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はじめに 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資産運用の実務家の皆様、本誌のご愛読者の皆さま、そして新しい読者の皆様 

 
何よりもまず、皆様がご家族や友人と楽しい夏休みを過ごされた後、これから始まる新たな

資産運用シーズンで素晴らしいスタートを切ることをお祈りいたします。「パフォーマンス」

チームは、これまで業界の最新動向を追跡してきましたが、この第 9 号では、現在および新

たに出現した課題や問題点、そして何よりも事業機会に焦点を合わせます。 

 
言うまでもないことですが、私たち業界は極めて厳しい時代をくぐり抜けようとしています。思

い浮かぶ、解決を要する主な問題を挙げれば、規制遵守（たとえば、AIFMD、FATCA、IFRS、

MiFID II、PSD、ソルベンシーII、UCITS V など）、買収戦略、ガバナンスと監督責任、リスク管

理、技術とデータ品質、世界市場の展開、持続可能な成長、あるいは人的資源の保持と教育

など様々なものがあります。世界市場について言えば、EU（欧州連合）のソブリン債危機を取

り巻く不透明性が、上記トピックの大半の背景となっています。その結果として、今後数カ月

間に規制の変更や資産の処分、買収、資本再編が進むことが確実になると思われます。 

 
業界の立場からすれば、その将来を方向づけると同時に、市場の取り組みや規制改革の展

開に影響を及ぼすという点で自らの役割を果たせるように、声を一つにして共通の主張を行

うことが必要不可欠と考えます。現在の市場のダイナミクスを踏まえれば、様々な業界の取り

組みに関与し、それに貢献することが今やかつてないほど重要になっています。 

 

繰り返し申し上げていることですが、皆様のご関心とご支援がなければ現在の「パフォーマン

ス」はなかったでしょう。本号も楽しんでお読みいただけるよう願っております。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ジェニファー・チン 

アジア太平洋投資運用リーダー 

クリス・ハーベイ 

グローバル金融サービス業リーダー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「パフォーマンス」は、私たちの最も重要な、あるいは「ホットなテーマ」のレポートをとりまとめた刊行物で、年 3 回発行されます。その多彩なレポートは、デロイトの多分野にわたるアプローチを反映しており、アドバイザリー・コンサルティ

ング、監査および税務における専門能力を結集して業界の最新動向を分析しています。また各レポートは、資産運用業界が直面している様々な課題や状況に関する外部専門家や私たちの見解も提供します。したがって、「パフォーマン

ス」の配布は広範囲に及ぶことが見込まれ、私たちは、資産管理サービスおよび資産運用のバリュー・チェーンの関係者と参加者のすべてに、洞察に富んだ興味深い情報を提供することを願っています。 



5 

編集主幹から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デロイトのグローバルな資産運用の定期刊行物である本

誌第 9 号をお読みいただき有り難うございます。 

 
夏休み明けのシーズンが始まっていますが、この最

新号には市場に関する有用な知見が満載であると確

信しています。本号では外部の寄稿者が更に増えた

ことを喜ばしく感じています。デロイトのネットワークの

外部に向けて主要な業界の関係者やステークホル

ダーのためにフォーラムを提供することは「パフォー

マ ン ス 」 の 重 要 な 目 的 と な っ て い ま す 。 特 に 、

CACEIS、ECM、ソシエテ・ジェネラルの外部の寄稿者

の皆様には、本誌を業界のための極めて特別かつ現

実的な議論の場としてくださったことに感謝していま

す。 

 
この 9 月号では、ソーシャルメディア、美術品に基づく

証券貸借、ヘッジファンドのサクセッション・プランニン

グ、資産運用における内部監査、資産運用における 

パフォーマンス監視、デリバティブ店頭市場の規制

の新たな変化、優先担保付クレジットの資産クラス、

EMIR（欧州市場インフラ規制）、アバディーンとサン

タンデールの税金還付請求、FATCA（外国口座税

務コンプライアンス法）、そして AIFMD（オルタナティ

ブ投資ファンド運用者指令）に関する調査結果など

に関するレポートを提供しています。 

 
本号に掲載された多彩なレポートについて、あるいは

資産運用に関するどのようなテーマについても、皆様

のご感想やお考えを是非お寄せください。「パフォー

マンス」のこの最新号をお楽しみいただければと願っ

ております。 

 
敬具 

 

 
 
サイモン・ラモス 

編集主幹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先: 
 

サイモン・ラモス(Simon Ramos) 

ディレクター – アドバイザリー・コンサルティング担当 
 

デロイト･ルクセンブルグ(Deloitte Luxembourg) 
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

 
電話: +352 451 452 702 携帯電話: +352 621 240 616  
siramos@deloitte.lu, www.deloitte.lu 

mailto:siramos@deloitte.lu
mailto:siramos@deloitte.lu
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市場動向 
 
 
 
 
 

ソーシャルメディア 
ファンドプロモーターや 
資産運用会社にとっての 
素晴らしい事業機会 

 
 
 

ルース・バルトマン

（Ruth Bültmann） 

パートナー 

アドバイザリー・  

コンサルティング 

デロイト・ルクセンブルグ 

デービッド・バーナーズ

（David Berners） 

コンサルタント 

アドバイザリー・ 

コンサルティング 

デロイト・ルクセンブルグ 

ジュディス・ヒレン 

（Judith Hillen） 

アナリスト 

アドバイザリー・ 

コンサルティング 

デロイト・ルクセンブルグ 
 
 
 
 

「人類は史上初めて、従来をはるかに上回る数の人々との
豊かなつながりを実際に維持することを可能にする技術を 
ついに手に入れた」、ピエール・オミダイア、eBay の創業者 

 
 

ソーシャルメディア・プラットフォームは古代ローマの剣闘士

の闘技場によく似た特徴を持ち始めています。そこでは、

人々が最新ニュースを共有し、友人と出会い、エンタテインメ

ントを楽しみ、ビジネスを行っています。幸いなことに、デジタ

ルの闘技場ではもはや生死を賭けることはなく、戦いは評判

とポジショニングを巡って展開されています。 

 

主な違いは、この闘技場では全員が剣闘士と観客と販売

員の役を同時にこなすことが可能だということです。全員

が全員を相手に全員について話題にすることができ、そし

て全員が話題の対象にされています。 

 
現代の剣闘士は、どこにでもいる普通の人たちですが、多

くの団体やブランド、公開イベントが闘技場に入ってきてい

ます。誰もが参加できるのです。一度闘技場に入れば、他

の人たちがあなたに「戦い」を挑むことが可能になり、あな

たはそれに対抗し、自分の技能を発揮し、他の人たちと連

携を組むことができます。 

闘技場に入場せず、あるいはそこを退場することにす

れば、戦いの音や叫び声、声援はもはや聞こえなくなる

でしょう。これで安全だと感じるかもしれませんが、人々

があなたの話を止めることはありません。ただあなた

が、もはや自分を防御し、考えを共有し、自分の商品を

頒布することができなくなる、というだけのことです。 

 
今日最大の闘技場はマーク・ザッカーバーグによって構築

されました。8 年前には、彼の小さな遊び場であったフェイ

スブックが、世界のどこからでもアクセスできる、利用者 9

億人の闘技場に成長するとは誰も予想しませんでした。

フェイスブックの話は、web2.0 の技術によってもたらされた

メディア全体の革命の成功－ソーシャルメディアの出現－

を代表します。今日、ソーシャルメディアが勝利を収めたこ

とに疑いの余地はありません。デジタル世界のすべての

サーファーに発言の機会を与えようという単純なアイデアと

して出発した試みが、信じられない規模の闘技場へと変貌

を遂げ、今では積極的か消極的かを問わず、私たちは誰も

がそこに存在しています。 
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闘技場に入場せず、あるいは 
退場することにすれば、 
戦いの音や叫び声、声援は 
もはや聞こえなくなるでしょう。 
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ファンド業界とソーシャルメディア 
 

デロイトは、米国、欧州およびアジアのファンド業界に

おけるソーシャルメディアの使用について調査を実施し

ました。そして、様々な国と地域の多様な参加者とその

立場、目的、主要な課題について分析しました。 

 
分析対象となったすべての市場で、ソーシャルメディア

活動のターゲット・グループとなったのは個人投資家で

すが、そのグループはさらに「若年」と「年長」という２つ

のグループに分けられます。ここで「若年」や「年長」と

は、投資家の年齢と同時に投資経験も表しています。

ソーシャルメディアは主として若年世代をターゲットとし

ていますが、彼らはソーシャルネットワークの中で最も

大きな安心感を得られる、いわゆる「デジタルネイティ

ブ」です。コミュニケーションや評判のためにソーシャル

メディアを使用すれば、潜在的な投資家全員に働きか

けることが可能となり、機関投資家に対してさえ、社会

的認知の向上を通じて間接的に影響を及ぼすことがで

きます。以下では、ファンド業界におけるソーシャルメ

ディアの使用の調査で明らかになった最も関連性のあ

る事柄の一部を紹介します。 

 
個人向け投資ファンドの一般的な販売プロセスでは、

ファンドプロモーターおよび／または資産運用会社は

最終顧客から切り離されています。 

販売の時点でクライアントと最終的に接触するのはファン

ドプロモーター自身ではなく、ファンド販売業者や名義書

換代理人、カストディアンなどの仲介業者です。クライア

ントに関する情報は市場／顧客分析やブランド管理、製

品開発で決定的に重要な要素であるため、顧客につい

て知り、そのニーズを理解することが必要不可欠となりま

す。従来のファンド販売プロセスでは、そうした有用な情

報が往々にして途中で失われてしまいます。 

 
ソーシャルメディアは、ファンドプロモーターと最終投資家

との間の双方向の対話を生み出すことによって、前者が

後者に再接続することを可能にします。 

 
ソーシャルメディアへの企業の参加は、一般的に三つの

段階から成ると言われています。最初は、比較的消極的

な探索の段階から始まり、次に、対話やコンテンツの豊富

さという点でソーシャルメディアが次第に存在感を増すよ

うになり、遂には企業自体がソーシャルメディアの信奉者

になって、積極的にソーシャルメディア活動を計画し管理

するようになります。 

 
観察                                                                      関与                                                                            対話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意識 

 
企業は次のことを意識し

始める 

• ソーシャルネットワーク

に対する社会の熱狂の

高まり 

• ソーシャルネットワー

クにおける他セクター

の企業の関与 

• ソーシャルネットワーク

における競合他社の

関与 

 
 
 
 
 
 

発見 
 
 
•  企業は 一つ のソ ー

シャルメディア（ほと

んどの場合、フェイ

スブック）に焦点を合

わせて急速に関与し

始める 

 
 
 
 

発展 

 
 
•  企業はソーシャルメディ

アが提供する一つの利

点に焦点を合わせ、そ

の目標を達成するため

にあらゆる準備をする 

 
 

経験による

学習 

 
 
•  現場作業の効果により

ソーシャルウェブサイト

上の多様な ツールを

徐々に発見 

•  ソーシャルメディアに

特化した目標の設定を

開始 

ソーシャル 

メディアを 

信奉 

 
•  ソーシャルメディアの最適

な活用および利用者との

大規模な対話 

•  マーケティング戦略や企

業の包括的戦略などにお

ける、適切なソーシャルメ

ディア戦略の定義 
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米国、欧州、アジアの大手資産運用会社のソー

シャルメディア活動に関する分析では、米国や英

国の資産運用会社がソーシャルメディアへの進出

という点で先頭に立っており、欧州やアジアの市

場参加者は依然としてソーシャルメディア活動を

ほとんど行っていないことが明らかになりました。

米国や英国の市場参加者は、活動のコンテンツ

やアプリケーションを効果的に充実させることに

よってソーシャルメディアへの進出を継続的に拡

大しています。たとえば、「フォロワー」や「友人」、

「会員」に最新の市場情報を提供し、投資ファンド

に関連する基本的な用語を説明することによって

金融リテラシーサービスを提供しています。市場

参加者によっては、ゲームを使ってこの種のコン

テンツを取り纏めて提供し、一般の人々がより容

易に利用できるようにしているところさえあります。 

 
 
 
「ツイートしないことによって、ツイート

している、つまりメッセージを送信して

いるのだ」、匿名のツイッターユーザー 

資産運用会社は、直接、投資ファンドを販売するた

めにソーシャルメディアを使用するのではなく、知名

度を高めるために、あるいは信頼されるエキスパー

トとして認識してもらうためにそれを活用することが

できます。さらに、ソーシャルメディアを通じて潜在

的な顧客と対話することによって、自社の投資家と

の距離を縮め、既存クライアントや将来のクライア

ントとのより良い関係を構築できます。市場動向に

ついて定期的なコメントや話し合いを行ったり、専

門的な分析を投稿したり、金融リテラシーのサービ

スを提供したり、様々なテーマについて投票を企画

したりすることで、そうしたポジショニングが強化さ

れます。最終的な目的は、ブランド認知と価値を高

め、自社の売上げを間接的に伸ばすことにありま

す。銘記しておく必要があるのは、対話性が鍵を握

るということです。ソーシャルメディアは、既存情報

の追加的な配布チャネルとみなされるべきではなく

（多くの資産運用会社はすでに定期的に市場分析

を公表しています）、情報提供を対話的に行うこと

によってコミュニケーションを飛躍的に豊かにする

方法として捉えるべきです。 
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そのため、資産運用会社やファンドプロモーターは

ソーシャルメディアへの存在によって恩恵を受けるこ

とができます。特に欧州の会社は、「ソー シャルメ

ディアの信奉者」になることによって競争の激しい市

場で自社を差別化できるため、最終投資家との距離

を競合他社よりも縮めることが可能になります。 

ビジネス目的でソーシャルメディアを利用する際の

三つの主要課題 
 

ファンドプロモーターや資産運用会社は、ソーシャル

メディアの分野に参入を試みようとする誰もが経験

する、次の三つの課題に直面します。 

•  ソーシャルメディア活動の継続的管理 
 

•  ソーシャルメディア・ダッシュボード 

－ソーシャルメディア戦略のリターンの測定 

•  顧客とのコミュニケーションにソーシャルメディアを使

用する際の法的側面 

 
ソーシャルメディア活動の継続的管理 

すでに述べたように対話性が鍵となりますが、これ

は、それによってクライアントとの既存の（ほとんど

は一方的な）コミュニケーションが豊かになり、会社

が顧客を大切にしていることを示せるからです。 

コミュニケーションをとらないことは、コミュニケーション

によって伝えるメッセージと少なくとも同程度に強力な

メッセージを送っています。企業の間には、ソーシャル

ウェブサイトに参加していなければ、他の者が自社に

ついて話すことが防げるという誤解が広く存在してい

ます。しかし、参加していようがいまいが話はされます。 
 
 

「君のお母さんの 

投資利益率は？」、 
ワインライブラリーTV

の創設者、ゲイリー・
ベェイナチャ
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企業は、ソーシャルウェブサイトで活動することで、自

社に関する評判を聞く機会だけではなく、それ（たとえ

ば、批判）に対応する機会も得られます。したがって、

企業にとってソーシャルウェブサイトは、特にその膨大

な数の利用者に接触するコストが比較的低いことを考

えるなら、失うものより得るものの方が大きいことは間

違いないと言えます。 

 
ソーシャルメディアでの活動は、他のウェブサイトとは異

なる方法で管理すべきです。大部分のウェブサイトとは

異なり、ソーシャルメディアのサイトで生み出される情報

は、静的なものと動的なものが混在しています。ステータ

スアップデートやコメント、フォロワーとのチャット、投票な

どはすべて、ソーシャルメディアのサイトを伝統的なウェ

ブサイトに比べより動的にする要因となっています。 

 
企業の伝統的なウェブ上の活動（すなわち、ウェブサ

イト）を立案する場合は、閲覧者に対して何をどのよう

に表示するかが中心になります。しかしながらソー

シャルメディアでは、閲覧者とどのように対話するかと

いう追加的な問題にも解決策を見いださなければなり

ません。企業は、ソーシャルメディア活動の対話性を

柔軟に定義できます。フォロワーにすべての投稿に対

してコメントすることを認めてもかまわないし、一部に

限定することもできます。あるいは、特定のグループ

の人にコメントする権利を限定することさえ可能です。

同様に、投稿やコメントに対応すべきかどうかを決定

することもできます。しかしながら、経験則からすれ

ば、ソーシャルメディアのサイトを開放的かつ対話的

に運営すればするほど、より多くの関心を集め、より

大きな成功を勝ち取れます。 

 
したがって企業は、ソーシャルメディア活動の継続的管

理に十分なリソースを配分すべきです。たとえば、投稿

に適切に対応することによって、近接性や到達可能性

の感情が生み出されます。それがさらに、企業に対す

る信用および信頼感の感情を育み、とりわけ金融商品

の販売のための豊かな土壌を作り出します。 

 

「私が心から楽しんでいる仕事の 
一つは投資家と直接話すことだ。 
対象範囲が常に広がり続けている

ソーシャルメディアは、そうする上で
素晴らしい方法を提供してくれる」、
ビル・マクナブ、バンガード CEO 

（最高経営責任者） 
 
 
ソーシャルメディア・ダッシュボード  

－ ソーシャルメディア戦略のリターンの測定 

ソーシャルメディアの組織的取り組みによる（経済的）リ

ターンを正確に測定することはほとんど不可能です。

現在のところ、ソーシャルメディア戦略の効果やリター

ンをどのように測定するのが最善かという点に関して、

専門家の間に明確な一致はみられません。しかしなが

ら、事業目的の達成度をできる限り正確に測定するた

めには、適切な KPI（重要業績評価指標）を測定するこ

とが鍵になると考えます。 

 
ソーシャルメディア戦略の KPI は、理想を言えば、企

業の戦略目標をソーシャルメディアの観点から直接解

釈したものであるべきです。この段階で広くみられる一

つの誤りは、事業ではなくトラフィックに関連する KPI

を選択することです。例えば、多くの企業は主要な KPI

として、フェイスブックやツイッターの「いいね」や「フォ

ロワー」の数を使用しています。これらは、ブログする

こと自体が目的の専門的なブロガーにとっては適切な

KPI かもしれませんが、売上げの拡大の手段として

ソーシャルメディア活動を使用している企業は、より事

業との関連性が高い KPI、たとえばフェイスブックの広

告による売上件数などを選ぶべきです。最新の販売

追跡方法を使用すれば、容易にこれを測定できます。 

 
自社に関するコメントを投稿するといったソーシャルメ

ディア戦略のリターンは広範囲に及ぶため、一つの

KPI で測定することは困難です。確かに、「いいね」や

「友人」、「フォロワー」の数といったトラフィックの指標

は魅力的で興味深い尺度ですが、常に一連の事業関

連の尺度、理想的には定性的尺度と定量的尺度の両

方によって補完しなければなりません。 
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したがって、次のものを組み合わせた総合的な指標群

を含むソーシャルメディア・ダッシュボードを構築するこ

とを推奨します。 

•   定性的指標と定量的指標 
 

•   会社の戦略とトラフィックに関連する指標 
 

•   長期的効果と短期的効果に関する指標 

 
顧客とのコミュニケーションにソーシャルメディアを使用

する際の法的側面 

今日のソーシャルメディアのような、急速に成長し発

展する新しい分野が出現するときはいつも、新たな法

的問題が数多く発生します。法律は、将来の展開を予

測できないため、起こり得るすべての事態をカバーし

てはいません。最善のアドバイスは、注意深く事を進

め、実際に着手する前に、専門家に相談して自社の

個別的な事例に固有の情報を得ることです。 

 
米国の市場参加者は、ソーシャルメディアの活用という

点で先頭に立ってきただけでなく、金融サービス業界を

対象とするソーシャルメディアに関する具体的な規制な

ど、法律的な状況においても最先端にあります。FINRA

（金融取引業規制機構）は、このトピックに関するガイダ

ンスを提供するために規制通知第 10-06 号と第 11-39

号を公表しました。この通知は基本的に、ソーシャルメ

ディアに関する現行の規制を現状に合わせて改定した

もので、（公開）企業の広報に関わる記録管理、適合

性、監督およびコンテンツの要件について企業に再確

認を求めています。 

たとえば、企業やその従業員がソーシャルメディアの

サイトを通じて金融商品を推奨する（すなわち、NASD

（全米証券業者協会）が定義する推奨）場合、企業

は、推奨の対象となる投資家すべてにとってその金

融商品が適合するかどうかを判断しなければなりま

せん。そのため、推奨を発表する企業は、そのメッ

セージへのアクセスを注意深く統制する必要がありま

す。 

 
欧州では、金融機関のソーシャルメディア活動を対象

とする、そうした具体的な規制は存在しません。欧州

の規制は、データ秘密保持法、通信・メディア法あるい

は公正競争法をはじめとする多様な法的規定に由来

しています。そのため、問題となるソーシャルメディア

の規制に関して全体像を明確につかむことが米国の

市場参加者よりも困難となっています。それにもかか

わらず、我々の調査によれば、欧州の一部、特にドイ

ツの資産運用会社やファンドプロモーターは過去数

年、成功裏にソーシャルメディア戦略を導入しており、

法的側面は、ソーシャルメディアに関するファンドプロ

モーターのチェックリストの一つの重要項目であるもの

の、ファンドプロモーターにとってソーシャルメディアへ

の関与を妨げる障害にはなっていないことを証明して

います。 

 
結果の不確実性を避けるためには、考慮の対象を国内

法だけに限定しないことが重要です。これは、ソーシャル

ネットワークは様々な国や法域の関係者が絡む国境の

ない領域であるからです。そうした法務リスクは、先を見

越して適切に管理すれば、企業のソーシャルメディア活

動の有効性を損なうことはないと考えています。 
 
 
 

「全員に発言の機会を認め、
人々に発言力を与えれば、 
システムは通常最後には 
本当に良いものになる」、 
マーク・ザッカーバーグ、 
フェイスブック CEO 兼創業者 
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ソーシャルメディア戦略の導入と管理に向けた総合的

アプローチ 
 

ソーシャルメディア戦略では、企業の戦略全体をソー

シャルメディアの観点から表現し直す必要があります。

ソーシャルメディア戦略は、マーケティング戦略の一環

として捉えるべきですが、マーケティングの単なる追加

的なコミュニケーション・チャネルではなく顧客関係全

体を豊かにするものあることを企業は銘記しなければ

なりません。 

ソーシャルメディア戦略は、顧客から新鮮なフィード

バックがリアルタイムで返ってくるため、「伝統的な」

マーケティング戦略よりもはるかに活気に満ちた、即

応性の高いものです。企業のソーシャルメディア活動

は、マーケティングの長期的な戦略的目標（企業のよ

り高レベルの戦略的目標と連動していることが必要）

を達成することを目的とした、継続的フィードバック重

視の短期的プロセスとして捉えられます。 

 
 
 
「当社のソーシャルメディア責任者は 
お客様です」、マクドナルド・コーポレーション 

 
 
 
 

我々は、成功裏にソーシャルメディア活動を構築し維持するために三つのステップから成るアプローチを策定した。 
 
 
第 3 ステップ：管理 

脅威： 
•  クライアントとの対話の欠如 
•  利用可能な情報を活用しない 

•  インパクト分析の欠如／不十分性 
 

目標： 
•  ソーシャルメディアの対話のコンテンツ

の作成 

•  ソーシャルメディア戦略の管理 

•  ROI（投資利益率）の測定 
•  フィードバックの作成と報告 

 
 
 
 
 

第 1 ステップ ：策定 

脅威： 
•  ターゲット利用者に適さないソーシャ

ルメディア環境 
•  公表されたコンテンツがターゲット・ポ

ジショニングと整合していない 

•  第 3 ステップで得た重要な教訓が考

慮されていない 

目標： 
•  ターゲットとするイメージ／ポジショニ

ングの策定 
•  ターゲット利用者の策定 

•  ソーシャルメディア環境の策定 

•  対話の度合いの選択 

•  第 3 ステップで得たフィードバックの分

析 

 

第 2 ステップ : 導入 

脅威： 
•  メッセージを伝えるのに不適切なツールを使用 

 

目標： 
•  コンテンツとチャネルの最善の組み合わせの選択 

•  予定表の策定 

•  ガバナンスのための支援の提供 

•  プロジェクト推進のために適切な運営上の資源を 

組織化 

 

1.策定 3.管理 

2.導入 
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このアプローチでは戦略が絶えず再策定されると同時

に、フィードバックサイクルが確実に機能しますが、そ

のどちらも、急速に変化しているソーシャルメディア環

境では決定的に重要なことです。戦略の策定は主とし

て、このアプローチの第 3 ステップで集められるフィー

ドバックを基礎としています。したがって、ソーシャルメ

ディアの担当責任者は、ソーシャルメディア活動を具体

的にどのように利バランスすべきかを絶えず示す総合

的なダッシュボードにアクセスする必要があります。 

 
企業は、ソーシャルメディア管理のプロセス全体と並ん

で、戦略やモデルの設計の誤りおよび不適切な対話の

リスクも適切に管理する必要があります。こうした管理

は、設計の誤りのリスクについてはダッシュボードの活

用を通じて、対話のリスクについてはコミュニティ担当

責任者を通じて実行することができます。 

一般的に、ソーシャルメディア戦略はダイナミックで即

応的なものとして捉える必要があります。したがって、

フィードバックサイクルの導入が必須となり、その

フィードバックサイクルは、企業のソーシャルメディア

戦略に関連するすべての KPI を測定する確かなダッ

シュボードからの情報に基づいて機能することが求め

られます。要するに、企業のソーシャルメディア戦略

の策定に際しては顧客をより重視するということに帰

着します。それは、顧客こそが企業によって作り出さ

れたコンテンツに反応し、自分自身のコンテンツを作り

出すからです。「双方向コミュニケーション」や「対話」

は、重要なマーケティング用語というにとどまらず、顧

客が中心的な役割を果たすべきことを示しており、だ

からこそソーシャルメディアでは、他のメディアやマー

ケティング戦略から「コピー・アンド・ペースト」すること

は不可能なのです。 
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今日では、ブランド管理にとってソーシャルメディアの成

功と重要性はもはや否定することはできません。他の

ブランドと同様、資産運用会社やファンドプロモーター

も、顧客との直接的な対話というソーシャルメディアの

主な利点から成果を上げることができます。彼らは初め

て、仲介者を介さないで最終投資家と結び付き、それに

よって個人向けファンドの売上げを伸ばす事業機会を

手にしています。先頭を行く英語圏の国々において、ま

たとりわけ出遅れている欧州やアジアにおいて、十分

に管理されたソーシャルメディア活動は、依然として競

合他社からの差別化要因です。適切に管理されれば、

ソーシャルメディア戦略は、ファンド業界にとって潜在力

の大きい、低コストで低リスクの事業機会であると言え

ます。 

 

闘技場の門は開かれ、ヒーローの登場を待っていま

す。剣闘士よ、戦いの準備を！ 

 
 
 
「聖牛は良い剣闘士を作らな
い」、ニッキ・ジョバンニ、米国
の詩人・作家 

 
要点： 
 

• ソーシャルメディアは、資産運用会社にとっ

て最終投資家と接触するための低コストの

事業機会であると同時に強力なブランド管

理のツールです。 

• 米国と英国の資産運用会社やファンドプロ

モーターは先頭に立ってソーシャルメディア

を活用しているのに対して、欧州の他の市

場参加者は依然として立ち遅れています。 

• 資産運用会社やファンドプロモーターによる

ソーシャルメディアの使用は法的リスクを伴

いますが、適切に管理すれば、それがソー

シャルメディアの使用の妨げになることはな

いはずです。 

• ソーシャルメディア戦略の投資利益率の測

定は困難ですが、適切に構築されたダッ

シュボードを使用が役に立ちます。 

• ソーシャルメディア戦略は、企業の戦略全体

と結び付かなければならず、絶えず見直し

を行い、継続的に日常的管理を行わなけれ

ばなりません。 
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美術品担保融資 
クライアントの美術品コレクション
の流動性の開放 

 
 
 
 

アドリアーノ・ピチナート・ディ・トルチェッロ 

（Adriano Picinato di Torcello） 

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・ルクセンブルグ 

ジュリー・アン・スミス 

（Julie Anne Smith） 
アナリスト 

アドバイザリー・コンサルティング 

デロイト・ルクセンブルグ 

 
 
