャルネットワーク、ウェ
ブサイト、ニュースレター等）を通じて発信されます。

図表 5：Mancoブランドの特徴

投資戦略の
魅力度

イノベーション
創出能力

市場変化へ
の対応力

必要不可欠さ

Mancoブランドの特徴

コミュニケーショ
ン、情報、
透明性

チームの
安定性

顧客志向の
考え方

健全性

現地の
規制対応

出所：デロイトIMS 2013
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奇跡をもたらすソリューションはありません。
すぐにはリターンががなくても多額の投資が
必要です。このため、採用されている構造的
アプローチは組織的なものとはかけはなれて
いるのです。
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ブティック型資産運用会社にとって、オペレーショナル・

フランス国内では申込数が限られるため、国外需要に

マーケティングは、単なる支援的機能から主要な差別化

対応可能となるべく、これまでの対応を再検討し、担当

手段に徐々に変わりつつあります。投資家への報告は、

部門を見直さなければなりません。運用面の競争力を

以下をもって新たな要求に対応しています。

高めるため、運用効率に対する検討も無視することはで

• 多様性（機関投資家、個人投資家、海外投資家）

きません。

• 運用スタイルとの調和

フランスの新興運用会社が成功するために欠かせない

• タイムリーに作成

最後の秘訣は、顧客サービスを海外投資家の期待に整

• 「自社製（home-made）」を強調した、独自性
• 高付加価値（リスク指標、パフォーマンス特性）

合させることです。これまで過小評価されていた顧客
サービスには、適切なリソースが配分されていない状況
です。

• 新しいツールを使ったコミュニケーション
• 国際的なベストプラクティス（GIPS）への合致
ウェブサイトは、明瞭性、必要性、国際性という目的に合
致するよう見直され、また定期的に更新されるブログ（販
売チームと顧客との関係をソーシャルネットワーク上で育
成するもの）にもリンクしています。持続的な需要を確保

必須の課題として挙げられるのは、業務上の問題に対
応できるようになることによって顧客ロイヤルティを高め
ると同時に、販売チームにコミュニケーション履歴をすべ
て提供し、情報要請に対して適時対応し、クレームに効
果的にかつ顧客の母国語（もしくは顧客が堪能な言語）
で対処することです。

するには、長期的に運用に関して、国内外のコンサルタン
トから推奨してもらうことが不可欠です。コンサルタントの
提言に対応することが、海外展開成功のカギを握ります。

図表 6：販売戦略上の重要な成功要因

質の高い商品
販売チーム
価格 政策

マーケティング
＆コミュニケー
ション

ブランドの
評判

顧客サービス
出所：デロイト IMS 2013
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図表 7：フランスのブティック型資産運用会社の2013年の実績

図表 8:見込み顧客と既存顧客

流入額（単位：10億ユーロ）
4

関係管理
および契約

3
最適化

緊密性

2
満足度評価

1

と既存顧客

0
10％

20％ 30％ 40％ 50％ 60％

70％

契約アドミニスト
レーション

見込み顧客

運用資産の
国外比率
80％ 90％ 100％
解決

認知

-1
問い合わせと
苦情への対応

やりとりの
履歴

-2
CPRAM

Sycomore

コムジェスト

Financière l’Echiquier

Schelcher

TOBAM

Fourpoints

モネタ

Mandarine

オッド

DNCA

メトロポール

診断

契約の前後ならびに契約期間中

出所：デロイトIMS 2013

出所：デロイトIMS 2013

図表 9：CTFの組成と販売における資産運用会社の検討事項（2012年）

100%
80%

6%

6%
6%

19%

13%

5%

非常に重要

6%

19%

31%
37%

19%

43%

38%

38%

40%

重要

38%

60%

31%

30%
38%

75%
50%

20%

38%

0%
低コスト
／手数料

出所: Cerulli Associates
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カスタマイズ 製品組成の
スピード
の容易さ

