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テューダー朝イングランドの著名な哲学者であり、詩人であり、政治家であったトマス・モア卿（Sir Thomas 
More）は「どんな季節でも頼りになる男（a man for all seasons）」と呼ばれていますが、私たちはこれが、私たち

の代表的な刊行物である「パフォーマンス」誌にふさわしいテーマであると考えました。本号の刊行はここ北半球

における春の到来と（少なくとも理論的には）重なりますが、これは当然ながら南半球において秋の訪れを告げる

ものでもあります―本号の基調寄稿は、その南半球から、南アフリカにフォーカスしたものとなっています。

デロイトの仲間たち、および美しいテーブルマウンテンの見える羨ましい立地を拠点とする価値ある外部寄稿者

の皆様が、アウトソースに関する継続的な議論―アウトソースすべきか否か―などの多様なテーマに関し考察し

ています。また、今後数十年間の中でも最も心躍る展望をもたらし、真の意味でアフリカ経済の持続可能な発展

の触媒となるであろう、アフリカにおけるプライベートエクイティ投資についての考察も大変興味深いものです。

その一方で、多くの欧州からの寄稿者が、フランス、ドイツおよび汎欧州レベルにおける財政的事項に焦点を合

わせているのは興味深いことです―これはそれ自体が、発展途上国世界から先進国世界への変化と、それに伴

い生じ得る複雑性および成長への影響を反映しています。

アジアからは、私たちの専門家が、最近のイノベーションが香港に（今回はピークの陰に隠れた人々に）これまで

にもたらした、または将来もたらし得る、より幅広い機会を検証しています。

季節の移り変わりも一年を通して変わらない要素があってこそ成り立ちますが、本稿では、公正価値算定の問題

およびオルタナティブ投資の見通しを私たちの米国の仲間とともに再検討しています。

最後に、皆様が、エンドレスにも思える規制変更についての情報を把握する一助となるよう、新しい「規制に関す

る予定表」のポスターを本号の付録として含めています。

本号に独創的で奥行きのある記事を寄せてくださった寄稿者の皆様に感謝申し上げるとともに、何よりも、本号

にあるようなソートリーダーシップの取組みに対する皆様の関心および継続的な支援に感謝申し上げます。

トマス・モアはこうも記しています―「全く新しいアイデアは、人間が知っている最も珍しいものの一つである（An 
absolutely new idea is one of the rarest things known to man.）」。珍しくとも未知ではない、私たちは正にそ

のようなアイデアの豊かな作物を、私たちの「どんな季節でも頼りになる「パフォーマンス」」が皆様にもたらすとい

うことに、皆様が同意してくださるであろうと確信しています。

楽しんでお読みいただければ幸いです。

ヴィンセント・ガバヌーア

（Vincent Gouverneur） 
EMEAインベストメント 
マネジメントリーダー

ニック・サンダル

（Nick Sandall） 
EMEA金融共同リーダー 

フランシスコ・セルマ

（Francisco Celma） 
EMEA金融共同リーダー 

はじめに 
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季節や地理を超えたテーマもあり、私たちは皆様が、高い評価を受けているウリ・グラベンウォーター（Uli 
Grabenwarter）氏によるインパクト投資に関する記事を私たちと同じように示唆に富むものと感じるであろうと確

信していると同時に、リクソーの寄稿者の皆様が解説するETFの継続的な前進、およびドイツのBNPパリバセ 
キュリティー・サービスの目から見た資産保護にも同様に興味を引かれるであろうと考えています。



「破壊的イノベーションとは、業界の確立されたリーダーにとって魅力的で

ない市場のある層に根付いた商品、サービスまたはビジネスモデルの形を

取った、技術的に単純なイノベーションである。」クレイトン・クリステンセン

（Clayton Christensen） 

投資運用およびそれに関連する市場は、驚くべき速さで破壊されつつあります。デジタルのテクノロジーおよび

イノベーションは、この業界にとっての重要な機会を生み出しています。伝統的な販売市場は課題に直面して

おり、私たちは変化に遅れを取らずについていく必要があります。

また、新興市場―およびそれらの良い点と悪い点―も、多くの投資運用会社が成長およびリターンの向上を追

求するにあたっての議題の上位にあります。現在の低い石油価格および関連する経済要因への影響は、機関

投資家主体の市場と小口投資家中心の市場の両方に様々な影響を及ぼしています。

アフリカにおける最近の動向としてナイジェリアの民主的選挙が挙げられますが、これによって同国経済がま

すます力強いものになることが期待されます。しかし、ケニアの大学におけるテロ攻撃は、その後の対応方法

によってはケニア経済に破壊的な影響を与える可能性があります。高い水準の若年者失業が及ぼす深刻な影

響は依然として成長への障壁となっており、こうした状況を背景として、市場は管理可能なリスク水準での持続

可能な成長を期待しています。

現在の環境は、効率的な資産運用を確実にするためのリスク管理の領域におけるテクノロジーのソリューションを

探る機会を提供しています。これは、未開拓の成長市場や商品を活用しながらも下振れリスクに対するプロテ

クションを提供する革新的な資産運用会社に恩恵をもたらすでしょう。

全面的に統合されたモバイルテクノロジーの販売リーチは、モバイルマネー市場を拡大させました。これはリテール

の投資市場にはまだ大きな影響を及ぼしておらず、長いプロセスとなるかもしれません。特に仲介モデルの支

援および追加的な販売チャネルへのアクセスの点で、市場のプレーヤーにとって、確かな利点が存在します。

イノベーションを重視する目的は概ね、新たな商品やサービスを通じた価値創造か、コスト削減または作業の

効率化でしょう。業界におけるトレンドは、バックオフィスの視点から見てより効率的になること、およびあらゆる

バックオフィスのリスクが投資家と当該事業の両方にとって確実に最小化されるようにすることです。

アフリカに焦点を合わせた本号の「パフォーマンス」誌は、興味深い読み物となるでしょう。本号は、アフリカ市

場にある機会を浮彫りにし、最新の課題についてレベルの高い知見を提供することを目指しています。

アフリカは広大な大陸であり、市場が開放され、規制がより厳格になり、成長率が、より確立された市場の成長

率を上回るようになるにつれて、無数の機会を提供するようになるでしょう。この市場への新規参入者は、今後

シェアを確保しようとするならば、油断してはならないでしょう。

私たちは混乱やイノベーション、その他あらゆる変化を目にすることになると思われ、このプロセスを通じて顧

客を導くことが私たちにとって重要なことです。

サイモン・ラモス

（Simon Ramos） 
編集主幹

ディニッシュ・ムニュ

（Dinesh Munu） 
南アフリカインベストメント・

マネジメント共同リーダー

アンドレ・ルソー 

（André Rousseau）
南アフリカインベストメント・ 

マネジメント共同リーダー 

編集主幹から 

連絡先：

サイモン・ラモス

（Simon Ramos） 
パートナー 
アドバイザリー・コンサルティング担当

デロイト･ルクセンブルク

（ Deloitte Luxembourg ） 
560, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

Tel: +352 451 452 702 
Mobile: +352 621 240 616 
siramos@deloitte.lu 
www.deloitte.lu 
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本号が、皆様にとって「破壊的な」読み物になれば幸いです。
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巻頭

インタビュー

アウトソース

すべきか否か

アンドレ・ルソー

（André Rousseau） 
ディレクター

アドバイザリー

デロイト

ヤニナ・コッツェ

（Janina Kotze） 
シニアコンサルタント

ファイナンシャル・サービス

デロイト

ロス・フィッツチャールズ

（Ross Fitzcharles） 
シニアコンサルタント

ファイナンシャル・サービス

デロイト

投資運用業界における多くのプレーヤーにとって

重要な質問は、その中核的な事業のみに集中し

おそらく管理をアウトソースすべきかです。



アウトソーシングは、企業のビジネスプロセスを第三者または外部の機関に委託し、人件費の削減や品質の向上から商

品およびサービスのイノベーションに至るまでの恩恵を活用するプロセスです。このトピックについて市場で熱い議論が続

けられてきたのには、多くの様々な理由がありました。インソーシングするにせよアウトソーシングするにせよ、事業の効

率性に、さらには損益および関連する統制の議論に直接的な影響を及ぼします。デロイトは、アウトソーシングモデルに

関する考え方を理解するため、南アフリカのあるアウトソーシングアドミニストレーターにインタビューを行いました。加え

て、全体像をより深く理解するため、ある資産運用会社と議論しました。

アドミニストレーターへの質問

資産運用会社の視点から見たアウトソーシングの思考プロ

セスに影響を及ぼす諸要因を私がランク付けするならば、

第一に中核的な内部機能の重視の強まり、第二に規模の

恩恵の活用可能性、第三にテクノロジー間接費などの業務

コストの削減を挙げるでしょう。資産運用会社はブランド、

商品および販売に集中すべきです。アウトソーシングプロ

バイダーは川下のオペレーション、テクノロジー、インフラお

よび人員に集中します。

一部の顧客は、投資家と

の関係をアウトソースする

ことを期待しています

2. リスクのアウトソーシングが、企業がアウトソー

スする主な理由の一つになっていることについてど

のような見解を持っていますか？ 
アウトソースする際、不正確な処理のリスクおよび説

明責任がアドミニストレーターに移転することは本当で

す。しかし、アドミニストレーターはこのリスクの価格を

料金表に含めなければならず、よってアウトソースされ

ていても、依然として資産運用会社はリスクに関連す

る一定のコストを負担しています。

この質問に完全に答えるためには、業界がどのように

分かれているかを理解することが重要です。機関アド

ミニストレーターと大手のリテール／ファンド会計会社

が存在します。リテールまたはファンド会計会社の法

的責任は大きく、これはあるファンドの価格を誤った場

合、当該事業にとって潜在的に大きな法的責任につな

がることを意味します。このレベルのリスクを軽減する

ため、適切なバランスシートを持つ必要があります。機

関アドミニストレーターの法的責任ははるかに小さいも

のです。それは取引のエラーに限定されており、最大

のリスクはプラットフォーム事業にあります。モデルポート

フォリオの調整プロセスに関連する法的責任は純粋な

管理の法的責任より大きいものですが、投資家ごとの

レベルであるため、これも数億に及ぶわけではありま

せん。また、現金取引に関して不正確な分配および支

払いが行われる可能性がありますが、これは回復可

能であり、したがって法的責任は限定的です。

アウトソーシングがリスクをアウトソースしたいという目

的で行われる場合、適切なバランスシートおよび包括

的な保険の補償を持つアウトソーシングプロバイダー

を探すのが最善です。
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1. 企業がそのバックオフィスのオペレーションをアウトソー

スする主な理由として挙げられるのは何でしょうか？ 
アウトソースはコスト削減を目的として行われていると言え

ますが、これは主な理由の中の3番目に過ぎないでしょう。

他の2つの主な理由は、資産運用会社がより大きなスキル

の高い人材プールを活用できるなどといった規模の恩恵を

享受するため、および資産運用会社がその中核的な機能

に集中することを可能にするためでしょう。



3. 多くのプロバイダー選定プロセスは正式な情報依頼

書（Request For Information：RFI）および提案依頼

書（Request For Proposal：RFP）の手続を踏み、顧

客は潜在的なプロバイダーの長いリストから始まって、

適切なデューデリジェンスを実施した上で、意思決定を

行います。 

a) 貴社が顧客に提供する主要な「付加価値をもたらす」

活動とは何でしょうか？ 
b) 貴社はどのように他のアウトソーシングプロバイダー

との差別化を図っていますか？ 
「付加価値をもたらす」要因、または差別化要因は、何より

もまず市場における私たちの評判です。私たちは何よりも

まず、約束したことを実行するよう懸命に努力しています。

その他には、私たちが自社のテクノロジーを社内に保有し

ていること、つまり、私たちの顧客はテクノロジーに対して

逐一の課金がされないということや、事業の規模、会社の

実績、品質の高さ（すなわち、エラー率の低さ）などがあり

ます。また、私たちは品質についての十分な自信を持って

いるため、価格ではなく品質を基準に他社との差別化を評

価しています。私たちのエラー率は、ユニット型投資信託の

顧客については0.5％未満、プラットフォームの顧客につい

ては1.5％未満です。 

c) 投資運用会社のバックオフィス業務のアウトソーシン

グを成功させるために重要な分野はどのような分野で

しょうか？ 
資産運用会社のビジネスモデルは最も重要な側面の一つ

です。投資商品およびブローカーとの関係の複雑性を理解

し、注意深く考慮しなければなりません。顧客との関係も鍵

です。重要なコミュニケーションの接点を特定し、適切な変

化と全面的な移行を推し進めます。もう一つは純粋なデー

タです。データの変換は、確実に良いスタートを切れるよ

う、正確かつ精密でなければなりません。

最後に、統合を挙げたいと思います。これは顧客に提供さ

れる「ブラックボックス・ソリューション」の一部として極めて

重要です。最近、顧客はこのボックスに、すべてのトランザ

クションが行えるウェブサービス、銀行システムやその他の

グループ会社等との統合、ならびに顧客の大規模なブロー

カー基盤とのコミュニケーション（フラットファイルを取り込む

ためのコミュニケーションなど）が含まれることを期待するよ

うになっています。

4. 見込み顧客が検討する主な考慮事項の一つは、

アウトソーシングプロバイダーがシステムの改善や

プロセスのイノベーションへの投資に費やす資本の

金額です。 
a) 年間予算の何％を、システムの改善やプロセスの

イノベーションに費やしていますか？ 
この質問に答えるためには、システムの改善やプロセス

のイノベーションの予算として割り当てる収益の割合を

決める際は、規制の変更の影響を考慮する必要がある

ことを理解することが重要です。規制の変更に伴うプロ

セスやテクノロジーの変更には多くの費用がかかりま

す。もう一つの重要なことは、十分な売上を生み出すた

めに必要な投資のボリュームであり、私たちは毎年売上

の5％から10％をシステムの改善およびプロセスのイノ

ベーションに投資しています。

b) システムおよびプロセスのイノベーションへの投資

に関して、リターンまたはコスト削減をどのように測

定していますか？ 
コスト削減を測定することは、同じまたはより少ない人数

でより多くを達成できるかということの最初です。これは

コストの縮小および収益アウトプットの増加をもたらすで

しょう。しかし、これを実現するためにはアドミニストレー

ターは、ストレート・スルー・プロセッシング（Straight 
Through Processing：STP）を採用し、シームレスな統

合および自動化に投資し、反復的な重複する手作業の

介入を排除しなければなりません。イノベーションを実現

できれば、考えられる直接費および間接費を含め、シス

テムの所有にかかる合計コストをさらに削減することが

できるでしょう。
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6. 一般に、a) 取引上のエラー、および b) 評判の失墜

に関して、アウトソーシングのサービスプロバイダーは

どのような法的責任を負っていますか？ 
アウトソーシングプロバイダーは、契約条項において常に

その法的責任を限定すべきです。私たちは自社の第三者

に対する法的責任を契約で除外しており、したがって直接

的な資産運用の顧客のみが当社に対する遡及権を持ちま

す。遡及金額には上限があり、年間フィーの50％から

100％に関連付けられています。 

5. これまでになく規制上のペナルティが厳しい時代とな

り、資産運用会社がアウトソーシングのサービスプロバ

イダーのオペレーションを効果的に監視および監督する

ことが重視されています。 
a) 貴社は、資産運用会社による貴社のビジネスプロセ

スの監視を負担に感じていますか？ 
私たちは、提供するサービスすべてに透明性および信頼が

なければならないと考えています。したがって、これは負担

ではなく、競争優位性を磨ける分野であるとみなしていま

す。

b) 効果的な監視および監督モデルを資産運用会社に

提供するために貴社に要求されるものは何でしょうか？ 
私たちは、客観的なレビューおよび適切な内部統制を通じ

て顧客に安心を提供しています。これは、質の高い内部監

査、外部監査の透明性、および内部統制基準の遵守を通じ

て強化されています。私たちの内部監査は包括的かつ客観

的であり、このことはこれらの内部監査が私たち自身の内

部監査チームではなく、私たちの顧客が提供する監査チーム

によって実施されていることからも明らかです。

c) 貴社はこの関係をどのように管理していますか？ 
私たちはこれを、全面的な透明性を提供し、顧客と「全面的

な信頼」関係を確実に構築することによって管理していま

す。私たちは、信頼関係を支える質の高い監査を確実行う

ためにあらゆる努力を払っています。私たちは監査人に、優

れた業界の知見と当社の知識を持つことを要求しており、こ

れを継続してゆくことを目指しています。

7. 特にファンド管理に特化していると謳っているアウト

ソーシングプロバイダーの場合、適切なスタッフを見付

けるのは難しいことのように思われます。 
a) 貴社の事業のために経験豊富なスタッフを見付け、

維持するのは、どの程度難しいことでしょうか？ 
市場における現在の供給状況は良好ですが、同時に、リソース

が過去と比べて今日はるかに高い資格を有していることは

明らかです。平均的なアドミニストレーターはかつては高校

卒業者でしたが、今日ではより高い学歴を有しています。

それに伴い、スタッフからの期待も高まってきています。よ

り新しい、より若い世代のリソースは、場合によっては他へ

移籍するための十分な経験を積むために短期間で高い成

果を上げる目的でアドミニストレーターに入社して来るた

め、彼らを維持することはより難しくなってきています。私た

ちは雇用主として評判が良いため、良いリソースを極めて

容易に取り込むことができます。これは主として、スタッフ

が多くのことを短時間で学習できるからです。その主な代

償は、大手の銀行はこれを知っており、スタッフが経験を積

むと必ず彼らに職位をオファーして来ることです。

8. アウトソーシングを検討するであろう顧客の運用資

産（assets under management：AUM）はどの程度

でしょうか？ 
アウトソースしようとする顧客の運用資産の金額は様々で

す。ただし、アドミニストレーターがサービスを提供できる顧

客には、必要最低金額が存在します。概算で言うと、私た

ちが行う業務は、AUMが500億ランド未満の顧客とAUMが

500億ランド超の顧客の割合はほぼ半々です。 

9. 貴社の様々な顧客から判断すると、採算性を確保す

るためには何件の取引が必要でしょうか？ 
取引の厳密な件数は顧客によって異なりますが、一般的な

目安としては、関係が始まってから18カ月以内に利益が生

まれない場合、コスト、リスクおよび法的責任を再評価すべ

きです。
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10. 貴社の料金体系とAUMに応じて手数料が発生す

る（AUMフィー）料金体系との共通点と異なる点を教

えてください。 

にAUMフィーを支払うことに消極的な資産運用会社も増

えてきています。

11. 顧客が信じていると貴社が感じる誤った通念や、

誤った認識による課題にはどのようなものがあります

か？ 
顧客のなかには、「アウトソーシングはもっとずっと安くな

る」と信じている単純な顧客もいます。しかし、一部の直接

的な管理コストは削減されるものの、必ずしも安くなるとは

限りません。それでもなお、資産運用会社はアウトソーシング

を通じて間違いなく多大な価値を獲得できます。顧客は、

アウトソーシングが自身の現在の複雑なプロセスを即座

に単純化してくれると信じています。彼らは、社内で管理

を行っていた時に直面した試行や苦難を忘れて、自身の

諸問題をアウトソースしようとします。人間の介入の回数

が増加すると、ある時点でエラーをもたらしたり、複雑性を

生み出したりする可能性があります。

また彼らは、オペレーションをアウトソースすることが自身

のテクノロジー投資のコストを消滅させるであろうと信じて

います。これは正しくありません。顧客はテクノロジーを物

理的に所有・維持するわけではありませんが、テクノロジーへ

の投資は常に存在するでしょう。これにより、顧客は他の

企業がテクノロジーのために支払う金額のほんの一部を

支払うことになります。

また、先に挙げた通念に加えて、アウトソースを受託した

プロバイダーと顧客の間にはいくつかの課題があります。

プロセスは、追加的な複雑性や制約にかかわりなくより速

くなるはずだという顧客の期待は、不合理なものになりま

す。顧客は商品の管理をアウトソースする一方で、その保

管は続けますが、かかる商品の管理をめぐる複雑性を自

身で完全に理解していないのです。

一部の顧客は、投資家との関係をアウトソースすることを

期待しています。たとえば、プラットフォーム商品は複雑な

販売チャネルを有しており、かかるチャネルはカスタマイズ

されたアプローチおよび特別な注意を要します。これは引

き続き資産運用会社の責任となっており、それにより投資

家との関係を発展させます。

12. 顧客がアウトソーシングに移行する際に対処する

必要のある、主要な問題・犯しがちなミスにはどのよう

なものがありますか？ 
端的に言えば、顧客はこれまでのやり方と決別するのに

苦労します。社内で行われていた管理方法は、アウトソース

することで変化します。したがって信頼関係を構築しなけ

ればなりません。適切な人による責任の所有や、重要な

意思決定権が与えられる適切なレベルをめぐっても、犯し

がちなミスが存在します。アウトソーシングへの移行は、

ビジョンを持った人々および改革の旗振り役を必要としま

す。さもなければ、プロセスおよびシステムは元と同じ結

果を（そもそもその結果を変えるためにアウトソースすると

いう決定をしたのにもかかわらず）生み出すようにカスタマ

イズされることになってしまいます。大抵、変化は、あまり

にも低いレベルにおいて、または企業の戦略的成長に意

識が向けられていない個人によって所有されます。最後

に、アウトソーシング契約が顧客の期待に確実に沿ったも

のとなるよう、アウトソーシングの決断の背後にある理由

を理解することの重要性を強調しておきたいと思います。

私たちは様々な経営者層や担当者らと良い関係をはぐく

んできました。私たちは統制および透明性を標準として提

供しています。顧客の機密保持およびデータのセキュリティ

は私たちが多額の投資を行ってきた分野であり、極めて重

要な問題として捉えています。私たちは様々なデータ介入およ

びスクランブリング手法、侵入テスト、サイバーセキュリティ、

IT監査、データの監視などを採用しており、この分野にお

いて時代を先取りしていると考えています。
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私たちは、主な収入源としてAUMフィーを請求しているわ

けではありません。AUMフィーはオペレーションの複雑性

によって必要とされる場合にのみ請求しますが、これはプ

ラットフォーム商品に関連する場合が多いです。ますます

標準化されつつあるユニット型投資信託事業においては、フィー

は取引ベースです。その理由は、私たちのリスクが取引

ベースである、すなわち売買を実行するために要求される

人員数およびテクノロジーの量に基づいているためです。

また、取引当たりのコストを最小化することに熱心なため



13. 運用の管理のアウトソーシングに対する最大の脅威

は何であると考えますか？ 
私は管理のアウトソーシングプロバイダーに対する最大の脅

威の一つは、いずれオンラインのスイッチ一つだけになるよう

な、テクノロジーの自動化であると考えます。データ処理ハブ

は、自動化の水準が低く市場によるテクノロジーの取込みが

遅い場合にのみ生き残ることができます。資産運用会社およ

びブローカーはまだ、電子的チャネルを全面的に活用し、手

作業のフォームやOCRなどの手作業のプロセスを排除する

ほどの価格の圧迫があるとは感じていません。また、その他

の専門テクノロジーは、複雑な規則ベースの環境において意

図されたほど良好に機能しません。テクノロジーと密接に関連

するもう一つの脅威はストレート・スルー・プロセッシング（Straight 
Through Processing：STP）です。STPは取引当たりのコスト

を劇的に削減しますが、電子データのフィードチャネルに依存しま

す。

管理のアウトソーシングに対する脅威とは別に、投資運用業界

全体は、ある重要な脅威である、「新たなお金を稼ぐこと」にも

目を向けています。現在、競争の激化とともに解約率は上昇す

る一方であり、競合企業はお互いの投資家を奪い合っていま

す。投資家は、不活発な市場における限定的なパフォーマンス

のためにますます多額の乗換フィーを支払っています。「現在

銀行を利用していない」人々が投資していないのであれば、「新

たなお金」はどこからやって来るのでしょうか？

市場の選好度に関して述べるとすれば、ユニット型投資信託

（ミューチュアルファンド）の管理のアウトソーシングに対する

選好度は、プラットフォーム商品に対する選好度と比べてはる

かに高いことは注目すべき点です。ユニット型投資信託の管

理は独立企業間の活動とみなされており、販売は複雑ではあ

りません。商品を売るのは、むしろファンドおよびファンドの

パフォーマンス管理です。リンクド・インベストメント・サービス・

プロバイダー（Linked Investment Service Provider：LISP）

（さまざまな集団投資スキームに投資する機会をワンストップ

で提供する会社）業界は未成熟であり、多くの古い複雑な投

資商品が依然として市場に存在し、管理の標準化を極めて困

難なものにしています。これは当該機能をアウトソースしよう

とする意欲を減退させます。世界の新たなLISPが活動し始め

るにつれて、LISPの管理のアウトソーシングに対する選好度

も高まるでしょう。

資産運用会社への質問

1. オペレーションやネットワークの発展を目指す資産運

用会社にとってアウトソーシングは実行可能な選択肢で

すが、これが正しい選択かどうかを判断するにあたり考

慮すべき多くの側面があります。 
a) 資産運用会社がアウトソースするかを決定する際に

考慮すべき主な障壁には何がありますか？ 
第一に、小規模な資産運用会社は自身のファンド管理を運

営するためのインフラに投資できる資本を持っていないた

め、実際には選択の余地はありません。また、適切なスタッフ

を採用することも難しく、資産運用会社が遠隔地に立地して

いる場合、必要な専門知識を持つ適切なスタッフを取り込む

ことは困難になるでしょう。大手の資産運用会社はアウト

ソーシングと同じコストで実際にファンド管理を実施すること

ができますが、アウトソーシングを選択する理由はコストで

はなく中核事業へ集中するためでしょう。

b) 貴社はなぜアウトソーシングを検討したのですか？ 
決済や取引などをめぐる標準的なプロセスによって、アウト

ソーシングは注目のトピックとなりつつあり、アウトソーシング

プロバイダーは実際にこれらのコモディティ型のサービスに

特に焦点を合わせています。アウトソーシングプロバイダー

はこれらのサービスを効果的に実施するための専門知識を

持っており、それにより私たちは中核事業に集中することが

できるという期待があります。また、リソース、研修、システム

のアップグレードなどに資本を支出しなければならないこと

も、これらの機能を社内に維持した場合の労力や資本的支

出と、そこから得られる実際の恩恵について改めて比較検

討する要因になっています。これらは重要な事柄への集中

を単に逸らすだけの不必要な問題です。

c) 貴社がアウトソーシングプロバイダーを選定する際に

注目する主な方針は何でしょうか？ 
アウトソースされた際に私たちの中核的な事業が影響を受

けてはならないことから、主な方針の一つは間違いなく、

アウトソーシングプロバイダーの業務モデルを受け入れると

いうことです。同じく重要なのは、規制の変化に対するアウト

ソーシングプロバイダーの適応能力、およびアウトソーシング

プロバイダーが規制当局によって課された突発的な変更に

どの程度効果的に対処できるかです。
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プロセスの透明性は、それにより私たちとアウトソーシング

プロバイダーとの関係の有効性や、特注プロセスについ

て交渉できるかどうかが決まるため、極めて大きな役割

を果たします。最後に、私たちはアウトソーシングプロバイ

ダーのスタッフの経験や、アウトソーシングプロバイダーが

スタッフを維持する能力にも（これが課題であることを私た

ちは経験から知っているため）注目しています。

2. 資産運用会社のために良く開発された支援サービス

は、能力を活用し、コストを削減し、機動性を高めるこ

とで、持続可能な事業価値を提供します。 
a) 10点満点で言って、貴社の社内の支援サービス

（バックオフィスの処理）は、どの程度効果的および効

率的ですか？ 
私は10点中5点を付けますが、これは主としてファンド管

理の取扱いのリスクを高める特別な管理の複雑性のた

めです。問題に対処するために作り出す必要のある様々

な特注のプロセスおよび回避策が存在し、これもリスクお

よび複雑性を高めています。

b) 貴社のバックオフィスの支援サービスは真に持続

可能な事業価値を提供していますか、それともこれは

むしろ貴社にとって負担（コストセンター）となっていま

すか？ 
ファンド管理の多くは標準化され、中核事業を支援してい

ますが、古く弱いシステムに関して作り出される特注のプ

ロセスは、最終的に事業にとって負担となっています。

先に述べたとおり、すべてのバージョンおよびアップグレード

を最新の状態に保つには多額の資本的支出が必要とな

り、これは中核事業への集中を阻害し、最終的にアップグ

レードしないという意思決定が行われることにつながる可

能性があります。それが今度は川下の問題および複雑性

を生み出し、最終的に支援サービスを負担またはコスト

センターに変えてしまいます。

3. これまでになく規制上のペナルティが厳しい時代と

なり、資産運用会社がアウトソーシングのサービスプ

ロバイダーのオペレーションを効果的に監視および監

督することが規制の焦点となっています。 
a) アウトソーシングのサービスプロバイダーのオペレー

ションを監視するために、貴社はどのような効果的なリス

ク測定および社内プロセスを実施していますか？ 
全体的な法的責任は依然として資産運用会社としての私

た ちにあるた め 、金融サービス 理事会（ F i n a n c i a l 
Services Board：FSB）は、アウトソーシングプロバイダー

を監視するために私たちが十分なプロセスを整備すること

を要求しています。ここでも、アウトソーシングプロバイダー

を監視するための十分な経験を持つ適切なスタッフを採用

するために、追加的な資本的支出が必要となります。ヨハ

ネスブルグにおける競争は激しいため、主要な課題は適

切なスタッフを採用および維持することにあります。これら

のプロセスを監視および監督するための適切な経験を持

つスタッフや十分な人数のスタッフを持たなければ、厳格

な監視および監督のプロセスを欠くことになってしまうで

しょう。

要点： 

アウトソーシングを決断する戦略上の理由は以下のとおりです。 

• 中核的な活動へ集中できるようにし、主要なリソースを中核的な活動に向け直すことを可能にする

• 既存のアウトソースされたソリューションプラットフォームと連携させ、業務の効率性向上への扉を開けることを

目指す

• 新たなテクノロジーの使用可能性やそれらへの移行を加速させる

• 間接費および特定の直接費の引下げによるコスト削減の可能性

• スタッフ配置の柔軟性および資産運用会社が必要とする人材の不足を軽減する可能性

• プロセスの視点から見たリスク管理のアウトソーシングの可能性。ただし、レピュテーショナルリスクと顧客リス

クは依然として顧客と接する資産運用会社とウェルスプラットフォームの責任となる。

誤った通念には以下のようなものがあります。 

• アウトソーシングは資産運用会社のすべての内部問題を解決してくれる

• アウトソーシングは常に節約になる

• アウトソーシング会社は常に資産運用会社よりも適切に機能を実施してくれる

アウトソーシングする際の意思決定は適切な理由に基づいて行われるべきであり、かつ必ず厳格なベンダー選

定プロセスを通じて管理されるべきです。確実に信頼できるビジネス関係を築くため、この関係は全面的に協力

的かつ透明であるべきです。アウトソーシングには多くの利点がありますが、全面的に合意された説明責任の 

メトリクスによる測定可能な統制を実施しなければ、それらは容易に失われてしまう可能性があります。 
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アフリカにおける

