注： 本資料は Deloitte Luxembourg が作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。
この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、オリジナルである英語版の補助的なものです。

Performance

APAC（アジア
パシフィック）

パフォーマンス
投資運用プロフェッショナル向け時事情報ダイジェスト（年3 回刊）第20号 2016 年 5月

巻頭インタビュー

未来の銀行業のビジネスモデル

困難な時代における持続的なイス
ラム投資

RegTechは新しいFinTech―
機敏な規制対応テクノロジーは、
企業がリスクを理解し管理する上
でいかに役立つか

注目のトピック
中東におけるプライベート・ウェル
ス＆アセット・マネジメントとADGM
の役割
トルコの不動産市場の展望
クレジットファンド－オルタナティブ
投資ファンドのありふれた選択肢
になるか？

ブロックチェーン・イノベーションに
おける中央集中化―銀行は分散
型ブロックチェーン技術の中央集
中型ビジネスモデルを考案できる
か？

アクティブ投資かパッシブ投資か―
それ以外の選択肢は？

パッシブ型為替オーバーレイ―為
替ヘッジ市場が直面するトレンド
と課題

投資ファンドのガバナンス—
リ ス ク ベ ー スの 監 督 の 枠 組 み の
構築

FinTechはファンド販売にどう役
立つか？

世界規模の税務コンプライアンスと
報告義務—リスクを投資家価値に
変える

シリアスゲーム―資産運用にお
けるゲーミフィケーション手法の
活用

本号目次
6

12

4

はじめに

5

編集主幹から

6

巻頭インタビュー

18

26

困難な時代における持続的なイスラム投資

12

注目のトピック
中東におけるプライベート・ウェルス＆アセット・マネジメントとADGMの役割

18
26

トルコの不動産市場の展望
クレジットファンド
オルタナティブ投資ファンドのありふれた選択肢になるか？

36

未来の銀行業のビジネスモデル

44

RegTechは新しいFinTech
機敏な規制対応テクノロジーは、企業がリスクを理解し管理する上でいかに役立つか

2

36

44

54

60

54

66

74

80

86

90

ブロックチェーン・イノベーションにおける中央集中化―
銀行は分散型ブロックチェーン技術の中央集中型ビジネスモデルを考案できるか？

60
66

アクティブ投資かパッシブ投資か―それ以外の選択肢は？
投資ファンドのガバナンス
リスクベースの監督の枠組みの構築

74

世界規模の税務コンプライアンスと報告業務
リスクを投資家価値に変える

80

パッシブ型為替オーバーレイ
為替ヘッジ市場が直面するトレンドと課題

86

FinTechはファンド販売にどう役立つか？

90

シリアスゲーム
資産運用におけるゲーミフィケーション手法の活用

94

Link’n Learn

96

連絡先

3

はじめに

「パフォーマンス」はこのたび、第20号という節目を迎えました。
デロイトのプロフェッショナルが執筆した記事だけでなく、業界のプロフェッショナルからの寄稿も集めた情報誌を
刊行する―数名のデロイトのプロフェッショナルがそんな構想を抱いたとき、それがやがてグローバルな成功を収
めるとは夢にも思っていませんでした。ローカルレベルでの本格的な投資運用に関するトピックに焦点を当てた情
報誌としてスタートした本誌はやがて、国際色を帯び始め、真にグローバルなものへと発展していきました。
過去を振り返ってみると、2009年12月に刊行された「パフォーマンス」創刊号は、ヘッジファンド、オフショアファンド
に関する英国の新たな財務規定、イスラム金融の概要、そしてUCITS IVに準拠するファンドの運用会社を取り上
げていました。7年の間に19号を重ねた現在も、私たちは、オルタナティブ投資や財務規定、中東に対する関心、
運用会社が直面している課題に注目しています。
当時取り上げられていたトピックと現在のトピックを比べてみると、あまり大きな変化はないように見えます。しか
し、規制の観点、そしておそらくより重要な技術的観点から発展のスピードに注目してみると、さまざまな変化があ
り、多くのことが達成されたものの、発展の道のりはまだ終わってはいません。ある記事から一文を引用しましょ
う。「兄貴分にあたるFinTech同様、RegTechが意味するところは、人によって異なるでしょう……」
スタート当初の薄い情報誌から、興味深い読み物の詰まった分厚い刊行物としてページ数が3倍に増えたことは、
私たちのルーツを守りつつもグローバル化する重要性が高まっていることを反映しています。この7年にわたり、私
たちはこれらのルーツを大切にしながら、市場で注目されている事柄を取り上げる詳細な記事、最新の税制・規制
情報、そして何よりも読者の皆様からの寄稿を収録した刊行物を発行するという当初のコンセプトを保ってきまし
た。読者の皆様は、私たちの業界の多分野的な側面を反映しつつ意見を交換する場という本誌の存在意義を支
える存在であり、私たちのクライアントであることによってだけではなく、難しい課題に満ちた、時に長く困難な道の
りにおける同志であることによって、本誌の成功を担っています。
中東を特集した本第20号が皆様にとって興味深いものとなれば幸いです。また、次の第21号にもご期待ください。

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

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

編集主幹から

「パフォーマンス」本号へ、マルハバ（アラビア語で「ようこそ」）。
原油価格の下落、地域紛争、対イラン制裁の緩和、そして主要な新興市場の成長鈍化を受けて、中東が引き続き
注目を集めています。こうした状況を困難な時代と見る向きもあれば、このような逆境にこそ機会を求める向きも
あるでしょう。
私たちから見れば、中東地域は今なお、公的セクター機関と民間企業の双方に大きな成長機会を提供していま
す。域内の各国政府は、航空、観光、輸送、医療・健康、教育、金融サービスなどのセクターで自国の経済の発展
と多角化を維持するための積極的な取り組みを強化し続けています。
アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ政府は最近、金融フリーゾーンとして「アブダビ・グローバル・マーケット（Abu
Dhabi Global Market：ADGM）」を設立し、国際的なベストプラクティスに沿った、企業に優しい環境としてADGM
を整備しようとしています。ADGMとその近隣のドバイ国際金融センター（Dubai International Financial Centre：
DIFC）はともに、UAEの金融サービス環境の変革を目指しており、外国企業をこれらの金融フリーゾーンに誘致
し、地域全体にビジネスを拡大するためのゲートウェイとして金融フリーゾーンを利用できるようにしています。
カタールもすでに、カタール金融センターを設立しました。首都リヤドにキングアブドラ金融地区を開発しているサ
ウジアラビアも、積極的に動いています。金融サービスセクターがこれらの国々の経済に貢献する重要な存在とな
るのは、時間の問題でしょう。
同様に、この地域の銀行は、地政学的リスクとオイルマネーの流入減少による市場活動の若干の鈍化に直面して
いますが、健全なバランスシートと好調な決算内容により、依然として十分な自己資本を有しています。
また、世界最大級のソブリン・ウェルス・ファンドのいくつかは中東系であり、現地市場と国際市場において引き続
き積極的な役割を果たしています。同時に、現地の人々と海外からの駐在者それぞれの固有のニーズに対応す
るために、新たな商品とサービスが投資運用機関によって提供されています。
全体的に、中東における金融サービスの今後の見通しは堅調であり、私たちは同地域の将来の繁栄を確信して
います。

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

サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
編集主幹

ジョー・エル・ファデル
（Joe El Fadl）
中東ファイナンシャル・
サービス・インダストリー・リーダー

ハレド・ヒルミ
（Khaled Hilmi）
パートナー
コンサルティング

Deloitte Luxembourg 560,
rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel: +352 451 452 702
Mobile: +352 621 240 616
siramos@deloitte.lu
www.deloitte.lu
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困難な時代における
持続的な
イスラム投資
イ ス ラ ム 民 間 開 発 公 社 （ Islamic Corporation for the Development of the
Private Sector：ICD）のアドバイザリー・資産運用部門のディレクターであるニダ・
ラザ氏は、資本市場担当のシニアバンカーで、18年以上にわたりグローバルな投
資銀行業務にたずさわってきた経験の持ち主です。ラザ氏が率いるチームは、イ
スラム金融やスクーク（イスラム債）、環境整備、流動性管理に関する助言と資産
運用ソリューションを金融機関、企業、政府に提供しています。これまでのキャリ
アにおいて100を超えるクライアントのために資本市場取引をとりまとめ、1,150億
米ドルを超える資金調達を支援した実績を持っています。専門は、一般資本市場
商品とイスラム資本市場商品のオリジネーション、ストラクチャリング、取引執行で
す。また、リスク管理とエンタープライズ・ソリューションについて金融機関、ノンバン
ク金融機関、ファミリーオフィスに助言しているほか、アジア有数の公的年金基金の
ために、完全なイスラム年金ソリューションの導入を指揮しました。ユニバーシティ・
カレッジ・ロンドンで物理学・宇宙科学の理学士号（優等）を取得したほか、英国の
レディング大学から国際証券投資・銀行業務の修士号を取得しています。また、イ
スラム金融資格（Islamic Finance Qualifications：IFQ）、シリーズ7及び 63資格、
英国金融サービス機構（FSA）登録の証券外務員資格を保有しています。
本記事では、モニター・デロイト中東のディレクターのウマイール・ハミードとコンサ
ルタントのメルダ・サルハブがニダ氏から、ICDに対する見解、ICDのファンド戦
略、この地域の展望についてお話をうかがいました。
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1) 多くの人は ICD についてあまり詳しくないと思われま

す。組織やステークホルダー、全体的な責務について
少し説明していただけますか？
ICDは、授権資本40億米ドルで設立された多国間開
発金融機関で、イスラム開発銀行（IDB）グループの
傘下にあります。現在、IDBと52の加盟国、5つの公
的金融機関がICDの株主となっています。ICDは、以
下によって、加盟国の持続可能な経済成長を促進し
ています。
• イスラム金融チャネルの振興
• 民間セクターのプロジェクトへの融資
• 競争と起業活動の促進
• 政府と民間企業へのアドバイザリー・サービスの提供

しかし、2014年にサハラ以南のアフリカに重点を移しま
した。主な理由は、加盟国の中でも特に開発の遅れて
いる国により大きな支援をするというICDの戦略です。
サハラ以南のアフリカは今では、設立以来のプロジェク
ト承認件数の27%を占めています。
重点セクターについては、私たちの取り組みのほとんど
はこれまで、金融、工業・鉱山業、不動産を対象にして
きました。また、通信やエネルギー、輸送などの中核的
インフラ産業にアドバイザリー・サービスを提供すること
によって、非主流セクターにおける私たちの存在感を高
めるとともに、民営化や産業・事業環境支援（Industry
and Business Environment Support：IBES）プログラ
ムを推進することによって、民間セクター全般における
存在感を高めるべく取り組んでいます。
3) そのような不安定な市場における原資産の質につい

• 資本市場の発展の支援

て、どう認識していますか？

• クロスボーダー投資の奨励

多国間開発金融機関としてのICDの役割は、不安定な
時代においては特に重要となります。加盟国の多くは、
非常に厳しい経済状況に直面しています。これは一つ
には、原油価格の下落と世界的な景気減速のせいで
すが、政治的問題や安全保障問題が原因であることも
少なくありません。

ICDは2014年11月に、フィッチから「AA/F1+」の格付
けと「安定的」の格付け見通しを得ました。2015年4月
には、ムーディーズから「Aa3/P-1」の格付けと「安定
的」の格付け見通しを付与されました。また、2015年
12月には、スタンダード＆プアーズの格付けで「AA」と
され、格付け見通しを「安定的」と評価されています。
2) ICDのアドバイザリー・資産運用部門を率いる立場とし

て現在、どのようなセクターと地域に重点を置いていま
すか？
私たちが重点を置いている地理的範囲とターゲットと
するセクターは、いずれも多岐にわたっています。
当初は、中東・北アフリカ（MENA）地域が、私たちの
プロジェクト承認件数の多くを占めていました。

私たちは戦略的に活動する反面、開発を目的とする機
関であるため、加盟国を継続的に支援することは私た
ちの受託者責任です。私たちは、ファイナンシャル・イン
クルージョン（金融包摂）がカギになると考えています。
そのため、中小企業と金融サービスセクターをターゲッ
トにしています。そうすることで、新興経済国の基幹を
強化するとともに、代替的な銀行形態としてのイスラム
金融モデルの向上を支援することが可能になります。
両方とも、適切に監視し実行できれば、世界的に不安
定な時代にあってもレジリエンス（回復力）を発揮するこ
とが分かっています。
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その他
7%

ユニバーサルバンク

27%

設立以来の
承認件数の
地域別内訳

サハラ以南のアフリカ
33%

1件のプロジェクトに対する融資の規模は、500万米ド
ルから2,000万米ドルで、平均返済期間は5年から8年
です。1件のプロジェクトへの最低出資額は200万米ド
ルで、プロジェクト費用全体の50%超の出資は行いま
せん。また、通常は、投資先に対して株式の33%超を
保有することはありません。投資対象企業は、民間セ
クターの企業やスタートアップ企業と、民営化された公
的セクターのプロジェクトや金融機関です。
5) ファンド運用のうち、外部のサービス提供機関と協力
してではなく、ICDが独自に行っている部分はどのぐら

いの割合を占めていますか？

MENA
33%

困難な時代であるにもかかわらず、ICDは質の高い資
産を見出して投資することに成功しています。2012年時
点で950万米ドルだった純利益は、2014年には2,630万
米ドルに増大しました。それと並行して、平均資産利益率
はほぼ2倍に伸び、総資産はおよそ50%増大しました。
4） ICDはこれまでにないタイプのファンドですので、投資戦

略についてもう少し解説していただけますか？投資機
会を検討する際、社会経済的影響や雇用への貢献など
の要素は、どのぐらい重要なのでしょうか？
ICDの最終目標は、加盟国の経済的発展を支援し、促
進することにあります。この目標に対するコミットメントが
ICDの戦略はもちろん、現行の商品とサービスに行き渡っ
ています。ICDの商業的な融資プロジェクトは、雇用創
出、イスラム金融の発展、技術移転といった要素を考慮
に入れた上で、経済発展に関連する潜在的影響に基づ
いて選定されます。一般に優先されるのは、域内貿易に
貢献するプロジェクトやクロスボーダー投資のプロジェク
ト、それから輸出ポテンシャルの高いプロジェクトです。
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プロセスの大半、特に戦略的な意思決定は、ICD内部
で行われていますが、私たちは、他組織との協力がも
たらす価値を十分に認識しています。特別目的ビーク
ルへの出資や設立は多くの場合、他のファンド・マネ
ジャーと協力して行います。この背景にある理念は、
ICDの評価や投資の質を低下させることなく、加盟国の
要求に基づいた専門的なファンドの立ち上げをスピード
アップすることです。私たちのイスラム金融の組成と資
金へのアクセスに加えて、現地専門家の協力を得るこ
とで、クライアントに魅力的なメリットをもたらすことが
できます。
ICDは、加盟国のイスラム金融機関が近年直面してい
る最大の課題は、短期流動性の管理であると特定す
るに至りました。この課題に対応するために立ち上げ
たのが、ICDが内部運用するマネー・マーケット・ファン
ド（MMF）です。私たちのMMFは、月単位の流動性が
あり、イスラム金融に基づいた、短期の余剰流動性の
投資ソリューションを提供しています。ファンドのリターン
は、銀行預入金と高格付けのスクークへの投資を通じ
て、過去24カ月でおよそ3.5%となっています。私たち
は、イスラム銀行との取引関係のおかげで、短期投資
ファンドで平均リターンよりも高いリターンを確保するこ
とが可能なのです。
ICD食糧・アグリビジネスファンド（Food and
Agribusiness Fund）は、ラボバンクという外部サービ
ス機関との提携を示 す好例 です。ICDを 機関向け

アドバイザー、ラボバンクを専門アドバイザーとして、特
別資産運用会社が設立されました。ICDとラボバンク
から派遣されたスタッフを含む専門家チームが起用さ
れました。この提携関係の戦略的な強みは、さまざま
なスキルの一体化です。ICDはイスラム金融に関する
豊富な実績を生かして貢献し、一方のラボバンクは国
際的な食糧・農業に関する専門知識を提供しています。
また、両者とも、幅広い投資経験を特徴としています。
同様に、ICDの典型的な中小企業ファンドは、状況に
即した専門知識と特定の国・地域の投資環境に関する
詳細な知識を備えた現地の金融機関／ファンド・マネ
ジャーを交えて設立されます。チュニジアとサウジアラ
ビアにおけるICDの中小企業ファンドであるTheemarと
Afaqは、その良い例です。合同のジェネラル・パートナー
シップ体制は、知識共有のプラットフォームとなるだけ
でなく、加盟国の労働力のスキルアップの機会ももたら
します。私たちは、中小企業に出資し、教育・技術面の
支援（たとえば、指導、イスラム金融教育、会計、戦略
的プランニング等）を提供することで、その実現を目指
しています。
6) オルタナティブ投資ファンドやプライベート・エクイティ

会社は、競合相手になると思われますか？
もちろん、市場には競争があります。特に、この地域に
は国営の投資機関が存在し、天然資源依存からの脱
却に取り組んでいることを考えると、当然のことです。
しかし、一部の領域において私たちがオルタナティブ投
資ファンドやプライベート・エクイティ・ファンドと競合して
いることは確かですが、市場は過密とはほど遠い状態
であることに留意する必要があります。過去10年間に
この地域でプライベート・エクイティが調達した資本が
GDPに占める割合は、1%です。これに対し米国では、
その金額はGDPの11%に相当します。
ICDの他の活動地域については、競争は激化の方向に
向かっているように思われます。これまで外国のファンド
は先進国市場あるいは新興国市場に重点を置いてい
ましたが、近年、それらの国々の景気が冷え込んでい
ることから、ICDが大きく関わっている地域、特にアフリ
カと多くのアジア諸国へと重点が移ってきています。

私たちは、多くの地域の多くのクライアントにとって魅力
的な、シャリア準拠の金融商品を提供できるという大き
な強みを持っています。
また、ほとんどのプレーヤーは、幅広いインフラニーズ
を抱えているアフリカに注目しているように思われま
す。その結果、開発金融機関だけでなく、多くのプライ
ベート・エクイティ会社がインフラに主眼を置いたファン
ドを立ち上げています。しかし、そうしたファンドは一般
に、大規模プロジェクトとメガプロジェクトのみを対象と
しています。ICDは、見過ごされがちであるものの、必
要性の高い小規模なインフラプロジェクトに対応する計
画です。そうしたプロジェクトは、対象となる国により直
接的な影響を及ぼしますが、投資スパンもより短くなり
ます。大手のプライベート・エクイティ会社やオルタナティ
ブ投資会社は通常、こうしたタイプのプロジェクトには手
を出しません。
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ほとんどの湾岸協力会
議 （ GCC ） 加 盟 国 は 、
国際金融機関による中
東オフィスの立ち上げ
を容 易 にする ため に金
融センターを設立して
います
7) 原油価格の下落は、中東地域とICDの資金提供者の資

原油価格の下落により、典型的なファンド運用商品に
関しては軒並み、追加資金の調達が難しくなるでしょ
う。しかし、特定の産業やセクターに重点を置いた新し
いファンドは、投資家にとって依然として魅力的です。
私たちは、アフリカに重点を置いたファンド、あるいは特
定の産業に特化した融資ファンド（たとえば、イスラムの
インフラ、ヘルスケア、教育に重点を置いたもの）は今
後も大きな魅力を持つと考えています。こうしたファンド
は一般に、短期の経済変動に対してレジリエンスを保
つ一方、長期的な安定したキャッシュ・フローをもたらし
ます。政府が主導または出資する民間セクター施策が
ある場合は特に、そうであると言えます。

金運用事業にどのように影響する可能性があります
か？

8) GCCにおける資産運用は、他の地域に比べると総じて

原油価格の下落が中東地域に与える影響については、
2つの見方があります。最も明白な結果は、湾岸協力会
議（GCC）加盟国の突然の予算縮小と、それに伴う民間
セクターやその他の地域への波及的な影響です。もう一
つの解釈は、過去1年は、もっと早くに取り組むべきだっ
た一種のストレステストのようなものであり、腰を上げる
べき時が来ていることを知らせる警鐘だという考え方で
す。各国政府は、財政戦略と支出パターンの見直しを迫
られています。全体的に見れば、この地域の石油輸出
国は、GDP成長率をプラスに保つことができた一方、
MENAの石油輸入国の消費者は、ガソリン価格下落の
恩恵を受けました。
ICDは組織として、この不確実性の時代に、一貫して、
多様なニーズを抱える加盟国の支援に力を注ぎました。
実際、2014年に承認されたMENAプロジェクトの大半
は、石油輸出国のプロジェクトでした。資源使用料があ
てにならない時期においては、政府融資に対するニー
ズが高まります。一例は、ヨルダン王国のスクーク発行
のマンデートです。ICDは、日本の国際協力機構
（JICA）とともに、ヨルダン政府によるイスラム金融市場
の 構 築 を 支 援 していま す 。これ は 、ヨ ル ダ ン 国 内 の
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イスラム銀行が短期の余剰資本を投資し、適切な投資
リターンを得られるように手助けすることで、イスラム銀
行が一般銀行と同じ土俵に立てるようにするものです。
これまでは、イスラム銀行は一般投資に対する利息収
入を放棄しなければなりませんでした。ヨルダン政府側
では、この流動性を必要な財源のために使うことができ
るため、全ての当事者にメリットがあります。

発達が遅れています。この業界に対するさまざまなス
テークホルダー（銀行、投資家、企業）からの関心は高
まっているという認識はありますか？アブダビ・グロー
バル・マーケット（ ADGM）はどのような役割を果たして
おり、同地域の資産運用事業にどのような影響を与え
ていますか？
おっしゃる通り、この地域における資産運用は、成熟市
場と比べると全体的に発達が遅れています。たとえば、
先進国では、ミューチュアルファンドが運用資産の大半
を占めていますが、こちらでは真逆です。ミューチュア
ルファンドが業界全体に占める割合は非常に小さい一
方、政府、大企業、資産家一族のために個別に運用さ
れているポートフォリオの運用資産は数十億ドルに上り
ます。これは主に、長年にわたる原油高の結果、大規
模なソブリン・ウェルス・ファンドが構築され、多くの富裕
層が生まれたためです。
ほとんどのGCC加盟国は、国際金融機関による中東オ
フィスの立ち上げを容易にするために金融センターを設
立しています。これは、グローバルな資産運用会社と地
域の金融機関の提携によってさらに加速すると私は考
えています。

GCCから見ると、統合と非有機的成長だけがイスラム
資産運用産業を主流に導く唯一の呼び水となります。

9) サウジアラビアの有名機関の上級幹部として働く上

ADGMは、GCCにおいて歓迎すべき前進であり、金
融セクターのさまざまな側面の発達を促進するのに役
立ちます。FinTechセクターを擁護するという最近の
ADGMの発表は、イスラム金融業界全体、特に非常
に細分化されていてまだ規模の小さい資産運用産業
に恩恵をもたらすようなイノベーションを後押しするで
しょう。

ICDの主要業績指標の一つは、インクルーシブ（包摂
的）であることです。ICDは、「インクルーシブ」である
とは、従業員を含めてそのあらゆる機能においてイン
クルーシブであることだという明確なメッセージを発し
ています。この領域におけるICDの成功は、女性幹部
を採用し、育成してきたICDの経営陣の取り組みの証
です。

今後は、新たなトレンドが出現し始めると思います。原
油価格の下落、ADGMのような機関の設立、外国投資
家へのサウジ市場の開放、この地域における資本市
場の全般的な成熟はいずれも、大きな影響を及ぼしま
す。独立系資産運用会社が市場に参入し始める中、銀
行はイノベーションに取り組み、より競争力のある商品
を提供しなければならなくなるでしょう。また、特にこの
地域におけるデジタル普及率を考えると、おそらくマル
チチャネル型の販売も増加すると思われます。

調査によると、国際企業の取締役会や経営陣に女性
が含まれている方が、財務成績が上がることが分かっ
ています（フォーチュン500社に関するカタリストの調査
報告書を見てください）。さらに私たちは、加盟国の女
性人口の支援にも取り組んでいます。彼女たちは間違
いなく、経済の重要な一部ですから。私たちの取り組み
は、中小企業向け融資とイスラム金融から、教育訓練
を通じた人材開発にまで及んでいます。

中東地域には海外からの駐在者が多く、今なお、余っ
た貯蓄のかなりの部分を投資目的で海外に送金してい
ます。これももちろん、業界にとってもう一つの機会とな
ります。ただし、そのためには同時に、資本市場のさら
なる発達も必要であることは明らかです。

で、女性であることをどのように感じておられますか？

個人的には、イスラム多国籍機関であるICDが、グロー
バルに推進するビジョンと使命を自ら体現していること
に感銘を受けています。

いくつかの大きな規制の変更が近い将来に予定され
ています。クロスボーダー投資を容易にする統一
GCC制度の策定が議論されています。これは、欧州
の譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS）に類似す
るもので、成功すれば業界の飛躍的な発達を後押し
するでしょう。
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中東における
プライベート・ウェルス＆
アセット・マネジメントと
ADGM1の役割
ウマイール・ハミード
（Umair Hameed）
ディレクター
金融サービス
戦略＆規制
モニター・デロイト

ベトゥル・メシット
（Betul Mecit）
マネジャー
金融サービス
戦略＆規制
モニター・デロイト

中東地域はこの10年で、西洋、東洋、先進国世界、新興国
世界をつなぐ貿易中心地としてのポジションだけでなく、
金融センターとしてのポジションも確立しました。オイル・
ガスの金融ブームは、いくつかのソブリン・ウェルス・ファンド
と巨額の資産を持つ個人や一族を生み出しました。
1 アブダビ・グローバル・マーケット（Abu Dhabi Global Market）

この地域における資産総額は、今日約5兆2,000億米ドル
に達しており、この資産のほぼ半分を現地のソブリン・ウェ
ルス・ファンドが占めています。残りの資産は、現地の年
金基金などの機関投資家と、一般投資家セグメントの富
裕層投資家および超富裕層個人（UHNWI）投資家の間で
二分されています。現地資産の増大は、グローバルな資
本市場の成長と、この地域におけるGDPの力強い成長に
よるものです。国際的な資産運用会社は、現地の資産運
用会社とともに、潜在的な資産集めという点でこの地域の
重要性を認識しており、ここ10年間、現地での活動を活発
化させています。強い関心と大きなポテンシャルを見て取っ
た一部の中東諸国は、この関心に乗じてプライベート・ウェ
ルス＆アセット・マネジメント・セクターの成長を支援するた
めの措置を講じています。アラブ首長国連邦（UAE）は、
全体的なアプローチを取っている国の一つで、プライベー
ト・ウェルス＆アセット・マネジメント産業を繁栄させるため
に必要な規制とインフラの整備に注力しています。
UAEの中心である首都アブダビは、開発計画「アブダビ
2030年経済ビジョン」の成功のカギとなるひとつの柱であ
り、有望なUAEの金融サービスセクターの未来を担うこと
になるアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）を設立し
ました。ADGMは、近隣のドバイ国際金融センター
（DIFC）と同じく、中東における金融サービスセクターの
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成長を促進するために設立された金融フリーゾーンであ
り、成長を続ける経済にとって富のハブとなります。ADGM
の設立は、国内外において金融セクターに長期的なパート
ナーシップと協力を提供するというUAEのコミットメントを示
すだけでなく、この地域を金融ハブとして売り込む長期戦
略をも示しています。ADGMのアハメド・アル・サーイグ会
長が強調しているように、まずは、アブダビの主たる強み
であるプライベート・バンキングとウェルス＆アセット・マネ
ジメントに重点を置くものの、いずれは金融サービス業界
のあらゆる領域を組み込むとしています。これは、ADGM
のポジションのさらなる強化と発展につながり、世界の金
融サービスネットワーク、国際市場、関連するビジネスネッ
トワークへのいっそうの貢献を可能にするでしょう。
湾岸協力会議（GCC）地域におけるウェルス＆アセット・マ
ネジメントは、まだ発達の初期段階にあるものの、大きな
将来性を秘めています。とはいえ、そのポテンシャルを発
揮するには、いくつかの課題が立ちはだかっています。原
油価格がこの10年で最低の水準となり、金融サービス業
界の規模拡大と高度化が進む中、この地域におけるウェ
ルス＆アセット・マネジメントは変化しており、利幅が圧迫さ
れている領域もあれば、新たな機会が開けつつある領域
もあります。現地拠点を持つ銀行、資産運用会社、そして
資産サービスプロバイダーの間で競争が激化していること
を受けて、こうしたプレーヤーがコストベースをスリム化し、
縮小できるように経営上あるいは法律上の優遇措置を与
えるADGMのようなフリーゾーンに対する需要が生じるで
しょう。

