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

新しい世界に適応する

インパクト投資
ヘッジファンドにとっての
持続可能な戦略

Page 6

Page 10

不動産管理の技術革新：
不動産ファンドにおける
ブロックチェーンの
利用に関する考察
Page 58

EMEA

アセットサービスの未来
―3つの破壊的技術が
カギとなる
Page 64

#22
2017年1月
投資運用プロフェッショナル向け
時事情報ダイジェスト
（年3回刊）

パフォーマンス第22号

本号目次

Page 10

Page 34

Page 42

06
インタビュー：
新しい世界に適応する

42
投資家向け報告
活力を取り戻す

2

パフォーマンス第22号

Page 46

Page 58

Page 76

10

20

28

34

インパクト投資
ヘッジファンドにとっての
持続可能な戦略

為替ヘッジの
実施過程におけるリターンの
ロスを防ぐ

日本における資金調達
オフショアファンド・マネジャーの
ための「日本の規制概要」

ファンドへの租税条約の
特典付与が打ち切りに？

46

58

64

76

インダストリアル化を通じて
効率性を高める

不動産管理の技術革新：
不動産ファンドにおける
ブロックチェーンの
利用に関する考察

アセットサービスの未来
―3つの破壊的技術が
カギとなる

欧州におけるETFの成長

3

パフォーマンス第22号

はじめに
2017年という新しい年が始まりましたが、1月は
内省の月とみなされることが少なくありません。
これは、古代ローマにおいてヤヌス神が始まりと
移り変わり、そして終わりを司る神としてあがめ
られていたことを考えると、うなずけるものがあり
ます。未来を見る顔と過去を見る顔の2つの顔を
持つヤヌスは私たちに、過去12カ月の出来事を
振り返るとともに、来たるべき1年の目標はもち
ろん、待ち受けている難しい課題についてもじっ
くり考えるように促しています。正式な裏付けの
ある説ではありませんが、1年で最も重要な月と
もみなされる1月（January）は、ヤヌス（Janus）
の名前にちなんで名付けられたと広く考えられ
ています。
このような考えを念頭に、「パフォーマンス」本号
は、金融業界を待ち受けている新しい世界を見
据えることを目指しています。この目的に特にふ
さわしいテーマとして、本号では、ヘッジファンド
にとっての持続可能なインパクト投資戦略の維
持、税源浸食と利益移転（BEPS）案の導入に伴
いファンドに対する租税条約の特典の適用打ち
切りが現実となる可能性、そして政治的な不確
実性や技術革新の影響に直面する不動産投
資において、ブロックチェーン技術を利用して
投資の価値を守ろうとする試みの3つを取り上

例外ではありません。ソーシャル・ファイナンス
の文脈でESGやSRIという言葉を耳にしたこと
は ある でしょ うか ？BEPSとの関連 に おける
CIV、CoTR、LOB条項についてはどうでしょう
か？あるいは、RPAと結び付いたテクノロジー
のディスラプション（創造的破壊）とはどういうも
のでしょうか？これらは全て、本号で明らかに
なります。
世界各地を取り上げるシリーズの一環として、
今回は日本に目を向け、金融商品取引法がも
たらす複雑な規制環境にどう対処すべきかに
ついて見識を深めることにしました。成長市場
における資金調達を成功させるのに最も適し
た有価証券の募集方法が分かります。これま
で同様、「パフォーマンス」本号においても、記
事の共同執筆やインタビューという形で、読者
の方々にご協力いただきました。今回のインタ
ビューでは、BNYメロンがオルタナティブ投資
業界の直面するトレンドにどう対応しているか
をご紹介します。
末筆となりましたが、読者の皆様とそのご家族
に2017年の新年のご挨拶を申し上げます。「パ
フォーマンス」誌が皆様と皆様の所属する組織
の未来を形作る一助となれば幸いです。

げました。
一方、将来を保証できないものもあります。その
一つは、略語や頭字語、流行語の使用です。新
しい言葉が驚くほど頻繁に登場しており、本号も

ヴィンセント・ガバヌーア
（Vincent Gouverneur）
EMEAインベストメント
マネジメントリーダー
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編集主幹から
読者の皆様
「パフォーマンス」本号では、業界のサブセクター
であるオルタナティブセクターが直面している問
題を詳しく検討することにしました。
このセクターは近年、運用資産が著しく増大して
おり、いまやバランスの取れた投資ポートフォリ
オを構成する重要な要素と認識されています。
実のところ、「オルタナティブ（代替的）」という用
語の一般的な定義は、「伝統的な規範から逸脱
する、または伝統的な規範に挑戦する活動」 で
あることと、機関投資家のおよそ80％がすでに
ある程度、オルタナティブ商品に投資しているこ
とを考えると、「オルタナティブ」という用語は時
代遅れになりつつあると言えるかもしれません。
オルタナティブ業界は多くの点で、投資業界全体
と共通する多くの問題に直面しています。そうし
た問題の例として、規制、販売パターンの変化と
ミレニアル世代の影響、ETFの増加、そして、ブ
ロックチェーンとロボティック・プロセス・オートメー
ション（Robotic Process Automation：RPA）を
はじめとするディスラプティブなテクノロジーが挙
げられます。また、アルファの創出も忘れてはな
りません。
全体的に、ここ最近ヘッジファンドセクターがもた
らすリターンは期待を下回っており、その結果、
特に手数料モデルに投資家の厳しい目が向けら
れています。ヘッジファンド会社は今後も、他社
との差別化を図り、付加価値を示す必要があり
ます。本号では、ヘッジファンド会社が将来関心
を抱く可能性のある領域として、インパクト投資
を取り上げます。

今回、BNYメロンのプライベート・エクイティ＆
不動産ファンドサービスのグローバルヘッドを
務めるアラン・フラナガン氏に、プライベート・エ
クイティ、不動産、インフラへの投資に影響を与
えているトレンドに関する見解をうかがうことが
できました。フラナガン氏は、いくつかの課題へ
の対応策のほか、都市化の進行によって必要
となるサービスのための資金供給において、こ
れらのオルタナティブ投資会社が一役買うさま
ざまな可能性を指摘しています。かつては政府
や金融セクターが担っていた資金の供給が確
実なものではなくなり、代替的な資金源が利用
される機会が生じつつあります。このテーマに
ついて詳しくは、AIMAが公表した 「 Financing
the Economy 2016」をご覧ください。
オルタナティブセクターを構成している大手機関
は、バックオフィスとミドルオフィスサービスを提
供するアセットサービス機関を利用しています。
アセットサービス機関にとって、提供するサービ
スを最適化するためにもセクターの動向を常に
把握しておくことが重要となります。したがって
本号では、アセットサービス業界が直面してい
る主要なディスラプティブなテクノロジーも分析
しました。
要するに、投資業界のあらゆる領域同様、オル
タナティブセクターも数多くの大きな課題、そし
て機会に直面しています。このセクターがいつ
まで「オルタナティブ」とみなされるのかという問
いについては、後日に譲りましょう。

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

サイモン・ラモス
（Simon Ramos）
編集主幹

ブライアン・フォレスター
（Brian Forrester）
EMEAヘッジファンド・リーダー

Tel: +352 451 452 702
Mobile: +352 621 240 616
siramos@deloitte.lu
www.deloitte.lu
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新しい世界に
適応する
プライベート・エクイティと不動産を取り巻く絶え間ない環境の
変化について、デロイトのコンサルティング部門ディレクターの
コーマック・ディナンがBNY メロンのプライベート・エクイティ＆
不動産ファンドサービスのグローバルヘッドを務めるアラン・
フラナガン氏にお話をうかがいました。

アラン・フラナガン
（Alan Flanagan）
グローバルヘッド
プライベート・エクイティ＆
不動産ファンドサービス
BNYメロン
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デロイト：このセクターでは、主にどのようなトレン
ドが現れ始めていますか？
ここ10年にわたり、不動産、プライベート・エクイ
ティ、インフラの各業界は、飛躍的な成長を遂げ
てきました。しかし私たちは、これらの代替的なア
セットクラスをめぐる投資環境がより大きな長期的
変化を迎えていると考えています。
これから2020年まで、強い影響力を持つ数多くの
グローバルなトレンドがオルタナティブ投資の領域
に影響を与えるでしょう。人口構造、環境、マクロ
経済の根本的変化を受けて、政府財政ではまか
ないきれない投資需要が高まり、代替的な資金源
が利用される機会が増えると思われます。
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これから2020年まで、強い影響力を持つ数多くのグローバルな
トレンドがオルタナティブ投資の領域に影響を与えるでしょう

今後数年間にわたってオルタナティブ投資の領
域に影響を与えると予想される主なトレンドとし
て、以下が挙げられます。
• ここ数年、従来のアセットクラスにおける絶対
的リターンは厳しい状況にあります。この状況
と分散化の必要性を受けて、投資家は引き続
き実物資産へのアロケーションを増やすと思
われます。
• 都市化の進行により、あらゆる地域において
住宅だけでなく、輸送、通信、社会インフラが
圧迫されます。成長が急速なほど、そしてこれ
までの開発の水準が低いほど、都市計画と投
資の必要性も大きくなります。

• アフリカとアジアの一部地域における人口増
大は、成長を推進する強力な要因となり、商
業を支える輸送・通信インフラに対する需要
が増大します。その結果、消費者支出も押し
上げられます。また、あらゆる地域で進む高
齢化は、医療と社会インフラに対するニーズ
に影響を与えます。
• 先進諸国では、一つの大きな人口集団である
ミレニアル世代は、伝統的な郊外のマイホー
ムよりも、繁栄している都心に位置する賃貸
の集合住宅を好むでしょう。このトレンドは、
小売用・オフィス用不動産の用途転換を促
進することにもなります（すでにダブリンで見
られる現象）。
• 機関投資家は、流動性の高いスキームにお
いて流動性の低い資産に関連付けられた
収益のプレミアムを求めています。アロケー
ションをめぐる競争が激しくなっているため、
運用会社は商品開発を最重要視しています。
新しい不動産ファンドの大半は、オープンエン
ド型ファンドとして組成されています。プライ
ベート・マーケット・ファンドは現在、確定拠出
型年金制度向けに設計されています。
• 国家財政の長期的変化は、深刻なインフラ
資金不足を生み出しているだけでなく、エネ
ルギーセクター―特に、環境保護プログラ
ム、公益事業、輸送・通信インフラ―へのプ
ライベート投資の機会も幅広く生み出してい
ます。
デロイト：この市場でBNYメロンの顧客が直面
している課題はどのようなものでしょうか？ま
た、そうした課題は、BNYメロンにどう影響す
る可能性があるでしょうか？
大きなマクロ経済的変化に対処するために
は、オルタナティブ投資運用会社は、もっと柔
軟性の高いビジネスモデルと経営モデルを採
用しなければなりません。

投資家は次第にオルタナティブ投資業界に、
変化の激しい、時には不慣れな領域に関す
る手引きを求めると同時に、投資基準に適合
する新たな機会に光を当てることも期待する
ようになっています。投資運用会社は今まで
以上に、アルファの創出という中核業務に重
点を置きつつ、事業経営のあり方に関する透
明性も高める必要があります。そう難しい課
題ではないと思われるかもしれませんが、こ
れをすべて手数料が圧縮されている環境の
中で達成しなければなりません。投資家は、
運用会社が運用手数料で大きく儲けることを
よしとしません。この点は、アロケーション前
のデュー・ディリジェンスにおいてより重視さ
れるようになっています。金融業界の他の領
域同様、大切なのは、より少ないコストでより
大きな成果を出すことです。多くの運用会社
の業務プラットフォームやテクノロジー・プラッ
トフォームは、デュー・ディリジェンス関連のリ
クエストと特別報告の要求の増大によって、
さらに圧迫されています。固定費であるバッ
クオフィスのコストをアウトソーシングによって
変動費化することは、特により循環的なアセッ
トクラス（グローバルなコア不動産など）の場
合、非常に道理にかなっています。
手数料の圧縮は業界全体に影響を与えてい
る一方、アウトソーシングに関連するコストは
ファンドが負担することが可能であり、多くの
機関投資家はこれらの特定のコストが総経
費率に標準要素として含まれることを期待し
ています。さらに、運用会社はアウトソーシン
グによって、アウトソーシング・プロバイダー
による最新テクノロジーへの投資の恩恵も受
けられるようになります。一貫性のあるグロー
バルなレポーティング、ベストプラクティスに
基づく経営モデルと独立した帳簿記録は、ア
ロケーションの決定に関する機関投資家のガ
バナンス上の要求に非常に役立ちます。
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世界の人口の4分の1ほどを占めるミレニアル
世代の多くは、都心の小型の集合住宅を好み、
現在そうした集合住宅を数多く借りています。

投資運用会社は今ま
で以上に、アルファの
創出という中核業務
に重点を置きつつ、事
業経営のあり方に関
する透明性も高める
必要があります。
デロイト：この業界において投資運用会社には
どのような機会／セクター／市場が出現してい
ますか？
2007年の世界金融危機後、高い利回りを生む
米国資本は当初、米国に引き上げてしまい、世
界的なコア都市に集中しました。結果として残っ
たギャップは、ある程度は中東マネーの台頭に
よって埋められ、最近のカタール投資庁による
ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルへの
出資のような投資を活発化させています。利回
りを求める投資家はまた、セカンダリー都市に
対する注目を強めています。発足してまだ日が
浅いとはいえ、新しい米政権の当初の兆しは明
るく、米国の経済界は新しい機会によって回復
するかもしれません。
先進諸国では、ミレニアル世代主導の需要増
大が見られます。
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都心とその周辺の住宅需要の増大はすでに、
繁栄している都市の賃貸マンションの借りやす
さと価値に影響を与えています。全体的に、集
合住宅の建設はいまや米国の住宅建設の半
分を占めていますが、これは従来と比べ大きな
変化です。賃貸マンションセクターが米国の新
規住宅用建物に占める割合は20％から45％に
増えており、この需要は引き続き高止まりする
と予想されます。
都市化の進行により、あらゆる地域において住
宅だけでなく、輸送、通信、社会インフラも圧迫
されつつあります。急速な成長と現在の開発水
準の低さが、都市計画と投資の必要性を増大
させています。出生率の低下と医学の発達によ
り、先進国と新興経済国の両方で人口の高
齢化が進んでいることが問題を悪化させてい
ます。
人口増加は必然的に、既存の社会的・経済的
インフラを圧迫することになります。急速に高齢
化が進んでいる国、特に大規模な高齢化現象
に初めて直面している国では、さまざまな介護
や支援のニーズに対応する住宅開発と並行し
て、病院などの医療施設を拡大し整備する必
要があります。
デロイト：最近の規制の急増は、どのような影
響を与えていますか？
規制をめぐる金融危機後のグローバルな市場
インフラの刷新は、大きく2種類に分けることが
できます。投資家保護とより安全な市場インフ
ラの構築です。プライベート・マーケット・ファンド
の領域では、規制制度は主に、投資家保護と
利害関係の一致に焦点を当てています。

この一つの好例がAIFMDで、欧州全域での販
売を望むプライベート・マーケット・ファンドは現
在、預託機関を任命する必要があります。実物
資産の領域で活動している運用会社のうち、
AIFMD規制が自社と業界にプラスの影響を及
ぼすと考えている割合はごく少数ではあるとは
いえ、AIFMDは無視できないものであり、運用
会社のインフラに追加的なコストと要求を課し
ています。 こうしたコストの一部はファンドによっ
て負担可能ではあるものの、規制案の大半は、
コンサルテーションペーパーと絶え間ない見直
しによって補完される傾向にあります。しかし、
新しい規則の数だけが運用会社の直面する喫
緊の課題というわけではありません。多くの改
革を取り巻く不確実性が成長の大きな障害に
なっているというのが投資機関の一致した意見
です。
デロイト：BNYメロンでは、こうした課題に対応
し、顧客を支援するために、どのような手を打っ
ていますか？
BNYメロンでは、実物資産を重点的に扱うオル
タナティブ資産運用会社を支援するためのイン
フラに投資しています。また、グローバルな経
営モデルを導入し、実物資産に特化した専用の
ベストインクラスのテクノロジー・プラットフォーム
によって補完しています。当社のプラットフォー
ムは、原資産に関する透明性をもたらします。
当社では、欧州のあらゆる主要な本拠地で預
託サービスを含む規制報告サービスに投資し
ています。
バックオフィスとミドルオフィスの業務が周囲の
環境と深く関わっている運用会社にとって、ア
ウトソーシングの決定は容易に下せるものでは
ありません。アウトソーシングのプロセスを最初
から最後まで手引きする正しいパートナーを選
ぶことが非常に重要となります。BNYメロンで
は、実物資産に重点を当てた大規模なアウト
ソーシング取引に対応した最近の実績を持って
おり、複数の地理的地域とプラットフォームを対
象とする取引を実施しています。

本稿において示されている見解はあくまでも筆
者の見解であり、BNYメロンの見解を反映して
いるとは限りません。本書の情報は、投資に関
する助言、あるいはその他のいかなるビジネス
上もしくは法律上の助言でもなく、かかる助言と
して依拠することはできません。

パフォーマンス第22号

人口構造、環境、マクロ経済の
根本的変化を受けて、政府財政
ではまかないきれない投資需要
が高まり、代替的な資金源が利
用される機会が増えると思われ
ます。
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インパクト投資
ヘッジファンドにとっての
持続可能な戦略
テッド・ドウアティ
（Ted Dougherty）
パートナー
税務
デロイト

ブライアン・フォレスター
（Brian Forrester）
パートナー
監査
デロイト

リネット・ドゥヴィット
（Lynette DeWitt）
マネジャー
金融サービス
デロイト

インパクト投資がソーシャル・ファイナンス（社会的金融）の領域に登場
してから10年近くが経過しましたが、今でもその人気は高まり続けて
います。
他のタイプの投資運用会社はすでにこの領域でかなりの運用資産を
有しているにもかかわらず、ヘッジファンド運用会社の間では、この戦
略の採用はなかなか進んでいません。しかし、ヘッジファンド業界のパ
フォーマンスの低迷が続く中、この種のサステナブル投資がアルファの
創出にどう役立つかについて、詳しく検討すべき時かもしれません。

「社会または環境にとって測定可能な―かつ、実際に測定されている
―プラスの影響を創出するための意図的な資本配分」1と定義される
インパクト投資は、投資スクリーンと社会的選択基準という初期のコン
セプトに、意図性とインパクトの評価指標という新しい要素を加えて強
化したものです。
ソーシャル・ファイナンスの成長を支えている動きは2つあります。一つ
はビジネスの大きな流れがサステナビリティに向かっていること2であ
り、もう一つは社会的な評価指標に基づく報告が登場していることで
す。こうした動きは時代が変わりつつあることを示唆しており、金融会
社や投資家はこうした社会的進化の真っただ中に立たされています。
しかも彼らは、この考え方に積極的に対応しています。

1
2

Monitor Deloitte, www.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/about-social-impact-consulting-services July 2016
David A. Lubin and Daniel C. Esty, “The Sustainability Imperative,” Harvard Business Review, May 2010.
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?
ソーシャル・ファイナンス：
社会的配当と経済的リターン
という2つの目標を調和させ
た投資アプローチ

機関投資家によるインパクト投資への出資額は
年々増えており、超富裕層による投資もこの2年
間で伸びています3。規制当局、メディア、大学が
インパクト志向の投資テーマに対する支持を表
明する中、投資運用会社は次々と新しく革新的
な戦略を打ち出しています。社会的影響は世界
規模で進んでいるように見受けられ、インパクト
投資が持続可能な長期的訴求力を持ちうること
を示唆しています。

ソーシャル・ファイナンスの世界では最も歴史の
浅いインパクト投資は、まだ新興の領域です。
2014年時点のサステナブル投資による運用資
産は6.6兆ドルに上りましたが、インパクト投資の
占める割合はごくわずかでした4。その現在の市
場規模を計算することは困難ではあるものの、
グローバル・インパクト投資ネットワーク（GIIN）
が実施した年次調査に対する回答者から、規模
をうかがい知ることができます。回答結果によれ
ば、保有資産の種類では、図1に示すように私募
債、実物資産、未公開株が最も大きな割合を占め
ています。未公開株と私募債に投資する戦略を

図1：774億ドルのインパクト投資資産の内訳
上場株式 $7.0B
未公開株 $13.2B
9%

その他 $10.8B

17%
14%

不動産 $19.4B

25%

35%

私募債 $27.1B

出典：グローバル・インパクト投資ネットワークによる2016年度年次インパクト投資家調査に対する回答「種類別の運用資産総額（フルサンプル）」に
基づく、デロイト金融サービスセンターの分析。四捨五入しているため、小計の合計が合わない可能性があります。

3

4

12

Abhilash Mudaliar, Hannah Schiff, Rachel Bass, “Annual Impact Investor Survey, the Sixth Edition,” Global
Impact Investing Network (GIIN), May 2016; “U.S. Trust Insights on Wealth and Worth®: Impact Investing
Highlights,” U.S. Trust, 2016.
“Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014,” US SIF Foundation, The
Forum for Sustainable and Responsible Investment, 2014.
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合わせると、インパクト投資とみなされる資産の
52％を占めています。回答者はファンド運用会
社、財団、銀行、多角的金融機関、ファミリーオ
フィスなど（小口投資家は除外）の156事業体で、
その運用資産は総額774億ドルに上りました5,6。
インパクト投資が成長するにつれ、投資スタイル
に関する定義も定着してきました。ソネン・キャピ
タル社の「インパクト投資のスペクトラム（Impact
Investing Spectrum）」は、この概念を説明する
便利なツールで、投資家やファンド運用会社が

インパクト投資に対する自身のアプローチを分
析する際などに利用できます。図2に示すように
6つの部分からなるスペクトラムでは、投資内容
を「伝統的投資」から「フィランソロピー（慈善活
動）」の各段階に区分し、さまざまなインパクト投
資のアプローチと機会を説明しています。ヘッジ
ファンド運用会社の狙い目となりそうな「サステ
ナブル型インパクト投資」と「テーマ型インパクト
投資」のカテゴリーでは、競争力のある財務リ
ターンを求めつつ、前者はターゲット企業（サステ
ナブル型インパクト投資）、後者は社会・環境テー

マ（テーマ型インパクト投資）を選定することを示
しています。インパクト・ファースト型投資のカ
テゴリーでは、社会・環境問題を対象にしてお
り、インパクトが財務リターンよりも優先されま
す。ちなみに、最初のカテゴリーである「伝統
的投資」は、社会または環境への影響は顧み
ずに、財務リターンの達成のみを目的としてい
ます。最後のカテゴリーの「フィランソロピー」
は、財務リターンを顧みずに、特定の社会的
あるいは環境的な成果を達成することを目的
としています7。

図2：ソネン・キャピタル社によるインパクト投資のスペクトラム
伝統的投資

責任型
インパクト投資

競争的なリターン

環境・社会・ガバナンス
（ESG）要因は顧みずに
財務リターンを追求

サステナブル型

テーマ型

インパクト・ファースト型

インパクト投資

インパクト投資

投資

ESGリスク管理

ESGリスクに基づいて
投資先を排除

考えられる排除基準
タバコ
アルコール
武器
ギャンブル
ポルノ
核エネルギー

インパクトを最大化するソリューション

ESG機会

サステナビリティ要素と
財務リターンに基づいて
投資先を選定

対象とするテーマと
財務リターンに基づいて
投資先を選定

社会・環境への考慮が
財務リターンより
優先

考慮される要素

ソリューションの
テーマ
気候変動
人口増大
都市化
水不足
食糧システム

支援の対象
イノベーションと
リスクテイク
概念／構想実証
環境整備
商業的資本活用

カーボン・フットプリント
資源の使用
廃棄物削減
報酬
製品の安全性
男女平等

フィランソロピー

社会・環境に関わる
ソリューションのために
財務リターンは顧みない

出典：Sonen Capital, www.sonencapital.com/impact/methodology, © 2016.

