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はじめに

「パフォーマンス」の最新号にようこそ。おそらく本号では、「Welcome」よりも「Willkommen」（ドイツ語で「ようこそ」
の意味）と言った方がふさわしいかもしれません。というのも、本号で見事に織り交ぜたインサイト、情報、課題、ビ
ジョンには明らかにドイツの影響が色濃く出ているからです。
ドイツ――その国民と企業、富と矛盾――が極めて慎ましいことは、多少なりとも驚きに値します。当然ながらドイ
ツの指導者たちは絶えず欧州や世界の舞台に登場し続けており、その影響力と重要性は認められているため、
紹介したり説明したりするまでもありません。一方、手に手をとって指導者たちにつき従う人々は、陰に隠れてしま
う傾向があります。しかし、ドイツ自身、発展と本質を支える基盤の構成要素、投資運用会社を惹きつける投資家
の行動、魅力的な富の蓄積など、ドイツの現状を構成する極めて多くの面が厳重に覆い隠されているため、欧州
の他国にとっては未知の存在でしかなく、それ以外の世界にとってはなおさらです。
このため、本号でドイツの視点から見た投資や投資行動を深く掘り下げて分析したことに対して、私たちは非常に
満足しています。
私たちはドイツ語圏にも配布することを視野に、この魅力的なパラダイムがどのように成り立っているかを垣間見
るだけでなく、ドイツの視点から規制というレンズを通してこのパラダイムを見ていきます。また、幸運なことに、規
制策定プロセスの中心人物として長年活躍されたクリンツ博士の見解にも触れる機会に恵まれました。それ以上
に珍しいのは恐らく、ドイツのデポジタリーの世界に関するインサイトも寄稿して頂けたことでしょう。これは、示唆
に富むシルクロードプロジェクトにつながる話題であり、同プロジェクトを主要テーマとして取り上げた記事も掲載さ
れています。
インフラについて考え始めると、一方で投資業界内の実物資産に考えが及びますが、もっと正確を期すれば、欧
州長期投資ファンド（ELTIF）に対するドイツ投資信託協会（BVI）の見解にも目が向きます。ELTIFが欧州連合内
で持続可能な成長と将来のあり方に潜在的な希望をもたらす一方で、現在進行中のユーロ危機の影について検
証した記事で思考が刺激され、やや不安に駆られれば欧州の厳しい現実にも目を向けざるをえなくなるでしょう。
ユーロ危機がすでに過去のものになったと私たちに考えて欲しいと思う人は多いでしょうが、本号で理性的な判断
を冷静かつ合理的に検証します。
手短に要約すれば、「パフォーマンス」本号は新しい境地を切り拓き、読者の皆様にインサイトをご提供して情報を
お伝えするとともに考察を促します。既成概念や一般通念を問い直しながら固定観念に疑問を投げかけ、投資と
いう広い世界の最新情報と注目ポイントに対する考えをアップデートしていきます。
こうした専門知識をご提供くださった著名な寄稿者の方々には、特に感謝したいと思います。そして、毎回のことな
がら、読者の方々のご支持とご愛顧に感謝するとともに、皆様のご意見、ご感想をお寄せくださるよう再度お願い
します。世界、とりわけ投資業界は多様な意見と経験の交流の場として豊かになっていくのですから。
皆様にとって有益で有意義な読み物になることを願っております。

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
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ニック・サンダル
（Nick Sandall）
EMEA金融共同リーダー

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

編集主幹から

欧州の金融サービス業界は現在、数々の課題に直面しています。一方においては、従来からの低金利政策、資
産運用会社のマージンにかかる下押し圧力に加えて、欧州中央銀行（ECB）の現行政策に伴って市場の流動性
が高まっています。また、規制当局が資産運用業界に対して求める要件も増えつつあります。
その一方で、資産運用業界はデジタル化という計り知れない課題にも直面しています。これに伴い、スピードと量
の双方の面における情報過多と、市場参加者の著しい増加という2つの副産物も生じています。
さらに、テクノロジー自体、新しい市場参加者、一般的な金融サービスのフレームワークがいずれも既存の組織構
造に疑問を投げかけており、現行のビジネスモデル自体まで問い直されています。これが、商品開発や営業・販
売プロセスに連鎖的な影響を与えます。また、リテールの顧客関係で進んでいる自動化を見逃さないことも重要で
す。自動化によって透明性が高まっているほか、消費者需要の傾向が大きく変わり、変動性が徐々に高まってい
ると言われています。

世界経済フォーラムの創始者であるクラウス・シュワブの言葉が、この時代を極めて如実に物語っています。同氏
は、技術的な変化のペースを次のように定義しています。「新しい世界では、小さな魚が大きな魚に食べられるの
ではなく、動きの鈍い魚が機敏な魚に食べられるのです」。この言葉は金融サービス業界の将来の姿を言い当
て、優れた視点をもたらしているように思えます。
資産運用業界は、現在の経済情勢や金融システムのフレームワークから恩恵を享受してきました。低金利環境に
より、アクティブ運用とパッシブ運用の両方（特にパッシブ資産運用）において、プロフェッショナルな資産運用に対
する需要が拡大しました。たとえばドイツを例に挙げると、2015年1～9月で正味1,410億ユーロ近くの資金が流入
しました。これは、1～9月ですでに過去最高の年となっていた2014年の倍以上の水準です。規制がかつてないほ
ど増えているため、資産運用会社は自身のプロセスを最適化し、イノベーションの水準を引き上げなければならな
いという圧力にさらされています。これは、必要不可欠でもあります。なぜなら、「フィンテック」の圧力が今後も続
き、デジタル化の進展とともにいっそう高まるためです。少なくともリテール市場においては、市場参加者間の商品
開発と販売での競争を決定づける要因は将来のテクノロジーの発達であると言えるでしょう。
金融サービス業界、とりわけ資産運用業界には複雑な面が多く、個々の国内市場では業界が抱えている問題を
解決できないと思われます。このため、こうした課題に対応していくのは欧州全体レベルの職務と責任になりま
す。これは金融サービス業界のみならず、移民の流入から他の総体的なテロの脅威に至るまで、今日私たちが影
響を受ける他のトピックにも該当します。
「パフォーマンス」本号では、金融サービスに関するトピックを数多く取り上げ、資産運用業界の先行き見通しや解
決策を提示しました。皆様に楽しんで頂けることを願っております。

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
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel: +352 451 452 702
Mobile: +352 621 240 616
siramos@deloitte.lu
www.deloitte.lu
サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
編集主幹

アンドレアス・コッホ
（Andreas Koch）
ドイツ インベストメント
マネジメント共同リーダー

ドロテア・シュミット
（Dorothea Schmidt）
ドイツ インベストメント
マネジメント共同リーダー
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巻頭
インタビュー

ELTIF フ レ ー ム ワ ー ク の
特性と効果を
徹底検証
ドイツ投資信託協会（BVI）バイスプレジデント（法務）ユリア・バックマン博士 LL.M.とのインタビュー

ユリア・バックマン博士LL.M.は、ドイツ投資信託協会（BVI）のバイスプレジ
デント（法務）。この職務を担う中で、博士は会社法やコーポレートガバナン
ス関連の問題のほか、クローズドエンド型ファンドやファンドの販売規則な
ど、EUおよび各国レベルのあらゆる関連法規を担当する。2012年にBVIに
移る以前は、国際的な法律事務所に勤務。弁護士（フランクフルト弁護士会
所属）。国際的なカンファレンスで度々講演している。

欧州議会の議員は2015年4月、企業やプロジェクトに長
期的に投資したい投資家向けに新しい投資ファンドのフ
レームワークを採用しました。こうした民間の欧州長期投
資ファンド（ELTIF）に対する規則の狙いは、新たなファン
ドビークルの構築を通じて、EU圏経済のインフラや中小
企業などへの長期投資に向かう資金プールを拡大するこ
とにあります。
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本誌では、ELTIF規制の現状について、ドイツ投資信託協
会（BVI）法務部のバイスプレジデント、ユリア・バックマン博
士に話をお聞きしました。ELTIF規制は2015年12月9日に
発効し、欧州証券市場監督局（ESMA）が2015年初秋に施
策導入（規制の技術基準（RTS）と呼ばれている）を市中協
議に付しました。これらRTSにより、新しいファンドの最終的
な運用環境の一部が決定されることになります。

1. ELTIFフレームワークの確立を推進する原動力は何
だと思いますか？

ユリア・バックマン：
ELTIF規制をけん引する主な原動力は、欧州政府と市場
参加者の双方にとって共存共栄の状況を構築するという
目的です。インフラなどでは、信頼できる長期的な資金源
が欧州全域で必要とされている一方で、国家財政は厳し
く、機関投資家は安定的なリターン確保を目指して苦戦し
ています。低金利時代にあって、年金提供者や保険会
社、個人投資家の間では、インフラや不動産等の有形資
産への長期投資に対する関心が高まっています。
2. 他の商品と比べて、ELTIFのフレームワークには主に
どんな特徴がありますか？

ユリア・バックマン：
ELTIFはインフラファンドと理解されることが多いのです
が、ELTIFの適格資産は他にもたくさんあります。ELTIF
が直接的、間接的に投資する対象は実物資産のほか、
い わ ゆ る 適 格 ポ ー ト フ ォ リ オ 事 業 （ QPU ： Qualified
Portfolio Undertaking）と呼ばれるもの、特に企業（非上
場企業または時価総額5億ユーロまでの中小規模の上場
企業）があります。また、ELTIFはそうしたQPUにローンも
供与します。

ポートフォリオ構成、投資制限、ELTIFの運用期間、償還請
求権に関する規則や販売面の要件は極めて詳細にわたっ
ています。市場で受け入れられる商品を開発するために必
要な柔軟性がこうした規則によって損なわれるのではない
かと、BVIは法制化プロセスを通して絶えず懸念を表明して
きました。たとえば、ELTIF運用マネジャーが、ELTIFの資
金の70％以上をカバーできる運用期間がほぼ同じである
最低限必要な適格ELTIF資産を5件見つけ出すことができ
るかどうかも明らかでありません。
ELTIFが実際に実現可能かどうかは未知数であるほか、規
制に関する協議が継続されているため、現時点で判断する
のは極めて時期尚早です。特に、ELTIFを既存商品と比較
するとなおさらです。EUパスポートをELTIFのリテール販売
に適用すれば、証券市場への投資機会を個人投資家に提
供するUCITSや機関投資家にEUパスポートを提供するオ
ルタナティブ投資ファンド（AIF）との溝がある程度は埋まり
ます。したがって、このフレームワークが市場で成功するに
は、個人投資家と機関投資家の関心とニーズに対応してい
く必要があります。

欧州証券市場監督局（ESMA）が2015年初秋、施策
導入（規制の技術基準（RTS）と呼ばれている）を市
中協議に付しました
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3. ELTIFファンドには、どのような特徴（オープン型、ク
ローズドエンド型、あるいはその中間）がありますか？
ELTIFが個人投資家にも販売されるとすれば、投資ビー
クルや対象資産の流動性と、個人投資家の流動性に対
する期待とをどのように合致させられるでしょうか？

ユリア・バックマン：

ユリア・バックマン：

ELTIFはクローズドエンド型ファンドとして設定されます
が、一定の前提条件を満たせば、償還請求権が認められ
ます。ELTIFでは、QPUに供与するローンを含め、少なく
とも70％を適格ELTIF資産（実物資産およびQPU）に投
資 し な け れ ば なり ま せ ん が 、 30 ％ ま で で あ れ ば 適 格
UCITS資産にも投資できます。
償還請求権はこうした流動資産と同等額に制限する必要
があり、償還はELTIFの運用期間の半分、つまり少なくと
も5年後からしか認められません。ELTIFのファンド規則で
償還請求権を定義しなければならないほか、ELTIFの運
用マネジャーはしかるべき流動性管理システムを確立し、
償還方針も策定しなければなりません。
こうした規則により、ELTIFの運用マネジャーが投資家に
償還請求権を認めて流動性を持たせられると私は考えて
います。

いいえ、私は「購入ミス」に関して、大きな懸念があるとは
思いません。金融危機以降、投資家保護が規制によって
総じて強化されました。また、ELTIF規制によって、個人投
資家に多くの予防措置が追加で施されます。ELTIF規制で
は、パッケージ型個人投資家向け保険ベース投資商品
（ Packaged Retail and Insurance-based Investment
Products 、 PRIIP ） の 主 要 情 報 文 書 （ Key Information
Document、KID）の形式での情報開示や目論見書上での
特定のコスト開示が義務付けられています。また、ELTIF
運用マネジャーは、ELTIFが個人投資家への販売に適して
いるかどうかを評価する社内手続（MiFID IIに基づくプロダ
クトガバナンス要件と類似する）を構築しなければなりま
せん。さらに、50万ユーロ未満のポートフォリオ（現金預金
と金融商品で構成）を構築した個人投資家が投資できるの
は、ポートフォリオの10％までに限られていますが、新商品
には少なくとも1万ユーロを投資しなければなりません。

償還請求権が制限されていたとしても、ELTIFは投資家
のポートフォリオを強化できます。ドイツでは長年、個人投
資家にクローズドエンド型ファンドが販売されています。
AIFMDが導入されるまで、こうしたファンドはたいてい失
業した場合など、特別な場合における解約権を個人投資
家に認めていました。こうした特別な解約権は、個人投資
家が想定外の事象に遭遇した際の解約ニーズに応えるも
のです。
このような償還請求権を許容できるよう、一般的には流動
性の高い資産を十分に確保しておくべきです。

€
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4. 個人投資家側に生じ得る「購入ミス」に関して、大きな懸
念があるとお考えですか？ ELTIFを個人投資家にも販売
するとすれば、どのような予防措置が追加で設けられます
か？ MiFID IIの要件は、ELTIFの個人投資家への販売に
どのような影響を与えますか？

加えて、ELTIF規制では、ELTIFの個人投資家への販売は
投資家が投資助言を受けた場合に限られるため、直接販
売の場合でもELTIFの適切性が検証されます。この点では
投資助言に関するMiFID要件が適用され、ELTIFの持分は
執行限定（execution only）サービスまたは助言を提供しな
い （ advice-free ） サ ー ビ ス では 販 売 で き ま せ ん 。 ま た 、
ELTIFは複雑と認識されがちです。AIFがすべて複雑な商
品と認識されるかどうかは別にして、MiFIDの導入規則で
ESMAが示唆した通り、投資期間が年数として固定され、
解約が制限された商品はすべて複雑と認識されます。これ
は、流動性の高い二次的市場が構築されない限り、ELTIF
にも当てはまります。

5. ELTIFは、なくても支障がない規制フレームワークで
しょうか、それとも必要不可欠でしょうか？ ELTIFへの投
資を促すために、どのようにサポートすることができるで
しょうか？

ユリア・バックマン：

6. ELTIFに対しては、欧州域外で多くの関心が集まってい
るようです。欧州域内でクロスボーダーの資金調達を促
す、有望で統合されたインフラへの投資ビークルに対する
関心を反映しているようですが、どうしてこのような状況に
なっているとお考えですか？

「必要不可欠」になるには、他の商品を上回る利用メリット
を特定の種類の投資家や適切な運用マネジャーに提供し
なければなりません。プロフェッショナル投資家はAIFの
EUパスポートの恩恵をすでに享受しており、欧州レベルで
商品規制が課せられていません。AIFはプロ向け商品とし
て各国が設けている要件に依拠しているため、通常は
ELTIFと同等のものを設定できるはずです。これらは投資制
限、期間要件等を遵守しなくてもいい場合が多いでしょう。

それは事実です。アジア市場など欧州域外でELTIFへの関
心が集まっているようです。これは、各国特有の規制が関
わっている可能性があります。また、欧州域外でUCITSが
一般に成功していることも関係しています。UCITSと同様、
そしてAIFとは異なり、ELTIFは欧州レベルで規制される商
品であり、監督と商品規制の点ではUCITSと同等と認識で
きますし、実物資産に投資することもできます。

ユリア・バックマン：

ELTIFは、一般的なAIFと比較して、プロフェッショナル投
資家向け商品として現在2つのメリットを提供しています。
• AIFでは、非上場企業および時価総額5億ユーロ未
満の上場企業にローンを供与できる。AIFのローン供
与に対する各国の制限次第では、プロフェッショナル
投資家向けAIFと比較した場合にも利点となる可能
性がある。
• 個人向けAIFでは、EUパスポート制度（EuVECAお
よびEuSEFを除く）がない。ELTIFフレームワークで
は、実物資産等に投資する個人向けAIFにパスポー
トを付与する。しかし、ELTIFの個人投資家への販売
には他にも数多くの予防措置が講じられる。こうした
予防措置の中には解釈の余地が残るものもあるた
め、運用マネジャーにとっては債務リスクが高まる可
能性がある。

「現行制度の下で提供される利点
から判断すると、「必要不可欠な」
商品というよりも「なくても支障が
ない」商品になる可能性が高いと
思います」

さらに、欧州委員会はソルベンシーII制度の一部改正を提
案し、ELTIF投資に係る資本負担の引き下げという便益を
保険会社が受けられるようにしようとしています。ただし、
機関投資家は今日すでに、インフラへの投資にアクセスで
きます。
したがって、機関投資家にとっては、オルタナティブなイン
フラ商品よりもELTIF規制の方が法的制限が厳しいと見る
向きもあります。現行制度の下で提供される利点から判断
すると、「必要不可欠な」商品というよりも「なくても支障が
ない」商品になる可能性が高いと思います。
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7. ELTIFの採用を促すために、どのようなサポートが考え
られますか？ EuSEF規則は社会起業家ファンドの開設を
促すという目的において大きくつまずいたと思われます
が、同じような末路をたどらないためにELTIF規制には改
定が必要でしょうか？

8. 実物資産への投資は1,000万ユーロ以上となっていま
す。ELTIF経由でインフラ投資ポートフォリオにアクセスす
る「入場料」を低くすることが、将来のELTIFの成功を確保
するうえで決定的要因になると思われますか？

ユリア・バックマン：

いいえ、市場参加者は「入場料」を障害とはみなしていない
と思います。インフラ投資を阻害する問題はそうした投資で
利用されうるビークルにあるというよりも、各プロジェクトの
不足です。たとえばドイツでは、オープンエンド型の機関投
資家向けファンドが今日ではインフラプロジェクトの原資で
あるローンを買えるようになっています。クローズドエンド型
ファンドは、あらゆるタイプの実物資産に投資できます。

ELTIF規制の採用により、ELTIF商品の成功が促されると
思います。たとえば、先ほど触れた投資ポートフォリオが
50万ユーロを超えない投資家の保護で追加の予防措置
が講じられれば、ELTIFの運用マネジャーや販売者の視
点から見れば法的な不確実性と民事賠償問題が生じま
す。民法上の観点からは、この点に関して投資家が提供
する情報を、ELTIFの運用マネジャーや販売者が検証し、
吟味することが必要になるかもしれません。民法上でどう
なるかは常に予測が難しいため、この点が実際の個人投
資家向け商品としてELTIFの成功を阻害する大きな障害
になると思われます。したがって、このリスクがクロスボー
ダー商品という利点を上回るかどうかは不透明です。
また、ELTIF規制では、MiFID IIに基づいてプロフェッショ
ナル投資家とみなされない機関投資家に対して、ある程
度の柔軟性を認めるべきだと考えます。これは特定の年
金提供者や年金基金など、セミプロフェッショナルとみなさ
れる投資家に特に言えることです。
最後に、プロフェッショナル投資家にとっては、ELTIFで複
雑性が不必要に高まります。しかしながら、一部の機関投
資家にとっては、商品自体が規制されれば投資が容易に
なる可能性もあります。こうした機関投資家を監督する当
局が認めれば、デューデリジェンスの負担軽減にもつなが
ります。現在提案されているソルベンシーII制度の改定案
が、保険事業におけるELTIF商品の採用を促すかどうか
についてはこれから注視していかなければなりません。
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ユリア・バックマン：

