
適正な費用と手数料が求められる世界で、
透明性強化を高速で進める
EUの投資ファンドの価格設定の健全性向上を目指し、
ESMAはどのようにガバナンス強化を進めているか

不当な費用を防止すべきだという考え方は、新しいものでは
ありません。UCITS IV1およびAIFMD2には、投資家に不当な
費用が課されるのを防ぐため、すでに費用に関する規定が導
入されています。

これらの基準は、第2次金融商品市場指令（MiFID II）に
より、さらに精緻化されました。MiFID IIは投資家への費用開
示要件を強化し、さらに、商品の発売時および流通段階に
おいて製品の費用要素を考慮することを求めています。また、
パッケージ型個人投資家向けおよび保険ベース投資商品
（PRIIPs）規制では開示要件が追加され、重要情報文書
（KID）に費用見積りを記載することが求められています。

規制の進展と並び、低金利が続くマクロ経済環境も、投資
家がファンドのパフォーマンスや手数料に向ける視線を厳しくす
る要因になっています。低金利下では、パッシブ運用のファン
ドが有利であり、手数料に対する圧力が高まります。

そのため、投資家は継続的にロボアドバイザーなどのチャネル

により、投資ファンドにアクセスする費用を低減しようとしてい
ます。

規制当局は、手数料の低下が投資収益率向上に有効であ
ると考えており、欧州連合の投資ファンド運用会社（EU
IFM）への監視を通じて、ファンドの手数料に対する圧力増
加に積極的な役割を果たすと見られます。

こうしたなか、欧州証券市場監督機構（ESMA）は、2019
年、各国の管轄当局（NCA）がUCITSおよびAIFMDの枠組
みにおける費用関連の規定をどのように監督しているかを把
握するために、調査を実施しました。

調査の結果、EU加盟国間には費用に関する監督プロセスに
格差があることがわかりました。そのためESMAは2020年6月、
UCITSおよびオルタナティブ投資ファンド（AIF）が課す費用の
監督に関しブリーフィングを実施し、費用に対する監督の格
差の解消および規制アービトラージリスクの軽減、EU全域で
の投資家保護の均一化を図りました。
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規制の進展と並び、低金利が続くマクロ経済環境も、投資家
がファンドのパフォーマンスや手数料に向ける視線を厳しくする
要因になっています。

1 第4次譲渡可能証券の集団投資事業指令
2 オルタナティブ投資ファンド運用会社指令
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EU IFM：不当な費用の防止において主
要な役割を担う

ESMAの主な目的の1つは、投資家にとっ
て「不当」であると考えられるコストをNCA
が特定するにあたり、支援を提供すること
です。何が不当なコストに該当するかにつ
いては、投資家の最善の利益とファンドの
投資目的に基づいて評価する必要があり
ます。

つまり、いかなる費用であっても、常に、
ファンドとその投資家に提供されたサービス
に対して支払われるものでなければならず、
投資家の最善の利益のために行動すると
いうEUの投資ファンド運用会社（IFM）
の義務の遵守を損なってはならないのです。

ESMAは隠れた費用が
投資家に課されること
を防ぐため、費用関連
規定の正式化と監督
に高い期待値を設け
ています。
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ESMAの目的は、費用に関する監督の調整と強
化です。これを実現するために、ESMAは監督に
関するブリーフィングを実施し、市場参加者、特
に投資ファンド運用会社に対し、健全かつ正式
化された価格設定プロセスを形成し、モニターす
る方法についての指針を提供しています。価格
設定プロセスにおいて、ファンドに課される費用す
べてを明確に特定し、分析できる必要がありま
す。この分析は、質的・量的な要素から成り、
以下に挙げる費用が含まれます。

• ファンドを介して投資家に間接的に課される
費用（すなわち、EU IFM自体または第三
者（預託機関、ブローカー、弁護士など）
に支払われる費用）

• 投資家に直接課される費用（購入時およ
び解約時の費用など）

ESMAは隠れた費用が投資家に課されることを
防ぐため、費用関連規定の正式化と監督に高
い期待値を設けています。正式化に加え、EU
IFMは、価格設定プロセスを定期的に見直す制
度を構築・導入する必要があります。また 、
ESMAは、価格設定プロセスにおいて以下の点
が重視されていることを期待しています。