こうした課題はあるにせよ、この市場には、一定の機会
が生まれると思われます。サウジアラビア株式市場が最
近、外国人投資家に開放されたことやモルガン・スタン
レー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）新興市場指
数にUAEが組み込まれたこと、数多くの現地金融機関と
国際金融機関が設立されたことは、年金とサポートサー
ビスを含む、ウェルス＆アセット・マネジメント・セクター全
体の成長を後押しすることになります。こうしたことに加
え、ドバイ・イスラム経済発展センターは、ドバイが世界的
にイスラム金融の基準とされる存在となり、イスラム金融
に関わる経済的原動力となるようにすることを戦略的目
標の一つに掲げています。
この10年間、資産運用業界においてはシャリア準拠商品
が著しく成長しました。この成長は、ミューチュアルファン
ド、プライベート・エクイティ、債券類（スクーク）などのさま
ざまな資産クラスにわたっています。シャリア準拠商品
は、今後数年間にわたり、この高成長軌道を続けると予
想されます。このトレンドを受けて、イスラムファンドを提
供する事業体が増え、シャリア準拠商品が多様化し、シャ
リア準拠商品による投資機会を自発的に提供する投資
運用会社に加えて、イスラム金融専業の資産運用会社も
増えました。これらが一体となって、ここ数年、イスラム資
産の運用規模は著しく増大しています。
トムソン・ロイターのデータによれば、現在、ドバイの2つ
の証券取引所、ナスダック・ドバイとドバイ金融市場に上
場されているスクークは、367億米ドル（1,343億8,000万
ディルハム）に上ります。そのうち、ナスダック・ドバイが

強い関心と大きなポテンシャルを見
て取った一部の中東諸国は、この
関心に乗じて、プライベート・ウェル
ス＆アセット・マネジメント・セクター
の成長を支援するための措置を講
じています
330億米ドルと大部分を占めており、ドバイ金融市場は27
億5,000万米ドルを占めます。この結果、UAEはこれまで
世界のスクーク取引の3大中心地であったマレーシア（ブ
ルサ・マレーシアとラブアン自由貿易区で266億米ドル）、
アイルランド証券取引所（257億米ドル）、ロンドン証券取
引所（251億米ドル）を抜きました。規制当局であり、同時
にフリーゾーンでもあるADGMの役割は、新たなシャリア
準拠資産を創出し、UAEにおけるスクークやその他のイス
ラム金融商品の持続的成長を促す上で非常に重要となり
ます。この地域の市場参加者に地理的に近く、アクセスし
やすいという理由でADGMに本拠を置いている資産運用
機関は、シャリア準拠商品に対する需要を生み出している
ソブリン・ウェルス・ファンドやその他の地域的なイスラム金
融機関などの機関投資家を引きつける大きな可能性を秘
めています。
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ADGMの第一目的は、規制と国際的なベストプラクティス
の基準設定機関と足並みをそろえたルールが適用され
る、企業に優しい環境を提供することにあります。国際金
融セクターのプレーヤーと外国人投資家にとっての重要な
利点は、確実性が高く、なじみのある透明な法制度の中
で、この地域の他の国に比べて低いリスクで活動できるこ
とです。DIFC同様、ADGMは、UAEの管轄権から独立し
た特別なフリーゾーンとなり、UAEの民法と商法の適用を
受けません。ADGMにおいては英国のコモンローが適用
され、ADGMの準拠法の一部を構成しますが、コモンロー
が好ましくない結果をもたらす場合はADGMによって無効
にできるように適切な措置が設けられます。
ADGMの差別化領域の一つは、世界的なベストプラクティ
スに沿っているだけでなく、雇用主と従業員の双方にとっ
て公正な枠組みを提供することによって、国内外から最高
の人材を集めるように工夫された労働環境です。フリー
ゾーンにおける既存の雇用慣行とは異なるADGMの雇用
関連の主な特徴は、データ保護や疾病休暇、出産休暇、
父親の育児休暇等の領域です。全体的に、ADGMによっ
て定められる法規制は、企業から強い歓迎の声が寄せら
れており、好意的に受け止められているようです。

結果的に、ADGMの設立は、UAEと
中東において、自由市場を発展させ、
業界クラスター化戦略を策定する
流れを生み出しています
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全体的な規制の枠組みを国際的なベストプラクティス基準
に沿ったものにする一方、ADGMは、ルクセンブルグの金
融センターと覚書を交わすことで国際的な統合に対するそ
のコミットメントを証明し、業界全体や幅広いステークホル
ダーとの関係を深めています。政府の行動は、求められる
組織上・行政上の支援体制の整備に注力する姿勢を示す
ものであり、協力関係のネットワーク構築を後押しします。
こうした努力は、UAEにおけるさまざまな政府機関と民間
機関を海外のパートナーやステークホルダーに結びつける
ことになるでしょう。
この地域におけるイスラム金融市場と一般金融市場の大
きな成長可能性はすでに知られているところですが、この
成長を今後も支えるためには、イノベーションとテクノロジー
が不可欠となります。FinTechは、決済、ソフトウェア、デー
タ・アナリティクス、クラウドファンディングやモバイルバン
キングのアプリなどのプラットフォームをはじめとする数多
くのサブセクターに成長機会をもたらしています。今日の
FinTechの盛り上がりは、金融セクターにグローバル規模の
変革をもたらし始めており、続々と登場する新たなアクター
が市場、顧客、投資家の大きな注目を集めています。サー
イグ会長が言及したように、2008年から2014年までの6年
間で、FinTech市場への世界全体の投資額は3倍増となる
30億米ドルに到達しました。2018年までには、その倍の
80億米ドルに達すると予想されています。FinTechの動き
はまた、プライベート・ウェルス＆アセット・マネジメント業界
においても勢いを増しています。
ADGMの成長を推進する要因として、以下が挙げられます。
•

新興テクノロジー：ブロックチェーン、人工知能、機械
学習技術、デジタル投資プラットフォーム、ピアツーピ
ア（P2P）融資

•

新世代の投資家は、資産運用会社とのより活発な知
識交流、他の投資家グループと自身の投資の比較、
社会的に責任ある投資などを望んでおり、オンライン
の投資プラットフォームの利用にも積極的です

•

ビッグデータとアナリティクスは、データから意味をく
み出すものであり、投資家の行動、パフォーマンス測
定、マーケット・インテリジェンス、リスクメトリクスに関
する記述的アナリティクスと予測的アナリティクスを
可能にします

•

過去のエコシステムにおける規制は今も進化しつつあ
り、急速な進化を遂げているFinTechソリューションに
対する規制の行方は、現時点ではまだ明確ではあり
ません

•

コンプライアンス業務で主観性が求められないものの
効率化と自動化を可能にするテクノロジーベースのソ
リューションとして、「RegTech」が登場しています

こうした明るい成長材料を背景に、ADGMは、その目標の
一つとして、急成長を遂げつつある金融テクノロジー産業
の地域ハブになることを掲げています。現在、周辺地域に
は、地域内外の金融コミュニティの需要を満たせるような
FinTechのエコシステムは存在していません。本格的な
FinTechセクターを求めるこのニーズに乗じて、ADGM
は、革新的なソリューションや商品・サービスの開発につ
ながる持続可能なFinTech環境を探り、構築するために、
主要な業界プレーヤーやステークホルダーと密接に協力
する計画です。こうした協力と支援の下で、アブダビは、成
長機会を促進するべく金融市場と金融システムの効率化
を図り、現地の銀行や金融機関におけるFinTechの知識
と専門性を生かして最新のトレンドと新興リスクに対応し
ようとしています。

要点：
•

過去10年のオイル・ガスの金融ブームは、
中東においていくつかのソブリン・ウェルス・
ファンドと巨額の資産を持つ個人や一族を生
み出しました。こうした中、アブダビは、有望
なUAEの金融サービスセクターの未来を担
うことになるアブダビ・グローバル・マーケット
を設立しました。

•

現地拠点を持つ銀行、資産運用会社、そし
て資産サービスプロバイダーの間で競争が
激化していることを受けて、経営上あるいは
法律上の優遇措置を享受できるフリーゾーン
に対する需要が生じています。

•

国際金融セクターのプレーヤーと外国人投
資家にとっての重要な利点は、確実性が高
く、なじみのある透明な法制度の中で活動で
きることです。

結果的に、ADGMの設立は、UAEと中東において、自由
市場を発展させ、業界クラスター化戦略を策定する流れを
生み出しています。市場の自由化、経済の多様性、政治
の安定が追い風となって、UAEは外国人投資家にとって
魅力的な投資先となっています。企業に優しい環境の整
備、国際的統合、テクノロジー重視の姿勢、そしてこの地
域における大きなポテンシャルは、世界有数の金融ハブ
としてのUAEのポジションをさらに高めるでしょう。
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トルコの
不動産市場の展望
オズカン・イリディリム
（Ozkan Yildirim）
パートナー
監査
デロイト
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EUとの最近の合意と加盟
交渉の再開は、コモディティ
価格とともに、トルコ経済に
とってプラスの動きと見るこ
とができます
歴史的に、イスタンブールは欧州・アジア間の貿易・文化
の中心地となってきました。両大陸の境目に位置している
ため、多くの大手不動産会社や国際投資家を引きつけて
います。外国人投資家をイスタンブールに引きつける要
素はいくつかあります。その一つは、不動産の入手のし
やすさです。この2年間で米ドルがトルコリラに対して50%
以上も上昇していることに加え、トルコには複雑でない、
アクセスしやすい資金調達手段があります。外国人への
不動産販売に関する互恵主義が2012年に廃止されて以
降、外国人への不動産販売数が増えています。それに加
えて、政府が現行法を補完するために2013年に新法を
導入したことで、外国人の居住許可が3カ月から1年に延
長され、当人がトルコに不動産を所有し続けている限り、
居住許可の更新が可能になりました。

トルコは、資本フローの逆転による圧力と地域の政治的
不確実性という難題が成長の足かせとなっている国で
す。しかし、「交差路」としての同国の立地、都市の開発・
再開発プロジェクト、堅調な建設セクター、有利な人口構
成といった要因がトルコの不動産セクターの需要を押し
上げ、トルコの不動産市場を引き続き支えています。トル
コの不動産市場、オフィス向け不動産および商業用不動
産はここ5年間、好調を保っています。実際、小売業向け
不動産の賃貸利回りおよび販売価格と住宅価格は2010
年以来、上昇の一途をたどっています。都心の主要な商
業用不動産は将来、投資家の関心を集めると思われま
す。不動産はトルコ経済の重要な原動力であり、今後も
そうあり続けるでしょう。

世界情勢が抱えるさまざまな難題は、2016年も続くと思
われます。この予想は主に、新興経済国をめぐる懸念に
起因しており、トルコもこの状況を免れることはできないで
しょう。連邦準備制度（FED）は3月17日の会合で、大部
分の市場ウォッチャーの予想通り、金利据え置きを決定
しました。しかし、FEDは年内2回の利上げを見込んでい
ます。大幅な利上げは今のところ検討されていないように
見受けられますが、トルコを含め新興経済国への圧力が
弱まると考えるのは楽観的と言えます。とはいうものの、
金融政策の正常化とともに、変動幅がやや小さくなる可
能性もあります。また、トルコの大統領制に関する議論な
ど、他の不確実性も存在し、大統領制が続くのかどうか、
またどのぐらいの間、国民の議論の的となるのかといった
ことも見通しがつきません。
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この地域は現在、シリアの問題によって混乱状態にあり、
それが現地のさまざまな場面において影響を及ぼしていま
す。さらに、ロシア・トルコ間の緊張の高まりと和平プロセス
の結果も、政治的リスクと不確実性を決定付ける重要な要
因です。

しても、さらに減る可能性があります。ユーロ圏の景気回
復はトルコにとって明るい動きですが、2016年も困難の多
い年になるでしょう。成長率は4%以上に達し、インフレ水
準は7.5%を下回る見込みであるものの、経常赤字は依然
として高い水準にあります。

一方、EUとの最近の合意と加盟交渉の再開は、コモディ
ティ価格とともに、トルコ経済にとってプラスの動きと見るこ
とができます。本記事の執筆時点で、ブレント原油価格は1
バレル40米ドルを切っていました。価格下落を受け、トルコ
のエネルギー輸入額は、今年の減少幅には及ばないと

2016年に注目すべき動き
未知のリスク（ブラックスワンとも呼ばれる）と地政学的リス
クを別にすると、注視すべき主要な事案には、FED、中国
や、トルコを含む新興経済国の動向、そして新興経済国に
対する投資家の認識などがあります。

図1：トルコにおける主要なマクロ要因

GDP成長率（%、左軸）
経常赤字の対GDP比率（%、右軸）
出典： Deloitte Turkish Economic Outllook Report
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失業率（%、右軸）

トルコの不動産市場の長期的見通し
投資家は現在、短期的には取引を行うことに消極的であ
るものの、中長期的に見ると、トルコの不動産市場は国内
外の投資家に多くの機会をもたらしています。トルコは人
口が多く、中でも若い世代が多いことから、国内消費が相
当の水準に押し上げられています。近年の人口増加と並
行して、文化面での変化、都市化、所得水準の上昇、生
活水準の向上を背景に、核家族化が進んでいます。核家
族化は、不動産に対する需要が絶えず増大することを意
味します。
欧州の目と鼻の先に位置するトルコ市場は、2つの根本
的な問題を抱えています。活気ある経済とGDP成長、
そ し て有利な人口構成が、消費の安定した伸びを

もたらしており、さらにトルコの不動産市場には外国人投
資家、特に湾岸諸国の投資家を引きつける明らかな機会
がある一方、根本的な問題である地理的・地域的な不確
実性により、リスク回避の姿勢が引き続き強く見られます。
2015年第3四半期の国内総生産（GDP）は、前年同期比
で12.1%上昇した一方、同じ時期の建設業界の成長率は
8.3%でした。
トルコのGDP全体に占める建設セクターの割合は、4.7%
でした。
2015年の最初の9カ月間において、不動産販売に占める
外国人への販売の割合は、前期比6%減となりました。

図2：建設業界とGDP成長率（現行価格）
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出典：Turkstat
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図3：外国直接投資
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出典：トルコ共和国経済省

2015年に、住宅販売総数は
2014年の116万戸から増加し
て128万戸 に達し、10.6%の
年成長率を記録しました
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住宅用不動産
トルコでは農村部から都市への移住が続いており、現在、
人口の75%が都市に居住しています。この人口移動を受
けて、都市部における新築物件の建設需要が高まってい
ます。
2015年に、住宅販売総数は2014年の116万戸から増加
して128万戸に達し、10.6%の年成長率を記録しました。
一方、2015年の最初の9カ月間に1%を下回っていた住宅
ローンの月利は、第4四半期に上昇傾向を示しました。こ
れは、需要縮小の可能性を示唆していると見ることができ
ます。住宅ローン総額は、2014年の1,140億トルコリラか
ら2015年には1,320億トルコリラに達し、15.7%の年成長
率を記録しました。

物流
トルコは、欧州と独立国家共同体（CIS）の15億人の消費
者にアクセスしやすい地域的なハブであり、また欧州、中
央アジア、中東の間に位置するエネルギー回廊でもある
ことから、国内の企業設立数が年々増えています。

図4：住宅販売戸数
120,212

137,641

257,853

Q1 14
インフラプロジェクトによって物流業界のパフォーマンスは
向上し続けており、期待される効率性が実現されることか
ら、トルコに拠点を移すことを前向きに検討する外国の個
人投資家や機関投資家が増えると思われます。トルコの
物流インフラはここ数年で著しく向上しています。アナトリ
ア地域の多くの都市で新しい空港が建設され、港湾のキャ
パシティが拡大され、中央分離帯のある幹線道路の建設
が進み、主要都市を結ぶ高速鉄道網の建設も始まって、
貨物・旅客輸送量に影響を与えています。完了した暁に
は不動産市場の発達に影響するような重要インフラプロ
ジェクトがいくつかあります。
新イスタンブール空港：第1フェーズの完成部分は2018年
に開港し、年間9,000万人の旅客に対応することを目指し
ています。全てが完成すると、旅客処理数は1億5,000万
人を超える見込みです。新イスタンブール空港の第1ター
ミナルは、1棟の建物で構成される空港ターミナルとしては
世界最大規模となり、延床面積は100万平方メートルに達
します。
第3大橋：第3大橋は、世界最大幅（59メートル）かつ最長
（1.4キロメートル）となります。北マルマラ自動車道建設プ
ロジェクトの一部としてボスフォラス海峡に建設されるこの
大橋は、輸送と商業の未来を担うとみなされています。竣
工は2017年の予定です。
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小売業向け不動産
組織的小売業は成長を続けており、国内各地でショッピン
グセンターが増えています。ショッピングモールの数は
2015年に360に増えました。81都市のうち58都市にショッ
ピングモールがあり、新たな投資が計画されています。総
賃貸面積（GLA）は、2015年末に1,050万平方メートルに
達し、千人当たりのGLAは120平方メートルを超えました。
こうした数字は、アンカラ、イスタンブール、カラバク、ボル、
エスキシェヒルでより高く、これらの都市を合わせると千人
当たりのGLAは151平方メートルを超えています。

とはいえ、この比率はまだ、先進国市場の水準（EU 27カ
国の平均は、2015年において265平方メートル）を下回っ
ており、成長の余地があることを示唆しています。現在、3
大都市に加えて、人口が百万人を超える都市は17ありま
す1。したがって、3大都市はGLAという点では、一定の飽
和状態に達しているものの、トルコの他の都市では多くの
成長機会があります。

図5：ショッピングセンターと総賃貸面積（GLA）
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ブルサ、ガズィアンテプ、アンタルヤ、カイセリ、コジャエリ、アイドゥンでは住民千人当たりのGLAが101～151平方メートル、アダナ、コンヤ、
メルスィン、ディヤルバクル、バルケスィル、サムスンでは51～100平方メートル、ハタイ、シャンルウルファ、マニサでは0～50平方メートル

オフィス向け不動産
イスタンブールのオフィス市場は引き続き好調で、特に都
心のビジネス街では空室率が16～17%となっています。
多国籍企業がイスタンブールで地域管理・業務センターの
設立を進めていることと、国内企業の成長や設立が活発
になっていることを受けて、オフィス需要は増大し続けて
います。この強い需要とオフィススペースに対するニーズ
が引き続きオフィス物件への投資を刺激しています。
イスタンブールにおける重要なオフィス開発プロジェクトの
一つが、国際金融センター（IIFC）です。センターには、オ
フィススペースのほか、ショッピングセンター、住宅、会議
場、関連事業などが含まれます。プロジェクトの完了は
2018年の予定です。トルコ政府は、このランドマーク・プロ
ジェクトにおいて、イスタンブールをグローバルな金融セン
ターとして確立するという目標を掲げています。IIFCには、
金融規制監督庁（BDDK）、中央銀行、資本市場庁の本部
のほか、ジラート銀行、ハルクバンク、ワクフバンクなどの
国営銀行・民間銀行およびその他の金融機関が入居する
予定です。オフィス、住居、小売店、会議場、ホテル、駐車
場のスペースを合わせて4,500万平方フィートの規模とな
ります。
2015年にトルコ全土で取得されたオフィス建設許可は、前
年比で8.6%増加し、合計800万平方メートルに上りまし
た。オフィスビルの入居許可は、前年比87%増の合計750
万平方メートルに上り、オフィス供給量が増加しました。
外国人投資家から見たトルコの不動産セクター
中東・北アフリカ（MENA）地域の投資家は、トルコを長い
歴史的関係のある、将来性の高い成長国と認識していま
す。アラブの投資家の多くは、セカンドハウスを求めてい
るか、まだ発達の初期段階にあるトルコの不動産市場を
EUよりも手頃な市場と見ています。MENAの投資家はこ
れからのトルコについて強気の見方をしており、MENAか
らトルコへの投資額は昨年、倍増しました。トルコへの外
国投資全体に占めるMENAの割合はいまやEUと肩を並
べています。

要点：
投資家は現在、この地域における政治的・経済的不
確実性から、トルコで短期的な取引を行うことに消極
的であるものの、有利な人口構成と好調な消費の伸
びにより、中長期的にはトルコの不動産市場は国内
外の投資家に多くの機会をもたらしています。

•

住宅用不動産：トルコでは農村部から都市への
移住が続いており、都市部の新築物件に対する
需要が高まっています。

•

物流：トルコの物流インフラはここ数年で著しく向
上しています。アナトリア地域の多くの都市で新
しい空港が建設され、港湾のキャパシティが拡大
され、中央分離帯のある幹線道路の建設が進
み、主要都市を結ぶ高速鉄道網の建設も始まっ
て、貨物・旅客輸送量に影響を与えています。さ
らに、イスタンブールの新空港や第3大橋などの
重要インフラプロジェクトも、完成した暁には、不
動産市場の発達に影響を及ぼすでしょう。

•

小売業向け不動産：組織的小売業は成長を続け
ており、トルコ全土でショッピングセンターの数が
増えています。3大都市の総賃貸面積（GLA）は
一定の飽和状態に達しているものの、トルコ国内
の人口百万人を超える都市には多くの成長機会
が存在しています。

•

オフィス向け不動産：イスタンブールで進む多国
籍企業の地域管理・業務センターの設立と、国
内企業の成長を受けて、オフィス需要は増大し
続けており、オフィス物件への投資が活発化して
います。
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クレジットファンド
オルタナティブ投資ファンド
のありふれた選択肢に
なるか？
アンケ・フォン・ティリング
（Annke von Tiling）
ディレクター
アシュアランス
デロイト
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トーグ・シュタインヴィダ
（Thorge Steinwede）
ディレクター
コンサルティング
デロイト

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）の制度変更と、UCITS
V指令の実施法により、ドイツではオルタナティブ投資
ファンド（AIF）という形でクレジットファンドを設立する
余地が広がっています。
市場参加者は、それぞれの状況に応じて利用可能となる
新たな選択肢を検討すべきでしょう。投資運用会社
（KVG）は、クレジットファンドの利用を通じた新たなビジネ
スの可能性を手にしましたが、MaRisk準拠（リスク管理
の最低要件）の与信の選択・処理モデルを確保しなけれ
ばなりません。銀行は、自己勘定で保有できるリスク量を
増やせるだけでなく、KVGの業務の代理人として活動す
ることができるようになりました。後者については、自己資
本に関する要件に従う必要なく、与信のノウハウを販売
することが可能になります。クレジットファンドは、機関投
資家、そして何よりも保険会社、年金スキーム、年金基金
にオルタナティブ投資の機会をもたらします。
ドイツ語の「Kreditfonds」―あるいは、英語の「credit
fund」「loan fund」「debt fund」―という用語の下で定義さ
れるファンドタイプの特徴は、まだ明確とは言えません。そ
のようなファンドの設立方法は多種多様ですが、いずれに
も基本的に無担保貸付債権への最低限の投資が含まれま
す。現在、欧州レベルで存在する法律や法的施策（たとえ
ば、欧州長期投資ファンド（ELTIF）、欧州社会起業ファンド
（EuSEF）、欧州ベンチャーキャピタルファンド（EuVECA）
の規則や、欧州証券市場監督局（ESMA）による2016年4
月11日付の「ローン・オリジネーションを行うAIF」に関する
意見書）に加えて、クレジットファンドの先駆けと呼べるもの
がEU加盟国（アイルランドなど）で存在しており、ローン

の取得や、投資ファンドに代わってのローンの新規供与に関
する法的基盤を定めています。原則として、これらのファンド
は、EUパスポートの範囲内でドイツの専門投資家に販売
することが可能です。最近公開された情報によれば、ルク
センブルグは、特定の法的基盤もルクセンブルグの監督当
局（CSSF）からのガイドラインもない状態です。したがっ
て、既存のファンドによるローンの取得は、流通市場に限
定されています。
ドイツにおけるクレジットファンドの法的枠組み
ドイツでは、クレジットファンドの創設は、BaFinが制度を見
直す前、あるいはUCITS Vの実施法の草案が公表される
前から認められていました。しかし、2013年7月22日にドイ
ツ資本投資法（KAGB）が施行されるまで、投資ファンドが
「特別ファンド」に代わって取得できるローンの金額は、投
資ファンドの純資産価値の30%までに制限されていまし
た。また、ローンの取得は、流通市場を通じてのみ、または
代表貸出銀行を利用した場合のみ認められていました。
ローンの供与（ローン・オリジネーション）に加え、ローンの
再編や延長は、信用取引にあたるため、KWG（ドイツ銀行
法）の第1条第1項第1号により、投資運用会社にとって違
法な銀行取引であるというのがBaFinの見解でした。その
ため、これまでドイツで設立されたクレジットファンドは、ごく
少数にとどまっていました。
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新たな欧州法に基づく規則の文言とその解釈は、
集団投資運用におけるローン・オリジネーションにも
適用される可能性があります
2015年5月12日、BaFinは、通達（WA 41- Wp2100 –
2015/001）を発行し、KWGの特例措置規定（KWG第2条
第1項第3b号）に関する従来の取扱いを変更しました。通
達によれば、KVGは、集団投資運用の一環である場合に
限り、ローンを供与することを認められます。KWGの特例
措置規定はもともと、ドイツ法の下では銀行業務とみなさ
れている保証金事業を対象として設けられたものでした。
投資法が定められたとき、ローンの供与が集団投資運用
の一部になりうるとは想定されなかったのです。しかし、新
たな欧州法に基づく規則の文言とその解釈（たとえば、
EuVECAおよびEuSEF規則の下ではローン・オリジネー
ションが認められている）は、集団投資運用におけるローン・
オリジネーションにも適用される可能性があります。
UCITS V指令に係るドイツの実施法（連邦議会が可決した
草案）との関連において、ローンへのファンドの投資機会
は今後、KWGとKAGBの変更を通じて拡大されます。KWG
は、集団投資運用に関する特例措置の範囲がローン・オリ
ジネーションを認めるように明示的に拡大されたことを反
映するように変更されます。
BaFinの通達は、市場を守る必要上、与信業務が引き続き規
制事業となると明確に述べています。これは、投資運用会社は
銀行に適用されるソルベンシー規定に従う必要はないことを
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意味します。しかし、与信業務（BTO 1 与信業務および
BTR 1信用リスク）に関係している場合は、銀行のリスク管
理に関する最低要件（いわゆる「MaRisk」、2012年12月
14日付BaFin通達10/2012（BA）、現在改訂中）に定める
組織・リスク管理規定に従わなければなりません。KAGB
では、与信業務の運営・組織構造に関する特別規則の新
たな法的根拠は、KAGB-E第29条に新しく第5a項を追加
することによって構成されました。オープンエンド型の不動
産ファンドによって不動産会社に供与されたローンと、プライ
ベート・エクイティ領域などにおける持分保有者向けローン
については、UBGG（非上場企業に関与する企業に関する
ドイツ法）に従って、与信に関する例外措置が設けられて
います。この規定の下では、リスク管理に関する特別な要
件が、AIFに代わって今後ローンを供与する、あるいは非
証券化／証書化ローンに投資するほぼ全てのAIF投資運
用会社（AIF-KVG）に適用されます。
AIF-KVGは、ローン処理（ローンの期間延長を含む）、ローン
処理管理、不良ローンの取扱いのための体制のほか、事
業の種類と規模に応じた適切な早期リスク診断のための
手続を確立する必要があります。UCITS V実施法によれ
ば 、AIF-KVGは、KWG第14条によって定義されている
「100万ユーロ信用レポート」も提出しなければなりません。

ローン・オリジネーションに関しては、新たな要求が追加さ
れています。UCITS V指令に係るドイツ実施法（KAGB草
案第20条第9項を転用）に基づき、ローン・オリジネーション
の適用範囲は、以下の通り制限されます。
•

UCITSに代わってのローン・オリジネーションは禁止
されます。

•

AIFのローン・オリジネーションは、それが欧州ベン
チャーキャピタルファンド（EuVECA）、欧州社会起業
ファンド（EuSEF）、欧州長期投資ファンド（ELTIF）に
ついて定める欧州規則に基づき認められている場
合、あるいはAIFが国内のクローズドエンド型特別
AIFで、KAGB草案第285条の新しい第2項の規定を
満たしている場合（クローズドエンド型ファンドについ
ては、以下を参照）、認められます。さらに、KAGB草
案第285条第3項に従って、クローズドエンド型また
はオープンエンド型の特別AIFによる持分保有者向
けローンの供与も可能です。

•

ローンのオリジネーションまたは取得（再編／延長）に
関する条件の変更は、ローン・オリジネーションに関す
る上記の規定と制約から除外されます。つまり、全般
的に認められることになります。一方、この規則は今
後、以前は連邦政府法案において除外されていたオー
プンエンド型特別AIFにも適用されます。

•

外部KVGは自社のために、その親会社、子会社、姉
妹会社にキャッシュローンを供与することができます。
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クローズドエンド型の特別AIFが将来のファンド資産に基づ
いてローンを配分しようとする場合、UCITS Vの実施法と、
改定後のKAGB草案第285条第2項および第3項により、以
下のさらなる規制要件が生じます。
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•

レバレッジ制限：KAGB草案第285条第2項は、クロー
ズドエンド型の特別AIFローンについて、借り入れ上限
を、投下資本と未払込の出資約束金額の合計額の
30%と定めています。

•

BGB（ドイツ民法）第13条で定義される消費者にローン
を供与することはできません。

•

リスク分散／リスク制限：AIF-KVGが借手に供与できる
ローンの最大総額は、クローズドエンド型特別AIFの投
下資本と未払込の出資約束金額の合計額の20%とな
ります。