5
6
7

Mudaliar, Schiff, Bass, “Annual Impact Investor Survey, the Sixth Edition,” GIIN, May 2016.
小口投資家向けにミューチュアル・ファンドと取引所上場のインパクト投資ファンドも立ち上げられています。
Sonen Capital, Impact Investing Spectrum, www.sonencapital.com/impact/methodology.
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図3：ヘッジファンドにおけるESG・SRI戦略

概要
• 推定市場規模：運用資産100億
ドル未満
• ファンド運用会社18社が69のシェ
アクラスで29のアクティブファンドを
運用

戦略
• 25%が債券戦略
• 22%がマルチ戦略
• 13%がロング／ショート株式戦略

構成
• 90％がヘッジファンド／10％がヘッジ・
ファンド・オブ・ファンズ
• 58％が合同運用ファンド／28％が
UCITS*

• SRI型が76％、ESG型が24％
• 過去10年で1年当たり平均5件の
シェアクラスを組成
出典：プレキン社のヘッジファンド・データに基づくデロイトの分析。 www.preqin.com. © 2016
*レポーティング・ファンドが対象

ヘッジファンドとソーシャル・ファイナンス
ヘッジファンド運用会社はかなり以前から、ソー
シャル・ファイナンスに積極的に参加してきまし
た。1997年にスタートして今も活動しているファン
ドが2つあり、最近立ち上げられたファンド商品も
あります。しかし、本報告書のために調査したと
ころ、現時点でインパクト投資ファンドを名乗って
いるヘッジファンドは一つもありませんでした。ま
た、GIINが運営しているImpactBaseデータベー
スもファンドデータ提供会社のプレキンも、インパク
ト投資志向のヘッジファンドやファンド・オブ・ファン
ズを掲載していません8。このことは、インパクト投
資領域では、ヘッジファンド運用会社はインパクト
投資に特化したファンドを立ち上げるのではなく、
投資アプローチの一環としてインパクト投資を選
択していることを物語っています。
この状況から、インパクト投資へのヘッジファンドの
参加は、インパクト投資専門のオーバーレイ業者の
レベルで行われており、インパクト投資専門のオー
バーレイ業者がSRIやESGと銘打ったファンドを選
択して、顧客ポートフォリオに組み入れていること
が分かります。この場合、ヘッジファンド運用会社
は、そのファンドの投資先の選択をインパクト投
資とは認識していない可能性があります。しか
し、インパクト投資運用会社は、投資先の選定プ
ロセスを通じて、またポートフォリオの社会的影
響を定量的に評価することによって、アルファと
社会的利益の両方を創出することを目的とする、
顧客レベルでのインパクト投資を構築します。

第2の関与方法は、舞台裏で影響力を行使する
やり方です。我々が調査したあるファンド運用会
社は長年にわたり、直接投資先である企業がそ
の社会的インパクトを増大させられるように後押
ししています。同社のヘッジファンドは、プレキン
ではESGファンドと表示されていますが、同社は
プライベート投資に対する自社の社会的影響力
を通じて、インパクト投資の領域にも参加している
と考えています。こうした状況から、目に見える測
定 可能 な形 での ヘッ ジファ ンドによる ソーシャ
ル・ファイナンスへの参加は現在、ESGとSRI戦
略を通じて行われていると考えられます。ファンド
運用会社からデータ提供会社に提供される
ファンド区分の情報は自己申告であるため、これ
らのソーシャル・ファイナンス領域の市場規模の
測定は比較的、透明性があります。
図3にまとめたプレキンのデータによれば、2016
年半ば時点で18のヘッジファンド運用会社が29
件のESGまたはSRIファンドを投資家に提供して
いました。また、過去10年間、1年当たり平均5件
のシェアクラスが組成されました。シェアクラスの
4分の3は、SRI戦略に沿っており、残りの4分の1
はESG型となっています9。
とはいえ、これはまだニッチな市場です。デロイト
の試算（情報公開しているファンドに関する独自
調査でプレキンのデータを補完して分析）では、
ヘッジファンドの運用資産は3.1兆ドルに上るのに
対し、これらの戦略で保有している資産は100億
ドルに届きません10。

8

“ImpactBase Snapshot: An Analysis of 300+ Impact Investing Funds,” GIIN, March 5, 2015; Preqin, Ltd. /
www.preqin.com. © 2016
9 Preqin, Ltd. / www.preqin.com. © 2016
10 デロイト金融サービスセンターによる、2016年6月時点のプレキンのデータの分析に基づく。Preqin, Ltd. /
www.preqin.com © 2016

15

パフォーマンス第22号

ヘッジファンドによるインパクト投資に関する重要
な検討事項
インパクト投資の明らかなリーダーと呼べるような
ヘッジファンドが存在しないことは、先行者が競争
上の優位を獲得する余地があることを示唆してい
ます。この戦略に関する最大の価値提案は、投
資の選択肢としてこの種の商品を求める投資家
が増えていることです。ヘッジファンド運用会社に
とっての付加価値は、この戦略が特定のファンド
に対する関心だけでなく、新たな顧客を獲得し既
存の顧客との関係を深める機会をどう生み出す
かということにあります。競争は激しく、未開拓市
場で先行する一方で投資家の需要に敏感に対応
することがカギとなります。以下に、インパクト投
資を詳しく検討したいヘッジファンド運用会社とす
でにソーシャル・ファイナンス領域に参入している
ヘッジファンド運用会社が検討すべき5つの事項
をまとめました。

1

有意義なインパクトの
評価指標を定義する

2

意図性、追加性、差別化の
問題を解決する

3

比較可能なパフォーマンスを
達成する

4

受託者責任の遵守を
確実にする

5

厳しい市場で需要を増やす

出典：デロイト金融サービスセンターによる分析
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1. 有意義なインパクトの評価指標を定義する。
インパクト投資のパフォーマンス評価指標が
標準化されていないことは、インパクト投資
運用会社にとって大きな課題です。従来の
指標は金額で測定されますが、社会・環境
的指標は、エネルギー消費量や二酸化炭素
排出量、雇用創出など、所期の目標によっ
て測定単位がさまざまです 11 。インパクトの
測定の手法と指標が多岐にわたっているこ
とは、インパクト投資運用会社がインパクト
の評価指標を効率的に投資決定に織り込む
ことを難しくしています。インパクトの測定と
報告をめぐる透明性が高まるにつれ、イン
パクトに関する情報開示を裏付ける証拠が
積み上がり、市場がインパクト投資を投資戦
略として評価しやすくなると思われます。イン
パクト投資運用会社が検討すべき重要な問
いとして、「インパクトの目標は何か？」「何
を測定するのか、なぜ測定するのか？」「そ
の情報は、投資の観点から我々が達成しよ
うとしていることにどう役立つのか？」といっ
たことが挙げられます。
2. 意図性、追加性、差別化の問題を解決する。
ヘッジファンド運用会社の場合、インパクト
投資に積極的に関与する前に、他の種類の
投資運用会社よりも、さらにいくつかの概念
的な問題をクリアしなければなりません。本
稿では、こうした課題の詳細な説明は割愛
しますが、特に注目すべき要素が3つあり
ます。
• 意図性
これは、社会あるいは環境へのプラスの
インパクトを志向するポートフォリオ・マ
ネジャーの意図を意味し、インパクト投資
と、パフォーマンスを事後的にのみ測定
する他の戦略を区別する要素となりま
す。ヘッジファンド運用会社は従来、短期
的な財務リターンを追い求めることで知
られているため、意図性と社会的インパク
トを盛り込んだ投資方針を根付かせるの
は、より難しいかもしれません。

• 追加性
インパクト投資の枠組みの外部から見た場
合のもう一つの成功指標は、投資を通じて
測定可能な社会的インパクトがもたらされる
必要があるということです。しかしインパクト
投資の場合、以前の水準を上回る付加価
値やインパクトがない場合もあるかもしれま
せん。インパクト投資と公開市場との関連に
おける追加性について議論は続いています
が、ヘッジファンド運用会社が追加性を達成
する方法はいくつかあります。一つのアプ
ローチは、インパクト志向の取り組みを行う
ように、その直接投資先に働きかけるやり
方であり、もう一つのアプローチはすでに社
会的インパクトを重視している企業に投資
するやり方です。
• 差別化
市場が成熟するにつれ、参加するファンド
運用会社はアプローチの差別化を望むよう
になるでしょう。そうした差別化要素として
は、効果的な意思決定に役立つ情報を提供
する独自のプロセスや、インパクト投資を支
えるアルゴリズムと取引／投資方針の価値
の提示の仕方などがあります。ヘッジファン
ド市場は投資プロセスの開示という点で透
明性が低いことを考えると、このような取り
組みも、他の種類の投資運用会社より難し
いものとなる可能性があります。
3. 比較可能なパフォーマンスを達成する。
投資家は、インパクト投資のパフォーマンスを
確立されたベンチマークに照らして測定し、選
択しなかった他の投資の機会コストに照らして
評価することを望むと思われます。一つの解決
策として、ケンブリッジ・アソシエイツ（CA）社と
GIINは2015年に共同で、51件のプライベート
投資のパフォーマンスを評価するインパクト投
資ベンチマークを立ち上げました。
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インパクト投資の明らか
なリーダーと呼べるよう
なヘッジファンドが存在し
ないことは、先行者が競
争上の優位を獲得する
余地があることを示唆し
ています。

当初の結果は、心強い様相を見せていま
す。あらゆるビンテージ・イヤー（組成年）
で、インパクト投資ベンチマークに組み込ま
れたファンドの内部収益率は、比較対象の
ファンドのリターンが8.6％だったのに対し、
6.3％を記録しました12。こうした初期の結果
は、インパクト投資でも、同等のパフォーマン
スの達成、あるいは少なくとも財団による機
関投資に関する規制ガイドラインを満たすの
に十分近い水準のリターンの獲得が合理的
に期待できることを示しています。このベン
チマークにはヘッジファンドは組み込まれて
いませんでしたが、市場への参入を検討し
ているヘッジファンド運用会社にとって、これ
らの結果は有望といえるでしょう。
4. 受託者責任の遵守を確実にする。
最近のERISA（従業員退職所得保障法）の
ガイダンスは、インパクト投資を含む社会的
戦略の採用拡大の下地を作るのに役立つ
かもしれません。米労働省が2015年に発表
した公報は、実質的に社会志向のファンドへ
の投資が「適切な期間内における制度加入
者へのリターンとリスクに関して、かかる副
次的便益を伴わない投資と経済的に同等
である」限り、年金制度の受託者がかかる
ファンドに投資してもよいことを明確にしまし
た 13 。市場が成熟するにつれ、ファンド運用
会社がその投資戦略と開示を規制監督の変
化に遅れず対応させることが不可欠となり
ます。

5. 厳しい市場で需要を増やす。
ヘッジファンドによるインパクト投資への参
入に関しては、この点が障害になるかもしれ
ません。つまり、今はまだ、インパクト投資に
特化した戦略を立ち上げるほど需要がない
可能性があるということです。さらに厄介なこ
とに、ヘッジファンド業界は最近、厳しい市場
環境に直面しており、そのような環境は、現
在のインパクト投資アプローチの勢いにマイ
ナスの影響を与えかねません。しかし、より
幅広い長期的な全体像を見ると、ESG戦略
に対する投資家の関心は高まりつつあり、
将来の商品需要の増大につながることも考
えられます。その証拠に、プレキンが2015
年 末 に 調 査 し た ヘ ッ ジ フ ァ ン ド投 資 家 の
24％は、デュー・ディリジェンスを実施する
際にファンド・マネジャーのESG方針を「必
ず考慮に入れ」ていると答え、2016年半ば
には、その割合が38％に上りました14。社会
意識が市場における全般的なトレンドを形
作ることと、保有資産の増大に伴って影響
力を増しているミレニアル世代がインパクト
投資に高い関心を示している状況を考える
と、需要が増大するのは単に時間の問題か
もしれません。これと並行して、インパクト投
資のスタイルを用いた運用によって他のス
タイルに引けを取らない財務リターンが達成
されるようになれば、需要に関して新たな、
けれども歓迎すべき課題が出現する可能性
があります。その課題とは、資本を有効に振
り向ける機会をどう見出すかということで
す。実際、こうしたトレンドが追い風となる企
業、あるいはこうしたトレンドを無視した報い
を受ける企業を見極めることのできるヘッジ
ファンド運用会社は、ロングサイドとショート
サイドの両方で、見返りを得られるでしょう。

11 GIIN 評価指標の一覧は、GIINによるIRISを参照の
こと（URL：www.iris.thegiin.org）
12 “Impact Investing Index & Benchmark Statistics,”
Cambridge Associates, GIIN, March 31, 2015.
13 米労働省「経済目的投資の検討におけるERISAに
基づく受託者基準に関する解釈公報（Interpretive
Bulletin Relating to the Fiduciary Standard Under
ERISA in Considering Economically Targeted
Investments）」、2015年10月26日付連邦公報
14 プレキン 投資家 調査2015年11月、2016年6月 実
施。回答者数はそれぞれ88名と110名。
Preqin, Ltd. www.preqin.com. © 2016
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ソーシャル・ファイナンスとインパクト投資を志向
する世界的な動きは大きな影響力を持ち始めて
いるため、ヘッジファンド運用会社は次の発展段
階における自身の役割をよく検討すべきです。

18

成長に備えた態勢作り
インパクト投資の可能性に関する見解には幅
があります。一方の側には財務リターンとイン
パクト投資の両立を疑う懐疑派があり、もう一
方の側にはインパクト投資こそ未来の投資方
針だと考える人々がいます。現在は、これらの
2つの見解の中間点にあるのかもしれません。
つまり、財務リターンと社会的インパクトが、ど
ちらの便益も犠牲にすることなくうまく共存しう
るという認識が芽生え始めた段階です。インパ
クト投資が次にどのような形態を取るにせよ、
その貢献はすでにかなりの規模に上っていま
す。測定可能な評価指標の有用性を高める新
たなデータや報告手法を取り入れることで、イン
パクト投資はソーシャル・ファイナンスを次の段
階に進めました。ソーシャル・ファイナンスその
ものが一つの投資方針として成長を続けてい
ます。
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以下に述べるさまざまな動きが、この方向を指し
示しています。こうした動きはインパクト投資に明
示的に当てはまるとは限りませんが、これらの社
会的戦略に対する支持は、この概念の普及も同
様に促進するでしょう。
世界的な支持の拡大
2つの国連機関15の支援を受けた国連責任投資
原則（Principles for Responsible Investment:
PRI ） の 署 名 機 関 は 、過 去 10 年 間 で 100 か ら
1,500に増えました 16 。署名機関になるために
は、分析と意思決定のプロセスにESG手法を組
み込む意思を表明する宣言書を提出しなければ
なりません。責任投資はインパクト投資と同じで
はありませんが、環境問題や社会的問題、サス
テナビリティといったテーマに触れている点では
同じです。

この責任投資の採用水準の高さは、インパクト
投資への関心が今後高まることを示唆してい
ます。
規制当局からの注目
最近のERISA解釈公報に加えて、他にも2つの
機関がソーシャル・ファイナンスのトピックを取り
上げています。米内国歳入庁は2016年に、財
団による慈善目的の投資に関するガイダンスを
発表しました17。このガイダンスにより、財団は、
投資運用会社が求められる相当な注意を行使
している限り、投資対象を最高のリターン率の
みに基づいて選定しなければならないとする要
件を免除されます。また、サステナビリティに関
する事項やESG開示に関する企業の透明性を
求める声が近年高まっていることを受けて、米
証券取引委員会（SEC）は最近、このトピックを
詳しく検討していると発表しました 18 。今後の検
討内容として、SECへの開示書類におけるESG
情報の記載方法のほか、場合によってはかかる
開示の信頼性に対する保証を含め、開示制度
の保証措置の適用方法などが取り上げられると
見られています。
社会・環境スクリーンの利用拡大
公的年金基金は、サステナブル投資のスクリー
ニング方法の改定を進めています。たとえば、カ
ルパース（CalPERS）は2016年に、サステナブ
ル投資に関する研究プロジェクトなどの目標を
取り入れた、ガバナンスとサステナビリティに関
する5カ年計画の採用を決議しました 19 。同様
に、欧州のいくつかの年金制度がサステナビリ
ティを重視する姿勢が欠けていることを理由に
ヘッジファンドから投資を引き上げたとの報道が
あります20。こうした動きによってソーシャル・ファ
イナンスの受け入れの拡大に対する注目が強
まれば、インパクト投資にも同様に追い風となる
可能性があります。

公益のための投資と財務リターンとの関連性の
強まり
環境・社会リスクに意図的に重点を置いて経営し
ている企業は、財務面でもより大きなリターンを
達成できるのではないかという主張の展開が見
られます21。これは、資源利用の向上と環境保護
はリスクを低下させる一方、リターンの向上にも
つながるという考えと関連しているのかもしれま
せん。業界ではまだ、このような考えに関する
データを集めているところですが、初期の研究
は、社会的インパクトと財務リターンとの関連性
がやがて定量化可能となり、インパクト投資が一
般に広く受け入れられる投資スタイルになる可能
性を支持しています。こうした動きは、ソーシャ
ル・ファイナンスとインパクト投資を志向する世界
的な動きが大きな影響力を持ち始めていることを
物語っているため、ヘッジファンド運用会社は、次
の発展段階における自身の役割をよく検討すべ
きです。そうすれば、現在は未公開株や私募債
ファンドを通じてインパクト投資に配分されている
資産（インパクト投資資産全体の52％を占める）
の獲得を狙えるようになる可能性があります。
ヘッジファンドの重点は引き続き、主として財務リ
ターンに置かれるべきですが、ヘッジファンド運用
会社はその社会的な位置付けを高めるような
インパクト投資の方向に進むことができるかもし
れません。舞台裏にとどまって直接投資を通じて
企業に対する影響力を行使するにせよ、インパク
ト志向のファンドやファンド・オブ・ファンズを立ち
上げるにせよ、あらゆる取り組みがインパクト投
資のコンセプトを前進させることになります。イン
パクト投資方針を通じて信頼を高めることは、金
融市場全体にとってもウィンウィンの状況を作り
出します。インパクト投資戦略が価値を高めるこ
とを証明するデータが投資家と資本市場に広ま
るにつれ、インパクト投資が拡大することは確実
であり、ヘッジファンドにとって持続可能な戦略に
なっていくと思われます。

15 責任投資原則のウェブサイト（www.unpri.org）によれば、具体的には国連環境計画・金融イニシアチブと国連グロー
バルコンパクトの2機関。
16 Principles for Responsible Investment、www.unpri.org.
17 “Investments Made for Charitable Purposes,” Notice 2015-62, Internal Revenue Service, September 25,
2015.
18 米証券取引委員会コンセプト・リリース「レギュレーションS-Kによって要求される事業および財務情報の開示
（Business and Financial Disclosure Required by Regulation S-K）」、2016年4月
19 “CalPERS Adopts ESG Strategic Plan,” PlanSponsor, August 16, 2016; Global Governance Strategy
Review, CalPERS:
www.calpers.ca.gov/docs/board-agendas/201608.
20 Fiona Reynolds, “Hedge Funds Warm to Responsible Investment Principles,” Financial Times, June 7, 2015.
21 “Does Socially Responsible Investing Make Financial Sense?,” Wall Street Journal, February 28, 2016.
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実施過程における
リターンのロスを防ぐ
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資産運用業界では、為替エクスポージャーをヘッジすべきか否か、ヘッジの比率をどうするか、
どうすれば為替ヘッジプログラムを最も効果的に実施できるかをめぐり、さまざまな推測が飛び
交っています。ほとんどのアセット・オーナーは、原投資のボラティリティの管理に焦点を当ててお
り、為替ヘッジの実施に関する検討はいつの間にか後回しにされているように思われます。

バイサイドの企業はたいていの場合、為替リス
クの管理をアセットアロケーションや証券選定
に関する決定とは切り離して行っているため、
為替ヘッジの実施を別個の業務プロセスとして
管理しています。これは、ヘッジの実施過程に
おける死角を生み出しかねません。ほとんどの
バイサイドの企業は、為替レート、バリュエー
ション、金利差などの認識されているリスク要因
の動きの予測に基づいてヘッジ比率と戦略の
決定を最適化することに全力を注いでいます。
一方、セルサイドがスポット予想や自己執行に
よるスポット取引コストの最小化、ヘッジファン
ドと取引高の大きい投機筋をターゲットにした
戦略に重点を置いていることは、バイサイドの
ヘッジの実施過程における死角とリターンのロ
スにつながっています。これらの死角とリターン
のロスは、リスク資産のアセットクラスとしての
為替について理解を深めることで軽減できる可
能性があります。本稿では、バイサイドの企業
がその受託者責任の遂行において誤解してい
ることの多い、ヘッジの実施とリスクに関する
重要な検討事項を取り上げます。

効果的な為替ヘッジプログラムの運用の要はリ
スク管理
アセット・オーナーが為替ヘッジを内部で実施す
ることを検討している場合、為替デリバティブの執
行、決算、担保管理に必要な専門知識とリソー
ス、そして規制上の負担を過小評価すべきでは
ありません。為替ヘッジを内部で実施するか、そ
れともアウトソーシングで実施するかという決定
は往々にして、運用手数料に左右されていま
す。しかし、バイサイドの企業は、為替ヘッジを内
部で実施できるようにするために必要な、デリバ
ティブとオペレーショナル・リスク管理に関する十
分な経験を自社が備えているかどうかを考慮す
べきです。ヘッジポートフォリオの構築、注文の
生成、取引の執行には、堅固なシステムが求め
られます。為替ヘッジは適切に実施されなけれ
ば、実施と注文執行の過程における重大なリ
ターンのロスを生み出しかねません。カストディ
アン、取引のカウンターパーティ、ヘッジ・マネ
ジャー間のやり取りを管理するために堅固な統
制を整備しなければ、意図せぬ重大な市場リス
クにつながるおそれがあります。

次の図は、為替ヘッジプログラムにおいて考慮す
べき多種多様な要素を示したものです。どの領域
も、強固なガバナンス、リスク管理、経験豊かな
人員、そして堅固なシステムによって対応する必
要があります。経験豊かな人員は、取引コストの
スリッページを最小化し、金利差と通貨ベーシス
を活用する機会を最大化するのに重要な役割を
果たします。堅固なシステムは、エクスポージャー
のミスマッチ、タイムラグ、ヘッジ比率の逸脱から
のスリッページを最小化するために必要となりま
す。また、正確なパフォーマンス要因分析結果の
入手は、最適水準に達していないパフォーマンス
を突き止めて是正するために不可欠です。

ヘッジポートフォリオの
構 築、注文の生成、取引
の執行には、堅固なシス
テムが求められます。
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図1：実施過程のさまざまな領域におけるオペレーショナル・リスクの管理が必要不可欠

ガバナンス
委員会
• 為替戦略
• リスクガイドライン
• 照合
• ヘッジのポジションとバリュエーション
• デリバティブおよび担保契約

バイサイドの企業（アセット
マネジャー／オーナー）
• 為替エクスポージャー
のヘッジ

• パフォーマンス要因
分析報告

• ヘッジ比率

• ヘッジポジション
• ファンド会計処理

ポートフォリオの為替
エクスポージャー
カストディアンファンド
アドミニストレーター

注文執行

ヘッジ・マネジャー

プライムブローカー
取引のカウンターパーティ

取引マッチング、決済、担保管理

為替デリバティブの運用において考慮すべき信
用リスクと流動性リスク
信用リスクは、あらゆる相対デリバティブ契約に
ついて回るものですが、為替ヘッジプログラムに
おける取引額がかなりの規模になることを考える
と、重大なリスクになりかねません。国際スワップ
デリバティブ協会（ISDA）のマスター契約に添付
されているクレジット・サポート・アネックス（Credit
Support Annex：CSA）は、債務不履行に陥った
場合の損失リスクを最小限に抑えることを目的と
しています。しかし、CSA契約を締結すると、日次
の流動性リスクが持ち込まれ、担保管理と短期
流動性準備の維持が必要となります。
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流動性準備が不十分な場合、重大な市場の動き
があったときに短期間で投資を清算して担保義
務を履行しなければならなくなります。ヘッジの
決済に必要な資金を手当てするために清算する
投資とヘッジ対象の通貨が強い相関関係にある
場合、最悪の時期に投資を清算することになる
ため、流動性状況はさらに悪化するおそれがあ
ります。この問題は特に、2008年の金融危機時
に流動性の低い投資を大量に保有していたオー
ストラリアの投資家に深刻な影響を与えました。

流動性リスクの管理は結果的にオペレーション上
の負担を増すことになり、ファンドのリターンを損な
いかねません。
信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リス
クの間のトレードオフ関係と各リスクに対するアペ
タイトは、プロセスフローの策定、ヘッジ契約のデュ
レーションの選択、内部実施あるいはアウトソー
シングによる為替ヘッジのマンデートのリスクガイ
ドラインの策定における重要な検討事項です。

パフォーマンス第22号

実施と注文執行過程におけるリターンのロスは
重大
パーフェクトヘッジが行われる理想的な環境下
では、投資家はグローバルに投資するポート
フォリオから現地通貨建てでリターンを挙げ、現
地通貨と外国通貨との金利差を有利に利用する
ことを望むでしょう。Alexiev、Fenty、Moore著
「 Currency Hedged Benchmark Replication:
Challenges and Improvements 」 （ 2011 ） で
は、パーフェクトヘッジからの逸脱（現地通貨と
外国通貨でのインデックスのパフォーマンス間
の差異によって測定される）を3つのカテゴリー
に分類しています。

投資ポジション
カストディアン
投資の
バリュエーション

• 市場要因によるスリッページ（資産価値の不
確実性と金利差）。ヘッジが調整されるまで
ヘッジされないインデックスの上昇または低
下によるスリッページは、市場要因によるス
リッページの一種です。この種のスリッペー
ジは、頻繁なリバランスによって最小化でき
ます。