• 投資家に課す費用の決定と見直しに関す
る、EU IFMおよびファンドの管理組織の責任
の明確化

• 利益相反の可能性の特定

ESMAの期待に沿って、EU IFMは、価格設定プ
ロセスの導入ならびにファンドに課される費用に
ついての堅固な統制策定において、主要かつ積
極的な役割を担っています。

EU IFMは、運用ファンドの最善の利益となるよう
事業活動を行うにあたり、適切なスキル、注意、
不断の努力を行使できるよう、強力なガバナン
スを備える必要があります。費用や手数料に疑
問を呈し、費用がファンドの投資目的達成を阻
害しないよう、また、投資家が期待投資収益を
得られるよう努めることが、疑いなくEU IFMの優
先事項であり、ガバナンスの質を示す重要な指
標となります。

2021年1月、ESMAは、EU全域のNCAと共に、
共通監督活動（CSA）を開始しました。CSAは
本年を通じて継続される予定で、その目的は、
UCITSのフレームワークにおいて該当する費用関
連規定および投資家に不当な費用を課さない
義務に対する監督対象企業の遵守状況を評
価することです。

価格設定プロセスの1 0原則

ESMAは、価格設定プロセスにおいて不当な費
用の概念を評価するにあたり、IFMが対処すべ
き10の原則を定義しています。

1. 妥当性：ファンドまたは投資家に課される
費用は、必要であり、投資家の最善の利
益を追求するサービスに関連したものである
こと。

2. 均整性：各サービスにおいて、 ファンド内
外の取引相手に課される費用と、投資家
に直接課される費用は、市場標準に沿っ
たものであること。

3. 一貫性：ファンドの手数料体系に一貫性
があり、ファンドの特性と複雑さに整合して
いること。

4. 持続可能性：ファンドに課される費用は、
ファンドと投資家の期待純収益を著しく損
なわないこと。

5. 投資家の公平な取り扱い：導入された費
用体系は、特定の投資家に不利益となら
ないこと。投資家の種類によって異なる手
数料が適用される場合には、その手数料
水準について正当な理由を要する。

6. 二重徴収の禁止：各費用を適切に分離
して計上し、同じ種類の手数料を2つの異
なる費用カテゴリーに含めてはならない。

7. 透明性：投資家への費用に関する開示
は、EUの要件（AIFMD、 PRIIP、UCI TS）
および各国の要件のすべてに準拠している
こと。

8. 1人当たり手数料の適用：1人当たり手
数料を導入する場合は、その適用と水準
を投資家に明確に開示すること。

9. 運用報酬：運用報酬の体系と関連する
情報開示は、運用報酬に関するESMAの
ガイドラインに準拠すること。

10. ドキュメンテーション：使用したすべてのデー
タを含む価格設定プロセスを正式化し、実
施した種々の計算の事後的な再計算を
可能にすること
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英国FCA：英国のファンド運用会社のバリュー・
フォー・マネー・モデルに挑むパイオニア

英国金融行為規制機構（FCA）は2018年4
月、バリュー・フォー・マネー・レポート（ポリシース
テートメント）に関し、ポリシーステートメント
PS18/08を公表しました。バリュー・フォー・マネー・
レポートは2019年9月30日に発効し、投資家の
最善の利益を確保しつつ、ファンドの費用とパ
フォーマンスの精査を強化することを全体的な目
標としています。

このポリシーステートメントは、英国の認定ファンド
運用会社（AFM）とその運用ファンドに適用さ
れ、投資家がファンドから価値を得ていることを
証明するために、最低以下の7つの点に照らして、
一連の定量的および定性的な基準に基づき自
己評価を行うようファンド運用会社に求めていま
す。

1. サービスの質：投資信託の投資者に提供
されるサービスの範囲と質に関する検討。

2. パフォーマンス：目論見書に記載されたす
べての支払いをファンド資産から控除し、ス
キームの投資目的、方針、戦略を踏まえた
適切な期間を考慮した、ファンドのパフォー
マンスの分析。

3. AFMの一般費用：費用とそれが結びつい
ているサービスとの関係の調査。

4. 規模の経済：ファンド資産の直接・間接
的管理コストに関連し、ファンド資産の価
値や、ユニットの販売・償還により規模が
拡大したか縮小したかを考慮した上で、規
模の経済によりコストを節減し、利益を創
出するAFMの能力を精査する。

5. 比較可能な市場料率：各サービスに関連
する費用を、AFMが提供する、またはAFM
に対しまたはAFMに代位して提供される同
等のサービスの市場料率と比較する。