9. 提案されているRTSは、ELTIFの成功を促進するでしょ
うか、それとも阻害するでしょうか？

ユリア・バックマン：
一般的に、ESMAのアプローチからはこのフレームワーク
の成功を促すために実行可能なソリューションを見出そう
とする意欲が見て取れます。しかし、ELTIF規制によると、
欧州委員会に委ねられる規則はESMAがこれから提案す
る予定であり、少数に限られています。このため、ESMAが
追加で設定できる柔軟性が制限されます。たとえばESMA
は運用期間やヘッジ目的の投資、解約スケジュール、個人
投資家向けのファシリテーションに関する規則を提案しな
ければなりません。こうした規則は非常に専門的なもの
で、ESMAが認められる範囲が制限されます。

10. ELTIFをサポートしている現行規則は、多目的すぎる
とお考えですか？ 「包括」方式による設計でインフラや他
の目的まで網羅するアプローチでは曖昧すぎて、特定の
インフラプロジェクトに投資したいという特定の投資家（年
金基金など）のニーズに応えられないのではないでしょう
か？ インフラELTIFを運用するAIFM（オルタナティブ投資
ファンド・マネジャー）の具体的カテゴリーやステータスを
定義することが適切かどうかを判断するに当たって、欧州
投資基金（EIF）や類似機関、インフラ基金をすでに検討し
たことがある規制当局の経験を活用すれば役に立つとお
考えですか？

11. 総括して、ELTIF規制についてどうお考えですか？

ユリア・バックマン：
総体的に見て優れたアイデアであり、市場にとってプラスだ
と思います。その一方、実際に実行可能か、将来的に実行
できるのかについては今後も注視していかなければなりま
せん。

ユリア・バックマン：
いいえ、私は、多目的なアプローチがELTIFの成功を阻害
するとは考えていません。ELTIFは、従来とはまったく異な
る方法で組成できます。つまり、流動性がばらばらの原資
産や資本性金融商品、負債性金融商品、ローン、実物資
産で組成できるという事実がELTIFの普及を後押しするは
ずです。
インフラに対する理解が統一されていないからといって、
ELTIF規制でインフラを定義して投資の可能性の幅を狭
めようとしていないことはメリットだと思います。ファンドの
長期的な特性にふさわしく、インフラを重視するだけでな
く、一般的に実物資産やそのファイナンスに利用しうる商
品も網羅しているのです。

「ELTIF規制では、MiFID IIに基づいてプロフェッ
ショナル投資家とみなされない機関投資家に
対して、ある程度の柔軟性を認めるべきだと考
えます」
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「実物資産」市場への
投資展望
ミュンヘンで開かれた不動産トレードフェアEXPO REALで、サンダーボルト・パートナーズのプリンシパルであり、KGAL
の株主となったフランシス・ルバールとグレゴリー・イングラムにインタビューしました。聞き手は、デロイトのFSIインベスト
メント・マネジメント・パートナー、クリストフ・スタッターとデロイトのディレクター、ステファン・ミュールバウアー。

欧州をはじめ、実物資産の分野で投資機会が急速に拡
大しています。資産運用会社の間では、実物資産への投
資機会に対する期待が以前にも増して高まっています。
これは、通常の証券や債券市場でリターンの低い状況が
続いているからだけはありません。社会的責任投資の分
野において、規制が実物資産投資プロジェクトの事業開
発機会をかつてないほど後押しようとしているからです。
実物資産投資の多くは、リース事業が原点です。しかし
今日では、こうした投資が見られるのは伝統的な不動
産、船舶、航空機、コンテナだけに留まりません。これ以
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外のインフラに関わる社会的責任投資プロジェクトでより顕
著になっています。これらはたいてい再生可能エネルギー
源（太陽光発電、風力発電など）か、一般市民に資するイン
フラプロジェクト（交通輸送、住宅など）のいずれかに関係し
ています。
欧州とグローバルの両方において、実物資産市場への投
資の現状と将来的見通しをどう考えるかについて、実物資
産投資を専門とするドイツの老舗資産運用会社（KGAL）の
新しいオーナーに話を伺いました。同時に、投資先としてな
ぜドイツ市場を選んだのか、その理由を探りました。

1. 証券や他の金融商品ではなく、実物資産を専門とする
資産運用会社の買収に踏み切った理由は主として何だっ
たのでしょうか？
証券ではなく、実物資産に投資する資産運用会社こそ投
資業界の将来の姿であるというのが、私たちの意見です。
その理由には幾つかあります。
まず、一般的に言って人々は、金融主導で組成された複
雑な仕組みの投資商品に飽き飽きしています。こうした商
品はつまるところ実体経済と切り離されて社会的意義もな
く、ただ様々な機関の手数料構造と食物連鎖を支えてい
るだけです。
第二に、人々は自身で理解でき、触れることのできるもの
に投資したいと考えています。実物資産は出資構成がはっ
きりしていますし、手数料構造もシンプルかつ透明です。
第三に、現在の歴史的な低金利環境下で、人々はリターン
を求めています。一般的な証券や債券に投資しても、今日
では資本保全も長期的な経常利益も確保できません。
実物資産は、機関投資家と個人投資家がともに現在抱え
ている問題の解決に一役買います。すなわち、リターン創
出に対して長期的視野に立つと同時に、経済的発展と資
本保全を促進する意図を持ち合わせるプロジェクトに投資
するということです。
したがって、私たちはこうした価値観と投資実務すべて体
現する実物資産運用会社の買収を模索していたわけで
す。また、求める企業はドイツで長きにわたって実績を

積み、極めて評判が高い企業でなければなりません。また、
各種実物資産（不動産、航空機、再生可能エネルギー資
産など）において成功したビジネスモデルを構築している企
業であることも条件でした。
要するに、KGALを買収した動機は一目惚れです。KGAL
が機関投資家との間で築いた信頼・信用関係は、私たちの
決定を促す大きな要因となりました。また、KGALが集中的
に投資している特定の実物資産市場に関して、社員が熟
知し精通していることもそうした要因です。
私たちが支持する価値観と原則は今日では残念ながら当
た り前の もの では なく なっ てしまいま したが 、私たち は
KGALを前にして、そうした価値観と原則に拠って立つ企業
を見出したと思ったのです。
2. 実物資産運用会社の買収で、なぜドイツ市場を選ばれ
たのですか？ ルクセンブルクやスイス、EMEA（欧州・中
東・アフリカ）のどこか、あるいは米国やアジア地域を選ば
なかったのはなぜですか？
私たちがドイツで買収に踏み切ったのは、ドイツとその将来
を信じているからです。また、ドイツ企業の価値観を尊重し
ているからでもあります。「ドイツ製」は今なお高評価を得て
おり、ドイツの企業文化はまじめで優れていることで知られ
ています。ドイツの従業員は長期戦略の構築に秀で、仕事
をきちんと成し遂げる力があります。また、ドイツは本質的
な意味で実体のある経済です。顧客、投資家、サービス提
供者との関係構築や約束は信頼と長期的な視点に基づい
ています。私たちは、こうしたビジネスのやり方を求めてい
るのです。
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3. 意思決定を下す際、以下の要素を検討しましたか？
a. ドイツの規制環境は他の国と比べて、実物資産への
投資に有利ですか？
いいえ、規制はどこであれ多数存在しており、報告義
務も同等です。
b. 実物資産投資プロジェクトに対するドイツ政府の支
援は、欧州の他の国より進んでいますか？
これはまったくその通りです。特に再生可能エネルギー
業界では、ドイツは素晴らしい支援を提供しました。
類似のアプローチがインフラ全体（電力網、地域熱供
給、蓄電など）にも適用されることを希望しております。
c. 実物資産の分野でKGALが市場で築いた成功、特
に将来的な発展性はどうでしょうか？
はい。KGALは突出した企業であり、その実績と社員
がそれを物語っています。
d. 機関投資家が他の国ではなく、ドイツで実物資産に
将来投資したいと考えていると思われますか？
繰り返しになりますが、人々が長期的視野に立って
協力しながら働くドイツは安全な投資先だと考えてい
ます。ドイツが欧州経済のエンジンであることは言う
までもありませんし、これまでに挙げた理由に加えて
法体系による保護、インフラ等もあり、ドイツは機関
投資家にとって魅力的です。
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4. 実物資産ファンドを機関投資家に向けて販売する市場
については一般的にどうお考えですか？
この市場は新しい市場で、世界で勢いが増しています。機
関投資家には、長期的な負債に見合う適切な資産が必要
です（たとえば年金を支払うため）。資本保全、直接所有
権、経常的な利回りといった要素は他の資産クラスでは得
られませんし、他の資産クラスをアウトパフォームすること
もできます。しかしながら、ソルベンシーIIの導入により、
保険会社と資産運用会社には実物資産投資をより効率的
に運用できるようにモニタリングとリスク報告が義務付けら
れるようになりました。
5. ドイツでは、他のEMEA諸国よりも実物資産の機会が
今後さらに増えるとお考えですか？
ドイツの機関投資家は常に実際的で良識を活かした投資
の最前線にいます。彼らの慎重なアプローチは実物資産
投資の成長を促すでしょう。私たちはフランス人ですが、フ
ランスの機関投資家について同じことは言いません。
6. 個人投資家が、実物資産投資に向けて現在動いてい
ますか？ あるいは将来的にそうなるとお考えですか？ 欧
州の他の国と比べて、ドイツにはそうした動きがありま
すか？
どういうわけか、先般の金融危機でドイツのクローズド
エンド型ファンド業界が総崩れになったことが響いて、実
物資産投資は個人投資家には広がっていません。分散
化、利回り確保、資本保全の観点から、実物資産投資は
個人投資家に最適だと思います。この点については、欧
州の他国（英国、フランス、北欧諸国など）の方が進んで
います。

7. ドイツの資産運用会社を介して実物資産商品を国際的
に販売する市場をどうお考えですか？ EUパスポートの
活用を通じて、国際的な販売が可能だとお考えですか？
あるいは、資産運用会社が実物資産商品を国際的に販
売する場合、他の事業免許の取得が必要でしょうか？
資産運用会社にとってEUパスポートは最近の展開です
し、国内への導入はなおやや遅れています。時折、障害
に遭遇することがありますが、これは国内の資産運用会
社を守るという意図があるからでしょう。向こう2年間で、
格段に多様で有効な市場になると考えています。
「ドイツ製」ブランドには大きな魅力があり、KGALの突出
した実績が強みであることは間違いありません。また、
KGALが総合的なサービスを一本化した手数料で提供し
ていることも競争上の強みです。たとえばKGALは不動産
ではリース・エージェント、建築家、エンジニア等を擁して
いるため、社内で付加価値の高い総合的サービスを提供
できます。
私たちは、KGALが世界規模で成功すると確信しています。

8. 他国と比べて、ドイツの実物資産投資に対する規制環
境はどうであるとお考えですか？ 進んでいますか？ 販
売、投資家保護など、あらゆる分野で規制が整備されてい
ますか？ あるいは、より厳格な規制が導入されているとお
考えですか？
その点では、疑いようがありません。ドイツのプロフェッショ
ナリズムは特に最近、規制当局でその手腕が発揮されて
います。総じてAIFMDなどの規制は非常にうまく導入され、
ドイツでは極めて効果的だと感じています。私たちは個人と
して、投資業界の厳格かつ広範な規制フレームワークを支
持しています。つまるところ、資産運用会社である私たちは
（機関投資家であれ個人投資家であれ）投資家の信認を預
かる受託者であり、投資家が投じた資金に対して全面的に
責任を負わなければなりません。規制当局の務めは、資産
運用会社が最善の実務に従うことを確保し、投資家を保護
するようにすることです。これはしごく当然のことです。投資
業界の一部では、規制強化に対して苦言を呈する人がい
ますが、正直言って、先般の金融危機と過剰融資の後では
規制強化は必要です。
私たちの経験では、ドイツの規制当局は常に非常に公正で
建設的であり、私たちはあらゆるレベルで協力的なドイツの
アプローチを実際のところ非常に気に入っています。
9. 最後に、向こう5年から10年でドイツや他国の実物資産
投資はどう発展していくとお考えですか？
私たちは、この業界（実物資産）の規模が向こう5～10年で
3倍に拡大すると考えています。また、実物資産は人間の
根源的なニーズ（住宅、オフィス、交通機関、エネルギー
等）を満たします。これは長期にわたる傾向です。毎日使う
もの、長期的に使い続けるものに資金を投じてはどうでしょ
うか。
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スマートベータの
アートと
サイエンス
サラ・ショアーズ
（Sara Shores）
スマートベータ担当グローバルヘッド
ブラックロック

アレクサンダー・メルツ
（Alexander Mertz）
CIO
ブラックロック・アセットマネジメント・
ドイツAG

データとテクノロジーの台頭によって私たちの日常生活が変
わりつつあるように、投資業界も変わりつつあります。その証
拠を探すには、ポケットを探るだけで十分です。重さ7.5キロ
のアップルのマッキントッシュがマウスの操作性やグラフィック
機能、プリンターとの接続性で家庭用コンピュータ業界を塗り
替えてしまったのは30年前のことです。
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今日、あなたがポケットに入れて携帯しているコンピュータ
はリアルタイムで交通情報をクラウドソーシングして目的
地までの最短ルートを探し出したり、テレビを遠隔操作し
たり、この地球上のどこであれ衛星画像を表示させたりと
いったことができます。しかも、指で入力できる限り多数の
メールを送信しながら、こうしたことが可能です。投資業界
も同じような変容を経てきました。30年前は、配当利回り
や株価純資産倍率（PBR）といった基本的なファンダメンタ
ルデータを収集し分析するには、大勢のアナリストと一部
屋分のスーパーコンピュータが必要でした。今では、今朝
あなたを起こした5インチほどのコンピュータとまさに同じも
のからそうした情報を自由に入手することができます。
私たちの生活は変わりつつあり、ポートフォリオの構築法
も同様です。演算能力と今日入手できる膨大なデータが、
投資業界の勢力図を塗り替えました。バリュエーションや
地合いに対するインサイトはかつて投資業界のインサイ
ダーしか入手できず、アルファとして利用できる、情報上で
有意義なメリットを提供していました。しかしテクノロジーと
規制改革で競争条件は均等になり、勢力図が一変しまし
た。今日では、以前はただ不可能だった方法でポートフォ
リオを構築できます。信頼できるデータとそうしたデータを
どのように活用すべきかに関するインサイトが広く出回り、
パッシブ運用の概念が見直された結果、今ではより幅広い
結果をもたらすことができるようになりました。時価総額加
重インデックス型のポートフォリオだけでなく、時価総額加重
インデックスのリターンを過去にアウトパフォームしたという
実績あるドライバーを備えたインデックス型ポートフォリオに
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類似するものまで提供できます。これは別名、スマートベー
タとして知られています。
実際、スマートベータ戦略は近年、投資業界を席巻してき
たように思えます。スマートベータの運用資産は2012年初
めから年間換算で36％の勢いで拡大しており、より幅広い
上場商品（ETP）業界の約2倍のペースで成長しています。
スマートベータは次第に世界的現象となり、欧州を中心とし
て世界の全地域で採用が進んでいます。全世界のスマー
トベータ資産のうち半分近くが高配当ファンドですが、最も
勢いよく成長しているのは低ボラティリティファンドやマルチ
ファクターファンドです。
スマートベータの拡大に伴い、多様な投資戦略が生まれて
います。最後に数えた際にはスマートベータのETPは700
本を超えており、この数はなお増え続けています。ここまで
大量に出回った中から、投資家はどのように選択するので
しょうか。スマートベータ革命をけん引したのはデータとテ
クノロジーですが、最終的な結果が実際にスマートな投資
となるよう、戦略開発と実行において人間が判断を求めら
れることは多々あります。したがって、スマートベータ戦略
を評価する際に重要なのは以下の3つです。
• ファクターエクスポージャー
• ポートフォリオ構築ルール
• 実行

何よりもまず、ファクターエクスポージャーが重要です。ファ
クターとは、永続的にリターンをけん引する幅広い要素に
他なりません。つまり、あらゆるポートフォリオの真に経済
的な構成要素です。資産クラスのファクターは、食品の栄
養素に例えることができます。上場企業の株式、非公開
企業の株式、高利回り債、ほとんどのヘッジファンドにも
経済リスクがあるように、牛乳にもステーキにも脂質と
タンパク質が含まれます。健康的な食生活を送る人々は
摂取する食品を吟味し、食品に含まれる栄養素を分析し
ます。ファクターも同じようにどんなポートフォリオであれ、
資産クラスを問わずリスクの本当の原因とリターンを特定
することができます。当然ながら、取るべき栄養素もファク
ターも目標によって異なります。マラソンに向けてトレー
ニング中であれば、低炭水化物ダイエットで減量中の人
よりもケーキやポテトチップをたくさん摂取できるでしょう。

ファクターが重要だとすれば、どのファクターが大切なので
しょうか。図1に、強力な経済的根拠に基づき、学術的・実
験的な幅広い証拠に裏付けられた一連のファクターを示し
ました。これらファクターはそれぞれ長期にわたって市場を
アウトパフォームしており、数十年にわたって最も優れた投
資運用マネジャーによって実行されています。これらは至る
ところに採用されているため、こうしたアウトパフォームの傾
向は国内外の株式市場だけでなく債券、コモディティー、そ
の他の資産クラスでも見られます。また、持続的でもあるた
め、私たちはその存在をすでに数十年認識しています。に
もかかわらず根強く残っているのは、これらファクターがリ
スクを負ったことに対する利得だからです。こうした投資ス
タイルのリターンが市場を上回り続けているのは、リターン
が経済構造の障壁から派生しているか、平均的投資家の
行動上のバイアスに逆らっているためです。

こうした基本的なファクターを理解しなければ、適切な資
産構成比を見出すことはできません。こうしたリターンの
原動力に対する理解を深めて武装すれば、より盤石で優
れた分散ポートフォリオを構築できます。

図 1：マクロファクターとスタイルファクターの要約
マクロファクター
分散化できないリスクで、
従来、長期的にプラスの期
待リターンを示してきた

スタイルファクター
リスクプレミアム、行動上
のアノマリーや構造的な障
壁を捕捉するもので、従
来、長期的にリターンプレ
ミアムをもたらしてきた

アルファ
リターンは従来、一貫してス
キルのある運用マネジャー
でのみプラス

• 経済

• 実質金利

• 信用

• 流動性

• インフレ

• 新興市場

• バリュー

• 低ボラティリティ

• モメンタム

• キャリ―

• クォリティ

• カーブ

• サイズ

銘柄選別
国と業種選別

市場とファクター
のタイミング
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たとえば、まったく違う印象の3つのETF（カナダの複数の
銀行の配当型ファンド、バリューファクター型ファンド、等
金額ポートフォリオ）にこのレンズを適用することができま
す。4つのスタイルファクター（バリュー、モメンタム、ボラ
ティリティ、サイズ）に対する各ETFのZスコアを図2に示し
ました（スコアが0の場合は、広範なグローバル株式市場
とスタイルエクスポージャーが同等であることを示しま
す）。これらの3つのETFは一見したところ異なるものの、
ファクターエクスポージャーは同等であることがわかり

