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Art & Finance Report 2019
日本語版刊行に寄せて
Art & Finance Reportは、デロイトがグローバ
ルで提供しているArt & Financeサービスに関
する市場を概観するレポートとして、2011年か
ら毎年発行されています。デロイト ルクセンブ
ルクを中心に始まったArt & Financeの活動は、
2019年現在、世界中で注目を集めており、日本
国内でもアートを活用したビジネスの検討が
進む組織・団体が増加傾向にあります。
その背景を踏まえ、本レポートは、およそ250
ページにもわたるArt & Finance Reportのオリ
ジナル版から、日本国内のアート業界や、アー
ト業界を取り巻く企業をはじめとしたステーク
ホルダーに関わりの深い内容を一部抜粋した
ものを日本語に翻訳、加筆したレポートです。
紙面の都合上、掲載を見送った内容に関して
は、デロイト トーマツ グループのウェブサイト
に今後追加してまいりますので、ウェブサイトも
随時ご覧いただければ幸いです。
本レポートが、日本におけるアート業界の盛り
上がりの一助となることを願っています。

有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー事業本部
パートナー
桑原　大祐

調査の手法および制約
デロイト ルクセンブルクおよびArtTactic社
が、2019年の4月から6月にかけて本レポート
のための調査を実施しました。調査対象には、
54のプライベートバンク（2017年の69から減
少）および25のファミリーオフィス（2017年の
27から減少）が含まれます。

前年までの調査と同様に、コレクターや美術
専門家（ギャラリー、オークションハウス、アー
トに関するアドバイザー、アートを専門とする
弁護士、美術品保険会社、美術品輸送専門家
など）の、Art & Finance市場の重要な関係者
も調査対象となりました。総数138の美術専
門家（2017年の155から減少）と105の主な美
術コレクター（2017年の107から減少）が調査
に参加しました。これらの関係者の所在地は、
欧州、米国、中東、南米およびアジアにわたり、
資産として扱われるアート、動機、現在と将来
の関与、課題そしてオポチュニティに関連する
多様な論点について調査が実施されました。

サンプルの差異
サンプルサイズや調査に回答したウェルス・マ
ネジャーの所在地の違いが、各年の結果に影
響を与える可能性について、私たちは認識し
ています。最初にアートと資産運用についての
調査が実施されたのは2011年で、ルクセンブ
ルク所在の17のプライベートバンクが調査対
象に含まれていました。2012年にはサンプル
は、ポーランドとスペイン所在のものを含む30
のプライベートバンクに拡大しました。2014
年の調査には、主に欧州、米国、アジアに所在
する35のプライベートバンク（ポーランドから
は不参加）および、新たに欧州と米国の14の
ファミリーオフィスが含まれました。2016年に
は、53のプライベートバンク（欧州38、米国9、
ドバイ6）と14のファミリーオフィス（新規の米
国の8つのファミリーオフィスを含む）が調査
に含まれました。2017年、デロイト ルクセンブ
ルクおよびArtTactic社は、69のプライベートバ
ンク（その内5つは美術品担保融資会社）と27

序文：本レポートについて

のファミリーオフィスを対象に調査を実施しま
した。今年の調査のサンプルには、54のプライ
ベートバンク（69％が欧州、24％が米国、6％が
アジア、2％がロシアに所在）および25のファミ
リーオフィス（40％が米国、56％が欧州、4％が
ロシアに所在）が含まれています。

本Art & Finance Reportには、ビジュ
アル・アーティストであるLina Sinister-
ra氏の素晴らしい作品を掲載していま
す。コロンビア出身のLina Sinisterra
氏は数々の受賞歴のあるアーティスト
として、世界中の芸術家やコレクター、
ギャラリーのキュレーターを魅了してき
ました。

彼女の作品がもたらす活気と色彩は、
私たちデロイトが本インダストリーの
キャンバス上に描く責任感と情熱を映
し出しています。今回のコラボレーショ
ンで、デロイトのレポートに理想的なパ
レットを提供してくれたSinisterra氏に
深い感謝を表します。

Comer del Arte Quiero 
© Lina Sinisterra (2010)
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超富裕層の増加とアート市場の成熟化に伴
い、金融イノベーションへのニーズが高まりを
見せています。より多くの資産が、アート、コレク
ションカー、ワイン、宝石などのコレクティブル
ズ(Collectibles)に配分されつつあり、金融機関
のサービスにおいても有形資産の価値の管理・
保全に対する需要が生まれています。