収益性

25%

31%
13%

38%
19%

顧客の需要

ある程度重要

25%

13%

13%

既存商品
とのカニバ
リゼーショ
ン

ターゲット
デ ー ト ・
ファンドへ
のカスタ
マイズの
可能性

31%
6%

オ ル タ ナ
ティブ投資
を統合する
力

重要ではない

質の高い認可商品、マーケティング部門、販売部門を構築
すべき
前述した通り、オペレーショナル・マーケティングや顧客サー
ビス、ブランド開発、さらには戦略的アプローチにおいて、目

要点:

• 長期にわたる国内売上の低迷を受け、フランスのブティック型資
産運用会社は自社の専門性を国際的に展開し始めています。

覚ましい進歩は見られません。しかし、フランスの「ブティッ

• 初期に成果が上げられたのはチャンスに恵まれたからでしたが、

ク型」資産運用会社は、定評ある幅広い専門性を、国際的

こうした資産運用会社は、現在では販売商品や販売部門を明確

な市場に提供する方向に向けて着実に準備を進めていま

にしたうえで戦略を構築しています。

す。
こうした資産運用会社が提供するサービスのほとんどは、
従来型の株式やユーロ、バランス型運用手法に基づいてい
ま す （ DNCA 、 Sycomore Gestion 、 Métropole Gestion,

• しかし、ブランド開発、オペレーショナル・マーケティング、さらには
顧客サービスにおいては目覚ましい進歩がなお必要です。

• フランスのブティック型資産運用会社の国際展開に伴い、投資家
が、革新的な運用プロセスや独自の活動領域、さらに現在の期

Mandarine Gestion等）。しかし、一部には運用プロセスも網

待に合わせた従来型の運用手法を利用することによって、運用

羅していたり、革新的な分野で運用したりする企業もありま

戦略の拡充が図れるようにすることが必要です。

す （ Schelcher Prince Gestion 、 Tikehau 、 TOBAM 、 SPGP
等）。この初期の成果を継続できるよう業界全体が一丸と
なって協力し、「新たな勝者」の出現を促していくことを私た
ちは現在も期待しています。

国際的な市場ポジショニングを採る
ということは、たとえ国内市場に限局している
場合でも、単一的なモデルを開発部門を
有する2本立ての組織に大規模に
作り替えることが必要になります。
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フランスのブティック型
資産運用会社
成功事例
デロイト：御社の海外展開戦略を簡潔にご紹介頂けます
この2年間、海外展開を加速させてきたオッド・アセッ

か。

ト・マネジメント（Oddo Asset Management） では、国

ニコラス・シャピュウ：当社の戦略を手短にまとめるなら、3

際展開戦略が現在実を結びつつあります。フランス

つの主な方向性を柱として構成されていると言えるでしょ

の独立系運用会社である同社は、近年、イタリア、ス

う。地域的プレゼンス、当社商品、そしてターゲットとする顧

イス、ドイツ、シンガポールに拠点を設けており、2013

客です。戦略を実践する段階では、私たちのＤＮＡに深く刻

年には資金の純流入額が前年比50％増の6億ユー

み込まれた中核的な価値観、すなわちプラグマティズムが

ロに達しました。純流入額の65％は海外投資家であ

指針となります。つまり、私たちは柔軟性を発揮することが

り、機関投資家は55％を占めています。イタリアを中

でき、自社の強みと弱みを客観的に把握しているということ

心に国外での販売ネットワークを拡大したことで成果

です。このアプローチはフランス国外で事業を展開した経験

を 上 げ る 一 方 、 ア ジ ア と 中 東 では 取 引 一 任 契 約

に基づいて導き出しており、当社の海外事業の拡大はこの

（discretionary mandate）を獲得しました。国際戦略を

アプローチと、パリ本社でチャンスを特定できる力量とに複

追求するという目標の下、同社は、GIPS準拠の認定
を受けており、見識の高い海外の機関投資家にも
サービスを提供できるようになっています。
同社のマネジング・ディレクターであるニコラス・シャ
ピュウ氏が、自身の経験も踏まえて、海外進出に際
してすべきこと、してはならないことについて語ってく
れました。

