資産運用業界の今後の展望
予定される規制改革の概要

要点
•

資産運用業界は、今後予定される重要な変化に備える必要があります。

•

欧州証券市場監督局（ESMA）の新し い指針、ESG対応、クロスボーダ ー・マーケティ ン
グの関連措置と いった大きな課題が目前に迫り 、その先に は、オルタナティブ投資ファ ン
ド 運用者指 令（AIFMD ） や（場 合に よって ）譲渡 可能証 券の集団 投資事 業
（UCITS）指令の見直しが続きます。

•

当面の課題は、バリュー・フォー・マネー評価とマネーロンダリ ング/テロ資金供与防止への
対応になる見通しです。

•

UCITS KIID（主要投資家情報文書）からPRIIP KIDs（主要情報文書）への置換え
に伴い、投資家向けのコミュニケーションに支障が生じる可能性があります。
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規制環境の大がかり な変化や進化は、時とし て市場を根底
から揺るがし ます。2021年は、新し い規制が提案、公表され
るという意味で （大半は2021年以降に施行され る見通し ）、
そのような年になると考えています。
ひとたび規制が策定されれば 、全ての利害関係者が受け 入
れなけ れば なり ません。オルタナティブ投資フ ァンド運用者指
令（AIFMD ）の見直し やEUのマネーロンダリング/テロ資金供
与防止（AML-CFT）のアプローチの変化は、資産運用会社
やそのファンド を含めて、金融エンティティに幅広く影響する可
能性があります。
2021年3月にサステナブル・ファイナンス開示規制（SFDR）の
レベル1規制が適用されたこと を受けて、環境・社会・ガバナン
ス（ESG）導入の第一歩が踏み 出され ました 。ESG関連の
動向としては、今後SFDRのレ ベル2規制、EUタクソノミー規制
が続きます。
また 、UCI TSと AIFMDの委任法令の改定に伴い、金融商品
市場指令（MiFID）と 保険販売業務指令（IDD）の販売
レベルにおける修正と同様に、その他の大きな変化がもたら さ
れます。
百聞は一見に しかずと いうこと で 、次頁の表で は今後のスケ
ジュールを整理しました。
このレ ポート で は、今後の重要な変更点に注目した上で、潜
在的な影響を検討しつつ 、変更案の影響を特に 強く受け る
可能性のあるエンティティを特定します。

2

クリックで拡大

今後、資産運用業界では多くの変化がありますが、中で も
特に重要なものは以下の通りです。
01.
02.
03.
04.

AIFMDの見直し
ESGの動向
クロスボーダー・マーケティングの変化
UCITS KIIDとPRIIPs KIDの統合

AI FMDの見直し
AIFMDの見直し作業は、初回のコンサルテーション実施という
形で2019年に始まりました。同指令の導入後10年近くの時
間が経過したことが、今回の見直し作業の大きな契機となり
ました。また、Brexitの影響として、米国の金融商品と運用
会社と同じように、英国のAIFとAIFMは第三国のステータスと
なりました。
昨年、欧州委員会は、利害関係者を対象とするコ ンサル
テーションを立ち上げ、注目すべき分野について市場から意見
を聴取すると同時に、自ら見直し時期にあると判断した分野
を提示しました。
ESMAの規制案について検討する前に、欧州委員会の当初
案に対する業界全体の見解を振り返ってみましょう。2020年
11月に実施された欧州委員会のワークショップでは、「壊れて
いなければ直す必要はない」という姿勢が、多くの業界参加
者と各国の規制当局によって共有されました。
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総じて言えば 、AIFMDに は、大きな修正は不要であり、微調
整で事足りると いうコ ンセンサスが存在していました 。背景とし
ては、新規ファンド と運用資産残高の伸びが堅調であり 、新
しい種類のファ ンド が市場に 定着すると 共に 、各市場に おい
て関連商品が勢いを増していたことが挙げられます。

だからと いって、第三国への委託（あるいは何らかの形での
委託）が不可能に なるわけで はなく 、最低限度の経済的実
体と委託の関係性について十分なコ ントロールが求められ るこ
とになります。この点においては、2020年末に改定された委託
に関するESMAの指針が参考になります。

ESMAも同様の見解を表明する一方で 、欧州委員会が検
討すべき分野を指摘しました 。具体的に は、同委員会向け
の書簡の中で 、修正や改良が必要な分野とし て合計19の
項目が特定されました 。このうち、2つの重要な分野が見直し
の対象になる見通しです。

図1で は、欧州委員会のコ ンサルテーショ ンにお いて提起され
たトピックを、論点および要点について、その数ごとに 、整理し
ました。
AIFMDの見直し作業のスケジュールに関連して、欧州委員会
は今年の第3 ～4四半期に 当初案を公表する方向性を示し
ています。
重要な問題とし て、AIFMDの見直しに伴い、UCI TS関連の商
品にどのような影響が及ぶのかが不透明な状況に あります。
この数年間、預託の規則、ESG、運用資産への責任等の分
野において、両者の間で収斂する動きがみら れまし た。今回
の案はAIFと その運用会社のみ が対象に なるのか、UCITSの
分野にも影響が波及するのか、はっきりしていません。

第1に、特にレバレッジ関連の情報や流動性管理に 関して、
報告義務の内容が不適切であると一部の規制当局は考え
ています。今回の見直し作業で は、この点が確実に注目を集
めることになるでしょう。
第2に、EUに 拠点を置かない運用会社がEU域外のAI FをEU
域内で販売するケースが多いため、委託に 関する規則が注
目され る見通しで す。委託の取り決めをより適切に 構成する
ことに よって、異なるエンティ ティ間で の比例配分を確実に求
める追加的なニーズ が生じると 予想されます。また 、委託の要
件や現地におけ る経済的実体の要件に関して、各国の慣行
をさらに調和させる内容の変更が提案され る可能性もあります。
図1 ：トピックの概要

