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はじめに

読者の皆様
9 月は毎年、ある種の転換点となります。夏の間に取引活動が停滞する「夏枯れ」が終わりを告げるだけ
ではありません。もっと重要なのは、予算と市場の状況次第で未完のプロジェクトがますます急ピッチで
進行し、年末にかけて駆け込み期を迎えるということです。私たちにとっては、9 月は「パフォーマンス」
最新号をお届けする時期です。本号は多種多様なトピックを豊富に取り揃え、いままで以上に有益かつ参
考になる内容になっています。また、今年最後の四半期を形成するプロジェクトやテーマのために話題の
的となっているトピックを「スパイス」として特別に盛り込んでいます。
私たちはとりわけ、社外の寄稿者の皆様から格別のご支援を頂いたことを喜ばしく思っております。
「パ
フォーマンス」発刊以降おそらく初めてのことですが、本号では、社外から寄せられた寄稿記事の数が社
内執筆者による記事を上回りました。この事実は、専門知識の集う場（フォーラム）として、本誌が成長
した真の証しではないかと私たちは考えています。本誌は、
「読者の皆様」がご自身にとって重要なこと
について話し合う「読者の皆様」のための発行物であるべきと、私たちは常に考えています。本号では、
その目標に一歩近づいたことを実感しています。このような際立った寄稿者の方々は全員、それぞれの分
野において第一人者と目されており、そのうちの一人だけを選び出すことはできません。ただ、寄稿者の
皆さんの洞察、ご協力に加えて、わざわざ時間をとって私たち全員に見解を示してくださったことに感謝
したいと思います。
本号では、投資運用市場の主たる動きと重大テーマに関する記事を一堂に取りそろえています。戸惑う
ほど多種多様な内容が並ぶ中、金融商品市場指令（MiFID）II に関する記事が 1 本だけでなく、2 本掲載
されているのには十分な理由があります。この 2 本の記事は、複雑なテキストと改革という稀有な「組
み合わせ」の異なる部分をそれぞれ異なる視点から取り上げているのです。この指令に関する情報が行き
渡り、導入へと至るプロセスが終わりを迎えるまでには、さらに多くの記事が執筆されるでしょう。また、
市場インフラやターゲット 2 証券（T2S）において企業間（B2B）の個別の対応から一元化と標準化へ
と向かう必然的な流れ、証券集中保管機関（CSD）規則の最新動向についてもご紹介するほか、別の寄
稿文では、CSD がどのようにヘッジファンド取引やインフラ分野に関わるようになっているかについて
もご説明します。また、当然ながらガバナンスに関する意見のほか、プライムブローカー・モデルなどに
関する見解もあります。加えて、オルタナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）と譲渡可能証券の
集団投資事業（UCITS）指令 V のいずれにも関係するデポジタリの問題に関する議論が活発になり、と
きに白熱した際には、本号でご紹介する最新事情に対する深い洞察が市場の採りうるベスト・プラクティ
スへと至る道を案内することになるかもしれません。当然ながら、税や各国の業界における透明性につい
ても触れざるをえませんが、対照的なトピックとして、モーリシャスの市場環境を非常に特殊な資産サー
ビスの可能性とともに相補する形でご紹介します。
敢えて言うならば、本号には皆さん全員に何かしら読んで頂ける記事が必ずあります。2014 年の「終盤」
に突入する前に、高く評価される寄稿者の方々が示す見解に目を通し、「読者の皆様」のための出版物に
なりつつある本誌をお楽しみください。

ヴィンセント・ガバヌーア
（Vincent Gouverneur）
EMEA インベストメント
マネジメントリーダー
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ニック・サンダル
（Nick Sandall）
EMEA 金融共同リーダー

フランシスコ・セルマ
（Francisco Celma）
EMEA 金融共同リーダー

編集主幹
から

読者の皆様
「May you live in interesting times（あなたが興味深い時代を生きますように）」は、中国の呪いの
言葉を英訳したものだと言われています。これが呪いかどうかはともかく、現代は投資運用業界にとっ
て間違いなく興味深い時代です。米国や英国、中国といった一部の市場が力強い成長を回復している一
方で、ユーロ圏や多くの新興国市場はなお圧力にさらされています。マクロ経済政策の介入が資産バブ
ルに寄与し、利回りを追い求める傾向に拍車をかけている可能性がある半面、業務モデル、利回り、プ
ライシングへの圧力が業界全体で事業再編を誘発しています。にもかかわらず、運用資産はこの数年間、
力強く伸び続け、ほとんどの市場参加者は今後も中期的にこの成長ペースが続くと見通しています。
第 15 号となる「パフォーマンス」本号では、資産運用会社が直面している興味深い課題のいくつかを
取り上げています。本号の方向性を示すため、
巻頭ではアバディーン・アセット・マネジメントのマーティ
ン・ギルバート CEO がアバディーンをどのように成長へと導き、欧州最大の上場運用会社にまで育て
たのかをご紹介します。その後、英国やモーリシャスといった市場の変わりゆく資産運用業界や、セキュ
リティ・レンディング、ヘッジファンドといったサブセクターについても見ていきます。
「興味深い」が呪いであるなら、これまで常に行っていたことをこなすだけではもはや十分とは言えま
せん。投資運用セクターは成長しており、先行きは圧倒的に明るくなっています。しかし同時に競争も
激化しており、規制当局は資産運用会社に対する規制要件を増やし続けています。セクターに劇的な変
動が起きており、おそらくは脱落する市場参加者がいる中で変革への機会をとらえる市場参加者が勝ち
残ることになると、私たちは考えています。成功するにはイノベーションと機敏性だけでなく、効果的
な業務執行に対して集中力を研ぎ澄ますことが必要です。呪いが示すものは実際のところ好機であり、
「勝者がすべてを手に入れる」時代において行動を求める明確な呼びかけなのです。
「パフォーマンス」本号をお楽しみ頂ければ幸いです。

サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
編集主幹

マーク・ウォード
（Mark Ward）
英国インベストメント・
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

マーティン・ギルバート
マーティン・ギルバート氏は、アバディーン・アセット・マネジメント PLC の最高経営責任者（CEO）
兼共同創業者。同社は、1983 年に創業し、資産運用を手がけるアバディーン・グループの持ち株
会社。ギルバート氏のリーダーシップの下、アバディーンは自律成長と M&A により、欧州最大の
上場運用会社に成長。同氏はインペリアル・カレッジ・ビジネス・スクールで金融の非常勤教授を
務めるほか、スコットランド政府の金融サービス諮問委員会の委員、欧州投資信託協会（EFAMA）
会長の諮問評議会会員、スコットランド勅許会計士協会の会員。
同氏は、同社が一貫して本社を置いているアバディーンとロンドンを拠点とするほか、アバディーン・
グループの海外事業も統括している。

司令塔
デロイトのパートナーであるデビッド・バーンズとマーガ
レット・ドイルが、アバディーン・アセット・マネジメン
トのロンドン・オフィスで共同創業者兼最高経営責任者
（CEO）のマーティン・ギルバート氏にインタビューし、
今日の成功に至るまでの道のりと、欧州最大の上場運
用会社の今後の計画について伺いました。
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図表 1：2002 年以降の株価（英ポンド）

マーティン・ギルバート氏は、常に動いています。同
氏はロイズ・バンキング・グループからスコティッシュ・
ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ
（SWIP）を買収して、アバディーンを欧州の資産運用
業界トップに仕立て上げたばかりです。これにより同
グループは、従来のアジア中心路線から一歩離れまし
た。同氏は今日、米国での事業拡大を通じてさらに西
へと向かおうとしています。
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アバディーンの歴史は、奇跡に近い再生の物語です。 150
わずか 10 年ほど前、同社は英国スプリット・キャピ
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タル投信のスキャンダルに巻き込まれ、崩壊の危機に
0
瀕していました。
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インタビュアー：デビッド・バーンズ、マーガレット・ド
イル（デロイト LLP）

極刑

「25 年間ともに歩んできた 5 人、そのうちの 4 人が取
締役です」とギルバート氏は感嘆し、こう付け加えまし

アバディーンが手がけ、投資家の資金保全を目的とし
ていた様々な投資信託が巨額の借り入れを行い、崩壊

た。
「当社の取締役は、
経営陣の在任期間が長期にわたっ

しました。同社の株価は 90％以上下落。借り入れは
2 億ポンドまで膨らみ、4600 万ポンドに縮小した時
価総額を上回りました。以降、同社の時価総額は回復
に向かい、現在は 60 億ポンド 1 に達しています（図

業の中で突出しています。他のどの企業にも、当社のよ

表 1 参照）。

ているという点で FTSE100 種総合株価指数の構成企
うな安定性は見られません」

同グループが築いてきた財産は総じて、ボトムアップ
の銘柄選別手法が非常に定着している株式投資にあり
「成長を見込んでいた
ます（この点については後述）。

ギルバート氏にとって、スプリット・キャピタル投信
事件は苦い経験だっただけではありません。借り入れ
に対する方針を改めるきっかけとなりました。同氏は
「2002 年から 2004 年以降、私たちは二度と借り入

株式以外の分野では、事業の統合と最高クラスの事業

の債権を束ねて証券化した複雑な商品）には投資しま

買収後の統合も同グループの戦略的な強みです。ギル
バート氏は「被 買収 企 業は、買収する側に実 際に取

の取得に懸命に取り組まなければなりませんでした」と、
「他の 事 業 では『株
ギルバート氏は説明しています。

式カルチャー』にまで至っていない事業もありますが、
れをしないと言うようになりました」と説明しています。 目標は他の事業でもそこに到達することです」
また、金融危機を前に、特殊な証券に対しても懐疑的
「当社は、債務担保証券（CDO、複数
になりました。
取引成立

せんでした。よからぬ商品であり、すべて崩壊すると
わかっていましたから」

チームによるアプローチ

引をまとめ、成功に導ける力があるのかどうかを知り
「資金を出せる企業は多いのです」
たがります」と言い、

とも付け加えました。

スプリット・キャピタル投信事件が発生するまで、同
社には 10 年以上をともにした結束力の固いチームが
あり、これが同社を支えた一つの要因であったことは
間違いありません。同社を今も率いているのは、四半
世紀にわたって一緒に仕事をしてきた 5 人の傑出した
経営陣です。ギルバート氏は、これが主たる戦略資産
だと考えています。

成長を見込んでいた株式以外の分野では、
事業の統合と最高クラスの事業の取得に懸
命に取り組まなければなりませんでした。
マーティン・ギルバート

1

2014 年 7 月 23 日時点の株価に基づく。株価はブルームバーグより。
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1988 年にブティック型投資銀行 Aitken Hume の投
資運用部門を買収して以降、アバディーンが買収を重
ねる度に、被買収企業は同社の買収後の事業統合の手
腕に対してより高い信頼を寄せるようになっています。

ボトムアップ
アバディーン・グループの投資判断とその結果を決定
「このボ
づけるのは、同社の銘柄選別アプローチです。
トムアップ型の見方に従って、当社は中国からインドへ
と軸足を移しています。ガバナンスも経営の質もすべて、

ギルバート氏は、SWIP の買収合戦で他社が離脱した
「われわれが買収合
主因はここにあると考えています。

効果を発揮しています」

戦に加わると、他社は事業統合に自信がないために敗

もう一つ重要な点は、金融危機が発生した時、同社は
グローバルな証券ポートフォリオに先進国市場の銀行
株を組み入れていなかったことです。同社は 2006 年
の時点ですでに先進国の銀行銘柄から撤退していまし
た。ギルバート氏によれば、当時同社のファンド・マ
「
『どの銀行に資金を投じるか』と自問し、
ネジャーは、

戦を覚悟することになります」

女性の登用

ギルバート氏の主たる実績がスコットランドのブ
ティック型投資会社をグローバルな資産運用大手に育
て上げたことだとすれば、同氏は今日、女性の登用と 『融資申請者の所得の 3 倍を融資上限とし、厳しい信
いう、より大きな課題に向かっています。同氏は、アン・ 用調査を行う銀行』と答えを出しました。ほかの銀行

リチャーズ最高投資責任者が STEM（科学、技術、工学、 は所得の 5 倍の住宅ローンを実行し、申請者の支出を
数学）を学ぶ女性を増やすべく行っている取り組みを 確認もせず、頭金も求めていませんでした。崩壊する
のは目に見えていました」
誇らしげに紹介してくれました。
実業界の中には、「30％クラブ」のように女性取締役
を増やそうという取り組みがありますが、ギルバート
氏のこの問題に対する見立ては異なります。同氏はこ
「問題は取締役レベルではなく、管
う説明しています。
理職のレベルにあります」

自身も会計士である同氏は、会計士という職業が解決
策になるかもしれないと考えています。公認会計士で
「実際、会計 士は悪
ある同氏はこう説明しています。

同グループは、為替レートの変動等のマクロ経済上の
リスクに対してヘッジをかけません。ギルバート氏は、
競合のファンド・マネジャーが政治や経済情勢に「取
りつかれている」と言います。同氏は、同社アジア事業

のファンド・マネジャーの精鋭であるヒュー・ヤング
氏の言葉を引用して、他の資産運用会社は「90％を政
治とマクロ経済情勢について話し、残りの 10％の時間
で個別企業を検討しています。私たちは、その逆を目
指しています」と述べました。

い職業ではありません。キャリアを一時中断すること
もできます」
。女性は会計士より弁護士を選択している

ようだと言うと、
（会計と法律の両方を学んだ）同氏は
「弁護士になりたい人間がいるなど、私に
眼を丸くし、

常識的には、資産価値は量的金融緩和といった政策に
よって影響を受けるからという理由が成り立つかもし
れませんが、ギルバート氏によれば、政策は「投資先

は理解できません」と単刀直入に述べました。

の多くの企業に甚大な影響を及ぼさない」と言います。

CEO への登竜門が最高財務責任者（CFO）になりつ
つあることを踏まえ、ギルバート氏は新任 CEO の半
「CFO 職にもっと
数の前職が CFO であるとみなして、

ヘッジをかけないため、当然ながら同社のファンドの
多くは極めて激しく変動する傾向があり、この点につ
いてはギルバート氏も認めています。新興国の通貨と
女性を起 用しなければ、CEO 職に就く女性は増えな
株価の相場が下がり、同社ファンドから資金が流出し、
「11 月から 2 月にかけて打撃を受けた」と言います。
いでしょう」と警鐘を鳴らしました。
ギルバート氏は、口先だけではなく、行動に移す人物
です。同氏は 2013 年、アバディーンがスポンサーを
務める 4 年間は、ゴルフ・トーナメントの「スコティッ
シュ・オープン」を女人禁制のクラブでは開催しない
と決定しました 2。

昨年の投げ売り（自社株と原ファンド）でギルバート
「われわ
氏は、ある教訓を改めて強く肝に銘じました。
れは 3 つの商品に（過度に）依存していました。
（現在
は）多様化を進めています」
。この多様化は、地理と資

産クラスの両面で進んでいく見通しです。

われわれは 3 つの商品に（過度に）依存して
いました。（現在は）多様化を進めています。
マーティン・ギルバート

2

ʻ Scot tish Open will not go to men - only clubsʼ, T he Scotsman, 2 013 年 7 月 3 0 日 以下 の サイトも 参 照：
http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/scottish-open-will-not-go-to-men-only-clubs-1-3020635
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「米国で
しかし、ギルバート氏はこう認識しています。
は、M&A の実行が難しいでしょう。米国の M&A 取引

2,8

20

ギルバート氏は、米国市場の開拓は生易しいことで
はないと認識しています。同社の今日までの成功は、
M&A の機会を割り出し、実行に移す同氏の手腕によ
るところが大きくなっています。

187,2
169,9

14

ています。

350

20

は依然として、米国にある」と、ギルバート氏は指摘し

運用資産（£10 億）

12

最大の上場運用会社（運用資産の伸びについては図表
2 を参照）ですが、世界の上場運用会社では 6 位でし
「世界の富の半分
かなく、上位 5 社は米国企業です 3。

図表 2：アバディーンの運用資産はこの 20 年間で 100 倍以上に拡大（SWIP
の運用資産も含む）*

20

「資産運用業界は、米国企業が優勢で
ギルバート氏は、
ある」と認めています。アバディーン・グループは欧州

20

西へ！

の大半は、株主の絡む買収です。株主の絡む買収は簡
単ではありません。当社は、企業相手の買収しかしてい

* 運用資産は、同社の中間運用報告書の 2014 年 6 月 30 日時点のものを使用。

ません」
。したがって、米国における成長戦略は「自律
的な成長が何よりも重要になります」

アルファとベータ
米国での事業拡大と同時に、ギルバート氏はクオンツ・
「純粋なインデックス・ト
ファンドを構築する計画です。
ラッキングより、クオンツに向かいたいと考えています」
。

クオンツ投資戦略は数学的モデルに依拠して、市場平
均を上回る利益、つまり「アルファ」を狙う手法です。

ギルバート氏は、「クオンツ」 が年金貯蓄、
つまり「積立金」の受け皿（vehicle）にな
ると考えています。

これは、市場の動き、つまり「ベータ」を狙うパッシ
ブ運用とは正反対です。
一部のアクティブ運用マネジャーはパッシブ運用を思
考能力のないやり方と軽視していますが、ギルバート
「求められるスキルセット
氏はこうした見方に同意せず、

生き残ろうという意志

ギルバート氏自身も、英国の政治プロセスに関わった
は膨大だ」として競合他社に敬意を表しています。また、 ことがあります。同氏は 2002 年、スプリット・キャ
同氏はマージンの低いパッシブ運用では、規模が必要
であると認識しています。
年金基金

ピタル投信事件に関して、財務省委員会で証人喚問を
受けています。証人喚問は注目度の高い証人が屈辱の
儀式を受けた中世のさらし台の現代版であり、同氏は
この体験に度肝を抜かれたと言います。

ギルバート氏は、
「クオンツ」が年金貯蓄、つまり「積
立金」の受け皿（vehicle）になると考えているものの、
英国の年金受給者向けに新たな「取り崩し」商品を組
成することには慎重な考えを示しています。英国の政
策変更を受け、確定拠出型年金基金に加入していれば、
終身年金に加入する必要がなくなったためです。

現在では、当時の委員長だった（ジョン）マクフォー
ル卿と親交があるものの、当時ギルバート氏は、同僚
のスコットランド人が投資家に「お高くとまったペテン
師だ」と糾弾されたと聞いて動転しました。

同グループが落ち着きを取り戻すまでには、計 2 年半
を要しました。今日では、非難の的となった場合にコー
チングセッションを受けてストレスに対処できるよう
備える人が多くなっていますが、ギルバート氏のアプ
きではありません。保険会社は顧客を擁しています。法
ローチはやや旧式です。同氏は当時を振り返ってこう
「生き残ることです。これが教訓です。生き
整備に対する保険会社の影響力も侮れません。彼らは、 言います。
残ること、とにかく生き残ることです」
強力な圧力団体です」と指摘しています。

（デロイトも含め）大方は、これを資産運用会社にとっ
ての恩恵になると見ていますが、ギルバート氏は懐疑
「保険会社の力を決して過小評価すべ
的です。同氏は、

3

クレディスイスの 2014 年 7 月 11 日付週次レビューによれば（オアンダの同日の米ドル / 英ポンドの為替レートを使用）
、アバディーンは、ブラックロック、フ
ランクリン・リソーシズ、インベスコ、T ロウ・プライス、レッグ・メイソンに続きアフィリエイテッド・マネージャーズ・グループと並んで世界 6 位の上場運用会社。
バンガードの運用資産は 2014 年 3 月 31 日時点で 2 兆 9,000 億ドル、フィデリティは 2014 年 4 月 30 日時点で 1 兆 9,000 億ドルだが、いずれも非上場。
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注目の
トピック

イノベーション
ストリートは、金融業界の
実地の研究室でもある
ナヴィ・ラジュ
（Navi Radjou）
世界的なベストセラー『イノベーションは新
興国に学べ ! ― カネをかけず、シンプルで
あるほど増大する破壊力』の共同執筆者

ナヴィ・ラジュ
ナヴィ・ラジュ氏は旧フランス領インドのポンディシェリ出身で、フランスの市民権を保有する。現
在はシリコンバレーのパロアルトを拠点とし、イノベーションやリーダーシップに関する戦略コン
サルタント、ベストセラー作家、ケンブリッジ大学ジャッジ・ビジネススクールのフェローとして
活躍。また、これまでにフォレスター・リサーチのボストンおよびサンフランシスコのバイス・プレ
ジデント、世界経済フォーラムのメンバー等の要職を歴任。エコール・サントラル・パリ卒業。
ラジュ氏の専門はビジネス・イノベーションだが、特にフルーガル・イノベーション（ジュガード）
について意欲的に研究している。フルーガル・イノベーションとは、機略に富む途上国の起業家が
実践する手法であり、同氏はこの点について自身のベストセラー書籍『イノベーションは新興国に
学べ !』で掘り下げている。
数々の賞（2013 年の経営思想家トップ 50 イノベーション・アワード等）を受賞しているほか、
注目度の高いイベントへの出席や有力紙でのインタビュー等を通じて、同氏の評判は世界に広がっ
ている。

10

デロイト：
「ジュガード」の概念は、金融界にどのよう
なインパクトを与えるでしょうか。

ナヴィ・ラジュ
ジュガードは今日、複雑極まりない状況や深刻な
資源不足に直面するインドやアフリカ、ブラジル
といった新興国市場の数百万人に上る起業家に
よって実践されています。こうした制約は、原因
が資源不足であれ、複雑な規制やインフラの不整
備であれ、逆境をもたらします。逆境は、発明の
母です。
この厳しい環境下において、人々はただ生き残る
ためだけにイノベーションを起こさなければなり
ません。ただ、イノベーションに対する取り組み
法が異なります。欧米のように大規模な研究開発
施設に頼るのではなく、インドやアフリカの人々
は生来持っている発明の才を発揮し、実用的なソ
リューションを生み出します。これは一般的にフ
ランスでは「Système D」
、インドでは「ジュガー
ド」と呼ばれています。ジュガード起業家は見込
み顧客と緊密なつながりを持ちながら、ストリー
トを実際の生活の場としています。ストリートは
起業家がニーズを見出し、ソリューションの開発
に取り組む実地の研究室なのです。

ストリートは起業家がニーズを見出し、
ソリューションの開発に取り組む実地の
研究室なのです。
金をかけず、柔軟かつ包括的なジュガード・イノ
ベーターのマインドセットに触発され、オレンジ
をはじめとする大規模企業が、金融機関も追随し
たいと思うような革新的なソリューションを提供
するようになっています。たとえば、オレンジ・
マネーである「M-pesa」
（ボーダフォンがケニア
で提供）を使えば、お金の振り込みや受け取りだ
けでなく、友人や家族にお金を貸したり、寄付し
たり、料金を支払ったり、専門サービスにアクセ
スできるようになります。これによって、アフリ
カの何百万人という人の生活に革命がもたらされ
ました。手ごろで包括的な金融ソリューションを
どのように提供すべきか、今後は欧米がアフリカ
から学ぶことになるでしょう。
デロイト：金融機関は、このような末端層に配慮すべ
きでしょうか。

ナヴィ・ラジュ
イ ン ド 農 村 部 で よ く 見 か け る「 ジ ュ ガ ー ド 車 」
は、エンジンとして再利用した農業用のポンプに
荷台を組み合わせた当座しのぎの車両で、価格は
1,000 ユーロを下回っています。非常にシンプル
で、時速 60 km がせいぜいですが、村落から都
市へ最高 20 人を運ぶことができるばかりか、ど
んな天候や地形でも走ります。その点でこの種の
車両は、非常に低価格で現地の農村部住民のニー
ズを十分満たしているわけです。
したがってジュガードは、イノベーションに対し
て金をかけない（フルーガル）アプローチである
わけです。ジュガード・イノベーターは資源をほ
とんど必要としないだけでなく、急速に移り変わ
る顧客ニーズに絶えず順応する機動性を持ち合わ
せているのです。また、これは 2 つの理由にお
いて、包括的なアプローチでもあります。第一に、
価値の共創において最終顧客を巻き込んでいるこ
と。第二に、経済的な末端層も取り込みながら妥
当な利益を上げ、ジュガードが利益性の高いビジ
ネスモデルであることを実証していることです。

もちろんです。金融面における排他性（金融排除）
は、何も貧しい国に限ったことではありません。
たとえばアメリカでは、7,000 万人以上、つまり
国民の 4 人に 1 人が一般的な金融機関のサービス
を受けられていません。その一方で、こうしたア
メリカ人が支払った金利や手数料は 2012 年だけ
で 900 億ドル近くに上っています。つまり、金
融排除は途上国特有のものと考えがちですが、先
進国でも重大な問題となりつつあるということで
す。しかし、金融機関がジュガード的なマインド
セットを採り入れれば、金融排除の問題がビジネ
スチャンスをもたらすことにもなるわけです。
たとえば、アメリカン・エキスプレスはウォルマー
トと提携し、プリペイドカードを提供しています。
また、PayNearMe や Square などのハイテク新
興企業やグーグル・ウォレットはインターネット
や携帯電話を通じた代替型の決済サービスを提供
しており、ユーザーはインターネット上での取引
もクレジットカードではなく、現金で支払うこと
ができるようになっています。
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アメリカン・エキスプレスは従来サービスを受け
られなかった層に向けて、銀行の従来商品とは異
なる新サービスを試験的に提供するため、先ごろ
「フィナンシャル・イノベーション・ラボ」を開設
しました。このラボは、エンドユーザーとともに、
資金をかけないソリューションを共創します。ア
メリカン・エキスプレスはベンチャーファンドも
開設して、末端層にまで金融サービスを行き渡ら
せる事業に特化した、有望な新興企業に投資して
います。今後は、多くの企業がこうした事例に追
随すると私は考えています。
「Pay as you go」
（使った分だけ支払う）といっ
た柔軟な価格モデルは、保険業界で必然的に増え
るはずです。具体例を挙げましょう。アメリカ
の自動車保険会社プログレッシブは、「スナップ
ショット」というデバイスを提供しています。こ
のデバイスはすでに顧客 100 万人以上の所有す
る車両に設置され、所有者の運転傾向を記録し、
それに応じて「保険料」を動的に調整しています。
現在ではインターネットに接続している自動車が
世界で約 2,000 万台に上り、2025 年までには
これが 6 億台に達する見通しです。したがって、
テレマティクスと「走った分だけ支払う」自動車
保険は爆発的に普及するでしょう。
デロイト：このような必然的な進化に、企業はどのよ
うに関わることができるでしょうか。

ナヴィ・ラジュ
重要なのは、イノベーションへの取り組み法を変
えるように企業を説得することです。
企業は商品を顧客に「押し付ける」のではなく、
消費者の身になって考えることによって、顧客か
らニーズを「引き寄せる」方法を学ばなければな
りません。大企業にとって非常に危険なのは、消
費価値に大きな変化が生じていることをほとんど
把握していないことです。ジェネレーション Y と
ジェネレーション Z は消費者としては総じてデジ
タルメディアやオンラインサービスを志向し、一
方通行ではなく、有意義な対話を通してブランド
とつながりたいと考えています。

です。私はこの傾向を「ハイパー・パーソナライ
ゼーション」と呼んでいます。この新しい考え方
は、商品の大量生産と大量販売に長い間慣れてい
た企業に課題を提起することになります。
デロイト：イノベーションを促し、型通りから革新へと
組織を導くために、社内で採用すべきベスト・プラクティ
スとはどんなものでしょうか。

ナヴィ・ラジュ
企業にはそれぞれ異なる風土やニーズがあります
から、可能性は一つではありません。たとえば私
は、BNP パリバが構築した「ラトリエ」という
イノベーション部門が気に入っています。これは
金融業界では他に類を見ないものであり、顧客の
現在と将来のニーズと消費傾向ならびにテクノロ
ジーが顧客に及ぼす影響に注目しています。
優れた手法としては、イノベーション部門を個別
に、もし可能であれば本社とは地理的に離れた場
所に設立するという方法があります。こうすれば、
型破りの新しいビジネスモデルや画期的な製品、
サービスを試みることができるでしょう。しかし、
この種の体制を長期間持続させるには、3 つの要
因が絶対に必要です。第一に、経営委員会のメン
バーが後ろ盾となっている、信頼の非常に厚い人
物がイノベーション部門を率いること。そうでな
ければ、イノベーション部門が経営陣から真剣に
取りあってもらえず、その活動とコストが批判に
さらされる恐れがあります。
第二の要素は、新興企業や大学、金融業界の主要
プレーヤーとの提携を通じてイノベーション部門
が社外に対してオープンでなければならないとい
うことです。最後にロケーションの選択肢として、
欧州企業はシリコンバレー、アメリカ企業とアジ
ア企業は欧州を検討するといいでしょう。立地が
よく、金融機関と金融業界が際立っているルクセ
ンブルクを選ぶと言うのも一つの手でしょう。
デロイト：企業の近代化プロセスにおいて、社会学は
関係しますか。

ナヴィ・ラジュ
ここで、
「柔軟性」というキーワードが浮上します。
事実、顧客は今や「Pay as you go」のような
弾力的な商品やサービスを求めています。これに
よって、消費者が欲しいものを欲しい場所で、欲
しい時に、欲しい価格で得られるようにするわけ
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創業 100 年以上の企業は、自社の企業文化がどの
ように変わったかを理解することが非常に重要だ
と私は考えています。このような企業は原点に立
ち返ってみると、いずれもジュガード精神を発揮
した起業家によって創業されているはずです。な

ぜなら、どの企業も創業当時は順応し、状況に応
じて柔軟に対応しなければならなかったためです。
しかし時の経過とともに、こうした企業が成熟し、
リーダーが変わると、ほとんどが起業の原点やイ
ノベーションを起こす術を見失ってしまいます。
ほとんどの企業にとっての上策は、革新性の原点
ともう一度つながることです。私は、100 年続い
た企業文化を維持しながらも、現代のインターネッ
トやモバイル技術を駆使して顧客によりよいサー
ビスを提供し、今日なお革新的であり続けること
は可能だと考えています。
デ ロ イト：イノベーション 部 門 の 導入初 期 にお いて、
ROI という指標を重んじることは可能でしょうか。