 
プライベート・ウェルス・マネジャーが超富裕層１に提供できる

ニッチのクレジットサービス分野の可能性 
 

 
美術品は、「［金融］市場が崩壊したときの楽観主

義の導き手」2 であることが明らかになってきました。

これは特に、保有する美術品資産を運用金融資産

に変えることを検討したいと考えている超富裕層に

とって、投資のリターンを実現する、前例のない機

会の時代の到来を告げています。投資適格美術品

は、レバレッジのない実物有形資産として、歴史的

に不動産などの伝統的資産を上回るパフォーマン

スを示しています（図表 1）。これは、低金利によっ

て特徴づけられる現在の経済環境や美術品市場

の継続的な目覚ましいパフォーマンスと重なり、保

有美術品を担保として活用しようとする美術品所有

者の全体的な需要を増加させます。 
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はじめに 

本レポートの目的は、美術品担保融資という金融取

引を全般的に紹介することにあります。 
 

このサービスは次の 3 種類の金融業者から受けるこ

とが可能ですが、本レポートでは商業銀行の視点に

立って検討を行います。 

• 資産担保金融業者（美術品がローンを保証する

唯一の資産である特化型の金融ブティック） 

• 商業銀行（美術品資産を含め、超富裕層のバラ

ンスシート全体を担保として融資） 

• オークションハウス（委託販売を目的として専門

的な金融サービスを提供） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 超富裕層は 3,000 万米ドルを超える金融資産を有する個人として定義されます。 
2 ソーントン・S（2008 年）：美術品は新しい金か？ http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3561553/Sarah-Thornton-is-art-the-new-gold.html 

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3561553/Sarah-Thornton-is-art-the-new-gold.html
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本レポートでは最初に、美術品担保融資の市場が世

界でどのように発展し、プライベート・ウェルス・マネジ

メント・サービスの中にどのように組み込まれてきたか

を分析するとともに、需要を明らかにするために、この

ニッチ分野の金融サービスに対するクライアントの投

資意欲の評価も行います。次に、美術品担保融資プロ

セスの実際の導入、および既存の金融サービス・プロ

バイダーによるその実施方法について簡単に概観しま

す。最後に、美術品担保融資が提示する問題と事業機

会について触れます。 

美術品担保融資とは何か？ 

美術品担保融資とは、投資や個人的な資金調達のため

に保有コレクションや美術品資産から流動性を生み出す

ことを望む超富裕層をターゲットとしたニッチのクレジット

サービスをいいます。高額の、美術館レベルの質の美術

品の所有者は、美術品は売却することなく流動性を実現

できることを認識し始めており、流動性を取得するための

手段としてコレクションを活用することに関心を示す所有

者が増加しています³。現在の市場の不安定性やそれに

関連するリスクにもかかわらず、美術品の担保化は、

サービス提供として収益性をもたらす可能性があり、銀

行のトップクライアントに係るリレーションシップマネジメン

トにも応用できることから、ウェルス・マネジメント業界で

その潜在性が注目されています。 
 

図 1 および表 1．相関、リスク、リターン 
メイ・モーゼス®ワールド収集品カテゴリー・アート・インデックスと S&P500 指数のトータル・リターン・インデックスとの比較、
2000 年以降 
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IMP-W （印象主義・近代美術）

OM19-W （古典・19 世紀美術）

PWC-W （戦後・現代美術）TCWA-

W（伝統的中国美術） 

S&P500 指数トータル・リターン 

 
出所：メイ・モーゼス® 

 

 
表 1．パフォーマンスの比較表、2000～2011 年 9 月 
メイ・モーゼス®ワールド収集品カテゴリー・インデックス 

 
 印象主義・ 

近代美術 
古典・19 

世紀美術 
戦後・ 

現代美術 
伝統的 

中国美術 

S&P500 指数 

トータル・リターン 

累積年間リターン 6.44% 0.71% 11.38% 15.82% 0.47% 

標準偏差 11.84% 15.18% 15.98% 27.51% 20.46% 

S&P500 指数との 

相関 

0.11 0.03 0.02 -0.28 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 http://www.bloomberg.com/news/2011-10-18/steinhardt-pledges-picassos-for-real-estate-as-art-loans-surge.html 

http://www.bloomberg.com/news/2011-10-18/steinhardt-pledges-picassos-for-real-estate-as-art-loans-surge.html
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概要：世界の市場動向 
 

A．米国：商業銀行にとっての既存市場 

現在、年間売上高ベースで 5 億米ドルであり、市場規

模が約 70 億米ドルと見積もられる、米国美術品担保

融資市場の成長は、超富裕層が美術品コレクションに

投じた何億米ドルもの累積額の増加と一致していま

す。こうした美術品コレクションを、多額の融資の担保

となる潜在的な資産プールとみなすプライベート・ウェ

ルス・マネジャーがますます増加しています 4。 

供給面に目を向けると、この市場にはシティグループ

（1979 年にこの業務を確立）、JP モルガン、バンク・オ

ブ・アメリカなどの米国の商業銀行が確立した市場参

加者として存在しています。 

最近の展開としては、UBS ウェルス・マネジメント・アメリ

カがエミグラント・バンクと共同で、美術品、希少楽器、

純銀を担保として最大 1 億 5,000 万米ドルの融資を提

供する意向を明らかにしています。需要（クライアント／

借手）面では、このニッチ分野の金融商品・サービスに

投資しようとする超富裕層の意向や意欲を示す明瞭な

兆候があります。このことはさらに、このサービスのター

ゲットとなる顧客基盤が拡大しているという事実によって

も裏付けら、超富裕層の所在地という点では米国が首

位の座を守り続けています（図 2）。 

 
 

図 2．安定的な顧客基盤をなす超富裕層 

2000 年代における超富裕層人口の地域的内訳 
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世界の超富裕層人口は、2002 年から 2011 年までの間に年率 7.2％の伸びを示しました。2007～2008 年には金融危機の余波を受けて 33％の大幅減少となった

ものの、2009 年には横ばいに転じ、2011 年には景気後退前の水準を回復しました。1 位の北米、2 位の欧州、3 位のアジア太平洋という超富裕層人口で上位を

占める地域毎に比率は一貫しています。 
 
 

好ましい法的枠組みと世界トップの超富裕層人口 
 

米国市場の力強さは、このサービスに関して魅力

的な法的枠組みが存在することを裏付けており、

実際、統一商事法典（UCC）第 9 条は貸手と借手

の双方にとって好ましい規定を定めています 5。そ

の規定によれば、貸手である銀行は、債務不履行

後に美術品資産の占有を求めて提訴することが 

でき、借手はローン期間中、美術品をそのまま手元

に保持することができます 6。ただし、美術品を移動で

きる時（たとえば、事前の承認を得た後のみ）、移動

できる場所（承認された場所のみ。通常は国内だが、

時にはギャラリーや美術館に移動可能）、および可能

な移動方法（承認された方法のみ）に関する制限に

従うことが条件となります 7。 

 
 
 

4  フェロー・S（2012 年）、アート・ローン・ビジネスの運営、大手銀行や「所有のための融資」戦略をとるハゲタカを引き付ける新興産業、2012 年 4 月 4 日、http://www.artinfo.com/news/ 
story/797602/navigating-the-art-loan-biz-a-surging-industry-attracting-both-big-banks-and-loan-to-own-sharks 
注目すべき人物：マイケル・スタインハート。元ヘッジファンド・マネジャーで、少なくとも 2 億米ドルを美術に投じており、最近、不動産ベンチャーのために低コストの資金を調達する目的

でそのコレクションの一部を利用しています。 

5  フェロー・S（2012 年）、アート・ローン・ビジネスの運営、大手銀行や「所有のための融資」戦略をとるハゲタカを引き付ける新興産業、2012 年 4 月 4 日、http://www.artinfo.com/news/ 
story/797602/navigating-the-art-loan-biz-a-surging-industry-attracting-both-big-banks-and-loan-to-own-sharks 

6  担保としての美術に関するヘリックの法律書、2010 年 5 月 25 日、ニューヨーク 

7  http://artlawteam.com/art-can-be-collateral-loans-based-on-works-of-art/ 

http://www.artinfo.com/news/
http://www.artinfo.com/news/
http://artlawteam.com/art-can-be-collateral-loans-based-on-works-of-art/
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B．EU：成長市場 

EU は美術品担保融資にとって適切な市場機会を提供

しています。その主な理由として次のことが挙げられま

す。 

•  超富裕層は有形資産（美術品資産）へと方向転換：

EU に居住する超富裕層は、「単純性、親しみ、有形

性」に向かう全体的な動きの一部として、有形資産

に対する関心を強めています。 

•  欧州における美術品資産への高い配分比率： 

「利益か趣味か？ 財産のトレンドの背後にある動

機の探求」と題された最近のバークレイズのレポー

トによれば、美術品・絵画は人気のある財産タイプ

の上位 3 位に入っています（ アイルランドで は

10％、英国では 7％、スペインでは 14％、スイスで

は 6％）。このことにより、それらの美術品資産を運

用金融資産に変える機会がもたらされます。 

•  借 入 コ ス ト の 上 昇 に よ る 流 動 性 水 準 の 低 下 ： 

EU に拠点を置く銀行は、ソブリン債へのエクスポー

ジャーに対する防御として自己資本を強化する過程

で、企業や消費者へのローンを削減しています 8。 

 
 
 
 

欧州の動向の特色として、事業拡大の 
機会を狙う米国の関連会社の動きも 
挙げられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

8   2011 年にユーロ圏の債務危機の影響は広範囲に及んだ、ワールド・ウェルス・レポート、キャップジェミニおよび RBC、2012 年、12 ページ 
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市場動向 

欧州の動向の特色として、事業拡大の機会を狙う米国

の関連会社の動きも挙げられます。たとえば、エミグラ

ント・バンクは現在、米ドル建て取引や類似した借入利

率で英国・欧州大陸市場でサービス提供しています

が、そのすべてが同行のニューヨーク事務所を拠点とし

て実施されています 9。ドイツ銀行のプライベート・ウェ

ルス・マネジメント部門も美術品担保融資サービスを提

供する有力な市場参加者で、居住用および商業用不動

産からヨットにまで及ぶ多様な資産クラスを基にした貸

出能力を拡充しています。他の欧州の市場参加者とし

ては ABN AMRO ルクセンブルグなどがあります。 

 
C．中国：市場機会 － 世界最大の美術品市場 

中国の美術品市場は無視することのできない有力市場

とな って います 。欧州美術財団（European Fine Art 

Foundation ：TEFAF）は 2012 年初頭、中国（香港を含み

ます）が米国を抜いて世界最大の美術品・骨董品市場

になったと発表しました。TEFAF の報告書によれば、世

界の美術品市場に占める中国の比率は、2010 年の

23％から 2011 年には 30％に拡大し 10、29％の米国を 2

位の座に追いやりました。美術品市場で首位の座に

立ったことは、中国の美術品投資と収集に対するその飽

くなき渇望と、この水準に到達した疑問の余地のないス

ピードを示すものです。中国のデータは憶測の対象でし

たが、今日の美術品市場における中国の重要性は否定

できません 11。 

文化政策推進に向けた政府のインセンティブ 

中央政府と芸術文化業界は中国共産党第 17 回中

央委員会第 6 次全体会議の後、「文化の発展と繁

栄」の促進に関する目標を設定しました。この計画で

は、金融機関が、文化関連企業に対する銀行ローン

の担保として、鑑定済みの美術作品や他の収集品を

受け入れることが認められます。 

 
旺報（Want Daily）は、「政府は、商品の鑑定や証明

の向上、人材教育の強化、そして担保付ローンや他

の金融商品の提供を通じて、高額の収集品を対象と

する完全な金融業界のチェーンを確立する計画に着

手した」と報じています。 

 
銀行は、自行の人材が十分な知識を身につけて、

「美術品鑑定免許」（政府が認証する美術品鑑定免

許）を取得した後に、以前より品物の真の市場価値に

基づいてローンを提供することを厭わないようになり

ます。これがひいては、真の価値を持つ美術作品や

収集品の資本市場の確立に寄与するでしょう 12。 

 
よりカスタマイズされた（超）富裕層向けサービスを求

めるプライベート・ウェルス・マネジメントの世界的トレ

ンド － 収益への圧迫 

プライベート・バンキング・セクターでは収益への圧迫

が強まる中で 13、富裕層や超富裕層クライアントの獲

得と維持が、ウェルス・マネジメント・サービスが直面

する中心的な課題となっています。このクライアント・

セグメントによってもたらされる事業機会を念頭に置い

て、プライベートバンクは、超富裕層に対するサービス

を綿密にカスタマイズして、美術品を含む彼らの嗜好

品投資を取り込もうと努めています（図 3）。 

そうしたサービスには美術品担保融資、すなわち融資

のために美術品を担保として利用することが含まれて

います。 

 
 
 
 

9 エミグラント・バンクおよび欧州におけるその活動：エミグラント・バンクは、EU における取引で、担保に対する支配権を確保するために、美術作品を自由港あるいは保税倉庫に持ち込むことによって美術作品を占有しています。同行は超富裕層／個人や美術館、ギャラ

リーと契約を交わしています。担保権契約を締結した美術館は、自由港の非占有契約を利用しています。借手は米ドル建てローンの申込みを行い、為替リスクに対してヘッジし、効果的な資産ポートフォリオ管理を実行しています。デロイトのアート・ファイナンス部門に

よるエミグラント・ファイン・アートのアンドリュー・アウゲンブリック氏の電話インタビュー、2012 年 6 月 11 日 

10 2011 年における世界の美術品市場：過去 25 年にわたる美術品取引の回顧。TEFAF マーストリヒトによる調査委託、2012 年 3 月 16 日公表、 

ワールド・ウェルス・レポート（キャップジェミニおよび RBC、2012 年、24 ページ）所収 

11 中国人コレクターが本当に買っているもの、ジョージナ・アダム。マーケット、第 235 号、2012 年 5 月、ジ・アート・ニュースペーパー 

12 http://www.australianbusinessforum.com.au/_blog/ACBW_Feature_Articles/post/Chinese_banks_to_offer_collateral_loans_on_art_collections/ 
13 ウェルス・マネジメントは事業として根本的な強みを備えています。近年、コストの増加が売上げの伸びを上回るようになっています。 

ワールド・ウェルス・レポート、キャップジェミニおよび RBC、2012 年、26 ページ 

http://www.australianbusinessforum.com.au/_blog/ACBW_Feature_Articles/post/Chinese_banks_to_offer_collateral_loans_on_art_collections/
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図 3．美術品およびプライベート・ウェルス・マネジメントの現状 
デロイト・ルクセンブルグのプライベート・ウェルスの調査 

 
  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
出所：デロイト・ルクセンブルグおよびアートタクティック・アート・アンド・ファイナンスのレポート、2011 年 

 
 
 

クライアントの購買力の向上 

プライベート・ウェルスのクライアントは、管理方法の変

更の容易性や、カストマイズされたサービスに対する

明確な需要を有しており、それに伴い購買力が大幅に

向上しています。今や、受動的なクライアント・リレー

ションシップ・マネジメントからより親密、長期的かつ付

加価値的なクライアント・リレーションシップに向かう大

規模な変化が生じています。デロイトのプライベート・ク

ライアント・サービス部門責任者のトニー・コーエンは

次のように述べています。「富裕層がウェルス・マネ

ジャーを選択する一般的な基準としては、多様性やパ

フォーマンス、効率性などが挙げられるものの、ウェル

ス・マネジャーは、それを更に上回る各クライアントの 

詳細なニーズを考慮する必要があります」 14。プライ

ベート・ウェルス業界は、こうした状況を踏まえて差別化

を追求しており、その中で、美術品担保融資などのニッ

チ分野のサービスを伴う、「大規模ではないが最善」の

戦略が広がります。したがって、差別化しプライベート・

ウェルスの提供サービスの中に美術品を組み入れると

取組には、銀行が社内のプライベート・ウェルス・チー

ムの教育と、クライアントがその嗜好を将来の世代に引

き継いでもらうことを促進するための教育の取組の両

方を必要とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 クライアントの信頼を失うウェルス・マネジャー。一部のウェルス・マネジャーは、クライアント・リレーションシップを犠牲にして成長してきたことを示す調査結果があ

ります。デロイト英国の業界レポート、 http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/financial-
services/bcc0fbd6ea1fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm 

•  実物有形資産と嗜好品投資に対する需要の増大 
•  ウェルス・マネジメント（WM）業界における競争：美術品に対する関心の高まり 

プライベートバンク（PB）の 83％が、美術

品や収集品を伝統的なウェルス・マネジメン

トに組み入れる強力な根拠が存在すると感

じている 

1 

美術品関連サービス: 

• 現在: - クライアントの娯楽やリレーションシップ・マネジメントに重点 

• 新しい傾向:    - 美術関連の慈善活動に関する助言に対する関心の高まり 

- PB の活動としての美術品担保融資の発展 

- PB が美術品投資市場での活動を活発化 

 

PB の 39％が、2～3 年後のうちに美術

品投資ファンドに関連する商品やサー

ビスを提供することを目指している。 

•  美術品購入の主な動機は感情的価値 

• PB：社内教育の必要性 

• PB：クライアントの教育の必要性 

 

2 

http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/financial-services/bcc0fbd6ea1fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/financial-services/bcc0fbd6ea1fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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このサービスの利点は何か？ 

美術品担保融資サービスの提供にはいくつかの

利点があります。第一に、超富裕層との関係を構

築し育成するのに役立つと同時に、現在の超富

裕層の顧客基盤や若年世代が歓迎する流動性

／キャッシュフローを提供できます。銀行は、この

サービスの提供によって、低い乗り換えコストか

ら自身を防御し、資産運用のリレーションシップを

長期間維持することが可能になります。このサー

ビスを立ち上げる銀行にとっては、グループ全体

のコンピテンスセンターとなることができます。最

後に、このサービスは、信用に関する銀行の専

門能力とウェルス・マネジメント業務を活用した、

持続可能なベースの取り組みとなると思われま

す。 

このサービスのターゲット 

超富裕層にとってのこのサービスのメリット 
 

超富裕層は美術品投資を、長期的な資本の保全と増

強、ポートフォリオのエクスポージャーの分散化、更に

は短期的な投機的利益の確保やグローバルな金融市

場と低相関の投資からのリターンの獲得を狙ったオル

タナティブ投資の手段と捉えています 15。 

キャップジェミニはワールド・ウェルス・レポートにおい

て、調査対象の超富裕層が 2006 年から 2011 年まで

の期間に一貫して嗜好品投資に関心を示してきたこ

とを明らかにしています。（図 4） 

 
 
 
 

投資家心理：激しい市場変動の中で、嗜好品投資の買付が増加 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2006 年に美術品は、

富裕層の嗜好品投資

総額の 20％超、超富

裕層の嗜好品投資総

額の 25％を占めた。 

富 裕層 の「 嗜 好品 投

資」の追求は、激しい

経済変動によって勢い

を失うことはなかった。

2007 年に嗜好品投資

の 16.2％を占めた高級

収集品および 15.9％を

占めた美術品は、引き

続き最も人気の高い投

資だった。 

高級収集品（自動車、

ヨット、ジェット機）や高

級消費財（美術品）に

対する需要は世界的

に減少したものの、多

くの富裕層が、長期的

な有形資産価値を備

えた資産による富の保

全を求めたことに示さ

れるように、高級品購

入の習慣に変化もみら

れた。 

• 美術品は富裕層に

とって嗜好品投資

として、また健全な

投資として重要な

地位を維持 

• 富裕層は嗜好品

投資の 22％を美

術品として保有 

2010 年には、世界経

済が回復し、富裕層の

資産レベルが再び上

昇するのに伴い、富裕

層の嗜好品投資の選

好度が上昇した。 

• 嗜好品投資は、新興

国市場の富裕層の

間で代替的な投資と

して関心を集めた。 

• 新興国市場に居住す

る富裕層による美術

品・骨董品への投資

に伴い、中国や中南

米の地域的、文化的

な美術品の価格が全

般的に上昇した。 
 

 
注記：キャップジェミニが RBC／メリルリンチと共同で作成したレポートに基づく定性的分析：2007～2012 年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 http://www.deloitte.com/view/en_LU/lu/industries/ims/cba88bed57912210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm 

http://www.deloitte.com/view/en_LU/lu/industries/ims/cba88bed57912210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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こうした投資家心理を考慮した場合、美術品担保融資

は、嗜好品投資を運用資産に変える機会を提供する

ことによって、より大きな財務の柔軟性をこの種のクラ

イアントにもたらします。このサービスを利用するクラ

イアントにとっては、美術品の担保だけがサービス利

用に踏み切る要因になるわけではありません。この

ニッチ分野の金融サービスを利用する超富裕層の動

機には次のようなものも含まれています。美術作品の

価格が上昇した場合に売却しないでそれを「現金化」

すること、美術作品の売却に伴うキャピタルゲイン税

を納付することなく流動性を獲得すること、美術品担

保融資を利用して他の美術作品を取得すること（美術

品収集活動を他の事業活動から分離しておくこと）、さ

らには美術品担保融資を利用して不動産開発を担保

することなどです 16。 

 
さらに別の動機としては、離婚に関する財産分与や、

資産分散、生命保険料のファイナンス、慈善の寄付、

年次控除の対象となる移転（贈与による移転）などが

あります 17。法律的な面について言えば、クライアント

は、美術品を自宅や個人的な収蔵品の中に置いて手

元に残すことを好み、総じて、美術品を銀行の施設に

移して保管することを回避しようとします。 

 
美術品担保融資の仕組み 

美術品担保融資 － 基本的取引の概要 

基本的取引では、美術品担保融資は短期で（6 ヶ月か

ら 5 年）あり、市場性と高い公正価値（ fair market 

valuation：FMV）の両方を備えた「美術館レベル」の質

の美術品によって担保されます。類似した美術作品が

オークションにおいて高価格で売買されていれば、その

価格は総じて、公正価値の合理的な推定額として受け

入れられます。他のすべての資産クラスと同様に、慎

重なアプローチは、特定のローンについて、および貸手

のローンポートフォリオ全体の中で、リスク分散および

そのリスクの適切な配分を示します。 

 

さらに、商業銀行は何よりもまずフルリコースの貸出を

追求します。つまり銀行は、数点の美術館レベルの質

の美術作品に質権を設定するだけでなく、株式や不

動産を含む、顧客のバランスシート全体を担保として

貸出を行います。借手の利率は通常、LIBOR（ロンドン

銀行間取引金利）に 2～5％を上乗せした固定金利で

す 18。 

 
タームローン（特定の日に期限が到来するもの）、リボ

ルビングローンあるいはクレジットライン（ローンの契

約期間中、金銭の返済と再借入が認められるもの）な

ど各種のファイナンスの選択肢が提供されています。

これらのローンには概ね、純資産に関する財務制限

条項や、割当てベースによる財務報告の要件、担保

の美術作品を移動したり売却したりする前に貸手に通

知すべき要件などが組み入れられています 19。 

 
通常は 50％のローン担保値比率（LTV）が用いられま

す。この比率は、当初のローン金額の決定に使用され

るほか、永続的な借入基準として機能し、許容される

最高水準を超えた場合、借手は、ローンの返済か、追

加的な美術品（または他の担保）への担保権設定の

どちらかを要求されます。 

 
 
 
 

クライアントにとっては、 
美術品の担保だけが 
サービス利用に踏み切る
要因になるわけでは 
ありません。 

 
 
 
 
 

16 フェロー・S（2012 年）、アート・ローン・ビジネスの運営、大手銀行や「所有のための融資」戦略をとるハゲタカを引き付ける新興産業、2012 年 4 月 4 日、http://www. 
artinfo.com/news/story/797602/navigating-the-art-loan-biz-a-surging-industry-attracting-both-big-banks-and-loan-to-own-sharks 

17 マッカンドリュー・C（2010 年）、美術品と高額のファイナンス：所有の経済学に関する専門アドバイス、第 5 章アート・バンキング－ アート・ファイナンスの 

起源、美術品に基づく貸出の動機。スザンヌ・ジョージと共著。「年次控除」の定義：贈与税を課税されずに、または統一税額控除（unified credit）に影響する
ことなく、毎年ある者から別の者へ贈与によって移転できる金額。この金額は、現金または他の資産のいずれの形態によっても移転できます。 

18 前掲書。シティバンクが提示する借手の利率に基づいたものです。 
19 マッカンドリュー・C（2010 年）、美術品と高額のファイナンス：所有の経済学に関する専門アドバイス、第 5 章アート・バンキング－ アート・ファイナンスの起源、

美術品に基づく貸出の動機。スザンヌ・ジョージと共著。 

http://www/
http://www/
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問題の解決 
 

従来、商業銀行は、総じてバランスシート上で美術品資産

を扱うことを回避してきたようです。その理由としては、社

内の信用供与の考え方による制限、美術作品や資産とし

てのその質に関する財務知識の欠如、美術品資産の保

有や保管に関連する法律に関する理解の欠如などが考

えられます。しかしながら、美術品担保融資ファシリティを

提供する各商業銀行が直面した中心的な問題は、美術品

の価格変動から発生するリスクを正確に査定できないと

いうことでした。このことは、デロイトおよびアートタクティッ

クの 2011 年のレポートでも検討されており、そこでは、美

術品資産の評価は数社の金融機関にとって主要な課題

であると捉えられました 20。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ウェルス・マネジャーの 78％は、評価の問題とダウンサイドリスクの査定の困難性が、

この種のローンを提供するうえで最大のハードルになっていると述べています。 
http://www.deloitte.com/view/en_LU/lu/industries/art- and-
finance/publications-research/75fdf9191b4f3310VgnVCM2000001b56f0 
0aRCRD.htm 

http://www.deloitte.com/view/en_LU/lu/industries/art-
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今や、受動的なクライアント・リ
レーションシップ・マネジメント
からより親密、長期的かつ付加価
値的なクライアント・リレーショ
ンシップへの大規模な変動が生じ
ています。 

 
 
 

美術品資産の評価：業界の実務家の視点から 
 

大手サービス・プロバイダーは様々な方法で美

術品の評価に取り組んでいます。たとえば、シ

ティバンクは美術品市場の指数やオークション

のデータ、外部の専門家の見解を組み合わせて

美術品の鑑定ないし評価を行っています 21。 
 

クレジットファシリティの担保権設定では、ほとんどの場

合、1 点の作品だけを担保とすることはありません。慎

重に臨むためには、ポートフォリオの担保の大部分は、

歴史的に安定した価値を維持してきた作品や長期的に

評価されることが予測できる作品、すなわち古典的近代

美術、印象主義、古典および戦後現代美術などの「ブ

ルーチップ」の美術品カテゴリーの作品とすべきです。地

域的な美術品は概して回避され、原資産とするには投

機的すぎるとみなされます 22。美術品とファイナンスの助

言会社、アートバンクのジェレミー・エクスタインは、自社

の美術品評価のアプローチについて次のように述べて

います。「私たちは美術品に関する専門知識に加え、そ

の専門要員の意見を補強するために基礎となる経験的

評価（通常は類似作品のオークションのデータを使用）

を活用し、この二つの技法を組み合わせることによっ

て、より広範な情報に基づいた美術作品の評価を達成

します」。 
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結論 
 

美術品を担保として使用することは、貸手が貸出を担

保するために選択する方法として伝統的なものでは

ないものの、プライベート・バンキングのビジネス手法

は、新たに現れる事業機会に合わせて変化しつつあ

り、大手の貸手の一部は、美術作品の担保に基づい

て利益を生み出す新たな方法を検討し始めていま

す。適切なデューディリジェンスのフレームワークおよ

び評価プロセスを、効果的な、慎重に作成されたロー

ンや保証の文書類と組み合わせることによって、この

ニッチ分野の貸出サービスを超富裕層の美術品収集

家に提供することが間違いなく可能になると思われま

す。その結果として、高い収益性とクライアント中心の

特性を兼ね備えることのできるサービスを提供するこ

とによって、プライベート・ウェルスのサービスが差別

化できます。 

 
要約すれば、エミグラント・バンク・ファイン・アート・ファ

イナンスのアンディー・オウゲンブリック会長が指摘す

るように、「金融資本を貸し出す前に人的資本や知的

資本に投資することが必須である」ことから、美術品資

産の引き受けやそれに関連するプロセスに関する、ク

ライアントおよび貸手双方の教育が必要です。 

 

 
要点: 
 
なぜ美術品担保融資か？超富裕層のニーズに対応した

テーラーメイドのサービス 
 

トレンド： 

• プライベートバンクのトレンド：収益への圧迫、超富裕

層の新規クライアントの維持と獲得、サービスの対象

範囲を差別化する必要性 

• 美術品は超富裕層資産の中で相当の比率を占める 

• 新たな行動パターンを備えた新規の美術品収集家は、

美術品を運用資産に転換させたいと考えている 

• ターゲットとなる顧客基盤の拡大：世界の超富裕層人

口が増加するとともに、美術品を資産クラスとして捉え

る超富裕層の認識が引き続き拡大 

• 持続可能な成長市場：EU および米国の銀行業界の既

存参加者は、超富裕層クライアントに美術品担保融資

を提供、中国は発展中 

• 美術品は、より測定可能で管理可能な金融資産となっ

ている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 マッカンドリュー・C（2010 年）、美術品と高額のファイナンス：所有の経済学に関する専門アドバイス、第 5 章アート・バンキング－ アート・ファイナンスの起源、美術品に基づく貸出の動機。スザンヌ・

