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はじめに

ある著名なルクセンブルクのバンカーが最近、会話の中で、機会の開拓をしばらくの間やめていることに触れ、さ
まざまな義務から解放されてほっとしていると述べました。彼がEUやその他によってここ数年相次いで打ち出さ
れている規制の導入に言及していたことは言うまでもありません。彼が主張するには、以前は新しい規制に伴う
機会―かつては当然のようにそう言われていた―を探るにあたり、常に「何をしなければならないか、何ができる
か」という二つの側面から常に取り組んでいたということです。今は、少なくとも当面の間、最初の問題をクリアで
きてほっとしているということでした。
2008年の金融危機を受けて最近の欧州委員会が40近い法規を制定し、その大半で平均10件のテクニカルス
タンダードと下位規則が作成されため、合計400前後という気の遠くなるような大量の文書を理解し、検討し、該
当する場合は遵守しなければならなくなったことを考えると、彼の言い分も理解できます（彼の人となりを知ってい
れば、彼の言葉は謙遜しすぎであり、取り組む価値のある領域が見つかれば、きっと目にはおなじみの輝きが
戻ってくるでしょう）。
ヒル卿は、新たに再編された金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局のコミッショナーの地位に就いた際、業
界と市場が新たな法規の受け入れに関して直面した困難に触れ、自分自身は法律のための法律は支持しないと
宣言しました。
「パフォーマンス」本号において、義務はもちろん、機会についても必ず知見をもたらすと思われる記事をお届け
できることをうれしく思います。そのために、年金基金投資におけるプライベート・エクイティの役割を検証する記
事をいくつか集めたほか、再び中国に目を向けて同国における対内投資と対外投資への道筋の絶え間ない進化
を取り上げ、さらに保険会社の投資運用の問題を考察しました。先にヒル卿と資本市場同盟（CMU：Capital
Markets Union）に関する同卿の責務に関して述べましたが、「パフォーマンス」本号は、欧州委員会のCMU行動
計画草案の公表日として定められた日の少し前に皆様のお手元に届くことになっているため、少し先読みして、
少なくともこの取り組みから得られる可能性のあるいくつかの好ましい結果について検討することにしました。
この前向きな機会の追求を補完するのが、社内対応とアウトソーシング対応との間のトレードオフの関係に関す
る有益な知見やマネー・マーケット・ファンドをはじめとするさまざまな問題点に関する最新の情報です。マネー・
マーケット・ファンドのプロモーターは、CNAVとVNAVの問題とは別に、マイナス金利を黙って受け入れざるを得
ない状況に置かれましたが、この件については落ち着いた対応を見せました。
本号も皆様の興味を引くような記事が詰まっていると確信しております。冒頭で触れたバンカーと同様に、皆様の
目を輝かせるような機会をご紹介できれば幸いです。

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
4

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

資産運用－アイデンティティのある職業
私たちは、「資産運用」―「投資運用」と呼ばれることもある（違いはあるのでしょうか？あるとすればどのような
違いでしょうか？）という用語を口にし、分析し、この用語に関係するさまざまなことに取り組みます。にもかか
わらず、私たちが気にするのは一般に、その本質そのものよりもむしろ、その影響、その結果、その側面です。
結果を気にするのは、しごく当然のことであり、資産運用が商品ではなくソリューションを販売し始める時代に
入ったことを示す兆候の一つです。
マイナスの側面について述べると、資産運用が往々にして一般の人々から高く評価されていないことは明らか
です。複数の調査において、アセットマネジャーは、バンカーや程度の差はあれ他の職業に比べ回答者から低
く見られています。この地位の低さは、アセットマネジャーとはどういうものか、何をしているかについてすぐに
定義できる人がいるとしても非常に数少ないことは間違いないことを考えると、やや理解に苦しむことです。こ
の職業に対する認識はあまりにもお粗末なため、一部の業界人は、そのようなイメージの改善はほとんど期待
できないと自ら公言していますが、幸いにも全員がそのような見解に与するわけではありません。とはいうもの
の、そのバランスを是正しようという試みは、骨の折れる作業になりそうです。
理由の一つとして、行われていることを簡単に説明することが難しく、説明されないことが疑いを招きがちである
ことが考えられます。あるいは、特に資産運用に焦点を当てた世界的な機関が存在しないことも理由の一つか
もしれません。誰よりも資産運用会社の問題を考慮しているIOSCO（証券監督者国際機構）でさえ、証券委員
会の協会であり、基本的に銀行などより資産運用会社に近い機関でありながら、資産運用会社からはかなり遠
い存在です。
この問いに実際に意味はあるのかと思われても無理はないかもしれません。けれども、意味はあります。なぜな
ら、資産運用業界出身の有名なコメンテーターがしばしば言うように、「私たちはソリューションの一部」だからです。
（先の）金融危機を受けてここ数年間、法律を制定することによって次の金融危機を防ごうとする数多くの慎重
な試みといくつかの無謀な試みが見られました（ちなみに、考え自体は素晴らしいのですが、がっかりさせられ
る結果に終わることは間違いありません）。私たちはようやく、先のことを考えるためにページをめくろうとしてお
り（というよりむしろ、アセットマネジャーはその性質上、常に先を見ていなければなりません）、非難に対して言
い返したり正当化したりするのではなく、先を考えることを議論する方向へと変わりつつあります。
「パフォーマンス」誌においては常に、先を見ようと努めていますが、本号においてはそれをさらに一歩押し進め
ました。資産運用を可能な限り幅広く捉え、年金投資との関連において、また保険投資との関連において考察
し、グローバル市場の一部として、さらには地政学的変化のための手段として捉えています。中核的な投資運
用と投資運用が果たす必要のあるサービスとの相互関係を検討し、好むと好まざるとにかかわらずこの職業の
未来をさらに形作ることになると思われる取り組みを取り上げます。
資産運用という職業には、果たすべき役割があります。一般の人々に敬愛されることは決してないかもしれま
せん。それでも、資産運用にたずさわる実務家は、ツールを使いこなし、自身のスキルと判断を生かし、迫り来
る問題、退職準備金や年金の問題、富の創出を通じて長期的な経済成長に必要な資金を供給するという問題
がどのように対処されたかをいつの日か振り返って「任務完了」と結論付けることができるならば、きっと満足す
ることでしょう。
本号をお読みいただく時間が実り多く、刺激的なひとときとなれば幸いです。

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

サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
編集主幹

ジョニー・イップ
（Johnny Yip）
ルクセンブルク・インベストメントマネジメント
リーダー

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

アウトソーシング／
委託するサービスの
選定と監督
拡張可能な枠組みの
追求
パイオニア・アセット・マネジメント株式会社ディレクター、エンリコ・トゥルキへのインタビュー

エンリコ・トゥルキは、金融業界において35年に及ぶ経験があり、この12年間は資産運用
にたずさわっています。最初のキャリアはイタリアのリテール・バンキングとコーポレート・
バンキングに始まり、その後ウニクレディトのリソース管理部長（COO/CFO）として1999年
まで香港で過ごした後、ロンドンに異動して同じポストを務めました。2003年9月からは、パ
イオニア・インベストメンツ・ルクセンブルクの事業責任者を務めています。2005年1月に業
務執行役員に指名され、2006年12月以降、パイオニア・インベストメンツのルクセンブルグ
の資産運用会社であるパイオニア・アセット・マネジメント株式会社のマネージング・ディレ
クターとなっています。
同氏はまた、ルクセンブルグに拠点を置くいくつかのSICAVのディレクターであり、さまざま
な業界団体および委員会のメンバーを務めています。

以下の記事は、上記のトピックに関するエンリコ・トゥルキ氏の知識と見解を反映したものです。
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アウトソーシングサービス提供者と業務受託者（以
下、「O&D」）の利用は、資産運用業界において一般
的になっています。投資ファンドのバリューチェーンに
は、クライアント－サプライヤー関係が網の目のよう
に張りめぐらされています。その理由として、ビジネス
プロセスまたは機能全体の最適化、特定の専門知識
へのアクセス、費用対効果、あるいは単により広い地
理的地域への対応などが挙げられます。
私たちは、オペレーショナルリスク、評判リスク、規制リス
クの軽減においては、O&Dの監督に責任を負う部門が
最も重要な役割を果たすと考えています。規制当局は、
アウトソーシングと業務委託が常にこの業界の特色とな
ることを意識しており、そうした取り決めを監視し管理する
ための健全な手法を維持し開発することを関係者に要求し
ています。

こうした比較的新しい活動のための拡張可能なプロセスの
構築に伴う業務上の課題は、業界団体、コンサルタント、各
種組織がガイドラインを作成し、ベストプラクティスの条件と
基準を定めるために取り組みに結実しています。この記事
では、私たちのグループの実務経験と、主にUCITSファンド
を運営し、複雑さと地理的な広がりという点で私たちのグルー
プと同じかそれ以上の国際的なグループに共通すると思わ
れる側面について取り上げます。ここで説明するアプローチ
と手法は、世界各地で現地に合わせてわずかな調整を加え
て利用されており、私たちの監督活動のための一貫性のあ
る拡張可能な枠組みを提供しています。
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O&Dの選定
言うまでもないことのように聞こえるかもしれませんが、
O&Dの選定に用いる基準は、サービス・ベンダーや物品の
サプライヤーを選定する際に採用されている基準とまるき
り異なるものではありません。たとえそれらのサービスや物
品がどれを使っても変わりはないか画一化されているとし
ても同じことが言えます。したがって私たちにとってO&Dの
選定のための枠組みは、すでに存在するプロセスを精緻
化したものであって、完全に新しい取り組みというわけでは
ありません。
あるサービスを社内で実施する（私たちの環境では、グ
ループに所属する他のユニットの利用も意味します）か、そ
れとも外部のサービス提供会社を利用するかという決定が
しばしば、このプロセスの第一歩とみなされます。実際問題
として、この選定はその性質上、繰り返し行われることも珍
しくなく、プロセスが進むにつれ、外部のサービスを利用し
続けるか、それともサービスを内製化するかという選択肢
を見直すことになります。社内の知識と経験、人材と技術
的リソースの利用可能性、能力と拡張可能性、費用対効果
をはじめ、数多くの要素を継続的に比較検討しなければな
りません。
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可能な場合、私たちは、O&D候補と自社内で実施した場
合の比較可能性を向上させるための具体的な質問票や
テンプレートを作成しています。要求事項の定義は、期待
値を設定し、O&D候補の適切な起用と交渉を実現するた
めに重要な要素です。私たちは、プロセスの「現状（asis）」説明と業務フローを作成し、「あるべき姿（to-be）」モ
デルの策定を求めることで、ギャップを特定し、それらの
ギャップの解消を通じてオペレーショナルリスクを防止し、
品質の測定指標とKPI（主要業績指標）を定義できるよう
にします。多くの場合、それと現場視察を組み合わせて、
入手した文書と組織のさまざまなレベルでのミーティング
を補完します。経験上、これは選定において決定的に重
要な段階であり、O&Dのハード面とソフト面の能力を評価
し、互いに実り多い関係のための方向性を定める機会を
与えてくれます。

競合するO&Dの能力を評価した後、スコアリングを適用
してO&Dの評価と格付けを行います。基準には、技術的
適合性、サービスの質、アフター・サービスとそれを監視
するための情報へのアクセス、データの完全性と安全
性、災害復旧と事業継続計画の堅実性、経済的条件、
会社とその経営陣の評判、財務的な健全性など、さまざ
まなカテゴリーが含まれています。
選定が終わると、契約上の取り決めとして、期限や日々
の成果物などに関する両当事者それぞれの責任と関与
について定める詳細な業務覚書／サービスレベル合意
書などが締結されます。サービスレベル合意書では、変
更管理プロセス、コミュニケーション、実施可能であれば
トラブルがあった場合の上申手続、サービスレベルを満
たせなかった場合のペナルティ、契約の解除につながる
状況に関する条項も定められます。

継続的な監督―一般原則
最初の選定段階で用いられた評価基準は、関係が続く間
ずっと同じように適用され、定期的に見直されます。関係の
重要性、評判と財務状況のチェックから得られる保証の水
準、そして潜在的な欠点に関連するリスクを測定することに
よって、効果的かつ効率的な管理措置をまとめたマトリック
ス表を作成することが可能になります。
私たちが採用している継続的なデューデリジェンス措置に
は、以下が含まれます。
• 具体的な問題への対処を目的とする日々のやりとり
から経常的なテーマに関する定期的な懇談会、さまざ
まなレベルで実施される全体的なサービスレビューに
亘る、直接会って行われるミーティング
• 契約上の取り決めにおいて定められたKPIと社内また
は業界の品質レポート。この2種類の品質レポートは、
O&D自身の認識とサービスの質の測定基準を整合さ
せ、市場の動向に照らして分析するために特に役立ち
ます。
• 対象期間中のサービスの質に関する当社独自の評
価。可能な場合は必ず、複数の部門が協力して作成
します。これは、通信簿のような形態を取ることもあれ
ば、赤信号・青信号・黄信号のマークで状況を表すレ
ポート、あるいはインシデント・レポートの形態を取るこ
ともあります。
• 問題点の内容と範囲、即時の是正活動、再発防止を
目的とする長期的対策を含む、障害事象の評価と上
申プロセス
• 内部監査部門によるO&Dへのアクセスとその活動の
定期的なレビュー、O&Dの内部統制環境を評価する
ための外部監査報告書（ISAE 3402またはそれに相
当するもの）の利用、特定の活動に焦点を当てた現場
視察
• データの完全性と安全性。災害復旧・事業継続計画
がどれぐらい掘り下げられているか、アウトソーシング
または委託した活動に照らして適切か
• O&Dの財務および評判の健全性に関する継続的なレ
ビュー。経営陣および主要人員の離職率
私たちは、監督すべき活動に焦点を当てる専門のチェック
担当者を指名することによって、上記の措置を統合してい
ます。これは、監督専任の部門という形態を取ることもあり
ます。その部門がO&Dと日常的に十分にやりとりしている
場合、これは効果的で合理的な措置です。私たちの経験
上、この手法は、主としてカストディ業務、ファンド・アドミニ
ストレーション、証券代行サービスを手がける一つまたは少
数のサービス提供会社が集中的に実施している活動を監
視するのに適しています。
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カストディ業務、ファンド・アドミニストレーションおよび証券
代行
こうした領域に関しては、投資運用と販売に関わる活動に
比べ、確立された監督手法―定型的な質問表など―やテ
クニックが比較的数多くあります。これは、さまざまな業界
団体の取り組みにより促進されているものであり、また、こ
うした活動はスケールメリットがより明白であり、その結
果、アウトソーシングや業務委託の対象となることが多い
ことにもよるものです。最近では、AIFMDから予想される
資産運用会社と預託機関の間の相互的なデューデリジェン
ス―数カ月後にUCITS Vにも取り入れられると思われま
す―が、この点に関する業界関係者間の協力を促してい
ます。
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監督プロセスに精通していれば役に立つことは間違いあり
ませんが、経験上、文書に依拠するだけでは、サービスの
質を確保し、統制と手続における脆弱性を特定するのに十
分ではありません。新たな規制上の要求事項に対処する
場合や新しい商品を取り扱う場合は特に、「現状／あるべ
き姿」手法は、新しい要素の正しい導入を確実にし、規制
の違反や業務上のミスのリスクを最小限に抑え、O&Dとの
共通の企業文化や理解を培うのに大いに役立ちます。
私たちは、KPIを幅広く利用し、定期的に見直して更新して
います。その多くは、比較的標準化されています（セキュリ
ティと現金の照合、NAV計算ミスと適時性、財務報告の
質、投資コンプライアンスのモニタリング、カットオフタイム
の適用、投資証券または受益証券の照合等）。細かい部
分では一般に、業務上の効率性とプロモーターの新しい活
動（新たなファンドやクラスの立ち上げ、新規参入市場にお
ける口座開設、変更管理プロセス等）をサポートするO&D
の能力に対処しています。

投資運用活動
投資マネジャー（IM）の定性的評価はおそらく、カストディ
アンやファンド・アドミニストレーター、証券代行機関の定
性的評価よりも古くから実施されています。しかし最近ま
でこうした評価は、グループ内の業務委託よりむしろ、投
資家が特定のポートフォリオを運用するIMを選定する場
合、もしくは選定した場合の第三者との関係に特有のも
のでした。提案要求書（RFP）の選定プロセスは通常、IM
の能力、内部統制、組織構造を余すところなく対象に含め
ます。RFPは、特定の資産クラスまたは資産運用委託契
約に特化しているという制約があることが多く、したがって
大規模なグループにおいては珍しくないことですが、IMが
多種多様な投資目標および市場で複数の資産クラスに
対し投資する幅広いファンドを運用している場合、単純に
置き換えることはできません。規制当局はグループ内の
業務委託には実務的なメリットがあることを認識していま
すが、これが統制のより低い基準の承認または監督責任
を遂行するための単なる表面的なアプローチのための抜
け道となることは期待できません。
私たちのグループは、3つの主要なIMセンターと特定の
能力を備えた多数の小規模なIM業務部門を通じて活動し
ています。したがって、私たちの運用会社が複数の姉妹
会社とグループ内IM業務委託契約を結んでいることも珍
しくはありません。そのため、共通の基準を策定する必要
があり、ベストプラクティスを定義するための内部ベンチ
マーキングが幅広く使用されています。この取り組みの一
部は、まだ現在進行中なのですが、単一のIMまたは運用
会社のレベルですでに入手可能な情報を共有し、複数の
一対一の関係もしくはリクエストによる情報提供ではなく、
共通のITインフラを通じた情報提供を可能にする（「プル」
型ではなく「プッシュ」型の情報提供）ための仕組みを確実
に整備することを目的としています。

私たちは、オペレーショナ
ルリスク、評判リスク、規制
リスクの軽減においては、
O&Dの監督に責任を負う
部門が最も重要な役割を
果たすと考えています。
グループレベルで、またはIMが入手可能な情報に関して
は、その多くは現地当局への報告目的で作成されますが、
マトリックス表の管理ポイントと結び付け、あらゆるグルー
プ傘下の企業がアクセスできる共通のレポジトリを通じて共
有されます。
拡張可能なアプローチのその他の要素には、世界的なフ
ロントオフィス・システムの採用、投資運用契約の標準化の
ほか、投資リスク管理、コンプライアンス、内部監査、業務
上の事象、パフォーマンス報告のための共通のフォーマット
と対象範囲の定義が含まれます。複数の事業体が連携し
て現場評価を実施することになっており、その目的はあらゆ
る社内クライアントとグループ内O&Dの間で結果を共有す
ることにあります。
私たちはこの一連の措置とその展開の方法が、日々のやり
とりや共通の業務活動と一体となって、IMの活動に対する
拡張可能かつ効果的な監督につながると考えています。

監督領域（ごく一部を挙げると、規制の概観と内部統制シ
ステム、注文執行／取引とマッチング／決済、コンプライ
アンス、コーポレート・アクション、ポリシーとプロセス、
BCP／DRP、利益相反など）は、最も関連性のある運用
会社の代表者で構成される作業グループが作成したマト
リックス表に記入されています。
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販売の監督
一般に、販売の監督は販売業者の監督が中心だと思わ
れています。販売業者の選定・監視とマネーロンダリング
やテロ資金供与に関連するリスクの管理が販売に対する
監督において最も目に見えやすい部分であることは否定
できませんが、これはマーケティングとオペレーションの
側面、そして投資家への報告と情報提供にも同じように
当てはまります。業界は販売に関連するオペレーショナ
ルリスクを次第に意識するようになっており、新たな法規制
は、マネーロンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）
に関連する領域だけでなく種々の領域におけるコンプライ
アンスに対する注目を強めると思われます。
私たちのグループでは、販売は地理的地域ごとに組織化
されています。グループ会社を販売活動の主要な業務受
託者として、また販売業者の選定と継続的なデューデリ
ジェンス、評判のチェック、日々のやりとりのためのゲート
キーパーとして利用しています。営業、法務、コンプライ
アンス、財務、オペレーション部門が関わる共通の受理・
承認プロセスを採用しており、そのプロセスを通じてデュー
デリジェンス記録と顧客確認（KYC）情報をレビューし、経
済的条件と法的要件および内部目標との適合性を確認
するとともに、業務フローが明確に定義されあらゆる関係
者が理解していることを確実にしています。

私たちは販売プロセスフ
ローのコントロールは販
売業者の監督のみで成
り立つものではないと考
えています。
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最初のデューデリジェンス要件は、販売業者が営業してい
る国のAML/CTF法規の評価、販売業者の法律上の地位、
許認可の種類および所有者、評判チェック、そしてオペレー
ション・モデルと主要な基準との適合性などを考慮に入れ
たマトリックス表によって定義されます。できる限り標準化
された契約を使用していますが、多くの場合、現地の業界
基準を取り入れ、商品の設定地の法律を参照して各々の
義務と責任を詳しく定めます。
継続的なレビューでは、上記のあらゆる要素に加えられた
変更に基づく要素や継続的な評判チェックのほか、ミスの
発生、取り決められた業務プロセスからの逸脱のリクエス
ト、頻繁な取引やマーケット・タイミング投資が行われた可
能性のある場合など、日常業務における異常の兆候など
を取り上げます。必要な場合、基準とのずれを解消し、販
売業者の内部手続が十分であることを確認するために、
臨時のミーティングまたは現場訪問を手配します。
同時に、私たちは販売プロセスフローのコントロールは販
売業者の監督のみで成り立つものではないと考えていま
す。商品の設計段階、ターゲット市場と顧客セグメントの評
価、分かりやすく平易な言葉で書かれた文書の作成と定
期的な更新はいずれも、効果的できめ細かな販売の重要
な要素であり、投資家と私たちの利益をともに守ります。顧
客取引におけるサービスの質、合併や清算、あるいは利
息や配当の支払いなどのコーポレート・アクションに対する
対策、税務申告の正確性、NAV価格および財務報告の期
限通りの発表はすべて、私たちの商品に関連して投資家
が経験する価値に大きな影響を与える側面です。これらの
要素は最終的に、私たちのブランドに対するさまざまなス
テークホルダー―規制当局から投資家、販売業者から当
社のスタッフに至るまで―の認識と評判を決定付けます。
彼らには、私たちが日々業務に注いでいる品質への熱意
を誇りに思って欲しいと願います。

要点
•

アウトソーシングサービス提供会社と業務受託者の監督は、オペレーショナルリスク、評判リスクおよび規制リ
スクを軽減する重要な役割を果たします。

•

サービスを社内で実施するかアウトソーシングするかという決定は、その性質上、繰り返し行われるものです。
外部のサービスを起用するか、それともサービスを内製化するかという選択肢をいつまでも無視したり切り捨
てたりすることはできません。

•

リスクベースのアプローチを用いてO&Dサービスの効率的かつ効果的な管理措置のマトリックス表を作成す
ることができます。

•

定型的な質問表などの既存の監督手法は、サービスの質を確保し、統制および手続における脆弱性を特定
するのに十分ではありません。日々の業務上のやりとりは、業務受託者確認プロセスにとって不可欠なもの
です。

•

グループ内の業務委託については、企業文化とITインフラが、情報のフローを「プッシュ」型から「プル」型へと
移行させるのに役立ちます。

•

販売の監督は、販売業者の監督にとどまらず、マーケティング、報告、オペレーション活動にも及びます。
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EUにおける
成長の起爆剤としての
プライベート・
エクイティ
アニック・エリアス
（Annick Elias）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

クリス・スチュアート・シンクレア
（Chris Stuart Sinclair）
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

プライベート・エクイティとプライベート・エクイティ投
資を運用する会社は、「年金の時限爆弾」と呼ばれる
危機的状況の打開において重要な役割を担ってお
り、欧州連合（EU）域内の有意義な成長の強い起爆
剤となるかもしれません。
年金基金の資産クラスの一つとしてのプライベート・エクイ
ティ（以下、「PE」）は、好循環を生み出す可能性を秘めて
います。現地の草の根経済を活性化させ、従来型投資のリ
ターンを常に上回るリターンをもたらし、さらに実体経済に
資本を注入する最も効率的な手段を提供することによって、
新たな雇用と現地の税収増加を生み出すかもしれません。
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しかし、この可能性の実現において、プライベート・エク
イティ業界とその関係者は、よくても不利、悪くすると敵
対的な規制・政治環境に直面しています。

図1：2001年、2013年、2080年時点の欧州の人口ピラミッド

高齢化と年金受給者数の著しい増大などが原因で、年金
財政は欧州において大きな問題になると思われます。そ
のため、年金改革制度が欧州連合（EU）の2020年戦略
の一部になっています。
85+

OECDの予測によれば、年齢ピラミッドは今後50年にわ
たって変化を続け、図1に示すように高齢者人口が著しく
増加します。
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2080年には、65歳以上の人口がさらに大きな割合を占め
るようになり（人口全体に占める割合が現在の17％から
30％に上昇）、80歳以上（現在の5％から12％に上昇）が
若年人口（0歳から54歳まで）とほぼ同じになると予想され
ます。

女性 2013
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したがって、次の図に示すように、生産年齢の人々が退
職者全体のために年金制度に拠出することはますます難
しくなるでしょう。これは2011ホライゾン会議でも指摘され
たことです。

男性 2001
男性 2013

年齢

その結果、老年人口指数（15～64歳の人口に対する65
歳以上の人口の比率）は予測期間にわたりEU全体で
26％から52.5％に増加すると予測されています。
換言するとEUは、現在の65歳以上の人口1人に対し生産
年齢人口が4人という状況から、生産年齢人口が2人とい
う状況へと移行していくことになります。
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図2：欧州連合における2011年から2051年までの定年退職者
の退職後貯蓄の年間不足額（単位：1年当たり10億ユーロ）
トルコ

それゆえに、年金基金が従来型の金融商品（株式や債券
など）よりも高いリターンを提供する商品に投資することが
決定的に重要となります。その点において、プライベート・
エクイティ投資は数多くのメリットをもたらします。
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1. プライベート・エクイティ投資のリターンは一般に、特に
長期的には、他の従来型投資のリターンを上回ってい
ます。
2013年汎欧州プライベート・エクイティ・パフォーマン
ス・ベンチマーク調査によれば、プライベート・エクイ
ティ・ファンドのパフォーマンスは、公開市場のパフォー
マンスを上回っていました。図3は、過去10年間にわた
り、プライベート・エクイティ指数が世界的に他の指数を
上回っていることを示しています。
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図3：欧州の他の指数と比較した欧州プライベート・エクイティのパフォーマンス
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出典：2013年汎欧州プライベート・エクイティ・ベンチマーク調査 EvCA - Thomson Reuters
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欧州プライベート・エクイティ

2. プライベート・エクイティ・ファンドは、経済成長も促進す
る可能性があり、結果として好循環を生み出します。
投資家に長期商品に投資する可能性を与えることで、
プライベート・エクイティ・ファンドは、中小企業に対し、
それぞれの異なる成長段階―創業したばかりで、新た
な市場への拡大やアクセスを図るための資本を必要と
するとき、破産を目前にしているとき、財政難に見舞わ
れたとき、同族会社で後継計画を必要とするとき等―
において資本を提供します。
その上、ほとんどのプライベート・エクイティのジェネラ
ル・パートナーは、その投資先企業に専門的な経営知
識と業界特有のノウハウを提供します。

結果として、欧州で実施された数多くの調査が、プライベー
ト・エクイティが投資先企業の生存率にプラスの影響を
与えていることを示しています。この結果は、レバレッジ
の利用が大きいほど債務不履行のリスクも高まるとの理
由から高いレバレッジが投資先企業の生存率にマイナ
スの影響を与えることを恐れる公的機関や投資家の懸
念を払拭するかもしれません。
図4は、プライベート・エクイティからの資金供給のおか
げで、欧州に本拠地を置く80～400社の企業が毎年、倒
産を免れていることを示しています。