ナヴィ・ラジュ
イノベーションという観点から ROI を見る場合、
まず適切な業績指標を定めなければなりません。
イノベーション部門を設置すると、必然的に指標
は変わります。設置当初は、この種の部門は目に
見えて分かる価値より、顧客や出現しつつあるテ
クノロジーに関する新しい知識といった目に見え
ない価値のほうを多くもたらすため、この時期に
は柔軟に対応しなければなりません。
設置当初の 2 年間で目指すべき目標は、こうです。
まず初年度は主たる課題とチャンスを割り出すこ
と、そして 2 年目には有望なソリューションのプ
ロトタイプの開発とコンセプトテストを進めなが
ら、そのソリューションが組織に対してどのよう
に好影響をもたらすかというビジネスケースを構
築することです。そのうえで 3 年目には、当初探
求していたソリューションのスケールアップを目
指すビジネスモデルを導入できるでしょう。
最後に、イノベーション・プロセスを機能させる
には、4 つの適切な「 材 料 」 が 必 要 で す。 優 れ
た戦略、優れた組織や体制、優れた企業文化、そ
して最後に優れたリーダーシップです。例を挙げ
ましょう。アリアンツはミュンヘンに設置して
いるリーダーシップ研修センターに「Dialogue
in the Dark」
（暗闇の中の対話）
、
「Dialogue in
Silence」
（静寂の中の対話）と題した画期的な研
修プログラムを設けました。これらワークショッ
プは、暗闇の中で視覚障碍者が行うものと遮音環
境の中で聴覚障碍者が行うものです。上級リーダー
を中心とする参加者が共感を培い、コミュニケー
ションスキルを伸ばすことを目的としています。
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世界規模の
税務コンプライアンスと
報告業務
前途
ニック・ガフニー
（Nick Gafney）
マネジング・パートナー
i2p コンサルティング

デーブ・オブライエン
（Dave OʼBrien）
パートナー
税務
デロイト

サラ・オッフェン
（Sara Oﬀen）
マネジャー
税務
デロイト

画期的な新商品に対する投資家需要がますます増加するなか、資産運用業界
は規模と複雑さの両面において急速に拡大し続けています。このため、同業
界はあらゆる業務において変化へと向かっています。なかでも、事業拡大に
応じて税務や規制要件に対応しようとする資産運用会社への影響は、多大な
ものとなるでしょう。
市場の拡大に牽引されて、税務コンプライアンス規定が徐々に複雑になり、
投資家への報告義務がこれまで以上に包括的なものとなる兆候はすでにあり
ます。その結果、ファンド税務部門は業務の進め方を進化させ、見直すとと
もに投資家と自社に価値をもたらさなければならないという圧力にさらされ
ています。
ファンド税務部門は日常業務の遂行と変革推進を外部のサービスプロバイ
ダーにかなり依存しており、この変革期の道案内役をサービスプロバイダー
に求めることはほぼ間違いありません。
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法人税務の世界と並行して
資産運用業界へのサービスを提供するうえで、ファン
ド税務と法人税務の類似点と相違点を把握することは
非常に重要です。この 2 つの税務機能には類似点があ
る一方で、根本的な相違点もあります。ファンド税務
はドライバーやニーズ、目標が法人税務とは異なるか
もしれませんが、法人税務はこの 10 年間で大きく業
務が変化しました。このため、法人税務における変化
を見れば、ファンド税務部門が、どのようにして業務
モデルを最適化し、市場の変化に対応することができ
るかに対して貴重な洞察をもたらしてくれるかもしれ
ません。

デルがあり、その対極にほぼ一元化された業務モデル
がある図式の中に明らかに位置しています。
また、その動きの方向性も明らかです。つまり、資産
運用会社が成長への課題を把握し、対処するにつれ、
一般的にはこの図式においてより一元的なモデルや業
務の進め方へと向かう傾向があるのです。これは、デ
ロイトが法人税務の分野で確認した流れとも一致して
います。

デロイトが委託した大規模なグローバル調査は、グ
ローバル税務部門の責任者 250 人以上を対象として、
2010 年と 2012 年に実施されました。この調査結
デロイトは先ごろ、資産運用業界におけるファンド税 果により、法人税務で出現しつつある、広範な主題を
務を調査するため、単独の市場調査1 を委託しました。 把握することができました。この中には、グローバル
この調査では、業界全体の共通点を割り出し、業界大
での管理と監督、可視性を高めるために、上述した図
手を競合企業の先頭に導く主な傾向を割り出しました。 式において、より一元化するモデルへと多くの法人税
この調査で見られたファンド税務の業務モデルは明確 務部門を導いているグローバル市場のドライバーも含
に定義されたカテゴリーに分類するのは難しいものの、 まれていました。
いずれの業務モデルも、一方にはほぼ分散した業務モ

業務モデルの幅

分散化

現地で業務を遂行
現地で業務を
遂行し、管理する

連携

一元化

一元的に業務を遂行
現地で業務を遂行し、
一元的に管理する

一元的に業務を
遂行し、管理する

1 調 査 結 果を 深く掘り下げ た詳 細については、
「パフォーマンス」誌 第 14 号「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」
を参照ください。
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前述した図式のなかですでに右端の一元化に移行して
いる先駆者的企業など、法人税務部門の多くは権限を
委譲されており、サービスプロバイダーの集約、テク
ノロジーとリソースへの投資、変革と改善の推進によっ
て自社に付加価値をもたらすよう期待されました。
したがって、資産運用業界の税務・報告の業務モデル
が法人税務と同様の軌道に沿って動く見通しであるた
め、法人税務とファンド税務を対比させてみれば、資
産運用会社とファンド税務部門が今後直面する課題に
対して何らかの洞察が得られるはずです。
変化を阻む障壁
変革への意欲と前例はあるものの、ファンド税務部門
は業務モデルを大きく変革する前に重要なハードルを
クリアしなければなりません。ファンド税務の変化を
阻む障壁は、法人税務ではそれほど存在しておらず、
この 2 つの間の相違を浮き彫りにしています。このよ
うな障壁や法人税務との相違を理解しておけば、それ
ら障壁に直面した場合に備えておけるため、資産運用
会社にとっても、サービスプロバイダーにとっても役
に立ちます。

に至るまでのダイナミックな動きに迅速に対応しなけ
ればならないことが多くなっています。このため、デ
リバリーに対して、「間に合わせ」や「やっつけ」的な
色合いが濃くなります。
ファンド税務コンプライアンスに対するバックオフィ
スとしての認識。 資産運用業界におけるファンド税務
部門は従来、報告義務を満たす以外にほとんど価値を
付加しないバックオフィス部門とみなされていました。
一般法人とは異なり、資産運用会社は往々にして、ファ
ンド関連の税務報告や投資家への報告業務が自社の最
終利益に有意義な効果を及ぼすとは認識していません。
したがって、デロイトの調査は、資産運用業界のコン
プライアンスと報告業務の責任者が通常、若手で経験
も乏しく、社内における影響力もあまりないことを示
しています。コンプライアンスの意思決定者が変革推
進者であることも、大幅な変革を実施する予算や権限
を持っていることも、あまりありません。
外部への依存。 一般企業を対象とした調査結果と資産
運用会社を対象とした調査結果を比較すると、グロー

バル企業が決まってグローバル税務担当ディレクター
と地域ごとの報告担当部門を置いているのに対し、資
組織的権限の欠如。 グローバルな法人税務環境におい 産運用業界では、コンプライアンスと関連サービスの
ては、税務当局の変容、グローバルの意思決定の一元化、 調達に対する社内の職責が一貫性を欠いていることが
明らかになりました。調査では、コンプライアンスを
ファイナンス・トランスフォーメーション、世界規模
担当する部門に一貫性があまり見られず、ファンドに
のシステム導入、シェアードサービスのいずれもが税
よって職責が分散しているため、一元的に意思決定を
務部門の業務モデルとデリバリーモデルの変革を牽引
行う上級層の人材があまり見られません。したがって
しています。一方、資産運用会社のファンド税務環境
デリバリーを行う組織とサービスを調達する組織が分
では、このような要素がこれほど強いという証左もな
散 ･ 分離され、変則的でその場限りになってしまって
ければ、目立っているという証左すらほとんどありま
います。
せん。ファンド税務部門は目に見える形で計画された
り、一回り大きな戦略的構想の一部として機能したり
というわけではなく、幅広い業務を担当し、ファンド
組成から規制コンプライアンス、投資家への報告業務

ビジネスドライバーの比較

ドライバー

法人税務モデル

ファンド税務モデル

行動喚起

目に見える形で計画

間に合わせ

リソース

戦略的な業務委託

業務委託がデフォルトの選択肢

優先するリスク

規制当局と税務当局

投資家

付加価値

最終利益における節税効果

バックオフィス
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緊急性と便宜性。 資産運用業界における成長と変化の
ペースはコンプライアンスと報告業務における潜在的
な変革の機会を指し示しているかもしれませんが、コ
ンプライアンスと報告業務の責任者は、立ち止まって
長期的なプランを策定する時間がほとんどないと語っ
ています。このため、バラバラでその場しのぎのアプ
ローチが慢性化する恐れがあります。
柔軟性の必要性。 デロイトの調査参加者は、コンプラ
イアンス業務を請け負う現行サプライヤーとの取決め
においては、個々の商品の税務ストラクチャリングを
サポートしたサービスプロバイダーがそのまま起用さ
れることが多いと回答しています。便宜性と惰性がそ
の主な理由であり、税務ストラクチャリングで発揮さ
れた特定の専門知識がコンプライアンスに適用できる
とのイメージもあるかもしれません。新しいファンド
の種類や投資商品を構築するに伴い、資産運用会社は
状況に応じて「最高の」アドバイザーを選べるように
柔軟性を確保しておく必要があることを十分認識して
います。このため、コンプライアンスと報告業務の遂
行に関して言えば、サービスプロバイダーの増殖を招
きがちです。

務部門には、業務モデルを再設計して資産運用会社よ
り大きな価値をもたらす絶好の機会を提供しています。
成長。前述した図式に沿って多様な取決めがあり、ファ
ンド税務にとって明らかに最適な業務モデルというも
のはありません。しかし、共通してみられるのは、業
務委託がデフォルトの選択肢であるということです。
しかし、資産運用業界が大幅かつ急速に成長している
ため、キャパシティを広げ、弱点を露呈するとともに、
サービス調達とデリバリーにおいて現在の一時しのぎ
の状態が続く場合には、ファンド税務部門にコスト管
理という課題を投げかけることになるでしょう。
ファンド税務部門は一元化を推進し、スケールメリッ
トを実現するため、より集約された業務委託モデルの
構築に向けて法人税務部門に指針を求めるかもしれま
せん。ファンド税務部門は今後、サービスプロバイダー
を丹念に吟味し、サプライヤーとの取決めを合理化・
簡素化するよう迫られる可能性があります。

プロセスとテクノロジーに対する大規模な投資を行わ
なければ、成長も得られません。ファンド税務部門は
ビジネスモデルの一元化の推進、長期的なコスト管理
変革に対する動機づけと機会
の実現、付加価値の増大という目標のため、１つか複
このような障壁が明らかになっているにもかかわらず、 数のテクノロジーやプロセス改善のソリューションに
デロイトの資産運用会社を対象とした調査結果では、 ついてその有効性を実証しなければなりません。
ファンド税務部門には変革に対する意欲があり、業務
モデルを法人税務部門と同様のものに近づけたいとい 複雑さ。 成長に伴い、資産運用会社にとっては事業運
う要望があることを明確に示しています。このような 営に複雑さが増すことになります。これは変革を促す
モデルは、効果を高め、各社に価値をもたらすもので
あると認識されています。
業界全体が投資家の期待値やコスト管理、グローバル
な規制を注視していることに加え、税務調査官が以
前より厳しい目を注いでいることが変革を促す触媒に
なっているかもしれません。このような動きは、3 つ
の主なドライバーに分類できます。また、ファンド税

成長
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複雑さ

2 つ目のドライバーであり、ファンド税務部門は義務
やリスク、職責をこなし続けながら、市場への提供商
品と投資家への報告業務において一層創造性を発揮す
るよう求められます。新たな法域で新商品を導入する
ことも予想される中、資産運用会社には、投資家への
報告の明確性、厳密性、迅速性を高めて競合他社との
差別化を図る大いなる可能性があります。

リスク

市場の変化

新しいファンドの種類や投資商品を構築するに伴い、資産運用会社は状況に
応じて「最高の」アドバイザーを選べるよう柔軟性を確保しておく必要がある
ことを十分認識しています。
テクノロジーに投資すれば、より複雑な事業運営の効
率と管理が向上する可能性があります。その可能性を
認識し、技術的ソリューションの導入を選択する資産
運用会社とファンド税務部門こそ、より複雑な規制環
境とより洗練された投資家への報告要件への対応にお
いて、かなり有利なスタートを切れるはずです。
リスク。 急成長と複雑さの高まりは一般に、リスク
増大のバロメーターです。資産運用会社は往々にして、
多くの領域における外部リスクを特定し、低リスクか
ら高リスクの範囲にそれらをマッピングします。法人
税務部門はグローバルな規制の遵守や税務当局を満
足させることにエネルギーを注ぐ傾向があるのに対
し、ファンド税務部門は投資家の絡むレピュテーショ
ンのリスクを非常に意識しています。現在の取決めと
業務モデルにおいて、税務部門はリスク管理に対して
入念に配慮する立場にないことが多く、この問題に注
力する範囲が制限されています。ファンド税務部門は
規制当局と税務当局の絡むリスクの多くをサードパー
ティーに業務委託しており、監督もほとんどしていま
せん。
ファンド税務部門がより一元的な業務モデルへの移行
に向けて行動を起こすに伴い、よりよい監督を実現し、
リスク管理に対する受け身の姿勢を改めなければなり
ません。同時に、透明性の向上や提供する商品、報告サー
ビスを通じて投資家への提供価値を付加する機会をも
のにしていくべきです。

19

前途
規模が大きい老舗の資産運用会社は、法人税務の一元
化を進めた業務モデルを踏襲する取り組みにすでに着
手したと述べており、現在ではファンド税務部門の付
加できる価値を目にしていると回答しています。こう
した資産運用会社は自らのマインドセットを改め、変
化を阻む障壁の多くを撤廃し、一般にこの過渡期にお
いて市場をリードする有利な位置につけています。だ
からといって、もっと規模が小さく、おそらくはより
機敏な資産運用会社がこのような変革に取り組めない
というわけではありません。ただし、ファンド税務部
門が現在直面している障壁を撤廃するには、焦点を絞っ
た取り組みと体系的なアプローチが間違いなく必要に
なります。
しかしながら、このような成長著しい時期には、違う
タイプのリスクがつきものです。資産運用会社が新た
な法域でサービスを拡充し、より多くの投資家基盤に
サービスを提供するに伴い、果たすべき投資家への報
告業務や遵守すべき規制、従うべき税務当局が増えま
す。このため、資産運用会社が事業運営の方法を変え
るに伴い、成長を牽引している同じ要因が、モニターし、
対処すべき最初の領域になります。
イノベーションと入念なプランニング、継続的な見直
しの間でバランスを取ることは、一元化モデルに成
功裏に移行するために重要です。適切なアドバイザー、
サービスプロバイダー、テクノロジー、社内チェック
を確保しておけば、あらゆるステークホルダーの期待
とニーズを満たす適切なモデルの決定に役に立ちます。
このテーマに関する 4 回シリーズの 3 回目となる記
事では、引き続き資産運用業界の成長について考察し
ます。リスク管理のほか、資産運用会社とサービスプ
ロバイダーがどうすれば適切にプランニングし、業務
を監督できるか、どうすれば世界中の従業員、投資家、
規制当局の信頼を得られるかに焦点を当てていきます。
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要点：
• 資産運用業界におけるコンプライアンスと報
告業務は、一般法人と共通する特徴がありま
すが、その使命、バリュードライバー、現行の
リソース調達モデルは大きく異なります。
• 法人税務部門は業務モデルの進化過程で先行
していますが、資産運用会社とその税務部門
も集約化や一元化、デリバリーモデルの可視
化に向かいつつあるという兆候が示されてい
ます。
• 資産運用会社はプロセス、テクノロジー、世
界的なキャパシティの改善によってメリットを
享受したいと考えているものの、サービスプ
ロバイダーがこうしたメリットをもたらしてく
れるものと当てにしています。
• 業 界が 規 模と複 雑さにお いて 拡 大 するに伴
い、グローバルなリスク管理がスローガンに
なるでしょう。
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金利デリバティブのバリュエーションに
新たな課題
シンプルなものが
シンプルではなくなった
ギヨーム・リュドゥア
（Guillaume Ledure）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト
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これまで、プレーン・バニラ
・
スワップのバリュエーション
は比較的シンプルな問題で
あるとファイナンスの授業
では教えられてきました。

しかし、先般の金融危機の発生以降、デリバティブの
バリュエーションにおいてカウンターパーティ信用リ
スクが何よりも重要になりました。これに伴い、以前
はシンプルだったものがいまや複雑になり、以前は複
雑だったものが複雑を極め、バリュエーションの枠組
みが全面的に刷新されました。
本稿では、金融市場で最も一般的に用いられるデリバ
ティブの標準契約である金利スワップ（IRS）に焦点
を当てながら、デリバティブのバリュエーションにつ
いて論じていきます。先般の信用危機がいかにスワッ
プ市場を根本から変えてしまったかを理解するには、
危機以前にスワップ市場がどのように機能していたか
を把握する必要があります。
典型的な枠組み
「典型的な」枠組みとは、ファイナンスの授業で学生が
学んだ枠組みを指します。2000 年代後半に起きた金
融危機以前にデリバティブ市場がどのように動いてい
たか、それゆえ、この点において金融工学の専門家が
どのようにデリバティブを評価していたかを指します。

典型的な枠組みにおける IRS のバリュエーションは、
いわゆる「割引キャッシュ・フロー法」という手法に
従います。この手法では、将来に生み出されるすべて
のキャッシュ・フロー（受け払いともに）の現在価値
の合計とスワップの価値が等しくなります。Libor に
基づく変動金利のキャッシュ・フローの算出では、ま
ず Libor の先渡金利を計算します。次にいずれのキャッ
シュ・フロー（固定金利部分と変動金利部分）にも対
応する割引率を乗じます。
このプロセスで必要な主な情報は、キャッシュ・フロー
の割引と Libor の先渡金利の算出に使用するイールド
カーブです。このイールドカーブそれ自体は、観察可
能な市場データではありません。実際のところ、これ
は流動的に相場が決まる商品（預金金利、先物、フォ
ワード、スワップポイント等）の市場価格と一貫性を
持たせるように、数学的に構築（導出）します。言い
換えるならば、IRS を検討する際、流動性のあるスワッ
プを用いてイールドカーブを構築し、相場価格のない
その他のスワップも一貫して評価できるようにすると
いうことです。たとえば、標準的なユーロ IRS では、
12 カ月固定金利を 6 カ月物 Euribor に基づく 6 カ月
変動金利と交換します。
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定型化された信用危機の事実
信用危機は 2007 年半ば頃に始まりました。これより
前、銀行間の借り入れには信用リスクがないと暗黙の
うちにみなされていました。換言すると、Libor のレー
トを提示する指定銀行は信用度が極めて高いと認識さ
れていたため、Libor で資金を借り入れる側の信用度
に関しては疑う余地がなかったのです。

図表 1：3 カ月物 Euribor と 3 カ月物ユーロ OIS のスプレッド
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出所：ブルームバーグ

3 カ月物 Libor − OIS スプレッドは、リスク
フリーの投資と比較して、投資家が格付け
AA の銀行に 3 カ月間資金を預け入れるこ
とをどの程度嫌気するかを示しています。

Libor-OIS スプレッドは、リスクフリーの投資と比較 「マルチカーブ」の枠組み
して、投資家が格付け AA の銀行に 3 カ月間資金を
Libor-OIS とベーシス・スワップのスプレッドは、信
預け入れることをどの程度嫌気するかを示しています。 用危機に伴い大幅に変化した、観測可能な市場データ
つまり、このスプレッドの水準は、3 カ月以内にその
のうちの 2 つの例です。このような変化は、デリバティ
銀行が格下げされるリスクを指しています。危機以前
ブのディーラーに重大な影響をもたらしました。通常
に 0％近辺にあった水準は、前述した当時の「無リスク」 のバリュエーションの枠組みが機能しなくなり、市場
という前提を裏付けています。
で取引されるデリバティブの市場価格と一致しなく
なったのです。たとえば、イールドカーブを OIS の市
これ以外の市場で観察できるパラメーターも、同様の
場価格に合わせると、標準的な IRS のバリュエーショ
傾向を示しています。たとえばベーシス・スワップ（異
ンが市場価格に一致せず、イールドカーブを標準的な
なる期間、異なる支払い頻度で変動金利を支払うレグ
IRS に合わせると、ベーシス・スワップのバリュエー
同士を交換する IRS）のスプレッドも危機以前は 0％
ションが市場価格に一致しないといった事象が生じる
に近い水準でしたが、2007 年半ば以降は大幅に上昇
ようになったわけです。
しました。
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ここ（図表 1 参照）で、最も顕著な市場指数の一つで
ある、3 カ月物 Libor と 3 カ月物オーバーナイト・イ
ンデックス・スワップ（OIS）レートとのスプレッド
を図示しました。このスプレッドは、銀行間市場にお
いて信用リスク・プレミアムの指標と目されることが
多くなっています。まず、OIS の変動金利による支払
は翌日物レートの 1 日複利で運用した場合に相当し
ます。つまり、翌日物は極めて短期間（1 日未満）で
あるためにほぼリスクフリーとみなされるのです。次
に、Libor による預入は、貸手にとってのある程度の
期間にわたる無担保の投資に相当します。見ておわか
りのとおり、2007 年以前は 0％近辺で推移してい
た Libor − OIS スプレッドは、信用危機（2008 〜
2009 年）とユーロ圏のソブリン債務危機（2011 〜
2012 年）を受けて急上昇し、現在ではやや安定した
水準に戻っていますが、2007 年以前の水準をなお大
きく上回っています。

0,5%

1/

危機が生じた際、市場参加者はこのような認識が根本
的に間違っていたと察知しました。様々な市場観察デー
タを時系列で並べても、このような事象が示されます。

通貨が同じであれば、単一のイールドカーブがあらゆ
る金融商品の市場価格に一致していた典型的な枠組み
は、明らかに有効性を失いました。それぞれの通貨に
複数のイールドカーブを用意し、それぞれの商品クラ
スに合わせた、新しいプライシングの枠組みが必要で
す。こうしたイールドカーブをすべて構築すれば、結
果的に市場に出回っているあらゆる通貨建ての金融商
品のすべてを一気に巻き込む、途方もない最適化の問
題が生じます。
より具体的に、まずユーロから、そのプロセスを説明
します。最初のイールドカーブは、標準的な IRS に
合わせます。これは、ユーロ建ての標準的な IRS が
6 カ 月 物 Euribor を ベ ー ス と す る た め、「6 カ 月 物
Euribor」と呼びます。2 つ目のイールドカーブは OIS
を用いて構築し、ユーロ圏の翌日物平均金利の名称に
ちなんで「Eonia」と呼びます。3 番目のイールドカー
ブ「3 カ月物 Euribor」は、3 カ月物と 6 カ月物のベー
シス・スワップに合わせ、
「3 カ月物 Euribor」と「6
カ月物 Euribor」のイールドカーブをそれぞれのレグ
に使用します。同様の手順は、「1 カ月物 Euribor」や
「12 カ月物 Euribor」のイールドカーブ等の構築にも
適用できます。2 つのレグが異なる通貨建てであるク
ロスカレンシー・スワップ（CCS）の場合には、さら
に複雑になります。したがって、CCS のバリュエーショ
ンと単一通貨の商品のバリュエーションには一貫性が
求められます。
要するに、信用危機と銀行間の借り入れが無リスクで
はないとの認識が生じた結果、金融エンジニアリング
手法の複雑化が一層高まっているのです。

割引と担保設定
これまで述べてきたマルチカーブの枠組みは複雑な数
学的仕組みですが、結局のところ、これは理にかなっ
ているのでしょうか。特に、同じ将来キャッシュ・フロー
を生む 2 つの異なるスワップを考えた場合、2 つの異
なるイールドカーブを用いたそれぞれの現在価値は同
じにはなりません。これは、直感的に理解できるでしょ
うか。
今日では、現実問題として、この問いに対する厳密な
答えは存在しません。スワップ取引に担保を設定した
特殊なケースでは、少なくとも一定のコンセンサスが
存在します。
一般的に言って、次の利払い時にカウンターパーティ
がデフォルトする可能性があるため、スワップには一
定のカウンターパーティ信用リスクが組み込まれてい
ます。ただ、エクスポージャーは次に交換されるクー
ポンの差に限定されるため、リスクは抑えられます。
にもかかわらず、カウンターパーティ信用リスクを回
避（少なくとも大幅に低減）するために担保設定の仕
組みが構築され、スワップ市場で徐々に普及していま
す。担保設定の下では、取引は毎日値洗いされ、価値
がマイナスとなったカウンターパーティは万一デフォ
ルトが起きた場合に相手方の損失を補てんするために
流動資産（理想的には現金）を担保として差し入れます。
担保ポジションを日々調整するため、カウンターパー
ティ信用リスクは非常に限られます。デフォルトの場
合に相手方のエクスポージャーとして残るのは、値洗
いの 1 日分の差のみとなるためです。

25

のいずれにおいても、前述した OIS カーブから始まる
プロセス後に導出を行います。これは、市場で取引さ
れるスワップのすべてにおいて担保設定が想定されて
いるために可能になります。では、無担保スワップ取
引の割引計算では、どうでしょうか。ここではコンセ
ンサスが形成されておらず、現在もこの点についての
研究が進んでいます。

担保設定には、スワップ・ポジションのカウンター
パーティ信用リスクをゼロ近くまで低減できるという
メリットがあります。その場合、将来キャッシュ・フ
ローは常に「無リスク金利」で割引かなければなりま
せん。言い換えれば、担保付スワップ取引のキャッシュ・
フローの割引計算に自由に使える「無リスク・イール
ドカーブ」を用意しておく必要があります。今日では、
この割引計算に使用するイールドカーブは OIS（ユー
ロ圏の Eonia カーブ等）をベースとしたものでなく
てはならないというコンセンサスがあります。本稿で
はこれまでに、OIS レートはほぼ信用リスクがないと
みなせると述べました。実際には、担保付スワップ取
引において、OIS カーブを用いて将来キャッシュ・フ
ローを割引くことは、これまで以上に妥当性がありま
す。なぜなら、差し入れられた担保が実際に利息（もっ
と具体的に言えば、翌日物金利の日次複利による利息）
を生むためです。このため、OIS カーブを用いた割引
計算は、担保に関して受け取る利息に相当するため正
当とみなされます。OIS は無リスクであるという疑わ
しい前提は、ついに必要ですらなくなったわけです。
担保付スワップ取引の状況を要約すると、将来のキャッ
シュ・フローの割引計算は OIS カーブを用いて行うべ
きであると言えます。これに対し、Libor の先渡金利
の計算は個別の Libor カーブ（3 カ月、6 カ月等、所
定の期間）を用いて行うべきです。このようなカーブ
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銀行はそれぞれ、将来キャッシュ・フローを自行の資
金調達カーブ（つまり、OIS カーブに銀行の資金調達
コストを加味したカーブ）で割引くべきであると主張
する専門家が複数います。理論的には、このような枠
組みには欠陥があります。というのも、資金調達コス
トの異なる両当事者が同一の取引価格で合意できない
ためです。加えて、この枠組みは、投資の評価はその
投資に関わるリスクに応じて行うべきであり、資金調
達法に応じて行うべきではないという長年にわたって
確立されたファイナンスの原則に反します。その一方
で、カウンターパーティ信用リスクの最適な推定値は、
Libor であるという専門家もいます。このため、こう
した専門家は、キャッシュ・フローの期間に応じた
Libor イールドカーブ（つまり、先渡金利の見積りに
使用した同じカーブ）を用いて割引くべきだと提案し
ています。3 番目の研究結果では、「デフォルトする可
能性のある」スワップのバリュエーションの枠組みを
構築することが関わります。この手法では、無リスク
商品のバリュエーションとデフォルト時の回収額の加
重和を各商品のバリュエーションとします。
ドッド・フランク法と EMIR 規制
米国および欧州の当局はいずれも近年、デリバティブ
市場で OTC 取引に担保を付けることを進めようとし
ています。上述したとおり、担保には、バリュエーショ
ン・プロセス（および、一部が「割引ジレンマ」と呼
ぶプロセス）を明確化するメリットがあります。ドッ
ド・フランク法と EMIR 規制は具体的には、中央清算
機関（CCP）の設置によってカウンターパーティ信用
リスクの低減を目指しています。CCP はスワップ取引
において仲介機関として仲立ちし、両当事者から相当
額の担保を求めます。カウンターパーティ信用リスク
を低減するため、当初証拠金だけでなく、日々の変動
幅に応じた証拠金も求められます。一方の当事者がデ
フォルトに陥った場合、蓄積された証拠金と CCP の
巨額に上る時価総額によって、他の当事者への連鎖を
阻止できるわけです。また、CCP を通じて中央清算さ
れない取引では、担保設定条件を詳細に記載した文書
であるクレジット・サポート・アネックス（CSA）も
規制で求められています。

担保設定には明らかな利点がありますが、欠点もあり
ます。一言で言えば、複雑な日常業務が必要というこ
とです。担保の現在ポジションをカウンターパーティ
ごとに管理し、デリバティブ取引の値洗いを実施し、
日々、追加証拠金を請求し、バリュエーションに関す
るカウンターパーティとの論争を解決しなくてはなり
ません。したがって、こうしたプロセスの業務リスク
は膨大です。また、担保設定は決して完璧なものでも
ありません。所定の実務上の取り扱いのため、担保の
差し入れは一定の範囲を超えることはありません。言
い換えれば、差し入れられた担保は実務上では決して
ポジションの値洗い価格と完全に一致しないため、カ
ウンターパーティ信用リスクが残るのです。
担保管理でも、
「ネッティング」や「再担保設定」と
いった一層複雑な問題が絡みます。
「ネッティング」と
は、担保管理において、カウンターパーティと実施中
の全取引についてエクスポージャーを合算して検討す
ることを指します。直感的には常識のように思えます
が、膨大な業務処理が必要になります。一方、再担保
設定は、カウンターパーティによって差し入れられた
担保を自身の担保義務を満たすために再利用すること
を指します。これは、すべての担保ニーズを満たすた
めに巨額の資金が必要になることを防ぐための公正な
仕組みである反面、当事者へのデフォルトの連鎖を誘
発する恐れがあります。