ました。いずれも大型株やボラティリティが低く、モメンタム性
の低い銘柄に偏っています。こうしたスタイルエクスポージャー
が超過リターンの相当部分をけん引します。こうしたエクス
ポージャーを理解することは、各構成要素がどのようにパ
フォーマンスに貢献しているかを判断することが不可欠なマ
ルチマネジャーポートフォリオにおいて一層重要になってい
ます。あなたの選択した戦略は、各戦略間でリスクを分散し
ていますか、それとも単に予期しないリスクを増大させてい
るだけでしょうか。

図2：スタイルエクスポージャーのZスコア
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バリュー
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第二に、ポートフォリオ構築ルールが重要です。なぜなら、
最終的に生じるファクターエクスポージャーをもたらすの
は、ポートフォリオ構築におけるこうした選択だからです。
似ている戦略が多いという印象を受けるかもしれま
せんが、ポートフォリオを構築する際に選択した微妙な差
異がパフォーマンスの大きな違いを生む可能性がありま
す。検討すべきポートフォリオ構築の選択肢は多いもの
の、ポートフォリオの特質とパフォーマンスに最大の影響
をもたらすのは銘柄選別（スクリーニング）を決定する規則
と組入スキームです。
これを図示するため、3つのバリュー型戦略の過去の累積
リターンを図3に示しました。伝統的な（時価総額加重）型
のバリューインデックス、ファンダメンタルインデックス、バ
リューファクターインデックスです。いずれもバリューを指
向する銘柄に偏っていますが、トータルパフォーマンスに
は大きな開きが出ています。
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1.5

• MSCI World Value Indexをはじめとする伝統的なバ
リューインデックスには、ユニバースのうち株価指標
が最低水準にある一部銘柄しか組み入れられない
が、時価総額で加重する点は変わらない
• MSCI Value Weightedをはじめとするファンダメンタ
ルインデックスにはユニバースの全銘柄を組み入れ、
最もバリューを指向する銘柄に重点を置くためにバ
リュースコアに応じて再加重する
• 最後に、バリューファクターファンドのMSCI Enhanced
Value Indexでは選別も再加重も行い、バリュースコ
アが最も高い銘柄のみを組み入れた上でそのスコア
に応じて再加重している
以上3つの戦略はいずれも異なる程度で「バリュー」に対す
るエクスポージャーをもたらしますが、銘柄選別を決定する
規則と組入基準が、もたらされるエクスポージャーの強度
や性質に著しい影響を与えるため、各戦略のパフォーマン
スにも大きな影響を及ぼします。

図3：バリュー戦略間の累積パフォーマンス比較
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最後に、実行が重要です。優れた実行がなければ、周到
に練られた構成もすぐに崩壊してしまいます。スマート
ベータ戦略は一般的な時価総額型の戦略と比べて入れ
替えが多く、メリットの大きい流動性プロファイルが低くな
る傾向があります。たとえばスマートベータ指数のほとん
どは年間回転率が20～60％であるのに対して、大型中型
株で構成する標準的な時価総額インデックスでは3～5％
です。優れた実行がなければ、取引手数料と非流動性に
よって、スマートベータ戦略が提供するはずのベネフィット
が即座に蝕まれてしまいます。優れたマネジャーはリスク
や手数料とともに、潜在的なリターンを慎重に評価しま
す。これは、ベンチマーク手法とグローバルな資本市場に
関する理解が求められるスキルです。当然ながら、極めて
単純明快で流動性の高いインデックス戦略でも実行は重
要です。たとえば、主力S&P 500インデックスファンドの
年間リターンを指数運用最大手4社で比較すると、1年で

12ベーシスポイントの違いが出ました1。S&P 500がこの地
球で流動性と再現性が屈指の指数であることはほぼ間違
いなく、差異が膨らむ可能性があるとすれば、より複雑で取
引が難しい戦略で膨らむだけです。優れたマネジャーを選ん
でスマートベータを実行することが、この戦略を成功に導く
最後の重要な要素になります。
スマートベータ戦略が本領を発揮すれば、投資家を力づ
け、長年実績を積んできた投資戦略への効率的かつ手頃
なアクセスを提供します。データとテクノロジーの台頭によ
り、データマイニングはかつてないほど容易になり、スマー
トベータ戦略の急拡大をけん引してきました。冬期休暇で
スキーを担いで山に向かう前に、検討しているスマートベー
タ戦略の基本的なファクターエクスポージャー、ポートフォリオ
構築ルール、実行スキルを吟味することを忘れないでくだ
さい。

1 出所：eVestment Alliance, June 2015
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ユーロ危機は
なぜ今後も続くのか
投資家にとって
その意味とは？
ヨアヒム・シュタバティ教授
（Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Starbatty）
欧州議会議員
テュービンゲン大学 経済学名誉教授
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ハンス-オラフ・ヘンケル
（Hans-Olaf Henkel）
欧州議会議員
IBM欧州の元CEO、
ドイツ産業連盟（BDI）の元会長

5人のEU機関トップが提言しているのは、財政移
転同盟の長期的な導入でしかありません
為替レートのミスアライメントの是正なくして回復なし
避けて通れないことを先延ばししていれば、問題は解決
できません。この簡単な事実が欧州経済の分野、特に政
治においては理解されがたいようです。ブリュッセルや財
政同盟への権限委譲が絶えず叫ばれ、最近ではジャン＝
クロード・ユンケル、ドナルド・トゥスク、マリオ・ドラギ、イェ
ルーン・ダイセルブルーム、マルティン・シュルツが「Five
Presidents’ Report」の中で提言しています。しかし、これ
はユーロ危機の解決策としては誤解を招きやすいもので
す。5人のEU機関トップが提言しているのは、財政移転同
盟（transfer union）の長期的な導入でしかありません。経
済的な見地に立てば、根底に横たわるのは競争力の欠
如という問題であり、財政移転は明らかにこの問題の解
決にほとんど役に立ちません。また、各国および欧州競
争力当局（European Competitiveness Authority）もこの
問題を解決できません。「Five Presidents’ Report」は第
一に、各国にすでに存在する預金保険制度のリスクを
プールする欧州共通預金保険制度の実現を目指していま
す。すでに包括的な預金者保護を講じている国々にとっ
ては、リスクがユーロ圏の周縁諸国から中心部に移るた
めに負債が増えることになります。

トロイカとユーログループが提唱しているアプローチ、すなわ
ち内的減価（internal devaluation）も大幅な減価が必要な
場合には自らの首を絞める選択肢です。ドイツの著名な経
済シンクタンクであるIfoインスティテュートの調査によれば、
ギリシャは2015年春までに、競争力の回復に必要な内的減
価の21％のうち8％を実行したといいます1。
ユーロ圏で何よりも重要な問題は、その核心にあるユーロ
圏内の為替レートのミスアライメントを認識することに対して
消極的だということです。この中心的な問題が解決されない
限り、ユーロ圏は米国や英国で見られた景気回復の再現に
苦戦するでしょう。その結果、成長は鈍化し、失業率が上昇
し、ビジネス機会は失われ、投資家のリターンは予想を下回
るはずです。

1 CES IFO Forum “The Greek Tragedy”, 2015年6月
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危機のさなかの事業環境
南欧は、魅力的な投資機会を求める際に注目すべき場所
でしょうか。公正を期すならば、民営化案件が多数進んで
いるためにある程度の割安感はあるでしょう。しかし、優
れた投資において最も重要な要素である、健全な経済成
長見通しが欠けています。欧州委員会が予測するイタリ
アとギリシャの今年の成長率は0～1％ですが、欧州委員
会の予測は近年、過度に楽観的であるとの評判を得てい
ます。
架空の南欧企業経営者の視点を想定すれば、現状と先
行き見通しは厳しいものです。南欧の低成長率、景気低
迷に加えて、近年は深刻なリセッションすら見られること
から、内需がデフレ政策によって壊滅的な打撃を受けたこ
とが示唆されています。同時に、今なお過剰評価されてい
る通貨によって外需も損なわれています。しばしば模範生
と評価されるスペイン経済はEU 28カ国経済の7.5％を占
めていますが、域外貿易高では5％を占めるにすぎず 2、
消費者基盤は大きく損なわれました。ユーロ圏の主な受
益者は、過小評価されている通貨が助成金のように働い
ているドイツと思われます。ドイツ経済はEU 28カ国の
GDPの21％、域外貿易高の28％を占めています。
ユーロ圏周縁国の銀行が高失業率と資本の逃避の影響
で不良債権に苦しんでいるため、企業は資金繰りに苦戦
しています。欧州中央銀行（ECB）の情報によれば、南欧
諸国の銀行の自己資本は悲惨な状況です。イタリアとポ
ルトガルでは、銀行の中核資本の20％以上が繰延税金
資産であり、スペインではこの比率が18％、ギリシャでは
46％に達しています3。

最近の財務諸表を見る限り、企業が人件費を大幅にカット
する可能性がありますが、これは従業員の強い反発にあ
うでしょう。さらに政策決定者には、相反する目的があるよ
うにみえます。危機のさなかに財政均衡を実現するため、
各国政府はいわゆる旧トロイカ（欧州連合（EU）、欧州中
央銀行（ECB）、国際通貨基金（IMF））の3機関によって法
人税の引き上げを迫られています。その一方で、経営環境
の改善についても協議を進めています。
企業が最近直面している問題は、将来の投資家に対する
懸 念 です。機 能 不 全 に 陥 っ ている 欧 州 経 済 通 貨同 盟
（EMU）がもたらしたのは非常に脆弱で危機を招きやすい
環境であり、政治的にも不透明になりました。これは、ギリ
シャやイタリアで財政危機が繰り返し起きていることでも証
明されています。こうした低成長環境では、皆さんが投資
先として検討している多くの企業は予想収益を実現しづら
くなっています。どんな経済であれ、勝ち組と負け組が存
在しますが、南欧で負け組が異常に多いのは、前述した
理由に起因します。ギリシャ、イタリア、スペイン、フランス
で急速に空洞化が進んでいるのは、国際競争力を失った
結果です。イタリア産業総連盟によれば、イタリアは2007
年以降、生産能力の15％を失ったといいます4。

欧州北部で好調な輸出産
業を支えているのは生産
性の向上ではなく、極め
て過少評価されている通
貨です

2 ユーロスタット独自の計算に基づくデータ。
3 このデータは、「Parliamentary Question to Daniele Nouy, President of the Supervisory Council at the European Central Bank」の

著者が入手したもの。
4 http://www.spiegel.de/international/europe/economic-crisis-in-italy-continues-to-worsen-a-912716.html参照。
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量的緩和では、ユーロ危機は修復できない
支援を求められた欧州中央銀行は、利下げシナリオを活
用した後に量的緩和に向かいました。しかし、銀行が企業
への資金の貸し出しに消極的であったために、量的緩和
は実体経済には役に立ちませんでした。にもかかわらず、
資産価格が大幅に上昇し、金利が史上最低まで下がりま
した。
保守的な投資家は今日、伝統的な低リスク債券では魅力
的なリターンを上げられず苦しんでいます。
リスクアぺタイトが高い投資家は膨らんだ資産価格に満足
かもしれません。というのも、ECBの政策の結果、今年、
そして来年もおそらくリターンが上昇することが予想される
ためです。しかし、一時的に満足できても、長期的には代
償が大きくなる可能性があります。理論的には、誰もが市
場をアウトパフォームできるわけではないため、利益を確
定する的確なタイミングの把握は簡単ではありません。前
回はできたかもしれませんが、再びできるという確信がお
ありでしょうか。『エコノミスト』誌の住宅価格指標では、特
にドイツと英国で資産価値の力強い上昇が見られます。よ
りダイナミックな市場は必ずしも悪材料ではありませんが、
最近の価格上昇は少数の大都市によるものであることを
認識しておくべきです。一部地域の行き過ぎた住宅価格の
動きは、資産バブルが生じていることを示す典型例であ
り、仮に基本的な経済ファンダメンタルズが変わっていな
いのであれば、なおさらです。先般の世界的なリセッション
の前に、投資家はインターネットバブル後の低金利政策に
大喜びしましたが、行き過ぎたリスクテイクにつながったた
め、投資家自身が市場暴落の片棒を担ぐことになったこと
は間違いありません。
さらに、量的緩和が実体経済に何らかの効果をもたらして
いるかどうかについては、エコノミストの間で激しい論争が
続いています。米国と英国のデータでは効果があると示唆
されていますが、日本は異次元の金融政策をもってしても
長期的な危機を克服できていません。ジョン・メイナード・
ケインズがいみじくも述べたように、馬を水飲み場に連れ
ていくことはできますが、水を飲むように強制することはで
きません。ユーロ圏の健全な景気回復を創出するという観
点に立てば、量的緩和はユーロ危機の核心であるユーロ
圏内の為替レートのミスアライメントを解決できないため、
期待通りの結果を残せないでしょう。

ユーロ圏で何よりも重要な問題は、そ
の核心にあるユーロ圏内の為替レート
のミスアライメントを認識することに対し
て消極的だということです
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結論
ユーロ圏の景気回復見通しは暗いままです。欧州北部で好調な輸出産業を支えているのは生産性の向上ではなく、極め
て過少評価されている通貨です。
図1：膨張するドイツの経常収支
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同時に南欧の工業セクターは、過大評価されている通貨
に苦しんでいます。内的減価によって国際競争力を修復
するアプローチは需要の足を引っ張るため、輸出産業に
従事していない企業が極めて苦しい立場に立たされます。
倒産件数はイタリアだけでも2007年の6,000件から2014
年には倍以上の1万4,000件に達しました。欧州全域にお
いて相次ぐ倒産と期待外れの業績を受け、投資家の欧州
離れが進んでいることも無理はありません。

異例の金融政策は、米ドルに対してユーロを弱体化させる
副作用をもたらしています。このためドルが上昇し、米国企
業の収益に打撃を与えています。近隣窮乏化政策はユーロ
圏の問題解決にはなりません。むしろ、ユーロ危機に悪影
響を受ける犠牲者の数が増えるだけです。ユーロ危機のた
めに欧州への投資機会が大幅に縮小しただけでなく、ユー
ロ支援策で米国企業に打撃が及んだことも、米国を基盤と
する投資家を苦しめています。

企業にとっても投資家にとっても、ユーロ危機の根本原因に
対処しない代償が日に日に膨らんでいます。自社が苦境に
立たされ、ビジネスモデルが機能していないと把握すれば、
不運を一掃し自社を救うために厳しい判断を下さなければ
ならないことは、経営者であれば誰でも心得ています。欧州
内における為替レートのミスアライメントの是正は実質的な
回復に不可欠な要素であり、それがない限り、欧州企業が
余すところなく力を発揮する可能性はまずありません。ECB
の量的緩和を信認することは間違っています。また、ECBの

欧州諸国の持続可能で健全な経済への回帰を図るため
に、為替レートのミスアライメント是正に続いて、改革指向
の行動指針もUターン政策に盛り込まなければなりません。
そうすれば、欧州大陸全域でビジネス機会が花開き、投資
コミュニティがその規模に再び満足するようになるでしょう。

要点
• ユーロ圏の景気停滞の核心にある
のは、為替レートのミスアライメント
です
• 南欧の経済情勢下で、企業は成長
するのに苦戦するでしょう
• ECBの金融緩和政策は企業のため
にならず、資産バブルのリスクが生
じます

• このミスアライメントが長引けば、企
業と投資家にとっての代償も大きく
なる可能性があります
• ユーロ安と事業機会の喪失が米国
企業にも打撃を与えています
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バック （オフィス）・トゥ・
ザ・フューチャー
4つのデジタルトレンドが
カストディアンの現状を再構築
フィリップ・デニス
（Philippe Denis）
最高デジタル責任者
BNPパリバ セキュリティー・サービス
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1985年の映画 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」 では、マイケ
ル・J・フォックスがハリウッドの描く2015年に飛び込みまし
た。そこでは、ホバーボードや空飛ぶ車など、驚異的なテクノ
ロジーが描かれていました。現実の2015年の驚異はスマー
トフォンやコネクティビティ、技術的な「破壊」です。これらの技
術的進化が破壊したのはビジネスプロセスだけにとどまら
ず、ブランド名すら一般動詞に変えてしまいました。「ググろ
う」や「ウーバーする」といった表現は、テクノロジーがいかに
日常生活に深く浸透しているかを物語っています。カストディ
アンにとっては、4つの明確な種類のデジタル革命が2015年
に収斂し、現在私たちが知っているカストディアンの事業慣
行が大きく変わろうとしています。

クライアントとのコミュニケーションの変容

クライアントアプリケーションの進化

携帯電話が登場する前の世代の方は、以前はどうやって
人と人とが公共の場で落ち合えたのか思い出せないかも
しれません。先方に電話もできず、 「どこにいらっしゃいま
すか、私はここですが。あぁ、見えました」といった会話もでき
なかったのですから。クライアントとのコミュニケーション方法
も同様に変わりました。ファックスやエクセルベースのバック
オフィス処理からメールやウェブベースのポータルへの飛
躍は、オペレーションのスピードを大幅に高めました。対面
や電話でクライアントとやり取りするだけでなく、コミュニケー
ション方法が急増し、ソートリーダーシップのオンラインへ
の掲載、簡単にアクセスできる最新の市場情報やリサーチ
の提供に加え、ウェブベースのニュースレターでそうした情
報を定期的に配信することも可能になりました。今日では、
クライアントとのコミュニケーションの主要媒体はデジタル
の世界にあります。出版物や白書、業界の解説はリンクト
インやツイッターでも発信できます。ウェブサイトでは、クラ
イアントがいつでもアクセスできる数多くの資料を掲載して
いるほか、クライアントベースの双方向ポータルへのリンク
も貼ってあります。

バックオフィスのコネクティビティの進化において決定的瞬
間となったのは、携帯電話技術の導入です。それ以前に
は、カストディアンのクライアントは大量のスプレッドシート
を受け取り、オペレーションチームの従業員がそれを分
析・報告していました。クライアントがデータを閲覧する方
法は、ウェブベースのアプリケーションの出現によって根底
から変わりました。カストディアンは次第にデータをビジュア
ル化して提供できるようになったため、クライアントは以前
より迅速にデータを分析し、それに基づいて行動を起こせ
るようになりました。双方向のソリューションは常にウェブ
上で双方向的に提供されており、以前はRTC（電話線にモ
デムで接続）を使って提供されていました。専用アプリケー
ションの開発に伴って始まった進化は、ウェブベースのポー
タル上でのこうしたアプリケーションの統合へと進み、クラ
イアントはそれらを活用できるようになりました。

さらに、クライアントに提供する出力データを整備すれば、
カストディアンとクライアントの双方にデータの解釈とビジュ
アルの最適パッケージ化という新しい種類の専門性が自
然と蓄積されます。データの可視化が以前にも増して重視
されるようになったため、オペレーションチームとクライアン
トとの間の日常的な対話の種類が変わっただけでなく、こ
のデータをビジュアルとして魅力的にパッケージする専門
技術に対する需要が著しく増えました。