ジョージと共著。 

22 シティ・ファミリー・オフィス、美術品アドバイザリー・サービス、ニューヨーク、pdf
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バトンタッチ 
ヘッジファンドの承継プランニング 

 
 
 

エレン・シューベルト 

（Ellen Schubert） 

チーフ・アドバイザー 

アセット・マネジメント・サービス・グループ 

デロイト US 

ニール・ネベラス 

（Neil Neveras） 

ディレクター  

デロイト US 

 
 
 

あなたは自分が設立したヘッジファンドがいつまでも
存続して欲しいですか。影響力やかなり大きな所有
持分を譲る意志がありますか。自分がいなくても、新
リーダーが効果的に船を操縦できると思いますか。 
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遺産：新世代のリーダーの育成 
 

あなたは支配権を譲った後、共同投資した資産の多くを

そのまま維持したいと考えますか。承継プランニングが

有効に機能するためには、設立者は真剣に承継が行わ

れることを望み、自己の代替が可能であることを認め、

他の者が管理するゲームに相当の資金を投資し続ける

必要があります。 

 
承継は途切れの無い移行であるべきです。それは決し

て些細な出来事ではありませんが、理想を言えば、投資

パフォーマンスや運用資産、従業員の入れ替わり、組織

文化への影響を最小限にとどめるようにすべきです。主

要なステークホルダーの視点が様々であるため、この仕

事は厄介なものになります。投資家は通常、承継を、

キーパーソン・リスクというネガティブの見方で捉え、

キーパーソン条項や保険、償還権などの明確な保護を

交渉します。たいていの場合、投資家がまず考えること

は、まず償還して、その後でいろいろ質問しようというこ

とです。一方、ポートフォリオ・マネジャーや他の従業員

は、リーダーシップの移行の間、自分が軽視されたと感

じて、転職を考えるかもしれません。しかしながら、設立

者本人は承継を、事業基盤や専門知識の遺産、経済的

権益、収入を恒久的に確立する生涯に一度の機会とし

て考えることができます。 

 
承継プランニングでは所有権とガバナンスという二つの

主な考慮事項に対処することになります。業界の著名人

は様々な方法でこの問題に取り組んできました。所有権

に関して言えば、マイケル・スタインハートは引退と同時

にスタインハート・パートナーズを清算したのに対して 1、

スタンリー・ドラッケンミラーはデュケーヌ・キャピタル・マ

ネジメントをファミリー・オフィスの手に委ねました 2。設立

者の中には、新規株式公開を通じて、あるいは持分を戦

略的提携者や財務提携者に売却することによって持分

を現金化する者がある一方、持分を主要な従業員に譲

渡する者もあります。 

所有権の問題に加え、設立者は、新たなリーダーシッ

プのもとでどのように意思決定が下されるかを決めて

おく必要があります。権限を一人の後継者に譲ること

も可能ですし、相互に独立した経営委員会の間に権限

を分散させることもできます。さらに設立者は、引退後

にどれほどの影響力を保持するかについても考えて

おくべきです。これは、正式な顧問の立場から私的な

助言者の役割や完全な無干渉という方針まで様々な

可能性があります。 

 
 

外部の人材を選択する 
場合には、その人物を
ヘッジファンドの文化に
統合するために十分な 
時間を残しておくことが
必要不可欠です。 
 

 
 
承継プランニングには決まった方法があるわけではあり

ません。クオンツファンドの承継プランニングはアクティ

ブ運用のそれとは異なる公算が大きいでしょう。しかし、

決して変えてはならない必須の要素が一つあります。そ

れは早期にプロセスを開始することです。新進マネー

ジャーであっても、一世代に留まらない経営基盤を構築

することを望むかどうかを広く考えることができます。そ

れを望む場合は、設立初日から円滑な承継の種を蒔き

始めることが可能です。承継プランニングは、時間ととも

に進化する流動的なプロセスです。 

 
 
 

1   リズ・モイヤー、「知恵の木」、フォーブス誌、2006 年 6 月 13 日、 <http://www.forbes.com/2006/06/12/wisdom-tree-etfs-cx_lm_0613etf.html> 
2   キャサリン・バートン、「仕事の負担が厳しくなったことを理由にドラッケンミラーが 30 年のキャリアから引退する意向」、ブルームバーグ、2010 年 8 月 18 日、 <http://www.bloomberg.com/ 

news/2010-08-18/druckenmiller-calls-it-quits-after-30-years-as-hedge-fund-job-gets-tougher.html> 

http://www.forbes.com/2006/06/12/wisdom-tree-etfs-cx_lm_0613etf.html
http://www.bloomberg.com/
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ヘッジファンドの承継プランニングに関する 10 の誤解 

1. 承継プランニングはまだ優先課題ではない。その

うち取り掛かれるだろう。 

2. リーダーシップの移行をどう扱うかは「社内チーム

が知っている」のだから、承継計画を立てるには

及ばない。 

3. 運用パフォーマンスがすべてだ。アルファを生み

出しているかぎり、承継はひとりでにうまくいく。 

4. 承継について公に議論すると投資家をおびえさ

せ、設立者がもう引退に向けて一歩足を踏み出し

たように受け取られる。 

5. 承継プランニングは、投資家を満足させるために

単にチェックリストを点検するだけの作業だ。 

6. 設立者が最もよく心得ている。承継計画を立てる

ときは、従業員や投資家、外部のアドバイザーの

考えを聞く必要はない。 

7. 承継計画は、柔軟に対応し、主観的な解釈ができ

るように曖昧なものにすべきだ。 

8. SEC（米国証券取引委員会）に登録した大手の、

あるいは有力なヘッジファンドだけが設立者の承

継計画を必要としている。 

9. 計画の立案は完了した。承継プランニングは一度

作成したら見直す必要はない。 

10. 承継計画の遂行に邪魔が入るリスクは存在しな

い。 

選定：適切な後継者の特定 
 
後継者候補にはどのような資質を求めるべきでしょう

か。理想的な候補者が見つからなかった場合、どのよ

うな代替案があるでしょうか。内部の人材を昇格させる

べきでしょうか、それとも外部から雇うべきでしょうか。

選定プロセスにおいて文化的適合性はどのような役割

を果たすのでしょうか。 

 

ヘッジファンドのリーダーを見いだすことは、他の多く

の業界に広く見られる型通りのアプローチとは異なっ

ています。標準的な承継モデルでは、会社の取締役会

が監督するプロセスの中で、高成績を上げた、リー

ダーの素質がある人材プールを組織的に特定します。

しかしながら、ヘッジファンドの場合は、設立者の役割

を引き継ぐ人物を見つけることが並外れて難しいこと

があるため、そうした伝統的なアプローチは往々にして

非現実的です。 

 

ヘッジファンドに成功をもたらすリーダーは、ごく稀にし

か存在しません。そうした人物は、ヘッジファンドの投

資戦略や人材プール、投資家基盤、組織文化に適合

した幅広いスキルを備えていなければなりません。筆

者らは、ビジネス心理学の手法を用いるケイセン・コン

サルティング*と共同で、ヘッジファンド業界が、一般的

にヘッジファンドのリーダーに求められる最も肝要な資

質を特定するのに役立つフレームワークを策定しまし

た。ヘッジファンドのリーダーシップの心髄をなすの

は、戦略執行と状況に応じた影響力行使という二つの

明白な能力であると考えます。 

• 戦略執行は、戦略的見通しを決定した後にそれ

を実行するバランスのとれた資質に関係していま

す。ヘッジファンドのリーダーは、血の臭いを嗅ぎ

つける鮫のように容赦なく収益機会を見つけ出

し、他の者が見逃すような「未開拓の分野」に資

本を配分してその収益機会を有効に活かしま

す。 

• 状況に応じた影響力行使は、ヘッジファンドの

リーダーが、有能な従業員や投資家、他のビジ

ネス・パートナーのチームを結成するのに役立ち

ます。ヘッジファンドのリーダーは、互いに協力し

て共通の目標を追求する中で、ステークホル

ダーを鼓舞し、尊敬し、その支援を結集します。 

 
 
 

*   ケイセン・コンサルティングは、様々な業種にまたがる、1 万 5,000 人のグローバル・リーダーについて、基準に従ってそのリーダーシップの資質を評価しました。 



31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

完璧な候補者は、通知された瞬間に引き継げる態勢を

とりながら、設立者の陰で忍耐強く待ち続ける、というの

が理想です。しかし、この理想的なシナリオは異例で

す。 

 
適切な候補者が見つからないとすれば、代わりに後継

者を作り出すことができます。設立者は、ヘッジファンド

のリーダーになるために必要な素質を備えた、高い潜在

力のある候補者を育成することが可能です。以下に挙げ

る三つの資質は、リーダーとなる可能性を示す明白な兆

候であると考えます。 

•  知的能力と柔軟性は、ヘッジファンドのリーダーが、

複雑なデータを、価値を創出する意思決定につな

がる洞察にまとめるために、十分広い視野に立って

迅速に考えることを可能にします。 

• 意欲は精神的な強靭性の一つの表れです。意欲

は、ヘッジファンドのリーダーが、従業員が粘り強く

逆境に適応するのを支援することを可能にします。 

• 人間関係の洞察力は、人間を洞察する生まれつき

の能力です。ヘッジファンドのリーダーは、従業員

や投資家、他のステークホルダーと対話するとき、

相手の必要性を満たすような仕方で積極的に耳を

傾けます。 

 
これら三つの資質を備えた候補者は、恐らく成功するの

に必要な力量があるはずです。しかし、選定プロセスで

注意深く検討すべき重要な側面がもう一つあります。そ

れは文化的適合性ということです。 

 
 
 

ヘッジファンドのリーダーを 
見いだすことは、他の多くの
業界に共通して見られる型
通りのアプローチとは異なり
ます。 
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設立者は、ヘッジファンドの 
リーダーになるために必要な 
素質を備えた、高い潜在力のある
候補者を育成することが可能です。 

 
 

業界全体で共通にして見られる一つのアプローチ

は、長く勤めた内部のポートフォリオ・マネジャーを正

式な後継者に指名することです。この投資プロフェッ

ショナルは恐らく文化的適合性が高いでしょうが、

リーダーシップの指導が必要となる可能性がありま

す。 

別の策として、折り紙つきのリーダーを外部から採用

して、そのヘッジファンド独自の組織文化に徐々に慣

れさせることが考えられます。外部の人材を選択す

る場合には、その人物をヘッジファンドの文化に融合

するために十分な時間を残しておくことが必要不可

欠です。 

 
育成：主要なステークホルダーの間で後継者を支援 

 

後継者を見つけ出したとすれば、次に、その人物が

跡を引き継ぐ準備をどのように行うのでしょうか。育

成プロセスはなぜそれほど重要なのでしょうか。 

育成は、次の二つの理由から、承継プランニング・プ

ロセスの中で最も複雑で時間のかかる手順です。(1)

ヘッジファンドの第一級の人材は数が少なく、報酬が

高く、総じて頻繁に移動します。(2)資金運用は、信頼

の積み重ねの上に成り立つ人間関係に基づくビジネ

スです。育成は、後継者がリーダーシップのスキルを

磨くと同時に、主要なステークホルダーとの関係を構

築するのに役立ちます。 

 
結果の重大性から鑑みて、設立者本人は育成プロセ

スを人に任せるのではなく、この仕事を直接自分で手

掛けるべきです。たとえば、後継者は設立者と行動を

共にすることでその役割の表と裏を徹底的に学ぶこと

ができます。後継者が信頼を得るにつれ、設立者は

意思決定の権限を徐々に譲っていくことになります。 

 
図 1 は、従業員や投資家がリーダーシップの移行に

感じる懸念を緩和するために活用できる具体的な戦

略を示しています。 

 
 

図 1．育成戦略の選定 
 

従業員の忠誠心の確立 投資家の信頼の確立 
 

関与： 

• 従業員が自身のキャリアの軌道がどこにある

かをつかめるように、従業員と率直なコミュニ

ケーションを行う。 

• 主要な従業員を早くから承継プランニング・プ

ロセスに関与させる。 

コミュニケーション： 

• 投資家のニーズに積極的に耳を傾け、投資

家を徐々に承継計画に慣れさせる。 

• 投資家との直接の対話（たとえば、投資家向

け説明会、電話、書簡など）を通じて後継者

や他の主要幹部の特徴を取り上げる。 
 

インセンティブ： 

• 所有者として後継者に十分なインセンティブを

与える。長期的な利益と整合させる（すなわち、

受給権付与条項や制限条項を活用する）。 

• 主要な従業員にリーダーシップの移行を支え

るインセンティブを与える。 

 

ガバナンス： 

• 投資や業務、リスク、他の主要な事業活動に

関わるガバナンスのフレームワークを明確に

定める。 

• 設立者から独立して運営される新規ファンド

を立ち上げる。このことは、設立者が引退した

後のアルファ創出の継続性に関する投資家

の懸念の緩和に役立ち得る。 
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時期：承継は適切な時期に実行 
 

設立者は、まだ職務に就いている間は通常、他を顧み

ず事業運営のみに集中しているものです。承継プラン

ニングは往々にして、手遅れになるまで設立者の未了

事項リストの最後に追いやられています。実際の承継

が近々行われる予定がないとしても、承継プランニン

グは優先事項として扱うべきです。早くから承継の計

画立案に着手し、定期的にこの問題を見直すことによ

り、意図せざる結果を回避するための態勢をより適切

に整えられます。 

 
特に、計画外の死亡、就業不能あるいは引退の場合

がそうであるように、承継の時期を正確に決めること

が常に可能とは限りません。しかしながら、承継の時

期を適切に定められるかどうかが、設立者の遺産の

引き継ぎの成否を分ける可能性があります。設立者

が舞台から退場するのが早すぎた場合には、投資家

や従業員が、その承継を全面的に受け入れないかも

しれません。プランニングの着手が遅すぎた場合に

は、設立者は、時間切れになり、絶好のタイミングを逃

す恐れがあります。 

設立者は、リーダーシップの移行に向けて従業員、投

資家、そして後継者などの主要なステークホルダーの

準備が整った時期を判断する最も適切な立場にありま

す。然るべき時期が来たら、設立者は権限を譲り渡す

ことになります。 
 
 
 

ヘッジファンドのリーダーシップ 
の心髄をなすのは、戦略執行と 
状況に応じた影響力行使という 
二つの明白な能力であると 
考えます。 
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有終の美を飾り引退 
 

ヘッジファンドの承継プランニングは脆弱なプロセスで

す。十分に練り上げられた計画であっても、投資家や従

業員の小さなグループのせいで頓挫することがありま

す。決定的に重要なのは、対立するステークホルダーの

優先事項が複雑に絡み合う中でそのバランスをとること

です。 

 
当然のことながら、多くのヘッジファンドは承継計画を公

に議論するのを避けています。しかしながら、一旦信頼

に足る承継計画が策定されてしまえば、それをより公然

と議論するのがよいと思われます。時間が経てば、承継

に関する透明性によって、継続するヘッジファンドの事

業基盤が競争相手よりも優れていると認められるように

なるでしょう。 

 
いずれやって来るリーダーシップの譲渡を予期した承

継プランニングは、設立者がヘッジファンドのバトンを新

リーダーに渡し、有終の美を飾り引退できるようにする

のに役立ちます。 
 

 
 
 

特に、計画外の死亡、就
業不能あるいは引退の場
合がそうであるように、承
継の時期を正確に決める
ことが常に可能とは 
限りません。 
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付録：ヘッジファンドの承継プランニングの追加的な考

慮事項 

 
法務･コンプライアンス 経営  財務及び税務 

 
総合的な承継計画は、このレポートで取り上げた設立

者本人の交替という一面をはるかに超える範囲に及

んでいます。人的資本の観点からすれば、承継計画

の中には、主要な投資プロフェッショナルと投資以外

のプロフェッショナルが全員含まれているべきです。

承継の準備は、人的資本に関する考慮事項だけでな

く、税務、法務、財務および他の専門性と連動する多

面的なプロセスなのです。 

 

 

• 規制要件 

• 承継の契機となる事象 

• 株主間契約 

• 議決権の支配 

• 経営契約 

• ガバナンス 

• 組織文化 

• 事業戦略 

• 出口戦略 

• 売買契約 

• 事業評価 

• 不動産のプランニング 

• 生命・就業不能補償保険 

 投資家向け広報 人的資本 業務 

 
 
 
 
 

要点： 

•  ヘッジファンドの承継プランニングは、リーダー

シップの移行に関連する所有権やガバナンス

の問題に関して、投資家、従業員および設立

者の間で優先事項のバランスを図る、細心の

注意を要するプロセスです。 

•  承継プランニングには通常、財務、税務、法務

および他の専門分野の検討が含まれます

が、人的資本に関する決定は、承継計画の成

否に特に影響する可能性があります。 

•  適切な後継者を見いだせない場合、設立者

は、それに代えて、リーダーシップの潜在力と

文化への適合性を示した、高い潜在力のある

候補者を育成することによって将来のリー

ダーを生み出すことができます。 

•  承継の実行に先立って、後継者候補が従業

員の忠誠心を確立し、投資家の信頼を勝ち得

るのを支援するために、様々な戦略を実行す

ることができます。 

•  予期しない結果を回避するために、ヘッジファ

ンドは、経営者のライフサイクルの早い時期

に承継の準備に着手し、この問題を体系的に

見直すべきです。 

 

• 投資家とのコ
ミ ュ ニ ケ ー
ション 

• マーケティング 

 

• 後継者の特定 

• 所有権 

• 報酬 

 

• 知的財産 

• ブランド 

• 緊急時対応プランニング 
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内部監査—資産運用会社における
リスク監視者の必要性 

資産運用業界におけるリスク監視に
対する期待の高まり 

 
 
 

ローレント・バーリナー 

（Laurent Berliner） 

パートナー 

アドバイザリー･ 

コンサルティング 

デロイト･ルクセンブルグ 

アルノー･バロシ 

（Arnaud Barosi） 

シニア･マネジャー 

アドバイザリー･ 

コンサルティング 

デロイト･ルクセンブルグ 
 
 
 

注目を集めた不正事件や、不十分なリスク管理実務、 

評価や価格設定に関する懸念、ますます競争が熾烈化
する経済環境を背景として、世界的に資産運用会社に
対する規制当局や投資家の監視が強まっています。 

 
 
 

市場の不透明性の高まりと、投資家の期待に応え、

急展開する規制環境に遵守し、無駄のない効率的な

組織を運営するという圧力とが相まって、資産運用会

社が、事業目的を見直すとともに、直面している広範

な戦略リスク、市場リスク、信用リスク、流動性リス

ク、オペレーショナルリスク、レピュテーションリスクお

よびコンプライアンスリスクの効果的な管理と監督に

注力する必要性が生じています。 

 
資産運用会社が、リスクの管理方法を見直し、リス

ク・ガバナンスのモデルを改訂するのに伴い、リスク

にどのように対処しているかという点に関するス

テークホルダー（例えば、投資家、規制当局、カウン 

ターパーティなど）との時宜を得た明瞭なコミュニケー

ションがますます注目されています。 

 
より具体的に言えば、取締役会レベルや役員レベルで

のリスク・ガバナンスおよびリスク管理の説明責任の強

化に係る規制当局の要求が、前例のない水準に達して

おり、しかもさらに強まりつつあります。 

 
資産運用会社の取締役や役員は、拡大した責任を果

たすために、リスク領域が問題化する前に、客観的か

つ積極的にそれを特定し、それに対処するのを支援す

るうえで、有能な内部監査部門にこれまで以上に依拠

しています。 
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実際、資産運用会社は、以下のような差し迫った問題

の解決を目指しています。 

• 投資家の信頼と信用の喪失 

• 資産運用会社に対する投資家のデューディリジェ

ンスおよび資産運用会社の透明性の必要性の高

まり 

• 投資家や規制当局によるコーポレートガバナンス

への関心の高まり 

• 規制上や契約上の義務（たとえば、第三者との協

定、ファンド運用契約など）に基づく内部統制およ

びガバナンスに対する更なる注力、財務報告に関

する統制 

• さらに複雑性を増す金融商品、証券およびインフ

ラストラクチャー 

• 節減した資源による運営（より少ない資源でより多

くの業務遂行） 

• グローバリゼーション／アウトソーシング／オフ

ショアリング／技術依存によるリスクプロファイル

の高まり 

• 内部監査の対象範囲に影響する技術進歩 

• より動的にリスクを監視するための、自動化され

たモデルベースのリスク管理プロセスの使用の強

化 

• 投資の評価や実在性に関する懸念の広がり 
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リスクおよび内部統制の課題 
 

従来、資産運用会社は主として投資リスクとポート

フォリオ分析に焦点を合わせてきました。しかしなが

ら、こうした近視眼的な見方は変化しつつあります。

資産運用会社は現在の市場及び規制の状況から多

大な要求を受けるようになっており、組織全体にわ

たってより広範囲のリスク領域を評価することを余儀

なくされています。その結果今では、資産運用会社

は、これまで以上に多岐にわたるリスクや内部統制

の課題に取り組んでいます。たとえば、次のようなこ

とが挙げられます。 

• 規制要件の強化：以前、資産運用会社は、組織

内のコンプライアンスの方針や手続の有効性の

評価を実施する責任をコンプライアンス担当責任

者に委ねていましたが、そうした責任者は、その

地位に要求される、技術的なリスク及び内部統

制に適合する知識を有していませんでした。その

結果、多くの資産運用会社は、会社の財務、業

務およびコンプライアンスに関する統制のデザイ

ンの評価のほか、そうした統制の有効性のテス

ト、ならびに、重要なこととして、オーバーラップや

重複を最小限にとどめるための様々な評価の取

り組みの協調や調整を支援するために、社内の

内部監査部門に目を向けました。 
 
 
 
 

従来、資産運用会社は 
主として投資リスクと 
ポートフォリオ分析に 
焦点を合わせてきました。 

•  受託者責任に関する期待の高まり： 

また資産運用会社は、取締役やクライアント、経営

幹部および規制当局からの、受託者責任に関する

期待の高まりにも対応しなければなりません。幹

部は、リスクや内部統制に関する情報の要約をこ

れまで以上に求めています。取締役は経営幹部に

対して、リスクや内部統制に関する一層詳細な情

報の提供の要求を強めており、規制当局も期待値

を大幅に上げています。 

•  新規かつよりより大きなオペレーショナルおよびコ

ンプライアンスリスク：資産運用会社は、その事業

が発展を続ける中で、新規のかつより多大なリス

クの源泉に直面せざるを得なくなっています。たと

えば、オフショアリングやアウトソーシングによって

資産運用会社の事業が拡大し、新たなプレーヤー

や新たな地域がその事業範囲に含まれるように

なっていますが、それに伴い、有効な監視に要す

る能力や資源に更に圧力や過剰な負担がかかっ

ています。その結果、総合的な全社的リスクマネ

ジメント実務の必要性が引き続き増大していま

す。そのため、どうすれば複雑で、まとまりのない

ガバナンス構造を作り出すことなく、それらのリス

クに対処できるか、ということが資産運用会社の

課題となっています。ガバナンスリスクやコンプラ

イアンスにとって望ましい状態は、透明性や効率

性の点で遅れのない、全社一丸となったアプロー

チを取ることです。 

 
そうした望ましい状態を達成できれば、その見返りとし

て、競争上有利な立場に立つことができ、資産運用会

社は、リスクの問題を適時に防止し、発見し、是正し、上

申する能力を向上させることができます。 

 
内部監査は、広い視野でリスクを捉え、よりリスク・イン

テリジェントな組織を作り上げるうえで重要な役割を果

たすことができます。内部監査人は、検証という従来の

役割に加え、戦略上の意思決定や全社的な事業プロセ

スにおけるリスクの識別と評価において、より積極的な

スタンスを取ることが可能です。 
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内部監査の役割の拡大 
 

資産運用業界における変化を受けて、組織内にお

ける内部監査の役割も拡大しています。資産運用

会社は、直面するリスクの管理を強化する取り組み

の中で、経営のガバナンス構造に価値を付加する

ために内部監査の機能に着目しています。 

 
当初、内部監査は客観的な保証であり、価値を付加

し、組織の業務を改善するために設計されたコンサ

ルティング活動として発展してきました。実際、内部

監査の機能は、適切な設計、人員や資源の配置が

なされれば、リスク管理、統制、およびガバナンス・

プロセスの有効性の評価および改善に対する体系

的で、規律あるアプローチをもたらすことによって、

組織が戦略的目標を達成するうえで大きな支援を

提供できます。 

 
こうした中核的機能は断固たるリーダーシップをもた

らすもので、それによって、強固なリスク管理や内部

統制の枠組みに対する組織の義務を強化します。 

経営幹部や取締役との間に効果的な連携が確立され

れば、内部監査は、彼らが今日の急速に変化する環境

の中で広範な義務と責任を果たすのを支援できます。 

 
内部監査部門の役割を企業の事業戦略と整合させるこ

とによって、次のような様々な点で、リスク管理を改善す

ることが可能になります。 

•  総合的なリスク評価： 

資産運用会社は、内部監査部門に依拠して強固

なリスク評価を実施しています。資産運用会社は、

内部監査計画を策定するためだけでなく、社内に

おける他のリスク保証機能（例えば、リスク管理や

コンプライアンス）のためにも、内部監査部門に組

織全体を検査することを求めています。 

•  第三者のコンプライアンス：アウトソーシングを通じ

て第三者への依存度が高まっているため、資産運

用会社は、ベンダーやビジネス・パートナーが使用

している統制の検査を内部監査人に対し要求して

います。 
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•  新規事業の取り組み：内部監査人は、スタート時

点から適切な統制が実施されるようにするため

に、製品開発や事業拡大に対して建設的に課題を

提起するという役割を果たすことが増加していま

す。 

•  リスクベースの監査：資産運用会社が利用可能な

資源は限定されていることから、内部監査部門

は、適切な場所で適切な時期に適切な業務を行

わなければなりません。総合的なリスク評価に加

えて、適切なリスクベースの監査が決定的に重要

になります。 

•  テクノロジーへの関与：多くの資産運用会社にお

いて、内部監査はテクノロジー分野での役割を拡

大しており、セキュリティやプライバシー、投資に関

するコンプライアンス、取引業務と決済、脆弱性の

評価、および侵入テストに取り組んでいます。内部

監査人はまた、組織のデータ分析やフォレンジック

検査の取り組みを支援するためにもテクノロジーを

活用しています。 

•  可視性の上昇：内部監査は、監査委員会に直接

報告することにより、また経営幹部との管理上の

関係を通じて、取締役会や経営幹部のためにリス

クや内部統制の客観的な評価者としての機能を果

たすことができます。 

•  ガバナンス活動の推進：ガバナンス活動の強化と

拡大の要求が高まっていることを受けて、企業が、

様々な活動の連携を円滑化することによってリス

ク管理の統合を支援することを、内部監査部門に

求めることが増えています。 
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内部監査は、全体的なパフォーマンスや業務の効

率性を改善することによって、コーポレートガバ

ナンスのフレームワークの中で重要な役割を演じ

ています。 

 
今日の環境において、資産運用会社は、コーポレート

ガバナンス内で一層戦略的で生産的な役割を与える

べく内部監査の地位を引き上げて、伝統的なファンダ

メンタルズを超えて具体的な価値を付加しています。

この独立した機能は、経営者が、規制の遵守、コスト

管理、およびコンプライアンスの達成と維持を目的とし

た内部統制の環境の改善による利点の享受の間でバ

ランスを図ろうとする際の重大なジレンマに対処する

のに役立ちます。 

 
したがって、内部監査部門は、国際的に認められた品

質基準に従い、投資家との関係で透明性や信頼性の

水準を改善するという観点から、健全なコーポレートガ

バナンス構造の基本的構成要素として認識されること

が増えています。 

現在の市場環境に対応した内部監査 
 

資産運用業界が直面している現在の市場環境を踏ま

え、内部監査部門は、規制の変更、競争、グローバリ

ゼーション、テクノロジーの進歩、および変化しつつある

クライアントの要求によって引き起こされる広範囲に渡

る重要問題に組織が対処することを支援することを、以

前に増して期待されています。 

 
市場エクスポージャー 

資産運用業界は、定期的に市場リスクへのエクスポー

ジャーを報告することにより、目論見書の要件を遵守

し、市場の変動に適切に対応するようになっています。 

 
市場の変動が激しい時期には、市場リスクが上昇し、そ

れが保有有価証券に及ぼす影響を判断することがより

複雑になります。市場エクスポージャーは、有価証券の

保有条件や、保有する有価証券の種類、それらの資産

の満期までの期間、保有する資産クラスに関する全般

的な市況など、無数の要因によって決定されます。資産

運用会社は、投資資産がどこに存在するかを理解する

ことによって、ファンドの特性に関する投資家の問い合

わせに適切に対応することが可能になります 

 
内部監査部門は、市場リスクの報告のために導入さ 

れているプロセスの検査や、市況に照らしてそのプロセ

スが適切かどうかの判断、報告されているエクスポー

ジャーの正確性に関する検証、さらには、この領域にお

ける堅固なアプローチを確実なものとするための改善案

の提案などによって、介入することができます。 

 
 