プライベートエクイティ投資
ディニッシュ・ムニュ

（Dinesh Munu） 
パートナー

監査

デロイト

トワレブ・バトンキー

（Twaleb Butonkee） 
パートナー

監査

デロイト

ラビンダー・シカンド

（Ravinder Sikand） 
ディレクター

ファイナンシャル・アドバイザリー

デロイト
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ドが誕生した1980年代半ばまでさかのぼります。プラ

イベート・エクイティ・ファンドの足跡は時間とともに増

え、南アフリカから出発し、今ではほぼアフリカ全域で

確認することができます。

アフリカにおけるプライベートエクイティは、南アフリカ

に拠点を置き、かつ南アフリカに特化した最初のファン



アフリカの経済成長予測は相対的に高い水準を維持する

と予想されており、世界各地の投資家の間では関心が高

まっています。投資家はアフリカにおける数少ない利用可

能な取引を追いかけており、2桁の成長率および投資に対

する超過リターンを期待しています。

アフリカは間違いなく重要であり、かつ多くの投資家の頭

の中にあります。それにもかかわらず、世界銀行によれば

現在アフリカ大陸で2番目に大きい経済である南アフリカ

は、今後多数の難しい経済的な課題に直面すると予想さ

れています。

南アフリカ経済のGDPの潜在的成長を妨げている要因

には、コモディティ価格、労働政策、電力、鉄道インフラ、

技術的に高度な製造セクターの不在などがあります。

 
また、アフリカ最大の経済国であるナイジェリアの、延期

されている選挙の準備に関する不確実性、ならびにボコ・

ハラムの脅威、経済における漏出（預金・税金・輸入）お

よび石油価格の下落は、経済成長に大きな悪影響を及

ぼす可能性があります。

ガバナンス構造および規制環境が改善する中で、プライ

ベートエクイティに対して、アフリカにおけるインフラの欠

乏を解消するよう求める声が高まることが考えられます。

インフラは、ファンドのリスク・リターン特性を分散させるた

めの質の高い資産とみなされています。

15 

ミドルクラスの成長、可処分所得の増加および原油価格の

下落が、法人セクターおよびリテールセクターを刺激して

います。これは、インフラ―輸送、電力、通信ならびに政府

の側における社会および福祉インフラを含む―への投資

の必要性と相まって、投資家やプライベート・エクイティ・

ファンドが、真の成長と持続可能なリターンを獲得できる機

会が存在すると考える地域となっています。



プライベートエクイティはアフリカにおいてどのように機能

するか？

アフリカにおけるプライベート・エクイティ・ファンドは一般

に出資約束・実行モデルに従っていますが、これは投資

家がファンドの設定時に特定の資本のプールを出資する

ことを約束し、投資案件が特定されたかまたはコストが発

生した際にのみプライベートエクイティ運用会社に現金を

送金するよう要求されることを意味します。

運用会社に実績と評判があると、資本調達のプロセスが

促進されます。

資金が調達されると、運用会社は5年から10年の期間に

わたって特定したポートフォリオ企業に投資します。資産

の特定および購入後の目標は、5年から7年の期間にわ

たって企業の価値を高めた上で、当該資産を当初支払っ

た額よりはるかに高い価格で売却することです。ファンド

の目標リターンは一般に、ファンドの期間全体にわたり

20％から30％です。このプロセスにおいて、資本の効率

性を確保するため、何らかの形のレバレッジが活用され

ます。

これらのファンドは一般に、ファンドの運用期間中、投資

資産を売却するたびに資本を償還します。

プライベート・エクイティ・ファンドの運用会社は、当該資

産クラスの低い流動性および高いリスクに見合う正味リ

ターンを投資家に提供する必要があります。

重要なことは、そのプライベートエクイティのインセンティ

ブモデルにより、投資家とファンド運用会社の間で利害の

調整が図られることです。ファンド運用会社は、投資家が

その投資元本と目標リターンを受け取ってはじめてファンド

のリターンを受け取ります。つまりファンド運用会社は一

般に、ファンドの運用期間の終わりにおいて初めてその

利益の分配を受けるということです。

長期間にわたって流動性の高いベンチマークを上回る必

要があることと、このインセンティブ構造により、ポートフォリオ

企業を根本的により優れた事業に育て上げるうえでの投

資家、ファンド運用会社、およびポートフォリオ企業の経

営者の利害が一致する優れた所有モデルが実現します。

業界の状況

南アフリカ

より多くのファンドがケニアおよびナイジェリアに向かって

おり、南アフリカはもはやアフリカのプライベートエクイティ

会社に選ばれる投資先ではありません。

実際に、南アフリカの企業も成長およびリターンを求めて

北へと向かっています。南アフリカのプライベートエクイティ

会社の中には、アフリカのその他の地域において何らか

の牽引力または機会を持つ投資先企業に目を向けてい

るところもあります。

それにもかかわらず、この資産クラスによって提供される

リターンは、上場株式および債券に対するリターンよりも

高い水準を維持しています。それだけでなく、この市場

は、プライベートエクイティ業界に継続的に機会を提供す

る洗練された市場です。

南アフリカについてもう一つ言えることは、資金調達が再び

極めて容易になっているようであり、ジェネラルパートナー

（General Partner：GP）は現地の年金基金、保険会社、

資産運用会社さらには他の地域の投資家の支援を受け

てそのファンドを成立させられるということです。優れた実

績を持つジェネラルパートナーは、より長い時間がかかった

ものの、そのファンドを成立させてきました。

過去24カ月間の課題は、売り手とプライベートエクイティ

会社の両方に価値を提供するような資本の利用や投資

案件の特定でした。プライベートエクイティ会社は、取引を

行う意味のあるような超過リターンを獲得できる投資を行

うことができていませんでした。買い手と売り手の間の価

格差は大き過ぎました。これはここ6カ月から12カ月間の

うちに改善され、数件の投資が行われました。

また、投資先企業における価値の創造および成長を確実

にするため、取引の構造およびレバレッジの規模もより重

要になっています。
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南アフリカのプライベートエクイティ業界はますます安定し

確立されたものとなっていますが、一部のポートフォリオ

企業は、東アフリカおよび西アフリカにおいて期待リターン

を達成できていません。



ジェネラルパートナーは現在、長期的な価値を引き出すた

め、より多くの時間を投資先企業のハンズオン支援（経営

参加）に費やすようになっています。彼らは、投資先企業

に戦略的方向性、資本、および成長機会を提供すること

を目指しています。

また、インフラ関連の資産がより重視されるようになってい

ます。大手の年金基金はより洗練されてきており、インフラ

の成長および持続可能なエネルギー・プロジェクトに係る

政府の取組みを支援することを目指しています。また、

インフラ債および関連する短期金融市場の資産も、優れ

たリターンおよび安全性を提供する資産クラスとして魅力

的です。

これは、持続可能な資産クラスの成長を刺激し、資産配

分についてのよりアクティブなインプットを提供するであろ

う資産クラスへの投資に対し、好影響を及ぼしています。

もう一つの興味深いトレンドは、リミテッドパートナー

（Limited Partner：LP）による特定の投資先企業への直

接投資です。これは、GPとLPの間でスキルおよび経験の

移転が行われるという点において好影響を及ぼしていま

す。LPは、従来持っていなかったスキルセットを構築して

います。

また、ファンドおよびGPは、出資約束および自身のバランス

シートを効率的に管理すると同時にその収益源を多様化

するための他の方法にも目を向けています。

アフリカは間違いなく重

要であり、かつ多くの投

資家の頭の中にあります
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これには投資が行われるセクターの成長、雇用の創

出、および経済へのその他の刺激を伴うため、アフリ

カ経済の成長にとっての好ましい副産物があることは

明らかです。

東アフリカ

新たな投資は、消費者主導のセクターにおける成長中の

中小企業（SME）をますます標的とするようになっていま

す。投資対象としては、インフラ、不動産、医療、アグリビ

ジネスおよびグリーンエネルギーが挙げられます。加えて

プレーヤーは、規制の変更（特にケニアにおける）により、

資本の源泉としての年金基金へのアクセスがどのように

開放されるかに注目しています。プライベートエクイティの

プレーヤーは、専門家の団体を設けることの重要性を一

貫して強調してきました。投資家は、統一された意見、な

らびに現場での投資の機会や実態に関する知見を共有

するための手段を望んでいます。この点において実施さ

れた取組みの一つは、東アフリカベンチャーキャピタル協

会（East African Venture Capital Association：EAVCA）

の創設です。

所得の増加によりアフリカの年金基金の資産ベースは成

長しており、今後も成長すると見込まれるため、これらの

プレーヤーは、自身のポートフォリオの多様化のため、伝

統的な資産クラス以外にも目を向けるようになると思われ

ます。プライベートエクイティが長期に渡ること（ファンドの

一般的なライフサイクルは8年間から10年間）を踏まえる

と、この資産クラスは当然の選択です。基金の加入者の

資産を保護するための健全性要件、ならびに資産クラス

としてのプライベートエクイティのリスク、リターンおよび流

動性を管理するための自信は、年金基金がプライベート

エクイティ会社に資金を配分する際の重要な考慮事項と

なるでしょう。

より発達した市場においては、プライベートエクイティおよ

びヘッジファンドは健全性規則ではオルタナティブ資産

クラスに分類され、現在アフリカにおいて行われているの

と比べてはるかに高い資産配分を受けています。

アフリカのいくつかの国は、より高い比率の資産をオルタ

ナティブクラスの投資（たとえば、プライベートエクイティお

よびヘッジファンド）に配分することを可能にする年金基

金の規制の変更を経てきました。また私たちは、プライ

ベートエクイティおよびヘッジファンド市場に係る規制強化

を目にしてきました。

多くのプライベートエクイティ会社は、資金調達、投資の展

開、投資家企業への戦略的指針の提供、厳格なマンデート

および十分な投資管理ならびにデューデリジェンスにおい

て洗練されてきているため、これらの資産クラスにおいて

一定の仕組みと安心感を確立する機会が存在します。こ

れには投資が行われるセクターの成長、雇用の創出、お

よび経済へのその他の刺激などを伴うため、アフリカ経済

の成長にとっての好ましい副産物があることは明らかで

す。もう一つの恩恵は、プライベートエクイティ会社が将来

のファンドのためにそのブランドおよび評判の強化を目指

す中で、スキルおよび知識の基盤が向上することです。

東アフリカにおけるより高いリターンの追求と、リスク混合

型の資金調達において、ファンドは大きな成功を収めてき

ており、近い将来にはより上り調子になると予想されます。

プライベートエクイティ会社および彼らの目標リターンを達

成する能力に対する信頼が増した結果、ファンドの数は年

を追って著しく増加しています。資金が調達されたら、GP
は投資案件を特定し、投資を展開する必要があります。

大手の企業は伝統的に、地元の銀行の支援を受けた極

めて裕福な一族によって所有されてきました。彼らは、市

場に関する豊かな知見と柔軟性、そして取引を迅速に行う

ために必要とされるコネクションを有しています。GPにとっ

ての機会は、投資したい市場および環境を知り、これを支

える地元のノウハウの利用を試みることにあります。企業

に遠方から投資することは、投資の姿をあまりにも見失い

やすいため、うまくいかないでしょう。

投資先企業の財務、税務、規制および業務の側面を対象

とする適切なデューデリジェンスは、資金を投じ、投資を最

大化するための、最も安全な方法でしょう。
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モーリシャス

モーリシャスは、依然としてアフリカでの人気の投資先と

なっています。南アフリカ歳入庁がアフリカへの入り口と

してモーリシャスと競うために最近立ち上げた南アフリカ

国 際 本 部 会 社 制 度 （ South African International 
headquarter company regime）は、投資および株式保

有に対してプライベートエクイティと相いれない多数の制

限があることから、特にプライベートエクイティに関してさ

ほど成功していません。

アフリカベンチャーキャピタル協会（African Venture 
Capital Association）の統計によると、約165のプライ

ベート・エクイティ・ファンドが現在モーリシャスにおいて

登録されています。モーリシャスは、投資の情勢、低い

知覚政治リスク、ならびにスキルの高い専門家や、有効

な法律・規制・制度上の枠組みによって裏付けられた金

融サービスプロバイダーが利用可能であるという点で、

プライベート・エクイティ・ファンドにとって、アフリカで最

も仕事がしやすく有効な環境を有しているというのが一

般的な見方です。

モーリシャスは、マネーローンダリングやテロ活動への

資金供給と闘うための国際的な取組みに沿った強力な

規制の枠組みを整備し、国際的な金融センターとして浮

上してきました。

加えて、モーリシャスは先進国と新興国の両方を含む

世界中の国々と、42件の二重課税防止協定（double 
taxation agreement：DTA）を締結しています。さらに6
件のOECDモデルに基づくDTAが批准を待っていま

す。モーリシャスは、投資を組成し運用する場所として、信

頼できる競争力のある拠点となっています。モーリシャス

は、アフリカへ投資するにあたって好まれる法域として

の地位を確立しました。さらにこの島は、世界中の26の

国、特にアフリカの8カ国―ブルンジ、エジプト、マダガス

カル、モザンビーク、コンゴ共和国、セネガル、南アフリ

カ お よ び タ ン ザ ニ ア ― と 投 資 促 進 ・ 保 護 協 定

（ Investment Promotion Protection Agreements ：

IPPAs）を締結し、これにより新たな機会の窓を開きまし

た。加えて、アフリカの14の国―ベナン、カメルーン、コ

モロ、ガボン、ガーナ、ギニア共和国、ケニア、モーリタ

ニア、ネパール、ルワンダ、スワジランド、トルコ、チャド

およびジンバブエ―との協定が批准を待っています。

モーリシャスは、国際的な競争力のある、ビジネスを可能

にする環境を生み出してきたことから、最も成功した金融

センターの一つとしての地位を確立しており、引き続き

アフリカで事業を展開するプライベート・エクイティ・ファンド

（Private Equity Fund：PEF）を惹きつけると考えられま

す。物事を可能にするこの競争力のある環境の主な特徴

には、確立された法律、規制、金融および制度上の枠組

み、ならびにPEFの管理に関する専門知識が含まれま

す。アフリカに重点を置くPEFおよびその他の金融サービス

会社はこれに引き付けられており、その結果、金融

サービスセクターは同国のGDPの10.5％を占めるように 
なっています。

要点： 

• アフリカには、優れたリターンを追求するプライベー

ト・エクイティ・ファンドにとって、多くの機会が存在し

ます。

• ファンドは、投資しようとする現地の市場および業界

を理解する必要があります。

• 利益の伸びは、今後数年間におけるプライベート

エクイティ投資のけん引役となるでしょう。

©iStock.com/ master2 
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顧客の視点：エートス・プライベート・エクイティ 

インベスターリレーションズ責任者ロー 

ハン・ダイアー（Rohan Dyer）氏 

エートス・プライベート・エクイティは、南アフリカの有力な

プライベート・エクイティ・ファンド運用会社です。

各資産クラスに影響を及ぼす最新の問題にはどのよう

なものがありますか？ 
南アフリカでは数年前に、レギュレーション28の改正によ

り、退職基金の配分に関する上限規制が緩和されました。

これは投資家の機会を大きく広げました。レギュレーション

28は現在、退職基金は運用資産の10％を上限としてプラ

イベートエクイティに配分することができると定めていま

す。多くのファンドは依然としてこの上限を大幅に下回って

います。

プライベートエクイティはそれ自体が魅力的な資産クラスと

みなされているため、結果として、業界には今後数年間に

多額の資金が流入すると思われます。これは、国内経済

の発展にも大きく寄与します。加えて、プライベートエクイ

ティへの分散は、上場市場の資産が割高な時における賢

明な戦略にもなります。

現在のリターンに関してどのような見解を持っています

か？ 
エートスは、私たちの地域における最も経験豊富なプライ

ベートエクイティ会社です。当社は1984年に創設され、そ

れ以来102件の投資を行い、そのうち89件のエグジット（投

資先の売却）に成功してきました。私たちは優れたリターン

を長い期間にわたり達成してきました。売却を実現した資

産による平均内部収益率はドル換算で32％です。これら

の投資に係るドル換算での投資収益率の平均は2.7倍に

のぼります。



エートスがプライベートエクイティにおいて提供する

価値はどのようなものですか？ 
特に私たちは新興国経済において事業を展開している

ことから、企業の社会的責任が私たちの付加価値モデ

ルの土台となっています。ポートフォリオ企業における

適切な行動および目標を推進するため、投資の初日か

ら、私たちはこれらの要素を投資テーマに組み込みま

す。私たちはこれを、マニュアル的な作業と考えていま

せん。これはビジネスとして成り立っており、より持続可

能かつより魅力的な資産の売却に繋がります。

特に南アフリカにおいて、私たちは黒人経済力強化政

策（Black Economic Empowerment）が取引の成否を

左右するカギを握ると考えています。これは私たちの組

成能力を高めます。私たちは、そうした取引からすべて

の利害関係者のために価値を構造化し創造するにあたって

の極めて深い経験および専門知識を持っています。

アフリカに関してどのような見解を持っていますか？ 
サハラ以南アフリカ（Sub-Saharan Africa：SSA）に係

る見通しは楽観的であり、今後数年間の成長は全世界

平均を大きく上回ると思われます。IMFは、SSAのGDP
成長率は2015年については4.5％、2016年については

5.1％を予測しています。 

今後数年間、プライベートエクイティ会社が多額の手元

資金をSSA全域に投じると思われますが、その結果、こ

れらの年に組成されるファンドが投資資産を購入する

際の価格が引き上げられリターンが期待外れのものと

なる可能性は高くなります。EMPEA1の統計によると、

SSAにおける2014年の資金調達合計は40億ドルであ

り、これは、前回記録的な水準を記録した年（2008年）

の2倍近くの額に相当します。 

南アフリカを、SSA全体にわたる機会に投資するための入

り口として用いる事例には依然として説得力があります。

国内経済は今後数年間にSSA平均ほど急速には成長しな

いと思われますが、これを埋め合わせる重要な利点を持っ

ています。同国は、先進国市場の企業、金融機関および

インフラと、新興国市場の成長特性とリターン特性を示す

多くの業界が混在する国であるといえます。さらに南アフリカ

には、プライベートエクイティが成功する説得力のある要因

が多数存在します。すなわち、基準および執行能力はワールド

クラスであり、借入れへのアクセスとエグジットの容易さの

両方がリターンの強化を支えています。

2015年版の「ビジネス環境の現状―189カ国における国

内企業に対するビジネス規制の比較（Doing Business – 
Comparing business regulations for domestic firms in 
189 economies）」に関する世界銀行の報告書において、

南アフリカは、プライベートエクイティの投資家にとって最も

重要であると私たちが考える2つの規準について他のアフ

リカ諸国を上回りました。第一に、南アフリカは「ビジネスの

しやすさ」において世界43位となり、ガーナ（70位）、ケニア

（136位）およびナイジェリア（170位）を大きく上回りまし

た。第二に、南アフリカは「投資家の保護」について17位と

なり、ここでもガーナ（56位）、ナイジェリア（62位）およびケ

ニア（122位）を大きく上回りました。 

南アフリカのプライベートエクイティ会社の多くは、国境の

北にある、南アフリカをベースとするポートフォリオ企業の

持分を増やすことにより、SSA全体にわたる成長機会を活

用できる態勢を整えています。南アフリカ国内において、こ

れらの高い付加価値を生む能力を持つ会社は、マクロ経

済の逆風をよそにポートフォリオ企業のパフォーマンスを

強化することにより優れたリターンを達成することができる

でしょう。
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1   新興国市場プライベートエクイティ協会（Emerging Markets Private Equity Association） 
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資産運用における

顧客重視の道のり

アンドレ・ルソー

（André Rousseau） 
ディレクター

アドバイザリー

デロイト

ラシュミ・トーマス

（Rashmi Thomas） 
マネジャー

ファイナンシャル・サービス

デロイト

バビン・ララ

（Bhavin Lala） 
マネジャー

ファイナンシャル・サービス

デロイト

ミラ・アタナソヴァ

（Mira Atanasova） 
コンサルタント

ファイナンシャル・サービス

デロイト

南アフリカの資産運用業界は、過去

10年間にわたり著しい成長を目の当

たりにしてきました。市場は優れた

リターンを生み出し、変化する規制は

新たな投資機会を創出し、多額の

外国資金が南アフリカのファンドに流

れ込んできました。
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南アフリカの市場は、アフリカの中だけでなく世界的に見

ても、最も発達した資産運用市場の一つです。しかし、市

場の状況の変化および法律の影響により、諸課題が差し

迫っている可能性があります。

業界が直面する課題

南アフリカの資産運用会社は、以下の4つの大きな課題

に直面する可能性があります。

1. 法律上の変化

南アフリカ市場は何らかの形態または形式で法律の

情勢の変化による影響を受けると思われ、市場と資産

運用会社の両方がこれに備えなければなりません。

2. マージンの圧迫

コストやフィーのプレッシャーは投資運用業界に引き続

き大きな影響を及ぼしており、フィナンシャル・アドバイ

ザーや資産運用会社から管理会社に至るまであらゆ

る者が影響を受けています。フィーの引下げはもはや

交渉可能な要素ではありません。資産運用会社が中

核的な活動に集中することは、将来においてますます

重要になるでしょう。

3. 情報へのアクセスが顧客との対話を変えた

インターネットやソーシャルメディアなどのデジタルの

チャネルを通じて情報がより容易に入手可能になる中

で、顧客は偏りのない、信頼できる、信用のあるソース

から重要な情報を調達し、パフォーマンスおよびポート

フォリオの内容を容易に比較することができます。これ

は、投資家の、資産運用会社やフィナンシャル・アドバ

イザーとのかかわり方に影響を及ぼしています。

4. 市場のパフォーマンス

グローバル市場の不安定性により、投資家は現在、投

資利益率の変動を経験しています。

世界的に、投資家の「顔」は変化した

世界的に、資産運用業界は金融危機後の数年間におい

て力強い成長を達成し、引き続き最も利益率の高い業界

の一つに挙げられています。しかし、こうした回復にもか

かわらず、資産運用会社は金融業界における激動の構

造的変化によってもたらされる課題に直面し続けていま

す。この困難な環境を切り抜けるためには、資産運用会

社は、グローバル化の促進、非伝統的資産の選好を強め

るより要求の多い投資家、競争の激化および規制の変化

を考慮しなければならないでしょう。

1. 法律上の変化が、より機動的で適応性のある資産運

用市場を生み出した

•

•

2. グローバル化

• より情報に精通した投資家は、思いのままにより多

くの投資を積極的に実行し始めている

• 投資家がその国内市場以外のエクスポージャーを

追求する中で、さらなる多様化の需要がグローバル

化を加速させている

• 多国籍組織はそのグローバルな規模と複雑性か

ら、資産運用会社が提供商品を国内の規制、販売

者、および国内投資家のニーズに適応させることを

可能にする、注意深く設計された業務モデルが必

要となるだろう
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新たな規制は資産運用会社、その顧客および販売

者に影響を及ぼし、運用会社は複数の市場におい

て新たなルールに適応し続けることが要求されると

思われる

コンプライアンスの負担の増大により、会社にとって

の業務の複雑性が高まり、商品のイノベーション、

国際的な成長および報告基準を含む諸問題に関す

る戦略上の課題が浮上すると思われる



3. デジタルおよびデータにおけるイノベーションが、全社

にわたるさらなる統合および最適化を可能にする

• デジタルテクノロジーやデータのイノベーションは、

資産運用の業務上の諸側面を急速に変化させてお

り、データ能力の重要性が高まるなか、競争優位性

を生み出す貴重な分野となりつつある

• 資産運用会社は、特に以下の観点から、より高度

な全社的なデータ管理がもたらすメリットをますます

重要視するようになっている

- 顧客に対する単一の視点

- 組織、法律およびガバナンス

- 分析および「ネクスト・ベスト・アクション」の能力

- データの能力および標準化

- インフラおよびプロセス

4. 非伝統的資産に対する投資意欲

• 投資家の選好の変化および市場の諸要因の変動

が、特定の専門分野への投資に対する選好の強ま

りを促進している

• スペシャルティソリューションには、絶対リターンお

よび外国大型ブレンドファンド、マルチアセット機

能、ならびにパッシブ商品が含まれる

• 投資家は、ベンチマークより優れたパフォーマンス

を追求するよりも、自己のニーズに特別に対応した

投資を求めている

5. 非伝統的資産に対する顧客の投資意欲を満足させよ

うと競争が激化している

• ヘッジファンド、プライベートエクイティ、プライベート

デットなどの非伝統的資産を提供する専門のオル

タナティブ運用会社が、伝統的な顧客にますます

サービスを提供するようになっている

• オルタナティブ資産運用会社は、その顧客関係お

よび評判を活用して、自身の提供商品を伝統的な

資産運用会社が従来提供していた商品に拡大しつ

つある

• 伝統的な運用会社はこれらの能力を徐々に構築し

ているが、これには時間がかかると思われる
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資産運用におけるアフリカおよび南アフリカのトレンド

1. アフリカの一部としての南アフリカ

• アフリカの成長ストーリーが続く中で、南アフリカの

資産運用会社は、アフリカ大陸に向けられたより大

きな資産のフローを活用するだけでなく、国境の北

にある巨大な潜在的顧客基盤にサービスを提供す

ることのできる理想的な立場にある

2. 人口の高齢化

• 全世界の人口はより長く生き、より長く働くようになっ

ている。これは、人々が退職する時期および退職後

の期間の長さに関するこれまでの資産運用モデルを

見直さなければならないであろうことを意味する

• 平均余命の伸びは、人々がより長い投資期間を持

つようになることから、業界に甚大な影響を及ぼすと

思われる。業界は、固定的なベンチマークによる商

品ベースの投資アプローチから、カスタマイズされた

ソリューションベースのアプローチへ移行する必要が

ある

3. マス市場

• アフリカの資産運用業界にとっての最大の機会は、

おそらくマス市場にある。南アフリカのすべての大手

銀行および保険会社は低所得者のための低コスト

商品を現在提供しているが、資産運用会社はこの人

口層を引き付けるための取組みをほとんど行ってき

ていない

4. 人口構成の変化

• より包括的な金融アプローチが重要である

• 南アフリカの資産運用業界の大部分は、極めて限

られた人口層にサービスを提供してきた

•

• 「投資家は、情報に精通し、物理的な対話を待つよ

りもデジタルのインターフェースを用いることを好む

新時代の「先端を行く投資家」にけん引され、容易

にアクセス可能なカスタマイズされたソリューション

を求めています」。デロイト南アフリカ ディレクター

アンドレ・ルソー

5. 仲介者

• 資産運用会社と彼らが運用する資産の所有者の間

に存在するギャップにより、破壊的な変化への機が

熟している。オムニチャネル体験へと向かう動き

は、顧客との対話とフィナンシャル・アドバイザーへ

の業務支援の両方に関して、今までにない市場の

始まりを告げている
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投資家の裾野は広がりつつあり、文化的にも多様