6. 比較可能なサービス：各個別手数料に関
する、顧客に提供される同等のサービスに
対するAFMの手数料および同業者の手数
料の分析。

7. ユニットのクラス：投資家が、実質的に同
等の権利を有する同様のスキームの他のク
ラスに適用される手数料よりも高い手数料
が適用されるクラスのユニットを保有するこ
との妥当性。

自己評価の結果は「バリュー評価（AoV）報告
書」と呼ばれる報告書で公表し、毎年再評価を
実施して公表しなければなりません。

2019年からポリシーステートメントが実施されてい
るので、すでにAoV報告書の第一弾が公表され
ています。これまでに公表されたAoV報告書の大
半に改善の余地が見受けられます。最初の評
価では、各社のAoV報告書は、ファンドの投資
家にバリュー・フォー・マネーを示すというよりも、
「各項目をチェックする」アプローチを取っているこ
とが明らかになりました。

英国CFA協会は、2020年に公表されたAoV報
告書の一部について評価を実施し、今後の改
善策について、ファンド運用会社に提言を行い
ました。この提言の中には、ESMAの原則に沿っ
たものも含まれており、EU IFMがどのように価格
設定プロセスを構築し、課題を克服していくかを
示唆するものとして検討に値します。

• ネットパフォーマンスに関し、英国の資産運
用会社は、投資目的や適切な投資期間な
どの補完的な関連情報の開示を推奨され
ています。過去のボラティリティの変化と資金
引出しなど、関連しているリスクについての説
明を追加するべきです。オーバーパフォーマンス、
アンダーパフォーマンスの双方について、関連
する期間についての説明が必要です。

• 費用開示に関しては、ファンドに継続的に発
生する費用（OCF）について、主要構成要

素を内訳で示す必要があります。専門用語
（OCF、AMCなど）を使用する場合は、そ
の用語に詳しくない個人投資家も理解でき
るよう、明確に説明する必要があります。

• 規模の経済について説明、解釈する際には、
より注意を払う必要があります。英国のファ
ンド運用会社はこの点についてより定量的
なガイダンスを提供し、規模の経済が個人
投資家の実際の費用節減にどのようにつな
がるかを示すよう推奨されています。

• 市場料率の比較においては、英国のファンド
運用会社は、独立したピアグループのカテゴ
リーまたはベンチマークを使用し、投資家が
比較可能な定量的データを提供し、このセ
クションの有用性を向上させるよう促されて
います。

これらのガイドラインに加えて、英国CFA協会は
FCAに対し提言を行いました。特に、ファンド運
用会社が作成するAo V報告書を標準化し、整
合性を図るため、より規範的な規則やガイダン
スを作成するよう求めています。

さらに、英国CFA協会は、個人投資家が投資を
始める際に受領する多くの文書（KIID/KID、目
論見書、ファクトシート、AoV報告書など）に関
し懸念を表明しました。投資家は、比較可能と
は限らない種々の情報に困惑するかもしれませ
ん。今後、FCAが現在使用されている種々の開
示書類の標準化と削減を進めることが期待され
ます。

4



£

$

€

£

£
£

$
$

€

€

€

€ €

結論

EU IFMにとって2021年の第一の優先事項は、
ESMAの 10の原則に沿って価格設定プロセスを
定義し、正式に決定することです。IFMは現在の
プロセスを査定し、ファンドとその投資家のための
価格体系の透明化に向けて必要な行動をとる
必要があります。

第二に、規制当局はEU IFMに関し、ファンドの
費用と IFMの価格設定プロセスを2021年の重
点領域として見直すと見られます。

最後に、英国のAo V報告書により明らかになっ
たように、パフォーマンスに関連する費用の透明
性向上への道は平坦ではありません。 投資家
保護という最終目標に見合う成果を達成する
ためには、さらなる指針が必要です。

要点
• ESMAは、 EU全域において、UCI TSおよ

びAI Fの費用に関する監督活動の統一
化と協調を目指しています。

• EU IFMは、投資家に不当な費用が課
されるのを防ぐにあたり、主要かつ積極
的な役割を担っています。

• IFMが導入する価格設定プロセスは、
ESMAの10の原則を網羅する必要があ
ります。

• 今後、欧州全域のNCAによる、市場参
加者に対する監督活動が見込まれます。
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