BNPパリバ セキュリティー・サービスは、クライアントにとっ
て双方向アプリケーションの開発がどれほど有益かを目
の当たりにしました。たとえば、データナビゲーション・ツー
ルはクライアントがデータを受け取り、自身のクライアント
のために分析する方法を一変させました。こうしたデータ
は一般にアプリケーション経由でモバイルデバイスに送信
されるため、クライアントは従来以上に透明かつダイナミッ
クな方法で情報を伝達できるようになりました。
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商品とプロセスの進化
カストディアンの中核事業は取引処理業務であり、この機
能もデジタル革命を通過している最中です。この分野で
は、オペレーション自体のワークフロー管理など、多くのこ
とが実現されました。カストディアンは取引処理の所要時間
の改善を図ろうとする業界全体の取り組みを支援し続けてお
り、T2Sなどの業界の施策導入に向けて大規模な投資も行っ
ています。
実務的な処理能力の改善に加えて、当社では新しい商品
やサービスの発売までの所要期間の最適化も図ろうとして
います。BNPパリバ セキュリティー・サービスは、金融サー
ビス会社としてこうしたプロセスに製品ライフサイクル管理
（PLM）を初めて導入しました。このアプローチはファッション
や航空宇宙などの他の産業に導入されて成功しており、グ
ローバルオペレーション、IT、法務、コンプライアンス部門に
またがるデジタルプロセスを効率化することによって、商品
チームの進化を支えています。商品チームが踏襲する手
法を全世界で一本化することにより、共通言語と一貫した
プロジェクト文書がもたらされ、商品関連のあらゆる最新情
報やイニシアチブが全面的に可視化されてチームに届くよ
うになりました。PLMでは、予め設定した戦略と投資を合致
させ、開発業務において多方面の連携を確保し、はるかに
容易に機会や脅威を特定できるようになります。
デジタル革命を促すテクノロジー
カストディアンは長年、種々の技術分野のテクノロジーを手
探りで活用してきましたが、こうしたテクノロジーの自社事業
への導入についてはかなり慎重でした。今日カストディアン
に変革を促す2つの主要トレンドは、以下の通りです。
1.
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データ活用法の変化
カストディアンは長年、クライアントのデータ保護という
責任を負ってきたため、「ビッグデータ」という概念はほ
とんどカストディアンにとって画期的なものではありま
せん。目新しいのはむしろ、クライアントがどのようにデー
タを活用して分析や商品・サービスの開発に活かしていく
かにおける変化です。生成されるデータはかつてない
ほど膨大になり、こうしたデータがもたらすインサイトは

極めて貴重です。カストディアンはより高度なツールやア
プリケーションを提供し続け、クライアントが自社データを
活用できるようにしなければなりません。前述したデータ
解析ツールは双方向ツールの最たるものであり、こうした
ツールを活用してデータ解析を行えば、クライアントが求
める方法で（強力なドリルダウン機能を使って）データを
検討できるようになる好例です。
2. ブロックチェーン
「ブロックチェーン」という言葉が表現しているのは、2つの
要素（トランザクションと記録（もしくは「ブロック」））を備え
る分散化された台帳です。こうしたトランザクションを記録
した一連のデータは、インターネット上で誰でも公に閲覧
でき、これら一連の記録が「ブロックチェーン」と呼ばれて
います。ブロックチェーンには約10分おきに、直近の10分
間に行われたトランザクションを記録した新しいブロックが
追加され、各トランザクションは変更できません。従来の
世界では台帳は一元化されていますが、ブロックチェーン
では各参加者がインターネット上に台帳のコピーを持って
おり、誰もが公開鍵を使って全アカウントの残高を閲覧でき
ます。ただし、結果を書き換えることは誰にもできません。
今日では、誰もが自身のブロックチェーンに基づいてネッ
トワークを構築できます。すでに数十のネットワークが存
在しており、価値のあるものもまったく価値のないものも
あります。それらネットワークは（ビットコインの場合には）
現在および過去のあらゆる時点において所有する仮想通
貨を記録するために使われています。ブロックチェーンと
仮想通貨の本質的なイノベーションは、独自の台帳とそ
れに使用されている手法にあります。そのネットワークは
分散化したピアツーピアのネットワークとして設計されて
おり、インターネットと同様、機能を停止させる企てに対し
てレジリエンスを確保しています。
カストディアンは2011年以降、このテクノロジーがもたら
す市場機会や業界における技術的可能性を分析してい
ます。最も意欲的なプレーヤーはファイルの保管やコード
の実行、さらには経営管理までこのインフラを活用するこ
とになると見込んでいます。この技術を採り入れるカスト
ディアンは、将来に向けて絶好の位置につけることになる
でしょう。

結論
金融テクノロジー（フィンテック）に投じられている投資は巨
額に上り、アクセンチュアの試算では2013年の40億5,000
万ドルから2014年には世界で122億1,000万ドルに達した
と言われています。投資規模の飛躍的な拡大を支える一
因は、技術の進化や投資家の投資意欲にあります。金融
業界の技術的イニシアチブをめぐる今日の過熱ぶりは、現
実を見極める厳しい目で抑制していくべきです。
カストディアンとそのクライアントに最大の影響をもたらす
のは、以上のデジタルトレンドが一斉に押し寄せた時の総
合的なパワーです。あと10年もすれば、私たちはひょっとし
たらウーバーで呼んだホバーボードや空飛ぶ車に乗って、
クライアントを訪問するようになっているかもしれません。い
ずれにせよ、スマートフォンとデジタル革命は確実に全面
的に統合されているはずです。

サイバーセキュリティが今後も優先事項
カストディアンにとって、サイバーセキュリティは常に最優先事項であり続けてきま
した。今日の課題は、種々のアプリケーションやプラットフォームがますます連動
するオープンな世界でどのようにセキュリティを向上させるかです。
サイバー攻撃で次第に利用されやすくなっているのは、企業自身のサイバーセキュ
リティプロバイダー経由のルートです。2013年に韓国の3つの銀行を攻撃したハッ
カーも、このルートを利用していました。第三者による一般的な攻撃ルートは、検
証プロトコルを利用します。つまり、顧客とスタッフを認証する2要素認証システム
によって、セキュリティフォブなどの携帯デバイスがユーザーPINに応じて仮の数
値コードを生成するわけです。こうしたコードは暗号化されていて有効期間は短い
ですが、コピーや再プログラムが可能です。
金融サービス業界はインフラのセキュリティレベル評価とリスク軽減のために非常
に高度な施策を採用してきました。英国では2013年、決済・市場取引システムが
長期的なオンライン攻撃にどこまで耐えられるかを検証する包括的な実験に全主
要銀行が参加しました。金融サービス会社にとって、データセキュリティが最も喫
緊の課題の一つであることは明らかです。
サイバーセキュリティは、もはやIT部門だけに委ねておくことはできません。経営
陣がIT部門とより緊密に連携し、この問題に積極的に関与していくべき時が来て
います。個々の金融サービス機関を脅かす脅威は、市場の安定性を脅かすシス
テム上の脅威と切っても切り離せません。このため、企業にセキュリティ確保を求
め、怠った場合の処置を講じようという各国政府の圧力が今後さらに強まるはず
です。
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資産運用業界の規制、
比例性の原則導入で
成長と雇用創出へ
ウォルフ・クリンツ博士
（Dr. Wolf Klinz）
元欧州議会議員（MEP）、
欧州議会の金融・経済・社会危機
特別委員会元委員長
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2007年から2008年にかけて金融危機が発生してから7年が
経過しましたが、欧州の経済情勢はいまだ十分とは言えま
せん。景気が停滞し、失業率が高水準に達し、インフラは老
朽化、R&Dや教育への投資は遅れています。最後に忘れて
ならないのはインフレが地に落ち、最近の四半期データでは
デフレすら示されていることです。こうした経済情勢を踏まえ
て、欧州中央銀行（ECB）は1兆4,400億ユーロ規模の異例
の量的緩和を打ち出しました。状況が好転しなければ近い将
来、緩和規模が倍に拡大される可能性すらあります。
こうした状況を受けて欧州委員会（EC）や各国の経済・金
融相は当然ながら、欧州圏内の経済成長に再び火を点け
るための方策を真剣に検討し始めました。マクロ経済レベ
ルでは、欧州は特にエネルギー関連インフラ、交通輸送、
デジタル化のR&Dなどの分野で膨大な投資を必要として
います。EU加盟各国にとって経済成長は経済競争力を高
めるためだけでなく、悪化する金融情勢を安定に向かわせ
るためにも必要不可欠です。しかし実際には、こうしたアク
ションのほとんどが状況是正に必要な水準には達していま
せん。
この問題の主因は、銀行や保険会社側が実体経済に融
資できなくなったうえに貸し渋りが重なったことにもありま
す。これは、金融危機以降、金融システムの安定化と投資
家保護の向上を図るために欧州の政策決定者が数々の
新しい規制要件を導入した結果にほかなりません。銀行
は今日では以前よりも格段に多くの自己資本を積むことを
義務付けられているため、自己資本比率を改善し、新しい
規制要件を満たすために大幅な負債削減プロセスに乗り
出した結果、バランスシートが大幅に縮小しました。同時
に、（生命）保険会社も長期的投資（インフラ開発プロジェ
クトへの投資等）に対してはるかに高い比率の自己資本を
維持することを求められています。
大量の法規が新たに導入された結果、予期せぬ副産物
も生じています。このため、欧州委員会は先頃、当然のこ
とながら「バルニエ時代」（元域内市場・サービス担当の
欧州委員）がもたらした影響を総体的に評価するために

「証左収集の呼びかけ」に乗り出しました。ですが、これが
金融セクターの規制緩和を目指した施策でないことは明ら
かであり、既存のレベル1の法令に対して多くの具体的な
変更が想定されているわけではありません。それよりも欧
州委員会が意図しているのは、もっと技術的ないわゆるレ
ベル2の細則の部分に焦点を当てることです。こうした一
連の課題が山積する中、ヒル卿の下で新たに発足した欧
州委員会が変革の主要プレーヤーとして資産運用業界を
特定したことは明るい兆候です。
この大規模な取り組みの口火を切るのは、いわゆる「ユン
ケルプラン」です。このプランでは約3,150億ユーロ規模の
投資を見込んでおり、その第一弾の210億ユーロは欧州
の予算と欧州投資銀行が拠出し、残りは民間セクターが
拠出する計画となっています。今日のような低金利環境で
は、個人投資家も機関投資家も一様に妥当な水準の投資
利回り確保に関心を寄せています。このため、欧州委員会
が推進する長期プロジェクトへの投資妙味が非常に高くなり
ますが、それは状況が適切な場合でのみ言えることです。
要するに
EUには何よりもまず、欧州規則の一本化が必要です。欧
州市場では金融危機以降に分散化が一層進み、加盟国
は「金メッキの上塗り」（つまり、EUの法規に自国の規制を
上乗せすること）が浸透しました。したがって、汎欧州の視
点から見ると、規制の細則によって費用負担が大きく厄介
な官僚主義がさらに上乗せされていることになります。
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第二に、比例性の原則（principle of proportionality）は約
束された通りには尊重されておらず、特に監督当局への
冗長かつ重複した報告義務は業界参加者の多くに計り知
れない実務負担をもたらしました。さらに、数々の法令ファ
イル（legislative file）が規則ではなく、指令の形で導入さ
れたために各国間で異なる特異性を考慮する余地が大き
く残っています。
特に、資産運用業界がたえず直面してきた問題は、資産
運用業界が銀行セクターと混同され、本来の仲介業務と
みなされていないことです。つまり、資産運用業界のビジ
ネスモデルは他の金融サービス企業のそれとは異なり、
自社事業で目指しているのは、投資目的の達成において
顧客を支援することです。こうした仲介業の責務は本質的
に受託者責任であり、資産運用会社は顧客の代理人とし
て、クライアントの利益を自社の利益より優先しなければ
なりません。銀行や保険会社とは異なり、資産運用会社の
クライアントは資産の保有者です。このため、リスクは資産
運用会社ではなくクライアント側に残ります。資産ポート
フォリオのパフォーマンスはクライアントに帰属するため、
損益を引き受けるのはクライアントになります。
こうしてみると、あらゆる金融サービス会社に対して同じ形
で規制を課す昨今の傾向には明らかに問題があります。
資産運用は特殊なビジネスであり、それを考慮に入れて
対処しなければなりません。重要なのは、資産運用会社が
国境もなく、本当の意味で一体化した欧州市場で事業を展
開できるようになることです。そうなって初めて、様々な加
盟国の投資ファンドセクターに今なお存在する大きな格差
が徐々に消えていくでしょう。ファンドが現在、国境を超え
て事業を展開しようと思えば数多くの障害に遭遇します。
UCITSのパスポート制度は想定されたほど機能してはお
らず、登録費用はばらばらで、国内の支払代理人を求める
国もあります。また、株式、債券、ファンドの目論見書は依
然として、最高レベルの調和からは程遠い状態です。

34

もちろん、注目すべき新しいビジネス上の動きも出ていま
す。資産運用会社は個人や企業に対してこれまで信用融資
を提供してきませんでしたし、借入金で事業を行う傾向もあ
りませんでした。したがって、資産運用会社のバランスシート
上で資産と負債のミスマッチが生じるリスクはありません。し
かし、資産運用会社が積極的に事業を行う市場セグメントの
多くは、流動性が驚くほど低水準に留まっています。アイル
ランドやドイツでは、ファンドが企業に貸付を行う例もありま
す。この状況に対処するため、一部の国の規制当局は規制
基準を導入しています。資産運用会社が他の金融サービス
会社と同じサービスを提供するのであれば、資産運用会社
が同じ規制要件を遵守しなければならないのは自明の理の
ように思えます。こうした面において今後どのようになるかを
仔細にモニタリングすると、非常に興味深いでしょう。
規制上の重要な取り組みをさらに注意深く吟味する際、特に
再調整が必要な指令は以下の4つです。
• 株主の権利指令 II（SRD II）
• 銀行構造改革（BSR）
• MiFID II
• 資本要件指令 IV（CRD IV）
SRD IIの狙いは株主の関与を強化し、機関投資家や資産
運用会社が長期的に投資するインセンティブを創出すること
です。株主は今日でも、国境を超えて容易に議決権を行使
することができません。SRD IIはこの状況を是正しようとして
いますが、ファンド会社に投資戦略の公表が義務付けられ
る可能性があります。そうなれば、機関投資家のクライアン
ト獲得が格段に難しくなります。というのも、機関投資家は資
産運用会社に対して、クライアントごとに戦略を策定し、遵守
するように求め、それら戦略を公表しないからです。リソース
とノウハウをうまく機能させても、資産運用会社が「先行者利
益」を得られるとはもはや限りません。クラス最高水準の原
則は役に立たなくなり、オペレーションマージンが非常に薄
い資産運用会社にとっては特に大きなデメリットになります。

マクロ経済レベルでは、欧州は特にエネルギー関連
インフラ、交通輸送、デジタル化のR&Dなどの分野で
膨大な投資を必要としています

現在協議されている銀行構造改革では、欧州の主要銀行
の預金受入業務と投資業務を完全に分離することも検討
されています。欧州委員会の提言の中には、主要銀行に
オルタナティブ投資ファンド（AIF）への投資を一切禁止す
るというものもあります。しかし、AIFのカテゴリーには多種
多様なファンドが含まれるため、画一的なアプローチは役
に立ちません。ヘッジファンドは、大きなレバレッジをかけ
た場合に特にリスクが大きいのに対し、特殊なファンド（ド
イツのスペシャルファンド（Spezialfond））はリスクを回避
し（少なくとも分散させ）ようとしているうえにレバレッジもか
けておらず、一定の流動性を確保しようとしています。した
がって、AIFの取引業務を軒並み禁止するのではなく、レ
バレッジに基づいて区別するアプローチを採用すべきで
す。MiFID IIは、EUでその場しのぎで手直しを繰り返す状
況を増やしかねません。MiFID IIに基づく誘因報酬制度
は、欧州全域でアプローチの大きな格差を生みます。売
買執行のコミッションでリサーチ業務の対価を支払うことを
禁止する計画が、大きな障害となりそうです。この禁止規
定は欧州以外では存在しておらず、証券監督者国際機構
（IOSCO）などにもこうした禁止規定を導入する意向はあ
りません。
EUは、資産運用業界にも投資家にも恩恵をもたらさない
一方的な変革を導入するリスクを抱えています。
最後に、CRD IVに盛り込まれた報酬規定はリスク低減の
原 則 に基 づく べき です。監 督当局 の 欧州 銀行 監督 局
（EBA）と欧州証券市場監督機構（ESMA）は少なくとも、
導入細則を検討する際にこの点を考慮する意向を示して
いるように見受けられます。

資産運用会社のリスク特性は大きく異なるため、特定したリ
スク負担者のポジションに対して包括的な規定を適用すべ
きではなく、各国の特性や商品仕様の微妙な差異は考慮
に入れなければなりません。
行動規範として機能するグループポリシーによって、特定
したリスク負担者やリスクの高い人物（営業、資産運用マ
ネジャー、取締役）、顧客と接する人々（顧客サービスアド
バイザー、顧客関係マネジャー等）の様々なカテゴリーに対
してグループ全体の基準を策定すべきです。

結論：
資産運用業界は、重要な欧州プロジェクトにおいて
資金の溝を埋めるのによく適しています。資産運用
業界が欧州経済に対して待望されていて、かつ重
要な貢献を行うと同時に、他よりはるかに安定した
金銭的利回りを十分にクライアントに提供するため
には、欧州委員会が設計し提言したELTIFといった
新しい投資ビークルが理想的になる可能性があり
ます。
この点では願わくは、規制がうまく機能し最高の結
果をもたらせるよう、規制当局が業界と十二分に協
議を重ね、商品と関連規制をしかるべく設計してほ
しいものです。過去においては、商品と規則の面で
必ずしもそうではなかったように思われます。

資産運用会社が銀行や保険会社の傘下にある場合、報
酬規定の策定に当たって、リスク負担者をしかるべく特定
せずに報酬規定を適用すべきではありません。親会社と
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新シルクロードにおける
ドイツのカストディアン
高成長市場に
投資家を誘導
ダニエル・ブルックナー
（Daniel Brückner）
グローバルカストディ
&ドイツのデポバンクサービス統括
HSBC
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ドイツのカストディとデポジタリーバンク業界は大きな
変容を目の当たりにしています。市場は大規模な再編
に向かい、サービスプロバイダーは規制改革に注目し
てコスト効率の改善と組織の合理化に力を入れていま
す。長期戦略を持ち合わせるサービスプロバイダーは
今やイノベーションを重視し、ナレッジとソリューション
の提供者にならなければなりません。マクロ経済にお
ける主なトレンドは、アジア全域、特に中国の重要性の
高まりです。カストディアンは、新しいシルクロードに向
けて歩き出さなくてはなりません。
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ドイツのカストディとデポジタリーバンク市場は、大きな変容
を目の当たりにしています。この市場の預かり資産は1兆
7,200億ユーロに上り 1、そのうち70％以上が現在は大手
プロバイダー5社（BNPパリバ、J.P.モルガン、ステートスト
リート、BNYメロン、HSBC）に集中しています。各国プロバ
イダーの相当数はこの2年間で市場から撤退しました。こう
した再編の動きは概ね、以下の3つの要因がもたらした結
果です。
規制環境の変化

多数の銀行は効率改善、収益拡大、組織合理化に向けた施
策を推進してきました。この傾向に伴って中核事業への集中
が見られ、一部の事例では、何らかの理由で非中核事業と
みなされた事業が売却されています。こうした事情を背景に、
規模の小さいプロバイダーのカストディ業務撤退につながった
とみられます。特に規模を欠いたり、旧式のITインフラを利用
していたり、市場ポジションを中期的に維持するためだけに多
額のIT投資が必要だったりした場合にはなおさらです。