テクノロジーは、引き続き、アートをより身近な
ものに変えていくと同時に、アートをプロモート
し、発見し、取引し、創造する手法に変革をもた
らすことにより、アート市場とアート業界を形作
りつづけています。
 

世 界のアート市 場では 、
アートと金融の交点で新
たな市場機会が急速に創
出されています。

さらに、規制や透明性を求める新たな要件が
高まるにつれ、今後数年間のうちにアート市場
に新たなコンプライアンス環境が生まれ、本年
のレポートで提起する様々な懸念事項につい
ては対応が求められることになるでしょう。

Art & Financeというインダストリーは、今後数
年間でより一層成長し、拡大する可能性が期待
されます。文化セクターは新たな経済の現実に
直面し、公的機関が財政面について、これまで
にない考え方をせざるを得なくなっています。
これにより、官民協働という新しい可能性が開
かれ、Art & Financeが文化やクリエイティブの
分野を含む広い範囲へと拡大されるでしょう。

出典：デロイト ルクセンブルクおよび ArtTactic「Art & Finance Report 2019」

グローバル化 & アートの民主化

透明性、規制、専門性

アート & テクノロジー、
デジタル化 & 仮想化

公的文化機関にとっての新たな
経済的現実、文化芸術の

ソフトパワー、経済活性化、
世界文化遺産

新たなビジネスモデル & 販路、
クリエイティブセクター、

文化的市民権

アートのトレンド ファイナンスのトレンド

Art &
Finance

超富裕層の拡大と
ミレニアル世代における関心

金融化:
資産としてのアート

美術品担保ローン

フィランソロピー、
税務および財産管理面での支援

リスク管理、コレクション管理、
資産配分

デロイトのArt & Finance: Art & Financeは、以下の相互関連する3つの分野を網羅する独自のインダストリーです。
出典: デロイト ルクセンブルクおよびArtTactic「Art & Finance Report 2019」

ファイナンス

• プライベートバンカー

• ウェルス・マネジャー

• ファミリーオフィス

• 個人投資家／
コレクター

• アート／コレクション
ファンドプロモーター 

• 美術品保険会社

• 美術品取引企業 

文化

• 大規模な公立美術館

• 私立美術館

• 企業コレクター

• 個人コレクター

•  公的機関
（政府機関、地方公共団体、

教育機関など

ビジネス

• 美術品販売企業

• デジタルアート企業

• 美術品輸送企業

• アートフェア

• アート & メディア企業

• アートテック企業

• 文化およびクリエイティブセクター

Big Picture
新興インダストリー
としてのArt & Finance
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の6％がアートおよびコレクティブルズ資産に配分され
ていると推定されており、この推定に基づけば、アート
およびコレクティブルズ資産に配分されている資産額
は1兆7,420億ドルと推定されます。

3 我々はKnight Frankの「Wealth  Report 2019」に基づ
き、超富裕層の資産（米ドル）は超富裕層人口の期待増
加率と同率で増加すると想定しています。私たちは
2018年の推定に関し、アートおよびコレクティブルズ資
産への配分率に同じ比率（6％）を用いています。しか
し、近年のアート市場の年間取引額は世界の資産額の
増加ペースよりも緩やかに増加しているので、この大局
的な推定は試算ととらえるべきです。

 

昇とコレクティブルズの年間取引額の増加が、
アート市場取引の増加ペースを補うには不十
分かもしれないため、この推定は楽観的ともい
えるかもしれません。

1 出典：キャップジェミニ「World Wealth Report 2019」
（2019年7月）

2 Wealth-Xによると、2016年の超富裕層の資産額は27兆
350億ドルでした。 この推定値を、超富裕層の資産は富
裕層の資産と同率で変化するという想定のもと、キャッ
プジェミニ社の「World Wealth Report」を情報源とし
て、2017年と2018年の富裕層の資産額の変化に対して
調整を実施。調整後の2018年の超富裕層の資産総額
推定値は29兆340億ドルとなっています。Knight Frank 
の「Wealth Report 2017」では、世界の超富裕層の資産

近年、アート作品の価格が頻繁に最高記録を
更新し、新聞の見出しを飾っています。2017年
にはレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画が4億5千
万ドルで、2019年5月にはジェフ・クーンズのス
テンレススチール製の彫刻作品「ラビット」が9
億１千万ドルで落札されました。こうした革新
的な落札価格を踏まえると、この10年間はアー
ト市場取引の黄金期だったと想像するのは無
理もないことです。しかし、アート・バーゼルと
UBSが公表した Global Art Market Reportの
2019年版 によると、世界のアート市場の2018
年の取引額は、2008年から名目ベースで9％増
加したに過ぎません。これは、実質ベースでは