要点 :
• 金 利デリバティブのバリュエーションは、プ
レーン・バニラの IRS のように最もシンプル
なものであっても、カウンターパーティ信用リ
スクの重要性の高まりとともに複雑になって
います。
• 市場で取引されるデリバティブの市場価格と
一致させるには、マルチカーブのバリュエー
ションの枠組みを活用しなければなりません。
つまり、異なる金融商品に異なるイールドカー
ブを利用しなければならず、1 商品のバリュ
エーションに複 数のイールドカーブが必要に
なる可能性もあります。これらのイールドカー
ブはいずれも相互に一貫性をもって構築しな
ければならず、大規模な最適化の問題が生じ
ます。専門家の間では今日でも、こうした複
雑な問題を実務上どうすべきかについて全面
的な合意が形成されていません。
• 取引において担保設定が何よりも重要になり、
現行規制でも強く求められています。しかし、
これには業務上の複雑さが増大するほか、技
術的な問題も新たに生じます。

用語集
• ロンドン銀行間取引金利（Libor）は、ロンドンの指定銀行（格付けAA）が他行から借り入れる際に課される金
利を推定して、提示した金利の平均値。Liborは毎日、英国時間の午前11時にそれぞれの貸出期間（1日〜12カ
月）別に集計される。
「Euribor」は、ユーロ圏の銀行がユーロ建てで行う同様の基準金利。
• 金利スワップ（IRS）は、所定の想定元本に基づき固定金利から変動金利（通常はLibor）に金利キャッシュ・フ
ローを交換することに2当事者が合意する金融デリバティブ取引。
• オーバーナイト・インデックス・スワップ（OIS）はIRSの一種であり、一定期間の変動金利として支払期間の毎
日、翌日物金利（つまり期間1日）の幾何平均を参照する。
• 満期日Tの割引率は、将来のある日であるTに支払われる1通貨単位の現在価値。
• イールドカーブは、将来のあらゆる時点の割引率を連続的に示したもの。様々な金利デリバティブの市場で観
察された相場価格から数学的に導き出す場合もある。
• Liborの先渡金利は、
（無裁定を前提としたうえで）将来の支払期間におけるLiborを推定したもの。適切なイ
ールドカーブから直接、算出する。
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先般の金融危機は、現代の金融史上において世界経済が
直面した最大規 模の難局だったことは間違いありません。
しかし、投資ポートフォリオに固有の特異なリスクが伴うにも
かかわらず、投資家は相変わらずリターンの強化を目指して
います。ポートフォリオのリターンを引き上げるには、セキュリ
ティ・レンディングを活用するのが一つの手です。
金融市場は、この 10 年間で大きな変化を遂げました。
比較的安全と考えられていた投資が破綻し、規模の大
きい国際的な投資銀行が破産を申請しただけでなく、
欧州の複数国の政府が資金需要を満たせませんでした。
にもかかわらず、投資家は投資ポートフォリオのリター
ン最大化を求めています。
セキュリティ・レンディング
セキュリティ・レンディングとは、有価証券を一方の
当事者（貸出者、実質所有者）から別の当事者（借入
者）に一時的に貸し出して、賃借料を受領する市場慣
行を指します。借入者には、有価証券を一定の期間保
有したい様々な理由があります。たとえば、ショート・
ポジションのカバーや決済効率の向上などです。セキュ
リティ・レンディングの大多数は、レンディング・エー
ジェント経由で行われています（図表 1）。有価証券の
一般的な貸出者は、大量かつ比較的安定した資産ポー
トフォリオを保有する年金基金や保険会社です。貸出
者が保有証券を貸し出す目的は、ポートフォリオに追
加収益をもたらすことにあります。追加収益は、借入
者が支払う賃借料と現金担保の再投資によって得られ
るリターンの双方から生じます。

市場の発展
セキュリティ・レンディングは 1960 年代、ブロー
カーが株式決済において、売却数に対して実際の株券
が不足していた際に採用する非公式な手法として英国
で始まりました。1970 年代、80 年代には、今日の
市場慣行の姿に発展しました。市場は 21 世紀に入っ
て最初の 10 年間は発展し続けましたが、収益がピー
クを打ち、リーマン・ブラザーズが破たんした年であ
る 2008 年以降は、リターンが悪化し続けています。
リーマン・ブラザーズ（同社自身、有価証券を大量に
借り入れていました）が破たんしたことに続き、セキュ
リティ・レンディング市場で危機が生じ、深刻な流動
性ストレスが生じました。一部では、レンディング・エー
ジェントが現金担保（非流動資産に再投資されていた）
を借入者に返還せざるを得ず、貸出側で損失が生じた
場合もあります。

図表 1：エージェント方式のセキュリティ・レンディング
有価証券

貸出者

担保

有価証券

$
$ $

担保

借入者

レンディング・
エージェント
再投資収益

担保

$
現金担保のプール
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損 失 と 流 動 性 ス ト レ ス は 通 常、 信 用 リ ス ク の 程
度 や 現 金 担 保 の 投 資 に 絡 む 流 動 性 変 換（liquidity
transformation）に比例していました。比較的安全な
投資であるはずの現金の再投資で行き過ぎた投機が行
われ、資産と負債のミスマッチが生じました。リーマン・
ブラザーズの破たんに伴い、多くの金融機関は自身の
レンディング取引を見直さざるを得なくなり、結果と
して、より慎重なガイドラインの導入から大幅な規模
縮小、レンディング取引の一時停止までに至る幅広い
対策が講じられました。また、一連の空売り規制が現
れては消えてを繰り返した結果、投資家が空売り規制
に抵触することを恐れてレンディング市場への参加を
一時的に控えるようになったことも理由として挙げら
れます。
先般の金融危機は金融市場の心臓部を直撃し、セキュ
リティ・レンディングの取引は大幅に低迷しました。
世界的にみると、2014 年にはリーマン破綻以前から
56％縮小（図表 2）しました。世界的な金融危機がも
たらしたもう 1 つの重大な影響は、担保が現金から現
金以外にシフト（図表 3）していることです。これは、
一部の参加者が貸し出された証券よりリスクの高い商
品に現金を再投資して、想定外の巨額損失を出したこ
とを受け、金融機関が再投資リスクを回避するために
現金以外の担保を要求するようになっていることが背

景にあります。セキュリティ・レンディングは市場全
体の効率性と流動性を改善するとともに、幅広い取引
戦略と一般的なファイナンス手法を支え、タイムリー
な証券決済に役立ちます。
オランダの年金セクターは世界でも有数の規模を誇り、
最も発達した年金基金業界と目されており、従来から
セキュリティ・レンディングが非常に活発に行われて
いました。リーマン破綻後のレンディング取引は、オ
ランダの方が世界より大きく落ち込んでいます。
税務面
移転税への影響は、有価証券の発行国によって大きく
異なります。具体的な課税方法や取引当事者が納付し
なくてはならない税額について、標準形は存在してい
ません。たとえば、移転された各証券について税を課
す国もあれば、セキュリティ・レンディング取引を構
成する取引群の一部であると当事者が立証できれば税
を免除する国もあります。

図表 2：セキュリティ・レンディングの増減

図表 3：現金担保と現金以外の担保
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セキュリティ・レンディング取引に間接的に影響する
税のタイプにはこのほか、利息と配当に課される源泉
徴収税があります。 セキュリティ・レンディング取引
では、法的所有権が貸出者から借入者に移ります。配
当を受け取る権利を有するのは、株式の法的所有権保
有者です。つまり貸出者は、セキュリティ・レンディ
ング取引を行わなければ得られたはずの配当収入を得
られなくなるということです。これを解消するため、
借入者が配当落ち調整金や代替配当金（substitute
dividend）を貸出者に支払い、貸出者がセキュリティ・
レンディング取引を行わなかった場合と同様に実質的
な報酬を受け取れるようにするのが一般的です。ここ
で、源泉徴収税が関係してきます。配当源泉税は通
常、有価証券の法的所有者の口座に課されます。つまり、
借入者が配当を受け取るわけですが、配当源泉税も借
入者に課されます。セキュリティ・レンディング取引
の両当事者が代替配当金を決定する場合には、借入者
も貸出者も配当源泉税が課される可能性があることを
加味します。したがって、証券貸付を取り決める際には、
当事者がこの税金問題にどのように対処するかを決め
る必要があります。

オランダの年金セクターは世界でも有数の規模
を誇り、最も発達した年金基金業界と目されて
おり、従来からセキュリティ・レンディングが非常
に活発に行われていました。
このシナリオにおいては、貸出者が配当日を超えて当
該証券を保有するより、セキュリティ・レンディング
契約を結んだほうが、収益が増える可能性を示してい
ます。貸出者は通常、証券を貸し出さなければ得られ
るはずの正味配当金の明細を所有しており、市場水準
がその水準を上回った場合にのみ貸し出しています。

市場データでは総じて、企業が配当を実施していた時
期にセキュリティ・レンディングの取引量が拡大して
いたことが示されています。つまり、税金がセキュリ
ティ・レンディングにおいて重要な役割を果たしてい
ることが示唆されています。セキュリティ・レンディ
ングは、源泉徴収税の支払いを最適化する一手法なの
です。配当金の取引が関わるとなれば、投資家はセ
キュリティ・レンディング取引に及び腰になりかねま
せん。しかし、この理論は正しいでしょうか。仮に貸
出者は通常、特定の種類の証券において配当金を受け
取ると同時に、源泉徴収税率 15％が課されるとしま
す。したがって、貸出者は市場相場（つまり、借入者
が配当日以降も当該証券を保有するために支払っても
構わないと考える金額を総配当金に対する割合で示し
た額）で証券を貸し出すと決めるとします。市場実勢
相場が 90％とすれば、貸出者は 85％を代替配当金と
して、5％を賃借料として受け取るわけです。
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もう一つの要因は、各国の源泉徴収税の還付タイミン
グでしょう。配当金受領者は、還付を申請するより源
泉税の軽減を選好します。しかしながら、税務当局と
支払機関は受領者の税金ポジションの確実性を求めま
す。源泉徴収税を追徴するより、税金還付を認めない
ほうが税務当局にとっては格段に容易なのです。特に、
受領者が外国人である場合にはなおさらです。投資家
はますます源泉税の軽減を求めるようになっており、
それが出来ない場合には、迅速な還付手順を要望して
います（国によっては、国内での源泉徴収税還付に 7
年も要する場合があります）。長期にわたる還付手順は、
その間金利も生じないため、貸出者をセキュリティ・
レンディング取引へと促します。セキュリティ・レン
ディングは、貸出者が適用可能な税率を即座に適用で
きる有効な手法であるためです。情勢変化に伴い、セ
キュリティ・レンディング取引の機会が生じているよ
うに思われます。

市場データでは総じて、企業
が配当を実施していた時期に
セキュリティ・レンディングの
取引量が拡大していたことが
示されています。

カウンターパーティ信用リスク、再投資リスク、流動
性リスク、税務リスクといったリスクは、取引のパラ
メータを決定する際に考慮しなければなりません。た
とえば、現金再投資リスクとは、現金担保が差し入れ
られた場合に、当該現金を再投資した資産の価値が変
動し、証券の借入者に現金を返却する期日時点で返却
すべき金額未満に下落して貸出者に損失が生じるリス
クのことです。セキュリティ・レンディングの明確な
戦略と継続的なモニタリングを組み合わせれば、ポー
トフォリオのリターン拡大を目指す貸出者のリスク・
アペタイトと投資姿勢にセキュリティ・レンディング
をマッチさせることが可能です。
監督とモニタリング
セキュリティ・レンディングは国際的には、政策担当
者にとって重大な問題です。しかしながら、規制のほ
とんどはまだ最終決定されていません。規制当局は企
業独自の監督から世界的な規則への移行に次第に力を
入れるようになっており、あらゆる市場参加者に影響
を及ぼします。
英国の金融安定理事会（FSB）は、セキュリティ・レ
ンディングの規制において重要な調整役を果たしてい
ます。2013 年 8 月には「シャドーバンキングの監視
と規制の強化」の最終提言を公表しました。このレポー
トでは、性質別に 3 つのグループ（規制上の報告と市
場の透明性の改善、証券金融に対する規制およびセキュ
リティ・レンディング市場の構造面の改善）に提言を
分類しています。

リスクと機会
セキュリティ・レンディングは本来、比較的低リスク
の取引を意図していますが、経済危機と完全に無縁と
いうわけではありません。先般の市場イベントによっ
て、証券貸出者はセキュリティ・レンディングにも固
有のリスク・リターンの特性があり、他のあらゆる投
資判断と同じく、個々のレンディング取引の構造的特
徴に内在するリスクに応じて評価すべきであるとの認
識を新たにしました。しかし、貸出者は、レンディン
グ取引への参加のプランニングや執行、管理を周到に
することでセキュリティ・レンディング取引のリスク
を低減できます。
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この提言により、開示情報の拡大や最低証拠金の引き
上げが求められる可能性があります。オランダでは、
監督当局（オランダ中央銀行）が現在、セキュリティ・
レンディングのリスク管理の改善に向けた規制に取り
組んでいます。現時点では、年金基金などの貸出者を
具体的に対象とする規制の改正はほとんどありません。
しかし、バーゼルⅢで提案されている多くの流動性新
規制が銀行などのレンディング・エージェントに対し
て間接的に影響を及ぼします。

「セキュリティ・レンディング取引の実施に対して入念に考え抜いたアプローチを採用すれば、
有価証券の実質所有者がポー
トフォリオに本来備わっている価値と流動性を引き出すことができます。明確な戦略と継続的なモニタリングを組み合わ
せれば、ポートフォリオのリターン拡大を目指す貸出者のリスク・アペタイトと投資姿勢にセキュリティ・レンディングをマッ
チさせることができます」

ジェームズ・デイ、BNY グローバル担保サービス担当マネジング・ディレクター

この他のタイプの投資と同様、貸出者は継続的にセキュ
リティ・レンディング取引をモニターして、自身の目
的を達成し、リスク特性を想定範囲内に収めなければ
なりません。セキュリティ・レンディング取引のモニ
タリングは、以下の 3 つの主要分野を網羅すべきです。
1. レンディング取引のモニタリングには、カウンター
パーティの信用度、カウンターパーティの集中度、
貸出証券の市場価格、レンディング・エージェン
トの財務状況、様々なカウンターパーティに対す
る全社的エクスポージャーを網羅すること。
2. 担保のモニタリングでは、現金担保の投資戦略、
現金担保で買い入れた証券、投資ガイドライン、
証券担保を網羅すること。
3. パフォーマンス測定では、投資リターン、主たる
要因、取ったリスクをカバーすること。報告、デュー
デリジェンス・レビュー、レンディング・エージェ
ントとの継続的なコミュニケーションを行い、様々
なメトリクスを各分野においてレビューすること。
結論

要点 :
• リーマン・ブラザーズの破綻前と比較して、
世界におけるセキュリティ・レンディング取
引は半分以下に縮小しました。
• セキュリティ・レンディングの特性は大幅に
変わり、担保は現金から現金以外にシフト
し、リスク回避が強まっています。にもかか
わらず、セキュリティ・レンディングは市場
流動性をもたらし、市場の効率を改善して
います。
• セキュリティ・レンディングは担保管理技法
へと進化しました。また、様々なリスクを管
理し続けるためにリスク・モニタリング・プ
ログラムの設置が求められています。
• セキュリティ・レンディングに関する明確な
戦略と継続的なモニタリングを組み合わせ
れば、 ポートフォリオのリターン拡大を目
指す貸出者のリスク・アペタイトと投資姿勢
にセキュリティ・レンディングをマッチさせ
ることができます。

2007 〜 2008 年の金融危機を境に、セキュリティ・
レンディング市場の動きは大きく変わりました。グロー
バル市場における取引は大幅に縮小し、担保は現金か
ら現金以外へとシフトしています。貸出者は慎重にな
り、担保が現金以外の場合には厳しく選別するように
なりました。また、付随するリスクに対する理解も深
まっています。リスクと市場環境の変化を考慮し、セ
キュリティ・レンディングの明確な戦略に従い、継続
的に取引をモニタリングすれば、セキュリティ・レン
ディングは貸出者のリスク・アペタイトや投資方針に
応じてマネジメントでき、ひいてはポートフォリオの
リターンを拡大できるはずです。
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投資ファンドに
影響を及ぼす
新税制
オーストリア ルクセンブルク

スペイン

新しい税制が資産運用業界の姿を変えつつある今、
こうした来るべき変化と、熾烈な国際競争における
業界への影響について熟考することが重要です。
本稿では、新税制がオーストリア、ルクセンブルク、
スペインに対してどのようなインパクトと影響を与えるか
について紹介し、分析しますが、国外の資産運用
会社やプライベートバンキングの顧客にとって非常に
関連性が高いものです。
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オーストリア

オーストリアのファンドに適用される税申告の新制度
ノラ・エンゲル・カゼミ
（Nora Engel-Kazemi）
パートナー
金融サービス税務
デロイト

ロバート・ペイホフスキー
（Robert Pejhovsky）
パートナー
金融サービス税務
デロイト

税務申告の新制度は投資家に税優遇措置をもたらす半
面、ファンドやそのアドミニストレーターはこれまで
以上に幅広い税関係の情報をオーストリアの税務代理
人に提出しなければならなくなる可能性があります。
また、新制度はオーストリア管理銀行（OeKB）と国
内のファンド税務代理人との関係に大きな影響を与え
ます。さらに、2015 年 1 月 1 日以降、ある特定の
外国人投資家には、オーストリアにおける金利収入に
対して、ファンドから得た課税所得の一部として新し
い源泉徴収税が課されます。
オーストリア財務省（AMF）と管理銀行（OeKB）は
2014 年 5 月 5 日、国内における国内外のミューチュ
アルファンド、不動産投資ファンド、代替投資ファン
ドを対象とした税申告の新制度を発表しました。
新 申 告 制 度 は、 投 資 フ ァ ン ド の 国 内 税 務 代 理 人 と
OeKB の間の報告プロセスを変えることになります。
特に、以下のプロセスが導入されます。

• OeKB の ホ ー ム ペ ー ジ 上 で、 オ ー ス ト リ ア 内 の
複 数 の タ イ プ の 投 資 家（ 個 人、 法 人、 民 間 財 団 ）
の分配所得課税額ならびにみなし分配金課税額
（distribution deemed taxable）を公表
新しい申告プロセスは、分配所得とみなし分配金課税
額の算出に実質的な変化をもたらすことはありません。
しかし、オーストリアの税務代理人が通知しなければ
ならない申告コード（reporting code）の数は大幅
に増えます。現在では、みなし分配金課税額の申告に
ついては強制コード（mandatory code）6 つに加え、
9 つの任意コード（optional code）が設けられてい
ます。分配金の申告については、強制コード 4 つに加
えて、任意コードが 5 つあります。しかし将来的には、
ファンドが提示しなければならないコードが 60 前後
に増え、ミューチュアルファンド、不動産投資ファンド、
代替投資ファンドそれぞれで異なる可能性があります。

特定の強制コードが各ファンドに適用できず、大量
• み な し 分 配 所 得（deemed distribution income）
のゼロ申告が発生する事態を避けるため、財務省と
および分配金に対する資本収益税（KESt）算出の
OeKB は必須コードの数を減らす可能性もあります。
ため、国内外ファンドの国内税務代理人が課税基準
また、税務代理人、ファンド、アドミニストレーターが
を OeKB に申告する
負担するであろう事務作業を制限する狙いもあります。
• 申告期限（みなし分配所得に対する KES ｔは事業年
度終了から 7 カ月後、分配金に対する KES ｔは分 改正税申告制度は、遅くとも 2015 年 1 月 1 日以降
配日の 1 日前）
内に OeKB が KESt の税額を計算し、 開始する事業年度から適用されるはずです。したがっ
オーストリアの税務代理人の同意を得るために通達
て、2014 年 12 月 31 日以前に始まる事業年度の
分配金額とみなし分配金課税額の申告については、財
務省が 2014 年 7 月 17 日に発表した草案により、
現行の税申告制度が適用されます。

新申告制度は、投資ファンドの国内税務代
理人と OeKB の間の報告プロセスを変える
ことになります。
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加えて、財務省は前述した草案の中で、EU 貯蓄課税
指令（EUSD）の欧州源泉徴収税に関する規定で金利
収入と定められている収入のうち、オーストリアの金
利収入と認められるもので、2015 年 1 月 2 日以降
に特定の税法上の外国居住者がかかる収入を得た場合
には、資本収益税（KESt）として 25％が課されると
発表しました。オーストリアで保管口座を保有し、欧
州諸国以外に居住する税法上の外国個人居住者および
オーストリア外の居住法人で、オーストリアで適用さ
れる EUSD 規定の対象外となる場合には、新たな資
本収益税が適用されます。こうした金利収入を日次で、
および年間のみなし分配金または分配金の一部として
申告する予定のファンドは、2014 年 11 月 14 日ま
でに該当する KESt 額を OeKB に申告します。そのう
えで OeKB は、金利収入の申告を予定しているファン
ドとかかる KES ｔの一覧を公表することになります。
新しい申告コードは日次申告、年次申告、および分配
金の申告時に適用しなければなりません。日次額はファ
ンドないしアドミニストレーターが OeKB に申告し、
年次申告と分配金申告はファンドの国内税務代理人が
OeKB に行わなければなりません。
上述した新しい KESt 申告は任意であり、オーストリ
アの投資家の税申告とは関係ありません。
税務透明
（tax
transparent）ファンドまたは申告ファンドが外国人
投資家の新 KES ｔ税額を申告しないと決めた場合で
も、オーストリア投資家の税務透明性のステータスは
そのまま残ります。この場合、
（上述した）外国人投
資家がオーストリアの預託銀行にファンドの受益証券
を保有している場合、課税基準の総額に 25％の資本
収益税が課されます。二重課税防止条約の適用により、

改正税申告制度は、遅くとも 2015 年 1 月
1 日以降開始する事業年度から適用され
るはずです。
かかる投資家には、母国における課税額からこの税額
を控除する権利が認められており、オーストリアの資
本収益税のうち控除できない額については還付を申請
できます。ただし、これはオーストリアの源泉におい
て軽減措置がない場合であり、この点については、財
務省が今後、追加規定を公表すると発表しています。
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ルクセンブルク

ルクセンブルクが税の透明性と情報交換に関する
基準を導入
パスカル・ノエル
（Pascal Noël）
パートナー
クロスボーダー税務
デロイト

クリステル・ラルヒャー
（Christelle Larcher）
シニアマネジャー
クロスボーダー税務
デロイト

はじめに、情報交換の手法には 3 種類あることを説明
します。

2000 年代初めに設置された OECD のグローバル・
フォーラムは、税の透明性と情報交換に関する多国間
のフレームワークです。（OECD の加盟国、非加盟国
• 要請に基づく情報交換（依頼に基づく）
：ある国が別
にかかわらず）120 カ国以上が加盟するこのフォー
の国に対して、ケースバイケースで情報提供を要請
ラムは、世界でも有数の規模を誇る税務グループです。
する。
また、情報交換について国際的に合意に達した基準に
• 自動的情報交換：国同士が、予め合意した情報（所得、 照らして、各加盟国の遵守状況を評価するピア・レ
頻度、形式等）を自動的に交換する。
ビューを行っています。
• 自発的情報交換：事前の要請がない場合において、
ある国が知り得た情報を複数の状況下で別の国に提
供する。
ルクセンブルクは、上記の異なるタイプの情報交換を
実施するため、国際的レベル・欧州レベルの双方にお
いて行動を起こしました。
1. OECD の「税の透明性と情報交換に関するグロー
バル・フォーラム」を遵守するためにルクセンブルク

要請に基づく情報交換に関するピア・レビューは現在、
次のとおり段階別になっています。
• フェーズ 1：法制および規制のフレームワークに焦
点を当てる段階
• フェーズ 2：導入されているシステムの効率に焦点
を当てる段階
• フェーズ 3：情報交換の実施に対する継続的なモニ
タリングを徹底する段階（2016 年から開始）

が講じた対策
報道されたとおり、ルクセンブルクは 2013 年 11 月、 ピア・レビューのフェーズ 1 ならびにフェーズ 2 を踏
「税の透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラ
まえ、加盟国は情報の入手可能性、情報へのアクセス、
ム」
（以下、
「OECD のグローバル・フォーラム」）から「遵 情報交換に対する評定のほか、総合面に対する評定も
守していない」という評定を受けました。
受け取ります。
本稿では、ルクセンブルクが遵守に向けて実施した対
策について論じます。また、ルクセンブルクは推進中
の新たな対策や法規に基づいて、できる限り速やかに
再評定を行うよう求めていきます。万全を期すため、
まず OECD のグローバル・フォーラムについて少し説
明します。
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ルクセンブルクは 2011 年、フェーズ 1 を無事に通
過しました。ルクセンブルク政府が述べたとおり、こ
の評価が実施されたのは、ルクセンブルクが 2009 年
に要請に基づく情報交換に関する OECD の標準規定を
二重課税防止条約に盛り込むことを政治決定した直後
であり、この規定を二重課税防止条約に盛り込むよう
多くの国と積極的に交渉している最中でした。

2013 年 1、ルクセンブルクはフェーズ 2 を終えた段
階で総合評定として「遵守していない」という結果を
受けました。ここで注目すべきは、フェーズ 2 の対象
期間である 2009 年から 2011 年にかけては、ちょ
うど要請に基づく情報交換に関する新規定を構築して
いた時期と重なっていたことです 2。
1 つ目の問題点は無記名株の所有者の特定に関するも
のであり、それ以外には、他国との税務上の効果的な
情報交換に関する問題点があります。
無記名株式の所有者特定メカニズム
一部企業（株式会社（SA）
、欧州の会社（SE）、株式
合資会社（SCA））の株式は、無記名株式として発行
される場合があります。以前の制度では、この種の株
式保有者は企業の株主名簿には記載されていませんで
した。
OECD のグローバル・フォーラムは以下のように結論
「特定の状況下で情報を入手可能にするメカ
しました。
ニズムが並行してあるものの、あらゆる状況下で無記
名株式の所有者を特定する総合的な責務が整備されて
いない」

OECD の求めに沿う形で、ルクセンブルクは無記名株
式の所有者に関する情報入手について、新制度を提案
しました 3。
2014 年 8 月から始まる新制度の主なポイントは次
のとおりです。
• 無記名株式は存続する。投資ファンドなどを含む事
業体は、これまでに発行した／今後発行する無記名
株式をデポジタリに預け入れることが義務付けられ
た。
• かかるデポジタリは、当該制度を導入する法におい
て指定されたルクセンブルクのプロフェッショナル
（信用機関、認定弁護士、公認会計士等）でなければ
ならない。
• 所有権の根拠は、かかるデポジタリが保管する株主
名簿への登録をもって確立される。

1

OECD のグローバル ・フォーラムは 2013 年 11 月にジャカルタで開催された会議で、国際的に合意に達した情報交換の規定に照らした遵守
状況に対する評定のうち、最初の 50 法域の評定を採択した。

2

2010 年 3 月 17 日の法律により、要請に基づく情報交換に関する新規定が実質的にルクセンブルクで国内法制化された。にもかかわらず、
二重課税防止条約の批准に要する期間を加味したため、そのほとんどは 2011 年からの発効となった。(http://www.impotsdirects.public.
lu/conventions/conv̲vig/index.html)

3

無記名株式および無記名証券の流通停止（immobilising）に関する 2014 年 7 月 28 日の法律
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同条約は、評価と税徴収における締約国間のあらゆる
形式の行政同士の共働について定めています。
• 関連すると予見できる（foreseeably relevant）情
報を税務のために 3 つの手法（要請に基づく情報交
換、自発的情報交換、自動的情報交換）で交換する。
• 海外での税務調査への参加など、税務調査。
• 保全措置など、徴収を支援する。
• 文書を送達する。
• 関連するルクセンブルクの事業体の経営陣は、新制
度を遵守しなければ罰金を科せられる。
新制度が 2014 年 8 月に発効したため、既存の無記
名株式は、
• 18 カ月以内にデポジタリに預け入れなければ、消却
される。
• 6 カ月以内にデポジタリに預け入れない場合、かか
る株式に付与されている議決権と配当請求権を停止
する。
OECD の税務行政執行共助条約の導入
2013 年 5 月 29 日、 ル ク セ ン ブ ル ク は OECD の
「租税に関する相互行政支援に関する条約」（税務行政
執行共助条約）に調印しました。この共助条約 4 には
2013 年だけで 20 カ国以上が調印し、現在の調印国
は 60 カ国を超えています。
同条約はルクセンブルクでは、2014 年 11 月 1 日
に発効します。

自動的情報交換については、締約国はこの条約に基づ
いて情報を直接交換することはできません。自動的情
報交換の対象情報とその方法について、2 カ国以上の
締約国が別途、合意しなければなりません。
OECD は金融口座情報の自動的交換に関して、共通の
基準を策定しています。2014 年 7 月 21 日、OECD
はこの共通基準の草案第一号を公表しました。ルクセ
ンブルクは、このグローバル基準を速やかに導入する
ことに全力を注いでいます。
ルクセンブルクが締結した二重課税防止条約
ルクセンブルクは引き続き、要請に基づく情報交換に
関する OECD の標準規定を含め、二重課税防止条約の
交渉を続けています。
要請に基づく情報交換手順に関するルクセンブルクの
新法
OECD のグローバル・フォーラムは、特に次のように
「ルクセンブルクは、基準の遵守に向
推奨しています。
け、
「関連すると予見できる」の概念について解釈を見
直すべきです。また、権限を発揮して情報生成を強制し、
適宜、処罰も課すべきです」