法律が改正されたばかりではなく、カストディ市場が機能し
ている世界も根本的なシフトを目の当たりにしてきました。
市場がこれまで目撃し、引き続き目にしている規制の大波
は、世界的な金融危機を機として生まれた新しい金融業界
の秩序が引き起こした結果にすぎません。規制改革には
大きな代償が付随し、この代償がサービスプロバイダーに
重くのしかかっています。いくつか例を挙げれば、EMIR、
AIFMD、UCITS V、MiFID II、FATCAがあらゆるプロバイ
ダーに影響を与える可能性があります。必要なスケールを
欠いている多くのプロバイダーは、規制改革の代償によっ
て事業からの撤退を余儀なくされています。

以上の3つの要因がドイツのカストディ市場を大きく変えてお
り、ある解説者が先頃いみじくも言い得た「音を立ててひびが
生じつつある市場環境」 2が続いています。

マージンの縮小

業界内部の協議は一般的に、以下の重要事項に集中してい
ます。

中核のカストディ業務と副次的な収益の双方においてマー
ジン縮小の圧力が続いており、カストディアンには大きな重
石となっています。
機関投資家とその資産運用会社は自身にもたらされてい
るマージン縮小圧力をサービスプロバイダーに転嫁してい
るため、中核のカストディ業務の収益自体が圧力にさらさ
れています。インフラ調和を目指す市場の取り組み
（Target-2-Securities等）または専任エージェント（proprietary
agent）を介したセルフクリアリング、セルフカストディへの
動きが手数料見直しに反映されるのではないかとしばしば
期待されています。
マージン縮小の圧力は、付随サービスの収益にも及んで
います。超低金利が数年続き、マイナス金利さえ生じてい
る環境では、市場参加者の負担がいっそう大きくなってい
ます。グローバルカストディアンにとって従来、FXの収益は
付随サービスの大きな収益源でしたが、ここでも数年圧力
にさらされています。十分な収益を欠くプロバイダーは、市
場撤退を選択しています。

1
2
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合理化

このように規制と手数料に関する課題が山積する厳しい市
場環境の中で大手の一角を占め、長期的な成長を目指すカ
ストディアンは、将来的な成長とイノベーションを絶えず重視
していることを示せなければなりません。差別化を図り、大き
なトレンドの中でクライアントや自社事業に最も重要なのはど
のトレンドかを特定し、包括的なソリューションの提供に向け
て投資を実施する必要があるのです。

第一に、一言で言えばデジタル面の課題があります。これは
自動化、コネクティビティ、データ提供に関する協議です。こ
の種のイノベーションは総じて効率向上、クライアントとサー
ビスプロバイダーのコスト削減支援を目指すものであり、シス
テムやプロセスに関係しています。要するに、最適化を実現
するためのイノベーションです。

BVI Verwahrstellenstatistik （ドイツ投資信託協会の投資統計）、2015年6月30日時点
Clemens Schuerhoff, “Ein knisterndes Spannungsfeld”, dpn Dossier / Special Report “Custody / Administration”,
8月/9月 2015, p. 7

第二に、人口統計上の変化と高齢化社会の問題がありま
す。これらは主として国内で協議されていますが、ほとんど
の欧米諸国に総じて共通する問題です。こうした不可避の
事象は一般的に、生命保険事業や完全積立方式の年金
制度（企業年金、職域年金、民間年金を問わない）の大幅
な伸びにつながると想定されています。この分野において
協議されるイノベーションの目標は、新規投資ビークル（た
とえばドイツでは、Investment-KGと呼ばれている）に対す
るサービス提供など、特定の業界専用のソリューション開
発やユニットリンク生命保険、オーバーレイ運用、マスター
レコード保存関連のソリューション開発です。この種のイノ
ベーションは間違いなく需要指向ですが、需要は資産の伸
びのデルタ、つまりは概ね将来の消費です。このため、少
なくとも純粋に国内だけを考慮すれば、これは中短期的な
戦略目標の達成を後押しするイノベーションではあります
が、長期的な戦略ポジションの確保にはつながらない可能
性が高くなっています。
第三に、いわゆる新規資産クラス（投資家の視点次第）をサ
ポートするイノベーションに関してもかなり協議されています。
クライアント側では、クレジットファンドやローンファンドの開
設、資産クラスとしてのボラティリティ、インフラ投資（有料道
路、空港、パイプラインなど）、不動産ならびに種々のオルタ
ナティブ投資（航空機、船舶、ワイン、森林など）への需要が
実際に伸びています。この需要拡大は総じて、投資家が自
発的にリスク選好性を変えたために生じたものではありま
せん。 それよりもむしろ、保険会社や年金ファンド （ ドイツでは

3

機関投資家の2大グループ）をはじめとする多くの投資家
がリスクを引き上げざるを得ないためです。なぜなら、彼ら
は一般的に、超低金利またはマイナス金利が長い間にわ
たってあり得なかった時期に結んだ契約から生じた義務を
果たさなければならないからです。繰り返しになりますが、
新規資産クラスの分野におけるイノベーションは明らかに
需要指向であり、本質的にはリスクを追求する行動に対
処するためのイノベーションなのです。
広く影響を及ぼす現象が一つあり、マクロ経済的に重要
であるために他の3つの問題を大きく凌いでいます。その
マクロ経済上の支配的な動きとは、グローバル経済の変
容です。
HSBCのリサーチによれば、2050年までに世界有数の経
済大国30カ国のうち19カ国が今日新興国とみなされてい
る国となる見通しです3。市場ではすでに、西から東へと大
規模な資金と投資の再配分が見られ、それほど大規模で
はないにせよ北から南への動きも見られます。

2050年までに世界有数の経
済大国30カ国のうち19カ国が
今日新興国とみなされている
国となる見通しです

The World in 2050“, HSBC Bank plc, 11 January 2012
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経済成長が著しい諸国
グローバル経済の大規模な変容は単に協議事項が一つ
増えて4番目を形成するというよりも、カストディのグロー
バル市場における戦略的な協議で重要な焦点となるべき
事項です。世界で経済成長が著しい諸国に投資できるよ
うにクライアントを支援するイノベーションだけが唯一、純
粋に成長に基づいたタイプのイノベーションです。
ドイツのHSBCのデータで、この点が浮き彫りになるかもし
れません。預かり資産の総額が2011年以降で45％増え
たのに対し、クライアントが新興国市場で保有する資産は
78％増えています（アジア太平洋地域が76％、中東が
80％、中南米が103％）。これが世界で最も勢いよく伸び
ているビジネスです。
欧米市場では自動化を最大限進めるとともに、ストレート・
スルー・プロセッシング（STP）化を絶えず改善することが
求められます。これに対し、新興国市場で投資家にサービ
スを提供するのに何よりも重要なのは、投資対象国と投
資家の居住する国の双方に対する専門知識です。
こうした国々の多くで特殊な専門知識が必要とされる理由
は、シンプルです。自由化と市場開放の過程にある国々
は一般に、投資家に対して厳格な監視制度を敷いていま
す。通常は個々の投資家ライセンスを取得（相当な文書
化が求められる場合が多い）しなければならないほか、
往々にして外国為替には種々の制限が課されています。
口座の分離や取引報告、事前積立、株主制限には特定
の規則があり、翻訳認証を求める要件や、複雑を極める
税制などもあります。

4
5
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当然ながら、新興国市場で経済成長を促す要因は簡単に
は説明できませんし、個々の成功物語にはそれぞれの特徴
があります。しかしながら、新興国市場の多くが恩恵を享受
している人口統計上の格差に加え、生産性の改善、教育の
向上、法統治の強化が世界でも有数の経済成長を遂げる
国々の経済成長に寄与する主要な要因になっています。
世界でも有数のスピードで経済成長を遂げている国には、
インド、フィリピン、マレーシアがありますが、単一国家で最
も重要なのは中国です。そして、中国市場ではカストディ業
務上で極めて複雑かつイノベーティブなソリューションが求
められます。
中国が重要な理由
中国は、新興国経済の中で他の追随を許さない最大の規
模を誇ります。2050年までには米国を抜き、世界最大の経
済国に躍り出る見通しです4。貿易と投資の両面で人民元が
決済通貨として果たす役割は次第に大きくなっており、中国
の経済力に匹敵するまでに拡大するとみられています。中
国の資源、成長実現に対する取り組み、特に大規模インフ
ラ開発プロジェクトに対する投資は著しく、数ある大規模投
資計画の中で最も重要なのは「一帯一路」プロジェクトで
す。これは通称「新シルクロード」とも呼ばれるもので、世界
のGDPの29％を結び、すでに行われているインフラ投資は
総額1兆元（約1,600億ドル）以上の規模に達すると試算さ
れています5。

ibid., p. 4. HSBCの試算は国際連合、世界銀行のほかHSBC独自の試算に基づく。
HSBC Global Research, Qu Hongbin, “Will China Hold Up?”, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Q4 2015

中国A株は、各業界の新興国市場の主要指標に次第に
組み入れられる見通しです。中国の銀行間債券市場は発
行残高が合計37兆9,300億元6（約6兆ドル）であり、2桁の
ペースで伸び続けています。さらに、中国政府は鄧小平
の唱える「模着石頭過河」（川底の石を探りながら河を渡
る）方式で、資本市場の自由化を慎重に段階を踏みなが
ら厳格に押し進める方針を示しています。
中国国外の投資家が、拡大しつつある中国の資本市場に
アクセスすることは従来、簡単ではありませんでした。市
場参加者の多くは今なお、中国にはかなりの官僚主義が
残っており、投資の本国還流は難しい可能性があると認
識しています。
し か し 、 2014 年 7 月 に 人 民 元 適 格 域 外 機 関 投 資 家
（RQFII）制度においてドイツの資産運用会社に投資枠が
付与されたことを受け、状況は大きく変わりました。
ドイツの資産運用会社が中国に投資できるのは最近ま
で、QFII制度（RQFIIではなくQFII）に基づく投資枠のみに
限られており、少なくとも50％を株式に投資することが義
務付けられていました。ドイツの機関投資家の資金運用
は概ねいわゆるスペシャルファンド（Spezialfond）が行っ
ており、こうしたファンドは正式には運用会社（KVG）のもの
であり、運用会社が投資資格を取得したうえでクライアント
である機関投資家にスペシャルファンドに資金を投じても
らう形となっています。しかし、ドイツの主要投資家（特に
保険業界の投資家）のほとんどは総じて債券ベースの資
産配分を採用しているため、50％の株式基準によって中
国投資の妙味がやや薄れます。
2014年にRQFIIの投資枠がドイツに認められたことを受
け、50％の株式要件は排除されました。資産配分に関す
る制限が撤廃され、特定の債券ファンドが現在では中国
の銀行間債券市場に投資できるようになりました。さら
に、RQFII制度では、従来義務付けられていた追加枠の
申請までの待機期間と6カ月の払込期限は撤廃されまし
た。重要なのは、ファンドがオープンエンド型として設定さ
れる場合、現在では日ごとの償還が認められるようになっ
たことです。

RQFII制度の利用は、一部の国の機関投資家のみに限ら
れています。現在、香港の投資家に付与された投資枠は
すでにすべてが利用されており、ドイツは投資が認められ
た法域の中で未使用分が最大であるため、ドイツに基盤
を置く資産運用会社と機関投資家にはこの機に乗じる機
会がもたらされています。
ドイツのカストディとデポジタリーバンクが中国のカストディ
アンと緊密に連携している場合、クライアントには極めて
革新的なソリューションを提供できます。アジアの新しい市
場と機会を名実ともに象徴する新シルクロード構想は、ま
たとない機会です。新しい道路では常に最初にその道路
に足を踏み入れて探索した者がその道路について最もよ
く知ることになります。また、現地の経験豊富なパートナー
と旅をする者は、リスクを低減して旅をすることができます。

将来の見通し
将来選ばれるプロバイダーになるには専門性、指針の提供、知
識が今まで以上に重要なビジネス要素となります。グローバルカ
ストディアンは将来、非常に自動化された技術インフラを提供す
るだけでなく、知識の提供者にならなければ消えざるをえません。
証券サービス業界など、デジタル化とコモディティー化の進んだ
業界では、クライアントに提供できる専門スキルの特殊性で差別
化するようになるでしょう。特に、グローバルで最も成長している
地域であるアジア、具体的には中国に関する専門性を提示する
必要があります。
そのためにカストディアンは、3つの特色を備える必要があります。
1. 現地市場動向の迅速かつグローバルな伝達を支援するよ
う、現地エージェントの包括的かつ独自ネットワークの形成
2. 単に投資家の専門的ニーズに対応するだけではなく、投資
家をまとめ、新興国市場へと導く能力
3. 今日の移り変わりの激しいグローバル環境において、クライ
アントが自社の戦略プランを実施できるように手助けする革
新的な商品ソリューション
カストディ業界は新興国市場について語るのではなく、ただ勢い
よく成長する市場についてのみ語ることになるというのが将来の
展望です。

6

HSBC, Chinabond, Shanghai Clearing House, June 2015
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欧州の
デポジタリー規制
適切にバランスが
取れているか？
イーネス・シースロク
（Ines Cieslok）
バイスプレジデント兼
欧州シニアカウンセル
ステート・ストリート・バンクGmbH
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スヴェン・S・カスパー博士
（Dr. Sven S. Kasper）
EMEA、規制、業界・政府対応担当
シニア・バイスプレジデント兼ディレクター
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト

G20諸国は金融危機を受け、金融システム
の安定性強化を規制改革体制における最
重要課題と位置付けました。また、金融業
界と金融市場全体への信頼回復において
市場行為の改善と投資家心理の強化も重
要であると、欧米の政策決定者はすぐに察
知しました。その結果、金融サービス業界は
「通常業務」の新しい環境において、絶え間
ない一連の規制変更に直面し、適応してい
くことが求められるようになりました。

EUの投資ファンドの投資家保護を強化する施策の一環と
して、従来は規制対象外だったファンド構造を対象とする
AIFMD（オルタナティブ投資ファンド運用会社指令）と
UCITS指令（UCITS V）の見直しが開始されました。いず
れの施策も主として、デポジタリーに対する規制を強化し
ており、とりわけオルタナティブ投資ファンド／オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社またはUCITSのためにデポ
ジタリーが保管する金融商品に対して厳格責任制を導入
し て い ま す 。 AIFMD は 全 面 的 に 導 入 さ れ ま し た が 、
UCITSの改定フレームワークは実施細則が現在、最終化
に向けて協議されており、2016年3月18日に適用が開始
される予定です。
UCITS Vの実施細則において、デポジタリーの責任と義
務に関する詳細の協議について考慮すると2つの疑問が
生じます。
1. 実施細則は、規制の目的である投資家保護を実現
できるか？
2. 細則を導入するコストは、このセクターで実現可能な
収益に見合ったものか？

投資家保護を実現するための調和
2016年3月18日からUCITS Vの適用を開始するため、
本稿執筆時点ではレベル2の実施細則が欧州委員会
（EC）によって最終的に協議されています。この実施細則
には同指令に定められた重要事項である、デポジタリー
の責務と義務に関する詳細だけでなく、責任制度とデポ
ジタリーとの契約書に含めるべき要素に関わる詳細も盛
り込まれます。実施細則の草案を作成する際にECが下
さなければならない基本的な意思決定はこれを指令にす
るか、規則にするかという点です。一般的に、EU全域で
調和を推進する取り組みの一環として、ECは次第に各
国で法制化が必要な指令ではなく、規則（すなわち、直接
適用可能なEU法規）を使用するようになっています。
調和の推進は、一貫して適用されている投資家保護制
度の基盤であるだけでなく、EU加盟国間の規制アービト
ラージを食い止めるうえでも役に立ちます。しかしなが
ら、規則はより厳格で、国内市場の様々な基準や各EU
加盟国で生じている実務の差異を考慮する柔軟性に欠
けるというデメリットがあります。
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こうした差異は、欧州のデポジタリーが様々な加盟国で行
う業務だけでなく、トランスファーエージェントが果たす職能
など、特定の職能においても認められます。
プロセスや職能上の責任における差異
資産運用業界においてトランスファーエージェントが職能
上果たす責任は、EU加盟国間における職能上の差異を
示す好例です。たとえばドイツでは、規制対象の証券投資
ファンドの受益者情報を登録するオーナー登録制度があり
ません。ファンドの受益証券（発行）は、ドイツのCSD（クリ
アストリーム・バンキング・フランクフルト）が保管するグロー
バルノートに反映されています。通常、デポジタリーが各カ
ストディアンバンクを経由して投資家から注文（売買注文）
を受けたら、それに応じてグローバルノートに増減が記録さ
れます。したがってファンドの受益証券の管理は、ドイツでは
デポジタリーが行う業務です。これに対して、アイルランドや
ルクセンブルクでは、ファンドまたはその運用会社がファンド
の受益証券の登記簿を管理するトランスファーエージェン
トを指名します。
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ドイツでは、前述した（証券化を通じた）発行業務とその仕
組みにより、ファンドの受益証券は代替可能であり、保護
預かりの対象です。これは、他の加盟国では当てはまりま
せん。AIFMDやUCITS Vを実施する際、この手法の違い
が大きな課題を生みます。こうした方式のいずれかで発行
されたファンドの受益証券が等しく取り扱われるのか、また
は資産の損失に対するデポジタリーの責任は特定種類の
登記によって決めるべきかが不透明です。したがって、最
終的に効果的かつ公平に調和を図るには、全加盟国にお
いて異なるプロセスを明確に理解することが前提条件とな
ります。
国内規制の上塗り（National gold-plating）は目的達成
に逆効果
こうした職能上の差異以外にも、調和を図るための課題が
もう一つあります。すなわち、指令を各国で法制化する際
に各国の規制当局がそれぞれ異なる手法を活用すること
です。全面的な調和を実現するには、欧州レベルで特定
の様々な職能で調和を図るだけでなく、各国で一貫した方
法によって欧州の法令を実施するように促すことが必要で
す。実施面におけるこのような差異によって各国の個別事
情にある程度は対応できますが、全体としては分散化がよ
り進み、EU全域で調和のとれたプロセスと手順を整備す
るのが一層難しくなるというリスクが生じます。

全面的な調和を実現するには、
欧州レベルで特定の様々な職能
で調和を図るだけでなく、各国で
一貫した方法によって欧州の法
令を実施するように促すことが必
要です

そうした調和が欠如しているため、デポジタリーのパスポー
ト制度導入も実現不可能になっています。このパスポート
制度では、デポジタリーがEU域内で国境を超えてデポジ
タリーサービスを提供できる可能性が生じるため、デポジ
タリーの単一市場の実現に相当します。現在では、ファン
ドのデポジタリーはファンドが組成された国に所在してい
なければなりません。
投資家保護のために責任を変更
AIFMDに伴い、保管する金融商品の損害・損失に対する
責任は全面的にデポジタリーに移りました。この変化は、
UCITS Vでも踏襲されています。しかしながら、この新し
い制度を、投資プロセスにおける全当事者の責任を排除
するものとみなすべきではありません。デポジタリーの厳
格責任は、ファンドとその運用会社の取引に関する意思
決定を受けて預けられた金融商品にのみ適用されます。
したがってファンドは、しかるべきデューデリジェンスと責
任が考慮されていることをプロセス初期に確認することが
重要です。しかし、規制当局のデポジタリーに対する見解
はすでに固まっており、このような考慮によって変わると
はあまり考えられません。