• 未実現損益の効果と投資家キャッシュ・フロー
の影響による、ファンド関連のスリッページ。
本稿では、以下のプロセスの流れに示すよう
に、スリッページを実施と注文執行過程におけ
るリターンのロスに分類しています。

• 実施過程におけるスリッページ（取引コスト、
タイムラグ、ヘッジ比率の逸脱）。ヘッジエー
ジェントにポートフォリオのバリュエーションが
広まるまでにかかる時間や、約定価格と注文
執行時点におけるmid-priceとの差異に関連
する取引コストに起因するスリッページを指し
ます。

バイサイドの企業
（アセット・マネジャーと
アセット・オーナー）

• 取引の決済

• リスク識別

• 担保管理

• リスクの定量化

リスク・
エクスポージャー
投資の
バリュエーション

注文執行
ヘッジ・
マネジャー

プライム・
ブローカー
取引のカウンター
パーティ

• ポートフォリオ
構築
• 注文生成

ベンチマーク
データ・
プロバイダー

直物・
先物相場

23

パフォーマンス第22号

注文執行過程におけるリターンのロスの監視
銀行間市場の不正操作スキャンダルやカストディ
アン銀行に対する訴訟により、約定価格の幅の広
がりから異常値での取引まで、注文執行過程に
おけるリターンのロスは大きな注目を集めました。
隠れた非明示的なコストに起因する注文執行過
程におけるリターンのロスは、長期の投資成果を
引き下げることになりかねません。毎月のリバラン
シングコスト（MSCIインデックス・バスケットの3～
4％が毎月リバランシングを必要とすると仮定した場
合）がリバランス1回当たり5ベーシスポイントで、四
半期ごとのロールフォワードのコストが1.5～3.0
ベーシスポイントであれば、アセット・オーナーは、
1年につき25～50ベーシスポイントの非明示的な
取引コストの負担を見込む必要があります。
クラウディッド・トレード（混雑した取引）
クラウディング（混み合い）効果は、多くの投資家
が一斉にパッシブ・リバランシングを実施する毎月
末のロンドン時間の16時などの特定の時点で発
生します。これは、リバランシングによるリターン
のロスを著しく増幅させ、上述したヘッジ実施コス
トを倍増させることもあります。非明示的なコスト
は相当額に上るため、パッシブ・オーバーレイの
マンデートについてできるだけ低い運用手数料を
交渉することに重点を置く傾向のあるバイサイド
企業は、注文執行の結果の原因分析に重点を置
き、為替オーバーレイの実施コストを全体的な観
点から評価すべきです。
MiFID IIでは最良執行の測定と遵守の監視（取引
コスト分析を通じた）が義務付けられており、他の
国・地域でも採用が進みつつあります。MiFID II
はアセット・マネジャーに対し、継続的に最良執行
の遵守を監視し、遵守を顧客に証明することを義
務付けています。

市場参加者は、為替市場における取引の最良執
行を体系的に監視するためのアプローチを開発
しています。相見積もりを取っても、取引を評価す
るために得られる情報は限られており、ディーラー
やマルチディーラー・プラットフォームから3件の
見積もりを取って一番良いものを選んだからと
いって、最良執行を達成できるとは限りません1。
Sparks（2015）は、注文執行過程におけるリターン
のロスの監視における最先端の手法として、ミッ
ド・レートのタイムスタンプを使った注文執行結果
の日次測定と、価格、取引規模、注文執行スピー
ドなどの要素の点から見た注文執行戦略の評価
を提案しています。
本人・代理人取引の定義の曖昧さとハイブリッドモ
デルの進化により、注文執行結果が詳しく精査さ
れるようになっています。世界的なカストディアン
銀行数行が外国為替取引に隠れた手数料を上
乗せしてミューチュアル・ファンドやその他のカスト
ディサービスの顧客を欺いたとして懲罰的罰金や
処罰を受けたことは、バイサイド企業が為替ヘッ
ジの実施を積極的に管理し、監視する必要性を
強めています。2013年7月にグローバルな投資
銀行に対する年金基金の集団訴訟が却下された
際、裁判所はバイサイドの企業が不合理なレート
から身を守り、注文執行の結果を絶えず監視す
るために導入できたと思われる統制を指摘しま
した 2 。

隠れた非明示的なコストに
起因する注文執行過程にお
けるリターンのロスは、長期
の投資成果を引き下げるこ
とになりかねません。

1 Michael Sparks, 2015 Multi-Asset Best Execution and MiFID II
2 Leanna Orr, 2013 FX, Lies, and Marked-Up Rates
（http://www.ai-cio.com/channel/REGULATION,_LEGAL/FX,_Lies,_and_Marked-Up_Rates.html）
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エクスポージャーのミスマッチと意図せぬ市場
リスク
投資価値の不確実性を原因とするスリッページ
は、コントロールあるいは軽減することが可能で
す。リスク測定に対する統制とリバランシングの
頻度が不十分な場合、バイサイドの企業は、
ベーシスリスク（デリバティブのパフォーマンス
が原資産の通貨の動きから乖離し、その結果、
パフォーマンスに大きなロスが生じるリスク）に
対して重大なエクスポージャーを抱えることにな
りかねません。リスク測定、投資のバリュエー
ション、リバランシングの頻度、キャッシュ・フロー
のリバランシングの範囲、リバランシングの適
時性、代用ヘッジ、ヘッジする通貨に関する決
定は全て、意図せぬ市場エクスポージャーと実
施過程におけるリターンのロスを最小限に抑え
るための重要な検討事項です。
• リスク・エクスポージャーの定量化の頻度が
不十分なことによる、目標とするヘッジ比率
からの乖離
– 市場要因によるスリッページを最小化する
ためには、原投資ポートフォリオにおける
為替エクスポージャーをリアルタイムで、あ
るいは遅くとも1日以内に測定すべきです。
ブレグジットのように大きなボラティリティを
もたらす世界的な事象が生じた場合、投資
リスクのエクスポージャーはリバランシング
範囲を超え、次に予定されているリバラン
シングまでのかなり長い期間にわたり、目
標とするヘッジ比率から逸脱してしまう可
能性があります。現在の市場では、価格決
定やキャッシュ・フローの計算が日単位で
行われ、公表された指標に基づいてリアル
タイムで投資のバリュエーションが実施さ
れ 、ボ ラ ティ リ ティ と市 場 の 不 確 実 性 が
日々増大していることを考えると、週1度あ
るいは月1度のリバランシングや監視では、
為替リスクを管理するのに不十分です。

– 外国通貨建ての投資ポートフォリオから移行
する場合は、為替ヘッジのリバランシングも
同時に行わなければなりません。為替ヘッジ
のリバランシングが、ポートフォリオの移行か
ら1、2日後のカストディアンのデータに基づ
いて実施された場合、為替エクスポージャー
は意図せぬ市場リスクをもたらしかねません。
• カストディアンデータに基づく、非上場投資のリ
スク・エクスポージャーの測定
非上場投資の為替リスクの測定は、未知のリス
ク・エクスポージャーの可能性を軽減するため
に慎重に評価しなければなりません。外部マネ
ジャーからカストディアンに提供された投資デー
タをよく理解せずに、カストディアンによって報
告された為替エクスポージャーをヘッジした場
合、実施過程におけるリターンのロスが生じか
ねません。非上場投資信託の為替リスクが未
ヘッジベースで管理されているのか、その結果
として現地通貨の動きの影響を全面的に受け
るのかどうかを検証するための統制を整備する
必要があります。

• 代用通貨バスケットに基づくヘッジ
一部の通貨については、プライシング、流
動性あるいはアクセスの問題により、代用
ヘッジを利用した方がヘッジ戦略を管理し
やすくなり、コストも下がります。しかし、代
用通貨バスケットを用いる場合、評価を頻
繁に実施して代用通貨が引き続き適切か
どうか、また代用通貨と原通貨の相関関
係がヘッジ期間中、一致しているかどうか
を判断する必要があります。代用通貨と原
通貨のエクスポージャーの相関関係が崩
れた場合、代用ヘッジでは、任意の1カ月
で最大30ベーシスポイントのスリッページ
が生じかねません。代用ヘッジを用いる場
合は、通貨間の相関関係が構造的に乖離
しないかどうかを把握するために、そのリ
ターンの源泉を追跡・監視するとともに、中
央銀行による自国通貨と先進国通貨の連
動廃止の決定に注意すべきです。

• 実際のポートフォリオ通貨のウェイトとベンチ
マーク通貨のウェイトのどちらを基準にヘッジ
すべきか
通貨ウェイトとベンチマークのウェイトのどちら
を基準にヘッジすべきかという決定（株式ポート
フォリオの為替ヘッジの例において）は、投資家
が株式マネジャーの銘柄選定からアクティブ運
用の通貨の総ウェイトを排除したいかどうかに
よって決まります。株式マネジャーが国または
通貨に対してアクティブ運用のポジションを取る
ことで追加的なアルファを創出できると投資家が
考える場合、ヘッジはベンチマーク通貨のウェイ
トに基づいて実施すべきです。
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通貨ベーシスは意識的に管理すべき
2つの異なる通貨のキャッシュ・フロー間のクロス
カレンシー・ベーシス・スプレッドは、金融危機後
に著しく拡大し、通貨ベーシスリスクをもたらしま
した。市場における流動性とボラティリティの水準
によっては、ベーシス・スプレッドはヘッジの結果
に大きな影響を与えます。供給／需要市場が混
乱している間、売りポジションをあるいは買いポジ
ションを持ち越す能力のあるマネジャーとアセット・
オーナーは、クロスカレンシー・ベーシスのボラティ
リティを注視する必要があります。長期投資資産
を保有しているアセット・オーナーは、このリスク
を管理する方針を取ることを検討し、機会が生じ
たときにクロスカレンシーレートを固定する長期
ヘッジが適切かどうかを判断すべきです。

全てを一つにまとめる
為替ヘッジの実施には、厳格な投資ガバナンス
と監督、独立した要因分析とリスクコントロール、
信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リ
スクの堅固な管理、アウトソーシング契約に対す
る監督が必要です。バイサイドの企業は、ポート
フォリオ全体への為替ヘッジの貢献度を測定す
るために、ポートフォリオのリターンとリスクに関
する全体的な目標に整合した、リターンとリスク
に関する数値化可能な測定指標を設定しなけれ
ばなりません。
国際決済銀行（BIS）3は、最近発表したペーパー
の中で、リスクテイク目的での取引が大幅に減
少しているためにこの15年で初めて、為替デリ
バティブ取引が縮小したと報告しました。

一方でヘッジと流動性管理を目的とした取引の
量は増えているという同ペーパーの報告は、市
場参加者の構成の変化と流動性状況の大きな
変化を示唆しています。このような変化は、バイ
サイドの企業の為替ヘッジ戦略の実施に大きな
影響を与えかねません。
為替ヘッジを内部で実施するかアウトソーシング
で実施するかという決定は往々にして投資運用
手数料に左右され、為替ヘッジを内部で実施で
きるようにするためには適切な経験、専門知識、
システムが重要であることに目が向けられてい
ないことがあります。為替取引をめぐる最近のス
キャンダル、規制当局からの厳しい目、テクノロ
ジーのディスラプションによる市場のミクロ構造
の変化を考えると、為替ヘッジのプロセスの監督
と統制を継続的に評価することにより、ヘッジの
実施と注文執行の過程におけるリターンのロス
を最小限に抑える必要性が強まっています。

3 Moore, Schrimpf and Sushko, 2016 Downsized FX markets: Causes and Implications

内部実施か、アウトソーシングか？
専門の為替ヘッジ・マネジャーへのアウトソーシングとその継続的なデュー・ディリジェン
スは、全体的な費用対効果分析に基づいて評価する必要があります。中小規模のバイ
サイド企業の場合、為替ヘッジの内部実施がもたらすコストとメリットを比べると、コスト
が上回ると予想されます。アウトソーシングを通じて、アセット・オーナーは、専門の為替
ヘッジ・マネジャーの持つ豊富な経験とオペレーショナルプロセスを活用することが可能
になります。このプロセスを内部で実施することで得られるコスト節減効果はたいてい、
経験豊かなスタッフの雇用と堅固なシステムの導入にかかるコストを考慮に入れると吹
き飛んでしまいます。
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要点：
• 為替ヘッジを内部で実施できるようにするためには、デリバティブとオペレーショナル・リスク管理に関する豊富な経験が必要であり、実施にかかる
コストは、このプロセスを内部実施することで削減されるコスト節減効果を上回る可能性があります。
• 信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクの間のトレードオフ関係は、プロセスフローの策定、ヘッジ契約のデュレーションの選択、内部
実施あるいはアウトソーシングによる為替ヘッジプログラムのリスクガイドラインの策定における重要な検討事項です。
• ミッド・レートのタイムスタンプを使った注文執行の日次測定を通じた結果の監視は、注文執行のスリッページを最小限に抑えるために重要です。
• エクスポージャーのミスマッチが原因で生じる、実施のスリッページは、規律あるリスク測定、ポートフォリオのバリュエーション、リバランシングと
代用ヘッジといった手法によって軽減できます。
• 為替ヘッジの実施には、厳格なガバナンスと監督、独立した要因分析とリスクコントロール、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクの
堅固な管理、アウトソーシング契約に対する継続的なデュー・ディリジェンスが必要です。
• バイサイドの企業は、ポートフォリオ全体への為替ヘッジの貢献度を測定するために、ポートフォリオのリターンとリスクに関する全体的な目標に
整合した、リターンとリスクに関する数値化可能な測定指標を設定しなければなりません。
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日本における資金調達

オフショアファンド・マネジャーのための
「日本の規制概要」
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山本宏治
パートナー
法務
デロイト

ここ数年、日本での資金調達を目指すオフショアファンド・
マネジャーが増えています。平成24年度は約69兆円 1 で
あった日本人投資家による投資ファンドへの投資総額が、
平成27年度には107兆円近く2に膨れ上がりました。
一方で、日本の投資家を対象とするファンド持分の取得勧
誘やマーケティングについては、オフショアファンド・マネ
ジャーにはあまりなじみのない区別や微妙なニュアンスを
もって厳しく規制されています。本稿では、日本における
資金調達に関連してオフショアファンド・マネジャーに適用
される規制の概要を紹介します。

A. 金融商品取引法上の4つの規制対象業務
の概要
日本国内におけるファンド持分の取得勧誘等
の様々な金融商品取引業を規制する法律の
うち、最も主要な法律は、金融商品取引法3で
す（略して「金商法」とも呼ばれています）。
この金商法の下では、金融商品取引業は、
主に次の4つに分類されています。
1. 第一種金融商品取引業
（以下、「一種業」）
2. 第二種金融商品取引業
（以下、「二種業」）
3. 投資運用業
4. 投資助言・代理業

金商法では「有価証券」は、次の2つに区分され
ています。（i）株式会社の株式、債券、投資信
託の受益証券、投資法人の投資証券、新株予
約権証券、CP等流動性の高い金融商品（以
下、「1項有価証券」）、および（ii）リミテッド・
パートナーシップ（以下「LP」）、LLP、LLC等に
対する持分を含む比較的流動性の低い金融商
品（以下、「2項有価証券」）。
一般に、日本の投資家に対して有価証券の取
得勧誘を行うことを望む事業体は、日本の金融
庁（以下、「金融庁」）に、一種業を行う業者（以
下、「第一種金商業者」）または二種業を行う業
者（以下、「第二種金商業者」）として登録する
必要があります。どちらの登録を行うかは、取り
扱う有価証券の種類によって決まります。具体
的には、日本の投資家を対象に1項有価証券
の取得勧誘を行う場合は第一種金商業者とし
て、2項有価証券の取得勧誘を行う場合は第二
種金商業者として登録しなければなりません。
これらの登録を経た第一種金商業者および第
二種金商業者は、日本において、対象とする有
価証券の直接的な取得勧誘または募集活動を
行うことが可能となります。

1 金融庁「ファンドモニタリング調査の集計結果について」（2013年10月付）。この金額は、日本の投資家が国内
外の投資信託、投資法人および集団投資スキーム（リミテッド・パートナーシップなど）に投資した金額となりま
す。複数の販売業者が同じファンド持分を扱っている場合があるため、金額は重複して集計されている可能性
があることにご注意ください。
2 同上（2016年11月付）
3 昭和23年法律第25号（随時改正）
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一方、残る2種類の登録（すなわち、投資運用
業登録と投資助言・代理業登録）は、いずれも
日本における有価証券の直接的な取得勧誘ま
たは募集活動を認めるものではありません。
もっとも、日本の投資家から「間接的に」資金を
調達する手段として、これらの登録が活用され
る機会が増えています。

投資助言・代理業登録を行った場合、オフショ
アファンド・マネジャーと日本の登録投資運用
業者との（ii）投資一任契約の締結 4を代理また
は媒介することで、結果的に、オフショア
ファンド・マネジャーが日本の登録投資運用業
者から再委託を受けて、間接的に日本の投資
家の資金を運用することが可能となります。

投資運用業登録は、特定の種類の集団投資
スキームによる場合を含め、日本顧客の資産
について投資一任業等を行う事業体（「投資運
用業者」とも呼ばれます）にも義務付けられて
います。この登録により、日本の信託銀行また
は信託会社との信託契約を通じて「証券投資
信託」（日本版ミューチュアル・ファンド）のス
ポンサー、設立、運用にかかる業務を行うこと
も可能となります。

B. 募 集 の種類：私募と公募
日本でのファンド持分の販売を計画する場合に
は、日本におけるファンド持分の募集方法を決
定する必要があります。

投資運用業登録を行った場合、日本の投資家
から投資一任契約を取り付け、調達した資金を
関連会社が運用するオフショア・ファンドに投資
することで、間接的に日本の投資家から資金
調達を行うことが可能となります。
投資助言・代理業登録は、（i）有価証券の価値
等や投資判断に関する第三者への投資助言
の提供、（ii）投資助言契約もしくは投資一任契
約の締結の代理または媒介のいずれかの業
務を行う場合に義務付けられる登録です。

4 本項 D.3 ご参照
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1. 私募
金商法の下での私募の定義は、1項有価証券
と2項有価証券で大きく異なることに注意する
必要があります。
1項有価証券
一般に、1項有価証券に関する「私募」は以下
のように区分できます。
1. 少人数私募： 一定の譲渡制限をかけること
を条件として、6カ月間で49名までのファンド持
分の取得勧誘を行う場合
2. 適格機関投資家私募： 一定の譲渡制限を
かけることを条件として、適格機関投資家のみ
を対象に、人数制限なくファンド持分の取得勧
誘を行う場合

3. 特定投資家私募： 一定の手続要件と譲渡制
限をかけることを条件として、特定投資家のみ
を対象に、人数制限なくファンド持分の取得勧
誘を行う場合
4. ハイブリッド型私募：一定の譲渡制限をかけ
ることを条件として、適格機関投資家（人数制限
なし）と6カ月間で49名までの非適格機関投資
家に、ファンド持分の取得勧誘を行う場合
2項有価証券
金商法は、2項有価証券の私募の定義の中で、
オフショア投資ファンド持分を所有することとな
る日本の投資家の数を499名までとしていま
す。このように、私募の投資家数の制限に関し、
2項有価証券と1項有価証券では違いがありま
す。すなわち、勧誘した投資家の数で制限を設
ける1項有価証券とは異なり、2項有価証券に関
しては、実際にファンドを購入する投資家の数で
499名の制限が設けられています。
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2. 公募
金商法上、上記1．に記載する私募の定義に該
当しない日本における有価証券の取得の申込
の勧誘は、公募となります。
日本でのファンド持分の公募は、一部の場合を
除き、発行者が金融庁に 有価証券届出書 を提
出するまで実施することができません。有価証
券届出書は、ファンドおよび募集する有価証券
に関する様々な情報を記載した日本語の詳細な
開示文書で、発行者、リスク要因、手数料などに
関する情報が含まれています。
有価証券届出書の提出義務に加え、公募ファン
ドには、定期的な報告義務、空売りに対する制
限、借入に関する制約など、数多くの規則や規
制が適用されます。

C. ファンドに関する届出
特定の種類のファンドについては、日本の「投
資信託及び投資法人に関する法律」に従って
金融庁に届出を行わなければならない場合が
あります（以下、「投信法上の届出」）。
投信法上の届出は、全ての投資ファンドに義
務付けられているわけではなく、外国投資信託
と外国投資法人の場合のみに義務付けられて
います（すなわち、リミテッド・パートナーシップ
などは除かれます）。外国投資信託と外国投資
法人の場合、第一種金商業者が当該ファンド
持分に関する勧誘行為を行う前に、投信法上
の届出を金融庁に行う必要があります。

投信法上の届出は、ファンドの重要な条件と
その様々なサービス提供者について要約し
た日本語の文書です。各届出の内容は非公
開であり、金融庁に提出次第、許可等を待
たずただちに勧誘行為を行うことが可能とな
ります。
投信法上の届出の提出後、記載内容に何ら
かの変更があった場合は、変更届を提出す
る必要があります。

日本でのファンド持分の
販売を計画する場合、日
本におけるファンド持分の
募集方法を決定する必要
があります。
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規制が複雑である
にもかかわらず、日
本ではここ数年、資
金調達活動が非常
に活発です。
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D. 金 融 商 品 取 引 業 登 録 の 特 例
オフショアファンド・マネジャーまたはその関係
会社が利用可能な金融商品取引業登録の特
例について、以下、簡単に概要をまとめまし
た。
1. 外国証券業者に関する特例
日本の投資家への有価証券の取得勧誘等に
関して、外国証券業者（すなわち、外国の法令
に準拠して、外国において有価証券関連業を
行う者）は、上記の第一種金商業者／第二種
金商業者登録義務について限定的な特例を
利用できる場合があります。具体的には、金
商法第58条の2に従い、特定の要件を満たす
ことを条件として、外国証券業者は、金商法に
基づく第一種金商業者または第二種金商業
者としての登録を経ずに、日本の投資家に対
して限定的な取得勧誘等を行うことができま
す（以下、「外国証券業者の特例」）。

この特例に基づいて有価証券の取得勧誘等
を行う外国証券業者に対する条件および制
限は、対象とする日本の投資家により異なり
ます。しかし、この特例による場合、原則とし
て、外国証券業者は「国内で」（すなわち、外
国証券業者の役職員が物理的に日本を訪れ
て）取得勧誘等を行うことはできず、取得勧誘
等は海外からの電子メール、電話等に限定さ
れます。
さらに、対象のファンドが会社型または信託
型のファンドの場合には、この特例に基づく
外国証券業者による有価証券の取得勧誘の
前に、上記Cで述べた投信法上の届出を金
融庁に提出しなければならないことに注意す
る必要があります。
2. 適格機関投資家等特例業務
2項有価証券のうちリミテッド・パートナーシッ
プ持分に関しては、金商法第63条に基づく
「適格機関投資家等特例業務に関する特例」
（以下、「63条の特例」）を利用することができ
ます。
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すなわち、63条の特例により、リミテッド・パート
ナーシップ・ファンドのジェネラル・パートナー
は、金商法に基づく第二種金商業者および投
資運用業者の登録を経ずに以下の2種類の登
録業務を行うことができます。
（i）リミテッド・パートナーシップ持分の自己募集
（ii）日本のリミテッド・パートナーから出資され
た資産の自己運用
63条の特例は、オフショア・ファンドのジェネラ
ル・パートナーがそのパートナーシップ持分を日
本で販売する際に選択されることの多い特例で
すが、2016年3月1日より、63条の特例の対象
とできる投資家の限定、届出書の記載内容や
添付書類の拡充、この特例に基づいて事業を
行うジェネラル・パートナーに対する行為規制
等、大幅な変更が盛り込まれた改正金商法が
施行されていますのでご注意ください。
3. 外国運用会社の特例
オフショアファンド・マネジャー（すなわち、外国
で投資運用業を行う外国法人）は、限定的な場
合に、上記の投資運用業の登録を経ずに業務
を提供できる場合があります。具体的には、金
商法第61条第2項に従い、登録投資運用業者
および投資運用業を行う登録金融機関に対し
ては、金商法に基づく投資運用業者としての登
録を経ずに、投資運用業を行うことができます
（以下、「外国運用業者の特例」）。

なお、上記Aで述べた通り、オフショアファンド・
マネジャーは、日本の登録投資運用業者と投
資一任契約を締結し、日本の登録投資運用業
者からの再委託を受けて、間接的に日本の投
資家の資金を運用することが可能となります
が、登録投資運用業者の再委託先として、忠
実義務や善管注意義務、金商法が定める禁止
行為を行わないこと等、一定の限度で、金商法
の適用を受けることとなるため、再委託を受け
る場合、こうした規制について確認を行うことが
必要となります。
結論
上記のように、日本の投資家あるいは日本
において金融商品取引業を提供する場合、
複雑な規制を考慮する必要がありますが、こ
こ数年、日本では資金調達活動が非常に活発
に行われています。目標リターンを達成するた
め、日本の投資家やその資産配分を行う投資
運用業者等が世界のマネジャーに、より目を
向けるようになる中、日本は今後も投資ファン
ドにとって重要な投資家であり続けると予想さ
れます。