化が進み、かつより個人向けで直接的なテクノロジー

に基づくソリューションにはるかに強い関心を持つ

投資家が増えている



6. 規制

• 規制強化は、全世界の金融サービス業界全体

に影響を及ぼす。南アフリカにおいて、改革の

大部分は、顧客を保護する必要性を満たしてい

ることから肯定的に受け止められている

• しかし、新たな規制はコンプライアンスに関連す

る追加的なコストを伴っており、コストを最も効

果的に管理することのできるビジネスが確実に

優位に立つと思われる

7. 統合

• 業界では、投資家が利用可能な商品の数が、

確かな情報に基づく選定を行うことが困難な水

準にまで膨らんでいるというコンセンサスが形成

されつつある

• 1,000を超える集団投資スキームが南アフリカ

において現在登録されており、最適な選択肢の

特定をますます困難にしている

• 広く予想されているように投資のリターンが今後

数年間に低下した場合、これは必然的に、魅力

的な価値提案を提供していないファンドの閉鎖

につながると考えられる

• 同時に、一部の大手のプレーヤーはその商品

構成をより単純かつより魅力的なものにするた

めに自身が提供するファンドの数を削減するこ

とに言及しており、これは顧客の具体的なニーズ

を満たすカスタマイズされたソリューションの提

供を後押しすると思われる

8. 信仰に基づく投資および社会的責任のある投資

• 南アフリカではシャリーア（イスラム法）の原則に沿っ

た商品に対する需要がすでに増加しつつあり、これ

らのソリューションを提供する資産運用会社も、国境

を超えた機会を活用できる立場にある

• 特に若い投資家にとって、環境、社会およびガバナンス

の諸原則は特別な分野ではなくはるかに主流にな

り、投資プロセスの一部になると思われる

しかし、市場の状況の変化および

法律の影響による諸課題が差し迫

っている可能性があります
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顧客重視の道のり

投資家のニーズおよび行動を明確に理解することは、資

産運用（Asset Management：AM）会社にとって収益性

のある成長戦略を推進する一助になるでしょう。顧客の

道のりを理解することは必須であり、これは資産運用会

社が、組織に対して無関心だった存在から組織の賛同

者へと進化する投資家と、親しみのある関係を持つこと

につながるでしょう。結果として、AM会社は投資家との

関係を構築し、投資家は組織の代表者らの言動に対し

てより敏感になるでしょう。

投資家は、自身が信頼するAM会社からより多くの商品

およびサービスを購入することを好むだけでなく、他の

潜在的な投資家をこの組織に紹介するでしょう。利益性

が高くかつ持続可能な事業を構築するため、資産運用

会社、上場投資信託（Exchange Traded Fund：ETF）

のプロバイダーおよび保険会社は、特別で個人のニー

ズにあった体験を投資家に提供する必要があります。

投資家が確かな情報に基づく選択を行うことを可能にす

るため、商品のシンプルさおよび透明性を、（たとえば、

モバイルアプリの環境における教育およびリアルタイム

の報告を通じて）高める必要があります。

これを達成するため、AM会社は業務モデルを、より顧客重

視となるよう変更する必要があります。これは、AM会社が

以下のような主要な柱（内部の柱と顧客に接する柱の両方

を含む）を、投資家の要求に沿って発展させる必要がある

ことを意味します。

• マーケティングおよびコミュニケーション

• 販売およびサービス

• 商品

• 顧客体験

• 顧客インテリジェンス

• 革新的なプロセス

• 厳格なガバナンスおよび統制

• 組織の精神／DNA
• 最適化されたIT環境

これにより組織は、特に透明性および情報に関して、その

価値提案を投資家のニーズおよび期待に確実に沿わせる

ことができるでしょう。また、AM会社における顧客／投資家

重視の姿勢は新たな規制の遵守を容易にし、その結果、こ

の業界内の他の組織に対する競争優位性を獲得できるで

しょう。

デロイト―顧客重視の視点

目標は、商品重視の業務モデルから、既

存の資産運用業界に変革をもたらすであ

ろう顧客重視の業務モデルへと進化する

ことです。 
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つまり、投資家のニーズを特定し、期待さ

れる価値（カスタマイズされたソリューション）

を創造するという意味での価値論理を理

解するために分析が用いられ、これが投

資家の好むチャネルを通じてリアルタイ

ムで伝達され、実現されるということで

す。 

分析 

（データ能力） 

価値 

論理 
商品 

CRM 
価値 

創造 

顧客 

サード 
パーティー チャネル 



投資家の生涯価値を理解できれば、資産運用会社やア

ドバイザーは、価値の高い（ビジネスにとって重要な）投

資家を識別し、彼らに優れたサービスが確実に提供され

るようにすることができるでしょう。AM会社は、投資家と

の持続的な関係を構築するため、個々の状況に応じた

サービスを導入する必要があります。これには以下の要

素が含まれます。

• 真実の瞬間（Moment of Truth）1におけるカスタマイズ

されたソリューション

• 商品のカスタマイズ

• リアルタイムの体験

• 積極的なリスク管理

状況に応じたサービスの例には、カスタマイズされたソ

リューションを投資家／顧客に積極的に提供できるよう、

リアルタイムの知見を構築するための顧客セグメント別

の分析を用いることが含まれます。これは、資産運用会

社／アドバイザーと投資家の間における双方向の関係の

構築を促進するでしょう。

顧客重視へと向かう道のりは、現在のAM会社の主な顧

客能力（提供する商品・サービスを明確に理解する能力）

の評価と、目標とする状態を確認することから出発する

必要があります。これは顧客重視への道を開き、この道

のりにある重要な道しるべを辿る一助となるでしょう。

その複雑性（すなわち、業務モデル、文化、顧客体験およ

び関係の全面的な再設計）ならびに要求される投資水準

のため、この道のりの達成には数年がかかる可能性があ

ることを理解することが重要です。加えて、この道のりを

AM会社の上級経営層が支持していることも同様に重要

であり、上級経営層は変革が抵抗に遭うことがほとんど

または全くないようにするため、この戦略を組織の他の部

分に伝達することが必要になるでしょう。資産運用業界が

持続可能な収益の成長を達成しようとするならば、変化

の速い環境および進化する投資家／顧客に遅れずにつ

いていくことが重要です。この顧客重視の道のりへの出

発は、AM会社に対する投資家のロイヤルティ・信頼を獲

得するうえでの極めて重要な転換点となるでしょう。

「ニューエイジ」の顧客は、総合的なサービス一式を資産

運用会社に要求します。これには、競争力のあるプライシング、

的確な情報の提供、双方向のコミュニケーション、および

商品または特定の資産クラスに対するより高速のアクセ

スを可能にするデジタル・プラットフォームを通じたアクセ

スが含まれます。資産運用会社の分析によって強化され

た強力かつ効率的なバックオフィスは処理の迅速化およ

びフィーの引下げを可能にすることから極めて重要であ

り、個々のニーズにあった体験を投資家に届けることに

つながるでしょう。

1    真実の瞬間（Moment Of Truth）：サービスにおいて、顧客と企業の間における（商品、販売員、または訪問を通じた）、当該企業に対す

る印象を形成する（または変化させる）機会を顧客に与えるような接触または対話の瞬間のこと。 
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インパクト投資は

私たちの魂を

救うか？  ウリ・グラベンウォーター 

（Uli Grabenwarter）
デピュティディレクター 

エクイティ投資欧州投資基金 

（European Investment Fund：EIF）
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社会的インパクト投資は、金融

市場に関する議論、および金融

市場が社会の持続可能な発展

に対するより責任あるサービス

をどのように提供できるかに関

する議論の中で台頭してきまし

た。G8のインパクト投資タスク 
フォースは、グローバルな金融

危機の後遺症に取り組みかつ

グローバルな社会的格差に対

処することにより、国レベルの

主要な社会的課題を克服する

ための考えられる手段の一つと

して、インパクト投資を特定しま

した。
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インパクト投資の出現は、慈善家から慈善団体、財団、

社会的セクター団体、NGO、公共セクターの参加者、社

会的セクターの金融仲介機関および資産運用会社、な

らびに忘れてはならない社会的企業の新興コミュニティ

まで、社会的行動の一連の流れにおいて何らかの役割

を担う様々な参加者を突き動かしています。

社会的インパクト投資を厳密にどのように理解すべきか

という問題は、たとえこの市場の領域に係る定義の違

いが存在し続けているとしても、もはやこれらの様々な

利害関係者の間における議論の中心ではありません。

社会的インパクト投資は、具体的な社会的目標を実現

させることを目指し、社会的価値を創造する流れにおけ

る様々な参加者に透明性および説明責任を要求するも

のであるというコンセンサスが生まれています。

意思決定を推進するインパクトメトリクス

議論は透明性および説明責任を確保するための最適

な手段に移行しており、最終的には、意味のある社会

的インパクトのメトリクスが必要であるという点に落ち着

くことは必至です。また、用いられるべき特定のインパク

トメトリクスに関して意見の隔たりが依然として大きいも

のの、このインパクト測定の分野においては著しい進展

が達成されてきました。どのようなシステムおよびメトリ

クスのアプローチが採られるかにかかわらず、利害関

係者の間では、特定の社会的行動に係るパフォーマン

ス指標の重要性を犠牲にして、様々なプロジェクト、活

動またはセクターにわたる社会的インパクトのパフォー

マンスの比較可能性または集約性を求めるべきではな

いという点で、合意が形成されつつあります。

この議論が進展していることは、以下のような具体的な

事例に映し出されています。これらの事例においてイン

パクトメトリクスは、単なる透明性のためのツールである

ことを超え、経済的な意思決定やそれに関連する金銭的

価値の分配を左右する真の原動力となっています。

• 投資運用会社に対する金銭的パフォーマンスのインセン

• 株主への配当の支払いを事業の社会的パフォーマンス

に関連付ける新たな企業構造が、立法のプロセスに

入っている

• ソーシャル・インパクト・ボンドなど、結果に応じて支払

いが決まる仕組み金融商品において、社会的サービス

の委託者、実行する社会的セクター団体、および資金

を提供する投資家グループの間における支払いの流

れを定義するために、社会的インパクトのメトリクスを

用いるケースが増えている

メトリクスから社会的価値の価格決定への移行

経済的な意思決定やパフォーマンス監視のプロセスにお

けるこの社会的インパクトの指標の利用拡大の結果、こ

れまで徹底的には対処されてこなかった新たな側面とし

て社会的価値の価格決定が浮上してきました。社会的行

動が慈善活動に基づく資金調達のアプローチ（ここでは

インパクトメトリクスは所定の社会的目標の追求における

効率的な資本の配分の監視に役立つ程度である）から

脱して、社会的インパクトが経済的取引の実体となるよう

な領域に達する場合、経済的価値を社会的インパクトに

どのように帰属させるかという問題が中心的なものとなり

ます。

経済的な意思決定におけるこのインパ

クト指標の利用拡大の結果、社会的

インパクトのメトリクスに係る新たな

側面として社会的価値の価格決定が

浮上してきました
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ティブが、金銭的パフォーマンスと並行して、社会的

インパクトのパフォーマンスメトリクスに関連付けられ

た投資ビークルが設定されてきている



このトピックに関する議論は、これまで大部分が避けられてき

ました。慈善家、慈善団体、財団などの社会的インパクトに傾

倒した利害関係者は、おそらく金銭的価値を社会的利益に帰

属させることに倫理的な違和感を覚えるために、これを避けて

きました。社会志向の考え方における基本的な前提は、社会

的価値はお金の概念を超えたものであるということなのです。

その一方で、社会的サービスの提供による利益を追求する利

害関係者（ソーシャル・インパクト・ボンドの委託者など）は、

コストの削減につながることから社会的価値の価格決定問題

を喜んで回避してきており、社会的な目的のために投資する

投資家に金銭的リターンの代わりに社会的価値を提供する、

安いとは言わないまでも容易な方法を提供してきました。新た

な形の投資リターンの概念という名目の下に、投資家は、単

なる金銭的利益ではなく社会的成果と金銭的利益の複合的

リターンに目を向けるよう促されました。

社会的価値の価格決定を怠ることによる真のコスト

金銭的リターンと並行して社会的価値を考慮することは、新た

な金融市場の論理の観点から私たちが目指すところであるか

もしれませんが、この理想に到達するためには、かかる思考

が社会的価値を創造する一連の流れにおいて受け入れられ

なければなりません。

しかし、現実はこれとはほど遠いものです。たとえば、ソーシャル・

インパクト・ボンドの仕組みにおいて用いられる社会的価値の

価格決定は依然として基礎となる社会的サービスを提供する

社会的セクター団体のコスト構造にほぼ例外なく基づいてお

り、かかる活動に資金を提供する投資家にとっての金銭的

リターンの合理的な期待を大部分が無視しているということの

他に、一体どのような説明ができるでしょうか？

このエコシステムにおける他の利害関係者が拒否しているに

もかかわらず、社会的インパクトの領域における投資家が社

会的および金銭的な価値創造を合わせた複合的リターンに目

を向けるよう促されているというのは、奇妙な観察結果です。

私たちは、「伝統的な」市場が財およびサービスを（供給者にお

いて発生したコストと同等の価格ではなく）その市場価値で取引

する場合にはこれを受け入れるが、社会的な財およびサービス

を取引する場合にはそのような価値に基づく論理を適用しないと

いうのは、直観に反してはいないでしょうか？

この矛盾は、社会的価値をどのように評価するかについての考

え方の変化に明らかに依存する社会的企業の市場領域の発達

に対する主な脅威の一つです。
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私たちの「昔ながらの思考」のせいで社会的企業がその

社会的使命を果たすにあたって発生したコストしか見返り

を受けられないのであれば、私たちは社会的企業の成長

が、有機的なものであろうと外部の資金提供を通じたもの

であろうと、妨げられてしまうであろうことを暗黙のうちに

受け入れたことになります。また、そうすることによって私

たちは、インパクト投資をそれ自体で一つの資産クラスに

引き上げることができなくなるでしょう。

驚くまでもありませんが、社会的企業が経済システムに

おける営利的参加者になることを妨ぐにあたって前面に

押し出されている最もよくある議論は、金銭的目標の追

求は社会的インパクトの追求から注意をそらし、結果とし

て社会的企業の社会的使命を脅かすというものであると

いう論理です。

この考え方は私たちの頭の中に強く定着している可能性

があり、また資本主義の非倫理的な行き過ぎに間違い

なく根差しているものの、私たちが多数の重要な選択を

行うべき歴史的な分岐点に立っていることは否定できま

せん。

福祉国家の概念を守るための新たな連携の発見

金融危機の後遺症が国家財政に影響を及ぼす中で、欧

州型の福祉国家の概念がその危機前の形では持続可能

でないことが明らかになってきました。コミュニティの結束

の概念を私たちが維持しようとするならば、私たちは社会

的サービスの提供における民間セクターと公共セクター

の間の新たな連携を構築しなければなりません。

社会的サービスの提供におけるこの変化を実現するに

は、それぞれの役割に就いている様々な利害関係者に

ついての新たな理解を必要とし、これには従来は公共

セクターの責任であった部分を引き受けている社会的企

業の役割も含まれます。しかし、この変化が現実になると

するならば、公共セクターはもはや税金を財源とする社会

的サービスのプロバイダーであることはできず、社会的

インパクト市場における市場参加者としての新たな役割

を受け入れる必要があります。しかし、市場参加者である

ことは、公共サービスの委託者が商品またはサービスの

コストのみを考慮することの域を超え、これに代わって社

会的企業が創造する価値に見合った対価を社会的企業

に提供する方法を見付けることを必要とします。

もちろん、厳密に何が社会的サービスの価値であるかに

関する議論や、ソーシャル・インパクト・ボンドの投資家

はどのような「公正な」リターンを得るべきかに関する議

論は継続中です。しかしそれでも、社会的企業の実行

リスクおよびその資金調達を引き受ける投資家は、自身

が引き受けたリスクに見合うリターンを求める正当な権

利を有するという原則は受け入れられなければなりませ

ん。社会的企業が提供する商品またはサービスの「生産

コスト」の一部として社会的企業の資本コストを受け入れ

る用意が私たちにあるならば、これを常識的な市場の論

理と結び付けることは、大き過ぎる飛躍ではありません。

対処されていない社会的問題は、それらを解決するため

に利用可能な慈善資金よりも速いペースで増大します。

よって、それらの課題に対処するための新たな資金源が

必要です。新たな慈善的リソースが存在しない中で、か

つ公共財政における駆引きの余地の実質的な消滅を踏

まえ、私たちの福祉システムの未来は、民間セクターの

投資を呼び込む能力にかかっています。

かかる変化は、機関投資のコミュニティを慈善家に転向

させることによって起こるとは思われません。しかし、経

済的繁栄の前提条件としての社会的均衡の必要性が金

融市場において高まることは、新しい、経済的に持続可

能な福祉国家の概念の機会を提供します。

金銭的リターンにひたすら焦点を合わせることによる、

金融市場の社会に対する責任感の欠如を非難すること

に、私たちは数十年を費やしてきました。現在、金融市

場は社会的成果に関連する経済的リスクを引き受ける

ことにより、経済活動の不可欠な構成要素としての社会

的インパクトをようやく包含し始めていますが、私たちは

この新たな市場の論理の幕開けに、報酬なしに責任を

移転しようとする、同様に近視眼的かつ表面的な試みに

よって対応することはできません。私たちが金銭的リターン

と社会的価値の間における認知された矛盾を単純に克

服できるならば、新たな金融市場の論理を定義するにあ

たって、インパクト投資から豊富な知見を得ることができ

ます。金銭的リターンを社会的利益から切り離す知恵が

私たちに2008年の危機をもたらしたならば、私たちは 
チャンスを生かして、今後この2つを調和させることを目

指すアプローチを試みることもできるでしょう。
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社会的インパクト投資市場の

成長は、機関投資のコミュニ

ティを慈善家に転向させること

によって起こるとは思われませ

ん

要点： 

• インパクト投資が投資の領域において足場を固め

る中で、インパクトメトリクスの目的は、経済的な意

思決定の推進へと進化している

• もはや透明性はインパクトメトリクスの唯一の目的

ではなくなっており、創造された社会的価値の価格

決定を可能にするためにインパクトメトリクスを用

いることがますます大きな関心を集めている

• 社会的企業は、伝統的な報酬モデルによって得ら

れる見返りが、創造された価値ではなく社会的行

動のコストに見合った水準でしかないという事実に

依然として悩まされている

• インパクト投資が社会的問題の解決において意味

のある役割を果たすためには、社会的価値に係る

新たな価格決定の論理が生まれなければならない
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DAC対EUSD 
（脱税との）戦争に勝つために

戦闘に負ける？

アラン・ベルベケン

（Alain Verbeken） 
ディレクター

クロスボーダー税務

デロイト

アマンディン・オルン

（Amandine Horn） 
シニアマネジャー

クロスボーダー税務

デロイト

どのようにしてEU貯蓄指令の現行の条文におけ

る既存の抜け穴を塞ぎ、脱税をより効果的に防止

するかに関する6年間の議論を経て、2014年3月

24日、EU閣僚理事会は拡大版のEU貯蓄指令

（EU Savings Directive：EUSD）を最終的に承認

しました。しかし、EUSDの廃止予定が2014年10
月に公表されたことから、改正後のEUSDは短命

に終わる運命となりました。
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その一方で、OECD加盟国（EU加盟国を含む）は、税務

における自動的情報交換を導入するための共通の報告

基準（Common Reporting Standard：CRS）を承認しま

した。また、欧州連合においてCRSを導入するための

EUレベルでの長期に渡る可能性のある議論に関するあ

らゆる懸念は、2014年10月のECOFIN会合における行

政 共 助 に 関 す る 指 令 （ Directive on Administrative 
Cooperation：DAC）の延長を通じて速やかに解消され

ました。改正後のDAC（強制的な自動的情報交換に関

するCRSの要件を含む）は、その後間もなく、2014年12
月9日に承認されました。このプロセスのスピードは、

CRSが、世界中の多くの国（大部分のEU加盟国を含む）

が米国と締結しているFATCAのモデル1政府間協定

（Intergovernmental Agreements：IGAs）から発想を得

ていることに主として由来しています。金融危機後に大き

く加速した税の透明性へと向かう動きは、現在、実質的

にグローバルな規模で現実となったように見えます。

CRSの原点におけるOECDおよびFATCAとの関連性 

法的には、CRSはOECDの税務行政執行共助条約

（Convention on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Matters：「条約」）に基づいています。同条約はかつ

て、OECDおよび欧州評議会により1988年に策定されま

した。2009年4月にロンドンで開催されたG20に対応し

て、同条約は2010年に議定書により改正されました。 

同条約は、課税および徴税における国家間のすべての

考えうる形の行政共助について定めており、税の自動的

情報交換に係る新たな国際的基準となりました。また、こ

の分野においてOECDは、当局間合意（Competent 
Authority Agreement）（パートナー法域の間での標準的

条約として用いることができる）、および税の自動的情報

交換に係る共通の報告基準を策定しました。

現在、80を超える国が条約を締結しているかまたは締

結する用意があることを明らかにしており、これにはす

べてのG20諸国、BRICS、大部分のOECD諸国、その

他の多数の金融センターが含まれるほか、発展途上国

の数も増えています。

OECDは、FATCAのモデル1政府間協定をCRSの基礎

としました。結果として、個人および事業体を分類するた

めの原則および手法、ならびに報告データはFATCAに

類似していますが、以下に説明しているとおり、いくつか

の重要な違いがあります。

EUにおいてCRSは、2016年1月1日（2016年に関する

2017年中の報告）から適用される、税務の分野におけ

る強制的な自動的情報交換に関する2014年12月9日の

理事会指令2014/107/EU（指令2011/16/EUを改正する

もの）（DAC）を通じて、極めて速やかに具体化しまし

た。スイスとEUは2015年3月19日までにCRSの2017年

（2018年中の報告）からの導入に関する協定に仮調印

しており、必要とされる法的基礎が組成され次第、2017
年から口座データを収集し2018年からこれを交換するこ

ととなりました。さらなる法域がすぐにこれに続くでしょ

う。

EUSDとの比較におけるCRS／DACの改善点 

欧州委員会は、両方の制度を存続させるのではなく、

DACにEUSDを代替させることを選ぶ措置を講じまし

た。DACにより導入されたCRSの報告範囲はEUSDの

適用範囲と比べてはるかに幅広いため、EUSDは時代

遅れになることとなり、今後廃止されるでしょう。私たち

は、EUSD、改正後のEUSD、およびDACにより導入さ

れたCRSの主要な比較対象規準を要約しました（次 
ページの表を参照）。
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現行の EUSD 改正後の EUSD DAC に基づく CRS 

該当する所得 • 受取利息および類似の

所 得 （ 債 務 の 請 求 権

（debt claim）に投資さ

れた特定のUCIからの

分配／償還）

• 受取利息および類似の

所得（債務の請求権に

投資されたすべての規

制対象投資ファンドか

らの分配／償還）

• 特定の生命保険商品

• すべての種類の所得

（受取利息、受取配当、

売上総収益を含む）、

および口座残高が報告

対象となる 

要件の対象となる支払者 • EUSD支払機関、すな

わち適格実質所有者の

ために支払いを確保す

る最終の能動的な事業

者（原則として銀行、お

よびファンドの名義書

換・登録代理人）

• EUSD支払機関、すな

わち適格実質所有者の

ために支払いを確保す

る最終の能動的な事業

者（原則として銀行、お

よびファンドの名義書

換・登録代理人、特定

の保険会社）

• DACに定義された報告

金融機関（銀行、投資

ファンド、特定の保険会

社、特定の監督対象と

なっていない事業体を

含む）

報告対象者 • EU加盟国（または特定

の属領・自治領）に居

住する個人、および特

定の事業体（残余事業

体）

• EU加盟国（または特定

の属領・自治領）に居

住する個人、ならびに

特定の事業体（より幅

広く定義された残余事

業体、およびブラックリ

ストに収載されている

非EU事業体、信託、財

団）

• 他のEU加盟国におけ

る税務上の居住者であ

る個人および事業体、

ならびに特定の種類の

的NFEの支配者）

しかし、FATCAとの比較におけるCRS
の条文の違いは、CRS規定を導入する

際に特定の業務上の複雑性をもたらす

可能性があります
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結果として、DACに該当する個人／事業体は原則として

FATCAの対象となる個人／事業体と同じとなり、また

DACは報告対象所得の範囲をすべての種類の金融所得

へと拡大することになります。DACの下における「報告金

融機関（ reporting financial institution ） 」 の範囲は、

EUSDの下における「支払機関（paying agent）」の定義

よりも幅広くなっています。DACの下において、報告金融

機関の範囲には、EUSDの下で支払機関とみなされてい

なかった多数の投資ファンド（ただし、これらの名義書換

代理人／登録代理人はEUSD支払機関であった可能性

がある）、特定の保険会社（これに対し、現行のEUSDの

範囲からは保険は除外されており、また改正後のEUSD
は極めて特殊な生命保険契約のみを対象としていると思

われる）、および監督対象となっていないより多数の事業

体（特定の持株会社）が含まれます。さらに、EUSDの報

告が受取利息に限定されていたのに対し、DACの報告に

は、所得の属性や取引にかかわりなくすべての金融所

得、および残高の報告が含まれます。たとえば、資本増

強ファンドの事例において、投資家が保有するファンドの

ユニット／持分の価値は、当該投資家が取得または償還

を行っていない場合であっても年次で報告されるで

しょう。

結果として、欧州委員会はEUSD（および改正後の

EUSD）を廃止する予定であり、これにより金融機関は一

斉に安堵のため息をついています。多くの市場のプレーヤー

は、DACとこれに部分的に重複するEUSDの両方の制度

が並行して存続することにより、重複するデータ、システム

およびプロセスが要求され、コストがかかるとして懸念を

表明していました。

特にDACに関するオーストリアの特殊な状況（オーストリア

については、CRSの報告が他のすべての加盟国と同じ

2016年ではなく2017年から開始される）のため、欧州委

員会は現在、EUSDの段階的な廃止の実用性に関する

議論を開始する必要があります。また、この廃止に係る

手続および市場のプレーヤーに対する業務上の影響も

分析されなければならないでしょう。しかし、これは市場

のプレーヤーにとって最も差し迫った課題ではなく、彼ら

は現在自身のFATCAプロジェクトを仕上げることに焦点

を合わせており、これによりDACの下におけるCRSの導

入の際に自身のFATCAの経験を活用できることを期待し

ています。

またEU市場のプレーヤーは、（近い）将来において、EU
またはEU域内の特定の国がCRSの報告を導入するため

に他のパートナー法域と二国間または多国間の協定を締

結した場合、これにより、EU加盟国以外の国に係る追加

的なCRSの報告要件が発効することを認識すべきです。 

CRS と FATCAの 間 に お け る 主 要 な 相 違 点 お よ び 
類似点

CRSはFATCAを目的として取り決められたモデル

1IGAsに基づいて策定されており、理論的にはFATCA
の規定と著しく異なってはいないと思われます。しかしな

がら、CRSは「最低」基準であると理解されており、追加

的なデータの報告を要求するための一定の余地をパー

トナー法域に与える可能性があります。したがって報告

プロセスは、新たなパートナー法域が追加され、かつそ

れぞれの国が標準的な報告の枠組みに係る一定の（願

わくは限られた）程度のカスタマイズを取り決める可能性

がある中で、定期的に更新および拡大されなければなら

ないかもしれません。各国間における将来の交渉の結

果、およびかかるカスタマイズの程度は、推測するしか

ありません。EU加盟国は、DACの条文に関して合意し

たことから、少なくともお互いの間における妥協点を見出

すでしょう。しかし、FATCAとの比較におけるCRSの条

文の違いは、CRS規定を導入する際に特定の業務上の

複雑性をもたらす可能性があります。

どの金融機関が両方の制度による影響を受けるのか？

FATCAとCRSの下における金融機関の定義はほぼ同

じです。しかし、FATCAの下で存在していた低リスク事

業体に係る特定の適用除外がCRSの下では廃止されて

おり（たとえば、特定の小規模機関）、また投資ファンド

が利用可能なみなし遵守ステータスのカテゴリーは減少

し、CRSの下における報告義務を負う投資ファンドの数

の増加につながるでしょう。

異なる登録要件が存在するのか？

「報告金融機関」はFATCAを目的としてIRSのポータル

で登録する必要がありますが、CRSを目的とする特定の

登録要件はありません。ただし、一部の法域がFATCA
および／またはCRSを目的とする特定の（追加的な）法

域内の登録要件を導入することを決定する可能性があ

ります。これには、法域内で対処することが必要になる

でしょう。

金融機関は何を報告しなければならなくなるのか？

CRSの下における「報告対象者（reportable person）」

は、参加法域のいずれかにおける税務上の居住者であ

る個人または事業体（金融機関または特定の適用除外

事業体を除く）となります。これに対し、FATCAの目的

は、「特定（specified）」米国人（米国外に居住する米国

人を含む）を識別および報告することでした。したがっ

て、同じ者がFATCAとCRSの両方の目的における報告

対象者となる可能性があります。
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また、CRSがFATCAの下で定義された示唆情報と類似の示

唆情報を含んでいる中で、複数のCRSの報告が除外されて

おらず、これが修正されない場合には結果として同じ者が

様々な税務当局に対して報告されることにつながるでしょう。

さらに、法人顧客にとっての重要な違いは、非パートナー法

域におけるすべての投資事業体は「受動的（passive）」非金

融事業体（non-financial entity：NFE）とみなされるという、

CRSの下における擬制に関連するものです。結果として、 
パートナー法域における税務上の居住者であるかかる事業

体の支配者は報告対象となります。たとえば、あるパナマの

事業体は FATCAの目的における「参加外国金融機関

（ participating foreign financial institution ： participating 
FFI）」として適格となる可能性があり、この事業体がルクセン

ブルクの銀行において保有する口座は報告対象とならない

でしょう。しかしCRSの目的においては、パナマは（まだ） 
パートナー法域でないため、当該事業体はCRSの定義の下

における投資事業体であると仮定すると、同じ銀行はパート

ナー法域における税務上の居住者であるこの事業体の「支

配者（controlling person）」を識別し、結果としてこれらの者

に関して報告しなければなりません。

文書化およびデューデリジェンスの要件はどのようなもの

か？

CRSを目的とするデューデリジェンスは、税務上の居住地の

規準に基づいています。この情報が入手可能でない場合、

金融機関は、FATCAを目的として適用される規準と同じ規

準に基づく調査を実施することができます。CRSはFATCA
よりさらに強く自己申告に依拠すると思われますが、DACの

下で、加盟国はAML／KYCの文書に依拠するための一定

の柔軟性を導入する選択肢を有しています。

文書化に関して、多くの法域はFATCAおよびCRSに準拠し

た自己申告フォームの導入を試みています。しかし、一部の

市場のプレーヤーは米国のフォーム（たとえば、W-8または

W-9フォーム）を現在用いており、これらはFATCAにしか準

拠していません。加えて、銀行は「適格仲介人（qualified 
intermediary：QI）」でもあるため、特定の場合にQIの目的に

おいてこれらの米国のフォームを回収することが必要とな

り、これは要求される文書化の潜在的な重複につながりま

す。CRSの目的においては（FATCAと異なり）、金融機関が

特定の少額口座をレビューの対象から除外することを可能

にするような個人の口座に適用されるデ・ミニミス（僅少性）

基準値はないこと、および事業体に係るデ・ミニミス基準値

はCRSの下でFATCAとは若干異なる形で定義されているこ

とに留意すべきです。

提案されている報告の時期はいつか？

FATCAの目的における報告は、段階的な報告です。（2014
事業年度に関する）2015年中に期限が到来する報告は簡

易版となり、口座保有者に関する情報に加えて、口座の残

高および金額に関する情報のみを報告することが必要となり

ます。2015年に関する2016年中の報告については、金融機

関は口座に対して支払われた所得に関する情報を追加する

ことが必要となります。2016年に関する2017年中に期限が

到来する報告には、上記に加えて、口座に対して支払われ

た総収益も含まれます。CRSの報告の内容は同じですが、

段階的な導入は行われないと思われます。2016暦年に関す

る最初の報告には、残高、所得および総収益の全範囲の報

告が直ちに含まれます。

不遵守のペナルティはどのようなものか？

CRSとFATCAの間におけるもう一つの主要な違いは、CRS
の下においては懲罰的な源泉徴収税がないことです（ただ

し、IGAモデル1の各国では、FATCAの下における懲罰的な

源泉徴収税は極めて例外的な場合にのみ発生すると思わ

れます）。もちろん、CRSの義務を置換した国内法には不遵

守に係る特定の制裁が含まれることがあり、多くの国におい

てこれは行政上のペナルティの形を取っています。これは国

別に監視すべきです。
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予期すべき主要な2015年の課題および要件 