検討すべきより重要な点は、デポジタリーの責任とそれ
に関連する実施コストやリスクが大幅に変更された場合
のインパクトです。このように厳格責任制度に起因して課
題が生じたり、サービスを提供する市場や手数料に関す
るものなど、責務と義務が拡大された場合に管理負担が
増大したりすれば、デポジタリーはどのように対応するの
でしょうか。この問いは確実に重要性を増しています。とい
うのも、このビジネスの経済性を再検討しているのは、責
任の増大や銀行内における最も効率的な資本の配分と
活用に関する全体的な検討を踏まえると、デポジタリー業
務が中核事業ではない組織だからです。
この段階では、最適のバランスが取れているかどうかを判
断するのは時期尚早です。最終的なレベル2の細則が大
きく関わりますし、それよりさらに重要なのは、各EU加盟
国がどのように欧州規則を導入するか、どの程度の要件
を追加するかです。
規制の目的を達成することとサービスプロバイダーがコ
スト効率の高いサービスを提供できることの間で適切な
バランスが取れれば、間違いなく市場参加者全員の利益
になります。改善の余地は当然あります。特に、現在のよ
うな実施の初期段階ではなおさらです。しかし、最終結果
の全体的な重要性を過小評価すべきではありません。な
ぜなら、それがUCITSブランドのEU内外における将来の
成功に寄与するからです。
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保険会社の
投資方針に対する
ソルベンシーIIの影響
マーカス・クリーブ博士
（Dr. Markus Kreeb）
シニアマネジャー
FSIアシュアランス／インシュアランス
デロイト

欧州保険年金監督機構（EIOPA）
が実施に向けて公表した技術基準
および指針の第二弾が2015年9月
に欧州諸国の全言語に最終翻訳さ
れ、2015年9月末に改正委任法令
の新しい草案が公表されたことを受
け、ソルベンシーIIのプロジェクトが
具体化し始めました。
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保険会社を対象とする新しい監督制度が2016年1月1日
から施行され、当初予定されていた適用範囲をはるかに
超える広い範囲にインパクトをもたらします。特に、保険
会社に投資サービスを提供する投資運用会社（ドイツの
KVG）もソルベンシーIIの影響を受けることになります。

なりません。しかし、本稿の主旨は紛れもなく、「投資配分
の最適化に腐心する保険会社の投資方針に対してソル
ベンシーIIがどの程度影響を及ぼし、そのためにKVGが
提供する商品にどの程度の影響が出るか」という論議に
あります。

影響を受けるKVGにとって、ソルベンシーIIの下では
まず個々の投資レベルにおいて保険会社自身の資本
要件を特定する必要性が生じます。ポートフォリオレベ
ルでは分散効果を最大限まで高め、投資配分を最適
化しなければなりません。これだけでなく、監督当局へ
の報告プロセスにおいて保険会社が遵守しなければ
ならない規制上の報告要件も考慮に入れなければ

この分析の出発点は、保険会社の投資方針に不可欠な
少数の検討事項にあります。これらは特に個人保険の分
野において、保険商品自体の要件とパフォーマンス特性
を通して決定されます。何よりも、計算基礎率（保証利率）
を実現しなければなりません。これ以上に重要なのは、剰
余金を配当として被保険者に還元できるようにすることや
保険会社の自己資本に対して適正な利回りを確保するこ
とです。

保険会社の投資方針という文脈において、最適化は、達
成しなければならない最低収益率を勘案した収益率に対
するリスク評価と、予め設定された確率の範囲内でのみ
未達成が許容される目標によって行われます。ソルベン
シーIIに伴い、投資が認められる投資クラスについて定性
的および定量的要件に基づいて直接的に投資を規制す
る方向から、願わくは、保険会社自身のソルベンシー資
本要件を追加的な制限要因としてリスクに基づいて算出
する方向に移行することになります。
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ソルベンシー資本要件は最適化計算、つまり必要となるソ
ルベンシー資本要件の資本コスト、あるいは計算式におけ
るリスク調整後の「期待収益率／所要ソルベンシー資本」へ
のインプットという形で表れます。さらに考慮に入れなけれ
ばならない条件は、常に確保しておくべきソルベンシー資本
要件が現状の自己資本を超えてはならないということです。
これは、許容される現状の自己資本がソルベンシー上のバ
ランスシートから導き出されるために、現在価値の増減が
景気変動と同じ方向に増幅するボラティリティの影響を受け
るために一層難しくなっています。

この環境においてKVGにとって何よりも重要な任務
は依然として、個々の商品の開発で独創性を発揮し、
所要ソルベンシー資本が少なくて済む商品を開発す
ることですが、KVGは予め設定した収益率目標に対
して大きく貢献できる立場にあります
ソルベンシー資本要件の制限要因以外にも、あらゆる投
資クラスに対する定性的要件が追加的な制限として残り、
いわゆるプルーデントマン・ルールの形で考慮に入れなけ
ればなりません。端的に言うならば、保険会社が投資でき
るのは自社のリスク管理チームが適切に管理できるもの
に限られるということです。つまり、監督当局（BaFin）がソ
ルベンシーIIの規制作成段階で公式に通達したように、保
険会社は自社の投資をモニタリングするために自社のパ
フォーマンスとリスク管理比率（risk management ratio）
を策定しなければなりません（これは格付け機関に課され
たCRA規定と酷似しており、保険会社はただ格付け機関
の格付けに依拠するのではなく、自身で評価すべきと定
められています）。この点についてBaFinは、保険会社が
ただ単に資産運用会社の知識だけに頼るのではなく、投
資リスクの管理についてあらゆる関連材料を考慮し、継続
的にこれを管理していることを実証しなければならないと
述べています。
ソルベンシーIIが保険会社の投資方針に与える影響に関
する論議と並行して、一方では個々の投資レベルとそれ
に対応するソルベンシー資本要件、そして他方ではポート
フォリオレベルと継続的に付随する分散効果の2つを区別
しなければならないという論議も進んでいます。個々の投
資レベルに関する検討として意味を成すのはルックスルー
アプローチであり、これによって個々の投資クラスをそれ
ぞれのサブリスクモジュールに分類します。これは、投資
ファンドにも適用されます。

個々の商品レベルでは、予め設定した保険会社の最低収
益率達成を目指す各投資から想定される長期期待収益
率だけでなく、ソルベンシーIIのソルベンシー資本要件で
定められた通り収益率も決定的に重要です。しかしなが
ら、ソルベンシー資本要件の結果生じた各サブリスクモ
ジュールを尊重するだけでなく、金利リスク、集中リスク、
通貨リスク等、リスクサブモジュールに関わる環境も考慮
に入れなければなりません。
保険会社にとって、債券は中核的な投資の基盤を形成し
ています。特に必要なのは、デュレーションを最大限同水
準にすることによって数理債務を再生し、現在の低金利
環境において約束した所要収益率を達成しなければなら
ないことです。さらに、発行体の信用度や格付けにかかわ
らず、達成可能な収益率はあらゆる資産クラスにおいて
小幅であり、長期商品に特に関連性が高い大幅な下落余
地に関わっています。スプレッドリスクのサブモジュールで
社債に規定されている標準フォーミュラを適用するため、
ソルベンシー資本要件は基本的には有価証券の格付け
と残存期間に依拠します。カバードボンドには資本要件が
引き下げられ、直近ではインフラローンでも引き下げられ
ています。
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国家財政の本源的価値に対するインセンティブを構成す
る考え方として、EU加盟国の債券はスプレッドリスクにお
いて基本的にソルベンシー資本要件がゼロとみなされま
す。しかしながら、金利リスクモジュールにおいて債券は
引き続き金利の上向き・下向きのストレスにさらされ、こ
れによって貸方側と借方側双方のデュレーションギャップ
（資産と負債のミスマッチ）が次第にソルベンシー資本要
件に反映されていくことに注意すべきです。
株式投資については、ドイツの過去50年間の経験値によっ
て、7～8％の年間期待収益率が妥当であると示されてい
ます。ソルベンシーIIでは、OECDまたはEEA加盟国で登
録された株式と新興国市場で登録された株式とを区別す
る必要があります。最初のグループには自己資本のスト
レスファクターの原則である39％が、2番目のグループに
は49％のストレスファクターが適用されます。さらに、49％
のストレスファクターが適用される資産は期待収益率が高
く、全損のリスクを伴うためにオルタナティブ投資と分類さ
れる可能性が高くなります。かかる資産はオルタナティブ
投資グループのサブグループに分類し、プライベートエク
イティやヘッジファンド、コモディティー契約と同等とするの
が特に適しています（次ページの「ストレスファクターの標
準モデル概要」を参照）。
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景気循環増幅効果を回避するため、いずれのストレスファ
クターにも循環調整（symmetrical adjustment）のメカニズ
ムを活用しているため、市場サイクルにおけるポジションに
応じて最大10％まで基礎的ストレスファクターが増減しま
す。2013年12月31日現在、これによってストレスファクター
がさらに7.5％上昇し、46.5％から最高56.5％となりました。
株式投資では、経過措置を引き続き遵守しなければなりま
せん。最近では、いずれのタイプの株式にもこれが適用さ
れています。そのうえでストレスファクターが最終的な適用
数値となるまでの7年間の経過措置期間中に22％から直線
的に増加し、こうした経過措置が選択の自由という形で利
用されるようになると想定できます。
また特筆すべきは、特別な自己資本特性を有するインフラ
投資には今後30％のストレスファクターが適用されることで
す。戦略的出資には特殊ケースがあり、向こう12カ月間の
市場価値のボラティリティが大幅に低下する見通しです。ま
た、かかる投資の戦略的特性のため、22％のストレスファク
ターの適用が妥当となります。そうは言うものの、戦略的投
資の根拠となる特殊性を認める要件が策定段階において
比較的限られていることには注意すべきです。保険会社に
とって、不動産は他の自己勘定取引よりもボラティリティが
低いため、複合的な投資の一部として長期的な価値増加の
希望をもたらします。批判の的になっているだけでなく、ロン
ドンの商業不動産の相場動向によってストレスファクターが
調整されているという事実にもかかわらず、不動産投資に
はなお25％のストレスファクターが適用されています。ま
た、保険グループ外から借入れて不動産を取得する場合、
株式投資の2番目のグループと同じストレスファクターが要
求されます。つまり、借入による資金調達は明らかに、スト
レスのかかっていない投資に49％よりもはるかに高いスト
レスファクターを適用することにつながる可能性があると
いうことです。

図1：ストレスファクターの標準モデル概要

投資クラス

1

2

3

サブリスクモジュール

ストレスファクター（％）

調整

株式タイプI

株式

39％

±10％

株式タイプII

株式

49％

±10％

プライベートエクイティ

株式

49％

±10％

ヘッジファンド

株式

49％

±10％

インフラエクイティ

株式

30％

適用なし

戦略的出資

株式

22％

-

不動産

25％

-

EU加盟国の債券

スプレッド

0％

-

社債

スプレッド

格付けと残存期間による

-

カバードボンド

スプレッド

社債より軽減される

-

外部資金借り入れによるインフラ投資
（レバレッジ）

スプレッド

社債より軽減される

-

不動産

ポートフォリオレベルでは、投資配分の最適化に加えて、
特に分散効果を考慮しなければなりません。これは、市場
価格リスクのリスクモジュールとリスクモジュールレベルの
両方において、監督当局が標準化した相関係数行列の標
準フォーミュラを使用して行うことができます（後掲する図
表を参照）。集中リスクや通貨リスク以外にも、特に株式・
不動産と金利商品の間でソルベンシー資本要件の補償効
果が生じることに注意が必要です。その場合には、主とし
て監督規制に基づいて標準化された分散効果で、金利の
低下または有害事象の金利ショックの増加がどの程度想
定されているかに係っています。最初のケースでは0.50の
相関係数を適用し、2番目のケースでは相関していないと
想定されます。

ソルベンシー資本要件は最適化計
算、つまり必要となるソルベンシー
資本要件の資本コスト、あるいは
計算式におけるリスク調整後の
「期待収益率／所要ソルベンシー
資本」へのインプットという形で表
れます
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図2：相関係数行列リスクモジュール

CorrMkt

金利

株式

不動産

スプレッド

為替
レート

金利

1

株式

A*

1

不動産

A*

0.75

1

スプレッド

A*

0.75

0.5

1

為替レート

0.25

0.25

0.25

0.25

1

0

0

0

0

0

集中

集中

1

A* 金利リスクモジュールで金利上昇のシナリオが有害事象を示す場合には相関係数は0であり、それ以外には0.5となる。

要するに、標準化された監督規制とソルベンシー資本要
件では、リスク面の特性が保険会社の投資配分の最適化
計算におけるインプットに見出せると言えます。これは、現
在の投資環境を背景に、高利益を生む代替的な投資形態
には同様に高いソルベンシー資本要件が課されているた
め、保険会社によって予め定められた最低収益率を創出
するという、すでに難しい任務の足かせとなります。つま
り、必要収益率の目標がどの程度達成されるかはついに
保険会社の自己資本によって決定されるようになるという
ことです。
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この環境においてKVGにとって何よりも重要な任務は依
然として、個々の商品の開発で独創性を発揮し、所要ソル
ベンシー資本が少なくて済む商品を開発することですが、
KVGは予め設定した収益率目標に対して大きく貢献でき
る立場にあります。
ポートフォリオレベルでは、分散効果の可能性を最大限活
用するのは投資資本の配分最適化です。これは、非常に
分散化した債券ポートフォリオを想定して運用するクライ
アントの考え方に対応できる可能性がありますが、実際に
は不動産や持分金融商品を複合的に使用した短期投資
や、インフラ投資やプライベートエクイティ、ヘッジファンド
をはじめとするオルタナティブ投資に関わることによって
実現できます。

要約：
•

ソルベンシーIIが及ぼす影響は保険会社や再保険会社の
範囲を大きく超え、投資会社などにも及びます。

•

ソルベンシーIIに伴い、追加的な制限要因として直接的な
投資規制から、リスクに基づくソルベンシー資本要件の算
出へと移行します。

•

ソルベンシー資本要件はポートフォリオの最適化にも影響
を与えており、たとえば資本コストという形で、または所要ソ
ルベンシー資本を考慮して調整した期待収益率や制限要
因としてその影響が表れます。

•

ソルベンシー資本要件（ストレスファクター等）は個々の投
資または資産グループのレベルにおいて算出しなければ
なりません。

•

標準化された相関係数行列によって決定される分散効果
は、ポートフォリオ最適化の際に考慮すべきです。

•

保険会社の自己資本は、保険会社が設定した必要収益率
をどの程度まで実現できるかを決定づけることになります。

•

投資会社の最終目標は所要ソルベンシー資本が少ない商
品を開発することであり、ポートフォリオレベルでは、分散
効果を最大限利用できる投資配分を見出すことです。

「ソルベンシーIIは投資配分の最適化に
腐心する保険会社の投資方針に対して
どの程度影響を及ぼし、そのために
KVGが提供する商品がどの程度影響
を受けるか」
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共通言語
だけでは不十分
マルセル・マイヤー
（Marcel Meyer）
パートナー
監査
デロイト

ロバート・ペイホフスキー
（Robert Pejhovsky）
パートナー
監査
デロイト

ハルトムート・ビルクナー
（Hartmut Birkner）
シニアマネジャー
監査
デロイト

母国語が共通というのは、販売においては非常に重宝さ
れます。結局のところ私たちは、ビジネスについて話す際
には母国語が最も楽だと感じるからです。
競争が非常に国際的であり、多くのセグメントで業界リー
ダーが「外国」（特に英国や米国）から市場に参入してくる
場合、母国語が同じであれば帰属意識が芽生えます。

ことにより、概ね統一された基準を有する（少なくとも類似
の基準が確立された）単一市場では、国境をまたいだ販売
活動が促進されています。ドイツとオーストリアはEU加盟
国として、リヒテンシュタインはEEAの加盟国として、前述の
指令がもたらす潜在的可能性から多くの形で恩恵を受けて
います。

筆者の経験から言えば、営業チームの設立に当たって、
言語は主たる原動力になるように思われます。特にドイ
ツ、オーストリア、スイス、リヒテンシュタインにまで及ぶド
イツ語圏ではなおさらです。残念ながら、言語が同じでも
法規が同じとは限りません。これまで欧州連合（EU）や欧
州経済領域（EEA）への加盟という誘惑に抵抗し続け、少
なくとも当面はそうし続けるとみられるスイスでは特にそう
です。
ビジネス上の観点から言えば、加盟への大きな誘惑が多
くの場合に存在することは間違いありません。中でも、資
産運用は顕著な例です。UCITSやAIFM指令が導入された

ドイツ語圏での商品登録に関する実務家の見方を概説して
おきたいと思います。これは、国境をまたいだ販売において
は重要な要素です。ドイツ語圏では言語が共通であるにも
かかわらず、検討すべき規制制度は4つあります。このた
め 、 筆 者 は 公 募 （ 基 本 的 に は 、 UCITS の 世 界 ） と 私 募
（AIFM指令をはじめ、UCITS以外）に分けることにしまし
た。これは、ドイツ語諸国に適用される様々な規則を検討
する際に有効な手法であることが実証されています。筆者
は、同種の規則が適用される国のグループ分けも試みて
います。
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公募

オーストリア

ドイツ

リヒテンシュタイン

オーストリア、ドイツおよびリヒテンシュタインは、UCITS指
令の恩恵を享受することができます。つまり、これらの国
に本籍を置き承認を受けたUCITSはすべて、UCITS IVに
基づきこれらの国々の規制当局間の通知手続の対象で
す。しかし、国境をまたいだ販売のあらゆる面が統一され
ているわけではなく、加盟国が自国の規則を僅かに維持
する一定水準の自由が認められていることは、実務上は
大きな影響があります。こうした個々の特殊性に対処する
ことは可能ですが、多大な時間を要し、発売までの時間が
重要となる場合には（そうである場合が多い）ストレスとな
ることもあります。表1に、対象市場におけるUCITS通知の
適用上の相違を抜粋してまとめています。国内エージェント
（情報エージェントや支払代理人など）の指名が義務付け
られたことは、市場参入までのスケジュールの決定に影響
を与えますが、これは当該エージェントの選定や交渉プロ
セスは時間を要し、検討を要するためです。