•

上記の制限とは対照的に、KAGB草案第285条第3
項は、関連会社に対しては、オープンエンド型または
クローズドエンド型の特別AIFの投下資本と未払込の
出資約束金額の合計額の50%まで（KAGB-E第282条
第2項第3文、第284条第5項）、またはクローズドエンド
型のミューチュアルAIFの投下資本と未払込の出資約
束金額の合計額の30%まで（KAGB草案第261条第1
項第8号）のローンを供与できると定めています（持分
保有者向けローン）。ただし、それらのローンが劣後
ローンに区分されるか、各持分の取得価額（ミューチュ
アルファンドの場合）または取得価額の倍額（特別ファン
ドの場合）を超えないことが条件となります。あるいは、
関連会社に対しては、資本の30%を超える劣後ローン
を供与できますが、それは、関連会社が特別AIFの子
会社であり、関連会社自身、上述の状況に基づきキャッ
シュローンのみを供与することができるからです。

•

アニュアルレポート、経営者報告書、監査：新たな
KAGB草案第48a条によれば、KAGB第2条第4項
に 従 っ て登 録 さ れ 、KAGB 草 案 第 285 条 第 2 項 に
従 っ てロ ーン を 供 与 する AIF-KVG は 、ク ロ ーズ ド
エンド型の国内特別AIFそれぞれに対するアニュア
ルレポート（KAGB第45条第2項第3号に準拠した
貸借対照表の宣誓を含む）および経営者報告書を
作成し、提供しなければなりません。これらの文書
は、監査人による証明を受け、要請があれば投資
家に開示しなければなりません。財務会計上、非公
開有限投資パートナーシップについて定める規則
（Investmentkommanditgesellschaften：InvKGen）、
特にKAGB第135条第3項から第11項が適宜適用さ
れます。報告書の内容、範囲、表示に関する詳細は
KAPrüfbV（投資運用監査報告書に係る法令）におい
て示されています。認定投資運用会社によって管理さ
れている他の投資ファンドの会計処理および監査の
ために、与信業務に関する個別の規則が、委任法を
発行する既存の権限を通じて、KARBV（投資の会計
処理および評価に係る法令）および投資報告規則
（KAPrüfbV）に追加される可能性があります。また、
BaFinはすでに、KAGB法の改定との関連において
法令の各規定に必要な変更を含めることを提案して
います。

•

利益相反の防止：KAGB第26条および第27条の行
動規範は、ローン・オリジネーションの状況において
生じうる利益相反を防ぐ目的で考案されたものです。
追加の法的規則は、求められていません。

•

組織・リスク管理：流動性リスク管理（KAGB第30条）
との関連において、追加規則は求められていません。
新しいKAGB草案第29条第5a項は、キャッシュローン
の供与または無担保ローンへの投資に関するKVG
の組織・リスク管理の責務を明確に定める目的で作
成されました。これは、MaRiskに基づき銀行に適用

される関連規定の適用性とそれらがBaFinによってど
のように用いられるかを説明するための基礎となりま
す。規定の全般的な適用性に関しては、クローズドエン
ド型ミューチュアルAIFによるローン投資や、KAGB第
240条に従って不動産ファンドに代わって不動産会社
が供与するローンなどについて、若干の例外が認めら
れています。投資ファンドに代わってローンを供与して
いる登録KVGは、組織・リスク管理および流動性管理
に関する規定を遵守する法的な義務を負います。

ファンドタイプ別ローンへの投資機会
ファンドタイプ

KAGB-E

ローンへの投資

ローンの供与／貸出

UCITS

§ 192

不可

不可

不可

不可

オープンエンド型国内ミューチュアルAIF
（その他投資ファンド）

§ 221

可

不可

可

不可

不動産特別AIF（その不動産会社への
ローン供与）

§ 240

不可

不可

不可

従来通り、可

クローズドエンド型国内ミューチュアルAIF

§ 261

不可

不可

可

可（条件付き）

一般オープンエンド型特別AIF

§ 282

可（100%まで）

不可

可

可（条件付き）

固定投資を条件とするオープンエンド型
国内特別AIF

§ 284

可（100%まで）

不可

可

可（条件付き）

クローズドエンド型特別AIF

§ 285

可（100%まで）

条件付きで、可（外国への
融資は30%まで、消費者へ
のローンは不可、各借手に
対し最大20%を上限）

可

可（条件付き）

ローン組成

持分保有者
向けローン
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要するに、立法者は、欧州法や他の欧州諸国における市
場慣行に基づき、この措置を通じて実体経済に資金を供
給する新たな選択肢が作り出されると考えています。同
時に、立法者は、たとえば与信プロセスに関する要件を
導入する等して、リスクの高いローン取引が規制の緩い
市場領域（シャドーバンク）に移転することを防ぎたいとも
考えています。
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市場プレーヤーへの影響
AIFに代わってローンの配分を行うという新たな事業分野
は、さまざまな市場プレーヤー（銀行、資産運用会社、機関
投資家、サービスプロバイダー）にそれぞれ異なる影響をも
たらし、また異なる選択肢を与えます。機関投資家には、利
益を創出する（と同時にリスクを引き受ける）機会が十分に
ありますが、実際に投資家の関心を引くためには、市場の
水準を上回る利益を上げる必要があるでしょう。VAG（ドイ
ツ保険監督法）は、投資法令やソルベンシーIIと呼ばれる、
保険会社を対象とする一連の新たな監督法規に関連して、
保険会社と年金プールがクレジットファンドに投資する場合
に利用できる「規制に関する」裁量の余地を定めています。

ローンを発行するAIF-KVGは、新しい「与信」事業を適切
に整備しなければなりません。このためには、資産の選
定、分散化、資産評価等に関して、ポートフォリオやリスク
管理の専門知識を得る必要があります。与信処理につい
ては、AIFMはMaRisk（リスク管理の最低要件）、特に
BTO 1（与信業務）とBTR 1（信用リスク）の部分の遵守を
求められます。この規則を遵守するために、KVGは、与信
事業の運営モデルを確立する必要があります。したがっ
て、KVGは、追加のファンド事業がもたらす収益の見込み
と、与信管理規則遵守のための強制的な投資を天秤にか
けなければなりません。
KVGには、自身で組織の枠組みとプロセスを確立する代
わりに、与信業務を外部サービスプロバイダーにアウトソー
シングする選択肢があります。この点に関して、サービス
プロバイダーがクレジットファンドのプロセスを維持する十
分なインセンティブを持っているかどうかを確認する（たと
えば、ビジネスモデルやマージン等を調べる）ことが重要
となるでしょう。アウトソーシングを選択した場合、資産運
用会社は新たなファンド事業を創出すると同時に、専門プ
ロバイダーを通じて低コストで効率的な与信業務の運営を
実現できます。ただし、KVGは、アウトソーシングについて
定める既存の規定遵守を保証するための一定の能力が
求められます。

与信プロセスのアウトソーシングについては、金融機関、
特に資産運用子会社を傘下に持つ金融機関に新たな機
会が生じるかもしれません。一つの形態として、金融機関
がKVGに信用ポートフォリオを販売したり、利益相反の可
能性を勘案して与信処理を委託したKVGに債権を移転し
たりといったことが考えられます。KVG（銀行の子会社）
は、信用ポートフォリオに投資する投資家を見つけて、自
社の仕様に従ってファンドを発行します。金融機関にとって
のメリットは、与信業務のリスク移転が可能となることで、
CRD IVに従って自己資金と関連指標をより効率的に管理
できるようになることです。これとは別に、このような仕組
みであれば、与信処理の機能は銀行に残ることから、金融
機関は顧客／債務者との関係を維持できます。したがっ
て、自己資金に関する要件に縛られることなく、また自行
でリスクを引き受ける用意があるかどうかに関係なく、与信
業務の拡大と多様化を図ることが可能となり、幅広い商品
とソリューションの提供を通じて、利息収入の代わりにサー
ビシングから追加利益（手数料収入）が得られるようになり
ます。

ド イ ツ 語 の 「 Kreditfonds 」 ― あ る い は 、 英 語 の
「 credit fund 」 「 loan fund 」 「 debt fund 」 ― と い う
用語の下で定義されるファンドタイプの特徴は、ま
だ明確とは言えません
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以下の図は、市場参加者間の関係の例を概略化したものです。

資産／ファンド運用

信用ポートフォリオ販売

AIFM

クレジット
ファンド

引き受け
／配分

サービシング

クレジットファンドが市場において（また、市場にすでに出
回っている商品との関係において）どの程度地位を確立
するかは、以下の変動要因によって決まります。
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担保
／金利
／償還

取引と評価

クレジット
サービシング

•

投資家
投資

支払い

銀行

ファンドシェア分配

ドイツにおける最終的な法的枠組み。この枠組み
は、全ての関係者にとって、商品に投資するインセン
ティブが存在し、他のEU加盟国の状況と比較して競
争上のデメリットがないような形で策定されなければ
なりません。

•

投資対象の選定、組成、管理に関するファンド運用の
専門知識（必要な場合は、アウトソーシングを利用）。

•

機関投資家の関心が最も高い、有利なリスク／リ
ターン比率を持ったシニア債権ポートフォリオにKVG
がアクセスできるかどうか。この場合、金融機関との
協力が望ましいと言えます。しかし、銀行との協力に
よって生じうる利益相反を考慮に入れなければなり
ません。

債務者
／顧客

•

関係者、すなわち債権のオリジネーターである金融機
関、資産運用会社、投資家のほか、該当する場合は
サービスプロバイダーの間のインセンティブ／収益の
分配。

•

監督当局はいずれ、クレジットファンドを通じて、監督さ
れていない市場分野に信用リスクが移転されるケース
が増えないように手を打つでしょう。欧州では、企業と
インフラ融資の可能性を著しく制限することなくシステ
ミックリスクを防ぐためのクレジットファンドの枠組みが
確立されると予想されます。規制当局との折り合いが
どのような影響をもたらすか、成り行きを見守る必要が
あります。このトピックに関する私たちの当初の見解
は、トレンド、リスク、脆弱性に関するESMA報告書
（2015年1月）と、「投資ファンドによるローン・オリジネー
ション」に関するESRB（欧州システミックリスク理事会）の
ペーパーに掲載されています。現段階では、ローン・オリ
ジネーションを手がけるファンドの発達をめぐり、どの
ような影響が生じ、どのように規制上の折り合いがつ
けられるのかは不明です。

展望
クレジットファンド市場の成功は、KAGBの標準化と欧州
法の実施における規制上の制約にかかっています。市場
では、クレジットファンドは、既存の商品と競合することに
なります。また、該当区分とされた証券化市場（STS要件、
真正売買証券化）とも競合します。他の（証券化）ファンドに
関連して、ドイツの法令に基づき定義されるAIFクレジット
ファンドは、いくつかの追加的な特徴を持つことになりま
す。市場参加者が、与えられている余地をどのように利用
するのか、また、他のEU加盟国においてクレジットファン
ドの代わりに用いられている仕組みと比べて、ドイツの枠
組みが今後どうなるかについては、今のところ不透明な状
況です。

与信プロセスのアウトソー
シングについては、金融機
関、特に資産運用子会社
を傘下に持つ金融機関に
新たな機会が開けるかも
しれません

要点：
BaFinによる制度変更と、UCITS Vの国内実施法に
よるドイツ法の変更により、ローン・オリジネーションだ
けでなくローンファンドの組成も容易になりました。新
たなルールを利用するためには、特定の規定を守ら
なければなりません。
•

ローンの条件変更（再編／延長）が認められま
す。

•

ローン・オリジネーションは、国内クローズドエン
ド型の特別AIFについてのみ認められます。

•

クローズドエンド型の特別AIFについては、ローン
のレバレッジは認められますが、30%までに制限
されます。

•

クレジットファンドを立ち上げようとするAIF投資
運用会社は、銀行のリスク管理の最低要件
（MaRisk）に定める組織管理・リスク管理規定に
従わなければなりません。

•

消費者へのローンの供与は認められません。

•

AIF-KVGは、与信処理の専門知識に加え、ポー
トフォリオおよびリスク管理における与信分野の
専門知識を獲得し、与信業務の運営モデルを確
立する必要があります。

•

KVGは、独自の組織的枠組みとプロセスを確立
する代わりに、与信業務の一部をサービスプロバ
イダーにアウトソーシングすることができます。と
はいえ、適切なアウトソーシング管理を実現する
ために、一定水準の能力は保たなければなりま
せん。

さらに、不動産会社、子会社またはファンドが持分を保
有する企業に供与されるローンについてはそれぞれ、
より大きな裁量が引き続き、または新たに認められま
した。
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未来の
銀行業の
ビジネスモデル
ダニエル・コブラー博士
（Dr. Daniel Kobler）
パートナー
バンキング・イノベーション・リーダー
デロイト
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ステファン・ブヘラー博士
（Dr. Stefan Bucherer）
シニアマネジャー
コンサルティング
デロイト

ヨハネス・シュロットマン
（Johannes Schlotmann）
シニアコンサルタント
コンサルティング
デロイト

銀行業は、大きな変化を遂げつつあり、現行のすべての
ビジネスモデルが見直されています。普遍的傾向の中で
最も重要なのはデジタル化であり、ディスラプション（創造
的破壊）をもたらす新規参入者が競争環境を根本的に変
えしてしまうかもしれません。未来の銀行業については3
つのシナリオが考えられ、銀行は今まで以上に戦略的な
ビジネスモデルを選択して、選択したビジネスモデルを一
般的なシナリオに沿って導入する必要があります。こうし
た選択を踏まえ、銀行は明日に備えるために今日、行動
を起こさなければなりません。

デジタル・ディスラプションが銀行の伝統的役割を脅かす
伝統的な銀行業のビジネスモデルは新たな技術によっ
て、劇的な変化を遂げつつあります。顧客との関係のあり
方から、ミドルオフィスとバックオフィス業務の運用方法ま
で、技術革新は、バリューチェーン全体にわたって伝統的
なプロセスを脅かしています。

今日、銀行業の未来を示唆するような画期的なディスラプションの例がいくつか見られます

ゲーミフィケーションは、より
楽しく、有意義な顧客体験を
もたらします

プロセスの自動化は、大
規模なコスト削減を実現
す る と 同時に 、バ ッ ク オ
フィス業務の柔軟性と正
確性をより向上させます

ロボアドバイザーなどのデジ
タル投資ソリューションは、
投資助言サービスの自動化
を可能にします

画期的な
ディスラプション
の例

ブロックチェーン技術
は 、 決 済・ 取引 を 劇
的に簡素化する可能
性があります

生体認証技術は、シー
ム レ ス で 安 全な デ ジ タ
ル認証を可能にします
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顧客の間でデジタル・ディスラプションへの適応が進み、
新しいタイプの競合他社とソリューションが続々とこの領
域に登場する中、「デジタル」が本格的に銀行セクターに
到来し、以下に挙げる主要な銀行機能全てに注目を集め
ています。
決済
ブロックチェーン技術やモバイルマネー・ソリューションなど
を活用した分散型の通貨は、仲介プロセスを合理化するこ
とで従来の価値移転システムに取って代わる魅力的な選
択肢となっています。こうしたイノベーションによって競争
が激化する中、未来の価値移転手段は、よりグローバル
で、より透明性が高く、よりスピーディで、よりコストの安い
ものとなるでしょう。その反面、決済取引が購入プロセスに
シームレスに統合される（例：アマゾンの1-Click注文やウー
バー）ことで、決済プロバイダーと顧客との接点が減り、決
済プロバイダーが競争において差別化を図ることが難しく
なります。
預金・貸出
ピアツーピアモデルを用いた代替的な貸出プラットフォー
ムが信用評価と資本の源泉を変えつつあり、預金と貸出
の ス プ レ ッ ド を 狭 め て い ま す 。 Lending Club 、 Zopa 、
Lenddoなどのプラットフォームは、これまでとは異なる判
定方法と効率的な自動化されたプロセスを用いて、より幅
広い顧客層にローンを提供し、新たな種類の投資機会を
預金者にもたらしています。結果的に、金融仲介機関とし
ての銀行への依存は減るでしょう。同時に、柔軟性の高い
代替的なバンキング・ソリューションに対する需要の高まり
は、バーチャル銀行（例：フィドール銀行）台頭の道を開くと
ともに、たとえばヨドリーなどの専門プロバイダーによって
提供される、標準化されたアプリケーション・インターフェー
スを活用した顧客対応力強化の下地を作っています。
投資運用
自動化されたウェルスマネジメントサービス（例：ウェルス
フロント）からソーシャルトレーディング・プラットフォームま
で、従来のウェルス・マネジャーに代わる低コストで高度な
ソリューションを提供するディスラプターが多数登場して
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います。こうしたソリューションは、より幅広い顧客基盤に
対応し、顧客が自分の資産をもっと自由にコントロールで
きるようにします。同時に、エコ・ファイナンシャル・テクノロ
ジーのような新たなサービスプロバイダーがプロセス・アウ
トソーシングを簡素化することで効率性を向上させ、大規
模なウェルス・マネジャーが持つ規模の経済のメリットが
少なくなりつつあります。
市場プロビジョニング
アルゴリズム取引の領域では、より優れた処理能力を持
つ高速のマシンが開発され（例：パランティールや
SNTMNT）、ニュースフィードなどの構造化されていない
情報を処理できるようになりつつあります。これは、取引量、
ボラティリティ、スプレッドの観点から市場プロビジョニング
に予測のつかない影響を与えるでしょう。ClauseMatchな
どの新たな情報プラットフォームが市場関係者間の接続
性と情報共有を向上させており、市場の流動性、アクセス
性、効率性を高めています。
資本調達
スタートアップ企業とデジタル民主化への注目が高まって
いることを踏まえて、Seedrsなどの新たな資金調達プラッ
トフォームが登場し、資本の源泉へのアクセスを拡大する
とともに、より多くの企業やプロジェクトに資金を提供して
います。一方投資家は、投資機会への資本提供において
より自主的な役割を果たすことができます。新たなプラット
フォームにより、企業は投資家に合わせてメリットをカスタ
マイズできるようになっています（例：Crowdcube）。
こうした破壊的イノベーションを考えると、5つの銀行機能
全てが影響を受けることになり、銀行セクターの変化は不
可避であることが明確です。しかし、その影響はどのよう
なものでしょうか？

3つの起こりうる銀行業の未来のシナリオ
デジタル・ディスラプションが各銀行機能に与える影響は
次のように要約できます。
伝統的なワンストップ型の銀行業モデルはさらに弱体化し
ます。決済機能は銀行からいっそう独立し、顧客との接点
が減るとともに小売業者との提携関係がいっそう重要とな
ります。預金・貸出はさまざまなプラットフォームに幅広く
分散し、伝統的な預金・投資商品に対する需要が減少し
ます。投資運用は、プロセス自動化とアウトソーシングに
よってコモディティ化が進みます。資本の調達は、企業や投
資家の資金調達ニーズに合わせて、カスタマイズされます。
そして、市場プロビジョニングは、より自動化され、人間の

1 銀行優位

決済

預金・貸出

投資運用

市場プロビジョ
ニング

資本調達

役割が減り、透明性が高まります。商品のイノベーション
や、単なるバンキングサービスを超えた個別の総合アドバ
イザリー・サービスを通じた差別化が、顧客をつなぎ止める
ために今まで以上に重要となるでしょう。
現在の動向を踏まえると、顧客が新しい行動パターンをど
れぐらい取り入れるか、現在と将来の規制環境、新たに
登場する革新的な競合他社の存在感の強さ、環境の変
化に適応するスピードと意欲といった要因に応じ、現実化
しうる銀行業の未来のシナリオとして、以下の3つが考え
られます。

2 銀行業の改革

3 バンキング・エコシステム

• 顧客は自分の銀行口座にシームレ

• ワンクリック・ソリューションにより、デ

スに結びついた決済ソリューションを
好む
• 既存の金融機関は、既存のネットワー
クの中でより効率的でスピーディな
決済オプションを提供する

フォルト設定されたカードが有利にな
り、決済市場の統合が進む
• 既存の金融機関は、代替的な決済ス
キームに接続された商品をリリースする

• デジタルウォレットは、多くのカードの

• 伝統的な金融機関が代替的なプラッ

• 伝統的な金融機関と代替的なプラット

トフォームを吸収し、顧客からの信
頼を生かして活動する
• 銀行は、ニーズ対応型の取引にとど
まらず、顧客関係を強化する

フォームはそれぞれ異なる顧客に対
応する
• 新たな 銀行 は口 座管 理に 重点 を置
き、代替的なネットワークと提携する

• ウェルス・マネジャーは上位富裕層

• 高付加価値サービスがコモディティ化

• リテールおよびソーシャルトレーディン

顧客に注力し、マス富裕層の顧客に
はオンラインツールが対応する
• これまでの中核能力の外部化によ
り、人的要因が差別化要因素となる

され、銀行はテーラーメイド型サービス
に重点を置く
• コンプライアンスの一元化により、銀
行は規制の変更に迅速に対応できる

グのプラットフォームが伝統的なウェル
ス・マネジャーと直接競合する
• 外部サービスプロバイダーを利用する
ことで、小規模なプレーヤーでも、高度
なサービスを提供できる

• 大手プレーヤーは相互の接続性と

• 新しいプラットフォームにより、カウンター

• プラットフォームが個人投資家にも接

効率性を向上させるプラットフォーム
を開発する

パーティの選定がより客観的になり、
ネットワークがそれほど発達していな
い小規模な金融機関に力を与える

続範囲を拡大し、特定の資産について
は市場の役割を果たすことができる

• 個人間の資金調達プラットフォーム

• 個人間の資金調達プラットフォームが

• 個人 間 の資 金 調達 プラッ ト フォ ーム

は、金銭的見返りを超えた動機を持
つ投資家を対象とする

高リスクのシードステージ企業を対象と
する一方、銀行は成長ステージの進ん
だベンチャーキャピタルに融資を提供
する

は、規模の大きな企業が資本を調達
するための代替的なチャネルに発展
する

制約を取り払う

• 既存の金融機関は、金融プロバイダー
が構成する代替的なネットワークと競
合する

• 代替的なプラットフォームが伝統的な
プレーヤーに取って代わる

• 新規参入者が顧客関係を取り込む
中、伝統的なプレーヤーは商品のプロ
バイダーとなる
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銀行優位
規制当局は、これまでほとんど規制されていなかった、
新たなデジタル・ディスラプターに対する参入障壁を引き
上げます。顧客は依然として、既存の信頼できる金融機
関をメインの取引先として維持する傾向にあるため、銀
行はそのビジネスモデルを守ることに成功します。このシ
ナリオが実現するための前提条件は、既存の銀行が顧
客の期待の変化に遅れることなく対応し、（内部開発また
は取得を通じて）新たな商品に投資することです。
銀行業の改革
プロセスのアウトソーシングによって、大規模なインフラ
を持たない新規のバンキング・プレーヤーでも市場に参
入しやすくなる中、顧客は、魅力的な商品を提供する新
たなバンキング・プレーヤーを信頼するようになります。
一方、既存の銀行は数十年前のレガシーシステムが足
かせとなって新たなテクノロジーを迅速に導入することが
できません。その結果、「ファイナンス2.0」の概念を取り入
れた新たなバンキング・プレーヤーが既存の銀行に取っ
て代わります。

3

バンキング・エコシステム
顧客は、テーラーメイド型のサービスの利用を好み、既存の
銀行はネットワークのパワーを過小評価する一方、デジタ
ル革命は確立されたルールや境界に関係なく広がり、ディ
スラプションをもたらす新規参入者が一部の市場セグメント
において大きな市場シェアを獲得します。その結果、銀行
は、幅広い総合的なサービス（「ワンストップ・ショップ」）に
ついては、これまで独占してきた顧客関係を失うことになり
ます。代わりに、さまざまな専門プロバイダーで構成される
広範なエコシステムに自行の能力を提供するプラットフォー
ムへと変身することが銀行の成功につながります。
起こりうる未来のシナリオが特定できたところで、銀行は、
それらのシナリオに対する自行の戦略的選択を検証しな
ければなりません。何よりもまず、ビジネスモデルの選択
肢を検討し、精緻化する必要があります。

バリューチェーンの分解がビジネスモデルの差別化を促進する

ビジネスモデルの課題
バンキング・バリューチェーン

コスト圧力の
増大

バリューチェーン
の分解

顧客への
アクセス

財務アドバ
イザリー

商品開発

取引処理

サポート
機能

信頼される
アドバイザー

商品
リーダー
機動力のある
新規参入者
取引処理の
世話役

マネージド型
ソリューション
プロバイダー

イノベーション
サイクルの加速

ユニバーサル
バンク
高度な知識を
備えるがために
要求の多い顧客

銀行が顧客関係、商品開発、取引処理の接点を管理することで戦略的な差別化要因を生み出すことができれば、
専門特化型モデルだけでなく複合型モデルも可能となります。

どのシナリオにおいても、バンキングサービスのためのITインターフェースと通信標準の統一やその他の破壊的イノベーションが、統合型の事業経
営を行っている、すなわちバリューチェーンの大部分を社内で管理している銀行がこれまで支配してきたバリューチェーンの分解を促進します。
デジタル化により、バリューチェーンの特定の部分に焦点を当てた専門会社が出現し、既存のプレーヤーに挑戦します。バンキング・バリューチェーン
を考察した結果、実行可能な5つのビジネスモデルが浮かび上がりました。これらのビジネスモデルは、特定のバンキング・エコシステムにおいて
は互いを支え合うことになります。
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信頼される
アドバイザー

「信頼できるアドバイザー」をビジネスモデルとして選んだ銀行は、
範囲の経済を利用して顧客の資産に占める自行のシェアを高める
ことに注力します。「信頼できるアドバイザー」の主要な価値提案は、
顧客と信頼関係を築き、単なる投資や取引のアドバイザリー・サービ
ス以上のものを提供することです。クライアントのニーズを徹底的に
重視したアドバイザリー・サービスを信頼できる形で提供するための
前提条件として、自行が開発した商品だけでなく、外部の商品も取り
込んだオープン構造の商品ポートフォリオが予想されます。さらに、
「信頼できるアドバイザー」としての銀行は、財務的な事柄にとどまら
ない、クライアントのニーズに対する深い理解に基づいたテーラーメ
イド型サービスを提供することによって他者との差別化を図ります。
提供するサービスを拡大して、コンシェルジェサービスや金融教育な
どの付加価値サービスを手がけたり、不動産業者、企業財務アドバ
イザー、慈善事業専門家とシームレスに提携することで、顧客との関
係を深め、信頼を勝ち取ることができます。

商品
リーダー

「商品リーダー」は、プレミアム価格をつけることができるような革新
的な商品を開発することによって差別化を図ります。市場シェアの
素早い獲得を可能にする迅速な商品化が「商品リーダー」の主要な
目的であり、そうすることによって市場での優位なポジションを維持
し、先行者の強みを生かすことができます。「商品リーダー」の価値
提案の中心となるのは、技術と金融工学の動向に関する優れた知
見であり、顧客のニーズを新商品につなげる能力です。「信頼できる
アドバイザー」の重要な資産は信頼でしたが、「商品リーダー」は、そ
の商品の質とパフォーマンスによって顧客に高く評価されます。

取引処理
の世話役

「取引処理の世話役」となる銀行は、他のプロバイダー（銀行・ノン
バンク両方）との提携を通じて規模の経済を生かした経営に注力し
ます。このビジネスモデルの基礎となるのは、最終顧客と第三者に
低コストで提供される標準化された商品・サービスです。必要な規
模の経済を達成するための手段となるのは、ホワイトラベル提供、
取引のまとめ役としての活動、保管・預託サービスなどです。コルレ
ス銀行として広範なネットワークと統合されることで、「取引処理の
世話役」は、規模の小さな銀行が単独では維持できないような接
続性を提供することができます。それに加えて、営業許可を取得し
ていない新規参入者のためのバンキング・プラットフォームになる
ことによって、バリューチェーンの分解から利益を得ることも考えら
れます。

マネージド型
ソリューション
プロバイダー

「マネージド型ソリューション・プロバイダー」ビジネスモデルを選択
した銀行は、他のプロバイダーに特定のバンキング・ソリューション
を提供することによって規模の経済を生かした経営に注力します。
特に、専門家によるサービスは、銀行やノンバンクが内部のバリュー
チェーンを分解して、「マネージド型ソリューション・プロバイダー」か
ら必要な能力を調達することを可能にします。このモデルの主眼
は、個々のサービスのプロバイダーではなく、ソリューションのプロ
バイダーとなることです。提供されるソリューションには、規制の動
向に関する洞察や専門的な投資アドバイスのほか、顧客確認
（KYC）、税務、決済などの非中核的プロセスも含まれます。