DACの下におけるCRSの報告が発効する際に（すなわ

ち、2015年12月までに）金融機関の準備が整っているこ

とを確実にするため、いくつかの行動に今すぐ着手する

必要があります。CRSプロジェクト（特にFATCAとのギャップ

分析）はすでに始まっていなければなりませんが、以下

の検討事項を考える必要があります。

• FATCAを目的として行われた戦略的意思決定を、

CRSの視点から再検討する必要がある。たとえば、

FATCAに係るデ・ミニミス基準値の適用除外の利用

は、これらの基準値がFATCAとCRSの目的において

異なり、これによりデューデリジェンスの複雑性の増大

がもたらされることを考慮して評価する必要がある。

FATCAと比較すると、CRSについては報告量が多くな

ることが予想されるため、報告に係る自動化または

アウトソーシングのソリューションの必要性を検討する

必要がある

• 投資ファンドおよび「範囲内」の商品の分類を、利用可

能なCRSステータスの種類の視点から評価する必要

がある（これは、CIVステータスを除くみなし遵守の

FATCAステータスを選択している投資ファンドにとっ

て、またたとえばFATCAとCRSの目的において用いら

れる定義および適用除外に若干の違いが存在してい

る保険商品の評価にとって重要なポイントである）

• 法務および規制上の文書化（一般的条件、オンボー

ディングの（取引開始にあたって必要な）文書、ファンド

の目論見書、購入フォームおよび契約書など）を、

CRSの要件の視点から再度改訂する必要がある。同

じことが、FATCAおよびCRSの分類および報告義務

の取扱いに係る内部手続にも当てはまる

• （非）報告対象ステータスをCRSの視点から評価する

ため、口座保有者および投資家に関するデューデリ

ジェンスのエクササイズを再度実施することが必要と

なる

• もう一つの課題となるのは、顧客とのコミュニケーション

である。多数の顧客が、そのFATCAステータスに関す

る文書（たとえば、顧客のファイルの中で発見された米

国示唆情報に関連する証憑）の提供のため、最近連絡

を受けている可能性がある。金融機関は、顧客のCRS
の分類および顧客のファイルの中で識別された追加的

なCRSの示唆情報の考えられる修正に関する追加的

な情報を要求するため、その後すぐに再度顧客に連絡

しなければならない可能性がある。またEUのDACは、

データの保護に関して、口座保有者に対する特定の情

報義務の存在を確認している。かかる口座保有者の情

報の範囲は、依然として議論の対象となっている

• また、ファンドのサービスプロバイダーにおいては、この

新たな一連の情報を処理し、一元化することができるよ

う、データ、システムおよびプロセスをアップデートする

ことが必要となる

CRSの導入プロジェクトの成功を確実にするため、以下の

ような重要な行動に緊急の問題として着手する必要があり

ます。

• 影響分析を開始し、これによりFATCAの導入プロジェクト

との関連性を見出す。この影響分析は、導入のコスト、

ならびに組織がそのCRSの報告システムを自己開発す

るか、外部のパッケージと組織のシステムの統合に目

を向けるか、またはFATCAおよびCRSの報告に係る

アウトソーシングのソリューションを検討するかを評価す

べきである

• CRS固有の要件に関して、FATCA／EUSDとCRSの

間における違いに焦点を合わせ、既存のFATCAタスク

フォースを訓練する

• CRSの要件を考慮して、FATCA／自動的情報交換の

戦略を再検討する

• （内部および外部の目的において）コミュニケーション戦

略を体系化する

• CRSに適用される新たな分類／修正の規準およびワーク

フローを識別する
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要点：

• 80を超える法域がOECDの税務行政執行共助条約（CRSの基準を含む）を承認したり、承認を確約したりしていることにより、税の透明性の

向上は実質的にグローバルな規模において重要なマイルストーンに到達しました。これに取り組んでいる国にはすべてのEU加盟国、および

アルゼンチン、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、チャネル諸島、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、ナイジェリア、ロシア、サウジア

ラビア、シンガポール、スイス、南アフリカなどのすべての大陸における法域が含まれます。DACの下におけるCRSの導入のEUにおける最

初の段階において、次に追加的なパートナー法域にCRSの報告を課す追加的な法的手段の継続的なフォローアップにおいて、ならびにそ

の後の顧客の分類および報告システムのアップデートにおいて、市場のプレーヤーは迅速に行動する必要があります。

• しかしながら、CRSの導入および効率性を改善するためのいくつかのさらなる措置を想定すべきです。米国の立法者がFATCAの前に

（FATCAが整合している）QI制度において行ったように、OECDが検討する次のステップは、実質所有者の身元に応じた正確な金額の源泉

徴収税（二重課税防止条約の下における軽減税率を含む）の妥当な適用を確実にするような源泉徴収税の優遇システムです。したがって

OECDは、十分な関連情報を金融機関に提供するためのインセンティブを世界中の投資家および口座保有者に与えることを目的として、条

約に係る優遇および遵守の実施（Treaty Relief and Compliance Enforcement：TRACE）の取組み（CRSの導入のペースが上がる中で議

論が再開されたもの）の実施を促進するでしょう。2014年10月に、OECDの租税委員会は、「TRACEは網羅的かつ正確な情報を自身の金

融機関に提供するためのインセンティブを投資家に提供することから、金融機関がCRSを目的として収集する情報の質を向上させるであろ

う」と述べました。

• 投資家および口座保有者はグローバルな投資および／または口座情報と自身の税務申告書において報告する必要のある金額を一致させ

るためにより手厚い支援を必要とするようになることから、結果として税務の規制遵守コストは将来増加すると思われますが、これは新たな

機会によって相殺されるべきです。したがって、より多数の市場のプレーヤーが、投資家の税務上の居住地において適用されるルールに応

じた投資家の実現所得に係る税務上の資格を投資家に通知し、結果として投資家の国内の税務申告書がルールを遵守した形で提出され

るよう促すため、特定の投資家税務報告を提供することを検討しています。
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CRSを信じますか？ 
信託の文脈における共通報告基準

（Common Reporting Standard：

CRS）の報告義務 
アンドリュー・ナイト

（Andrew Knight） 
パートナー

メイトランド

ネル・シェーマン

（Nel Schoeman） 
アソシエイト

メイトランド

2016年に適用が開始される予定のCRSは、国際税務

プランニングの世界を根本的に変えるような報告義務

および情報交換基準を課すでしょう。信託は特に標的

となっており、その受益者、委託者、プロテクターおよび

受託者に関する情報を報告する義務を負う可能性があ

ります。場合によっては、これには信託に対する委託者

および受益者の持分の価額が含まれるでしょう。 

ここ数年間に、脱税の減少を目的として各国間におけ

る税の透明性の向上へと向かうグローバルな動きが起

こっています。その直接的な結果として、異なる法域の

間における税務上の居住者に関する自動的情報交換

が生まれました。この領域における最も新しくかつ最も

劇的な動向は、金融口座に関する税務情報の自動的

な 交 換 に 係 る 基 準 （ Standard for Automatic 
Exchange of Financial Account Information in Tax 
Matters）のOECDによる策定であり、同基準は一般に

短縮した形で共通の報告基準（Common Reporting 
Standard：CRS）と呼ばれています。 

信託は、CRSへの入門の正に最初の段階で警告を受

けています。信託である事業体が維持または保有する

口座が報告対象口座に含まれていることに重点が置

かれています。また、これらの口座に関する報告に責

任を負う機関（しばしば信託自体を含む）は、受動的事

業体をルックスルー（調査）し、これらの事業体を最終

的に支配している個人に関して報告することを要求さ

れます。CRSに、個人が信託を報告要件に対する盾と

して利用できないことを確実にする狙いがあることは明

らかです。

CRSのセクション1Aは、「各報告金融機関は、自らの各

報告対象口座に関する［特定の］情報を報告しなければ

ならない」と述べています。

報告義務があるかどうか、およびその義務の内容は、関

与する報告機関の性質および居住地、ならびにその口座

保有者の居住地や、信託の場合における受益者、委託

者、プロテクターなどの居住地などといったその他の要因

によって、ある程度異なるでしょう。

信 託 は 、 多 く の 場 合 、 「 報 告 金 融 機 関 （ Reporting 
Financial Institution：FI）」または「受動的非金融事業体

（Passive Non-Financial Entity：受動的NFE）」のいずれ

かに分類されると思われます。信託がFIである場合、当

該信託またはその受託者は、当該信託の報告対象口座

に関してその国内の税務当局に報告する義務を負いま

す。信託が受動的NFEである場合、その受託者は、当該

信託が報告対象口座を保有しているFI（たとえば、銀行）

がその国内の税務当局に報告書を提出できるよう、当該

FIに対する情報の開示を要求される可能性があります。 

したがって、FIに該当する信託の場合に適用される報告

義務が、受動的NFEである信託が口座を保有するFIに対

して行うよう要求されるであろう開示と異なることは明らか

です。別々の一連の義務に係る根拠および内容を混同す

ることのないよう注意すべきです。したがって、信託に適

用される報告義務を判断する際には、当該信託がFIであ

るか受動的NFEであるかを確定することが、極めて重要

な最初のステップとなるでしょう。
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FIとしての信託 

信託は一般に、職業的な企業受託者、すなわちその主た

る事業として信託またはその他の顧客のために資産を投

資、管理または運用する受託者を有している場合、FIに
分類されます。また、金融資産の投資、再投資または売

買に起因する当該信託の総所得がその総所得合計の

50％超であることも必要とされます。 

FIである信託の報告義務 
FIとしての信託は、CRSに定められている定義に従う「報

告対象者（Reportable Person）」が保有するあらゆる「口

座（Account）」（すなわち、「報告対象口座（Reportable 
Account）」）に関して報告する義務を負います。「報告対

象者」とは、CRS署名国の居住者であるあらゆる事業体

または個人です。「口座保有者（Account Holder）」とは、

「投資事業体（Investment Entity）」の形態を取ったFIで
ある信託に関して、当該信託に対する「資本または債務

持分（equity or debt interest）」を有するあらゆる者をい

います。

CRSの下において、「資本持分は、当該信託の全部もしく

は一部の委託者もしくは受益者として取り扱われるあら

ゆる者によって、または当該信託に対して最終的な有効

な支配力を行使するその他のあらゆる自然人によって保

有されているものとみなされ」ます。CRSコメンタリーによ

ると、純粋なみなし（discretionary）受益者である（すなわ

ち、当該信託に対する確定（vested）持分を有していな

い）受益者は、特定の報告期間中にかかる受益者に対す

る分配があった場合に、当該報告期間に関してのみ、口

座保有者であるとみなされるべきです。

早期適用国のいずれかの居住者である信託の場合、み

なし受益者に対して2015年中に行われる分配は、口座

が2015年12月のポジションを検討することによって「既

存」に分類されることから、2017年への過程において早く

も開示義務を生じさせる可能性があります。

FIである信託の受益者であると同時に委託者である者

（両方の場合において口座保有者として適格）は、当該

信託に2つの口座を有するものとして取り扱われること

に留意することが重要です。これらは個別に評価および

報告することが必要となります。

また、信託に対して融資を行った者はすべて、「債務持

分」を保有する口座保有者となります。

報告対象情報

報告対象口座に関して報告すべき情報には、報告対象

者の氏名、住所、納税者識別番号、生年月日および出

生地、ならびに該当する報告期間に関して当該口座に

対して支払われたかまたは入金された合計総額および

該当する報告期間末時点の口座残高が含まれます。ま

た、報告対象者が保有する口座の解約も、如何なる口

座であっても報告しなければなりません。

CRSは、受益者、委託者または最終的な有効な支配力

を行使する者に係る持分の価額の決定に関する指針を

示していません。したがって、報告の目的において、FIで
ある信託に対するこれらの当事者の持分にどれだけの

価額を帰属させるべきか（すなわち、かかる当事者の

「口座」の価額）についての問題が生じます。

信託に対する確定受益者の持分の価額は、当該確定

持分の価額に直接関連付けられると思われます。みな

し受益者の場合、信託に対する当該受益者の持分の価

額は、任意の報告期間中の当該受益者に対する分配

の合計額と同額になると思われます。

撤回可能信託との比較において、撤回不能信託に対す

る委託者の持分がどれだけの価額であるかについては

難しい問題が生じます。同様に、信託に対して最終的な

有効な支配力を行使する者（たとえば、大きな権限を持

つ受託者またはプロテクター）について、信託の価額全

体をかかる者に帰属させるべきでしょうか？
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受動的NFEとしての信託 

信託の受託者が職業的な企業受託者でない場合、当該

信託はFIとならない可能性があります。したがってこれは

NFEに分類され、能動的NFEまたは受動的NFEのいず

れかとなるでしょう。CRSには能動的NFEのカテゴリーの

確定リストが含まれています。NFEである信託が能動的

NFEの具体的なカテゴリーのいずれかに該当しない場

合、これは受動的NFEに分類されます。能動的NFEのカ

テゴリーは、多くの場合において、富の保全のために設定

されたNFEである信託は受動的NFEとなるように定めら

れています。

また、CRSは受動的NFEを、CRSに署名していない国の

居住者である「投資事業体」を含むと定義しています。そ

の影響は、非CRS国の居住者である信託に係る口座を

維持しているFIが、それらの信託に関する「支配者

（Controlling Person）」を識別し、それらの支配者がCRS
に署名している国の居住者である場合、それらの支配者

に関して報告するよう要求されることです。

受動的NFEである信託に関する報告義務 
受動的NFEはCRSの下における報告義務を負いませ

ん。しかしながら、ほぼすべての場合において、受動的

NFEは、CRSの報告義務を負っている他の事業体に金

融口座（おそらくは銀行口座）を持つでしょう。受動的NFE
が口座を持つFIは既存のマネーローンダリング防止

（anti-money laundering：AML）および顧客確認（know 
your client：KYC）のデューデリジェンス義務の対象にも

なり、これらは当該FIがこの受動的NFEの「支配者」を識

別していることを要求するでしょう。CRSはAML／KYCの

義務を拡大し、FIに対して、たとえばその口座保有者の税

務上の居住地および納税者識別番号に関する追加的な

情報を収集する義務を負わせるでしょう。受動的NFEはこ

れらの義務に従い、かつFIの要求に応じて当該FIの口座

保有者として、FIに対する開示を行います。 

自身が口座（一般に銀行口座または投資口座）を保有し

ているFIから要求された場合、受動的NFEは、CRS法域

の居住者である自身の「支配者」に関する情報を提供しな

ければなりません。これを行わなかった場合、制裁として

問題の口座が「報告対象」に分類されるようになる可能性

があります。

「支配者」という用語は、信託の場合、「委託者、受託者、

プロテクター（該当する場合）、受益者または受益者の集

団、および当該信託に対して最終的な有効な支配力を行

使するその他のあらゆる自然人」を意味すると定義され

ています。

この定義から、ある者（たとえば、受益者）が信託に対し

ていかなる支配力も行使することなしにその支配者とな

る可能性があることは明らかです。したがって、支配者と

は信託に対して最終的な有効な支配力を行使する者の

みであると思い込むことのないよう注意すべきです。

FIである信託の口座保有者に関して（上記）と同様に、支

配者となることの文脈において、みなし受益者と確定受

益者を区別する余地があると思われます。よって、信託

利益を受け取るみなし受益者のみが支配者として取り扱

われるでしょう。

また、プロテクターおよび受託者も支配者の定義に明示

的に含められています。これは、FIである信託における

受託者およびプロテクターが、いずれかが信託に対して

最終的な有効な支配力を行使する者であり得るにもかか

わらず、自動的には口座保有者に含まれないという状況

と区別されるべきです。

この最終的な影響は、CRS署名国の居住者である銀行

に口座を有する受動的NFEである信託が、CRS署名国

の居住者であるすべての自身の受益者、委託者、および

プロテクターに関する情報をかかる銀行に提供しなけれ

ばならない可能性があることです。そして上記のとおり、

これにはあらゆる法域の信託、および本来は非CRS法

域の投資事業体であり得る信託が含まれるでしょう。

よって、CRS署名国の居住者である者は、非CRS国の

信託に関して、CRSの下における報告の対象となる可能

性が十分にあります。かかる信託が署名国の居住者で

ある銀行に口座を維持している場合、当該銀行は当該信

託の支配者を識別し、これに従ってその国内の税務当局

に報告する義務を負うでしょう。
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報告対象情報

受動的NFEである信託の口座に関してFI（銀行）が報告

すべき情報は、CRS署名国の居住者である当該信託に

係るそれぞれの支配者の氏名、住所および出生地で

す。加えて当該FIは、当該信託のために維持している

口座の価額および変動を報告します。複数の支配者に

関して、同じ口座が複数回報告される可能性がありま

す。FIである信託の場合と異なり、受動的NFEである信

託に関してFIが提出する報告書は、信託に対する支配

者の持分の価額を反映しません。

よって、CRS署名国の 
居住者である者は、非

CRS国の信託に関して、

CRSの下における報告

の対象となる可能性が

十分にあります

CRSを信じますか？ 

米国の追加雇用対策法（Hiring Incentives to Restore 
Employment Act：HIRE）の一部として米国の外国口座

税 務 コ ン プ ラ イ ア ン ス 法 （ Foreign Account Tax 
Compliance Act：FATCA）が策定された時点で、信託が

外国金融機関として取り扱われ、これによりFATCAの 
デューデリジェンスおよび報告の義務を全面的に負うで

あろうことを示唆するものは、（立法の経緯を含め）何も

ありませんでした。これが現実になることを合理的に予

想していた者はいなかったでしょう。しかしながら、HIRE
を導入するための詳細なFATCA規則の起草者は、詳細

な規制の枠組みに信託を含めた際、世界的な透明性と

いうその目標を実現するというFATCAの理想を疑いもな

く信じていました。CRSがそうであったように、様々な政

府間協定が迷わずこのアプローチに続いたように見えま

す。しかし、これは何という窮屈な結果をもたらしたことで

しょう。正式なCRSコメンタリーは、たとえば金融口座の

概念が信託にどのように適用されるかの説明において

進捗を見せていますが、これが労力を要したことは明ら

かであり、CRS制度を信託に適用するにあたっての多数

の課題が残っています。これらの課題を克服できるかど

うかは、時が経たなければ分からないでしょう。

要点：

• 職業的な企業受託者によって管理されている信

託は、多くの場合、当該信託に対する受益者およ

び委託者の持分の価額に関して報告しなければ

ならない

• 信託に対するみなし受益者の持分の価額は、か

かる受益者に対して分配が行われた場合にのみ

報告の対象となる

• みなし受益者に関して、2015年中の分配は、早く

も一定の開示義務を生じさせる可能性がある

• 受動的NFEである信託は、自身の委託者、プロテ

クター、受益者および受託者が支配者として取り扱

われる場合、これらに関する情報を、自身が口座

を保有している報告FIに開示しなければならない

• 信託が受動的NFEである場合、当該信託に対する

受益者または委託者の持分の価額に関する報告

要件はない

• 受動的NFEである信託が報告対象口座を保有して

いるFIは、当該口座全体の価額および当該信託の

支配者の詳細に関して報告する
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投資ファンドに影響を及ぼす

法律の改正および明確化

フランスの最新情報

エティエン・ジュノ

（Etienne Genot） 
パートナー

ファイナンシャル・サービス

デロイト

エレーヌ・アルストン

（Hélène Alston） 
ディレクター

ファイナンシャル・サービス

デロイト

2015年度財政法案により、投資運用に影響を及ぼすいくつかの

明確化が導入されました。加えて、盛んに論評された「成長と

活動のための法律案」（マクロン法）も、資本投資専門の新たな

投資ファンドを導入しています。
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配当に対する源泉徴収税の非課税扱い―非EUファンド

に係る最新情報

2012年8月17日まで1、フランス企業が外国の集団投資ス

キーム（undertaking for collective investment：UCI）に

分配する配当は、30％の税率2（適用される租税条約に基

づいて軽減される可能性がある）で課される源泉徴収税

の対象となっていました。資本移動の自由の侵害に対し

てフランスに制裁を科すECJの判決3に加えて、立法者

は、フランスのUCIと同等の外国のUCIに対して支払われ

る配当の非課税扱いを導入しました。

EU域外の国を本拠とする集団投資ファンドについては、

2012年度法案の規定の下で、この非課税扱いは当該国

がフランスと行政執行共助条約を締結している範囲にお

いてのみ適用されていました。しかし実務においては、

フランス税務当局（French Tax Authorities：FTA）はその

2013年8月付の通達書に基づき、非EUのUCIは同等で

ないものとみなしていました。2014年度修正財政法案4

は、UCIがこの非課税扱いについて定められた条件を遵

守しており、よってこれの恩恵を受けられることを確認す

るために必要とされる情報を税務当局が入手することを、

行政執行共助条約が実質的に可能にしなければならない

と述べています。

現行の実務：EU法に反した、非EUのUCIに対する非課税

扱いの不適用

欧 州 連 合 の 機 能 に 関 す る 条 約 （ Treaty on the 
Functioning of the European Union：TFEU）第63条は、

「加盟国間および加盟国と第三国の間における資本の移

動に対するすべての制約は禁止される」と定めています。

サンタンデール事案において、ECJは2012年に、資本移

動の自由の侵害に対してフランスに制裁を科しました。こ

れは、外国のファンドに支払われる配当に対する源泉徴

収税の廃止につながりました。

しかし、法律が改正されたにもかかわらず、FTAによる法

律の限定的な解釈のために、源泉徴収税の非課税扱い

は依然として非EUファンドに対しては否認されていまし

た。これは、第三国のファンドに権利を認めた、より新しい

ECJの判例法と整合していません（たとえば、DFAインベ

ストメント・トラスト・カンパニーのエマージング・マーケッツ・

シリーズ対ブィドゴシュチュ税務局長（C-190/12）2014年 
4月10日）。 

1   2012年度修正財政法案第2012-958号（2012年8月16日） 
2   フランス税法の旧第119-2条に基づく 
3   ECJ事案第C-338/11号から第C-347/11号（2012年5月10日、サンタンデール） 
4   2014年度修正財政法案第2014-1655号第58条（2014年12月29日） 
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2014年度修正財政法案：さらなる明確化が導入される

か？

2014年度修正財政法案5は、行政執行共助協定の導入

が、源泉徴収税の非課税扱いの恩恵を受けるために要

求される条件の遵守を「確認するために必要とされる情

報を［中略］当該UCIが外国法に基づき設置されている

国の当局から税務当局が入手することを実質的に可能

に」しなければならないと付け加えることにより、非EUの

UCIに分配される配当に関する明確化を導入しました。 

非EUファンドによる過去に徴収された源泉徴収税の還

付請求と将来非課税扱いの恩恵を受けるための申請の

両方が実務において対処されていないにもかかわらず、

この新たな規定は、非EUファンドが非EUのUCIに係る

源泉徴収税の非課税扱いの恩恵を受けるための追加

的な条件を作り出しています。この措置の妥当性および

効果に疑問を持つ人がいるかもしれません。

しかし、この新たな規定をより肯定的に評価することは

可能です。この追加事項は、現行のFTAのガイドライン

に述べられている内容に反して、非EUのUCIを単純に

同等性分析から除外することはできないことを暗示して

います。

見掛けと違いこの文章は、追加的な条件としてではなく、非

EUのUCIを源泉徴収税の非課税扱いの恩恵から除外する

FTAのガイドラインおよび実務を修正させるためにFTAに対

して出された強制命令として解釈することができます。この

解釈が適用されたならば、これはフランスの配当に対する源

泉徴収税の制度が、（ついに）TFEUおよびECJの判例法を

遵守したものになることを可能にするでしょう。

5   2014年度修正財政法案第2014-1655号（2014年12月29日） 
6   BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70第100号 
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議会における議論は、この分析を裏付けているように思われ

ます。この措置の予備的評価の文脈において、フランスの代

議士は、このスキームの導入は改訂されたFTAのガイドライン

（BOFIP）の公表を伴うであろうと示唆しています。しかし、

FTAの現行のガイドラインはすでに、「条件の遵守は、当該

UCIがその本拠を有している国との間で、フランス当局に 
よって確認可能でなければならない」6と定めています。非EU
のUCIは同等でないものとみなすようFTAに促しているのは

正にこの一文ですが、これには疑問の余地があります。



行政執行共助の有効性をめぐる不確実性

この要件は解釈の対象となっており、これはFTAが行政

執行共助条項は有効でないと主張できることを意味しま

す。しかし、この主張をすべての行政協定について用いる

ことができる可能性は低いと思われます。税務当局がそ

の通達書を修正したり、非EUファンドが行った請求に目

を向け始めたりするまでは、外国のUCIは依然としてEU
法に反して源泉徴収税の対象となる可能性があり、依然

としてその権利を守るためにこれに異議を唱えなければ

ならない可能性があると思われます。

中小企業（small or medium-sized enterprise：SME）

への投資に係る新たな有利な税制（PEA） 

フランス国内または他のEU加盟国（アイスランド、ノルウェー

およびリヒテンシュタインにまで拡張されている）内に立地

するSMEへの投資を促進するため、伝統的なフランスの

株式貯蓄制度（Plan d’épargne en actions：PEA）と並行

して、2014年1月1日付で7PEA SMEが導入されました。

この追加的なPEAを導入する規定は2014年3月4日の政

令によって定められ8、フランス税務当局（French Tax 
Administration：FTA）は2015年1月15日にこのスキーム

に関するその最初の通達書を公表しました9。 

非 EU の UCI を 単 純 に

同 等 性 分 析 か ら 除 外

することはできません

PEA SMEの主な特徴 

PEA SMEは一般に、1992年に策定された従来からの

PEAと同様に機能します。これは、納税者が引出しを 
5年間実施しないこと、および適格証券に投資すること

を条件として、株式のポートフォリオを所得税非課税で

運用することを可能にする制度です。同じ仕組みに基

づいていても、PEA SMEは異なるスキームとみなさ

れ、よってフランスの税務上の居住者である個人は

PEAとPEA SMEの両方を保有することができます。 

適格証券

PEA SMEの適格証券は、（上場または非上場）株式、

投資証書および協同組合投資証書、有限責任会社

（SARL）または同等のステータスを持つ会社の株式、

ならびに協同組合会社の持分証券です。発行体は法人

所得税（または同等の税）の納税義務を負い、かつ上

記の国のいずれかに立地していなければなりません。

加えて、従来からのPEAと異なり、これらの証券は

SME、すなわち従業員数が5,000人以下、かつ売上が

15億ユーロ以下または総資産が20億ユーロ以下の企

業によって発行されたものでなければなりません。

7   2014年度財政法案第2013-1278号（2013年12月29日） 
8   政令第2014-283号（2014年3月4日） 
9   FTAのガイドラインBOI-RPPM-RCM-40-55 
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仲介された投資およびファンド・オブ・ファンズ

さらに、集団投資ファンドを通じて間接的に保有される証

券も、PEA SMEの適格証券となる可能性があります。こ

れらは、資産の75％以上がSME企業の証券で構成され

ており（割当て）、そのうち3分の2以上が適格証券で構成

されている（ サブ割当て） 、変動株式資本投資会社

（SICAV）の株式、相互投資ファンド（FCP）（ベンチャー 
キャピタル相互投資ファンド（FCPR）、イノベーション志向

相互投資ファンド（FCPI）および不動産投資信託（FIP）を

含む）のユニット、ならびに協調型の欧州のUCITSのユニット

または持分です。

PEA SME に お い て 投 資 さ れ る 資 金 は 持 株 事 業 体

（organisme de tête）と呼ばれる集団投資ファンドにも投

資されることがあり、これはそれ自体が以下に投資しま

す。

• フランスのファンド（FCPR、FCPIおよびFIP）のユニット

• 直接または「マスターフィーダー」システム10を通じて

SMEの証券に投資する他のファンドのユニットまたは

持分

この仕組みが議論された後の最初の熱狂の波が過ぎ去

り、そしてその導入から数カ月が経って、この仕組みに対

する市場の感じ方は様々であることに留意すべきです。

10   「フィーダー」が取りまとめるUCITSが、その資産の85％以上

を、「マスター」が取りまとめる運用資産をプールするUCITSに

投資するシステム 
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投資の国際競争における新たな競争相手：オープンパー

トナーシップ会社（Société de Libre Partenariat：SLP） 

オープンパートナーシップ会社（ Société de Libre 
Partenariat：SLP）は、法案「成長と活動のための法律案」

（経済大臣にちなんで「マクロン」法案と命名された）草案

の作成を担当する委員会において2015年1月に議論され

た修正11を通じて導入され、フランスの金融セクターが直

面するルクセンブルク、ドイツおよび英国との競争に対す

る政府の効果的な対応となることを目指しています。

資本の調達が困難になってきたことは―AIFM後の文脈

において―広く認められており、したがって（特に外国の）

大手機関投資家による非上場事業体への投資を促進す

ることが必要とされています。これらの投資家は、明確性

の不足のため、ドイツ、ルクセンブルクおよび英国に、なら

びにルクセンブルクにおける特別有限責任組合（Société 
en Commandite Spéciale）や英国版リミテッドパートナー

シップなどのビークルの選択肢に惹かれてしまう可能性

があります。

これは、特にガバナンスおよび組織運営のルールに関

して、リミテッドパートナーシップと同等の柔軟性を外国

の投資家に提供するという考え方です。これには、投

資家の情報、または運用会社と投資家の間における

パワーバランスの改善を目的とする条項（「無過失離

婚条項」）が含まれます。

税務の視点から見てSLPは透明性の高いものになる

と思われ、これはSLPがフランスの特定投資家向けコ

モンファンド（FPCI）に適用されるのと同じ税務上の取

扱いを維持しつつ、国境を超えて多くの欧州諸国（特

にドイツ）において透明性の高いものとみなされること

を可能にするでしょう。

かかるビークルへの取組みが将来どのようになるか

は、興味深いものとなるでしょう。

結果として、通貨金融法第L.214-54条は、既存のコモン

ファンド（FCP）および変動株式資本投資会社（SICAV）と
並んでオープンパートナーシップ会社を追加すべく改正12

されると思われますが、法的な視点から見たオープンパ

ートナーシップ会社は、オルタナティブ投資ファンドとして

設立されるフランス版リミテッドパートナーシップ（société 
en commandite simple）で構成されるでしょう。 

これは、リミテッドパート

ナーシップと同等の柔軟

性を外国の投資家に提

供するという考え方です

11 修正第SPE864号（2015年1月8日） 
12 フランス上院は、2015年3月11日より同法案に関する作業を開始する 
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ポートフォリオにおける