雑に結びついています。私たちは、背伸びしないことを理念
に掲げています。当社の規模を勘案すると、これ以外の方
法はありえませんでした。例えば当社は2012年にミラノにオ
フィスを開設しましたが、開設前にパリの営業担当者が幅
広く接触を試みていました。リソースを追加し、現地にオフィ
スを構える根拠となったのは、私たちが提供する商品とイタ
リアの潜在的顧客のマッチングだったのです。
デロイト：海外進出という考えは、どのように導き出されたの
ですか。
ニコラス・シャピュウ：当社の海外展開戦略は、単純な観察
結果から生まれました。オッド・アセット・マネジメントはフラ
ンス国内の市場では十分な地位を確立しています。しかし、
フランスが欧州の資産運用市場でシェア15～20％を握ると
はいえ、潜在成長力には乏しい状態です。このため、単一
通貨を導入し、モノとサービスが密に行き来しているユーロ
圏は、当社にとって明らかなターゲットのように思えたので
す。安全圏を離れ、顧客ポートフォリオの幅を広げるととも
に、国際的な競争に打って出て、当社のプロ意識を高めた
いという狙いもありました。また、当社のビジネスモデルは
輸出できると確信していたので、海外へと一歩を踏み出した
のです。
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オッドは長い歴史を誇るグループです。まさに資本的に独

です。見知らぬ人の家を訪ねるなら、訪問する十分な根拠と

立し、パートナーシップに根差した組織として、主要ステー

まさに正当性が必要です。資産運用会社で言えば、確固と

クホルダーと関わっています。このような原則や価値観は、

した実績と、盤石なチーム、相当規模の運用資産と長期に

世界中の多数の投資家に共感して頂けると思います。

わたる一貫した運用成績です。以上の条件をすべて満たし
ていたため、当社はまず欧州の中型株ファンドで進出し、そ

デロイト：御社の国際展開戦略の主たる要素は何でしょう

の後転換社債ファンドも導入しました。

か。
ニコラス・シャピュウ：先ほどお話しした3つの主な方向性に
戻ってお話しすると、私たちはターゲット市場における自社
商品の魅力度について、パリでの経験を基に評価しようと
しました。どの顧客層に重点を置くかに関して言えば、フラ
ンスほど幅広い顧客層を対象にすることは明らかに避ける
べきだという原則を指針としました。
まずは自社の強みがどこにあるのか、どうすれば顧客の
ニーズを満たせるのかを分析し、この分析結果に基づいて
リソースを配分しました。どの商品に重点を置くかについて
も同様です。フランスで提供している金融商品のすべて
が、必ずしも海外の顧客に適しているわけではなかったか
らです。当然ながら、何を提供し、何を切り捨てるかを取捨
選択することになります。このような作業の代表例として

当社の戦略の2番目の側面は、高いレベルのプロ意識が必
要ということに関係します。つまり、当社のあらゆるスキルを
現地の言語、規制環境で提供し、該当する場合には現地の
通貨で提供しなければならないということです。認知度が低
い場合には、自分が何者であるかを明確にするほど有用で
す。GIPS認証を取得しておけば、現在の資産規模や運用成
績が認証基準を基に立証されていると顧客に示せるため、
GIPSはこのプロセスで不可欠の部分です。当然ながら、本
腰を入れる必要がありますが、自社事業が際立っていること
を実証する新たな手段となります。
デロイト：商品を絞れば、ターゲット市場に受け入れられや
すいとおっしゃいましたが、そうした商品が海外の需要を満
たせるとなぜ確信できたのですか。