同条約は、国際的な連携と国家間の税徴収を目指した
多国間条約です。

4

OECD の「Information Brief on the Multilateral Convention」
（2013 年 11 月）によると、
「 同条 約は OECD と欧 州 評 議 会が 共同で
1988 年に策定し、2010 年に議定書によって改正された。同条約は、あらゆる国にとって最優先事項である脱税と租税回避への取り組みに
おいて、税務協力体制がその形式にかかわらず、利用できる最も包括的な多国間協定である。2009 年 4 月にロンドンで開催された G20 サ
ミットにおいて、要請に基づく情報交換に関する国際基準に同条約を整合させ、あらゆる国家に開放して、特に途上国がより透明性の高い環境
に関してメリットを享受できるようにとの要請を受けて改正された。改正条約は 2011 年 6 月 1 日から調印可能となった。G20 は先ごろ、自
動的情報交換を情報交換の国際的な新税務基準とするよう求めており、これを受けて今日、同条約の重要性はますます高まっている」
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ルクセンブルクの税務当局は 2013 年 12 月 31 日に
通達を公表し、要請に基づく情報交換に関する一部概
念において採用する解釈を定めました。
•「関連すると予見できる情報」の概念 5
• 租税法規不遡及の原則 6
• ルクセンブルクの税務当局に提供されるデータの非
選別性 7
この通達において、ルクセンブルクの税務当局は関係
者の居住地に応じて、情報を要請する方法についても
定めています 8。
この税務通達は、要請に基づく情報交換に関する規定
をどう解釈すべきかについて、OECD が 2012 年 7
月 17 日付で公表した最新のコメントに沿ったもので
す。
さらにルクセンブルク政府は、要請に基づく情報交換
の手順に関する法案を議会に提出しました 9。
かかる法案の主なポイントは、次のとおりです。
• 当該手順は、ルクセンブルクが当事者となっている
様々な国際的な租税条約（租税協定、OECD の税務
行政執行共助条約（上記参照）、租税徴収の共助に関
する 2010 年欧州指令および租税分野における行政
共助に関する 2011 年欧州指令（後述する）を国内

5

ルクセンブルク政府は、要請に基づく情報
交換の手順に関する法案を議会に提出しま
した 9。
法制化する法律等）の 1 つに基づいて、別の法域か
ら受け取った、要請に基づく情報交換に対する要請
すべてに適用される。
• ルクセンブルクの税務当局は、外国法域の要請が適
用可能な条約または法律に正式に準じているかのみ
について検証する義務がある。準じている場合、ル
クセンブルクの税務当局は外国の要請を執行し、要
請された情報に関して履行命令通知をデータ所有者
に送付する。外国の要請は機密として認識され、デー
タ所有者には開示できない。
• デ ー タ 所 有 者 は、 履 行 命 令 通 知 か ら 1 カ 月 以 内
に、要請された情報を完全な形で、変更することな
く、ルクセンブルクの税務当局に提供する義務があ
る。提供される文書が第三者に関するデータを含む
場合、かかるデータを秘匿すべきではない。遵守し
ない場合（1 カ月以内の情報提供を拒否、または情
報の変更）は、25 万ユーロを上限とする罰金が科さ
れる可能性がある。

情報交換は、関連すると予見できる（vraisemblablement pertinents）情報について行うべきである。これは、証拠漁り（ﬁshing expedition）を防ぐための制限である。ルクセ
ンブルクはかかる通達において、関係者から関連性のありそうな情報を入手し、その後にかかる情報を吟味できる場合には、外国の要請を拒否しないと述べている。要請された「関
連すると予見できる」情報について、要請国が説明を提示した場合、ルクセンブルクは内在する検査または調査にかかる情報が無関係であると国内当局が推定したという理由で要請
を断ったり、要請された情報を提供しなかったりすべきではない。

6

ルクセンブルクが締結した二重課税防止条約は、共助条約が発効した翌暦年の 1 月 1 日をもって有効となる場合が多い。しかし、提出されるデータが共助条約の適用対象税年度の
課税所得決定に関係する限り、共助条約が発効する以前の年のデータを提出しても、租税法規不遡及の原則に反しない。通達では、要請された情報の提供をデータ所有者が拒否し
た場合に適用される処罰（最高 25 万ユーロの罰金）について言及していることに注意が必要。

7

外国の税務当局からの情報提供要請を受けてルクセンブルク税務当局が履行命令を発行し、データ保有者がこれを遵守するためにルクセンブルクの税務当局に提供するデータは完
全な形で提出し、いかなる変更も行ってはならない。データ所有者が要請された情報を完全な形で提供しない場合、または提供する情報の内容を変更する場合、ルクセンブルクの
税務当局は最高 25 万ユーロの罰金を科す。

8

この税務上の通達では、3 つの状況を想定している。
• 関係者がルクセンブルクに居住している場合、ルクセンブルク当局が当該関係者に要請書を直接送達する。
• 外国の税務当局が関係者に情報要請について知らせたくない場合、かかる要請はデータ所有者に直接送達される。
• かかるプロセスの関係者がルクセンブルク居住者ではあるものの要請書を受領していない場合、または関係者がルクセンブルクの居住者ではない場合、要請書はデータ所有者に
直接送達される。

9

法案第 6680 号
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• 要請されたデータには、適用可能な条約または法律
の発効以前のものも含めることができる。但し、要
請されたデータが、かかる条約または法律が発効し
た翌年以降の所得税の課税標準の決定に関連すると
予見できる場合に限る。
緊急の場合、またはかかる通知が要請法域の実施す
る調査の成果を損なう可能性がある場合、ルクセン
ブルクの管轄当局は、データ所有者である信用機関、
そのディレクターまたは従業員がかかる履行命令の
通達の存在およびその内容を関係する顧客または納
税者に開示することを阻止できる。これに従わなかっ
た場合、かかるデータ所有者は 25 万ユーロを上限
とする罰金を科される場合がある。

2. FATCA に関するルクセンブルクのアクション
2014 年 3 月 28 日、 ル ク セ ン ブ ル ク と 米 国 は
（IGA タイプ 1 は、
FATCA モデル 1 政府間協定（IGA）
相互および自動的な情報交換に基づく）ならびに両法
域間の国境を越えた税務コンプライアンスを改善する
覚書（MOU）を締結しました。
この協定は、2014 年最終四半期のルクセンブルク議
会の承認手続きを経て国内法制化されます。
この協定に基づき、米国およびルクセンブルクの税務
当局は、
米国市民および
ルクセンブルクの金
融機関が保有する米国市民の資産に関する情報を自動
的に情報交換することになります。

• 訴訟手続きは、要請に基づく情報交換に対する要請
の取り扱いを迅速化するため、一般的な手続きとは
異なる（つまり、提訴手続き期間は短く、特定の期
限内に判決を下すことが義務付けられる等）。

IGA 第 3 条（情報交換の期限と方法）に基づき、ルク
センブルクは、当該情報が関係する暦年の末日から 9
カ月以内に情報を交換することになります。

ルクセンブルク議会は、この法案が承認されるまでに
検討、協議し、必要な場合には修正しなければなりま
せん。

2014 年度に関係する最初の情報交換はルクセンブル
ク政府の通達を経て、2015 年 9 月以前に行われる予
定です 10。
外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）における
義務は、以下においても詳述されるはずです。
• ルクセンブルクの税務当局が発行する通達
• 業界ガイドライン。ルクセンブルク投資信託協会
（ALFI）はすでに自身のウェブサイト上に Q&A 文書
を公開。ルクセンブルク銀行協会（ABBL）は手引
書を発表。
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3. 欧州レベルにおけるルクセンブルクのアクション
欧州レベルにおけるアクションは、行政共助に関する
欧州指令ならびに欧州貯蓄指令に関係しています。
税務行政共助に関する欧州指令 2011/16/EU
EU 指令 2011/16/EU は EU 加盟国間の税務共助の
強化を目指すものであり、情報交換の 3 種類の方法（要
請に基づく情報交換、自動的情報交換、自発的情報交換）
について定めています。

現在、欧州貯蓄指令に基づいて、
26 加盟国が自動的に情報を交換して
います。

欧州貯蓄指令
2013 年 3 月 29 日付のルクセンブルク法は欧州指令
2005 年 7 月 に 適 用 可 能 と な っ た 欧 州 貯 蓄 指 令
2011/16/EU を国内法制化したものであり、2013
年 1 月 1 日から要請に基づく情報交換および自発的情 （EUSD）は、EU 加盟国に対して、ある EU 加盟国の
支払機関が別の加盟国に居住する個人（および「残余
報交換を導入しました。
事業体」と呼ぶ特定のタイプの事業体）に行った金利
欧州指令 2011/16/EU の残りの部分である、特定の 支払いに関する情報を自動的に交換するよう義務付け
所得タイプに関する EU 加盟国間の自動的情報交換に ています。
ついては、2014 年 3 月 26 日付のルクセンブルク法
で国内法制化されました 11。

現在、当該指令に基づいて、26 加盟国が自動的に情
報を交換しています。2 加盟国（オーストリアとルク
センブルク）は、
（かかる支払いの実質所有者が支払機
この法律に基づき、2015 年 (2014 年 1 月 1 日に
始まる税務年度に関する情報 ) から 12、ルクセンブル 関に対して、かかる源泉徴収税の代わりに情報の自動
的交換を求めない限りにおいて）自動的な情報交換の
クは 3 種類の所得（給与、役員報酬、年金）に関する
代替として 35％の利子源泉税を現在も適用していま
情報を自動的に提供します。
す。（スイスをはじめとする）複数の「第三国」および
2013 年 6 月、欧州委員会は当該指令の下で自動的に 「属領・自治領」（英領バージン諸島、ケイマン諸島、チャ
情報が交換される所得を追加（配当、キャピタルゲイン、 ンネル諸島）は、類似・同等の措置（つまり、利子源
ロイヤルティ等）し、範囲を拡大するよう提案しまし 泉税か自動的情報交換のいずれか）を取っています。
た。これは依然として提案であり、EU 全加盟国の政
治的承認を待っている段階です。しかし、貯蓄指令（以
下を参照）に関する現状を鑑みると、当該指令の範囲
は近い将来、拡大される可能性が高くなっています。

10
11

議会での質問第 378 号に対し、ルクセンブルク財務相が 2014 年 7 月 28 日に回答。
5 種類の所得が関わる：(I) 給与、(II) 役員報酬、(III) 年金、(IV) 不動産の所有および不動産所得、ならびに (V) 情報交換およびその他の類
似する措置に関する EU の他の法定文書で対象外となっている生命保険商品。
かかる欧州指令は、自国が他の EU 加盟国と自動的に情報交換するのはどのような所得に関する情報かを各加盟国に選定するよう求めている。

12

情報交換は定期的（少なくとも年に 1 回）に行われる。ルクセンブルクはいずれの年に関する情報であれ、遅くとも翌年の 6 月 30 日までに
提供することを約束している。たとえば 2014 年度に関する情報は、2015 年 6 月 30 日までに提供される。
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2014 年 3 月 18 日、ルクセンブルク政府は必要とな
る変更を国内法制化するための法案を議会に提出しま
した13。かかる法案に基づいて行われる最初の情報交
換は、2015 暦年については 2016 年 3 月 20 日が
期限となっています。
2014 年 3 月 20 日、ルクセンブルクとオーストリア
は（前述した第三国との公正な土俵維持に関して、十
分な保証が提供されたため）
、改正 EUSD の採択に対
する反対を取り下げました。前述したとおり、当該改
正指令は欧州理事会が 2014 年 3 月 24 日に採択し
ており、現行指令に次の改正点を盛り込んでいます。
• 債務の請求権（debt claim）に投資し、規制対象と
なっているあらゆるタイプの投資ファンドが当該指
令の対象となる。実際には、非 UCITS（パート II）
SICAV、特別投資ファンド（SIF）-SICAV、および
リスクキャピタル投資（SICAR）ファンドは、当該
指令の対象となる。

改 正 EUSD は 2008 年 以 降、EU で 法 制 化 が 進 ん
で い ま す（2014 年 3 月 24 日 に 欧 州 理 事 会 が 採
択）。改正法案の狙いは、現行指令で特定された抜け穴
をふさぐことです。EU 加盟国と「第三国」（現行指令
と同様の措置を導入したアンドラ、リヒテンシュタイ
ン、モナコ、サンマリノ、スイス）との間で公平な土
俵を維持するため、欧州委員会はこの 5 カ国に対して、
EU との協定を最新のものにして改正貯蓄指令の範囲
改訂を反映するとともに、OECD が策定し、G20 が
承認した自動的情報交換に関する単一の新グローバル
基準を早期採用者として導入することを約束するよう
求めました。

• 特定の生命保険商品は対象となる（特定のユニット
リンク型保険契約など）。2014 年 6 月 30 日以前
に締結された契約については適用除外条項の対象と
なる。
• 残余事業体の定義は、有効な課税の対象外となって
いる全 EU 事業体を対象とするために広げられる（現
行の当該指令の定義はより限定的）。実際には、EU
圏内の幅広い事業体、信託会社、財団および類似の
法的事業への支払（たとえば、ドイツの合資会社
（KG）、英国の有限責任組合（LP）、オランダの財団
（Stichting）、および複数加盟国の信託会社等への支
払）が報告対象となる。

• ブラックリストに収載されている EU 圏外の事業
体、信託会社、財団および類似の法的事業（たとえ
ば、バミューダ諸島の信託会社、香港の私的有限会社、
パナマの財団等）への支払いにはルックスルーの原
ルクセンブルクは 2013 年、独自の判断において、
則が適用される。
2015 年 1 月 1 日から EUSD のために、35％の利
子源泉税課税から自動的情報交換へと移行すると発表
EU 加 盟 国 は、2015 年 12 月 31 日 ま で に 改 正
しました。
EUSD を国内法制化し、2017 年 1 月 1 日から適用
これに伴いルクセンブルクは、EU に本籍のある個人 しなければなりません。
および残余事業体に対して支払われた利子（現在、適
用されている EUSD で定義されているものとする）に
関する情報を EU の他の加盟国と自動的に交換するこ
とになります。また、ルクセンブルクと二国間の貯蓄
課税条約（bilateral savings taxation agreement）
を結び、そのなかに相互主義条項がある属領・自治領
ともかかる情報を交換します。

13
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法案第 6668 号。

EUSD に関するルクセンブルクの動きは、G20 レベ
ルにおいて新基準として自動的情報交換を採択したこ
とに連動しています。また、FATCA や行政共助に関
する EU 指令、OECD の税務行政執行共助条約および
それに付随する自動的情報交換に関する共通の報告基
準といったその他の取り組みにも連動しています。

スペイン

税務の最新情報
ペドロ・デ・ラ・イグレシア
（Pedro De La Iglesia）
プリンシパル代理
税務
デロイト

2014 年 6 月、スペイン政府は一連の税法案を公表し、
2014 年 8 月に国会に提出しました。この法案は、現
時点では直接税に限定されているスペイン税制の大改
革の基調を定めるものとみなされています。この点に
おいては、公表された改正は主として個人所得税（PIT）
および法人所得税（CIT）に関するものですが、税務
コンプライアンスの促進ならびに改善を目指した措置
•
もあります。

これに対して、保有期間が 1 年を超える資産の売却
から生じたキャピタルゲインのみは「貯蓄収入の課
税基準」に合算できる。税法案では、この規定を改
正し、資産の保有期間にかかわらず、2015 年 1 月
1 日からはキャピタルゲインおよびキャピタルロス
は貯蓄収入の課税基準に合算することになる。
収入と損失の相殺。改正法案では、貯蓄収入の課税
基準に含まれる金利収入とキャピタルゲイン／キャ
ピタルロスの相殺に適用される規定に一定の柔軟性
が認められ、一定の規定の下において、債券などの
収益性資産から生じた収入／損失と株式投資および
株式ファンド、投資ファンドへの投資から生じた利
益／損失を相殺することが認められる。

提案されている税改正のほとんどは、2015 年 1 月 1
日から発効しますが、移行措置と免除規定もいくつか
あります。議会が一段の改正を施す可能性があるため、
法案のすべてが最終的に法として成立するかどうかに
ついては、現時点で一定の不透明性があります。しかし、
公表された規定の多くが現行法案に盛り込まれたのと • 配当の免除規定。新規定では、最高 1,500 ユーロ
同様の形で導入されると、ある程度見込まれています。
までの配当に対して現行法で適用されている免除規
定を廃止する。現行法においては、投資ファンドか
本稿では、個人所得税の課税対象となる投資家に焦点
らの配当には免除規定が適用されないため、税制改
を当てながら、資産運用業界に関連すると思われる改
革によって、法人による配当と投資ファンドによる
正法案のいくつかについて以下にまとめます。
配当に対する税制が同じとなる（つまり、免除規定
の廃止に伴い、いずれの配当も免除されなくなる）。
• 税率。PIT の基本的な現行体制を維持し、
「一般的な
課税基準」と「貯蓄収入の課税基準」に異なる税率
• 1994 年以前から所有していた資産のキャピタルゲ
を適用する「二重課税基準」とする。「一般的な課税
イン税軽減措置。税制改革により、1994 年以前か
基準」に適用される最高税率は 2015 年には 52％
ら所有していた資産の売却に伴うキャピタルゲイン
から 47％に、2016 年には 45％に下がる。ただ
に適用されていた、保有期間に基づく軽減税率を廃
し、新しい最高限界税率が適用される最低所得は大
止する。かかる軽減税率は現在も効力を有する経過
幅（17 万 5,000 ユーロから 6 万ユーロ）に引き
措置の結果、適用されているものであり、長期保有
下げられる。貯蓄収入に対する税率は 2015 年には
資産から生じるキャピタルゲインの課税対象額を減
27％から 24％に、続いて 2016 年には 23％まで
ずるものである。かかる規定は 2015 年 1 月 1 日
引き下げられる。加えて、貯蓄収入の最高税率が適
時点の売却から効力を持つため、公表された法案に
用される最低収入は 2 万 4,000 ユーロから 5 万ユー
よれば、2014 年中に生じたキャピタルゲインには
ロまで引き上げられる。
旧税制の軽減税率が引き続き適用される。
• 短期キャピタルゲイン。現行法においては、保有期
間が 1 年以下の資産の売却で生じたキャピタルゲイ
ンは「一般的な課税基準」として算出し、適用基準
に応じて最高限界税率が課される。
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• 長期貯蓄プラン。政府は、新しい貯蓄積立て手段を
発表した。その結果、「長期貯蓄プラン」と呼ばれる
商品が生まれた。これには、同プランに連動する銀
行預金または保険契約に投じた資金から生じた所得
の免除規定を伴う。ただし、少なくとも 5 年間の年
間投資額が最高 5,000 ユーロを超えないものとする。
• 年金プランへの掛け金。適格年金プランの掛け金は
引き続き控除対象と認められるが、控除が認められ
るのは年間最高 8,000 ユーロ（現在の上限は年間
1 万ユーロ）までとなる。
• 法人取引。新法案では、特定の法人取引に対する課
税措置が改正される。たとえば、投資家に無償で割
当てられる上場企業の優先新株引受権を売却した場
合には、権利の売却時点で課税対象となるため、か
かる投資の税務負担を減じるものとはならない（現
行税務措置）。
• 出国税。改正法案は、適用可能な個人の居住者が
一定の条件（例：ポートフォリオの総額が 400 万
ユーロ超、または出資比率が 25％超かつ市場価格
が 100 万ユーロを超える等）に該当した後に国外
に移住した場合、保有する有価証券・株式ならびに
集合投資事業の投資口に対する含み益（時価から税
務上の取得原価を差し引いた額に応じて算出）に出
国税を課す。しかし、居住地の変更が転勤によるもの、
または他の EU 加盟国または情報交換に関して効果
的な措置がスペインとの間で整っている国への移住
の場合には、一定の条件の下で軽減措置が適用される。
• CFC ルール。新法案では、これまで適用除外（セー
フハーバー）規定で保護されてきた一定の EU ビー
クルなど、個人の居住者が保有する被支配外国法人
に対する圧力が高まる。別の EU 加盟国に設立され
た外国法人に現在適用されている、CFC の適用除外
措置は税制改革で制限される。

46

CFC の適用除外には、当該外国法人が正当な事業
目的のために設立されたという条件（すでに適用さ
れている）を満たすだけでなく、当該外国法人が実
際の事業活動に携わっていなければならない。他の
EU 加盟国で設立された民間の投資ビークルが CFC
の租税回避防止措置に該当するのではないかという
論争が起きると懸念されている。
セーフハーバー規定において、欧州議会および欧州
理事会の指令 2009/65/EC の対象である集合投資
事業への適用を除外する（租税回避地に設置された
場合を除く）。

• 適格ファンドから生じた収益に対する課税繰り延べ
制度。最後に重要なポイントを挙げる。スペインの
個人居住者がスペイン籍のファンドおよび EU ベー
スの UCITS ファンドに投資する場合、税制改革では
基本的な税制を維持する。要件を満たす収益の再投
資に認められる課税繰り延べ制度（「traspaso」制度）
なども維持される。
つまり、最終投資家がスペインでの販売を目的として
登録された統一（harmonised）UCITS ファンドの受
益証券を保有しているものの、外国のカストディ口座
に預け入れている場合、
「traspaso」に関して適用可
能な新規定の文言は、スペイン国税局が 4 月 29 日付
の決定 V1196-14 で分析したものと同じとなります。
この決定は、スペイン国外の保管口座に資産を預け入
れている外国の資産運用会社とプライベートバンキン
グの顧客にとって非常に関連性が高いものです。
当該決定は、スペイン国外の保管口座に資産を預け入
れているという点自体は、スペインの課税繰り延べ制
度の適用可能性を認めないことにはならないとしなが
らも、スペインの税務当局はこの特定の文脈における
課税繰り延べ制度の適用について非常に厳密な要件を
定めています。このため、受益証券の申し込み／取得
および償還／売却の手続きに関する重要性が非常に高
まります。また、ファンドの販売者であるスペインの
事業体が課税繰り延べ制度で求められている関連税務
情報のスペイン税務当局への申告において主要な役割
を担うことを考慮すると、かかる事業体の役割の重要
性もかなりのものとなります。

概して、スペインの税務当局は、最終投資家がスペイ
ンの販売者に直接注文することを求めています。また、
対象となる受益証券の関わる取引において、スペイン
の販売者が中心的、必要かつ独占的役割を担うことも
求めています。この役割は、契約書上で文書化しなけ
ればなりません。課税繰り延べ制度適用における潜在
的な実務上の抜け道や抜け穴を回避するため、販売者
が関与することなく、対象証券の申し込みまたは譲渡
を行えないように手順を設計しなければなりません。
また、事業停止といった特殊な状況も考慮に入れなけ
ればなりません。

新規定では、最高 1,500 ユーロまでの
配当に対して現行法で適用されている
免除規定を廃止する。
スペイン国外の保管口座に資産を預け入れているスペ
イン居住者である顧客に課税繰り延べ制度を適用した
いと考える外国銀行および資産運用会社には、自社の
現行業務手順を見直し、スペインの税務当局が定めた
条件を遵守するスペインの販売者との業務手順を新し
く策定できるかどうかを判断するようお勧めします。
この他の関連ポイントで重要なものは次のとおりです。
• 法人所得税の税率は 2015 年に 30％から 28％に、
2016 年に 25％となる。新法人所得税法案は、現
行法規の大幅な改正とともに法制化される。
• 富裕税および相続税は、広義の税制改革に盛り込ま
れるとみられるが、発表された一連の税法案には入っ
ていない（なお広範囲の政治的合意が形成されてい
ない）。
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モーリシャス
インド洋に浮かぶ業務委託先

リナ・ハウ
（Lina How）
シニア・マネジャー
DTOS

リセット・リモラ - デュリュ
（Lissette Rimola-Durieu）
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

資産運用会社がマージン低下圧力に直面し続ける中、
ファンドの会計業 務や管理 業 務をモーリシャスに
アウトソースすることが得策となる可能性があります。

グローバル環境
先般の金融危機の結果、世界の資産運用業界は幾つか
のパラダイムシフトを経て、現在は新たな課題に直面
しています。同業界はみずからを再構築し、規制措置
や顧客の圧力、執拗な競争に順応するよう迫られてき
ました。金融センターには改革が導入されつつあり、
世界各国の政府は規則や規制の強化に動いています。
顧客は質の高い報告に加えて、より透明性の高いコス
ト構造、即時に対応できる知識豊富なスタッフを求め
ています。資産運用会社は巨額の投資を実施して、新
しい規制の実施・遵守、顧客に提出する情報の質と透
明性、迅速性の向上に対する圧力増大に対応せざるを
得なくなっています。

コストを抑制するため、資産運用会社は業務プロセス
を見直して非効率な点を特定し、自身の中核事業と中
核業務に集中しなければなりません。この点において
業界プレーヤーは新しい領域に適応し調査を行い、パ
フォーマンスと効率性に対して高まる期待に応えるに
ふさわしい価格競争力を備え規制に従った新しい法域
を見出すよう迫られています。米国や英国では、バッ
クオフィス業務のアウトソーシングは標準的手法とな
りました。欧州およびアジアの資産運用会社は、非中
核事業のアウトソースに向け次第に外部プロバイダー
に目を向けるようになっています。
アウトソースすると決定を下すのは、難しい場合があ
ります。しかし、モーリシャス島は難題に向かって立
ち上がり、資産運用業界の期待に応えるために独自の
価値提案を行う体制を整えています。
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業務プロセスをモーリシャスにアウトソースする数々
の利点
この四半世紀、モーリシャス政府は必要とされる原動
力をもって、自国に国際的な金融サービス業界を築く
ために有利な条件を整備してきました。その結果、同
業界は定評あるアウトソーシング先となっています。
金融サービス業界の監督機関は、モーリシャス中央銀
行（Bank of Mauritius、BOM）と金融サービス委員
会（Financial Services Commission、FSC） で す。
BOM があらゆる銀行サービスの監督を担当する一方、
FSC はノンバンクの金融機関とグローバル事業を総合
的に監督しています。FSC はプロセスと手順の簡素化
による国際基準の達成と、投資障壁の撤廃、サービス
提供の促進を目指しています。
BOM と FSC はいずれも監督と事業開発のバランスを
うまく取り、金融システムの健全性と安定性を促進・
徹底するために必要な安全措置を構築するため、モー

1
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リシャスを監督体制の整った、安全かつ透明性のある
金融センターにしました。法的枠組みと監督体制に関
する金融規制は、海外で認められているベスト・プラ
クティス基準に基づいています。こうした基準に加え
て、魅力的な財政体制、幅広い諸国との二国間租税条
約を兼ね備えるモーリシャスは、国際的な資産運用会
社がオフショアファンドを設定する地としても、ファ
ンドの会計業務や管理業務を委託するアウトソーシン
グ先としても、人気が高くなっています。
政治的、経済的な安定性
資産運用会社がモーリシャスを安全で信頼できる事業
運営拠点と考える主な根拠は、モーリシャスの政治的、
経済的な安全性にあります。モーリシャスは経済自由
度指数 1 で先ごろ世界 8 位、
（サハラ以南のアフリカ地
域諸国では 46 カ国中 1 位）にランクされました。ま
（Ease of
た、世界銀行の 2014 年「ビジネス環境」
Doing Business）の総合指数では、189 カ国・地域
中 20 位にランクされました。

ヘリテージ財団（貿易の自由度、事業の自由度、投資の自由度、財産権における状況を指数化している）www.heritage.org/index/

コストパフォーマンスの良いソリューション
モーリシャスのサービス提供コストも、コスト低減戦
略を追求する資産運用会社が得られる大きなメリット
です。実際、人件費や営業費、管理費、会計費、テク
ノロジー費用のコスト要素を基に判断すると、モーリ
シャスは非常に手ごろなアウトソーシング先です。以
下のグラフは、金融・会計サービスに関わる正社員 1
人当たりの営業費と人気の高いアウトソーシング先の
IT 費用を示しています。

金融サービス業界の監督機関は、モーリ
シャス 中 央 銀 行（Bank of Mauritius、
BOM）と金融サービス委員会（Financial
Services Commission、FSC）です。

金融・会計（F&A）コストの比較

IT 費用の比較

社外向けの F&A サービスに関わる正社員 1 人当たりの直接営業費

IT アプリケーション開発・保守に関わる正社員 1 人当たりの直接営業費

2012 年：正社員 1 人当たりの年間費用（単位：1,000 米ドル）

2012 年：正社員 1 人当たりの年間費用（単位：1,000 米ドル）
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チェコ

ポーランド

南アフリカ

モロッコ

ルーマニア

エジプト

モーリシャス チュニジア

ケニア

出所：Everest Group (2012)

モロッコ

ルーマニア ポーランド

チュニジア

南アフリカ モーリシャス

エジプト

インド

出所：Everest Group (2012)
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利便性の高い時間帯（GMT との時差は＋ 4 時間）
モーリシャスとグリニッジ標準時との時差は＋ 4 時間であるため、主要市場との業
務はその日のうちに終わらせられるというメリットがあります。資産運用会社が会
計とファンドの管理業務をモーリシャスにアウトソースすると、香港、シンガポール、
東京などの極東アジアの取引時間帯と欧米の取引時間帯をつなげられるほか、業界
標準となっているデイリー・プライシングが可能になります。
以下の表は、モーリシャスと英国間における純資産価額（NAV）の算出処理時間を
示したものです。モーリシャスに NAV の算出をアウトソースする場合、英国の資
産運用会社は NAV レポートを 4 時間早く手にすることができます。
NAV 算出処理時間

英国の
モーリシャスの
サービス
サービス
プロバイダ プロバイダー

3

ニューヨーク
証券取引所

2
NAVレポートの
リリースはT+1の
8:00（GMT）

1

NAVレポートの
リリースはT+1の
正午（GMT）

英国の
資産運用
会社

東京証券
取引所

1

出所：DTOS ／デロイト

適格なバイリンガルプロフェッショナル
適格な英語・仏語の二カ国語を操るバイリンガルプロフェッショナルが手ごろな人
件費で確保できることも、フランス語圏と英語圏の国々にとってはモーリシャスの
魅力です。モーリシャスのプロフェッショナルは言語能力を活用することで、顧客
を重視した付加価値のあるサービスを提供できます。
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1