要点：
• 日本の法規制では、金融商品取引業の
登録は4種類に区分されます。
• 日本におけるファンド持分の取得勧誘
は、対象となるファンド持分の種類に応
じて第一種または第二種金融商品取
引業登録が必要となる規制対象行為
です。
• 1項有価証券には、受益証券や投資証
券などの流動性の高いファンド持分、2
項有価証券にはリミテッド・パートナー
シップ持分が含まれます。
• 私募の定義は、1項有価証券と2項有価
証券で大きく異なります。
• 取得勧誘を行う者に義務付けられる登録
とは別に、会社型および信託型のファンド
は日本の金融庁に届出を行わなければ
なりません。
• 直接的な資金調達以外にも、間接的に
日本市場に参入する方法があります。
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ファンドへの
租税条約の特典付与が
打ち切りに？
ここ数年、租税条約の特典をめぐる規則や慣行が厳しくなっていま
す。これは、ファンド・マネジャーや投資家にとって目新しいニュース
ではありませんが、この状況は以前より広がっており、さらにさまざま
な受益者向けの販売時に当てはまるようになっています。この背景
には、租税回避に対処するためのOECD BEPSプロジェクトがありま
す。しかし、こうした措置は国家が条約の適用を特定の納税者区分
に限定することを可能にしているため、租税回避との戦いという目的
を超えています。本稿では、OECDのBEPSプロジェクトを詳細に取
り上げ、ファンドへの条約の適用をめぐるフランスとルクセンブルクの
見解を見ていきます。

エレーヌ・アルストン
（Hélène Alston）
パートナー
税務
Taj
ヴィヴィアンヌ・カルペンティエール
（Viviane Carpentier）
シニアマネジャー
税務
Taj
エリック・センティ
（Eric Centi）
パートナー
税務
デロイト
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投資ファンドに関する
OECDの見解はそれほど
分かりやすくはなく、特定
の範囲についてはまだ完
全に固まっていません2。

OECDの見解
OECDのBEPS提言は、15の行動計画を通じ、
さまざまなテーマに対処しています。その目的
は、各国が脱税や租税回避により効率的に対
抗できるように既存の国際的な税規則を変える
ことにあります。行動計画の一つである「行動
計画6」では、不適切な状況で条約の特典が付
与されることを防ぐためのモデル条約の規定お
よび国内法の規則の設計に関する勧告を策定
するとしています。この行動計画では特に、投
資ファンドと年金基金への条約の適用が取り上
げられています。
年金基金
年金基金に関するOECDの対応は、比較的明
確です。すなわち、年金基金は、「認められた
年金基金（recognized pension fund）」の定義
に当てはまる限りにおいて、その設立国におい
て条約上の「居住者」とみなされるべきとする考
えです 1。規則案では、「認められた年金基金」
とは、「当該国家において設立され、当該国家

の税法に基づき独立した者として扱われる事業
体または取極めであって、（ i）個人に退職給付
もしくは類似の給付を提供することのみを目的
として設立され運営されており、かつそのような
ものとして当該国家もしくはその政治的下部組
織もしくは地方当局によって規制されているも
の、または（ ii）細目i）において言及された事業
体もしくは取極めのために投資することのみを
目的として設立され運営されているもの」 を意
味します。

1
2
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この定義は、かなり包括的で分かりやすいもの
であり、導入された場合、特に問題を生じること
はないと予想されます。
投資ファンド
投資ファンドに関するOECDの見解はそれほど
分かりやすくはなく、特定の範囲についてはまだ
完全には固まっていません 2 。OECDは、「CIV
（collective investment vehicle：集団投資ビー
クル）と「非CIV」ファンドを区別することを提案し
ています。
「CIV」という用語は、「広く保有され、有価証券
の分散投資ポートフォリオを有し、設立された
国において投資家保護規制の対象となるファン
ド」を指して使われます。欧州では、UCITSに該
当するファンドが含まれることになります。一般
投資家に開かれていて厳しく規制されているこ
れらのファンドは、条約の特典を享受できるも
のと思われます。こうした投資ビークルは租税
回避あるいは利益移転を目的とするものでは
ないと解釈されています。
CIVではないファンド（プライベート・エクイティ・
ファンド、ヘッジファンド、信託等）は「非CIV」に
該当し、その条約適格性は今のところ不透明で
す。OECD加盟国はこの点に関してまだ共通の
見解に到達できておらず、2016年3月24日付
草案に対して寄せられたコメントを検討している
ところです。非CIVは一般に、租税条約の特典を
享受するためには一定の基準を満たさなければ

OECD公開討議草案「年金基金の条約上の居住地（Treaty residence of pension funds）」（2016年2月29日付）
2010年4月3日にOECD租税委員会が採択したOECD報告書「集団投資ビークルの租税条約適用について（The granting of treaty benefits with respect to the income of
collective investment vehicles）」を参照。
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「CIV」という用語は、「広く保有され、
有価証券の分散投資ポートフォリオ
を有し、設立された国において投資
家保護規制の対象となるファンド」を
指して使われます。
ならなくなります。かかる条件には、特定の「特
典制限（Limitation on Benefits:LOB）」条項に
規定される条件、あるいは「主要目的（principal
purpose）」テストが使われる可能性がありま
す。これらのテストを投資ファンドに適用するこ
とは、実務上難しい可能性があるため、OECD
はまだ詳細な規則に取り組んでいるところです。

OECDが提案している規則の複雑さ、特にLOB
条項と主要目的テストのファンドへの適用につ
いては、懸念が表明されています。こうした懸
念には同意しますが、規則はまだ最終決定さ
れていません。我々としては、ファンドの状況が
租税条約において取り扱われるという事実を歓
迎します。

最終決定されていないものの、OECDのアプ
ローチは、年金基金、CIVファンド、非CIVファン
ドをそれぞれの目的と法律上もしくは規制上の
特徴に基づいて区別しているという点で、非常
に精緻なものであることが見て取れます。この
アプローチを採用することで、OECDはファンド
の多様性を認め、それぞれのファンド種類ごと
に最も適切な規則を設計しようとしているように
見受けられます。

実施という点では、これらの規定は二国間租税
条約の交渉時に租税条約に盛り込まれる（数
年かかり、不一致が生じかねない）か、OECD
の主導での多国間条約の締結を通じて実施さ
れる（ただし、多国間協定の交渉が短期間で達
成される可能性は低い）と考えられます。

OECDは、年金基金とCIVの条約適格性に対
処するにあたり、「ルックスルー・アプローチ」
を 採用しないことを 選択しています。すなわ
ち 、 フ ァ ンドは、「ルック スルー（ 資産構成把
握）」を行って各投資家レベルで条約の特典を
適用する必要はなく、ファンド自身が条約の特
典を受けられるようになります（ただし、一定の
条件が満たされていることが条件）。これは、多
くのファンドにとっておそらく良いニュースでしょ
う。というのも、任意の時点における各投資家
の身元と税務上の居住地を決定する（限られた
少数の投資家のみを対象としていないファンド
にとっては、ほぼ不可能）という実務上の困難
な問題を回避することができるからです。

非CIVは一般に、租税条約の特典を享受するた
めには一定の基準を満たさなければならなくな
ります。かかる条件には、特定の「特典制限
（Limitation on Benefits:LOB）」条項に規定さ
れ る 条 件 、 あ る い は 「 主 要 目 的 （ Principal
Purpose）」テストが使われる可能性がありま
す。これらのテストを投資ファンドに適用するこ
とは、実務上難しい可能性があるため、OECD
はまだ詳細な規則に取り組んでいるところです。
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フランスとルクセンブルクの見解
フランス－「課税対象」条項の厳格な適用
フランスが締結した一部の租税条約はすでに、そ
の規定の一部を適格年金基金またはUCITSに適
用することを考慮に入れており、その適用を認め
ていますが、現在発効している租税条約のうち、
そうした条約はごく少数です。
さらに、フランス行政最高裁判所（Conseil d’Etat）
が下した最近の2件の判決3を受けて、フランス以
外のファンドと年金基金の投資家の条約適格性
が、フランスで議論を呼んでいます。

これらのケースでは、ドイツの年金基金とスペ
インの年金基金に対し、それぞれフランス・ドイ
ツ租税条約とフランス・スペイン租税条約の適
用が否認されました。その結果、ドイツ／スペ
インの年金基金が保有するフランス株に基づき
支払われる配当には、これらの条約で定める
15％の軽減税率ではなく、30％の標準税率で
フランスの源泉徴収税が課せられることになり
ました。
以下の図は、事実関係をまとめたものです。

投資家

年金基金
スペイン／ドイツ

これは、配当やキャピタルゲ
インに対する優遇税制の恩
恵を受けている持株会社の
扱いと親子会社指令の適用
に大きな不確実性をもたらし
ています。さらに、フランスと
租税条約を締結している、税
率が低いあるいは無税の国・
地域に所在する事業体にも
広く影響する可能性があり
ます。

配当

フランス

フランス企業

3
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フランスの源泉徴収税に適用される税率は、国内標準税率
である30％か、それとも租税条約に基づく軽減税率である
15％か？

Conseil d’Etat, 9 November 2015, N. 370054, min. c/ Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk and Conseil d’Etat, 9 November 2015, N. 371132, min. c/
Sté Santander Pensiones SA EGFP
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ドイツの年金基金をめぐる裁判における行政最高
裁判所の論法は、当該年金基金はその地位と活
動によりドイツ国内で法人税を免除されているた
め、「課税対象」とみなすべきではなく、したがって
フランス・ドイツ租税条約に基づく「居住者」には
該当しないというものでした。
もう一方の裁判においても、行政最高裁判所は、
スペインの年金基金はスペイン国内で法人税率
ゼロを適用されており、したがってその居住国に
おいて「課税対象」とみなすことはできないという
理由で同じ結論に達し、フランス・スペイン租税条
約の適用を否認しました。
つまり、租税条約の文言において具体的に規定
されていない限り、その地位または活動によって
事実上、課税対象とはならない事業体に条約特
典を付与することはできないということが原則に
なっています。
この原則は、年金基金と投資ファンドのケースに
おいて示されたものですが、特にBEPSの議論と
の関係において解釈した場合、はるかに幅広い
影響力を持っています。

親子会社指令の適用に大きな不確実性をもたら
しています。さらに、フランスと租税条約を締結し
ている、税率が低いあるいは無税の国・地域に所
在 する事業 体に も広く 影響 する可 能性 があ り
ます。
フランスは行き過ぎか？
フランスの税務当局とフランスの裁判所は、租税
条約の目的はあくまでも二重課税の状況を防止
することであり、ファンドが税金を免除されている
ならば二重課税の状況は存在しないと主張してい
ますが、その主張において一つの重要なポイント
を見逃しています。一般に投資家は課税対象とな
る一方、ほとんどの国でファンドは免税されてい
るため、投資家はあたかも、ファンドが保有する
原資産に直接投資したかのように課税されるとい
うことです。
広く保有されている投資ファンドであれ年金基金
であれ、租税回避あるいは脱税のためのビーク
ルとして組成されることはほとんどありません。
投 資 フ ァ ン ドや年 金 基 金 は 、長期 的 な貯 蓄 を

促すために、あるいは企業もしくは政府が出資す
る退職年金の支給を後押しするための手段で
す。広く保有されている、あるいは厳格な適格基
準を満たしている他のAIFについても、同じことが
いえます。こう考えると、条約特典の付与を否認
するのは間違っているように思われます。
行動計画6の全般的な影響と持株会社の利用に
関していえば、行動計画6は明らかに、投資家グ
ループが実体のないシェルカンパニーを持株会
社として利用することを阻止しようとしているもの
の、多くの国際的な組織構造が中間持株会社を
利用していることは事実です。こうした持株会社
は、資産や投資家の所在地とは異なる国・地域に
所在していることがあります。今後は、こうした状
況には、強力な商業的理由による裏付けが必要
となるでしょう。現実には、商業的な財務・税務上
の理由は複雑に絡み合っているため、こうした
ビークルが条約特典を利用できる機会が減る可
能性があります。

EUの年金基金に対する条約特典の付与の否認
は、フランスの税務専門家からの批判を呼んでい
ますが、フランスの行政最高裁判所は、低い固
定額で課税されていたオフショアのレバノン企業
（ファンドではない）に関する裁判でも同じアプロー
チを取り、「課税対象」とみなすことができないと
の理由で、同社への条約の適用を認めませんで
した 4 。このケースは、フランスの税務当局が現
在、条約特典について非常に厳格なアプローチを
取っており、租税回避がない場合でも、所得の受
領者がその居住国において最低限の税しか課せ
られていないという理由だけで条約の適用を否認
する傾向にあることを明確に示しています。フラン
スの税務当局は、受領者がその居住国において
免税されているならば、その特定の所得について
二重課税は生じておらず、したがってフランスが
条約の規定を適用する必要はないとみなしてい
ます。これは、配当やキャピタルゲインに対する優
遇税制の恩恵を受けている持株会社の扱いと
4

Conseil d’Etat, 20 May 2016, N. 389994
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現実には、商業的な財
務・税務上の理由は複雑
に絡み合っているため、
こうしたビークルが条約
特典を利用できる機会が
減る可能性があります。

そうではあるものの、先の場合同様、持株会社
全般に条約特典を認めないことはOECDの取
り組みの当初の目的を超えているように思われ
ます。
さ ら に 、 フ ラ ン ス の 見 解 は 、 BEPS に お け る
OECDの案に沿っていません。OECDの案は
複雑であり、まだ最終決定されていないもの
の、ファンドの各形態に合わせた解決策を見出
そうとしているのに対し、フランスは基本的に、
関連する租税条約において明示的に言及され
ていないあらゆるファンドに対して条約の適用
を却下しています。

ルクセンブルク－実際的なアプローチ
2015年2月12日、ルクセンブルク税務当局は、ル
クセンブルクの投資ファンドへの二重課税防止条
約（以下、「DTT」または「条約」）の適用に関する
規定を更新する通達L.G.-A.n°61と、居住者証明
書（Certificate of Tax Residence：CoTR）の発
行に関する新たなガイダンス規則を公表しまし
た。通達の適用対象は、UCITSファンド（2010年
12月17日付法律に基づき設立されたもの）と特
別投資ファンド（2007年2月13日付法律に基づき
設立されたもの）となっています。
この通達は、ルクセンブルクで発効する新たな
DTT（あるいは、既存の租税条約の改定）を反映
させるために定期的に更新される予定です。
同通達の公表により、ルクセンブルク税務当局
は、投資ファンドへの条約特典の適用とCoTRの
発行を相互に関連付けています。ルクセンブルク
の投資ファンドが関わっている場合、ルクセンブ
ルク税務当局は、投資ファンドの種類と契約当事
者の国・地域に応じて、1）第1種証明書、2）第2
種証明書、3）第3種証明書という3種類のCoTR
のいずれかを発行します。
1） SICAV-SICAFファンド（会社型ファンド）の居
住者証明書－第1種
同通達のセクション4.Aにおいて、ルクセンブル
ク税務当局は、ルクセンブルクのSICAV-SICAF
ファンドへの条約特典の付与を認めている条約
5
1)
が関わっている場合、CoTR（第1種証
国・地域
明書）が発行されることを確認しています。参考と
して、かかるCoTRのテンプレートが同通達の付
録に添付されています。

FCPがDTTの文言によって
税務上の居住者とみなされ
る場合、FCPはルクセンブ
ルク税務当局によって発行
されるCoTRを取得すること
ができます。
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2） FCPファンド（契約型ファンド）のみに適用－第
2種
FCPは法人格を持たないため、通常は条約特典
を受けることができませんが、それにもかかわら
ずルクセンブルク税務当局は、条約の特別な文
言（たとえば、ドイツ、サウジアラビア 6 ）により、
FCPが特典を享受できることを確認しています。
DTTによっては、ルクセンブルクの居住者投資家
がFCPに参加していること（ドイツとルクセンブル
ク間のDTTの場合）などの特別な要件を満たして
いることが特典適用の条件となることもあります。
FCPがDTTの文言によって税務上の居住者とみ
なされる場合、FCPはルクセンブルク税務当局に
よって発行されるCoTRを取得することができ、そ
の見本が同通達の付録に添付されています（第2
種証明書）。
3） ルクセンブルク税法に基づく居住者証明書－
第3種
最後に、ルクセンブルク税務当局は、UCITSと
SIF SICAV-SICAFファンドの両方とも、ルクセン
ブルクの国内税法に基づくCoTR（第3種証明書）
を取得できることを確認しています。かかる証明
書は、ファンドがDTT規定の適用を受ける以外の
理由でルクセンブルクの税務上の居住者であるこ
とを確認する必要がある場合に役に立ちます（た
とえば、「サンタンデール」事件と「アバディーン」事
件における欧州司法裁判所の判例に基づくEUで
の税還付請求）。かかるCoTRのテンプレートも同
通達の付録に添付されています。
ルクセンブルク税務当局への申請には、CoTRの
取得申請の理由を記載しなければなりません。

同通達はまた、契約当事者の国・地域がDTTの
特典をルクセンブルクのファンドに適用すること
を認めていない場合7と、その適用が不確実な場
合8についても、ルクセンブルクDTTを明確にして
います。
CoTRの取得手続
ルクセンブルク税務当局に申請するCoTRの種
類に関係なく、ルクセンブルク金融監督委員会
（ Commission de Surveillance du Secteur
Financier：CSSF）からの監督証明書を申請書に
添付しなければなりません。この証明書は、ファン
ドの法的形態とファンドが現在CSSFの監督下に
あることを確認するものとなります。
第3種証明書に関しては、SICAV-SICAFファンド
が受領した所得の詳細もルクセンブルク税務当
局への申請書に添付しなければなりません。将
来の所得に関して申請を行う場合、ファンドの投
資方針に関する説明をルクセンブルク税務当局
への申請書に添えて提出し、申請した証明書の
対象となる所得の詳細を、翌年6月30日までに
ルクセンブルク税務当局に提出しなければなり
ません。
同通達はルクセンブルクの投資ファンドに条約
特典を付与することを認めている国を明確にして
いるものの、実際には、理論が現実からかけ離
れている場合が見られます。

ファンドの場合に明らかに問題になります）、2）
申請のために、投資ファンドを営利企業と同じ
ものとして扱い、かつ投資ファンドにも同じ実体
要件が適用されることを求める税務当局によっ
て設計された税還付請求用紙への記入が必要
となる場合、3）申請がUCITS投資ファンドに限
定され、UCITSに類似するファンドは対象とは
ならない場合、4）申請に時間と費用がかかり、
煩雑な事務手続を必要とする場合。

要点：
• 投資の世界は多様であり、さまざまな
種類のストラクチャーと投資家が含ま
れ て い ま す 。 OECD は こ の 状 況 を 認
め、現実に合わせるために、さまざまな
規則を策定しようとしていますが、その
内容はまだ固まっていません。
• その一方で各国は、このような複雑性
にかかわらず、濫用と租税回避を阻止
するという目的と、長期投資を保護す
る必要性のバランスを取ることが不可
欠であることを見落とすべきではあり
ません。

具体的には、DTTに基づく軽減税率の申請は、次
の1）から4）の状況では、非常に難しくなります。1）
申請のために、投資家の大半が投資ファンドと同
一の国に居住しているという確認が必要となる場
合（世界的に販売されているルクセンブルク籍の

5

デンマーク、スペイン、インドネシア、アイルランド、モロッコについては、管轄当局間の明確な合意によります。ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、オーストリア、アゼルバイ
ジャン、バーレーン、バルバドス、中国、アラブ首長国連邦、ジョージア、ガーンジー、香港、マン島、イスラエル、ジャージー、ラオス、リヒテンシュタイン、マケドニア、マレーシ
ア、マルタ、モルダビア、モナコ、ウズベキスタン、パナマ、ポーランド、ポルトガル、カタール、チェコ共和国、ルーマニア、サン・マリノ、セイシェル、スロベニア、スリランカ、タジ
キスタン、台湾、トリニダード・トバゴ・チュニジア、トルコ、ベトナムについては、明確な成文によります。フィンランド、カザフスタン、スロバキア共和国、シンガポール、タイにつ
いては、ルクセンブルク税務当局の解釈によります（相手方の管轄当局によって異議が唱えられる可能性があります）。

6

ドイツ、サウジアラビア、ガーンジー、マン島、ジャージー、セイシェル、タジキスタン。

7

南アフリカ、ベルギー、ブラジル、日本、ノルウェイ、オランダ、英国については、合意によります。カナダ、エストニア、ハンガリー、インド、アイスランド、ラトビア、リトアニア、スイ
スについては、明確な成文の解釈によります。米国（覚書）、フランス（art 10bis）、モーリシャス（議定書）、メキシコ、スウェーデン（議定書）については、二重課税防止条約によ
ります。ロシアについては、税務当局の解釈によります。

8

ブルガリア、ギリシャ、イタリア、韓国。
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投資家向け
報告
活力を
取り戻す

ニック・ガフニー
（Nick Gafney）
マネージング・パートナー
i2pコンサルティング
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世界の規制環境は引き続
き、資産運用業界に厳しい
試練を突きつけています。
多くのファンドと資産税務
チームにとって、これはつ
らく苦しい時代です。規制
当局がより広範にわたる
情報とより分かりやすい投
資家向け報告を求める
中、業界関係者は、遵守
義務を守り、リスクを管理し
なければならないだけでな
く、投資家の要求に応え、
厳しい競争環境において成
功を目指さなければなりま
せ ん。 OECDの 共 通 報 告
基準（Common Reporting
Standard: CRS）が始動し
つつある現在、力を奮い起
こして活力を取り戻すこと
ができるでしょうか？

デロイトは2016年上半期に、2013年に資産運
用会社を対象に実施した独自の市場調査の追
跡調査を依頼しました。その目的は、一連の詳
細なインタビューを通じて、初回調査から明らか
になった全体像を最新の状態に保つとともに、リ
スク管理の強化によってプロセス効率を改善し、
パフォーマンスの向上につなげるという一連の
取り組みにおける資産運用会社の進捗状況を
評価することにありました。
2013年に資産運用業界を調査したとき、資産運
用会社は主に以下の3つの必要に駆られて、事
業経営モデルの高度化を図っていました。
1. 監督とリスク管理の強化
2. プロセス効率の向上
3. 付加価値の創出とパフォーマンスの向上
要するに、リスク管理は不可欠であるものの、投
資家が享受する付加価値の向上と革新も、資産
運用会社の目標の中心に位置付けられていま
した。経営資源は逼迫し、対立する動きも見られ
たものの、改革の方向は明確でした。ただ、その
ペースは、金融機関によって、またトップからの
後押しによって、ばらつきがありました。
現状維持で精一杯
2013年以来、リスク管理と投資家の要求を満た
すための取り組みは低下しつつありますが、そ
の大きな原因となっているのは、世界の規制環
境の変化です。デロイトの調査は、こうした変化
が改革の方向とペースに大きな影響を与えてい
る ことを 示 唆 していま す。資 産 運用 会 社 は 、
FATCAの導入に備え、その遵守を達成するた
めに、すでに余裕のない経営資源を振り絞って
大々的に取り組んでいました。CRSが導入され
た2016年になると、業界には、現状を維持する
だけで精一杯という雰囲気が漂っていました。
その結果、付加価値の創出とパフォーマンスの
向上という将来のビジョンの達成に向けた熱意
はいまや消え去り、惰性に取って代わられてい
ます。