ドイツ

スイス

スイスは欧州第三国として、EU法規の動向を注視してい
ます。スイスの資産運用会社が欧州の集団投資スキーム
を運用する場合、欧州の相手先がスイスの法令を遵守す
ることが必要な要件となります。ただしスイスは、EUの法
律をスイスの法律に取り込んだ場合には、スイスにとって
欧州市場へのアクセス拡大が可能になるという期待を常に
有していました。このため、スイスは、欧州のUCITSと同
種のファンドを導入しました。スイスの証券ファンド
（Effektenfond）は、UCITSと基本的に同じ規則を遵守し、
一部の点においてはより厳格な規則が適用されています。
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EU法に従うことにより、市場アクセスの拡大という点では、
初めてスイスと欧州の相手先に利益がもたらされたように
思えます。2014年1月1日に、ドイツの連邦金融監督庁
（BaFin）とスイスの連邦金融市場監督機構（FINMA）間の
協定が適用となり、欧州からスイス（その逆も同様）での市
場販売を想定したUCITSに関する通知手続が導入されまし
た。通知手続はUCITSと同じであり、エージェント（支払代
理人など）の指定に際してはEU加盟国間で適用されるのと
同じ規則が適用され、文書化と特定言語の採用が求められ
ます。この規制当局間の通知手続は、以下の点でドイツと
スイス両国の資産運用業界にとって非常に有益です。
1. 新商品や既存商品の市場投入が最小限の遅れで済む
2. 市場参入が極めて正確に計画できる
以上のポイントは宣伝上重要であり、主要クライアント（シー
ド投資家など）との関係強化には必要不可欠です。複雑な
承認プロセス（多くの当事者に依拠するため、多数の誤謬
が生じる原因となりうる）により遅れが生じると、クライアント
の資産運用会社に対する信頼、ひいては資産運用会社の
サービスプロバイダーに対する信頼が問われる可能性があ
ります。ある国での商品発売の確定スケジュールの遅れが
管理不能な理由により生じたとしても、クライアントへの説
明は容易ではなく、クライアントはそうした遅れを疑いの目
で見る可能性があります。
ドイツとスイス間で通知手続が導入されたことにより、純粋
に販売の視点から見た場合、ドイツ語圏の全市場の個人投
資家をターゲットとする資産運用会社にとって魅力的な状況
となっています。つまり、ドイツの法令に基づいてUCITSを
発売し、簡素化された通知手続を利用してドイツ語圏のす
べての国で販売することができます。

オーストリア／リヒテンシュタイン

スイス

前述した通知手続の簡素化は現在、ドイツのUCITSに限
られています。オーストリアとリヒテンシュタインのUCITS
は、スイスで公募活動を開始する前にFINMAの承認を受
けるという標準手続を踏まなければなりません。たいてい
の場合、必要な文書が所定の形式ですべて提出された場
合には、合理的な期間（1カ月以内）で承認を得ることがで
きます（検討すべき特定の要件については、表1を参照）。
例外的なケースでは、承認プロセスがより長期に及ぶ場合
があります。すなわち、UCITSの組織的構造として、投資
アドバイザーが実質的にUCITSの運用会社として機能す
る場合（ライセンス要件を意図的に回避した場合）です。

スイス

リヒテンシュタイン

スイスの集団投資スキームをリヒテンシュタインで登録する
ための手続と要件は、逆の場合と非常に類似しているた
め、この点についてはこれ以上の解説を省略します。

スイス

オーストリア

スイスの集団投資スキームは、ドイツのように、UCITSの
通知手続の対象ではなく、協定もないため、スイスは欧州
第三国とみなされています。したがって、スイスの集団投資
スキームをオーストリアで公募する場合の標準的手続はあ
りません。
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私募

オーストリア

ドイツ

リヒテンシュタイン

AIFMDおよび関連するEUパスポート制度の導入により、
AIFM（オルタナティブ投資ファンド運用会社）が国境を越え
限られた一定の条件を満たすターゲット層へ販売する場合
には、商品レベルに適用される個別の要件はなくなりまし
た。国境を越えたサービス提供に関するAIFMの通知に
は、AIFMが販売予定の関連するAIF（オルタナティブ投資
ファンド）のすべてが含まれます。通知手続は厳密にはい
まだ統一されていないものの、（AIFMDの報告義務と比較
すると）EU加盟国を拠点とする資産運用会社にとって大き
な問題にはならないはずです。
しかしながら、EEA加盟国であるリヒテンシュタインは特殊
ケースです。AIFMDはまだEEAの全加盟国に採用されて
いないため、リヒテンシュタインは現在第三国とみなされて
おり、国内で販売される国外のAIFおよび国外に販売され
る国内のAIFには統一されていない各国の制度が適用さ
れます。向こう数カ月でこの状況は変わる（つまり、AIFMD
がEEAの全加盟国に適用される）見通しであるため、この
点についてはスイスとの関係に関する次の説明をご覧くだ
さい。

1. （i） 規制対象の金融仲介機関である銀行、証券トレー
ダ ー、 フ ァ ン ド運 用 会 社 およ び集 団 投 資 ス キ ー ム
（CIS）の資産運用会社または（ii）規制対象の保険会
社（CISA第3（1）条、10（3）（a）および（b）条）にのみ業
務を指示することによって、完全にスイスの規制対象
外に留まる。この他に利用可能な免除規定としては、
販売活動が投資家主導であること（すなわち、何らか
のリバースソリシテーション）が常に要求される。
2. スイスの法律に基づいて、適格投資家のみをターゲッ
トとする。適格投資家には、上記の企業や特定の追加
的なターゲット投資家（それぞれプロのトレジャリーを
有する企業や年金ファンドなど）が含まれる。この場
合、関連する投資スキームはFINMAの承認を取得す
る必要はない。スイスの代理人と支払代理人を指名す
るとともに、少数の追加的な規則を遵守することが求
められる。

スイス

オーストリア／ドイツ／リヒテンシュタイン

スイス

スイスの限られたクライアント（個人投資家を除く）をター
ゲットに設定したい場合、オーストリア、ドイツ、リヒテンシュ
タインの資産運用会社が検討すべき選択肢は2つありま
す。UCITSとして認められない商品はすべて、この経路を
踏まなければなりません。それ以外の場合には、適用され
る規則がスイスの法規と同等であることをFINMAに示さな
ければならないからです。たいていの場合、適用される規
則は全く同等とはいえないため、これは非常に難しく、EEA
の資産運用会社が取り得る選択肢は次の通りとなります。
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オーストリア／ドイツ

AIFMDパスポート制度の第三国への適用が明確にならな
い限り（ESMAはこの件に関して助言を公表し、欧州委員
会に対して2016年3月までこの件の協議を先送りするよう
提言）、オーストリアのFMAが定めた私募制度を遵守しな
ければなりません。オーストリアの私募制度では、UCITS
または同等の集団投資スキームについて明確に言及して
います。オーストリアの制度の主たる基準は、ターゲットと
する個人の（i）数（最高149人まで）、（ii）内容（保護の必要
性）および（資産運用会社からの）匿名性です。ただし、こ
れらの基準についてはケースバイケースで判定する必要
があります。

スイス
ドイツ
万一前述の通知手続が適用されない場合、スイスの資産
運用会社は、ドイツのプロフェッショナル投資家またはセミ
プロフェッショナル投資家向けに販売する投資ファンドの
登録は可能です。承認プロセスは極めて膨大（セミプロ
フェッショナル投資家をターゲットとする場合にはさらに膨
大）であり、基本的に、国内法規のEU規則（すなわち
AIFMD）との同等性を示すことも含まれます。必要書類一式
の提出後、プロフェッショナル投資家に販売する場合には

2カ月以内、セミプロフェッショナル投資家に販売する場合
には4カ月以内にBaFinが決定を下します。

スイス
リヒテンシュタイン
正式な規則と手続の手順は、公募に関して前述したものと
同一です。

表1：公募に関する重要な要件の概要

オーストリア

ドイツ

支払代理人

リヒテンシュタイン

スイス

UCITSのユニットが個別に
証書として発行されている
／された場合にのみ必要

情報エージェント

アンブレラ

通知されたコン
パートメントを
記述

通知されていないコンパー
トメントを関連する販売資
料に明確に記述する

ドイツの投資家向けの情報
には明確に、

他の主たる
具体的な特徴

1. ページ数を入れる
2. 目次に列挙する

税務固有の要件

税務申告

税務申告

特別な要件
はなし

通知されていない／承認されていな
いコンパートメントに関する記載はす
べて販売資料から削除

スイスの投資家向けの情報には規定
の用語を使用
総費用比率の公表
代理人、支払代理人および書類の入
手場所を各公表資料に記載

税務申告

税務代理人の
指定

必要

不要
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欧州の
規制報告の将来像
ゲオルグ・グロース
（Georg Groß）
情報、市場データ＋サービス統括
ドイツ証券取引所グループ

欧州における規制上の報告義務が将来どうなるかを見通すには、
金融サービス規制の現状を理解しなければなりません。その次の
ステップでは、新しい規制要件に対して市場がどのように反応する
か、規制当局の将来の狙いは何かについて自問しなければなりま
せん。グローバル規模の市場インフラプロバイダーは状況の変化
に適応するだけでなく、市場の安定性と機能性の向上を後押しす
るように努めるべきです。この点について、課題と機会の両方が多
数存在しています。規制は、技術的進化と新しいグローバル市場
とともに、将来の市場の3本柱を形成しているのです。
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市場インフラの運営者は、欧州の各国政府、欧州議会、
規制当局から任命を受けた強力な規制報告上の役割を
果たせるよう準備を整えなければなりません
MiFID II、MiFIR、REMIT、CSDR、SFTR、MAD／Rと
いった新しい大量の規制が近い将来導入されることで、市
場インフラのプロバイダーとその子会社のインフラ、リソー
ス、予算に多大な影響が及びます。
略語が氾濫しているため、規制間の相乗効果や省力化の
可能性を把握する複雑さと難しさが増大しています。規制
当局の視点から見れば、手元のタスク、すなわち、世界が
再び新たな金融危機に陥ることを食い止めるためのG20
の指令を果たすべく、すべての金融市場を取り締まること
は、一層困難を極めるように思えます。
現行の規制は、規則の遵守と、新たな市場、課題および
機会の構築にまで及ぶ様々な視点から検討できます。市
場インフラのプロバイダーは、あらゆる角度から市場の規
制を検討し、新しい規制に適応するだけでなく、他のあらゆ
る市場参加者と同様、システムやインターフェース、ワーク
フローを変えていくという負担を負わなければなりません。
規制の中には取引所に直接向けられたものもあり、特に
超高速取引やアルゴリズム取引の果たす役割が規制当
局の注目を集めています。規制当局の懸念としては、「フ
ラッシュクラッシュ」（相場の瞬間的な急落）がこれまでに何
度か確認されているが、その原因が解明されていないた
め、システム上の問題発生の前兆であるかもしれないこと
です。こうした問題を取引プラットフォーム上で食い止める
ことは極めて難しいものの、規制の背後にある動機は評
価を受けています。
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規制上の施策はかなり以前から2つの相互に関係するト
ピックに焦点を当てています。すなわち、不透明なOTCビ
ジネスとデリバティブの陰に潜む信用リスクです。20年以
上の間、OTC市場は金融市場の新商品やイノベーションを
育む土壌となっていました。その一方で、市場を放任すれ
ば、市場は、リスクが制御不能にならないようにすること
も、あらゆる参加者に対して公平な競争条件を創出するこ
ともできないことは、LIBORの不正操作などの不祥事で十分
に実証されています。当初、こうしたことから利益を得ていた
のは総じて投資銀行でしたが、多くはその後、自身の行いが
一因となった金融危機に飲み込まれてしまいました。
現在そして予測し得る将来においては、そろそろ後始末を
して、金融市場の機能に対する一般市民と国の信頼回復
を図るべき時です。規制当局は、報告規制を通じて、金融
システムにどのようなリスクが存在しているかを把握したい
と考えています。また、情報公表の仕組みによって、あらゆ
る取引所、あらゆる資産クラスについて、市場取引に関す
るリアルタイムの情報を投資家に提供できるようになること
を期待しています。このため、規制当局は「取引情報蓄積
機関」（TR）、「認定報告機関」（ARM）、「認定公表機関」
（APM）などの新しい機関を考案しました。最後に「統合
テーププロバイダー」（CTP）が、少なくとも1件設立される
予定です。その狙いは、チャネルを問わずすべての取引を
1つのテープにし市場に提供することです。
市場インフラの運営者は、欧州の各国政府、欧州議会、規
制当局から任命を受けた強力な規制報告上の役割に注力
しなければなりません。

金融市場の変容に拍車をかけている3つのトレンド（継
続的デジタル化と自動化、グローバル化、包括的規制）
は互いに絡み合っています
長期的な視点から、規制が金融市場に現在集中している
ことを、線香花火のように一時的なものと解釈したい誘惑
に駆られます。そうは言うものの、金融市場に対する重点
的な規制強化は向こう何年も衰えず、後戻りすることはな
いと思われます。
第一に、規制が新しい市場を形成しつつあります。従来型
の（OTC）デリバティブ取引は、いずれ変容を遂げるか消
えることすらあります。標準的なデリバティブは、欧州証券
市場監督局（ESMA）が定めた清算義務に基づいて中央
清算機関（CCP）を通じて清算しなければなりません。
ESMAが「取引義務」を定めたことにより、流動性が十分
な場合にはOTCでの取引はすでに禁じられています。そ
の代わり、組織化された取引施設（OTF）という新しいタイ
プの取引所で取引されることになります。債券市場でも、
銀行が自己資本規制を課され、バイサイドが以前より大き
な役割を果たさざるをえないため、伝統的な役割が変わり
つつあります。
さらに、新規制では、証券やデリバティブ取引を行い、相
当規模のポジションを自己勘定で取引する投資会社は、
「システマティック・インターナライザー」（SI）として登録しな
ければなりません。SIには執行市場とほぼ同等の取引前
と取引後の要件遵守が義務付けられています。すでに確
立された執行市場は、新興のOTFやSIといった新しい
パートナーが規制上の報告義務を果たせるよう支援する
必要があります。
また、新しいスタイルの規制は、将来を見据え、リスク低
減を目指しています。2007年から2008年の金融危機を受
けて信用リスクを低減するために規制当局が出した答え
は、すべての取引の有担保化です。次なる規制の波は、
証券金融取引（SFTR）を対象とし、実際に有担保化を実
現することを目的としています。欧州議会は、ESMAの
MiFIR RTAとITSの現行草案を確認しているところです。
クリアストリームは、グローバル・リクイディティ・ハブを通じ
て、担保の管理と最適化に関する規制上の制約に対処す
るためのサービスを顧客に提供しています。顧客はSFTR
に関して今後導入される規制上の報告義務に関しても、
市場インフラの運営者に支援を求めるべきです。

市場オブザーバーは、当然ながら、現行のEMIR規則の一
環で収集されたデリバティブのデータのほとんどは矛盾し
たものであることを指摘しほくそ笑んでいます。これには、
標準化の欠如、規則間の相違、相反する規則など幾つか
の原因があり、その解決には数年を要するものの、いずれ
も永続的な障害物にはなりえません。興味深いことに、規
制上の施策が標準化を促す原動力となっており、このこと
は取引のデジタル化においてより重要な条件となります。
た と え ば 、 固 有 取 引 識 別 子 （ UTI ） 、 取 引 主 体 識 別 子
（LEI）、固有商品識別子（UPI）などがそれにあたります。
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機会と同じように、やがては消えていきます。テクノロジー
はゲームチェンジャーとなります。規制にテクノロジーを採
り入れたことにより、デジタル化と自動化という驚異的変化
が生じました（この変化はなお発達段階にあります）。ほん
の数年前まで、数百万もの日々の取引が生み出す膨大な
データを使いこなすことは不可能に思えました。しかし、ビッ
グデータの時代となった今、コンピュータやデータストレー
ジがテラバイト級のデータを易々と扱えます。現在の規制
の波による問題はあるものの、規制当局や投資家による市
場の監視へ向かう中、リアルタイムですら監視可能という
真の進歩が得られようとしています。市場で1つの取引が
成立する度に、規制当局の帳簿に影の取引が記録される
ことになります。
市場インフラのプロバイダーは、クライアントに包括的な
サービスを提供できるよう努めなければなりません。主要
市場のベンチマーク商品の流動性などの重要な情報は、
取引プラットフォーム上で提供すべきです。売買、清算、決
済という金融証券取引のバリューチェーンの各段階のサー
ビスを単一のサービスとして提供することは、これまで中傷
されてきました。しかしながら、クライアントが自身の中核事
業に集中するために何よりも重要なのは、信頼性と堅牢
性、スピードとコネクティビティです。規制関連サービスを統
合することが、顧客への完全なサービス提供を目指すビジ
ネスモデルの論理的な帰結となります。

金融市場とグローバル化は、生来のパートナーです。域内
の規則の制定には国家（を超えた）主権が存在し、これが
グローバル取引という現状と相反するため、摩擦が生じて
います。ある当事者はある区域に所在するが、その相手先
は別の区域に所在しているわけです。しかしながら、米国
の規制（ドッド・フランク法）や、欧州の規制（MiFID IIな
ど）、その他の国の新たな規制は十分に整合していると
思われるため、国境に沿って分断されることを懸念する
必要はありません。途中段階では何らかの問題が生じ、
規制の裁定の可能性も当面はありますが、あらゆる裁定の
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規制対象市場では、取引プラットフォーム上で行われた取
引について透明性と報告義務の遵守が義務付けられてい
ます。規制当局が各執行市場間で足並みを揃えて義務を
負う中、ドイツ証券取引所は他の市場インフラ運営者と同
様、自身の規制プラットフォームを他の市場参加者にも開
放しなければなりません。インフラプロバイダーが自身の商
品をより広く開放するメリットは、顧客基盤が大幅に拡大す
る可能性があるため、構築コストを分散させられることにあ
ります。これはクライアントにしてみれば、課題をアウトソー
スし、規制報告ハブの構築と運営に関わる費用負担を共
有できることになります。

クライアントは、MiFID II関連要件の遵守のためのサポー
トを期待しています。市場インフラの運営者は、顧客への
サービス提供において絶好の位置におり、欧州の規制報
告の中央集約的なハブを提供するとともに、必要なサービ
スがMiFID IIの取引報告サービスであれ、OTC取引報告
サービスであれ、クライアントが規制上の義務を効果的か
つコスト効率的な方法で遵守できるよう信頼できるパート
ナーとして支援することができます。MiFID IIの取引報告
サービスでは、クライアントがARM経由で適切なデータを
各国の管轄当局に提出することができるようになります。
MiFID IIのOTC取引報告サービスは、クライアントがAPA
経由で新たな規制に基づきOTC取引の透明性の要件を満
たすことができる、効率的かつ明快な選択肢となります。
中央集約的な規制報告のハブは、報告義務の多くの面に
対して戦略的回答を提供するものとなります。
データ、データ、そしてデータ。私たちは、規制関連データ
の収集段階にあります。顧客が日々Regis-TRに送信して
いるデリバティブ取引は700万件に上ります。
規制当局がこうしたデータをふるいにかけ、理解すること
の難しさについては、多くの文献があります。賞賛すべき
は、データ品質が不十分で結論を導き出せない場合に、
規制当局が率直にそれを認めていることです。たとえば、
欧州証券市場監督局（ESMA）は、これを理由に、金融商
品市場規則（MiFIR）導入のための最近の規制に対応した
技術仕様で為替デリバティブのパラメータ化を行うことは
除外しています。
データの統合は現在、注目の的となっています。このた
め、規制当局は規制データサービスのプロバイダーが市
場参加者と取引情報蓄積機関の間を繋ぐ中間層として機
能する体制、あるいは各規制当局のデータベースとして機
能する体制を想定しています。