図4: プライベート・エクイティの支援を受けた企業の倒産率

BIS （2008）

Kaplan and Stromberg （2009）

Thomas （2010）

プライベート・エクイティの
投資先企業の数

21,000

21,000

7,000

企業の平均倒産率

7.5%（1,575社）

7.5%（1,575社）

7.5%（525社）

プライベート・エクイティによる
倒産率への影響

5% 低下

25%低下

プライベート・エクイティの関与
によって回避された推定年間
企業倒産件数

80

400

50%低下

260

出典：投資先企業のデータはEVCA、企業倒産率のデータはEC統計局、影響はBIS （2008）、Kaplan and Stromberg （2009）、Thomas （2010）による。
なお、Thomasによる推定は、買収投資のみを対象としています。

同様に、数多くの研究調査は、プライベート・エクイティが融資
に関与することで、持続可能な雇用が増えると結論付けてい
ます。欧州委員会の資金提供を受けたVICOプロジェクト

は実際、プライベート・エクイティ投資と失業率の間には
負の相関関係があることを突き止めました。
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しかし、年金基金は、プライベート・エクイティ・ファンドへの
投資に関して多くの制約に直面しています。
制約1：マイナスの風評
プライベート・エクイティ・ファンドは、企業の成長を助ける
のではなく合理化するファンドと見られることが多いため、
その評判は芳しくありません。調査会社プレキンが2014年
に実施した調査（Prequin, 2014）によれば、一般の人々の
60％はプライベート・エクイティ・ファンドに対して否定的な
イメージを持っており、肯定的な意見を持っていたのは
13％にすぎませんでした。とはいえプレキンは、この否定
的なイメージにはメディアが大きく関わっているとしています。

欧州の当局も同様に否定的なイメージを持っており
（Rasumussen, 2009）、主な懸念として次の2つを挙げて
います。
• PE会社は、非公開企業を企業としてではなく一つの
「資産クラス」とみなしている。

• PE会社は、非常に特異なタイプの株主である。転売
目的で企業を保有しており、経営陣を厳しく支配する
が、企業の将来の展望と長期的な存続への関与の
度合いは実際には低い。

図5：プライベート・エクイティに対する一般市民の
反応についての投資家の考え方

9%

13%
よい
中立的
悪い
分からない

59%
19%

出典：Preqin Investor Outlook: Alternative Assets, H1 2014
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制約2：年金基金に対する規制
年金基金によるプライベート・エクイティ・ファンドへの投
資を妨げる法的な制約も、IORP IIの要求事項がソル
ベンシーIIの要求事項と足並みを揃えた場合、さらに厳し
くなる可能性があります。
ここでは、公的年金制度と私的年金制度を対象としてお
り、ソルベンシーIIの対象となる個人貯蓄制度は対象とし
ていませんが、IORP II（私的年金制度に適用される）の
一部の条項がソルベンシーIIの条項と整合するように策
定される可能性があるため、ソルベンシーIIがプライベー
ト・エクイティ投資に与える潜在的影響を明らかにしたい
と思います。
プライベート・エクイティ投資に関するソルベンシーIIの制
約 の 中 でも 最 も 重要 なの は 、ソル ベン シ ー資 本 要 件
（SCR）の適用と思われます。SCRは、プライベート・エク
イティ株について、より高く設定されており、年金基金や
保険会社のプライベート・エクイティ資産の持分を制限し
ている可能性があります。
制約3：プライベート・エクイティ・ファンド（AIF）に対する規
制、すなわちAIFMD
AIFMDはプライベート・エクイティ・ファンドに、特に以下
の側面に関して、事業の性質を考えると適切ではないと
思われる制約をもたらしています。
1. リスク管理とポートフォリオ評価
AIFMDは、リスク管理機能とポートフォリオ評価機能
をポートフォリオ管理機能から独立させることを要求し
ています。ヘッジファンドやファンド・オブ・ヘッジファン
ドとは対照的に、プライベート・エクイティ・ファンドの
ポートフォリオ・マネジャーは、ターゲット企業を選定
し、その業績を日々、追跡します。この過程の中で
ポートフォリオ・マネジャーは、その企業の価値を査定
するとともに、投資段階はもちろん、事業売却段階ま
での投資期間全体にわたるその企業に関連するリス
クを評価します。換言すれば、リスク管理とポートフォリオ
評価は、プライベート・エクイティ・ファンドのポートフォリ
オ・マネジャーの職務に組み込まれています。独立した
リスク管理機能とポートフォリオ評価機能を備えること
は、付加価値が非常に限られた余分なコストを生じさ
せることになります。

2. 流動性管理プロセス
AIFMDは、「流動性の限られた」投資を保有している
ファンドに対する要求事項を定めています。プライベー
ト・エクイティは、このカテゴリーに区分されます。AIFMD
は特に、PEマネジャーによるこれらの資産の管理と文書
化に関して整備しなければならないプロセスを要求して
います。プライベート・エクイティ投資は長期投資であり、
したがって流動性が低いため、そのような要求は、多大
な労力を要する割に付加価値の限られた作業につなが
ると私たちは考えています。
3. アセット・ストリッピング（資産の切り売り）
アセット・ストリッピングは、さまざまな文脈において発生
します。たとえば、ターゲット企業が好調でプライベート・
エクイティ・ファンドがその買収時の債務の迅速な返済を
望んだ場合に行われることもあれば、それとは逆に、買
収時の債務がターゲット企業にとって過度の負担になっ
ており、存続のためには資産の迅速な売却が必要となる
場合に行われることもあります。
AIFMDは、アセット・ストリッピングに対する制限を導入し
ました。プライベート・エクイティ・ファンドは、かかる企業
による分配、減資、株式償還または自社株の取得を2年
間、禁止されることになります。また、かかる措置に賛成
の議決権を行使することを認められず、そのような措置を
阻止するために最善の努力を尽くさなければなりません。
これらの制約は主に、LBOやディストレスト／ターンアラ
ウンド戦略を実施しているプライベート・エクイティに影響
を与えます。そのため、このようなケースにおいてプライ
ベート・エクイティ・ファンドは、買収計画を立案する際
に、期待リターンの実現時期に影響を与えかねないこれ
らの制約を考慮に入れる必要があるでしょう。
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アセット・ストリッピングに対する制約について、私たちは
次の2点を懸念しています。
• プライベート・エクイティによるアセット・ストリッピング
を禁止すると、プライベート・エクイティは、ターゲット
企業が財政難に陥った場合に柔軟に合理化するこ
とができません。そのために結局、ターゲット企業は
破産してしまい、誰も得をしない「ルーズ・ルーズ」の
状況になります。

• また、この制約は、欧州を本拠地とするプライベー
ト・エクイティ・ファンドにのみ適用されます。欧州以
外を本拠地とするプライベート・エクイティ・ファンド
は、欧州に拠点を置くターゲット企業に対してアセッ
ト・ストリッピングを実施することができるため、すべ
ての問題を解決することにはなりません。

プライベート・エクイティ業
界とその関係者は、よく
ても不利、悪くすると敵対
的な規制・政治環境に直
面しています。

20

4. 透明性
AIFMDは、規制当局と投資前の投資家に対する完全
な透明性の確保を要求しています。留意すべき主な
要求事項は、報酬に関する詳細情報の開示です。こ
れは、報酬に関する情報をこれまで非公開としてきた
プライベート・エクイティ・ファンドにとっては大きな変
化となります。また、ポートフォリオ活動（選定したター
ゲット企業、利用したレバレッジ等）に関して詳細な情
報を投資家に提供しなければならなくなります。こうし
た新しい要求事項は、ファンドの投資家に有用な情報
をもたらす一方、ファンドにとっては、それらのデータ
と文書を収集し、編集し、配布する多大な追加的費用
の負担につながります。
ファンドの投資家に十分な情報を提供することは大切
ですが、AIFを購入できるのは機関投資家に限られて
いるにもかかわらず、小口投資家に販売される
UCITSに適用される要求事項と同じ厳しい制約をもた
らすこの指令の要求は行きすぎていると私たちは考
えています。この制約もまた、付加価値の限られた余
分なコストを生じさせます。
5. レバレッジ
AIFMDは、レバレッジを計算する新しい方法（グロス
法とコミットメント法）を定めており、新たな報告要件を
追加しています。私たちは、こうした要求事項は実際
には、プライベート・エクイティ・ファンドには適用可能
ではないと考えています。というのも、レバレッジは、
ファンドのレベルではなく、投資先企業のレベルで発
生するからです。

欧州の当局は、長期投資を促進するためにELTIFの設立
を進めています
一方、欧州の当局は長期投資が経済成長と相関関係に
あって、経済成長を促進することをますます強く意識する
ようになっています。彼らは現在、欧州長期投資ファンド
（ELTIF：European Long Term Investment Fund）1という
新たなタイプのファンドに取り組んでいます。ELTIFは、
AIFMDの適用対象となることに変わりはないものの、長
期投資（特にインフラ投資）を目的として設計されます。
ELTIFの特徴は、以下のとおりです。
• 純資産と資産クラスに対するポートフォリオ・エクス
ポージャー総額に関する一定の最低基準を条件とし
て、小口投資家にも開放されるファンドであること（現
在、プライベート・エクイティ・ファンドに投資できるファン
ドは、機関投資家にのみ開放されています）。
• クローズド型のファンドであること。小口投資家に提
供される規制対象の欧州ファンドは、オープン型で
す。つまり小口投資家は、希望するときにファンドの
投資証券を解約することができます。クローズド型の
場合、小口投資家は、ファンドの目論見書に記載さ
れた期間（通常は5～10年）が経過するまで、解約で
きません。

ELTIFは、インフラセクターという特定のセクターだけでな
く、プライベート・エクイティ・ファンドや類似のファンドへの投
資のインセンティブを提供するものの、いくつかの障害が
残っています。
• AIFMDの遵守が依然として求められること。
• これらのファンドは小口投資家にも提供されるため、
小口投資家向けの文書一式が必要となる上、特に小
口投資家が商品の性質を誤解しないようにするため
に、予定されているPRIIPS KID2以上の投資家教育
が必要となると思われること。この方式が欧州委員会
により公的に後押しされることにより、投資家は、この
商品がEU当局による何らかの保証を受けられるとい
う誤った結論を導き出す可能性があります。
したがって、ELTIFはまだ、前述した制約に対する「理想的
な」対応ではないと言えると思われます。

1 ELTIFは、2015年12月9日から加盟国において適用可能となります。
2 「パッケージ型個人投資家向け保険ベース投資商品主要情報文書（Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Key Information Document）」
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それゆえに、年金基金が従来型の金融商品（株式や
債券など）よりも高いリターンを提供する商品に投資
することが決定的に重要となります。その点におい
て、プライベート・エクイティ投資は数多くのメリットを
もたらします。
今後検討すべき重要な事項
結論として、プライベート・エクイティ商品へのさらなる投資
を推進することにした場合、以下の点を検討することを提
言したいと思います。
1. プライベート・エクイティ投資のメリットについて、投資
家、年金基金、政府に対する啓蒙活動を行うこと
規制の枠組みに関しては、年金受給者の保護を確実に
し、かつ欧州における持続可能な経済成長に資する
（欧州の中小企業へのプライベート・エクイティ投資を通
じて）ようにしつつ、プライベート・エクイティ投資に合わ
せて変える必要があります。そうすることで、以下に挙
げる点をこの枠組みに導入することができます。
2. プライベート・エクイティ会社に投資することを望む年金
基金がプライベート・エクイティへの投資決定を下すた
めに専門家を「用いる」ことを確実にすること
投資家保護を強化するためには、年金基金のアセット
マネジャーがプライベート・エクイティ投資について十分
な知識を持っていることが不可欠です。欧州は、大規模
な年金基金がこの種の資産への投資を運用するため
にプライベート・エクイティの専門家を起用しているオース
トラリア、米国、カナダの経験を生かすことができます。
3. IORP 2の必要資本に関する基準式がプライベート・エ
クイティのリスクをカバーするのに要求される資本を過
大に定めないようにすること
たとえば、以下の措置を取ることが考えられます。
• プライベート・エクイティ商品をタイプ1の水準調整（タ
イプ2ではなく）に区分できるように、条件を緩和する
• 年金基金の内部モデル検証プロセスを緩和する
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4. AIFMDをプライベート・エクイティ・ファンドに合わせて変
えること
私たちは、プライベート・エクイティ・ファンドについては
以下のAIFMDの要求事項を修正するか、削除すべきと
考えます。
• 独立した「リスク管理」および「ファンド評価」機能を備
えること
• 流動性とレバレッジの管理に関する制約を適用する
こと
• アセット・ストリッピング規定に関しては、投資先企業
の持続可能な成長と雇用を危うくすることがないよう
にしつつ、プライベート・エクイティ会社が会社の業績
を向上させるために柔軟な行動を取ることができるよ
うに変えること
5. 欧州企業に投資している（それによって持続可能なリ
ターンを生み出している）プライベート・エクイティ・ファン
ドに投資する年金基金のために魅力的な課税モデル
を提案すること
最初にELTIFに関して提案された魅力的な特徴の一つ
は、ELTIFが各加盟国において投資家に与えられる最
優遇措置を受けられるようにすべきだということでした。
このアプローチを採用することによって、提案が加盟国
の財政上の権限を侵害するとみなされないと同時に、
この商品を入手する明確なインセンティブをもたらすこ
とが望まれました。残念ながら、欧州理事会はこのよう
な見解を採らず、提案は却下されました。

業界は、年金に関して高いリターンを必要としながらプライ
ベート・エクイティ投資や関連投資に対して特有の不利な
取り扱い―ソルベンシーIIや、IORP規則に基づく類似の
必要資本要件による―がされているという矛盾した状況を
認識しています。それは、幅広い意味での業界と欧州の
共同立法者3とのそりが合わない領域です。
しかし、直近の欧州委員会の取り組みは、この状況が変
化するかもしれないという、まだかすかではあるものの若
干の希望を与えています。欧州委員会は今年、資本市場
同盟について諮問するグリーンペーパーを公表しました。
このプロジェクトは、欧州連合全体にわたる柔軟性の向上
と資本市場へのアクセスの強化を通じて経済成長を刺激
し、特に中小企業が利用できる資金調達源を多様化する
ことを目的とするものです。具体的には、欧州委員会自ら
がソルベンシーIIとCRD IVに関し問題を提起し、インフラ
を含む特定の資産クラスに関するその適切性についてコ
メントを求めました。また、同じ諮問において、EITIFやプラ
イベート・エクイティ業界の他のファンドの利用拡大を図る
ための改善についても意見を求めています。
このグリーンペーパーに対し、各界から700を超える回答
が寄せられました。合意について話すのは時期尚早でしょ
うが、多くのコメント提供者は、プライベート・エクイティに対
する懲罰的な支払準備制度の問題を指摘し、ELTIFにつ
いて当初提案された課税上の取り扱いに言及していまし
た。一部には、汎欧州確定拠出年金制度の設立を主張す
る意見まで見られました。
この諮問から、プライベート・エクイティがあらゆる年金制
度にとって通常で認められた構成要素となるまでには、ま
だ長い道のりが残っています。しかし、冷静に見れば、い
ずれこうなることに反論の余地はありません。プライベー
ト・エクイティは、退職後の必要資金を供給するために求
められる安定成長を確保するにあたり要となります。そし
て、副次的結果として、プライベート・エクイティを適格な年
金・保険投資の領域に含めることは、長期にわたる持続可
能な成長を刺激します。残るは、欧州の共同立法者にこ
のパラダイムが賢明であることを納得させることだけです。

要点
• 高齢化と年金受給者数の著しい増加を受け
て、EUの規制当局は現在の年金制度の改革
を迫られています。プライベート・エクイティは、
従来型の金融商品よりも高いリターンを提供
する商品に投資する可能性を年金基金にもた
らすため、深刻化している年金財政の問題の
助けとなる可能性があります。
• さらに、プライベート・エクイティ・ファンドは、破
産に追い込まれる企業の数を減らすことに
よって、経済成長を促進することができます。
また、中小企業に資本はもちろん、専門的な
経営知識と業界特有のノウハウを提供しま
す。プライベート・エクイティが資金供給に関与
することで、持続可能な雇用が増えることを示
す調査研究さえあります。
• とはいうものの、プライベート・エクイティによる
資金供給には制約があります。この種のオル
タナティブ投資ファンドには、企業の成長を助
けるのではなく、苦境にある企業につけ込んで
利益を得るというマイナスの風評があります。
したがって、より厳しい規制環境をファンドに課
すために、ソルベンシーIIやIORP II、AIFMD
などのEU法が導入されています。こうした法
規と欧州長期投資ファンド（ELTIF）の設立が、
EU域内において長期投資を促進し、持続可能
な経済成長を推進するという全体的戦略を構
成しています。

3 「リスボン条約後の立法プロセスを踏まえ、立法は、しばしば「共同立法者」と呼ばれる

欧州議会、欧州委員会、欧州理事会の共同の領分となっている」
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規制ウォッチに対する
全体的アプローチ
マルク・ノアロム
（Marc Noirhomme）
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
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ローラン・ダオ
（Laurent Dao）
コンサルタント
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

最近のデロイトの調査から、ほとんどの金融機関は規制
上の課題に先んじて備えるために規制ウォッチ機能の重
要性を認識していることが明らかになりました。規制ウォッ
チ、コンプライアンス、法務、事業の各機能を一体化した
全体的アプローチを適用すれば、今以上に複雑になるこ
とはありません。

なぜ今、規制ウォッチに焦点を当てるのか？
2007年に始まった世界金融危機を受けて、政治上、規
制上、監督上の対応は金融サービス業界に大きな影響
を与えています。
1. 規制環境
かつてない規制上の負担により、金融機関は専門
事項に対処するために必要なさまざまな技能とツー
ルを開発し、その幅を広げるとともに、複雑になる一
方の規制環境に遅れずについて行くことを迫られてい
ます。

2. 規制違反のコスト
遵守違反に対するペナルティは、前例のない水準に達し
ています。フィナンシャル・タイムズ1によれば、米国金融
市場で活動している国内外の銀行が金融危機以降、米
国における訴訟和解金として支払った金額は1,000億ド
ルに上ります。規制遵守のコストが高くなりすぎていると
考えるのであれば、遵守違反は確実に、それよりはるか
に高くつくでしょう。一部の金融機関―通常は、リソース
の限られた小規模な金融機関―は規制遵守に対してリ
スクベースのアプローチを採用する方向に傾いています
が、そのような決定は今日、非常に大きなリスクを伴い
ます。

1 フィナンシャル・タイムズ（2014年3月25日付）「Banks pay out $100bn in US fines」（R. McGregor、A. Stanley）
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3. 監督機関による監視の強化
監督当局は、報告や流動性・資本要件に関して厳しい要
求を突きつけるようになっているだけでなく、監督対象の
企業が選択している戦略とビジネスモデルに対する注目
も強めています。取締役と経営上層部も、その意思決定
の結果、あるいは適切な行動を取らなかった結果につい
て次第に責任を問われるようになっています。このような
環境の中で力強く成長する可能性が最も高いのは、監
督当局の観点から見た適切あるいは持続可能な戦略と
ビジネスモデルとはどのようなものかを理解している金
融機関です。また、ますます要求の多くなっている監督
当局を満足させるには、投資から最大の利益を引き出
すようなビジョンも持つ必要があります。
4. 複数の規制情報源
監視強化の要求に伴って、欧州監督当局などの新たな
監督機関が登場し、スタッフの増員が図られています。
各監督当局が独自の刊行物（ガイドラインやコンサル
テーションペーパー等）を公表する中、金融機関は規制
のアップデートの対応に追われるようになっています。そ
の上、法律事務所、コンサルティング会社、グローバル・
カストディアン、業界団体もニュースレターや速報を発行
しています。
5. 一般的な情報と具体的な情報
大量の刊行物が出回っているにもかかわらず、その大
半は、企業にとって具体的な情報ではなく一般的な情報
を掲載する傾向にあります。金融機関にとって難しいの
は、どの刊行物が本当に重要か、どの刊行物が具体的
な事業への影響の予測を可能にしてくれるのかを見極
めることにあります。
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要するに、効率的な規制ウォッチのためには何が必要か？
1. 機能の構築
何よりもまず、企業は規制ウォッチ機能を担う組織を定
める必要があります。これには、この機能に対する責任
を引き受ける部門（たとえば、コンプライアンス、法務、
戦略等）に加え、関与するあらゆるステークホルダー、
すなわちウォッチ担当者と事業専門家の役割と責任を
決定することが含まれます。
2. スクリーニングと変化のモニタリング
第2段階では、金融機関の活動とサービスに沿った関
連情報を提供する情報源を特定する必要があります。
国際的な拠点を持っている金融機関の場合はさらに、
現地のニーズとクロスボーダーのニーズの両方がウォッ
チの対象となるように注意しなければなりません。この
段階は、情報の関連性、範囲、量が企業にとって適切
なものになるようにするために非常に重要です。その
後、ウォッチ担当者は、事前に選定した情報源のスク
リーニングを行って既定のトピックをモニタリングし、新
たなトピックを捕捉し、さらなるアクションの必要につい
てトピックの優先順位を決定することができます。スク
リーニングと並行して、情報を事業のステークホルダー
に伝達するための保存と伝達手段を確立する必要があ
ります。
3. 影響の事前評価
規制ウォッチから得られた情報の利用を向上させるた
めには、事前分析を実施し、その結果を適時に事業の
ステークホルダーと共有する必要があります。近いうち
に生じる規制の変化について定期的に事業部門に知ら
せておくことで、予測が立てられるようになり、プロジェク
トの実施が円滑になります。目的に合わせて個別に取
りまとめた規制アップデートの情報も、取締役や現地企
業などのさまざまなコンプライアンス関係者と共有する
必要があります。

4. 事業への詳細な影響
事前分析をもとに、詳細な影響分析を実施することもで
きます。組織全体にわたる影響を調整するためには、
最初から、コンプライアンス部門だけでなく経営幹部、
法務部門、IT部門、リスク部門、事業部門を含むあらゆ
るステークホルダーを関与させることが推奨されます。こ
れは、規制遵守に対する全体的アプローチの要です。
5. ギャップ分析
事業への影響に続いて、ギャップ評価により、社内で変
更を必要とする点を明確にします。実施プロジェクトの
ためには、これらのギャップを緩和する措置を計画し、
必要なリソースを特定する（すなわち、量と種類）ことが
必須条件となります。
6. 実施
最後に、通常営業（BAU）に関わる適切なリソースを動
員した後、プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）は、プロ
ジェクトの実施と事後の影響を調整することができます。

何よりもまず、企業は規制ウォッ
チ機能を担う組織を定める必要が
あります。これには、この機能に
対する責任を引き受ける部門（た
とえば、コンプライアンス、法務、
戦略等）に加え、関与するあら
ゆるステークホルダー、すなわち
ウォッチ担当者と事業専門家の役
割と責任を決定することが含まれ
ます。
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デロイトの調査
金融機関にのしかかる規制の負担を踏まえて、デロイト
は、規制ウォッチ機能を担う組織に関する調査を実施す
ることにしました。この調査は、金融機関が最新の規制の
動向に関する情報をどのように収集、調査、管理し、その
情報をどのように組織に組み込んでいるかについて理解
を深めることを主な目的としていました。

1. 調査回答者の概要
調査は、特に汎欧州市場で事業を展開している金融機
関を対象としています。回答者の大半は、プライベート
バンキング、投資銀行業務、またはユニバーサルバン
キングを手がける金融機関です。残りの回答者は、投
資ファンド業界で活動している企業（たとえば、カスト
ディアン、資産運用会社、ファンド・アドミニストレーター）と
なっています。
地理的な拠点については、調査回答者の半数が現地
ルクセンブルクの機関で、外国での事業活動は限られ
ています。しかし、回答者の4分の1はグローバル機関
で、海外に6以上の支店や子会社を有しています。

2. 責任の所在
調査の結果から、規制ウォッチ機能は一般にコンプライ
アンス部門の職務とされており、場合によっては法務部
門に組み込まれていることが明らかになりました。とは
いえ、企画や戦略などの他の特定の部門の中でこの機
能を実施している回答者も少数ありました。

1
コンプライアンス
部門

2
法務部門

3
その他
（戦略、企画等）

28

さらに、組織がこの機能をどのように見ているかは、金
融機関によって大きく異なっています。調査回答者の
40％は、規制ウォッチとモニタリングを縦割り型の活動
（たとえば、コンプライアンス部門や法務部門の下位に
ある部分）とみなしている一方、35％はコンプライアンス
機能と事業機能に組み込まれた複合的な機能とみなし
ています。規制ウォッチとモニタリングを法務、コンプラ
イアンス、戦略、事業、オペレーションの諸側面と一体
化した全体的アプローチを採用している金融機関は、
ほんの一握りでした。

3. 規制ウォッチ機能の構築
ほとんどの調査回答者において、規制に関する情報源
のスクリーニング機能は一般に社内で実施されており、
その全部または一部がローカルレベルで行われていま
す。回答者の45％は、グループにこの機能を委託してい
る（35％は一部、10％は全部を委託）と答え、規制ウォッ
チとモニタリングを手がけるサービス会社などの外部業
者にこの機能を外注しているのは、ごく少数でした。

現行の運営モデル

10%
全部をグループに
委託

10%
外部サービス会社
に外注

情報源のスクリーニング機能の一部または全部をグルー
プレベルに委託している回答者のうち45％は、現地固有
の状況はほんの一部しかグループに考慮されていないと
しています。5社のうち1社は、グループレベルでは現地固
有の状況は一切考慮に入れられていないとさえ述べてい
ます。このことは、どのグループにとっても、事業を展開し
ている国それぞれの規制状況を把握することがいかに難
しいかを物語っています。

グループレベルでの現地固有の状況の考慮

20%
一切なし

20%
該当せず

35%
一部をグ
ループレベ
ルに委託

15%
十分に考慮

45%
すべて社内
で対応

45%
部分的に考慮
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4. スクリーニング対象となる情報源の特定
調査の結果は、大半の機関が限られた数の情報源、た
いていは10未満の情報源しか追跡していないことを浮
き彫りにしています。
とはいえ国際的に事業を展開しているグループ事業体
や企業は、その活動範囲全体をカバーするために、さ
らにもういくつかの情報源を追跡する必要があります。
調査回答者のほとんどは、情報源と情報チャネルを組
み合わせて追跡しています。回答者が最もよく購読して
いるのは、管轄当局や業界団体が作成しているニュー
スレターと速報です。法律事務所とコンサルティング会
社が提供する情報も、多くの回答者に利用されていま
す。調査の結果、回答者は一般に、公式ウェブサイトか
らの生データよりもむしろ、専門家によってすでに選定
され、事前分析された情報を追跡することを好むことが
分かりました。

95%
90%
83%
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公式ウェブサイトからの
ニュースレター／速報

業界団体からのニュー
スレター

法律事務所やコンサ
ルティング会社からの
ニュースレター

70%

公 式 ウ ェ ブ サ イ トを 直
接、手作業で精査

35%

会議や外部研修

5. 必要となる人員数
規制ウォッチ機能を実施するには、かなりの数の人手
が必要となることがあります。回答者の多くは、規制
ウォッチ専任の担当者として、1～2人の常勤者（FTE）
を雇用しています。しかし、この数字は金融機関の規模
に照らして分析しなければなりません。たとえば、従業
員数が200人を超える大規模な金融機関―調査回答者
の46％を占める―は、従業員数が50人未満の小規模
な金融機関よりも容易に、1～2人のFTEをウォッチ担当
として配置することができます。実際、調査の結果から、
規制ウォッチの職務をパートタイムの従業員に任せるこ
ともよくあることが判明しています。
ウォッチ対象の情報源の数は回答者によってさまざま
ですが、調査回答者の大半は、平均すると1人のFTE
が対応できる情報源は最大10個と答えています。
10を超える規制情報源をモニタリングする能力が不足
している企業は、重要な情報を見逃している可能性が
あります。現地規制に固有の情報が死活問題となりか
ねないことを忘れないようにしましょう。
6. 自動化と頻度
調査の結果、ほとんどの金融機関は規制動向のスクリー
ニングを手作業で実施していることが明らかになってい
ます。しかし、一部の回答者は、規制動向のスクリー
ニングをウェブベースのツールを使って自動化している
サービス会社にこのプロセスを外注しています。
ウォッチ機能の実施頻度については、回答者の大半は
週1回の頻度で規制ウォッチを実施しています。対照的
に、月1回の頻度でスクリーニングを実施している回答者
は4分の1であり、毎日実施しているのはごく少数でした。