換言すると、業界は現在、一種の規制疲れの状
態にあります。目の前の仕事をこなすだけという
状態がいまや常態化しています。限られた経営
資源は主に、要求されるデータの収集や遵守の
達成、定量化されていないことの多いリスクを管
理するための試みといった、絶対に欠かせない結
果を出すための、往々にして厄介なプロセスに投
入されています。
存在はするが、出しゃばらない
規制が増大し、それに伴って監視の目も厳しくな
る中、資産運用業界ではリスクが以前よりも重要
な検討課題となっていることは間違いありません。
また、結果的に税務部門の重要性も増していま
す。しかし、リスクが増大しているとの印象にかか
わらず、そのリスクの程度と内容、ひいては適切
なリスク軽減の水準が十分に理解あるいは定義
されているとは限りません。
各社は当初、新しいグローバルな規制を遵守で
きないのではないかという恐れから、初期対応に
相当の経営資源を投入しました。FATCAの要求
する内容を理解し、組織を動員し、必要なデータ
を見つけ出して収集するために、FATCAのさまざ
まな側面に対応するプロジェクト・マネジメント・オ
フィス（PMO）を立ち上げたところも多くありまし
た。そして、FATCAに基づく報告を2年経験した
現在、多くの機関はFATCAを「済んだ」こととみな
したがっています。今後何らかのミスが表面化し
ても、規制当局が大目に見てくれるのではないか
という一種の期待が広く見られます。PMOの解散
が進み、税務部門の仕事量は増えたものの、遵
守のための経営資源はそれほど増やされていま
せん。
取締役会は今でもグローバルなコンプライアンス
リスクを意識しているものの、基本は「便りがない
のは良い便り」という姿勢です。税務チームは、
存在しても出しゃばらないことが期待されていま
す。つまり、彼らは舞台裏でリスクを管理すると同
時に、効率的にファンドを組成し、コストを低く抑
え、報告のクオリティを維持することによって投資
家を満足させることを求められています。
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一方、CRSの影響に関する予想はさまざまで
あり、今後の課題について明確な意見の一致
はまだ見られません。その受け止め方は、求め
られる口座データの照合に関して予想される困
難の度合いのほか、規制を遵守できない恐れ
の切迫性と深刻さの認識に大きく影響されてい
ます。リスクに関しては、最新の調査結果から
見えてくる全体的な状況は不透明で、方向性が
はっきりしないといえます。
向上か惰性か
経営資源に余裕がないことと、FATCAとCRS
をめぐるリスクが十分に明確化あるいは理解さ
れていないことから、多くの機関は、プロセスモ
デルや資源配分モデルに関する「優れた」あり
方について、明確な意識を持っていないように
見受けられます。その結果、現在の目標は、
「まずまず」の水準を達成することに限られてい
ることが少なくありません。リスクとそのリスクの
最善の管理法が明確でなければ、プロセスの
「向上」の方向性が間違っていたり、さらには将
来不要になったりすることを恐れてプロセスの
向上に多大な投資をすることに消極的になるの
は明白です。
インタビューに答えた回答者の多くは、テクノロ
ジーの活用とデータのコントロールの改善が、
より効率的かつ効果的に成果を挙げ、監督を
強化し、リスク管理の向上を達成する一つの手
段になると認識していました。しかし現時点で
は、業界は今日の遵守要求への対応に追われ
るあまり、全面的な組織改革を達成する方法ま
で考えが及んでいないように見えます。
結局のところ、FATCAをめぐる経験は、データ
へのアクセスが情報報告という課題に対応する
組織の能力のカギとなることを示しています。こ
のため、組織はデータに関する取り組みの強化
を迫られていますが、そのためのソリューション
は、つぎはぎであることが多く、将来の変化にも
対応可能で、長期にわたり優れたコストメリット
と価値をもたらすような計画的で完全に統合さ
れたシステムとはいえません。したがって、「優
れた」あり方についての明確なビジョンがなく、
しかも全面的な改革を妨げかねない大きな障
害がしばしば組織内部に存在する状況の中、
税務チームは目立たぬように、ただその場をし
のいでいます。リスクが外見上、管理されてお
り、取締役会でほとんど問題にされていない
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以上、もっと多くのことに手を出す理由を主張する
ことは難しくなります。この段階で答えの出ていな
い問いは、この惰性の状態を打破するにはどうす
ればいいかということです。
基本に立ち返る
2013年の初回インタビュー時、多くの調査参加者
は、付加価値を創出し、組織の全体的なパフォー
マンスを向上させなければならないというプレッ
シャーを感じていました。回答者の所属する組織
が中央集権化されているほど、コストの最小化と投
資家報告を通じて付加価値を生み出す機会も明確
でした。しかし、単に新たな規制要件をこなすことに
重点が置かれるようになる中、最近のインタビュー
では、このようなプレッシャーをうかがわせる回答
は著しく減りました。
現在では、増える一方の作業量を、以前とほとん
ど変わらない―場合によっては、以前より少ない―
経営資源でこなさなければならないため、ステーク
ホルダーの基本的な要求を満たし、規制上の問題
を避けなければならないことにプレッシャーが集中
しているようです。今日の業界は全般的に、法令遵
守の商業的なメリットや、システムとデータの向上
がもたらす付加価値の可能性を以前ほど明確に理
解していないように見えます。作業量と絶え間なく
変化する環境のせいで、遵守のプロセスは現在、
ビジネスに必要なコストの一部にすぎないとみなさ
れています。
もちろん、全部が全部そうだというわけではありま
せん。一部の回答者は、プロセスの効率性と同様
に、データのアクセスとコントロールの向上がもた
らしうるメリットと潜在的な付加価値を認識していま
した。しかし、平常の状態に戻れるまでは、このた
めに努力することすら考えたくないという消極的な
姿勢が依然として見られます。
新たな「平常」を探す
世界の規制環境がまるで流砂のように移り変わる
中、資産運用業界はオアシスを探すのではなく、
ブーツの中に入った砂を出すことに気を取られて
立ち往生しているように見えます。しかし、目の前
の課題をこなすための取り組みと、変革のビジョン
を実現するための取り組みは、それほど両立しえ
ないものでしょうか？いくつかの組織の事例は、発
想の転換と、向上を図るためのより実際的なアプ
ローチに基づいた第3の方法があることを示唆して
います。

発想の転換の軸となるのは、何を「平常」と捉え
るかということです。新しい規制の遵守とそれに
関連するリスクや報告要件の絶え間ないプレッ
シャーに疲弊したチームは、平常状態に戻れば
ビジョンを練り、より良い未来を計画するために
必要な時間ができると考え、平常状態に戻りたい
と考えがちです。しかし実際は、変化がおそらく唯
一確実なことであるため、絶え間ない変化がもた
らす影響を受け入れて緩和する、新たな平常状
態に到達することに焦点を移した方が現実的で、
有意義な考え方です。必然的に、プロセス、デー
タ、リスクに対するコントロールの強化がその取り
組みの中心的な部分を占めます。
とはいうものの、この取り組みにはやはり、何ら
かのロードマップが必要となります。カギとなるの
は、より実際的な考え方と、急速な変化を目指す
のではなく段階的に変化を重ねるアプローチで
す。間に合わせの対処でしのぐのではなく、目に
見える向上に重点を置くことが必要となると同時
に、ロードマップを明確に定めた上で、取り組み
やすい、いくつかのステップに分けることも必要と
なります。各ステップは、現実的に達成可能であ
り、それだけでメリットをもたらすようなものにしな
ければなりません。
たとえば、データの場合、最初のステップは単
に、必要な全てのデータを見つけ出すことかもし
れません。そのためには、組織的なプロセスを通
じてあらゆるデータソースを突き止め、マッピング
し、アクセスする必要があります。最初のステップ
を達成すれば、次に取るべきステップとして、デー
タのクリーニングやデータの確保が考えられま
す。そして最終的に、将来の要件に対応できる堅
固なプラットフォームの構築を目的とした、データ
の集約へと進みます。リスクの識別、マッピング、
定量化、軽減についても、同じようなアプローチを
取ることができます。こうした段階的なステップを
踏むことで、ある程度のプロセス効率の向上が自
ずと達成されます。こうした向上は、達成の実感
が得られるものであり、その組織に合ったやり方
で拡大していくことができます。
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結論
惰性は、資産運用業界が直面している今日の
課題に起因する大きなリスクの一つといえるか
もしれません。規制の圧力という大きな負担の
せいで、目の前の課題をこなすだけになってい
る場合、価値を提供する機会が失われるだけ
ではありません。間に合わせの行動で済ませて
いると、やがて後手に回り競争上の優位を失う
危険を冒すことにもなります。活力を取り戻し、
より実際的で段階的な道をたどって新しい、よ
り良い「平常」を目指すことによって惰性を打破
することがおそらく、その解決策になるでしょう。

要点：
• 世界の規制環境は急速な変化と拡大
を続けており、資産運用会社は市場競
争力を保つために、変化の波に乗り遅
れないようにしなければなりません。
• 資産運用会社は、データへのアクセス
とコントロールの向上が大きな付加価
値をもたらすことを認識しているもの
の、そのような全面的な改革に着手す
るだけの経営資源も時間もないように
感じています。
• 現在、組織は「まずまず」の状態を達成
するために最善を尽くしており、規制疲
れと惰性の雰囲気が漂っています。
• この惰性を打破するためには、最終的
にはかつて目指していた変革のビジョン
のようなところにたどりつく一連の段階
的な変革を通じて新たな「平常」状態に
到達することに力を入れる必要があり
ます。
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インダストリアル化を
通じて
効率性を高める
パトリック・スピラー
（Patrik Spiller）
パートナー
コンサルティング
デロイト
ステファン・ブヘラー博士
（Dr. Stefan Bucherer）
シニアマネジャー
コンサルティング
デロイト
トーマス・アンケンブラント博士
（Dr. Thomas Ankenbrand）
ルツェルン応用科学芸術大学
ウェンディ・スピール
（Wendy Spires）
リサーチヘッド
ウェルスブリーフィング

金融危機が始まって以来、銀行業界は、コスト圧力と規制当
局からの厳しいチェックにさらされています。と同時に、ディ
スラプション（創造的破壊）の可能性を秘めた大きな技術進
歩にも直面しています。10年近く続いた厳しい市場環境を経
て、銀行は今、費用収入比率を改善し、規制遵守を確実に
し、市場のディスラプションに対応するイノベーションを促進
するようなソリューションを求めています。インダストリアル化
は、この業界で目新しいコンセプトではありません。しかし、
あまり重視されてこなかったため、そのメリットはまだ広く理
解されていません。インダストリアル化の9つの方策は将来、
銀行業の効率性と機敏性を高めるような待望のソリューション
へと銀行を導くかもしれません。
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銀行業界の主なトレンド

内外の競争

規制の
変化

顧客の
期待の増大

自己資本・
流動性要件

銀行業界に
ディスラプションをもたらす
新規参入者
銀行への圧力

収益低下を
補うための
コスト重視

技術革新

経済的
不確実性

出典: Deloitte (2016), “Industrialization in banking”
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厳しい市場環境は近年、銀行の利益幅を圧迫し
ています。この状況は、コスト増大と収益低下の
両方が組み合わさって世界規模で生じています。
特に影響を受けているのが欧州の銀行で、ECB
の試算によれば、欧州圏の銀行の平均自己資本
利益率（ROE）は、2000年の15％超から、2016
年第2四半期にはわずか5％にまで低下しまし
た。これは、記録的な低金利、不利な市場環境、
自己資本規制の厳格化、顧客のリスク回避姿勢、
競争の激化などのさまざまな要因の結果です。
規制要件の引き締めも、銀行の抱える課題をさら
に重くしています。こうした状況を背景に、銀行
は、顧客を後回しにして、改善のための活動に追
われています。さらに、この業界における新たな
テクノロジー中心のプレーヤー（フィンテック企業
と、アップルやグーグル、アリババとその傘下の
アント・フィナンシャルなどの巨大テクノロジー企
業）の台頭により、ディスラプションの直撃を回避
するためのイノベーションの必要性が高まってい
ます。

我々の 調査 は、 イ ンダ
ストリアル化がイノベー
ションのスピードと機敏
性も高めることを裏付け
ています。

利幅の縮小という状況に対処するために、銀行
はこれまで主に「クイックウィン（すぐに成果の出
る施策）」に重点的に取り組むことで収益性を改
善してきました。そうした改善は、銀行の経営の
あり方を根本的に変えることなく従業員の数を削
減することで達成されることが少なくありませんで
した。しかし今、金融機関の焦点が変わりつつあ
ります。ウェルスブリーフィングとデロイトが最近、
世界各地のウェルス・マネジャーを対象に実施し
た最近の調査では、回答者の85％が、中核事業
への注力を強めることを主な優先事項に挙げま
した。

一つの対応としてのインダストリアル化…
一つの説得力のある答えは、インダストリアル化
の取り組みです。インダストリアル化の特徴は、
重複の排除、ソーシングの選択肢の見直し、プロ
セスの標準化にあります。銀行業におけるインダ
ストリアル化は目新しいトピックではありません
が、近年、注目が高まっています。スイスで最近
実施された調査では、銀行の経営幹部のおよそ
90％が、インダストリアル化の主なメリットは、コ
ストの削減とスケーラビリティの向上であるという
見解に同意しました。

同じ調査で、ウェルス・マネジャーは、顧客への
対応と顧客アドバイザーを支援するテクノロジー
の開発に多額の投資をする意向を表明しまし
た。とはいえ、「クイックウィン」が計画から外され
た今も、疑問は残ります。銀行が長期的な効率
性を回復しつつ、新たな競争上の優位を育てる
ための資金を手当てするには、どうすればいい
のでしょうか？

付加価値に注力するために、標準化されたプロセスに割く労力を減らすことを優先

5 - 最優先

43%

1 - 優先せず

さらに、ウェルス・マネジャーを対象にした世界
的な調査では、回答者の50％以上が標準化さ
れたプロセスに割く労力を減らすことを優先度
の高い課題とみなしていました。彼らはその代
わりに、付加価値を生み出すプロセスに注力
し、顧客に直接対応する活動に投資したいと考
えていました。こうした調査結果は、デロイトの
2016年版グローバル・アウトソーシング・サーベ
イから得られた知見と一致しています。同サー
ベイの参加者はアウトソーシングを、コストを削
減し、中核事業に注力し、キャパシティの問題を
解決する手段とみなしていました。
さらに、我々の調査は、インダストリアル化がイ
ノベーションのスピードと機敏性も高めることを
裏付けています。インダストリアル化はイノベー
ションを促進します。というのも、標準化されたプ
ロセスに投入していた経営資源をイノベーション
のための取り組みに回せるようになるからで
す。特に規模の小さい機関の場合、アウトソー
シング先や協力パートナーが持っている外部の
専門知識を借りることで、「イノベーションのエコ
システム」を構築し、参加することが可能になり
ます。インダストリアル化された機関は、合理化
されたプロセス、効果的な組織、効率的なITシ
ステムのおかげで、ディスラプションに素早く対
応し、新しい革新的な商品・サービスを組み込
むことができます。
…しかし、重大な課題に直面している
インダストリアル化のメリットが広く認識されてい
ることを考えると、金融機関のインダストリアル
化がもっと進んでいないのはなぜかという疑問
が残ります。たとえば、スイスの銀行の30～
50％は、インダストリアル化の方策の大部分に
ついて、基礎的方策（プロセス・エクセレンス、組
織効率化、製品合理化）を除けば、その

ポテンシャルを全く活用していない、あるいはご
く限られた範囲でしか活用していないことを認め
ています。同様に、最も標準化が進んでいる業
務機能（コーポレート・アクションの処理、決済処
理、証券取引処理）についても、高度に標準化
されていると回答した割合は世界のウェルス・マ
ネジャーの40％に届きませんでした。
我々の調査によれば、インダストリアル化の原
則を推進する上で最大の障害となるのは、変革
に対する抵抗と文化の壁です。インダストリア
ル化のためには、場合によっては働き方を変え
なければならず、しかも、一部の仕事は消滅の
危険すらあることを考えると無理もありません。
しかし、別の仕事も生まれます。

出典：WealthBriefing & Deloitte (2016), “Evolving operating models in wealth management”
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明確な方向性を与え、内部から変革をリードする
ために組織内で変革の推進役となる「チェンジ・
エージェント」を明確にすることは、上層部の責
任です。実際、銀行の経営幹部に対するインタ
ビューから、持続可能な変革のためには、組織
の全面的な協力確保が必要であり、したがって
ツールやメソッドに関する知識を内部で蓄積する
必要があることが明らかになっています。
今日、多くの銀行はこの知識を組織内部に持ち
合わせておらず、外部から取り入れる必要があ
ります。こうした理由もあって、経営幹部は、コス
トの高さがインダストリアル化の実施におけるも
う一つの重要な課題だと考えています。したがっ
て、金融機関がインダストリアル化に投資する場
合は、自行の戦略、インダストリアル化の成熟
度、コア・コンピタンスに沿って投資することが賢
明といえます。
インダストリアル化とは何か？
他の業界における我々の経験を踏まえると、銀
行業のインダストリアル化については5つの原則
を導き出すことができます。これらの5原則は、
重複の排除、ソーシングの選択肢の見直し、プ
ロセスの標準化という全体的な目標を推進する
役割を果たします。

インダストリアル化の成功のために、これら
の5原則を実践するための9つのインダストリ
アル化の方策を定義することができます。こ
れらの方策は、その成熟度に応じて分類され
ます。基礎的方策は、既存プロセスの実行の
短期的改善を目指し、変革的方策は、経営モ
デルの長期的な再設計を目指すものである
一方、破壊的方策は銀行のビジネスモデル、
組織、文化の刷新を目指します。これらの9
つの方策はそれぞれ単独でも適用できます
が、インダストリアル化の5原則に基づいて総
合的に戦略を立てなければ、インダストリア
ル化のもたらすメリットを最大限に生かすこ
とはできないことを強調しておく必要があり
ます。

我々の調査によれば、インダ
ストリアル化の原則を推進す
る上で最大の障害となるの
は、変革に対する抵抗と文化
の壁です。

銀行業のインダストリアル化の5原則

フロント・トゥ・バックの
サービス連携

• 顧客志向とサービス志向を最大化するために、バリューチェーンに沿ってサービスの連携を
図る
• 可用性、サービスの質、処理の向上に注力する

明確な
プロセス志向

文化的変革

• プロセスを中心として銀行の経営モデルを構築する
• あらゆるプロセスの生産性を確実にかつ継続的に向上させる

• 効率性と進化を重視する明確な姿勢をスタッフに浸透させる
• 改善を提案する従業員に報償を与え、変革プロセスの早い段階でスタッフを巻き込む

経営資源の
最適化

バリューチェーンの
分解

出典：Deloitte (2016), “Industrialization in banking”
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• 経営資源配分の最適化のために有意義なパフォーマンス測定システムを導入する
• 「測定しなければ、対処することもできない」

• 定期的にバリューチェーンを見直し、賢く調達する
• コア・コンピタンスと、他社との差別化につながる活動を意識する

パフォーマンス第22号

銀行業のインダストリアル化に関するデロイトの枠組み

バリューチェーンの再構築

プロセス・エクセレンス
プロセス・オーナーを指名し、高度プロセス
分析を適用することによって、フロント・トゥ・
バックのプロセス管理を導入する。継続的
改善原則を適用する。銀行全体にわたり
プロセスを標準化する。

組織効率化
組織階層を減らし、コントロールの範囲を
最適化する。縦割り構造を解体し、フロン
ト・トゥ・バック業務と顧客サービスとの連
携を強める。共通機能を一元化する。職
能組織間の垣根を超えた相互関係、意
思決定、機敏な対応が可能になるように
組織を改編する。

製品合理化
商品・サービスの品揃えを最適化し、標
準化する。幅広い品揃えと、重複してい
て差別化につながらない、取扱高の少な
い商品の削減とのバランスを取る。商品
プラットフォームに、オープン・アーキテク
チャの原則を活用する。

バリューチェーンを商品ではなく顧客と
サービスに合わせる。取捨選択して、コ
ア・コンピタンスに集中する。付加価値を
もたらさない活動を見直す。十分な差別
化効果がない、あるいは戦略的ではない
活動については、マネージド・サービスを
購入する。

業界向けユーティリティ・サービスと
ジョイント・ベンチャー
業界向けユーティリティ・サービスを構築して、
自行の持つ能力を商品化する。他の銀行ある
いは非金融サービス・プロバイダーとジョイン
ト・ベンチャーを構築することでスケールメリッ
トを実現し、能力ネットワークを作り出す。

プロセスのデジタル化とロボット化

ITの簡素化
サポート期間が終了したアプリケーション
は除去する。複数の製品と複数の事業体
に対応できる標準化されたシステムを活用
する。ソフトウェアのカスタマイズを最小限
に抑える。ITインフラを最適化する。SaaS
（サービス型ソフトウェア）とIaaS（サービス
型インフラ）を導入する。

拠点の最適化
イノベーションとコラボレーションを促進す
るワークスペースの概念を応用する。従
業員1人当たりのCO2排出量を最適化す
る。拠点を統合する。優秀な人材獲得の
ため、人材採用をグローバル化する。ニ
アショアリングとオフショアリングを通じて
雇用を最適化する。

ペーパーレスのクライアントオンボーディング
などのデジタルプロセスを導入する。優れた
顧客サービスの実現のためにビッグデータの
アナリティクスを活用する。ルールベースの反
復的な処理にはロボットを利用する。デジタ
ル・エコシステムとの接続を拡大する。

経済価値の管理
顧客価値、サービスコスト、プロセスのパ
フォーマンスを測定するためにビジネスア
ナリティクスを導入する。商品・サービス
の開発と顧客への提供における経営資
源の配分を最適化する。KPIと報酬を密
接に連携させる。

破壊的
銀行のビジネスモデル、組織、文化の
刷新

変革的
経営モデルの再設計（長期的）

基礎的
既存のオペレーションの実行と
価値創造の改善（短期的）

出典：Deloitte (2016), “Industrialization in banking”
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パフォーマンス第22号

新たな経営モデル
インダストリアル化は、銀行が選択したビジネス
モデルに応じて、銀行の経営モデルに影響を
与えます。特に、バリューチェーンの再構築に
取り組む場合や、提携とジョイント・ベンチャー
を検討する場合、バリューチェーンの特定の部
分にのみ焦点を当てることになります。我々は
未来の銀行業のビジネスモデルとして、5つの
新しいビジネスモデルの登場を予想しています
が、これらのバンキング・モデルの成功はある
部分、インダストリアル化の取り組みの結果に
かかっています。

こうした新たな経営モデルの導入は、金融機関
の能力とビジネスモデルに強く左右されます。全
体的なバリューチェーンの再整備の重要な要素
で あ る ビ ジ ネ ス・ プ ロ セ ス・ ア ウ トソ ー シ ン グ
（BPO）実施の予想所要期間を尋ねたところ、全
ての資産運用会社が6～18カ月と答えました。
より複雑なバリューチェーンを有し、アウトソー
シングする業務を非常に限定する傾向のあるユ
ニバーサルバンクなどの金融機関は、それより
はるかに長い実施期間を見込んでいます。

信頼される
信頼される
アドバイ
アドバイザー
ザー

未来の銀行業のビジネスモデル

商品開発

オペレーション＆
取引処理

• 信頼に基づく総合的な最終顧客向けのアドバイザリー・
サービスに注力

リスクコントロール＆
コンプライアンス・法務

財務

人事

• オープン・アーキテクチャをベースにした商品ポートフォリ
オで、商品は内外から調達

法務＆規制

税務

IT

顧客評価

商品リーダー

TA

顧客評価

金融
アドバイザリー

金融
アドバイザリー

リスクコントロール＆
コンプライアンス・法務

PL

取引処理の
世話役

法務＆規制

顧客評価

金融
アドバイザリー

リスクコントロール＆
コンプライアンス・法務

TC

マネージド型
ソリューション

法務＆規制

顧客評価

金融
アドバイザリー

リスクコントロール＆
コンプライアンス・法務

MS

ユニバーサル
バンク

法務＆規制

顧客評価

金融
アドバイザリー

リスクコントロール＆
コンプライアンス・法務

UB

法務＆規制

凡例

アウトソーシング
される業務機能

商品開発

オペレーション＆
取引処理

財務

人事

税務

IT

商品開発

オペレーション＆
取引処理

財務

人事

税務

IT

商品開発

オペレーション＆
取引処理

財務

人事

税務

IT

商品開発

オペレーション＆
取引処理

財務

人事

税務

IT

一部アウトソーシング
される業務機能

• 全ての取引処理とサポートサービスをアウトソーシング

• 外部の金融サービス・プロバイダー向けの革新的な商品
の開発に注力
• 自行の商品を効率的に開発・管理できるようにITシステ
ムをカスタマイズ
• 全ての取引処理とサポートサービスをアウトソーシング

• 最 終 顧 客 と外 部 の 銀 行 お よ び ノ ン バ ン ク 向 け の オ ペ
レーションと取引処理サービスの提供に注力
• 商品は外部から調達し、アドバイザリー業務とポートフォ
リオ管理は内部および提携先と実施
• 取引処理関連のITを一部、内部で実施し、それ以外の全
てのサポート機能は完全にアウトソーシング

• 銀行およびノンバンクに、内部のバリューチェーンの細分
化を可能にするような専門サービスを提供
• ソリューションは、規制に関する情報、KYC、税務、決済
やその他のサポート機能など多種多様
• 最終顧客向けのサービスや商品開発は行わない

• 複数の業界セクターにわたり総合的に商品を提供し、フ
ロント・トゥ・バックのプロセスをシームレスにコントロール
• 一部の取引処理とサポートサービスをアウトソーシング
• 実現できるのは、非常に規模の大きい銀行のみ

コア・コンピテンス
出典: Deloitte (2016), “Industrialization in banking”
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パフォーマンス第22号

スイスで最近実施された調査では、銀行の経営
幹部のおよそ90％が、インダストリアル化の主
なメリットは、コストの削減とスケーラビリティの
向上であるという見解に同意しました。
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パフォーマンス第22号