 
 

「今日の急速に変化する資産運用業界の環境

の中で、リスクがどのように管理され監督されて

いるかという点に関してステークホルダー（例え

ば、投資家、規制当局、カウンターパーティな

ど）との時宜を得た明瞭なコミュニケーションが

ますます注目されています。世界的に規制の量

と複雑性が増しており、コンプライアンスとリスク

管理の重要性が高まっています。こうした新た

な要求に対応するために、内部監査機能が進

化しています」 
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市場の変動が激しい時期には、 
市場リスクが上昇し、それが保有 
有価証券に及ぼす影響を判断 
することがより複雑になります。 

 
 

資産評価 

正確な資産評価の方法を選択することは、すべての

資産運用会社の直面する難しい問題です。資産評価

の方法は、原資産それ自体のほか、その資産を保有

する理由、規制当局の指針、全般的な市況など、様々

な要因によって決定されます。一度評価方法が選択さ

れたら、その方法を用いて資産を正確に評価するた

めに、適切な統制が導入されるようにすることが重要

となります。これには、確実に、資産のキャッシュフ

ローが正確に把握されるようにすること、あるいはそ

の代わりに、最新かつ正確な市場情報が入手される

ようにすることが含まれることがあります。さらに、適

切なシステムや統制の導入は、評価の困難性を管理

し、疑義のある価格が識別されないままになることを

防ぐのに役立ちます。 

 
 
 

 
 

「取締役や経営幹部は、拡大した責任を果たすた

めに、リスク領域が問題化する前に、客観的かつ

積極的にそれを特定し、それに対処するのを支援

するうえで、有能な内部監査部門に依拠する必要

があります」 

内部監査では、資産評価の問題の解決策として、保

有資産を調べるとともに、評価方法がベストプラクティ

スや規制当局の指針に適合していることを確認する

ために、選択された評価方法を検討することがありま

す。そのうえで、長期的にその評価方法の適切性が

維持されるようにするために統制に目を向け、統制が

機能しない場合の財務的影響を定量化します。さら

に、確実に正確な評価がなされるようにするために、

入手されている市場情報を調べて、業界の実務をベ

ンチマークとしてそれを評価することもあります。 

 
公正価値 

現在の環境において、「公正価値」の決定や公正価値

の構成要素はますます複雑化しており、考慮すべき追

加的要因が数多くあります。 

• 使用されているインプットは、活発な市場で観察さ

れる価格を代表しているか。 

• 取引活動が少なく、直近の約定価格は古いもの、

または評価日の公正価値を代表していないか。 

• 市場参加者が相場価格で取引する意思がない場

合、割引は正当であるか。 

• その価格は、企業にとってその主要市場で売買で

きる価格か。 

• 直近の取引が、評価日の他の取引に比べて異常

価格となるか。 
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内部監査では、プロセスの頑強性が公正価値の決定に

おける市場の要求水準に合致することを確実なものと

するために追加的な手続を導入すべき領域を特定する

目的で、現行の評価プロセスを評価することがありま

す。また、内部監査部門は、使用されている評価のイン

プットを分析し、公正価値に関して必要とされる考慮事

項すべてが評価プロセスに組み入れられているかを検

討することによって、そうしたインプットが評価日の公正

価値を代表しているかどうかを評価することもあります。 

 
ブローカーの相場価格および価格決定サービス 

現在、ブローカーから受け取る相場価格、その価格決

定サービス、およびその評価が決定されてきた方法を

理解するための手続を実施する企業に対する圧力が増

加しています。こうした状況の中で、資産運用会社は次

のような事柄を考慮することがあります。 

•   そのブローカーは国際的に認められているか。 

•  複数の相場価格が利用可能でかつ、許容できる分散

の範囲において同等か。 

•  相場価格は、その企業が利用可能で取引可能な市場

を反映しているか。 

•  そのブローカーは、相場価格のある有価証券の取引

またはマーケットメイクを行っているか。 

•  その相場価格は最近の取引に基づいたものか、それ

とも評価モデルに基づいたものか。 

•  そのモデルで使用されている重要な前提はどのような

ものか。 

•  インプットは入手可能／観測可能な市場データに基づ

いているか。 

•  そのモデルは、ブローカーの価格検証手続の対象と

なっていたか。 

•  インプットは、企業の帳簿や記録で使用されているも

のと同じか。 
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内部監査部門は、上記の懸念に対処するために次

の行動をとることができます。 

• 入手された価格の信頼性およびその価格がそ

の有価証券の公正価値を反映しているかどうか

を評価する。 

• ブローカーが使用したインプットおよび前提を理

解する。 

• 使用されたインプットや前提の妥当性および企

業にとっての適切性を評価する。 

• 使用されたインプットや前提と企業の帳簿や記

録に含まれるインプットや前提の整合性を比較

する。 

 
コンプライアンスとリスクのモニタリング 

長年にわたり、提案された投資を検討する投資家に

とっては、投資リスクと投資戦略が主な関心事項でし

た。しかしながら、最近、投資の不祥事が明るみに出

たことで投資家の信頼がさらに揺らいでいることか

ら、オペレーショナルリスクに対する関心が高まって

います。今では、投資家はファンドの投資戦略だけで

なく、当初の投資決定段階、および継続的なモニタリ

ングに基づいて行った投資運用会社のデューディリ

ジェンスの検査結果に基づいて意思決定していま

す。 

 
投資を検討中の投資家が関心を持つ領域には次の

ものがあります。 
 

• 頑強なリスク管理の方針や手続が文書化され、

実施される。 

• フロントオフィスとバックオフィスの間で職務の分

離が存在する。 

• 取引は承認され、募集目論見書の条件に従って

実行される。 

•   投資運用会社が複数の口座のために取引を行っ

ている場合、文書化された配分方針が存在する。 

•  個人的な有価証券取引に関する方針が実施さ

れ、監視される。 

•  対応する一組の帳簿および記録が維持管理さ

れ、第三者の管理事務代行会社との間で照合が

行われる。 

•  投資資産の実在性に関する検証およびバックオ

フィスとプライムブローカー間のポジションの照合

が継続的に実行される。 

 
したがって、内部監査部門は、リスク管理手続が適

切に遵守されているかという点に関する日常的監視

活動と評価を提供すること、投資資産の実在性に関

する外部からの検証を定期的／継続的に実行する

こと、あるいはシナリオやストレステスト、その他のリ

スク指標などに基づいてポートフォリオのエクスポー

ジャーを算定することによって、潜在的な投資家から

のデューディリジェンスの要求に対して、資産運用会

社の準備を整えることができます。 

 

 
 
 
 

 
「2010 年 7 月 1 日付の UCITS（Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities：

譲渡可能証券の集団投資事業） IV 実施指令で
は、組織および 内部統制の要件に関連して、

UCITS 準拠資産運用会社を対象とする大幅な変

更が導入されました。同実施指令は、UCITS 準拠

資産運用会社が適切な内部統制メカニズムを備

えているようにするために、比例原則を適用して、

常設かつ独立の内部監査部門の設置を要求して

います」 



 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新たな内部監査のパラダイム 

提 

資産運用業界におけるガバナンスとリスク管理の趨勢 

•  市場や投資家によるポートフォリオのパフォーマンスの精

査が厳しくなっていることを受けて、評価と価格設定の方

針および手続の遵守に対するモニタリングが強化されてい

る 

•  規制要件の変更に伴い、内部統制やガバナンスへの更な

る注力が要求されている 

•  リスクのコーポレートガバナンスに対する投資家や規制当

局、取締役会、監査委員会、経営幹部の関心が高まって

いる 

•  グローバリゼーション／アウトソーシング／オフショアリン

グによって、内部監査の役割と責任が変化しつつある 

•  毎年実施されるリスク評価や監査計画の重要性が増して

いる 

•  テクノロジーの進歩が内部監査の対象範囲に影響を及ぼ

している 

•  リスクに焦点を合わせたモデルを用いた、リスク管理プロ

セスの有効性を管理する。 

•  評価モデルの点検および価格設定の評価 

•  トレーディング・デスクの効率性のベンチマーキング 

•  サービス・プロバイダーの管理および評価 

•  ポートフォリオのリスク管理に関するコンサルティングおよ

び測定 

 
要点： 
 

•  資産運用会社は現在の市場及び規制の状況から多

大な要求を受けるようになっており、組織全体にわ

たってより広範囲のリスク領域を評価することを余儀

なくされています。 

•  内部監査は、広い視野でリスクを捉え、資産運用会社

がリスクインテリジェントな組織を作り上げることを支

援するうえで重要な役割を果たすことができます。 

•  内部監査は、全体的なパフォーマンスや業務の効率

性を改善することによって、健全なコーポレートガバナ

ンス構造の基本的構成要素として認識されています。 

•  内部監査部門は、コンプライアンスやオペレーショナ

ルリスクの管理手続を評価することによって、潜在的

なの投資家からのデューディリジェンスの要求に対し

て、資産運用会社の準備を整えることができます。 

•  現在の市場環境を背景として、内部監査では、現行の

評価プロセスがベストプラクティスや規制当局の指針

に適合しているかどうかを評価することができます。 

 

リスクベースおよび結果重視のアプローチ 

内部監査活動による有形・無形の利点を特定し、理解する 

 

プロジェクト管理 
業務範囲内、予算内および予定期限内に、期待内容を満たすため

に、より良いプロジェクト計画を作成し、プロジェクトの統合および管
理を行う 

 

結果と洞察の提供 期待内容の 

共同策定 

監査ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

業務計画の 

実施 ﾘｽｸﾓﾃﾞﾙと 

ﾘｽｸﾕﾆﾊﾞｰｽ 

の策定 

監査プログラムの 

立案 
監査計画の策定 

監査ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

業内部監査の方法画の 

実施 

 業界および専門性 
最善の内部監査を組織に提供するために、適切な視点を持った適

切なチームを適切な時期に配置する 
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資産運用における 
パフォーマンスのモニタリング 
カスタマイズされた 
モニタリング・システムの重要性 

 
 
 

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･フランス 

ロメーン･デスクー 

（Romain Descout） 

シニア･マネジャー 

コンサルティング 

デロイト･フランス 
 
 
 
 

モニタリング実務の強化を示す証拠 

足元の不安定な経済環境を受けてマネジメント・コン

トローラー（経営管理責任者）の役割が変化していま

す。従来は生産、管理および分析に重点があったの

に対して、「ビジネス・パートナー」としての役割が大き

くなり、先端的なモニタリング指標を導入して、意思決

定プロセスにおいて事業単位の責任者を支援するこ

とを要求されています。こうした新たな役割を果たす

ために、マネジメント・コントローラーはプロセスをシス

テム化し（報告書の作成、予算の作成、原価配分な

ど）、情報システムを（データの質の向上や意思決定

ツール、商品報告プラットフォームの導入プロジェクト

を通じて）全面的に活用することを要求されていま

す。 

厳しい経済環境を受けて、ファンドへの資金流入が急減

し、金融市場が下落する中で、資産運用業界は急激に

変化しつつあります。資産運用会社は戦略、ポジショニ

ング、および組織の見直しを余儀なくされ、スケールメ

リットの信奉者、または専門能力に磨きをかけるスペ

シャリストという二つの陣営のどちらかに加わる傾向が

みられます。しかしながら、柔軟性というモットーはどちら

にも共通しています。 

 
資産運用会社は、事業再編を支援し、結果を注意深く

見守るために、モニタリング・システムの重点を収入から

収益率に移しています。 

 
 
 
 

足元の不安定な経済環境を受けて 
マネジメント・コントローラーの役割が
変化しています。 
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現在生じている急激な変化は次のように要約できます。 

• 先端的な収益指標の導入や様々な分析アプローチ
（セグメント、商品など）に関するリサーチが行われ
ています。 

• 最近、経営管理ツールが大幅にアップデートされて

います（報告プラットフォームのシステム化、予算作

成の専用ツールなど）。 

• 収益データを構成別に分析し（販売チャネル別、セ
グメント別など）、間接費を適切な比率で各消費者向
け事業に配分する必要から、原価配分方法やツー
ルが導入されています。 

• マネジメント・コントローラーが、「ビジネス・パート 
ナー」としての役割が大きくなると同時に、事業単位
の責任者やサポート機能にとって経営者との協議に
おける重要な窓口となっています。 

• 2

5 

2.657 

 

2000～2010 年における企業収益 

2.749 
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先端的指標の作成 
 

今日広く使用されている指標は、多くの場合静的なも

ので、過去のパフォーマンスを基礎としています。一部

の資産運用会社は、すべてのレベル（財務、営業、業

務）の、すべてのパフォーマンスデータを組み入れるた

めに、グローバルな KPI を作成すると同時に、「予想」

KPI（ビジネス・アット・リスク、予想純銀行業務利益な

ど）を加えることを注意深く検討しています。 

 
資産運用会社が直面している混乱を受けて、収入が市

場要因、特に市場のボラティリティから、より急激な影

響を受けるようになっています。 
 
 
 

 
資産運用会社は、激しい突発的な変動に直面して、今

や資金の流出という新たな未知数を受け入れざるを得

なくなっています。 

 
このような環境を受けて、次のような必要性が生じてい

ます。 

・  クライアントの行動を理解するためにスコアボードを

作成すること 

・  部門別（営業、財務など）のパフォーマンスを捉える

ことを可能にする指標を使用すること 

・  収入の変動に対する影響を捉えるために予想指標

（1 カ月後、3 カ月後、6 カ月後など）を組み入れるこ

と 
 
 

領域 資産運用会社において特定された KPI 
 

ポートフォリオ／グロスおよびネットの総合パフォーマンス 
ポートフォリオのパフォーマンス  

ポートフォリオごとのパフォーマンス分析／リスク（インフォメーション・レシオ） 
 
 

運用資産 

 
運用資産残高 
 
資金流出比率（％） 

 
純新規収入／純新規資金 

 
 

営業活動 

 
「銀行と初取引」のクライアントの純新規資金／純新規資金 
 
落札比率（％） 
 
潜在顧客への電話回数／潜在顧客への電話回数の目標値 

 
 

損益 

ビジネス・アット・リスク（収入） 

営業費用／営業利益率（％） 

FTE（正規従業員）一人当たり GDP、FTE 一人当たり PBT（税引前利益） 
 

IT 費用／GDP（％） 
 

RUN／ビルド・ブレークダウン 
IT 

IT 費用／FTE 
 

年間障害発生件数／FTE 
 
 

業務 

 
平均取引処理時間 
 
クレーム件数／処理済み取引件数（％） 

 
離職率（％） 

 
従業員満足度（％） 

人的資源 
欠員率（％） 

 
異常事態率（％） 
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管理対象 

今やマネジメント・コントローラーは、負債の反応や感応

度に関する徹底的な分析を行うために多大な資源を投

入しています。何よりもまず、バイアスをコントロールする

ことが必要になります。そのための主なステップは次の

ようなものです。 

• ファンド間のカニバリゼーション（自社部門間の市場

の奪い合い）の低減 

• シードマネーの識別と創出 

• 新規クライアントの資金流入の区別（「銀行と初取

引」のクライアント） 

• 個別分野別（財務、営業、業務）に目標を監視するた

めに、指標が広く使用されています。多くの資産運用

会社では、そうした指標は互いに関連性がないうえ

に、パフォーマンスを部門別に捉えることができませ

ん。少数の市場参加者は、パフォーマンスの全体像

を示し、そうした様々な要因を迅速に行動に結び付

けることを可能にする「先端的」KPI を導入していま

す。こうした「先端的」KPI の目的は、次のものを測定

することにあります。 

- コンポジットと対比したグロスおよびネットのポート

フォリオのパフォーマンス（リスク要素を組み入れ

る） 

- ファンドのパフォーマンスと対比した資金流入額 

- 「銀行と初取引」のクライアントと既存クライアント

間の利益率の差異 

- 商品の最終収益率 

（収入 - 費用 - 引当金 / 運用資産残高） 

 
過度に静的な従来の尺度に代わって選好されている他

の指標として次のものがあります。 

• 収入指標（予想 NBI（純事業所得：Net Business 

Income）など） 
 

•  リスク指標（ビジネス・アット・リスク） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

複雑な指標に基づくモニタリング（純新規資金、ビジネス・アット・リスク、
マネジャー別の総営業利益など 
利益率に基づくモニタリング（総営業利益、事業単位別の営業成績など） 

収入のモニタリング（GDP、資金残高など） 
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経営管理の IT システムにおける変化 
 

財務報告や予算作成のシステム化を支援するため

に、経営管理ツールが大幅にアップデートされてい

ます。 
 

高い価値を付加する作業に多くの時間を費やす必

要があることから、経営管理専用のツールが生み出

されるようになりました。 

 
それらのツールは作成作業（データ収集／管理、電

子的手段による報告パッケージの交付／配布）のシ

ステム化を可能にするものです。 

 
大手資産運用会社は過去数年間、こうした種類の

ツールを使用することにより自身を差別化してきてお

り、システム化の取り組みを、現在、リードタイムの 

短いツールに集中させています。ただし、それには

プロジェクトに上流の合理化の作業が含まれている

ことが条件になります（データ、フレームワークな

ど）。受け取るデータの質および経営管理システム

に供給されるプロセスの信頼性が、鍵を握る要因と

なっています。そのどちらの領域でも、上流のデータ

（負債データ、パフォーマンスデータなど）の質の改

善や、フロント・システムと経営管理ツール間の自動

的なリンクの強化（パフォーマンスやクライアント・リ

レーションシップ管理のデータベースからのデータ

検索など）に向けたプロジェクトによって、多大な取

り組みがなされてきました。 

 
また、商品に関する報告の質の改善には、共通のフ

レームワークやデータ固有のガバナンスの方針の

策定も含まれています。 
 
 
 
 
 
 
 

1  1  1 

     1  予算計画の管理 
(資金の流入、ワークフロー、シミュレーションな
ど) 

1 

 
6  2  6 

 
 
 

5  3  5 

 
4 

 
2  6  2  6 

 
 
 

3  5  3  5 

 
4  4 

2  解析計算のモデリング／ルールおよび配分 
 

2 
3  データ供給およびフレームワークの管理 

4 追跡可能性および成果物 
3 

5  分析および成果物 

4  6  参考文献 

 
 
強み • インプット／データ処理および

ソリューション管理（フレーム
ワークのアップデート、データ
供給の開始）という点で Excel
に統合されている 

•  標準バージョンに連結機能が
含まれている 

•  銀行／保険業界のコーポレート・
ファイナンス部門で最も広く普及し
たソリューション 

•  ユーザーに使いやすいデータ処理
および Excel におけるアドホックな
分析インターフェース 

•  事前にパッケージ化されたワーク
フロー、および計算と管理ルール
のモデル化の機能 

•  標準バージョンにおいて、財務およ
び業務のモニタリングに必要な主
要 機 能 を 組 み 入 れ た 統 合 的 ソ
リューション 

•  ビジネス・ユーザーが扱える構成
および管理（複雑な管理の計算や
ルールは例外） 

•  簡単な技術的インストール 

•  シミュレーションを実行した
とき、および構成やフレー
ムワークを変更したときに、
ダイナミックなデータのアッ
プデートを（リアルタイムで）
可能にする技術 

•  B1 モジュール（双方向の報
告、スコアボードなど）の機
能を組み入れた、中規模の
組織（ 100 人未満のユー
ザー）をターゲットとした商
品 
 

弱み • 管理と計算のルールが自己開
発の言語で構成されている。
ビジネス・ユーザー向けでな
い。 

• 全面的にマイクロソフトの技術
環境が必要 

•  IT チームが、データモデル（キュー
ブ）を構成し、データ供給をセット
アップしなければならない 

•  技術アーキテクチャーによっては、
ソリューションのインストールが複
雑なプロセスとなることがある 

•  ダイナミックなデータ処理およびア
ドホックな分析の能力が限定的 

•  フランスでは参考文献や専門家の
数がまだ少数 

•  事前パッケージの機能が限
定的（ワークフローレベルを
含む） 

•  ユーザーがシステムを完全
に自分のものとするには高
度な研修が必要 
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ますます短期間の予算サイクルが要求される環境下に

あることから、大手資産運用会社にとっては、予算プロ

セス管理専用のツールが必須のものとなっているよう

に思われます。 

 
大部分のマネジメント・コントローラーは依然として、予

算プロセスのためにマイクロソフトの Excel を使用して

いますが、大手資産運用会社は、専用のソフトウェア・

パッケージ（たとえば、オラクルの Hyperion Planning）を

導入しています。それにより、次のようなことが可能に

なります。 

• 予算のフレームワークの仮定の配布、データの変

更および情報交換の正式化のため共通の文書化 

• 連結企業にとっては、特に管理のモニタリングやパ

フォーマンスの観点における時間の節約 

• 応答性（リードタイムの短縮）および期間内の検索

の能力 

 
これらの問題は小規模な組織にも共通していますが、

使用されている資源を見ると、新しいツールがより大き

く貢献していることを表しています。 

 
原価配分の方法およびツール 

 
収益性のモニタリング・プロセスを改善する必要から、

原価配分ツールが導入されてきました。こうした状況を

受けて、我々は企業トップがそうした方法やソフトウェ

ア・パッケージをどのように検討し導入してきたかを調

査しました。もっとも、中堅の市場参加者の大部分はオ

フィスオートメーション・ツール（Excel、Access など）を

使用しています。 

その結果、大手の市場参加者はすべて、組織、商品

およびクライアントの各セグメントにおける直接費の

「収益性」（NBI と直接費の差額）を決定しようとしてい

ることが明らかになりました。 

•  組織セグメント：市場参加者は、個々の事業単

位、部門、運用チーム、運用者の個別の収益性

を決定することを目指しています。 

•  商品セグメント：市場参加者は、どの商品の利益

が最大／最小なのかを知るために、個別商品ご

との利益を決定する必要があります。 

•  クライアント・セグメント：市場参加者は、データを

クライアント・セグメント別に配分して、販売チャ

ネルの要求を満たす必要があります。 

 
契約レベルのモニタリング（組織／商品／クライアント

の各セグメントが交差する点）は依然として例外です。

この水準まで細分された結果を算定できるのはごく少

数の金融機関に限られていると思われます。 

 
 
 

多くの市場参加者は依然として、付加価値的

な作業と伝統的な作成作業のそれぞれに費

やす時間のバランスを改善する必要がありま

す｡このことは、作成ツールの継続的なシステ

ム化が変革の指針になることを意味していま

す。 
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また、資産運用会社が、いわば伝統的に、次の三つ

の間接費（業務費用、IT 費用、人件費など）の配分方

法を使用していることも明らかとなりました。 

• 主要項目に基づく配分方法：主要項目（AuM（運

用資産残高）、NBI、FTE など）を基準として間接

費を運用チームに配分します。 

• プロセスに基づく配分方法（活動に基づく原価

計算法／活動に基づく管理タイプの方法）：消費

額に基づく内部的な支払請求を通じてプロセス

を基準として間接費を配分します。この支払請

求は伝統的に年間のタイムシートに依拠してい

ます。 

フランスの資産運用会社でみられる原価配分方法の図示 
 
 

消費に基づく配分方法 

 
 
 
 
 
 

三つの間接費 

配分方法 

• サービス消費に基づく方法：年間のサービス価

格リストに基づいて支払請求がなされます。企

業は、消費額（単価 x 消費量）に基づいて費用

に係る支払請求を行います。この方法は、販売

プラットフォームおよびプールされたサポート機

能に支援されて、専門能力を有する専任チーム

を設けようとする市場参加者にとって適切です。 

 
主要項目に 
基づく配分方法 

 
プロセスに基づく配分方法 
（ABC（activity based costing： 
活動基準原価計算）*/ABM 
（activity-based management： 
活動基準管理）**） 

 
これらの方法は、補完的に用いられ、領域によって互

いに異なることがあります（たとえば、業務においては

プロセスに基づく配分がなされ、IT ではサービス消費

に基づく配分方法が用いられるような場合）。 
 

資源プールの使用が増加した結果、間接費

を配分するために経営管理において使用さ

れる方法が見直され、できるだけ正確に間接

費をユーザー企業に請求するようになってい

ます。 

1 消費に基づく配分方法 

+  •  実際のサービス消費に基づく支払請求 

•  コストドライバーの特定に役立つ透明性の高い方法 

-  •  使用される消費量をできるだけ綿密に立案する必要がある 

 
 
2 プロセスに基づく配分方法（ABC*/ABM**） 

+  •  実際のサービス消費に基づく支払請求 

-  •  維持管理のための作業量が大きい（プロセスのリストを絶えず改訂することが必要） 

•  サービス当たりの費用総額について率直な方法で説明することが困難 
 
3 主要項目に基づく配分方法 

+  •  導入が容易 

-  •  直接管理されないパラメーターに基づく支払請求 

•  企業によって使用される主要項目に対する疑問 

1 

2 3 
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人的資本 
 

金融サービス業界全体について言えることですが、人事

部門の人的資本管理プロセスは、ビジネス・パートナー

の役割の変化と足並みをそろえて進化してきており、経

営トップとの関係におけるその重要性が増大していま

す。今日では、組織内におけるマネジメント・コントロー

ラーの地位が上昇する機会が高まっています。 

 
コーポレート・ファイナンス部門が、パフォーマンス指標

のフィードバックに関して経営トップの主な窓口になるこ

とが増えているという状況がみられます。損益計算書や

貸借対照表の項目の追跡調査などの財務のモニタリン

グは、依然としてファイナンス・チームの中核的な職務で

す。しかしながら、コーポレート・ファイナンス部門は往々

にして、財務のモニタリングにおいて主導的役割を演じ

ると同時に、経営トップに代わって情報を提供する役割

も果たしています。この役割は、様々な分野（ファンドの

パフォーマンス、営業、IT および業務のモニタリングな

ど）における情報の上申や調整のほかパフォーマンスの

全体像の提供から成っています。 

 
 
 

財務のモニタリングに含まれる論点がますます増

加しています。財務報告では、様々な数値を説明

することに加え、あらゆる側面のパフォーマンス（財

務、営業、業務）を記載し、先端的な指標を通じて

様々な要因（商業のパフォーマンス、商品の収益

性）を示さなければなりません。 
 
 
こうした新たな責務を果たすために、最近では、多様な

人材（エコノミスト、プロジェクト・マネジャーなど）がマネ

ジメント・コントローラーとして採用されるようになってい

ます。これらの人材は、一連の最先端の技術的能力を

補完的に提供することができます。 

 
現在では、ほとんどすべての市場参加者が経営管理の

機能を高く評価し、資産として捉えています。他の部門と

の情報交換は、マネジメント・コントローラーが業務につ

いて幅広く理解し、ライン部門管理の地位に向けた跳躍

台として機能するのに役立ちます。しかしながら、決し

て、経営トップの地位に到達するために経営管理の地

位に就くことが必須となったわけではありません。 

 

 
 
 
 
 
 
 

要点： 
 

足元の不安定な経済環境を受けてマネジメント・コ

ントローラーの役割が変化しています。マネジメン

ト・コントローラーは、新たな役割において、プロセ

ス（報告書の作成、予算の作成、原価配分など）や

情報システム（データの質の向上や意思決定ツー

ル、報告書作成プラットフォームの導入プロジェク

ト）をシステム化することが必要となりました。現在

生じている急激な変化として次のようなものがあり

ます。 

•  先端的な収益指標の導入や様々な分析アプ

ローチ（セグメント、商品など）に関するリサーチ

が行われています。 

 

•  最近、経営管理ツールが大幅にアップデートさ

れました（報告プラットフォームのシステム化、

予算作成の専用ツールなど）。 

•  分析アプローチにおいて収益性を特定すること

（販売チャネル別、セグメント別など）および間

接費を適切な比率で各消費者向け事業に配分

することという二重の必要性に迫られて、原価

配分方法やツールが導入されています。 

• マネジメント・コントローラーが、ビジネス・パート

ナーとしての役割を果たすようになるような変

化が生じると同時に、事業単位の責任者やサ

ポート機能にとって経営者との対話における正

式な窓口となっています。 
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外部の視点 
 
 
 