Ｔ ― 資産運用会社が
ニューヨーク証券取引所と
東京証券取引所でトレード

2

Ｔ ― 東京証券取引所が
カストディアンレポートを
サービスプロバイダーに送信

3

Ｔ＋1 ― ニューヨーク証券取引所が
カストディアンレポートを
サービスプロバイダーに送信

近年モーリシャスは経済自由度指数 1 で世界 8 位、
（サハラ以南のアフリカ地域諸国では 46 カ国中
1 位）にランクされました。
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DTOS とのインタビュー
聞き手：リセット・リモラ - デュリュ
デロイト：DTOS は、どのような顧客にサービスを提

デロイト：2008 年以降、DTOS へのアウトソース業

供していますか。また、どのようなソリューションを提

務は大幅に増えていますか。2008 年以降、どのよう

供しているのですか。

な新サービスや新商品を開発しましたか。

DTOS の顧客基盤は盤石で多様性に富み、フォーチュ
ン 500 に 入 る 企 業 や 資 産 運 用 会 社、 フ ァ ミ リ ー オ
フィス、富裕層の個人などです。顧客の皆さんには、
DTOS が提供するサービスの品質を評価して頂いてい
ます。
DTOS は経験豊富であるため、今日の資産運用会社が
直面している課題やニーズを把握できます。また、顧
客のニーズに応えるために人員、プロセス、テクノロ
ジーという点からファンド・サービス部門を構築して
います。プライベートエクイティとオープンエンド型
投資信託の双方の設定を支援するとともに、そうした
ファンドのアドミニストレーターや会社秘書役の役割
を担っています。また、Ｔ＋１の NAV レポーティン
グや財務諸表の策定のほか、登記、税務、コンプライ
アンスのサービスを提供できます。

近年は実際、アウトソース業務が増えています。お客
様が自社業務の一部を DTOS にアウトソースする理由
は、いくつもあります。たとえば、DTOS の実績や経験、
専門性の高いスタッフが確保可能であること、サービ
スの質などです。DTOS は 1993 年の創業以降、絶
えず自社サービス群を検討し、お客様の期待に応えよ
うとしています。DTOS が現在、提供している金融の
アウトソーシング・サービスには、海外籍ファンドの
会計業務、NAV の算出、仕訳記帳、勘定照合、給与処
理、ローカル企業・多国籍企業の債務者・債権者管理
などがあります。
デロイト：DTOS を牽引している主な価値観は、どん
なものですか。

DTOS では、人材、プロセス、IT に対する投資を重視
しています。
社員の専門性育成が非常に重要だと考えていま
す。DTOS は 英 国 勅 許 会 計 士 協 会（ACCA） 認 定 の
雇用主（プラチナ）であり、イングランド・ウェー
ル ズ 勅 許 会 計 士 協 会（ICAEW） の 認 可 訓 練 雇 用 者
（Authorised Training Employer）として認定されて
います。DTOS には 160 人のプロフェッショナルが
おり、DTOS は ACCA や ICSA、ACA の資格取得へ
の支援を通じて社員のキャリア育成機会を提供してい
ます。
また、お客様に最高レベルのサービスを提供できるよ
う、絶えず業務プロセスを改善しています。DTOS は、
ISAE 3402 のタイプⅡの認定を受けているモーリ
シャスの数少ない認定企業の 1 社です。
スペシャリストファンド管理ソフトウェアなど、近代
的な IT インフラにも多額の資金を投じています。
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デロイト：DTOS は IT システムに多額の投資を行って
いるというお話でしたが、統合プロセスと復元プロセ

要点 :

スにおけるデータの完全性とセキュリティを守るため、
どのような対策を取っていますか。

私たちは、企業のパフォーマンスに影響を与える要素
の中で中核を成すのが、効率的かつ画期的な IT インフ
ラであると認識しています。DTOS では、継続的に IT
インフラに投資を行い、イノベーションや市場ニーズ
と足並みを揃えるとともに業務プロジェクトを支援し
ています。最先端のインフラ（先進のハードウェアや
ソフトウェア、高帯域幅の接続性、セキュアな IT 接続）
を備えているだけでなく、IT インフラは安全で円滑な
プラットフォームを提供すべきであると私たちは考え
ています。DTOS の IT インフラでは、災害復旧プラ
ンにシームレスなスイッチオーバー技術を、本格的な
事業継続計画に最小限のダウンタイムとグループ内の
オフサイト接続を組み入れているほか、セキュリティ
を強化した専用の FTP サーバーをインハウスでホス
ティングしているため、お客様は安全に大型ファイル
のアップロード／ダウンロードができます。
デロイト：お客様が直面している課題はどんなものだ

金融危機を受け、資産運用業界ではコスト低減
の方策として、非中核事業のアウトソースが際立
つ存在となっています。
アウトソーシングは複雑で議論を呼ぶ問題であ
るものの、モーリシャスは以下の数々のメリット
を提供しているため、資産運用会社の業務プロ
セスを受託する新興のアウトソーシング先として
のポジションを確立しました。
• 政治的、経済的な安定性
• 国際的に認められたベスト・プラクティス基
準に基づく金融規制
• 魅力的な財政制度
• 競争力の高いスタッフと営業費
• 利便性の高い時間帯（GMTとの時間差は
＋4時間）
• 適任のバイリンガル・スタッフ

と考えていますか。DTOS は、どのような画期的なソ
リューションを提供していますか。

お客様は様々な課題に直面しており、その中で最も厳
しい課題はコスト低減と利益率の拡大です。資産運用
会社は、投資リターンの確保と拡大が極めて難しいと
考えています。最善のコスト・シナリオを模索すると、
質の高いサービスの確保と迅速な処理時間という課題
にも直面します。DTOS はこのような新しい現実を理
解し、プロセス合理化を検討したうえで、節税効果と
透明性が最も高い仕組みを助言する専門チームを擁し
ており、最終的にお客様のお役に立てると考えています。

DTOS について
金融サービス委員会から事業免許を取得して 1993 年に創業した DTOS は、企業設立、企業・信託会社の管理業務、
ファンドの管理業務、会計業務、税務サービス、ウェルスマネジメント、第三者によるファンド会計、金融サー
ビスのアウトソーシング、ビジネスモデルの最適化といった幅広いプロフェッショナル・サービスを提供してい
ます。
DTOS は、モーリシャス証券取引所に上場している Ireland Blyth Limited（IBL）の子会社です。
http://www.dtos-mu.com/
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Target 2 Securities と
決済期間の T＋ 2 化
欧州のファンド販売における
課題とチャンス

ドミニク・ヴァルシエール
オリビエ・ポルテンセーニュ クリス・プライア - ウィリアード
（Dominique Valschaerts） （Olivier Portenseigne） （Chris Prior-Willeard）
最高経営責任者
最高商務責任者
最高経営責任者
Fundsquare S.A.
Fundsquare S.A
BNY メロン CSD SA/NV

ローレント・コレット
（Laurent Collet）
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

欧州におけるトレードとポストトレード情勢は、金融市場
統合の推進と単一市場の設立の観点から、大きく様変わ
りしました。欧州当局によると、金融市場の統合は競争
促進と仲介コスト低減につながる一方、シェア拡大とリス
クの分散も可能にします。欧州統合プロジェクトの中核
に位置するのが、Target 2 Securities（T2S）です。
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T2S による決済は、CSD や国法銀行、直接接続する
参加者を接続し、中央銀行マネー（まずはユーロから
始めるが、のちに他の通貨も対象となる可能性がある）
で構成されることになります。
T2S プ ロ ジ ェ ク ト に 密 接 に 関 連 す る CSD 規 制
（CSDR）は、欧州の証券決済のタイミングと処理だけ
でなく、決済処理のインフラを運用する CSD の監督
規則の集約も目指しています。
提案されている規則では、市場運営会社に譲渡性証券
のすべてをブックエントリー方式で表し、規制対象取
引所で取引する前に CSD に記録する義務を課してい
ます。
新 CSDR による最初の影響は、共通の決済日を取引日
後 2 営業日までとすることになります。決済の T ＋ 2
化は、2014 年 10 月から欧州全域で統一される計画
です。
ポストトレードのバリューチェーンにおけるこのよう
な構造的変化は、主要ステークホルダーの組織と業務
に対して直接影響を及ぼします。市場インフラ、カス
トディアン、資産運用会社は現在、このような動きに
合わせて、新しいビジネスモデルを準備しています。

T2S プロジェクトはゆっくりとではありますが、着実
に実現に向けて動いており、第一陣として証券決済機
関（CSD）が 2015 年までに新たな欧州決済プラッ
トフォームに統合しようと動き始めました。
クロスボーダー証券市場の効率性と安全性の向上を促
進 す る た め、2015 年 か ら 2017 年 に か け て、24
の欧州（ユーロ圏内外）CSD が共通の T2S プラット
フォームに接続します。T2S は証券決済コストの低減
だけでなく、市場参加者に担保の節減をももたらすこ
とを目指しています。先般の金融危機と新しい規制の
進展を受けて質の高い担保に対する需要が増加し続け
るなかで、このような節減効果は、市場参加者からま
すます戦略上必要不可欠と認識されるようになってい
ます。
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資産運用業界も、このような新しい環境に向けて準備
を進めています。T2S と T ＋ 2 化は、新しいビジネ
スチャンスでしょうか。プライマリーマーケット取引
にとっては、脅威でしょうか。資産運用業界にとって、
主な課題となるのはどのようなものでしょうか。以上
の様々な疑問点について話し合い、T2S ／ T ＋２環境
の欧州において、ファンドの販売をどのように体系づ
ければよいかについて深い洞察を得るため、デロイト
の戦略・オペレーション担当ディレクターのローレン
ト・コレットはクリス・プライア - ウィリアード氏
（BNY
メロン CSD の CEO）
、ドミニク・ヴァルシエール氏
（Fundsquare の CEO）
、オリビエ・ポルテンセーニュ
氏（Fundsquare の CCO）にインタビューしました。

デロイト：皆さんの 会 社では現在、新しい T2S 環 境
に向けて、どのように準備を進めていますか。

クリス・プライア - ウィリアード氏
当社では、長年にわたって T2S の準備を進めてきま
した。2010 年には T2S が欧州における当社事業の
変化を強く牽引する要因になると判断し、T2S その他
の要因を緊急検討事項に加えました。当社は業界と顧
客に対する T2S の啓蒙活動を先導しようと努めてい
るほか、あらゆるレベルにおいて、このプロジェクト
のガバナンスにも積極的に取り組んでいます。

• T2S はユーロ圏における取引後の決済を統合するが、
ルクセンブルクとアイルランドは現在、ファンドを
55 カ国以上で販売し、その販売範囲は欧州を大きく
超えて広がっている。また、ファンド持分の 50％
が欧州外で保有されている。
• T2S はユーロ建ての証券決済を促進するが、ファン
ド持分の 40％超がユーロ以外の通貨建てとなって
いる。ファンドの買い手は、複数のファンド決済モ
デルを利用するのか。

• ファンド持分の販売は、その他のタイプの証券と比
較して、販売によるところが大きいため、ファンド
当社の準備においては、
T2S の直接接続参加者（Direct
発行体は販売ネットワークの取り組みを監視するた
Connected Participant、
DCP）
、支払銀行（Payment
め、ネットワークの透明性が必要である。CSD モデ
Bank）となるよう積極的に取り組んでおり、当社の
ルの透明性の問題に関して、T2S はこれまで何ら解
CSD は現在 T2S 統合プランの第 4 陣に入っています。 決策をもたらしていない。
ドミニク・ヴァルシエール氏とオリビエ・ポルテンセー
ニュ氏
注文処理と決済の透明性を高め、標準化を推進しよう
という明らかなトレンドがあり、規制当局も強い意志
をもって臨んでいます。このため、クロスボーダー決
済のコストとリスクの低減に向け、欧州の証券ポスト
トレード市場では統合が進む見通しです。したがって、
欧州中央銀行は 28 の国内 CSD を活用しながら、ユー
ロ圏の統一証券決済システムの確立を目指して T2S
インフラを構築することを決定し、近々、これを実現
する見通しです。
欧州のクロスボーダー取引における 2 大中心地である
ルクセンブルクとアイルランドでは、プライマリーマー
ケットの下、いわゆるトランスファー・エージェント・
モデルが優勢となっています。両国の成功を支えてき
たのは主として、業務規定が商品、取引国、取引タイ
プ別に設定されているかどうかに関わらず、あらゆる
種類の規定に対処できるオープンで柔軟なモデルにあ
ります。

• T2S は決済の問題を解決するかもしれないが、もう
一つの問題が依然として残る。つまり、注文管理が
複雑なモデルの下で残ることになる。実際、プライ
マリーマーケットとクロスボーダー市場では、ファ
ンドの買い手は個々に各ファンドの登録簿やトラン
スファー・エージェントを確認しなければならず、
その複雑性とコストはなお高水準のままである。

欧州のクロスボーダー取引における 2 大
中心地であるルクセンブルクとアイルラ
ンドでは、プライマリーマーケットの下、
いわゆるトランスファー・エージェント・
モデルが優勢となっています。

T2S は銀行とカストディアンに、欧州における決済プ
ロセスを合理化・集約する多数の機会だけでなく、担
ファンド持分においては、T2S が成功するには複数の
保管理と流動性管理の最適化の機会ももたらします。
課題に答えを見出さなくてはなりません。主な課題は、 このような機会が生じるため、銀行とカストディアン
次のとおりです。
は T2S ソリューションへの移行に明確な意欲をかき
立てられる可能性があります。
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こうした課題と同時に好機が生じて一種の分裂症を
ファンド業界にもたらしているために、これまでのと
ころは今日の ICSD（国際証券決済機関）や CSD モ
デルほど、T2S モデルに需要が生じるかどうか、判断
が非常に難しくなっています。
Fundsquare はクロスボーダーのファンド販売を促す
ための市場インフラを目指しており、現在は T2S を
戦略的中核に据えています。また、T2S によって課題
と好機の両方がもたらされるため、Fundsquare はそ
の特質から、トランスファー・エージェントと CSD/
T2S の両分野から最高のものを引き出す統合原則に
則って、2 つを両立させようとしています。将来の業
務モデルと導入戦略は策定しましたが、この両分野を
今後も共存させようとすると、各分野とも見解やビジ
ネスモデル、経済利益が異なるため、導入の具体的段
階では間違いなく支障が出てくるでしょう。
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デロイト：重要な販売市場（特にフランスとドイツ）の
中には、国内 CSD が従 来、外国ファンドを引き寄せ
てきた市場もあります。T2S と新しい預託要件が重な
ると、この他の主要販売市場（英国、イタリア、スペイ
ン等）で同じような動きが誘発されると思いますか。

クリス・プライア - ウィリアード氏
いま指摘された点以外にも、この動きを誘発する強力
な引き金が幾つか存在すると私は考えています。たと
えば、ファンドを担保として利用しようという意欲が
膨らみ、その結果、従来のファンド決済プロセスが証
券市場のそれに近づかなくてはならなくなっています。
これに対して、T2S や CSDR のパスポート規定といっ
た変化が、こうした目標に向かう変化のペースを加速
させるでしょう。
ファンド市場は投資家主導であるため、担保や規制コ
ンプライアンスについては、市場が投資家の要求に従
う形となるでしょう。英国はユーロを導入していませ
んし、T2S にもこれまで参加していないという点で当
然、他の国とは違います。

ドミニク・ヴァルシエール氏とオリビエ・ポルテンセー
ニュ氏
フランスとドイツは従来から内向きの市場です。つま
り、国境を越えて販売しようという試みがある程度見
られたものの、国内ファンドが国内で販売されている
状況です。とはいえ、実際には、フランスやドイツで
すでに国境を越えて販売されているファンドは事実上、
T2S の対象となります。このような非常に強力な 2
つの国内市場に対して、ファンド持分に関して言えば、
非常に成熟した 2 つの CSD がそれぞれサービスを提
供しています。その 2 社とはユーロクリアとクリアス
トリームであり、それぞれの市場が T2S への統合で
期待するものを間違いなく実現させることができるで
しょう。
英国、イタリア、スペインはバックグラウンドや歴史
が異なり、ルクセンブルクとアイルランドに非常によ
く似ています。つまり、トランスファー・エージェン
ト主導のモデルです。このため、これらの市場ではフ
ランスやドイツと同じ傾向は見られないかもしれませ
ん。ファンドの買い手はトランスファー・エージェン
トを直接利用したり、ICSD や仲介プラットフォーム
を利用したりすることに慣れているのです。

ファンド市場は投資家主導であるため、
担保や規制コンプライアンスについては、
市場が投資家の要求に従う形となるで
しょう。
性があります。主な成功要因は、（T2S が提供する）
純然たる決済サービスだけでなく、資産管理サービス
や注文管理など、決済以外のサービスをどの程度提供
できるかにかかっています。ファンドの買い手が T2S
モデルに移行し、その付加価値を得られれば、それを
きっかけとして T2S に成功がもたらされるでしょう。
このため、ファンドの買い手は顧客にしかるべきサー
ビスを提供するため、T2S によって得られる決済効率
と CSD に求めるその他の全サービスを吟味して、利
点を生かさなければなりません。この段階で、ICSD
や CSD が提供するサービスの幅と範囲を検討すると、
ファンド持分に関して言えば、サービスのコストと品
質の兼ね合いからあらゆる要件を満たす最適モデルは
ありません。

T2S に伴い、競争激化と CSD の業界再編が進む可能
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私たちの意見では、ICSD、CSD/T2S、そして TA モ
デルは長期的に共存し続けますし、1 つのモデルが支
配的になる可能性は小さいでしょう。だからこそ私た
ちは、あらゆるニーズを融合させる連携モデルを推奨
しているのです。

ファンドの買い手が T2S モデルに移行し、
その付加価値を得られれば、それをきっか
けとして T2S に成功がもたらされるでしょう。

デロイト：今後数年間でカストディのビジネスはどのよ
うに変わるとお考えですか。

クリス・プライア - ウィリアード氏
特に欧米における新規制など、世界的な金融危機後の
影響が明確になっていくため、カストディにとって今
後数年はいくぶんダイナミックな時期になります。新
しい資本規制や中央銀行マネーと民間銀行マネーの区
分など、従来モデルにとって大きな課題となる実例は
数々あります。将来、成功するにはある程度の機動性
と柔軟性が求められるだけでなく、市場で直接、間接
的に関与するために顧客に対して幅広い代替案を用意
することも必要です。BNY メロン CSD は、その最た
る例です。

デロイト：あなたのご意見では、欧州のファンドの取引
環境で T2S の全面適用を阻んでいる主な要因は何で

デロイト：T2S の 1 件当たり決済手数料である 0.15

すか。欧州のファンド取引環境において、T2S がどこ

ユーロは、現行のファンドのプライシングモデルに影響

まで発展するか不透明であることを勘案して、御社は

を与えますか。

向こう 3 年間、T2S に関してどのような立場を取って
いますか。

ドミニク・ヴァルシエール氏とオリビエ・ポルテンセー
ニュ氏

クリス・プライア - ウィリアード氏

クロスボーダーのファンド販売では、あらゆるレベル
において極めて多くの仲介者が介在しています。この

T2S でファンドを全面適用するには、ファンド証券と
ファンドユニットが T2S に参加する 1 つ以上の CSD
の決済資格を満たし、承認されなければならないため、
実質的に「T2S 証券」に形態を変えなくてはなりませ
ん。これは当然、処理機能の上流に影響を及ぼします。
T2S は、ミューチュアルファンドを念頭に置いて設計
されていません。後になってファンドが対象となった
ため、T2S プロセスは特にファンドに向いているとい
うわけではありません。
また、T2S では決済体制の統合を目指していますが、
その範囲は、たとえば投資ファンドに関連する税務や
会計、法的規定までは拡大されていません。

ため、決済プロセスで役割を果たしているあらゆる層
を合算すれば、決済の合計コストは 0.15 ユーロでは
ないかもしれません。
トランスファー・エージェントは、決済を CSD タイ
プや、さらに重要性の高い T2S にすることは、次の
理由から、トランスファー・エージェント・モデルで
は存在しない、あるいは存在しなかった新しい種類の
コストが生じると主張することになるでしょう。利用
しているトランスファー・エージェントが銀行でない
場合、ファンドは外部の決済銀行を通じて中央銀行マ
ネーにアクセスしなければならず、コストが生じる新
たな階層が生じるためです。
DVP 決済指図は、ファンド／トランスファー・エージェ
ントとファンドの買い手の間で直接決済するよりコス
トがかかります。というのも、CSD でキャッシュと証
券口座を保有するコストがかかるうえに、指図のコス
トも必要だからです。
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同時に、CSD は決済を T2S のインフラにアウトソー
スする形となるため、CSD 自体は T2S に賛成してい
るわけではないということを忘れてはなりません。つ
まり、こうした CSD は現在の収益のかなりの部分を
失うため、何とかして他の方法で補わなければなりま
せん。つまり、CSD が T2S による決済でサービスを
最小限に抑制したために、顧客がこうしたサービスに
移行しないといった状況や、CSD が他のサービスの手
数料を引き上げるといった状況も考えられます。
結局のところ、CSD であれトランスファー・エージェ
ントであれ、このようなプレーヤーはいずれも、コス
トを引き下げないためにもっともな理由を見出すで
しょう。そうした場合、ファンド業界にとっては不利
益となります。このため、各商品、各サービスの買い
手は自身が受けているサービスの対価に対してしっか
り注意を払い、T2S があらゆる方面にメリットをもた
らすようにしなければなりません。
デ ロ イ ト：UCITS V、UCITS VI、AIFMD、EMIR、
MiFID2 といった規制の枠組みによって、資産運用業
界の展望は再構築されつつあります。皆さんは 2016
年には、どのような状況になっているとお考えですか。

ドミニク・ヴァルシエール氏とオリビエ・ポルテンセー
ニュ氏
ファンド業界は総じて、大きな課題に直面していま
す。こうした課題は現在の規制圧力や、他の商品（ETF、
銀行商品、保険商品、国内商品等）との競争激化に関
係しています。また、年金でも活用すべき独特な投資
商品の 1 つでありながら、市場に対して約束を果たす
ことが難しいという点にも関係しています。
このため私たちは競争力とコスト効率を高めるため、
ファンド業界が全体として、新しいモデルや枠組みを
構築する必要性を認識しなければならないと考えてい
ます。実際、販売と運営に関わるコストは、他の国内
市場を大きく上回っています。国内モデルとクロスボー
ダー・モデルが完全に同等というわけではありません
が、連携を推進する必要があります。また、こうした
業務に関わるあらゆるプレーヤーにとって、標準化と
手数料に関する競争条件の平準化が明らかに必要です。
というのも今日では、同様に遂行すべきコモディティ
業務では価値を生む余地が明らかにないからです。典
型的な業務例としては、KYC（顧客確認）
、オーダー・
ルーティング、決済、クロスボーダー・ファンドの登録、
ファンドデータの収集と配布、販売者への文書等があ
ります。
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このような協力的かつ革新的な枠組みやモデルを構築
すれば、プレーヤーはより付加価値の高いサービス（販
売支援、顧客関係、新商品）に資金とリソースを配置
できるようになり、ひいては、他の業界と比較した場
合のファンド業界の競争力に新たな機会をもたらすは
ずです。また、透明性や投資家保護に関する規制当局
の懸念に明快な回答をもたらすだけでなく、複数の個
別対応モデルより、インフラを利用するモデルへとファ
ンドを移行させたい当局の意向に沿うものであること
は間違いありません。
デロイト：たとえば、UCITS のクロスボーダー取引の
関係者が、T2S ／ T2 は現行ビジネスに何ら影響しな
いと言ったとしたら、何と言いますか。

クリス・プライア - ウィリアード氏
考えが甘いですね。もう後戻りはできません。T2S は
現実であり、政治的、商業的に多大な支援を得ている
ということが重要です。T2S プロジェクトは、国際的
な競争力という目標を掲げる欧州市場の一大構想の一
端を担っています。仮に、こうした変化の結果、実質
所有者にメリットがもたらされるとすれば、その行く
手に立ちはだかるには相当な勇気が必要です。
ドミニク・ヴァルシエール氏とオリビエ・ポルテンセー
ニュ氏
T2S は短期的には影響を及ぼさないかもしれませんし、
純粋に業務モデルの視点から見れば、現行の CSD ／
ICSD 決済モデルと非常に似通っているでしょう。し
かし、関係者は T2S をはじめとする新構想や規制改
革の真髄を肝に銘じるべきです。
このような改革の真髄は投資家保護を推進して透明性
を高め、コストを低減することにあります。つまり、
このような壮大な目標を実現するため、あらゆるレベ
ルのあらゆるプレーヤーは自身のビジネスモデルの見
直しに着手しなければなりません。非効率の上に成り
立つ収益性という考え方は長期間は持続しませんし、
企業は、価格に見合う価値をますます示さなくてはな
りません。
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デロイト：DTCC は、ユニット型投資信託などの決済

デ ロイト：今 後、CSD は究 極 的に安 全な 場でしょう

サイクルとしてＴ＋２を推 奨すると発 表し、Ｔ＋１の可

か。証券ビジネスでは必ず、証券決済システム（SSS）

能性についても触れています。これに対して欧州では、 を利 用しなければならないのでしょうか。AIFMD や
同じ商品の決 済はＴ＋３であり続けています。欧 州に

UCITS V によれば、決 済システムを運 用し、口座開

とって、DTCC の動きはチャンスでしょうか、それとも

設時の入金（initial crediting）を通じて証券を振替決

脅威でしょうか。米国と EU でこれほどアプローチが

済システムに記録し、証券口座の提供・維持を最高レ

違うのはなぜですか。英国はどのように認識していま

ベルで行えば、カストディ業務の委託とみなすべきで

すか。

はありません。

クリス・プライア - ウィリアード氏

クリス・プライア - ウィリアード氏

米国の国内市場と決済期間が異なる市場は、程度の差
こそあれ、ほぼ全世界に広がっています。これは、資

CSD がどのように規制されているかを見ても、本来
CSD は安全です。CSD を評価するベンチマークを提

本市場の規模や範囲、厚みにおいて米国が有利である
と同時に、隔たりを埋めるために開発された ADR の
ような商品が成功したことが大いに関係しています。
しかし、米国でペーパーレス化が着実に進み、全体的
にテクノロジーが導入されていることから、その差は
縮小しています。

供している支払決済システム委員会（CPSS）と証券
監督者国際機構（IOSCO）の枠組みでは、恣意的に判
断できる余地がほとんどありません。また、CSD 規制
でさらに厳格化される見通しです。このため、証券取
引の資金決済部分で中央銀行マネーを使う CSD には
適切なガバナンスだけでなく、決済ファイナリティ指
令などの包括的な規則を導入する効率的な技術プラッ
DTCC は長年、欧州に対して意欲を示していましたが、 トフォームが整備されており、従来モデルの解釈を上
今までのところ覚書（MOU）を幾つか結んだという最
回るメリットを実際に提供しています。
近の発表を除けば、大きな成果を上げていません。
適切な資本と経験豊富な経営陣がいれば、万全です。

要点 :
• ポストトレード処理の新しい姿は25の国内市
場の寄せ集めから、決済と担保管理の平等な
統一環境へと移行します。
• 金融機関は自身の資産管理ビジネスモデルの
現状を見直し、規制の枠組みを有効活用し、
欧州市場の新しいインフラ環境の利点を生か
す、絶好の機会を迎えています。

• T2Sの新しい環境の下、単一のカウンターパー
ティ（CSDまたはカストディアン）から欧州の
様々な国内市場にアクセスする新しいチャンス
が生じます。
• カストディアンはT2Sと担保管理サービスに
直接アクセスすることにより、次第に資産管理
サービスのワンストップ・ショップとしての体制
を整えつつあります。

65

MiFID II
変化を迎える金融商品の販売情勢
マルタ・オネロ
（Marta Onero）
法務グローバル・ヘッド
Allfunds Bank International S.A

ハイメ・ペレ - マウラ
（Jaime Perez-Maura）
事業開発担当ディレクター
Allfunds Bank International S.A

カラム・マッカーシー卿が 2006 年にグレンイーグルスで行った
演説 1 が英国の個人向け金融商品販売に最大の改革を招く
と、誰が予想したでしょうか。また、その 8 年後には、個人
投資家向け販売という視点から MiFID II を大いに促す誘因
や情報源になろうとは、誰にも予測できませんでした。
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マッカーシー卿がコミッション主導による商品販売と MiFID II の解釈は加盟国に委ねられており、すでに
顧客の適合性との間には必然的に対立関係が生じると 解釈のばらつきが見受けられます。英国のリテール金
説得力あふれる説を展開した時、それは「歴史に残る
融商品販売制度改革（Retail Distribution Review、
名場面」の一つであり、多くの人にひらめきをもたら RDR）がその極端な例であり、RDR では、誘因報酬
しました。当然ですがこの演説は、独立系フィナンシャ （inducement）の全面禁止のほか、投資アドバイスの
ル・アドバイザー（Independent Financial Adviser、 専門性向上を目指した技能資格に関して非常に細かい
IFA）のチャネルの売上比率が他のほとんどの欧州市 規定が定められています。
場より突出している英国に特に向けられたものでし
た。しかし、その考え方は今や EU レベルでも認識され、 MiFID II にとってもう一つの課題は、欧州全域で採用
重視されています。
されている幅広い販売モデルへの対応であり、多様な
モデルを反映させるのが難しい状況です。MiFID II で
MiFID II の対象範囲は販売だけにとどまらず、膨大 は生産者が生産し、販売者が販売するという単純な図
なテーマに及んでいます。これは準備に長期間を要し、 式を想定しており、B2B プラットフォームなど、販
あらゆるテーマが少しずつ盛り込まれ、多くの「料理人」 売者にはサービス円滑化のためのアクセスを提供する
を巻き込んでいるため、
「パエリア指令」と呼ばれてい
役割があるという考え方を見落としています。スペイ
ます。しかし最終的には、
「うまく」いくはずです。欧 ンでは販売は投資アドバイスと別個のものであると考
州の投資家に提供されるリテール貯蓄商品や投資商品 えられている一方、イタリアでは、販売サービスは生
の販売方法に影響を与える条項を突き止めるには、指 産者に対するエージェンシーの役割のうちの「紹介」
令を徹底的に読み込まなければなりません。そうした （placement）に分類されています。また、MiFID II
条項以外は読みたくないという方は、第 24 条を読む
は UCITS や AIFMD といった、既存の指令の対象範
といいでしょう。この条項は通称「ジャック・バウアー」 囲にも踏み込んでいます。
条項と呼ばれ、ダークプールやコモディティ・デリバ
ティブ、高頻度取引の中に埋もれています。しかし、ちょ
うどこの条項と同じ数字をタイトルに冠する TV ドラ
マ「24 -TWENTY FOUR-」の主人公と同様、この条
項も欧州の販売環境に対して同等の破壊力を発揮する
可能性があります。
1