7. 規制のアップデートの報告
規制のアップデートに関する情報を保存し共有するた
めのツールとして中央レポジトリを利用している回答者
は20％にとどまりました。その関連において、ほとんど
の金融機関は規制の変更について協議するために電
子メールを利用したりミーティングを開催したりしていま
す。調査回答者のほぼ半数は、従来型のコミュニケー
ション・チャネルをいくつか組み合わせて使っています。
8. 外部サービス業者
人手が限られているものの、どのコンプライアンス関連
の職務についても優先順位を下げることが難しい環境
では、規制ウォッチを手がける外部のサービス会社の
利用によって時間を節約することは、大きな価値をもた
らします。
その点において、調査回答者の75％は規制ウォッチ
サービスを有益とみなしていますが、残りの25％の回
答者は、範囲と個別対応のサービスによっては検討す
るとしています。さらに、回答者の大半は、しばしば規
制ウォッチ機能を補完するために、税務動向のウォッ
チとモニタリングのサービスに対して関心を寄せていま
した。

実際、多くの回答者は、不利な影響をもたらす規制の変更
を見越した行動を強化できることが、規制動向のウォッチと
モニタリングのサービスの最も重要な側面と考えています。
結論
今後導入される規制の影響を十分に把握し、リスクを軽減
し、対策を取らない場合に起きかねない非常に大きなコン
プライアンス上の困難を防止するためには、コンプライアン
ス機能、規制ウォッチ機能、事業機能を一体化したアプ
ローチが欠かせません。
市場に目を向けると、規制ウォッチに対して全体的アプ
ローチを採用している企業は現時点では少数であることが
調査から明らかになっています。しかし、調査回答者はそ
の重要性を認識しており、類似のアプローチの検討を進め
ています。その点に関して、規制関連サービスを提供する
サービス会社が規制の変化への対応に追われる金融機関
に有益なサポートを提供できることは間違いありません。
どの金融機関がその移行への対応に成功し、規制を競争
上の強みに変えることに成功したかは、時間がたてば分
かるでしょう。

要点
• 金融機関は、前例のない規制上の負担を強いられており、規制のアップデートに対処するために最善を尽くして
います。
• 柔軟性と効率性を備えた全体的な、先を見越した規制対応アプローチは、変化をより対処しやすいものにしま
す。ただし、どの組織にも当てはまる万能の解決策など存在しないことを念頭に置いておく必要があります。
• デロイトの調査から、ほとんどの企業が手作業で情報源のスクリーニングを実施しており、外部のツールやサ
ポートは利用していないことが判明しています。
• 規制のアップデートに関する情報と分析を共有し保存するためのグローバルレポジトリの利用は、いくつかの大
きなメリットをもたらします。
• 規制ウォッチを手がけるサービス会社は、時間と人手を節約するために有用な役割を果たすことができ、利用者
は重要なコンプライアンス上の問題に改めて焦点を当てることができます。
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資本市場同盟
ゲームチェンジャーと
なるのか？
ザビエル・ゼーゲル
（Xavier Zaegel）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト
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クリス・スチュアート・シンクレア
（Chris Stuart Sinclair）
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

「ゲームチェンジャーになる可能性を秘めている」と言
えるようなことは、そうそうありません。
汎欧州確定拠出年金市場の創設を構想することは、より一
貫性のある汎欧州資本市場を構築したいという全体的な
念願とはかけ離れているように思われるかもしれません。
一体どのようなつながりがあるのか不思議に思うのも無理
はないことであり、資産運用市場や金融市場がどうにかして
強引に割り込もうとしている退職給付、保険、年金セクター
にある程度の同情を禁じ得ないかもしれません。しかし、
この成り行きは完全に論理的なものです。
とはいえ、少々話が先走りすぎました。「資本市場同盟
（CMU：Capital Markets Union）」とは、ユンケル欧州委
員会の発足後まもなく公表されたグリーンペーパー（諮問
文書）のタイトルです。
このグリーンペーパーの目的は、2019年までにCMUの構
成要素を整備するための全体的なアプローチ、CMUの基
礎となる経済的合理性、そしてこの目標を達成するために
取りうる措置について諮問することでした。
グリーンペーパーが取り上げた主な領域は、以下のとおり
です。
• 特にスタートアップ、中小企業、長期プロジェクトを中
心に、欧州全域のあらゆる企業と投資プロジェクトの
ために資金調達へのアクセスを向上させる
• 欧州連合（EU）と世界中の投資家からの資金源を増
やし、多様化させる
• 加盟国の国内とクロスボーダーの両方で、投資家と
資金を必要とする者とのつながりをより効率的かつ
効果的なものにするため、市場がもっと効果的に機
能できるようにする

グリーンペーパーとその主題は、欧州委員会の野心的な
目標と目的の中核をなしています。
グリーンペーパーは、金融安定・金融サービス・資本市場
同 盟 総 局 （ Directorate-General Financial Stability,
Financial Services and Capital Markets Union ：「 DG
FISMA」という一風変わった略記が使われています）に委
ねられました。同総局は、ミシェル・バルニエが率いていた
大規模な旧組織を再編し、規模を縮小してヒル卿が引き継
いだものです。
序文には、「要するに、我々の任務は、投資家と貯蓄者を
成長と結び付ける方法を見つけることだ」という非常に明
確かつ簡潔な趣旨表明があります。
最初の前提は、とてもシンプルです。欧州全体を特定の他
の先進国と比較した場合（ここでは、唯一の真の直接的な
比較対象はもちろん米国ですが、他の事例も縮図的にポ
イントを示しています）、欧州は経済、特に中小企業の草
の根経済への資金供給のために銀行セクターに非常に依
存しているのに対し、米国モデルは、代替的なノンバンク
の資金供給チャネルへの依存がはるかに大きい状態にあ
ることは、極めて明白となります。
グリーンペーパーは、この資本市場の現状について一定
の見通しを示し、他の国や地域、あるいは過去もしくは現
在の欧州における取り組みから得られた所見に言及する
とともに、これらの所見に起因する特定の質問について具
体的にコメントを求めています。
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考察は、5つの主要なテーマを中心にまとめられています
（ただし、何か重要なことを見逃していないかどうかが質問
の一つとして提示されています）。
それらのテーマは以下のとおりです。

• 小企業への直接投資を促進するために欧州全体にま
たがる私募制度を整備する

• インフラやその他の長期プロジェクトへの投資を呼び
込むために、新設される欧州長期投資ファンド
（ELTIF）の引き受けを支援する

• 質の高い証券化を促進し、貸出のために銀行のバラン
スシートを解放するための提案を策定する

• 特に小企業をはじめとする企業によるクロスボーダー
の資金調達と投資家へのアクセスを容易にするため
に、目論見書指令を見直す

• 投資家による投資を容易にするため、中小企業の透
明性、特に信用情報の透明性に関する取り組みを開
始する

さらに、こうした主要なセクションに付随して、これらの主要
テーマをめぐる一連の質問が提示され、小口投資家による
UCITSのクロスボーダーでの購入を国際的に増やす方法
やクラウドファンディング、欧州監督当局（ESA）の実効性
などの多種多様な点について回答を求めています。多くの
点において、この取り組みの最も興味深い点は、これらの
質問が自由な見解の表明を促していることです。というの
も、提示されている主要なテーマに関する回答だけでは、
期待からはほど遠い結果となりかねないからです。
ある意味、「簡単に達成できる目標」とみなされているよう
に見受けられる証券化は、危険をはらんだテーマです（証
券化は、2008年の金融危機と全く関係がないわけではな
く、質という概念は相対的なものです―2008年の危うい証
券化商品の多くは実際、AAAに格付けされていました）。さ
らに、このグリーンペーパーにおいて、貸出のために銀行
のバランスシートを解放することを具体的に想定している
ことは、銀行セクターに対するアメと見ることも、あるいは
真の意味で代替的な資金源は銀行セクター、何よりも銀行
規制に関わるロビー団体にとって受け入れがたいものにな
りかねないことを認めていると見ることもできます。

これらの質問に対してどのような回答が寄せられたかと
いうことが第一の大きな注目点であることは明らかです
が、欧州委員会がそれらの質問をどのように捉えるかと
いうことも、この取り組み全体の成否を左右しかねないも
う一つの注目点です。欧州委員会がその分析について限
られた範囲の意見のみを考慮に入れ、これは根本的な変
革ではなくあくまでも微調整であるという暗黙の前提に従
うならば、その効果はかなり限定的なものになるでしょう。
多くの点において、質問の書き方は興味深いものであり、
質問をどのように解釈すべきかという質問をうまく避けて
います。たとえば欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド
（EuSEF）と欧州社会起業家ファンド（EuVECA）という2つ
の投資商品に関する質問は、次のように書かれています。

「 14） EuVECA規則とEuSEF規則の変更は、EUの大規
模なファンドマネジャーによるこれらのタイプのファンドの
運用を容易にするか？これらのタイプのファンドの数を増
やすために、もしあるとすれば他にどのような変更を加え
るべきか？」
EuSEFとEuVECAの商品に関する詳細について事前に
知識のない人がこの質問を見た場合、微調整が問題に
なっていると思い込んでも無理はないでしょう。しかし実
際は、失敗とまでは言えないにせよ、どちらの商品も立ち
上げられた当時の期待に少しでも近付くには、まだまだ
先が長いという状況です。ルクセンブルクは、控えめに
言っても、ファンドの中心地として広く認められています。
インフラ投資からプライベート・エクイティまで、ほぼすべ
ての資産クラスと投資領域にわたってファンドを誘致し、
さまざまな代替商品、そしてもちろんUCITSを取り扱って
います。繰り返し言われるように、米国に次いで世界で2
番目に大きいファンド市場です。新たな法規制の導入が
遅滞したことはなく、商業的な可能性を見出すのに遅れ
を取ったこともありません。
EuVECA規則は2013年4月17日に制定され、2013年7
月22日から施行されています。最初のEuVECAファンド
がルクセンブルクで始動するのは、2015年7月以降となり
ます。EuSEFも似たような状況にあります。この2つの商
品を、いわば解決策が先にあって問題を探しているような
商品と評するのは、いささか意地が悪いかもしれません。
しかし、対象範囲があまりにも狭く定められていたことは
否めず、また一部分においては、社会的要素の導入によっ
て不必要に複雑化しており、大成功とはとうてい呼べない
ありさまです。一部の特徴は非常に興味深く、グリーンペー
パーが掲げる目的の推進において他の商品にも応用

「要するに、我々の任務
は、投資家と貯蓄者を成
長と結び付ける方法を見
つけることだ」
して役立てられる可能性があるにもかかわらず、これは残
念なことです。ところが当の質問は、何もかもうまく行って
いるけれども、改善の余地があるかもしれないという語調
で書かれています。政治的に正しい回答としては、欧州委
員会が言外の意味を読み取ってくれることを祈りつつ、「よ
くできた商品であり、こことあそこをいじればもっとよくなる」
と書くことになるでしょう。もちろん本当の回答は、前述した
ように、「うまく機能していないが、こういう良い点もいくつ
かあり、この商品を成功させるためには、こういうことが必
要である」となります。
これらの2つの専門的な商品に関してすでにこうした問題
があるならば、この諮問において同様に大きく取り上げら
れているELTIFについては、その何倍も同じことが言えま
す。ELTIFは、欧州委員会の政策の要となると考えられて
いますが、今のところ市場に大きな期待を抱かせるまでに
は至っていません（ここでも、提案されている特徴の中には
非常に興味深いものがいくつかあるにもかかわらず、です）。
上に挙げたケースのような細部に関して、このような点―
欧州委員会がどのぐらい真剣に真実（あるいは最近の議
論の中心になっているわけではないかもしれませんが、少
なくとも一つの真実）を聞き入れ、政治的正しさに目を光ら
せるのではなく有意義なことに取り組もうとしているか―が
懸念されるならば、資本市場の効率性と範囲に関する問
題、すなわち「シャドーバンキング」の問題の核となってい
る議論に関して、これはさらにいっそう根本的な問題となり
ます。
シャドーバンキングに関する一連の問題は、この諮問全体
を通して『マクベス』のバンクォーの亡霊のようにあちこち
に潜んでいます。他の国から得られた成功例や提案らしき
ものの多くは、EBA、ECB、そしておそらくEcoFinの大部
分がおそらく「シャドーバンキング」と呼ぶであろう手法に
間違いなく分類されるものです。
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グリーンペーパーとその
主題は、欧州委員会の野
心的な目標と目的の中核
をなしています。
これは驚くにあたりません。グリーンペーパーの分析自体、
欧州は他の国や地域よりも、経済への中長期的な資金供
給に関して銀行セクターへの依存が強いと結論付けていま
す。また、そのようなモデルを真似し、代替的な資金源への
アクセスを容易にすることによって成長を刺激できると主張
しています。ゆえに、シャドーバンキング（他のどの名前で
呼ぼうと）なのです。ここで議論は、核心へとつながります。
つまり、欧州委員会は、EU体制の大部分が常識とみなす
ようになっていることに異議を唱える用意があるのか、それ
ともこのグリーンペーパーは、諮問における一つの実践に
すぎないのかということです。
結局のところ、グリーンペーパーは一つの実践にすぎず、
その内容については懐疑的にならざるを得ません。見たと
ころ野心的であり、多くのことを取り上げていますが、その
文言はさまざまに解釈できます。ある意味では、以前行っ
たことを過度に自画自賛しているようにも思われます。おそ
らく、過去の施策について過度に批判的になるわけにはい
かないため、仕方がないのかもしれません。
しかし、先ほど取り上げたEuVECAとEuSEFsへの言及、
あるいはELTIFへの言及について考えてみると、「裸の王
様」という拭いがたい印象があります。「簡単に達成できる
目標」とされているもののいくつか―とりわけ、証券化―
は、潜在的な困難に満ちています。その一方で、問題点を
冷静に検討し、さらには近年「聖域」とされている領域の一
部に取り組もうという意欲を新たにしているようにも見受
けられます。実際、グリーンペーパーは、ソルベンシーIIと
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ソルベンシーIIが課している資本要件の水準についてもコ
メントを求めています。また、「シャドーバンキング」という
名称こそ使っていないものの、シャドーバンキングという
地雷原にも踏み込んでいます。そして、これまで受け入れ
がたいとみなされてきた要素の一部は、資本市場同盟の
構築には関わってこないのではないかと問うています。何
を信じたらいいのでしょうか。
この諮問のスケジュールはかなり野心的です。夏の間に
寄せられた回答を評価した後、欧州委員会は諸機関の夏
休み明けとなる9月または10月に行動計画草案を公表で
きるよう予定されています。この期限に間に合わせること
ができれば、それほど長く待つことなく風向きが分かるで
しょう。
実際面では、その草案が計画となります。なお、一つのま
とまったCMU指令や法律を設けるのではなく、既存の規
定に修正や補遺を加え、必要に応じて新たな規定を追加
することが意図されています。700件の回答の中には、さ
まざまな意見があると思われます。ECBがAIMAや、つい
でに言えば英国政府と全く同じ見解を取るわけではない
ことは、言うまでもありません。特定の回答を選ぶことは、
願望を現実と取り違え、諮問段階より先の段階に進むこ
とのない主題に焦点を当てる危険を伴います。とはいうも
のの、非常に重要な2つのテーマがかなり頻繁に登場し
ているように見受けられました。
一つ目は、できる限り安全な環境で、保険、そしてその関
係におけるプライベート・エクイティへの年金基金の投資
に深刻な悪影響を及ぼしかねない締め付けと広くみなさ
れているソルベンシーIIの資本要件を見直したいという意
向です。少なくともこの問題点は認識され、中心的なテー
マとして取り上げられています。

欧州委員会は、次のように質問しています。

「12） インフラ投資の個別の取り扱いに関する作業は、明
確に識別可能な資産のサブクラスを対象とすべきか？そ
うである場合、CRD IV／CRRおよびソルベンシーIIなどの
健全性規則の将来の見直しにおいて欧州委員会が優先
すべきはどれか？」
この質問に寄せられた回答に欧州委員会がどう対応する
かは、興味深いところです。2つ目は、小口投資家によるク
ロスボーダーのファンド購入を促進する最善の方法は、汎
欧州確定拠出年金制度を導入することであるという魅力
的な提案です。ここで、少し夢想してみましょう。欧州委員
会が企業型確定拠出年金制度を優先事項とすべきという
提案を受け入れたと想像してみます。
この結論を支える論拠は、とても魅力的に思われます。そ
のような制度を導入した国では、ファンドへの投資が著しく
上昇するでしょう（小口投資家の30％～35％くらいの投資
が見込まれます―欧州では現在、この数字は11％です）。
また、そのような制度が整備されている市場は回復力が
強まり、毎月毎月決まった資金のフローがあるため、金融
危機から素早く立ち直ることができるようになります。
この結論を支持する論拠はたくさんあり、否定的な論―そ
のような制度を策定し、立ち上げる難しさは別として―は
ほとんどありません。退職給付／年金の問題に最終的に
対処するメリットは、はかりしれません。

成長目標の中の二次的なメリットも同じく魅力的です。たと
えばELTIFのような商品が、4億6,000万人を超える人々
のニーズに応えることを目的とする巨大な貯蓄市場の
ほんの一部として、それに見合ったふさわしい場所を見つ
けることができれば、ELTIFをめぐる欧州委員会の懸念も
いっぺんに解決されます。世間の受けはよくないかもしれ
ませんが、EUから生まれ、欧州のものとみなされる制度
は、「欧州」とその市民の間に意思の疎通がないにもかか
わらず、自国による改革よりも、いささか逆説的な理由か
ら、スムーズに導入することが可能です。
年金の時限爆弾に関わる積立不足は、一晩で解消できる
問題ではありません。しかし、それは無為無策でいる理由
にはなりません。中国のことわざは次のように述べていま
す。「木を植える最も良い時期は20年前だった。次に良い
時期は今だ」
このような結末は実現可能でしょうか、それとも不可能な
夢に終わるでしょうか。時間がたてば分かるでしょう。資本
市場同盟は、欧州復興計画以来の重要な画期的出来事
として歴史に残るかもしれません。あるいは、期待された
目標に及ばなかった、統合の試みの一つとして歴史の片
隅に追いやられるかもしれません。いずれにせよ、この機
会はみすみす見逃すには惜しい機会であり、業界―どの
ように定義するにせよ―がこの議論に全身全霊を傾けて
取り組まないならば、絶好の機会を無駄にしたツケを自ら
かぶるしかありません。

要点
• 1970年代の金融サービス行動計画以来の大規模な計画
• 問題の後手に回る立法ではなく、先見の明のある計画立案となる可能性がある
• ソルベンシーIIやCRD IVなどの重要な問題点を率直に認識している
• 700件を超える回答が寄せられている
• 今後数十年にわたり、欧州の成長を良い方向に形作る可能性を秘めている
• 実施するには勇気と忍耐を要する
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AIFMD報告に
関する調査
これからの道のりと
これまでの歩み
ルウ・キーシュ
（Lou Kiesch）
パートナー
アドバイザリー＆コンサルティング
デロイト

クリス・スチュアート・シンクレア
（Chris Stuart Sinclair）
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
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先の金融危機を受けて、財務の透明性向上を目指す
世界的な規制上の動きが活発化しています。これを
踏まえ、欧州市場インフラ規制（EMIR）や金融商品市
場規則（MiFIR）、パッケージ型個人投資家向け保険
ベース投資商品（PRIIPS）、ソルベンシーII、そしてオ
ルタナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）に基づ
く報告制度のようなさまざまな報告制度が整備されま
した。
1回目のAIFMD報告が終わり、今は、一歩引いてこのプロ
セスに関する私たちの所見と経験をまとめるのにちょうど
良い時期です。たしかに、収集したデータの利用と内容に
関する活発な議論は続いています。しかし、議論は続いて
いるものの、第1回の報告から得た調査結果は、報告プロ
セスについて予備的な理解を与え、今後繰り返される報告
のためのより戦略的なアプローチの策定を可能にします。
AIFMDの将来の報告要件が同じままかどうかは不確実で
あり、規制当局の評価に加え、ファンドマネジャーと規制当
局との継続的な対話の維持にかかっています。
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より確かなことは、私たちの最近の調査が示すように、作
成環境を変える必要があるということです。
こうした直接的な結論に加えて、調査結果は、より幅広い
AIFMDの観点から、非EU商品の販売が資産運用会社に
とってどれほど重要であり続けているか、また、欧州証券
市場監督機構（ESMA）が非欧州系の運用会社とファンド
に関するAIFMDパスポートの将来の方向性を決めた後に
資産運用会社がどれほどの困難に直面する可能性がある
かも示唆しています。

AIFMD報告に関する調査
調査参加者
この調査は、150を超える登録／認定オルタナティブ投資
ファンド運用者（AIFM）に送付されました。その大半は、
ルクセンブルクに拠点を置いており、残りは英国、フラン
ス、アイルランド、ベルギーに拠点を置いていました。全
回答者の3分の2近くは、「スーパー運用会社」とも呼ばれ
る、UCITSとAIFMの両方の免許を持つ「ユニバーサル運
用会社」に該当します。

回答者の3分の1は登録または認定AIFMに該当し、残りの
少数はあらゆるものを含む「その他」のカテゴリーに分類さ
れるAIFMでした。AIFMDの対象となったファンドのうち、純
粋なオルタナティブ戦略を取っていたのは25％未満でし
た。過半数は、プレーンバニラ・ファンドとマルチ資産クラス
にほぼ等分に分かれました。AIFMDに対する主要な批判
の一つはまさに、包括的すぎるということであり、ファンドが
UCITSでさえなければ、資産クラスや戦略に関係なく、すべ
てのオルタナティブ投資ファンド（AIF）を対象にしています。

図1：運用しているAIFの主要な戦略

38.5%

38.5%
プレーンバニラ・ファンド*
オルタナティブ戦略
マルチ資産クラス

*プレーンバニラ・ファンドは、文書においてUCITSの「類似商品」とも呼ばれています。それらは、投
資戦略と大半の点においてUCITSファンドと類似しているファンドですが、制約の厳しいUCITS投資
制限規則の適用対象となっていません。旧パートIIファンドであり、基本的に、認められたUCITSに似
た資産クラスとセクターへの「長期限定」投資戦略に従うSIFです。

23.1%
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報告に関する安定感の広がりこ
そが、資産運用会社がコストを削
減し、自社で背負う規制上の報告
の重荷を減らすという決定を下す
前に待っているゴーサインかもし
れません。

ファンドの規模の影響
調査対象となったAIFMの半数以上が回答時点で10億
ユーロを超える運用資産を有しており、3分の2は報告を必
要とするAIFを5～50個運用していました。しかし、報告す
べきAIFに関する分析をスーパー運用会社と認定AIFMに
分けた場合、この2種類の投資運用会社の間で統計デー
タが若干異なる傾向を見せていることが分かりました。
スーパー運用会社の3分の1は、報告すべきファンドの数
が5～10個であり、さらに3分の1は10～50個でした。ま
た、5分の1は報告すべきファンドの数が5個未満であり、
報告すべきファンドの数が50個を超えていたスーパー運
用会社は全体の6分の1をわずかに超える程度だったこと
も、注目に値します。同時に、調査対象となった認定AIFの
4分の1は報告すべきファンドの数が5個未満であり、2分
の1は5～10個でした。残りの4分の1のうち、報告すべき
ファンドの数が10～50個だったのは3分の2で、50～100
個だったのは3分の1にすぎませんでした。

図2:
スーパー運用会社：報告すべきAIFの数

4%

認定AIFM：報告すべきAIFの数

12%

32%

16.7%

20%

25.0%

50.0%
32%

5個未満

5個未満

5～10個

5～10個

10～50個

10～50個

50～100個

50～100個

100個超
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8.3%

費用対効果という点で報告の負担が最も大きかったの
は、報告すべきファンドの数が5～50個の中間市場セグ
メントでした。この影響は、ファンドごとではなくAIFMレベ
ルでの報告を義務付ける要件によってさらに拡大しまし
た。規模が小さくなると（すなわち、報告すべきファンドの
数が一ケタの運用会社では)、個別の半手作業による報
告ソリューションが最も費用対効果が高いことが分かりま
した。しかし、この方法を、中間的なファンド規模のAIFM
に拡大適用することはたやすくありません。というのも、ス
キルを持った人材をすぐに確保できるようにする必要があ
り、これらの人材を他の職務ではなくAIFMD報告に投入
することによって、得られていたはずの機会費用を損なう
ことになるからです。今回の調査はまた、運用会社のオル
タナティブファンドの数と運用資産総額の間の相関関係は
比較的小さいことを反映していました。そのこと自体は、
特定の資産クラスについては不思議ではありませんが、
重点が解釈に移ると統計上の課題をもたらします。

図3：報告すべきAIFの数別に見た、選択された報告ソ
リューションの比較

これも、AIFMDが報告を要求しているファンドが多種多様
にわたっていることによってある程度説明できますが、規
制分析において、報告されたデータの差異の原因となって
いるパラメーターをどのように解釈するかという問題を提
起していることに変わりはありません。
報告ソリューション
報告に対しては、3つの異なるアプローチが取られていま
した。資産運用会社の中には、このプロジェクト全体をアウ
トソーシングする方針を取ったところもあれば、100％社内
で完了する方針を取ったところもありました。さらに第3の
グループは、外部のテクノロジーを利用して社内で完了す
ることを選んでいました。
図3が示すように、採用された戦略は、報告すべきAIFの
数によって若干、違いがありました。報告すべきファンドの
数が100個を超える資産運用会社は、完全にアウトソー
シングするか、完全な社内ソリューションを開発するかの
いずれかを選んでおり、その選択の比率は1：2でした。
運用するファンドの数が100個未満の資産運用会社の場
合、50％以上がアウトソーシングを選んだのに対し、完全
な社内ソリューションを選んだのは5分の1に満たないほど
でした。同じく興味深いのは、報告すべきファンドの数が50～
100個の運用会社の半数近くが外部テクノロジーを利用し
た社内ソリューションを選んだことでした。
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100％社内スタッフと社内のITツール
社内スタッフがレンタルした外部ITプラットフォームで運用
完全にアウトソーシング
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そうとは言え、調査結果はまた、報告書を作成した経験が
予想よりもはるかに困難だったと判断されたことを示してお
り、資産運用会社の63％がこの見解に同意しています。こ
の2つの要素を考え合わせると、不測の事態に備えた予算
が大幅に水増しされていたか、あるいは内部コストが著しく過
小評価されていたかのどちらかであったように思われます。

コスト
概要
AIFMD報告の総コストの見積りは、明白かつ請求可能
なコストの単純な評価のように簡単にはいきません。実
際、報告は、この活動に従事するスタッフの人件費や、し
かるべき能力を持ったスタッフを他の業務ではなく
AIFMD報告作業に配置するための機会費用などの隠れ
た内部コストも伴います。
それにもかかわらず、調査結果によれば、資産運用会社
の大半は報告コストが概算見積りの範囲内に収まったと
回答したことから、報告前に実施されたコスト評価は完
全に正しかったことが判明しました。

図4：AIFMD報告書を作成してみて、どのように思われま
したか？

予想どおりだった

33%

63%

予想より難しかった

予想したより簡単だった
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4%

このことはおそらく、所要時間と社内人材の配置という観
点から見たフルコストが十分に考慮されていないことを示
唆しています。
欧州委員会がAIFMD構想を打ち出した4年前、デロイトは
同指令に関する予備調査を実施しました。その質問の一
つは資産運用会社に、誰が暗黙のコストをカバーする予
定かを尋ねるものでした。AIFMの58％は、AIFMがコスト
を負担することになると回答しました。しかし、今回同じ質
問をしたところ、コストをすべて負担すると回答したAIFMは
42％にすぎず、25％はAIFMとAIFでコストを分担するとして
います。
人材配置コスト
総コストの最大の部分は、スタッフの配置、そして報告に
費やされる時間に起因しており、報告作業に配置されたス
タッフの数と運用会社が報告すべきファンドの数との間に
は明確な相関関係がありました。