 

店頭デリバティブ 
新たな規制上の 
課題への対応 

 
 
 

ジョーゼフ･サリーバ 

（Joseph Saliba） 

最高経営責任者代理 

カセイス 
 
 
 
 

G20 加盟国は 2009 年のピッツバーグ・サミット
において、一貫した方法かつ世界的レベルで、
店頭デリバティブに関連する透明性を高め、 
カウンターパーティリスクを低減し、オペレーショ
ナルリスクを監視するために大胆な方策を講じる
ことに合意しました。 

 
 
 

国際決済銀行によれば、取引されている店頭デリバ

ティブの想定元本は 2010 年末時点で 601 兆米ドルに

上るため、その結果は重大です。 

 
店頭デリバティブ市場は、2013 年初頭から施行される

三つの重要な改革に直面しています。欧州では 2013

年第一四半期からバーゼル III が適用される予定と

なっていますが、その焦点は、カウンターパーティリス

クに関わる所要自己資本の改訂にあり、店頭デリバ

ティブ取引および取引の担保差入れについては中央

清算機関（Central Counterparty：CCP）の利用を増や

すことを推奨しています。さらに、CCP 保証基金への

出資に関して新たな要件を定めています。 

また、2013 年第一四半期から施行予定の欧州市場イ

ン フ ラ 規 制 （ European Market Infrastructure 

Regulation：EMIR）も、標準的な店頭デリバティブに関し

て新たな要件を規定しています（たとえば、CCP による

金利スワップ（ IRS）やクレジットデ フォルトスワップ

（CDS）の清算）。また、為替先渡取引や為替スワップな

ど、CCP で清算されないデリバティブについて担保差入

れの制限を定めるとともに、すべてのデリバティブ取引

について新たに集中的報告の要件を挙げています。最

後に、米国ではドッド-フランク法が、米国のデリバティ

ブ市場を除いて、清算集中、分別管理を伴う追加証拠

金請求および取引情報蓄積機関への報告など、EMIR

と類似した改正を行いました。 
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欧州証券監督局（ European Securities and Markets 

Authority：ESMA）は 2012 年中に専門基準を定めること

になっていますが、実務規則の最終決定はまだ先のこ

とになります。欧州と米国の規制当局は共同基準の策

定を目指して互いに協力しています。それにもかかわら

ず、様々な相違が現れており、明確化を要する点が数

多く残されています。 

 
すべての店頭商品が集中清算されるか 

個々の店頭商品について CCP が存在することが集中

清算の前提条件となります。実際に業務を行っている

CCP は、CDS や IRS などの標準化された店頭商品に

ついてしか存在していませんが、これらの商品は、店頭

デリバティブ市場の取引高全体の 80％ほどを占めてい

ます。残りの 20％について CCP が存在しないということ

は、清算対象商品と清算対象外商品の並存がまだ暫く

続くということを意味すると思われます。CDS のカテゴ

リーの中でさえ、指数連動型の CDS は対象範囲に入っ

ている一方、シングルネームの CDS が清算対象になる

かどうかは依然として不明確で、ESMA と CCP の間で

協議が続けられています。 

 
また EMIR の中には、為替先渡取引や為替スワップなど

の金融商品に関して清算の適用免除規定が含まれてい

ますが、これらの取引も、担保差入れと取引情報蓄積機

関への報告の義務は免除されません。 

 
店頭デリバティブ市場は、
2013 年初頭から施行される 
三つの重要な改革に 
直面しています。 

 
 
また、パフォーマンス・スワップ、アセット・スワップ、クロ

スカレンシー・スワップ、インフレーション・スワップ、ス

ワップション、為替オプションおよび仕組み商品などの非

標準的な店頭デリバティブは依然として二者間取引です

が、報告義務や担保差入れは強制されます。さらに他に

も、グループ内の取引、一定の清算基準に達しない非金

融機関のカウンターパーティ、年金基金および 2013 年

1 月 1 日前に締結された継続中の二者間取引などに関

する数多くの適用免除規定が存在しています。 
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機関投資家や資産運用会社への影響 

こうした変更に伴い、機関投資家や資産運用会社は、

各ファンドと取引執行ブローカー、清算会員および CCP

との間で文書化を伴う新たな契約手順を構築し署名す

ることを要求されます。この文書は本質的に標準的な契

約書で、ほとんど柔軟性がないと思われます。 

また、こうした変更を受けて、担保の問題が機関投資

家や資産運用会社の注目を集めることになるでしょ

う。2012 年 3 月のロイター・ニュースのレポートは、

「米国の国法銀行の規制当局によれば、ドッド-フラン

ク法、バーゼル III および EMIR によって導入される変

更に伴い、担保の時価総額は現行水準の 50％相当

の 2 兆米ドル増加する可能性がある」と述べていま

す。実際、店頭取引の主なカウンターパーティは銀行

であることから、担保の時価総額に対するバーゼル III

の影響を真剣に検討しなければなりません。しかしな

がら、そのファイナンス、特に現金をどこから調達でき

るのかということや、担保として有価証券を使用するこ

とに関して疑問が残されています。 

 
清算対象デリバティブについては、上場デリバティブと

同様、CCP が担保額を算定しますが、集中清算の対

象とならないデリバティブについては、取引者にとって

当初証拠金の算定の選択肢が数多く存在していま

す。それにもかかわらず、ESMA は、すべての当初証

拠金の算定には VaR（バリュー・アット・リスク）のモデ

ルを使用することを推奨しています。機関投資家や資

産運用会社、CCP、カウンターパーティの間で目的と

する業務プロセスを円滑に進めるには、第三者の清

算会員を利用することが肝要です。この場合、重要な

考慮事項となるのは、その清算会員が CCP の共同

口座を使用するほうが良いかどうかということです。使

用する場合には、必要担保は CCP によって最適化さ

れますが、ファンドが破綻したときは、ネッティング・プ

ロセスを通じて有価証券の保有者が不利な扱いを受

けるリスクが生じます。他方、分別口座を使用する場

合には、ファンド間でネッティングのリスクは生じませ

んが、CCP による担保の最適化は行われません。 

 
一般的に言えば、預託機関はリスク上の理由から分

別口座を選択すると思われますが、分離の水準が極

めて低い場合には、清算会員の収益性が低下し、そ

れほど多くの担保を再利用できない結果となるでしょ

う。また、預託機関は、長年にわたり資産と担保を分

離することを要求されてきたため、担保管理や最適化

に関してより大きな信頼性と中立性を提供すると考え

られます。カセイス（CACEIS）のような資産サービス会

社は、店頭デリバティブの処理に関して総合的で集中

的なサービスを提供することが可能で、企業は、完全

な市場との接続や、取引の処理と報告、担保管理な

どのサービスに関わるバックオフィスの事務管理プロ

セスを全面的に外部委託することができます。 
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資産サービス会社は、店頭デリバティブが二者間で

清算される場合や、あるいは多くの異なる清算会員

によって清算される場合でさえ、店頭デリバティブの

管理プロセス全体を集中化することができます。それ

によって、モニタリングのためのアクセスポイントが一

点に集中し、資産運用会社にとって業務プロセスの

透明性が増すことになります。 

 
資産運用会社のミドルオフィスはどの程度影響されるか 

店頭デリバティブの大部分が CCP を通じて清算されるも

のの、全ての金融商品が対象とはされていないことか

ら、ミドルオフィスにとって取引量による多大な影響があ

るとみられます。資産運用会社は、取引量が減少する非

標準的な（そして通常はより複雑な）、集中清算対象外

の金融商品のために、デリバティブ清算のミドルオフィス

を社内で維持することが、こうした状況下で経済的に実

行可能かどうかを検討する必要があります。別の考慮事

項は、為替先渡取引など、要求されている店頭デリバ

ティブすべてに担保を差し入れる必要性です。多くの資

産運用会社は、特に現金や高格付の有価証券が必要に

なるという点で、このように強化された担保差入れの要

件に自社のインフラが対応できるかどうかに疑問を感じ

ると思われます。 

 
資産運用業界では、総合的な担保管理の提供や、多様

なカウンターパーティを相手とする店頭取引の拡充の支

援に関して、大手資産サービス・プロバイダーに対する

期待が高まると考えられます。そうしたプロバイダーは、

評価や、追加証拠金の算定、管理、決済を円滑に行え

るように、担保管理プラットフォームと有価証券・現金の

プラットフォーム間のインターフェースを備えた専用シス

テムを提供すべきです。 

 
また、資産運用会社は、有価証券を現金に替えると同時

に、担保としての使用に不適格な有価証券を適格な有

価証券と交換するという点でも、プロバイダーの支援を

求めるようになると考えられます。すべての店頭デリバ

ティブについて担保差入れが義務化されれば、流動性

や高格付の有価証券の必要性が大きくなるため、そうし

た担保差入れの課題に対処するうえで、この類の作業

が極めて重要となります。このプロセスは、プロバイダー

のトレーディングルーム、具体的には証券貸借取引や 

レポ取引デスクを通じて完全に自動化され、それでい

て、売却目的の有価証券の利用可能性には一切影響

しないようにできます。プロバイダーはあらゆる種類の

担保を監視するとともに、スケジュールプログラムでそ

の担保の管理を最適化できるようにすべきです。 
 
今後数年、店頭デリバティブは引き続き、資産運用会

社にとってポートフォリオ管理の手段の重要な一部を

なすとみられます。しかしながら、規制環境の影響で清

算や担保管理の事務的な負担が増していることから、

ファンドの費用をめぐる競争が一段と熾烈化している

時期に、そうした業務部分を社内に残すことが経済的

に実行可能かどうかを見直す資産運用会社がますま

す増加しています。資産運用会社は、店頭デリバティ

ブ業務の効率性の改善という点で資産サービス・プロ

バイダーの支援を受けることによって、その業務に絡

むリスクを低減すると同時に、資産運用という中核事

業に一層集中できるようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

要点： 
 

• 三つの重要な規制上の展開が店頭デリバティ

ブ取引に影響を与えます。 

• 個々の商品タイプに関する清算および担保差

入れの要件を満たさなければなりません。 

• 二者間の清算取引の減少と担保額の上昇が

外部委託に有利に作用します。 
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シニア担保付クレジット 
二つが一つになるとき 

 
 
 

本レポートは、ウェルズ・ファーゴの子会社で、ローンおよび

ハイイールド債を専門とする ECM によって作成されました 
 
 
 

投資家がシニア担保付ローンと
シニア担保付債に同時に投資
することで恩恵を受けられる理由 
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はじめに 
 

リーマン・ブラザーズの破綻の数年後、いくつかの要因

が重なって、非投資適格クレジットの投資家にとって新

たな投資機会が生み出されました。この機会を生み出し

ているのは、資本構成の優先度で同一水準にあるロー

ンと債券の組み合わせであるシニア担保付クレジットで

す。投資家は、ローンと債券という資産クラスの類似点

と相違点を適切に活かすことができれば、中期的に一

桁台後半のリターンを上げられる可能性があります。 

 
本レポートでは、この投資機会が現在発生している理

由、この資産クラスのローンと債券の構成要素が提供

するもの、資産運用会社がこの機会を活かして成功す

るために必要なことについて説明します。 

この投資機会が現在発生している理由 
 
非投資適格クレジットの状況は 2007～2008 年の金融

危機によって後戻りできない変化が生じると同時に、以

前は別個のものであった非投資適格の資産クラスを組

み合わせた新たなタイプの投資への道が開かれまし

た。 
 

それには以下のような様々な理由があります。 
 

•   2007 年以前は、ローン市場で最も重要な投資ビー

クルはローン担保証券（CLO）でした。2007 年半ば

まで、この投資ビークルは新発ローン市場で推定

36％を占めていました。その後、全般にストラク

チャード・ファイナンスの発行が途絶えたことに加

え、ブリュッセルから新たな規制が課せられたこと

により、欧州における CLO の新規発行は大幅に減

少しました。欧州で発行された数少ない投資ビーク

ルは、公開市場での取引というより、銀行のバラン

スシート管理のためのものでした。同時に、市場の

閉鎖の前に発行された CLO は、定められた最終

満期に従って償還が始まることになります。CLO マ

ネジャーは、ビークルが最終満期に近づく前しばら

くの期間は、新規ローンへの再投資を中止すること

を要求されます。下のグラフは、大部分の CLO の

最終満期日までにはまだ幾分間があるものの、現

在では、再投資期間が終了し始めていることを示し

ています。これによって非投資適格クレジットに流

動性のギャップが生じ、このギャップは他の投資家

によって埋められる必要があります。投資家は、そ

れに参加し、これまではあり得なかった利率や条件

で資金を貸し出すことができると考えられます。 
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欧州の CLO の再投資期間および満期（単位：10 億ドル） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：JP モルガン、インテックス。この予想グラフは、欧州における現在の CLO の残高（約 1,200 億米ドル）に基づいており、

将来の期限前返済や債務不履行を考慮していない。 

 
•   2007 年以前における CLO の活発な発行は、優先ローンの発行が活況を呈し

ていた時期と一致していました。2003～2006 年における優先ローンの発行高

は年平均 910 億ユーロで、2007 年上期に 1,650 億ユーロでピークを打ちまし

た。その後のローン発行は年平均 390 億ユーロとなっています。ローンの満期

は通常 7 年から 9 年であるため、発行中のローンは現在、借り換えが必要な時

期に近づきつつあります。アナリストはしばしばこれを「満期の壁」と呼びます。

満期の壁に対処するにはいくつかの方法がありますが、多くのローンはすでに

「壁から離れて」います。 

 
 

年別満期予定表（額面による残高） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：スタンダード・アンド・プアーズ、ELLI（2012 年 2 月） 
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そ の た め の 通 常 の 方 法 と し て は 期 限 延 長 修 正

（A&E）、リファイナンス（ローンまたは債券）あるいは買

収・合併（M&A）があります。このうち最初の二つでは、

多くの場合、当初ローンのスプレッドの 2 倍のスプレッ

ドで有名企業に投資する機会が生じます。 

•   M&A 活動は 2008 年以後の数年間に活発化し始

めましたが、たいていの場合、プライベートエクイ

ティ業界が取引形成の先頭に立っています。プレ

キンの推定によれば、欧州のプライベートエクイ

ティ企業は、新規のポートフォリオ企業に投入す

るために利用可能な資本として 1,800 億ユーロを

手元に有しています。その反面、プライベートエク

イティ企業は、すでに所有している企業の売却で

利益を上げられることを既存投資家や新規投資

家に証明できなければなりません。こうした二つ

の要因からすれば、プライベートエクイティ所有

の企業は所有者が継続的に代わるとみられ、そ

の結果、シニア担保付ローンやシニア担保付債

の市場からの資金調達が必要になると思われま

す。こうした M&A 活動は、ローンや債券市場の

ために新規発行を提供するだけでなく、額面以下

で取引されているローンの期限前返済を通じて

ローン市場のリターンを牽引すると考えられま

す。スタンダード・アンド・プアーズの ELLI（欧州レ

バレッジド・ローン・インデックス）の平均買気配値

が 85 であることからすれば、M&A 活動の活発化

による上振れ余地が大きいとみられます。 

•  欧州の銀行は過小資本の状態にあるうえ、長年

にわたり導入が続いている金融危機後の新たな

規制（バーゼル 3 など）により、自己資本比率の

改善を図る必要があります。依然として、欧州の

銀行は非投資適格債の市場に積極的に臨むと

予想されるものの、新たな所要自己資本要件に

より保有資産の削減を余儀なくされるとみられま

す。このことによって、機敏な投資家にとって二つ

の投資機会が生じます。一つは、適切なディスカ

ウント価格で銀行のバランスシートからローン資

産を買い付けるということであり、もう一つは、復

活しつつある良質の発行市場へのアクセスの拡

大からもたらされます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  近年の格付動向に示されるように、多くの企業が

格下げによって非投資適格クレジットの領域に転

落しています。こうした状況を背景として、近い将

来、プライベートエクイティに関連していない債務

過剰企業が借り入れを行う際、ファイナンスを提供

するローン市場やハイイールド債市場のセクション

が増加することになると思われます。そうした企業

の多くは、これまではローン市場よりも債券市場で

よく知られた企業でした。これらの「落ちた天使」

は、従来は担保の提供を要求されませんでした

が、非投資適格債の世界では、それが必要とされ

る新規発行の条件になる公算が大きいと考えられ

ます。 

 
ローン市場や債券市場における最近の発行は、市場が

2009 年および 2010 年に再開されて以来発展してきたト

レンドをさらに強化しています。現在、投資家にとって、

二つの異なる金融商品を通じて提供可能なファイナンス

に対するニーズから利益を上げる機会が存在すると思

われます。下のグラフは、2007 年までの期間は明らか

にローン市場が優勢だったのに対して、リーマン・ブラ

ザーズの破綻後は、資産クラスとしてハイイールド債市

場がローンと同程度に重要となっていることを示してい

ます。 
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非投資適格クレジットの資産クラス別内訳 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

出所：スタンダード・アンド・プアーズ、欧州マンスリー・レビュー（2012 年第 1 四半期） 
 
 

本レポートの次のセクションではそれぞれの資産クラスについてより詳細に説明します。 

下表は二つの資産クラスの特性を示しています。 
 
 

ローンと債券の特性の比較 
 

特性 シニア担保付ローン シニア担保付債 

欧州の市場規模 4,400 億ユーロ 690 億ユーロ 

北米の市場規模 1 兆 2,360 億米ドル 2,710 億米ドル 

発行会社の規模 中小企業・大企業 中堅企業・大企業 

投資家のタイプ 銀行／機関投資家 事業会社／個人投資家 

新規発行価格／スプレッド 
OID（当初発行割引）97～99.5／

Euribor+4～5％ 
新発債のプレミアムは通常 6～11％ 

クーポン 変動利率 固定利率 

標準的満期 5～8 年 7～10 年 

繰上償還の可能性 いつでも額面で可能 3～5 年の繰上償還禁止期間 

実効デュレーション 短い 中程度 

ボラティリティ 低い 中程度 

担保 資産および株式で担保 資産および株式で担保 

格付 BB+から B- BB+から B- 

議決権割合 すべての取引時点 市場の標準となりつつある 

財務制限条項 財務維持* 追加負担制限、ただし改善傾向にある 

決済 7～10 日後 3 日後 

譲渡可能性 保有者の過半数が発行体と協議 譲渡可能制限なし 

回収率 80％** 64％** 

 
出所：ECM 
*   通常は、純有利子負債／レバレッジ、インタレスト・カバレッジ、キャッシュフロー／元利返済残高、資本的支出の四つの主要タイプ 

**  ムーディーズの世界の「企業の債務不履行および回収率、1920～2011 年」 



 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シニア担保付債の復活 
2007 年以前には、欧州の非投資適格の発行体がハイ

イールド市場を利用することはあまり多くありませんで

した。メザニンファイナンスが潤沢に利用できたことに

加え、公開市場での証券発行が複雑なこと、債券に繰

上償還禁止条項が付随することが原因で、発行体は劣

後ファイナンスとしてはメザニンローンに向かいました。

欧州ではシニア担保付ローンが優勢だったため、シニ

ア担保付債市場はほとんど存在していませんでした。 
 

 
リーマン以後、ローン市場が債券市場よりも回復に時間

を要したことから、こうした状況は一変しました。スタン

ダード・アンド・プアーズの推定によれば、欧州における

シニア担保付ローンの発行高は、2009 年が 150 億

ユーロ、2010 年が 420 億ユーロ、2011 年が 440 億

ユーロだったのに対して、ハイイールド債の発行高は、 

2009 年が 320 億ユーロ、2010 年が 520 億ユーロ、2011 年

が 460 億ユーロでした。資金流入が更なる発行につながる

という好循環が生み出されました。この 3 年間における発行

高の急増に伴い、債券市場は多様性と厚みを増しました。

下の円グラフは、過去 11 年間にハイイールド債市場でセク

ターの多様性と発行残高が増大したことを示しています。 
 
 
 
 
 

ローン市場や債券市場における最

近の発行は、市場が 2009 年および

2010 年に再開されて以来発展して

きたトレンドをさらに強化していま

す。 
 
 
 
 
 

ハイイールド債市場の多様性の増大 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

通 信 
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基幹産業 
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消費財シクリカル 3％ 
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       7％ 

 

通信 

8％ 
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基幹産業 19％ 
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9％ 

消費財 

シクリカル 2％ 
消費財ノン 

シクリカル  

4％ 

エネルギー 3％ 
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Utility 4％ 
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ハイイールド市場の発展の中核をなしたのはシニア担保付債の登場でした。従来、

大部分のハイイールド債の発行は資本構成においてローンに劣後していたのです

が、過去 2 年間はシニア担保付債が増加し、2012 年第 1 四半期には、下のグラフに

示されるように、シニア担保付債が新発ハイイールド債市場の 51％を占めるまでに

なったと推定されています。 

 
欧州の新発ハイイールド債の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出所：バークレイズ・キャピタル（2012 年 3 月） 

 
 

この債券は、以下の点で、ローンと極めて類似した構

造をもっています。 

•  ローンと同じ担保パッケージの恩恵を受けていま

す。とはいえ、投資家は見かけほど「シニア担保

付」でない債券に注意すべきであり、必要となる重

要な区別ができる資産運用会社を選択するべき

です。 

•    ローンと類似した議決権があります。以前、債券

保有者は、ローンの貸手と同じ担保パッケージを

共有していたとしても、同じ強制執行権を与えられ

ていませんでした。最近の取引では、「1 ユーロ、1

議決権」の原則がより普及しています。 

•    一連の財務制限条項を備えています。この財務

制限条項はローンほど強力ではないものの、より

強力になっています。これまでは、ハイイールド債

の売却代金が、財務制限条項付きのローンのた

めに、債券の発行体である SPV（特別目的事業

体）から借手の事業子会に移転されるようなストラ

クチャーがみられました。 

以上のような変化の背後には、シニア担保付債の回収

率が、これまでハイイールド債でみられた回収率よりも

高いことにあると思われます。歴史的にハイイールド債

の回収率は 40％前後だとみなされてきたのに対して、

シニア担保付債の資産クラスは通常、回収率が 60～

65％となっています。スタンダード・アンド・プアーズの最

近の調査によれば、2003～2010 年の期間に債務不履

行となったローンの回収率は 76％でした。回収率に差

が生じる一つの理由は、ローンが期限前返済可能だと

いうことにあります。すなわち、債務不履行となる前の期

限前返済は債券よりもむしろローンに適用されていま

す。財務制限条項や議決権をめぐる、上記のような最近

の展開は、シニア担保付債の回収率がローンの回収率

に一段と接近しているということを意味している可能性

があります。 
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シニア担保付ローン － 着実な回復 
 

金融危機後の期間におけるローン市場の発行は、ハイ

イールド債やシニア担保付債の爆発的な増加に比べ低

調なまま推移してきました。その理由としては、主に

ローン市場の流動性の厚みに関する根強い懸念を挙

げることができます。CLO の新規発行の低迷、および

ユーロ圏全体で銀行がデレバレッジに動いたことが、最

もよく挙げられた要因でした。確かに 2007 年以降、欧

州では国際的な銀行貸出は減少したものの、銀行は、

国内企業の支援を求めるように政治的圧力を受けてい

るため、国内向けの貸出に対する意欲は衰えていませ

ん。2012 年 3 月までの 12 カ月間で、欧州の銀行は欧

州のプライムローン市場の 40％を占め、欧州以外の銀

行はさらに 10％を占めました。一方、金融機関は、CLO

債務の購入から離れて、ローン市場に投資する別の方

法を見いだしました。 

 
一部の資産運用会社は、売買可能な株式クラスを持つ

上場投資ビークルに向かったものの、新規資金の大部

分は、オープンエンド型で時価評価される投資ビークル

（たとえば、ルクセンブルグの SIF（高度投資家ファン

ド）、アイルランドの QIF（適格投資家ファンド）あるいは

MTN プログラム（あらかじめ定められた発行枠におい

て条件の異なる社債を反復継続的に発行するプログラ

ム））に流入しました。その外に、銀行のデレバレッジお

よび債務を借り換えられない一部企業から利益を上げ

ようとするディストレストファンドも多額の資金を調達し

ました。 

 
最近の欧州のローン市場における発行は、2007 年以前

のローン市場に比べて質が大幅に改善しています。全

体のレバレッジ倍率は、2007 年の EBITDA（利払前・税

引前・償却前利益）の平均 6 倍超から、2012 年の最初

の数カ月にはわずか 4 倍超（長期平均倍率にさらに近く

なっています）に低下しました。下のグラフは過去 10 年

におけるレバレッジ倍率の推移を示しています。 
 
 

借手のレバレッジ倍率は 2007 年以降低下 
 

7 
 
 

6 

 
5 

4.5 

 
 
5.2 

 
5.4 

5.9  
 
5.1 

 
 
 
4.4 4.5 

4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011    2012.1-4 

第一順位リエン／EBITDA 第二順位リエン／EBITDA その他の債務／EBITDA 

 
年次プロフォルマベース 債務／EBITDA レシオ 

出所：スタンダード・アンド・プアーズ、「欧州マンスリー・レビュー（2012 年 4 月）」 
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プライベートエクイティのスポンサーによるエクイティ出

資も急激に増加しています。2007 年にスポンサーは、

資本構成のわずか 20％しか投資できませんでした。今

日では、エクイティ出資は多くの場合、40～50％のレン

ジとなっています。スタンダード・アンド・プアーズのデー

タによれば、2012 年の最初の 3 カ月間におけるエクイ

ティ出資は平均 46.7％、総負債 EBITDA 比率は平均

4.3 倍、優先負債 EBITDA 比率は平均 3.6 倍でした。一

方、クレジット指標の改善に伴い、ローン投資家も貸し

出した資金を上回る支払いを受けています。2007 年に

は、ローンの標準的な利益率は LIBOR に 250bp（ベー

シスポイント）前後を上乗せした水準だったと思われま

す。今日では、ローンの利益率は 500bp を上回ってお

り、この低金利環境の中で、前払手数料を加えれば、

新規発行ローンの利回りは 6％近くに達しています。貸

手に有利な別の特徴は「LIBOR フロアー」の導入でし

た。これまでローンは常に金利上昇に対する効果的な

ヘッジでしたが、今や多くのローンが、基準金利の大幅

下落に対するプロテクションも特徴としています。もとも

とこうしたフロアーは米国市場の特徴であり、今ではほ

ぼすべての取引で採用されています。ユーロ圏では金

利が米国よりも長期間、より高い水準にとどまっていた

ことから、欧州市場においては、その採用は緩やかな

ペースで進んできました。しかし、現在では欧州でも、

大規模な新規取引の大部分が LIBOR フロアーを採用

しています。通常、そのフロアーは 1～1.5％に設定され

ています。 

欧州のローン市場では、リファイナンスあるいは新たなバ

イアウトの支援のために新規発行が実施されるほか、

A&E も大幅に伸びています。この取引では、借手が貸手

に対して、利回りの引き上げを見返りに、既存債務の満期

を延長することを要請します。さらに、この要請には、将来

の債券発行や IPO（新規株式公開）の可能性を認める文

書類の変更が含まれることもよくあります。借手にとって

A&E のメリットは、潜在的に変動する新規発行市場に接

する危険を冒す必要がなくなるということです。貸手は、明

らかなトラックレコード有する企業に関して、条件改善の提

案を受けることになります。また、貸手は当初の満期日に

返済を受けることを望む場合は、延長を拒否することもで

きます。こうした取引の大半では、延長されるトランシェが

小規模すぎるという結果に終わることがないように、借手

が達成したいと望む、受入れのハードルレートが定められ

ています。A&E は CLO で特に広く浸透していますが、そ

れは、投資ビークルの再投資期間が終了した後であって

も、「新規」投資を実行することなく期間を延長できるため

です。 

 
欧州市場の進展は着実で、概して慎重なものであるのに

対して、米国市場はそれよりも急速に回復し、過熱化の兆

候を示し始めています。米国では、市場の相対的規模が

大きく、個人投資家が容易に売買できることから、流動性

がはるかに高く、その結果、価格が最安値から、欧州より

も急速かつ大幅に上昇しました。スタンダード・アンド・プ

アーズの ELLI に対応する米国の指標は、加重平均価格

が 95 となり、ELLI を 7 ポイント上回っています。また、こう

した流動性の急増に伴い、米国では新規発行条件が欧州

よりも急速に変化しています。2012 年上期には、新発債

のスプレッドの変動がより激しかっただけでなく、「コベナン

ト・ライト（緩い財務制限条項）」のような特徴が一般的に

なりました。現在のところ、欧州市場の方が利回りが高く、

条件が保守的であることから、米国市場よりもバリュエー

ションが優れていると思われます。 
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言うまでもなく、借り換えもできず、切迫する満期を延