英国の金融サービス機構（FSA）会長（当時）だったカラム・マッカーシー卿が、グレンイーグルスで 2006 年 9 月 16 日に貯蓄・年金業界サミッ
トの席上で行った演説。
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したがって、しかるべき落としどころを見出すのが明
らかに難しい状態です。しかし、政策担当者が最終的
に目指す第一の目標は個人投資家に販売する時点で適
切なセーフガードを設けることであり、消費者の信頼
を取り戻すことにあります。本稿では、MiFID II の次
のポイントにのみ焦点を当てます。
• 政策担当者が実現しようとしていることは何か、そ
して、なぜそれを実現しようとしているのか
• MiFID II で定められている販売面のキーポイント
• MiFID II が欧州全域の販売において何を意味するか
背景 ― MiFID II の販売規定を誘発した要因
欧州委員会の中心テーマは消費者保護であり、MiFID
II では、提供されるサービスや商品の複雑さの増大に
対処し、消費者利益の保護を徹底しようとしていま
す。販売に関する議論のほとんどは、商品プロバイダー
が販売者に支払う「誘因報酬」が顧客の適合性より
も、商品の売り込みを重視する姿勢につながっている
という点に集中しています。欧州委員会は（英国と同
様）この点をあらゆる販売モデルに対して適用すべき
か、それとも独立アドバイザー・モデルにのみ適用し、
リベートが認められている場合には透明性や情報開示
を巡る細かい規定で折り合いをつけるべきか検討しま
した。最終的に、全面禁止は一部市場には影響が大き
すぎ、結果的に個人投資家の多数がアドバイスを得ら
れなくなる可能性が高いと判断されました。

MiFID II にとってもう一つの課題は、
欧州全域で採用されている幅広い
販売モデルへの対応であり、多様な
モデルを反映させるのが難しい状況
です。
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MiFID II 本文と ESMA のコンサルテーション・ペー
パーで把握しておくべき点 ― キーポイント
販売環境に対する影響と潜在的インパクトに関する議
論を組み立てるため、以下に最も関連性の高いポイン
トをまとめました。
• 主たる原則 ― 投資会社は、
- 常に顧客の最善の利益のために行動しなければな
らない
- アドバイス料を開示しなければならない
- アドバイスの根拠を明確にし、説明しなければな
らない
- アドバイス担当スタッフに能力評価を実施しなけ
ればならない
• 独立アドバイスと一任運用に対する誘因報酬の禁止
• 投資アドバイスの有無にかかわらず、全手数料を顧
客に細かく開示する
• 独立アドバイスの定義 ― 緊密に関係していない事業
体である商品プロバイダーを十分に幅広く評価する
ことが基本的に必要
• 投資アドバイス付随モデルと執行に限定した
（execution-only）モデルを区別

• 複 雑 な 商 品（ ス ト ラ ク チ ャ ー ド UCITS お よ び 非
UCITS のストラクチャード商品等）は、投資アドバ
イスが付随する商品のみで提供される
• 保険契約でパッケージされる投資商品にも同様の投
資家保護策を適用すべきだが、適用すべき詳細規定
はなお策定中である
この指令は、MiFID で定められている投資会社の義務
「誠実かつ公正にプロフェッショナルとして…顧客の最
善の利益のために行動する」を反映していますが、欧

州証券市場監督局（ESMA）はこの定義を一段と深め
るべく、現在、詳細に規定することを提案しています。
明確かつ不明瞭なところがない原則にこのような過度
の規定を上乗せすると、不注意による違反の増加を招
くばかりか、イノベーションの芽を摘み、低レベルの
商品を生むことになりかねず、いずれも消費者の最善
の利益につながりません。規定によって細かく管理す
るより、基本的原則の中核が損なわれた場合に早期の
事例を幾つか取り上げて、抑止力として制裁を科すほ
うが上策です。
これにより、販売環境はどう変わるか
一般的に予測されているのは、以下の 3 つです。
神話その 1：多数の独立系フィナンシャル・アドバイ
ザー（IFA）が業界から姿を消す。

現実：業界から姿を消す IFA はえてして、長年リベー

トを食い漁ってきたコミッション中毒者であり、アド
バイザーというよりセールスマンや押し売りに近い人
種です。マッカーシー卿がくだんの演説で激しく非難
したのはこの種の IFA であり、同氏の例えを借りる
なら、彼らは「出帆港で受刑者を船に乗せれば乗せた
だけ給与が増える船長」です。これに対して新しいモ
デルでは、到着港での成果に基づいて給与を決めるよ
う求めています。このようなアドバイザーの顧客は
往々にして、「アドバイス」に対して自分が一体どの
くらいの対価を支払っているのか、見当もついていま
せん。MiFID II が「誘因報酬」という用語を使ってい
るのは、偶然ではありません。KID に収載されてい
る EU Memo 14/2992 では、非常に高齢の個人投
資家に 12 年物債券が販売されていたことを、ある加
盟国のオンブズマンが確認した事例が紹介されていま
す。また、別の加盟国では、消費者の 50 〜 80％が
長期投資商品を早期に解約しているとの調査結果があ
り、そもそも適合性を欠いていたことが示唆されてい
ます。最新の商品コミッションを漁って、顧客に必要
以上に売買を繰り返させていた IFA によって業界の評
判は落ちました。能力基準に関する新しい方針も、当
初は IFA の人数減少を招くでしょう。
率直に言って、このような「アドバイザー」が姿を消
すことは、この指令によってもたらされる歓迎すべき
成果です。
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神話その 2：IFA はもっぱら中程度〜巨額の資産を有す

る個人富裕層に的を絞るため、資産ポートフォリオが
比較的小さい個人投資家はアドバイス料を支払えなく
なったり、アドバイスを得られなくなったりする。
現実：かかる顧客が過去にアドバイザーを利用した場

合、今後もアドバイスに対して対価を支払うだろうが、
おそらくはその金額を把握していないだろう。
「アドバ
イス」はえてしてとらえどころがなく、総じてトレイル・
コミッションで支払われる。こうした顧客の多くは継
続的にアドバイスを受けておらず、その「アドバイザー」
にも二度と会わないことが多い。アドバイザーにとっ
てここで非常に難しいのは、今後は実際のアドバイス
料について説明し、明確なアドバイス料を課さなくて
はならなくなるということである。そのうえで顧客は、
認識したアドバイスの価値に基づいてそのアドバイス・
フィーが見合っているかどうかを判断しなくてはなら
ない。
一定額（おそらく 7 万 5,000 ユーロ程度）未満のポー
トフォリオについては、モデル（コミッション主導型
あるいは投資家から徴収するフィー主導型か）にかか
わらず、上昇した（上昇しない可能性もある）利回
りに対してアドバイス料が見合っているかどうかを判
断することは簡単ではありません。このような顧客は
おそらく、適合性についてガイドし、適切な投資商品
2

の選択肢に導いてくれる執行に限定した（executiononly）プラットフォームを利用したほうが得策かもしれ
ません。
投資アドバイスの提供はいまや法律アドバイスの提供
と同様、専門的な業務であると認識しなければなりま
せん。資格の取得や法定義務によってスキル向上を図
ることが必須条件です。そうすればアドバイスはたど
り着くべき場所、つまり複雑で付加価値の高いポート
フォリオにたどり着くでしょう。個人貯蓄口座（ISA）
で投資する商品にはアドバイス料を支払うべきではあ
りません。これは、駐車違反の罰金に対して弁護士を
依頼する人がいないのと同じことです。
MiFID の開示義務は漠然としすぎていて、
加盟国やチャ
ネルによって実務が異なります。個人投資家は長期に
わたって、アドバイス料は無料だという印象を抱いて
きました。これは、商品プロバイダーからのコミッショ
ンでアドバイス料が支払われているとアドバイザーが
説明する場合が多かったためです。これは事実には相
違ありませんが、透明性の高い情報開示とは言えませ
ん。したがって問題は支払能力の問題ではなく、新し
い事実の発覚であり、多くの顧客が無料のアドバイス
料は結局、自身にとって不利であったと気づくことに
なります。

European Commission Memo 14/299, on Key Information Documents (KIDs) for packaged retail investment and insurance
products, frequently asked questions（2014 年 4 月 15 日公表）

3

金融行為監督機構が 2014 年 7 月に個人向け投資アドバイスに関して公表した指針の中で、4,000 人以上を対象とした調査について言及し
ている部分（第 2.7 段落）参照
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では、MiFID II に伴う変更によって、資産規模の小さ
い個人投資家はアドバイス市場から締め出されるので
しょうか。英国内で実施された実験的調査 3 によれば、
RDR 導入後に投資アドバイスを伴う商品から伴わな
い商品への移行は限定的（2％）でした。その一方で、
投資アドバイスを伴わない商品から伴う商品への移行
のほうが大きかった（4％）という結果が出ています。
結果を判断するにはおそらく時期尚早で、リテールバ
ンクが「アドバイス」の対象を富裕層顧客に絞り込む
動きの影響が本格的に出るのはこれからです。しかし、
これまでのところ、英国では投資アドバイスを伴うモ
デルから顧客が大量流出していることは報告されてい
ません。
しかしながら、顧客が無料でアドバイスを得ていると
認識している現行モデルにおいても、欧州世帯でファ
ンドを保有しているのはわずか 11％であり、家計資
産の 40％を現金が占めています。これに対して米国
では、所得 10 万ドル未満の世帯の 62％がファンド
を保有していますが、アドバイス料を支払うことは滅
多にありません。ここでの教訓はおそらく、時に私た
ちの業界は自らの言葉に溺れてしまうということであ
り、資産規模が比較的小さい預金者の大多数が本当に
求めているのは、銀行預金より利回りがわずかに高い
シンプルな商品だということです。このようなもので
あれば、誰もがアドバイス料を支払わずとも利用でき
るはずです。

投資アドバイスの提供はいまや法律ア
ドバイスの提供と同様、専門的な業務
であると認識しなければなりません。
が発端です。銀行は当初、サブアドバイザーを利用す
る銀行ブランドの商品を提供しようとしました。それ
でも顧客は選択を求めたため、複数のブランド商品群
を用意しなければなりませんでした。その結果、新し
い B2B のインフラが出現し、魅力的な数字が伴う商
品群を取りそろえたオープン・アーキテクチャに容易
にアクセスできるようになったのです。
リベートが禁止されたからと言って、これがなぜ変わ
らなくてはならないのでしょうか。銀行は投資アドバ
イスを伴うサービスを提供し続け、顧客からフィーを
得る（おそらく従前のコミッションの流れと同様）か、
あるいは、執行に限定した（execution-only）サービ
スを提供し、顧客には全面的かつ明確に開示しなけれ
ばならないものの、リベートで報酬を得続けるかを選
択できるはずです。

後退が起きれば、誘因報酬の廃止がなぜ必要かがいく
らか立証されるでしょう。というのも、銀行がアド
バイスを提供するオープン・アーキテクチャ・モデル
は適合性より、コミッション主導だったことが立証さ
れる可能性があるからです。このような後退が得策か
神話その 3：系列商品だけでなく、他社の商品も扱う
どうかは、市場の動きと消費者の需要次第で決まりま
オープン・アーキテクチャがリスクにさらされ、リテー
ルバンクのチャネルを中心として後退が起きる。つま す。筆者は後退が魅力的ではないと判明し、オープン・
アーキテクチャの新しいモデルとチャネルが出現して
り、リベート報酬に基づき、特定の提携企業の商品だ
けについてアドバイスを提供する「アドバイス一体型」 支店モデルより優勢になると予想しています。これは、
おそらくは国境をまたいで取引できるウェブベースの
モデルに移行する。
ツールを通じて起きる現象であり、加盟国が誘因報酬
の全廃または一部禁止を採用するかどうかの状況に応
現実：「誘因報酬」の全廃は独立アドバイスにのみ適用
されるため、MiFID II は今後もコミッションに基づく じて、リベート・モデルを切り替えられるようになる
と思われます。消費者は選択肢を求め、リテールの支
報酬モデルを認めるというのは事実です。しかし、「ア
ドバイス一体型」という言葉は矛盾をはらんでいます。 店がこの点を軽視するには危機を覚悟しなければなら
特定の提携企業だけが提供する商品の中から投資商品 ないでしょう。銀行の支店は次第に消費者直販（D2C）
を選ぶ場合、それは適合性という意味で「アドバイス」 プラットフォームの様相を呈するようになり、メリッ
と言えるでしょうか。提携商品を販売している銀行に トを享受できるのは消費者のみとなる恐れがあります。
は、適合性の問題が取りざたされてきた経緯があり、
将来、個人投資家の貯蓄商品や投資商品の購入方法に
その最たる例が英国の返済補償保険の問題です。
おいて、どのような変化が予想できるか
オープン・アーキテクチャのモデルが銀行チャネル内
で誕生したのは、銀行が自社商品は第三者のファンド
よりパフォーマンスが劣っていることが多く、パフォー
マンスの向上を図らなければならないと気づいたこと

その最たる例は、2013 年初めから RDR が導入され
ている英国でしょう。英国では一般的な動きが出現し
ており、これらが欧州全域にどのように広がるかを示
唆しています。
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プラットフォームとチャネル
•「プラットフォーム」とは、D2C の執行に限定した
（execution-only）モデルまたはアドバイス付随モデ
ルを手がける顧客対応プラットフォームを指す。IFA が
自身のアドバイスに基づく投資商品を入手するために次
第にこのようなプラットフォームを活用するようになって
いる 4。D2C プラットフォームは、IFA モデルからこぼ

• 資産運用会社は資産を集めるマシーン（徐々に販売
ではなく、集約する役割と認識されるようになって
いる）にアクセスしたいと考えており、価格競争が
生じた。これにより、純粋に価格だけでは太刀打ち
できないブティック型投資会社が締め出される恐れ
があるが、ブティック型投資 会社はパフォーマンス
でベストセラーを凌ぐこともある。

れ落ちる難民を中心として新規顧客を集めるのに有利
• 執行に限 定した（execution-only）プラットフォー
な位置につけているように見える。購買力を発揮して商
ムは、自身 の 事 業モ デルを 見 直し、料 率 ベースの
品プロバイダーの手数料引き下げを交渉（「スーパーク
フィーよりトレーディングや保管でフィーを得る形に
リーン」なシェアクラス）
できるため、
規模の大きいプラッ
移行しなければならない可能性がある。1 万ユーロ
トフォームがより大きくなり、資産が「影響を受けやす
の注文執行コストと、5 万ユーロの注文執行コスト
い」顧客や推奨ファンド・リストを通じて「スーパークリー
には差がないため、料率ベースを適用する意味がな
ン」なシェアクラスに誘導される顧客をさらに誘引する
いのではないか。同様に、
「執行 限 定（executionことになる。その結果、スーパークリーンなシェアクラ
only）
」の定義では顧客との継続的関係が想定されて
スを提供できる大きなファンドはさらに大きくなり、プ
いないため、このモデルでどのようにトレイル・コミッ
ラットフォームの推奨するファンドがベストセラーのファ
ションを課し続けることができるのか。
ンドになるという自己達成的な状況となる。当然ながら、
ここでの重要な問いはスーパークリーンなシェアクラス • 英 国 の FCA は 優 れ た コ ン サル テ ー ション・ペ ー
は、プラットフォームが取引高を引き上げるための新し
パー 5 を発行し、単純明快なニーズを抱える顧客に
い形態の「誘因報酬」であり、顧客に割高のプラット
シンプルな貯蓄商品を提供するよう業界を促そうと
フォーム手数料を課すのではないかということである。
している。これにより、革新的な新チャネルに道が
開かれるはずだ。つまり、
「アドバイス」まで踏み込
• 推奨ファンド・リストの健全性の問題は、規制当局によっ
むチャネルを経由せずに適切な商品を見つけるため
て精査される可能性が高い。なぜなら、商品コストは
のフィルターがほとんどの人に提 供されるようにな
検討すべき一要素にすぎず、パフォーマンスによって
る。たとえば、比較サイトから保険を購入するといっ
付加される価値も考慮すべきと当局が徐々に認識を深
た具合である。
めているからである。
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• IFA によるプラットフォームの活用は、次第にリス
ク格付けに応じて予め設定されたモデル・ポートフォ
リオに集約される。これは単純に経済性に牽引され
る面もあれば、個別に設定したポートフォリオが不
適切であった場合の責任に対する懸念もある。
• このような考え方は、ナツメグなどのイノベーションに
よって、さらに一段階前進した。ナツメグは、予めパッ
ケージしたポートフォリオの投資一任業務をアドバイス
とともに、手頃で（かつ透明性の高い）価格でオンラ
インベースのサービスとして提供する企業である。

• フィルター主導型の執行に限定した（executiononly）D2C チャネルでは、パフォーマンスとブラン
ドの重要性も高まる。
• シェアクラスの多様化が続き、これに伴い、各運
用会社が提供する最良の商品に対するエクスポー
ジャーが目論見書の開示によって丸裸になる。
• フィー・ベースの IFA がアドバイス・フィーの上乗
せを正当化するために顧客ポートフォリオのコスト
をできる限り低く抑えようとするため、パッシブ運

用のファンドと低コストの ETF は今まで以上に資産
• オンラインベースのサービスをはじめ、他のリテー
流入が続く。
ル商業セクターから一層教訓を学べるようになる。
• 幅広いファンドと自社ブランドを構築できる財務体
個 別 の 推 奨（personal recommendation） の 定
力を持ち合わせた、非常に大規模な運用会社が、お
義範囲が明確になれば、ピア・グループの推奨（消
そらく自社商品とともにプラットフォーム市場に参
費者は、専門家よりも他の消費者を信頼する）や自
入するだろう。難民化した多数の顧客の名前がそう
動的に表示されるプロンプト、行動喚起といった機
したファンドの保有者名簿上に残り、こうした新規
能や使い勝手のよい機能（ショッピングバスケット、
参入の動きの初期の実体を形成するだろう。
ワンクリックボタン等）のほか、信頼できる、広く
普及したブランドの優れた顧客サービスが D2C プ
• ゼロコストのシェアクラス（
「distributor pays」
（販
ラットフォーム上に登場するだろう。
売者の負担）と呼ばれることもある）などの新しい
事業モデルが生まれるかもしれない。この新しいア
資産運用会社はどのように対応し、進化していくか
イデアはなお勢いを得ていないが、基本的には運用
• 勝ち残るのは、大幅にディスカウントされたシェア
会社に新しいシェアクラスの開設を可能にし、特定
クラスを通じて、資産を集約する販売者に報酬を支
の支店でのみ販売することになる。この場合、運用
払える体力を持つ、規模の比較的大きな運用会社と
会社がファンドからフィーを得るというより、二者
なるだろう。
間の契約に基づいて販売者が運用会社に直接フィー
を支払うことになる。

投資アドバイスの提供はいまや
法律アドバイスの提供と同様、
専門的な業務であると認識しな
ければなりません。

4

他の加盟国は英国が採用した「誘因報酬 」の全面廃止を採用しな
い可能性があり、執行に限 定した（execution-only）のプラット
フォームは今後もリベートを受け取れる可能性があると確認されて
いる。このため、前述した英国の状況とは結果が異なる可能性が
生じる。

5

金融行為監督機構が 2014 年 7 月に公 表した、個人投資家向け
アドバイスのコンサルテーション指針。
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結論
MiFID II は複雑な指令であり、網羅している膨大なテー
マの一つひとつが重要な意味を持っています。ESMA
「難
のコンサルテーション・ペーパーと合わせて読めば、
問の中に身を隠した不可解極まりない謎」というチャー

チルの言葉を思い出すほどです。ESMA のレベル 2 の
本文が最終決定されるまでに、やるべきことは間違い
なくあります。ESMA の協議向け質問事項に対する回
答が「いいえ、我々は ESMA には賛成ではない」で始
まっているのがここまで多いのは、今まで例がないほ
どです。
しかし、政策担当者は消費者の信頼と自信を取り戻せ
る環境を築きたい意向です。業界は今や自らの選択肢
を実現し、チャネルと商品の健全性を確保するととも
に、欧州の家計資産のなお 40％を占める現金をより
適合性の高い貯蓄商品や投資商品へと移行させなけれ
ばなりません。仮に家計資産に占めるファンドの比率
が米国の水準に達すれば、約 3 兆 9,000 億ユーロの
新規資産がファンドに流れ込みます。中国のことは忘
れましょう。欧州にこそ、販売と資産集積のチャンス
があるのです。

政策担当者は消費者の信頼と
自信を取り戻せる環境を築きた
い意向です。
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要点 :
• MiFID IIはダークプールからコモディティ・デリバティブ、高頻度取引に至るまで、幅広い
テーマを網羅する複雑な指令です。本稿では、個人向けの貯蓄・投資商品の販売時点にお
ける消費者保護の推進を目指したポイントに分けて検討しています。
• MiFID IIは英国のRDRに端を発し、いまやコミッション主導の商品販売と顧客の適合性
との間の必然的な矛盾を排除するという点でRDRと同じ原則を重視しています。
• あまりに長い間、欧州の個人投資家はアドバイスが無料であると考えてきました。これ
は、アドバイス料が商品のコミッションによって賄われているという最小限の説明しかさ
れてこなかったためです。これは事実としては正確ですが、とても透明とは言えない説明
です。
• MiFID IIはアドバイスの専門性を高め、欧州全域でアドバイスの定義を一本化したい意向
です。業界は、新しい現実に応じて事業を順応させなければなりません。
• コミッションからフィーへとシフトする結果として、以下の3つがしばしば予測されます。
‑ 独立系フィナンシャル・アドバイザーが大幅に減少する。
‑ 資産規模が小さい顧客には、
「アドバイスの隙間」が生じる。
‑ 銀行主体のオープン・アーキテクチャ・モデルは、リベート報酬に基づくアドバイス一
体型モデルへと後退する。
• 本稿では、上記の予測を3つとも神話として疑問視し、それに代わる現実的な状況を提示
しています。
• 販売環境に変化が生じる見通しです。
‑ 大規模なD2Cプラットフォームが一段と大きくなる。
‑ 規制当局の主導により、個別の推奨の境界線が明確化されるため、簡潔なアドバイス
はオンラインへと移行する。
‑ 独立系フィナンシャル・アドバイザーは次第に、予めパッケージされたモデル・ポート
フォリオを活用するようになる。
‑ 新しい事業モデルが出現する。
• 資産運用業界が欧州全域で自らの選択肢を実現し、チャネルと商品の健全性を確保した
結果、家計資産に占めるファンドの割合が米国の水準に達すれば、さらに4兆ユーロ近く
の資産がファンドに流れ込むことになります。中国のことは忘れましょう。欧州にこそ、チ
ャンスはあるのですから。
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サードパーティー管理会社
新しいガバナンスモデルか？

ウィリアム・ジョーンズ
（William Jones）
創業者兼シニアパートナー
ManagementPlus Group

サードパーティーの管理会社は UCITS に端を発するお馴染み
の概念であり、AIFMD に伴って次の進化段階へと歩み出して
います。従来型モデルは、規制コンプライアンスに的を絞る
方式から資産クラスと実際のオペレーションを重視する方向
へと進化しなければなりません。
投資家は、2008 年から 2009 年にかけての世界的
な金融危機の結果、想定外の難局（たとえば保有する
ファンドや有価証券の純資産に対する厳しい評価損の
計上、償還金の支払い遅延、資金引き出し制限、償還
請求権の停止、カウンターパーティの破産、もっと極
端な場合にはファンド自体の破綻など）を経験してか
らというもの、投資ファンドのガバナンスを重視して
きました。多くの投資家は機関投資家だけにとどまら
ず、先般の金融危機の最中に苦境に陥ったファンドに
対して、その管理や監督に当たっていたサービスプロ
バイダー（運用担当者やディレクターなど）は危機へ
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の対応において、ファンドをもっとサポートできたは
ずだと感じています。一部の投資家や多くの有力政治
家、規制当局の有力者は、ファンドのガバナンスモデ
ルには世界的に構造的な問題があるとすら発言しまし
た。こうした見解を具体的な事例で見ていけば、もっ
ともな場合もあるでしょう。また、銀行や投資家、政
治家、規制当局が危機にどう加担していたか、その対
処に問題がなかったかを都合よく無視してはいるもの
の、ファンドのガバナンスを担っていた者がもっとう
まく対処できたという意見には一定の真実があります。
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様々な国が世界的な金融危機の再現を防ぐため、金融
危機の余波に対してそれぞれ異なる対応をしてきまし
た。ほとんどの国は、運用担当者やファンド・ディレ
クター、その他のサービスプロバイダーの業務を含め、
金融市場のあらゆる面を規制しようと、新しい法規を
採用しました。一方、行為規制を強制的または自主的
のいずれかのベースで適用するよう示唆する道をたど
ることを選択した国もあります。一部の国は、ファン
ド自体の活動に対する規制を強化することにしました。
最終的には多くの国が、銀行業務やデリバティブ、税
務などの具体的な規制措置を通じて投資ファンド業界
を間接的に規制する体制となりました。これに加えて
投資家は事実上、世界中で増殖したデューデリジェン
ス・チームで間接的に投資ファンド業界を管理すると
いう形で対応しました。こうした様々な規制上の措置
や個別の措置にどのようなメリットがあるか、リスク
とリターンの関係はどうなっているかについては議論
の余地があるでしょう。しかし結局のところ、業界が
格段に複雑な環境へと移行したことは間違いありませ
ん。
このような状況を背景として、サードパーティー管理
会社の役割が拡大しています。
サ ー ド パ ー テ ィ ー 管 理 会 社 の 概 念 は、UCITS の 世
界 を 発 端 と し て い ま す。UCITS フ ァ ン ド は い ず れ
の 場 合 も（ 自 己 運 用 の フ ァ ン ド を 除 く ）、 管 理 会 社
（management company、業界通称「ManCo」
）が
ファンドを管理することが義務付けられています。投
資運用会社はファンドのスポンサーとして（つまり、
機関投資家のアセット・マネジャー、投資家、銀行ま
たはヘッジファンド・マネジャー）、自社でサードパー
ティーの管理会社を設けて自社固有の管理会社を運営
するか、あるいはサードパーティーの管理サービスプ
ロバイダーを起用できるわけです。UCITS の規則で
は、管理会社が法的にファンドを管理することを求め
ていますが、一般的には管理会社がポートフォリオ運
用やリスク管理をスポンサーの選定した投資運用会社
に、管理業務やカストディ業務を外部のアドミニスト
レーターやカストディアンに委託しています。また、
管理会社がファンドの販売を国際的な販売者やサブ販
売ネットワークに委託する場合もあります。
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UCITS モデルのアウトソーシングの範囲を踏まえ
て、UCITS の従来型管理会社はファンド自体の日常
業務を運営するというより、ファンドの委託業務のモ
ニタリングや様々なサービスプロバイダーの UCITS
規則の遵守徹底に注力しています。管理会社がファン
ドの様々な職務を他者に委託するとはいえ、当該職務
の適切な委任に対する法的責任は管理会社が保有して
いることは留意しておく必要があります。したがって、 「AIFMD でオルタナティブ投 資ファンド運 用者として
UCITS の従来型管理会社は通常、ファンド業務のすべ 認定を受けるには、初期および継続的に、ポートフォ
てに対して法的責任を保持しているものの、実際のオ リオ運 用とリスク管 理 の両 面 で 企 業とそ の上 級 経営
ペレーションに関して言えば、管理会社が何かを「する」 層に十分な実体があると実証することが必要です。従
ことはほとんどありません。UCITS の管理会社に対し 来クロスボーダーのファンド取引中心 地として機能し
てサービスを提供しているプロバイダーの大半は、自 てきた ル クセン ブル クな ど で は、 プライベートエク
身の役割が規制とコンプライアンスによって制御され イティや不 動 産 だ けで なく、 ヘッジ、 伝 統 的 な 投 資
ていると認識しています。このモデルは UCITS の世 戦 略において必要な経 験を有 する上 層部は次 第に確
界では極めて成果を上げていますが、オルタナティブ 保が 難しくなってきています」 ― キース・バーマン
投資ファンドという、より複雑な世界に適用するには （ManagementPlus Group、パートナー）
一層の注意が必要となります。