スイスの銀行が最近の調査で表明したように、金
融機関が実際に今後5年以内にインダストリアル
化の水準を大幅に引き上げることを望むならば、
今、行動を起こさなければなりません。しかし、全
てのバリューチェーン再構築の機会が実行に移さ
れるわけではありません。BPOプロバイダーがも
たらす効率性の向上がアウトソーシングを依頼す
る金融機関の期待を満たすとは限らないためで
す。世界的な調査では、ウェルス・マネジャーの
90％以上が、BPO契約を締結するには、最低で
も20％の効率アップを期待していることが分かり
ました。したがって、BPOプロバイダーは、顧客に
魅力的な価値提案をするために自身の成熟度と

効率性を高めることを要求されます。高いプロセ
ス・エクセレンスを達成している金融機関、ある
いはすでにスケーラブルなプラットフォームを有
している金融機関は、マネージド型ソリューション
のビジネスモデルを選択し、自身がBPOプロバ
イダーになることもできます。実際のところ、調査
対象となったウェルス・マネジャーのうち、同業他
社へのサービスの提供を検討していたのは12％
でした。さらに、回答者の21％は、この種のサー
ビスを他機関に提供したいかどうかという問いに
「分からない」と答えています。同時に、4大監査
法人などの他の非従来型のBPOプロバイダー
が、特に資産運用会社向けのサービスを拡大し
つつあります。

BPOプロバイダーの成熟化が進み、金融機関
の間でインダストリアル化の取り組みのペース
が上がれば、アウトソーシングの水準も高くなり、
その重要も高くなります。今日、アウトソーシング
の重要なリスクとみなされているデータの機密
性とITリスクに関する懸念でさえ、より優れたソ
リューションが導入され、業界がそのようなシス
テムに関する経験を積めば、軽減されるでしょ
う。その結果、金融機関は次第に、自社のコア・
コンピタンスを活用し、顧客のための付加価値
を創出できる事業に注力するようになります。

金融機関の種類別に見た、BPO実施の予想所要期間

資産運用会社

27%

9%

フルサービスのウェルス・マネジャー

18%

13%

33%

25%

総計
0%

43%

14%

31%

7%

10%

20%

29%

20%

30%

40%

2年以上

18%

75%

その他

18カ月～2年
19%

50%

ユニバーサルバンク

50%

出典：WealthBriefing & Deloitte (2016), “Evolving operating models in wealth management”
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27%

25%

17%

シングル／マルチファミリーオフィス

12-18カ月

33%

44%

プライベートバンク

6-12カ月

50%

17%

外部資産運用会社

0-6カ月

67%

33%

14%

24%

60%

70%

18%

80%

90%

100%

パフォーマンス第22号

しかし、ウェルスブリーフィングとデロイトによる調
査において指摘されたように、プレーヤーによっ
て中核事業が異なるため、付加価値の定義は
業界プレーヤーによって異なります。投資運用
会社の場合、投資リサーチはその価値創造の
要となりますが、ITソフトウェアの開発はそうで
はありません。しかし、オンラインのリテール・
バンキングに携わっている金融機関は、逆の判
断をするでしょう。したがって、各業界プレーヤー
にとって何が付加価値かについては、明確な定
義はありません。同じ調査において、ウェルス・
マネジャーの大半は、顧客関係とサービスの質
を主要な付加価値として挙げました。これは、
「信頼されるアドバイザー」のビジネスモデルに
典型的に当てはまります。したがって、信頼され
るアドバイザーが顧客関係とサービスにより一
層注力することを可能にする、さらに進化した経
営モデルを考えることができます。

BPO契約を締結するために金融機関が求める
効率アップの最低水準

7%

さまざまな国で、銀行数行が共同で、競合する銀
行にもサービスを提供するサービス会社を設立
し始めています。ドイツでは、そのようなサービス
会社がすでにかなり以前から、地方銀行グルー
プや相互銀行グループの一部としてだけでなく、
大手銀行のサービスセンターとして設立されてい
ます。UBSのセルジオ・エルモッティCEOは最
近、スイスの銀行に対して、さらに急進的な構想
を提案しました。国内銀行の大半にサービスを提
供するという同氏の「スーパーバックオフィス」構
想は、野心的に聞こえるかもしれませんが、すで
に基礎的方策と変革的方策が活用されているな
らば、業界向けユーティリティ・サービスの創出に
向けた、そのような創造的破壊は、理にかなって
いるように思われます。

スイスの銀行が最近の調
査で表明したように、金融
機関が実際に今後5年以
内にインダストリアル化の
水準を大幅に引き上げる
ことを望むならば、今、行
動を起こさなければなりま
せん。

他の金融機関へのBPOサービスの提供を
検討している金融機関

21%

12%

33%
35%

67%
25%

10%
20%
30%

はい
いいえ
分からない

>30%
出典：WealthBriefing & Deloitte (2016), “Evolving
operating models in wealth management”

出典：WealthBriefing & Deloitte (2016), “Evolving
operating models in wealth management”
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パフォーマンス第22号

ITの簡素化とプロセスのデジタル化
バリューチェーンと組織体制の改革に加えて、
金融機関はIT環境の簡素化とプロセスの自動
化も検討しています。多くの銀行は、ITシステ
ムの複雑さを軽減するための重点プログラム
をすでに実施しているか、今後3年以内に確立
する計画を立てています。しかし、大半は継続
的な改善に頼っています。そのような取り組み
には、SaaS（サービス型ソフトウェア）の利用
（スイスの銀行の26％が今後5年以内にSaaS
をほぼ全面的に導入する計画を立てていま
す）、IaaS（サービス型インフラ）の利用（29％）、
さらにはPaaS（サービス型プラットフォーム）の
利用（31％）も含まれます。
さらに、金融機関のほとんどが最新のサード
パーティ製のコアバンキング・システムの導入
を検討しています。実際、デロイトの調査か
ら、こうしたプラットフォームを使っている欧州
の銀行は、総資産利益率（ROA）、資本利益
率（ROC）、費用収入比率の点で、レガシー・

システムを使っている銀行を上回ることが判明
しています。
このような技術変革には、資本回収まで何年も
かかる大規模な投資が必要となります。変化が
激しく、新たな技術進歩（ブロックチェーンや認
知コンピューティングなど）が次々と登場する世
界では、多くの金融機関はかかる投資に今、着
手することに尻込みするかもしれません。時代
遅れのシステムに投資してしまう落とし穴を避け
つつ、処理効率を上げるにはどうすればいいの
でしょうか？この難しい課題に対し、業界のリー
ダーは、「二段変速テクノロジー（two speed
technology）」方式を採用しています。つまり、
安定したコアシステムに投資する一方、顧客向
けインターフェースにはアジャイル・アプローチ
を活用し、テクノロジー・パートナーとつながるこ
とで、そのようなイノベーションのエコシステム
の持つポテンシャルを生かすやり方です。

レガシー・アプリケーションを使用している銀行と比較した、サードパーティ製のバンキング・
アプリケーションを利用している銀行の5年にわたるパフォーマンスの改善

30%

28%

25%
20%

19%

15%
10%
5%
0%
-5%
-6.5%

-10%
ROA

ROC

出典： Deloitte (2014), “Banking disrupted”
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費用収入比率

多くの金融機関はまた、人間が行っている反
復的な作業をルールベースのエンジンによっ
て自動化できるように、プロセス処理における
ロボットの導入とデジタル化を検討していま
す。これは、STP（ストレート・スルー・プロセッ
シング）率の向上を目的とするコアバンキン
グ・システムのアップグレードに代わる、戦術
的でありつつ効果の大きい選択肢です。デロ
イトが最近行ったスイスの銀行におけるイン
ダストリアル化に関する調査では、調査対象
となった銀行の60％超が、商品適合性、リス
クコントロール、会計処理、報告などの領域に
おいてプロセスのデジタル化を活用する予定
であると回答しました。現時点では、プロセス
のデジタル化を活用している割合は40％に届
きません。投資運用における典型的なロボッ
トの使用事例には、さまざまな情報源からの
リサーチデータの編集、カスタマイズされた
ベンチマーキングの作成、MiFID取引報告、
デリバティブのエクスポージャーの報告などが
あります。

パフォーマンス第22号

20～30％のコスト節減を達成
インダストリアル化のどの方策も、大きな財務
的影響をもたらす可能性を秘めています。イン
ダストリアル化の方策の実施に関する経験に
基づき、我々は平均的な銀行が完全にインダ
ストリアル化した場合のコスト節減を20～30％
と推定しています。これは、一部の人員を外部
人員に切り替えることなどによる、FTEの30～
40％削減と関係しています。しかし、出発点に
よって、銀行間に大きなばらつきが出る可能性
があります。

どのようにスタートするか
インダストリアル化の恩恵を享受しようとする金
融機関はまず、全般的な戦略的方向性と自行
のコア・コンピタンスを明確にする必要がありま
す。次に、フロント・トゥ・バックのプロセスの調
査を通じて、インダストリアル化の方策全てに
ついて成熟度評価を実施します。最大の不足
点を突き止め、中核と非中核に注目することに
よって、変革ポートフォリオを定義することがで
きます。このフェーズでは、さまざまなステーク
ホルダーとキーとなる従業員からの協力確保
が極めて重要です。

インダストリアル化の原則が組織に受け入れら
れていなければ、必要な変革を持続可能な形
で実施することはできません。金融機関のトップ
は、未来への道筋をリードする役割を負ってい
ます。今日、適切な措置を講じておけば、機敏
性の向上とイノベーションを通じて未来の価値
を引き出すために必要な経営資源が手に入る
ようになるのです。

要点：

インダストリアル化の各方策が銀行の収益と費用に与える影響

収益の伸び

コスト削減

•

銀行業界は、収益源の減少、規制当
局からの厳しいチェック、市場のディ
スラプターなどの複数の要因による圧
力にさらされています。

•

インダストリアル化は、金融機関がス
ケーラビリティの向上を図り、コストを
削減し、今まで以上に重要となってい
るイノベーションを促進することを可能
にします。

•

しかしそのためには、経営上層部から
の絶え間ない注力を伴う総合的な変
革の取り組みを通じて、変革に対する
抵抗を克服するとともに、投資を賢く
計画する必要があります。

•

バリューチ ェーンの再構築とビジ ネ
ス・プロセス・アウトソーシングの活用
がインダストリアル化の主要な手段と
なりますが、これらの手段が金融機関
の目指すビジネスモデルと一致してい
る必要があります。

•

ITの簡素化とロボットによるプロセス
自動化は相互に補完することで、より
高いSTP率を達成し、機敏性を向上さ
せ、新たなビジネスモデルへの準備を
整えます。

•

インダストリアル化によって20～30％
のコスト節減が達成可能です。

FTE削減

プロセス・エクセレンス
組織効率化
製品合理化
バリューチェーンの分解

ITの簡素化
拠点の最適化
ジョイント・ベンチャーと業界
向けユーティリティ・サービス
プロセスのデジタル化と
ロボット化
経済価値の管理
収益増大／コスト減少率

0%

0-5%

5-10%

10-20%

>20%

出典: Deloitte (2016), “Industrialization in banking”
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不動産管理の技術革新：
不動産ファンドにおける
ブロックチェーンの利用に
関する考察
デビッド・ダルトン
（David Dalton）
パートナー
コンサルティング
デロイト
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はじめに
世界の不動産ファンド業界は最近、成長の停滞
に見舞われています。その背景には、以下をはじ
めとするさまざまな要因があります。
• 欧州連合に関する不確実性（ブレグジットなど）
• 中国経済の減速
• 最近の米大統領選挙
• 不動産価格の高騰
2016年上半期の取引高は2,920億米ドルと、前
年 同 期 の 3, 2 4 0 億 米 ドルか ら 若干 減 少 しま し
た 1。それでも、プライベート・エクイティ不動産会
社の上位5社の間では、直近5年間で見た資金
調達額が前年より平均267億3,567万米ドル増え
ており、トッププレーヤーは業界の将来について

自信を持っていることを示唆しています（下図参
照）2。
本稿ではまず、現在市場に出回っている主要
なプライベート・エクイティ不動産プラットフォー
ムを中心に、既存の不動産管理ソリューション
について考察し、既存のソフトウェア・インフラ
に対する専門家の見解を交えて紹介します。
次に、不動産ファンド業界に適した特性を持つ
代替的なソリューションとして、ブロックチェーン
技術とその主な特長を説明します。最後に、
資産運用プロセス全体にブロックチェーンのソ
リューションを組み込むことによってもたらされ
る価値について考え、理解するための一助とし
て、今後の検討事項を取り上げます。
ディスラプションの機が熟している業界セクター
このような業界の低迷を受けて、世界の投資
家はより慎重な姿勢を取るようになっており、

ゲートウェイ都市に重点を置くとともに、それ相
応に予想投資収益率（ROI）を管理するように
なっています。また、業界が提供する不動産
も、以前は金融資産としての不動産が中心だっ
たのに対し、今ではサービスとしての不動産へ
と性質が大きく変化しています。たとえば、ドイ
ツは欧州で最も重要な資本の中心地とみなさ
れており、アイルランドがそれに続きます。どち
らの国も、2017年は投資と不動産開発にとっ
て絶好の地とみなされています。
「ブロックチェーン技術は急速に進歩してお
り、不動産にこのテクノロジーを活用すること
によって、劇的に効率性を高め、コストを削減
できます」―デビッド・ダルトン、パートナー、
デロイト・アイルランド、グローバル・ブロック
チェーン・リーダー
この変化しつつある環境の中で競争するため
には、新たな効率化の機会を見出して実現し、
コスト節減を達成する必要があります。

世界上位5位のプライベート・エクイティ不動産会社

2015

2016

（単位：百万米ドル）
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2

Prequin, Real Estate Spotlight, August 2015
PERE’s Annual Ranking of the Largest Private Real Estate Firms in the World, May 2016, 2015
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デロイト・アイルランドのコーポレート・ファイナン
ス担当ディレクターのマーク・ドレグナンは、次の
ように述べています。「不動産ファンドのバイサイ

ドとセルサイドの両方にとって、売買プロセスにお
いてテクノロジーが十分に活用されていないこと
がネックになっています。現在使用されている管
理情報は、さまざまな異なるシステムによって生
成されたものであり、処理が必要です。この処理
は時間がかかり、コストもかさみます。テクノロ
ジーを活用すれば、全ての当事者のためにこの
プロセスの迅速化を図ることができます」
現在、資産運用会社は、不動産管理ソフトウェ
ア、ローン管理ソフトウェア、滞納金管理ソフトウェ
アなどさまざまなシステムを利用しています。業
界関係者がしばしば表明する共通の懸念は、さ
まざまなシステムの間で統合が図られておらず、
人々やチームが縦割り型の構造の中で動いてい
て、互いに効果的にコミュニケーションが取れて
いないということです。この統合と一貫性の欠如
ゆえに、取引を行うために必要な管理情報を生
成する際にデータ処理の落とし穴が発生すること
になります。全ての取引（不動産ファンド特有のも
のに限らず）を迅速に進めるためのカギとして、
以下が挙げられます。
• あらゆるステークホルダーを関与させる
• ステークホルダーに常に最新情報を提供する
• 問題を迅速に解消する
上記の点に共通することは何でしょうか？答えは
簡単、人とデータです。不動産ファンドセクター
は、非常に詳細な情報（建物の配線に関する情
報まで）を必要とするセクターであり、その情報を
他の取引参加者と安全かつ迅速に共有できるよ
うにしなければなりません。そのためには、取引
の参加者全員が情報を安全に保存し、素早く共
有するために使用しており、かつ正確な状況を反
映していると信頼できる、業界標準のテクノロジー
が必要です。

3
4
5
6
7

Oracle、2016年11月
Yardi、2016年10月
MRI、2016年10月
SS & C、2016年10月
SAP、2016年10月

60

不動産物件に関して記録する必要のあるデー
タは詳細にわたるため、安全で透明性の高い
不動産管理ソフトウェアへの投資は、全てのス
テークホルダーにとって不動産管理プロセスの
効率性を高める確実な手段となります。現在、
YARDI、MRI、SS&Cがプライベート・エクイティ
不動産ソフトウェアのトッププロバイダーとみなさ
れています。これらのプラットフォームは、ユー
ザーが自社に関係する最新の契約・法律関連
の要件を一つ残らず遵守するために必要となる
大量の文書を効率的に追跡し、管理することを
可能にします。提供されているサービスを一通
り見てみると、あらゆるユーザーを透明性の高
い方法でつなぐことができる、より先進的なソ
リューションが、全ての関係者にとっていかに好
ましい新たな選択肢となるかが分かります。

「不動産の取引・査定データは、比較的量が少
ない一方、非常に複雑になる傾向があります。
そのため、多くの取引参加者がこのプロセスを
いまだに手作業で処理していることも考え合わ
せると、このセクターにおけるファンド管理は、
ブロックチェーンのもたらす変革によってとり
わけ大きな恩恵を受けられると思われます」
―コーマック・ディナン、コンサルティング担当ディ
レクター、デロイト・アイルランド
現行の不動産管理ソリューション：いまひとつの
水準？
Oracle JD Edwards
Oracle JD Edwards EnterpriseOne Real Estate
Managementは、管理下にある不動産物件に
関するあらゆる情報を統合し、不動産のライフ
サイクル全体を通じて財務および業務プロセス
の合理化を図ります。ユーザーの間では、簡単
な設定、便利なモバイルアクセス、優れたカスタ
マーサポートが評価されています。したがって、
デロイトUSの分析によればOracle JD Edwards
が米国の不動産投資信託の間で人気の選択肢
であることは当然といえます。

Yardi
2万を超える企業、法人、政府機関が不動産事
業の管理・推進にYardiソフトウェアを利用してい
ます。この不動産管理プラットフォームは、不動
産のオーナー、管理者、投資家やその他のステー
クホルダーなど、世界中の顧客がそのニーズに
応じて情報にアクセスすることを可能にします。
Yardi は 、 小 規 模 の 不 動 産 会 社 向 け の Yardi
Genesis3プラットフォームと、中規模から大規模
の不動産オーナー、管理者、投資家向けの
Yardi Voyagerプラットフォームという2種類のプ
ラットフォーム・サービスを提供しています。
どちらのプラットフォームも、会計処理、オペレー
ション、補助プロセスに対応しており、住宅用・商
業用ポートフォリオについてはモバイルサービス
も利用できます。Yardiソリューションは、建設開
発、政府、オフィス、工業、小売、空港など18種
類以上の不動産市場に対応しています4。
MRI
45年以上にわたり5大陸の顧客にサービスを提
供してきた実績を持つMRIは、世界の不動産管
理業界に経営管理ソフトウェア・ソリューションを
提供しています。不動産業界向けのエンタープ
ライズ・ソフトウェア・アプリケーションとホスト型
ソリューションのリーディングカンパニーとして、
MRIは、世界の住宅用不動産と商業用不動産
向けに、最終利益とビジネス・ポートフォリオのリ
ターンの向上に役立つサービスを提供していま
す。住宅用のアプリケーション・パッケージは、
オンラインでの賃貸から契約更新、敷金明細作
成まで、不動産サイクル全体を効果的に管理し
ます。一方、商業用アプリケーション・パッケー
ジは、予算策定や予測から財務会計、テナントと
の接続などのサービスを提供します5。
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SS & C
SS & Cは、世界6,900以上の顧客に不動産管理ソ
フトウェアと不動産ファンド・アドミニストレーション
サービスを提供しています。不動産管理・会計プ
ラットフォームであるSKYLINEや、ポートフォリ
オ・マネジャーとファンド・マネジャーが不動産取
引やファンドと投資家の関係を追跡・管理できる
ようにするTNR Solutionなど、幅広い商品を提供
しています6。
SAP RE FX
米国外では、SAPがあらゆる規模の顧客向けに
複雑な不動産業務を簡素化するフルスタックの
統合型業務管理ソリューションを提供していま
す。このソフトウェアはさらに、SAP Financialsに
完全統合されているというメリットがあり、我々の
調査では、この点が一部のユーザーの間で最も
大きなメリットと評価されています7。

我々の分析から明らかになったのは、ここで取り
上げた現行のシステムが今日、各不動産に関し
て保有しなければならない大量のデータの処理
にうまく対応できていないということです。そのた
め、これらのシステムは、深刻な処理の遅れやコ
ストの増大、最悪の場合はシステムの故障などの
不具合に見舞われています。別のソリューション
の方がうまく機能する可能性があることは、極め
て明白です。理論的には、プロセスに関わるあら
ゆる当事者に元帳を分散させる能力を持ったシ
ステムは、さらに有利になります。その共有的な
性質は、単一障害点（その一カ所で障害が発生
するとシステム全体が停止するような箇所）が存
在しないことを意味し、高度な暗号化によってセ
キュリティを確保することができます。より多くの
当事者を追加できる機能がソフトウェアに組み込
まれればスケールメリットを達成できるため、コス
トも低下します。したがって我々は、実現可能な
新たな選択肢はブロックチェーンベースのソリュー
ションであると考えています。

ブロックチェーンの世界における不動産

「私たちは、ブロックチェーン技術は効率性向上と
エラー減少を実現できるデジタルな取引元帳とし
て、金融サービス業界にとって大きな可能性を秘
めていると考えています。オルタナティブ投資セク
ターでは、ブロックチェーンが将来、不動産投資
における抵当権の記録や不動産の権原の移転
のほか、プライベート・エクイティ投資における清
算や決済などで使われるようになると予想できま
す。私たちは、こうした応用領域を注視し、検討し
ているところです」―アラン・フラナガン、プライベー
ト・エクイティ＆不動産ファンドサービス グローバ
ルヘッド、BNYメロン

世界の不動産ファンド業界は最近、成長の停滞に見舞われています。
その背景には、ブレグジットなどの欧州連合をめぐる不確実性、中国
経済の減速、最近の米大統領選挙をはじめとするさまざまな要因があ
ります。

61

パフォーマンス第22号

ブロックチェーンをめぐる盛り上がりはしぼむ気
配がなく、ドン・タップスコットはブロックチェーン
を「今後10年間のビジネスを変える可能性が
最も高いテクノロジー」とまで形容しています7。
2016年は、世界の大手金融サービス機関の大
半がR3などのコンソーシアムを通じて、あるい
は自ら概念実証を実施して、このテクノロジー
を検証する動きが見られました。懐疑派の中に
は、これは「時流に乗り遅れない」ための宣伝
にすぎないと主張する者もいますが、ブロック
チェーン技術が多くの具体的な使用事例に適
合するさまざまな重要な特性を備えていること
は否定できません。以下に、ブロックチェーンの
主要な特性が、先述した不動産管理ソフトウェ
アに関する現在の問題の緩和にいかに役立つ
かをまとめました8。
クロスボーダー―使いやすいクロスボーダーの
元帳は、このビジネスの性質上、特に力を発揮
します。不動産ファンドがさまざまな拠点にポー
トフォリオを分散させる傾向にあることを考える
と、この点は特に強力です。
透明性―ネットワーク上で取引の監査と追跡
が簡単にできることは、ブロックチェーン方式の
ソリューションの明らかな利点です。元帳上の
あらゆる当事者間で完全な透明性が保たれる
ことにより、ユーザーは物件をより明確に、か
つ全体的に把握することができます。
7

Harvard Business Review, May 2016

8

Deloitte Netherlands, “Blockchain technology:
9 benefits & 7 challenges,” 2016

9
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Deloitte Netherlands ‘#3 Blockchain – the
benefits of smart contracts’ , November 2016

恒久的な信頼できる記録―ブロックチェーン
は、不正操作や紛失の恐れが全くない、不変
の取引記録です。デュー・ディリジェンスに必
要な時間を大幅に削減できるため、特に不動
産の売却時に役に立ちます。
自動化―スマートコントラクトを通じた条件付き
取引が実現する可能性があります。これによ
り、オンサイトとオフサイトの両方で、物件を管
理する業務スタッフのミスを確実に減らせま
す9 。また、不動産ローンの滞納を追跡できる
スマートコントラクトの導入につながる可能性
もあります。
マルチパーティ―ブロックチェーンはその性質
上、マルチパーティ型のテクノロジーであり、取
引情報はネットワーク全体にわたりピア・ツー・
ピアで共有されます。一部のソフトウェア・ベン
ダーに対する不満の一つは、プラットフォーム
上で当事者同士がやり取りできないことです
が、この問題はブロックチェーン技術を利用し
たソリューションを使うことによって解消できま
す。また、信頼済みの当事者であれ信頼済み
でない当事者であれ、多くのさまざまな当事者
を加えるのに経費があまりかかりません。
安全―強力な暗号化機能が組み込まれていま
す。また、多数のさまざまなデバイスにわたって
事実が分散されて記録されるため、現行のシ
ステムのような単一障害点が存在しません。
リアルタイム―あらゆるステークホルダーに、
ほぼリアルタイムのデータが提供されるため、
全ての当事者にとって投資に対する全体的な
信頼が確保されます。