長することもできない企業が存在します。そうした企業

は、資本構成の問題に対処するためにリストラクチャリ

ングをする必要があります。ディストレスト資産に対す

る投資家は、そうした状況が発生した場合にそこから

利益を上げる態勢を整えています。とはいえ、投資家

は優先・担保付という地位がもたらす保護を受けてい

るため、シニア担保付ローンの回収率は景気サイクル

を通して高い傾向がみられます。最近のスタンダード・

アンド・プアーズの調査によれば、2003 年から 2010

年までの回収率は平均 76％でした。 

 
二つの資産クラスの主な相違点 

二つの資産クラス間の明白な相違点は、債券は法律

上「有価証券」であるのに対してローンはそうでないと

いうことです。ローンの条件は本来、私的なものです

が、資本構成に債券を加える予定がある場合には、部

分的にそれが免除されることがあります。欧州の非投

資適格クレジット市場では、ローンが公的なものか私

的なものかに関する論争が続いています。債券にも投

資するローン投資家は、両方の資産クラスに投資する

ことから発生する可能性がある利害の対立に対処す

るために、堅固な方針と手続を備えている必要があり

ます。 

 
両資産クラスの別の重要な相違点は、ローンは常に

変動利率なのに対して、シニア担保付債はほとんどの

場合、固定利率だということです。言い換えれば、ロー

ンは金利上昇に対する自然なヘッジになっています。

上述のように、ローン構造の中に LIBOR フロアーを組

み入れることによって、投資家が金利低下からも保護

されることが増えています。資産運用会社は、債券市

場で金利リスクを効果的に管理するためには、投資

チームの中にデュレーション管理に専念する専門要員

を加えるべきであると考えられます。 

 

ローンが私的な性格をもつことから、ローンが非流動

的な資産クラスであるという誤解が生じています。ECM

では、ローンの運用を手掛けてきた 8 年間全体を通し

て流通市場で大量の取引を行ってきましたが（ハイ

イールド債市場では 12 年間の取引）、その経験から 

 

 

すれば事実は異なっています。ローン市場では定期的

に取引が行われており、ハイイールド債と同程度に流

動的であると思われます。確かに、決済期間はローン

取引の方が債券よりも長くなっています。これは、ロー

ンの私的な性格、およびローン取引では 3 名の別個の

当事者が 3 種類の別個の文書に署名しなければなら

ないという要件によるものです。現在、この問題に対処

するための取り組みがなされています。資産運用会社

は、ローン市場と債券市場の一方または両方で取引す

るとき、適切なインフラを備えていることが重要となりま

す。すなわち、各資産クラスについて専任トレーダーが

必要なほか、ミドルオフィスやバックオフィスの必要事

項に対応するために十分な人員とシステムが必要とな

ります。発行市場と流通市場で両資産クラスを積極的

に売買することによって、取引やトレーディングのアイ

デアを最も良く活用できると考えます。 

 
ローンと債券の両資産クラスではパフォーマンスとボラ

ティリティも異なっています。下のグラフが示すように、近

時、メリルリンチ HEAD ユーロ非金融ハイイールド債イン

デックスが上昇相場では S&P ELLI をアウトパフォーム

し、下降相場においてはアンダーパフォームする傾向が

あります。 
 

 
メリルリンチ HEAD と S&P ELLI のトータル・リターンの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

出所：バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、スタンダード・アンド・プアーズ欧州レバレッジド・ローン・インデックス（ELLI）

 
 

 ） 
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こうした相対的なボラティリティの低さは、長年にわたり

ローン市場の特徴となっています。ただし 2007 年と

2008 年はその例外で、ローン投資家全体のデレバレッ

ジがこの資産クラスに前例のない水準のボラティリティ

をもたらしました。JP モルガンによれば、過去 15 年に

おける米国のローン市場の標準偏差（一定の期間につ

いて価格が平均からどれほど離れているかの指標）が

6.7％だったのに対して、ハイイールド債の標準偏差は

9.4％でした。2008 年と 2009 年を除けば、この差はより

広がります。米国のローンの標準偏差がわずか 2.8％

だったのに対してハイイールド債は 6.4％でした。 

欧州におけるローン市場のボラティリティが相対的に

低いのは主に、ローンが資本構成の中で占める優

先・担保付という地位によるものです（米国でも同

様）。ローンとシニア担保付債で構成されるシニア担

保付の資産クラスのリターンのボラティリティは、前

ページのグラフに示されたローンのインデックスとハ

イイールド債のインデックスの中間にありますが、ハ

イイールド債のインデックスが大部分の劣後債を含ん

でいることを考慮すれば、ローンのインデックスの方

にはるかに近いと考えられます。 

 
 

主な資産クラスのリターンおよびボラティリティ 
 

2009 年 1 月～2012 年 3 月 年率換算リターン 年率換算リターンのボラティリティ 

CS 西欧ハイイールド債インデックス 26.06% 15.07% 

CS 西欧レバレッジド・ローン*・インデックス 16.92% 9.17% 

クレディ・スイス米国ハイイールド債インデックス 22.90% 11.56% 

クレディ・スイス米国レバレッジド・ローン・インデックス 17.27% 8.53% 

FTSE オールシェア（英ポンドベース） 13.89% 18.35% 

DAX 指数 11.97% 26.78% 

S&P500 指数 17.15% 21.76% 

ドイツ 10 年超国債 9.10% 12.74% 

英国 10 年超国債（英ポンドベース） 7.32% 11.71% 

米国長期国債 4.70% 13.94% 

 
出所：クレディ・スイス（四半期レポート） 

*シニア担保付ローンを指すクレディ・スイスの用語 

  

 
結論 

シニア担保付の資産クラスのローンと債券を組み合わせることによって、堅調なリター

ンと利用可能な最善のダウンサイド・プロテクションがもたらされることは明らかであると

考えられます。欧州の CLO 市場の下落および欧州の銀行セクターの緊縮によって拡

大しつつある流動性ギャップを受けて、非投資適格クレジットが有望な収益機会を提供

すると思われます。シニア担保付ローンとシニア担保付債が資本構成の中で占める地

位に基づき、どちらの両資産クラスも今後高い回収率の恩恵を享受するとみられます。 
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投機的等級のデフォルト率は上昇の可能性が十分あるものの、提供されるスプレッ

ドとそうした高い回収率が相まって、そのリスクに十分見合うリターンがもたらされる

と考えられます。 
 

ハイイールド債とローン間のスプレッドとデフォルト率の比較 

  
出所：スタンダード・アンド・プアーズ ELLI、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・ハイイールド債インデックス（HE00）、およびムーディーズの投機的等級のマンスリー・レポート 

 
この投資機会を活かそうとする投資家は、ローンと債券の両資産クラス間に従来

みられた多くの相違、とりわけ貸手のプロテクションに関する相違が曖昧になって

いることに気付くでしょう。しかしながら、依然として差異は存在しています。複数の

景気サイクルにわたる幅広い経験を有し、資産クラス間や地域間、通貨間に生じ

る裁定取引の機会を捉える最高の能力を備えた資産運用会社を選択することが、

投資家にとって賢明な方策であると考えられます。 

 
要点： 

 

•  リファイナンスの必要性、M&A、欧州の銀行のデレ

バレッジおよび CLO 市場の下落が重なり、債券と

ローンの両資産クラスにまたがって、シニア担保付

の非投資適格の分野における資金調達の必要性

が生み出されています。 

•  投資家は中期的に、資本構成における優先・無担

保の地位に基づく優れたダウンサイド・プロテクショ

ンを伴った、一桁台後半のリターンを上げられると

考えられます。 

•  どちらの資産クラスも、高い回収率と欧州周縁諸

国に対する低いエクスポージャーから恩恵を受け

ています。 

•  シニア担保付債市場は過去 3 年にわたり大きく発

展しています。様々なセクターと地域にわたり、発

行体の数と多様性が大幅に増大しました。シニア

担保付債をローンと同じ安定的な水準に近づける

新たな特徴が広く理解されるようになっています。 

•  欧州のシニア担保付ローン市場における最近の発

行は、2007 年以前に比べ質がはるかに高くなって 

 
 

います。レバレッジ水準、スポンサーのエクイティへ

の拠出およびリターンがすべて、投資家にとっては

るかに有利なものになっています。リファイナンス

や満期の延長、M&A を組み合わせることによっ

て、満期の壁に対処しつつあります。欧州のローン

市場は、高いスプレッドおよび投資家により良いプ

ロテクションを提供する条件により、現在では、米

国のローン市場に比べバリュエーションがより高い

と考えられます。 

•  複数の景気サイクルを通じて両資産クラスに亘る

経験を有する資産運用会社は、投資家のためにシ

ニア担保付ローンとシニア担保付債の組み合わせ

から低いボラティリティで高いリターンを生み出す

態勢が十分に整っているはずです。優れたクレジッ

トの選定、統合されたローンと債券のチームに加

え、流通市場における強力なアクセスを通じて両市

場間の裁定取引を効果的に実行する能力が、資

産運用会社の重要な属性です。 
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EMIR － ドッド=フランク法 
不安定な規制の枠組みの下にある、 
欧州の資産運用会社およびその 
カストディアン銀行にとっての課題 

 
 

エマニュエル･シュクルーン 

（Emmanuelle Choukroun） 

新商品マネジャー 

アセットマネジャー – アセットオーナー 

ソシエテ・ジェネラル・セキュリティーズ・サービシズ 
 

2012 年 8 月 16 日に施行された EMIR（European Market 
Infrastructure Regulation：欧州市場インフラ規制）は、 

店頭デリバティブ市場を根本的に変えつつあります。 
 
 

しかしながら、この規制の枠組みは決して安定してい

るとは言えず、たとえば、EMIR の効果的な適用を可

能にする専門基準はまだ検討の段階にあります。

ESMA（European Securities and Markets Authority：

欧州証券監督局）は 2012 年 7 月 12 日にこの問題に

関する公聴会を開催しましたが、2013 年夏までは清

算の義務が適用される可能性の低いことがそこで示

唆されました。 

当初の目標は 2013 年 1 月 1 日からの適用でした。さら

に現在、バーゼル委員会および IOSCO（証券監督者国

際機構）が主催する会議が 2012 年 9 月 28 日までの予

定で開催されており、非定型的な店頭デリバティブに関

する担保の要件という極めて重要な問題が検討されて

います。とはいえ、規制当局の慎重さと協調的な動きは

賞賛に値するものと言えます。 
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取引量という点で、必要担保の額面金額は 2013 年にまでに 2 倍となり、担保の移動

は 7 倍に増加するとみられます。 

 
EMIR およびドッド-フランク法：倍増した担保必要額および担保の移動の急激な増加 

 
  

 現在 

 限定的で柔軟な要件 

世界の担保総額 3 兆米ドル 

性質 主に時価評価（少数は IA） 

互恵性 主に片務的 CSA（Credit Support Annex：担保契約） 

適格性／掛け目 柔軟な双務契約 

担保の種類 現金 80％、有価証券 20％ 

頻度 週次 

担保契約の件数 17 万件の CSA 

日次の移動件数 17 万件 

出所：JP モルガン、タブ・グループ、シティ白書 

 

 

 

2013 年 強化された体系的な要件 

6 兆米ドル 

二者間：MtM（時価評価） + IA ／ CCP：VM（変動証拠金） + IM（当初証拠金） 

主に双務的 

CCP／規制当局の規則 

有価証券増 

日次 

25 万 6,000 件の CSA 

12 万 4,000 件 
 
 

 
 

主な課題 

自社のファンドで店頭デリバティブ商品を使用してい

る資産運用会社にとって、現在、その課題は新たな

業務プロセスを確立することですが、その中にはとり

わけ清算ブローカーの選定が含まれます。しかし、資

産運用会社は、新たな担保要件、とりわけ、すでによ

く知られた「変動証拠金」（店頭デリバティブ商品の時

価評価の変動をヘッジするためのもの）に加えて「当

初証拠金」を体系的に導入することが資産運用に及

ぼす影響も考慮に入れる必要があります。当初証拠

金は、現金あるいは有価証券の形態による、永続的

な追加的担保のバッファーで、その価値は定期的に

再評価されます。これにより、資産運用会社にとって

間違いなく負担が大きくなり、それに伴い、担保とし

て使用される可能性があるファンドの資産の最適化

や転換が極めて重要になるとみられます。実際、 

清算機関が担保として資金を要求した場合には、 

マネジャーはどの担保を差し入れれば最も低コストなの

かを判断しなければなりません。また、現金や有価証券

の適格な担保が一時的に不足する可能性に直面した場

合、ファンド・マネジャーは、実行すべき転換戦略を予期

しておかなければならず、そのためにはほぼ間違いな

く、貸出や借入の業務の確立が必要となると思われま

す。 
 
カストディアン銀行にとっての課題は、以前よりはるかに

大量で複雑な毎日の取引を支えられる、適切で高性能

のインフラを構築することです。そのためには多額の IT

投資が必要となり、処理チェーンのすべての段階で堅固

なプロセスに向けた取り組みが求められます。 
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業務プロセスの大幅な改変 
 

したがって、店頭デリバティブに関する新たな最初の対応

は、清算に関して適格な、いわゆる標準的な店頭デリバ

ティブと非標準的な店頭デリバティブを区別することです。

後者の場合は、引き続き担保の交換が両カウンターパー

ティ間で双務的に実行されますが、担保差入れの金額

（「証拠金」）の点で要件が厳しくなっています。 

 
清算の適格性の点で最上位にある標準的な店頭デリバ

ティブは、金利スワップ（IRS）とクレジットデフォルトスワッ

プ（CDS）ですが、そのどちらも、金利リスクや信用リスクの

ヘッジあるいはアルファ創出戦略の実行のいずれを目的

とするにせよ、債券ポートフォリオ管理にとって極めて重要

です。 

 
従来は、CDS の担保の交換は概ね月 1 回実施されてい

ました。今後は、毎日担保の交換を行うことが要求されま

す（「変動証拠金」）。また、資産運用会社のファンドは恐ら

く、IRS や CDS に関して引き続きこれまでと同じカウンター

パーティと取引することになるとみられますが、変化する

のは、バークレイズやゴールドマン・サックスといった大手

市場参加者の大部分が今後は、一つまたは複数の清算

機関との仲介を務めるべき清算代理人にもなるということ

です。清算代理人は、確認プラットフォーム上で実行され

た取引を確証しなければなりません。その際、そのプロセ

スを社内に設けるか、あるいは自社のカストディアン銀行

に委託するかのどちらかを選択することができます。委託

する場合には、その確認プラットフォームにログするか、資

産運用会社から情報提供を受けなければなりませんが、

最後の選択肢は最も不適切と思われます。したがって、清

算機関によって雇用された清算代理人によって実行され

る毎日の要求の支払い／受領を執行する責任はカスト

ディアン銀行が負うことになるでしょう。 
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このように説明するのは簡単ですが、そのプロセスは

多額の IT 投資によってのみ実現されます。そうしたプ

ロセスでは、日常的な取引フローの処理に加え、照合

および統制のプロセスの強化、統合的な報告書の作

成が可能になります。その際に今後は、店頭デリバ

ティブ・ポジションの中で決済対象のものと決済対象

外のものが区別されることになります。 

EMIR やドッド-フランク法によって課された新たな制限

を充足するためには、今後、頻繁に照合サービスを実

行することが必要となりますが、資産運用会社、ディー

ラー／クリアリング業者のほか、ポジション維持サービ

スや独立評価のサービスを提供する独立の代理人と

いう、最低でも三つの異なる源泉を基礎とすることを踏

まえれば、そのサービスはそれだけ一層強固なものと

なるとみられます。 
 
 
 
 
 

評価および照合：ターゲット・プロセス 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カストディアン銀行にとっての課題は、

以前よりはるかに大量で複雑な毎日の

取引を支えられる、適切で高性能の 

インフラを構築することです。 

データ・ 

プロバイダー 

ディーラー 
・GS（ゴールドマン・サックス）  
・DB（ドイツ銀行） 
・JPM（JP モルガン）  
・CS（クレディ・スイス）  
・その他 

 
清算機関 

・ICE  
・LCH  
・CME  
・IDCG  
・その他 

 

クリアリング業者 

の報告書 

投資ファンド 

カストディアン銀行（CMO） 

資産サービス 

市場データ 取引のライフ 
サイクル・イベント 静的データ 

カストディアンの評価済みポートフォリオ 

 

報   告 

 

照合システム 

 

・カストディアン 

・投資ファンド 

・カウンターパーティ 

投資マネジャーが評価済み

ポートフォリオをカストディア

ンのミドルオフィス（CMO）の

サービス・チームに送付 

CMO が、非標準的な店頭デ

リバティブのポジションと価

格に関するカウンターパー

ティの報告書を受領 
CMO が、ポジションと価格に

関する CCP の報告書を受

領 

CMO が評価済みポートフォ

リオを照合システムに送付 

照合の実行 

照合結果の報告書を投資

ファンドに送付 
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支払いおよび担保の交換という点でも、今後は「ネッティング済みの」交換

を様々な相手に対して日次ベースで実行することになるため、状況は以前

より複雑になります。さらに、もはや単なる現金の交換ではなく、有価証券

が含まれる可能性もでてきます。そのため、カストディアン銀行は、個々の

清算機関やカウンターパーティの適格性のルールに従って有価証券の移

転を確実に行う責任を負うことになります。 
 
 

支払いおよび担保：ターゲット・プロセス 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
*非標準的な店頭デリバティブについて 

 

カストディアン銀行 
カストディアン銀行 

カストディアンのミドルオフィスの 
サービス・チーム 

評価* 
支払いおよび変動証拠金コールの計算* 

照合および紛争管理* 

支払いの指示 

当初証拠金および変動証拠金の要求額 
+ クーポン、手数料+ 利息の支払い 

非標準的な店頭デリバティブの 

ディーラー 
 

清算ブローカー 清算機関 

現金口座 
 
証券口座 

 支払いおよび担保に関する 

統合的な報告書 

投資ファンド 
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資産運用会社にとって、以上のことすべては、経営

という点でも業務という点でも大規模な適応を伴うこ

とになります。そうした企業がその達成にどれほど成

功するかは、当然ながらパフォーマンスに影響を与

えます。カストディアン銀行も資産運用会社に劣らな

い努力が要求され、必要な IT 投資を行うことに加

え、店頭デリバティブ商品を組み入れた資産運用戦

略に適合したインフラやプロセスの構築によって、引

き続きクライアントの資産の増大に対処することが目

標となります。 
 

 
当初証拠金は、現金 
あるいは有価証券の 
形態による、永続的な 
追加的担保のバッファー
で、その価額は定期的
に再評価されます。 

 
 
 
 

 
 
 
要点： 

 
 

• 欧州では、2012 年 5 月に EMIR が最終的に承

認されたにもかかわらず、店頭デリバティブを

対象とする規制の枠組みは、決して安定して

いるとは言えません。 

• 必要担保の額面金額は 2013 年までに 2 倍と

なり、担保の移動は 7 倍に増加するとみられ

ます。 

• 「変動証拠金」に加えて「当初証拠金」が体系

的に導入されることにより、資産運用会社の課

題は間違いなく複雑化し、担保として使用され

る可能性があるファンドの資産の最適化や転

換が重要な問題になります。 

• EMIR およびドッド-フランク法の改革は、業務

プロセスの大幅な改変を引き起こしつつあり、

カストディアン銀行にとっては、以前よりはるか

に大量で複雑な毎日の取引を支えられる、適

切で高性能のインフラを構築することが課題と

なっています。 
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税務の視点 
 
 
 
 
 
 
 

ECJ のサンタンデール事件
とアバディーン事件 
税務レベルの係争から 
膨大な業務負担へ 

 
 
 

ベンジャミン･コレット 

（Benjamin Collette） 

パートナー 

アドバイザリー･ 

コンサルティング 

デロイト･ルクセンブルグ 

ミシェル･ギーユイ 

（Michel Guilluy） 

パートナー 

クロスボーダー税務 

デロイト･ルクセンブルグ 

デイニー･テイラント 

（Dany Teillant） 

ディレクター 

クロスボーダー税務 

デロイト･ルクセンブルグ 

マニュエラ･アブル 

（Manuela Abreu） 

シニア･マネジャー 

クロスボーダー税務 

デロイト･ルクセンブルグ 

 
 
 
 

はじめに 
 

非居住者投資ファンドに対して差別的規則を適用し

た、あるいは現在も適用している 13 の加盟国（ベル

ギー、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガ

リー、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルー

マニア、スペイン、スウェーデン）に対し、アバディーン

事 件 1 （ C-303/07 ） に お け る 欧 州 司 法 裁 判 所

（European Court of Justice：ECJ）の判決に基づいて、

配当所得に対する源泉徴収税の還付を請求すること

は依然として可能です。 

 
言うまでもなく、源泉徴収税の還付請求が可能な 13

の加盟国は、それぞれが独自の出訴期限のほか、

データや文書の収集に関する独自の基本的要件を有

しています。 

 
そうした還付請求では、当該国の要件すべてを満たす

ように作成された還付請求申請書を当該国の税務当局

に提出するために、具体的かつ大量のデータを収集す

るプロセスが必要になります。それらの当該国固有の要

件は互いに大きく異なっており、たとえば一般的な二重

課税回避条約に基づく還付請求に適用される要件より

もはるかに手間がかかります。 

 
データを完全に正確なものとするためには、預託銀行と

サブカストディアン間でデータを照合する必要がありま

すが、それは極めて負担の大きい作業であり、すべての

ステークホルダー間の完璧な調整と強力なコミュニケー

ションが要求されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1   Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy 事件（C-303/07） 
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それらのステークホルダーが投資ファンドと同じ加盟

国を本籍とする場合には、還付請求を行う当該投資

ビークルと国内の預託銀行（還付請求を裏付ける事象

に関連する定量的情報を提供します）が関係者とな

り、投資対象の加盟国を本籍とする場合は、当該国の

サブカストディアンおよび支払代理人（保管過程のす

べての段階で配当／利息の支払いを裏付ける文書を

提供します）と税務の専門家（還付請求申請書を提出

し、その内容と形式について助言を行います）が関係

者となります。 

 
ファンド・マネジャーが租税還付請求を行う決定を下し

た場合、国内と国外の数多くのステークホルダーから

経験豊富なスタッフがそれに参加することが必要とな

ります。 

 
近年、欧州委員会から圧力を受けた加盟国は、従来

の差別的な租税規則を除去するため、その規則の修

正を行ったり、修正を続けたりしています。したがって、

まだ現地国の出訴期限内に適切な租税還付請求を

行っていないファンド・マネジャーにとって、請求が可

能な機会は時間とともに少なくなっていきます。 
 

経験から言えば、ファンド・マネジャーは、熟練した

サービス・プロバイダーのチームをビジネス・パート

ナーに任命して、複数の国に租税還付請求を行うとい

う作業の支援を受けることによって、この大変な仕事

に終止符を打つことができます。そうしたプロバイダー

としては、カストディアン銀行、欧州全域について広範

な税務知識とネットワークを有する専門的な税務アド

バイザー、プロジェクトのステークホルダー全員の間で

円滑なコミュニケーションを図るとともに、還付請求を

行うファンド・マネジャーにとって、それに専従する資源

の必要性を大幅に低減してくれるプロジェクト・マネ

ジャーなどがあります。 

ECJ のサンタンデール事件の経緯 

ECJ は 40 年以上にわたり直接課税の分野の事

件を審理してきました。ルクセンブルグに本拠を

置く ECJ は一貫して、直接課税は欧州連合（EU）

加盟国の権限の範囲内にあるものの、加盟国は

その権限を、欧州連合の法律に従って行使しな

ければならないという判決を下してきました。より

正確に言えば、加盟国は、自由な物品移動、自

由な人の移動、サービス提供の自由および自由

な資本移動という、欧州連合の機能に関する条

約（Treaty of the Functioning of the European 

Union：TFEU）の四つの基本的自由を遵守しなけ

ればなりません。 
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ECJ は 40 年以上にわたり 

直接課税の分野の事件を 

審理してきました。 
 
 
 
 
 
 

やがて、投資ファンド業界は、EU の法律が国境を越え

たポートフォリオ投資への課税に与える影響を意識す

るようになりました。その影響を考慮に入れたうえで、

欧州に拠点を置く投資ファンドに適用される欧州連合

の制限的な施策を踏まえて行動する必要性は、程な

く、預託銀行や資産運用会社、投資ファンドの取締役会

が、投資家の利益のために行動する受託者義務の一

部として認識するところとなりました。その結果、過去 5

年間、EU 拠点の投資ファンドが、EU のポートフォリオ

投資に対して不当に課税された源泉徴収税の還付を

求めて提訴する保護請求が増加しています 2。 

それに加え、最新の ECJ の事案として、Santander 

Asset Management SGIIC SA 対  Directeur des 

résidents a l'étranger et des services généraux 事件

（C-338/11）、Santander Asset Management SGIIC 

SA and Others 対 Ministre du Budget、des Comptes 

publiques、de la Fonction publique et de la Réforme 

de l’Etat 事件（C-339/11 から C-347/11 まで）（サン

タンデール事件）の判決がありました。これらは、2009

年の ECJ のアバディーン事件と同様、EU 拠点の投資

ファンドおよび EU 域外の投資ファンド・マネジャーの

双方から強い関心を集めています。 

 
EU 域外の投資家は、EU の投資家とともに租税還付

請求を提訴できるか 

上述のように、加盟国は課税権を TFEU に従って行使

しなければなりません 3。TFEU は、EU 域内における

物品（第 34 条）、人（第 45 条および第 49 条）、サービ

ス（第 56 条）および資本（第 63 条）の自由な移動を保

証することを目的としています。 

 
TFEU 第 49 条は、加盟国の国内企業が加盟国の領

土内で代理店、支店または子会社を設立することを制

限することを禁止しています。この規定は、たとえば、

別の加盟国の投資家が投資に基づく配当を受領する

場合に適用されますが、このことは、投資対象会社の

意思決定や活動に対する明確な影響力をその投資家

に付与することになります（「直接投資」）4。第 49 条が

「加盟国」に言及していることから、設立の自由が EU

の投資家によってのみ主張できることは明瞭です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   この問題に関しては、デロイトの「パフォーマンス」第 3 号（2010 年 9 月）も参照してください。  

3   特に C-170/05 事件（Denkavit）のパラグラフ 19、C-196/04 事件（Cadbury Schweppes）のパラグラフ 40 

4   FII集団訴訟におけるテストケース訴訟の原告（Test Claimants in the FII Group Litigation）事件（C-524/04）、Halbock事件（C-157/08） 
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しかしながら、TFEU 第 63 条は、加盟国間および加盟国と

第三国間 5 の資本移動に対する制限を禁止しています。し

たがって、EU 加盟国がポートフォリオの配当や利息の支払

いに対して差別的な源泉徴収税を課した場合、本条が、EU

域外の資産運用業界がそれに異義を申し立てる根拠となり

ます。 

 
ただし、第 63 条は、EU 域外の投資家に対する制限的な施
策が 1993 年 12 月 31 日以前に施行されたものである場合
は、その規定の適用を排除していないことに注意しなければ
なりません。 

 
 
 
 

ECJ の判例法によれば、

基本的自由に対する 

制限は、公益における 

優先的な事由によって 

正当化される場合に 

かぎり許容されます。 

ECJ の判例法によれば、基本的自由に対する制限は、公益

に関する優先的な事由によって正当化される場合にかぎり

許容されます。さらに、そのような場合でも、問題となる目的

の達成を確実なものとするうえでそれが適切であること、お

よび比例の原則に従い、その目的達成に必要な限度を超え

ないことが必要となります 6。 

 
したがって、加盟国の税法は、非居住者に対して、類似した

状況で居住者投資家に課税される水準を超える課税を行う

ことができません。EU 域外の投資家は、EU に投資する際、

問題となるポートフォリオの所得（配当や利息）に関する税率

や課税基準等を総合したときに、EU の投資家よりも負担の

重いレベルの課税になっていないかを検討すべきです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   強調は筆者により追加 
6   C-414/06 Lidl Belgium [2008] ECR I-3601 事件、パラグラフ 27、および C-157/07 Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt [2008] ECR I-0000 事件、パラグラフ 40 を参照 
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以下の条件が満たされる場合、EU 域外の投資家は、