アクティブ運用とパッシブ

運用の組合せ
ニコラス・ゴーセル

（Nicolas Gaussel） 
最高投資責任者

リクソー・アセット・マネジメント

アルノー・リナス

（Arnaud Llinas） 
ETF・インデキシング責任者 
リクソー・アセット・マネジメント

ここ数年間、ポートフォリオの構築に関する既成の

考え方に疑問が投げ掛けられています。投資家は

現在、体系的かつ透明性の高い方法による市場リス

クプレミアムへのエクスポージャーを提供する様々な

「スマートベータ」戦略から選択することができます。

今日、アクティブファンド運用とパッシブファンド運用

の間の境界線はどこに引かれているのでしょうか？ア

クティブ運用会社の将来の役割は何でしょうか？イン

デックスが進化する中で、時価総額加重型の標準的

なベンチマークをどのように用いるべきでしょうか？

54 



この「エキスパートの意見」では、リクソー・アセット・マネジメントの最高投資責任者であるニコ

ラス・ゴーセル氏および同社のETF・インデキシング責任者であるアルノー・リナス氏が、これ

らの重要な問題に関する彼らの見解を紹介しています。

伝統的な「コア」のアクティブ運用は縮小しつつある

ニコラス・ゴーセル：世紀の変わり目以降の資産運用を支配してきた一つのトレンドは、伝統的

な「コア」のアクティブマンデートからの資産の流出です。世界中の投資家が、伝統的なアクティブ

運用からオルタナティブ、専門のアクティブマンデート、ソリューションおよび負債対応投資

（liability-driven investment：LDI）スキームへとシフトしています。また、運用資産の構成比率

において、上場投資信託（exchange-traded fund：ETF）を含むパッシブファンドの大きな伸び

が見られます。

縮小するコア

全世界の商品別運用資産（％および兆ドル）

私たちは、資産運用市場の両極化、すなわち、一方においては専門的なアクティブ運用の需

要の増加、他方においてはパッシブマンデートの需要の増加を目の当たりにしています。伝統

的なアクティブ運用会社は、その役割の正当化を求める圧力の強まりにさらされています。

アクティブコア資産は、2017年までに全世界の運用資産の約40％にまで縮小すると予想されている。 

• パッシブファンドとアクティブファンドは、ポート

フォリオの構築において相互補完的である

• 将来のポートフォリオには、伝統的なベータお

よびアクティブ運用（アルファ）への配分に加

えて、スマートベータへの大きな配分が含ま

れると思われる

•

• パッシブファンドは、低コストで様々な資産クラ

スへの幅広いアクセスを投資家に提供する
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オルタナティブ

アクティブな専門商品

ソリューションおよびLDI

伝統的なアクティブコア
資産

パッシブおよびETF

2003年 2008年 2013年

$36 $46 $69
16%

5%

13%
2%/$1

63%/$22

21%/$8

5%/$2

56%/$26

8%/$3

9%/$4

22%/$10

10%/$5 15%/$10

45%/$31

25%/$17

10%/$7

3%/$2

5%/$3

3% 4%

17%

17%
11%

13% ~ 1.5

~ 2.0

~ 6.0

~ -0.5

~ 4.0

2013年～2017年の運

用資産合計に対する
予想年間純フロー（%）

ポートフォリオにおける伝統的なベータ、スマート

ベータおよびオルタナティブの組合せは、効

果的なソリューションを投資家に提供する



   

パッシブファンドは成長している

アルノー・リナス：一般的に観察される市場慣行に基づ

き、私たちは、パッシブマンデートおよびETFの運用資産

が2003年から2013年の間に3兆ドルから10兆ドルに増

加していることに気付きました。この市場セグメントは健

全な成長を続けると予想されます。

このトレンドには4つの原因があると私たちは考えています。 

達成したのは、平均するとアクティブファンドの21％にと

どまります。この証拠は、パフォーマンスに継時的な一貫

性がほとんどないことを示しています。よって、ある年に

ベンチマークを上回った運用会社が翌年に同様の結果

を残す可能性は小さいことになります（下記の図表を参

照）。

第二に、ETFを含むパッシブファンドはアクティブファンドに

対して明確なコスト優位性を持っており、この結果多くの投

資家が、インデックスを上回ろうとするよりもインデックスに

連動する運用成果を得ようという結論に達しています。も

ちろん、パッシブファンドはそのインデックスを厳密には再

現しないことを指摘しておくのがフェアというものでしょう。

他の条件が同じであれば、パッシブファンドはその年間運

用コストの分だけインデックスに差をつけられるでしょう。し

かし、パッシブファンドのコストは相対的に低く、かつ着実

に低下してきました。

第三に、パッシブファンドは現在、細分化がかなり進んだ

ため幅広い資産クラスへのアクセスを提供しており、投資

家に数多くの選択肢を提供しています。パッシブファンドは

分散がかなり図られていることが一般的であり、個々の市

場セグメントへの幅広いアクセスを提供します。

第四に、体系的かつ透明性の高い方法による複製を可能

にする、インデックスに分類されるスマートベータ投資戦略

は、ますます重要な現象となっています。

アクティブファンドとインデックスの間における10年間のパフォーマンス／ボラティリティの比較 

インデックス アクティブファンド* インデックス アクティブファンド* 
フランス大型株 5,4 % 4,9 % 16 % 16,5 % 16 % 
フランス中小型株 8.8% 8.7% 18.1% 16.7% 38% 
英国株 6,7 % 6,7 % 13,8 % 14,3 % 34 % 
欧州中大型株 6,3 % 6,3 % 14,4 % 15,3 % 31 % 
欧州小型株 10.2% 9.4% 18.5% 18.0% 26% 
米国中大型株 6,1 % 5,6 % 12,9 % 13,6 % 13 % 
日本株 2,0 % 0,3 % 14,3 % 15,0 % 13 % 
世界株 6,0 % 5,8 % 12,5 % 13,7 % 20 % 
バリュー株 5.7% 6,2 % 13.0% 13,9 % 27% 
世界新興国株 10,6 % 8,8 % 19,5 % 20,0 % 27 % 
中国株 12,3 % 12,3 % 23,4 % 21,6 % 13 % 
欧州国債 4,7 % 4,0 % 4,1 % 3,9 % 24 % 
欧州社債 4,7 % 4,3 % 3,9 % 4,3 % 21 % 
欧州ハイイールド 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

新興国債券 8,7 % 5,1 % 9,0 % 9,2 % 0 % 

出典：マルレーヌ・アシン（リクソー・アセット・マネジメント ETFリサーチ責任者）「Active Funds vs. Benchmark」（2014年11月）。調査

は、2004年6月30日から2014年6月30日までのモーニングスターのデータおよびファンドカテゴリーに基づく。 

パフォーマンス ボラティリティ 
ベンチマークを上回るパフォーマンス

を達成したアクティブファンドの割合 
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第一に、アクティブ運用会社のパフォーマンスは、総額

ベースで見るとそのベンチマークを下回り続けています。

リクソーのETFリサーチ責任者であるマルレーヌ・アシン

（Marlène Hassine）による最近の調査によると、過去10
年間にわたってベンチマークを上回るパフォーマンスを



スマートベータはパッシブの定義を拡大する

アルノー・リナス：スマートベータはパッシブ投資の従来

からの定義を拡大し、価値ある新たなツールを投資家に

提供しています。アクティブ投資運用会社による様々な

種類の伝統的なポートフォリオ戦略は、現在、スマート

ベータのインデックスを通じて効率的にかつ低コストで複

製できるようになっています。言い換えれば、パッシブ

ファンドは、かつてアクティブ運用においてのみ提供され

ていた戦略へのエクスポージャーを与えるために用いら

れるケースが増えています。また、スマートベータは投資

家によるパッシブファンドへの伝統的な配分の一部を一

定程度代替し、時価総額加重型のインデックスに連動す

ると思われます。

リクソーによる最近の「エキスパートの意見」1において、

リクソーのリサーチディレクターであるティエリー・ロンカッリ

（Thierry Roncalli）は、リスク要因の概念の概要を示して

います。リスク要因は、株式およびその他の資産クラス

のパフォーマンスを理解する上で役立ちますが、個々の

リスク要因へのエクスポージャーを提供するスマートベータの

インデックスが増加傾向にあります。人気のあるスマート

ベータのインデックスの種類は他にもあり、インデックス

の構成銘柄の再加重、特定の投資スタイル、または具体

的なリスクの結果（たとえば、ボラティリティの最小化）に

重点を置いたインデックスなどがあります。将来、多くの

ポートフォリオに、伝統的なベータおよびアクティブ運用

のアルファへの配分に加えて、スマートベータへの大き

な配分が含まれるようになるであろうと私たちは考えてい

ます。

オルタナティブは無相関のリスクプレミアムを提供する

ニコラス・ゴーセル：このインデックス運用およびパッシブソ

リューションのブームの真っただ中で、ヘッジファンドなどの

オルタナティブ資産運用ストラクチャーの需要が増加してい

ることは、矛盾していると思えるかもしれません―しかし、

オルタナティブへの投資資金の流入は極めて好調です。ク

リフウォーターおよびリクソーによって実施された別の調査

では、米国の州の年金基金におけるオルタナティブ投資の

割合が最近、2006年の10％から2013年の24％へと2倍超

になったことが判明しました2。資産市場におけるボラティリティ

の高い期間、および一部のヘッジファンドに関連するネガティブ

なニュースがあったにもかかわらず、投資家は引き続き、

オルタナティブが魅力的なリスク調整後リターンを生み出す

能力に引き付けられています。2001年から2014年の期間

に わ た り 、 米 国 株 （ S&P 500 指 数 ） お よ び 米 国 国 債

（Citigroup US GB 7-10 year指数）ならびにヘッジファンド

（HFRI指数の形による）のすべてが、年間約6％の投資利

回りを生み出しました。

しかし、米国株の当該期間にわたる年間ボラティリティが約

15％であったのに対し、ヘッジファンドのボラティリティは債

券と同程度の約6％でした。また、ヘッジファンドのリターン

は債券のリターンと負の相関関係があり、かつ株式のリターン

とは弱い相関関係しかありませんでした。これらの統計から

も、オルタナティブの重要な魅力が再確認できます。つま

り、オルタナティブはポートフォリオの分散を効果的に図る

役割を果たし、無相関のリスクプレミアム、すなわち非伝統

的資産クラスに対するヘッジファンドのエクスポージャーの結

果を提供することができます。

スマートベータは勢いを増している 株式／債券／オルタナティブのリスク／リターン

リターン 6.22% 5.88% 6.21% 
ボラティリティ 15.06% 6.79% 6.04% 
シャープ  0.29  0.59  0.71 

S&P 500 TR 1 -0.34 0.6 
Citigroup 
US GBI 7 
to 10 year 

HFRI 

-0.34 1 -0.33 

 0.6  -0.33  1 

出典：リクソー・アセット・マネジメント（例示のみを目的とする）。 出典：リクソー・アセット・マネジメント（例示のみを目的とする）。 

1   http://www.lyxor.com/fileadmin/PDF/20141106-EXPERT_OPINION_RISK_FACTOR_RONCALLI_GB.pdf 
2   クリフウォーターおよびリクソー・アセット・マネジメントによる調査に基づく。 

Citigroup 
S&P 500 TR  US GBI 7 to 

10 year 
HFRI 

Citigroup  
相関  S&P 500 TR    US GBI 7 to HFRI 

10 year 

-2014年8月31日 
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CAPM 現在

株式の

リスク

プレミアム

株式のリスク

プレミアム

 アルファ

アルファ

その他のリス

ク プレミアム

2001年3月31日 



真のアクティブ運用としてのオルタナティブ

たとえば、2009年にゲッツマン（Goetzmann）教授およ

びシェーファー（Schaefer）教授は、主として伝統的な 
マンデートに基づいたノルウェー政府年金基金のアクティブ

運用のパフォーマンスを調査しました3。 

この研究者たちは、当該基金の過去のリターンのうち相

当な割合が、アクティブ運用会社のスキルではなく、体

系的なリスク要因へのエクスポージャーによって説明で

きると結論付けました。これらのリスク要因にアクティブ

マンデートを通じてアクセスするために余計なお金を支

払うのではなく、透明性の高い低コストのインデックスソ

リューションを通じてこれらにアクセスすることが、ますま

す可能になってきています。

2012年に発表された、1990年から2008年の期間を対

象とした別の研究4において、研究者であるアグリエッタ

（Aglietta）、ブリエール（Brière）、リゴー（Rigot）および

シニョーリ（Signori）は、アクティブ運用が株式の資産ク

ラスによる米国の年金基金のリターンに全く貢献してお

らず、かつ債券におけるかかる基金のリターンにもほと

んど貢献していないことを示しました。むしろ、米国の年

金基金が獲得した株式および債券のリターンの大部分

は、市場全体へのエクスポージャー、つまり基金がイン

デックス運用によって達成できたであろうものに由来し

ていました。しかしこの研究者たちは、ヘッジファンドお

よびその他のオルタナティブ資産クラスにおける年金基

金のリターンを説明するにあたり、アクティブ運用が市

場全体の変動と比べてはるかに重要な役割を果たして

いたことを発見しました。

アルファおよびベータの定義は変化している

アルノー・リナス：「ベータ」が拡大し、時価総額加重型の

伝統的な市場インデックスだけでなく、様々な投資戦略お

よびリスク要因のエクスポージャーを組み込んだスマート

ベータのインデックスをも含むようになるにつれて、「アル

ファ」もその定義を変化させる可能性があります。

たとえば運用会社のパフォーマンスのベンチマークに対

するその「アクティブ運用の割合」に着目した調査によっ

て、アクティブ運用会社が真の付加価値をどの程度もた

らしているかについて、はるかに厳しい精査が行われると

思われます。またそれらのベンチマークは、運用会社の

個々のスタイルに合わせてよりカスタマイズされるかもし

れません。たとえば、あるアクティブ運用会社が米国小型

バリュー株を専門としている場合、そのパフォーマンスを

市場全体と対比して測定するのではなく、関連するスマート

ベータのインデックスと対比して測定すべきではないでし

ょうか？

パッシブとオルタナティブは相互補完的である

ニコラス・ゴーセル：パッシブ運用とアクティブ運用が投資

家の資産を奪い合っているという説明を良く聞きます。私

は、これが物事の正しい見方だとは思いません。

むしろ、インデックスに基づくポートフォリオのソリューション

（パッシブファンドやETFなど）と真にアクティブなファンド

（オルタナティブの形による）は相互補完的なものとみなさ

れるべきです。実際に、リクソーの見解では、これらの

ポートフォリオのアプローチは平均的な投資家のための

総合的なソリューションを単独で提供することができま

す。

総合的なETFおよびその他のインデックス商品（一般的

に、時価総額加重型のインデックスに連動するもの）は、

ポートフォリオの中核を成すのに適しています。これらは

市場リスクプレミアムを捕捉し、低いコストで効果的な分

散を提供します。

3  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statens-pensjonsfond/eksterne-rapporter-og-brev/ags-report.pdf 
4  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1948726 
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ニコラス・ゴーセル：オルタナティブは、アクティブ資産運

用の本家としてますます見られるようになってきていま

す。ヘッジファンドは、自身が取ることが可能な投資ポジ

ションにおいて受ける制約が、相対的に小さいことがほ

とんどです。対照的に、多くの伝統的なコアアクティブ運

用マンデートにおいては、パフォーマンスはインデックス

のベンチマークと対比して測定され、運用会社はイン

デックスの加重から乖離し過ぎることを嫌う可能性があ

ります。また、伝統的なアクティブマンデートとヘッジファンド

の間の違いは、幅広い学術研究によっても裏付けられ

ています。



スマートベータはパッシブ投資の従来からの定義を

拡大し、価値ある新たなツールを投資家に提供してい

ます

ETFは細分化が進んだエクスポージャー、容易な導入およ

び低い執行コストを提供するため、戦術的な資産配分にとって

理想的です。かかる戦術的ポジションを構築するにあたっ

ては、戦略別インデックスやファクター別インデックスに基

づくETFを用いることができます。その上でオルタナティブ

資産により、無相関のエクスポージャーおよび無制約の投

資マンデートの原則に基づき、ポートフォリオのアクティブ

運用部分を形成しても良いでしょう。

標準的なポートフォリオであれば、コアETFとインデックス

商品、ETFを用いた戦術的エクスポージャー、ならびにオ

ルタナティブに代表されるアクティブの構成要素に、60／

20／20の割合で投資をしても良いでしょう。 

アクティブとパッシブの併用

ニコラス・ゴーセル：資産配分のアプローチは進化をしてお

り、幅を広げつつあるインデックスに基づく低コストのソリュ

ーション、およびオルタナティブがアクティブ運用の真の形

であることの証拠の増加が考慮されつつあります。私たち

は、伝統的なベータ、スマートベータおよびオルタナティブ

をポートフォリオにおいて併用することが、平均的な投資

家のための極めて効果的かつ強力なソリューションを提供

すると確信しています。

資産配分の例

コア配分

ポートフォリオ

戦術的配分

ポートフォリオ

オルタナティブ

ポートフォリオ

• 市場リスクプレミアムの捕捉

• 分散

• コスト

• オファーの細分化

• 導入のスピードおよび柔軟性

• 執行コスト

• 無相関化／分散

• 運用会社による限定的な影響

60 % ETF 
インデックス商品

20 % ETF 

20 % オルタナティブ

出典：リクソー・アセット・マネジメント（例示のみを目的とする）。 

要点： 

• パッシブソリューションはアクティブ運用会社がアルファを生み出す助けとなるツールであり、株式または社債

の選別を補完するために用いられる

• リスク要因別 ETF の台頭により、アセットアロケーターおよびアクティブ資産運用会社は、特定の地域リスクプ

レミアムを選定することによってアルファを生み出せるようになる

投資家のニーズ 主な恩恵 ％ 投資ビークル 

+

+
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CRA規則は 
資産運用業界に

どのような影響を

及ぼすか

エリック・ベルトラン

（Eric Bertrand） 
副CIO―債券責任者 
CPRアセット・マネジメント 
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• 信用格付機関（credit rating agencies：CRA）規則とは何か？

• これが導入されたのはなぜか？

• 資産運用業界への影響

• 顧客、カストディアンおよび監査法人にとっての課題

• 資産運用会社にとってリスクか、それとも機会か？

信用格付機関に適用される新たな規則（CRA規則）

は、EBA、EIOPAおよびESMAが、「そのガイドライン、

勧告および専門基準草案において信用格付けを参照

することが、権限ある当局による信用格付けへの唯一

のまたは機械的な依拠をもたらす可能性がある場合、

かかる参照を行ってはならない」（信用格付機関に関す

る規則（EC）第1060/2009号を改正する欧州議会およ

び欧州理事会の 2013年 5月 21日付規則（ EU） 第

462/2013号第5b（1）条）と述べています。 

分かりやすく言えば、信用格付けが、投資の領域、リス

クの水準、分散率、格付けごとの資本チャージの水準

などを定義するために用いられる唯一の要因であり続

けることはもはや可能ではありません。この影響は小さ

くないでしょう。長年にわたり、格付機関が公表する信

用格付けは、ポートフォリオまたはバランスシートにお

ける信用リスクを評価するための「共通言語」を表して

きました。資産所有者および資産運用会社は、信用リ

スクの水準調整を目的として資産の配分を定義し、限

度を設定し、カウンターパーティを承認するために信用

格付けを用いています。同じことは、カストディアンに

よって行われるコントロールにも当てはまります。さら

に、ソルベンシーIIの下で、保険会社はもはやそのポート

フォリオの選定を信用格付けのみに基づいて行うこと

はできません。

資産運用会社、保険会社および銀行は、信用格付けに非

独占的かつ非体系的に依拠することにより、自身の資産

に係る信用リスク評価の幅を広げなければならないでしょ

う。企業は、信用リスクへの内部アプローチに基づく信用リ

スクの尺度および手法を定義しなければならないで

しょう。信用格付けはこの手法の入力データの一つとなる

かもしれませんが、その他の入力データも含めなければな

りません。

CRA規則は、サブプライム危機が引き起こした衝撃波の

結果として生まれました。信用格付機関が規制対象として

選ばれたのには多くの理由がありました。何よりもまず、ス

トラクチャード商品に与えられた多くの信用格付けは、企

業発行体に係る同じ格付けと比較して明らかに高過ぎまし

た 。 AAA 格 付 け の 債 務 担 保 証 券 （ collaterised debt 
obligation：CDO）はAAA格付けの社債ほど安全ではな

く、投資家の判断を誤らせました。

さらに一部の発行体は、デフォルトの時点またはその数日

前までは投資適格に格付けされていたにもかかわらず、

デフォルトに陥りました。一部の発行体の格付けは「甘」過

ぎたかもしれません。加えて、「発行体払い」モデル（すな

わち、特定の格付機関による格付けを入手するために発

行体が対価を支払う）が、特定の場合において利益相反

につながる可能性があるという疑念が持たれてきました。

市場における信用リスクを評価するにあたっての信用機

関の主導的な地位は、懸念事項の一つだったのです。
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市場にとっておそらく最悪のタイミングとなった数カ月後

のユーロ危機の最中に、格付機関は、一部の政府の格

付けを引き下げたことに関して再び批判の的となりまし

た。多くの投資家は、自身のリスク管理の枠組みに信用

格付けに基づく制約を盛り込んでいたため、格下げされ

た国債の売却を余儀なくされました。これがユーロ圏の国

債市場における圧倒的な「秩序なき売り」を引き起こした

と言うことができます。場合によっては、これらの格下げ

はさらなる格下げを呼ぶ悪循環を生じさせました。このよ

うにして、投資領域を定義するための信用格付けへの厳

格な依拠は、システミックリスクを生み出していたのです。

信用機関に向けられた、仕組み商品の格付けに関する

批判の一部はもっともであった一方で、この極めて新しい

セクターには、従来型のアプローチでは効果がなかったと

言うこともできます。

CRA規則がやって来た今、資産運用会社は自身の組織

にこれを導入しなければならないでしょう。これにはまず、

投資領域、アロケーション・プロセス、選定手法およびリス

ク限度を定義するために信用格付けの参照を含んでいた

すべてのファンドの目論見書を修正しなければなりませ

ん。それぞれの場合において、信用格付けを削除し、信

用リスク評価のための内部手法に置き換えなければなら

ず、これは信用に係る保証コストおよびITサポートのコス

トを増加させるでしょう。この新たな規則は信用市場にお

ける新たなプレーヤーに対する参入障壁を高めると思わ

れ、かつ小規模な資産運用会社にとっての問題を生じさ

せる可能性があります。

さらに、資産運用会社が独自の信用リスク評価を確立さ

せるようになる中で、顧客とそのカストディアンの間の接

触点は再定義されなければならないでしょう。多数の機

関投資家は、依然として機関の信用格付けのみに基づく

ルールに従っています。資産運用会社（asset manager：
AM）、顧客およびカストディアンが関与する一般的なビジ

ネスモデルの下においては、主要な信用リスクの限度は

ファンドの目論見書に定義されており、カストディアンは

AMがルールに従っているかをチェックしていました。 

CRA規則により、新たなシステムの整備が必要になるで

しょう。専門ファンドにとって、信用格付けに基づく限度を

目論見書に記載することはもはやできません。顧客が信

用格付けに基づく古いリスクの枠組みを維持することを希

望する場合、これを委任契約に明記しなければならず、カ

ストディアンは目論見書と委任契約の両方に対するコント

ロール（新たなコストおよびコントロールにつながる）を実

施しなければならないでしょう。そうでなければ、顧客は

（オープンファンドの場合と同様に）AMの信用リスク手法

を承認しなければならず、これは少なくとも資産運用会社

の新たなコントロールおよび新たなデューデリジェンスを

意味するでしょう。これは最終的に、委任されたAMと同じ

くらい多くのコントロール手法を資産所有者が持たなけれ

ばならなくなることを意味するかもしれません。その一方

で監査法人は、それぞれのAMの内部アプローチに基づ

く目論見書を用いてAMに対するコントロールを実施しな

ければならず、これは―さらなるコストの影響を伴って―

それぞれのAMに係る新たなコントロールを生み出し、新

たなアプローチが要求されるでしょう。
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この新たな規則は信用市場に

おける新たなプレーヤーに対す

る参入障壁を高めると思われ、

かつ小規模な資産運用会社に

とっての問題を生じさせる可能

性があります

要点： 

• CRA規則は、資産運用業界において信用リスク

が管理される方法の構造的変化につながると思

われる

• 顧客とカストディアンの関係は変化しなければな

らず、これはさらなる柔軟性と同時にさらなる誤

解のリスクも生み出すと思われる

• 純粋な投資の視点から見て、CRA規則は魅力的

な機会を生み出すと思われる。たとえばAM（投

資適格のみ）は、格上げ前のBB+の発行体に投

資し（これが投資適格な発行体であるとみなす場

合）、反対であれば機械的に売却することを余儀

なくされ損失を被る代わりに、超過リターンを獲得

できる可能性がある

• 強固な内部の信用リスク手法の確立に投資する

AMは、この新たな規則の制約およびコストにか

かわりなく、その顧客のための新たなリターンの

創出に成功すると思われる
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香港

新たなパラダイムに

向かうのか？ 
アニック・イリアス

（Annick Elias） 
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

クリストファー・スチュアート・シンクレア

（Christopher Stuart Sinclair） 
ディレクター

アドバイザリー・コンサルティング

デロイト
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「木を植えるのに最も良い時期は20年前であった。

次に良い時期は今日である。」―中国のことわざ 

ビクトリアピークがそびえ立つ香港、その商業活動のざわ

めき、およびその商人のDNAにあっては、変化こそが普

遍性と思えるかもしれません。かかる環境において「ゲーム

チェンジャー」について語るのはおかしなことかもしれませ

んが、香港の最も新しい動向の中では、これは正に現実

となっています。

香港は常に―地理的にも、場所や時間に対する支配力

からも―分岐点に立ってきました。取引ハブは、これまで

もそうであったように、より活気を増し、他の中国の都市

が香港に対して始めた競争によって強化されつつありま

す。中国に向けて開いた文化の窓は、中国文化の多様性

やその外の世界との交流により、これまでと変わらず豊

かかつ複雑です。しかし同時に、香港の金融インフラにお

ける重大な変化が現在進行しています。香港が世界の資

産運用の舞台において一定の位置を占められるかどうか

は、興味深く注目したいところです。

長年にわたり、グローバルな資産運用会社は香港を販売

センターとみなしていました。香港は、長い間欧州の投資

運用業界にとって重要な立地となってきました―香港は

UCITSを業界標準として受け入れた最初の法域の一つで

した。これは、香港におけるOECDのドミサイルの優先が

地元の関心を欧州のブランドに向かわせ、それまでの英

領ヴァージン諸島およびケイマン諸島の商品を代替させた

重要な時期において、UCITSの発展を促進しました。香港

は、欧州の国境を超えたUCITSの成功について議論する

際に最初に頭に浮かぶ市場の一つです。

実際に、香港はUCITSから、またはむしろその進化に責任

を負う人々から、より多くを得る資格があったと言ってもお

そらく過言ではありません。今日においても、UCITSの法

律が急に、かつ相談なしに変更されたことは依然として腹

の立つものであり、これはおそらく、現在私たちの関心を引

いているいくつかのより長期の取組みの背後にあります。
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アジアのパスポートについて議論すること、少なくとも真