ユニバーサル
バンク

これらの5つのビジネスモデルは、いくぶん理想的なイ
メージです。銀行が顧客関係、商品開発、取引処理の
接点を管理する戦略的な差別化要因を生み出すことが
できれば、専門特化型モデルだけでなく複合型モデル
も可能となります。
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「ユニバーサルバンク」は、コスト水準を低く抑え、全体的な効率性
を確保するために、全ての事業分野においてある程度の規模を達
成しなければなりません。このビジネスモデルを選択した銀行は、複
数の業種、すなわちリテール・バンキング、プライベート・バンキング、
コーポレート・バンキング、インベストメント・バンキング、資産運用
にわたって総合的な商品を提供します。主要な価値提案は、フロン
ト・ツー・バックのプロセス（たとえそのプロセスがアウトソーシングさ
れていても）に対するシームレスなコントロールを維持できることと、
バリューチェーンを効率的に半分の薄さに圧縮できることです。こ
のモデルの目的は、さまざまな事業部門の能力を活用した高度な
商品・サービスの提供などによって、顧客のニーズにきめ細やかに
対応する高い柔軟性を備えた「ユニバーサルバンク」を提供するこ
とにあります。多様化された事業構成は、銀行がそれに伴って増大
する複雑性を効率的に管理することに成功すれば、理論的には収
益の安定性につながります。

今、銀行がすべきこと
銀行が未来に備えるためには、他の銀行と自らを比較し、
自行の強みと弱みを徹底的に分析しなければなりません。
次に、金融業界における最近の動向とトレンドを深く理解し、
その理解を組織全体で共有する必要があります。現在の不
確実性を考えると、未来についてさまざまなシナリオを検討
し、現行の各事業分野をそれぞれのシナリオに照らして評
価しなければなりません。どのシナリオが実現するかに関係
なく、銀行は不可避の事態―すなわち、業界が直面してい
るさまざまな変化に対する準備を始めるべきです。今こそ、
取締役会レベルで、起こりうるシナリオとそれぞれのシナリ
オにおいて最も適したビジネスモデルについて率直に議論
するべきです。ビジネスモデルを選択すれば、不確実性を考
慮に入れたSWOT分析に基づいて戦略的選択肢を導き出
すことが可能になります。未来に備えるために必要な変革
には、経営陣の十分な注目とコミットメントが求められます。
銀行は今すぐ、この変革に取りかからなければなりません。

要点：
•

銀行業は、根本的な変化を遂げつつあります。

•

デジタル化と、ディスラプションをもたらす新規
参入者が変化の原動力となっています。

•

現実化しうるシナリオは3通り考えられます。1）
伝統的な銀行の優位の継続、2） より効率的で
柔軟性が高く、特定の分野に特化した銀行に
よるディスラプション、3） さまざまな金融サービ
スプロバイダーで構成されるエコシステムの
出現。

•

現在のトレンドは、バリューチェーンの分解を加
速させ、銀行は以下の5つのビジネスモデルのう
ちの1つを選択することを余儀なくされています。
1） 信頼できるアドバイザー、2） 商品リーダー、
3） 取引処理の世話役、4） マネージド型ソリュー
ション・プロバイダー 、5） ユニバーサルバンク。

今こそ、取締役会レベル
で 、 起こ り う るシ ナ リ オ と
それぞれのシナリオにお
いて最も適したビジネスモ
デルについて率直に議論
するべきです

•

銀行は、明日に備えるために今日、自行の中核
能力と戦略的目標を理解する必要があります。

この記事は、デロイト・スイスの刊行物「Swiss Banking Business Models of the future
（スイスにおける未来の銀行業のビジネスモデル）」をもとに構成されています。
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RegTechは新しいFinTech
機敏な規制対応テクノロジーは、
企業がリスクを理解し
管理する上でいかに役立つか
デビッド・ダルトン
（David Dalton）
パートナー
コンサルティング
デロイト
ローナン・ヴァンダー・エルスト
（Ronan Vander Elst）
ディレクター
コンサルティング
デロイト
ローリー・ケホー
（Lory Kehoe）
シニアマネジャー
コンサルティング
デロイト

ショーン・スミス
（Sean Smith）
パートナー
リスク・アドバイザリー
デロイト
ティボルト・コレット
（Thibault Chollet）
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
ケント・マッケンジー
（Kent MacKenzie）
ディレクター
リスク・アドバイザリー
デロイト

規制は、近年「テクノロジー」が対応している数多く
のサービス領域の一つです。兄貴分にあたる
FinTech同様、まだ発達途上にあるこの領域におい
てRegTechが意味するところは人によって異なるで
しょう。

RegTechという名前は目新しいものの、規制上の課題
に対処するためのテクノロジーと規制の融合は、成功の
度合いはまちまちではありますが、以前から存在してい
ます。しかし、規制の水準が上がり、データと報告にさら
に重点が置かれるようになったことを受けて、こうしたソ
リューションに投資する企業は、注目されるRegTechに
さらなる価値を見出しています。
本稿では、RegTech企業を対象に実施した調査とインタ
ビューに基づき、企業が規制対応テクノロジーからどのよ
うな恩恵を享受できるのか、特にコンプライアンスリスク
に関する理解を深め、その管理を強化するために、規制
に焦点を当てたデータをどのように活用できるのかを探
ります。
さらに、本稿では以下の点にスポットを当てています。
市場での存在感を増しているRegTechソリューション
（と、それを支えるテクノロジー）
RegTechのメリット
RegTech／FinTech時代における経験豊かな金融サー
ビス・プロフェッショナルの重要性
将来の規制対応の構想を練る上でRegTechを最も効果
的に活用する方法

業務上の課題をもたらす規制には、戦略的ソリューション
が必要
規制の水準が上がり、規制上の要求が厳しくなったこと
は、企業の業務に大きな影響を与えており、人材、プロセ
ス、テクノロジーをベースとしたソリューションが求められる
ようになっています。新たな法令との関連では、新しい要
求事項を理解し、導入し、組織に組み込む過程をめぐる課
題が生じる一方、既存の法令については、リスクの理解と
管理をめぐる課題が存在します。
ルクセンブルグのメンバーファームのディレクターであるティ
ボルト・コレットは次のように説明しています。「これらの圧

力をどのように解決できるかを慎重に判断することが重要
です。ソルベンシー II への対応において多くの保険会社
は、標準化アプローチは導入段階ではより多くの投資を必
要とするものの、実施しなければならない統制の数が非常
に多いことを考えると、結果的に投資に対するリターンが大
きいことを認識しました。具体的には、この標準化アプローチ
のベースになるのは、さまざまなデータセットの特異性に合
わせてパラメーター化された標準的な一連の統制です。言
い換えれば、データセットごとに新しいルールを適用する
代わりに、データ品質プロジェクトチームがごく少数のパラ
メーターのみを定義するだけで済むのです。このアプロー
チは、導入コストはもちろん、繰り返し発生するコストの著
しい減少につながります。さらに、より体系的な品質管理
のアプローチを可能にします」
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以前は、大手の有名ベンダーのシステムを使うかソリュー
ションを内製するかの二者択一しかありませんでした。迅速
な導入を求めるプレッシャーは、短期的な問題解決のため
のソリューションにつながり、結果的に、さらなる業務上の
課題を生み出すことにもなりかねません。ソリューション
は、要求される機能をカバーしていることに加え、企業の構
造的なIT環境（複雑な異機種混在環境であることが少なく
ない）に適合していなければなりません。既存のデータ構
造にもよりますが、データ品質を保証するような新しい要
素は主に、データレイク、データ・ウェアハウス、またはリス
クデータマートの導入で実現すると思われます。アウトプッ
トについては、レポーティングとデータ視覚化のツールは多
くの場合、すでに存在しています。ティボルト・コレットは次
のように述べています。「しかし、これらのツールはさまざま

な部門の中でそれぞれ使われるのが一般的であり、一元
的に管理されていないため、新たな法的要件に合わせて
調整する必要があります。要求される適応性と正確性の両
方を満たすためには、自社のIT環境を見直す必要がある
でしょう」
さらに、そうやって導入したテクノロジーが結局、市販のソ
リューションやテーラーメイドのソリューションとは比べもの
にならないほど高くつくと同時に、潜在的なコンプライアンス
リスクを増大させることもあります。
理想的なテクノロジーを探すにあたって考慮すべきコストは
導入コストだけではありません。繰り返し発生するコストも
相当の額に上ることがあります。ルクセンブルグのメンバー
ファームに所属するローナン・ヴァンダー・エルストは、デー
タセットそれぞれについて新しいルールを導入するのでは
なく、さまざまなデータセットの特異性に適合するようにパラ
メーター化された一連の統制をベースにした標準化アプ
ローチを採用することで、導入コストはもちろん、繰り返し発
生するコストも著しく減少すると説明しています。さらに、よ
り体系的な品質管理アプローチも可能となります。未来を
見据えた戦略的なソリューションを選ぶか、目の前の課題
解決のための戦術的なソリューションを選ぶかは議論の尽
きない問題であるため、日々の規制上の課題に対処する
ための適切なバランスを見出すことは、決してたやすいこと
ではありません。しかし、調査の結果、検討すべきソリュー
ションは、これだけではないことが明らかになりました。

.
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FinTechを越えて
FinTechとは、「financial（金融）」と「technology（テクノロ
ジー）」を融合した言葉で、金融サービス業界における新た
なテクノロジーの利用を指しています。FinTechの目的は、
アナリティクス、データ管理、デジタル機能を生かして、業
務能力や顧客対応能力を向上させることにあります。規模
の小さい、機動力のあるスタートアップ企業がひしめき合っ
ているこのセクターは、FinTechに投資するベンチャーキャ
ピタル投資を引きつけており、その額は2014年においてお
よそ5億3,900万米ドルに上りました1。

RegTechとは何か？なぜ必要なのか？
アラン・ミーニー（FundRecs社のCEO）は、RegTechを次
のように説明しています。「 FinTech や PayTech 、その他
多くのXXXTech同様、RegTechは、ソフトウェアによって
急速な変化を遂げつつある産業の一例です。ここ20年に

FinTech領域における活動の水準を把握し、表示するた
めに、デロイトは「ブリッジ」と呼ばれるセクターに特化した
デジタルツールを設計しました。このツールは、以下の性
質を持っています。

規制上の要求事項に対処するためにテクノロジーが利用されるのは、今に始
まったことではありません。では、RegTechの新しい、注目すべき点はどういう
ところでしょうか？RegTechの主要な特徴として、以下が挙げられます。

•

企業とイノベーターを結ぶ

•

新たなトレンドの特定に役立つ

•

FinTechの注目分野を明らかにする

•

イノベーションに関する見解を提供する

ブリッジは、特定のFinTech企業がどのようにビジネス上の
問題を解決し、能力が不足している部分を補うことができる
かを把握できるようにします。

多くの国の政府がFinTechを重要な政策議題にしていま
す。たとえばアイルランドでは、サイモン・ハリス大臣の「ア
イルランドの国際金融サービスセクター戦略」 の目標は、

「特に金融テクノロジーとガバナンス、リスクおよびコンプラ
イアンスに重点を置いて、アイルランドの金融サービスセク
ターにおけるリサーチ、イノベーション、起業を促すこと」だ

わたり、規制の領域ではさまざまなレベルでテクノロジー
が利用されてきました。しかし、RegTechという新しい呼び
名は、ソフトウェアを利用したサービスとソフトウェアを利
用しないサービスとの間のギャップが著しく拡大している
ことを示しています」

1

3

2

4

機敏性

スピード

統合

アナリティクス

ETL （ 抽出 ・ 変
換・ロード）テク
ノロジーによっ
て、雑然と絡み
合ったデータ
セットを分離
し、構造化する
ことが可能です

報告書を素早
く構成し、作成
することができ
ます

ソリューション
の立ち上げま
で、短時間でこ
なします

最近のデロイトの報告書2
は、生物学者であるエドワー
ド・ウィルソンの 「私たちは、

と説明しています。シンガポール、香港、英国では政府が
それぞれ、自国のFinTechハブ化を政策議題として推進し
ており、この領域へのグローバルな銀行の投資を誘致す
べく熱心に取り組んでいます（たとえば、香港のシティバン
ク、シンガポールのDBS銀行）。

知を渇望しながら、情報の洪
水の中でおぼれている」 とい
う言葉を引用しています。
RegTechは分析ツールを利
用して、すでに存在する「ビッ
グデータ」から賢くデータを掘
り起こし、同じデータを複数
の目的のために活用するな
どして、その真のポテンシャ
ルを引き出します

実際、FinTechのおかげで、金融サービス業界が直面する
データや報告に関する課題に対し、革新的で機敏なソリュー
ションが新たに開発されています。しかし、規制については
どうでしょうか？小回りがきき、設定の調整ができ、統合し
やすく、信頼性と安全性、そして費用対効果の高いソリュー
ションが出回っているでしょうか？答えは、「イエス」です。
FinTechの次のソリューションは、RegTechです。

1
2

「Silicon Valley Bank」報告書
「New Strategies In A Changing World of bank Regulation」（2015年7月）
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従来のソリューションと
RegTech時代のソリュー
ションの主な違いは機敏
性―それだけです
英国のメンバーファームのディレクターであるケント・マッ
ケンジーは、いわゆるRegTechプロバイダーに、規制の
解釈、コンプライアンス対応、そして何より報告の自動化
に明瞭性と効率性をもたらす大きな可能性があると見てい
ます。金融サービス業界は、認知技術と高度アナリティク
スの利用により、規制の明示的な意味だけでなく、かみ砕
いて判断することが往々にして非常に困難な意味や「ニュ
アンス」も、素早く自動的に理解できるようになりつつあり
ます。言うまでもないことですが、データは人間がそれを理
解し、分解し、最終的にはそれに基づいて決定を下して行
動できるような方法で体系化されていない限り、つまり消
費可能な情報を生み出さない限り、意味がありません。
ケントが最近、RegTechソリューションの導入を支援した
いくつかの企業では、一つの統制で多くの規制に対応でき
る、あるいは一つの規制の規定に対応するために多くの
統制が必要となる、「一対多数」の関係を初めて特定する
ことができました。
最も単純なところでは、レポーティング表
示やダッシュボード表示の自動化のおか
げで、多くの企業は、扱いにくいスプレッド
シート中心のアプローチから脱却しつつあ
ります。欧州をはじめ世界の金融サービス
セクターが、時には1960年代までさかの
ぼるレガシーシステムへの重度な依存に
よって抱えている課題を考えると、これは

3
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大変意義のある技術的進歩です。2014年に欧州の銀行
は550億ユーロをITに費やしたと推定されています。しか
し、何よりも興味深いのは、新しいシステムに費やされた
金額は90億ユーロと非常に少なかったことです3。残りの
金額は、時代遅れとなっている既存のテクノロジーに追加
的なシステムを「後付け」し、旧型のテクノロジーを維持す
るためだけに使われました。
RegTechのおかげで経営陣は、レガシーシステムの交換
やアップデートに伴うリスクを取ることなく、既存のシステ
ムとデータを活用して、費用対効果と柔軟性の高い方法
で適時に規制対応に必要なデータと報告を作成するよう
に設計された新たな機能を導入する機会を手にしていま
す。RegTechは、高い正確性と安全性を備えたクリーンか
つ適時なデータを引き出し、規制当局やその他のステー
クホルダーが求めるフォーマットで自由に加工したり検証
したりすることを可能にするため、RegTechへの投資を通
じて、バックオフィスとミドルオフィスのレガシーシステムの
課題に対処しようとする取り組みが再び活発になると思わ
れます。TradeFlow社のバリー・マクマッキンはいみじくも
次のように説明しています。「RegTech企業は、特定の問

題に関する専門知識と問題解決能力を持っていることを
証明する必要があります。一方では、テクノロジーが企業
による規制の遵守を支援し、もう一方では、規制当局が業
界によって提供された情報をより効果的に利用するため
に新しいテクノロジーを求めるでしょう」

何が違うのか―本当に違いはあるのか？
従来のソリューションとRegTech時代のソリューションの
主な違いは機敏性―それだけです。従来のソリューション
は堅牢で、ユーザーから指定された「固定的な」要求に基
づいて実行するように設計されていましたが、柔軟性に乏
しく、機能の強化や変更のためには専用の言語での開発
や設定が必要でした。
多くのRegTechプロバイダーは、機敏性を生かし、過去の
事実とその解釈に基づいて新たな規制を評価する取り組
みを加速させるために高度なアナリティクス手法や評価手
法がどのように自ら「学習」し、支援できるかについて研究
を進めています。ニューラルネットワークが不正と顧客の

Celent「IT Spending In Banking: A Global Perspective」（2015年2月5日）

行動の予測に役立っているのと全く同じ方法で、高度な
RegTechは、新たな規制が企業に与える影響を自動的
に評価するのに役立っているとケント・マッケンジーは見
ています。
それに加えて、有名ブランドのベンダーの商業モデルは
通常、複数のモジュールの購入を前提に構築されていま
す。つまり、ソリューションのメリットは、推奨プラットフォー
ムの複数のモジュールまたは「後付け」を使って初めて、
十分に発揮されます。その結果、価格は上がり、変更に
要する時間が大幅に伸びます。機敏な代替ソリューション
が求められていることは明白です。
とはいえ、ベンダーは依然として重要な役割を果たして
いるため、早まって「湯水と一緒に赤子を捨てる」ことに
ならないよう注意する必要があります。TradeFlow社の
バリー・マクマッキンは次のように指摘しています。「機敏

性は、商品開発、顧客への対応と市場検証においては
非常に有効ですが、商品を上市するには、経験豊かなソ
フトウェアベンダーならではの知見が必要なことは明ら
かです」
RegTechのもう一つの特徴は、ソリューションがクラウド
ベ ー スであ る ことが 多 い 点 です 。 ク ラ ウ ド を 利 用 し た
RegTechソリューションでは、データの保守管理とバック
アップが遠隔で実施されます。

RegTechが最も効果を発揮できる領域とは？
RegTechの成長は期待できますが、コンプライアンスの
課題全てを解決する特効薬になるでしょうか？残念なが
ら、主観性の重要性やこれらのリスクへの対応において
考慮に入れなければならないその他の数多くの要素を考
えると、答えはおそらくノーでしょう。
とはいえ、RegTechは、クオンツが大きな割合を占める
遵守義務、情報中心の遵守義務、そして以下のリスク識
別・管理ツールにおいては、実際に効を奏しています。
•

法律／規制に関するギャップ分析ツール

•

コンプライアンス領域のツール

•

健全性チェックツール

•

経営情報ツール

•

取引報告ツール

•

規制報告ツール

•

活動監視ツール

•

トレーニングツール

•

リスクデータウェアハウス

•

ケースマネジメントツール

クラウドベースのソリューションは、以下の重要なメリット
をもたらします。

セキュリティ
送信時と静止時の
データの暗号化

パフォーマンス
／スケーラビリティ
サービス機能を簡単に追加・
削除することが可能

柔軟性
データのコントロール、アクセス、
共有のカスタマイズ

コスト
費用は
使った分だけ
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これらのツール、そしてRegTech全般は、まだその真の
ポテンシャルに到達していません。デロイトのリスク・アド
バイザリーのパートナーであるショーン・スミスは次のよ
うに語っています。「短期的には、 RegTechは、企業が

日常的なコンプライアンス業務を自動化し、遵守義務と
報告義務への対応に関連するオペレーショナルリスクを
軽減するのに役立ちます。長期的には、企業の直面する
コンプライアンスリスクとそれらのリスクを軽減し管理する
方法についてデータのもたらす知見に基づいて、十分な
情報を踏まえたリスク選択を下すことを可能にします」
実際にどのような例があるか？
Hadoop、Tableau、Pentahoなどのツールは、バーチャ
ルなデータレイクを管理するもので、データを体系化（大
きな悩みの種となることが多い）し、今日の規制上の要
求事項を満たすと同時に、明日、来月、来年の規制上の
要求事項の変化に容易に対応できるような柔軟性のあ
る方法でテーラーメイド型の報告を作成することを可能
にします。それに加えて、これらのツールを使うことで、
アナリティクスをビッグデータに応用できるようになりま
す。たとえばTableauは、データを新たな切り口で見るこ
とを容易にする視覚化ツールで、トレンドを把握し、規制
上の観点から、個人顧客の取引レベルまで掘り下げて
異常値を認識できるようにします。これらの機能により、
実質的に、比較的限られた導入・統合サイクルで、しか
もコアバンキング・システムの交換やアップグレードより
もはるかに効率性の高いやり方で、コアバンキング・シ
ステムからデータを抽出することができます。
以下は、アイルランドのRegTech企業の例です。
Fund
Recs

Silver
ﬁnch

Trustev
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ファンド業界向けの照合ソフトウェア
安全なコントロールされた環境の中でファン
ドデータ・ユーティリティを通じて資産運用会
社と保険会社の間に接続を確立
リアルタイムで取引をスキャンし、取引が本
物かどうかを判断するオンラインの不正防
止ツール

Trade
Flow

リスクアラートに基づく取引データのトラッキン
グ・テクノロジー

Vizor

中央銀行や金融規制当局、税務当局などに
よる企業の監督を可能にするソフトウェア・
プロバイダー

Corlytics

銀行と金融機関のコンプライアンスリスクを
分析するソフトウェア

以下は、ルクセンブルグ市場で設立されたRegTech企
業の例です。

KYC3

The
Markets
Trust

Asset
Logic

顧客やカウンターパーティのリスク管理、コン
ペティティブ・インテリジェンスのソリューション
定量的資産モデリング、ポートフォリオ・シミュ
レーション、規制遵守・報告等のリスク管理
関連のニーズ
あらゆるファンド運用データを一つの情報源
にまとめて、コンプライアンス、マーケティン
グ、データガバナンス、サービスプロバイダー
との関係を効率化

ロンドンに拠点を置くFundAppsは、RegTech企業の好
例です。2010年に設立された同社の設立者兼CEOのアン
ドリュー・ホワイトは、自社のコンプライアンス監視・報告
ソリューションについて2つの非常にシンプルな目標を持っ
ていました。
1. クラウドベースにすること
2. 新しい規制の登場に合わせてプラットフォームをアッ
プデートできるコンプライアンス専門家のチームを抱
えておくこと
自身の金融サービス経験から、ホワイトは、新しい規制
の登場に合わせて規模を拡大したり、柔軟に対応できる
ソリューションが自社の成功の要となることを認識してい
ました。これは、同社の全体的なコストと顧客サービスモ
デルに有利となるだけでなく、顧客が直面していた規制
上の負担を減らし、同社が顧客に提案する全体的な価値
を高める上でも有用になるとの判断でした。その実現を
支えたのは、クラウドテクノロジー、入手しやすい開発能
力、そして同社の成長に力を与えたロンドンのテックハブ
のエコシステムです。それに加えて、ホワイトが過去に
MIG21（現在はPFS／ステート・ストリートのソリューション）
で手がけたFinTechのプロジェクトとその当時培った人脈
と経験も、彼の成功を助けました。出口戦略について知
見を求められたホワイトは次のように答えました。「大手
金融機関の幹部の前でプレゼンテーションを行い、最新
のクラウドテクノロジーを通じてFundAppsが提供できる
ことを説明したときの彼らのリアクションを見ると、わくわく
します。まさに、人生で最高の時間です」
金融サービスのベテランであるジョン・ダウドールが率
いるSilverfinchは、資産運用業界と保険業界における
データフローと報告業務を一新することによって、テク
ノロジーのディスラプションの持つパワーを鮮やかに見
せつけていま す。Si lverf inchは、プラ ットフ ォームを

通じて、ポートフォリオ資産データを一元化して管理する場
を資産運用会社に提供し、顧客である多くの機関投資家
のリクエストに、効率的で、信頼でき、安全かつ費用対効
果の高い方法で対応できるようにします。保険について
は、Silverfinchはそのプラットフォームを通じて、保険会社
が使いやすく、信頼性と費用対効果の高い方法で、データ
をリクエストして整理し、報告モデルとリスク管理モデルに
情報を入力するために必要な詳細な資産データを得られ
るようにしています。
Silverfinchの手法はデータの標準化に頼っています。ダウ
ドールはこう述べています、「Silverfinchでは、全てがデー
タ標準化に関係しています。私たちが受け取るデータと私
たちが作り出すデータは全て、業界が認めた標準のデー
タです。同じ三者間データユーティリティモデルは他の領
域でも応用可能であり、ポートフォリオベースの規制要件
のリストに拡大適用することができます」
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調査から判明したもう一つの重要な結果は、大規模な金融市
場が欧州の小さな都市から起業家を呼び込んでいるというこ
とです。これは、特にロンドンに当てはまります。その主な理由
は、以下の通りです。
•

すでにFinTechコミュニティが存在していること

•

キャピタルゲイン税が20%と低いこと
（まもなく18%に引き下げられる予定）

•

さまざまな金融サービスセクターにおいてロンドンで主要
な意思決定者や重要な影響力を持つ人々が増えている
こと

•

個人所得税制が知識労働者に有利なこと

•

金融行為規制機構（FCA）と健全性監督機構（PRA）が
RegTechとFinTechのスタートアップ企業を積極的に受
け入れる姿勢を取っていること

•

テクノロジー人材が豊富なこと

•

金融サービス人材が豊富なこと

•

オンラインサービスを通じて簡単に会社を設立できること

主な所見

1

テクノロジーに通じたベテランが若手に
FinTechの秘訣を伝授

調査から明らかになった興味深い結果の一つは、
RegTech 関 係 者 の年 齢 構 成 とバッ ク グ ラ ウ ン ドです。
RegTechとFinTechと言えば、スケートボードでロフトスタ
イルのオフィスに乗り付ける20代の若者たちが担っている
ようなイメージがあるものの、実際は、この新しいテクノロ
ジー・ディスラプションの時代を根付かせ、RegTechの方
向性を決定づけているのは、経験豊かな金融サービスの
プロフェッショナルたちです。彼らは、金融サービス業界と
それに対応するデータ・エコシステムがどのように機能す
るのか（あるいは、機能しないのか）についての基本を理
解しており、だからこそ、革新的で、スケーラブルで、そし
て言うまでもなく機敏なソリューションを市場にもたらすこと
ができます。この経験豊かな金融サービスのプロ集団は、
データの重要性を常に念頭に置いており、それゆえに真
に21世紀的な方法を通じてデータを収集し、掘り出し、分
析し、報告するために年若い開発者たちと力を合わせて
います。Trustev社のルーリック・ブラッドベリーは、次のよ
うにまとめています。「今日の金融サービス業界で働く上で
重要なポイントは、経験豊富な担当者と、洗練された完成
度の高い営業用のプレゼンテーションがなければ、失敗す
るということです。バンカーというものは、自分たちの既存
のビジネスプロセスに挑戦する人々に、ある程度の老練さ
を期待しています」

欧州の小都市で競争が激化

シンガポールやニューヨークなどの都市もFinTechコミュ
ニティを拡大し、育成しようとしています。その他に、挑
戦者として新たに台頭しつつある注目の都市には、シド
ニーやワルシャワ、ベルリンなどがあります。
一方、フォーブス誌によってビジネスに最適な都市
第2位に選ばれた香港と、東南ア ジア諸国連合
（ASEAN）地域は、独自の課題を抱えています。
規制の標準化と一貫性は、欧州ではよく知ら
れた複雑な問題ですが、ASEAN市場も間違
いなくその問題を抱えています。
東南アジア有数の大手銀行で働く
FinTechの推進者、ザック・チェンは、

「欧州には、同地域をある程度指
導する欧州銀行監督機構があり
ますが、最近のASEAN金融統合
フレームワークが何らかのガイド
ラインや方針を示すかどうかは観
察が必要です。
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そのようなガイドラインや方針の中で、地域全体の標準化
された規制のベースラインまたはデータ交換フォーマットが
定められることを期待しています」と述べています。
RegTechソリューションは、データ標準化をめぐるこれらの
難しい状況において中心的な役割を果たす大きな可能性
を秘めています。
今すべきこと
RegTechの未来は大変明るく、この種のテクノロジーの開
発者には、規制評価と統制管理の環境を自動化し、整備
するたくさんの機会を提供し、非常に重要であるにもかか
わらず扱いにくく多大な時間を要することの多い業務領域
には明瞭さと統制をもたらします。
新しいものを恐れてはなりません。また、これは確かに大
きな機会ではあるものの、最終的な裁定を下すための人
間の介入は必ず必要となります。
RegTech時代のこの新たなパラダイムの岐路において、
企業は以下を確実に行う必要があります。
•

自社の持つデータを最大限活用する（データの収集
に、すでに多額のコストがかかっているため）

•

既存の組織的な規制対応テクノロジーを理解するた
めの調査を実施する

•

既存のテクノロジー投資を生かし、業務上の課題を克
服できる強力なソリューション能力を軽視しない

•

自社の事業に影響する次の新しい規制に照らして、今
後の規制上のデータおよび報告要件を理解する（組
織の全体的なテクノロジー戦略を念頭に置いて）

•

関連企業や同業他社に、どのような対策を取っている
のか、またどのような新しいソリューションが利用でき
るのかを尋ねる

•

テクノロジーを積極的に利用する

•

計画を立て、将来の構想を練る

本稿に有益かつ多大な貢献をしてくださった以下の方々に
謝意を表します。

52

•

シリアン・レオノウィックス
（マネジャー、コンサルティング、デロイト）

•

ナディア・アンダーセン
（シニアコンサルタント、デロイト・コンサルティング）

要点：
•

最新のRegTechソリューション（と、それを支えるテクノロジー）は、ブラウザベースで
あること、大手企業に対抗するようなソリューションの数が増えたこと、そしてより手
頃になりつつあることを受けて、市場において存在感を増しています。