このような状況を背景として、サードパー
ティー管理会社の役割が発展しています。

現段階では、これが実務上、どのような意義を持つの
かは定かではありません。規制当局に公正を期すため
に留意しておくべきは、実体を求めるほとんどの規制
が政治的に定められたものであり、概して草案の仕上
がりがお粗末な状況だということです。欧州レベルに
• ルクセンブルク金融監督委員会（CSSF）が 2012
おける AIFMD や実体を求めるルクセンブルクの通達
年秋に交付した通達 12-546（
「実体通達」）では総
などの規制に対する経験値は日に日に増していますが、
じて、ルクセンブルクの現場において UCITS 管理
規制当局は規制対象のファンド業界と同様、手探りの
会社に一段の「実体」を求めている。
状態です。しかしながら、従来型の UCITS 管理会社
• EU の オ ル タ ナ テ ィ ブ 投 資 フ ァ ン ド 運 用 者 指 令 モデルはもはや UCITS に対して機能しないことは明
（AIFMD）は法律面、規制面における 5 年間の論争 らかです。AIFMD が現在、管理会社に委託しているファ
を経て、2013 年 7 月から 2014 年 7 月にかけて ンドの管理と運用は、初期の UCITS 規定が想定して
発効し、AIFMD II もすでに策定準備が進んでいる。
いたより、大幅に実務レベルに踏み込んでいます。こ
• 国内外の税制、法学、（BEPS 等）規制案の論議は、 の意味において、UCITS の管理会社モデルと AIFMD
租税条約上のメリットの享受を望む事業体に対して、 の管理会社モデルは近づいていくものと考えられます。
投資ファンド運用者の大半や投資家の一部ですら、こ
より一層の実体を求めるようになってきた。
れを損害や不必要なコスト増大を招く要因と認識する
以上の規制が相まって、サードパーティー管理会社に かもしれませんが、これは間違いなく興味深い可能性
一層の実体が求められるようになりました。つまり、
「レ を提起します。つまり、管理会社が実務上の付加価値
サービスをファンドに提供できるという可能性が生じ
ターボックス」（郵便箱）企業や、小規模な事業拠点で
るのです。
は不十分になっています。
昨今の規制動向が重なって、従来型の UCITS 管理会
社の「コンプライアンス」モデルにはシフトが生じる
はずです。
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通常の「コンプライアンス」重視型のサードパーティー
管理会社では一般に、コンプライアンス責任者、監査
人、アドミニストレーター等を前職とする人が多数を
占めています。言い換えれば、投資運用会社と実際に
協働した経験のない人がほとんどです。これは今まで
は機能してきたかもしれませんが、新しい規制の枠組
みを考えると、すでに有効な方法であるとは言えませ
ん。サードパーティー管理会社が優れたゲートキーパー
（投資家だけでなく、ファンドのあらゆるステークホル
ダーにとって）としてファンドストラクチャーの中に
足を踏み入れるには、その経営陣と社員には以下が必
要となります。
• 関連分野における経歴と経験 ― ポートフォリオ運用
とリスク管理の問題について話し合い、必要な場合
に対処するには、サードパーティー管理会社は特定
の資産クラス（つまり、株式、債券、コモディティ、
FX、ヘッジ、プライベートエクイティ、不動産、イ
ンフラ）に関する知識を備えたスタッフを確保する
ことが必須である。これは、投資運用会社などのサー
ビスプロバイダーと同じ専門用語や業界用語を使っ
て協議するために他ならない。
• 実務経験 ― 規制上、コンプライアンス上の職務に加
えて、投資運用会社に対して付加価値提案を行うに
は、サードパーティー管理会社は実務に即したサポー
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トも投資運用会社に提供しなければならない。これ
は、ストラクチャー次第では、コストと税務面で多
くのメリットをもたらす。
• ファンドの投資運用会社／スポンサーやその他のあ
らゆるステークホルダーとの業務ポリシー ― 管理
会社とサービスプロバイダーとの間のコミュニケー
ションは、四半期ごとの取締役会や月例のサービス
プロバイダー会議に限定するべきではなく、継続的
に、かつ必要に応じて頻繁に行うべきである。
• 問題を解決しようというマインドセット ― 管理会社
のスタッフは問題が起きる前に問題を見越し、実際
に問題が生じた場合には効率よく巧みに対処すると
ともに、リーダーシップを発揮してファンドのサー
ビスプロバイダー・チームを束ねて的確な解決策の
策定・実施に注力する力を持ち合わせているべきで
ある。
• ファンドのエコシステムとチームの方向性に対する
理解 ― 最終的に管理会社はファンドのサービスプロ
バイダー・チームを率いて、破綻の可能性を低減し
なければならない。破綻のリスクは完全に排除する
ことはできないが、管理会社が以上に述べた資質を
持ち合わせていれば、その発生とインパクトは最小
化できる。

規制当局に公正を期すために留意して
おくべきは、実体を求めるほとんどの
規制が政治的に定められたものであり、
概して草案の仕上がりがお粗末な状況
だということです。

以 上 の 価 値 を 付 加 す る 資 質 は 当 然 な が ら、 サ ー ド
パーティー管理会社が UCITS に準じる場合であれ、
AIFMD に準じる場合であれ、一般の規制上、コンプラ
イアンス上の要件に追加して提供しなければなりませ
ん。
ManagementPlus Group のパートナーであるアン
「フロ
トニオ・トーマスは次のように述べています。
ントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのアウト
ソーシングを考える上で、サードパーティー管理会社が
次なる波となる可能性があります。実務的なサードパー
ティー管理会社の職務は、スポンサーとして投資運用
会 社に取って代 わったり、ミドルオフィス業務やバッ
クオフィス業務を担うプロバイダーとしてアドミニスト
レーターに代わったりするものではなく、価値を付加
する独立した提案として、それらプロバイダーとともに
ファンドの業務モデルの強化に取り組むことです」

要点 :
• サードパーティー管理会社モデルは概して欧
州における考え方ですが、欧州の地理的な
境界線に限定すべきものではありません。
• ケイマン諸島などのオフショア法域で設定
されたファンドにこのモデルを適用すると
いう考えも、興味深い方法です。
• サードパーティー管理会社はファンドのガバ
ナンスにおける新たなツールと認識すべき
です。しかし、投資運用会社／スポンサーに
実務上の付加価値をもたらし、ひいては投
資家と規制当局の信頼を高めることができ
れば、サードパーティー管理会社が従 来手
法より優れた方策になります。「新しい」実
務的なサードパーティー管理会社は次なる
危機を阻止することはできないかもしれま
せんが、適 用可能な規制に準じたファンド
運営や投資家に対する開示情報の提供を徹
底するうえでは大いに役に立つはずです。
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販売チェーンにおける
透明性の課題

ベルナール・タンク
（Bernard Tancré）
ビジネス・ソリューション部門ヘッド
投資ファンド・サービス
クリアストリーム
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ファンド業界は、コンプライアンスと商業上の両方の理由から
透明性を求める販売チャネルの声に直面しています。しかし、
販売チャネルの仲介者にはカストディのチェーンにおいてポジ
ションや取引をまとめて効率性を確保したいという要求があり、
これが、流通のモニタリングと投資家の選別のために透明性
を求めるファンド側のニーズと対立しています。

金融業界は、取引処理をより迅速に、より効率的に行
えるよう絶えず取り組んできました。このため、ファ
ンドの販売者はポジションと取引をまとめたうえで川
下の処理に回してきました。しかし、ファンド投資者
への情報開示が新たに重視されるようになり、取引の
集約とポジションの一括処理が問題視されるようにな
りました。
透明性の必要性
ファンド・プロモーターは複数の理由から、投資家ま
たは販売者のポジション概況を明確に把握しなければ
なりません。この透明性は、報酬（トレーラー・フィー）
の処理に利用されます。というのも、報酬の支払いを
求める販売者のポジションと記入帳（register）に記
載された実際のポジションの照合は、往々にして必要
以上に複雑なままであるためです。また、ファンド・
プロモーターは商業上の理由から、ファンドがどこで
購入されているかを把握し、販売戦略の成果を地域別、
セグメント別、既存顧客別に評価しなければなりませ
ん。さらにファンド・プロモーターは、理想を言えば、
販売契約に基づいて信頼できる販売業者と取引したい
と望んでいます。昨今の規制動向やコンプライアンス
の事例が、透明性向上を促すさらなるインセンティブ
としても働いています。規制当局は
「顧客の把握（know

your customer）」の原則の下、ファンドが迎える投
資家の質に対してファンドとプロモーターが今まで以
上に責任を持つようにすることで、資金洗浄や犯罪行
為への資金提供を回避しようとしています。このよう
な投資家選別は犯罪行為を阻止するだけでなく、規制
やファンドの規定の下、ファンドへの投資に対して投
資家が適格かどうか、そして投資家が取ろうとしてい
るリスク水準に対して情報を得ているかどうかを確認
するために使用することもできます。
カストディ・チェーン
欧州では、ローカル市場におけるファンドの販売は主
として銀行が担っています。このような銀行は、この
資産クラスの販売支援を得るためローカルの専門仲介
者を利用する場合があり、こうした仲介者は逆にファ
ンドにアクセスするために国際的なインフラを活用で
きます。ローカル市場において市場参加者がこのよう
に連携すると、ファンド・プロモーターがローカルの
規則に関する銀行の知識を活用して自身やファンドを
守れるというメリットがあります。独立したフィナン
シャル・アドバイザーがファンドを販売し、取引やポ
ストトレード業務のサポートのためにファンドのロー
カルまたは国際的なプラットフォームを次第に活用す
るようになった国でも、同じ論理が成り立ちます。
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このような連携が投資家の役に立っていることは明ら
かです。というのも、銀行やプラットフォームが構築
する取引チャネルは実質的に、幅広いトランスファー・
エージェントのほか、欧州籍、海外籍の全ファンドに
アクセスできる単一のチャネルを提供してくれるから
です。ひいては、ファンドの本籍地を超えて、購買力
を集約できます。
効率性を維持し、処理を合理化するため、ファンド市
場のほとんどの仲介者はカストディを集約し、上流で
受け取る注文をまとめて川下に流します。共同口座と
取引の集約によって、多数の口座を開設する必要性を
排除し、取引件数を低減し、照合作業を簡素化してい
るのです。他の代替可能な資産クラスと同様、ファン
ド業界のこのような実務慣行は総合的な市場の効率性
と流動性を大幅に改善してもいます。
透明性のジレンマ
一部の市場参加者は、効率性と透明性の間にトレード
オフがあり、一括処理は不透明とみられているため、
業界がカストディ・チェーンで実現する効率性の向上
は断念せざるをえなくなるのではないかという懸念を
抱いています。
しかし、業界は 2 つの陣営にただ挟まれているだけで
はありません。つまり、効率性とシンプル性を求める
販売サイドの仲介者が必然的に透明性を妨げる障壁と
なる一方で、その対極に透明性を求めるファンドとそ
のプロモーターがいるというわけではありません。透
明性をめぐるジレンマは、もっと複雑です。
注目すべきは、規制当局が事を一方向に押し進めてい
るだけでなく、このジレンマに関わっているという
ことです。規制当局の焦点は近年、前述した通り「投
資家の把握」にありましたが、同時に当局は効率性や
投資家の取引コスト低減、処理チェーンの全体的安
全性の確保を進めたいと考えています。ルクセンブ
ルクの無券面化の法整備や欧州レベルの TARGET 2
Securities といった取り組みも当然ながら投資ファン
ド業界に影響を及ぼします。
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さらに、ファンド・プロモーターは透明性を歓迎する
一方で、その限界を承知しており、仲介者の管理面で
のサポートというメリットを享受しています。ローカ
ルのエージェントを活用すれば、無数の口座を維持し、
販売する国の規則に基づいて投資家の氏名を複数言語
で、時には異なるスペルで照合する必要がありません。
ソリューション
残念ながら、このジレンマを解消する魔法のソリュー
ションはありません。一部が推奨している案は、全面
的な分別管理です。ファンドの持分が統合可能である
ために必要な資質をすべて満たしていたとしても、透
明性をもたらし、ファンドの記入帳上で個別に分別管
理するためには、複数の口座が必要になります。これ
では実際には、取引途上で必要以上に情報の報告が必
要になります。

大方が好むソリューションは、カストディ・チェーン
と共同口座を維持すると同時に、この実務フローに、
ファンドとそのプロモーターが必要とする追加情報を
提供する報告ツールを補足するというものです。
販売チェーンにおいて注文と決済を一括処理するのは
仲介者であるため、彼らはそれらを再びアンバンドリ
ング（細分化）して情報を提供する絶好のポジション
にいます。このようなアンバンドリングは、取引レベル
でもポジションレベルでもいずれにおいても可能です。
取引レベルでは、共同口座に当該取引を登録すると同
時に、注文や決済に情報を付して、販売契約を結んだ
特定のカウンターパーティや販売者との取引を即座に
関連づけられるようにします。ポジションレベルでは、
日次または月次レポートで顧客の原ポジション別に最
終仲介者のポジションをアンバンドリングします。

図表：取引と情報の並行の流れ

取引の流れ

情報の流れ

顧客

顧客

顧客

顧客

クライアント A

クライアント B

クライアント C

クライアント D

クライアント A

クライアント B

クライアント C

クライアント D

仲介者

顧客

顧客

顧客

顧客

ファンドの共同口座

記帳

顧客

顧客

顧客

顧客

クライアント C

クライアント D

仲介者の共同口座
クライアント A クライアント B
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ファンド・プロモーターは透明性を歓迎する
一方で、その限界を承知しており、仲介者
の管理面でのサポートというメリットを享受し
ています。
このモデルは、例を引きながら説明するのが一番です。
仲介者は、ファンドの記入帳で共同ポジションを保有
しています。このポジションはクライアント A、B、C
のポジションで構成され、それらは仲介者の帳簿では
分別管理されています。取引はすべて、単一口座で処
理可能です。仲介者と記入帳の間で照合が必要なのは、
1 口座のみです。
この仲介者は次に、クライアント A、B、C にファン
ド・ポジションを移しますが、いずれの取引も記帳す
る必要はありません。ただし、トランスファー・エー
ジェントがいついかなる時も共同ポジションの各要素
を把握する必要があれば、当該仲介者からその情報を
取得することができます。この情報提供は個別に行わ
れ、取引の流れを中断することはありません。
同じ例において、新しいクライアント D が当該仲介者
を通して投資を行いたい場合、口座開設プロセスを最
初から踏まずとも、迅速に投資が行えます。当該仲介
者は、クライアント D がファンド・プロモーターに信
頼されているかどうかをトランスファー・エージェン
トに確認します。一方、トランスファー・エージェン
トは、主に仲介者が資金洗浄対策のために行った顧客
情報の確認に依拠したり、クライアント D と別に結ん
でいた販売契約に依拠したり、追加情報や詳細を求め
たりできます。こうした確認は、取引プロセスの途中
で行う必要はありません。FATCA のように、仲介者
自体が参加しているという事実をトランスファー・エー
ジェントが全面的に信頼できれば、確認作業はさらに
シンプルになります。

86

この情報の流れは、すでに多くの事例で整備されてい
ます。 たとえばクリアストリームでは、取引のすべて
に顧客の ID がタグ付けされ、該当する場合には、販売
契約の参照情報も付されています。さらに、デイリー
のポジションを詳細に記した報告書は 20 年間分が整
備されています。他の報告書では直接顧客レベルだけ
でなく、その 1 つあるいは数段階上のレベルの情報提
供も可能になっています。このためには明らかに、ポ
ジションのアンバンドリングに関する情報をクライア
ント自身から得なければなりません。
標準化による、効率性の高いレポーティング
保有ポジションの販売における透明性に関する情報の
流れは当初、トレーラー・フィーの処理の円滑化を目
的としていました。規模の大きい販売者は販売フィー
の請求を裏付けるためにポジションの詳細を各ファン
ド・プロモーターに送っています。このようなポジショ
ンの詳細を報告するフォーマットは、販売者やプロモー
ター（もしくはアドミニストレーター）が設定し、設
定されたフォーマットをカストディ・チェーンの他
方当事者が使用するものと両者ともに想定しています。
さらに、特定ポジションの識別には取引日を使用する
場合もあれば、決済ポジションを使用する場合もあり
ます。このため、カストディ・チェーンには常に、不
運なプレーヤーが多様なフォーマットの情報を照合し、
処理しなければなりません。
取引の流れから分別管理の作業負担を一掃するには、
ストレートスルー・プロセッシングやエンドツーエン
ドの処理により、ポジションのアンバンドリングのた
めに必要な情報の流れをできる限り自動化しなけれ
ばなりません。これには、カストディ・チェーン全体
における接続性とソフトウェアへの投資が必要であり、
このような投資は、各当事者が標準フォーマットで必
要なデータ要素をすべて入手できると確信した場合に、
正当化が更に容易になります。
こ の よ う な ニ ー ズ を 網 羅 し た 新 し い ISO メ ッ セ ー
ジ・フォーマットが、現在策定されています。この
フォーマットは、金融情報メッセージ向けのオープン
スタンダードであり、国際的にも認められている ISO
20022 に準拠しているため、認定、実証、採用が容
易に進みます。本稿執筆時点では、このメッセージ・
フォーマットは ISO に提出する前の最終策定段階にあ
りました。このメッセージ・フォーマットは 2015 年
初めにも承認・公表される見通しであり、その時点で
SWIFT ネットワークで利用できることになります。

業界全体におけるメリット
このレポーティングの標準化は、ファンド業界が現在
直面している最大のジレンマの 1 つに有効なソリュー
ションとなります。つまり、カストディ・チェーンに
おける透明性と効率性のトレードオフを解消できるの
です。この手法でポジションを川下に至るまでアンバ
ンドリングすれば、ファンド業界はバンドリングの効
率性とアンバンドリングの透明性を両方とも享受でき、
共同口座モデルの下、実質的に両方の世界の最善の手
法を顧客に提供できます。
このソリューションは、業界内のあらゆるプレーヤー
が即座に利用可能です。このレポーティング規格を採
用するためには、インバウンドとアウトバウンドのイ
ンターフェースの調整にシステム投資が必要になる場
合があります。しかし、業界にとってのメリットは計
り知れず、情報交換とトレーラー・フィーの処理を簡
素化するだけでなく、無駄に分別管理する必要性がな
くなるため、取引チェーンの効率性が向上することに
なります。

要点 :
• カストディ・チェーンにおける透明性と効率
性のトレードオフの解消は、ファンド業界が
抱える重大なジレンマです。
• カストディの対立するモデル：全面的な分別
管理を実施するか、あるいは共同口座を利
用するか。
• 問題を解決するには、カストディ・チェーン
と共同口座を維持しつつ、この実務フロー
に、ファンドとそのプロモーターが必要とす
る追加情報を提供する報告ツールを補足す
るのが上策です。
• 取引の流れから分別管理の作業負担を一掃
するには、ストレートスルー・プロセッシン
グやエンドツーエンドの処理により、ポジシ
ョンのアンバンドリングのために必要な情
報の流れをできる限り自動化しなければな
りません。
• 新しいISOメッセージ・フォーマットは、こ
の ような ニーズ に 対 応 するととも に I S O
20022の規格に準拠しており、2015年か
ら利用できる見通しです。
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MiFID II
壊れていないものを
修理する必要があるか

セルバン・フィステ（Servane Pﬁster）
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

1
欧州委員会は、金融商品市場指令（MiFID）
が発効して
わずか 3 年で同指令の見直しに着手しました。その範囲は
「金融市場規制」の局面にとどまらず「投資家保護」に
も及んでいます。

1
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Directive 2004/39/EC MiFID

金融市場の自由化と競争の導入は、金融商品の価格決
定メカニズムの可視性の低下と透明性を欠いた取引分
野の形成を招きました。その半面、個人投資家と機関
投資家に対して一様に提供される投資サービスについ
て、定義付けと監視を行うことにより、提供される支
援や顧客の知識が大幅に改善されました。

供することになったため、商品プロバイダーからの報
酬を伴うビジネスモデルは、明らかに利益相反の発生
源となります。顧客のみにサービスを提供することと
なった販売者が、商品プロバイダーから報酬を受けな
がら、果たして客観的なサービスを提供できるでしょ
うか。

したがって、MiFID の見直しにおいては、投資家保護
よりも金融市場規制に焦点を当てるべきでした。にも
かかわらず、欧州委員会は、適切な勧誘行為とそうで
ない勧誘行為に関して CESR2 が利益相反の可能性を

この疑念に答えるために、MiFID I は、第三者への支払
いに透明性を要求していました。規制当局は、MiFID I
の施行の成否を十分に評価せずに、このモデルを批判
しています。このため、「投資家保護」の項目が全面的
に MiFID 指令の改正案に盛り込まれ、主要な条項にお
いて利益相反の管理や禁止までもが網羅されています。

指摘した点を解決することにより、このモデルを改善
したいと考えました3。

多くの業界と同様、金融商品の販売にあたっては、商 新しいモデル…
品プロバイダーから一部資金提供を受け、販売者が投 このように、新しい MiFID II 指令5 には、投資家保護
資家に商品を直接販売しています。つまり、販売者
の確保を意図した組織、情報および報告に関する条項
は、商品プロバイダーには投資家を確保することによ が盛り込まれています。これらの条項は、ESMA6 の
り、また投資家にはニーズと目的に応じた商品の購入 専門的助言に基づき欧州委員会が採択する委任法令
機会の提供やアドバイスの提供を行うことにより、両 （delegated act）により補足・明確化される予定で
者に対してサービスを提供していることになります。 す。まだ確定してはいませんが、
ESMA のコンサルテー
MiFID I、の結果、販売者の販売業務は投資家向けサー ション・ペーパー7 は、どのような事項が導入される
ビスのみとなり、金融商品の「斡旋」という側面 4 は
可能性があるかを知る手掛かりとなります。
なくなりました。販売者が投資家のみにサービスを提

2

欧州証券業監督者委員会

3

CESR/07-228 Recommendations on Inducements under MiFID

, May 2007; CESR /10-295 Inducements: Report on good and poor practices

, April

2010
4

マーケティングに対するこの考え方は、EU 指令 2011/61/EU（AIFMD）に示されたものとは異なっている。AIFMD では、マーケティングとは「オルタナティブ投資ファンド運用者
（AIFM）の主導でまたは AIFM に代わって行う、投資家のためにもしくは投資家と共同で運用するオルタナティブ投資ファンドのユニットもしくは持分の直接的または間接的な売出
しまたは斡旋」と定義されている。

5

Directive 2014/65/EU

6

欧州証券市場監督局。本稿執筆時点で、この専門的助言は協議段階にあり、2014 年末に公表される見通し。

7

本稿は MiFID II 指令ならびに 2014 年 5 月 22 日に ESMA が公表したコンサルテーション・ペーパーに基づいており、委任法令もレベル 2 の措置もなお最終決定されていないと
想定している。
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ESMA の見解では、投資家に提供されるサービスの
客観性を損なう恐れのある金銭的インセンティブは
すべて、厳格に規制するか禁止しなければなりません。
ESMA の専門的助言のうちいずれを欧州委員会が採用
するかを予測することはここではしませんが、金融商
品の販売に将来影響を及ぼす規制は次の 3 つのカテゴ
リーに分けられます。
1. 最も客観性の高いサービス
欧州の規制当局は、英国やオランダなどのモデルを基
に、顧客に提供されるサービスに偏りをもたらしかね
ない利益相反を一掃することに努めました。このため、
MiFID II では、独立系の金融商品アドバイザーや個々
のポートフォリオ・マネジャーが、提供したサービス
の対価として第三者から報酬を受け取ることが禁止さ
れています。あらゆる偏りを排除するために、独立し
たアドバイスやポートフォリオ運用サービスは、その
サービスの受け手である投資家以外から報酬を得ては
ならないのです。
他の投資サービス（非独立のアドバイス（dependant
advice）の他、注文の受理・伝達、執行など）につい
ては、ESMA が提案しているレベル 2 がこのモデルを
補足し、第三者による金銭的または非金銭的な支払（誘
因報酬）が正当とみなされる条件を明確化する予定です。
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現在、4 つの基準が提示されています。
1. かかる支払いが、投資サービスプロバイダー（ISP）
業務の主要部分に対する報酬ではない。
2. かかる支払いが、規制対象の上記サービスの品質
を高めるものである。
3. かかる支払いが、最終投資家の明確な利益になら
ずに、ISP またはその従業員の直接の利益になる
ことはない。
4. かかる支払いが、継続的サービスに対する報酬で
ある。
上記の基準の解釈によって、金融商品の販売全体に与
える影響は大きくも小さくもなり得ます。依然多くの
不確実性があります。

同様に、上記の基準に加えて、従業員の報酬の方針に
対する監視も行われています。「今月のお勧め商品」の
ような販売手法はもはや通用しないのです。
投資家に提供されるサービスの客観性を損なう恐れの
ある金銭的インセンティブはすべて、厳格に管理する
か禁止しなければなりません。

2. 十分な情報
投資判断を下すためには、個人投資家であれ機関投資
家であれ、投資家は正確な情報を得る必要があります。
このため、MiFID II は、公正かつ明瞭な、誤解を招か
ない情報の提供に関して、投資家に提供される情報が
過剰となるリスクを承知の上、MiFID I ですでに導入
済みの条項を強化しています。

顧客に提供される情報
投資アドバイス

•

注文執行

•

執行される取引内容（機関投資家に対しても同様）

ポートフォリオの運用

•

請け負った業務およびポートフォリオの運用成績等

コスト・手数料

•
•
•

サービスと推奨商品の双方について、一回限りの費用、継続的にかかる費用および取
引手数料
ユーロ建ての金額
ISP と投資家の関係が続く場合、事前・事後の費用

•

リスク、異なる市場環境における当該商品のオペレーション、保証がある場合は保証等

推奨商品

独立アドバイスであれ、非独立アドバイスであれ、推奨する商品の範囲およびサービ
スが継続的なものか非継続的なものか等
• 適合性テストの目的
• 継続的なアドバイスの場合、当初推奨していたアロケーションの変更
• 推奨事項の適合性とデメリット
（適合性報告書を通じて）

投資家はデメリットに関する明確な説明等、サービスと商品に関して極めて広範な情報を入手しなければなりません。

3. ターゲットとなる顧客層
不適切な販売を可能な限り防ぐため、MiFID II は商品
プロバイダーと販売者双方における商品に関するガバ
ナンスを規制しようとしています。
ESMA のコンサルテーション・ペーパーでは、商品を
提供する8 ISP は有効な商品承認プロセスを導入しな

また、販売者である ISP も、推奨商品を顧客のニーズ
と目的に適合したものとしなければなりません。この
モデルの一貫性を確保するため、販売者は、商品プロ
バイダーに一定量の情報（特に推奨商品がターゲット
市場で販売されているかどうか）を提供しなければな
りません。

ければならないとしています。特に、そのニーズや目
的が金融商品の特性と適合したターゲット市場を特定
すべきとしています。効果的な販売を実現するために、
商品プロバイダーは、販売者が商品を十分理解できる
ようあらゆる関連情報を提供しなければならないとさ
れています。

8

しかしながら、合同運用は投資サービスではないことに注意が必要。
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ISP - 商品プロバイダー

ISP ‒ 販売者

ISP ‒ 商品プロバイダー
3 - ターゲットとする顧客層に関する
フィードバック

1 - ターゲットとする顧客層
- 商品特性に関する情報

投資家
2 - 商品特性に照らした場合の
顧客層の適合性

商品プロバイダーとの関係を制限することが義務付けられているにもかかわらず、販売者である ISP は商品のター
ゲット市場を決定するために商品プロバイダーと接触しなければなりません。

… 広範囲にわたる影響
まだ定着していないモデルから、どのような変化や機
会が生じるかを予測することは簡単なことではありま
せん。結果の解釈は、プレーヤー次第です。とはいえ、
英国とオランダで実施された調査9 は、今後発展する
可能性がある主な原則について知る手掛かりとなりま
す。個人投資家・機関投資家を問わず、投資家を出来
る限り保護したいという欧州の規制当局の意思は十分
「壊れていないものを修理する
理解できます。しかし、

しかし、当該規制の結果、販売者（非独立系の販売者
も含む）が商品プロバイダーから報酬を受けることが
できるケースが大幅に制限されたため、販売者は投資
家に対して公平なサービスを提供する者へと変化しま
した。つまり、このようなサービス提供者のビジネス
モデルは、投資家から直接支払われる報酬にのみ基づ
くことになります。このため、当然ながらこの問題は、
最もコストのかかるサービス（一般的には投資アドバ
イス）にとってより重大となります。

な（下手にかき回すな）
」ということわざが再び真実で

あることが判る可能性が極めて高くなっています。
1. 2 段階の販売モデル
この新しいモデルでは、第三者からの支払いを受ける
には規制対象サービスの質を高めるものであることが
条件となりますが、このサービスの提供に求められる
最小限の条件が大幅に強化されました。第三者からの
支払いを正当化する追加的サービスとして、販売者は
どのようなものを挙げることができるでしょうか。一
つの方法として考えられるのは、幅広い商品の販売可
能性や継続的サービスでしょう。

9

商品プロバイダーが運用資産に基づいて手数料を支払
うという第三者の支払いモデルでは、投資アドバイ
スのコストを相互負担することが可能です。規模の
大きいポートフォリオが、小さいポートフォリオに支
払うことになるわけです。手数料ベースのモデルに移
行すれば、手数料は通常、時間当たりで請求されるた
め、この相互負担は成立しなくなります。手数料体系
を運用資産の規模に基づくものにすることはもちろん
可能ですが、ビジネス的には依然として難しいままで
す。たとえば、次の表をご覧ください。

特 に、CFA Institute Restricting Sales Inducements ‒ Perspectives on the Availability and Quality of Financial Advice for
Individual Investors December 2013、Deloitte Seismic shift in investment management ‒ How will the industry respond?
2014
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販売／投資アドバイスのコスト
今後
適合性テスト、資産分析、商品情報等で5時間
（時間当たり手数料€ 300）と想定

従来
運用資産の 1％と想定

€ 500
ポートフォリオの規模が
€ 5 万の場合

€ 2,500
ポートフォリオの規模が
€ 25 万の場合

合計€ 3,000

€ 1,500
各投資家当たり
合計€ 3,000

国ごとの租税摩擦は考慮していない。

2. 多大な影響を受ける資産運用

さらに、かかるサービスの提
供に求められる最小限の条件
が大幅に強化されました。

販売者に対するコミッションの支払いを規制するモデ
ルが改正 MiFID 指令に定められていますが、これは第
三者による支払いを制限しているのみであり、それ以
上は明確化されていません。第三者が投資家以外の法
人と想定されている場合、このモデルによって最終的
に影響を受ける貯蓄商品はどのようなものでしょうか。

小口投資家の場合、コミッションに基づくモデルでは
500 ユーロの負担で済んでいたため、1,500 ユーロ
を支払いたくないか、もしくは支払えないかもしれま
せん。他方、アドバイザーは、この業務は採算が合わ
ないとして提供範囲を限定するかもしれません。販売
コストは今後パフォーマンスに影響を与えなくなるた
め、こうした手数料は投資商品のパフォーマンス次第
では部分的に相殺されるかもしれません。しかし、市
場の状況次第では、こうした変化が多かれ少なかれ重
要になります。