剣に議論することは、主としてUCITS IIIおよびその拡大

された資産の適格性規準が導入された結果として始まり

ました。間違いなく、この適格性の拡大には正当な理由

がありました。市場の合理化、機関投資家によるこの商

品の利用の増加、機関投資家がもたらしたパフォーマンス

重視の傾向の強まり―これらの要素すべてが、振り返っ

てみれば、適切に口にされ議論されるべき特徴でした。

残念ながらこれは行われず、特にデリバティブの許可さ

れた利用に関しては、多くは沈黙のままです。この沈黙

は、金融危機の最中に、他の非ファンド商品における

かかる商品の不適切な利用によって強まりました。加え

て、UCITSが安定した既知の数からUCITS IVおよびV
のさらなる反復へと立て続けに進み、UCITS VIの議論

および投資家に伝達されるべき途方に暮れるような数

の変化がこれに続いた際には、もうたくさんだと感じた

人も香港にはいました。

同時に、香港における諸事象およびパターンを追いかけ

ている人々は、ここ数年間の香港市場におけるより地域

的な活動へと向かうトレンドの強まりに注目しています。

UCITSが必需品であり続けている一方で、その他の様々

な力も働いているという兆候―最初は小さいかもしれない

が、拡大しつつある―が見られます。香港をドミサイルと

する商品の数は年を追って増加し続けています。イスラム

ファンドなどの特定の香港商品は地域における独自の地

位を享受しており、かつETFの人気の高まりによって、多

くの人々が香港を地域的な販売に係るETFのドミサイル

（国籍）としての主要な潜在的立地とみなすようになってい

ます。

市場の状況に適応するための有機的または自然な進化

とほぼみなすことのできるこれらの変化と同時に、当初は

政治的でもあったその他の変化や、市場のニーズおよび

要求への対応が見られます。そして今日、これらの取組

みが香港の役割に新たな側面を作り出し、その成長を促

進しています。



これらの取組みのうち2つは、未来がどのようなものにな

り得るかについての指標として際立っています。これは、

「相互承認」および「香港・上海ストックコネクト」です。

相互承認は、アジアにおける「パスポート」に向けたおそ

らく最初の具体的な取組みとみなすことができ、この事

例においてはグレーターチャイナを対象としています。

（アジアには他にもより大きな地理的野心を持ったパス

ポートの取組みがありますが、その進展は遅く苦痛を伴

うものであると思われます。相互承認は中国が関与する

唯一の取組みであり、かつほぼ直ちに実を結ぶ可能性

のある取組みです。）簡単に言えば、相互承認とは、香

港をドミサイルとし香港で運用されるファンドを中国で販

売することができ、中華人民共和国（People’s Republic 
of China：PRC）をドミサイルとするファンドを香港で販売

することができるという取組みです。

一部の人々は相互承認を古いニュースとみなすかもし

れません。その導入が目前に迫っているという最初の発

表は2年前に行われましたが、相互承認は依然として日

の目を見ていません。

しかしながら、まだ実体化していない何ものかのために、

相互承認は他に並ぶもののほとんどない即時性を享受し

ています。

私たちは、何がこの取組みの一番の触媒であったのかと

問うでしょう。これはたとえば、特別自治区としての香港と

そのより大きな親の間の進化する関係を背景とした純粋

な中国の取組みだったのでしょうか、それともUCITSなど

の外国商品の不器用な変化への対応だったのでしょう

か？UCITS商品の進化に対するかなり高圧的なアプローチ

として受け止められたものによって、間違いなく―上記の

とおり―相当な不満が生まれました。相互承認がいずれ

現実になる可能性が高いことが明らかになるとともに、

UCITSがマスターフィーダーまたは類似のストラクチャー

を通じて何らかの方法でこのスキームの恩恵を受けられ

るかどうかについて、および相互承認が―資産運用会社

がこの新たなシステムの一部となるためにどのように適応

すべきかに焦点を合わせるのではなく―潜在的にUCITS
一般にまで拡大される可能性があるかどうかについて、中

国国外からの懸念が生じています。



詳細は徐々に仕上げられ、介在期間にわたって姿を現し

てきましたが、それらは当然ながら策定の容易なものでは

ありませんでした。香港をドミサイルとし得るファンドの多

様性から、すべてのファンドが相互承認の最初の試験運

用に適しているわけではないでしょう。厳密にどのファンド

がそれぞれのドミサイルにおいて適格となるか、およびど

のような規準が適用されるかは、依然として不明です。

相互承認に対する国際的な反応は興味深いものでした。

明らかに、PRC市場の魅力―その現在の規模に加えて、

特にその潜在的な将来の規模に係る魅力―は強力なも

のです。アジアにおけるUCITSの成功を踏まえ、中国本

土はいずれその扉を開き、UCITSを一つの標準として受

け入れるであろうという願望、さらには信念が長い間存在

しており、中国本土は依然としてこれを―いつの日か―実

現する可能性があります。しかし短期的には、外国プロモー

ター、特にUCITS商品の外国プロモーターにとって、徐々に

姿を現しつつあるスキームが彼らを中国本土市場の開放か

ら除外する可能性があり、かつ一連のオルタナティブ商品を

彼らの「頭越しに」売り込むであろうという事実を目にするこ

とは、衝撃となり、かつ現実の把握となりました。

UCITSの資産運用会社はUCITSがどこかの時点でこの

スキームに適格になるであろうという考えに固執し、この

影響を把握するのに時間がかかりましたが、メッセージは

ますます明確になってきています。相互承認に参加したい

と思うならば、香港に存在し、かつ香港をドミサイルとする

商品を運用する必要があります。残りは枝葉末節です。

相互承認を拡大しUCITSを含めることに関しては、議論が

行われてきました。いくつかの障害物がありますが、その

主なものは語義および法務です。相互承認とは文字どお

り―何よりもまず「相互」―のものであり、このスキームに

含められるべきUCITSの価格は、中国をドミサイルとする

ファンドにとってEUのリテール市場へのアクセスとなるで

しょう。

EUは、特に機関投資家また は特定投資家に係る

AIFMDのパスポートの潜在的な拡大をめぐる問題に直

面したばかりであり、これに対する準備がまだできていな

いことは間違いありません。

同時に―EUの視点から見ても―あるドミサイルの商品

は含められるが、すべてのEUのUCITSが含められるわ

けではないという大きな問題があります―これは法的な

制約です。加盟国は、欧州内でドミサイルの権利の自由

を侵害するような協定を締結する権限がありません。欧

州およびUCITSにとって、これはオール・オア・ナッシング

でなければならないのです。

相互承認の導入が引き続き遅れる中で、包含に関する

議論は継続すると思われますが、これは議論にとどまる

ことが懸念されます。相互承認が導入された際にその恩

恵を受けるためには、香港における存在と商品の両方

が要求されるでしょう。一部の資産運用会社はこれを認

識しており、すでにビクトリアピークのふもとで適切な商

品を確立することに投資しています。

上記のとおり、相互承認は長い間（または、この取組み

の複雑性および潜在的な影響を踏まえ、比較的長い間）

策定中となっており、執筆の時点で、これが最終的に運

用される時期についての不確実性が依然として存在して

います。この遅れの理由の一つは、規制当局およびその

他の利害関係者が複数の重要な取組みを同時に運用

開始することを嫌う中で、香港・上海ストックコネクトを先

に始動させることを可能にするためであるとの憶測があ

ります。

香港・上海ストックコネクトは相互承認と正反対のもので

した。これはどこからともなく生まれ、それ自身で勢いを

増し、市場の多くの人々が不意を突かれるほど急速に概

念から導入へと移行したように見えました。
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ストックコネクトは、香港の登録ブローカーに出された注

文を通じて上海証券取引所に上場する中国A株への対

内投資を行うこと（「ノースバウンドルート」）、ならびに上

海証券取引所を利用する投資家がハンセン大型株指

数・中型株指数の構成銘柄およびこれらのインデックス

に含まれないその他のH株に投資することを可能にする

インフラのソリューションです。

ノースバウンドルートに関して、ストックコネクトは、カストディ

の取決めをめぐるインフラ要件の遵守を充足できること

を条件として、RQFIIおよびQFIIの要件を遵守する必要

なしに、上海市場の中国A株へのほぼ自由なアクセスを

あらゆる者に提供します。

香港のオフショア人民元市場―これを通じてストックコネ

クトの投資家はその購入を手当てすることができ、香港

の資産運用会社は各株式クラスをPRC市場に係る人民

元にヘッジすることができる―の奥行きと併せて検討す

ると、香港は主として販売中心の拠点から、相互承認が

始動した暁には本格的な資産運用センターとなる可能

性を持った存在へと、極めて急激に移行したことになり

ます。

この2つの措置は、単独で見ても共同で見ても、真に一

つの政策または戦略を構成するものではありません。

実際に、金融センターとしての香港を強化し発展させる

というおそらく全体的かつ指導的な意図以外に、この2
つの間に何らかの関連性があるかと尋ねることは見当

外れではないでしょう。一方は―資産運用に係る―能力

の創出を目指しており、他方は有利または必要なインフラ

を提供しています。

しかし、少なくとも実質的には、一定程度の関連性が存

在します。グローバルな資産運用会社の視点から見て、

相互承認およびストックコネクトは、ほぼ一筆で香港を

中国への対内投資と対外投資の両方に関する最前線

かつ中心に置いた一方で、中国を世界の全面的にアク

セス可能な資本市場に近付けるための他のパイロットス

キームおよび取組みの競争相手というよりもむしろこれ

らを強化するものの役割を果たしています。

ストックコネクトは次にどこへ向かうのか？

私たちが、ストックコネクトは中国市場に対する外国の

アクセスのより一般的な自由化のための試験運用であ

るという論理に従い、かつQFIIおよびRQFIIのシステム

が取る追加的なルートを進むことができるならば、予測

し得る次のステップは何でしょうか？

第一はもちろん、直接的で推測の対象にすらならない

ものです―上海は中国におけるA株の取引ベニューの

一つに過ぎず、すべての企業がここに上場しているわ

けではありません。もう一つの主要かつ関連性のある

取引所は深圳です。深圳を含めるためのストックコネク

トの拡大、場合によっては「第二の」ストックコネクトが

策定中であり、深圳証券取引所のジェネラルマネジャー

は、これにはメインボード、中小企業ボードおよびチャイ

ネクスト・グロース・ボードの代表的な株式が含まれる

であろうと述べています。現時点で、このスキームは今

年上半期中に承認され、下半期中に導入される可能

性があると考えられています。このスキームの設計は

完成し、中央政府の承認を待っているものと理解され

ています。

相互承認が導入された際にその

恩恵を受けるためには、香港に

おける存在と商品の両方が要求

されるでしょう
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中国への「単一のアプローチ」は存在せず、香港はこれを

十分に認識しています。その他の様々な取組みが、全面

的な導入を待っているか、または中国のクロスボーダー

投資の意欲が発達する中でその地位を築くことを待って

います。これには適格国内リミテッドパートナー（Qualified 
Domestic Limited Partner：QDLP）および適格外国リミ

テッドパートナー（Qualified Foreign Limited Partner：
QFLP）のスキームが含まれ、これらは両方ともファンド商

品を中国で販売するための代替的なルートを切り開く可

能性があり、かついずれも特に香港に限定はされていま

せん。しかし、香港は同時に、自身が中国への対内およ

び対外投資の特権的ルートの一つとして独自の地位にあ

ることを意識しています。RQFIIおよびQFIIの割当てが本

土との直接の接点を優先する中で、ストックコネクトはそ

の現在および将来の形において香港に独自のアクセスを

与えます。そして、QDIIがUCITSを中国で販売するため

の方法をついに提供する中で、相互承認は香港を独自

の特権的な地位に置くでしょう。

これらの優位性は石に刻まれたものとはならないでしょう

―しかし、たとえ一時的な優位性であっても、そこから生

じる可能性のある恩恵を最大化するために香港は頼りに

なり得ます。私たちは、世界の舞台における侮りがたい

力としての中国の銀行および資産運用会社の台頭を目

の当たりにすることを予想できるのと同様に、香港が自身

の資産運用業界を地域における「代替的な力」となるべき

ものとして発展させるのを目にすることになるでしょう。

香港は依然として中国の一部であり、依然として中国の

全体的な意欲および意図と整合していますが、同時に独

自かつ豊かであり、果たすべき自身の特別な役割を持っ

ています。香港は数十年間―さらには数千年間―にわた

りトレーダー（商人）たちにとっての磁石となってきました。

狭い海峡のすぐ向こう側にある国土の広大さ、中華帝国

の果てしない地平線、そしてそびえ立つビクトリアピーク

よりも高く上昇すると思えるようなあの何とも言い表すこ

とのできない明るい見通しの感覚は、商人たちが香港を

最初に発見した時と同じくらい多くの魅力を今日もたたえ

ています。そして、当時それらの商人たちがビクトリア

ピークの下にある天然港の深い水深と安全な停泊に引き

付けられたとするならば、彼らは今、ますます複雑になる

グローバル投資の世界の安全な港に向かって、別の深

い海を渡って行こうとするでしょう。

中国の拡張部分、中国の一部、または目の前に示された

自身の将来を持つ特別かつ自治的な区域として、香港は

多くの人々にとって多くのものになることができます。これ

が世界中の資産運用会社にとって意味するものは、無視

することがますます困難になるであろう、グローバルな資

産運用の地図上の避けて通れない道しるべです。各自

が答えなければならない疑問は次のようなものです―こ

の新たなダイナミズムおよびこれが提供する機会に参加

するための最も良い方法は何でしょうか？

ストックコネクトは、RQFIIおよびQFIIの
要件を遵守する必要なしに、上海市場

の中国A株へのほぼ自由なアクセスを

あらゆる者に提供します
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要点：

• 香港は中国と世界の両方との間に特別な関係を持っている―これは多くの面で独占的ではないが、独自

のものである

• 香港における繁栄する資産運用業界の強化または創出は重要な目標である

• ストックコネクトと人民元取引の両方における香港を通じた取引アーキテクチャの強化は、もう一つの重要

な目標である

• 相互承認とストックコネクトの2つの取組みは、本格的な金融センターとしての香港の発展における重要な

通過点に相当する

• ストックコネクトは、深圳を含めるべく―場合によっては早くも今年―拡大されると思われる

• 中国の取組みが他にも行われると思われる―すべてが香港に関わるものではない

• 香港は日の当たる場所をめぐって戦わなければならないと思われる。香港はそのつもりである。相互承認

およびストックコネクトは、香港が必要とする武器のうちいくつかを香港に与えると思われる





公正価値価格設定調査

第12版 
未来に向けたポジショニング

ポール・クラフト

（Paul Kraft） 
米国ミューチュアルファンドリーダー

デロイト

ラジャン・チャリ

（Rajan Chari） 
パートナー

監査

デロイト

タイソン・メイ

（Tyson May） 
パートナー

監査

デロイト

投資会社の取締役会に対する執行措置および関連する和解の

後 、 ミ ュ ー チ ュ ア ル フ ァ ン ド 業 界 は 、 米 国 証 券 取 引 委 員 会

（Securities and Exchange Commission：SEC）による正式な 
バリュエーション指針の公表もなく、バリュエーションの分野では

比較的平穏な一年を過ごしました。唯一の例外は、調査が終了

しつつあった7月に、マネー・マーケット・ファンド（Money Market 
Fund：MMF）規則（マネー規則）1が、バリュエーションおよびファン

ドのガバナンスに係るいくつかの側面に言及したことでした。

1 http://www.sec.gov/rules/final/2014/33-9616.pdf 
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それまでの相対的な落着きは、SECの活動やその他の目

立った執行事案がなかったことと同じくらい、市場の持続的

な上昇と関係していました。スタンダード&プアーズ500指数

は2013年に30％上昇し、今年もほぼ順風満帆でした。債券

市場も、世界各国の中央銀行が実施した金融緩和政策に

支えられて回復しました。現在の平静な環境を最もよく表し

ているのは、シカゴ・オプション取引所のボラティリティ指数

（Volatility Index：「VIX」）が過去の水準から見て極めて落

ち着いていたことかもしれません。

また幸いなことに、ここ数年のバリュエーション上の課題を

生み出した「ブラック・スワン」的な事象―市場を混乱させた

日本の台風や米国債の格下げなど―は消え去りました。確

かに過去12カ月間にわたり大見出しに事欠くことはなく、地

政学上の情勢は、ウクライナにおける動乱、イラクおよびシ

リアにおけるISISの台頭、欧州における景気後退などの潜

在的なマクロ経済の地雷にあふれていました。しかし、各市

場は概してほぼ確実にこれらの動向を受け流し、資産を記

録的な高水準に膨らませました。

しかしながら、バリュエーションのプロセスが容易になったと

主張する人はいないでしょう。それぞれの投資の公正価値

を最も適切に反映していると考えられるものを決定するとい

うミューチュアル・ファンド・グループの責任に変更はなく、ま

た同様に、ミューチュアル・ファンド・グループの取締役会の

バリュエーションに関する基本的な責任も軽減されていませ

ん。変わった点は、市場データ、透明性ツール、自動化および

技術的ソリューションの利用可能性およびこれらに対する関心

の高まりであり、これらはすべて、ミューチュアル・ファンド・

グループが以前と同じ時間またはより短い時間でより多くの

ことを行えるようにし、結果としてその意思決定を裏付ける

より説得力のある分析およびデータをもたらします。

こうした状況を背景に、92のミューチュアル・ファンド・グループ

がデロイトの第12回公正価値価格設定調査に参加しまし

た。調査結果は、公正価値評価が依然として、投資運用会

社、取締役会および利害関係者にとっての「トップ・オブ・

マインド」の問題であることを明らかにしています。変化が

「一番重要なこと」であったことは驚くに当たらず、調査参加

者の74％が昨年度中にバリュエーションの方針および手続

を変更したと回答し、バリュエーションのプロセスを評価し強

化する機会を見出していました。最も一般的な変更は、特

定の種類の投資に係る固有の手続の追加、プライシング・

ソースの変更、および価値評価が困難な特定の投資に係る

言語または細部の拡充に関連するものでした。

74



のミューチュアル・

ファンド・グループ
が第12回公正価値価格設定調査に参加 

の調査参加者
が昨年度中にバリュエーションの方針および手続を

変更したと回答

また、外国株式の公正価値評価においてゼロトリガー（相

場の動きにかかわらず、公正価値評価を日々行うというア

プローチ）を用いているミューチュアル・ファンド・グループ

の割合は引き続き増加して50％に迫り、調査の開始以降

最も高い水準に達しました。その他の調査参加者は、引き

続き主要なバリュエーションの指標―S&P 500および／ま

たはラッセル1000と閾値（すなわち、50ベーシスポイント）

の組合せ―を用いて、保有する外国株式の取引所終値を

調整するかどうかを見極めています。

取締役会のガバナンス

SECが今年7月にバリュエーション指針を公表したことは、

多くの人々を驚かせました。SECが2014年中にこのような

動きを見せることを実際に予想していたのは、調査参加者

の5％にとどまっていました。同指針に関して意外だった

点は、それが公表されたということだけではなく、それが

マネー規則の中で収められた場所でした。誰もが、保有す

るMMFを償却原価を用いる代わりに公正価値で評価する

必要性についてSECが述べることを予測し、またシャドー・

プライシング（市場価格ベースの価格設定）をどのような

頻度で実施すべきかを示した何らかの指針が公表される

であろうと考えていました。しかし、（満期までの残存期間

が60日以下の）証券について償却原価を用いるMMF以

外のファンドが何を日次で検討することを期待されている

かに関するSECのコメントは予測されておらず、またプライ

シングベンダーによる投資の価値評価方法を検討するに

あたっての取締役会の役割が再び強調されることも予測

されていませんでした。

それまで、取締役会に向けられた直近のSECの活動は、2013
年に和解に達した執行行為でした。この動向を背景として、

2014年度の調査では取締役会がその監督活動を変更したか

どうかを評価することを目的とした質問を設けましたが、デロイ

トは以下の分野において特に多くの変更が行われていることに

着目しました。

• 調査参加者の40％が、取締役会に提示されるバリュエーション

資料の種類を変更したと回答しました（昨年度は54％）。

• 調査参加者の39％が、取締役会に提示されるバリュエーション

資料の詳細度の水準を変更していました（昨年度は57％）。

一部の資料はあらゆる状況において必要とされるものではおそ

らくないため、何をいつ受け取るべきかを正確に理解すること

は必ずしも容易ではありません。今年度の調査における新たな

トレンドの一つは、調査参加者の9％が、取締役会は昨年度中

にバリュエーションのプロセスの監督に役立てるため、バリュエー

ションリスクのダッシュボードまたは主要なバリュエーションの

指標（key valuation indicator：KVI）を追加したと回答したこと

でした。どのような報告が必要とされているかを理解するにあ

たって要求される判断、および「継続的な監視」の必要性をめぐ

る規制上の指針を考えると、環境がいつ変化したか、特定の資

産クラスに係る価格の不確実性の水準はいつ高まるか、取締

役会はいつ関与を強めることを求め得るか、およびこれを効果

的に行うためにどのような情報を受け取る必要があるかを決定

するためのリスクインテリジェントな方法として、取締役会がこう

したツールを将来より頻繁に用いているさまを想像することが

できます。

74%92 
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市場データの利用

プライス・チャレンジのプロセス（ベンダーが提示した価格を

検証し異議を唱えるプロセス）は極めて判断に頼った分野で

あり、かつしばしば潜在的な利益相反が生じ得る分野であ

るため、デロイトの調査において長い間議論されてきた分野

です。またこのプロセスは、経営者の偏向がバリュエーション

のプロセスに影響しないことを確実にするための強い統制

を必要とします。ミューチュアル・ファンド・グループは、長い

間プライス・チャレンジについて議論し、市場データおよび二

次的なベンダーの価格との比較、ならびに市場、業界、およ

び発行体に固有のニュースおよび事象に基づいて、これを

実行してきました。

しかし、十分な裏付けのあるプライス・チャレンジに市場データ

が含まれるべきであることについてはほとんど議論がありま

せん。これは、評価対象のプライシングプロバイダーがその

バリュエーションのプロセスの正当性を疑い、関連する市場

データがその評価対象の価格決定の一環として考慮された

かどうかを判断することを可能にします。調査参加者はこれ

に賛同しているようであり、54％が、相反する市場データが

価格が正確でないことを示した場合にのみプライス・チャレン

ジを行うと回答しました。この回答は、評価対象の価格の背

後にあるインプットおよび市場データをミューチュアル・ファン

ド・グループが検討することを可能にする価格設定の透明性

ツールの台頭と整合しているように思われます。

加えて、プライシングベンダーによって確認されたプライス・

チャレンジに要求される文書化の適切な量に関して多くの

議論が行われてきました。この目的のために、41％がプラ

イス・チャレンジの性質を文書化し、プライシングベンダーが

その評価を確認した旨を記載していると回答し、43％が確

認を受け取り次第開始ソースに立ち戻り、チャレンジの結果

について議論し、その上で結論を出すと回答しました。

最後に、昨年度の調査と同じように、73％が、価格が不正

確であると感じられる場合、プライシングベンダーからの返

答がなくてもこれを変更する可能性があると回答しました。

これは、少なくともミューチュアル・ファンド・グループがプラ

イス・チャレンジのプロセスを超えて特定の二次的ソースの

比較の必要性に異議を唱えるために市場データが役立つ

限りにおいて、トレンドとしての市場データの利用を裏付け

ます。またこれは、基礎となる評価を裏付ける市場データが

ほとんど存在しない場合に、バリュエーションに関連するリ

スクに関する判断を裏付けています。
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投資運用会社および取締

役会は、この機会を利用

して、バリュエーションの

プロセスを引き続き評価し

強化しました

バリュエーションリスクの管理

リスク監督の体系化は引き続き成熟しつつあるトレンドと

なっており、ファンド・グループの59％が現在リスク部門を

有していると回答しています。また、過去の調査で指摘さ

れたように、エンタープライズリスクとしてのバリュエーション

が引き続き根付いてきています。今年度の調査では、ミュー

チュアル・ファンド・グループの48％がその正式な規則

38A-1またはエンタープライズリスク評価プロセスの一環

として特定の種類の投資に係るバリュエーションに関連

り、また57％がリスクチャーターの範囲内におけるポート

フォリオ投資のバリュエーションおよび関連するプライス・

チャレンジのプロセスをバリュエーションリスクとして識別

しています。

バリュエーションリスクがファンドのレーダー・スクリーンに

ますます姿を現すようになっている中で、最大のリスクが

どこに存在するか、ならびに貴重な時間および労力をど

の資産クラスに集中させるかの決定に役立たせるために

経営者はKVIを用いることができることから、KVIは役員 

室の中だけではなくより幅広い潜在的な適用範囲を持ち得

ます。最終的に、KVIは潜在的なリスクがいつ現実の問題

として浮上するかを識別するのに役立ち、またその理想的

な状態においては、潜在的なリスク分野が「コード・レッド

（厳戒警報）」事象につながるのに先立ってこれを浮彫りに

することができます。

したがって、バリュエーションのプロセスにおけるリスクベース

のツールは今後のトレンドとなる可能性があります。注目

すべき調査結果の一つは、調査参加者の20％が、リスク

管理評価―SECの2014年1月の指針（第2014-1号）2と一

致した資産およびストレステストの流動性テストなど―を策

定し、結果をバリュエーションのプロセスの一環として用い

ていたことです。

2 http://www.sec.gov/divisions/investment/guidance/im-guidance-2014-1.pdf 
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するリスクを識別していました（昨年度は51％）。これらの

調査参加者のうち圧倒的多数である95％が当該バリュ 
エーションリスクを管理するための内部統制を識別してお



今後の見通し

さらなるリスクベースのメトリクスおよびツールが将来のバリュエーションのプロセスに組み込まれるかどうかはまだ分か

りませんが、規制リスクがバリュエーションの諸問題に関して業界に永続的な変化を引き起こしたことは分かっています。

今後一年間に、規制の分野に関する以下のような特定の事項が監視を必要としています。

プライシングベンダーの監督

取締役会によるプライシングベンダーの検討に関するSECのマネー規則におけるコメントは、この分野における取締役会

の活動の強化や、取締役会が自身に要求される義務を果たす方法とのより強い関連性の構築をもたらす可能性があり

ます。また、SECは当該ミューチュアルファンドがその1口当たりNAVを計算する時間とどれだけ近い時点で価格が決定

されているかを取締役会は検討すべきであると明確に述べたため、同指針は、国内と外国の両方の投資に係る証券（株

式に限らない）の価格が東部標準時の午後4時現在の価格であるかどうかの評価をさらに重視させる可能性があります。 

短期債務のバリュエーション

またマネー規則は、証券の価値評価に償却原価を用いる日ごとに、それが公正価値に近似しているかどうかを評価する

ための手段を、MMF以外のファンドについても確実に講じることがファンド管理において必要であることを強調するもので

した。これは、MMF以外のファンドについて、償却原価が公正価値に近似していることを明示するか、または償却原価か

らの移行に帰結するような、より具体的な手続および文書化を生み出す可能性があります。

オルタナティブのスイープ（一掃）検査

今年、SECの法令遵守調査・検査局（Office of Compliance, Inspections and Examinations：OCIE）は、ミューチュアル

ファンド業界におけるオルタナティブ投資（たとえば、デリバティブやレバレッジ）の利用に焦点を合わせたスイープ検査を

実施しました。疑いもなく、これらのスイープ検査における指摘事項により、ミューチュアル・ファンド・グループおよび取締

役会がバリュエーションのプロセスの水準を引き続き高めることに対する期待が高まることになるのは明らかでしょう。

プライベートエクイティのバリュエーション

一部のミューチュアルファンドはその資産のごく一部をプライベートエクイティ投資または流動性の低いその他の投資とし

て保有しており、そのバリュエーションは相当な判断を要求するため、公開情報の不足と相まってしばしば困難なものとな

り得ます。プライベート・エクイティ・ファンド運用会社に対するSECの検査は、2014年のあるフォーラムにおいて行われた

以下の発言3など、ここ一年間の様々な記事およびスピーチにおけるプライベートエクイティ投資のバリュエーションに関

するコメントにつながりました。

「皆様の中には、私たちの検査がバリュエーションに重点を置いている場合、私たちの目的は皆様のファンドが所有する

ポートフォリオ企業の価値に係る皆様の評価について後でとやかく言うこと…あるポートフォリオ企業の価値はXではなく

Xマイナス3％ではないかと疑義を呈することであるという間違った印象を持っている方がいるかもしれません。しかし、ア

ドバイザーのバリュエーションが明らかに誤っている場合を除いて、そうではありません。 

むしろ、私たちの目的および私たちの検査はもっとはるかに的を絞ったものです。投資家ならびにそのコンサルタントおよ

び弁護士はアドバイザーが採用することを約束したバリュエーション手法に依拠しているため、OCIEの検査官は、実際の

バリュエーションのプロセスが、アドバイザーが投資家に約束したプロセスと整合しているかどうかを精査しています。私

たちの検査官が注意している事項には以下のようなものがあります。 

• 変更の合理的な理由がない場合、および／または投資家に注意喚起するための十分な開示がない場合における、

類似データからの有利なデータの選択、またはEBITDAへの不適切な項目―特に戦略的売却後にも繰り返し発生し

続けるコスト―の足し戻し。 
• 変更の論理的な目的がある場合を除いた、追加的な開示を伴わないバリュエーション手法の期間ごとの変更―かか

る行動が幅広く定義されたバリュエーション方針に適合している場合を含む。」 

3 http://www.sec.gov/News/Speech/Detail/Speech/1370541735361 
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調査結果は、引き続きミューチュアル・ファンド・

グループがそのバリュエーションのプロセスにおける

データの利用方法を変更していることを示しています

これらのコメントは明確にプライベート・エクイティ・ファンド

業界に向けられたものでしたが、SECはこれらを、ファンド

の1口当たりNAVに影響を及ぼすほどの重要なバリュエー

ションを伴うプライベート投資を保有するミューチュアル 
ファンドに対して適用する可能性があります。この結果は、

目論見書および受益者向け報告書における現在の開示

を評価する必要性につながり得ます。

規制リスクは、潜在的な変化の唯一の推進力ではありま

せん。より多くのデータが利用可能になり続ける環境にお

いて、これを用いてより短い時間でより多くのことを行える

能力が差別化戦略として浮上しています。調査結果は、

引き続きミューチュアル・ファンド・グループがそのバリュ

エーションのプロセスにおけるデータの利用方法を変更し

ていることを示しており、調査参加者の約50％が、ここ一

年間にバリュエーションのプロセスにおける自動化を進め

た、および／またはバリュエーションのプロセスにおける

効率性を見出すことを目的とする調査を実施したと回答

しています。この調査結果は、ミューチュアル・ファンド・グ

ループがより機敏になるために進化を続ける必要性を理

解していることを示しているという点で重要です。そのた

めの方法は依然としてリスク意識であり、この方法を見付

けることは困難であると同時に重要な課題となり得ます。

危機が到来した際に存在するリスクおよびそれらに対す

るエクスポージャーを理解できることが、可能な限り迅速

かつ効率的に嵐を切り抜けるための極めて重要な能力

であることは、誰もが知っています。6年前が昨日のこと 

のように思えるかもしれませんが、2008年の信用危機から

正にそれだけの時間が経ったのであり、その当時バリュエー

ションを評価することがいかに困難であったかを忘れた人

はいないでしょう。

直近の2回の大きな景気低迷が約6年の間に発生したとい

う事実は必ずしも次の景気低迷が間近に迫っていることを

意味するわけではありませんが、これは準備を整えること

―バリュエーションのプロセスにおけるインプットの評価に

気を配り、どれが不安定な市場において最も変動に晒され

やすいかを決定すること、必要とされる場合にバリュエーション

に対する価格を提供できる可能性のあるブローカーに関す

るデューデリジェンスを活性化すること、手作業のプロセス

に関連する内部統制を修正すること、およびバリュエーション

のプロセスを支えるために利用可能なテクノロジーを戦略

的に利用すること―の重要性を私たちに思い出させてくれ

ます。

最も重要なこととして、ファンド・グループは常にバックミラー

から目を離さず、限られた流動性および市場データによっ

て特徴付けられる2008年およびその他の状況から学んだ

バリュエーションの教訓にも目を向けることが必要です。比

較的落ち着いた時期におけるバリュエーションは十分複雑

です。条件が理想的とは言えず、隠れたリスクが浮上する

可能性がある時に、準備が整っていることは最高の防御手

段となります。

要点： 

• 調査結果は、公正価値評価が依然として、投資運用会社、取締役会および利害関係者にとっての「トップ・オブ・

マインド」の問題であることを明らかにしている

• 変化が「一番重要なこと」であり、調査参加者の74％が昨年度中にバリュエーションの方針および手続を変更し

たと回答した

• ガバナンス、市場データの利用およびリスクが、調査参加者のアジェンダの上位を占めた
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2015年のオルタナティブ 
投資の見通し