•

RegTechの急成長を牽引しているのは、一般にイメージされているようなスケートボー
ドに乗っている20代の若者ではなく、経験豊かな金融サービスのプロフェッショナル
たちです。彼らの強みは、金融サービスのデータ・エコシステムに関する知識、これ
らの課題に対処する上でデータとテクノロジーが果たす役割についての理解、そして
ソリューションを構築するために最高のテクノロジー人材を調達する能力にあります。

•

FinTech／RegTech領域における人材の獲得と維持に関しては、ロンドンが先を
進んでおり、欧州の他の小都市も熱心に動いています。
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ブロックチェーン・イノベーション
における中央集中化
銀行は分散型ブロックチェーン
技術の中央集中型ビジネスモ
デルを考案できるか？
パスカル・ケーニッヒ
（Pascal Koenig）
パートナー
コンサルティング
デロイト

リサ・ロドリゲス
（Lisa Rodriguez）
「ブロックチェーンの機会」を専門と
する学生研究員、ISMaPP
広報統括補佐、CACEIS

コンセンサス―バンキングサービスにおけるブロックチェーン
技術のビジネスモデルの要
金融セクターにとって、取引チェーン全体を検証する、所有
権認証システムは、もはや夢ではなくなっています。これが
「ブロックチェーン技術」と呼ばれるものです。ある人が自分
のものだと主張するものが果たして本当にそうであるかどう
かを自動的に確実にチェックし、他の当事者を信頼できる
ようになったことは、ブロックチェーンがもたらした新たなメ
リットであり、特に金融市場にとって大きな意義を持ってい
ます。
ブロックチェーン技術は基本的に、コンセンサスを前提とし
ています。すなわち、全ての当事者がネットワークによって
認証された取引に同意しています。ビットコインのブロック
チェーンが示しているように、参加者の匿名性を維持しよう
とすると、コミットメントのコストは高くなります。参加者の身
元が分かっていて信用されている場合、高いコストを伴わず

コミットメントが可能になります。このコミットメントは、さ
まざまな方法で作り出すことができます。その一つは、
Proof of Stakeで、不正な取引にはペナルティが科せら
れます。もう一つは、マルチシグネチャ承認で、すでに
定義された大多数が取引を承認することができます。し
かし、バンキングサービス、特に証券サービスにとって
の最善の選択肢は、信用できる第三者の存在を必要と
する強力な分散システムで行われる、一元的な承認で
あると私たちは考えています。
これは、銀行業界がブロックチェーン技術をバンキング
の未来に取り込む好機であり、定期的に資産譲渡を行
う者が一定数いれば、現実的な構想となります。将来、
分散型のブロックチェーン主体の金融システムが開発
された場合、まず規制当局から銀行への圧力が強まる
ことを考えると、なおさらです。
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ブロックチェーン技術が中期的に金融バリューチェーン
のあらゆる当事者に破壊的な影響を及ぼすことは言うま
でもありません。本稿の目的は、ブロックチェーンに関す
る従来の未来主義的な観点からさらに踏み込んで、この
イノベーションが秘めている、金融サービス市場におけ
る協力を促すためのポテンシャルを示すことにありま
す。どのセクターも、進化し、革新する必要があります。
これまで、金融業界は慣れ親しんだ既存のプロセスと大
がかりなコンピューティング・インフラのせいで、イノベー
ションにあまり関心がないと誤って認識されてきました
が、実際は、常にイノベーションにうまく適応してきたこと
が証明されています。銀行は今こそ、時代に取り残され
ないために、最先端のイノベーションの応用について検
討するべきです。そのためには、ブロックチェーンを脅威
とみなすのではなく、自行のプロセスを合理化し、付加
価値を生み出し、その役割の範囲を広げる機会として肯
定的に捉えなければなりません。
1. バンキングサービスにおけるブロックチェーンの統合
―暗号証券がもたらす機会
ブロックチェーンは、投資のバリューチェーンをよりスピー
ディに、より透明性の高いものにするツールですが、こ
の 機 会 を 最 大 限 に 活 用 し 、 「 The trade is the
settlement」（取引の即時決済）モデルを検討するかどう
かは、企業次第です。
破壊的イノベーションとは、「かつては金かスキルがある

消費者しか利用できなかった商品やサービスを、市場の
最下層にいる全く新しい消費者層が利用できるようにす
る」ものだ、という示唆に富んだ定義1もあります。ディス
ラプションのカギは、単純化であり、コスト削減はその次
です。なぜなら、本当に変化しているのは、市場におけ
る顧客の行動だからです。
インターネットは、情報に関するディスラプションをもた
らしました。そして今、ブロックチェーンは、暗号通貨と
暗号証券によって、通貨、価値、そしてリスクに関する
ディスラプションを引き起こしています。銀行は、提供
するサービス全体にブロックチェーンを組み込むことに
よ っ て 、 彼 ら が 直 面 し て い る 課 題 に 対 応 する こ と が

1

56

クレイトン・クリステンセン、「革新者のジレンマ」の著者
であり、破壊的イノベーションという概念の産みの親で
ある、ハーバード大学経営学教授

できます。
代替可能性、スピード、複数の当事者の関与を取引の特
徴とする金融市場のようなセクターは、公正証書のよう
に、取引が滅多に行われないセクターとは違います。どの
サービスを変え、どのサービスをそのまま維持するかとい
う決定は、各社のビジネス戦略によって決まります。サー
ビスは、個人顧客や機関顧客のニーズに合わせて調整す
ることができます。セキュリティとコンプライアンスの強化を
求める顧客もいれば、スピードと透明性を求める顧客もい
ます。顧客のニーズへの柔軟かつ弾力性のある対応が、
バンキングサービスにおけるブロックチェーンの導入の最
善の選択肢となるでしょう。
とはいえ、ブロックチェーンがもたらすディスラプションを誇
張して語るのはたやすいですが、銀行は適応力が高く、必
要な場合には進化するために一致協力できることを常に
示してきました。リテールバンキングにおける非接触型決
済、国際銀行間金融通信協会（SWIFT）ネットワーク、ユー
ロ圏における証券サービスのTARGET2証券（T2S）プラッ
トフォームなど、より良いサービスと機能を開発するため
に、大規模な設備投資が始まっています。
この点に関して、ブロックチェーン型の暗号証券取引シス
テムの構築は、2つの大きなメリットをもたらします。第1
に、取引の同時性は、証券市場の流動性を高め、担保管
理手続を容易にします。したがって、銀行は処理コストの
一部を削減できます。第2に、ブロックチェーン型システム
は透明性と追跡可能性を高めるとともに、ブロックチェーン
の「鎖状につながった」データのおかげで、証券の履歴を
調べる投資家の信頼感も高まります。結果的に、ブロック
チェーンによって、銀行は、金融バリューチェーン全体を通
じてより多くの情報提供が求められることになります。

2. ブロックチェーンをめぐるイノベーション競争―誰が

誰を破壊するのか？
銀行42行とテクノロジー企業のコンソーシアムを主導する
R3CEVは、ブロックチェーン技術が、「インターネットがメ
ディアとエンターテイメントを変えたように、金融サービス
セクターに影響を与える可能性を秘めている」と考えてい
ます2。互いに競合する銀行にとって、課題に対する意識
の高さが重要な競争要因になるかもしれません。一部の
銀行は、金融業界のNetflix、ひょっとすると次のIBMや
Amazonのような存在になる可能性を持っています。とて
つもなく大きなテクノロジー上の課題に直面する中で、こ
れらの企業は新たな市場パラダイムの中で方向転換し、
高い利益を生み出すビジネスモデルを開発する弾力性を
発揮してきました。R3CEVのコンソーシアムに関与してい
る銀行はすでに、債券取引のためのシステム設計を委託
するサプライヤー5社を選定しています。選ばれたのは、
イーサリアム、チェーン、エリス・インダストリーズ、IBM、イン
テルでした。イノベーション競争においては、銀行はブロッ
クチェーンによって利益を享受するとともに不利益も被る
ことに留意しなければなりません。
しかし、2016年1月に公表された米国証券保管振替機関
（DTCC）3のホワイトペーパー4はさらに踏み込んで、現在
の金融アプリケーションへのブロックチェーン技術の統合
の限界について検討しています。確かに現在、イノベー
ションの成熟プロセスにおいて、ガートナーのハイプサイ
クルに示される、幻滅期に入りつつあります。問題は、い
かに早くこの幻滅期を克服して、それほど遠くはない「啓
蒙活動期」に到達するかということです。

期待度

「過度な
期待」の
ピーク期

啓蒙

生産性の
安定期

活動期

大きな影響が予想されるリテールバンキングにおいては、
スタートアップ企業、通信企業、テクノロジー企業、小売企
業などの新規参入者が続々と金融機関に挑んでいます。
しかし、リテールバンクは、スマートコントラクトに基づいて
新たなサービスを提供することができます。資産運用の領
域では、業界はコアプロセスの大部分でブロックチェーン
技術の発展の恩恵を受けることになります。その狙いは、
流動性の低い証券の所有権を資産運用会社の間でスピー
ディに譲渡することにあります。デジタル・アセット・ホール
ディングスはすでに、大手金融機関の支援を受けて6,000
万米ドルの資金を調達しました。証券サービスでは、銀行
間ネットワークにおけるカウンターパーティ間の証券の直
接取引は、証券取引所、清算機関、中央証券預託機関の
市場インフラモデルが大きなディスラプションにさらされる
危険があることを示唆しています。
とはいうものの、広く予言されている現在のバンキングシ
ステムの崩壊のみが、考えられる終着点というわけでは
ありません。分散型システムは、為替取引、決済および報
告に流動性、機敏性、そして仲介機能の若干の排除をも
たらすでしょうが、一元化されたガバナンスは、バンキング
サービスにおいて非常に重要視される、セキュリティとコン
プライアンスを確実にします。ディスラプションは金融取引
のあらゆるレベルに影響を与えます。一方、グローバル市
場のバランスと当事者を保護しつつ有用なアプリケーショ
ンを開発することが課題である、という部分においては、さ
らなる効率性をもたらすでしょう。
3. 安全性を確保するために一元的管理を組み込んだ分
散的なブロックチェーン型の銀行間システムの構築
新しいシステムの開発においては、規制当局との協力が
不可欠です。一方では、規制当局は、コンプライアンス管
理の向上と倫理的な市場慣行の強化につながるような規
制環境を作るために市場とインフラの改良を可能にしつ
つ、市場バランスを守るという課題に直面しています。もう
一方では、バンキングシステムにおける安全に対する要
求は非常に大きく、公益事業に匹敵すると言っても過言で
はありません。G20の金融安定理事会はすでに、FinTech
の発展と結びついたシステミックリスクを研究しており、
2016年4月に開催される次のG20サミットで、世界的なア
プローチを伴う規制の枠組みを提案する予定です。

幻滅期
黎明期

時間

2
3
4

デビッド・ラター、R3CEVのCEO兼設立者
証券保管振替機関（DTCC）は、金融市場に清算・決済サービスを提供する米国のポストトレード・サービス企業です。証券の買い手と売り手に、
安全で効率的な方法で取引する手段を提供しています。また、証券の中央保管サービスも提供しています。
「Embracing disruption: tapping the potential of distributed ledgers to improve the post-trade landscape（ポストトレードの現状を改善
する分散型台帳の可能性の利用）」、DTCC、2016年1月
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実際、FinTechへの投資は、2010年の40億米ドルから
2014年には120億米ドルへと爆発的に伸びており、これ
らのイノベーションが持っているとされるポテンシャルに
比例する格好となっています。
新しい技術上・規制上の課題に直面することは実のと
ころ、銀行に利益をもたらすかもしれません。ブロック
チェーンは、契約、取引、システムを簡素化し、スピード
アップする可能性を持っています。とはいうものの、状況
は、通信事業者の3Gから4Gへの移行に似ていると言え
ます。携帯電話の場合、デバイスを確実に保護するため
には依然としてSIMカードが必要です。同じように、業務
管理と取引のセキュリティが引き続き銀行業界の中核能
力となり、規制当局はブロックチェーンを通じた金融取引
の管理システムにおける各当事者の役割を設定しなけ
ればならないでしょう。清算がスピードアップし、金融市
場の流動性を増大させる一方、特に資産運用会社にお
いては、資金の管理には依然として高水準のコンプライ
アンス評価が必要となります。ブロックチェーンがもたら
す追跡可能性を利用すれば、銀行がコンプライアンス水
準をかつてないレベルまで引き上げることも夢ではあり
ません。その上、たとえブロックチェーンが大きなメリット
をもたらすとしても、金融業者のもとで一元化されている
取引市場におけるプライシングは常に、高水準の透明
性が求められています。ただ、金融市場における発注の
バリューチェーンは、銀行と市場インフラだけが担ってい
るわけではありません。アセットサービスのスキル（税
務や法務等）も必要であり、この側面がイノベーション
によって破壊される可能性は低いでしょう。たとえ一部の
顧客がオンライン・アプリケーションを通じて自分の手で
自分の資産を運用することを望んだとしても、特にファン
ド業界においては、顧客の大多数は依然として、資産運
用会社と銀行が提供するサービスを必要とすると思わ
れます。
ブロックチェーン技術の実用的な用途を開発することに
よって、銀行は規制当局との協力的なプロジェクトの成
果に基づき、規制の変化を革新的な市場活動に取り入
れることができます。ブロックチェーン型システムでは、
証券の所有権は透明になり、投機色の濃い証券の空売
りは、自動的に簡単に特定されます。ピアツーピアの
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暗号証券取引システムが広く採用されれば、銀行は規制
当局の期待に沿って、他のどの当事者よりも高水準のコン
トロールを提供する大きな機会を手にします。ある意味、
ブロックチェーン型システムは金融市場の規制にとって一つ
の資産になるでしょう。市場監督当局は、ブロックチェーン型
のプラットフォームを通じた証券取引に対してコントロール
を保ちつつ、適切な規制を業界に適用するための新しい、
負担の少ない方法を提供することができます。
証券サービスにおいては、非上場証券の決済と記帳が、
取引の執行をスピードアップし、プライシングを向上させ、
手作業を介した現行のビジネスプロセスに関連するコスト
を削減する最初のステップとなる可能性があります。しか
し、銀行間ネットワークを通じて、ブロックチェーンをベース
にした広範にわたるピアツーピアの取引システムを導入
するには、銀行、市場インフラ、公的機関の間のコンセン
サスに基づく深い関与と取り組みが必要になるでしょう。
結論：市場当事者間の協力が求められる
金融イノベーションの成功は、アセットサービス会社が経
営モデルにイノベーションを取り込み、執行サービスを改
革し、投資家と市場の関係を簡素化できるかどうかにか
かっています。
金融サービスの運営や、消費者・投資家に対する販売の
あり方を変えるような新しいモデルを構築する起業家の手
で金融サービスが「ウーバー化」するのを避けたいのであ
れば、銀行は、より優れた顧客体験を提供する方法を検
討する必要があります。しかしその前に、顧客の要求をよ
り的確に把握し、本当に求められていることと、実際には
求められていないのに求められていると錯覚していること
を区別するために、「期待」の段階に戻ることも考えられま
す。そうやって一歩離れて見ることは、需要に合った供給
を実現するための賢明な手段となるでしょう。

どの銀行も、ブロックチェーン技術を開発するために何が
行われているかを詳しく調べています。次のステップは、包
括的なコンセンサスへの関与です。ブロックチェーンのイニ
シアティブは、ネットワークの中で策定されなければ真の力
を発揮することはできません。未来のクレジット・デフォルト・
スワップを作り出すためのデジタル・アセット・ホールディング
スによる投資、あるいはゴールドマン・サックスの決済シス
テムのような個別の投資は、取引コストを削減するための
積極的な投資ですが、バンキング・バリューチェーンのあら
ゆる当事者間のグローバルな協力という背景があれば、そ
の効率性は格段に上がります。
ブロックチェーン技術の今後の応用を検討するにあたって
は、第4次産業革命やデジタル革命、人工知能の台頭との
関連から、FinTechセクターとの協力も必要となります。ブ
ロックチェーンは、そうした多くの革新的なソリューションの
一つにすぎません。一部の銀行はすでに、チャレンジャー
企業との協力体制を模索し始めています。スタートアップ
企業は、銀行に自行のモデルを見直すきっかけを与え、互
いの成長を助けることができます。 銀行の中には、自ら新
しいツールを開発している銀行や、コンソーシアムや研究
所との提携関係を強めている銀行もあれば、スタートアッ
プ企業を買収したり、スタートアップ企業に出資したりして
いる銀行もあります。少し視野を広げてみると、3月初めに
公表されたTech.euの調査によれば、英国、フランス、ドイ
ツは2016年初頭からすでに14億米ドルをスタートアップ企
業のプロジェクトに投資しています。忘れてはならないの
は、銀行、特に金融テクノロジーとコンピューティングサー
ビスを提供するアセットサービス機関自身が、FinTech企
業であるということです。また、ブロックチェーンは2009年

要点：
•

銀行業界は、ブロックチェーン技術に対する姿勢を、
これまでの様子見からバンキングサービスへの応用
へと変えつつあります。

•

ブロックチェーンの最たる特徴であるコンセンサス
は、強力なブロックチェーンシステムの構築に役立つ
重要な要素です。

•

潜在的な用途へ重層的な協力アプローチをとること
で、顧客が求めるのが透明性とスピードであれ、ある
いはコントロールと保護の強化であれ、そのニーズに
合わせたサービスを用意できます。

•

問題は、「誰がイノベーション競争に勝つのか」では
なく、「銀行業界が力を合わせてイノベーション競争
に勝つにはどうすればいいのか」ということです。

•

市場に対する一元的なコントロールとコンプライアンス
を包含した分散型の取引システムは、市場のプレー
ヤーが考えている以上に現実味があります。

•

技術上・規制上の課題は、ブロックチェーンシステム
に内在する強み、社内インフラ、そして銀行内のスキ
ルによって克服できます。

•

世界的なブロックチェーン型の銀行間プラットフォー
ムはまだ「構築中」であり、その完成には数年かかる
でしょう。

に発明されたツールであって、この技術の可能性は、無限
であり未知であるということも念頭に置いておく必要があり
ます。最後に、イノベーションは常に私たちに、ビジネスに
関する考え方を変えるように迫るものだということを忘れて
はなりません。

お断り：本稿は、あくまでも個人的見解に基づくものであり、ISMaPPまたはCACEISの公式の見解や立場ではありません。
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アクティブ投資か
パッシブ投資か

それ以外の

選択肢は？
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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エルベ・エンス
（Hervé Hens）
マネジャー
アドバイザリー＆コンサルティング
デロイト

個人投資家は、投資する前に、アクティブファンドとパッシ
ブファンドのどちらを選ぶかというジレンマに直面しなけれ
ばなりません。
•

一方では、アクティブ運用は、運用手数料を差し引い
た後の平均で見ると、ベンチマークに勝てないことが
学術研究から明らかになっています。たとえベンチ
マークに勝つことができても、安定して長期にわたっ
てそのパフォーマンスを再現することには成功してい
ません。アウトパフォーマンスはおそらく、投資スキ
ルというより、単なる運であったと言えます。

•

もう一方では、パッシブ投資のパフォーマンスは投資
のエントリー時期に極端に左右されることが判明して
います。エントリー時期の重要性を示す一例として、
以下の表では、スタンダード・アンド・プアーズ500種
指数（S&P 500）1へのパッシブ投資のパフォーマンス
（配当の再投資を含む）を比較することができます。

表1：S&P 500のパフォーマンス

見て分かるように、年率換算したパフォーマンスは、エン
トリー時期に大きく左右されています。また、長期保有す
ればするほど、時間の経過とともにリターンも高くなると
いう保証もありません。もっと悪いことに、個人投資家は
往々にして、最悪の時期―すなわち、資産価格がすでに
上昇し、今後の上げ余地が限られている時期―に株式
市場に手を出してしまいます。さらに、パッシブ投資は、
下げ相場の時に大幅なドローダウンに見舞われる可能
性があり、投資を全面的に維持することや、元手を追加
することも心理的に難しくなります。
本稿では、ポートフォリオ・マネジャーが使える2つの代替
的な戦略を紹介します。これらの戦略には2つのバージョン
（低リスク・プロファイルと高リスク・プロファイル）があり、
戦略は最低限の管理で維持します。すなわち、ストップロ
スは使用せず、取引の回数は1カ月につき1回とします。
これらの2つの戦略を、S&P 500を対象とするシンプルな
バイ・アンド・ホールド戦略と比較します。また、これらの
異なる戦略が極端に不安定な市況でどう動くかも取り上
げます。
2つのオプションベースの戦略は、以下の通りです。

エントリー
時期

最終日

02/27/2009

12/31/2015 175.76%

15.74%

10/31/2007

12/31/2015

31.38%

3.39%

12/31/2004

12/31/2015

68.67%

4.80%

12/31/1999

12/31/2015

38.81%

2.04%

累積
パフォーマンス

年率換算
パフォーマンス

戦略1：アット・ザ・マネー（ATM）のプットオプションを売る
第1の戦略では、残存日数45日でS&P 500指数のATM
プットオプションを売ります。プットオプションは、現金確保
プットです。現金確保プットでは、プットの最大損失に対
応する現金を確保した上でプットを売り建てます。その現
金は米財務省証券（TB）に投資します。現金確保プットに
することで、オプションに組み込まれたレバレッジが排除
されます。したがってこの戦略は保守的であり、ほとんど
のリスクプロファイルの顧客について実行できます。
それから30暦日後に、損益に関係なくポジションを機械
的に手仕舞いします。オプションの行使期限日まで待た
ない理由は2つあります。第1に、リスク／リターン比率は
時間が経つにつれ悪化します。ポジションに伴うリスクの
量は変わりません（つまり、オプションの有効期間中、損
失の最大額は変わりません）が、残存プレミアムは時間
が経つにつれ減少します（つまり、オプション価格は時間
とともに低下します）。

1 S&P 500に対するエクスポージャーは、この指数のETFを通じて算出
2 「S&P 500」あるいは単に「S&P」と略記されることの多いスタンダード・アンド・プアーズ500種指数は、NYSEまたはNASDAQに普通株を
上場している大企業500社の時価総額に基づいた米国株式市場指数です。
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第2に、行使期限日が近づくとガンマリスクが格段に跳ね
上がります。ガンマリスクとは、利益の出ている商品が、原
資産における不利な動きが原因で急落するリスクを表して
います。ガンマリスクは、行使期限日に近くなると最高点に
達します。行使期限日が近い時点でポジションが投資家に
とって不利になった場合、残された時間が限られているた
め、ポジションをヘッジする手立てがありません。したがっ
て、ガンマリスクを制限するために取引開始から30日後に
ポジションを手仕舞うべきです。
戦略2：アット・ザ・マネー（ATM）のストラドルを売る
第2の戦略は、実際には第1の戦略の形を変えたもので
す。S&P 500指数のATMプットオプションの売りに加えて、
投資家はS&P 500指数のATMコールを売ることができま
す。ATMコールオプションとATMプットオプションの両方を同
時に売ることは、ストラドルと呼ばれます。プットオプションと
は異なり、コールオプションのネイキッド売りは、損失が限
りなく広がる可能性があります（すなわち、原資産価格は
理論的には限りなく上昇する可能性があります）。

戦略

#2
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2つの戦略をまとめたのが以下の表です。

リスクプロファイル 説明

エントリー

エグジット

ポジションの規模

保守的

各月の初日に新
しいポジションを
建てる

30 暦 日 後 に
ポジションを
手仕舞う（損
益に関係なく）

現金確保プットオ
プション
担保はTBに投資

#1
戦略

したがって、最大損失額に備えて現金を用意しておくこと
はできません。その代わりに、ほとんどのブローカーが提
供している証拠金の計算式を使って、必要な担保を試算
します。ストラドルに必要な証拠金をカバーするために口
座の25％が使われます。この25％のエクスポージャーに
よって、証拠金を拡大する余裕が若干生まれます。証拠
金所要額は、ブローカーによって継続的に再計算され、
ポジションが投資家にとって不利になると引き上げられる
ことがあります。追証を避けるために、エクスポージャー
を25％に制限しておくことが重要です。ポートフォリオの
残りの75％は、TBに投資します。上述した理由と同じ理
由により、30暦日後に、損益に関係なくポジションを機械
的に手仕舞いします。この戦略では、損失が無制限に広
がる可能性があるため、アグレッシブな投資家向きです。

残存日数の長い
S&P 500のATM
プットを売る

アグレッシブ

残存日数が45日
にできるだけ近い
S&P 500のATM
ストラドルを売る

ストラドルの担保
として口座の25％
を使用
残りの資金はTB
に投資

私たちはこれらの2つの戦略を「機械的」とみなしていま
す。というのも、トレードに使われるルールは期間中、固
定されているからです。アクティブ投資とは異なり、これら
の戦略では、さまざまなアセットクラスへのアセットアロ
ケーションや特定の証券の選定に関する意思決定は一
切行いません。S&P 500指数のオプションを売買するだ
けです。また、毎月、既存のポジションを売って、その月
の初めの新しいボラティリティ環境で新しいポジションを
新たに建てることから、パッシブ投資とも違います。その
意味では、この投資スタイルはパッシブというよりはアク
ティブといえます。

以下の表は、過去10年（2005年1月31日から2015年12月
31日まで）にわたる次の3つのポートフォリオのパフォーマン
スを比較したものです。次の3つのポートフォリオに投資した
100万米ドルの口座のパフォーマンスを過去にさかのぼっ
て検証しました。
•

•
•

ポートフォリオ1：S&P 500連動型ETFを、配当再投資
でバイ・アンド・ホールド（すなわち、トータルリターンで
評価）
ポートフォリオ2：上述した戦略1に従って運用
ポートフォリオ3：上述した戦略2に従って運用

ポートフォリオ2と3については、取引コスト2とTBの利息を
考慮に入れました。
2 契約1件当たりおよび取引1件当たり1米ドルの手数料を仮定

表2：パフォーマンス測定指標の比較
ポートフォリオ1
累積パフォーマンス
対象月数合計
年パフォーマンス平均

72.54%

ポートフォリオ 2
101.41%

ポートフォリオ3
173.46%

131

131

131

5.12%

6.62%

9.65%

プラスになった月数

80

92

94

マイナスになった月数

51

39

37

ボラティリティ
シャープ・レシオ
最大ドローダウン
底からの回復にかかった最大期間
（月数）

14.53%

8.14%

7.60%

0.24

0.62

1.06

-52.20%
65

-24.84%
19

-12.47%
14
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価格（基準値＝100）

グラフから分かるように、2つの機械的な戦略は以下の
点でバイ・アンド・ホールド戦略をアウトパフォームしてい
ます。

300,00

•

•

250,00

•

200,00

150,00

累積パフォーマンス：ポートフォリオ2と3は両方と
も、バイ・アンド・ホールド戦略をアウトパフォームし
ています。
ボラティリティ：パフォーマンスのボラティリティは
およそ半分に軽減されています。
極端な市況における回復力：これらの2つの機械的
戦略の最も注目すべき側面は、ボラティリティの高
い時期のドローダウンが限定されていることです。
対象期間にわたるパフォーマンスの違いは実際、サ
ブプライム危機の最中においてポートフォリオ2と3
の回復力がより高かったことによるものです（最大ド
ローダウンの差に注目）。以下に、2007年10月31
日から2009年2月27日までの3つのポートフォリオ
のパフォーマンスを分析した結果をまとめました。こ
の期間は、サブプライム危機におけるS&P 500の
最大ドローダウン期間に当たります。

ポートフォリオ2と3の回復力が高い理由としては、以下が
考えられます。

100,00

•
•

50,00

SPYのバイ＆ホールド

ATMプットの売り

ATMストラドルの売り

01/11/2015

01/06/2015

01/01/2015

01/08/2014

01/03/2014

01/10/2013

01/05/2013

01/12/2012

01/07/2012

01/02/2012

01/09/2011

01/04/2011

01/11/2010

01/06/2010

01/01/2010

01/08/2009

01/03/2009

01/10/2008

01/05/2008

01/12/2007

01/07/2007

01/02/2007

01/09/2006

01/04/2006

01/11/2005

01/06/2005

01/01/2005

0,00

現金をTBに投資しており、それが株式市場の下落
時にクッションの役割を果たします。
オプションの価格は自然に市況に適応する傾向が
あります。株式市場が下落すると、ボラティリティが
上昇します。その結果、オプション価格は上昇し（す
なわち、ボラティリティの上昇とオプション価格には
正の関係が存在します）、より高いプレミアムが得ら
れます。このプレミアムの上昇は、株価下落の衝撃
を和らげる役割を果たします。ストラドルは2つのオ
プションで構成されるため、ATMプットだけを売るよ
りも高いプレミアムを得ることができます。その結
果、ポートフォリオ3はサブプライム危機において、
より高い回復力を発揮しました。