EU でのポートフォリオ投資に対して不当に課税された

源泉徴収税の還付を求める請求を行う重要な機会を

有している可能性があります。 
 

• 納税者は第三国（たとえば、米国、カナダ、スイ

ス、日本あるいは他の EU 以外の国・地域）の居

住者である。ECJ の判例法 7 に基づき、情報を提

供する契約上の義務の欠如が、差別禁止原則に

対して許容可能な制限として保持されたことを考

慮した場合、EU 加盟国とその第三国間に二重課

税の回避および租税回避に関する二国間租税条

約が存在すべきであると一般に解釈されている。 
• EU 域外の非居住者および居住者に支払われる

ポートフォリオの配当または利息に対する課税に

関して、加盟国の税法に基づく差別待遇が存在し

ていなければならない。 

• EU 域外の居住者および EU の居住者は類似した

状況に置かれていなければならない。 

• EU 加盟国が主張できる、差別待遇を正当化する

「許容可能な」根拠が存在していてはならない。 

 
サンタンデール事件 

 

過去数年間、ECJ の判決 8 は、EU の資産運用業界が

投資家のために成功裏に租税の還付を受ける機会を

生み出してきました。2012 年 5 月 10 日以降は、そうし

た機会が第三国の投資ファンドにも拡大されました（そ

の事案の当事者は、原告が EU 拠点および米国拠点

の投資ファンドで、被告はフランス政府でした）。 

ECJ の判決は基本的に、TFEU 第 63 条および 65 条

は、居住者投資ファンドに支払われる配当を課税免除

としながら、源泉徴収税の課税を通じて、非居住者投

資ファンドに支払われる配当に課税することはできな

い、という意味に解釈しなければならないというもので

した。この差別待遇は、投資家のレベルではなく、ファ

ンドのレベルに限って考慮されました。 
 
ECJ はまず、自由な資本移動に対する制限には、非居

住者による加盟国への投資を抑制する施策、または当

該加盟国の居住者による他の加盟国への投資を妨げ

る施策が含まれると指摘しました。投資ファンドの居住

地によって配当の税務上の取り扱いが異なることは、

一方では、非居住者投資ファンドがフランスで設立され

た企業に投資することを妨げ、他方では、フランスに居

住する投資家が非居住者投資ファンドの持分を取得す

ることを妨げる可能性があります。よって、問題のフラ

ンスの法令は、原則として EU 法によって禁止されてい

る、自由な資本移動の制限に相当すると ECJ は述べ

ています。 
 
このことから発生する問題は、自由な資本移動に関す

る規定を考慮した場合、こうした制限が正当化できるか

どうかということでした。すなわち、客観的に比較できな

い状況に関係しているか、または公益に関連する優先

的な事由によって正当化されるとすれば、その限りに

おいて、取り扱いが異なっていても、EU 法に抵触しな

いとみなされます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   C-101/05 事件（2007 年 12 月 18 日） 
8   とりわけ、EFTA（欧州自由貿易連合）裁判所の Fokus Bank ASA 事件（E-1/04、2004 年 11 月 23 日）。この事案では、EU に居住する株主への配当支払い

に対するノルウェーの源泉徴収税の課税が、自由な資本移動に違反するとの判決が下されました。また、ECJ の A 事件（C-101/05、2007 年 12 月 18 日）

では、スウェーデンが、EEA（欧州経済地域）外に居住する企業から受け取った配当の非課税扱いを拒否したことは、自由な資本移動に違反するとの判決

が下されました。さらに、A&B 事件（C102/05、2007 年 5 月 10 日）、Halbock 事件（C157/05、2007 年 5 月 24 日）、Commission 対 Italy 事件（C540/07、

2009 年 11 月 19 日）など。 



82 

 
 
 
 
 

この事案で審理された重要な問題の一つは、ECJ が、

株主の状況を考慮に入れるべきか（フランス政府の主

張）、それとも投資ファンドの居住地に関する状況のみ

を考慮に入れるべきか（原告の主張）ということでした。

ECJ は後者の主張を採用しました。当該法令が差別的

か否かを決定するためには、株主の状況を考慮に入れ

ることなく、投資ファンドのみを参照して状況を比較しな

ければなりません。 
 

同裁判所は続けて、異なる取り扱いが、公益に関連す

る優先的な事由によって正当化できるか否かを検討し

ました。フランス政府は、加盟国間において均衡の取れ

た課税権の配分を保証する必要性、財政の監督の有

効性を保証する必要性、および（フランスの）税制の一

貫性を維持する必要性を主張しましたが、ECJ は、そ

れらの主張をすべて棄却しました。 
 
 
 
 
 

過去数年間、ECJ の判決 8は、 
EU の資産運用業界が投資家の 
ために成功裏に租税の還付を 
受ける機会を生み出してきました。 

ECJ にとって、それ以外の裁定は不可能でした。EU 法

によれば、フランスの法令が、別の国に居住する投資

ファンドがフランス源泉の配当を受領するときはそれに

源泉徴収税を課税し、フランスを本籍とする投資ファン

ドが当該配当を受領するときは非課税とすることは認

められないからです。 
 
EU 加盟国による税法改正 
 

ECJ や国内裁判所の判決に加え、欧州委員会が措置

を講じた後、少数の国は、差別的施策を廃止するため

に税法を改正しました。 
 
フランスは税法の改正を提案した最後の加盟国となり

ました。2012 年第 2 次修正財政法が議会で承認された

のは 2012 年 7 月 31 日のことでした。 
 
しかしながら修正財政法には、投資ファンドに関連す

る、フランス法の他の改正も含まれています。その目的

は、配当に対する源泉徴収税の免税措置を、EU の投

資ファンド、およびフランスとの間で行政援助条項を含

む租税条約を締結した国に所在する投資ファンドに拡

大することにあります。 
 
この免税措置を受けるためには、投資ファンドは、投資

方針に従ってそれに投資する多数の投資家から資金を

調達することを要求されます。また投資ファンドは、フラ

ンスの投資ファンドと類似した特性を有していなければ

なりません。 
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こうした判決にもかかわらず、フランス政府は、この免税

措置による税収減を穴埋めするために、フランスに居住

する企業または非居住者企業のフランス支店が支払う

配当に対する 3％の加算税を導入しました（特定の免税

措置が適用されます）。 

 
欧州委員会や ECJ からの圧力の高まりにもかかわら

ず、加盟国の税法改正は依然としてかなり限定的であ

り、差別的な状況が残存しています。加盟国が導入した

修正は、UCITS 準拠ファンドに関係する制限的な規則を

撤廃する一方で、UCITS 非準拠のファンドや第三国に

所在する投資ファンドについては制限的な施策を維持

する傾向がみられます（このことは現在、スペイン、ポー

ランドなどに当てはまります）。 

 
EU 域外の投資家 － 今後の展望 

 

EU の投資家に影響する差別的規定がこれまでそうで

あったのと同様、ECJ は、自由な資本移動の原則を踏

まえて第三国のポートフォリオ投資家の取り扱いを明確

化することを目指した判例を、次第に数多く下すように

なっています。これらの判決は今後数年に渡り、間違い

なく投資ファンド業界に影響を及ぼし、源泉徴収税の還

付請求の条件を整えることになるとみられます。 

 
欧州諸国に影響している経済・財政危機を勘案すれ

ば、加盟国は、すべての還付請求に応じることを回避

するために、ECJ の判決の適用を制限しようと試みる

と思われます。 

 
たとえば、還付請求申請書の作成には、（形式的にも

内容的にも）十分な注意を払うべきです。そうしないと、

還付請求の権利は現地国の税務当局によって簡単に

否定されてしまう可能性があります。過去の経験から言

えば、現地国の手続に厳格に従うために還付請求申請

書を注意深く作成することが、還付請求の成否の鍵を

握っています（源泉徴収税の還付請求には大量の書類

とデータ収集プロセスが必要です）。 

ファンド・マネジャーやカストディアン銀行は、契約上の

義務に従い、EU の源泉徴収税に対する投資ポートフォ

リオのエクスポージャーを評価すべきです。その際は、

EU の加盟国間に共通の出訴期限がないだけでなく、

還付請求手続に関する共通のアプローチも存在しない

ことを銘記しておく必要があります。 
 
いずれにせよ、行動しないこと、すなわち問題となる金

額、投資対象の加盟国、受領する所得の種類、費用対

効果分析の結果、および全体的な現状を正確に評価し

ないことが、追求すべき選択肢として有効でないこと

は、今や以前よりも明白になっています。 
 

 
 
 
 

要点： 
•  いわゆる「アバディーン」事件に基づく源

泉徴収税の還付請求が、クライアントの

意識の向上を受けて、過去 1 年間で大幅

に増加しました。 

•  ファンドの取締役および資産運用会社も、

問題となる潜在的金額の検討の実行に

よって、投資家に対する受託者義務が証

拠付けられるようにすることに強い関心を

抱いています。 

•  業務上の負担および税務の複雑性が相

まって、カストディアンにとって還付請求

は厄介な仕事になっていますが、投資家

に大きなリターンをもたらす可能性があり

ます。 
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1．はじめに － IGA の岐路に立つ FATCA 導入 
 

周知のように、2010 年外国口座税務コンプライアンス

法（Foreign Account Tax Compliance Act：FATCA）が

2013 年 1 月 1 日から施行されます。世界の外国金融

機関（Foreign Financial Intermediaries：FFI）は、IRS（内

国歳入庁）との間で FFI 契約を締結するかどうかを検

討する必要がありますが、懲罰的な 30％の源泉徴収

税が課されることを考慮すれば、多くの場合、参加しな

い選択肢がないことを理解しています。FFI は、自身の

収入の流れに関してそうした懲罰的源泉徴収税のリス

クを回避するためには、2013 年７月 1 日までに IRS と

の FFI 契約に署名する必要があります（申請プロセス

は 2013 年 1 月 1 日から開始される予定です）。IRS

は、この場合にかぎり、2014 年 1 月 1 日までに（すなわ

ち、最初の源泉徴収の段階が始まる前に）、FFI が参加

FFI として正式に登録されることを保証しています。 

IRS が 2012 年 2 月に規則草案を発表して以後、金融業

界では影響評価や導入プロジェクトの動きが著しく加速

しています。実際のところ、この規則草案は、（まだ修正

の可能性があるものの）、FATCA の導入プロジェクトを

大幅に進捗させるのに十分な詳細情報が含まれていま

す。 
 
しかしながら、別の重要な展開として、FATCA の導入に

代わるアプローチを米国と協議し始める国・地域が増え

ています。この代替的アプローチは二国の政府間協定

（ Intergovernmental Agreements： IGA）に基づくもので

す。本レポートでは、一部の国がこのプロセスに着手し

た理由のほか、入手可能または検討中のモデル IGA の

草案には主にどんなタイプがあるか、それらの様々なモ

デルにはどのような共通点と相違点があるか、金融業

界にとってそうした IGA にはどのような長所と短所があ

ると考えられるかを検討します。 
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2．代替的アプローチ：IGA 
 

FFI にとって、FATCA の要件の遵守には多額のコンプ

ライアンス・コストが必要となる可能性があります。それ

よりはるかに重要な問題として、国・法域によっては、

FFI が FATCA の要件を遵守しようとすると、データ保護

や差別禁止、機密保持、銀行の守秘義務などに関する

現地国のルールに違反する恐れがあります。最後に、

非協力口座保有者や不参加 FFI へのパススルー支払

いに対する 30％の源泉徴収の要件に関して、パスス

ルー支払割合を決定し、公表することは、多大な技術

上の問題を引き起こす可能性があります。 
 
 
 

周知のように、2010 年 
外国口座税務コンプライアンス法
（FATCA）が 2013 年 1 月 1 日 
から施行されます。 

以上のような考慮事項を踏まえて、フランスやドイツ、イタリ

ア、スペイン、英国は、国内での報告および現行の二国間

租税条約に基づく相互的な自動的情報交換による、FATCA

導入の共通アプローチを探ることで米国と合意しました。ス

イスや日本もそれに倣って米国との交渉に入りましたが、発

表された共同声明によれば、異なったアプローチをとってい

ます。米国との IGA の締結に関心を示した国は、現在のと

ころ、ほぼ 50 カ国に上っています。欧州の FATCA パート

ナー国に加え、スイスおよび日本が現在米国と IGA の交渉

をしており、それが将来の IGA の原型として使用されること

になると思われます。 
 
IGA は、他の国際条約と同様、立法府の承認を得てはじめ

て成立します。したがって、それらの IGA の要件は個々の

FATCA パートナー国の国内法令に置き換える必要がありま

す。 
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3．欧州の IGA モデル 
 

上記の EU5 カ国の交渉の結果、2012 年 7 月末時点

で 2 種類の IGA モデル草案が公表されています。一

つは、二国間パートナー国の居住者が米国に保有す

る口座に関して、米国のために一定の情報共有の要

件を定めた互恵的バージョンで、もう一つは、米国と

二重課税回避条約または OECD モデル租税情報交

換条約（Tax Information Exchange Agreement：TIEA）

を結んでいる国による使用を意図した非互恵的バー

ジョンです。 
 

どちらのモデルも自動的情報交換のメカニズムに基づ

くもので、二国間パートナー国に所在する FFI が、米

国の口座に関する情報を自国の税務当局に報告する

ことを認めています。次に、税務当局がその情報を

IRS に回送します。 
 

したがって、このメカニズムは、その作動の仕方が EU

の貯蓄課税指令に基づいて適用される自動的情報交

換と類似していますが、その中身は著しく異なっていま 

す。EU の貯蓄課税指令に基づく情報交換は、一定タ

イプの利息および分配金、または同指令に基づいて

利息とみなされる一定タイプの投資ファンドの償還差

益のみに関係しています。これに対して、FATCA で

は、あらゆる種類の「固定的あるいは確定可能な年間

または定期的な」 （ Fixed, Determinable, Annual or 

Periodical（FDAP）所得（利息や配当だけでなく、賃料

や使用料なども含む幅広い概念）および当該 FDAP

所得を生み出す資産の処分から得た受取金が対象と

なります。さらに、EU 貯蓄課税指令では、支払い連鎖

の最後に関与する経済活動者のみが、報告の責任を

負う支払代理人の資格を有しますが、FATCA では、

当該連鎖に関与する経済活動者の全員が遵守する

必要があります。 
 
どちらのモデルでも、FFI は FFI 契約全体を締結する

のではなく、IRS への登録のみを要求されます。全面

的な FATCA 制度とは異なり、IGA 締約国の FFI は、

非協力口座から源泉徴収したり、それを閉鎖したりす

る必要はありません。パススルー支払いの源泉徴収

も適用されません。 
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4．スイスと日本のアプローチ 
 

スイスと日本の IGA の枠組みは IGA 草案として具体化していません。以下の説明は、関係国が行った意思表

示のみに基づいています。 

 
日本 スイス 

 
枠組みは、現行の米国・日本の二国間租税条約に

基づいて合意されることになると思われます。 

 
特筆すべきは、日本の FFI が、IRS と直接 FFI 契約

を締結するか、単に IRS に登録するかを選べること

です。後者の場合には、日本の FFI は、日本の金

融庁が公布する公式ガイダンスを遵守することを確

約することになります。金融庁が発行する指示書に

は、FATCA に基づく参加 FFI の要件に類似した要

件が記載されます。たとえば、(1)米国口座を特定す

るためにデューディリジェンスの規則を適用するこ

と、(2)FATCA の規則によって定められた期限まで

に、および定められた方法で必要な口座情報の年

次報告を行い、米国口座の保有者の同意を得られ

た場合には、その情報を直接 IRS に送付すること、

(3)非協力口座保有者が保有する口座の総数およ

び残高を IRS に年次報告することなどがそうした要

件です。 
 

さらに日本は、米国・日本間の租税条約の「要求に

基づく情報交換」の規定に従い、日本の金融機関

が非協力口座と報告した口座に関する追加情報を

求めるグループ要請が米国からなされた場合、そ

れに速やかに応じる必要があります。 
 

この枠組みは、米国に対して、同じように情報の報

告を行うことに同意することを要求していません。し

かしながら、米国は、みなし遵守または適用除外と

して取り扱われる日本の金融機関を特定すること、

及び日本の金融機関への支払いに対する源泉徴

収から米国を除外することに同意すると思われま

す。 

日本の解決策と同じように、スイスと米国間の協力

も政府間のアプローチに従ったもので、税務事項に

関して米国・スイス間にすでに存在する関係を基に

構築されます。 
 
スイスは、二国間協力協定において、自国の金融機

関に対して米国の IRS との FFI 契約に署名すること

を指示することに同意します。スイス当局は、FATCA

の規則に定められた義務を遵守するために、スイス

刑法に例外規定を設けることを認め、それにより、自

国の銀行の守秘義務との相反を回避することを確

約します。 
 
さらにスイス当局は、非協力的と特定された口座の

追加情報について、米国の所轄官庁による関連す

ると予想される(foreseeably relevant)要請を受入れ、

それに速やかに応じることになります。 
 
IGA の規定のうち米国に関連する部分は、みなし遵

守または適用除外として取り扱われるスイスの金融

機関または組織の具体的なカテゴリーを特定する義

務を定めます。 
 
枠組みおよび協力協定の結果として、非協力口座

保有者の口座を閉鎖すること、および取消を受けて

いる当該口座保有者への支払いに対して、外国の

パススルー支払いの源泉徴収を課すことが要求さ

れます。 
 
 
 
 
 

米国との IGA の締結に 
関心を持っていると思われる
国は、現在のところ、ほぼ 
50 カ国に上っています。 



88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5．IGA モデルの比較 
 

欧州の IGA モデル、およびスイスや日本のモデルに関する意思表示によれば、それらのモデル

間の最も著しい相違は次のようなものになると予想されます。 
 
 

欧州の IGA モデル スイスの協力協定             日本の枠組み 
 

FFI は、IRS と FFI 契約を締結

する必要があるか 
 

必要なし。IRS への登録のみ。 あり 登録か FFI 契約との締結のいず

れかを選択。 

 
追加的な適用免除の決定の

有無 

 
一定のみなし遵守、または租税

回避のリスクが低いカテゴリー

が特定される。 

 
同左。一定の小規模な、スイス

国内の FFI およびスイスの年金

制度機関など、ごく少数の例が

示される。 

 
同左。一定の日本の年金基金

など、ごく少数の例が示される。 

 
非協力口座に関する、要求に

基づく情報交換 

 
追加情報提供の要請への

言及なし。 

 
関連すると予想される 

（foreseeably relevant）1 要請

に応じる。 

 
情報提供の要請に応じる。 

 
現地国の FFI への支払

いに対する 30％の源泉

徴収 

 
すべての FFI が参加 FFI また

はみなし遵守として特定され

るため、免除。 

 
同左 同左（FFI が FFI 契約を締結

するか、この枠組みに基づく

みなし遵守／適用除外に該当

する場合） 
 

現地国の FFI による、

パススルー支払いへ

の源泉徴収の適用 

 
なし。非協力口座保有者への

支払い、および同じ国・法域ま

たは米国と IGA を締結した他

の国・法域に所在する他の FFI

への支払いに源泉徴収を適用

しない。 

 
同左。また、FFI が、非協力口

座保有者によって保有される

口座を閉鎖する義務を負わな

いことを明示的に確言 

 
同左。また、FFI が、非協力口

座保有者によって保有される

口座を閉鎖する義務を負わな

いことを明示的に確言。 

 
 
 

上表に示されるように、欧州の IGA モデルに基づく原則は、スイスや日本の意思表

示に基づく原則とある程度類似しているものの、相違も存在します。さらに、スイスと

日本の意思表示の間にも相違があるうえに、すべての EU 加盟国や他のいくつかの

国・法域が、少なくとも IGA プロセスについて問い合わせを行ったか、米国との交渉

開始を検討しているか、あるいは交渉段階に入っていることを考慮するなら、それら

の国や関心を抱く他の国と米国の交渉から、3 種類あるいはそれ以上の別個の IGA

モデルが作り出されることが十分に予想できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   これは、OECD の原則に従った、要求に基づく情報交換手続と関連して使用される用語です。 
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6．結論：IGA と FATCA 規則の長所・短所の比較 
 

IGA の最も重要な長所は、次のような要素の組み合

わせにあると思われます。 

•  個々の FATCA パートナー国に所在する FFI に

認められる法律的な確実性。実際、FFI は、自動

的情報交換に基づいて、関連する米国情報を現

地国の税務当局に報告することになるか、ある

いは、依然として IRS に直接報告する場合で

あっても、少なくとも、現地国におけるプライバ

シー、銀行の守秘義務、または米国情報を米国

の税務当局に提供することを禁止する他の規則

との潜在的な相反は回避されます。 

•  一定の IGA の基では、FFI は FFI 契約を締結す

る義務を負わないということ。この場合、FFI と現

地国の税務当局との関係では現地国の法令が

適用されます（IRS に直接確言したり、複雑なも

のとなる可能性のある IRS との対立を管理した

りすることが不要になります）。さらに、FATCA の

適用を IRS に保証するためにその担当者を任命

する必要がなくなります。 

•  みなし遵守や適用除外に関する一定の追加的カ

テゴリーが二国間ベースで決定され、その結果、

FFI が適用すべき分類規則が単純化される可能

性があります。 

さらに、FFI の定義が修正されて、一定の規制対象

外の持株会社を FFI の概念から除外することが認

められる可能性があります。 

•  FATCA パートナー国に所在する FFI は、自身の収

入の流れに懲罰的な 30％の源泉徴収税が課税さ

れないことを保証され、また総じて、非協力口座保

有者、他の国内の FFI、または IGA を締結している

他の国の FFI への支払いに対してかかる税金を徴

収する義務を負いません。現在、IGA の下ではパス

スルー支払いに対する源泉徴収が適用されないこ

とが予想されています。 

•  登録および報告システムの導入に関して期間延長

（6 カ月）が認められる可能性があります（2014 年で

はなく 2015 年）。 

•  AML/KYC（マネー・ロンダリング防止／本人確認）

ルールとのより密接な連動が適用される可能性が

あります（たとえば、実質米国所有者の特定に際し

て、FATCA 規則に基づく 10％の AML/KYC の基準

ではなく、現地国の 25％の基準が適用される可能

性 が あ り 、 ま た 、 FATCA の み を 目 的 と し て

AML/KYC の文書を最新のものに改訂する必要が

なくなる可能性があります）。 
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IGA の最も重要な短所または中立的要素として次のも

のが挙げられます。 

•  IGA の中にカスタマイズされる部分が一定程度含

まれ、締結されるすべての IGA の間で相違が発生

する可能性があります。そうなった場合は、言うま

でもなく、海外で事業を行う FFI にとっては、混在し

ている IGA と全面的な FATCA 制度がクロスボー

ダーの分野においてどのように適用されるかが、

現時点で不明確なことに加えて、さらに状況が複

雑化し、そうした IGA 間の相違に対処する必要性

が生じる可能性があります。 
 

•  非協力口座保有者に関する、要求に応じた情報交

換が追加され、各国はその管理が必要となり、FFI

はそれに対応することが必要となる可能性があり

ます。 
 
 
 
米国との IGA の締結に 
関心を持っていると思われる 
国は、現在のところ、ほぼ 
50 カ国に上っています。 

•  特定に関するコンプライアンスの要件は、依然と

して通常の FATCA 制度に基づく要件とある程度

類似しています。すなわち、FFI には、米国口座

を特定すること、および FATCA に関連する情報

を追跡し報告するのに十分なシステムを整備す

ることが依然として要求されます。 

•   最後に重要なこととして、IGA のプロセスから極

めて重大なタイミングの問題が発生します。IGA

は立法府の承認手続を経て、現地国の法令に置

き換える必要がありますが、FATCA の施行が

2013 年 1 月 1 日に迫っていること、および IGA

に関心を抱く国々が交渉プロセスの様々な段階

にあり、まだ決定の作業を進めている国がある

一方、交渉が初期段階や最終段階にある国もあ

るという事実を考慮すれば、そうした置き換えの

完了は極めて厳しい状況にあります。 

 
IGA は数多くの長所を備えているものの、クロスボー

ダーの事業を展開している FFI にとっては複雑な事項

の管理が余分に必要になる可能性があるため、IGA が

締結された場合に導入コストが低くなるかどうかはまだ

明確ではありません。 

 
 
 
 
 
 
 

要点： 
 

•  米国が 2010 年に提示した FATCA を受け入れ

る代わりに、その制度が個々の FFI や NFFE

（非金融外国事業体）に与える影響を緩和する

ために、米国との間で一定の協定を締結しよう

とする国がますます増加しています。 

•  ドイツ、英国、イタリア、フランスおよびスペイン

に触発されて、スイスと日本は米国と協定を締

結し、個々の国に固有の要件が尊重される可

能性があること、およびそうした協定の調印に

とってそのような固有の要件が障害にはなら

ないことを示しました。 

•  言うまでもなく、IGA は、FATCA のコンプライアン

スに関連する法務リスクを低減し、事務手続を簡

素化する可能性がありますが、FFI は実際に、関

連する米国情報を報告し、依然として米国口座を

特定する必要があるため、必ずしも FATCA の導

入コストが低下するとは限りません。 
•  IGA は、様々なプラス面にもかかわらず、大量の

「テーラーメイド」の FATCA 制度を生み出す恐れ

があり、それにより、FATCA それ自体の複雑性が

増す可能性があります。 
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規制の観点 
 
 
 
 
 
 
 
 

新たな現実への対応 
オルタナティブ投資ファンド 
運用者指令に関する調査 

 
 
 
 

ブライアン･ジャクソン 

（Brian Jackson） 

ディレクター 

資産運用アドバイザリー 

デロイト･アイルランド 

パトリック･ルーニー 

（Patrick Rooney） 

マネジャー 

資産運用アドバイザリー 

デロイト･アイルランド 

マイケル･ブース 

（Michael Booth） 

マネジャー 

金融サービス監査 

デロイト･UK 
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オルタナティブ投資ファンド運用者指令（Alternative 
Investment Fund Managers Directive：AIFMD）は金融
危機をきっかけに誕生し、いまだに激しく続く論争 

の嵐の中で草案が作成されています。 
 
 

EU の新たな総合的な規制の枠組みの下で、UCITS

非準拠ファンドのマネジャーは、オンショアであれオ

フショアであれ、認可を求めることを初めて要求され

ることになります。彼らは、事業に広範な影響を及ぼ

す、一連の規制面、組織面、業務面の要件すべてを

遵守しなければなりません。 

 
各国は 2013 年 7 月までに AIFMD を施行しなければ

ならず、適用対象となる資産運用会社は AIFMD の遵

守までにさらに 12 カ月の期間を与えられています

が、要求されている変革の規模からすれば長いタイム

フレームとは言えません。様々な組織が導入へと動い

ている中で、デロイトは、資産運用業界の現在の認識

を分析し、資産運用会社がこの新制度に対してどのよ

うな対応を計画しているかを明らかにするために、 

資産運用会社を対象とする調査を実施しました。調査

の結果、大部分の資産運用会社は、概ね AIFMD を事

業の脅威と捉えており、この新制度によって EU 域内

の業界の競争力が低下し、保護が手厚くなるだろうと

考えていることが明らかになりました。また、小規模な

資産運用会社、プライベートエクイティ・ファンドおよび

不動産ファンドは、AIFMD を事業の脅威と捉える傾向

が強いことも示されました。AIFMD を事業機会とみな

す企業は、比較的規模が大きく、現在、オンショアの規

制対象ファンドに重点を置いている傾向がみられま

す。資産運用会社を個別的にみると、AIFMD に対して

多様なアプローチを取っていますが、このセクターが

多岐にわたることからすれば、恐らくこれは当然のこと

と言えるでしょう。 

 
 
 

調査から浮かび上がった五つの主要テーマ 
 

 
1 小規模な資産運用会社、プライベートエクイティ・ファンドおよび不動産ファンドは、AIFMD を事業の脅威と捉える傾向が強い 

 
2 オンショア・ファンドを抱える大規模なファンド・マネジャーは、AIFMD を事業機会とみなし、EU パスポートを有利に

活かす可能性が高い 
 

3 EU 域内で事業展開する EU 域外の資産運用会社の数が減少する可能性がある 

 
4 欧州のオルタナティブ投資ファンド業界は競争力が低下する可能性がある 

 
5 EU の資産運用会社は今後も、シナリオに応じてオフショア商品とオンショア商品の両方を使い分けていくだろう 

 
 

この調査は、英国に本拠を置くヘッジファンド、プライベートエクイティおよび不動産セクターの資産運用会社を対象として 2012 年

5 月／6 月に実施されたものです。回答者は併せて 1,750 億ポンド以上を運用しており、この三つのセグメントに均等に分布してい

ます。 
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回答者の特性 
 

事業分野 
                  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

な資産運用会社は、こうした競争水準の低下を活かして

自社事業を拡大することを狙っています。 
 
投資家の利益 

投資家のための透明性の向上は、AIFMD の主要目標

の一つであり、当指令はこの点で成功するでしょう。その

成功とは単に投資家に対する開示規定によるもののみ

ではありません。回答者の半数以上は、AIFMD の規制

に基づく報告要件を受けて、投資家に追加情報を提供

することを計画しています。その情報にはたとえば、すべ

ての間接的な取引費用や追加的なリスク・データの開示

が含まれる可能性があります。 

特に重要な投資家グループ 
  

 