図5は、このシナリオには両極端があることを明示してお
り、AIFの数によって、報告作業に配置されるスタッフの数
が非常に少ないか非常に多いかのどちらかになります。こ
のような人員の分布は、経常的に報告作業に割り当てら
れた人員の分布と類似しています。この分布を図3のデー
タ分布と比較すると、5～50個のAIFを運用していて、部分
的または完全な社内ソリューションを用いている運用会社
の方が、より規模の大きな作業チームを従事させざるを得
ない可能性が高いと言えます。

人材配置コストに関しては、報告に関与した部門にも言及
する必要があります。

図5：報告すべきAIFの数別に見た、実施プロジェクトに従事す
るスタッフの人数

図6が示すように、社内で関与したスタッフの3分の1は、オ
ペレーション部門に所属しており、3分の1以上がリスク部
門に所属していました。有能なリスクプロフェッショナルは
将来、確保することが難しくなると思われます。アウトソー
シングがもたらす時間的なメリットとコストメリットにより、社
内運用の作業チームはさらに減りつつあります。一方、リ
スクプロフェッショナルに対する需要は、市場評価におい
てリスクが重要な役割を果たしていることから、引き続き高
い水準にとどまると思われます。しかし、確保できるリスク
プロフェッショナルの数が絶対的に不足しているため、彼
らを報告作業に配置することは、手持ちのスキルの無駄
遣いになります。
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時間コストと思いがけない利益
時間は、最も重要とは言わないまでも重要な変動コストで
あり、AIFMDのための報告活動をどれだけ早くもしくは遅
くに始めたかによって、投入される人員数は比較的少ない
か、非常に多くなるかのどちらかとなりました。
一部の企業とアウトソーシングサービス会社はいちはやく
行動を起こし、最初の報告テンプレートが公表されるやい
なや最初の草案に取りかかったため、繰り返しを重ねて報
告書を改善する時間の余裕を持つことができました。後に
続く者たちの負担を軽くしたのは、早くから取り組んだこれ
らの社内スタッフとアウトソーシングサービス会社であった
ことは間違いありません。実際、先行者が得た報告に関
する知識と経験の多くは、AIFM間の協力的な環境の中で
共有され、結果的に多くのAIFMにとって報告サイクルの
所要期間が大幅に短縮されました。
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図6：AIFMD報告に関与した部門
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早くに行動を起こした業界大手やサービス会社は、24カ
月にもわたって報告プロセスに関与しました。しかし、調査
回答者の3分の2近くは、プロジェクトに6～12カ月しか費
やさなかったことを認め、3～6カ月しか費やさなかったと
する回答者も3分の1に上りました。通常の報告書作成
モードに落ち着いた後の将来の報告サイクルにおいて
は、このような大きな時間的な利益は得られないかもしれ
ません。
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第1回のAIFMD報告において直面したその他の障害と
は？
報告書の期限ぎりぎり、あるいは提出後に衆目を集めた点
がいくつかあります。基本的に、それらの問題点は初回の
報告のプロセスにおける小さな障害であり、やがて取り除
かれることが期待されます。その中には、「選択的
（optional）」という用語の正しい定義に関する一般的な誤
解のように、報告要件におけるあいまいさも含まれていま
した。ちなみに、この用語が意味するのは、「そうすること
が適切ならば」であって、「含めたいならば」ではないことが
後になって分かりました。
その他のより技術的な問題には、データの実際の提出方
法があります。一部の規制当局は、期限が過ぎた後に報
告書を受理する用意ができていませんでした。また、別の
ケースでは、複数の法域で報告しなければならないAIFM
が複雑な状況に見舞われました。実際、報告テンプレート
は欧州全体で標準化されていたものの（ただし英国では、
FCAがESMAによる第2弾のテンプレートではなく最初の
テンプレートを使う方針を取りました）、検証手続は標準化
されていませんでした。そのため、不運にもいくつかの法
域で若干のトラブルが生じました。

AIFMD報告の将来はどうなるか？
調査の結果は明らかに、最も費用対効果の高いソリュー
ションは、報告すべき対象の規模に応じて変わることを指
摘しており、資産運用会社は社内の人材と時間を使って
この義務に対応するという選択にメリットがあるかどうか
を検討する必要があります。
将来の報告サイクルは、共同で取り組みを進め、報告に
関する知見を共有することに対する関心と、変更管理―
報告そのものにおける変更または新たな商品の導入に
関する変更―の程度によって、早くなることもあれば、長
引くこともあるでしょう。いずれにせよAIFMDは、他の規
制上の施策と切り離して考えることはできないため、必要
なデータ管理には横断的に対応する必要があります。最
もコスト効率の高いソリューションは、報告の取り組みを、
全く同じか似たようなデータソースに依拠して現在行われ
ているEMIR、MIFIR、KIID、PRIIPS、ソルベンシーIIに基
づく報告と統合することであることは間違いありません。こ
れまでの取り組みから、ある一定の一般的な結論が浮か
び上がってきており、将来の道筋も指し示しています。求
められるデータを管轄当局に提出し、そこからESMAに届
けるためのデータ収集プロセスにはまだ改善の必要があ
ります。データの受け手となる規制当局とESMAがその
データをどのように扱うつもりなのかについて透明性が必
要です。データセットが目的に適合していることを確実に
し、異なる資産クラスからの無関係の情報がデータセット
に混入しないようにするために、一部のデータセットは修
正が必要となるかもしれません。

データの受け手となる規制当局とESMAがそのデータ
をどのように扱うつもりなのかについて透明性が必要
です。

46

もう一つ導き出される非常に興味深い結論は、多くの
AIFMは、報告とコンプライアンスがいっそう複雑になるに
もかかわらず非EU商品の販売から手を引いていないとい
うことです。実際、調査対象者は、特にルクセンブルクと
英国については、非EUファンドが比較的多いと回答して
います。これは、パスポート制度の非欧州事業体への拡
大の可能性について、非EU商品を組み込んだEU AIFM
の方が完全に非EU系のAIFMよりもパスポートを取得し
やすくなると予測する、資産運用会社の間の一般的見解
と一致しており、パスポート制度が私募制度に取って代わ
ると予想できるようになるまで、まだ長い道のりが残って
います。多くの資産運用会社にとっては、各国の私募制
度が機能しています。これを受けて、2つの制度の併存継
続を求める声は勢いを新たにすると思われます。
実現可能なソリューションとして今後アウトソーシングを検
討するかどうかを尋ねると、回答した資産運用会社の
72％は「はい」と答えました。しかし、この一般的な意見表
明とアウトソーシングへの移行との間には、数多くの障害
があることが指摘されました。実際、アウトソーシングへの
た めら いに つ いて尋ね た ところ 、多 く の運 用 会社 は 、
AIFMDの現在の成熟段階では、報告書作成と責任を分
離することに気が進まないと回答しました。最終的な責任
はAIFMにあることは紛れもありませんが、過去に作業の
実 行 と責 任 を うま く 分 離 でき た 例は 山 ほ ど あ り ま す。
AIFMD報告が例外となる理由はありません。AIFMD報告
テンプレートが、その範囲と内容の両方において変更され
るかどうかについては、議論が続いています。この議論は
もちろん、報告の項目と形式の将来の変更に対する、あ
る種の不安感の一因となっています。したがって、報告に
関する安定感の広がりこそが、資産運用会社がコストを
削減し、自社で背負う規制上の報告の重荷を減らすとい
う決定を下す前に待っているゴーサインかもしれません。

要点
• 各企業は、それぞれ独自の多くの問題に直面し、それらの
問題を解決しました。アウトソーシングサービス会社も同じ
ように問題に直面し、全ての問題を解決しました。2回目の
サイクルが始まり、定義、送信手続、解釈が発展し変化する
につれ、アウトソーシングサービス会社はその性格上、それ
らを熟知することになります。最初のサイクルの成功は、大
規模な相互協力の成果でした。今後は、同水準の相互協力
が十分に得られるのはアウトソーシングを通じてのみとなる
でしょう。
• 各国私募制度（NPR：National Placement Regime）に基
づき販売されているファンドのための報告活動が盛んであ
り、この販売方法の規模と引き受けという点では意外な状
況と言えます。
• AIFのような多様性のある「セクター」には、複雑なコスト効
率のダイナミクスが働きます。一つの解決策ですべてに対
応することは無理とはよく言われることですが、報告環境
は、取引量が小さく運用資産の大きいクローズドエンド型
ファンドから、取引量が大きくアルゴリズムに基づいて売買
されるオープンエンド型ファンドまであらゆる範囲に及んで
います。それぞれに独自のダイナミクスとニーズがありま
す。報告プロセスの多様性に対応する持続的な費用対効
果の高いソリューションを見つけるための取り組みがもっと
必要です。

• AIFMD報告は、透明性が厳しく求められるようになりつつあ
る世界への大きな一歩です。SECはつい最近、ドッド・フ
ランク法から続く市場改革の一環として来たるべき投資会
社報告規則について発表しました。今ほど、柔軟性のある
正確かつ適切かつ適時の報告が国際的なファンド市場で成
功を収めるために重要となる時代はありません。
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AIFMD―
思案と拡大のとき
ESMAが助言と
意見を公表
エイスリング・コステロ
（Aisling Costello）
シニアマネジャー
インベストメントマネジメント
デロイト

パオラ・リツカ-ドレイパー
（Paola Liszka-Draper）
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

シアラ・スミス
（Ciara Smith）
シニアマネジャー
インベストメントマネジメント
デロイト

多くの論争を経て、オルタナティブ投資ファンド運用者指令
（AIFMD）は2011年7月21日に実現し、施行されました。
AIFMDは、オルタナティブ投資ファンド（AIF）のクロスボー
ダーの販売に係る欧州市場内の枠組みを提供していま
す。同指令をどう遵守するかだけでなく、資金調達をどう続
けるかに関する実際問題を理解することが大きな課題と
なっています。
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販売

各国私募制度

AIFMDは、UCITS同様、欧州のオルタナティブ投資ファン
ド 運 用 者 （ AIFM ） が 欧 州 連 合 全 域 で 専 門 投 資 家
（professional investor）に運用サービスを提供し、欧州
AIFのマーケティングを行うことができるようにするパス
ポートという概念を導入しています。AIFMDにおいて、専
門投資家とは、金融商品市場指令（MiFID）に基づくプロ
フェッショナル顧客と定義される者をいいます。

AIFMDは、欧州連合域内において非EU AIFのマーケ
ティングを行うことを望むEU AIFMはファンドごとに個別の
申請書（AIFMD第36条に基づく通知）を個々のホスト国の
規制当局に提出しなければならないと定めています。欧州
全域でEU AIFまたは非EU AIFのマーケティングを行うこ
とを望む非EU AIFMに対しても類似の個別申請が要求
されます（AIFMD第42条に基づく通知）。このマーケティン
グ 制 度 は 、 各 国 私 募 制 度 （ NPPR ： National Private
Placement Regime）と呼ばれています。
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ESMAの公表物：意見と助言
2015年7月28日、欧州証券市場監督機構（ESMA）は予
定より1週間遅れて、非EU AIF／AIFMへの欧州パス
ポートの拡大の可能性について、待ち望まれていた意見
を公表しました。非EU法域へのパスポートの拡大によ
り、オルタナティブ投資運用者は、NPPRの制約を受ける
ことなく欧州の投資家にアクセスできるようになります。
NPPRについては2018年にESMAによる見直しが行わ
れる予定ですが、各法域がその前にいつでも私募制度
の廃止を選択できることに留意する必要があります。ドイ
ツは非EU運用者向けのパスポートが利用可能になり次
第、私募制度を廃止する意向を表明していることから、こ
れは、当面の間NPPRを利用することを望む運用者に関
わってくる問題です1。

しかし、どの国がESMAの評価対象となっており、どの国
がパスポートを受けることになるかについて、業界では不
透明感がありました。意見公表までの数カ月間、ケイマン
諸島とバミューダの規制当局は、パスポートに備えた法規
制の変更を発表しました。「第三国」パスポートについて推
薦を受けたのはガーンジーとジャージーの2カ国だけであ
り、スイスは審議中の法律の制定を条件として承認された
ことが明らかになりました。
上記の意見に加え、ESMAは、施行後1年間のAIFMDの
機能に関する助言も公表しました。ESMAは、AIFMDがま
だ初期段階にあることから、AIFMDの成功について詳細
にコメントするのは時期尚早と助言しました。しかし、加盟
国の間でAIFMDの運用に一貫性が欠如していると指摘し
ました。

ESMAは以前、段階的にパスポートを拡大する意向を表
明していたことから、ESMAの意見の骨組みについては
驚きはありませんでした。

1 http://cooconnect.com/news/aifmd-passports-for-the-channel-islands-and-switzerland-could-backfire
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ガーンジー

ジャージー

スイス

AIFMD開示
規則に準拠

同等

米国

香港

シンガポール

市場アクセス
の相互性
報酬

システム全体
の監督

預託機関

規制当局間の
協力

もっと多くの情報
が必要

もっと多くの情報
が必要

幅広い範囲
に及ぶが、
異なる
AIFMDと類似

覚書と協力関係
が成果を上げて
いる

覚書と協力関係
が成果を上げて
いる

覚書と協力関係
が成果を上げて
いる

もっと多くの情報
が必要

全体的に類似

もっと多くの情報
が必要

もっと多くの情報
が必要

覚書と協力関係
が成果を上げて
いる

もっと時間が
必要

情報が乏しく、判断
は難しい
もっと時間が必要

ESMAのレビュー対象となった国
ESMAは、レビューの一環として、ガーンジー、ジャージー、スイス、米国、シンガポール、香港の6つの法域について同一
の基準に従って検討しました。以下に、各法域について、これらの基準それぞれに関するESMAの結論をまとめました。

1. 市場アクセスの相互性
ESMAが検討した非EU制度の主な特徴は、EUのファンドとファンド運用者にもたらされる相互性の程度でした。
ESMAは、肯定的な評価を受けた3カ国それぞれにおいて、EUの運用者およびファンドが現地のファンドおよびファン
ド運用者と同じ取り扱いを受けていると判断しました。一方、米国についてはそのような扱いがされていないと指摘し
ました。この指摘は、米国のファンド業界関係者には不評でした。
ESMAは香港が市場アクセスと規制の関与に関してEUと非EUのAIFMに公平な条件を適用しているかどうかは明確
ではないと結論付けました。そして、一部のEU加盟国は、香港当局によって「許容できる検査体制」であるとみなされ
ているものの、大半はそうみなされていないと述べています。
ESMAはシンガポールについて、運用者が｢シンガポールとの十分なつながり」を持っていることを要求され、したがっ
て承認を受けるためには少なくとも5億シンガポールドル（3億3,500万ユーロ）の運用資産を保有していなければなら
ない点を指摘しました。ESMAは、シンガポールの運用者へのAIFMパスポートの提供という文脈においてこの要件が
市場アクセスの妨げとならないかどうかを判断するため、この要件についてさらに調査することを望んでいます。

2. 報酬
もう一つの重要な特徴は、AIFMD規則と類似する報酬規則の存在でした。ガーンジーは、運用者がAIFMDの要件の
適用を選ぶことができる選択的なAIFMD遵守制度を設けているため、この法域はAIFMDと同等の規則を有している
ことになります。ジャージーとスイスも、概して類似の規則を有していると認められました。ESMAの報告書は、米国で
は同等の報酬規則が適用されていないように見受けられると指摘しています。
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ESMAの公表物
公表物

トピック

AIFMD条項

内容

意見

AIFMD
パ スポ ー ト と
NPPRの機能

•
•
•

第67条（1）
第32条と第33条
第36条と第42条

•
•
•
•

AIFMDパスポートについてESMAが実施した調査に対するフィードバック
EUパスポートの機能に対する意見
NPPRの機能に対する意見
「根拠に基づく情報提供の照会（call for evidence）に対する回答を通じてESMA
が受け取ったフィードバック

助言

AIFMDパスポー •
トの適用

第35条、第37～41条

•

パスポートの拡大について検討対象となった国の詳細な評価（各種方法、基準、
データを含む）
検討対象に選ばれた6カ国それぞれについて具体的な分析と助言
検討対象とならなかった国の概要
非EU AIFMへのパスポートの拡大の影響に関する横断的見解についての「根
拠に基づく情報提供の照会」に対する回答の要約

•
•
•

ESMAによって検討された国

ジャージー
スイス
ガーンジー

米国

シンガポール
スイス
香港
ガーンジー
ジャージー
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英領 ヴァー ジ ン
諸島

オーストラリア

バハマ

バミューダ

タイ

カナダ

韓国

キュラソー

ケイマン諸島

アメリカ領
ヴァージン諸島

モーリシャス

日本

メキシコ

ブラジル

マン島

南アフリカ

3. システム全体の監督
システム全体の監督も重要な特徴の一つとされました。ESMAは、評価の高かった3つの法域は同等の制度を設けて
おり、それらの法域の当局とEUの当局との協力関係が成果を上げているとみなしています。
ESMAは、米国のレビュー結果について、報告要件は重要であるもののAIFMDとは異なると報告しています。さらに、
米国の規制の枠組みについて受け取った詳細な情報を検討する時間、特に米国の規制の枠組みとAIFMDとの違いが
現時点での評価にどう影響するかを分析するための時間的余裕があれば助かっただろうと付け加えています。
シンガポールの体制に関しては、全体的に投資家保護という点での要件は満たされているように見受けられるとして
います。金融セクター評価プログラム（FSAP）報告書は、シンガポール当局は市場への参入に関しては厳格であり、
承認プロセスは細かいものの、追跡調査と継続的な監督はそのような高い基準を保っているわけではないと結論付
けています。これは、システミックリスクの報告と監視に困難をもたらす可能性があります。
ESMAは、香港で活動するさまざまな仲介機関と投資目的会社に関する香港当局の規制監督について肯定的な意
見を表明しました。

4. 預託制度
ガーンジーでは、AIFMDの適用選択には、完全に同一の預託要件が含まれる一方、オープンエンド型ファンドを対象
とする元来の受託者監督システムはAIFMDに類似しています。ジャージーの預託要件は、AIFMD要件に類似する
IOSCOの原則に準拠しています。したがってジャージーの預託機関は、現地要件だけでなくAIFMDも遵守する必要
があります。全体的に、スイスの預託要件は、AIFMDに基づく要件と類似しています。
ESMAは、米国のミューチュアルファンドが適格カストディアンに資産を預けて管理しなければならない点に留意して
います。しかし、一部のファンドは、米国の規則に基づき「自己カストディ」の資格を認められています。ESMAはこれ
らのファンドは、EUパスポートにふさわしくないと指摘しました。

5．国の管轄当局間の協力
ガーンジー、スイス、米国、ジャージーはいずれも、国の管轄当局（NCA）の相互関係に関する報告において高い評
価を得ました。ESMAは、香港当局との相互関係に関するNCAからのフィードバックは、「一般的に言えば、肯定的」
であったものの、シンガポール当局との相互関係に関して入手可能な情報は乏しく、検討が難しいと報告しました。
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検討されなかった法域

次のステップ

影響という点では、ESMAによって検討されなかった法域
の方が重要と言えます。
ケイマン諸島は、特に同国に本拠地を置くファンドがどの
法域よりもNPPRを利用していることを考えると、注目す
べき法域の一つです。これは、ヘッジファンド業界に影響
することであり、近いうちにこの状況が変わる可能性は非
常に小さいように思われます2。

今後については、次の2つのうちいずれかが考えられます。

ESMAは、この最初の意見のために検討すべき国を決定
するにあたり、4つの評価基準を特定しました。
• 関連する非EU法域それぞれについて十分な情報が
あること
• NPPRに基づいて現在実施されている活動の規模
• 相手国のNCAに関するEU NCAの現在の知識と経験

• 欧州委員会が委任法を採用することによって、EU域
外に本拠地を置くAIFMにもAIFMDパスポートを拡大
することを決定し、すべての加盟国における適用日
を指定する
• 欧州委員会が、ESMAがさらなる分析を完了するま
で、一切の措置を延期するとの決定を下す
いずれになるにせよ、パスポートにアクセスできない運用
者につきまとう問題は、EUにおいてどのように資金を調達
するのかということです。非EUマーケティング制度は変更
されないため、非EU AIFのマーケティングを望むEU運用
者とEU域内でのAIFのマーケティングを望む非EU運用者
にとっては、NPPRが唯一の選択肢となります。

• プロセスに関与するためのステークホルダーの取り
組み
上記のすべて、一つまたは複数の組み合わせにより、今
回の意見では16カ国が検討対象から外されました。

AIFMDにおいて、専門投資家とは、金融商
品市場指令（MiFID）に基づくプロフェッショナ
ル顧客と定義される者をいいます。

2 http://www.aima.org/en/media/press-releases.cfm/id/EF6EE637-F471-4D1E-BF926D3339CB0DEF “Cayman islands is
confident of being granted AIFMD passport”を参照。
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要点
• 検討対象となった22カ国のうち、推薦を受けたのは2カ国だけでした。
• ESMAは今後数カ月にわたり、最初の助言において取り上げられなかった非EU加盟国の評価を続ける予定です。
• AIFMDはこれまでのところ成功しているとみなされていますが、対処すべき欠点として調和の欠如が指摘されて
います。

マネー・マーケット・ファンド
米国の2014年規則と
EUの2015年規則案の比較
ブライアン・ジャクソン
（Brian Jackson）
パートナー
インベストメントマネジメント
デロイト

エイスリング・コステロ
（Aisling Costello）
シニアマネジャー
インベストメントマネジメント
デロイト

多くの論争を経て、欧州諸機関（欧州議会、EU理事
会、欧州委員会）は、マネー・マーケット・ファンドに対
する規則（以下、「本規則」）の最新の草案について
議論しています。当初はUCITS制度改革の一環とし
て提案された本規則は、UCITSとAIFを含む、欧州
に本拠地を置くすべてのマネー・マーケット・ファンド
（MMF）に影響を与えます。
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本規則は最初の草案から大幅に変更されており、最近の
い くつかの妥 協案は 、2014年 に米 国証券取 引委員 会
（SEC）が採用したアプローチを反映しています。特に、固
定された純資産価格（以下、「NAV」）を採用しているMMF
に対する欧州の「3％のバッファ」は、解約を一時的に制限
する「解約ゲート」と流動性手数料のシステムに差し替えら
れました。
本 記 事 で は 、 本 規 則 の 現 状 を 考 察 し 、 特 に 固 定 NAV
（CNAV）MMFの定義、流動性手数料と解約ゲートの導
入、開示の拡充、分散、ストレステストに関して、SECが昨
年採用した主要な規則との比較を検討します。

背景
金融危機を受けて、規制当局はMMFを含む「シャドーバン
キング」のシステミックリスクを懸念するようになりました。
欧州委員会が2013年9月4日に本規則を公表した際に掲
げた目標は、「MMFがその流動性プロファイルと安定性を

高めることによって、ストレス時の市場環境における解約
圧力により良く耐えられる」ようにすることでした。
ミシェル・バルニエ域内市場・サービス担当委員は、次の
ようにコメントしました。

「我々は銀行と市場を包括的に規制してきた。これからは
シャドーバンキングのシステムがもたらすリスクに対処す
る必要がある。シャドーバンキングは、実体経済に資金を
供給する重要な役割を果たしており、我々はその透明性を
確保するとともに、規制の緩やかなセクターにリスクが移
動することによって、特定の金融事業体と市場の強化を通
じて達成されたメリットが減じることのないようにしなけれ
ばならない」
MMFは、「UCITS VI」と呼ばれる、2012年7月に発表され
た欧州委員会のUCITS制度改善案に当初含まれていたト
ピックの一つでした。しかし、本規則はUCITS MMFを規制
するだけでなく、UCITSとAIFMDに加えてさらなる規制の
層を課することによって、欧州に本拠地を置くあらゆる
MMF（AIFを含む）に適用されます。
米国では、SECが2014年7月23日にMMFに関する改正
規則を公表しました。SECは、「改定は、MMF のメリットを
できる限り保ちつつ、ストレス時にMMFが大規模な解約に

さらされやすい状況に対処するとともに、そのような解約か
ら波及しうる悪影響に対応しこれを軽減するMMFの能力
を向上させ、MMFのリスクの透明性を増大させることを目
的としている」と述べました。
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MMFは、金融機関、企業または政府に短期融資を提供
し、それによって欧州における実体経済への資金供給
に貢献しています。MMFは、短期的資金管理の解決策
として、市場ベースの利回りと一体化した高水準の流動
性、分散、確実性をもたらします。MMFは主に、余剰
キャッシュを短期的に投資することを望む企業に利用さ
れているため、短期マネーの需要と供給をつなぐ重要な
リンクとなっています。
しかし、大規模な解約要求が生じると、MMFは市場の
下落局面で投資を現金化せざるを得なくなり、多くの
MMFの基礎となっている固定NAVの実現可能性が損
なわれかねません。短期資金調達市場への波及は結
果的に、金融機関、企業および政府の資金調達、ひい
ては経済に困難をもたらす可能性があります。

このような銀行セクター、企業金融および政府財政とのシ
ステミックな相互連関性により、MMFは米国とEUによるシャ
ドーバンキング規制の改正において中心的な位置を占めて
きました。
欧州委員会は、シャドーバンキングを次のように説明してい
ます。

「通常の銀行システムの外にある事業体および活動が関
係する信用仲介システム。シャドーバンクは、銀行のように
規制されていないが、銀行のような活動に従事している。
金融安定理事会（FSB）は、世界のシャドーバンキングシス
テムの規模を2011年時点でおよそ 51兆ユーロと概算して
いる。これは、金融システム全体の25～30％、銀行資産の
規模の半分に相当する。したがってシャドーバンキングは、
欧州の金融システムにとってシステミックな重要性を持って
いる」

キーポイント
MMFには、「短期」と「標準」の2種類があります。前者は残存満期が397日未満の証券を保有する一方、標準MMFは
残存満期が最大2年の証券を保有します。あらゆる通貨建てとすることができますが、MMFの投資対象はたいてい、ユー
ロ、英ポンドまたは米ドル建ての債券です。
一部のMMFは、投資家が受益証券を解約または購入する際に安定した1口当たり価格を維持することを目指します。
このようなMMFは、「固定NAV」のMMF、すなわちCNAV MMFと呼ばれます。しかし、MMFが保有する原資産の価値
は変動する可能性があります。こうした変動を避けるために、CNAV MMFは、1口当たりNAVを計算するために償却原
価を使用します。（大半の他のミューチュアルファンドのように）1口当たり価値を一定に保たないMMFは、変動NAV
MMFと呼ばれ、そのNAVは「変動NAV」（VNAV）と呼ばれます。
MMFのスポンサーの中には、資産価値が下落している局面において、スポンサーの他の事業に波及したりスポンサー
の評判に影響を与えたりしかねない投資家流出を防ぐためにNAVを維持する目的で、MMFに追加資本を提供するとこ
ろもあります。スポンサーがMMFに提供する支援は、スポンサー自身の流動性を低下させ、スポンサーそのものを危
機にさらす可能性があります。
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この精度は、他のミューチュアルファンドに要求される
水準の10倍であり、MMFが現在使用しているペニー
ラウンド法の100倍です。

米国のMMF改革とEUのMMF改革案の主要な比較
米国と欧州におけるMMF規則の主要な改定は、NAVの
計算とCNAVファンドの定義、流動性手数料と解約ゲート
の導入、開示の拡充、分散、ストレステストに影響を与え
ます。
1. CNAVファンドとNAV計算
米国では、SECの改正規則は、満期までの残存期間
が60日未満の証券を保有する政府系ファンド、リテー
ルファンドおよびインスティテューショナル・プライム・マ
ネー・マーケット・ファンドに対して、償却原価法および／
または「ペニーラウンド（penny rounding）」法の使用を
制限しています。これらのMMFはまた、引き続き固定
NAV（通常は1米ドル）を使用することができます。他の
すべてのMMFは、変動NAVへの移行を義務付けら
れ、市場ベースの1口当たりNAVをベーシスポイント単
位で四捨五入して計算することになります。この精度
は、他のミューチュアルファンドに要求される水準の10
倍であり、MMFが現在使用しているペニーラウンド法
の100倍です。
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インスティテューショナルMMFは、その受益証券のプライ
シングに市場ベースの価値を使用し、他のミューチュアル
ファンド同様、変動NAV（または現在NAV）を使用すること
を要求されます。しかし、「特定の状況において別段の扱