機械的な戦略は、非常に
低いコストとわずかな取引
管理で 優れた リ スク調 整
後リターンをもたらすことが
できます
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この研究で実証したように、アクティブ運用のファンドと
インデックス・ファンド以外にも選択肢はあります。機械的
な戦略は、非常に低いコストとわずかな取引管理で優れ
たリスク調整後リターンをもたらすことができます。機械
的な戦略は、市場が混乱している時期にクッションの役
割を果たすため、ポートフォリオの種類を問わず考慮に
入れるべきです。個人投資家は、こうした機械的な戦略
に従うファンドに投資することで、インデックス・ファンドを
アウトパフォームし、ポートフォリオを多様化させることが
できるでしょう。

サブプライム危機の期間中の累積パフォーマンス

20,00%

10,00%

0,00%

-10,00%

-20,00%

-30,00%

-40,00%

-50,00%
SPYのバイ＆ホールド

ATMプットの売り

ATMストラドルの売り

要点：
• パッシブ投資のパフォーマンス
は、エントリー時期に大きく左右さ
れます。
• 機械的な戦略は、パフォーマン
スとリスクの点において、アクティ
ブ投資とパッシブ投資をアウトパ
フォームすることができます。
• 個人投資家のポートフォリオ構
築の選択肢は、アクティブ投資と
パッシブ投資だけではありません。

65

投資ファンドの
ガバナンス
リスクベースの監督の
枠組みの構築
マーガレット・カレン博士
（Dr. Margaret Cullen）
CEO
認定投資ファンド取締役協会
（Certified Investment Fund
Director Institute）
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マイケル・ハートウェル
（Michael Hartwell）
パートナー
監査
デロイト

ショーン・スミス
（Sean Smith）
パートナー
リスクアドバイザリー
デロイト

世界金融危機後の監視は、その大部分が企業の取締役会の構成、
実務、プロセスに焦点を当てており、その結果、金融サービス業界で
は数多くのコーポレート・ガバナンス・コードが作成されています。しか
し、投資ファンドのガバナンスについては、あまり言及がありません。
投資ファンドのガバナンスは、コーポレート・ガバナンスの規範やルー
ルと一緒くたにされる傾向があります。けれども、投資ファンドと通常
の企業には根本的な違いが存在します。これらの違いは、投資ファン
ドのガバナンスにとって重要な意味を持っており、それゆえに独自の
ガバナンスの枠組みが必要となります。
この文脈における投資ファンドのガバナンスは、単なる規
制遵守にとどまらない、投資家保護を中心に据えたリスク
ベースの監督の枠組みを目指すものです。この枠組みの
目的は、ファンドプロモーター（ファンド設定者）機関や投資
ファンドの取締役会、運用会社の取締役会、サービスプロ
バイダー機関など、投資ファンドのガバナンスに関与する
者に、投資ファンドの投資家の利益を保護するのに役立つ
と同時に、取締役会のリスクインテリジェントな意思決定を
可能にする効果的なガバナンスの枠組みを提供すること
にあります。
認 定 投 資 フ ァ ン ド 取 締 役 （ Certified Investment Fund
Director：CIFD）協会は、ガバナンスをめぐる検討課題の
一つとして投資ファンドのガバナンス特有の特徴と課題を
正面から取り上げ、投資ファンドのガバナンスに関して、投
資家保護を中心に据えた共通のグローバルなアプローチ
を促進するために設立されました。
投資ファンドのためのリスクベースの監督の枠組み（以
下、「リスクベースの監督の枠組み」）は、CIFD協会の認
定投資ファンド取締役プログラムの基礎をなすものであり、
投資ファンドの取締役会やファンドのガバナンスの責任者
が実施できるように構築されています。

リスクベースの監督の枠組みの下地作り
枠組みについて理解を深めるには、まず投資ファンドのガ
バナンスと投資家保護を定義し、投資ファンドのガバナンス
に影響を与える投資ファンド特有の特徴を探り、投資ファン
ドのガバナンスの枠組みにおけるさまざまな当事者の役割
を検討しなければなりません。
1. 投資ファンドのガバナンスの原則を定義する
ファンドのガバナンスについて世界的に受け入れられ
る原則を特定することは、とりわけさまざまなステーク
ホルダーが関係していることと投資家の利害関係や
見解が千差万別であることを考えると、たやすくはあ
りません。ガバナンスの枠組みの最終目的は、投資
家保護ですが、これは投資家を市場関連の損失から
守ることと同じではありません。IOSCO1では、その目
的を以下のように定義しています。
•

投資家が投資ファンドの商品に伴うリスクを理解でき
るようにすること

•

誤解を招くような行為や詐欺的行為を防ぐこと

•

ファンドプロモーター機関の違法行為や過失による投
資家の損失を防ぐこと

•

利益相反を最小限に抑えること

1 IOSCO は、世界の証券規制当局が国際的に協力する主要な場です。 2004 年 5 月、 IOSCO は、「集団投資スキームのガバナンスに係る調査
（Examination of Governance for Collective Investment Schemes）」に関して、専門委員会が設けた投資管理に関する常設委員会（SC 5小委員
会）によって提案されたマンデートを承認しました。このマンデートの内容は、SC5小委員会に対し、その過去の作業と該当する国・地域（投資ファン
ドを承認しているIOSCO加盟国・地域）における投資ファンドのガバナンスに関する調査の結果を踏まえて、投資ファンドのガバナンスに関する一
般原則を定めることを指示するものでした。 IOSCOによって、投資ファンドのガバナンスに係る一般原則を定めることを目的とした 2 件の文書が
2006年6月（IOSCO, 2006）と2007年2月（IOSCO, 2007）に作成されました。
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図1：ガバナンスの構造

ファンドの
ガバナンス
構造

コーポレート・
ガバナンスの
構造
1. ファンドプロバイダー

立ち上げ

2. 投資ファンド商品

投資

統治

株主

ファンドプロモーター
顧客／投資ファンド
株主

ファンドプロモーター
取締役
投資ファンドの
取締役会
指名

取締役会

外部カストディアン

社外非執行取締役
業務機能をサービス
プロバイダー機関に
アウトソーシング

CEOと
経営陣

3. 投資運用会社

外部
アドミニストレーター

外部証券代行業者

外部
ディストリビューター

1、2、3…ファンドプロモーターが統制する重要な役割

2. 企業と比較した、投資ファンド特有の特徴
考慮すべき2つの重要な特徴は、投資ファンドの商
品の性質と投資ファンドが採用している典型的なア
ウトソーシングのモデルです。
i. 投資ファンドは、ファンドプロモーターの商品である

こと
投資ファンドの目的は、投資家による資本市場へ
の集団投資を容易にすることだけです。投資ファン
ドは、ファンドプロモーター機関において考案され、
開発された投資商品です。投資家は、ファンドプロ
モーター機関ではなく、プロモーターの投資商品で
あるファンドに投資します。この商品を通じて、投
資家は専門家による投資運用にアクセスすること
ができます。投資家がファンドに投資する理由はさ
まざまであり、過去のパフォーマンスや資本の戦略
的配分のほか、ファンドプロモーターのブランドに
対する共感もその一つです。この点は、投資ファン
ドの重要な特徴となっています。
投資ファンドは、その投資目標と方針とともに、ファン
ドプロモーターによって考案されます。ファンドプロ
モーターは、ファンドの設立のプロセスを開始した
時点で、ファンドにサービスを提供する事業体を選
定します。図1に示すように、投資ファンドの中核
機能は、（1）投資運用、（2）販売またはマーケティン
グ、（3）ファンド管理（証券代行を含む）、および
（4）資産の保護預かり（預託機関による）です。
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ii. アウトソーシングモデル
図1に示すように、投資ファンドは通常、ポートフォリ
オ運用とそれに関連する投資運用の主要業務をア
ウトソーシングしています。アウトソーシングモデル
は、投資ファンドの取締役会に数多くの課題をもた
らします。その大きな理由は、法的観点から見ると
取締役会が実行責任と説明責任を全面的に負って
いるにもかかわらず、実際には一般企業の取締役
会のような権限や影響力を持っていない場合があ
ることです。困難をもたらす実務上の問題として、以
下が挙げられます。
• さまざまなファンドサービスプロバイダーの選定
時点で、取締役会が設立され機能しているとは
限らないこと
• アウトソーシングモデルにおいては、取締役会に
よるサービスプロバイダーの監督が有効に機能
していなければ、ファンドサービスプロバイダー
が実施する業務とリスク管理に信頼を置くことが
できないこと
• アウトソーシングされないリスクの管理は、取締
役会が引き続き単独で統制しなければならない
こと。これは、関係者の数を考えるとリスクを生じ
させ、特定のリスクが見逃される可能性や、さま
ざまなサービスプロバイダーとの法的な合意が、
アウトソーシングされたリスクを網羅できない可
能性を増大させます。
• グローバル基準が引き上げられ、ファンドの取締
役の役割に関する（規制当局と投資家の）期待
の水準も上がっていること

3. 投資ファンドのガバナンスの枠組みを理解する
投資ファンドのガバナンスの枠組みは、以下で構成さ
れます。
• 投資ファンドの取締役会（または運用会社、あるい
はその両方）による監督
• 以下で構成される、業務執行機関
- ファンドプロモーター／投資運用会社
- アドミニストレーター、カストディアン、ディストリ
ビューターなどの他のサービスプロバイダー
- 法務と監査を含むサポートサービス
上述したように、投資ファンドは投資商品であり、その投
資戦略とリスクプロファイルはファンドプロモーターによっ
て設定され、ファンド目論見書や関連文書に記載されま
す。取締役会が関与するのは、ファンドの業務を監督し、
ファンドがその目論見書に記載されている通り、そのマン
デートの範囲内で運営されるように確実を期すためです。
手短に言えば、サービスプロバイダー（ファンドプロモー
ター機関の内部のサービスプロバイダーも含む）は、日
常的なリスク管理に関して大きな信頼が置かれている専
門家です。指名により、投資ファンドの取締役会は、起用
されたアウトソーシングサービスプロバイダー、リスク管
理手法、ファンドの運営に適用されるパラメーターを詳述
した目論見書からなるインフラを受け継ぎます。

投資ファンドのガバナンスの枠組み
は、単なる規制遵守にとどまらない、
投資家保護を中心に据えた構造を
目指すべきです
投資ファンドのガバナンスに係るリスクベースの監督の
枠組み
リスクベースの監督の枠組みは、投資ファンド特有の特
徴と投資ファンドのガバナンスに関与する者それぞれの
役割、実行責任、説明責任を反映しています。ファンド
プロモーターと投資ファンドの取締役会は、投資ファンド
のガバナンスの立ち上げがファンドの法的な立ち上げと
並行して、かつ同じ熱意を持って行われるように計らわ
なければなりません。この枠組みは、ガバナンスに責
任を負う者が実施できる実際的な手法とさまざまな支
援ツールを提供します。アプローチと手法は、規制要件
や運営上の複雑さといった具体的なファンドの特徴を考
慮に入れて、幅広いファンドに適用できるように設計さ
れています。
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主要なリスク
リスクベースの監督の枠組みは、IOSCOが示している投資ファンドのガバナンスの目的と、
上記の状況的要因から生じる投資ファンドの取締役会の監督役割を一致させるものです。
表1は、投資家保護を構成する要素を明らかにしています（投資ファンドの取締役会が達成
しようとしている「What」の部分）。このセクションで表示しているリスクベースの監督の枠組
みは、投資ファンドの取締役会が投資家保護の取り組みにおいて利用できる一つの枠組み
です（投資家保護の「How」の部分）。

投資家の抱えるリスク

投資家保護の構成要素
（What）

• 投資家が投資ファンドの
商品に伴うリスクを理解
できるようにすること

• 投資家のリスクアペタイトにそ
ぐわない商品に投資する

• 投資ファンドに伴うリスクの特定と
開示

• 誤解を招くような行為や
詐欺的行為を防ぐこと

• ファンドの日常業務に関与す
る事業体における不適切な統
制や詐欺的活動によって損失
を被る

IOSCO 2006：投資ファンド
のガバナンスの目的

• ファンドプロモーター機関
の違法行為や過失による
投資家の損失を防ぐこと

• 利益相反を最小限に抑え
ること
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HOW

• 投資家の期待に一致する投資戦
略の採用。規制、ファンドプロモー
ターのブランド、提供する商品に
沿った投資ファンドの販売

• ファンドが投資家の利益のため
ではなく、ファンドプロモーター
／資産運用会社、関連当事者
やサービスプロバイダーの最
善の利益のために運用されて
いる

• 規制上の制約に従い、かつ投資家
の「期待」に「一致する」透明な投
資パフォーマンス
• ファンドの純資産価値のインテグリ
ティの監督
1. 資産の安全性
2. 評価手法
3. 透明性
• 客観的な評価を通じた利益相反の
管理

リスクベースの
監督の枠組み

リスクベースの監督の枠組みは、ファンドの取締役が適切な確信をもって、かつファンド業
界と対象となっている特定のファンドにとって適切な方法でリスクを理解し、特定し、管理で
きるようにするさまざまなツールを提供します。この枠組みを図示したものが図2です。投
資ファンドには必ず法的な立ち上げが伴いますが、投資ファンドのガバナンスの立ち上げ
も不可欠です。その点を踏まえて、枠組みは2つのフェーズに分かれており、効果的なガ
バナンスの立ち上げ（ステップ1から3）と、適切なガバナンスがその後も続くことを確実に
するための継続的活動（ステップ4と5）で構成されています。

ステップ5
見直し、
振り返り、修正

ステップ1
ファンドのDNA
の理解

ステップ3
ガバナンスの
枠組みの確立

ガバナンスの
継続
ステップ4
実施と
報告

ステップ2
ファンドのリスク
プロファイルの
設定

ガバナンスの
立ち上げ
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ステップ1：ファンドのDNAの理解
取締役会が最初に採用するガバナンスの枠組みは、ファン
ドの法的な構成に適しているだけでなく、ファンドの実際の
運営方法に見合ったものでなければなりません。枠組み
は、そのファンドの特有の特徴に合わせて調整する必要
があります。いったんファンドが稼働し始めれば、ガバナン
スの枠組みに変更を加えることは、より難しくなるからで
す。ファンドに伴うリスクを十分に認識していなければ、効
果的なガバナンスの枠組みを設計し実施することはできま
せん。そして、そのようなリスクは、ファンドの運営方法を
理解していなければ、判断できません。DNAマッピングの
プロセスを通じて、投資運用会社、その他のサービスプロ
バイダー、そして投資ファンドの内部における、検討を必
要とする重要領域の全体的な概観が得られるほか、投資
ファンド内のリスクを理解するために分析すべき重要な文
書が作成されます。
最初のステップが完了した時点で、取締役会は、ファンド
のリスクプロファイルを設定するために必要なファンドの運
営のあり方についての理解を十分得ることができます。
ステップ2：ファンドのリスクプロファイルの設定
ファンドのDNAについて理解した内容を文書化したもの
は、適切なリスクベースのガバナンスの枠組みを構築する
ための土台となります。ファンドのリスクプロファイルを設
定するためには、ファンドに伴うリスクの領域（マクロレベ
ルとミクロレベルの両方にわたる、戦略リスク、市場リス
ク、信用リスク、法的リスク、受託者リスク、評判リスク、オ
ペレーショナルリスク、組織リスク、業界リスク、税務リス
ク、政治的リスク、競争リスクなど）に加え、特にファンド特
有のリスクを特定する必要があります。
このステップではまた、各リスクとそれに関連する統制に
対するオーナーシップと説明責任が、さまざまなサービス
プロバイダー（投資運用会社を含む）と、該当する場合は
投資ファンドの取締役会に割り当てられます。業務機能の
アウトソーシング先であるファンドサービスプロバイダーに
おける日常的なリスク管理について、投資ファンドの取締
役会が安心感を持っていることが重要となります。このよう
な安心感は、サービスプロバイダーを起用する前にデュー
ディリジェンスを実施し、その後も継続的に信頼性確認の
ためのテストを行ったり、リスクにフォーカスした管理情報
や業務委託先統制報告書を入手したりする（たとえば、
SSAE 3402やSOC 1レポート）ことによって得られます。

ステップ2では、以下の情報が投入されます。
1. リスク特定
2. リスク照合
3. リスク配分
4. 残存リスクの決定
5. リスク評価／測定
ステップ2を通じて作成されるのは、以下の重要なファンド
情報を反映したリスクヒートマップです。
1. 固有リスク（重要性を含む）
2. リスクのオーナーシップと説明責任（取締役会と各サー
ビスプロバイダーの間で合意されたもの）
3. リスクに対応する統制
4. 残存リスク
5. 残存リスクの測定値
ステップ3：ガバナンスの枠組みの確立
ステップ3では、以下を確実にするために、取締役会からの
トップダウンの分析と各サービスプロバイダーからのボトム
アップの分析を比較します。
1. リスクの性質のほか、これらのリスクに対するオーナー
シップと説明責任、および関連する統制について、全て
の当事者の間で完全に一致がとれており、それが契約
上の合意に反映されていること
2. サービスプロバイダーそれぞれの運営方針がファンドの
DNA、各々のリスクプロファイル、各リスクに対するオー
ナーシップ／説明責任を反映しており、投資ファンドの
取締役会の同意を得ていること
3. 特定のファンドに関するサービスプロバイダーのエスカ
レーションおよび報告の手続が、ファンドが設定したリス
クプロファイルとそれに関連して取締役会が同意したリ
スク測定と結びついていること。この管理情報に基づい
て、各ファンドに対する取締役会の監督プロセスが実行
されます。
4. あらゆるサービスレベル合意書（SLA）が正確かつ最新
であり、上記を反映していること。リスク管理／内部統制
における不備を素早く特定することが可能になり、それら
を契約またはSLAを通じて適切なサービスプロバイダー
に割り当てることができます。
ステップ4：実施と報告
構築されたガバナンスの枠組みは、投資ファンドの取締役
会とサービスプロバイダーによって実施されなければなり
ません。ステップ4では基本的に、投資ファンドの取締役会
がステップ1から3にわたって構築された枠組みに基づいて
継続的に監督を行います。
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サービスプロバイダーは、ステップ3で合意した内容、形
式、頻度で、投資ファンドの取締役会に管理情報を提供し
なければなりません。投資ファンドの取締役会は、その監
督役割の一環として、リスクのアウトソーシング先となって
いる当事者がこれらのリスクを効果的に管理していること
を確認します。
管理情報の継続的な検討と、リスク事象や内部統制の機
能停止に関するエスカレーションを通じて、取締役会は、
投資ファンドの業務を監督します。提供されたレポートを
検討し、適切な質問をすることによって、投資ファンドの取
締役会は、他者に保証を頼る（「大丈夫と言われたから大
丈夫」）やり方から、自ら合理的な保証を得る（「ファンド固
有のさまざまな信頼できる情報源を検討して、情報の内
容とその発信者に納得しているから、大丈夫」）やり方へ
と、積極的に移行することができます。

こうしてできあがったガバナンスの枠組みは、以下の要
素を包含しています。

1
2
3
4
5

ファンド特有の運営方針
ファンド特有のエスカレーションおよび
報告の手続（管理情報を含む）
正確な契約上の取決めとSLA

•

新しい法律または規制
投資ファンドの取締役会は、サービスプロバイダー
とともに、定期的なリスクおよび変更管理評価を実
施 すべきです。この 評価の 目的は 、ファン ドの
DNAとその関連するリスクプロファイルに影響を
与えるような、業務環境、規制環境または経済環
境の変化を見極めることにあります。評価の結果
を受けて、運営方針、エスカレーションおよび報告
に関する手続、SLAを更新しなければならないこと
もあります。

結論
投資ファンドのガバナンスの枠組みは、単なる規制遵守
にとどまらない、投資家保護を中心に据えた構造を目
指すべきです。本稿の目的は、ファンドプロモーター機
関、投資ファンドの取締役会、運用会社の取締役会、
サービスプロバイダー機関など、投資ファンドのガバナン
スに関与する者に、投資ファンドの投資家の利益を保
護するのに役立つと同時に、取締役会のリスクインテリ
ジェントな意思決定を可能にする効果的なガバナンス
の枠組みを提供することにあります。リスクベースの監
督の枠組みは、投資ファンド特有の特徴と投資ファンド
のガバナンスに関与する者それぞれの役割、実行責
任、説明責任を反映しています。企業のガバナンスと投
資ファンドのガバナンスの違いを理解することは、非常
に重要です。同様に、ガバナンスとは反復的なプロセス
であるという理解も重要であり、投資ファンドの取締役
会は、そのガバナンスの枠組みが規制、業務、商品の
動向に遅れることのないようにしなければなりません。

規制遵守

契約書類の遵守

要点：
ステップ5：振り返り、見直し、修正
ファンドのリスクプロファイルの変更によって、取締役会が
受け取るガバナンスの枠組みに関する情報も変わってく
ることがあります。以下に2つの状況的要因を挙げました
が、個々のファンドには、もっと多くの要因が存在すると思
われます。
•

• 投資ファンドのガバナンスの目標の定義
• 投資ファンド特有の特徴
• 投資ファンドのガバナンスの枠組みの理解
• ファンドのDNAの理解

新商品

• ファンドのリスクプロファイルの設定

ファンドが新しいタイプのポートフォリオ投資を手が
ける前に、取締役会は、アドバイザーによって新規
投資のリスクが考慮され、商品がファンドのリスク許
容度、投資戦略および関連する目的に照らして適
切であると判断されたという確信を得なければなり
ません。

• ガバナンスの枠組みの確立
• 実施と報告
• 見直し、振り返り、修正
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世界規模の
税務コンプライアンスと
報告業務

リスクを
投資家価値に
変える

グレッグ・トーマス
（Greg Thomas）
プリンシパル
税務
デロイト

マーティン・キラー
（Martin Killer）
ディレクター
税務
デロイト

オルガ・ヴァラドン
（Olga Valadon）
シニアマネジャー
税務
デロイト

サラ・オッフェン
（Sara Offen）
マネジャー
税務
デロイト

「パフォーマンス」誌の「世界規模の税務コンプライアンスと報告業
務」シリーズの前回記事では、ファンドの税務部門の業務モデルを
変革する機会とそのドライバーについて取り上げました。ファンドの
著しい複雑化と資産運用業界の世界的な急成長を背景に、ファンド
の税務チームには多大な負担がかかり、脆弱性が露呈していま
す。こうした状況は、投資家リスクと規制リスクが生じる余地を生み
出しています。
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ファンドの税務部門における業務のあり方を詳しく検討
し、不足している点を特定して補うための評価を実施する
ことは、リスク軽減に大いに役立つだけではありません。
プランニングと継続的な再評価の成果を生かした付加価
値の創造のためにも非常に有益です。
規制環境は、デロイトが2013年に資産運用業界の特定
の領域について調べるために委託した独自の市場調査
以来、大きく変化しており、今では変化が常態化していま
す。世界中の規制機関と税務当局が、大規模な法執行
の仕組みを整備することによって、税収の不足を補おうと
しています。そういった取り組みには、米国の外国口座税
務コンプライアンス法（FATCA）や経済開発協力機構
（ OECD）の税 源浸食 と利益移転（Base Erosion and
Profit Shift：BEPS）プロジェクトから生まれた規制などが
あります。一方、資産運用会社は、投資家リスクと規制リ
スクを最小限に抑えるために、テクノロジーと業務の改革
に懸命に取り組んでいます。

資産運用業界について考えてみると、価値創造のために
取る行動と規制の要求に対応するために取る行動が二元
的に、対立するものとして捉えられています。
投資家は資産運用会社に、新しい市場にサービスを拡大
し、創造的な商品を出すことを求めています。では、資産
運用会社はどうすれば、適正なバランスのもとに、新しい
市場と商品への進出によって投資家の要求に応えつつ、
監督強化の結果求められるリスク軽減対策のコストを抑
制することができるでしょうか？さらに、資産運用会社はど
うすれば、リスク軽減にかかるコストを投資家の利益に変
えることができるでしょうか？
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ケーススタディ：世界的な情報交換制度のために求められ
る情報の利用
米国は2012年、非米国系の金融機関に対し、米国の口座
保有者が稼得した利益の報告を義務付ける新たな税法
FATCAを導入しました。海外で得た収入を申告せず、その
収入に対する税金を納めていない米国納税者からの申告
によって、今後10年で最大80億米ドル1が米国政府に入る
と報じられています。
米国FATCAの実施により、大規模な多国籍金融機関が負
担するコストは数百万ドルに上る可能性があります。このコ
ストは、投資家に転嫁されるかもしれません。しかし、遵守
しないという選択肢はありません。
遵守しなかった場合、制裁金と源泉徴収は膨大な金額に
上り、計り知れない評判コストを負うことになります。一部の
外国金融機関は、米国人投資家を顧客に抱えることに関
連するリスクとコストを避けたいとの姿勢を示しており、コン
プライアンス上の失敗の可能性を最小限にするために、
米国人投資家の所有する口座を閉鎖する措置を取ってい
ます。

1

両院合同租税委員会JCS-6-10「Estimated Revenue Effects of
the Revenue Provisions Contained in an Amendment to the
Senate Amendment to the House Amendment to the Senate
Amendment to H.R. 2847, the Hiring Incentives to Restore
Employment Act」

資産運用業界について考え
てみると、価値創造のために
取る行動と規制の要求に対
応するために取る行動が二
元的に、対立するものとして
捉えられています
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しかし、米国FATCAは始まりにすぎません。2017年に
は 、 OECD の 共 通 報 告 基 準 （ Common Reporting
Standards：CRS）制度に基づき、ほぼ100カ国の金融機
関から提供される投資家情報の世界的な交換が始まる
予定です。OECDは、CRSの開発にあたってFATCAのモ
デル1政府間協定を参考にしており、FATCA遵守のため
にすでに実施された作業を生かすことによって、金融機
関の実施コストを最小限に抑えつつ、効率性を最大限に
高めるようなアプローチが取られました。
投資家は資産運用会社に、新たな市場機会の開拓を求
めています。その結果、資産運用会社は往々にして、より
多くの国で遵守要件を満たす責任を負うようになっていま
す。これは、クロスボーダーの情報共有の新時代であり、
資産運用会社は、成長するにつれて、世界の税務当局と
より多くの情報の共有を求められる状況に対応できるよう
準備をしておく必要があります。
世界的な情報の報告に関連するリスクをコントロールす
るためには、多大な準備が必要となります。たとえば、プ
ロセスと手続に関する文書を整備し、締切日と報告要件
を追跡する必要があります。おそらく、リスクの軽減にお
ける最も重要な取り組みは、システムとデータの見直しで
しょう。理想としては、世界の投資家の属性データを一つ
のシステムに保存し、彼らが投資している商品を横断して
データを利用できるようにすることです。それにより、クラ
イアントオンボーディング関連の文書をあちこちにリクエ
ストする必要も、データコンフリクトが発生する可能性も減
らすことができます。
企業のグローバル化が進むほど、システムとデータが一
元化されていることが重要となります。高度な合理化され
たシステムへのデータの一元化は、現在の世界的な情報
交換の要求に対処するのに役立つだけでなく、将来の成
長の過程で直面する要求への迅速な対応を容易にし、不
正確な情報を報告するリスクを減らすことにつながりま
す。資産運用会社に課せられる規制上の負担が増大し
ていることと、これらの要求に対応するために収集される
データが膨大な量に上ることを考えると、この情報をうまく
活用して、他の機会を通じて投資家のために価値を創造
する最善の方法を検討しなければなりません。データア
ナリティクスは、顧客のための価値創造において、大きな
役割を果たすことができます。たとえば、商品と投資家に

関するデータが広く入手できるようになることで、資産運用
会社は、投資所得の源泉徴収漏れを突き止められるよう
になります。条約に基づく請求やその他の控除から税金が
生じていることもあります。もちろん、ファンドのスキームも
税コストの軽減には重要ですが、ファンドは、どの税金が
源泉で軽減できるか、あるいは国内の規定や条約その他
の規定に基づいて還付を請求できるかを検討すべきです。
ケーススタディ：欧州連合加盟国の遵守義務の受け入れ
ここ数年で大きな進展が見られた領域の一つは、欧州連
合の企業が支払った配当金に課せられた源泉徴収税につ
いて、かつては不可能だった還付を請求できる可能性が
出てきたことです。
EUの主たる目的の一つは、共通市場、すなわちモノ、サー
ビス、人、資本が自由に移動できる場所を確立することで
す。EUに加盟することで、加盟国は、EU法優位の原則に
従うことを約束します。
欧州連合の司法裁判所の数多くの判例において、2つの
EU加盟国の投資ビークルが同等である場合、非居住者
投資家に課せられる税負担が、同一の収入を得た居住者
よりも全体的に高いのは、原則として、資本の自由移動の
原則に反するとの見解が示されています。重要なのは、資
本の自由移動の地域的範囲は、欧州条約に基づいて第
三国（非EU加盟国）の国民にも拡大適用されるということで
す。司法裁判所は、原則として、第三国に拠点を置くファン
ドは、EUに拠点を置くファンドと同じ方法で、資本の自由
移動の原則に依拠できることを確認しています。それに加
えて、2国間で十分な情報交換がなされ、相互支援条項が
整備されていることも重要です。
グローバルな投資ファンドが還付請求を検討できるように
なったことは、広範にわたる影響を及ぼしています。現在
までに、多くのファンドが欧州のさまざまな税務当局に還
付を請求し、EU法に違反して納税された源泉徴収税の還
付を求めています。
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その結果、欧州の各国政府は、以下のとおりさまざまな方
法で対応しています。
•