 

しかしながら調査結果は、透明性の向上や投資家保護

の強化は、市場における選択肢の減少や競争の低下、

経費率の上昇、レバレッジ指標をめぐる混乱、さらに、

場合によっては償還期間の長期化などによって相殺さ

れる可能性があることも示しています。資産運用会社の

およそ 4 分の 1 は、AIFMD が償還期間に影響を及ぼす

と予想しており、回答者の半数以上は、レバレッジ指標

が「投資家の間に混乱を引き起こす」と考えています。こ

こで資産運用会社にとって重要な課題は、このような変

化を効果的に投資家に伝えることになるでしょう。 

 
主な発見事項 

 

「ヨーロッパ要塞」の競争力が低下？ 
多くの解説者は、AIFMD は「ヨーロッパ要塞」の基礎的要

素となり、欧州市場は競争から守られ、保護色が強まると

示唆してきました。調査結果はこの見方を裏付けており、

回答者の 68％が、AIFMD によって EU 域内で事業展開す

る EU 域外の資産運用会社が減少すると考えています。 
 
新制度は、一部の EU 域外の資産運用会社にとって、EU

市場における権益と比較してコンプライアンスの負担が重

くなりすぎる可能性があります。その結果、欧州で事業展

開する EU 域外の資産運用会社の数が減少し、一部の

EU の資産運用会社の撤退と相まって、欧州市場の参加

者の大幅減少を招く可能性があります。楽観的な資産運

用会社は、予想されるこうした競争低下を有利に活かそう

としています。また、回答者の 68％は、AIFMD のコンプラ

イアンスの負担によって、EU のオルタナティブ投資ファン

ド業界の競争力が低下するとみています。特に、大規模 

二極化 
調査結果によれば、資産運用会社の間で AIFMD に対す

る見方が二極化しています。小規模なファンド・マネジャー

のほかプライベートエクイティや不動産に重点を置くファン

ド・マネジャーは、この指令をより否定的に捉える傾向が

みられます。このことは恐らく、そうした資産運用会社は

欧州全体での販売や運用パスポートを活用する能力が

限定されていると同時に、当初および継続的にコンプライ

アンスの責任に対処する内部資源が乏しいことを反映し

ていると思われます。 
 
大規模なファンド・マネジャー、特に「規制対象 UCITS 非

準拠」ファンドに重点を置くマネジャーは、AIFMD を事業

機会と捉える傾向が強くなっています。これらの資産運用

会社は、EU パスポートを使用して、ファンドの販売を拡大

し、AIFMD 準拠ファンドによって投資家の信頼を高め、欧

州市場で競争が低下すればそれを有利に活かすことを計

画しています。 
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私募の重視および第三国との協力 
調査対象となった資産運用会社の 61％は、AIFMD が

ファンドの本籍の選択に影響すると述べており、その大

部分は、引き続き EU 域外でファンドを設立するか、ファ

ンドをオフショアに移すことを考えています。したがって、

資産運用会社は、具体的な要件や投資家の選好に従っ

て、引き続きオフショアとオンショア両方の規制対象ファ

ンドを設立すると予想されます。 
 

EU 域外のファンドや資産運用会社が引き続き EU 市場

にアクセスできるかどうかは、関係するすべての国・法

域間の監督や情報交換協力協定の調印の行方に左右

されます。欧州証券監督局（ESMA）は、関係する主要

国・法域との交渉を続けている段階にあることから、そう

した協力協定の調印や実際の施行が間に合うかどうか

は、依然として極めて不透明な状況にあります。重要な

ことは、資産運用会社が、EU の提案する協力協定に

よって自由に私募を継続できることに相当の確信を抱い

ていることです。 
 

業界全体にとっては事業上の機会よりも脅威 
この指令やレベル 2 の施策に関する広範な懸念を考慮

すれば、半数を大幅に超える回答者（72％）が AIFMD を

事業の脅威と捉えていることは驚くべきことではありませ

ん。ファンド・マネジャーの懸念事項で上位を占めるの

は、預託費用（84％）、委任（78％）、契約の取り決めの

変更、市場ルート、報酬（67％）などです。 
 

当然のことながら、AIFMD に関連する預託費用が最も

差し迫った懸念となっています。多くの資産運用会社

は、預託機関を任命する必要に迫られるのは初めての 

ことであり、また、高コストとなる可能性の高い厳格な賠

償責任条項の適用対象となる資産の保管および監視に

関して、預託機関から追加手数料を要求されるものとみ

られます。こうした費用は、欧州委員会の最終規則にお

ける預託機関の賠償責任条項に基づく担保の取り扱い

次第では、さらに増加する可能性があります。 
 
欧州委員会の規則草案では、AIFM（オルタナティブ投資

ファンド運用者）が個別に委任できる業務に量的な制限

を定める追加的な基準が設けられ、それにより、委任業

務が、AIFM 社内に残される業務を大幅に超えることが

ないようにしています。これは、管理と監督の業務を

AIFM 社内で保持する一方、日常業務はポートフォリオ・

マネジャーやサービス・プロバイダーに委任するという

資産運用会社の現行モデルの大幅な変更になります。

欧州委員会のアプローチでは、内部的に運営されるファ

ンドは、大規模なインソーシングを行わないかぎり存続

が危ぶまれると思われます。資産運用会社はまた、

ポートフォリオ運用を再委任できる範囲にも制限を受け

る可能性があります。 
 
回答者の 3 分の 2 は、AIFMD 後の市場ルートや私募の

段階的廃止に懸念を感じています。2014 年 7 月に移行

措置期間が終了した後は、欧州で EU ファンドを販売す

る EU の資産運用会社は、もはや私募を行えなくなりま

すが、EU パスポートへの義務的な移行に伴って、EU 域

内全体で販売を続けることは可能です。EU 域外のファ

ンドを有する資産運用会社にとっては、販売の不透明性

がさらに大きく、したがって、回答者の 3 分の 2 がいわ

ゆる第三国条項に懸念を抱いているのも驚くべきことで

はありません。 



96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資産運用業界のクライアントの 
上位を占めるのは、年金基金、
保険会社および政府系ファンド
です。 

 
 

報酬に関する規定も、3 分の 2 以上の回答者が強く懸

念しています。報酬に関する ESMA のガイドラインは、

たとえ比例原則が適用されたとしても、多くの AIFM に

とって大幅な変更をもたらす可能性があると思われま

す。したがって、資産運用会社はこの要件の影響を注

意深く検討する必要があります。AIFM の「特定スタッフ

（Identified Staff）」への報酬の与え方には、適切な 

手段での繰延の重視の高まり及び保有期間の導入に

伴い、大幅な変更を要求される可能性があります。こ

うした要件を満たすと同時に、オルタナティブ投資ファ

ンド（AIF）や個人のほか税務状況に対する商業面の

影響を管理することを検討する必要があるでしょう。以

上のような変更は、AIFMD の下で要求される組織面、

契約面、業務面の見直しと相まって、事業に大きな影

響を与えるとみられます。回答者の間には、AIFMD は

単に余分なコストを増やすだけでメリットは全くないと

いう意見がある一方、指令の当初の目的を支持しなが

らも、草案は方向性を間違えているとの見方もありま

す。規則制定プロセスや、初回草案の発表後支配的と

なった不透明感に対して失望感が広がっており、回答

者はそれらを投資家の利益に反すると考えています。 

 
 

AIFMD の脅威と事業機会 

 
脅威 

•   預託機関のコスト 

•   委任および実質性 

•   市場ルート／私募の廃止 

•   契約の変更 

•   報酬 

•   EU 域外に関する規定 

•   業務の変更 
•   認可 

 
 
事業機会 

•   販売／EU パスポート 

•   投資家の信頼 

•   競争の低下 

•   公平な競争の場 

•   ブランド創造 

 
 
 
 
 
 
 

最も興味深いと思われ るのは、回答 者の 28 ％が

AIFMD を潜在的な事業機会と捉えていることです。この

グループも依然として AIFMD の様々な側面に懸念を抱

いているものの、その大半が、新たな EU パスポートを

使って販売の拡大を目指すと同時に、運用会社パス

ポートを利用して業務を合理化することを検討しようとし

ています。 
 

資産運用業界のクライアントの上位を占めるのは、年金

基金、保険会社および政府系ファンドです。これらの事

業体の多くは、AIFMD 準拠ファンド（AIF）に有利に働く

投資規則の適用対象となります。 

ソルベンシーII の下では、AIF への投資はリスク格付

が低いため、費用効率の高い投資になると思われま

す。大規模な政府機関も、AIF への投資を要求された

り、選好したりする可能性があります。規制対象の

UCITS 非準拠ファンドを運営する回答者は、すでに規

制対象のオンショア・ファンドの分野で活動を行ってい

ることから、AIFMD を事業機会と考える傾向がより強

くなっています。 
 
また、それらの回答者の多くは、AIFMD を投資家の信

頼を高める手段としても捉えると同時に、市場で他の

参加者との競争が低下することが、自社に有利に作

用するのではないかと考えています。 
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市場環境への影響 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
リテール市場で成功を収めた UCITS ブランドと AIFMD

との比較を行うのは当然のことと言えます。しかしなが

ら、調査対象となった資産運用会社の過半数に当たる

58％が、AIFMD が規制対象ヘッジファンドのグローバ

ル・スタンダードを生み出すとは考えていません。資産

運用会社は、ヘッジファンドに関して、定着したオフショ

ア・ルートや国内の他の体制の方が、効率性や柔軟性

が高く、規制に対するコンプライアンスの負担が軽いた

め、今後もそちらが使用されるとみています。 
 

大半の回答者は、AIFMD が UCITS と同じような方法で

新商品の販売機会を生み出す可能性があるという意見

について、判断がつかないか、反対と答えています。し

かしながら、4 分の 1 以上の回答者が AIFMD 準拠ファ

ンドに対する投資家の旺盛な需要を予想しているという

調査結果からすれば、たとえそうしたファンドが、UCITS

がリテール市場で達成したのと同じ支配的地位をオルタ

ナティブ投資市場で達成できないとしても、相当規模の

市場が存在することを示しています。 
 

また調査では、一部の資産運用会社はより多くのファン

ドをオンショアに移す、他の資産運用会社はファンドや業

務全体をオフショアに移す、または、大部分は AIFMD を

遵守しながらできるだけ長く現状を維持しようとする、と

いった一連の回答がなされました。 
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将来に向けたポジショニング 

私募に関する経過規定の終了予定の 6 年後に、欧州

市場がどのような状態になっているかは著しく不明確

です。しかしながら、個々の資産運用会社が AIFMD

に対して異なるアプローチを取っていることは間違い

ありません。この多様なセクターが、個人投資家向け

の UCITS 非準拠ファンドからオフショアのヘッジファン

ドに至るすべてを含んでいることからすれば、そうした

状況は恐らく当然のことと言えるでしょう。 

資産運用会社が EU に残ることを望むか、それとも全

面的にオフショアに移動するか、あるいは、できるだけ

長く私募を続けるか、それとも自由に EU の投資家に

販売できるように全面的に EU パスポートの下で運営

を行うかといった選択肢は、結局のところ資産運用会

社にとってトレードオフの関係にあります。各資産運用

会社は、全体的な費用対効果の関係や販売戦略、投

資家の要求に関する自らのアプローチを決定しなけれ

ばなりません。この点に関して、欧州委員会の規則や

第三国との協力協定の最終的な結果が重要な要因と

なります。 

 
                                              AIFMD のコンプライアンス計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ガバナンス／組織面 

•  許可／資本／PII（専門職業者賠償責任保険） 

•  報酬の枠組み 

•  マーケティングに関する文書化 

•  預託機関の任命／カウンターパーティとの関係に対処 

•  リスク管理／流動性の枠組み 

•  評価の取り決め 

•  報告／開示 
 
 

最終的な実施策に関して過去数カ月間に広がった不

透明感を踏まえれば、資産運用会社は、必要となる

組織面や業務面の再編の実施で厳しい時間的制約

に直面するものと思われます。大規模な資産運用会

社は、その実施費用の捻出という点でより有利な立

場にあり、業務の再編をそれほど困難な課題とは考

えない可能性が高いとみられます。こうした課題に対

処し、AIFMD の機会を活用するうえで、規模は明らか

に強みになるでしょう。 

 

しかしながら、大規模なファンド・マネジャーでさえ、欧

州委員会の規則草案に基づく新たな委任や実質性 

の要件の見通しについては懸念を抱いています。それ

は、これらの変更は現在の資産運用会社やアウトソーシ

ングのモデルに重大な影響を与える可能性があるためで

す。EU パスポートは、この指令によって課される費用を相

殺できるでしょうか、そして AIFMD は、規制対象オルタナ

ティブ投資にとってグローバル・スタンダードとなるので

しょうか。大部分の回答者はそのようにはみていません。

オフショア・センターは短期間の落ち込みの後、再び活況

を呈しています。米国は、オルタナティブ投資ファンドの規

制の推進という点で欧州ほど先に進んでおらず、同国お

よび他の大規模市場や成長市場の資産運用会社は同じ

ような要件の適用を受けないでしょう。 

規制の分析 

社内機能 

の分析 

組織と 

機能の再編 
新機能の創出 

方針と 

プロセスの 

策定 

アウト 

ソーシング 

既存の UCITＳやＭｉＦＩＤの 

システムの活用 

ＡＩＦＭＤのコンプライアンス 
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しかしながら調査結果は、たとえ世界的ではないとして

も、AIFMD 準拠ファンドに対する相当の需要があるとみ

られることを示しています。AIFMD は、数千もの UCITS

非準拠ファンドが適用対象となる以上、考慮に入れるべ

き要因です。AIFMD が世界的なブランドとして成功する

かどうかは、結局は投資家が決めることです。また、詳

細な実施策や第三国との協力協定の最終的な結果も

大きく影響すると思われます。 

 
資産運用会社は、必要となる
組織面や業務面の再編の 
実施で厳しい時間的制約に
直面するものと思われます。 

 
 
 

要点： 
 

•  3 分の 2 以上（68％）が、AIFMD は EU のオル

タナティブ投資ファンド業界の競争を低下させる

と考えています。 

•  やはり 68％が、この指令によって、EU で事業

を行う EU 域外の資産運用会社が減少するとみ

ており、61％が AIFMD は自身のファンドの本籍

の選択に影響すると考えています。 

• 調査対象となった資産運用会社の 72％が、

AIFMD を事業の脅威と捉えています。 

• ファンド・マネジャーの懸念事項で上位を占める

のは、預託費用（84％）、委任（78％）、契約の取

り決めの変更、および市場ルート（67％）などで

す。 

 

 
• 小規模な資産運用会社、プライベートエクイ

ティ･ファンドおよび不動産ファンドは、AIFMD を

事業の脅威と捉え る強い傾向があります 。

AIFMD を事業機会とみなす企業は、規模が大

きく（運用資産残高が少なくとも 10 億ポンド）、

現在、オンショアの規制対象ファンドに重点を置

いている傾向がみられます。 

• 調査対象となった資産運用会社の 41％は、EU

パスポートを活用してファンドの販売を拡大する

意向があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIFMD に関するご質問は、あなたの地域の専門家にお問い合わせください。 
 

Belgium 

Caroline Veris 

Phone: +32 2 800 23 06 

cveris@deloitte.com 

 
Cyprus 

Charles P. Charalambous 

Phone: +357 22 360 627 

ccharalambous@deloitte.com 

 
Denmark 

Bill Haudal Pedersen 

Phone: +45 36 103 323 

bipedersen@deloitte.dk 

 
Finland 

Tommi Kemilä 

Phone: +358 20 755 5430 

tommi.kemila@deloitte.fi 

 
France 

Pascal Kœnig 

Phone: +33 1 55 616 667 

pkoenig@deloitte.fr 

 

Germany 

Dorothea Schmidt 

Phone: +49 69 971 37 346 

dschmidt@deloitte.de 

 

Malta 

Patrick Mangion  

Phone: + 23 432 000 

pmangion@deloitte.com.mt 

Ireland 

Mike Hartwell 

Phone: +353 141 723 03 

mhartwell@deloitte.ie 

 

Spain 

Rodrigo Diaz 

Phone: +349 144 320 21 

rodiaz@deloitte.es 

Italy 

Diego Messina 

Phone: +39 028 332 2621 

dmessina@deloitte.it 

 

Sweden 

Elisabeth Werneman  

Phone: +46 75 246 24 86 

ewerneman@deloitte.se 

Luxembourg and AIFMD 

EMEA lead 

Benjamin Collette 

Phone: +352 45145 2809 

bcollette@deloitte.lu 

Switzerland 

Corsin Derungs 

Phone: +41 58 279 6116 

cderungs@deloitte.ch 

Netherlands 

Bart Korteweg 

Phone: +31 882 884 351 

bkorteweg@deloitte.nl 

 

United Kingdom 

Stuart Opp 

Phone: +44 20 7303 6397 

stopp@deloitte.co.uk 
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最新ニュース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESMA がシャドーバンキングシステムに関する

グリーンペーパーに対する回答を公表 
 

欧州証券監督局（ESMA）は 2012 年 7 月 24 日、シャ

ドーバンキングシステムについての欧州委員会のグ

リーンペーパーに対する回答を公表しましたが、総じ

て、協議において同委員会によって表明された見解

や意見の多くに同意しています。 

 
ESMA は、同委員会が使用したシャドーバンキングシ

ステムの定義（すなわち、「正式な銀行システムの外部

の事業体および活動を伴う信用仲介のシステム」）に

概ね同意しているものの、定義では、セクター間で首

尾一貫したアプローチを取れるように、活動を実行する

事業体よりも実行される活動に重点を置くべきであると

考えています。 

 
事業体に重点を置くと、規制に基づく裁定取引のリス

クがあります。この点に関して、ESMA は、シャドーバ

ンキングシステムそれ自体ではなく、上場投資信託に

対して過度の重点を置くことは不適切であると考えて

います。 

ESMA は、シャドーバンキングシステムにはリスクがあ

るものの、それ自体が有害であるわけではなく、むし

ろ適切な規制と監督の必要性を示していると述べてい

ます。ESMA は、金融市場の様々なセグメントに関係

する監督者が協調して行う、より厳格な監視の必要性

に同意すると同時に、それとの関連で、「柔軟かつ進

化する枠組み」を持つことが必要不可欠であるとの考

えを示しています。 

 
ESMA は、証券貸付とレポ取引（MiFID の取引報告制

度には含まれていません）は、入手可能なデータがほ

とんどなく、「規制もほとんどあるいは全く課されてい

ない」ため、「監督者にとってある程度不透明である」

と示唆しました。ESMA の見解では、これらの問題は、

単独の取り組みまたは現行規制の強化を通じて、(i) 
より包括的な報告制度、および(ii)「EU における適切

かつ協調的な規制の枠組み」を確立することによって

是正が可能です。 

 
UCITS VI の影響 
 
欧州委員会が 2012 年 7 月 26 日に発表した UCITS

に関す る直 近の 諮問 書（ consultation paper） は、

UCITS 準拠商品の更なる強化、すなわち UCITS VI

に向けた次のステップとなるものです。同委員会は、

採用可能な方針の選択肢を探求するために、今回の

UCITS V の規制とはテーマ上区別される、異なる八

領域にわたり、業界のフィードバックを求めています。

重点は次の事項に置かれています。 

 

•  マネー・マーケット・ファンドに対する将来の規制 

•  効率的なポートフォリオ管理の手法 

•  店頭デリバティブのカウンターパーティリスク 

•  流動性のボトルネックを克服するための卓越した

ツール 

•  UCITS IV 指令に基づいて講じられた施策の改善 

 
欧州の既存ファンドセンターも、預託機関向けの EU パ

スポートの導入に対処しようとしていることから、それら

にとって、この諮問書は特に重要です。ファンドと預託

機関の本籍間の既存の結び付きが緩和された場合、預

託機関が目指す運営モデルに UCITS VI が大きな影響

を与える可能性があります。 
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IMD II、PRIP および UCITS V：消費者保護の強化に向

けた欧州の提案 
 

欧州委員会は 7 月 3 日火曜日、消費者保護策の一環と

して、リテール投資商品パッケージ（PRIP）、保険仲介者

指令の改訂版（IMD II）および譲渡可能証券の集団投資

事業の改訂版（UCITS V）の三つの提案を発表しました。 

 
IMD II および PRIP 
IMD II と PRIP の提案は、消費者保護を強化するため

に、保険商品とリテール投資商品の販売および開示に

関わる競争の公平化を目的とする規則を導入するもの

です。PRIP では、リテール投資商品に関わる開示規則

に対する取り組みがなされ、IMD II では、保険投資商

品、すなわち保険「PRIP」に関わる追加的な販売規則を

含め、保険商品に関わる販売および開示規則に対する

取り組みがなされています。 

 
いずれの提案も、保険市場やリテール投資市場のプロ

バイダーや販売業者にとって、重要な戦略上・業務上の

課題を突き付けるものです。IMD II は、その適用範囲の

拡大および事業運営や専門職業人倫理に関する要件の

強化を提案しています。PRIP は、投資商品を個人消費

者に販売する際の主要投資家情報文書（KIID）の導入を

提案しています。IMD II と PRIP は別個の提案であるも

のの、互いに関連しています。 

UCITS V 

UCITS V の提案は、UCITS に関連する預託機関の機

能、報酬の方針および罰則に関する規制および事務

管理規定を定めるものです。その目的は、消費者保護

を強化するために、投資ファンド市場における預託制

度に関連する諸規則間に存在する不一致を是正する

ことにあります。 

 
この提案には次の三つの要素が含まれています。 
 

• 預託機関の義務、責任および賠償責任の明確化

のほか、主にサブカストディアンのネットワークに

焦点を合わせた、業務および責任の委任に関わ

る一連の規則を含む新たな預託制度 

• 主要スタッフ（すなわち、シニア・マネジャー、リス

クテイカーおよび統制機能の行使者）の報酬を律

する規則 

• 罰則制度 

 

デロイトの規制戦略 EMEA センター（EMEA Centre for 

Regulatory Strategy）は二つの詳細な説明報告書を公

表しており、 

http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/industries/fin

ancial-services/centre-regulatory-strategy/index.htm

で閲覧可能です。 
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デロイトが収入と事業能力の点で
世界トップのコンサルティング企業
に選出される 

 
 
 

デロイトは 2 年連続して、ケネディのレポート「世界のコンサル

ティング市場」でマーケット・リーダーとして表彰されました。 
 
 
 

デロイトは、ケネディ・コンサルティング・リサーチ＆アド

バイザリーの「世界のコンサルティング市場、2011～

2014 年」において、2010 年の総収入および事業能力に

基づき世界トップのコンサルティング・プロバイダーに選

ばれたことを発表できることを喜ばしく思います。 
 

デロイトは、ケネディのレポートで評価対象とされた五つ

のサービス分野、すなわち戦略、業務運営、IT アドバイ

ザリー、人事および財務コンサルティング（全般に、財

務、リスク管理、監査および税務アドバイザリー・サービ

スを含みます）のすべてにわたり強力な事業能力を有

すると認められた唯一のコンサルティング・プロバイ

ダーでした。 

 

デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（DTTL）のグローバ

ル CEO、バリー・ザルツバーグは次のように述べていま

す。「デロイトは、マーケット・リーダーの組織とは、ス

テークホルダーに素早く対応し、質の向上とイノベーショ

ンを推進し、世界的な協力に対する決意が企業文化に

反映されている組織であると捉えています。デロイトが

ケネディによってコンサルティングのリーダー企業として

表彰されたことは、デロイトの専門スタッフが世界の顧

客関係に向けて提供した経験、価値、コミットメントの証

左です」 

 

DTTL グローバル・コンサルティングのマネジング・ディ

レクター、ジョン・カーは次のように述べています。「世界

は数多くの混乱要因によってリセットされ、各要因が企

業やセクター、地域によって異なる影響を及ぼしている

と言っていいでしょう。デロイトは、多様なニーズを持つ

多様なクライアントにサービス提供しています。デロイト

は、多種多様なスキルを結集するという比類のない能

力に基づいて、適切な時期に適切な場所で適切な人材

によって対応しています」 

 

主な内容： 

 

「クライアントへのサービス提供に向けたデロイトのアプ

ローチは、そのコンサルティング・サービスが戦略、業

務運営、IT、人事および財務コンサルティングの全分野

にわたっていることを示しています」 

「デロイトは、IT や業務機能における強みを背景とし

て、多くの経営幹部、特に COO（最高執行責任者）や

CIO（最高投資責任者）との間に強力な顧客関係を築

いています」 
 

「デロイトは積極的に人材基盤を拡大しており、厳格な

定量分析の博士課程の修了者やエンジニアリングや

業務運営に十分な経験を持つ「非伝統的」とみなされ

る人材の採用を増やしています。同社は、非伝統的な

採用者も含め、今後 5 年間に 25 万人の新規人材を

採用するという目覚ましい計画を立てています」 

 

DTTL クライアント・サービス・人事のグローバルマネジ

ング・ディレクターのロジャー・ダッセンは次のように述

べています。「私たちは、達成したことや、自身や他者

について設定した基準に強い誇りを持っています。し

かし、デロイトには『誇りに思うべきだが、満足してはな

らない』というモットーがあります。成功は業績だけでな

く、デロイトのクライアントや従業員、周囲の地域社会

に対するプラスの影響によっても計測されることを自

覚しているので、様々な側面で事業の発展とイノベー

ションを実現することを今後も大いに重視していきま

す」 

 

同レポートは、以下のようにデロイトの主な強みも浮き

彫りにしています。 

 

事業能力の高さ 

 

「デロイトのクライアント・サービス・チームやターゲッ

ト・チームは、たいていは競争相手が提供できず、クラ

イアント自身も検討したことのない事業上の問題（およ

びソリューション）を特定する幅広い能力を持つ専門ス

タッフを結集しています」 

 

「デロイトは、ワンストップ・ショップによる M&A のコン

サルティング・サービスをクライアントに提供することが

でき、それにより市場で差別化を実現しています。この

サービスには、デロイト社内の M&A アドバイザーやデ

ロイトのコーポレート・ファイナンス部門の利用提供が

含まれています」 
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クライアントの業務に向けたボーダーレスのアプローチ 
 

「デロイトは、国際チームと国内チームを組み合わせて

クライアントにサービス提供しています。その結果、世界

的組織が持つ業界の知識や専門知識に基づいて適任

者を迅速に任務に配置すると同時に、国内チームに依

拠してクライアントに密着した関係を維持することが可能

になっています」 
 

「デロイトは『As One（一致団結）』のアプローチによって

事業能力の広さと深さを達成し、顧客関係の強みおよび

世界的サービス提供モデルに含まれる、クライアントの

業務支援における首尾一貫性を向上させています」 
 

クライアントの事業上の問題に対する、的を絞った総合

的アプローチ 

 
「デロイトは、業種中心のアプローチを用いることによっ

てクライアントの事業上・機能上の課題に取り組んでい

ます。同社は、特定の業種や業種セグメントに的を絞

り、事業の具体的なダイナミクス、プロセスや技術のベ

ストプラクティス、規制要件および各セクターの推進力と

なる組織規律に関する徹底的な理解を組み入れたコン

サルティング・ソリューションを策定しています」 

「デロイトは、強力な業種中心の方針に加え、クライア

ントのニーズへの最善の対応に向けて、社内の業務

の枠を超えたグローバルな総合的サービスを市場に

提供しています。これは、各部門がサイロ化し、それ

が往々にして特定の地域のサービス提供に決定的影

響を与える、他のコンサルティング会社の通常のアプ

ローチを超えることを意図したものです」 
 

デロイトが、ケネディの年次レポート「世界のコンサル

ティング市場」で表彰されるのは 2 年連続のことにな

ります。デロイトは、ケネディのレポート「世界のコンサ

ルティング市場、2010～2013 年*」で、2009 年の総収

入に基づき世界トップのコンサルティング会社に選ば

れました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所: ケネディ・コンサルティング・リサーチ＆アドバイザリー、「世界のコンサルティング市場、2011～2014 年」。©ケネディ・インフォメーション LLC。許可を得て複製。 

* ケネディ・コンサルティング・リサーチ＆アドバイザリー、「世界のコンサルティング市場、2010～2013 年」。©ケネディ・インフォメーション LLC。許可を得て複製。 

* このプレスリリースで用いた「デロイト」は、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームを指します。 
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