保険仲介者指令（IMD）で規制されている保険商品
は最終的に金融商品とはみなされなかったため、かか
る商品は MiFID II の対象外です。会計単位（unit of
account）に含まれる商品の法的保有者は保険会社で
あるため、やや特殊であるとはいえ、何らかのコミッ
ションが支払われる可能性があるのは保有者となりま
す。保険会社とブローカーの間の金銭的つながりに関
して、その正当性またはコミッションか否かの判断は、
IMD の見直し次第となります。

つまり、2 段階の販売モデルが生じます。資産規模の
大きい顧客は投資アドバイスを享受する一方、資産規
模のより小さい顧客はかかるサービスを受けられなく
なります。後者が利用できる唯一の手段は、投資アド
バイスは受けずに、注文の受理・伝達や注文執行プラッ
トフォーム（主として初期費用（entry fee）に基づく
ビジネスモデル）を通じて投資を行うことになります。
このようなビジネスモデルは、大量の取引を処理でき
る場合にのみ成り立ちます。デロイトの調査結果でも
すでに指摘されているように、この業界で寡占化が進
んでも何ら驚くには値しません。

販売ネットワークと同一の法人が銀行商品を提供する
場合は社内の管理会計の問題となるため、問題ないは
ずです。これにより、フランスなどにおいては資産運
用商品を特殊な法人によって管理しなければならなく
なります。欧州では、ファンドの販売チャネルとして
銀行ネットワークが好まれますが、運用子会社から報
酬を得られなくなっても、銀行はこのようなファンド
を引き続き推奨するでしょうか。
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レベル 2 規制の最終版がなお確定されておらず、IMD
の改正もまだ不透明であるため、新規制が実際にどの
ような影響を及ぼすかを評価するのは簡単ではありま
せん。保険商品が対象外のままとなる場合には、この
販売チャネルが今後発展する可能性があります。ただ
し、独立系アドバイザーとファンド運用マネジャーに
対する禁止だけは現時点で確実です。他の投資サービ
ス、特に非独立のアドバイスが影響を受けない限り、
銀行ネットワークを通じた販売は今後も続くでしょう。
MiFID 指令の改正版は主として資産運用業界に懲罰的
な影響を与えるように思えます。しかし、世間一般に
対して資産運用業界は別個のセクターであることを認
識してもらう機会にもなります。運用会社に投資家を
重視するよう促し、販売チェーンの簡素化を義務付け、
さらには自社独自の商品販売をも求めることによって、
MiFID はこのセクターに変化をもたらすきっかけにな
るでしょうか。

結論として、2 段階の販売モ
デルが生じます。資産規模の
大きい顧客は投資アドバイスを
享受する一方、資産規模のよ
り小さい顧客はかかるサービ
スを受けられなくなります。
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要点 :
• 欧州の規制当局は、割戻報酬モデルとその
利益相反の可能性に対して、極めて厳しい
目を注いでいます。
• ファンドの販売チャネルは、根底から変わり
ます。おそらく、垂直統合に恩恵がもたらさ
れるでしょう。
• オープン・アーキテクチャは消える見通し
です。
• 誘因報酬の禁止を受け、2段階の販売モデ
ルが生じる見込みです。

オープン・アーキテクチャは、欧州の投資家の根本的権利であり続けなければなりません。
ギョーム・ダール氏の見解
ダー ル 氏 は、2 0 0 4 年 1 月からモンパンシエ・ファイナンスの 会 長 兼 C EO 。前 職 は、マ ル チ 運 用をフラ
ンスで他 社に先 駆けて採 用したBanque du Louvreの 頭 取 。

欧州の投資家は、この20年間で徐々に投資の選択に関して自由を得るようになりました。ちょうど1960
年代、70年代に大型スーパーマーケットや専門店が次々と登場・発展していくのに伴い、消費者が幅広い
商品やブランドを選べるようになったのと同じです。
銀行の「自社」商品に投資するしかなかった時代があるなど、45歳未満の投資家には想像もできないでし
ょう。今日の消費者も、販売店の自社ブランドしか選べない状況を我慢できないはずです。
今日の投資家は、膨大な選択肢の中から選ぶ自由を享受できます。欧州の投資家向けソリューションは、
極めて豊富に提供されています。たとえば、欧州の資産運用業界が提供しているファンドは5万5,000本
を超え、運用資産は総額8兆ユーロ程に上っています10。選択肢を投資家に示すことは、当然ながら非常に
重要となります。
個々の投資家（特に個人投資家）が自身のニーズに応じたアロケーションを見出せるようにすることが、
機関投資家や規制当局にとって最優先事項であるべきです。したがって、投資家が専門家の助言を得られ
るようにすると同時に、販売者が可能な限り幅広い商品を提供できるよう促し、自社商品だけでなく他社
商品も販売するオープン・アーキテクチャを推進することが必要です。
以上の優先事項は、新しい指令で十分考慮されているでしょうか。割戻報酬に関する新しい条項を受け、
主要販売者である銀行が取扱商品を自社商品だけに戻しかねないため、オープン・アーキテクチャが次第
に姿を消すのではないかと懸念されていますが、実際にそうなるかは不透明です。
また、現在外部の商品を推奨している金融投資アドバイザーが、顧客向けに「自社」商品を開発しないよ
うに、また自身の法的ステータスを変更しないよう導くことも必要です。
欧州の政策担当者が当初意図していたのは、間違いなく投資家保護です。長期的に見て幅広い選択肢があ
り続ければ、投資家が選択において不適切なサポートを得るというリスクがあります。
販売者が受け取る第三者からの支払いを完全に透明にするという解決策が、おそらくは最善の手法でしょ
う。このモデルには、オープン・アーキテクチャを本当の意味で支持するという大きなメリットがありま
す。このため、投資家が自身のニーズと特性に合致した商品を容易に見出せるほど、幅広い商品が提供さ
れる可能性があります。オープン・アーキテクチャは、欧州の投資家の根本的権利であり続けなければな
りません。
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資産運用業界における地殻変動
英国市場の情勢

マーク・ウォード
（Mark Ward）
パートナー―資産運用ヘッド
デロイト

アンドリュー・パワー
（Andrew Power）
パートナー―資産運用戦略コンサルティング
デロイト

英国の資産運用業界は、転換点を迎えています。従来の
アクティブ運用マネジャーは、すでに機関投資家市場に
おける変化への適応を迫られています。しかし現在では、
規制から、年金の自動加入、パッシブ運用の成長までの
様々なトレンドに直面しています。これによって資産運用
業界の個人投資家サイドの状況も大きく変わりかねません。
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資産運用業界がこのような地殻変動を経験するのに伴
い、主なトレンドが生じています。

の設定により「ゲートキーパー」としての役割を担っ
ている。これに伴い資金の流れが大幅に集約され、
手数料引き下げ圧力が生じている。このため、多く
の資産運用会社はこのような強力な新しい仲介者の
視点から見た場合の差別化や手数料の正当化に苦戦
している。

• リテール化：年金債務が世界的に国と雇用主から確
定拠出年金制度を通じて個人へと移るにつれ、個人
投資家の重要性が次第に高まっている。個人投資家
は一般に投資判断への関与が不十分であり、年金提
供者の提供するデフォルトファンドを利用する場合
• 国際化：資産運用会社は、ますます国際的な商品を
が多い。このためデフォルトファンドになれば定
求める英国投資家の需要に適応している。同時に、
期的に巨額の資金が数十年にわたって流入するた
新興国の富が拡大し、新興国のローカル市場で資産
め、魅力度が非常に高く、資産運用会社の理想である。 運用会社の新しい顧客基盤が生まれている。
しかし、市場で普及するには規模が必要となる。
• プライシングとコスト圧力：プライシングに対する
• 新しい仲介モデル：プラットフォームやウェルスマ
圧力は、複数の面から生じている。まず複数のファ
ネジメント会社、保険会社、その他のバリューチェー
ンドを直接比較できるプラットフォームが、ファ
ンのプレーヤーがいずれも市場シェアの拡大を狙う
ンドの運用報酬の押し下げ要因となり得る。さらに、
なか、これまで年金バリューチェーンの相当部分を
低コストのパッシブ運用ファンドで成長が続き、「限
支配してきた資産運用会社が敗退する危機に直面し
定的なアルファ」しかもたらさないアクティブ運
ている。このような仲介者は 150 前後の意思決定者
用ファンドに直接対抗できる。以上の圧力のうえに、
で構成されており、ファンド選別の基準標準化や資
規制コストも加わる。
産運用会社をサブアドバイザーとする自社ファンド
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英国で運用している資産運用会社の多数の上級幹部を
対象にインタビュー等を実施した調査によると、こう
したトレンドに対する業界の主たる対応は以下のとお
りです。

• プライシング：インタビュー対象者は、英国中心の
資産運用会社には価格引き下げ圧力がかなりかかっ
ており、実際に手数料が引き下げられた事例が複数
存在することを認めている。しかし、ほとんどは変
動価格モデルに移行することで、価格引き下げを選
• 販売：資産運用会社は、直販事業を構築するか、仲
別的にのみ進める方法を見出そうとしている。たと
介者活用アプローチを強化するかの選択を迫られて
えば、商品タイプ別（アクティブ運用では複雑な商
いる。インタビューに答えた資産運用会社の大半は、
品を対象として高水準の価格を設定する一方、自動
最重要の販売ルートとして、仲介者とのパートナー
化プロセスが導入可能な場合には低水準の価格を設
シップを強化することの重要性を強調した。
定する）、ファンドのスタイル別、販売者のタイプ別
• 商品：外国市場を狙う資産運用会社は、次の 2 つの
（大手の独立系フィナンシャル・アドバイザー向けに
手法のいずれかを活用している。英国で設定した商
のみ価格を引き下げる一方、より規模の小さい仲介
品をグローバルの販売ネットワークに乗せるか、あ
者向けには価格差を維持する）。最も重要なのは、や
るいは地域を絞って国内に事業基盤を築いて特に狙
みくもな価格引き下げを回避することである。
いを絞り込んだ商品を販売するかのいずれかであ
• コスト：これまで、多くの資産運用会社がコスト削
る。ヘッジファンドの拡大や低コストのパッシブ運
減や支出体系の規律厳格化を実施してきた。インタ
用ファンドからの価格引き下げ圧力を受け、アクティ
ビュー対象者はアウトソーシングを通じてのより抜
ブ運用会社はアルファ型の商品をリポジショニング
本的なコスト削減に意欲を示したものの、どの職務
している。その多くはより高く、差別化されたアル
が重要か判断に苦慮している。データコストの上昇
ファ・パフォーマンスを提供するか、もしくはセミ・
を食い止めるためにデータ関連業務をアウトソース
アクティブ運用のファンドを低コストで提供するか
すれば、サイバーリスクや規制要件に対する懸念が
のいずれかである。
高まる。

英国の投資運用業界では広範にわたる構造変化が続いており、これによって「勝者一人勝ち」の競争環境が生
じるでしょう。米国、オーストラリア、オランダと同様、英国でも個人の年金加入を促す方向へと動いている
うえ、ビジネスのグローバル化と競争激化という特性が相まって、業界と業界内における資産運用会社の役割
が大きく変容する見通しです。
このような動きを背景として、デロイト LLP は英国市場を揺らす地殻変動の背景にある要因を分析し、英国に
拠点を置く従来型のグローバルな資産運用会社がどのように対応しているかを探るため、エコノミスト・イン
テリジェンス・ユニット（EIU）に調査を依頼しました。この調査では、英国で運用するグローバルな資産運
用会社の上級幹部の多数を対象者として、インタビューも実施しました。
この調査で明らかになったトレンドの多くは、他の市場ではすでに顕著になっています。また、世界中の規制
当局と政府が顧客にとっての資産運用の成果改善を追求し、公的年金の高コスト体質に取り組むにつれ、こ
うしたトレンドは次第に顕著になるでしょう。この調査についての詳細な報告書は、www.Deloitte.co.uk/
Seismicshifts をご覧ください。
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デロイトの見解

調査から明らかになったのは、資産運用業界とそのバリューチェーンで生じている地殻変動によって未
開拓の機会と脅威が浮き彫りになっているということです。英国に事業拠点を構えている資産運用会社
は業界がどの方向に向かっているかを把握するとともに、競争の先頭に立ち続けるためには、こうした
長期的な変化に合わせて自社のモデルを変えていかなければなりません。
この調査で特定された要因を踏まえると、英国の資産運用会社の取締役会は以下の 4 つについて、戦略
的な選択をする必要があるとデロイトは考えます。
•

顧客セグメントの最適な構成比は、個人投資家と機関投資家の間でどのようになるか。

•

販売モデルで最高の結果をもたらすモデルはどれか、直販か、あるいは仲介者経由か。

•

商品や運用スタイルで望ましいのは、アクティブ運用とパッシブ運用のどちらか。

•

人口統計上の変化をとらえるのに最適なのは、ローカル向けの設定かグローバル市場向けの設定か。

以上の要素がどのように関係しているかを把握することが、向こう 3 〜 5 年間の競争戦略を決定し、
シナリオを計画するうえで重要になります。
詳細レポートは、www.Deloitte.co.uk/Seismicshifts でご覧になれます。

要点：
• 個人投資家の流れが原動力として優勢にな
るなか、英国の資産運用業界は転換点を迎
えています。
• 個人投資家と機関投資家の境界線があいま
いになりつつあります。ファンドは個人投資
家を対象としていますが、意思決定では機関
投資家的な意味合いが濃くなっています。
• 規制、年金の自動加入、パッシブ運 用の成
長とプラットフォームの拡大に加えて、ビジ
ネスのグローバル化と競争激化の進展が相
まって、業 界を根本から変えようとしてい
ます。
• このような地殻変動は、英国に事業拠点を
置く資 産 運 用 会 社にとって未 開 拓の 機 会
と脅威の両方をもたらしています。勝ち残
るには規模を確保するか、あるいはニッチ
にとどまるかのどちらかとみられます。
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人材面の課題
資産運用会社が
夜眠れない理由

ヘレン・ベック
（Helen Beck）
パートナー
金融サービス報酬
デロイト
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エミー・ティトゥス
（Amy Titus）
ディレクター
組織・人材・トランスフォーメーション
デロイト

景気後退の落とす影から抜け出し、企業が成長を重視する
環境へと入っていくにつれ、人材戦略の課題と解決策が企業
の直面する課題の中でほぼ最上位に近い位置に浮上します。
全体的なコスト基盤において人材が大きな比率を占める資産
運用会社にとっては、これがとりわけ真実味を帯びることに
なります。
優れた人材戦略のあり方というものは、企業によって
異なります。しかし、人口統計上の変化やテクノロジー
の進歩、規制上の圧力により、あらゆる資産運用会社
にとって非常に明らかな課題が生じています。このよ
うな状況を踏まえ、デロイト LLP（米国）の組織・人材・
トランスフォーメーション業務担当ディレクターであ
るエミー・ティトゥスと、デロイト LLP（英国）の金
融サービス報酬チーム担当パートナーのヘレン・ベッ
クが欧米の資産運用会社が直面している人材戦略上の
最大の課題をまとめるとともに、どのように対応すれ
ばよいかを提言します。
主な人材戦略上の課題

資産運用会社は欧州では、CRD1 III と CRD IV のほか、
AIFMD2、UCITS3 V に定められた報酬規則を遵守し
なければならず、米国では FATCA4 やボルカー・ルー
ルを含むドッド・フランク法で指針が定められていま
す。注目すべきは、米国ではブローカーディーラーと
投資アドバイザーに均一の受託者基準を課そうという
動きがあることです。今日では、両者に課されている
規制体系と基準は異なり、ブローカーディーラーに厳
格性で劣る「適合性基準」（suitability standard）が
課されているのに対して、投資アドバイザーには「受
託者基準」（ﬁduciary standards）が課されています。
これが、ブローカーディーラーと投資アドバイザーの
ビジネスモデルに大きな意味を持ちます。

報酬に対する規制面の圧力
世界の資産運用業界では、各社の報酬に対するアプロー
チに注目した規制要件が増えています。こうした要件
は各国間で必ずしも一貫しているわけではないため、
グローバルに事業を展開している資産運用会社にとっ
ては一層複雑になっています。

101

好材料は、こうした規制要件が概ね同じ原則に基づい
ているということです。しかし、こうした原則の導入
と適用にはばらつきが生じています。特に欧州の規制
はあらゆる資産運用会社に適用される仕組みとなって
いるのに対して、米国の規制は「連結資産」が 10 億
ドルを超える資産運用会社にのみ適用されます。また、
米国および欧州の規制が対処している 3 つの分野が透
明性、エンゲージメント、説明責任とほぼ同じである
のに対して、適用面では、AIFMD や UCITS に見られ
るように、欧州の規制当局のほうが繰延水準と報酬体
系に関して細かい規定を設けています。
欧米の資産運用会社が直面している課題は、細かく規
定が定められている規制の枠組みのなかで、選択し
た報酬戦略をどう維持すればよいか、ということにな
ります。各社は全般的に、長期的なパフォーマンスに
報酬を連動させるよう報酬制度を再構築するとともに、
リスクで調整することで対応しようとしています（た
とえば、賞与をより長期にわたって繰り延べたり、リ
スクの客観的指標に賞与を直接連動させたり、あるい
は報酬体系を自社株やファンドの持分とバランスさせ
たりといった措置）。
欧米の規制要件の遵守徹底とリスクの効果的な低減を
図るため、資産運用会社は自社のガバナンスプログラ
ムとリスク管理プログラムを幅広く評価し、定期的に
評価するメカニズムを整備しなければなりません（ガ
バナンス委員会の構造やその役割、決定権、プロセス
等も含む）。これにより、効果的な意思決定やリスク管
理を推進し、透明性を確保すべきです。グローバルな
組織は、総合的な報酬プログラムのガバナンスを一元
化することもできます。これは、コスト管理やコンプ
ライアンス、全社的な有効性を強化する手法です。

行や保険会社、ハイテク企業に出し抜かれている資産
運用会社もあります。
このギャップを埋め、ミレニアル世代を効果的に引き
寄せて採用するため、資産運用会社は自社の人材プロ
グラムを一体として――つまり、人材確保から採用後
の関係管理に至るまで、そしてその中間に位置する各
段階において――検討しなくてはなりません。多くの
企業は地域社会におけるプロジェクトやソーシャルプ
ラットフォーム（オンラインと対面）への投資を拡大し、
ミレニアル世代が自社ブランドと関わるようにしてい
ます。採用後も、企業は次第に研修や能力開発の機会
を継続的に推進するようになっており、長期休暇制度
や休職制度、フレックス制を人材プログラムに組み込
み、ミレニアル世代のニーズと期待に応えようとして
います。
現在では、適切な技術力を構築することも、企業が先
進のスキルを備える新しい人材を効果的に引き寄せ、
採用するために必要不可欠です。また、既存の従業員
に対して必要なツールや情報、能力開発の機会をより
効果的に提供することも、競争力維持のために必要で
す。たとえば、営業や現場の担当者は情報を素早く入
手するためにモバイル・ソリューションを求めるとと
もに、いつ、どこで、どのように情報が必要になるか
を習得しています。ミレニアル世代を中心として、従
業員はソーシャルメディアを活用した迅速なつながり
を求めています。自分自身の生産性と能力開発のため
に魅力的かつユーザーフレンドリーな社内コラボレー
ションツールを欲しており、そうしたプラットフォー
ムを通じて、同様に有益な体験を顧客に提供する必要
性を認識しているのです。
新たな組織能力と従業員スキルの必要性

ミレニアル世代の引き寄せと採用
資産運用会社は、優れた人材の引き寄せと採用におい
て、金融サービス業界内外との熾烈な競争に直面して
います。大学キャンパスやソーシャルメディア（労働
市場に参入してくる最も若い層とのエンゲージメント
を確保するうえで重要なプラットフォーム）では、銀

1
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資本要求指令（Capital Requirements Directive）

2

オルタナティブ投資ファンド運用者指令

3

譲渡可能証券の集団投資事業

4

外国口座税務コンプライアンス法

次第にグローバル化が進み、競争が激化する世界で成
功するため、組織はオペレーションを一元化し、コラ
ボレーションを重視して、「サイロを壊」そうとしてい
ます。すなわち、資産運用会社が直面している課題は
今や、組織横断的な専門性を総合して対処しなければ
ならないのです。

報酬と行為に対する資産運用会社
のアプローチに注目した規制要件が、
世界的に増えています。
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グローバルな組織は、
総合的な
報酬プログラムのガバナンスを
一 元 化 することもできます。
これは、コスト管理やコンプラ
イアンス、全社的な有効性を
強化する手法です。
このような変化に伴い、企業は事業ラインや職能部門
を超えて新しいスキルや能力を育成しなければならな
くなりました。これに加えて、顧客は次第に情報に精
通し、テクノロジーがかつてない進歩を遂げているこ
ともあり、それぞれの職能部門に求められることが変
化しつつあります。人事において最も重要かつ顕著な
例を一つ挙げると、意思決定の向上のためにデータ管
理と人事アナリティクスを遂行しなければならなく
なってきています。欧州では、これが多くの資産運用
会社にとって最優先事項となっており、米国でも徐々
にこうした必要性が出現しています。このような新し
い世界において、人事部門は、ビジネス上の優先事項
に緊密に連携する、戦略的かつ先取的なビジネスパー
トナーになる必要性が生じています。これを実現する
には、助言スキルや解析スキル、ビジネスパートナー
としての力量、ビジネスや商品に対する見識を磨き、
職能上、規制上の洞察力を向上させなければなりません。
これに加えて、欧州と米国の市場はともに成長重視の
姿勢を本格化させ始めています。このため、多くの資
産運用会社は現状を打破しようとし、無駄をそぎ落と
した優れたビジネスモデルを推進する新規人材を求め
ています。上級層でこれを実現し、新規人材の確保・
採用を戦略的優先事項と効果的に整合させるため、資
産運用会社は採用プロセスで自社の戦略を明確に伝達
し、事業の各部門（マーケティング、営業、テクノロジー、
オペレーション、リスク、取引等）から情報を入手し
ておかなければなりません。
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後継者プランニング
多数の現職リーダーの引退が迫る一方で、リーダー層
における幅の広い多様な人材プールが不足しています。
また、数少ないリーダー候補者がしびれを切らしてい
るうえ、停滞が数年続いた後だけに取締役会が成長加
速を求めていることも重なって、後継者プランニング
が資産運用会社の取締役会において唯一最大の懸念材
料となっている場合もあります。
しかし、これは資産運用会社だけに限った課題ではあ
りません。デロイトの「グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンド 2014 年調査」では、業種にかかわ
らず調査対象者となった経営幹部の半数以上（51%）
が明確かつ一貫した後継者プログラムを維持する能力
が自社にあるのか、自信がないと回答しています。資
産運用会社にとって特に難しいのは、最大の成果を
上げているリーダーに対する報酬の範囲と手法に影
響を及ぼす新しい規制です。欧州では特に AIFMD や
UCITS を通じて、規制当局がより細かい規定を設けて
いるため、このような制約の拡大を受けて、最優秀の
リーダーたちはよりよい報酬パッケージを求めて移籍
する可能性が高くなるとみられます。
このようなリーダーシップにおける溝の拡大など、後
継者プランニングの課題に取り組むため、資産運用会
社はまず、自社の「生え抜き」人材を積極的に育成し
たり、外部から採用した幹部人材が有益な変化をもた
らせるように組織文化を醸成したりする必要がありま
す。「生え抜き」の人材育成のため、自社独自のリーダー
シップ・プログラムを構築して、リーダーシップ能力
の育成に取り組んでいる企業もあります。通常、この
ようなプログラムは、リーダー育成を専門とする外部
企業と共同で設計し、開発されています。

他社から採用した経験豊富なリーダーをサポートする
ため、企業はまず、通常のオンボーディングの枠を超
えた、包括的なリーダー統合プログラムを構築しなけ
ればなりません。たとえば、社外から採用した人材が
社内の他のリーダーや同僚たちで構成される懇談会に
参加したり、上級リーダーから定期的に 1 対 1 でコー
チングやメンタリングを受けたりして、外部人材が新
しい環境でしっかり進み、成長を促進できるように支
援する措置が必要です。

用会社は優秀な人材を引き寄せ、採用し、育成しなけ
ればなりません。また、優れたパフォーマンスと適切
な行為の双方を確保するために必要な組織としての価
値と力量を強化する必要もあります。多くの資産運用
会社では、規制遵守を実現する要因として、特に企業
文化と価値観の重要性が取締役会で中心議題となって
おり、人材戦略によってこのような動きを後押ししな
ければなりません。見事に遂行すれば、これは社内の
強い連帯感を育成することにもなります。

結論

人材面での取り組みはいまやかつてないほど幅広く、
成功には欠かせない要素になっています。というのも、
報酬がもはや特効薬ではなくなっているからです。企
業が成功するためには、従業員への価値提案全体を検
討しなければならないのです。

資産運用会社は自社のビジネス戦略に根差した人材面
の明快な課題に全力を尽くさなければ、以上の課題に
首尾よく対処することも、良質の睡眠を確保すること
もできないでしょう。動きの激しい顧客ニーズや従業
員の期待値、世界の規制変化に適応するため、資産運

要点 :
• 報酬がもはや特効薬として機能しなくなった
今、人材面の取り組みはかつてないほど幅広
く、成功に欠かせない要素となっています。
• 資産運用会社は規制の圧力にさらされており、
こうした要件は各国で常に一貫しているわけ
ではありません。このため、グローバルに事業
を展開する企業にとっては、一層複雑さが増し
ています。
• しかし、規制遵守は機会として活用できます。
グローバル企業は、コスト管理やコンプライア
ンス、全社的な有効性を向上させる手法とし
て、総合的な報酬プログラムのガバナンスの一
元化を検討できます。

• 最先端のスキルを有する新規人材を効果的に
引き寄せて採用するため、適切な技術力を構
築することも今や必要不可欠です。また、既存
従業員の視点から見て、競争力維持にもこれ
が必要です。
• 後継者プランニングにおける溝の拡大に対処
するため、資産運用会社は自社の「生え抜き」
人材を積極的に育成するか、外部から採用した
幹部人材が有益な変化をもたらせるよう企業
文化を醸成するかのいずれかが必要です。
• 優れた人材戦略を導入するため、資産運用会
社は社員への価値提案を総合的に検討し、自
社のビジネス戦略に根差したものにしなけれ
ばなりません。
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の質または健全性にかかわらず、効率的なポートフォ
リオ運用と OTC の金融デリバティブ取引に関して、
UCITS がカウンターパーティから受け入れる担保バス
ケットの、任意の発行体に対する担保エクスポージャー
が UCITS の純資産価額の最大 20％までであれば、発
行体の集中に対して十分な分散基準が守られていると
みなされました。
担保の発行体分散規定に対する批判
政府が発行した証券の形で受け入れた担保にこの
20％の上限を適用することに対して、業界は総じて反
発しました。なぜなら、政府が発行する証券は資産運
用会社やそのカウンターパーティによって業務上で広
く利用されていたことに加え、リスク低減の健全な方
法であり、株主保護に最も有効と考えられていたから
です。
ガイドラインの改正
ESMA は業界の懸念を考慮して、2014 年 3 月 24
ESMA は 2014 年 8 月 1 日、ETF お よ び そ の 他
の UCITS 銘柄に関して改正ガイドライン（
「ESMA
2014/937」
） を EU の 全 公 式 言 語 で 公 表 し、 担 保
の分散ならびにアニュアルリポートにおける関連情報
の開示に関する条項を改正しました。この発表により、
改正ガイドラインが 2014 年 10 月 1 日をもって適
用される運びとなります。しかし、改正ガイドライン
適用日前から存在していた UCITS には、改正条項第
43 条 (e) および第 48 条の遵守に 12 カ月の猶予期
間が設けられています。かかる UCITS は担保分散の
改正条項に基づいて、目論見書を改訂する最初の時点
または本ガイドラインの適用から 12 カ月後のうちい
ずれか早い日付をもって目論見書を更新しなければな
りません。
担保管理に関するガイドライン
ESMA は当初、2012 年 12 月 18 日に ETF および
その他の UCITS 銘柄に関するガイドラインを公表し、
UCITS のリスク管理ならびに透明性に関する新規定の
ほか、UCITS が受け入れる担保の分散基準を国、市
場、発行体について定めました。具体的には、発行体
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日にガイドラインの改正に関する最終報告書を公表し
ました。その中で、政府または政府機関が発行した譲
渡可能証券または短期金融市場商品で構成された担保
を受け入れた場合の分散規定に一定の柔軟性を認めま
した。
ESMA はガイドラインの改正のなかで基本的に、政
府または政府機関が発行した譲渡可能証券または短期
金融市場商品で担保として保有されているものに適用
される分散規定と、ポートフォリオで直接保有してい
る場合に適用される規定とを整合させています。こ
のため、UCITS が少なくとも 6 つの異なる証券銘柄
を保有し、いずれの発行証券も 30％を超えない場合
に限り、UCITS は単一の政府が発行した証券を最大
100％まで保有することが認められます。

Link’n Learn

ウェビナー −秋 / 冬 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 Linkʼn 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 ― 9 月 25 日

UCITS
• 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 ― 2015 年日程未定

FATCA
• FATCA の導入― 2015 年日程未定

• UCITS の動向 ― 2015 年日程未定

規制

投資ファンド
入門

• EMIR ― 2015 年日 程 未 定
• MiFID II：ファンド・マネジャーへの影響
― 2015 年日 程 未 定
• 顧客の資産に関する規制動向
― 11月20日
• BEP & 税務の最新情報 ― 10月9日
• 欧州規制の最新情報 ― 10月23日

業務・手法
• シェアクラスのアロケーションと FX
ヘッジの原則― 2015 年日程未定

• 投資ファンド入門 ― 2015 年日 程 未 定
• 2015年：資産運用業界の戦略的見通し
―12月4日

• 2014 年末のアニュアルリポートの
焦点 ― 11 月 6 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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