市場運営者が中央集約的な規制報告の
ハブを構築すれば、顧客は規制上の負担
を軽減できます
規制当局が質の高いデータを必要とする理由は、リスクポ
ジションに目を光らせるためだけではありません。市場規制
の中心にある考え方は、透明性の程度は、取引当事者の
正当な利益（取引量の少ない流動性の低い市場での取引
による利益を明らかにしないことや、取引成立前に規模が
大き過ぎるポジションを摘発すること）とのバランスを取る
必要があるということです。パラメータ化の精巧なスキーム
がサブアセット、サブクラス、さらには商品レベルで構築さ
れており、このスキームは市場の流動性に対する効果を確
認の上、常に再調整が必要になります。規制報告のハブ
は、市場行為に精通しているが中立的であるため、健全な
データを提供し、規制当局と市場参加者の透明性と流動性
の間のトレードオフに関する公平な見方を促進することが
できます。
執行市場やAPA（OTCの場合）から受け取る取引後の
データは、リアルタイムで「欧州統合テープ」（ECT）に利用
され、15分後からは無料で提供されることになります。これ
は、主にバイサイドが求める取引後の透明性を欧州市場で
確保するうえで最も重要な原則です。規制報告のハブはク
ライアントの全データを標準形式に転換する責任を負いま
す。APAとして、規制報告のハブは質の高いOTCデータの
提供が規制で義務付けられることになるでしょう。
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規制対象市場は、取引プラットフォーム上で行われ
た取引について、透明性と報告に関する義務を果
たさなければなりません

現 行の市場規制の成功は、規制自体で保証されている
わけではありません。しかし、強力な規制報告のハブを構
築すれば、多くの問題の軽減に役立ちます。特に最初の
数年間、すなわち、旧体制から新しい規制報告の体制へ
の移行期間ではその可能性が高まります。あまりに多く
の市場参加者が規制上の負担に圧倒されれば、流動性
がなくなる可能性すらあります。規制コストの急激な上昇
に伴い、市場参加者は一部の市場からの撤退を迫られる
こともあり得ます。
クライアントにとって規制上の義務に係るコストは大きな懸
念材料ですが、定性的な面も検討しなければなりません。
残念ながら、規制当局は対象商品の「ゴールデンソース」
を提供しているわけではありません。正確な参照データの
提供は、クライアントが長期にわたって懸念している分野
です。OTCデリバティブ取引の報告については、商品範
囲の曖昧さもあります。法的拘束力のある文章の解釈に
曖昧さは存在すべきではありませんが、往々にして存在
するのが実情です。曖昧さは解釈の余地が生じる結果、
法的リスクが伴います。銀行が質の低いデータを提供して
きた長い歴史を経て、規制当局は、報告ミスや過大報告、
過少報告に対して寛容ではない傾向にあります。

中央集約的な規制報告のハブがクライアントを支援できるも
う一つの点は、報告の委任です。取引報告では、取引当事
者双方の責任者（またはアルゴリズム）を特定します。これ
は、銀行からサービスを受けていながらも自身のクライアン
トの機密情報を守りたいと考えるバイサイドのクライアントの
利益に反する可能性があります。このような場合、銀行は、
規制報告プラットフォーム上で生成された取引レポートを公
表することができます。クライアントは別途、プラットフォーム
に直接アクセスすることにより機密情報を記録できます。
ハブサービスの構造がクライアントに提供するのは、MIFID
II関連の報告義務を達成するために必要な戦術的ソリュー
ション以上のものです。ARM、RRM、取引情報蓄積機関の
いずれであろうと、複数の規制に対応したデータの捕捉を支
援し、関連データを規制ごとに正確な提出先に送付します。
ハブはこのように現行規制に対応する一方で、SFTRをはじ
めとする将来的な規制や他の地域の規制に対する基盤を
構築しているのです。
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MiFID II に基づく
ファンド販売
EU全域でファンドを
販売する投資運用会社の
戦略上の検討事項
デイヴィッド・ストラカン
（David Strachan）
パートナー
欧州規制戦略センター
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ジョイ・カーショー
（Joy Kershaw）
マネジャー
欧州規制戦略センター

カチャ・ボブロヴァ
（Katya Bobrova）
アシスタントマネジャー
欧州規制戦略センター

MiFID II1は投資ファンドの販売に多大な影響を及ぼし、そ
の影響は販売チャネルによって異なります。EU全域で販
売されているファンドの運用会社は、自社のビジネスにど
のような影響が及ぶかについて検討する必要があります。

MiFID IIに従い、ファンド販売は、商品のガバナンス、適合
性評価、誘因報酬および投資家への情報開示に関する新
しい規則によって再構築されます2。デロイト3は10月、運用
会社の様々なビジネスに対してMiFID IIがどのような戦略
上の影響を及ぼすかを論じた文書を公表しました4。販売に
関しては、MiFID IIが直販（D2C：direct-to-client）商品の

増加やデジタルサービスをさらに牽引していく可能性が
あると結論付けています。ただし、MiFID IIの影響は、EU
各国の販売モデルに応じて異なります。本稿では、こうし
た相違について詳細に検討し、各販売チャネルに対する
MiFID IIの影響の視点から、運用会社が自社をどのよう
にポジショニングできるかについて論じていきます5。

1
2

第2次金融商品市場指令および金融商品市場規則。
本稿公表時点においてEU機関では、当初2017年1月3日に設定されていたMiFID IIの実施期限を先送りする可能性について協議が
進んでいました。

3
4
5

Deloitte LLP
Navigating MiFID II: Strategic decisions for investment managers, Deloitte, Oct 2015

筆者は本稿執筆に当たり、デロイトのクライアントチーム（ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、英国）と協議した
ほか、（EU圏内で）ファンドの最大の本籍地であるアイルランドとルクセンブルクのデロイト担当者の意見を収集しました。
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MiFID II基づく投資家保護の規則はどのような点が最
も大きく変わるのか？
•

•

商品のガバナンス：商品プロバイダーは、商品と
販売戦略が特定のターゲット市場のニーズに合
致しており、かつ販売者が商品の適切な理解と販
売に必要な情報を有していることを徹底させるこ
とが義務付けられます。販売者は、販売情報を商
品プロバイダーに送付することが求められる見通
しです。プロバイダーと販売者間で契約の再交渉
や継続的な情報交換が必要となるため、コストは
上昇します。
適合性評価：ストラクチャードUCITS6やAIF7を含
め、より幅広い商品が複雑とみなされることになり、
適合性評価の対象となります。このため、販売前に
投資家の知識と経験の評価が必要になります。

EUにおけるファンド販売の現状
ファンドの販売モデルは、EU加盟国によって異なります。
これは監督体制の相違、過去の販売構造、消費者の嗜好
など、様々な要因から生じています。
多くのEU加盟国において、リテールファンドの最大の販売
者は銀行であり、インハウスファンドを主に販売している
国（ベルギー、フランス、スペイン等）もあれば、より幅広い
ファンドを販売している国（ドイツやオランダなど）もありま
す。これに対して英国では、リテール市場へのファンド販
売は概ねプラットフォーム経由（89％）か、独立フィナンシャ
ルアドバイザー経由、あるいはその2つの組み合わせの
いずれかとなっています9。英国では近年、プラットフォーム

•

誘因報酬：独立アドバイザーとポートフォリオ運用
者は、第三者から誘因報酬を受けることが禁じら
れます8。その他の会社は、引き続き誘因報酬を受
け取ることが認められています。ただし、誘引報酬
がクライアントに対するサービスの質の向上を意
図するものであり、かつ当該会社が誠実、公正に、
プロフェッショナルとして、クライアント利益を最優
先に行動する能力を損なわない場合に限ります。
何がサービスの質の向上に該当するかに関する
規則は、MiFID Iよりも厳格化される見通しです。

•

投資家への情報開示：MiFID IIでは、独立投資アド
バイスの定義をEU全域で導入し、かかるアドバイ
スを提供しているかどうかをクライアントに開示す
るよう企業に求めています。また、コストと手数料
に関してより詳細な情報開示も求められます。

の利用が大きく伸びており、現在ではウェルスマネジャーが
クライアント向けのプラットフォーム構築に関心を示す場合
もあります。オランダでは、国内の規制当局であるオランダ
金融市場庁が2014年1月に第三者の誘因報酬を禁止して
以来、プラットフォーム経由の販売比率が高まっています。
オランダの消費者には、現在、オンラインプラットフォーム
経由での投資に幅広い選択肢が用意されています。全
オンラインプラットフォームで「執行のみ（execution-only）」
による販売が行われていますが、自動アドバイスの提供も
行われている場合もあります。他のEU加盟国では、プラッ
トフォームが徐々に広がり始めていますが、リテール顧客
が直接プラットフォームから購入する比率は依然として低
水準に留まっています（グラフを参照）。

UCITSとは、譲渡性証券に対する集団投資事業です。UCITS IV指令第36（1）条では、ストラクチャードUCITSとは、事前に設定さ
れた特定日において、金融資産、インデックス、類似の特性を備えた参照UCITSポートフォリオのパフォーマンスや実際の価格変動
などの条件に連動し、アルゴリズムに基づいた収益を投資家に提供するUCITSと定義されています。
7 オルタナティブ投資ファンド運用会社指令で定義されているオルタナティブ投資ファンド。
8 独立アドバイザーとポートフォリオ運用者は、一定の条件を満たした場合、非金銭的な僅かな便益を受け取ることが引き続き認めら
れています。
6

9
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Asset Management in the UK 2014-2015, The Investment Association Annual Survey, Sep 2015.

以下の図表は、EU圏内のプラットフォーム経由のファンド販売の概要を示したもので、各国におけるプラットフォーム経由
のファンド販売額（10億ユーロ単位）を記載しています10。グラフ内に示した国ではいずれもプラットフォームに対する需要
がありますが、その多くは機関投資家を対象としています（イタリアやスペインなど）。一方、英国とオランダのプラットフォー
ムは、主として個人投資家を対象としています。

図 1: ファンドプラットフォーム ― 市場でのポジショニング

スイス
€269.5

オーストリア
€19

銀行での販売比率

オランダ
€15.5

イタリア
€223.3

フランス
€98.7
ドイツ
€170.3

単位：10億ユーロ

スペイン
€39.5

英国
€298

個人投資家

機関投資家

出所：The Platforum “European platforms and open architecture 2014: A traveller’s guide to the galaxy”, March 2014

10 MiFID II, What will be its impact on the investment fund distribution landscape? Deloitte, Jun 2015
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一部の国では、運用会社が独自のD2Cプラットフォームを
構築しています。たとえばスペインでは、個人投資家に対
する個別のアドバイスはコスト効率が低いため、少数のプ
ライベートバンクとユニバーサルバンクがオンラインプラット
フォームを設立しました。こうしたプラットフォームは「執行
のみ」のサービスを提供しているほか、一般的なアドバイス
を提供する場合もあり、投資家が会費を支払うシステムと
なっています。ドイツでは、少数の投資運用会社が自社の
ファンドを販売するプラットフォームを開設しています。
独立アドバイスがリテール販売に占める割合は多くのEU
加盟国ではほんのわずかですが、富裕層では広く利用さ
れています。「ロボアドバイス」 11を提供するプラットフォー
ムは少数ではあるものの、その数は増えています。欧州
委員会はリテール金融サービスに関するグリーンペー
パーの中で、デジタル化による競争促進と消費者の選択
拡大について検討しています12。欧州監督機構の共同委
員会は金融アドバイスの自動化に関するディスカッション
ペーパーの中で、自動アドバイスの潜在的便益を活用し、
リスクを低減するために必要な施策について、ステークホ
ルダーの意見を求めています13。英国でも、財務省と金融
行動監視機構がFinancial Advice Market Review14の一
環で、複雑性の低い金融ニーズのある人々にアドバイス
を提供する際に運用会社が何らかの障害に直面している
かどうかについても調査しています。

多くのEU加盟国では、個人投資家にAIFやUCITSが販売
されています。個人投資家に販売されているAIFの中に
は、各国のリテールファンド制度（英国のUCITS非適格リ
テール・スキームなど）に合致したファンドやクローズドエン
ド型ファンドなどがあります。たとえば、個人投資家に販売
されているAIFにはドイツの不動産ファンドやフランスの資
本投資ファンド、ベルギーのキャピタルプロテクションファン
ドなどがあります。フランスなど一部の国では、個人投資の
多くは生命保険商品を通じて行われています。保険販売指
令（Insurance Distribution Directive）が保険ベースの投
資商品の販売を規制するとともに、MiFID IIと同等の投資
家保護を目指しています。
一部の国では、複雑な商品の個人投資家への販売を抑制
するためにすでに施策を講じた監督当局もあります。たと
えばベルギーでは、特に複雑なストラクチャード商品の販
売を一時停止15した結果、ストラクチャード商品の複雑さが
大幅に低下しました。イタリアでは、複雑な金融商品の個
人投資家への販売に関して規制通知16を行ったところ、多
くの運用会社で一部商品の複雑さが低下しました。

MiFID IIに従い、ファンド販売は商品のガバナン
ス、適合性評価、誘因報酬および投資家への情報
開示に関する新しい規則によって再構築されます

11 「ロボアドバイス」とは、アルゴリズムに基づいてポートフォリオを運用する自動オンラインサービスであり、人手の介入を極力抑え

たものです。
12
13
14
15
16
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Green Paper on Retail Financial Services, European Commission, Dec 2015.
Discussion Paper on automation in financial advice, Joint Committee of the European Supervisory Authorities, Dec 2015
Financial Advice Market Review, Call for input, Her Majesty’s Treasury and Financial Conduct Authority, Oct 2015.
Moratorium on the distribution of particularly complex structured products, FSMA, 2011.
Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziara complessi ai clienti retail, Consob regulation n.0097996/14, Dec 2014.

MiFID IIは、様々な販売チャネルにどのような影響を及ぼ
すか？
新しい誘因報酬に係る規則は、ファンドの販売手数料を受
領している銀行に対してクライアントへのサービスの質の
向上をより厳格に示すことを要求する見通しであるため、
銀行に影響を与えることになります。銀行は多くの場合、
独立アドバイスを提供していないため、独立アドバイザー
に対する誘因報酬の全面禁止による影響は大きくはあり
ません。幅広いプロバイダーのファンドを販売している銀
行では、商品のガバナンス規則によりコストが大幅に上昇
する可能性があるため、場合によっては、販売するファン
ドのプロバイダーを絞ろうとするでしょう。このため、外部
ファンドよりもインハウスファンドの方が有利になります。
「執行のみ」のサービスに基づきAIFやストラクチャード
UCITSを販売している場合には、販売プロセスに適合性
評価を組み込む必要性が生じます。
国内で「独立アドバイス」の定義が規制上定められていな
い場合でも、銀行や保険会社に属していないフィナンシャ
ルアドバイザーは、現在、自身のサービスを「独立アドバイ
ス」とみなすことができます。こうした企業はMiFID IIの独
立アドバイスに対する誘因報酬の禁止により影響を受け
るため、その多くが自身の提供するアドバイスを非独立ア
ドバイスと名称を付け替える可能性があります。ただし、英
国やオランダでは国内規則により、独立アドバイザーと非
独立アドバイザーの双方が誘因報酬の受領をすでに禁じ
られています。MiFID IIに基づき非独立アドバイザーとみ
なされるが、多数のプロバイダーのファンドを販売している
アドバイザーは、商品のガバナンス規則に基づくプロバイ
ダー1社当たりのコストが上昇するため、プロバイダーの
数を絞ろうとするかもしれません。

を絞る可能性もあります。他の多くのEU加盟国では、販売
するファンドを1社の資産運用会社や少数のプロバイダー
のファンドに絞るプラットフォームが多いため、商品のガバ
ナンス規則の影響はそれほど大きくない見通しです。複雑
な商品を「執行のみ」のサービスに基づき販売しているプ
ラットフォームの場合には、適合性評価を導入する必要が
あるため、コストが上昇しユーザー体験が変わることになり
ます。資産運用会社がプラットフォーム経由で販売を行って
いる場合、複雑ではない商品体系への移行が投資戦略の
大幅な変更なく行える場合には、これを検討する可能性が
あります。誘因報酬を受け取っているプラットフォームが引
き続き誘因報酬の受領を望む場合には、クライアントに提
供するサービスの質が向上していることを示す必要があり
ます。英国とオランダでは、すでにプラットフォームに国内
の誘因報酬規則が適用されているため、MiFID IIの誘因報
酬規則から受ける影響は大きくありません。
ポートフォリオを運用するウェルスマネジャーは、商品プロ
バイダーからの手数料の受領が禁止されることになりま
す。他のチャネルと同様、一部のウェルスマネジャーは商
品のガバナンス規則を受けて、コスト削減のために取引す
るプロバイダーの数を絞り込む場合もあるでしょう。独立ア
ドバイスが現在定義されていない国では、MiFID IIにより、
富裕層のクライアントにプレミアムサービスとして独立アド
バイスを提供する機会が新たに生じる可能性があります。
資産運用会社がクライアントに直接ファンドを販売する場
合、商品のガバナンス規則を遵守する必要が生じますが、
販売者が別途存在しないため、プロセスの複雑さが抑制さ
れます。複雑な商品の場合には、適合性評価を導入する
必要も生じます。

英国では、商品のガバナンス規則によりコストが上昇する
ため、多数の資産運用会社のファンドを販売している主要
プラットフォームは、プラットフォーム上で販売するファンド
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機関投資家への販売がMiFID IIの投資家保護規則によ
り影響を受ける可能性は低いと思われます。というのも、
多くの場合、販売者には誘因報酬が支払われておらず、
委任事項はクライアントごとに合意しており、また機関投
資家には適合性評価で求められる知識と経験が十分に
あると資産運用会社は通常想定できるためです17。

要点：
•

•

商品のガバナンス規則によりコストが上昇するた
め、幅広い資産運用会社のファンドを販売してい
る販売者は、販売するファンドの運用会社を減ら
そうとするかもしれません。これは特に英国の有
力プラットフォームに大きな影響を及ぼしますが、
EU全域の銀行やフィナンシャルアドバイザーなど
の販売者にも影響を与えます。影響を受ける資産
運用会社は、D2Cソリューションの構築を検討す
る可能性があります。
誘因報酬を受け取ってファンドを販売している銀
行は、誘因報酬を受けることによってクライアント
に提供するサービスの質が十分に向上するよう
にしなければなりません。これに伴い、市場イン
サイトや 個別レポートの作成など、継続的に提供
するサービスを拡充することが求められる場合が
あります。

以上のチャネルすべてにおいて、MiFID IIとPRIIPS18により
義務付けられるコストと手数料に関する開示が増加すること
から、様々な商品を並べて比較することが容易になるため、
市場での競争が激化する可能性があります。こうしたこと
が、低コストで複雑性の低いパッシブファンドへと向かう現在
の市場トレンドと相まって作用するでしょう。新しい商品ガバ
ナンス規則を受けて、運用会社がファンドごとに負うコストが
増加するため、運用会社は引き続き商品レンジの合理化を
推進するとみられます19。

•

MiFID IIの適合性評価を考慮すると、「執行のみ」
のサービスで販売されるAIFやストラクチャード
UCITSを運用する企業は、「複雑ではない」とみなさ
れる商品への移行が投資戦略の大幅な変更なく行
える場合には、これを検討する可能性があります。

•

独立アドバイスが現在定義されていない EU加盟
国の多くでは、MiFID IIを受けて、一部の運用会社
に独立アドバイスを富裕層のクライアントに提供す
る新たな機会が生じます。

•

MiFID IIにより、販売コストが上昇し、コストと手数
料の透明性が増し、幅広い商品に対する適合性評
価が義務付けられるため、資産運用会社は自身の
提供する商品について戦略的意思決定を下す必
要が生じます。たとえば、低コストで複雑性の低い
パッシブファンドへの移行やロボットによる助言提供
ソリューションを開発することなどが考えられます。

17 MiFID実施指令（Implementing Directive）第36条。
18 リテールや保険ベースのパッケージ型投資商品規則（Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulation）。
19 リッパーのデータによると、2011年以降、欧州のファンド運用会社が1年の間に統合・清算したファンド数が開設したファンド数を上回っ

ています。
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