•

•

•

•
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多くの加盟国はすでに法律を改正し、特定の居住者
投資家と非居住者投資家に対する扱いの差をなくし
ています。
スウェーデンやフィンランドなどの一部の国は、かな
り以前から欧州の集団投資ビークル（UCITS）事業
体に源泉徴収税を還付しており、最近では米国の適
格投資会社に対する還付を開始しました。
フランス、ポーランド、スペインは、UCITS事業体に対
しては日常的に還付を行っていますが、米国のミュー
チュアルファンドと国内の事業体の同等性について
は、他の国・地域ではこれを認める判例が出ている
にもかかわらず、認識が遅れています。
ドイツやイタリアなどのその他の市場では、還付請求
手続の整備が進んでおらず、請求を解決するには訴
訟が必要となる場合があります。
さらに、さまざまな市場の源泉で免除を適用すること
も、潜在的なコストシナジーを実現する一つの方法
です。

源泉徴収税の還付を受けているのは、UCITSと米国のミュー
チュアルファンドだけではありません。第3国のソブリン・ウェ
ルス・ファンドも、すでに還付請求を行っており、いくつかの
市場で還付を受けることに成功しています。
EUにおける法的な動き以外にも、この地域に影響を与えて
いる施策はいくつかあります。OECDの「条約に基づく免除お
よびコンプライアンス向上（Treaty Relief and Compliance
Enhancement：TRACE）」プロジェクトは、ファンドのポート
フォリオ投資家に代わって認定仲介機関が源泉徴収税の免
除を請求する統一メカニズムを創設するために考案された
ものですが、世界的な情報交換をめぐる最近の動き
（FATCAやCRS）を考えると、今後より大きな注目を集める
と予想されます。これとは別に、欧州委員会は現在、欧州の
各国政府による源泉徴収税の還付請求に係る手続と期限
の見直しを行っています。既存の入手可能な情報を活用す
ることで、資産運用会社は投資家へのリターンを増やすとと
もに、投資ポートフォリオの運用をめぐる効果的なガバナン
スとスチュワードシップを示すことができるかもしれません。

資産運用会社が単なるリス
クの抑制にとどまることなく、
株主へのリターンの増大を
図る中で付加価値を創造
し、デューディリジェンスを示
せるかどうかが、競争の激
しい業界における投資家の
満足のカギとなります

結論
リスク軽減対策を取ることは、それが規制遵守の要求を
満たすことを目的としている場合は特に、投資家には何
の明確なメリットもないまま、多大なコストと時間を要する
厄介な大仕事になりかねません。しかし、資産運用会社
は、これらの取り組みを通じて収集したデータの質と量を
うまく活用して、源泉徴収税の還付請求に役立てたり、新
商品を新しい国・地域に迅速かつ効率的に展開したりす
ることができます。資産運用会社が単なるリスクの抑制に
とどまることなく、株主へのリターンの増大を図る中で付
加価値を創造し、デューディリジェンスを示せるかどうか
が、競争の激しい業界における投資家の満足のカギとな
ります。

要点：
• 投資家は資産運用会社に対し、商品と投資
機会のグローバル化を求めています。
• 資産運用会社が新しい国・地域で商品を販
売すると、税務当局からの監視が強まるリス
クがあります。
• 投資家データの収集の強化などのリスク軽
減対策は、コストがかかるにもかかわらず、
メリットがないように見えるかもしれません。
• しかし、先見の明のある投資運用会社は、こ
れをうまく利用して、株主へのリターンを増や
す機会を見出すことができます。
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パッシブ型為替
オーバーレイ―
為替ヘッジ市場が
直面するトレンドと課題
参加者：
ジェイ・ムーア―外国為替担当シニアバイスプレジデント―ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（BBH）
マルク・トゥエル―為替オーバーレイ部門グローバル統括責任者—HSBC
マーク・ホッグ―ディレクター、トレジャリー・マーケットサービス、為替オーバーレイ・為替商品開発事業統括責任者
―RBCインベスター＆トレジャリーサービス（RBC I&TS）

デロイトのアドバイザリー＆コンサルティングのパートナーである
ザビエル・ゼーゲルと、デロイトのパートナー兼規制戦略リーダー
であるサイモン・ラモスが、BBH、HSBCおよびRBC I&TSに、為替
ヘッジ市場における課題に対する各社の見解をうかがいました。
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ジェイ・ムーアは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのシニアバイスプレジデント兼通貨管
理部門グローバル統括責任者です。2012年に、為替商品開発を主導するためにBBH
に入社し、その後、通貨管理事業の運営に携わっています。BBH入社前は、ステート・
ストリート・グローバル・マーケッツの通貨運用・ポートフォリオソリューション戦略チー
ムを率いていました。外国為替業界では、オペレーション、取引、リサーチ、営業、
商品開発などを含め15年の経験を持っています。

マルク・トゥエルは、2004年にHSBCトリンカウスの為替オーバーレイ運用部門の統括
責任者となり、2013年に為替オーバーレイのグローバル統括責任者としてロンドンに
移りました。このポストでは、HSBCのグローバル為替オーバーレイ・プラットフォーム
を統括しており、パッシブ型とダイナミック型のヘッジソリューションを提供しています。
HSBC入社前は、ジュネーブのLCFロスチャイルドでドイツデスク責任者を務めていま
した。このポストでは、ストラクチャード・レート、外国為替、定量的資産運用の領域で、
ドイツと欧州全域の顧客のためのアドバイザリー業務を統括していました。

マーク・ホッグは、RBC I&TSの為替オーバーレイ・為替商品開発事業をグローバルに
統括しています。その他に、北米の為替営業の監督も担当しています。2010年に
RBC I&TSに入社する前は、フィデリティ・インターナショナルに9年間勤め、通貨管理
に関わるさまざまな業務を担当していました。ダブリンシティ大学を卒業し、ビジネス・
ファイナンスの理学士号と投資・財務の理学修士号を持っています。
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WMRスキャンダル以来、ニュースでは絶えず外国為替市場が取り
上げられています。新たなトレンドが出現する中、投資ファンドの為替
ヘッジの規模と範囲は拡大する一方です。規制当局も最近、UCITS
とMiFID IIのシェアクラスに関するESMAのコンサルテーションペー
パーの中で、このトピックに触れました。
2014年12月と2016年4月に公表されたコンサルテーション
ペーパ ーの 中 で 、欧 州 証 券 市 場 監 督 局 （ ESMA ） は 、
UCITSファンドの中で認められるさまざまなタイプのシェア
クラスに関する見解を明らかにしました。ESMAの最終目
標は、投資家を保護し、他のシェアクラスへの波及的影響
を回避するために、シェアクラスレベルで複雑性と追加的
なエクスポージャーを制限することにあるように見受けら
れます。いくつかの商品がシェアクラスレベルで制限され
る可能性があり、金利による利益を目当てにエキゾチック
カレンシーに対する新しいエクスポージャーを生み出すよう
な商品だけでなく、金利リスクに対するデュレーションヘッ
ジ、あるいは市場リスクに対するベータ／デルタヘッジな
ど、投資家のリスクの水準を引き下げる商品も対象となる
可能性があります。
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MiFID IIに関しては、最良執行義務に関する議論が透明
性に関する市場の見解と顧客の期待を変える可能性があ
ります。このトレンドを踏まえて最近、一部の市場プレー
ヤーの間に、その執行モデル、為替取引の報告の水準、
プライシングアプローチがMiFID IIに適合しているかどう
かを評価する動きが見られます。
このような状況を背景に、デロイトは市場の専門家と為替
オーバーレイのサービスプロバイダーを集めた討論会を
主催し、投資ファンドにおける為替リスクに対する保護が、
商品の能力、プロセスの調整、透明性、リスクモニタリング
などに関する資産運用会社からの要請と規制上の圧力に
最善の形で対応するためにどのように変化しているかをク
ローズアップしました。

為替オーバーレイは、投資戦略に加えて為替戦略を用い
るやり方で、アクティブ・オーバーレイと呼ばれる、新しい
通貨エクスポージャーを通じて追加のアルファの創出を目
的とするものと、パッシブ・オーバーレイを通じて為替リス
クからの投資家の保護や為替ヘッジを目的とするものの2
種類があります。さらに、パッシブ戦略では、アクティブな
運用決定は一切行われないため、厳格な運用ガイドライン
が守られます。この討論会では、パッシブプログラムを主
に取り上げます。
このテーマに関する最近の調査から、シェアクラスヘッジ
（ファンドの負債やシェアクラスをヘッジする）やルックス
ルーヘッジ（一つの統合されたプロセスで、シェアクラスの
レベルで資産をヘッジできるようにするハイブリッド型の
ヘッジ手法）などの特定の商品が著しく成長しつつあるこ
とが観察されました。
資産・負債ヘッジに関して、顧客からのさまざまなリクエス
トや現在目の当たりにされている新しい商品トレンドにつ
いて説明していただけますか？

マーク・ホッグ、RBC I&TS：
ファンドの通貨エクスポージャーのバスケットをヘッジ対象
にするシェアクラスの通貨ヘッジが一般的になりつつあり、
場合によっては、ファンドとシェアクラスの基準通貨の間の
エクスポージャーを軽減するだけの従来のシェアクラスの
通貨ヘッジに取って代わりつつあります。また、新興市場
通貨への通貨エクスポージャーを軽減するための効果的
な手段として、ノンデリバラブル・フォワード（NDF）の利用
も増えています。ASEANのパスポート構想に弾みがついて
いることから、このトレンドは今後も続くと予想しています。

マルク・トゥエル、HSBC：
資産をいくつかの投資運用会社に分散させている資産オー
ナーを中心に、パッシブ型の資産ヘッジに対する需要が急
激に伸びています。投資運用会社はそれぞれが別個の投
資マンデートを受けており、それぞれが別個に、運用の過
程で生じる為替エクスポージャーをヘッジしています。この
方法は、ランダムな結果を生む傾向があり、マンデートの
パフォーマンスの客観的な測定をゆがめかねません。新し
い規制環境では、投資プロセスの一つ一つのステップにつ
いて投資家と取締役から透明性と明確な説明責任が要求
されます。また、顧客の投資委員会は社内の事業チームと
緊密に連携するようになっており、多くの場合、事業チーム
が負債側（シェアクラス）のリスク管理を担っています。
ジェイ・ムーア、BBH：
私が見るところ、3つの新しいトレンドが出現しています。
第1の市場トレンドは、アウトソーシングへの移行です。投
資運用会社は、ヘッジが収益につながる中核能力ではな
い場合、ヘッジプログラムを社内で運用すべきか、それとも
アウトソーシングサービスを利用すべきかを判断するため
に、自社のヘッジ業務を詳しく検証しています。
第2に、BBHでは、大規模な顧客も小規模な顧客も、ヘッジ
プログラムの設計と調整に関して支援を必要としています。
当社が協力している運用会社の多くにとっては、為替ヘッ
ジが初めて手がける唯一の為替商品であることが多いた
め、当社のサービスの質は彼らの成功にとっていっそう重
要となります。
最後に、第3のトレンドは、より透明で、より質の高い執行
が必要とされていることです。
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UCITSのシェアクラスに係るコンサルテーションペーパー
に対するESMAの最終見解は、年末になると予想されま
す。商品に対する制限がシェアクラスレベルで課せられ
る可能性があることから、資産運用会社はESMAの最終
決定まで、さまざまな商品開発を保留していることが観察
されました。たとえば、デュレーションヘッジとパッシブ型
の為替エクスポージャー商品の立ち上げは現時点では
延期されています。アセットサービス機関としてどのよう
に見ておられますか？

マルク・トゥエル、HSBC：
コンサルテーションペーパーによれば、シェアクラスレベ
ルでの通貨ヘッジは、共通の投資戦略の原則に適合して
いるとみなされる可能性があるというのがESMAの見解
です。つまり、シェアクラスの通貨ヘッジの目的は、別の
通貨を通じてエクスポージャーを取るものの、そのシェア
クラスに投資している投資家が投資戦略の結果とほぼ同
じ結果を得られるようにすることにあるということです。
標準的なパッシブ型のシェアクラスの通貨ヘッジを採用す
れば、コンサルテーションペーパーのガイドラインを完全
に遵守するのに役立つと思われます。
ジェイ・ムーア、BBH：
ESMAの議論に対する顧客の関心は高いのですが、
BBHでは、パッシブヘッジに関連して商品の立ち上げが
特に鈍化する傾向は見られません。これは、ヘッジが今
後も許容される適切な手段となるという楽観的な見方を
示唆しています。
私の見解では、たとえESMAの決定によってシェアクラス
レベルでのポートフォリオヘッジが妨げられることになって
も、既存の投資戦略と同等のヘッジ付き戦略を提供する
新しいファンドが出現すると思われます。その場合、最終
的な結果はほぼ同じになるとしても、効率性が失われ、
投資家の負担するコストの増大につながる可能性があり
ます。

マーク・ホッグ、RBC I&TS：
私たちは、ESMAの最終決定において、シェアクラスレベ
ルでの通貨ヘッジは、共通の投資戦略の原則に適合して
いることが確認されると考えています。
ESMAが通貨にリンクしていないオーバーレイをUCITS
の枠組みに適合していないとみなすかどうかは、今のとこ
ろ分かりません。他の種類の市場リスク、たとえば金利リ
スクに対するシステマティックなヘッジを投資家に提供す
るシェアクラスを支持する意見もいくらか見られます。
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そのようなシェアクラスについては、サブファンドと同一の
投資戦略に参加しており、共通の投資戦略の原則に反し
ていないという明確な証明が必要となるでしょう。
現在、為替ヘッジには2つの為替取引モデルが併存して
います。すなわち、取引デスクがカウンターパーティとなる
プリンシパル取引と、為替デスクまたはプラットフォーム
が複数のカウンターパーティから最良のレートを選択する
エ ージェンシー取引です。第2次金融商品市場指令
（MiFID II）と最良執行義務の導入の可能性により、市場
は、透明性を高めるためにエージェンシー取引の方向へ
と進んでいるように見受けられます。取引執行とプライシン
グの透明性というこのテーマに関して、顧客に対して自社
をどのように位置づけておられますか？

マルク・トゥエル、HSBC：
エージェンシー取引とプリンシパル取引を比較した場合、
どちらの場合においても、プライスディスカバリーは最良執
行の一つの要素にすぎないという認識が重要です。最良
執行義務を考えるとき、混乱した市場においては特に、信
用と流動性へのアクセスを考慮に入れる必要があります。
最良執行方針は通常の市況と厳しい市況の両方において
目的に適合していなければなりません。
金融行為監督機構（FCA）が2014年に公表した最良執行
に係るテーマ別レビュー14/13を踏まえて、私たちは、ベン
チマーク執行と取引コスト分析（TCA）が透明性を証明し、
為替取引執行をより強力にコントロールする適切な方法だ
と認識しています。ほとんどの場合、プリンシパルとして取
引を行う場合は、別個に公表されている為替ベンチマーク
―現在は、WMRの仲値―を参照します。ただし、今後は
代替的なベンチマークの使用を見込んでいます。

マーク・ホッグ、RBC I&TS：
将来の市場環境においては、どちらのモデルにも適所が
あります。競争でリスクプライスを入手したことを証明する
明確な監査証跡を残しやすいエージェンシー取引は、表面
上は魅力的な「最良執行」ツールとなりうるかもしれません
が、取引の規模が大きい場合、予測可能なポジションの場
合、あるいは流動性の逼迫した環境においては、平均的
な執行の質が低下する可能性があります。それに対し、プ
リンシパル取引では、透明性のある最良執行の責務を果
たしつつ、流動性の調達、リスク管理、プライス設定に対し
て、よりダイナミックに対応することができます。

プリンシパル取引はまた、関連する法的文書の作成や信
用に関する検討が必要な二者間の為替取引関係をいくつ
も交渉し、維持するやり方に比べて、文書化と管理を効率
的に行うことができます。

ジェイ・ムーア、BBH：
プリンシパル取引事業に加えて、BBHでは2012年に、よ
り高い基準を求める顧客のニーズを見越して通貨管理事
業部門と連携してエージェンシー取引サービスを開始しま
した。
顧客が「最良執行」とみなすと思われる環境を作ることに
よって、顧客の利益によりいっそう的確に沿うことができま
す。取引経験の重要性に加えて、こうした環境には、複数
の流動性プロバイダーへのアクセス、ノンキャプティブのス
キームで積極的に交渉する能力、顧客の代理としての匿
名の取引が含まれます。
しかし、プリンシパル取引とエージェンシー取引のどちらに
おいても、正確な先物為替レートに関するデータの入手が
難しくなり、TCAをいっそう困難にしていることから、為替
ヘッジは特有の課題に直面しています。
為替ヘッジ業務のリスクモニタリングと報告に関して、市場
プレーヤーの間ではアナリティクスツールの使用が増えて
います。為替リスクを完全に排除できるヘッジポリシーは
存在しないため、こうしたツールを使うことで、ヘッジプロセ
スがパフォーマンスに与える潜在的影響に対するコントロー
ルを強め、理解を深めることができます。デロイトは最近、
Deloitte Hedging Analytics（DHA）と呼ばれるツールを
開発しました。このツールでは、複数の為替ヘッジの主要
業績指標（KPI）をモニタリングし、さまざまなヘッジの影響
について正確なパフォーマンス要因分析を実施します。私
たちはDHAを、顧客にとっての透明性の向上とこのプロセ
スに関連するリスクに対するコントロール強化を実現する
ための重要なステップとみなしています。サービスプロバイ
ダーとして、こうしたソリューションを使って、自社のヘッジ
プロセスの質を証明する必要があるとの考えに同意されま
すか？さらに、パッシブ型通貨オーバーレイプログラムの
パフォーマンスに関する報告において、顧客から透明性の
向上を求められることはありますか？

ジェイ・ムーア、BBH：
為替アドミニストレーターが提供する標準的な報告は、その
サービス義務を履行したという証拠をもたらしますが、実務
とパフォーマンスに関する詳細な情報を提供しなければ、
差別化を図ることはできません。この差別化は、レポート生
成システムと、その情報を適切に利用するための解釈と知
見を提供する専門知識の両方があってこそ成り立ちます。
パフォーマンスに影響を与える実務上の意思決定は数多く
あり、それぞれの意思決定は、パフォーマンスの最適化を
意図して行われるべきです。投資戦略同様、実現した結果
は、リターンとリスク（トラッキングエラー）を含む複数の次
元で測定し、相対的な差異については十分な説明がなされ
なければなりません。こうした実務上の意思決定がどのよ
うにパフォーマンスにつながるかを理解することで、将来の
オペレーションや取引の調整に役立つ知見が得られます。

マーク・ホッグ、RBC I&TS：
私たちの最終目標は常に、プロセスやヘッジのパフォーマン
スにおける持続的なバイアスにつながるような構造的リス
クの排除に努めることによって、長期にわたり効果的かつ
効率的なプログラムを設計することです。長期的な成功に
は、リスクに関する詳細な理解と、パフォーマンスの個々の
要素を分析して測定する能力が不可欠であるという点につ
いては、その通りだと思います。
マルク・トゥエル、HSBC：
パッシブ型であれダイナミック型であれ、優れた通貨オー
バーレイサービスを提供するためには、顧客がヘッジプロ
グラムの効率性を評価できるように正確なKPIを提供する
ことが重要です。
私たちは、こうした顧客の要求を満たすために、為替取引
の執行、キャッシュ・フロー、ヘッジのパフォーマンス、トラッ
キングエラーについて総合的な報告書を顧客に提供してい
ます。一部の顧客は、外部TCAプロバイダーと契約して執
行コストを測定しており、ヘッジの効率性について独立した
分析を可能にするツールを使用しています。
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FinTechはファンド販売に
どう役立つか？
サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
パートナー
規制戦略リーダー
デロイト

カルロ・デュプレル博士
（Carlo Duprel）
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

FinTechは、単なる流行語ではありません。資産運用会社、販売仲
介業者、サービスプロバイダーの経営モデルを根底から変えてしまう
ものです。新たな投資家行動が変化を後押ししており、投資運用業
界は効率性を高めるとともに、顧客体験の向上に努めなければなり
ません。ルクセンブルグのアセットサービス会社には、この変化の中
で資産運用会社と販売仲介業者の成功を支援する大きな機会があ
ります。
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産業は絶えず進化していますが、漸進的な変化は気づき
にくいものです。しかし時には、産業セクターに劇的な変化
が起こり、漸進的な進化の過程が外部のテクノロジー動
向、人口動態、規制動向、経済的動向などによって著しく
破壊されることもあります。本稿では、FinTechが資産運用
業界の販売モデルに与える影響と、既存の当事者が採用
すべき戦略について述べたいと思います。今日のFinTech
の盛り上がりは、金融セクターにグローバル規模の変革を
もたらし始めており、続々と登場する新たな当事者が市
場、顧客、投資家の大きな注目を集めています。以下のい
くつかの推進要因が挙げられます。
•

新しいテクノロジーの登場

•

投資家関係の新しいあり方―新世代の投資家は資
産運用会社に、これまでとは異なるサービスレベルを
期待するようになり、資産運用会社の価値観を支持
できることを確認するために、より多くのやりとりを求
めます。また、市場分析や資産報告を含むオンライン
の高度な取引執行プラットフォームに対する強いニー
ズが存在するほか、社会的投資を通じた投資家同士
の交流も必要とされています。社会的に責任ある投
資とヘッジ能力へのアクセスが、パフォーマンスよりも
重視されるようになります。これらはもちろん、低コス
トで行われることが期待されます。

•

ビッグデータとアナリティクスは、データから意味をく
み出すものであり、投資家の行動に関する記述的ア
ナリティクスと予測的アナリティクス、パフォーマンス
測定、マーケット・インテリジェンス、リスク指標を作成
します。ビッグデータは、すでに現実のものであり、投
資運用に関わる当事者に、ゼタバイト規模の情報か
ら自由自在に意味を引き出して、付加価値の高いデ
ジタルな資産レポート、マーケット・インテリジェンス、
他の投資家と比較したパフォーマンスの考察などを
末端の投資家に提供する絶好の機会を提供してい
ます。

•

FinTech規制をめぐる不確実性―投資運用における
規制は、変化を続けています。従来の業界は、
AIFMD、UCITS V、MiFID II、AMLD IV、CRDおよび
CRR、PRIIPSなどを通じた、システム全体の変化に
さらされています。投資運用業界の当事者は、既存
の経営モデルの調整に懸命に取り組んでいますが、
FinTechによるイノベーションは、規制上新たなグレー
な領域をもたらしています（決済業務の新たな参入者
やブロックチェーンなど）。

•

RegTechの登場―RegTechという新たな概念が登
場し、非主観的で多大な労働力を必要とする規制プ
ロセスの効率性向上を図るソリューションを市場に提
案しています。

- 機械学習は、予測ベースのポートフォリオ運用手法
を向上させます。
- 特に執行限定（execution-only）型のD2C（Directto-Customer）において、デジタル投資プラットフォー
ムとロボアドバイザーの普及が進み、商品とそれに
関連するリスクに関する投資家への情報提供を支援
するようになります。
- P2P 融資は、それ自体が技術革新であるとともに、
代替的な資産クラスになりつつあります。
- 長期的には、 ブロックチェーン はトレーディングとト
レーディング後の処理の効率性を格段に高め、透明
性と監査証跡を向上させ、仲介業者を排除する可能
性を持っています。
- 新しいテクノロジーが出現する中、オンラインプラット
フォームとのデジタルなやりとりが増えることによっ
て サイバーリスク も増大することを忘れてはなりま
せん。
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上述した推進要因を踏まえて、私たちは、ルクセンブルグ
の市場プレーヤーがFinTechイノベーションによってもた
らされる機会を活用できる実務的な領域を突き止めまし
た。ルクセンブルグの投資ファンドとプライベート・バンキン
グ業界は非常に強力で、市場の繁栄のために効率的に
一体となって活動しています。FinTechによる変革におい
ては、証券代行業者、注文管理プラットフォーム、中央管
理機関、カストディアンが大きな役割を果たします。ルク
センブルグの当事者は、さまざまな動きを先取りし、経営
モデルに機敏性を加え、海外からのイノベーションの後手
に回らないようにするために、FinTechイノベーションをロー
カルレベルで積極的に推進し、ディスラプター、モダナイ
ザー、イネーブラーと協働しなければなりません。
これらの当事者はいずれも、顧客、市場、ポートフォリオ
に関する膨大なデータを抱えています。FinTechがもたら
した高度なデータ管理能力のおかげで、ビッグデータはも
はや投資運用にとって単なる流行語ではなく、資産運用
会社が投資家のニーズに応え、業務効率を向上させるた
めに役立つ可能性があります。ルクセンブルグのアセット
サービスプロバイダーは、顧客である資産運用会社とそ
の仲介会社向けのホワイトラベルサービスを開発し、提
供するために必要な規模とテクノロジーを備えています。
商品運用とマーケティングは、資産運用会社の中核機能
です。これらの領域には、資産運用会社が必ずしも備え
ているとは限らない規模や集中を必要とするテクノロジー
に対する強いニーズが存在します。ルクセンブルグのア
セットサービスの当事者は、この領域において、資産運用
会社にホワイトラベルテクノロジーへのアクセスを提供す
る重要な役割を果たすことができます。具体的な形として
は、オンライン注文管理機能、リスク指標、パフォーマンス
要因分析のオンラインレポートのほか、投資パターンと投
資家行動に基づいた投資アドバイザリーのアルゴリズ
ム、デジタル決済機能、市場分析レポートなどが挙げられ
ます。
証券代行業者、カストディアン、注文管理プラットフォー
ム、ファンドアドミニストレーターの中核活動は、投資運用
のバリューチェーンの中間部分と最終部分に該当します。
ブロックチェーンは、この領域における最も破壊的なイノ
ベーションです。その共有台帳（shared ledger）とスマー
トコントラクトに基づくテクノロジーは理論上、注文管理、
記録管理、所有者確認、決済・清算、支払い、コーポレー
トアク ションから 仲介機 能を排除する可能性 を持って
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います。しかし、この破壊は「ビッグバン」的に起こるので
はなく、ブロックチェーンのメリットを生かしたハイブリッド
型のアセットサービスモデルが、従来型のアセットサービ
スプロバイダーによって導入されると私たちは考えていま
す。当面の間は、ルクセンブルグのサービスプロバイダー
は、照合プロセスの自動化、注文の集約、運用・清算業
界の標準、オンラインの本人確認サービスをさらに発展さ
せる重要な役割を担っています。異なるブロックチェーン
アプリケーションを使った注文管理モデルが乱立するの
を避けるために、ルクセンブルグの当事者は、共同で業
界の取り組みを開始し、統一的なルクセンブルグのブロッ
クチェーン・アセットサービスブランドを作るべきです。
ルクセンブルグはまた、投資家識別の効率性向上を図る
ために、業界共通のデジタルパスポート制度を創設すべ
きです。さらに、投資ファンドにワンストップショップ型のマ
ネージドサービスを提供する大きな余地があるように見
受けられます。アセットサービス会社は、ファンドの設立
と解散、ファンドの販売と登録の支援、税務管理、本人確
認／マネーロンダリング防止／テロ資金供与防止
（KYC/AML/CFT）、そして何よりRegTechなどの領域に
おいて、資産運用会社に総合的なファンドサービスを提
供する機会をつかむことができます。RegTechは、デー
タ管理などのFinTechイノベーションを利用して、資産運
用会社とその仲介業者に効率的かつ費用対効果の高い
規制サービスを提供するという考え方です。RegTechは
決して、「ボタンを押すだけ」で全てを解決してくれる規制
遵守ソリューションにはならないでしょうが、労働集約的
かつ非主観的な規制対応作業を効率化する機会をもた
らしてくれるでしょう。アセットサービス会社がRegTechを
活用できる例としては、AIFM報告、欧州市場インフラ規
則（EMIR）に基づく報告と取引報告全般、規制・税制動
向ウォッチ、ソルベンシーIIに基づくルックスルー報告書、
規制上の健全性チェックツール、事案管理ツール、リスク
データウェアハウスなどがあります。ルクセンブルグの投
資運用業界は、RegTechイノベーションの最前線に立つ
ための積極的な取り組みに参加すべきです。資産運用
会社が最新のテクノロジーを導入することによって規制
の変化に適応できるように支援することは、資産運用業
界におけるルクセンブルグの競争力をさらに強化するこ
とになるでしょう。