は、ルクセンブルク籍のSICAVを組成したことがあります。

ニコラス・シャピュウ：当初は、パリを拠点とする営業担当者

地域的な側面では、顧客と緊密な関係を構築できるかどう

が、進出できる資産運用市場に十分な規模があると判断し

かに大いに左右されます。現地進出が必要かどうかを決

た数カ国に絞って、市場試験を開始しました。潜在的顧客で

定づけるのは、顧客、文化、チャンス、規制なのです。

ある機関投資家の信頼を得るために、時には国際的なコン
サルタントや現地コンサルタントを起用しなければなりませ

デロイト：そうした面以外で、戦略の実行に影響した要素は

んでした。グローバルな顧客を担当する際には、顧客の視

ありますか。

点で行いました（つまり、当社の運用戦略を国際的なコンサ

ニコラス・シャピュウ：当社のアプローチは、自社の主たる

ルタントによる採点や人気投票形式等で評価したのです）。

強みに基づいて構築しました。非常に重要なのは、フラン
ス国外では当社がほとんど知られていないと認識すること
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デロイト：戦略実行を阻む障害には、どんなものがありまし

デロイト：これだけ様々なことに対処するため、社内で文化

たか。

的適応が必要になりましたか。どう対応されたのですか。

ニコラス・シャピュウ：最初に私たちが直面した課題は、見

ニコラス・シャピュウ：状況を如実に示す例をご紹介しましょ

落とされやすいものだと思いますが、外国の顧客に全く知

う。当社では、5年前には年間の資金流入額のうち90％をフ

られていないという居心地の悪い事実です。その意味にお

ランスの投資家が占めていました。今日では、純資金流入

いて、国外展開は著しく自尊心が損なわれる体験です。こ

額の65％が海外勢によるものです。念頭に置いておくべき

のような信じがたい体験に初めて踏み出す際には、誰にも

重要な考え方は2つあります。第一に、たとえ海外展開が進

知られていないかもしれないという現実に面と向き合わなく

むべき正しい道だとあなたが確信していても、海外からの資

てはなりません。つまり、自分自身の価値を改めて立証し

金流入が流入総額のほんの一部しか占めていない場合に

なくてはならないのです。また、鏡の中の自分自身を客観

は、かなりの説得作業が必要になります。正直なところ、説

的に見つめ直さなくてはならないということにもなります。

得するには不屈の精神力が必要です。第二に、国内市場を
放棄するわけではないということを経営幹部にまず再確認

これに加えて、海外に打って出るには、多大な忍耐が求め

することです。海外展開するといっても、国内市場はなお重

られます。これは、是非とも必要です。ファンドを国外で登

要だからです。ただし、海外活動にリソースを追加で振り向

録するのにどの程度の期間を要するか、正確に把握して

けようとしているのだと念を押しておくべきです。成長を推進

いる人間は誰もいません。もうひとつの課題は、テクニカル

する新たな原動力を見出すべき場所は海外であるからで

面での制約です。例えば、中東やアジアでユーロ建ての

す。

ファンドを取引できるかどうかを考えてみれば、まったく論
外であるということがたちどころにわかるでしょう。国外で

このような組織面での刷新に伴い、海外展開を可能にする

販売するという点においては、フランスの法律に基づいて

人材や、何らかの方法で変化を促進する役割を果たす人材

組成されたファンドは、ルクセンブルクで組成されたファン

を採用することが必要となります。つまり、外国語を数カ国

ドより間違いなく受けがよくありません。事業の成功は、資

語操る営業担当者を揃えること、もしくは少なくとも英語を流

産運用者だけによって決まるものではありません。バリュ

暢に話せる人材が必要です。また、ターゲットとする国の文

エーション・エージェントやカストディアンとのバリューチェー

化的背景についても十分把握していなければなりません。

ンも不可欠な関係にあります。海外で重要な経験を積むに

ですが、このプロセスに影響を受けるのは販売部門だけに

は、こうしたエージェント等が必要です。でなければ、ことが

限りません。

うまく運びません。
海外で事業を展開すると、リスク部門とコンプライアンス部
門の仕事は大きく変わります。それまではフランスの法規の
みのコンプライアンスに力を注げばよかったのに対し、適用