複雑な基盤、

新たなフロンティア
ショーン・カニフ

（Sean Cunniff） 
シニアマネジャー

デロイト金融サービスセンター

テッド・ドガーティ

（Ted Dougherty） 
米国ヘッジファンドリーダー

デロイト

多くの面で、オルタナティブ業界は依然として金融

業界の最も機敏で適応力のあるセクターの一つで

あり、ビジネスの多くの側面にわたってとてつもない

イノベーションを生み出しています。
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市場全体が目覚ましいパフォーマンスを残す中で、オル

タナティブ投資業界は2015年を見据えています。オルタ

ナティブのパフォーマンスは相対的に弱々しく見えてお

り、そのために一部の人々はこの業界の長期的なファン

ダメンタルズを疑問視しています。他の人々は、オルタナ

ティブの魅力は正に市場全体との逆相関を目的としてい

ることであり、オルタナティブ投資のパフォーマンスが総

合インデックスと足並みを揃えていたならばより大きな懸

念を生じさせるであろうと指摘しています。

デロイトの視点から見て、様々な規模および形態の組織

を通して業界を一望すると、課題と機会の両方が存在し

ています。オルタナティブ業界は全体的に力強いが、既

存および浮上しつつある複雑性の中で急速に進化しつつ

あるというのが支配的な意見です。多くの面で、オルタナ

ティブ業界は依然として金融業界の最も機敏で適応力の

あるセクターの一つであり、ビジネスの多くの側面にわたって

とてつもないイノベーションを生み出しています。

 図表1：2015年の3つの重点分野 
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2015年のオルタナティブ投資は、3つの主要 
テーマを柱として展開する見通しです

グローバル化
あらゆる規模の企業が国際的な市場、事象および機会による影響をますます受けるよう

になってきています。コミュニケーションおよび移動に関するテクノロジーによって世界が

より狭いものになる傾向が続き、多くの外国経済が米国経済の成長と比べてより急速に

拡大し、結果として世界中で富が築かれています。反対に、欧州は多くの課題に直面して

おり、米ドルはユーロに対して値上がりし続けることになるでしょう。これはオルタナティブ

運用会社にとって、新たな投資機会と新たな投資家という形をした、とてつもない機会を

生み出しています。しかし、同時にこれはオルタナティブ投資運用会社の運営の複雑性を

劇的に増大させています。

現金化
ますます多くのヘッジファンドやプライベートエクイティ運用会

社が、自身の会社の持分を機関投資家に売却することにより

資本を調達―または自身のビジネスを「現金化」―していま

す。このトレンドは買い手と売り手の両方にとっての機会を生

み出していますが、同時にダイナミックな技術上および規制

上の問題を生じさせています。

1 
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戦略的ブランドリスク管理
多くの業界関係者が、資産を呼び込むにあたって、ブランドの

回復力およびレピュテーショナルリスクの管理が運用成果と

同じくらい重要になりつつあると考えています。運用会社のリ

スク意識が高まるにつれ、リスクの識別および軽減に対してよ

り多くの金額が費やされるようになるでしょう。会社に影響を及

ぼす事象をめぐるブランドストーリーの概念、投資家および規

制当局に情報および透明性を提供する確かなコーポレートコ

ミュニケーション、ならびにこれらの行動を通じたブランドの構

築が最重要となっています。金融サービス業界において、特

に受託者の役割を果たすオルタナティブ運用会社にとっては、

信頼は不可欠なものです。信頼を失うことは命取りになる可能

性があり、そして信頼は組織のブランドに反映されます。

以下のページではこれらのトピックをより掘り下げて検証し、来年の予想を浮彫りにしています。すべてのトピックは個別

に検討されていますが、これらはますます複雑になる業界の一部として相互関連および相互依存していることを忘れない

ようにすべきです。

多くの業界関係者が、資産を呼び込むにあたって、

ブランドの回復力およびレピュテーショナルリスクの

管理が運用成果と同じくらい重要になりつつあると

考えています
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グローバルな視点

卓越性および成長への集中が起こる

オルタナティブ投資運用会社は、以下の2つの主要な理由

から、グローバルな投資の情勢に目を向けています。

• 第一に、新興国経済が拡大し先進国経済が回復する

中で、世界中で巨額の富が築かれつつあることを運用

会社は認識しており、彼らはこの富を運用することに大

きな関心を持っています。新たな商品をもって新たな地

理的地域に進出することで、運用会社は新たな投資家

にアプローチすることができます。

• 第二に、採算コストの上昇により、運用会社は投資機会

を求めて新たな地理的地域に参入しています。グロー

バルな規模で投資機会を検討すれば、多くの運用会社

ははるかに多様で、かつ差別化された投資戦略に参加

することができます。オルタナティブ運用会社がグロー

バル市場に参加する方法には様々なものがあります。

進出しようとする地理的地域に大規模な現地オペレー

ションを設置している運用会社がある一方で、現地の会

社と協力している運用会社もあります。オペレーション

およびテクノロジーを内部で取り扱うことを選択している

会社がある一方で、主としてアウトソースしている会社

もあります。「正しい」答えは存在せず、すべては運用会

社、機会および地理的地域によって異なります。

デロイトの2014年版「グローバルの最新経済動向」による

と、低調な先進国および好調な新興国市場というトレンド

は逆転しつつあるようです。しかし、新興国市場は依然と

して先進国を上回る速さで成長しており、その長期的な見

込みは有望と思われます。また、米国の金融政策が現在

変化しつつあることから、資本が米国に還流する変化が

起こっていると思われます1。以上を総合すると、オルタナ

ティブ投資に関心を持つ巨額の国際的な富のプールが引

き続き存在するということです。2014年のオルタナティブ

投資の見通しにおいて議論したように、この資金の多く

は、ソブリン・ウェルス・ファンド、年金および各種基金を含

む機関投資家から来ています。

投資の視点から見ると、グローバルなリーチを持つことで

オルタナティブ運用会社は、幅広い機会を活用するため

の柔軟性を持つことが可能になります。市場では、次に迫

りくる買い手ならびに彼らが商品およびサービスに求めて

いるものにおける劇的な変化が起こっています。商品は引

き続き機関および地理的地域によって大きく異なっていますが 

継続的に注目されている分野にはクレジットファンド、特にディ

ストレスト資産およびエネルギーに焦点を合わせたクレ

ジットファンドが含まれます。

この様々な地理的地域からの投資家および投資の増加が

原因で、オルタナティブ運用会社のオペレーションは複雑

性が著しく増しています。それぞれの新たな法域への参入

は、新たな法務、規制、税務、バリュエーションおよびプロ

セス上の問題を生じさせます。この複雑性はバックオフィス

に打撃を与え、コストを増加させ、投資利益率に悪影響を

及ぼしています。グローバルな拡大の財務的影響を完全

に理解しておらず、これに対する計画を立てていない会社

は、投資からの期待される恩恵を受けられない可能性が

あります。手短に言えば、オルタナティブ運用会社が自身

の米国の投資に用いるのと同じ基準のみによって各機会

を評価している場合、米国国外の投資を所有するコスト全

体を理解することができないと思われます。

例えば、あるオルタナティブ運用会社はディストレスト不動

産を機会とみなし、ある外国市場における一戸建て住宅へ

の投資を決定するかもしれません。この運用会社の国内

基準に沿ってみると、この取引は極めて魅力的に見えるか

もしれません。

しかしこの運用会社は、同じ市場で類似の取引を行ってき

た経験がない限り、日常的なオペレーションのコストを極め

て安易に過小評価してしまう可能性があります。これらの

コストには、退去基準などの現地の規則の下における物件

管理や、複数通貨にわたる帳簿および記録の照合が含ま

れ得ます。また運用会社は、法域によって大きく異なり得

る現地の法律、規則および慣習を考慮しなければなりませ

ん。このような事例においては、運用会社の資産および収

益が相対的な安定性を維持できていても、正味リターンは

構造的な複雑性および取引に関連するコストのために予

測を下回る可能性があります。十分に理解していない、ま

たは適切に評価していない活動に関与した場合、不必要

なリスクを引き受けることになります。2015年において、 
デューデリジェンスを優先し、税務、法務および規制上の

アドバイスを事前に取り入れる会社は、そのグローバルな

ポートフォリオに満足している可能性が特に高くなっていま

す。自身がバックオフィスに要求しているもの、および自身

が引き受けているリスクを真に理解していることを確実に

するために事前に少し多くの時間を費やすオルタナティブ

運用会社は、長期的により良い結果を出すと思われます。

1   イラ・カリッシュ（Ira Khalish）博士「グローバルの最新経済動向（Global Economic Outlook）」（2014年第3四半期、デロイトユニバー 
シティプレス）。 
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2015年の焦点 

大手資産運用会社は、最も容易にグローバル市場に参

加することができます。これらの会社はほぼどこにでも進

出できる規模およびインフラ、ならびにそれがうまく行っ

ていることを確認するためのリソースを持っています。そ

れでもこれらの会社は機敏であり続け、ニッチ商品を投

入し、機会に迅速に対応することができます。多くの面

で、これらの会社には、天秤にかけられる長所の両方が

備わっており、彼らとの競争はますます困難になってい

ます。小規模な会社は、販売やオペレーションなどの分

野においてパートナーシップを活用し、外部の専門知識

に依拠することによって立ち向かおうとするでしょう。加

えて、運用会社が実行しようとする取引の影響を完全に

理解することを目指す中で、事前のデューデリジェンス

への支出が増加すると予想されます。ある業界のエグゼ

クティブが最近言ったように、それぞれの取引において

「レンガを蹴り（実際に物件を見て）、エレベーターに乗

り、テナントを理解する必要がある」のです。

図表2：国外への進出は新たな複雑性を伴う 

米国のオルタナティブ運用会社にとっての他国における機会は、投資利益率に影響を及ぼし得る諸課題も伴う

グローバルな投資

巨額の国際的な富の

プールがオルタナティブ

投資に関心を持ってい

る―これにはソブリン・

ウェルス・ファンド、年

金、各種基金、個人富

裕層、およびファミリー

オフィスが含まれる。

規制

現地の法律、規則およ

び基準は、法域によっ

て大きく異なる可能性

がある。

グローバルな投資家

グローバルなリーチがあればオルタ

ナティブ運用会社は幅広い機会を

活用するための柔軟性を持つこと

ができる。

税務

税務、法務、および規制

上の専門知識を事前に

取り入れている会社は、

そのグローバルなポート

フォリオに満足している

可能性がより高くなって

いる。

業務

新たな市場に参入する際、運用

会社は、日常的なオペレーション

のコストを過小評価することのな

いよう注意すべきである。

結論 

競争するために、各社はグローバルな思考を続けな

ければなりません。単純に言って、無視してしまうには

あまりにも多くの富および投資機会が米国国外に存

在します。各社が様々な法域および投資にわたって

グローバルに拡大するにつれて、オルタナティブのオ

ペレーションの複雑性は高まり続けるでしょう。複雑な

オペレーションは国際的なビジネスの遂行におけるコ

ストであり続けると思われ、この複雑性に対処できる

リソースを持つ大手各社は優位な立場にあります。そ

れぞれの取引が及ぼす税務、規制、および業務上の

影響を十分に理解するための時間および労力を費や

すことはコストがかさむと思えるかもしれませんが、こ

れにより最終段階での想定外を減らすことができ、結

局は優れた長期投資になることが分かるでしょう。 

出典：デロイト金融サービスセンターの分析 
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現金化戦略は前進する

現金化取引は2015年も継続すると予想されるが、 
買い手と売り手の両方にとっての重要なビジネスお

よび技術上の問題を生じさせている

2014年に、自身のビジネスの一部を売却することにより資

本を調達するヘッジファンドおよびプライベートエクイティ

運用会社が著しく増加しました。同時に、この関心は、そう

したビジネスの取得を模索する機関投資家の思惑と合致

しました。こうした「現金化」は活発な市場を作り出してお

り、オルタナティブ投資運用会社の少数株主持分を購入

するために特別にファンドを設定する新規参入者が、すで

に当該領域に存在する多数の会社に加わっています。こ

れらの取引は2015年を通じてある程度のペースで継続す

ると予想されますが、買い手と売り手の両方にとっての重

要なビジネスおよび技術上の問題を生じさせており、当事

者らの関係の性質および範囲に関する合意もそうした問

題の一つです。

こうした現金化取引の人気には多数の理由があります。

主な原動力としては、ビジネスの「組織化」を要求する、金

融業界の担い手たちの後継者育成計画や退職計画など

の人的な問題が含まれます。その多くがベビーブーム世

代である金融業界の担い手たちの人口構成に鑑みると、

このトレンドが今後長年にわたり継続する可能性が高いこ

とが分かります。

もう一つの大きな原動力は、一部のオルタナティブ運用会

社がそのビジネスを拡大するために資本基盤を強化しよう

とする意欲です。ビジネスに投資できる新たな資本を持つ

ことで運用会社は、事業拡大計画においてより大きな柔軟

性を確保できます。運用会社は新たな商品を投入したり、

投資家の裾野を広げたり、投資対象の領域を広げたり、

販売能力を向上させたりすることができ、またこれらすべ

てを同時に行うことができます。

最後に、私たちが2000年代後半に目にしたように、一部

の現金化取引は新規株式公開（initial public offering：
IPO）の先行者の役割を果たすことができ、運用会社が将

来の募集に係る価格の目安を確立することを可能にしま

す。金融市場の今日の立ち位置を踏まえると、売り手がビ

ジネスの一部の現金化を検討するのに良い時期であるよ

うに思われる一方で、買い手は、現在のバリュエーション

が将来の成長機会に基づく購入価格に見合った水準にあ

ると考えているように見えます。一部の業界関係者がこれ

らの現金化取引を、運用会社のビジネスを次のレベルに

進めることを可能にする「加速資本」を運用会社に提供す

るものと呼んでいるのは、何ら不思議なことではありませ

ん。

これらの取引において、買い手は何を求めているのでしょ

うか？一般に、買い手は専門分野における確固とした実

績を持つ運用会社（運用者）を探しており、かつ、常にでは

ないものの通常は、予測可能な将来にわたって当該ビジ

ネスを運営する決意を持った運用会社を探しています。ま

た買い手は、オペレーションやコンプライアンスの確かなイン

フラに裏付けられた、安定した投資家基盤を持つビジネス

の構築に成功してきた運用会社を探しています。2015年
において、規制強化、サイバーの脅威および商品の拡大

によってもたらされるオペレーションやコンプライアンスの

複雑性の増大、ならびに継続的なフィーへの圧力によって

もたらされる業務の効率性向上へのニーズは、買い手が

ビジネスのインフラ面をさらに重視するようになることを示

唆しているかもしれません。柔軟性のある新たな資本の源

泉を求める運用会社は、安定した組織、強力なリーダーシッ

プ、およびファンドの元々の創設者を超えたフランチャイズ

を作り出そうとする意欲を探している投資家に、これを見

出しています。

運用会社の視点から見ると、事業拡大計画を導入し、か

つ新たな商品の投入、新たな地理的地域への参入、およ

び／または新たな種類の投資家を対象とするビジネスを

構築するにあたって助けとなるリソースを持つ戦略的パー

トナーを識別することが重要です。多くの運用会社は、そ

のビジネスを強化するための戦略的パートナーを必要とし

ています。運用会社がビジネスの未来を推進する助けとな

ることのできるパートナーを探すこの長期的なアプローチ

は、2015年に継続的な関心を生み出すと予想されます。 
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取引の成立を成功させるにあたっては、多数の障害物が

あります。バリュエーションは交渉の主要な分野の一つで

す。ポートフォリオの中に保有する証券の公正価値を計算

することが精密な科学でないのと同様に、運用会社の公

正価格を決定することは課題となり得ます。加えて、オル

タナティブ業界が現在経験しているような移行の時期にお

いて、バリュエーションは―特により強化された規制環境

へと向かうトレンドおよび継続的なフィーへの圧力を踏ま

えると―さらに重要になります。また一般に、購入価格の

配分、購入価格のクローバック（払戻し）の権利、アーンア

ウト規定、および「キーパーソン」規定を含む、その他の交

渉ポイントが存在します。

一般に、税務は戦略的な取引における最も重要な検討事項

の一つに挙げられます。買い手と売り手の両方が、自身が

検討中の取引が及ぼす税務上の影響を理解することが重

要です。買い手は、購入価格が償却控除を通じて回収され

ることを確実にしたいと望むでしょう。売り手の視点から見た

目標は一般に、取引から生じる長期的なキャピタルゲインを

最大化することです。これらの2つの成果は互いに矛盾する

わけではありませんが、両者にとっての結果を最適化する

ために注意を払わなければなりません。オルタナティブ資産

運用会社が支払う税金は、財務省が調査を進めており、メ

ディアにおいて広く議論されている問題です。結果として、取

引を評価する際には、政府およびメディアによる監視を含め

た考えられる影響を考慮すべきです2。最後に、両者は取引

の開始に先立ってエグジット戦略を真剣に検討しなければ

なりません。主な検討事項としては、プットオプション、コール

オプション、いわゆる「タグアロング」および「ドラッグアロング」

の権利、ならびに当該エグジット戦略がIPOであるか、実質

的な償還であるか、または第三者への売却であるかによっ

て異なり得るその他エグジット戦略上の問題などがありま

す。加えて、これらの権利または義務が行使され得る時期、

およびエグジットに係るバリュエーションを確立する仕組み

を事前に決定することが重要です。

2   ザカリー・R・マイダー（Zachary R. Mider）「Treasury Is Weighing Action on Hedge-Fund Tax ‘Loophole’」（ブルームバーグ、2014年

9月11日）。 
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他のあらゆる重要な取引関係と同様に、取引の開始に先

立って十分な検討を行うことが両者において適切です。も

ちろん、正式なデューデリジェンスは財務と税務の両方の

視点から見て重要ですが、同時に買い手と売り手はお互

いの目を見て、「自分はこの人物またはこの組織と一緒に

仕事をできる」と言える必要があります。両者を保護する

ため、継続中のビジネスに対する戦略的投資家の参加の

水準について概要を示した合意を結ぶべきです。人に

よっては受動的なアプローチで満足するでしょうが、特に

買い手の側において、購入するビジネスの運営・発展に

おいて能動的な役割を果たすことにより大きな関心を持つ

人もいるかもしれません。ある業界のエグゼクティブが最

近コメントしたように、「文化の骨組みを壊してはならない

―アドバイザー兼共鳴板として存在しなければならない」

のです。

どちらのアプローチがより運営に適したモデルであると言

うことは不可能です。それは買い手および売り手の視点

によって異なります。ここでも、戦略的関係の締結に先

立って相互理解を持つことが極めて重要です。

買い手の視点から見て、「キーパーソン」リスクは極めて重

要な検討事項です。後継者育成計画およびデューデリジェンス

が鍵となります。上記のとおり、現任の経営者はしばしば取

引の極めて重要な側面であり、買い手は、ビジネスを運営し

ている経営者または経営陣が引き続き従事するであろうこと

に前向きである必要があります。これにはしばしば、インベスター

リレーションズおよびビジネスの投資／トレーディング面が含ま

れます。インベスターリレーションズについて言えば、既存

の投資家への伝達をいつ、どのように行うべきか、および一

般への公表をいつ、どのように行うべきかに関する相互合

意がなければなりません。



図表3：現金化の列車に乗る 2015年の焦点 

資本市場が上向きの軌道を取り続けるならば、2015年に

はさらなる現金化取引が表面化するであろうと私たちは

予想しています。取引のペースは若干加速するかもしれ

ませんが、戦略的な買い手は新たな取引と、成立したばか

りの取引に係る運用会社のオンボーディングとのバランス

を確実に取ることが必要です。このオンボーディングは取

引の成功のために極めて重要なものであり、投資リサーチ、

トレーディング、業務の効率性およびリスク管理における

リーディングプラクティスの共有が含まれるでしょう。また、

多くの会社が似たような種類の対象に関心を持っている

ようであることから、取引の規模は変化しないと思われま

す。しかし、ヘッジファンドのビジネスのグローバル化が継

続する中で、クロスボーダー取引が増加するかもしれませ

ん。クロスボーダー取引はもともと複雑なものであり、これ

はオンボーディングに必要とされる時間をさらに増加させ

る可能性があります。

結論 

後継者育成計画の必要性および拡大のための安定

した資本基盤を築こうとする運用会社の意欲により、

取引の勢いは 2015 年も継続していることから、現金

化は継続すると予想すべきです。適切に実施されれ

ば、これらの取引は取引の両者にとっての機会を意

味し、運用会社がビジネスを「加速させる」ことを可

能にします。現金化取引はオルタナティブ業界の継

続的な成熟を映し出しており、かつおそらくより大規

模な統合の前兆を表しています。ただし、適切なデュー

デリジェンスおよびビジネス・税務プランニングが事

前に行われること、ならびに両者がお互いの目を見

て現実的かつ合理的な予想を立てることが不可欠で

す。また、運用会社が取引のインベスターリレーション

ズおよびパブリックリレーションズの側面を注意深く

評価し、そのブランドと評判の両方に対する潜在的

な影響を検討することも不可欠です。 
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主な原動力

• 後継者育成計画

• 拡大のための資本調達

検討すべき問題

• デューデリジェンス

• ビジネスプランニング

• 税務プランニング

• 関係のかみ合い

• 哲学の違い

成功の要因

• 投資リサーチ

• トレーディング

• 業務の効率性

• リスク管理



ビジネスを守り成長させるため、戦略的リスク管理を活用する

ブランドおよび評判は、投資組織の生命力にとって

少なくとも運用成果と同じくらい重要であると主張

することができます

投資運用会社はリスク管理の概念に精通しています。特

にオルタナティブ運用会社は、適切に管理された投資リ

スクがポートフォリオのリターンの向上につながり得るこ

とを理解しています。よってオルタナティブ運用会社は、

優れた運用成果を達成するためにしばしばリスクを受け

入れます。この投資リスクの管理は、常にオルタナティブ

運用会社の価値提案の主要な部分の一つとなっていま

す。これはオルタナティブ運用会社がしていることの中核

であり、多くの面で、オルタナティブ投資業界にとっての

生命線といえます。

しかし、オペレーショナルリスク、テクノロジーリスクおよび

規制リスクを含む、業界が直面するその他の種類のリスク

の管理は、常に投資リスクと同じように見られてきたわけ

ではありません。と言っても、オルタナティブ運用会社が

こうしたその他の種類のリスクを重要視していないと言っ

ているわけではありません。むしろ、多くのオルタナティブ

運用会社がこれらのリスクの管理に多大なリソースを振

り分けています。たとえば、過去数年間にわたり多くのオ

ルタナティブ運用会社が登録アドバイザーになるための

コストを負担し、世界的に規制上の関心が利益相反に集

まる流れに対処してきました。しかし、こうしたその他のリ

スクを軽減するための支出は通常、組織およびその顧客

のために付加価値を生み出す積極的な手段というより

も、ビジネスの運営のために必要なコストであり、守備的

な戦略であるとみなされてきました。

バリュエーションのエラーに起因するものか、利益相反に

起因するものか、またはデータの侵害に起因するものか

にかかわらず、「リスク事象」が自身のブランドおよび自身

の評判に著しい悪影響を及ぼす可能性があることに一部

のオルタナティブ運用会社が気付きつつあることから、こ

の従来からのリスク管理の見方に変化が表われ始めて

います。

またこれらの会社は、自身の顧客、従業員およびビジネ

スパートナーの信頼が、自身の将来の経営にとって不可

欠であることを理解しています。実際に、ブランドおよび

評判は、投資組織の生命力にとって少なくとも運用成果

と同じくらい重要であると主張することができます。低い

運用成果が運用資産の減少を通常もたらすように、ネガ

ティブなニュースも同じ結果をもたらす可能性がありま

す。たとえば、他の業界におけるサイバー攻撃は企業の

収益に影響を及ぼし、ブランドを傷つけ、経営トップ層は

辞職を余儀なくされています。

ブランドの重要性に係るこの認識の高まりにより、一部の

オルタナティブ運用会社は、リスク管理に対する守備的な

見方からより積極的かつ戦略的なアプローチへと移行し

つつあります。これらの会社は、リスク管理が、正しく行わ

れれば、競争上の差別化要因となり、ブランドエクイティ

を向上させ、資産の取り囲みの改善および新たな資産

フローという形で測定可能なプラスのリターンを提供する

ような資産に転換され得るものであることを理解しています。 
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「ワールドクラスの企業において、リスクはコンプ
ライアンスの中ではなく、戦略の中に位置付けら
れています。」―デロイト最高リスク責任者 

 
 

2015年、オルタナティブ投資業界では、他の業界がすで

に用いているいくつかの先進的なリスク管理のアプローチ

の採用が増加するであろうと予想されます。それぞれの

組織がリスク管理に対して異なるアプローチを取ると思わ

れますが、多くの会社が採用する可能性の高い以下に示

す共通する3つの構成要素があります。 
 

ガバナンス：適切なガバナンスはリスクを戦略的なイネー

ブラーとするために組織全体を団結させることを必要と

し、これは一般にCEOおよび取締役会の指針およびイン

プットに従い最高リスク責任者によって主導されます。取

締役会、経営陣および各事業単位は、リスクを継続的に

識別、優先順位付け、および管理するための組織の縦割

りを超えた協力に対し、それぞれが個別の責任を負い、

かつすべてが説明義務を負います。各事業単位のリスク

責任者が新たなリスクのトレンドおよび軽減戦略について

議論するためにミーティングを行い、必要に応じて主要な

テーマおよび懸念事項を取締役会および経営陣に報告す

るための標準的な手順を確立します。適切なガバナンス

がなされれば、より管理しやすくかつ意味のあるリスク 
プロセスが組織の中に作り出され、その結果適切な「トップ

の姿勢」が示され、また説明義務もはっきりし透明性も向

上します。リスク管理が真に効果的なものであるために

は、正に会社の精神の一部とならなければなりません。 
 

標準化されたリスク報告：リスク報告を強化すれば、新た

なリスクの特定能力が向上し、ガバナンスのプロセスにお

けるリスクベースの意思決定を促す一助となります。効果

的なリスク報告を確実にするため、このプロセスは企業の

戦略的な目的および目標と完全に整合していなければな

りません。またこのプロセスは、無関係、過剰、散漫また

は陳腐なデータを排除しなければなりません。来年には、

オルタナティブ運用会社は組織の戦略に影響を及ぼす新

たなリスクを捉えるために、をコンピュータおよびモバイル

機器上でリスク報告のダッシュボードをさらに用いるように

なると予想されます。脆弱性およびその潜在的な影響に

関する最新の見通しを提供することにより、ダッシュボード

は、リスクの効果的な優先順位付けおよび軽減のために

極めて重要なものとなっています。ダッシュボードは定期 
 

的に―リスクに応じて毎日または毎週―更新し、集計版を

毎月または毎四半期作成しなければなりません。またダッ

シュボードは、評判、株価、企業戦略、および何よりも運用

資産に影響を及ぼし得る、最も関連性の高いリスクを一目

見ただけで評価できる能力を、取締役会および経営陣に

提供すべきです。 
 

リスクの検知：新たなリスクおよびリスクのトレンドを迅速

に識別し、これによってリスクへのより機敏かつ効果的な

対応を可能にする能力は、今日の複雑な金融環境におけ

る極めて重要なスキルです。リスクの検知として知られる

このスキルは、人間による分析と、膨大な量の構造化およ

び非構造化データをほぼリアルタイムで連続的に分析す

る洗練されたテクノロジーの両方を必要とします。このスキル

があれば、エグゼクティブに、角を曲がった先に何が待ち

受けているかを見通すのに役立つであろう、戦略的な意

思決定に対して極めて重要な情報を提供することができ

ます。 
 

各社は、リスクの検知を体系的なガバナンスのプロセスに

盛り込み、これから生じる報告を標準化することによって、

リスクの検知を自身のオペレーションに組み込むことがで

きます。主要な意思決定者は、リスクの検知から生み出さ

れる情報を容易に消化できなければなりません。リスクの

検知能力を運用に組み込めば、様々な恩恵を享受できま

すが、中でも、伝統的なメディアからのデータとソーシャル

メディアからのデータの両方に基づいて組織のリスク管理

の焦点を継続的に適応させ、これに従って組織の対応を

調整する能力を組織は得られます。 
 

リスクの検知は、顧客、競争相手、サプライヤーおよび規

制当局が組織の直面するリスクをどのように見ているかを

エグゼクティブが理解する助けとなり得るため、これらの能力

に対する関心はオルタナティブ業界において高まると予想

されます。さらに、オルタナティブ運用会社がリスクの検知

ツールの利用に熟練すると、これをその投資運用プロセス

に組み込むことができるようになる可能性もあります。言

い換えれば、オルタナティブ運用会社は、自身が所有して

いるかまたは取得を検討としている企業が直面しているリ

スクを理解するため、これらの企業に関するデータを収集

できるようになる可能性があります。 
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2015年の焦点 

組織にとって修復不可能なブランドの失墜を生じさせる可

能性のある新たなレピュテーショナルリスクの一つは、サイ

バーテロです。この脅威の程度は高まり続けており、来年

の重要関心事項になると予想されます。他の業界における

サイバーテロの影響は、オルタナティブ投資の領域におけ

る潜在的な影響の重要な指標となります。組織の機密情

報および顧客の個人識別情報を保護することの重要性

は、どんなに強調してもし過ぎることはありません。

サイバーリスクに対する関心の多くは外部の事業体による

システムのハッキングに寄せられていますが、同時にオル

タナティブ運用会社は、自身の従業員、ベンダーの従業員

および外部の契約業者を含む「インサイダー」からシステム

を保護することに多くを投資すると予想されています。この

「内部の脅威」に関する懸念は、サイバーセキュリティにと

どまらず、規制の遵守、企業秘密、その他の機密情報など

の分野に広がっています。

結論 

リスク管理を戦略的なイネーブラーとみなす組織は、オルタナティブ投資業界にお

いて長期的に見れば優位に立つと予想されます。 

先行投資が要求されるものの、その見返りとして組織は、市場の混乱、サイバー攻

撃、規制上の監視、およびその他の多くのリスクにより耐えられる備えができること

になるでしょう。明日のリスクを予測し、これに対応して迅速に方向転換することは、

あらゆる会社にとって極めて重要です。加えて、リスク管理を自身の会社の中核的

な価値提案の一部とする運用会社は、現在および将来の顧客と共有できる説得力

のあるストーリーを持つことになるでしょう。ますます競争が激化する業界の中で、

これは顧客の囲い込みの向上および新たな資産の獲得につながる可能性が高い

と思われます。所有者とその顧客の両方のために長期的な富を創出することを尊

重する組織にとって、戦略的リスク管理は、この目標を達成するために不可欠なも

のとなり得ます。 



図表4：ブランドおよびレピュテーションリスクの管理プログラムの構築 

 
 