（つまり、インフレ調整後では）、ここ10年間で世

地政学及び貿易面での懸念を踏まえると、 世
界経済の回復は短期的には不確実性が高い
状態です。今年のレポートでは、超富裕層の保
有するアート関連資産およびコレクティブルズ
資産が、2016年の1兆6,220億ドルから増加し、
2018年には1兆7,420億ドルになったと推計し
ています2。2023年には2兆1,250億ドルに増加
すると予想されていますが3、この予想では、
アートおよびコレクティブルズ資産は世界の資
産の推定成長と連動する形で増加すると推測
しています。しかし、前述したとおり（p.6）、アー
ト市場の年間取引はグローバルウェルスの拡
大基調に追いついていないのが現状です。した
がって、アートやコレクティブルズ資産の価格上

世界のアート市場規模は、
グローバルウェルス増加
のペースと乖離し、過去10
年間で実質的に減少して
います。

アートと
コレクティブルズ
資産

界のアート市場の取引額は減少したことを意
味します。

世界アート市場の停滞を示すこのような調査
結果と、富裕層（HNWI）の金融資産が2008年
から2018年にかけて2倍以上に増加（推定で、
2008年の32兆8千億ドルから2018年の68兆1
千億ドルに増加）したことを示すキャップジェミ
ニ社の年次レポートWorld Wealth Reportの
データを組み合わせると、個々のアート作品の
価格は最高記録を更新しているにも関わらず、
アート市場全体はそうではないことがわかりま
す。残念ながら、世界のアート市場は、この期間
に創出された資産を引き寄せ、資産全体の増
加と歩調を合わせられなかったといえます。

2018年にはグローバルウェルスは減少し、
もっとも影響が大きかったのはアジア太平洋
地域 
キャップジェミニ社の直近のwealth report1に
よると、2018年のグローバルウェルスは2017年
の水準に比較して減少しました。富裕層のグ
ローバルウェルスは、2018年には、70兆2千億
ドルから68兆1千億ドルへと3％減少しました。
これは主に株式市場の下落と経済成長の鈍化
によるものです。もっとも大きな影響を受けた
のはアジア太平洋地域で、中国が減少の主要
因に挙げられています。アジア地域はグローバ
ルウェルス減少の25％を占めていますが、他
方、欧州、アフリカ、南米でも富裕層の保有資
産額は大幅に減少しました。中東は富裕層の
保有資産額と人口が両方増加した唯一の地域
で、北米では富裕層の保有資産額は1.1％減少
しました。

超富裕層（富裕層の1％）の資産額の減少は
6％でしたが、それでもグローバルウェルス総資
産減少の4分の3を占めており、世界経済と政
治的混乱により、もっとも大きな打撃を受けま
した。
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図1. 富裕層（HNWI）保有資産増加（US$） vs 世界のアート市場取引増加（US$）
出典：キャップジェミニ「World Wealth Report」、アート・バーゼルおよび UBS「Global Art Market Report」
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図2. 2018年のグローバルの超富裕層（UHNWI）のアートおよびコレクティブルズ資産推定額
今年のレポートでは、2018年の超富裕層（UHNWI）のアート関連資産およびコレクティブルズ資産を1兆7,420億USドルと推計しています。

出典：デロイトルクセンブルク及びArtTactic「Art & Finance Report 2019」 
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日本の強み：テクノロジー×アート
近年では、チームラボやライゾマティクスなどの
テクノロジーに強みを持つアーティスト集団も
登場しており、テクノロジーで感覚に訴える
アートは、日本特有の強みともいえるかと思い
ます。企業体としてアート表現に取り組み、一般
企業とのコラボレーションや観光名所となった
常設展示場の運営など、ビジネス化にも成功
している好例です。このようなアート分野の振
興に関しては、文化庁が1997年から主催して
いるメディア芸術祭（Japan Media Arts Festi-
val）がアーティストの発掘と情報発信の場とし
て機能してきており、世界的なフェスティバルへ
と成長していくポテンシャルを有していると思
います。
また、ブロックチェーン技術を活用したECプ
ラットフォームの提供企業の登場なども、日本
市場の活性化に資する要素となり得ると想定
されます。個々の美術館や個人・企業がそれぞ
れにコレクションを保有しているため、まずは
情報を一元化して可視化し、ブロックチェーン
などの技術も活用しながら、トレーサビリティ
の高い魅力的で安全な市場の確立に繋がるこ
とが期待されます。今後のアート資産の流動化
に向けては、経済産業省や金融庁などとも連
携し、サポートを検討していきたいと考えてい
ます。