11

エンティ ティ 自体に 適用されるEUタクソノミ ー規制とSFDR のレ
ベル2規制は、来年以降に施行され る見通しです。また 、欧
州委員会が4 月に 公表し た委任法令が支持を集めれば 、
ファンド の運用に サステナビ リティ・リ スクを採り 入れ る規制も
同様になります。
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1AIFMフレームワーク
2投資家のアクセス
3報告書
4預託機関
5サステナビリティ/ESG
6委託/実体・アウトソーシング
7プライベートクレジット
8レバレッジ
9報酬

ESG の動向
一方、ESGのタイムライ ンは比較的シ ンプルと 言えます。2021
年3 月に 適用 され た サ ス テナ ブル・ フ ァ イ ナ ン ス開示 規制
（SFDR ）は、レ ベル1規制の公表に 限定された ため、市場
参加者の間で混乱を招く 結果と なり まし た。全ての業界参
加者の間で首尾一貫して機能すること が必要な同規制の技
術的側面は、年末までに 委任法令に よって補完され る見通
しです。

ESGの進化に関連して、MiFIDとIDDの予定され る変更点にも
言及しておきた いと思います。お そらく2022年末以降に 、これ
らの販売規制の下で 、銀行、保険会社、独立ファイ ナンシャ
ル・アドバイザー（IFA）等の市場参加者に は、ESGに関する
投資家の選好を投資家プロフィールに盛り 込むと共に 、ファン
ドに対してプロダクト・ガバナンスを適用することが求められ ます。
これは直接的な規制で はありませんが、これらの変化によって、
販売会社は優先順位の変更を余儀なくされ る可能性があり
ます。
クロスボーダー・マーケティングの変化
2021年8月以降、UCI TSと AIFMD に は一連の変更が適用さ
れ、資産運用会社が海外でファ ンド を販売する方法が変わ
ることになります。
1.集団投資事業によるクロスボーダー・ マーケティングに 関する
EU指令2019/1160（CBD）
2.集団投資事業に よるクロスボーダー・マーケティング を推進す
るEU規制 2019/1156（CBR）
CBDによって、販売活動とパスポート制度に基づくEU加盟国で
の販売の停止に関する特定のポイントへの対応が図られます。
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販売－マーケティングとパスポート
11
開示、利益相反と評価
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また、CBRに よってパスポート制度変更へ対応が図られ 、販売
加盟国（ホスト国）に物理的に 所在する必要がなく なり ま
す。つ まり、あらゆるマーケティング活動が、リモート・ベースに な
ることを、目指したものと言えます。

市場参加者の間で は、統合の延期は歓迎された ものの、
UCITS KIIDからの移行についてはそれ ほど歓迎されていません。
PRIIPs KIDを作成・維持するコ ストは非常に高く、内容につい
ても反対意見が数多く 存在し ます。PRIIPs規制の目的は、
投資家が異なる商品を比較できるようにすること ですが、その
クロスボーダー・マーケティングの枠組みを改定する狙いの1つ は、
結果、実際に は投資家にと って情報の利便性が悪化するこ
資産運用会社が海外でファ ンド を販売する際の障壁を取り
とになり ます。従来のUCITSの内容が変わることに なり 、結果
除くことで す。物理的な所在要件の撤回によって販売効率
的に異なるタイミ ングで商品を比較することが困難に なります。
の改善とコ スト の削減が期待され るなど、この狙いは文言の
上では実現されているものの、ルールはそれ ほど明確で はない PRIIPs KIDへの移行に関しては、2022年半ばに予定される仲
ようで す。例えば、クロスボーダー・マーケティングの仕組み自体 介者や顧客と のコミュニケーショ ンに関する変更に 備え るた め、
は規制され ていないと言っても、ルクセンブルク金融監督委 早急な行動が求められます。
員会（CSSF）等の規制当局は、投資家と 加盟国双方の
保護を保証するために 、サービ スの提供を認可された エンティ 結論
ティに限定するよう求めています。
資産運用業界で は、この先重要な変化が予定されています。
幸いに も、AIFMD/UCITSの改定という業界にとって最大の変
加盟国全体に おけ る自動公告プロセス、使用言語、事前
化のプロセスが始まるのは2021年で あり、今後2年間は、変
マーケティング や「未公告のファ ンド」への可能性、などについて
更が完全な形で適用される可能性は低いようです。
は、依然として未解決の問題が残されています。
だからといって、業界参加者は現状に甘んじていいわけで はな
UC I TS KIIDとPRIIPs KIDの統合
く、このレ ポートで 論じた ような変化を適時にかつ 真剣に検討
もう1つの大きな問題は、UCITS KIID（主要投資家情報文 するべきでしょ う。資産運用業界の参加者は、変化が生じた
書）とPRIIPs KID（主要情報文書）の将来的な統合に関 際に対応で きるように 、ファンドと 運用会社の両方のレ ベルに
するもので す。この問題は、全ての利害関係者に よって集中 おいて機能を強化しなければなりません。
的に議論され ています。議論の中心は統合の期限についてで
す。当初は2022年1月1日に 統合が予定され ていました が、
幸いに も、計画が期待通りに進んだ 場合に は、2022年7月
以降に統合が延期されることになります。
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