いが要求される場合を除いて、ファンドの取締役が満期ま
での残存期間が60日以下の負債証券について、その公正
価値がその償却原価の価値であると誠意をもって判断し
た場合、引き続き償却原価を使用して価値を評価する」 こ
とができます。
変動NAVの導入を支持するSECの論拠は、「いちはやく解
約した者のメリット」を縮小させ、いちはやく解約した投資
家が固定NAVで受益証券を解約して残りの受益証券保有
者が受け取る金額が少なくなるという、市場ストレス時に
生じかねない不公平な希薄化を抑えることでした。
同様に、EUでは本規則草案において、米国の3種類の
MMFを大まかに反映する範囲を有する3種類のCNAV
MMF―すなわち、リテール、公債、低ボラティリティNAV
（LVNAV）―を定めています。変動NAV MMFの場合と同
様、1ユニットもしくは1受益証券当たりの実際のNAVをモ
デル評価（mark-to-model）法または時価評価（mark-tomarket）法に従って計算することに加えて、これらの3種類
のMMFも、満期までの残存期間が90日未満の資産の評
価に償却原価法を用いていて、かつ当該資産を四捨五入
して小数点第2位に丸めている場合、固定NAVを表示する
ことができます。しかし、これらのMMFの認可は、MMF規
則の施行後5年で失効します。

以下の表は、米国とEUの3種類のCNAVファンドをそれぞれ比較しています。

CNAV MMFの種類

米国

EU

リテール

自然人による購入に限定

チャリティ、非営利団体、公的機関および
公的財団のみ購入可能

政府系／公債

総資産の99.5％を現金、米国政府証券
および／または、全額が現金もしくは政
府証券で担保されるレポ取引に投資して
いるMMF

資産の99.5％を公債商品に投資し、か
つ2020年までに資産の80％をEUの資
産に投資することが要求される公債
CNAV MMF

インスティテューショナル
または低ボラティリティ
NAV

満期までの残存期間が60日以下の負債

満期までの残存期間が90日未満の資産
を保有する低ボラティリティNAV MMF
（LVNAV MMF）

証券を保有するインスティテューショ
ナル・プライムMMF
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2. 解約ゲートと流動性手数料
SECの改正規則は、以下の表に示すように、一定の流
動性の基準値を割り込んだ場合の解約ゲートと流動性
手数料のシステムを導入しています。政府系MMFは、
この規則から除外されますが、任意で遵守することがで
きます。
CNAVファンドを対象とした、資産の3％の資本バッファ
という当初案からの喜ばしい変更として、本EU規則は、
3種類のCNAVファンドについて類似の手数料とゲート
のシステムを提案しています。すべての欧州MMFが日
次または週次で満期を迎える資産をポートフォリオ全体
のそれぞれ20％と10％の水準に維持することを義務

付けられるようになるものの、CNAVの場合、週次で満
期を迎える資産が資産全体の少なくとも30％を占めてい
なければなりません。米国のファンド同様、これらの基準
値を割り込んだ場合、以下の表にまとめているように、
ゲートと手数料のシステムが発動します。
公債CNAV MMFとリテールCNAV MMFは、自動的に
変動NAV（VNAV）MMFに転換されます。あるいは、流
動性手数料または解約ゲートを使用して30日以内に週
次流動性要件の最低額を満たすことができない場合、
清算されます。

トリガー事象

取締役会の対応 – 米国

取締役会の対応 – EU

週次流動資産*が総資産の
30％を下回った場合

最大2％の流動性手数料を設定する
ことが認められる、および／または

流動性を達成するためのMMFのコストを
適切に反映し、かつ解約を請求しない投資
家が不当な不利益を被らないようにする、
解約に係る流動性手数料を設定すること
が認められる、および／または

90日間で最大10営業日、解約を一時
停止する（すなわち、「ゲート」を設定
する）ことが認められる

15取引日を上限として、任意の1営業日に
解約できるCNAVのユニットを全体の10％
に制限する解約ゲートを設定することが認
められる、または
最大15日間、解約を一時停止することが
認められる、または
即時の対応を取らないことが認められる
週次流動資産*が総資産の
10％を下回った場合

1％の流動性手数料を設定することを
要求される 。ただし、そうすることが
ファンドの最善の利益ではないと取締
役会が判断した場合は除く

流動性を達成するためのMMFのコストを
適切に反映し、かつ解約しない投資家が不
当な不利益を被らないようにする、解約に
係る流動性手数料を設定することが認めら
れる、または
最大15日間、解約を一時停止することが
認められる

週次流動資産*が30％
以上に増加した場合

総資産に対する手数料とゲートを解除
することを要求される

該当なし

* 米国における「週次流動資産」とは一般に、現金、米国政府の直接的な債務、5営業日以内に満期を迎える、または行使してから5営業
日以内に支払期限が到来する要求払条項が適用される証券が含まれます。EUでは、現金と1日または1週間で満期を迎える証券が含

まれます。

62

手数料とゲートのシステムは、ファンドの取締役に、ファン
ドとその投資家を保護するためにより大きな柔軟性を与
えます。米国では特に、取締役は解約が起こった同じ
日に手数料とゲートを課すことができ、解約を阻止また
はそのペースを遅くするために迅速に対応することが
可能になっています。しかし、この柔軟性の増大は同時
に、より大きな実行責任と説明責任を取締役に課しま
す 。 取 締 役 会 は ま た 、 米 国 人 が 「 Monday morning
quarterback（週末のアメフトの試合について月曜日の
朝にあれこれ言う）」と表現する「たられば論」や、後知
恵による批判にさらされやすくなります。したがって、取
締役会は、そのような危機において責務を果たすため
の統制をどのように設計し、実施するかについて明確
な方針を定めておいた方がよいと言えます。たとえば、
基準値を割り込んだら自動的に手数料とゲートを課す
べきか、それとも基準値の割り込みが発生したら、特別
取締役会を招集すべきかといったことです。
3. 開示
SECの新たな規則は、透明性を高めるために、ファンド
のマーケティング資料にファンドの保有資産、運営、リ
スクに関する決められた文言を挿入することを義務付
けています。SECが特に配慮したのは、MMF投資家が
抱いている期待を変え、MMFはリスクを伴わないという
一般に広まっている誤解を正すことでした。この開示の
拡充は、ファンドの目論見書と広告資料、ウェブサイト、
そしてフォームN-MFP（MMFがポートフォリオの保有資
産を毎月報告するのに使用）とフォームN-CRにおいて
行わなければなりません。

ファンドはトリガー事象から1営業日以内に、フォームNCRを用いて重要な事象をただちに開示しなければなり
ません。そのような事象には、手数料またはゲートの適
用と、CNAVファンドの場合、ファンドのNAVが0.9975ド
ル未満に下落したことが含まれます。改訂後のフォーム
N-MFPはファンドに対し、リスクの評価に関連する情報
を報告することを要求しています。ファンドは、各証券に
関連する「取引主体識別子（Legal Entity Identiﬁer）」と
少なくとももう一つの証券識別子、ファンドの報告NAVと
シャドープライス、日次および週次流動資産、ならびに
受益証券保有者の流出入を記載する必要があります。
一方、EUは異なるアプローチを取っており、以下の透明
性開示によって、AIFMDとUCITSの現行の開示要件を
補完しています。
• オーバーナイトおよび1週間以内に満期を迎える投
資の累積率を含む、MMFの流動性プロファイルとそ
の流動性がどのように達成されるか
• 信用プロファイルとポートフォリオ構成
• MMFのWAM（加重平均満期）およびWAL（加重平
均残存期間）
• MMFの上位5位の投資家の累積集中度
CNAVファンドはまた、以下を含む追加情報を投資家に
開示しなければなりません。
• 資産の総価値
• ウェブサイトで公開しているNAV

目論見書に追加される開示情報には、手数料、過去10
年間にファンドが使用したあらゆる手数料およびゲート
に関する過去の情報、そして過去10年間にファンドの
週次流動資産が10％または30％を下回ったことがある
かどうか、また、ファンドがスポンサーまたはファンド関
連会社から財務支援を受けたことがあるかどうかに関
する情報が含まれます。ファンドは、ファンドの流動性に
関するリスク警告を目立つように記載しなければなりま
せん。その文言は、MMFが固定NAVを採用しているの
か、変動NAVを採用しているのか、それともファンドが
手数料およびゲートに関する規則の適用除外を選択し
た政府系MMFなのかによって変わってきます。月末の
「粉飾決算」を防ぐために、ファンドは日次および週次流
動資産の水準、手数料とゲートの適用、スポンサーか
らの支援、受益証券保有者の正味流出入を毎日、ウェ
ブサイトで開示しなければなりません。

• 小数点第4位までの市場レートでの日次の参考値
各MMF運用者は、少なくとも四半期ごとにMMFの管轄
当局に、MMFの種類と特徴、ストレステストの結果、シャ
ドープライス、MMFのポートフォリオ内の資産とMMFの
負債の両方に関する情報などを報告しなければなりま
せん。当然のことながら透明性の拡充は、異論を呼ぶよ
うな提案ではなく、ほとんどの提案に盛り込まれました。
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4. 分散
SECの改正規則はMMFに対し、以下を要求しています。
• 規則2a-7の5％の発行体分散制限を適用するにあた
り特定の関連事業体を単一の発行体として扱うこと
• 5％の発行体分散制限の適用上、関連会社の合算要
件から資産担保コマーシャル・ペーパ・コンデュイット
の特定の過半数持分所有者を除外すること
• MMFの取締役会が特定の結論を下した場合を除き、
資産担保証券のスポンサーを、保証および要求払条
項に適用される規則2a-7の10％の分散制限の対象
となる保証者として扱い、MMFのポートフォリオに保
有されている証券の価値の最大25％を単一の機関
からの保証または要求払条項の対象とできるバス
ケットを廃止すること（なお、非課税MMFは上限が
15％となる）

5. ストレステストと流動性管理
SECの改正規則はMMFに対し、受益証券保有者の解
約のさまざまな水準の増大と組み合わせた場合の（i）
短期金利の週次流動資産を維持する能力、（ii）ファンド
のポートフォリオにさまざまなエクスポージャーをもたら
す、特定のポートフォリオ証券のポジションの格下げま
たはデフォルト、（iii）ファンドのポートフォリオがエクス
ポージャーを有するさまざまなセクターにおける金利ス
プレッドの拡大について、定期的にテストすることを要求
しています。MMFのアドバイザーは、このストレステスト
の結果を取締役会に通知しなければなりません。報告
内容には、取締役会がストレステストの結果を検討する
ために合理的に必要となる情報も含まれます。

本EU規則はまた、許容されるポートフォリオ分散制限を
変更しています。現行版の規則では、MMFがその資産
の5％超を、同一の発行体によって発行されたマネー・
マーケット・ファンドまたは同一の機関での預金で保有す
ることを禁止することを提案しています。証券へのあらゆ
るエクスポージャーの総額とMMFのリバース・レポ取引
の同一相手方に提供された現金の総額はそれぞれ、
MMF資産の10％を上限としなければなりません。各国
当局はMMFに対し、当該ファンドが少なくとも6種類の異
なる銘柄の短期金融商品を保有しており、かついずれ
か一つの銘柄に投資されている資産が全体の30％を超
えていない場合、中央、地域もしくは現地の公的機関、
または中央銀行によって発行された異なるMFFSに資産
の100％を投資することを許可することができます。

欧州諸機関は現在、本規則の現行の文
面について議論しています。
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同様にEUにおいても、MMF運用者は、流動性の水準、
信用リスク、金利の変動、解約の仮定上の変化を分析
することを含め、特定のストレステストのプロセスを実施
しなければなりません。また、いくつかの内部方針のほ
か、将来起こりうる投資家による解約を予想できるよう
に詳細な「顧客確認」方針を定めて適用しなければなり
ません。さらにCNAVファンドの場合、さまざまなシナリ
オについて固定NAVと実際のNAVの相違を評価するた
めの追加のストレステストを導入しなければなりません。
手数料とゲートのシステムの導入と同様、ストレステスト
に関する規則は取締役（およびMMF運用者）に追加的
な責任―特に、ストレステストの結果を評価し、適切な
対応を勧告すること―を課しています。取締役会に対す
る要求は絶えず変化しています。取締役会に対し、さま
ざまな専門知識を有する取締役を指名することを要求
している法域もあれば、単に取締役会にとって入手可
能な専門知識を備えることを要求している法域もありま
す。取締役会は、そのようなデータの分析のために適
切な技能と専門知識を確保しておく必要があります。

本EU規則案のその他の主な特徴
• MMFとして活動するための認可が必須となります。
MMFのプロファイルに適合する既存のファンドは、
MMFとして登録し、本規則を遵守することが義務付
けられます。新規ファンドは、設立時にMMFとして
の認可を受けることになります。
• 運用者は、外部の信用格付けへの過度の依拠を避
けるために、何らかの内部信用リスク評価を実施す
る必要があります。
• 適格資産は、短期金融商品、信用機関における預
金、金融デリバティブ商品およびリバース・レポを含
むと定義されます。
• 制限される投資には、短期金融商品の空売り、他
のMMFへの投資、ETF、株式またはコモディティに
対して直接的または間接的なエクスポージャーを取
ること、現金の借入れまたは貸付が含まれます。
論評
MMFは、金融機関、企業、政府にとって重要な短期資金
源であり、政府や企業セクターによって発行された短期
負債証券のほか、銀行セクターによって発行された短期
負債を保有します。このような銀行セクター、企業金融お
よび政府財政とのシス テミックな 相互関連性により、
MMFの活動は、シャドーバンキングに関する国際的な取
り組みにおいて中心的な位置を占めてきました。
欧州と米国の規制の裏付けとなっている根拠は、MMF
業界における重要な事象から「実体経済」に波及しかね
ない悪影響を最小限に抑えるためにMMF業界の安定化
を図ることでした。しかし、MMFと実体経済との相互関連
性により、MMFの構造と運営の変更は、実体経済に波
及的影響をもたらします。投資家流出の最中に解約を一
時停止することは、ファンドとそのスポンサーを保護する
ことになりますが、それによって今度はMMFの投資家が
影響を受け、流動性の問題を抱えるかもしれません。解
約ゲートは、米国のリテール投資家向けMMFに適用され
るため、これらのゲートと手数料は、流動性不足に耐える
力がより弱い投資家により大きな影響を与える可能性が
あります。

次のステップ
欧州諸機関は現在、本規則の現行の文面について
議論しています。
米国では、SECの改正規則の改定が2014年10月
14日に連邦公報に掲載されてから60日後に発効し
ました。遵守は段階的に要求され、新しいフォーム
N-CRについては2015年7月14日、分散、ストレス
テスト、開示、フォームPFおよびフォームN-MFPの
改定については2016年4月14日から適用される一
方、変動NAVに関する改定と手数料およびゲートに
関する改定の適用開始日は2016年10月14日と
なっています。

グローバルリスク
マネジメントサーベイ第9版
ニューノーマルの中での
事業経営：増大する規制
と高まる期待
エドワード・T・ヒダ2世，CFA
（Edward T. Hida II）
グローバルリーダー
リスク＆資本管理
グローバル・ファイナンシャル・
サービス・インダストリー
デロイト
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ケーリー・シュティーア
（Cary Stier）
グローバルリーダー
インベストメントマネジメント
グローバル・ファイナンシャル・
サービス・インダストリー
デロイト

金融サービス会社に関するデロイトのグローバルリ
スクマネジメントサーベイ第9版を用いて、投資運用
のトレンドを探ります。

投資運用セクターは多岐にわたっており、業界には大規
模なブティック型（専門特化型）の独立系資産運用会社だ
けでなく、多角経営の銀行や保険会社の子会社も含まれ
ています。投資運用事業は、その構造によっては、親会社
である銀行または保険会社を管轄する規制当局が課すさ
まざまな要件の対象となることがあります。
投資運用会社の回答者には、自社が投資リスクをどのよ
うに評価しているかを尋ねました。最も一般的な手法は、
ベンチマークに照らしたパフォーマンス要因分析（97％）で
した。その他の測定基準も半数以上の投資運用会社で利
用されており、運用上の遵守事項違反（72％）、絶対リ
ターン（69％）、シャープレシオ（50％）となりました。
投資運用会社は一般に、市場リスクの管理に優れていま
す。というのも、それが事業の要となるからです。多くの投
資運用会社は現在では、ITアプリケーションやデータ管
理、拡張エンタープライズ（第三者プロバイダー）の監視な
ど、それほど強くはないリスクマネジメント領域に対処して
います。回答者には、一連の問題それぞれが自社の投資
リスクマネジメント機能にとってどの程度困難かを評価し
てもらいました。

リスクテクノロジーとデータ
リスクを監視し、管理するために用いられるテクノロジーと
データは引き続き、投資運用会社にとって最優先事項であ
り、懸念事項でもあります。グローバル金融危機後、多く
の資産運用会社のリスクテクノロジーへの投資は、「ベス
ト・オブ・ブリード」アプローチを反映しており、複数のリスク
エンジンまたはサービスプロバイダーを利用することによっ
て、資産クラスや商品全体にわたって、リスク分析のカバー
範囲の不足や深度に対処しています。リスク分析の深度
を上げ、カバー範囲を広げることは、一つのニーズには対
処したものの、リスクデータのソースと量を増やすことで、
はからずもさらなる問題を生み出しました。リスクデータの
急増は、複数の商品、ファンド、戦略にわたってリスク測定
基準とエクスポージャーを集計し、リスクを全体的に捉える
資産運用会社の能力に難題を突きつけています。
この難題をさらに増幅しているのが、資産運用会社に追加
的なデータの提出と報告を求める規制当局の要求です。
欧州では、オルタナティブ投資ファンド運用者指令
（AIFMD）が流動性、リスクプロファイル、レバレッジの報
告について詳細な要件を定めました。米国の年金基金は
現在、会計上の規制の変更に直面しており、データの質と
分析を大幅に強化する必要に迫られています。
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さらに、FRB理事による最近の発言は、金融安定理事会
（FSB）と金融安定監視委員会（FSOC）がともに、マクロプ
ルデンシャル規制のためのツールとして、資産運用セク
ターにおける流動性と解約リスクの規模の評価に焦点を当
てていることを示しています1。
このため、多くの資産運用会社は、流動性リスクの測定と
監視に関する能力に投資しなければならなくなると思われ
ます。
一部の金融機関は、リスクデータの利用可能性と質を向上
させるために、データ・ウェアハウスに投資していますが、
データ・ウェアハウスに保存されるデータが「クリーン」かつ
正確であることを確実にするという難題に直面しています。
一部の組織は、データ・ウェアハウスを構築するにあたり、
エラー検知プロセスの導入やデータの質に対する責任の
割当てを行っていません。その結果、データ・ガバナンスが
投資運用会社にとって重要な焦点として浮かび上がってき
ており、この問題に対処するために最高データ責任者の職
位を設けている組織もあります。
リスクデータインフラが複雑化し、規制当局がリスクテクノ
ロジーとデータに焦点を当てていることを考えると、自社の
投資運用活動にとってこれらの問題が極めて困難、または
かなり困難であるとみなしていると回答した割合が2012年
時点よりも大幅に増えていることは、当然と言えます。極め
て困難、またはかなり困難と評価される割合が最も高かっ
た問題がITアプリケーションおよびシステム（2012年の
23％から55％に増加）であった一方、データの管理および
利用可能性は、3番目に多く挙げられた回答でした（35％
から42％に増加）。回答者の30％は、リスク分析および報
告を極めて困難、またはかなり困難とみなしており、88％
は少なくともある程度困難であると回答しました。この割合
は、2012年の71％から増加しています。

1 ダニエル・K・タルーロ「Advancing macroprudential policy objectives」（2015年1月30日に開催された金融調査局および金融安定監
視委員会第4回年次総会「Evaluating macroprudential tools: Complementarities and conflicts」でのスピーチ）
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/tarullo20150130a.htm
2 メアリー・ジョー・ホワイト「Chairman’s address at SEC Speaks 2014」（2014年2月21日）
http://www.sec.gov/News/Speech/Detail/Speech/1370540822127#.VPsR_-Eeo4s
3 証券取引委員会「SEC adopts money market fund reform rules」（2014年7月23日）
http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370542347679#.VPtmheEeo4s
4 Nicholas Elliott「AIFMD complicates pursuit of capital」（Wall Street Journal：2014年7月23日）
http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2014/07/23/the-morning-risk-report-aifmd-complicates-pursuit-of-capital/
5 金融取引業規制機構「2015 regulatory and examination priorities letter」（2015年1月6日）

https://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@guide/documents/industry/p602239.pdf
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規制上のコンプライアンス

投資コンプライアンスの監視

規制当局による監視が厳しくなる中、投資運用会社の回
答者の48％は、規制上のコンプライアンスを極めて困
難、またはかなり困難とみなしていました。この割合は、
2012年の29％から増加しています。投資運用会社は、さ
まざまな新しい規制要件にさらされています。SECは、拡
大されたストレステストの導入、データ報告要件の厳格
化、最大手の金融機関に対する監督強化をはじめ、投資
運用会社およびファンドに対する注目を強めています2。
SECはまた、2014年にその規則を改定し、インスティテュー
ショナル・プライム・マネー・マーケット・ファンドについて変
動純資産価格（NAV）を義務付けました 3 。欧州では、
AIFMDがEU域内で事業を行っているプライベート・エクイ
ティ・ファンドとヘッジファンドについて、ファンドの販売とディー
ルの組成について定める新たな規制を導入しました4。

投資コンプライアンス監視プログラムは、投資運用会社に
とって有益な役割を果たします。そのような監視プログラム
は、規制要件を遵守するために用いられる統制の機能不
全、取引の監視に関わる業務上の非効率、顧客ポートフォ
リオを監視するために用いられているプロセスの一貫性や
適切性の欠如、一貫性のないデータ利用や不十分な新規
データ統合プロセスを識別し、対処するのに役立ちます。

これらの規制をはじめとする新たな規制は、投資運用会社
の幅広いリスクマネジメントの問題に影響を与えています。
ガバナンスと報告責任
規制当局は投資運用会社に対し、そのリスクマネジメント
プログラムについて強固なガバナンスを実施することを期
待しています5。投資運用会社は、統制における空白や重
複した取り組みを生み出しかねない曖昧さを確実に排除
するために三つの防衛線にわたって役割、責任および意
思決定権限を明確に定義する必要があります。特に、独
立系の投資運用会社はファンドの取締役会の役割、委員
会の構造、そして主要なリスクを特定し、エスカレーション
するために運用されているプロセスを見直す必要がある
かもしれません。

利益相反
投資運用会社やその他の金融機関における利益相反を減
らすことは、世界中の規制当局にとっての優先事項となっ
ています。SECは、2015年の調査における優先事項の一
つは、手数料の選択、販売実務、投資助言の適合性、代替
的投資会社が提供する商品などの問題を含む、リテール
投資家に対するリスクの評価であると発表しました6。2015
年1月、OCCは、投資運用サービスを提供している銀行に
おける利益相反に関して、OCC検査官用のハンドブックを
発行しました7。
欧州では、金融商品市場指令（MiFID) IIが投資会社に対
し、利益相反を防ぐために「あらゆる合理的な措置」を取る
ことを目的とする組織上および管理上の手続を設けること
を義務付けています 8 。顧客にとっての透明性を高めよう
と、欧州証券市場監督機構（ESMA）は2014年12月、欧州
委員会に対し、ポートフォリオ・マネジャーがブローカーによ
るリサーチを受け入れることができるのは、リサーチ手数料
を直接支払っている場合、または顧客に請求される所定の
手数料によって賄われるリサーチ勘定から支払っている場
合に限定することを提言しました9。

6 同上
7 通貨監督庁「Asset Management Comptroller’s Handbook: Conflicts of interest」（2015年1月）
http://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-handbook/conflictofinterest.pdf
8 欧州証券市場監督機構「Final Report: ESMA’s technical advice to the commission on MiFID II and MiFIR」（2014年12月19日）
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1569_final_report__esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
9 デロイト「MiFID II: Product governance and unbundling dealing commission」（2015年1月16日）
http://blogs.deloitte.co.uk/financialservices/2015/01/mifid-ii.html
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英国では、金融サービス機構が投資運用会社に利益相
反の公正な管理を求めており、投資運用会社の取締役会
は利益相反を特定し、管理するための効果的な枠組みを
確立しなければならないとしています10。

金 融 犯 罪 捜 査 網 （ Financial Crimes Enforcement
Network: FinCEN）は2014年8月、金融機関の顧客およ
び受益権所有者の身元確認を義務付ける顧客デューデリ
ジェンス要件を強化する規則案を公表しました11。

利益相反は、商品開発、クライアントオンボーディング（顧
客口座開設業務）、ポートフォリオ管理、個人的取引、サー
ビスプロバイダーの管理などの投資運用のほぼ全ての側
面に影響します。投資運用会社は、利益相反の特定、記
録、分析および開示のためのプロセスを強化する必要が
あるかもしれません。利益相反は、規制の変更や会社の
商品および戦略の発達に伴って生じる可能性があるた
め、生じている可能性のある新たな利益相反を特定する
ために、少なくとも年1回はコンプライアンスレビューを実
施することが有益となります。

投資運用会社とその商品が複雑化するにつれ、新規顧客
獲得時にガイドラインが守られているかどうかを監視する
ことは困難となり、多大な時間を要する可能性がありま
す。一部の金融機関では、ビジネス機能または事業部門
が分離されており、顧客口座について完全な情報にアクセ
スすることが難しい場合があります。

クライアントオンボーディング
デロイトの経験では、多くのコンプライアンス違反は、クラ
イアントオンボーディング・プロセスに端を発しています。
「本人確認（know your customer）」と顧客区分に関する
要求は、MiFID II、欧州市場インフラ規制（EMIR）、ドッド・
フランク法、外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）を
はじめとする数多くの規制に組み込まれています。

投資運用会社は、意思決定に関する権限の明確化と透明
性の確保、事業部門の垣根を超えた商品開発への参加、
顧客および商品の収益性の分析および監視を支える強固
な技術インフラ、オンボーディング・プロセスに対する強固
なガバナンスおよび監督を実現する、統合された組織構造
を必要としています。この課題の複雑さを考えると、新規
顧客の口座開設時に、手作業による強固な監督と併せて
機能する自動化されたコンプライアンスシステムが役に立
つと思われます。

投資運用会社は、利益相反の特定、記録、分
析および開示のためのプロセスを強化する必
要があるかもしれません。

10 金融サービス機構「Conflicts of interest between asset managers and their customers」（2012年11月）
http://www.fsa.gov.uk/static/pubs/other/conflicts-of-interest.pdf
11 DavisPolk「FinCEN’s proposed rule to enhance customer due diligence requirements for financial institutions」（2014年9月30日）
http://www.davispolk.com/fincen%E2%80%99s-proposed-rule-enhance-customer-due-diligence-requirements-financialinstitutions-%E2%80%93-comments/
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モデルリスク
規制当局は、投資運用会社を含む金融機関によって用い
られているモデルを精査しています。SECは、ある企業に
属する複数の事業体が顧客資産を管理するために利用し
ていた定量的投資モデルのコンピューターコードの重要な
エラーを隠匿したとしてセキュリティに関する不正行為で
告発しました 12。モデルリスクは、投資意思決定、売買の
実施と監視、エクスポージャー管理、パフォーマンス評価
などの、数多くのさまざまな領域で発生する可能性があり
ます。金融機関は、そのモデルに対する監督と責任、方針
および手続を調べ、モデルを検証し、継続的な監視プログ
ラムを利用するとともに、モデルの開発プロセスの厳格性
を高める必要があります。
拡張エンタープライズリスク
拡張エンタープライズ全体にわたる第三者サービスプロバ
イダーがもたらすリスクの管理に対する懸念が高まってい
ます。第三者サービスプロバイダーの監督が投資運用リ
スク機能にとって極めて困難、またはかなり困難とみなす
回答者の割合は、2012年の21％のほぼ倍となる41％に
上りました。第三者は、サイバーリスク、財務リスク、信用
リスク、法務リスク、戦略リスク、オペレーショナルリスク、
事業継続リスクなどのさまざまな種類のリスクをもたらす
可能性があります。
これらの領域における有害な事象は、会社の評判にダ
メージを与え、顧客と運用資産を獲得し維持する能力を損
なうことになりかねません。
第三者で発生したリスク事象の潜在的な悪影響はすぐ
に、金融機関の評判にも及ぶ可能性があり、ソーシャルメ
ディアやグローバル化によってニュースが瞬時に世界中を
駆けめぐる現代においては増幅される一方です。