「分散型元帳は、たとえば不動産管理に関連す
るあらゆるオペレーションの記録に使うことがで
き、請求処理（売掛金と買掛金）とそれに関連
する支払いを分散型元帳上で報告したり、法定
通貨の裏付けのある仮想通貨で実際に支払っ
たりすることも可能になります。その後、許可が
あればこれらのデータを不動産評価の参考情
報として回収し、報告、評価あるいはリスク管
理などのさまざまなプロセスの合理化に役立て
ることができます」―ティボルト・コレット、コンサ
ルティング担当ディレクター、デロイト・ルクセン
ブルク
上記を読むと、ブロックチェーン方式の不動産
管理ソリューションが不動産ファンドビジネスに
非常に適していることは明らかです。現行のシ
ステムの多くは、不動産に関するデータの安全
なリアルタイム表示を、処理しやすいフォーマッ
トで提供することに長けていません。
ブロックチェーン方式のソリューションはこの問
題を解決し、不動産に関するデータを利用しや
すい管理情報に変換するために必要な時間を
大幅に削減できる可能性があります。次に、不
動産ファンド業界にとっての今後の重要な検討
事項をいくつか取り上げます。

「不動産業界の取引にブロックチェーン・アプリ
ケーションを追加的に導入することによって、時
間とコストをさらに削減できます。その上、意思
決定者がデータ分析を利用して不動産の売買
や建設に関する将来の投資決定を下すことも
可能になります」―ジャン、ウィレム・サンティン、
マネジャー、デロイト・リアル・エステート

パフォーマンス第22号

「ブロックチェーン技術は、解決すべき明確なビジネス上の問題が存
在し、達成すべき明確なビジネス上のメリットが存在する場合に、最
も効果を発揮します。現在の不動産ファンド業界には、マルチパー
ティ、安全、高速、相互運用可能という特徴を備えた業界標準テクノ
ロジーが存在しないことを考えると、ブロックチェーンは主力のテク
ノロジー・ソリューションへと急成長を遂げるのに必要な特徴を全て
備えています」
ローリー・ケホー、EMEAブロックチェーン・ハブ統括責任者

今後の検討事項と結論
ティボルト・コレットが主張するように、「分散型

元帳技術によって実現できる不動産業界のエコ
システムの未来を正確に予想することは困難で
す。しかし、ブロックチェーンが到来しつつある
ことは疑いようがありません」。 確かに、ブロッ
クチェーン技術が近いうちに業界全体にパラダ
イムシフトを引き起こすことはないかもしれません
が、現行のシステムに代わる不動産管理システ
ムがこの市場におけるブロックチェーンの適用
性を検証する絶好の使用事例となることは、上
述した分析から極めて明白です。業界の変革の
一端を担い、低コストで効率性の高いソリュー
ションを構築できることは、ビッグプレーヤーに
とってメリットとなります。
キリアン・レオノウィッツが言及しているように、
「アセットサービス機関には、不動産業界の顧
客をがっちりつかまえ、新しい基準を策定し、決
定的に重要なアプリケーション・プラットフォーム
を手中に収めた上で、効率性の劣る競合他社
に、自社のブロックチェーン方式のプラットフォー
ムをサービス料金制で提供するという絶好の機
会が開けている」のです。
デロイトの不動産グローバルヘッドのボブ・オブラ
イエンは、不動産業界におけるブロックチェーン

について非常に前向きに考えており、次のよう
に述べています。「ブロックチェーン技術は、取
引のデュー・ディリジェンスのプロセスにおいて
共有されるデータのスピードと質を高め、ポート
フォリオ・マネジャーやアセット・マネジャーが入
手できる物件レベルの運営情報や投資の運用
情報の質を高め、ファンド・マネジャーとファンド
投資家との間のコミュニケーションを円滑にする
ことによって、プライベート・エクイティ不動産業界
に大きな影響を与える可能性を秘めています」
ブロックチェーンの未来は、人々が認識している
よりもはるかに近付いており、認識されているか
どうかに関係なく（そして、好むと好まざるとに関
わらず）、ブロックチェーンが定着することは確
実です。分散型元帳技術には大きな機会が開
けており、今こそブロックチェーンの旅を始める
べき時です。概念実証を開発し、試験運用を実
施することで、このテクノロジーの持つ真のポ
テンシャルが実現し始め、タップスコットが主張
するように次の10年間で最も破壊的な影響力を
持つテクノロジーとなるでしょう。もう少し様子見
をしたいという誘惑に負けないでください。ぐず
ぐずしていては結局、後悔することになります。

要点：
• 世界の不動産ファンド業界は最近、さま
ざまな要因（特に、ブレグジットなどの欧
州連合に関する不確実性、中国経済の
減速、最近では米大統領選挙）により成
長の停滞に見舞われていますが、上位5
位のプライベート・エクイティ不動産会社
の間では2016年、直近5年間で見た資
金調達額が前年より平均267億3,567万
米ドル増えました。
• ブロックチェーンベースのソリューション
は、不動産ファンド業界において新たな
選択肢になるでしょう。
• 多くの現行のシステムでは、不動産に
関するデータの安全なリアルタイム表示
を、処理しやすいフォーマットで提供する
ことに長けていません。ブロックチェーン
方式のソリューションはこの問題を解決
し、不動産に関するデータを利用しやす
い管理情報に変換するために必要な時
間を大幅に削減できる可能性があり
ます。
• ブロックチェーンの未来は近付いてお
り、ブロックチェーンが定着することは確
実です。

今が、その時です。備えましょう。
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アセットサービスの
未来―
3つの破壊的技術が
カギとなる
ゴードン・スミス
（Gordon Smith）
ジャーナリスト
サイバーセキュリティ専門家

デビッド・ダルトン
（David Dalton）
パートナー
コンサルティング
デロイト

テクノロジーによるディスラプ
シ ョ ン（創造的破壊）の大きな
波がアセットサービス業界に押
し寄せようとしています。5年以
内に、ロボティック・プロセス・
オートメーション（RPA）、ブロッ
クチェーン、認知システムは、
サービス・プロバイダーのオペ
レーションに劇的な変化を生じ
させ、大きな継続的影響を与え
るでしょう。

コーマック・ディナン
（Cormac Dinan）
ディレクター
コンサルティング
デロイト

これらの破壊的技術は一体となって、効率性を
向上させ、リスクを軽減し、顧客へのサービス
の質を高める大きな可能性をアセットサービス
機関にもたらします。本稿では、これらの影響
を最も強く受ける領域について説明し、アセット
サービス機関がテクノロジーによるディスラプ
ションの波に飲み込まれるのではなく、波に乗
れるようにするためにできることについて述べ
ます。
今日のアセットサービス
アセットサービス業界が今、ディスラプションに
直面しているのはなぜでしょうか？デロイトの
調査によれば、この業界は世界中で20万人以
上を雇用しています。雇用規模がこれほどの
水準に上っている原因の一つは、何十年にも
わたって業界のシステムとプロセスに非効率
が蓄積してきたことにあると指摘されていま
す。これらの従業員（フルタイム換算：FTE）の

リサ・シンプソン
（Lisa Simpson）
シニアコンサルタント
金融サービス
デロイト

多くは、手作業による反復的なタスクに従事し
ていますが、そうしたタスクは今では、自動化
テクノロジーがコスト効率の高い方法で代わり
にこなすことができます。
運用資産額（AUM）は拡大し続けている一
方、アセットサービス機関は大きな課題を抱
えています。2008年以来、業界の動きは、主
に規制環境に左右されており、その結果とし
て業務費用とFTE数も上昇しています。テクノ
ロジーは進化していますが、規制の変化とコ
スト削減に焦点が当てられているため、業界
はテクノロジーの進化のペースについて行け
なくなっています。しかし今日、バックオフィス
とミドルオフィスの反復的な、手作業によるコ
スト効率の悪いプロセスを先進的なプロセス
自動化によって置き換え、絶えず向上させて
いくことがこれまで以上に喫緊の課題になり
つつあります。
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ディスラプションの概要：ロボティック・プロセス・
オートメーション、ブロックチェーン、認知技術
こうした破壊的技術は、どういったものでしょう
か？これらのテクノロジーは、直線的に発達す
るものではなく、その進化のスピードも影響も、
従来のテクノロジーを上回っています。本稿で
これら3つのテクノロジーを選んだのは、それぞ
れが短期的（オートメーション）、中期的（ブロッ
クチェーン）、長期的（認知技術）なディスラプ
ションを代表するテクノロジーだからです。
アセットサービスのプロセスはいまだに、反復的
な手作業の占める割合がかなり高いため、ロボ
ティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、標
準的なアセットサービスのバリューチェーンを

半導体
マイクロプロセッサ
物理的な記録を
デジタルデータで
置き換えることを可能に

1960s

1970s

メインフレーム
夜間の
バッチ処理を
可能に

自動化するテクノロジーとして、理想的な候補
になります。ブロックチェーンは金融エコシステ
ム全体に影響を与え、取引処理およびポストト
レード処理の著しい効率アップと規制コントロー
ルの向上を実現させると思われます。また、複
数の仲介機関の排除につながる可能性もあり
ます。認知技術がアセットサービスに影響を与
えるようになるのは、もう少し先になると思われ
ます。デロイト・ルクセンブルクのアドバイザリー
＆コンサルティング担当パートナーのサイモン・
ラモスは、認知技術をめぐってはすでに現実的
な機会が存在しており、アセットサービス機関
はこの新興テクノロジーと、このテクノロジーに
よる業界革新の可能性を認識しておく必要があ
ると考えています。

ターミナルとPC
銀行と支店を自動化し、
オフラインの
リモート・バンキングを
促進

1980s

1990s

本稿でこれら3つのテク
ノロジーを選んだのは、
それぞれが短期的（オー
トメーション）、中期的（ブ
ロックチェーン）、長期的
（認知技術）なディスラプ
ションを代表するテクノ
ロジーだからです。

スマートデバイス
顧客とやり取りし、
データを収集する
新たな媒体を生み出す

2000s

ローカルネットワーク
データセンター、
イントラネット、
企業システムを可能に

2010s

1. ロボティクス
2. ブロックチェーン
3. 認知

現在

モバイル
フリクションレスな
決済の先駆け
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RPAとは
ロボティック・プロセス・オートメーションとは、現在は一般にシェアード・サービスセンターやバックオフィ
スの処理チームによって実施されている、定型的あるいは反復的な業務プロセスを実行するロボット
（あるいは「ボット」）と呼ばれるソフトウェア一式を指します。これは、相互にデータをやり取りできるとは
限らない複数のITシステムにまたがる業務プロセスや、人間が行うには時間がかかりすぎるものの、
大規模なIT変革を必要とするほどでもない業務プロセスに対処するのに理想的に適しています。

あらゆるタイプの
アプリケーション
との情報のやり
取りが可能

ロボットとは...

• コンピューターでプログラミングされた

ソフトウェア
• プログラムが人間とアプリケーションの

インタラクションを模倣
• 機能横断的・アプリケーション横断的な

ソフトウェア

ロボットが得意
とするプロセス
とは…

• ERP

• ルールベースで反復的

• Windows

• 構造化されたインプットデータがベースと

• ExcelとWord

なっている

• Outlook

• 中程度から大量の取引量

• メインフレーム

• 人為ミスが起こりやすい

• Citrix

• 例外発生率とプロセスの変化が少ない

• Explorer

• 需要が変動する

• BPMS

認知技術をめぐっては
すでに現実的な機会が
存在しており、アセット
サービス機関はこの新興
テクノロジーと、このテク
ノロジーによる業界革新
の可能性を認識しておく
必要があります。
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このアプローチの商業的魅力は言うまでもありません。ソフトウェア型ロボットのライセンスは、オンショ
ア人員であれオフショア人員であれ人件費に比べれば安くつくからです。今日、専門のプロバイダーに
よる技術進歩のおかげで、このソフトウェアの俊敏性、適応性、アクセス性も高まっています。また、
財務面以外のメリットもあります。ロボットベースのプロセスのパフォーマンスは、人間によるプロセス
に比べて予測可能性が高く、一貫性があり、ミスが起こりにくいように設計されており、オペレーショナ
ル・リスクの軽減につながります。何よりも、ロボットは通常、ほんの数週間で導入できます。いったん
導入すれば、多くの場合、数時間とは言わないにせよ数日のうちに新しいプロセスを割り当てることが
できます。

ソフトウェア型ロボット
のライセンスは、オン
ショア人員であれオフ
ショア人員であれ人件
費に比べれば安くつき
ます。

ロボットのスキル

情報を収集、照合、
確認する

学習し、予期し、
予測する（行動
または結果を）

構造化／非構造化
データを合成し、
分析する

業務のパフォーマンスを
モニタリング、追跡、また
はレポートする

情報・データを記録し、
送信する

計算（保有高や金額）
および／ また は決 定
（何をするか）を行う

活動を統合 し、管理
する（ ロボ ットに よる
活動と人間による活
動の両方）
ユーザー、クライアント、
顧客とコミュニケーション
を取り、彼らを支援する
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ブロックチェーンとは
世界経済フォーラムは、2025年までに、世界の
GDPの少なくとも10％がブロックチェーン・プラッ
トフォーム上に保存されるようになると予測して
います。ブロックチェーンとは、取引を記録する
ための分散型データベースで、ネットワーク上
のあらゆる参加者が各取引のコピーを共有し
ます。設計上、ブロックチェーンは、取引の正
当性を確認するための一元的な信頼できる権
威機関を必要としません。ブロックチェーンは
データを「ブロック」と呼ばれる固定された構造
の中に保存します。ブロックの中には通常、確
認済みのデジタル資産のリストに加え、実行さ
れた取引とその金額、取引の当事者のアドレ
スなどの命令ステートメントが収められていま
す。データのセキュリティは、暗号化機能によっ

1

ブロックの中には通
常、確認済みのデジタ
ル資産のリストに加え、
実行された取引とその
金額、取引の当事者の
アドレスなどの命令ス
テートメントが収められ
ています。

√

B

A
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て確保されます。多くの業界ウォッチャーはこの
側面を、人間同士のやり取りやビジネスのやり
方に革命を起こすものとみなしています。このテ
クノロジーは、取引プロセスとポストトレード・プ
ロセスの効率性を高める一方、規制コントロー
ルも向上させます。さらに、ブロックチェーン・ア
プリケーションにおいて重要な役割を果たすよう
になりつつあるのが、スマートコントラクトです。
これは、コンピューター・プログラムがブロック
チェーン技術を利用して、当事者間で法的強制
力のある契約を締結できるようにする仕組みで
す。契約の条件はブロックチェーン上に保存さ
れるため、仲介者やさまざまなプラットフォーム
が不要になり、ビジネスのプロセス全体が合理
化されます。

2

3

4

5
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認知技術とは
人工知能の研究から生まれた認知技術は、自
然言語処理、コンピュータービジョン、音声認
識、ロボティクスなどのいくつかの領域で構成さ
れています。ボットよりもさらに高度な認知技術
は、人間の判断を模倣することによって手書き
文字の認識や画像の識別、自然言語処理を用
いた情報の解釈などを実行します。機械学習
能力のおかげで、認知技術を用いたツールは
ひとりでに性能を向上させることができ、投資
運用セクターにおけるロボアドバイザーの急速
な進歩の土台となっています。
現時点ではRPAほど成熟していないものの、デ
ロイトでは認知技術が大きな変革の可能性を
秘めていると見ています。従来人間によって行
われていた、判断に基づく知覚タスクを自動化
するために、企業が音声認識や自然言語処
理、機械学習などの認知技術をRPAとともに使
用し始めていることは、重要な新しいトレンドで
す。AIには無限の用途が広がっていますが、AI
を利用したツールは、RPAツールよりも導入コ
ストがかかり、したがって導入に必要な期間も
長くなります。
• 認知ツールは、判断や学習の要素を必要と
する複雑で非定型的なタスクの実行を向上
させることによって価値を高めることができ
ます。
• これらのツールは、まだ初期の発展段階にあ
るとはいえ、急速に能力が向上しています。
• 限定的で具体的なビジネス目的のために導
入するのが最も適しています。

影響、課題、リスク
RPA
デロイトでは、これらの破壊的技術のうち最初
にRPAが、近い将来にアセットサービス市場に
本格的に影響するようになると考えています。
取引指示の処理を自動化するRPAツールだけ
でも、あらゆるアセットサービス機関にも大きな
価値をもたらす可能性を持っています。さらに、
請求プロセスがファンド会計・カストディサービ
スの価格と連動していない場合の収益のロスを
特定できるというメリットもあります。現在、BNY
メロンは、多くのトレード決済とデータ照合業務
においてロボットを利用しています。
インドは、破壊的技術によって最も大きな影響
を受ける拠点の一つになります。というのも、グ
ローバルな大手アセットサービス機関の多く
が、過去10年にわたる大規模なオフショア化の
取り組みの結果、インド国内で大規模に事業を
展開しており、数千人を雇用しているからです。
オフショア化されているタスクとプロセスは、オ
フショア化に伴って特定され、文書化され、移転
されたものであるため、いつでもスピーディにそ
の場で自動化できる状態にあります。こうした
先進的なアセットサービス機関の一部はすで
に、大量の反復的なタスクを扱うためにRPAを
大々的に導入し始めており、インドの銀行・金
融サービスセクターは、これらの初期の取り組
みを実施するのに適した拠点として人気を呼ん
でいます。ANZ銀行のインドセンターはすでに、
組織内に800台以上のロボットを導入しており、
今後1年でさらに250台を導入する計画です。

機械学習能力のおかげ
で、認知技術を用いた
ツールはひとりでに性能
を向上させることがで
き、投資運用セクターに
おけるロボアドバイザー
の急速な進歩の土台と
なっています。

高

オペレーション効率
効率性／コスト削減
質／正確性／リスク軽減

コスト

現在、ニューヨークメロン
銀行は、多くのトレード決
済とデータ照合業務にお
いてロボットを利用してい
ます1。

常時サービス
柔軟性／マルチタスク対応
低

管理情報
£X
オンショアFTE

£1/3X
オフショアFTE

£1/9X
ロボット

出典：デロイトによる分析

1

http://www.americanbanker.com/news/bank-technology/how-bny-mellon-became-a-pioneer-in-bots-1090969-1.html

71

パフォーマンス第22号

自動化は、5年以内に完全にアセットサービス
に組み込まれると予想されます。デロイト・ニュー
ヨークの銀行業・証券担当パートナーのスリダー・
ラジャンは、自動化が完全に人間に取って代わ
ることはないものの、一部の役割を補完するよ
うになると考えています。さらにラジャンは、自
動化によって人員が60～70％削減され、残っ
た30～40％の仕事にFTEが集中的に投入され
るようになると予想しています。つまり、カストディ
アンの従業員は、これらのツールが解決できな
い真の例外事項に集中的に取り組むようにな
り、真のリスクにより大きな焦点を当てることに
なります。コスト節減の幅には、大きなばらつき
があるものの、平均で30～40％が達成可能で
あることが示唆されています。ただし、コスト節
減を唯一の成功の指標とすべきではないことに
留意する必要があります。

ブロックチェーンをアセット
サ ービス に適用 すれ ば、
バリューチェーンの完全な
再設計につながります。

ブロックチェーン
ブロックチェーンをアセットサービスに適用すれば、
バリューチェーンの完全な再設計につながります。
ダブリンにあるデロイトのEMEAブロックチェーン開
発センターを統括するローリー・ケホーは、ブロック
チェーンによっていずれ、今日の取引処理と照合
業務の大部分が不要になる可能性すらあると考え
ています。ファンドが投資家に直接販売され、その
記録がブロックチェーン上に残れば、証券代行機関
がファンドの引受けを監視して、ファンド参加者の
シェア記録を管理する必要もなくなり、バリュー
チェーン全体をさらに合理化することができます。
カストディアンの役割は、証券を安全に保管し、所有
者への譲渡を確実にすることにあります。「明日、もし
この関係がブロックチェーン上に保存されて、

RPAは既存のテクノロジー・プラットフォームに後
付けすることができますが、ブロックチェーンは、ア
セットサービス機関のITインフラをより根本的に変
革します。デロイトUKのシニアマネジャーのマーク・
ヒートンは、これを「心臓切開手術」になぞらえて
います。

リスクと
パフォーマンス
預託機関
ファンド販売
ソリューション

ファンド会計

取引と現金
管理

ブロックチェーンの影響
影響大
影響あり
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不変性を持つようになり、全ての取引がブロック
チェーン上で行われるようになれば、所有権の管
理という点では、今日のカストディアンが提供する
価値とほぼ同じ価値がもたらされます。カストディ
アンのビジネスのこの部分は、ブロックチェーンの
ソリューションによって代替することができるので
す」と、米デロイトコンサルティングのプリンシパル
で、デロイトのグローバル・ブロックチェーンを統括
するエリック・ピシニは語ります。

証券
代行機関
グローバル・
カストディ
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ブロックチェーンがはたして、アセットサービス
機関の必要とする大規模な導入に対応できる
ほど進んでいるかどうかについて議論が巻き起
こっています。懐疑派は、このテクノロジーはま
だ実験室規模でしか実証されていないと主張し
ています。現在、ビットコインのブロックチェーン
が扱える取引は1秒当たり5～25件ほどで、金
融サービス・プロバイダーが求めるスピードに
追いついていません。また、匿名性とデータの
集約をめぐる懸念もあります。ブロックチェーン
は、たとえば名義人口座に関する機密情報を
開示してしまう可能性があります。これは、極秘
情報の市場への漏洩につながりかねません。

一方、デロイト・ルクセンブルクの戦略、規制、コー
ポレート・ファイナンス担当のパートナーであり
リーダーであるベンジャミン・コレットは、ブロッ
クチェーンのもたらす節減効果の主な受益者は
投資家であって、サービス・プロバイダーにとって
のメリットはそれほど大きくないと予想していま
す。「自動化によって従来の処理コストと現金決
済のバリューチェーンが合理化されるためにコス
トの大半が削減され、顧客にとっては大きなコス
ト節減になります。今後、ファンド内の現行手数
料は劇的に下がるでしょう。直接的な結果として5
億ドルほどのコスト節減が実現すると思われ、潜
在的なブロックチェーンの影響も含めると、その
金額は2倍あるいは3倍になると考えられます」

ブロックチェーンがはたし
て、アセットサービス機関
の必要とする大規模な導
入に対応できるほど進んで
いるかどうかをめぐって議
論が巻き起こっています。

資産／投資運用における使用事例

資産追跡

コーポレート・アクション

リスク報告

デリバティブ取引

本人確認用途

スマート証券

ロイヤルティ・プログラム

シャドー NAV

プライベート・エクイティ／不動産

バックオフィス

バックオフィス

ファンド会計処理

証券代行機関

顧客サービス

シャドー NAV

本人確認用途

エスクロー＆カストディ

アセットサービスのバリューチェーン
ミドルオフィス

ミドルオフィス

リスク分析

有価証券貸付

リスク報告

スマート証券

バックオフィス

コーポレート・アクション
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コレットは、ブロックチェーンによって5年後の業
界は、人員の点で現在とはまるきり異なるもの
になると予想しています。注文処理や現金照
合などの多くの手作業によるタスクがブロック
チェーンのようなソリューションに包含されるよう
になるため、業界のFTE数は減少します。一
方、コレットは、大規模な雇用の喪失が起こるも
のの、今日のアセットサービスに存在しないブ
ロックチェーン・システムを運用するために必要
な職務という形で、「従来のアセットサービス機
関を取り巻く領域」において雇用が創出されると
見込んでいます。
認知技術
スリダー・ラジャンは認知技術について、連続体
として見たRPAの進化の過程における一つの
段階と説明しています。「RPAとは、あたかも人
間がマシンとやり取りしているかのようにソフト
ウェアを使うことによって自動化されるさまざま
な機能を集め、点と点をつなぐものです。認知
システムは、この進化の過程において、より複
雑な部分に位置します。ただし、いくつかの欠点
があります。認知システムでは、プロセスをさか
のぼってエラーを追跡することは、可能ではあ
るものの容易ではないことです」とラジャンは言
います。

また、自動化されるタスクが増えたからといっ
て、必ずしも雇用の喪失につながるわけではな
いことにも注目すべきです。多くの場合、労働力
の代替というよりも労働力の強化が、自動化の
大きな要因となっています。システムにおける自
動化の割合が増えるとFTEコストが低下するの
は当然のことですが、この領域における先進的
企業は別のメリットに目を付け始めています。た
とえば、自社のモデルがRPAによって脅かされる
ことを恐れたビジネス・プロセス・アウトソーサー
などの先行者は、いちはやくRPAを調べ、その
結果、コスト削減よりも、効率アップとカスタマー
サービスの向上のメリットが大きいと結論付けま
した。ボットは、処理の質を向上させ、年中無休
のサービスを可能にします。コスト節減は必ずし
も最優先事項ではないのです。
ディスラプションの波に備える
5年後のアセットサービス業界は、大きく姿を変
えているでしょう。破壊的技術の前進は、アセッ
トサービス・プロバイダーに大きな思考の転換を
迫っています。規制が過去10年の活動を決定
付けた要因だとすれば、これからの5年間は、テ
クノロジーを戦略的思考の中心に据える必要が
あります。