一歩引いて持ちうる選択肢をすべて
検討し、自社の強みと弱みを分析する
ことに時間をかけることが是非とも
必要です。国内で採用している
ビジネスモデルを再現しようとは
しないことです。恐らくは謙虚さが、
持ちうる最も重要な資質でしょう。
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される外国の法律を考慮しなければならなくなります。海外
進出は会社全体に影響を与え、顧客との関係性の質と持続
性を支える顧客サービスもその例外ではありません。新しい
地域に進出する際には、現地の営業担当者を採用するか、
あるいは現地の言語を解し、文化的違いを理解する能力を
有する人材を配置することが必要です。
もうひとつ私たちが受け入れる必要があった変化とは、マネ
ジャーの地域的プロファイルを多様化する必要があったとい
うことです。これには、国際的な顧客の中で当社に対する信
頼度を高める狙いがありました。

デロイト：これまで基盤を確立していなかった国々で、自社

また、商品を提供する準備をを整えておくことも必要です。

のポジショニングを明確にするためにどのような対策を採り

自社の投資商品を顧客に説明した後になって、現地で提供

ましたか。御社のブランドや専門性、提供商品について、ど

できなくなることほど悲惨なことはありません。構造の法的

のように認知度を高めたのですか。

妥当性から、ファンドの現地登録や通貨の選択に至るまで、

ニコラス・シャピュウ：先ほどお話ししたバリューチェーンの
中では、オペレーショナル・マーケティングと広報が不可欠
の要素です。当社は現在、広報、イベント、そしてウェブサイ
トという3つの主な領域に注力しています。広報活動を通じ
て、現地メディアに当社の専門性を十分認識してもらうよう
認知度を上げようとしているのです。現地でのイベント運営
も、当社サービスについて顧客に関心を持ってもらうという
意味で非常に重要です。顧客との緊密な関係が、当社戦略
の根本的要素なのです。

何もかも準備万端整えておかなくてはなりません。以上の主
要素をすべて損なうことなく網羅する必要があります。
戦略市場のなかには、結果的に進出が難しい市場であるこ
とが判明する場合もあります。このため、身近な市場で、早
期の投資リターンをある程度確信できる市場に進出すること
が有効です。こうした市場を押さえておけば、地域的にも文
化的にも離れているものの、より有望な市場に資金を投じる
ことが可能になります。

デロイト：御社の現状と経験を踏まえるとすれば、海外市場
への進出を計画している企業にどのようなアドバイスをしま
すか。踏むべき必要な手順や、回避すべき落とし穴はあり
ますか。
ニコラス・シャピュウ：私が誰かにアドバイスするとすれば、
あらゆる場所に何もかも提供しようとすることは避けること、
というのが最善のアドバイスでしょう。一歩引いて持ちうる選
択肢をすべて検討し、自社の強みと弱みを分析することに
時間をかけることが是非とも必要です。国内で採用している
ビジネスモデルを再現しようとはしないことです。恐らくは謙
虚さが、持ちうる最も重要な資質でしょう。
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Link’n Learn
Webinars - Spring / Summer 2014 programme

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
• リスクインテリジェントなファンドのガバナン
ス ― 5月22日

投資ファンド入門
• 投資ファンドのためのIFRS入門 - 9月

11日
• ヘッジファンド入門 - 8月14日

規制

• プライベートエクイティ入門 - 8月28日

業務・手法
• デリバティブ金融商品 - バリュエーショ
ン入門 - 7月3日
• デリバティブ金融商品 - 複雑な商品の
バリュエーション - 7月31日
• シェアクラスのアロケーションとFXヘッ

• リスクと資本：資産運用会社の重要な検
討事項 - 6月5日
• 顧客の資産に関する規制動向 - 6月

19日
• 報酬：ファンド・マネジャーにとって重要な
動向と検討事項 - 7月17日

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。
日程および詳細はこちら:
www.deloitte.com/lu/link-n-learn
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ジの原則 - 9月25日
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