特に懸念されているのは、第三者がサイバーセキュリティ
に与える影響です。サイバー脅威は増大し続けており、第
三者が攻撃の入り口になることも少なくありません。
複数の業種にわたるある分析によれば、データ侵害の
40％において、攻撃者は第三者システムを通じてアクセス
していました13。
拡張エンタープライズリスクに対する注目が高まっている
理由は数多くあります。投資運用会社による第三者の利
用は目新しいことではないものの、分離型サービスの登場
によって特定の機能またはサブ機能をアウトソーシングす
る多様な選択肢が生まれるのに伴って、その利用は広が
るとともに複雑化しています。投資運用会社は引き続き、
効率性を追求し、中核能力に注力しているため、第三者の
利用拡大は投資運用事業のより多くの領域にとって魅力
を増しています。

12 証券取引委員会「SEC charges AXS Rosenberg Entities for concealing error in quantitative investment model」（2011年2月3日）
http://www.sec.gov/news/press/2011/2011-37.htm
13 ポネモンインスティテュートLLC「2013 cost of data breach study: Global analysis」（シマンテック後援のベンチマークリサーチおよびポ
ネモンインスティテュートLLC独自のベンチマークリサーチ：2013年5月）。保護された個人情報の紛失または窃盗を経験した、世界277
社（合計16の業界セクターにおける）を対象とする分析。
https://www4.symantec.com/mktginfo/whitepaper/053013_GL_NA_WP_Ponemon-2013-Cost-of-a-Data-BreachReport_daiNA_cta72382.pdf
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欧州では、オルタナティブ投資ファンド運用者指令
（AIFMD）が流動性、リスクプロファイル、レバレッジの
報告について詳細な要件を定めました。

リソースの調達

リスクガバナンス

投資運用事業におけるリスクマネジメント機能のリソー
スの調達を極めて困難、またはかなり困難とみなす回
答者の割合は33％に上りました（2012年の29％とおお
むね同水準）。リソースの制約への対応は、恒常的な問
題であり、投資運用組織は次第に、戦略的なリスク評
価に基づき主要な領域にリソースを配分するリスクベー
スのリソースの調達に移行しつつあります。このアプ
ローチは、組織が最大のリスクに直面している領域と追
加的なリソースの投入によって戦略的目標を達成でき
る領域を全体的に捉えることによって、影響と価値を最
大限に高めることを可能にします。

多くの投資運用会社は、どの問題と意思決定を取締役会
全体に付託すべきかということを含め、リスクの監督にお
ける取締役会の役割を検討しています。また、リスクを管
理するためにどの経営委員会を設立すべきか、重要なリ
スクを特定し、エスカレーションするための効果的なプロセ
スをどのように実施すべきかについても検討しています。
リスクガバナンスが投資運用機能にとって極めて困難、ま
たはかなり困難と回答した割合は24％でしたが、少なくと
もある程度困難と回答した割合は85％に上りました。

また、主要なリスク領域をより効果的に管理するため
に、スキルの不足を特定し、採用決定に必要な情報を
提供することも可能にします。

要点
• 本レポートは、グローバル金融サービス業界におけるリスクマネジメント実務に関するデロイトの継続的な分析
の第9版の主な調査結果を紹介しています。
• 資産運用サービスを提供しているサーベイ参加者の運用資産の合計額は5兆6,000億米ドルに上っています。
• レポート全文は、http://d2mtr37y39tpbu.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2015/05/DUP_GlobalRiskManagementSurvey9.pdf
（日本語版：http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/financial-services/bk/jp-figlobal-risk-management-survey-ninth-edition.pdf）に掲載しています。
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保険会社の資産運用
新たな状況
ディルク・ヤン・クライン・エシンク
（Dirk Jan Klein Essink）
最高財務責任者
TVM保険

ハン・レイケン
（Han Rijken）
保険投資部長
NNインベストメント・パートナーズ

エルヴィン・ハウブレフツ
（Erwin Houbrechts）
ディレクター
財務リスクマネジメント
デロイト

はじめに
変化への適応は人類の優れた能力の一つであり、保険
業界の限界がその歴史における最も困難な課題によって
試されています。こうした課題には、以下が含まれます。
• 人口構造の変化。人々の平均寿命が延びた結果、
年金や医療関連の保険商品に影響する
• 歴史的な低金利。負債の増大と限られた収入という
ダブルパンチをもたらす
• 数多くの新たな法規制：ドッド・フランク／EMIR、
CRD4、AIFMD、IFRSおよびソルベンシーII
ソルベンシーIIは、保険会社の資産・負債の評価のため
に市場ベースのアプローチを導入しています。この新た
な指令の中核をなすのは、保険会社の資産のリスク加
重評価とその所要資本の計算です。ソルベンシーIIは保
険会社に、一貫性のある枠組み、戦略的な意思決定プ
ロセスに組み込まれた枠組みの中で投資リスクを識別し
定量化するためのプロセス、ガバナンス、情報フローを
導入することを要求しています。

ソルベンシーIIの適用開始日である2016年1月1日が急速
に迫る中、欧州の保険会社は、この新たなEU指令がその
投資事業、戦略、ガバナンス、報告実務にもたらす影響の
全容を認識し始めています。
本記事では、保険会社の投資運用に対する影響と、総額7
兆ユーロに上る運用資産を抱える欧州の保険会社4,300
社が現在の事業のやり方を見直す必要のある領域を明ら
かにします。

図1：保険会社の資産運用に関する課題

リスクベースの
所要資本

低金利環境1

デリバティブの
使用とコストの
増大2

規制報告要件

会計原則

1 低金利環境は、資本賦課および保証利率と相まって、再投資リスクの増大につながります。
たとえば、オランダの生命保険会社の平均保証利率は4％前後であり、これはバランスシートの60％に相当する一方、国債の
10年移動平均金利は3％、デュレーション・ギャップは5年です。
2 EMIRの施行は、デリバティブの処理、報告およびコストに重大な影響を与えます。デロイトによる調査の結果、欧州市場にお
けるOTCデリバティブの追加の年間コストは155億ユーロに上ることが明らかになりました（デロイトの“OTC derivatives–The
new cost of trading（OTCデリバティブ－取引の新たな費用）”を参照）。
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3つの主要な領域を取り上げます。
1. 投資戦略：統合的アプローチ
規制環境の変化と現在の市場環境は、保険会社の投資戦
略の策定と管理に大きな課題をもたらしています。大手の欧
州保険会社はすでに資産・負債の市場ベースの評価に精通
していますが、中小の保険会社は新たな実務ルールへの対
応に追われるかもしれません。

その結果、保険資産とオーバーレイの運用においては、
統合的アプローチに沿った機動性のあるプロセスが求め
られます。統合的アプローチとは、収益、資本、経済／市
場目標を融合したバランスシートの捉え方を意味します。
図2は、このプロセスのアプローチを示しています。これ
が実際問題として資産運用会社と保険会社にどのように
影響するかは、外部の資産運用会社（この場合、NNイン
ベストメント・パートナーズ）との提携を決定したTVMの実
例が物語っています。同じ課題は、保険会社内部の資産
運用組織にも当てはまります。

図2：統合的バランスシート管理

ALM 戦略の実行
• 戦略を具体的なマンデート
に反映させる
• マンデートを資産運用会社
に割り当てる
• 個別レベルと総合レベルで
マンデートの実行（リスク、
パフォーマンス、コスト）を
監視する

• 会社の目標
• リスクアペタイトとリスク許
容度
• 規制要件
• 金融市場に関する情報
• 財政制度
• 会計基準

規制環境の変化と現在の市場環境は、保険会社の投資戦略の
策定と管理に大きな課題をもたらしています。

ステークホルダーへの情報

統合的な監視と報告
バランスシートのヘッジ

•
•
•
•
•
•
•

経営陣
株主
販売業者
アナリスト
格付機関
規制当局／監督機関
会計士

資本
投資
保険負債

現金

Governance
ガバナンスと
and monitoring
監視

資産・負債モデリング
• 負債、資産、経済資本のモ
デリング

ALM 戦略設定
• 投資・ヘッジ戦略の策定
• 戦略的決定の有効性の監
視と適切性の見直し

• 資産、負債、使用する保険
数理モデル（アルゴリズム）
と仮定（インフレ、金利等）
に関するインプットの見直
しと調整
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2. ガバナンス：部門間協力と明確なKPI
全体的な複雑性が増すにつれ、投資とヘッジのポジション
を適切に管理する組織の能力もさまざまな領域で発達する
と思われます。
• CIO、CFOおよびCROは、リスク管理モデルとツー
ル、現行および新規の投資・ヘッジ戦略、新しい保険
商品の評価に関してより密接に協力する必要があり
ます。ALM部門とモデリング部門が投資部門から独
立して活動していた時代は過去のことです。
• 社内の投資能力では、新たな資産クラス（インフラや
私募）を積極的に運用するという課題に対応できな
い可能性があります。その場合、アウトソーシングの
ソリューションを策定しなければなりません。これに
は、外部運用者の選定、監視、交代のための監督、
方針および能力が含まれます。外部パートナーの利
用は、報告プロセスにも影響します（次のセクションを
参照）。

78

• 保険会社は、投資戦略を見直しつつ、主要業績
指標（KPI）も発達させる必要があることを認識し
ています。というのも、従来の会計ベースの収益
目標とマンデート関連の目標に、資本に関する検
討が加わるためです。しかし、（1）保険商品ポート
フォリオ、国際的な広がり、目標、リスクアペタイト
とリスク許容度などの企業特有の特徴と、（2）利
益分配や現地GAAPに関する規制要件などの国
特有の要求があることから、すべての場合に当て
はまる解決策は存在しません。
• ソルベンシーIIはまた、投資戦略、方針および手
続に反映させる必要のあるいくつかの基本原則を
導入しています。たとえば、「プルーデントパー
ソン」原則は、資産リスクを適切に識別、測定、監
視、コントロール、報告しなければならないと述べ
ています。さらに、リスク集中を避けるためにポー
トフォリオの分散が必要とされ、投資は保険契約
者の最善の利益を追求しつつ、ポートフォリオ全体
の安全性、質、流動性、利益性を確保しなければな
りません。

3. 報告：データ管理と柔軟性
投資活動の複雑性とコストの増大に伴い、保険会社は、規
制報告と意思決定支援のための能力を増強しています。
興味深いことに、ソルベンシーIIの実施の遅れにより、保
険会社は所要資本の計算のためのモデルに慣れ、いくつ
かの業界標準を導入することができました。しかしその時
間を利用して、堅固なデータ品質管理、データ集約、デー
タアナリティクスに投資した保険会社はほとんどありま
せんでした。多くはいまだに、正式なデータ要件や自動化さ
れたチェックをほとんど備えていない手作業のプロセスに
依存しています。
今日における保険資産管理のための堅固な報告インフラ
とガバナンスの全般的な欠如は、構造的な問題（エラー、
信頼性の欠如、一時しのぎの解決策、有効性に欠ける非
効率的な統制）につながる可能性があります。外部のマン
デートとファンドの利用により、こうした課題は、データ定
義、取引主体、最終的なカウンターパーティ、ルックスルー
の必要性、データ検証、データ正規化、データベンダー費
用などの領域において増加の一途をたどるでしょう。一
方、構造的なデータ管理ソリューションを導入している保
険会社と資産運用会社においては、顧客、経営陣、規制当
局の情報ニーズの高まりに対応する態勢が整っています。

ソルベンシーIIの適用開
始日である2016年1月1
日が急速に迫る中、欧州
の保険会社は、この新た
なEU指令がその投資事
業、戦略、ガバナンス、
報告実務にもたらす影響
の全容を認識し始めてい
ます。

「この新しい世界は、新しいサービスモデルを必要と
している」
ハン・レイケン、NNインベストメント・パートナーズ

このソルベンシーIIの世界においては、統合的なバランス
シート・アプローチが必要です。負債、資産、資本は、保険
会社に複雑なバランス取りを求めるような形で互いに絶え
間なく影響し合っています。
さまざまな目標のバランス取り：ソルベンシー比率、収益、
経済的価値
ソルベンシーIIは、資産・負債に対する市場整合的な評価
アプローチを導入しています。保険会社の資産と負債の差
異が市場価値ベースの自己資本、すなわち自己資金（own
fund、以下「OF」）であり、OFはソルベンシー所要資本
（SCR）を上回っていなければなりません。SCRは、保険会
社が直面するあらゆるリスクをカバーするために必要とさ
れる資本です。投資関連リスクは通常、実現市場ボラティリ
ティに基づいて測定されます。
したがって、ソルベンシー比率（OF／SCR）は、保険会社
の財務体質の強さを示す重要な指標となります。これは、
管理することが難しい指標です。というのも、バランスシー
トを構成する要素の多くは変動しやすく、相関関係にある
からです。一つの要素を変えると、他の部分に影響し、ひ
いてはソルベンシー比率に影響する可能性があります。た
とえば、生命表の更新は、負債の価値を変えることになり、
その結果OF、SCRを変え、ひいてはソルベンシー比率をも
変えることになります。保険会社が生命表の更新がデュ
レーションに与える影響を軽減したい場合は、資産を変更
する必要があります。それもまた、SCRとバランスシートの

80

将来のボラティリティに影響を与えます。ソルベンシーIIに
より、完全に統合的なバランスシート管理アプローチが必
要となることは明らかです。
ソルベンシーIIは、長期保険契約、多種多様な商品、保証
構造を有する保険会社に、さらなる複雑性の度合いを増し
ています。欧州では、多くの保険会社が2.5％から6％まで
の範囲の保証構造を有しています。当然のことながら現在
の市場金利では、より高い利回りの資産がバランスシート
に追加されない限り、すべての投資が赤字を生みます。こ
れらは一般に、よりリスクが高く、より多くの資本を消費し
ます。低い市場金利が原因で、経済的利回りと帳簿上の
利回りには大きな差異があり、そのせいで保険会社は資
産を大量に動かすことに消極的になります。これは、関連し
て生じる会計上の影響が望ましくないことが多いためです。
ソルベンシーIIの枠組みにおけるリスク・リターンのプロファ
イルは、通常の経済的なリスク・リターンのアプローチとは
明らかに異なります。図3は、その違いを示しています。
ソルベンシーIIの観点を反映した曲線は、株式や不動産、
ヘッジファンドなどの高利回り資産について、経済的観点
に基づく場合よりも高い期待リスクを示しています。国債など
の利回りの低い資産については、その逆が当てはまります。

図3：ソルベンシーIIの観点と経済的観点に基づくリスク・リターンのプロファイル（出典：NNインベストメント・パートナーズ）
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この保険に関する提案に影響する多くの要素は、会計上
の視点からだけでなく経済、規制、競争の側面に基づい
て変動の激しい環境に備えています。保険会社は会計上
の結果、経済的価値、規制資本の間の絶え間ないバラン
ス取りに対処しなければなりません。

全体としてこれは、新たな社内投資能力、または保険ビジ
ネスやソルベンシーII、そしてソルベンシーIIが保険会社の
置かれている具体的な状況とどう結び付いているかを理解
している外部サービスプロバイダーとの緊密な協力を必要
とします。
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パートナーシップを通じてパフォーマンスを上げる

「保険会社は、来たるべき課題に対応するために2通りの
方法のどちらかを選ぶことができます」 と、NNインベスト
メント・パートナーズの保険投資部門を率いるハン・レイケン
は語ります。「必要な専門知識を持つ人材を社内で育成す

ることもできますし、あるいは保険会社の投資ライフサイク
ルの管理を支援できる経験豊かな投資運用会社とパート
ナーシップを締結することもできます」
適切なアセット・アロケーションを決定するために、保険会
社はその負債の動態を理解する必要があります。通常、
ALM分析が実施され、保険会社のビジネスモデルを定量
化するとともに、どのような経済価値が含まれ、どのような
リスクが存在しうるかを確認します。
ここで資産運用会社は、保険会社の戦略的アセット・アロケー
ション（SAA）を決定することによって、その役割を果たしま
す。これは、負債の感応度、投資の選好、ビジネスモデル
を理解することから始まります。経営陣、保険数理士、リス
クマネジャーとの緊密な協力が欠かせません。リスクアペタ
イトと目標に基づき、資産運用会社は短期と長期の目標に
適合した、一連の望ましい戦略ポートフォリオを策定するこ
とができます。望ましい戦略ポートフォリオの質は、戦略

プロセスとモデルの精緻さに左右されます。あらゆるス
テークホルダーと微調整を重ねた後、最終的なSAAを設
定することができます。
図4の例が示すように、顧客に特化した実施計画は、保険
会社が実際のポートフォリオから代替的なポートフォリオ
への移行を進めるための指針となります。場合によって
は、アセット・アロケーションの大幅な変更、新たな資産ク
ラスの導入、新たな商品の利用につながることもありま
す。計画を実行する前に、オペレーショナルリスクと財務リ
スク、予想パフォーマンス等の観点から変更の影響を明確
にし、保険会社の承認を得る必要があります。加えて、戦
略的方向性、実施ステップ、目標が明確に定められていな
ければなりません。同様に、保険会社は、ポートフォリオ管
理に関する戦術的範囲と運用法（すなわち、シナリオ、トリ
ガーレベル、ガバナンス）について理解している必要があ
ります。
レイケンは次のように語っています。 「そのようなモデル
は、両者が真のパートナーシップを構築し、ガバナンス、リ
スクアペタイト、目標に関して明確かつ適時な意思決定を
下し、そして最後に忘れてはならない点として、継続的に
互いにやりとりするために、十分な時間とエネルギーを投
資する場合にのみ、うまく機能します。真のパートナーシッ
プが求められます」

図4：レーダーチャート－実際のポートフォリオと代替的ポートフォリオ（出典：NNインベストメント・パートナーズ）
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NNインベストメント・パートナーズについて
NNインベストメント・パートナーズ（旧称：INGインベストメン
ト・マネジメント）は、株式公開会社であり資産規模でオラン
ダ国内第2位の保険会社であるNNグループN.V.の資産運
用会社です。その投資の歴史は1845年にさかのぼり、保険
と銀行業に強固なルーツを持っています。
オランダのハーグに本社を置くNNインベストメント・パート
ナーズは、およそ2,030億ユーロ（2,180億米ドル） 1 の資産
を、機関投資家（運用資産の26％）、小口投資家（運用資産
の28％）およびNNグループの保険事業（運用資産の46％）
のために運用しています。NNインベストメント・パートナーズ
は、1,100人を超える従業員を擁し、欧州、中東、アジア、北
米の16カ国で事業を展開しています。
詳しくは、https://www.nnip.comをご覧ください。

「保険会社は、来たるべき課題に
対応するために2通りの方法のど
ちらかを選ぶことができます。必
要な専門知識を持つ人材を社内
で育成することもできますし、ある
いは保険会社の投資ライフサイ
クルの管理を支援できる経験豊
かな投資運用会社とパートナー
シップを締結することもできます」

1 2015年3月31日時点の数字

ハン・レイケン、NNインベストメント・パートナーズ
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「TVM保険は、ソルベンシーIIに対応する準備ができ
ています」
ディルク・ヤン・クライン・エシンク、TVM保険（TVM Verzekeringen）

新たなソルベンシーII体制の下では、保険会社は保険契約
者の利益を守るためにどのぐらいの資本を積み立てておく
必要があるかを決定する必要があります。保険会社はお
そらく、より堅固なリスク管理と内部統制の実施を望むもの
と思われます。こうした要素が相まって、オペレーション上
のプレッシャーが増大し、保険会社は経験豊かで信頼でき
るソリューション・プロバイダーと密接に協力する必要が生
じます。
図5：バリューチェーン
（出典：NNインベストメント・パートナーズ）

「2008年以前は、私たちのポートフォリオは裁量的な性格
が強く、主に株式と債券で構成されていました」と、運送保
険を扱うTVM保険のディルク・ヤン・クライン・エシンクCFO
は語ります。「ソルベンシーII を見越して、私たちは統合的

バランスシート管理に移行することを決定しました。コンサ
ルタントを起用して最もふさわしい資産運用会社を選定し
たところ、NNインベストメント・パートナーズが、その保険
資産の運用経験に基づき、推奨される資産運用会社に選
ばれました」
「NNインベストメント・パートナーズについて私たちが特に
評価したのは、バランスシート管理における専門知識、私
たちの保険負債に関する知識と理解、そしてとりわけ、一
般的な投資と確定利付投資における投資経験でした」

リスクバジェッティング
戦略的アセット・アロケーション

動的アセット・アロケーション

バランスシート管理

戦術的アセット・アロケーション

ポートフォリオ
会計処理／報告
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統合的バランスシート・アプローチは、さまざまな種類の
サービスモデルを必要とします。図5は、TVM保険とNN
インベストメント・パートナーズの間のバリューチェーンの
概略を示しています。TVM保険は、全体的なリスクアペタ
イトと市場リスクに対する個別のリスクバジェットに基づい
て、リスクバジェッティングに必要なインプットを提供しま
す。これにより、NNインベストメント・パートナーズは、TVM
保険の要求と、投資に関するNNインベストメント・パート
ナーズの見解と経験に基づいて投資ポートフォリオを構築
することができます。個別化された会計上・報告上の要求
事項は、このサービスモデルの不可分の一部です。

学んだ教訓
ソルベンシーIIの導入は、保険会社がそのバランスシート、
収益、資本をどのように管理するかという問題のあらゆる側
面に影響します。

「統合的バランスシート管理に関する私たちの有益な経験か
ら、私たちは保険会社に、このモデルを真剣に検討すること
を勧めます」と語るクライン・エシンクは、TVM保険がすでに
学んだ教訓として以下を挙げています。
• とにかく取り組み始める。そして、その過程で学ぶ
• 同じような課題を抱える保険会社に相談する
• 社内外のステークホルダーと意思疎通を図る
• 思いきって選択する
プロフィール
TVM保険は、従業員414人のオランダの保険会社で、道路
輸送、水上輸送、自動車業界のための保険ソリューションを
提供しています。1962年に、運送会社数社の協同組合とし
て設立されました。したがって、保険契約者は株主でもあり
ます。協同組合として、TVM保険は非営利を原則としてい
ます。その法律上の構造により、何よりもまず業界の保険
契 約 者 の 利 益 を 最 優 先 する ことが でき ま す。詳 しく は 、
https://www.tvm.nlをご覧ください。
主要なデータ1：
• 既経過保険料1億9,900万ユーロ
• 保険契約準備金3億5,300万ユーロ
• 投資ポートフォリオ6億4,200万ユーロ
• 税引後利益1,900万ユーロ

要点
• 保険会社は現在、絶え間なく変化する環境がもたらすさまざま
な大きな課題に直面しています。人口構造の変化、低金利、
そして新たな規制の枠組みは、保険業界の適応能力を試して
います。
• こうした新たな規制の枠組みの一つが、保険会社の資産と負
債を評価することによってその投資リスクを識別し定量化する
ことを目的とするソルベンシーII指令です。
• ソルベンシー比率とは、自己資金（OF）とも呼ばれる市場価値
ベースの自己資本とソルベンシー所要資本（SCR）の比率で
す。同指令は、OFがSCRを上回らなければならないと定めて
いるため、ソルベンシー比率（OF/SCR）は、投資リスクと保険
会社の財務体質の強さを示す直接的な指標となっています。
• バランスシートの多くの構成要素は変動しやすく、相互に関連
していることから、ソルベンシー比率の管理は、難しく厄介な作
業になる可能性があります。そのため、収益、資本、経済、市
場の各目標を効果的に統合するための全体的なバランスシー
ト管理アプローチが必要となります。
• 長期保険契約、多種多様な商品、保証構造のほか、ソルベン
シーIIを通じたリスク・リターンのプロファイルの変更によって、
新たな複雑性が加わっています。このような変化の激しい環
境の中で保険会社は、会計上の結果、経済的価値、規制資本
の絶え間ないバランス取りを強いられています。この状況は、
社内の投資能力、あるいは外部のサービスプロバイダーとの
直接的な協力を通じた明確なガバナンスを必要とします。
• 全体としてソルベンシーIIは、ポートフォリオの分散のための新
たな戦略を要求し、関連するKPIの発達の必要性を生じさせる
とともに、データ品質管理、データ集約、データアナリティクス
を通じて報告基準を見直す機会をもたらしています。

• 株主持分3億100万ユーロ
• SCR（SI：850％、SII: 250％）

1
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A、C、Hが「コネクト」
を意味するとき…

ニコラス・エンヌベール
（Nicolas Hennebert）
パートナー
監査
デロイト

クリス・スチュアート・シンクレア
（Chris Stuart Sinclair）
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

中国への対内投資と対外投資に関係する山のよう
な略語は長い間、その道によく通じている者にしか
分からない領域でした。QFII、RQFII、QDII、より
難解なQDLP、そしてQFLP（調べてみてください、た
しかに存在しています）は、外部の者にはちんぷん
かんぷんで、知る者同士で使われている内輪的とも
言える略記の一種のように思われるかもしれません。

これは、少々誇張しすぎたイメージかもしれません。しかし全体的に、中国に投資し、ある程度は中
国国内で商品を販売することは可能ではある（UCITSをQDIIに販売できることをご存じでしたか？）も
のの、そのためには時間と労力を費やして、さまざまなストラクチャの仕組みを理解し、最も適切なも
のを決定した上で、関連する承認を申請しなければならないという印象があります。
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これは、当局主導のス
キームが市場の不均衡
を生み出すのではなく、
縮小させた最初の事例
に数えられるのではない
でしょうか。
中国がこれらの規制を発展させてきたやり方―徐々に、忍
耐強く、時間をかけて―も結果的に、市場の認識をおおむ
ね強化するようなものでした。解決策は目の前にあるにも
かかわらず、真の自由なアクセスについて話せるようにな
るには時間がかかります。
したがって、ストックコネクト（滬港通）、より正確に言えば
「香港・上海ストックコネクト」は、ちょっとした驚きでした。た
しかに、新たな施策が進行中とのうわさはありましたが、1
年以上にわたってほぼ毎月、香港で相互承認が実施され
るといううわさも流れていました。当初、このプロジェクトは
国際舞台においてそれほど大きな関心を集めたわけでは
なく、進展を追いかけ、監視し、検討する必要のあるあり
ふれた施策の一つにすぎませんでした。
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ところが突如、物事が加速しました。最終的な詳細が詰め
られ、間近の始動日が発表されました。市場はようやく、非
常に重要な中国市場―上海ボードで売買されているA株
―に、手続上の困難をできる限り減らし、かつ制約のほとん
どない形でアクセスすることを可能にするスキームが初め
て出現したことを理解しました。
そして何と、翌月には登場することになったのです！結
局、土壇場での延期がいくつかあったため、皮肉屋の間か
らは「見るまでは信じられない」という趣旨のつぶやきが聞
かれましたが、今回に限り彼らの意見は間違っていまし
た。同じく間近の新たな日にちが発表され、驚くなかれ、中
国ストックコネクトはまさにその日に始動し、現在に至って
います。
資産運用会社はすぐさま興味を示しました。すでに同地域
において活動していたところや大手、あるいは現地に軸足
を置いている資産運用会社の関心はそれほどでもなかっ
たかもしれませんが、新興市場株式ファンドを運用してい
る他の多くの資産運用会社、あるいは中国におけるマクロ
経済の機会に敏感な顧客層を抱える資産運用会社にとっ
ては、投資プロファイルは類似していてもRQFIIやQFIIの
段取りのための長い準備期間を必要としない商品を提供
することによって大手に追いつき、大手と張り合う絶好の
チャンスとなりました。
ストックコネクトの基本はいたってシンプルで、要するに2
方向のルートを持つ売買の「インフラ」です。
香港から上海への「ノースバウンド（北行き）」ルートは、誰
でも香港登録ブローカーを通じて上海証券取引所に上場
されている中国A株の買い注文を出すことを可能にしま
す。一方、「サウスバウンド（南行き）」ルートは、中国の投
資家がハンセン大型株指数と中型株指数の構成銘柄のほ
か、それらの2つの指数に組み込まれていないものの香港
で上場されているC株とH株を購入することを可能にします。
このシステムにはたしかに、いくつかの制約が存在しま
す。その一つは、割当枠制度の導入です（中国人の友人
が最近述べたように、割当枠という考えは中国人のDNA
に組み込まれています）。