このためには、テクノロジーと社内のテクノロジー
組織への投資の拡大が必要となります。
FinTech時代においては、未来のアセットサービ
ス組織は、今日のサービス・プロバイダー型の組
織ではなく、テクノロジーを活用したユーティリ
ティ・サービス組織になっているでしょう。サービ
ス・プロバイダーが後れを取らないために注意を
向けるべき重要な領域がいくつかあります。
• 経営上層部のスキルアップを図る
• 採用計画を変更する
• 専門知識・経験を持つ人材を採用する
• 成功を定義する
• スピーディにスピードアップする
• 部門を分割する
• バリューチェーンの上流に移動する
アセットサービス業界が今後数年に取りうる道と
して、3つの成り行きが考えられます。次表のシナ
リオA、シナリオB、シナリオCは、破壊的技術が
アセットサービス業界のバリューチェーンに及ぼ
す潜在的な影響を示しています。
結論
起こりうる可能性が最も高いのは、バリューチェーン
が破壊されるものの完全には崩壊しないというシ
ナリオBです。しかし、アセットサービス機関が成
長トレンドに乗って利益を増大させるためには、
移り変わる顧客層のニーズに対応する新たなテ
クノロジーに投資する必要があります。認知技
術、ブロックチェーンは、アセットサービス業界を
大きく変貌させることになりますが、このディスラ
プションは今後3～5年かけて徐々に起こるでしょ
う。その一つの波及効果として、アセットサービス
機関の間では、それほどレベルの高くない反復
的かつプロセスベースのタスクをこなすRPAの
導入が始まると予想されます。
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シナリオA
• ゆっくりした段階的な変化。
• ブロックチェーンは、普及に時間がかかってお
り、したがって「ディスラプティブ（破壊的）」に
区分できないため、破壊的技術ではないとみ
なされている。
• 効率性の向上とコスト節減が業界全体で感じ
られるようになる。
• ロボットとバックオフィスおよびミドルオフィス
の労働者が協働しているが、ロボットが完全
に人間に取って代わることはない。

シナリオB
• 新しいテクノロジーによってバリューチェーン
が破壊される。
• 自動化を通じて従来の処理コストが合理化さ
れるため、コストが削減される。
• スタートアップ企業などのこの領域への新規
参入者が業界の現在のあり方を変え、アセッ
トサービス業界の多様化と破壊が進む。
• バックオフィスおよびミドルオフィスのタスク
は、オフショア化されるのではなく内部で処理
されるようになり、新たなテクノロジーに取っ
て代わられる。
• 経営上層部は、この領域における最新のテク
ノロジーの動向をよく理解している。

また、ブロックチェーン技術の成熟に伴い、ブロッ
クチェーンの導入も始まります。RPAの定着が進
めば、ルールと人間のような判断をアセットサー
ビス業務に適用する認知技術と人工知能の導入
の下地を作ることになります。
破壊される側になるよりも、破壊する側になる方
がよいことは言うまでもありません。アセットサー
ビス機関は今こそ、臨界点に達したテクノロジー
の波が業界に襲いかかり始める時に備えるため
に、戦術的戦略と戦略的計画の策定に取りかか
るべきです。

要点：
• アセットサービスは、アドミニストレーター
やカストディアンによって提供されるミドル
オフィスおよびバックオフィスのサービスで
す。この業界が世界で雇用しているFTE
は、20万人に上ります。
• 破壊的技術は、この領域において現在
FTEが実施している定型的かつ反復的な
タスクの多くを自動化し、FTEに取って代
わることにより、アセットサービス業界に大
きな影響を与えると予想されます。
• デロイトでは、アセットサービス業界の顧
客に最も大きな影響を与えると考えられる

シナリオC
• バリューチェーンの現在のあり方が崩壊する。
• 仲 介 機能 の排 除が 大々 的 に進み 、今 日の
アセットサービスの土台を破壊する。
• 一般人がファンドに投資しやすくなり、アセッ
トサービス機関は新興経済国に進出する。
• このテクノロジーに対応するために新しい労働
力が導入される。ブロックチェーンによって、
アセットサービスにおける仲介業者が不要と
なり、あらゆるサービス・プロバイダーが同じ
分散型元帳に基づいて業務を行う。
• 投資家は、必要なサービスを自前でまかなえ
るようになり、投資に関するニーズを満たすた
めにアセットサービス機関を必要としなくなる。
したがって、サービス・プロバイダーは、顧客を
つなぎ止めるために商品・サービスを強化す
る必要がある。

3つの破壊的技術、すなわち、ロボティッ
ク・プロセス・オートメーション（RPA）、
ブロックチェーン、認知技術を詳しく検討
しています。
• これらの破壊的技術は一体となって、効
率性を向上させ、リスクを軽減し、顧客へ
のサービスの質を高める大きな可能性を
ア セ ッ トサ ービ ス機 関 に も た ら し ま す。
本稿では、これらの影響を最も強く受ける
領域について説明し、アセットサービス機
関がテクノロジーによるディスラプション
の波に飲み込まれるのではなく、波に乗
れるようにするためにできることについて
述べます。
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欧州に
おける
ETFの
成長
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クリスチャン・
マクマヌス
（Christian
MacManus）
パートナー
監査
デロイト

ジャック・リー
（Jack Lee）
ディレクター
監査
デロイト

欧州のETF（上場投資信託）業界は、この10年にわたり大き
く成長を続けています。ETFのプロモーター（ファンド設定者）
は、新たな商品を次々と開発し、市場におけるETFの種類と
運用資産額を増やしています。2016年9月までの10年間で、
欧州におけるETFの数は年率平均20.4％で増加し、AUMの
規模は年率平均20.1％で拡大しました 1。この成長を牽引し
ているのは、金融危機後の量的緩和による金融市場の上昇
相場です。
図1

（単位：10億米ドル）
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1 データソースはETFGI
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2016年9月末時点で、欧州のETF業界には1,556本の商品が出回っていました。49
のETF提供者が提供するこれらのETFのAUMは総額5,360億米ドルで、欧州の24の
証券取引所に上場されていました。ETFの上場数が多い国の上位5位は、英国（731
本）、ドイツ（626本）、フランス（330本）、スイス（295本）、イタリア（143本）となってい
ます。これらの上位5位の国で、欧州市場における運用資産総額5,360億米ドルのう
ち5,270億米ドルを占めています。
ETFの成長を受けて、いまやETFが投資家心理のバロメーターになりつつあります。
ETFの各アセットクラスへの資金流入を調べることで、ディストリビューターは日々の
投資家のリスクアペタイトを読み取ることができます。
ドイツ
626本
1,470億米ドル

図2
英国
731本
2,360億米ドル
スイス
295本
700億米ドル

フランス
330本
670億米ドル
イタリア
143本
70億米ドル
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主な推進要因
この好調な成長環境において、我々は、以下
の要因が業界の資産蓄積を後押ししていると
見ています。
• 低コスト
• 流動性
• 透明性

低コスト
どの投資でもそうですが、営業コストはETFに
よって異なります。ここ数年は、ETFの価格が大
幅に変動しています。市場への新規参入を受け
て、総経費率（TER）の低さに基づいた市場シェ
アの獲得競争が激化しています。欧州における
ETF戦略のTERの加重平均は、31 pbsです。
TERが最も低い商品は債券指数連動型で平均
26 bps、最も高いのはオルタナティブETFで平均
77 bpsとなっています。

図3
TER （bps）
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経費率が10 bpsを下回っているETFも数多くあり
ます。債券戦略に多額の資金が流入している理
由の一つとして、手数料の引き下げ圧力と投資
家にとってのリスクの低下があります。債券戦略
のプロモーターの上位3社は、iシェアーズ（平均
TERは25 pbs）、DB（平均TERは20 bps）、リク
ソー（平均TERは17 pbs）です。
TERが低く、優良銘柄（ブルーチップ）指数に連
動したETFは飽和状態にあります。いまや新規
参入者が競争できるのは、カスタム指数型／ファ
クター指数型商品か、スマートベータ／アクティブ
運用型ETFの領域に限られています。
英国では、金融行為監督機構（FCA）がファンド
業界の改革を計画しています。FCAは2016年11
月に、資産運用市場調査中間報告書を公表しま
した。この報告書から明らかになった重要な問題
点は、アクティブ運用ファンドのコスト控除後のパ
フォーマンスは、ベンチマークを下回っていると
いうことでした。英国の資産運用業界は、FCAが
その報告書において明らかにした、競争促進と
投資家のコスト引き下げのための抜本的な措置
の一環として、「all-in（全費用込み）」方式の手数
料体系を導入する必要があります。どのような規
制が実施されるにせよ、ETF業界には多額の資
金が流入するでしょう。

総経費率
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およびアクティブ運用）より
も好まれる投資商品となっ
ています。
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流動性
ETFはこの10年で、ミューチュアル・ファンド（パッ
シブおよびアクティブ運用）よりも好まれる投資商
品となっています。その理由は、ETFは主要な規
制取引所で取引されているがゆえに、投資家の間
で極めて流動性の高い投資商品とみなされている
からです。ETFは、市場の取引時間内に取引され
るため、投資家は投資目標に沿って取引戦略を実
行することができます。しかし、株式市場のサー
キット・ブレーカーがETFにプライシングと流動性に
関する問題を引き起こすこともあります。さらに状
況を悪化させているのが、ETF、特に債券ETFへ
の記録的な資金流入です。規制当局は「liquidity
illusion （流動性幻想）」を懸念していますが、確定
利付債券を大量に保有するETFは流動性の低下
にも上手く対処できるはずという見解も一部にはあ
ります。
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透明性

ETFは、主要な規制取引所に上場されているた
め、ETFに関する情報は全て公開されています。
また、ETFは通常、ベンチマークに連動していま
す。ETF投資家の大半は今なお機関投資家です
が、最近では小口投資家の割合が増えつつあり
ます。ETFを分析する場合、取引時間中のNAV
（純資産価値）価格を見ることができます。この透
明性は、取引時間終了までファンドの価格決定を
行わない従来のオープンエンド型のミューチュア
ル・ファンドとは異なっています。従来のオープン
エンド型のミューチュアル・ファンドでは、投資家
はどれだけ利益あるいは損失が出たのかが分か
らないことがあります。ETFの透明性は、ファンド・
マネジャーやプロモーターに高い基準を課してい
ます。ファンド会社のウェブサイトでは、ETFの保
有資産全体が公開され、毎日情報がアップデート
されます。また、経費率も、モーニングスターなど
のほとんどのリサーチサイトで公開されています。

新商品の立ち上げが続く一方、規制当局は、
商品のストラクチャーと投資目標の表示の明確
化、全ての保有資産のより頻繁かつ適時な開
示、カウンターパーティの分散と担保の質に関
する明確な基準、そしてカウンターパーティに
対するものも含め支払われたあらゆる手数料と
コストに関する開示を求めています。その目的
は、投資家がETFに関連するリスクをもれなく
理解した上で投資決定を下せるようにすること
にあります。
商品戦略の成長
プロモーターは、投資家のニーズを予期して先
回りし、投資の対象となる新たな商品を生み出
そうと熱心に取り組んでいます。主要なETF戦
略は、以下の通りです。

図3
一部のファンド・マネジャーは、「ETF」と称して、
証券取引所で取引されるさまざまな新商品を立ち
上げています。しかし、これらの新商品の中に
は、物理的な有価証券を保有する従来型のETF
ほど透明性が高くないものもあり、これらの商品
の運用、組成、パフォーマンスの性質上、投資家
に予期せぬ追加的なリスクがもたらされることも
あります。こうしたETFの一部は、高いレバレッジ
がかけられるシンセティックETFであり、投資家
にさらに大きなリスクをもたらします。投資家がス
マートベータやアクティブ商品を求める中、プロ
モーターにとって、商品化までのスピードを加速し
つつ、新たな商品を組成し、テストすることは次第
に困難になっています。しかし、こうした新たな商
品は最終的には、業界の成長を支えることになり
ます。スマートベータETFは、2016年に立ち上げ
られた新商品の大部分を占めており、アクティブ
運用のファンドよりも大きなリターンと低いコストで
の分散を求める投資家からの多額の資金流入を
呼んでいます。資金流入は特に欧州で旺盛で、
配当や株式に関連する商品が好まれています。

年初来純資金流入額（単位：百万米ドル）
債券

26.498
12.154

コモディティ
レバレッジ・インバース型

1.229

株式

845

インバース型

781

レバレッジ型

166

-20

混合型

-90

オルタナティブ

-110

アクティブ型
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債券
資金流入が最も多かったETFは債券戦略の
ETFで、2016年の1月から9月までの間に260
億米ドルを超える資金が流入し、40本の新商品
が立ち上げられました。年初来の純資金流入額
が最も多かったのは社債ETFで、その額は142
億米ドルでした。次いで、エマージング・マーケッ
ト債券ETFが79億米ドル、ハイイールドETFが
29億米ドルとなりました。一方、政府債券ETF
は、年初来資金流出額が過去最大の24億米ド
ルに上りました。投資家にとってリスクの大きい
モーゲージと信用スプレッド戦略を取る新しい
ETFも登場しています。
コモディティ
欧州のETFで2番目に資金流入額が多いのが
コモディティ戦略で、2016年中、121億米ドルの
資金が流入し、新たに10本の商品が立ち上げら
れています。年初来純資金流入額が最も多かっ
たのが貴金属ETFで、その額は102億米ドル
でした。次いでブロード・コモディティETFが18
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億米ドル、工業用金属ETFが2億米ドルの純資
金流入となりました。一方、エネルギー関連に投
資するETFは、年初来純資金流出額が過去最
大の3,000万米ドルに上りました。貴金属では、
金などの現物ETFで、過去最大の純資金流入
額を記録 し 、98億 米 ド ル と 4億米ドルで 銀 が
続 き ま した。
株式
2016年中、現時点までに立ち上げられたETF
新商品の大半は株式ETFで、87本を超えてい
ます。一方、株式ETFは、AUMの点では2016
年7月までは資金流出額が非常に多くなりまし
た。しかし、8月から9月にかけて資金流入が戻
り、年間で見ると8億米ドルの純資金流入となっ
ています。年初来の資金流出額が最も多かった
のは欧州株式ETFの147億米ドルで、アジア太
平洋先進国株式ETFの34億米ドルがそれに続
きました。一方、年初来資金流入額が最も多
かったのが北米株式ETFで79億米ドルとなり、

エマージングETFの67億米ドル とグローバル
ETFの43億米ドルが続いています。
ETF の 5 大 プ ロ モ ー タ ーは 、 iShares 、 db xdb
ETC、リクソーAM、UBS ETF、アムンディETFで
す。これら5社で合計963本のETFを有しており、
AUM は 総 額 4,330 億 米 ド ル に 上 り 、 市 場 の
76.1％を占めます。2016年の現時点で、これら5
大プロモーターは合わせて50本の新商品を立ち
上げています。
さまざまな課題はあるにせよ、ETFの市場は今
後数年にわたり大きく成長するでしょう。過去数
年間の多額の資金流入は、ETF商品の成長を示
しており、その恩恵により、投資家は、低コストで
流動性と透明性の高いETFにアクセスできるよう
になります。今後ますます多くの市場で、より多く
の投資家層がETFを積極的に利用するようにな
り、新たな企業やプロモーターが市場に参入する
ために新商品を開発すると思われます。
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ETFの未来
ETFの資産規模は今後も拡大し続け、業界の
AUMは2020年までに3兆米ドルに到達すると予
想されます。また、ETFへの資金流入額はミュー
チュアル・ファンド（アクティブおよびパッシブ運
用）をはるかに超えると見ています。ETFが多様
化するニーズに対応し、さらに広範にわたる投資
家を引きつけるためには、イノベーションが不可
欠です。業界が成長するにつれ、プロモーターが
低コストで新たな商品を提供することは次第に難
しくなるでしょう。既存のプロモーターは、新たな
市場参入者による新たな脅威に直面しており、
低コストでの運用を可能にする新たなテクノロ
ジーに投資する必要があります。以下に、ETF業
界の 革新につ ながる 機会を いくつかまとめま
した。
ストックレンディング
低コストでの運用を迫られる中、プロモーターに
とって、利益を創出することは難しくなりつつあり
ます。ストックレンディングは、プロモーターが追
加的な利益を創出できる一例です。ほとんどの
運用会社は、ストックレンディングを有益な機能
とみなしています。また、大半の投資家はその
結果として実現するコスト削減を歓迎しており、
ストックレンディングは欧州におけるETFの流動
性を増大させる大きな可能性を秘めています。
一方、ストックレンディングは、ETFにおけるトラッ
キングエラーを増大させることでリターンの透明
性を低下させ、現物ETFにシンセティックETFの
ような特性をもたらす可能性があります。プロモー
ターがストックレンディングに対する投資家の支
持を維持したいならば、貸出上限や平均貸出水
準、ETFとプロモーターとの間の収益配分方針な
どについて可能な限り透明性を保ち、ファンドが
受け取る担保の詳細情報を提供する必要があり
ます。
販売モデル
業界の革新が遅れている重要な領域の一つが
販売モデルです。ETFのプロモーターは、あらゆ
るファンド提供者に共通する販売上の課題を抱
えている上に、投資家にETFに関する正しい知
識を広め、ミューチュアル・ファンドに勝る利点を
知ってもらう必要もあります。アクセスしやすい小
売チャネルとしてのロボアドバイザーの登場は、
この状況をひっくり返す可能性があります。ロボア
ドバイザーの最も分かりやすい活用法は、小口
投資家への直接販売です。米国には、ウェルスフ
ロントとベターメントというロボアドバイザーの大手
2社があります。ウェルスフロントは、1万米ドルを

超える投資額にのみ一律0.25％の手数料を課し
ています。投資額が1万米ドルを下回る場合、手
数料ゼロでウェルスフロントに口座を開設し、ETF
に投資することができます。一方、ベターメントの
手数料体系は、いくつかの区分に分かれており、
少額残高に対しては0.35％で、10万米ドルを超
えると0.15％しかかかりません。どちらのロボアド
バイザーを選んでも、総経費率（TER）はアクティ
ブ運用ファンドよりもはるかに低くなります2。
ロボアドバイザーには、大きな商機があります
が、欧州ではロボアドバイザー技術の普及や開
発が進んでいません。ロボアドバイザーを利用す
るためのプラットフォームの開発は、多くの市場で
そのポテンシャルを発揮できるようになるまで何
年もかかります。プロモーターは革新に取り組
み、投資家の選好を考慮して、ロボアドバイザー
を購入するか独自のロボアドバイザーを市場に
送り出す必要があります。

要点：
• 欧州のETF業界は、この10年にわたり
大きく成長を続けています。ETFのプロ
モーターは、新たな商品を次々と開発
し、市場におけるETFの種類と運用資産
額を増やしています。
• この好調な成長環境を牽引している主な
要因は、低コスト、流動性、透明性です。
• ETFの資産規模は今後も拡大し続け、
業界のAUMは2020年までに3兆米ドル
に到達すると予想されます。

ブレグジット
プロモーターと投資家は、ETF業界に多くの課題
をもたらすブレグジットを懸念しています。現時点
では、ブレグジットをめぐる情勢と英国が実際に
欧州連合を離脱する時期、そして英国に単一市
場へのアクセスを認める協定が締結されるかどう
かは、不透明です。これは、英国に拠点を置くプ
ロモーターはもとより、英国の投資家へのUCITS
の販売にも、パスポートに関する課題をもたらし
ています。ロンドン証券取引所に上場されている
ETFは731本あり、そのほとんどは英国に拠点を
置いていないため、影響を受ける可能性がありま
す。全体的に、ブレグジットはETF市場にマイナス
の影響を与えると思われますが、英国以外の拠
点にとっては、プロモーターが英国から移転して
きたり、他の証券取引所がETFの上場先に選ば
れたりする機会が増えることになります。
ETF業界の成長実績は、目を見張るものがありま
す。ETF市場に新たに参入しようとするミューチュ
アル・ファンドの提供者が非常に多いため、ETF
をめぐる競争は激しくなっています。また、パッシ
ブ型ファンドの増加は、ETF業界に非常に有利に
働いてきた独自性を脅かしています。ETFの提供
者が成長の持続を望むならば、テクノロジー、市
場の変化への適応、そしてイノベーションが成功
のカギになると思われます。

2 www.investopedia.comarticlesinvesting031016how-roboadvisors-use-etfs.asp
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+52 55 5080 6091
javazquez@deloittemx.com

Humphry Hatton
CEO - FAS
+971 4 506 47 30
huhatton@deloitte.com
Khaled Hilmi
Partner - Consulting
+971 4 376 8888
khilmi@deloitte.com

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

Martin Eleveld
Partner, Enterprise Risk Services
+31 623245159
meleveld@deloitte.nl

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

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

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

Evert van der Steen
Partner, Enterprise Risk Services
+31 620789545
evandersteen@deloitte.nl

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

Benjamin Lam
Partner - Audit
+352 451 452 429
blam@deloitte.lu

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

Malaysia

Stephen Paris
Partner - Audit
+356 234 324 00
sparis@deloitte.com.mt
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Russia
Sergei Neklyudov
Partner - CIS FSI Leader
+7 495 787 06 00
sneklyudov@deloitte.ru

Singapore
Ei Leen Giam
Partner - Global Financial
Services Industry
+ 65 62 163 296
eilgiam@deloitte.com
Kok Yong Ho
Partner - Global Financial
Services Industry
+65 621 632 60
kho@deloitte.com

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

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

Malta

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

Netherlands

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

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

Portugal

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

Luxembourg

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

Bonifacio Lumacang
Partner - Audit
+63 2 581 9000
blumacang@deloitte.com

Middle East

Hyung Seung Lee
Partner - AERS
+82 2 6676 3360
hyunselee@deloitte.com

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

Philippines

Norway
Sverre Danielsen
Partner - Enterprise Risk Services
+47 99 517 686
sdanielsen@deloitte.no
Henrik Woxholt
Partner - Audit & Advisory
+47 23 27 90 00
hwoxholt@deloitte.no

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

Spain
Rodrigo Diaz
Partner - Audit
+349 144 320 21
rodiaz@deloitte.es
Ursula Garcia Gimenez
Partner - Regulatory & Consulting
+34 626954821
ugarcia@deloitte.es
Alberto Torija
Partner - Audit
+349 143 814 91
atorija@deloitte.es
Antonio Rios Cid
Partner - Audit
+349 915 141 492
arioscid@deloitte.es
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Sweden
Steven Payne
Partner - Consulting
+46 75 246 33 35
stpayne@deloitte.se

Switzerland
Cornelia Herzog
Partner - Financial Service
Industry
+41 58 279 6054
cherzog@deloitte.ch
Marcel Meyer
Partner - Audit
+41 58 279 7356
marcelmeyer@deloitte.ch
André Kuhn
Director - Tax
+41 58 279 6328
akuhn@deloitte.ch
Simona Terranova
Partner - Audit
+41 58 279 8454
sterranova@deloitte.ch
Andreas Timpert
Partner - Consulting
+41 58 279 6858
antimpert@deloitte.ch
Markus Weber
Partner - Tax
+41 58 279 7527
markweber@deloitte.ch

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

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

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

United Kingdom
Gavin J Bullock
Partner - Tax
+44 20 7007 0663
gbullock@deloitte.co.uk
Tony Gaughan
Partner - Consulting
+44 20 7303 2790
tgaughan@deloitte.co.uk
Jamie Partridge
Partner - Audit
+44 14 1314 5956
jpartridge@deloitte.co.uk

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

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

Andrew Power
Partner – Consulting
+44 20 7303 0194
apower@deloitte.co.uk
Chris Tragheim
Partner – Tax
+44 20 7303 2848
ctragheim@deloitte.co.uk
Mark Ward
Partner – Audit
+44 20 7007 0670
mdward@deloitte.co.uk

United States
Edward Dougherty
Partner - Tax
+1 212 436 2165
edwdougherty@deloitte.com
Joseph Fisher
Partner - Audit
+1 212 436 4630
josfisher@deloitte.com
Patrick Henry
US Investment Management
Leader
+1 212 436 4853
phenry@deloitte.com
Paul Kraft
US Mutual Fund Leader
+1 617 437 2175
pkraft@deloitte.com
Peter Spenser
Partner - Consulting
+1 212 618 4501
pmspenser@deloitte.com
Adam Weisman
Partner - Financial Advisory
Services
+1 212 436 5276
aweisman@deloitte.com
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連絡先
Cary Stier
Partner - Global Investment
Management Leader
+1 212 436 7371
cstier@deloitte.com

当リストに掲載されている
各国の専門家にご遠慮なく
ご連絡ください

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