アルゴリズムベースのロボアドバイザリーツールは、発展
しつつある執行限定型のD2Cとの関連においてリテール
分野で大きな成功を収めると思われます。機関投資家も、
執行サービスのみを利用する最終顧客にこのテクノロジー
を提供することに関心を示しています。ルクセンブルグは、
このセグメントにおいて積極的な役割を果たすために必要
な条件を全て備えています。現地の準大手以下の資産運
用会社は、現地のウェルスマネジャーによって提供される
ホワイトラベルのロボアドバイザリーテクノロジーと執行限
定 サ ービ スを 求 め ていま す。ル クセ ン ブ ル グ に おける
FinTech環境は、欧州有数の優れたITインフラと現地の
FinTech当事者を利用することができます。
結論として、現在の経営モデルを合理化し、新世代の 投資
家のニーズに応える技術的ソリューションによって、今後数
年のうちに新しい企業が続々とこのセクターに誕生すると
予想されます。既存の企業は、その成功を維持するため
に 、 独 自 の テ ク ノロ ジ ー ソ リ ュ ーシ ョ ン を 開 発 する か 、
FinTech企業と協力するか、FinTech企業をビジネスモデ
ルに取り入れるかのいずれかを通じて、この新たな競争に
適応する必要があります。アセットサービス会社には、この
テクノロジーの変化の中で資産運用会社を支援する大きな
機会があります。投資ファンドの本拠地として世界第2位の
規模を誇るルクセンブルグは、市場とオペレーションに関
わる課題に対処するために販売とアセットサービスのモデ
ルを新たに構想し、刷新するまたとない機会を目の前にし
ています。
ルクセンブルグの投資運用業界は一致協力して、高度な
オンライン取引プラットフォーム、ホワイトラベルのデータ
アナリティクス、マネージドサービス、RegTech、ブロック
チェーン、デジタル販売パスポートを推進する業界全体の
取り組みを探るべきです。

要点：
ルクセンブルグの投資運用サービスプロバイダーは、積極的なアプローチを取り、
FinTechとRegTechのイノベーションを利用して、顧客である資産運用会社とその
仲介業者にホワイトラベルのソリューションを提供すべきです。そのためには、以
下に取り組む必要があります。
• 大量の利用可能なデータにデータアナリティクスを適用することで、投資家の
セグメンテーションの向上、マーケット・インテリジェンスの提供、D2C接続の
促進を図る
• キャッシュ処理、決済、照合、税務管理などの領域におけるプロセスを最適
化する
• 投資ファンドのためのワンストップショップ型の管理サービスを提供する

結論として、現在の経営モデルを合
理化し、新世代の投資家のニーズに
応える技術的ソリューションによって、
今後数年のうちに新しい企業が続々
とこのセクターに誕生すると予想され
ます

FinTechがファンド販売に与える影響とその促進要因につ
いて詳しくは、デロイトがALFI のために作成した白書をご
覧ください。
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シリアスゲーム
資産運用における
ゲーミフィケーション
手法の活用
パスカル・ケーニッヒ
（Pascal Koenig）
パートナー
コンサルティング
デロイト

歴史家ヘロドトスによれば、人類最初のゲームは、古代インド・ヨーロッパ
語系のリュディア人によって発明されました。サイコロやジャックス、球技は
娯楽のために作られたのではなく、ひどい飢饉を生き延びるために作られ
たそうです。
激しい飢えをしのぐために、彼らは1日中ゲームをして、
食事は次の日にしました。リュディア人はこのようにして、
ゲームのおかげで18年間生き延びることができました。18
世紀後半から19世紀初めには、最初の戦争ゲーム（兵棋
と呼ばれる机上作戦演習）が登場しました。シリアスゲー
ムは、ビデオゲームの発達により、その真価を発揮できる
ようになりました。このテクノロジーのおかげで、シリアス
ゲームの目的である学習、シミュレーション、トレーニン
グ、コミュニケーションを、エンターテイメント性のあるイン
ターフェースと融合することが可能になったのです。

ジュリアン・アルヴァレスの研究では、シリアスゲームを以下
の3つの主要な目的に従って分類しています。

1

メッセージの伝達を目的とするもの（そのメッセー
ジが教育目的、マーケティング目的あるいはそ
の2つの組み合わせであるかを問わず）

2

利用者の学習能力や運動技能の向上を目的と
するもの

3
90

実際に起こりうる状況を再現したバーチャルな環
境におけるトレーニングまたはシミュレーションを
目的とするもの

さまざまな研究（特にイドリス・アベルカン1による認知科学
分野の研究）から、ゲームには、長期記憶を働かせる驚く
べき力があることが明らかになっています。一例を挙げる
と、スーパーマリオ64のプレーヤーは、10年以上もプレイ
していなかったにもかかわらず、ゲームの空間的レイアウ
トを非常に正確に思い出すことができました。もう一つの
重要な要素は、ゲームは数多くの作業を同時に行うことを
要求することによって、心のモジュール性を刺激するという
ことです。さらにゲームは、ドーパミン分泌作用（ドーパミン
とは、快感と報酬に関連する化学物質）があるとされてお
り、従来のビデオゲームが持つ中毒性は残念ではあるも
のの、シリアスゲームの場合、モチベーションのスパイラ
ル効果が作用します。研究者はまた、ゲームは主に、
快感の源である直感に頼っている一方、行動に頼るところ
も大きいことを強調しています（ベルグソンとベルトスの研
究は、「私たちの心は、行動に合わせて設計される」ことを
示しています）。
1

Use of the video game for educational purposes” （2005）

ルール、ゲームプレイ
スコア、競争

ビデオゲーム

学習目的

Eラーニング

幅広く、エンター
テイメント性の
あるアプローチ
感情、音声と映像、物語
風の状況
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コンテンツ

シナリオ

デザイン

ステップ 1:
顧客特定

ポイント

92

学習の目的

•

技術的問題

•

日常的な現実との関連性

•

ゲームロジック

•

ゲームレベルの管理

•

アバターの決定

•

ゲームの目的

•

関心レベルの管理

•

ゲームのメカニズム（競争、勝ち
負け、注意等）

•

アバターと環境のデザイン

ゲームでは、顧客の特定と分類、特定のリスク（評判リス
ク、オペレーショナルリスク、不正リスク等）の評価、投資家
のニーズに応えるアセットアロケーション戦略の提案、投資
家のプロフィールに基づいた適切なマーケティング資料の
配布という5つのステージが設けられました。勝者を決める
最終スコアは、集めた申込数を単に足し合わせるのでは
なく、以下をはじめとするさまざまなパラメーターを勘案し
たモデルに基づいて計算されます。
•

ターゲット1件当たりの投資金額

•

ターゲットに関する情報収集が不十分なせいで生じた
リスク

•

顧客リスクに関する誤解

•

適切なアセットアロケーション

ステップ 1:
顧客の分類

ステップ 3:
リスク評価

ステップ 4:
アロケーション

• ターゲットから情報
を収集する

• 顧客を プロか非プ
ロかに区分
• 可能であれば、顧
客の財務状況を聞
き出す

• ターゲットのグロー
バルなリスクレベル
を特定

• 顧客プロフィールに
従って適切なアセッ
トアロケーシ ョンを
決定

• 適切なマーケティン
グ資料を配布

• 質問
• 自分のCRM
• 公的データベース

• ターゲットに関する
記述
• ステップ1で収集し
た情報

• ターゲットに関する
記述
• ステップ1と2で収集
した情報

• 顧客投資ガイドラ
イン

• ステップ4：アセット
アロケーション

• 質問をすることで、
「本人確認」に関連
するリスクを減らせ
る
• このステップで収集
した情報はステップ
2で役立つ

• 間違った答えに対
するペナルティ

• 答えを間違うと、ス
コアにペナルティが
課せられる

• 最善のアロケーション
→顧客が全額投資
• 次点のアロケーション
→顧客が60％投資
• 不適切
→顧客が30％投資

• 配布された資料が
不 十 分 な場 合 、ペ
ナルティ

ルール

ツール／
基準

•

ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント（NGAM）
は、デロイトとレッドコム（デジタルエージェンシー）に、多く
の参加者が集まる年次イベント（およそ100人が出席する
総会）で実施するゲームの設計を委託しました。このゲー
ムの狙いは、新規投資の申し込み時点までのクライアント
パスを理解することにあります。プレーヤーの目的は、投
資家特有のリスクを制限しつつ、多種多様なターゲットから
できるだけ多くの数の投資の申し込みを集めることです。

ステップ 5:
資料配布

ゲームを面白くするために、ゲームマスターの裁量で最新
ニュース（捜査、株式市場の暴落等）や規制に関するクイズ
が挟み込まれます。
ゲームを効果的に利用するには、複合的な要素が必要と
なります。第1に、専門知識（この場合、顧客に関する理
解、アセットアロケーション等）がプレーヤーの日常的な経
験と密接に関連していなければなりません。また、画像の
クオリティ、分かりやすいゲームの仕組み、戦略的な選択
肢と偶然要素の導入によって学習プロセスのゲーミフィケー
ションを強化する必要があります。時間制限を設けることで
競争要素が加えられ、緊張感を高めます。
資産運用へのシリアスゲームのこの初めての応用は、新
しい展望を切り開いています。実際、総会においては、シリ
アスゲームの利用が当初のトレーニング目的にとどまら
ず、チーム構築の強化手段として役に立つことが分かりま
した。このゲームをネットワーク展開すれば、既存のeラー
ニング手法を見直すこともできます。非常に興味深いテー
マは、顧客関係へのゲーミフィケーションの影響です。すな
わち、どのように顧客を引きつけ、維持し、自身を差別化
するかということです。
これは、非常に重要な問題です。というのも、ガートナーの
研究2によれば、「2015年までに、グローバル企業のトップ
1,000社の40％が事業活動の変革のためにゲーミフィケー
ションを利用するようになる」からです。この研究によれ
ば、ビジネスイノベーションのほぼ半分がゲーミフィケー
ションによって生み出されるようになり、デザインのクオリ
ティが成功の決め手となるとされています。現在のゲーミ
フィケーションをベースにしたアプリケーションの80％は、
デザインが不十分なせいで、その目的を果たすことができ
ません。長期的には、デザイン手法が向上し、企業が明確
な目的設定に取り組めば、ゲームの利用は企業の利益に
大きな影響を及ぼすようになり、自社のアピール力を高め
る強力な手段となるでしょう。

資産運用会社とアセットサービス会社はこれを次の目的
に生かすことができます。
•
•

•

顧客を引きつけ、新しい投資プロセスを発見する
難解な規制を分かりやすくし、適時性とリスクレベル
に基づいたアセットアロケーションを提案することに
よって、顧客を維持する
型破りとはいかないまでも、革新的なデザインによっ
て差別化する

今こそ、シリアスゲームの世界に入るべきときです。

ゲームイベントの
魅力
NGAMは、顧客知識に焦点を当てたシリアス
ゲームの設計・開発をデロイトとレッドコムに依
頼しました。ゲームのコンテンツには、マネー
ロンダリング防止（AML）、本人確認（KYC）、外
国口座税務コンプライアンス法（FATCA）の規
定と国際的な制裁プログラムに関連するあらゆ
る義務が盛り込まれていました。欧州とアジア
に拠点を置く当グループの運用会社のコンプラ
イアンスおよびリスク担当のプロフェッショナル
100名のほか、米国の運用会社からも数名が
参加し、協力して楽しくゲームを進めました。
チーム構築という作業に加えて、グループは、
さまざまな国・地域の規制が関わるケースに取
り組まなければなりませんでした。

エマニュエル・ポータルの
見解
NGAMコンプライアンス・
リスク管理・内部統制部門
副マネジャー

このゲームのオンライン版を通じて、当社の内
部統制およびコンプライアンス担当者が、必要
な対応能力を育成するために営業・顧客サー
ビスチームを編成し、検討すべきあらゆる規制
について意識が高まる手助けとなる一方、ます
ます複雑に、厳格になっているこれらの規制の
不遵守がもたらすリスクの分析・評価が可能に
なることを期待しています。
2

ガートナーは、2013年以降のIT企業とIT利用者に関する主要な予
測を発表しています。ガートナーのアナリストは、その研究結果を
2012年10月21日～25日にオーランドで開催されたガートナーシン
ポジウム／ITxpoで発表しました。ガートナーシンポジウム／ITxpo
に関する情報は、www.gartner.com/symposium/us に掲載されて
います。
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Link’n
Learn

ウェビナー
2016年研修プログラム
2009年以来、デロイトは、投資運用業界のプロフェッショナル向けに、そのナレッジ・リソースを公開してきました。ここで、新たなLink'n
Learnのスケジュールをお知らせします。昨年までと同様に、今回も私たちの優れた業界専門家が司会を務めます。これらのセッションは特
に、今日の重要なトレンドと貴社のビジネスに影響する最新の規制に関する有用な見識を提供することを目的としています。各ウェビナーの
所要時間はそれぞれ1時間となっています。

規制
• PRIIPS - 28 APR
• Anti Money Laundering - 19
MAY
• Client Assets - 26 MAY
• MAD II / MAR - 2 JUN
• CMU - 30 JUN
• AIFMD II - 28 JUL
• MiFID II and MiFIR - 15 AUG
• ETF update - 22 SEP

業務・手法
• Derivative Financial Instruments
- Introduction to Valuation - 12 MAY
• Opportunities and threats of Digital
for the investment management
industry
- 15 SEP
• Derivative Financial Instruments
- Valuing Complex Instruments
- 13 OCT
• Emerging Markets in Investment
Management - 20 OCT

• Basel III and Solvency II for
asset managers - 3 NOV
• EMIR - 17 NOV

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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投資ファンド
入門
• Investment Fund Governance
- Developing a Risk-Based
Oversight Framework - 21 APR
• Introduction to Investment Funds
- 16 JUN
• Private Equity, Property Funds, Real
Estate and Infrastructure Funds - 8
SEP
• Investment Fund Tax - 6 OCT
• Loan Funds - 1 DEC

連絡先

Africa - East, West and South

Bermuda

Martin Oduor-Otieno
Partner - Consulting
+254 20 423 0341
moduorotieno@deloitte.co.ke

Mark Baumgartner
Partner - Audit
+1 441 299 1322
mark.baumgartner@deloitte.bm

David Achugamonu
Partner - FSI
+234 190 417 38
dachugamonu@deloitte.com

James Dockeray
Director - Tax
+1 441 299 1399
james.dockeray@deloitte.bm

Dinesh Munu
Partner - Audit
+27 011 806 5767
dmunu@deloitte.co.za

Argentina
Claudio Fiorillo
Partner - MSS
+54 11 432 027 00 4018
cfiorillo@deloitte.com

Declan O'Callaghan
Partner – Assurance & Advisory,
Wealth Management
+61 2 932 273 66
deocallaghan@deloitte.com.au

Austria

Gilberto Souza
Partner - Audit
+55 11 5186 1672
gsouza@deloitte.com
Marcelo Teixeira
Partner - Audit
+55 11 5186 1701
marceloteixeira@deloitte.com

British Virgin Islands
Carlene A. Romney
Director - Audit
+1 284 494 2868
cromney@deloitte.com

Canada

Mervyn Ramos
Partner - Audit
+1 416 601 6621
merramos@deloitte.ca
Don Wilkinson
Partner - Audit
+1 416 601 6263
dowilkinson@deloitte.ca

Bahamas

Central Europe
Grzegorz Cimochowski
Partner, Consulting
+48 22 511 0018
gcimochowski@deloittece.com

Belgium

Maurice Vrolix
Partner - Audit
+32 2 800 2145
mvrolix@deloitte.com

96

Sharon Lam
Partner - International Tax Services
+852 28 52 65 36
shalam@deloitte.com.hk
Anthony Lau
Partner - International Tax Services
+852 2852 1082
antlau@deloitte.com.hk

Colombia
Ricardo Rubio
Partner - Financial Advisory Services
+57 1 546 1818
rrubio@deloitte.com

Denmark
John Ladekarl
Partner - Audit
+453 610 207 8
jladekarl@deloitte.dk

Finland
Petri Heinonen
Partner - Financial Services
+358 20 755 5460
petri.heinonen@deloitte.fi

George Kosma
Partner - Audit
+1 416 601 6084
gkosmas@deloitte.ca

Robert Pejhovsky
Partner - Tax & Audit
+431 537 004 700
rpejhovsky@deloitte.at

Philip Maeyaert
Partner - Audit
+32 2 800 2063
pmaeyaert@deloitte.com

China (Southern)

Brazil

Dominik Damm
Partner - Advisory
+431 537 005 400
dodamm@deloitte.at

Lawrence Lewis
Partner - ERS
+1 242 302 4898
llewis@deloitte.com

Alberto Kulenkampff
Partner - Audit
+ 56 22729 7368
akulenkampff@deloitte.com

Muhammad Khan
Partner - Audit
+1 441 299 1357
muhammad.khan@deloitte.bm

Australia
Neil Brown
Partner – Assurance & Advisory,
Wealth Management
+61 3 967 171 54
nbrown@deloitte.com.au

Pablo Herrera
Partner - Financial Advisory Services
+56 2 2729 8150
paherrera@deloitte.com

Chile
Ricardo Briggs
Partner - Consulting
+56 2 2729 7152
rbriggs@deloitte.com

France
Hélène Alston
Partner – Tax
+33 1 55 61 60 32
healston@taj.fr
Stéphane Collas
Partner - Audit
+33 1 55 61 61 36
scollas@deloitte.fr
Pascal Koenig
Partner - Consulting
+33 1 55 61 66 67
pkoenig@deloitte.fr
Jean-Marc Lecat
Partner - Audit
+33 1 55 61 66 68
jlecat@deloitte.fr
Jean-Pierre Vercamer
Partner - Audit
+33 1 40 88 22 03
jvercamer@deloitte.fr

Germany

India

Israel

Andreas Koch
Partner - Audit
+49 892 903 687 39
akoch@deloitte.de

Porus Doctor
Partner – ERS
+91 22 6185 5030
podoctor@deloitte.com

Marcus Roth
Partner - Tax
+49 892 903 682 78
mroth@deloitte.de

Vipul R. Jhaveri
Partner - Tax
+91 22 6185 4190
vjhaveri@deloitte.com

Dorothea Schmidt
Partner - Consulting
+49 699 713 734 6
dschmidt@deloitte.de

Kalpesh J Mehta
Partner – IM
+91 22 6185 5819
kjmehta@deloitte.com

Christof Stadter
Partner - Audit
+49 89 29036 8269
cstadter@deloitte.de

Bimal Modi
Senior Director - FAS
+91 22 6185 5080
bimalmodi@deloitte.com

Alexander Wenzel
Partner - Tax & Legal
+49 69 75695 6111
alwenzel@deloitte.de

Monish Shah
Senior Director – Consulting
+91 22 6185 4240
monishshah@deloitte.com

Gibraltar

Merliyana Syamsul
Partner - Audit
+62 21 2992 3100
msyamsul@deloitte.com

Ireland
Alexandra Kostara
Partner - Audit
+30 210 67 81 152
akostara@deloitte.gr
Despina Xenaki
Partner - Audit
+30 210 67 81 100
dxenaki@deloitte.gr

Guernsey
John Clacy
Partner - Audit
+44 1 481 703 210
jclacy@deloitte.co.uk

Iceland
Arni Jon Arnason
Partner - FAS
+354 580 30 35
arnijon.arnason@deloitte.is

Italy
Marco De Ponti
Partner - Audit
+390 283 322 149
mdeponti@deloitte.it
Maurizio Ferrero
Partner - Audit
+390 283 322 182
mferrero@deloitte.it
Paolo Gibello-Ribatto
Partner - Audit
+390 283 322 226
pgibello@deloitte.it
Riccardo Motta
Partner - Audit
+390 283 322 323
rmotta@deloitte.it

Indonesia

Joseph Caruana
Partner - Audit
+350 200 112 10
jcaruana@deloitte.gi

Greece

Naama Rosenzwig
Director - ERS
+972 3 608 5251
nrosenzwig@deloitte.co.il

Japan
Masao Asano
Partner - Advisory Services
+81 90 8508 5720
masao.asano@tohmatsu.co.jp

David Dalton
Partner - Consulting
+353 140 748 01
ddalton@deloitte.ie

Yang Ho Kim
Partner - Tax
+81 3 6213 3841
yangho.kim@tohmatsu.co.jp

Brian Forrester
Partner - Audit
+353 141 726 14
bforrester@deloitte.ie

Nobuyuki Yamada
Partner - Audit
+81 90 6503 4534
nobuyuki.yamada@tohmatsu.co.jp

Mike Hartwell
Partner - Audit
+353 141 723 03
mhartwell@deloitte.ie

Mitoshi Yamamoto
Partner - Consulting
+81 90 1764 2117
mitoshi.yamamoto@tohmatsu.co.jp

Brian Jackson
Partner - Audit
+ 353 141 729 75
brijackson@deloitte.ie
Christian MacManus
Partner - Audit
+353 141 785 67
chmacmanus@deloitte.ie
Deirdre Power
Partner - Tax
+353 141 724 48
depower@deloitte.ie

97

Jersey

Malta
Gregory Branch
Partner - Audit
+44 1 534 82 4325
gbranch@deloitte.co.uk
Andrew Isham
Partner - Audit
+44 1 534 824 297
aisham@deloitte.co.uk

Stephen Paris
Partner - Audit
+356 234 324 00
sparis@deloitte.com.mt

Ernesto Pineda
Partner - Financial Services
+52 55 5080 6098
epineda@deloittemx.com

Roman Sattarov
Director - Audit
+7 7272 581340
rsattarov@Deloitte.kz

Khaled Hilmi
Partner - Consulting
+971 4 376 8888
khilmi@deloitte.com

Sun Yeop Kim
Partner - AERS
+82 2 6676 1130
sunyeopkim@deloitte.com

Joe El Fadl
Partner - Audit
+961 1 363 005
jelfadl@deloitte.com

Young An Kim
Partner - AERS
+82 2 6676 3330
youngakim@deloitte.com

Ton Berendsen
Partner - Audit
+31 88 2884 740
tberendsen@deloitte.nl

Benjamin Collette
Partner - Advisory & Consulting
+352 451 452 809
bcollette@deloitte.lu

Bas Castelijn
Partner - Tax
+38 2886 770
BCastelijn@deloitte.nl

Laurent Fedrigo
Partner - Audit
+352 451 452 023
lafedrigo@deloitte.lu

Remy Maarschalk
Partner - Audit
+31 88 288 1962
RMaarschalk@deloitte.nl

New Zealand
Rodger Murphy
Partner - Enterprise Risk Services
+64 930 307 58
rodgermurphy@deloitte.co.nz

Lou Kiesch
Partner - Regulatory Consulting
+352 451 452 456
lkiesch@deloitte.lu

Malaysia
Anthony Tai
Executive Director – Enterprise
Risk Services
+60 3 7610 8853
yktai@deloitte.com

98

Francis Albalate
Partner - Audit
+63 2 581 9000
falbalate@deloitte.com

Portugal
Maria Augusta Francisco
Partner - Audit
+351 21 042 7508
mafrancisco@deloitte.pt

Russia
Sergei Neklyudov
Partner - CIS FSI Leader
+7 495 787 06 00
sneklyudov@deloitte.ru

Singapore
Ei Leen Giam
Partner - Global Financial Services
Industry
+ 65 62 163 296
eilgiam@deloitte.com

Netherlands

Eric Centi
Partner - Cross-Border Tax
+352 451 452 162
ecenti@deloitte.lu

Johnny Yip Lan Yan
Partner - Audit
+352 451 452 489
jyiplanyan@deloitte.lu

Philippines

Humphry Hatton
CEO - FAS
+971 4 506 47 30
huhatton@deloitte.com

Kenneth Kang
Principal - Consulting
+82 2 6676 3800
kenkang@deloitte.com

Nicolas Hennebert
Partner - Audit
+352 451 454 911
nhennebert@deloitte.lu

Javier Candiotti
Partner - Audit
+51 (1) 211 8567
jcandiotti@deloitte.com

Javier Vàzquez
Partner - Financial Services
+52 55 5080 6091
javazquez@deloittemx.com

Middle East

Luxembourg

Peru

Mexico

Kazakhstan

Korea

Henrik Woxholt
Partner - Audit & Advisory
+47 23 27 90 00
hwoxholt@deloitte.no

Michael Wilkes
Partner - Audit
+64 3 363 3845
mwilkes@deloitte.co.nz

Norway
Sverre Danielsen
Partner - ERS
+47 99 5 17 686
sdanielsen@deloitte.no

Kok Yong Ho
Partner - Global Financial Services
Industry
+65 621 632 60
kho@deloitte.com

Slovakia
Miroslava Terem Greštiaková
Associate Partner - Deloitte Legal
+421 2 582 49 341
mgrestiakova@deloitteCE.com

Spain
Rodrigo Diaz
Partner - Audit
+349 144 320 21
rodiaz@deloitte.es
Ursula Garcia
Gimenez Partner - Tax
+34 626954821
ugarcia@deloitte.es
Gloria Hernández
Partner – Regulatory Consulting
+349 143 810 75
ghernandezaler@deloitte.es
Alberto Torija
Partner - Audit
+349 143 814 91
atorija@deloitte.es

Antonio Rios Cid
Partner - Audit
+349 915 141 492
arioscid@deloitte.es

Sweden
Steven Payne
Partner - Consulting
+46 75 246 33 35
stpayne@deloitte.se

Switzerland
Cornelia Herzog
Partner - Financial Service Industry
+41 58 279 6054
cherzog@deloitte.ch
Marcel Meyer
Partner - Audit
+41 58 279 7356
marcelmeyer@deloitte.ch
Stephan Schmidli
Partner - Audit
+41 58 279 6221
sschmidli@deloitte.ch
Simona Terranova
Partner - Audit
+41 58 279 8454
sterranova@deloitte.ch
Andreas Timpert
Partner - Consulting
+41 58 279 6858
antimpert@deloitte.ch
Markus Weber
Partner - Tax
+41 58 279 7527
markweber@deloitte.ch

Taiwan
Vincent Hsu
Partner - Audit
+886 2 545 9988 1436
vhsu@deloitte.com.tw
Olivia Kuo
Partner - Audit
+886 2 25459988
oliviakuo@deloitte.com.tw
Jimmy S. Wu
Partner - Audit
+886 2 2545 9988 7198
jimmyswu@deloitte.com.tw

Thailand
Somkrit Krishnamra
Partner – Enterprise Risk Services
+66 2 676 5700
somkrishnamra@deloitte.com

Turkey
Hasan Kiliç
Partner - Audit
+90 212 366 60 49
hkilic@deloitte.com

United Kingdom
Gavin J Bullock
Partner - Tax
+44 20 7007 0663
gbullock@deloitte.co.uk
Tony Gaughan
Partner - Audit
+44 20 7303 2790
tgaughan@deloitte.co.uk
Jamie Partridge
Partner - Audit
+44 14 1314 5956
jpartridge@deloitte.co.uk
Andrew Power
Partner – Consulting
+44 20 7303 0194
apower@deloitte.co.uk
Chris Tragheim
Partner – Tax
+44 20 7303 2848
ctragheim@deloitte.co.uk
Mark Ward
Partner – Audit
+44 20 7007 0670
mdward@deloitte.co.uk

United States
Edward Dougherty
Partner - Tax
+1 212 436 2165
edwdougherty@deloitte.com
Joseph Fisher
Partner - Audit
+1 212 436 4630
josﬁsher@deloitte.com
Patrick Henry
US Investment Management Leader
+1 212 436 4853
phenry@deloitte.com

Paul Kraft
US Mutual Fund Leader
+1 617 437 2175
pkraft@deloitte.com
Peter Spenser
Partner - Consulting
+1 212 618 4501
pmspenser@deloitte.com
Adam Weisman
Partner - Financial Advisory Services
+1 212 436 5276
aweisman@deloitte.com

Venezuela
Fatima De Andrade
Partner - Audit
+58 212 206 8548
fdeandrade@deloitte.com

Vietnam
Thinh Pham
Country Managing Partner
+84 839100751
thpham@deloitte.com

連絡先

Cary Stier
Partner - Global Investment Management Leader
+1 212 436 7371
cstier@deloitte.com

当リストに掲載されている各国の
専門家にご遠慮なくご連絡ください

Vincent Gouverneur
Partner - EMEA Investment Management Leader
+352 451 452 451
vgouverneur@deloitte.lu
Jennifer Qin
Partner - Asia Pacific Investment Management Leader
+86 21 61 411 998
jqin@deloitte.com

デロイトは多くの分野にわたるサービス組織であり、独立性の問題およびその他の利益相反が生じる可能性があることから、特に監査関係が存在する場合におい
て、クライアントにご提供可能なサービスの種類に関して特定の規制および職業上の制約を受けています。私たちが皆様に提供をお約束するあらゆるサービス
は、適用される制約を全面的に遵守したものです。
デロイト トウシュ トーマツ リミテッドについて
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメン
バーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または
“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細は www.deloitte.com/about をご覧ください。
© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Designed and produced by MarCom at Deloitte Luxembourg
（日本語版について）
デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法
人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総
称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティン
グ、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 8,700 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要
な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・
非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向
けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命
とするデロイトの約 225,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよび
その関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサ
ービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、
本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる
内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご
相談ください。
© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