ノースバウンドルートには、全体の投資枠として総額3,000
億人民元の上限が設けられ、買手側には1日当たり割当
枠として正味130億人民元の上限が設定されています。香
港発の日次正味取引額が130億人民元に達すると、購入
は中止となります。
売却には制限はないため、このシステムを通じて香港にア
クセスしている香港やその他地域の外国人投資家は、流
動性を保証されています。また、その売却分は、割当枠の
消化を計算するにあたり、購入分と相殺されます。
現在、総投資枠のうちおよそ40％が消化されています。さ
らに意外なことに、中国本土の投資家が香港の特定の株
式にアクセスできるサウスバウンドルートにおいてこの数カ
月（現在の株式市場の暴落前）、取引量が急増しており、A
株とその他の関連株の価値の格差が投資家を引き付ける
中、日次取引量が日次上限値に届くことが珍しくなくなりま
した。これは、当局主導のスキームが市場の不均衡を生み
出すのではなく、縮小させた最初の事例に数えられるので
はないでしょうか。パイロットスキームとして、ストックコネク
トはすでに間違いなく、中心的な役割を果たす能力を見せ
ています。したがって、香港・上海ストックコネクトは定着す
るでしょう。しかし、他にはどのような兆しが見えるでしょう
か？目まぐるしく変わり続ける中国投資の環境において、
他にどのようなことに注意すべきでしょうか？
前述したように、中国を注視しているとすぐに、一定のテー
マに慣れ親しむようになります。興味深いことに、そうした
テーマは、香港と中国本土の両方に共通しています。これ
は、香港が中国の一部であり、両者に関連する動きは注意
深く調整されていることを改めて強調しているのかもしれま
せん。
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このようなテーマの一つは、提案されている新しい動きに
関する発表が定期的に行われていることです。これは、相
互承認の場合にも当てはまりました。このスキームに関す
る発表は、最終的な始動の2年以上も前に行われました。
第2に、過去のある時点で行われた発表が急ピッチで加速
し、進展がほとんどないように思われてから数カ月後、場合
によっては数年後に実施されることもあるということです。
このプロセスを理解するためには、これらの発表はほぼ例
外なく、中国の通貨を広く認められ利用される準備通貨と
しての完全な地位に昇格させるというより大きな目標の中
での「パイロット」に相当するスキームや動き、そして中国
市場の完全開放とそれに伴う外国市場やグローバル市場
への中国資本および投資の妨げられることのない同等のア
クセスに関係しているということを理解する必要があります。
中国における動きという点に関して「パイロット」という概念
と並行するのが、割当枠という概念です。
この2つの概念はともに、中国が前世紀初頭のカオスと混
乱を抜け出し、世紀半ばの内戦と世界大戦という激動の
時期を生き延び、最後に文化大革命の大混乱とトラウマを
切り抜けて、世界経済と地政学的な舞台における現在の
地位を確保することを可能にした発展の礎とみなされてい
ます。
したがって、これらの施策それぞれは、より大きな目標へと
至るいくつかの部分の連続体とみなされています。すでに
述べたように、ある点において、これは混乱を招くかもしれ
ません。というのも、いずれかの時点で進められる大きな
施策は一つだけに限られるとも言えるからです。この点
は、相互承認とストックコネクトを例にとって考えてみると
最も分かりやすいでしょう。相互承認は、特定の技術的問
題を解決し、不当販売という厄介な問題に関するあらゆる
重要なガイドラインに到達するために必要な延期に加え
て、ストックコネクトの導入の余地を与えるためにある程度
犠牲にされました。

90

ストックコネクトが稼働している現在、次には何が来る可能
性が高いでしょうか？現在、言及されている、あるいは正
確に言えば発表されている施策は数多くあります。
• 深圳を含めるためのストックコネクトの拡大。深圳証
券取引所には、残るA株市場―上海には上場されて
いない―に加えて、特定のETFに適格となる可能性
があるとうわさされる中型株ボードと小型株ボードが
あります
• 6つの新たな都市を含めるためのQDIIスキームの拡大
• 現在のRQFII規制とQFII規制を整合させるための見
直し
• QDLPスキームとQFLPスキームの「刷新」
深圳へのストックコネクトの拡大は、ある段階では重要と
みなされており、おそらく今でもそうでしょう。最初の始動
日は今年―年内―が予定されていましたが、現在では
2016年にずれ込む可能性が高いように思われます（ここ
でも、注意書きを加える価値があります。すでに説明した
ように、最初のストックコネクトは突然、目の前に迫ってい
ました。深圳についても同じようなサプライズの可能性を
排除できません）。深圳ストックコネクトの重要性は、前述
したように上海に上場されていないA株によって、A株の世
界を広げる、もっと正確に言えば完結させることです。
これは、より大きな全体図における重要なステップであり、
おそらくはMSCI指数への組み入れの必須条件と思われ
ます。それが大いに議論されている動きの戦略的重要性
であることは間違いありません。とはいうものの、ETFとと
もに中型株と小型株商品を含めた場合、その影響も広範
囲に及ぶ可能性があります。これまでのところ、ストックコ
ネクトを通じて利用できる範囲は、A株に限定されていま
す。その他の外国投資の要求は、RQFIIまたはQFII制度
を通じて満たす必要があります。

多くのRQFIIおよびQFII投資家は、投資戦略において両
方のルートの併存を想定しているため、ストックコネクトを
他の領域へと延長することは、非常に歓迎される動きとな
るでしょう。
同時に、私たちは既存のストックコネクト制度の下で起こっ
ていることと中国市場全体において起こっていることの両
方を見失ってはなりません。ストックコネクトに基づくフロー
の中にはおそらく、予想とは異なっているものもあります。
サウスバウンドルートでのかなり長期の「ストップ高」（割当
枠に関して）は、ちょっとした驚きです。ノースバウンドルー
トに対する潜在的な関心度も、これが実際はパイロットプ
ロジェクトであることを考えると特に、評価しがたいところで
す。MSCIへの組み入れは、どのような違いをもたらすで
しょうか？欧州ファンド勢の慎重姿勢が薄まれば、どのよ
うな違いが出てくるでしょうか？（ストックコネクトの下での
主要な外国勢はこれまでのところ、オフショア・ヘッジファン
ドと米国40Actファンドです。一方、欧州勢は、中国と欧州
の規制を一致させるという課題に少し手間取っており、こ
れは、UCITS Vをこれから実施しなければならないことを
考えると、しばらく続くかもしれません）。こうした検討事項
も、最近の中国市場の混乱という背景に照らして評価しな
ければなりません。この混乱は多くの場合、国内の小口投
資家のレバレッジ取引によるものとされていますが、外国
証券会社が不法に空売りにする手段を見つけたとのうわ
さも出回っています。
こうしたすべての検討事項と、中国の市場開放の進め方
に特有の慎重な段階的アプローチを考え合わせると、さら
なる評価と分析の期間も悪くはないかもしれません。結局
のところ、いずれは世界最大規模に成長することがほぼ確
実な経済にとって、6カ月はたいしたことのない時間です。
QDII制度の延長が不確定要素となり、サプライズになる
可能性は十分あります。QDII制度は、中国の適格国内投
資家が外国証券に直接投資することを可能にします。
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これは当初、株式と債券に限定されると考えられていまし
たが、一部のQDIIは外国投資ファンドを証券とみなしてい
ます。また、一部のUCITSは、QDII制度の下で、中国にお
ける最初の販売窓口を見つけています。全体的に、QDIIの
下での引き受けは活発ではありませんが、これは主に、
マーケティングが不十分なこととリターンという点で国内市
場が過剰に競争的であることによると考えられています。
QDII2とも呼ばれる新しいバージョンがまず、上海、天津、
重慶、武漢、深圳、温州の6都市で立ち上げられると報じら
れており、少なくとも16万米ドル（相当）の金融資産を有す
る投資家に開かれる見込みです。割当枠の総額などの詳
細はまだ不明ですが、適格投資の範囲には外国投資ファン
ドが含まれる可能性が十分あると広く考えられています。
国内市場にある程度の不確実性が忍び込み、相互承認の
取り決めに基づき外国ファンドを含めるよう求める何らかの
圧力がある中、QDII2が中国の新たな富裕層市場を外国
投資に開放するための次のステップとなる可能性があるこ
とは明らかです。
QDII2は、UCITS販売業者が注視すべき領域の一つであ
ることはたしかです。現在のQFIIとRQFII規則は、それぞれ
独自の課題を示しています。10年以上前に導入された
QFII規則とその後のRQFII規則は、RQFIIの割当枠の地
理的割当てのように、時間が経つにつれ大きく変わってい
ます。特に大きな影響があったのは、投資の引上げ時に固
有の権利または割当枠を失うことなく、QFIIまたはRQFIIの
帳簿上で最終的な実質的所有者を分離できる水準です。
最近では、RQFIIシステムの下で「オープンエンド型の中国
ファンド」を運用している場合に、マンデートの分離よりも柔
軟な構造を利用できるようになっています。（「オープンエン
ド型の中国ファンド」は、割当枠を失うことなく定期的なレパ
トリエーションを認める柔軟な規則の恩恵を受けており、外
国のミューチュアルファンドの割当枠の利用を容易にして
います。しかし、「ファンド」自身の割当枠とマンデートの割
当枠は代替可能ではなく、最初から明確に区別されていな
ければなりません）。最も柔軟性の高い手続をめぐる規則
の調和が、外国投資家向けの中国市場商品を計画する投
資運用会社にとって大きな恵みとなることは明らかです。
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QDLP（適格国内リミテッドパートナーシップ）とQFLP（適
格外国リミテッドパートナーシップ）は、一部の中国の都市
―ここでも上海が重要な位置を占めています―において
導入されたスキームで、前者は中国の投資家に投資商品
を提供するジョイント・ベンチャー、後者は中国国内の企
業に投資するジョイント・ベンチャーの創設を容易にする
ことを第一の目的としています。これら2つの選択肢は、
設立という点ではすぐに申込みがあったものの、期待され
ていたような将来性を実現できていないと言えるでしょう。
ここでも、規則の柔軟化、特定の財務上の不透明性の明
確化、対象範囲の拡大などによる制度の刷新は、より大
きな関心を呼ぶとともに、中国への投資というジグソーパ
ズルのさらなるピースを見付ける手がかりとなる可能性が
あります。
これらの施策のうち、優先されるのはどれでしょうか？時
が経たなければ分かりませんが、QDII2が議題の上位に
挙げられるのではないかという疑いがひそかに出ると思
われます。
あるいは、どれでもないかもしれません。
なぜなら、もう一つの取り組み、まだ発表されていないも
のの、いずれは必ず実施される取り組みがあるからで
す。それは中国と欧州が協力する最大の機会となるかも
しれませんが、その実現のためには、多くの未確定の
ピースが同時に正しい位置に収まる必要があるでしょう。
その取り組みとは、インフラ投資です。同時に、EUが特に
この資産クラスのために設計されたELTIF（欧州長期投
資ファンド） 商品の立ち上げを進める中、中国は歴史上
最も野心的な2件のインフラプロジェクトを進めています。
野心的すぎると非難されることもあるものの、シルクロード
経済ベルトと21世紀海上シルクロードは、中国からアジア
を経由して西洋世界へと到達する大規模な貿易・経済発
展のリンクを提供することを目的としています。

地政学的な課題は非常に大きく、この野望は途方もなく壮
大です。決して実現しないだろうと言う人もいます。しかし、
インフラ開発のための最初の礎の一つであるアジアインフ
ラ投資銀行は、同じような批判と懐疑にもかかわらず、実
現 に向けて突き進 んでいま す。中国 にとって、中 国版
ELTIFを設計し構築する以上に、対内投資・対外投資に便
宜を与える良い方法があるでしょうか。実際、相互承認の
延長を求める声はまず、既存のファンドストラクチャーでは
なく、中国と欧州の相互承認のためのインフラプロジェクト
のビークルに目を向けるかもしれないと言うのは、無理が
あるでしょうか。
たしかに、この構想は非常に複雑かつ先進的であり、非常
に扱いが難しいため、対内投資と対外投資に向けて中国
市場を徐々に開放しつつある現在の取り組みのスケジュー
ルに無理に入れることはできません。しかし、将来はどうで
しょうか。ひょっとしたらできるかもしれません。インフラは
多くの点において、最後の投資分野です。多くの要求を満
たしますが、非常に多くの課題をもたらします。しかし、他
にはない地政学的な利点を一つ持っています。物理的
インフラの構築は、誰か一人あるいはどこか一つの国の気
まぐれで崩壊させることのできない地政学的な安定に向け
たインセンティブを与えます。これは、いろいろ考えさせら
れるテーマです。中国投資はなくならないでしょう。

一方、欧州勢は、中国と欧州の
規制を一致させるという課題に
少し手間取っており、これは、
UCITS Vをこれから実施しなけ
ればならないことを考えると、し
ばらく続くかもしれません。
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要点
• 中国における投資と商品の販売は、香港と中国本土において立ち上げられた「パイロット」スキームのおか
げで、現実になりつつあります。
• 香港・上海ストックコネクトは、こうしたパイロットスキームの一つで、2方向に伸びる取引インフラを構成し
ています。香港から上海への「ノースバウンド」ルートは、香港登録ブローカーを通じて上海証券取引所に
上場されている中国A株の買い注文を出すことを可能にします。「サウスバウンド」ルートは、中国の投資
家がハンセン総合大型株指数とハンセン総合中型株指数の構成銘柄を購入することを可能にします。ま
た、関連指数の構成銘柄に含まれていないものの、上海で対応するA株が同時上場されているあらゆるH
株（香港ドルで取引されていない香港株式と上海で上場・取引されていないH株は除く）も、購入することが
できます。
• 香港・上海ストックコネクトの唯一の制約は、買手側（すなわち、「ノースバウンド」ルート）に割当枠が導入
されていることです。日次正味取引量には130億人民元の上限が設けられ、全体の投資枠として3,000億
人民元の上限が設けられています。
• かかるパイロットスキーム案や動きに関する発表は、実施の数年前に行われることも少なくありません。し
かし、始動そのものは予想することが難しく、始動日が絶え間なく先送りされることもあります。また、ス
キームが予想外のスピードで実施されて、投資家を驚かせることもあります。
• 注目すべきその他のスキームには、深圳を含めるためのストックコネクトのスキームの拡大（これにより、
ETFも含まれるようになる可能性があります）、上海、天津、重慶、武漢、深圳、温州を含めるためのQDII
スキームの拡大、現在のRQFIIおよびQFII規制の見直しのほか、QDLPとQFLPスキームの刷新などが含
まれます。
• 香港と中国への外国投資を促進する目的はシンプルです。中国は、世界にその市場を開放し、中国の通
貨を広く認められ利用される準備通貨としての完全な地位に昇格させることを望んでいます。この目標は、
中国からアジアを経由して西欧世界へと到達する大規模な貿易・経済のリンクを開発するという全体的な
戦略と一致しています。シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードは、この課題に対応するために
構想されている2つの大規模なインフラプロジェクトです。この地政学的課題に取り組むための必須条件の
一つであるアジアインフラ投資銀行は、すでに実現に向けて突き進んでいます。
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アセットサービス
不透明な規制環境に
明るい光を見出す
フィリップ・ブルグ
（Philippe Bourgues）
副CEO
CACEISバンク・フランス、CACEISファンド・
アドミニストレーション

聞き手：パスカル・ケーニング
（Pascal Koenig）
パートナー
アドバイザリー＆コンサルティング
デロイト

CACEISブランドの発足10年を記念して、フィリップ・
ブルグがこの10年でアセットサービス業界がどのよ
うに変化したかを振り返り、将来の課題に目を向け
ます。
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資産運用会社は、規制の引き締めと運用手数料の引
き下げを求める投資家からの圧力の高まりにさらされ
ています。
デロイト： CACEIS の主要な市場と、アセットサービスに
とっての今後の最大の課題について教えてください。
フィリップ・ブルグ
私たちのメイン市場は欧州です。この市場は、約100億
ユーロ規模の収益機会を提供し、1ダースのアセット
サービスプロバイダーが競合しています。対照的に、
米国の市場は欧州の2倍の規模がありますが、競合し
ているのは4社だけです。欧州では、比較的狭い市場
でこのように激しい競争が繰り広げられていることが価
格を押し下げる役割を果たしています。
同時に、欧州のアセットサービスグループは、長期に
わたってゼロ金利が続くという前例のない状況に直面
しています。それに加えて、バーゼルIIIの下で流動性
要件が引き上げられ、銀行はEUの単一破綻処理基金
（SRF：Single Resolution Fund）に拠出金を支払わな
ければなりません。そういった要因も、アセットサービス
グループの利幅をむしばんでいます。さらにアセット
サービスプロバイダーが直面しているもう一つの課題
は、顧客が今後施行される新たな規制措置を完全に
遵守していることを確認することです。
一方、これはしばしば、顧客による遵守の達成を支援
する新たなサービスを開発する機会をアセットサービス
業界にもたらします。こうした困難な経済状況と絶えず
変わり続ける規制環境を前に、欧州のアセットサービ
ス業界は、従来のカストディとファンド・アドミニストレー
ションの領域を超える新たなサービスの開発を迫られ
ています。

デロイト：規制の動向は、機関投資家とサービスプロバイ
ダーのビジネス環境をどのように形作っていますか？
フィリップ・ブルグ
金融市場のシステミックリスクを減らし、資産運用業界に
おける透明性と企業責任を高めるためのG20の取り組
みは、アセットサービスを議論の中心に据えています。
新たな規制措置が制約とみなされるにせよ機会とみなさ
れ る に せ よ 、 今 後 の 欧 州 の 規 制 （ EMIR 、 MiFID II 、
UCITS V、AIFMD、ソルベンシーII）は、投資業界の構造
と戦略に大きな影響を与えるでしょう。資産運用会社は、
規制の引き締めと運用手数料の引き下げを求める投資
家からの圧力の高まりにさらされています。
その結果、多くの資産運用会社は、その中核的事業（資
産運用と販売・マーケティング）の焦点を絞り直し、事業
の非中核的な側面を第三者に委託するようになっていま
す。現在の経済環境は、資産運用会社が新たな規制要
件に対処するために、コストの高い社内開発を避けてア
ウトソーシングを選択する一因となっています。アセット
サービス商品の開発においてアセットサービスグループ
は、運用会社が遵守を達成するとともに、規制がもたらし
うる事業機会に乗じることを可能にする効率的なサービ
スを提供するために、変化を前もって予測することを目
指しています。

経済と規制の圧力を受けて、競争力を維持するために
さまざまなオペレーティングモデルを検討せざるを得ない
ため、欧州のアセットサービス業界は、バリューチェーン
の上流にさかのぼって、ミドルオフィスとフロントオフィ
スにも対応するサービスを開発しています。
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デロイト：アセットサービス会社は、アウトソーシングのソ
リューションを求める機関投資家のニーズに応えるために
どのような新しいサービスを開発していますか？
フィリップ・ブルグ
アセットサービスプロバイダーにとって、自社が提供す
るサービスを開発し強化する機会はたくさんあります。た
だし、競争力を維持するためのカギとなるテクノロジー、
専門スタッフ、商品開発に大規模な投資をするための
財務資源を有していることが条件となります。資産運用
会社は、変動費を予測可能な固定費に変えることによっ
て支出を平準化しつつ、オペレーショナルリスクを減ら
し、規制の変更への適応を可能にするサービスを求め
ています。また、フロントエンドの活動に改めて焦点を
当てており、取引執行、ミドルオフィス業務、バックオフィ
ス業務をどのように処理しているかを詳細に検討してい
ます。
多くの資産運用会社は、OTCデリバティブ、清算、担保
管理サービスおよびトレード・リポジトリ（取引情報集積
機関）への報告の委託に関する新たな処理規則として
のEMIRの要求事項に対応するために、包括的な「取
引執行からカストディまで」のサービス提供を求めてい
ます。そのようなサービス提供は、単一のアクセスポ
イントを通じて、関連する清算、カストディ、ファンド・アド
ミニストレーション、預託銀行サービスと完全に統合さ
れた株式市場と先物市場における取引執行を実現す
る、総合的なソリューションをもたらします。そうしたサー
ビス提供は、取引の統合を可能にするだけでなく、ミド
ルオフィス機能とバックオフィス機能全体をカバーする
サービスによって補強することができ、取引チェーンの
複雑性を軽減し、担保管理を最適化します。
したがって、資産運用会社はミドルオフィス業務とバック
オフィス業務を全部または部分的にアウトソーシングす
ることができます。ソルベンシーII、MiFID、SFTなどの
規制措置が主導する透明性向上の取り組みにおいて
は、データ収集と関連当事者への情報伝達がカギとな
ります。EMIRに基づくデリバティブの報告とAIFMDの
年次報告は2014年に始まりました。アセットサービス会
社は、ソルベンシーII指令に準拠したルックスルー報告
を作成するための資産運用会社と保険会社向けのソ
リューションも提供しています。
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デロイト：アセットサービスプロバイダーは、資産運用会社
がAIFMDやUCITS IV指令によって生み出される機会を最
大限活用できるようにするために、どのように支援している
のですか？
フィリップ・ブルグ
2014年7月に施行されたAIFMDの下で、EU認定企業は
マーケティングパスポートを使って欧州の専門投資家に
ファンドを販売することができます。ただし、独立した預託
機関を選任しなければなりません。
「AIFMDファンド」というブランドは、「UCITSファンド」とい
うブランドと同じように成功しつつあります。その結果、
ヘッジファンドや不動産、プライベート・エクイティなどの
オルタナティブ投資に配分される資産の割合が増え、こ
うした複雑で流動性の低い資産クラスのための新しいミ
ドルオフィスサービスや評価サービスを提供できる資産
サービスグループにとって、新たな収益創出機会が登場
しています。
AIFMDとUCITS IV指令は、商品ラベルと運用会社パス
ポートの創設を通じて、クロスボーダーのファンド販売を
容易にしています。このアプローチは、運用会社に多くの
課題をもたらしています。たとえば、ストラクチャ、販売戦
略、商品範囲の調整、国内ファンド、ルクセンブルク法に
基づくファンドあるいはアイルランド法に基づくファンドの
選択、販売対象国の選定、現地規制当局からの承認の
取得、規制の理解、国ごとの運用資産、手数料、投資家
の監視などの問題です。資産運用会社がこの複雑性を
克服するための手助けとして、そのパートナーであるア
セットサービスプロバイダーは、クロスボーダーのファン
ド販売支援サービスを提供することができます。UCITS
またはAIFMD準拠ファンドで保有されている資産につい
ては、高水準の資産保護が適用され、ファンド預託機関
は、損失に対して相当大きな責任を負うことを要求され
ます。
資産運用会社は、UCITSとAIFMDブランドの成功に寄
与する強力なファンド預託機関の重要性を認識していま
す。環境は厳しく、おそらくかつてなく厳しいといえるで
しょう。しかしそれでも、アセットサービス業界は、顧客の
ビジネスの成長と管理を支援しつつ、自身のビジネスの
収益性を維持する革新的なソリューションを開発する
数々の機会を見出しています。

要点
• 困難な経済状況と変わり続ける規制環境を前に、ア
セットサービスグループ会社は、従来のカストディと
ファンド・アドミニストレーションの領域を超える新た
なサービスの開発を進めています。

• ヘッジファンドや不動産、プライベート・エクイティな
どのオルタナティブ投資への配分の増大は、アセッ
トサービス会社に新たな収益創出機会をもたらし
ています。

• 顧客は、コストを平準化しつつ、オペレーショナルリ
スクを減らし、規制の変化に適応することを可能に
するアウトソーシングサービスを期待しています。

• 資産サービサーにとって、テクノロジー、スタッフの
専門知識、商品への大規模投資を維持できるなら
ば、顧客に提供するサービスを強化する機会は数
多くあります。

欧州の資産運用会社と
資産サービサーにおける
不動産投資運用に関する
2014年デロイト調査
ほぼ快晴、時々曇りの見通し
ベンジャミン・ラム
（Benjamin Lam）
パートナー
監査
デロイト
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ジェラール・ローラン
（Gérard Lorent）
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

フランチェスコ・ピアントニ
（Francesco Piantoni）
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

テクノロジー、税制、あるいは市場セグメントの変化、そし
て特に規制の動向は、不動産市場を常に変容させている
原動力です。これは新たな機会につながる一方、不動産
業界のプレーヤーの行く手を阻む障害も生み出します。不
動産資産運用会社と資産サービサーの両方が、こうした
変化に直面し、それに合わせてビジネスモデルを適応さ
せる必要があります。

今日の彼らの事業の主な優先事項は何でしょうか？その
事業の将来の成長と発展のために、どのような準備をして
いるのでしょうか？規制要件にどう対処しているのでしょう
か？デロイトは、こうした問いに対する答えを求め、業界
の大手プレーヤーを対象にこのほど実施した2件の調査
において、欧州全域で事業を展開する資産運用会社と資
産サービサーの現状を探りました。

調査概要

資産運用会社調査

資産サービサー調査

調査期間：2014年12月～2015年2月

調査期間：2014年12月～2015年2月

調査参加者：20社

調査参加者：20社

調査参加者の純運用資産合計額：2,000億ユーロ、う
ち1,160億ユーロを不動産ファンド、360億ユーロを分
離マンデート（segregated mandate）が占める。

調査参加者の管理資産合計額：1,970億ユーロ
預かり資産合計額：1,070億ユーロ

事業活動を行っている国：不動産投資運用会社は、英
国、ドイツ（90％）、フランス、ルクセンブルク（84％）で
事業を展開しています。これらの4カ国に加えて、デン
マーク、フィンランド、ノルウェーなどの北欧諸国が、不
動産投資運用会社が進出している欧州の上位10カ国
に入っています。

対象とする国：ルクセンブルク、アイルランド、チャネル
諸島、英国、ドイツ、フランス、オランダ。
回答者は、上記の国の少なくとも3カ国で事業を行って
おり、うち86％はルクセンブルク、50％はチャネル諸島
とアイルランドでした。
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資産運用会社調査－主要な結果
資本にアクセスしやすく、今後数カ月の見通しは明るい
現在、不動産資産運用会社にとって資本へのアクセスは
難しくないように見受けられ、回答者の50％が裏付けてい
るように、向こう2年間はアクセスしやすい状態が続くと予
想されます。さらに、現在の資本へのアクセスについて中
間的な評価を付けた回答者の66％は、今後数年間でアク
セスしやすくなると考えています。
投資家は不動産への資本配分を増やしているが、要求水
準も引き上げている
意外なことではありませんが、不動産資産運用業界の主
な顧客層は年金基金（25％）で、保険会社（17％）とファン
ド・オブ・ファンズ（9％）がそれに続きます。近年、投資家は