 

戦略的影響

• ブランドの認知に好影響を

及ぼす機会を識別する

• 「伝統的な」危機的状況／

ブランド攻撃の削減または

排除に努める

• 組織のブランドについて競

争相手との更なる差別化を

図る

• 自身の戦略的焦点を積極

的に変更するため、「もし～

だったら」のシナリオプラン

ニングを作り出す

• 差別化を生み出すため、内

部戦略とブランド戦略を関

連付ける

ブランドリス

クの評価

学習および

適応

ブランドリス

クの検知

攻 撃 へ の

備えおよび

対応

外部の利害関係者

の啓発

1 

2 3 
組織全体の

協力

統治および

測定

基本となる

「ブランドストーリー」

出典：デロイト金融サービスセンターの分析 
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今日のような瞬時のコミュニケー

ションおよびソーシャルメディア

の時代にあっては、一つの重要

な業務、規制または技術上の

ミスから生じるブランドに対する

リスクが、致命的なものとなる

可能性があります

要点： 

• オルタナティブ投資業界は移行中の状態にあ

る。規制の強化およびグローバル化を含む多く

の要因が相まって、この業界をかつてないほど

にコストがかさみ、競争が激しく、かつ複雑なも

のにしつつある

• オルタナティブ運用会社が今日の世界経済の中

で重要な存在であろうとするならば、グローバル

に物事を考え続けなければならない

• 所有者が、引退および自身の会社に係る所有

権の移転、または拡大のための安定した資本の

調達に目を向ける中で、現金化は引き続き活発

になると予想される

• 今日のような瞬時のコミュニケーションおよび

ソーシャルメディアの時代にあっては、一つの重

要な業務、規制または技術上のミスから生じる

ブランドに対するリスクが、致命的なものとなる

可能性がある

• 将 来 待 ち 受 け て い る も の について時間をか

けて検討し、その将来のビジョンを自身の主要

な価値提案に重ね合わせ、かつ行動計画に投

資する意欲を持ったオルタナティブ投資会社が

他に先行すると思われる
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自分の資産がどこにあるか、

それらが安全であるかを

本当に知っていますか？

ディートマー・ロースラー

（Dietmar Roessler） 
顧客セグメント資産オ ーナー グローバル責任者

BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ 

2008年の金融危機は、グローバルカストディアンの 
ゲームのルールを変えました。資産の所有者は現在、

特にますます不安定になりグローバル化する世界の

中で、かつてはしなかったであろう問いかけをするよう

になっています。
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資産の所有者にとって最も関心のある検討事項は、

資産の安全性―現金の安全性および自身に代わって

保有される資産の安全な保管―です 

2008年10月まで、機関投資家がグローバルカストディア

ンを任命する際に最も関心があったことは、物事を可能

にすること、つまり、市場を選ばないグローバルな投資を

可能にすること、パフォーマンスの測定を可能にするこ

と、そして忘れてはならないのが、証券の貸出や積極的

なキャッシュマネジメントなどのパフォーマンスを向上させ

るサービスを可能にすることでした。

現在、これは変化しました。「ブラック・スワン」（破壊的だ

が稀にしか発生しないと考えられる出来事）および「ファット・

テール」（異常な統計的挙動）の発見を受けて、負債期間

が30年以上の投資家は再検討を余儀なくされました。ベ

アリングスがINGに迅速に買収されていなかったら、自分

の資産はどうなっていただろうか？最終的な所有権が確

立されるまでの6カ月間にわたり資産が「凍結」されたら、

どのような影響があるだろうか？マドフが資産運用会社、

カストディアンおよび名義書換代理人の役割を果たして

いたら、どのような影響があるだろうか？

より重要なこととして、自分の資産を誰が安全に保管して

いるか、それらがどこにあるかを自分は本当に知ってい

るだろうか？自分の法的位置づけはどのようなものだろ

うか？どうすれば資産の損失の可能性を最小化できるだ

ろうか？自分の運用会社が冒しているリスク、すなわち

投資リスクおよびシステミックリスクを自分は本当に理解

しているだろうか？英国の資産への投資、ドイツの資産

への投資およびアジアの資産への投資の間における体

系的な法律上の違いは何だろうか？

明らかに、マドフおよびリーマンは、あらゆる人々、投資

家、資産運用会社、規制当局およびカストディアンの関

心を変えさせました。これらの混乱以来、資産の所有者

は、基本的な問いかけをすることによってグローバルカス

トディアンに疑問を投げ掛け始めました。資産の所有者

が持つ目標は何であり、その達成におけるグローバルカ

ストディアンの役割は何でしょうか？これらの問いかけに

対する答えは単純です。資産の所有者の目標は長期に

わたり投資することであり、グローバルカストディアンの役

割はそれらの投資を保全することです。

グローバルカストディアンが直面している課題は、ますま

す不安定になりグローバル化する世界に所有権譲渡権と

所有権の不一致が追い打ちをかける中で、資産の所有者

のリスクを軽減することです。

年金基金であるか、保険または再保険会社であるか、さら

にはソブリン・ウェルス・ファンドであるかにかかわらず、資

産の所有者にとっての最大の関心ごとは資産の安全性―

現金の安全性および自身に代わって保有される資産の安

全な保管―です。自分の現金はどこに保有されているの

だろうか？今日、現金をめぐる議論は極めて伝統的な銀

行業務の議論となっています―銀行は現金をどのように

保有しているのだろうか？

現金はなぜ顧客の資金として区別して保有されていない

のか？2008年にリーマン・ブラザーズが破綻する前には、

人々はこれらの基本的な問いかけをしませんでした―そ

の前提は、大手の銀行が行き詰まることは決してないであ

ろうということでした。グローバルカストディアンは本質的

に銀行であり、私たちは真の基本への立返りを目にしてい

ます。したがって、資産の所有者がグローバルカストディ

アンのバランスシートの体力、そのクレジット・デフォルト・

スワップ（credit default swap：CDS）のスプレッド、その信

用格付け、その純資産株主資本およびその事業ポート

フォリオの多様性における細部に目を向けていることは、

驚くに当たりません。

財務力は、選定のプロセスにおいて考慮される唯一の要

因では決してありません。最近の地殻変動がもたらしたも

う一つの重要な影響は、顧客が現在、業務上の手続およ

び統制の強固さ、ならびに資産の所有権の明確化を重視

するようになっていることです。
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絶対に確実なものは存在しません。最も強固な実務およ

び統制でさえも、100％の正確性を保証することはできま

せん。グローバルカストディ契約は過失があった場合に

おけるカストディアンへの請求権について定めているかも

しれませんが、顧客は、グローバルカストディアンが業務

上の損失―たとえば、カストディアンが証券を紛失した

り、コーポレート・アクションへの同意を怠ったり、債券の

転換を怠ったりした場合―を通じて発生した負債を支払う

能力について確信を持っていなければなりません。関係

する金額は潜在的に巨額であり、顧客は自身のカスト

ディアンがかかる請求に持ちこたえられるかどうかについ

て自問しています。多数の請求がある場合、自分のカス

トディアンは何回の打撃を吸収できるだろうか？よって、

証券は（現金と異なり）グローバルカストディアンのバラン

スシート上に表れないものの、財務力は資産の安全性に

とって、現金の安全性の場合と同じくらい重要です。

分別から隔離へ

顧客は、チェーン全体―グローバルカストディアンからサブ

カストディアンを経て証券決済機関（Central Securities 
Depository：CSD）まで―を通じて自身の資産を識別で

きるよう、これらの資産の明確な分離を要求しています。

この認識は、顧客の資産を特定し隔離することで、グロー

バルカストディアンまたはそのサブカストディアンのいず

れかが支払不能に陥ったとしても、その資産が清算人が

利用できる財産にはならないことを確実ならしめるという

ことです。

グ ロ ー バ ル カ ス ト デ ィ ア ン に よ る そ の 独 自 の ネ ッ ト

ワークおよびサブカストディアンのネットワーク全体

のデューデリジェンスは、資産の安全性を確保する

た め 、 およ び そ れ ら の資 産が明 確 に 特定 可能 で あ

り、かつ所有者のすべての投資市場における銀行の

自己勘定活動から分離されることを確実にするうえ

で不可欠です。リーマン・ブラザーズの解体において

当初凍結された金額が300億米ドルに上ったことを

考えると、選定プロセスにおいて重視されることとし

て、分離手続が財務力と僅差の2番目につけている

ことは驚くに当たりません。

グローバルカストディアンによる資産の分離は、ヘッジファンド

が用いる「プライムブローカー」モデルと対照をなしていま

す。このモデルでは、融資に係る担保としてプライムブロー

カーは資産を自身のバランスシート上に保有し、かつプラ

イムブローカーは資金を調達するために通常これらの資

産を「転担保」、または担保として差し入れることができま

す。このモデルが持つ問題は、リーマンの破綻、およびそ

のヘッジファンドの顧客が自身の事業の継続を可能にする

ために自身の資産を切り離すにあたって今も抱えている難

題によって浮き彫りになりました。

グローバルカストディのモデルはリーマン・ブラザーズ後の

プライムブローカレッジのモデルとは大きく異なりますが、

それでも、分離は依然として顧客の一番気になることで

す。しかし、これまでに清算に至った大手のグローバルカ

ストディアンはないことを強調しておかなければなりませ

ん。結果として、すべての顧客の投資市場における資産の

回収可能性を裏付ける法曹家の意見は存在しますが、分

離が資産の回収を確実にすることを証明する判例はあり

ません。サブカストディまたはCSDのアカウントの名義に

かかわりなく、アカウントは依然としてグローバルカストディ

アンに属しています。よって、グローバルカストディアンなら

びにその独自のネットワークおよびサブカストディのネット

ワークの財務力の重要性を改めて考えさせられます。

業界がリーダーシップを発揮する

法的な枠組みをめぐる不確実性および意見の相違が存在

する可能性があり、かつグローバルカストディアンが支払

不能に陥った場合に顧客がその資産を回収できることを

明確に証明する前例はないかもしれませんが、それにもか

かわらず、市場主導の変化は影響を及ぼしつつあります。

これまで、グローバルカストディのモデルは主として、類似

の顧客を一つのサブアカウントにプールした混合の共同ア

カウントを基礎としてきました。最近では、資産を所有する

顧客は分離された個別のアカウントをますます要求するよ

うになっています。

関係する金額は潜在的に巨額で 

あり、顧客は自身のカストディアンが

かかる請求に持ちこたえられるかど

うかについて自問しています 
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これらの動きは、現在はプールされたアカウントをベースと

する基本的なグローバルカストディの業務モデルの大きな

変化を要求しており、これはコストに対する影響、したがっ

てさらに価格に対する影響を伴います。グローバルカスト

ディアンがこの投資を行う用意があり、かつ顧客が引き上

げられた価格を支払う意欲を持っていることは、2008年の

事象が金融機関の絶対確実性に関する私たちの考え方を

いかに―おそらくより良い方向へと―変化させたかを表わし

ています。

改革の嵐の中で、似たような要件が課されています。多くの

新たな規制は、リテール投資家または機関投資家を保護

し、カウンターパーティリスクやシステミックリスクを軽減する

ことを目指しています。それがオルタナティブ投資ファンド運

用者（Alternative Investment Fund Managers：AIFM）指

令 で あ ろ う と 、 譲 渡 可 能 証 券 の 集 団 投 資 事 業

（Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities：UCITS）V指令であろうと、外国口座税務コンプ

ライアンス法（Foreign Account Tax Compliance Act：
FATCA）であろうと、欧州市場インフラ規制（European 
Market Infrastructure Regulation：EMIR）であろうと、また

は現在進められているその他多くの規制の変更であろう

と、受託者と預託銀行の両方にとって、透明性の向上となら

なければなりません。

私たちは、「安全な保管」が実務上および法律上何を真に

意味するかについての問いかけをようやく始めたところで

す。その結果はカストディアンの法的責任およびデューデリ

ジェンス義務の大幅な拡大であり、これはおそらく、カスト

ディアン間で再び統合が相次ぐと考えられます。

自身のデフォルトであるか第三者のデフォルトであるかにか

かわりなく証券を補てんする義務は、グローバルカストディアン

業界におけるゲームのルールの根本的な変化につながる

でしょう。こうして高まったリスク義務を負担するする再保険

はなく、かつ投資家は安全性の追加的なコストを部分的に

しか吸収しようとしない可能性が高いと思われます。結果とし

て、幅広い独自のサブカストディのネットワークを持つグロー

バルカストディアンが競争上優位に立つでしょう。これらのカ

ストディアンは、自身の組織内で、かつ自身のバランスシート

上で、資産の所有者に保証を提供できる可能性が高いと思

われます。

これまでと異なり、業界の統合の新たな波は、規模の追求

ではなく、正しい業務モデルの構築の追及を目的とするも

のになるでしょう。これは、AIFM指令およびUCITS V指令

において現在起草されている方針に沿って、グローバルな

資産の所有者に保証を提供することを可能にするでしょう。

97 

要点： 

• 投資家は、資産の安全性が自身のリスク管理における重要な検討

事項であることに気付いている。これらのリスクを軽減する方法を見

出すためには、強固な業務上の保護、および質の高いバランスシート

を骨組みとする強力な法的保障を提供する、グローバルカストディアン

のパートナーが必要である



ドイツ投資税法の

改革計画

概要および影響

アレクサンダー・ヴェンツェル

（Alexander Wenzel） 
パートナー

ファイナンシャル・サービス

デロイト

ドイツの納税者が投資ファンドを通じて獲得した所得は、いわ

ゆる税の透明性の原則に従って課税されることがほぼ法的

な伝統となっています。しかし、かねてから、多数の財務省庁

が、ドイツ投資税法を税の透明性の原則が排除される可能性

があるほどにまで改革する計画を進めてきました。

この取組みが立法プロセスを通過した場合、新たな税制は、

資産運用会社がファンドのユニットをドイツの投資家に販売

するときにそのビジネスに著しい影響を及ぼす可能性が高いと

思われます。
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出発点：税の透明性の原則

現行の税制の下で、投資ファンドに投資をするドイツの

投資家は、税の透明性の原則に沿って課税されます。

要するに、投資ファンドによって生み出される利益および

所得は投資家においてのみ課税され、よって投資ファン

ドは課税対象となるべきではないということを意味しま

す。この原則の目的は、投資が資産に対して直接的に

行われるか、または投資ファンドを通じて間接的に行わ

れるかにかかわらず、税負担がほぼ同じになることを確

実にすることです。言い換えれば、投資ファンドが介在し

ても、投資家が負担する税が増加や減少につながるべ

きではありません。

税の透明性の原則は投資ファンドがドイツ税法に沿って

特定の課税ベースを公表することを要求しており、その

上でこれらの課税ベースは投資家の正確な税額査定額

を算定するために用いられます。投資ファンドがこれらの

課税ベースを提供しない場合、投資家は一括で課税され

ます。しかし、これは投資ファンドの実際の金融ポジションを

考慮しておらず、投資ファンドの価額が下落した場合で

あっても課税につながる可能性があります。結果として、

いわゆる不透明な投資ファンドは、ドイツにおいて通常

市場性がありません。

政治環境

投資ファンドからの所得に対する税制の改革計画は、

2013年のキリスト教民主同盟とドイツ社会民主党の間

における連立合意に反映されました。合意の条件の下で

両党は手を組み、保有ポートフォリオからのキャピタルゲ

インに係る将来の税務上の取扱いをオープンかつ偏り

のない方法で変更することを目指して、投資ファンドから

の所得に対する税制の抜本的な改革について連邦政府

が再度議論するものと規定しました。

市場における一般的な認識は、この新たな法律に関す

る作業は完了したというものです。現時点で残っている

疑問は、法案の草稿が正式な立法手続に導入されるの

かどうか、およびいつ導入されるのか、ということが中心

と思われます。
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したがって、意図するところはかかるミューチュアル

投資ファンドについて税の透明性の原則を取り下げ

ること、すなわちあらゆる種類の投資家の税務報告

を廃止し、これを容易に対処できる単純な税制で

代替することです

改革の目標

抜本的な改革がなぜ不可欠であると考えられるかについ

て、支持者は様々な主張を行っています。一つの説明

は、欧州連合法の潜在的な違反から生じるリスクを排除

す る 必 要 が ある と い う も の で す 。 欧 州 司 法 裁 判所

（European Court of Justice：ECJ）はその2012年5月10日

の「サンタンデール」判決において、フランスの投資ファンド

税制に関し、国内企業による非居住者である投資ビーク

ルに対する配当の支払いには源泉徴収税が課されるの

に対し、配当を受け取るのが国内ビークルである場合に

は税が徴収されないことについて、当該税制は欧州連合

法に準拠していないと判定しました。これは、ドイツにお

ける法的な状況は全く異なり、フランスの旧制度と違って

ドイツの投資ファンドは国内配当の分配および累積の場

合に源泉徴収税の控除を要求されているという事実をよ

そに行われたものです。

これは、最近のECJの判例法である2014年10月9日付

の「van Caster und van Caster」に照らしてみると特に

当てはまります。この判決においてECJは、非ドイツの投

資ファンドの投資家が、当該投資ファンドが透明なステー

タスを獲得するために課税ベースを計算および公表しな

い場合に一括で課税されることは法律に沿っているかど

うかという問題を取り扱いました。基礎となる規定がドイツ

と非ドイツの両方の投資ファンドに適用されるにもかかわ

らず、ECJは、投資家が真の課税ベースを自ら証明する

機会を与えられない場合、これは資本の自由な移動に対

する不当な制限であると判定しました。

税務当局は、自己査定された課税ベースの審査を目的と

する申請を納税者が提出する事案の件数が増加するこ

と、および当局の側において要求される作業が著しく増

加することを予想しています。懸念されているのは、今日

と異なり、特別な研修を受けた税務署員をすべての税務

署に配置する必要性がおそらく生じるということです。こ

の動きによってもたらされる費用の見積りは、予想される

税収の金額と釣り合わない可能性が高いと言われていま

す。

もう一つのポイントは、財政当局が投資税制の分野を、そ

の複雑性および資産の規模の大きさから、濫用の対象に

非常になりやすいと考えていることです。AIFM税制調整

法によって既知の悪用が排除されたにもかかわらず、投

資税制は将来の濫用を防止するため、または少なくとも

妨害するための改革を必要とします。

さらに、税の透明性の原則は、実務において相当な事務

的負担につながると主張されています。たとえば、それぞ

れの投資ファンドは毎回の分配および累積にあたり、最

大29に上る税務上の数字を計算および公表する必要が

あります。損失の繰越しは12のカテゴリーに区別しなけ

ればなりません。
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最後に、予想される改革の支持者は、すべての投資家に

係る課税ベースの審査が遡及的にのみ実施され得るとい

う事実を批判しています。手続が匿名かつマス的であるた

め、エラーが識別された場合、投資家レベルにおける遡及

的な修正は実務上不可能です。投資ファンドの投資家は

通常は不明であり、かつ投資家の構成はエラーが発生し

た時点とそれが発見された時点の間で頻繁に変化しま

す。現実的な視点から見て適切であろう遡及的な修正の

代わりに、現行の税制は、誤りが発見された事業年度に

当該数値を修正することによってこれらの事例に対処して

います。結果として、該当する時点で投資していなかった

投資家が修正に見舞われ、これを受けてそれらの投資家

は、その個人の税額査定においてこのエラーの修正の取

消しを請求することができます。最終的な分析における結

果は、税務当局の側におけるより高い税の請求は強制で

きないというものです。

予想される税制の主要な内容

財政当局は、特定投資ファンド、すなわち投資家の数が

100以下に限られかつ投資家が自然人であってはならな

いとされる投資ファンドの場合においては、たとえルール

が複雑であってもその遵守を確保することができるという

意見ですが、ミューチュアル投資ファンドに関しては、事実

はその反対であると言われています。したがって、意図す

るところはかかるミューチュアル投資ファンドについて税の

透明性の原則を取り下げること、すなわちあらゆる種類の

投資家の税務報告を廃止し、これを容易に対処できる単

純な税制で代替することです。ただし、特定投資ファンドに

ついては現行の課税ルールが維持され、欧州連合法に関

する潜在的なリスクを排除しアクションの範囲を縮小する

ための細かい変更のみが行われるでしょう。
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投資ファンドレベル

主要な変更は、ドイツの配当ならびにドイツの不動産か

らの賃貸所得およびキャピタルゲインが、ドイツの投資

ファンドのレベルにおいて15％の法人税の対象となるこ

とでしょう。その他すべての所得（たとえば、受取利息、

株式およびその他の証券の売却によるキャピタルゲイン）

は、依然として非課税となるでしょう。結果として、ドイツ

と非ドイツの投資ファンドは、競争のゆがみを避けるた

めに同等に取り扱われるでしょう。

法人税の非課税扱いは、非課税投資家（たとえば、教

会や財団などの慈善投資家）が投資していることを

ファンドが証明できる範囲で可能となるでしょう。同様

の扱いは、投資家が投資ファンドのユニットを自身の

退職に係る所定の取決めの一部として保有していた

場合にも適用されるでしょう。該当する状況は、投資

ファンドのユニットの取得および償還にあたっての任

意の証明手続によって証明しなければなりません。投

資ファンドの諸条件が非課税投資家のみに参加の権

利があると定めている場合には、法人税の全面的な

非課税扱いが可能となるでしょう。
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投資家レベル

投資家レベルにおいては、基本的にあらゆる分配が、そ

の構成にかかわらず全額課税対象となるでしょう。言い換

えれば、たとえ資本の払戻しであっても課税の対象となる

でしょう。例外として投資家は、株式投資ファンドの場合に

は20％、不動産投資ファンドに投資している場合には

40％の非課税扱いを受けられるでしょう。投資ファンドが

主として非ドイツの不動産に投資している場合、非課税扱

いは60％に引き上げられるでしょう。この部分非課税扱い

は、投資ファンドレベルにおける税負担を相殺するために

必要なものとみなされています。

再投資ファンドの場合、または投資ファンドがその所得か

ら行う分配が必ず極めて少額である場合には、ドイツの投

資家は一括払い前ベースで課税されるでしょう。この一括

払い前の金額は、年初における当該投資ファンドのユニット

の価値に、ドイツバリュエーション法に従い変動基準金利

を乗じることにより決定されるでしょう。基準金利は、ドイツ

中央銀行が年一回、その年の取引初日に決定する国債

の平均利率です。投資ファンドレベルにおける管理コスト

を考慮するため、基準金利に対して20％の割引が行われ

るでしょう。

一括払い前の課税は、投資ファンドのユニットに係る実際

の価値の増加が上限となるでしょう。暦年中に価値の増

加がなかった場合、一括払い前の金額は課税ベースとし

て適用されないでしょう。一括払い前の金額は投資ファン

ドのユニットの売却時に控除され、これにより税額を引き

下げるでしょう。

移行ルール

計画は、新たなルールの適用は2018年1月1日に開始す

るものと定めています。すべての投資ファンドおよびその

投資家の一律の移行を確実にするため、事業年度が暦

年と異なる投資ファンドは、2017年12月31日について、

短縮された事業年度を設けなければならないでしょう。

ただし、2009年より前に取得した投資ユニットは、旧ルー

ルの下で適用を除外されます。すなわち、当該投資ファン

ドのユニットの売却により生じるキャピタルゲインは非課

税となるでしょう。この保護は、2020年1月1日より前の売

却のみが非課税となるよう限定されています。その後は、

2018年以降に生じるあらゆる上昇または下落が課税対

象となるでしょう。
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予想されるドイツ投資税法の包括的な改革は、投資

家税制の全面的な改正に相当するものとなるでしょう

ビジネス上の影響

予想されるドイツ投資税法の包括的な改革は、投資家税

制の全面的な改正に相当するものとなるでしょう。財政当

局が行っている主張にかかわらず、この改革は広範囲に

わたる影響を資産運用業界に及ぼすでしょう。資産運用

会社、各種団体および投資家を含む多くの市場参加者は

この計画に関して相当な懸念を持っており、「投資ファン

ド」商品がダメージを受ける可能性があると考えていま

す。彼らの主張の一つは、ドイツの投資家に係る税務報

告が当該制度の発効した2003年以来十分に確立されて

きている一方で、予想される税制はあらゆる投資家固有

の状況を無視してしまうであろうというものです。

実際に、投資商品の税務上の諸側面は過去数年間にわ

たってますます重要になってきており、この計画が現実と

なった場合に、投資家、特に企業投資家がどのように反

応するかはまだ分かりません。一つのシナリオは企業投

資家が自身の投資を特定投資ファンドに移動させるとい

うものであり、もう一つのシナリオは保険ビジネスがこの

改革の著しい恩恵を受けるというものです。

いずれの場合においても、今後の動向を極めて注意深く

見守り、潜在的な改革がリテールビジネスに及ぼす影響

を予測することが不可欠です。影響は、投資ファンドの設

定およびその投資家の構成によって全く異なる可能性が

あります。適切な時期に税務アドバイザーの助言を受け

ることが望ましいと思われます。

要点： 

• ドイツ財政当局は、ドイツ投資税法を税の透明性の原則が排除される可能性があるほどにまで改革すると

決定している

• 改革を支持する主張は、欧州連合法に違反する恐れ、投資税制の分野は極めて濫用の対象になりやすいと

いう確信、相当な事務的負担、および誤った課税ベースを遡及的に修正できないという事実に関連している

• 市場における現時点の認識は、法案はすでに起草されたが、正式な立法手続はまだ開始されていないという

ものである

• 特定投資ファンド、すなわち投資家の数が100以下に限られかつ投資家が自然人であってはならないとされる

投資ファンドについては、改革の影響は軽微だと思われる

• しかし、ミューチュアル投資ファンドについては税の透明性の原則が取り下げられ、したがって投資家は今後、

自身の個別の状況および投資ファンドの所得に基づいて課税されず、代わりに一般的な前提に基づいて課税

されると思われる

• ドイツの投資ファンドは、ドイツの配当、ドイツの賃貸所得およびドイツの不動産からのキャピタルゲインを得て

いる場合、法人税の課税対象となると思われる。加えて、投資家は分配および一括払い前の分配金額に対し

て課税され、投資ファンドの種類に応じて特定の非課税扱いが適用されると思われる

• 予想される改革が現実となった場合、新たな税制は、資産運用会社がファンドのユニットをドイツの投資家に

販売するときにそのビジネスに著しい影響を及ぼす可能性が高いと思われる
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ウェビナー

研修プログラムー2015年 

2009 年以来、デロイトは、投資運用業界のプロフェッショナル向けに、そのナレッジ・リソースを公開してきました。ここで、新たな Link’n 
Learn のスケジュールをお知らせします。昨年までと同様に、今回も私たちの優れた業界専門家が司会を務めます。これらのセッションは特

に、今日の重要なトレンドと貴社のビジネスに影響する最新の規制に関する有用な見識を提供することを目的としています。各ウェビナーの

所要時間はそれぞれ 1 時間となっています。 

セッションへのアクセスについては deloitteilearn@deloitte.lu までご連絡ください。 

日程および詳細はこちら: 
www.deloitte.com/lu/link-n-learn 

投資ファンド
入門 

• 投資ファンド入門

- 2015 年日程未定 

• 投資運用の税務

- 10 月 1 日 

• ヘッジファンド

- 11 月 12 日 

• プライベートエクイティおよび不動産

ファンド

- 11 月 26 日 

業務・手法 

• デリバティブ金融商品

- バリュエーション入門―7 月 9 日 

• デリバティブ金融商品

- 複雑な商品のバリュエーション

―9 月 3 日 

規制 

 

Link’n 
Learn 

• 資本市場同盟―5 月 21 日 
• EMIR SFT 規則―5 月 28 日 
• 報 酬 （ CRD 、 MiFID 、 AIFMD 、

UCITS）―6 月 11 日 
• バーゼル 3 およびソルベンシーII

―6 月 25 日 
• AIFMD II：EMSA の提出

―7 月 23 日 
• MiFID II―9 月 17 日 
• MAD II―10 月 15 日 
• AIFMD II ： 欧 州 委 員 会 の 反 応

―10 月 29 日 
• 2015 年を振り返って

―12 月 3 日 
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