不動産への資本配分を増やすと同時に、その要求も増や
しています。IRR、運用手数料、リスクエクスポージャーが
資金調達段階における最も一般的な要求である一方、回
答者の大多数によれば、ファンドの規模とプロセスの長さ
は非常に大きな影響、あるいは大きな影響（それぞれ74％
と79％）を与えます。
個別報告または特別報告が市場の標準
運用会社の89％は、投資家から数多くの報告要請を受け
ていると述べました。回答者の53％は規制要件に加えて
INREV（欧州非上場不動産ファンド協会）データを提供し
ています。全体的に、取引する運用会社を評価する際の
投資家の3つの主要な要件は、運用成績（94％）、透明性
（78％）、手数料（44％）でした。

図1：主な顧客層
年金基金

25%
33%

保険会社

17%
8%
8%
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9%

規制：AIFMDが引き続き主要な規制上の懸念
投資家が求める透明性は、最近の規制によって運用会
社に課せられている透明性と一体をなしています。運用
会社が現在直面している主な規制上の懸念は、AIFMD、
FATCA、EMIRです。なかでもAIFMDは、業界の環境を
最も形作る規制とみなされており、回答者はAIFMDが非
常に大きな影響（74％）または大きな影響（26％）を及ぼし
ていることを認めました。回答者の72％がオペレーティン
グモデルを見直す必要があると答えたのは、当然と言え
るかもしれません。回答者の半数は、同指令を遵守する
ために資本を増やす必要があったと認めました。AIFMD
の 導 入 はま だ 進行 中 です。報 告（ 74 ％ ） 、リ スク管 理
（69％）、預託（63％）がAIFMDのあらゆる要求事項の中
で最も難しいものとして挙げられました。ほとんどの回答
者にとって、これらの活動は欧州パスポート（84％）を目
的としていますが、一部の運用会社にとっては、投資家の
要求と商業的な評判も動機となっています（それぞれ
68％と58％）。

近年、投資家は不動
産への資本配分を
増やすと同時に、そ
の要求も増やしてい
ます。

図 2：規制の変更が組織に与える影響

AIFMD

32%

FATCA

EMIR

ドッド・フランク法

21%

11%

ソルベンシーII

5%

MiFID II

5%

その他

非常に大きい

26%

74%

32%

37%

26%

21%

32%

26%

37%

32%

16%

37%

21%

16% 11%

42% 11% 16%

5 5 5%

大きい

16%

84%

小さい

該当しない

無回答
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AIFMD投資の活用と簡素化が優先事項
AIFMDが不動産資産運用会社にオペレーティングモデル
の見直しを促す要因の一つとなる中、調査回答者の17％
はオペレーション改善の必要性を認めました。
しかし、今後2年間のオペレーション上の優先事項につい
て質問したところ、効率性の向上と規制要件の遵守のため
のミドルオフィス機能とバックオフィス機能の規模拡大と
並んで、簡素化が最重要課題に挙げられています。大半
はAIFMDを単なる規制上の義務とみなすのではなく、たと
えば単一のAIFMが運用するマンデートの数を増やしたり、
グループ事業体の統合を通じて組織構造のスリム化を
図ったりすることによってAIFMDをビジネスチャンスに変え
ることを目指しています。

図3: 利用しているサービスプロバイダーの平均数

資産管理者 11
会計／コーポレートサービス 7
弁護士 7
ファンド・アドミニストレーター 4
税務アドバイザー 3
監査人 3
カストディアン 2
財務アドバイザー 2
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不動産運用会社が直面しているオペレーション上の複雑
性は何よりも、ファンド・アドミニストレーションに関わるサー
ビスプロバイダーの数が多いことが原因になっています
（平均で39）。回答者の60％以上はサービスプロバイダー
の数がさらに増えると考えています。
関与する外部当事者の数は特に、資産管理者、会計・コー
ポレートサービスと弁護士のレベルで多くなっています。
これは、不動産が基本的に、ローカルな事業であり、現地
の専門知識と理解が必要であることを裏付けています。
ポートフォリオレベルでは、ポートフォリオ監視のためにさ
まざまなITシステムとツールが使われている一方、標準
化と効率化を図ることが可能なファンドレベルでは、資産
運用会社はデータの集約のために、個別のソフトウェアで
はなく主にMS Excelに頼っています。
この点に関して、調査の結果はあまり有望ではありま
せん。現在の不動産システムに満足している運用会社は
37％にとどまっているのに対し、満足していないのはわず
か16％でした。しかし、資産運用会社のほぼ半数は、今
後12～24カ月にシステムを変更またはアップグレードしな
ければならないと考えており、適切なツールの追求を今
後数カ月の間にオペレーション上の優先事項にする予定
です。

課税環境
運用会社の79％は税務をアウトソーシングしています。と
いうのも、税務は現地に関する理解を必要とするもので
あり、それを単一の汎欧州チームで一元化することは難
しいからです。このチームはしばしば、ストラクチャ構築に
おいて主要な役割を果たす現地アドバイザーを監視し、
彼らとの調整を図る役割を担います。
回答者の4分の3は、投資案件を探す際に税制が影響す
ると認めている一方、88％は投資決定の重要な要因とし
て財政的中立性を考慮すると答えました。さらに、BEPS
などの国際的な取り組みに加えて、歳入を増やすために
課税圧力を強めている現地政府は、不動産運用会社を
取り巻く課税環境を変えつつあります。
回答者によれば、フランス（78％）とドイツ（67％）の2カ国
は、税務当局がクロスボーダーの税務上のベネフィットに
異議を唱えるケースが増えているもようで、ルクセンブル
クと英国（22％）がそれに続いています。将来導入される
可能性のあるBEPSの要件に対応するために、業界で
は、ほとんどの持株会社の法域において「実体」を増やす
ことで意見が一致しているように見受けられます。
何が待ち受けているか？
調査に回答した資産運用会社によれば、不動産への資
産配分は、主に年金基金（6％増で31％）からの資本流
入と、保険会社とソブリン・ウェルス・ファンドからの資本
流入（両方とも7％増で19％）を通じて、欧州全体で増大
すると予想されます。これは、不動産への資本配分が最
も大きいのが年金基金であり、保険業界がそれに続くこと
を裏付けたINREVの2015年資本調達調査とも一致して
いるように思われます。しかし、富裕層向け資産運用会
社は、不動産への資産配分を14％から6％に減らすと予
想されています。

投資対象という観点から見ると、市場は2つのクラスに分か
れます。ドイツ、英国、フランスは、資産運用会社が資本を
投入する計画を立てている国のトップ3であり、今後も変わ
りそうにない安定した傾向を裏付けています（第1クラス）。
第4位は北欧諸国とスペインで、ポーランドとアイルランドが
続きます。いずれの国も、上位3カ国と比べると、上昇率は
それほどではありません（第2クラス）。

図4：資産の配分

オフィス

33%

小売－独立型

小売－ショッピングモール

42%

25%

工業／ロジスティクス

42%

住宅

33%

25%

33%

8% 17%

33%

42%

33%

25%

33%

33%

減少

33%

83%

その他 8% 8%

増加

8%

変化なし

無回答
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資産サービサー調査－主要な結果
不動産資産サービサーにとっては、業界の持続的な成長
の期待に後押しされて、スタッフ増強とテクノロジーへの投
資が最優先事項となっています。
人材への投資
回答者の54％が裏付けているように、不動産資産サービ
サーはすでに、適切な人材の採用に加え、既存のスタッフの
ための学習と能力開発の機会の創出に力を注いでいます。

図5：将来の投資

高

優先順位

54%

不動産資産サービ
サーにとっては、スタッ
フ増強とテクノロジー
への投資が最優先事
項となっています。
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低

人材育成と採用

27%

テクノロジー

11%

マーケティングと
事業開発

8%

オペレーティング
モデルと組織変革

ITのアップグレードが今後の取り組むべき課題
資産運用会社とは対照的に、資産サービサーは日常業務の
ために専門ソフトウェアに頼っており、e Front FrontInvestと
Multifondsが最も一般的に使われているITシステム（36％）と
なっています。
回答者の50％以上は、投資家向け報告とポートフォリオ
報告、取引処理、会計・財務報告、規制報告、キャッシュ・
モニタリングなどのさまざまな要求に対応するために、業
務に複数のシステムを用いていると答えました。

図6：使用しているシステム

現在のシステムに不満がある回答者は少数派であり、ほとん
どは満足しています。しかし、回答者の75％によって裏付
けられているように、今後12～24カ月以内に現在のシステ
ムバージョンをアップグレードしようとする積極的な意欲が
見られます。

図7：使用している不動産システムに対する満足度

不満がある
8%
eFrontFrontInvest

36%

Multifonds

36%

Yardi

SunGard Investran

75%
今後12～24カ月以内に
アップグレードを予定

27%

満足

18%

92%
Framework
SunGard Global
Portfolio GPIII
その他

33%
今後12～24カ月以内に
システムの変更を予定

18%

9%

45%
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成長に備える
不動産資産サービサーは、その事業の成長は主に、新
規顧客によって推進されると確信しています。既存の顧
客に関する業務の拡大は、あくまでもその次です。付加
価値サービスは、成長機会であるとともに主要な差別化
要因とみなされています。
資産サービサーにとって、テクノロジーへの投資はもち
ろん、付加価値商品を開発し、付加価値商品に集中する
態勢を作るためのオペレーティングモデルと組織変革へ
の注力は、非常に重要です。
不動産資産サービサーは、顧客基盤の成長に関して、2
年単位と5年単位の両方で強気の見通しを持っていま
す。回答者の58％は今後2年間で顧客基盤が11～20％
拡大すると予想していた一方、42％は5年間の成長率を
21～30％の範囲と予想していました。こうした予想は、特
にルクセンブルク市場に関する資産運用会社の見解と
観察されている動向に一致しています。

図8：予想される成長の源

新規顧客

100%

既存顧客との取引量の増大

83%

新商品／サービス
既存顧客向けの追加的な付加
価値サービス

58%

50%

図9：今後2～5年間の不動産顧客基盤の成長傾向

今後2年間

今後5年間

8%
8%

8%
42%

58%

25%

17%

17%

8%

8%

2014年（欧州）
無回答
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5%未満の増大

5%～10%増大

2014年（欧州）
11%～20%増大

21%～30%増大

30%超の増大

結論：義務にかかわらず、順風
調査は、業界に関して非常に明るい見通しを示しています。
この見通しは、資産運用会社と資産サービサーに共通して
おり、また、どちらも取り組むべき一つの共通の課題を持っ
ています。その課題とはすなわち、ターゲットオペレーティン
グモデルです。どうすれば、コストによって成長を妨げられる
ことなく、新たなビジネス、規制上の圧力と投資家からの圧
力、そして欧州全域への進出に取り組むことができるでしょ
うか？

要点
• 2件の調査が実施されました。1件は、主に英
国、ドイツ、フランス、ルクセンブルク、デンマー
ク、フィンランド、ノルウェーで設立された不動産
資産運用会社を対象とし、もう1件は主にルク
センブルク、アイルランド、チャネル諸島、英国、
ドイツ、フランス、オランダで設立された不動産資
産サービサーを対象としていました。
• 資産運用会社は、今後数年間の資本へのアク
セスについて明るい見通しを持っています。現在
の主な顧客層は年金基金、保険会社、ファンド・
オブ・ファンズです。とはいえ、この資本配分の
増大は、IRR、運用手数料、リスクエクスポー
ジャーなどの要求の増大も伴っています。

• 一方、資産サービサーは現在、人材とテクノロジー
への投資を優先しています。データの集約のために
主にMS Excelに頼っている資産運用会社とは対照
的に、資産サービサーは、日常業務により専門的な
ソフトウェアを必要としており、今後12～24カ月のIT
システムのアップグレードに大きな関心を抱いてい
ます。
• 結論として、資産運用会社と資産サービサーの両方
とも、今後2年にわたる成長率の伸びを予想してい
ます。資産運用会社は、主に資本の流入の増大を
通じた成長率の伸びを予想しており、資産サービ
サーは主に新規顧客獲得を通じた伸びを予想して
います。

• 資本に関する見通しは明るいものの、AIFMDは
引き続き資産運用会社にとって最大の規制上の
懸念であり、組織に大きな影響を与えるとみなさ
れています。これをきっかけに、オペレーティング
モデルの見直し、簡素化の追求、効率性の向
上、規制要件のニーズに対応するためのミドル
オフィス機能とバックオフィス機能の規模の拡大
が図られています。
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投資運用会社は
どうすればアルファを
高められるか？
ジョーディ・ミゲルブリンク
（Jordy Miggelbrink）
Deloitte OB
FusionATCM共同設立者

金融市場の混乱とそれに続く欧州
債務危機をきっかけに、投資運用
セクターではオルタナティブ戦略が
切実に模索されるようになりまし
た。市場評価の下落による運用資
産の減少、透明性の向上を求める
規制当局からの新たな要求、そし
てオンライン・ブローカー・プラット
フォームの勢力拡大が一体となっ
て運用報酬を押し下げる一方、オ
ペレーションコストは増え続けてい
ます。
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こうした動きが一体となって、セクター全体で組織の収益
性とリターンに大きなマイナスの影響が及んでいます。し
かも同じ時期に、投資運用会社は既製のトレード管理ソ
リューションに関して継続的な課題に直面しています。か
かるソリューションの導入と設定は、コストのかかるベン
ダーのコンサルティングチームのサポートがなければ実行
できませんが、彼らの知識と焦点は全体的なトレードサイ
クルを構成する一つの要素に限定されています。完全に
統合されたシームレスなトレード管理ソリューションを達成
するという目標は、かつてなく実現が難しくなっています。

投資運用会社は、自社開発のシステムを熟知している
コンサルタントに満足せざるを得ませんが、現実にはベン
ダーの専門家は、プラットフォームに関して仲間内で入手
できる特定の知識に頼っています。さらに、1990年代初
期に初めて開発されたこれらのシステムはレガシー化し、
現在のテクノロジーから見ると時代遅れにさえなっていま
す。市場が徐々に回復するにつれ、投資運用セクターに
は、今後の進路を改めて定めようとする動きがあります。
劇的に変化している世界においては、組織の使命と戦略
的目標の検証が不可欠となります。
市場の対応では、直面した課題はまだ解決されていません

市場が徐々に回復する
につれ、投資運用セク
ターには、今後の進路
を改めて定めようとす
る動きがあります。

投資運用会社が今日直面している課題に対応するため
に、市場参加者は、いくつかの方法で効率性の向上を試
みています。投資運用会社はしばしば、そのサポート機
能と高度に汎用化されたオペレーション機能を専門パート
ナーにアウトソーシングしています。多くの場合、これは技
術機能とバックオフィス機能がサービスプロバイダーにア
ウトソーシングされることを意味します。そうすると事実
上、何も変わらない、あるいは何も向上しないということに
なります。実施される場所が移転するだけです。さらに、
規制当局は、どのような状況においても投資運用会社が
全体として、あらゆる活動に対する責任を引き続き負うこ
とを明確にしました。
したがって、アウトソーシングはオペレーショナルリスクや
財務リスクを軽減するわけではありません。中心的な問
題は解決されず、さらなる調整が必要となり、不要な複雑
性が増すだけです。
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投資運用会社はまた、受け身の戦術的なコスト削減から、
より戦略的で将来を見越した取り組みに移行しつつありま
す。こうした高コストな取り組みは、組織全体で多大な時
間と予算を消費します。
このようなプログラムへの投資は、徹底的に計画され予想
されているにもかかわらず、最終的に大幅に予定額を超
過することが少なくありません。さらに、このアプローチ
は、コストのかかるベンダーのコンサルタントのサポートを
受ける必要がありますが、彼らは投資組織全体の大規模
な持続性のある向上を達成するには不向きです。その理
由は、これらのコンサルタントの焦点が限定されているこ
とにあります。彼らは、自社の商品提供のみを目的として
取り組んでおり、たいていの場合、技術志向で、バリュー
チェーンの観点を持っていません。その結果、トレードサイ
クルに関する基本的な機能的知識がベンダーのコンサル
タントに全く理解されていない状況が生じ、オペレーショナ
ル・エクセレンスに向けてのますます困難な課題を生み出
しています。
今日利用可能なテクノロジーが大きな課題をもたらしている
ビジネスと機能の観点から見た市場の課題はすでに、組
織全体に重くのしかかっています。投資運用会社の組織
の力学は、テクノロジーが議論されている瞬間に劇的に変
化することさえあります。テクノロジーを検討することは、
投資運用の矛盾した世界について別の見方をもたらしてく
れます。

今日一流のソフトウェア会社とみなされているベンダーが
取っている現在の受け身の開発戦略は、トレードサイクル
管理の観点から全体的なジレンマを生み出しています。つ
まり、比較的重要な顧客が、自社に特有の状況と特有のト
レード管理サイクルに基づいて機能をリクエストします。
これに応じる形で、投資運用業界全体にとっての新たな機
能が規定されます。他の顧客は、それぞれ特有の要求を
抱えているにもかかわらず、この新たなモジュールに従う
か、その特有の要求を満たすために一時しのぎの解決策
を策定しなければなりません。この状況を避けようとする
ベンダーは、中核的機能を基礎から再構築する代わりに、
アドオンを作って調整しています。その結果、プラットフォー
ムがどのように動作するかについての全体的な理解が欠
けたまま、モジュールとアドオンが有機的に成長し、統合と
最適化のチャンスを逃してしまうことになります。
緊急のオペレーション上の問題が発生した場合、投資運
用会社は適切なサービスを受けることができません。ベン
ダーが具体的な組織的知識を持ち合わせていない、ある
いは導入に関する決定が原因で、一時しのぎの解決策で
切り抜けることになり、結果的に不適切な処理が生じま
す。さらに、今日のソフトウェアのライセンスと保守料金
は、とてつもなく高額で受け入れがたいものの、他に選択
肢がないために必要とみなされています。しかし、導入さ
れたトレードサイクル管理ソフトウェアソリューションは一般
に、オペレーションプロセスの（ごく）一部しかサポートして
いません。結局、コストはどんどんかさんでいきます（デー
タベース、オペレーティングシステム、他の関連システムに
ついても同じことが言えます）。
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技術的観点から見ると、有名なシステムは垂直方向にの
みスケーラブルであるため、深刻なパフォーマンス上の課
題にぶつかり、トレードサイクル管理プロセスにオペレー
ショナルリスクを生じさせます。これを解決するために、追
加の高価なハードウェア、メモリ、CPUが使われ、それが今
度は余分な予期せぬ想定外のコストをもたらし、会社の財
務成績を押し下げます。また、このような追加の技術的
キャパシティは、常時利用できる状態に置かれますが、継
続的に必要とされるわけではありません。
こうした問題点のほかに、今日の投資運用会社は、利用可
能なトレードサイクル管理ソリューションでは、アジャイルな
モジュール型のスピーディな方法で新たな機能と要求を構
築し、発展させ、スケールさせることができないという事実
に直面しています。こうした動きに遅れずに追随するため
には、導入、アップグレード、テストへの時間のかかる巨額
の投資が必要となります。
要するに、現在利用可能なプラットフォームにおける機能と
能力の不足は、ベンダーの顧客が金銭的に埋め合わせる
ことになります。私たちの経験から、投資運用会社のター
ゲットオペレーティングモデルが適切にコントロールされて
いない場合は必ず、オペレーションコストが過剰となり、組
織全体を危険にさらすことさえあることが分かっています。
ターゲットオペレーティングモデルは、ポートフォリオ管理か
らリスク管理とパフォーマンス管理にまで及びます。

単なるクライアントとサプライヤーの関
係ではなく、信頼でき、謙虚でありながら
力強く情熱的なソフトウェア・パートナー
と手を組んだ投資運用会社は、前途に
横たわる課題に対して最適な態勢を整
えることができます。
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投資運用会社のアルファ（運用の付加価値）を高めるには？
市場は、投資運用セクターが根本的に変化していることを
認識しているソフトウェア・パートナー―すなわち、前途に
横たわるビジネス上の課題を理解し、変化し続ける市場
環境の中で投資運用会社をサポートし、投資運用会社が
即座に適応しなければならない新たなテクノロジーの動
向と投資家からの増大する要求を把握しているパート
ナー―を緊急に必要としています。なぜなら現状におい
て、利用可能な有名ソフトウェアベンダーでは、必要な変
化を予期し、それに合わせて既製ソリューションを適応さ
せることが非常に困難であるように見受けられるからで
す。これは、数カ月にわたって計画される複雑なバージョン
アップグレードに反映されています。持続的なアジリティ
が新たな常識であり、他の市場ではすでに採用されて大
きな成功を収めている世界において、このような状況が受
け入れられているのです。
したがって、投資運用会社は、最新のテクノロジー動向に
関する詳細な理解と合わせて、専門的な投資運用ビジネ
スに関する知識を実際に備えている企業とのパートナー
シップに焦点を当てるべきです。融合が必要であり、継続
的な統合と開発に基づいて投資運用会社の現在と将来の
ニーズを評価することのできる、長期にわたるソフトウェア
のパートナーシップが構築されなければなりません。
近年の市場の混乱以降、財務成績と投資決定を最適化
し、投資運用組織の実行を支援する新興企業の数が増
えています。彼らは、投資運用会社がその重要な目標、
すなわち顧客の（金融と年金の）ニーズの充足に全力で
取り組むことを可能にします。
こうした新興企業は、進歩的で、結果重視の、真の投資
運用会社が、現在そして将来にわたり、絶え間なく変わる
環境の中で絶対的な投資リターンと一体となったアルファ
を達成することを後押しすべく立ち上がっています。

とはいうものの、この複雑で変動しやすい市場において卓
越した事業を行うために必要とされる完全な理解と専門
知識を有している投資運用会社やソフトウェア・パート
ナーは存在しません。投資運用セクターは、活動の場に
おいて「味方」の集中的な支援が今、必要であることを認
識しなければなりません。味方と力を合わせることで、こ
れまでにない新しい知見を深め、今後のテクノロジー、環
境、財務に関する課題を幅広く把握することができます。
こうした味方は、中核能力の実現を支援し、集中させるこ
とで、投資運用会社が市場の期待を上回るパフォーマン
スを達成することを可能にするかもしれません。
新たな製品の積極的な市場進出が（まもなく）始まる
金融セクター内部では、新たなプラットフォーム開発が活
発になっています。特に、新しいSaaSベースのトレードサ
イクル管理ソリューションが投資運用セクターに進出しつ
つあります。レガシーを持たないこうした製品は、投資運
用セクターにおけるソフトウェアの動作とエクスペリエンス
を根本的に向上させるでしょう。
革新的なプラットフォームソリューションは、現在のソフト
ウェア製品と張り合うようになり、それが市場参加者に
とってプラスの変化につながります。そうしたソリューション
は基本的に、高速で、リアルタイムに動作し、スケーラブ
ルで、柔軟性と反応性が高く、短時間で簡単にカスタマイ
ズが可能です。これらの取り組みは全体的に、将来に向
けて企業により大きな力を与える先進的な考えに基づい
て設計されています。

また、統合的なワークフロー能力に関する新たな開発は、
ポートフォリオ・マネジャー、トレーダー、バックオフィスのオ
ペレーションスタッフが例外処理にのみ基づいて作業する
ことを可能にし、現行の標準に比べて並外れて優れた
STP（ストレート・スルー・プロセッシング）率を実現します。
これらのソリューションは、補完的であり、機能的であり、ク
ラストップのソリューションです。技術的観点から見ると、こ
うした新たな取り組みは、現在の有名ソフトウェアベンダー
の事実上の業界標準を上回る大きな可能性を秘めていま
す。こうした新たな取り組みは、いくつかの話題のオープン
ソースプロジェクトのモメンタムを活用し、マイクロサービス
アーキテクチャに基づいてそれらのプロジェクトを適用しま
す。このアプローチは、言語とフレームワークの固定化を
防ぎ、ソリューション志向の手法の選択を実行します。コン
テナをベースに実現されるマイクロサービスアーキテクチャ
は、マイクロサービスごとの堅固な統合テストと組み合わ
さって、DTAP（開発・テスト・受け入れ・実稼働）フロー全体
を通じて一貫性のある開発パイプラインをもたらします。こ
れが、ユーザーの邪魔をすることなく、また革新的なプラッ
トフォームの質を損なうことなく、1日に複数のリリースを送
り出すための信頼性をもたらします。
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結論
投資運用会社は、差別化―すなわち、その投資戦略、魅力的な
エクスペリエンス、より自由なポートフォリオとモデル投資の組成
による差別化―を実現する製品を利用することで、パフォーマン
スを高めることができ、ひいては、顧客、年金拠出者やその他の
世界中の投資家に利益をもたらします。投資運用会社は、今日
のトレードサイクル管理プロセスに合わせて測定および最適化さ
れた高度に自動化されたシステムソリューションから選択するこ
とができます。単なるクライアントとサプライヤーの関係ではなく、
信頼でき、謙虚でありながら力強く情熱的なソフトウェア・パート
ナーと手を組んだ投資運用会社は、前途に横たわる課題に対し
て最適な態勢を整えることができます。それは、今日そして明日
の投資運用セクターを形作る複雑な環境において成功するベス
トチャンスを投資運用会社に与えてくれるでしょう。

投資運用会社は、最新のテ
クノロジー動向に関する詳細
な理解と合わせて、専門的な
投資運用ビジネスに関する
知識を実際に備えている企
業とのパートナーシップに焦
点を当てるべきです。
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要点
• 投資運用セクターは、そのニーズを詳細に理
解し、投資目標に資する最適の機能的・技術
的ソリューションを見出してくれるソフトウェア・
パートナーを緊急に必要としています。現在の
アプローチでは、ソフトウェアベンダーは、プ
ラットフォームの基礎を変えないままホスティン
グサービスを提供しており、必要とされる成果
をもたらしていません。
• 進歩的で、結果重視の、真の投資運用会社の
アルファ達成を後押しする新興企業が市場に
登場しています。アルファは、現在そして将来
にわたり、絶え間なく変わる環境の中で絶対的
な投資リターンと一体となります。
• 投資運用会社は、市場に関する専門的な知見
への直接的かつオープンなアクセスを可能に
する味方と提携する必要があります。機能的・
技術的断片化が生じている現状において投資
運用会社は、ソフトウェア・パートナーと一体と
なって、投資運用に対する情熱を持った先見
性のある人々と実務家を包含する一つの協力
的なコミュニティとして共同でソリューションを
構築することを迫られています。
• SaaSベースのソフトウェア・プラットフォームは
力強い発展を遂げています。こうしたソリュー
ションは高速でアジャイルかつセキュアであり、
あらゆる資産クラスにわたってトレードサイクル
管理機能をサポートします。これらはいずれも
現在の標準に基づいていますが、今日経験さ
れている不満を生じさせません。

Link’n
Learn

ウェビナー
研修プログラム（2015年10月～12月）
2009年以来、デロイトは、投資運用業界のプロフェッショナル向けに、そのナレッジ・リソースを公開してきました。ここで、新たなLink'n
Learnのスケジュールをお知らせします。昨年までと同様に、今回も私たちの優れた業界専門家が司会を務めます。これらのセッションは特
に、今日の重要なトレンドと貴社のビジネスに影響する最新の規制に関する有用な見識を提供することを目的としています。各ウェビナーの
所要時間はそれぞれ1時間となっています。

規制
• MiFID II - 日程未定
• MAD II - 10月15日
• AIFMD II: 欧州委員会の反応
- 10月29日
• 2015を振り返って- 12月3日

業務・手法
• デリバティブ金融商品
- バリュエーション入門 - 2016年日程

未定
• デリバティブ金融商品
- 複雑な商品のバリュエーション
- 2016年日程未定

投資ファンド
入門
• 投資ファンド入門
- 2015年日程未定
• 投資運用の税務
- 10月1日
• ヘッジファンド
- 11月12日
• プライベート・エクイティおよび不動産
ファンド
- 11月26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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絶えず変わり続ける規制環境の中で
冷静さを保ち続ける
UCITSとAIFMDの領域の統合が進んでいますが、ファンドの販売とマーケティングに関して
はまだ、クロスボーダーのコンプライアンスを確保する上で困難な課題が前途に横たわって
います。デロイトは、シームレスで効果的なクロスボーダーの販売戦略を確実にするために、
迷路のように入り組んだ規制上・実務上の要求を理解するサポートをいたします。
詳しくはwww.deloitte.com/luをご覧ください。
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