関する市場調査2018」では、2018年の日本の
美術品市場規模は2,460億円で3年連続増加と
なっています。一方で、平成27年度文化庁委託
業務「文化産業の経済規模及び経済波及効果
に関する調査研究事業」報告書で論じられてい
るように、日本の文化GDPは他の先進国と比
較すると低水準であり、発展途上といえます。
他国と比較して市場規模が小さい理由として、
文化芸術教育における理由やマーケット構造
など、様々な要因が想定されます。例えば、文
化芸術関連の義務教育では生徒自身の創作が

大戦後は特に、文化芸術が日常から遠くなって
しまったように思います。今後は日常との距離
を縮めて、アートに純粋に心を動かされて購
入、蒐集し、日常の暮らしの中にアートを取り
入れ、結果としてマーケットにも還元されると
いう消費の流れを期待しています。

これまでの日本のアート市場について：投資対
象という認識が弱く、国内流通が中心のため
発展途上
2019年3月に発表された「日本のアート産業に

日本文化の特有性について：日本は伝統的に
自然美を生活に取り入れ、文化芸術を尊重す
る意識が高い国民性
自然との共生を重んじ、自然美を生活に取り入
れる伝統的な生活美意識に独自の要素がある
と思います。それは縄文時代から1万年以上に
わたって多層的に折り重なり育まれたもので
あり、庶民文化のなかにも日常に美的なもの
を取り入れる習慣が脈々と受け継がれてきま
した。しかし近代に入り、西洋文化への憧れか
ら純粋芸術を尊ぶ傾向が強くなり、第二次世界

過去ではなく、未来に向かって新しいものを
生み出すための文化芸術支援

専門家の声

国内文化財とプライベートコレクション主体の
閉じられたアート市場から、産業・観光と融合
し世界に開かれたアート市場へ

日本は、歴史的にアジア諸国の中でも独自の文化を保有していると同時に、文化
芸術を尊重する意識の高い国民性を持っていると言われています。一方、近年世界
のアート市場が674億ドル4と拡大基調にある中、日本のアート産業の市場規模は
3,434億円5と、GDPを加味して他の先進国と比較して非常に低い水準となっていま
す。アジアにおけるアート市場の活性化が注目される中、その状況の打開に向け、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を目前に控えた日本においても
アート市場の活性化に向けた機運が高まりつつあります。本インタビューでは、日
本のアート市場活性化に向けた取組みを推進されている文化庁林様に今後の取り
組みの指針、ならびに世界経済との連携についてお話を伺いました。

Art Techやトレーサビリティなど
新たな魅力とともに日本文化を国際的な文脈で発信していきたい

林　保太
文化庁　
文化経済・国際課
課長補佐

主であり、欧米のように幼少期から行われる作
品鑑賞から蒐集までの一貫教育は行われてい
ません。また、不動産とは異なりアート作品を
資産として金銭的に評価する制度が不十分と
いうこともあり、コレクター人口が少なく、日本
では投資対象ではなく純粋に鑑賞用として購
入される傾向があります。ひけらかさないこと
が美徳とされる文化も相まって、アート作品が
死蔵される要因にもなっていると考えられま
す。また主な流通先を百貨店が担い、日本の作
品に関しては、日本国内のみで通用するドメス
ティックな価値付けを背景に販売されてきた歴
史があります。そのため日本のアート市場は国
際市場とは連動しておらず、日本の作家の国際
的な評価を高める積極的な動きも長らく行わ
れてきませんでした。

日本政府の取り組みと日本市場の変化の兆
候：税制改正や美術館の強化によるパブリック
コレクションの充実、美術品流通の活性化
平成30年度税制改正（租税特別措置）により、
特定の美術品にかかる相続税の納税猶予制度
が創設されています。美術館への寄託促進を
通じて、相続発生時などの美術品流出の防止、
文化保全、および次世代コレクターの育成など
への貢献が期待されます。また寄託の受け手
である美術館も変革に向けた議論が始まって
います。“成長する美術館”というコンセプトの
もと、単に作品を収蔵するだけではなく、より良
い形での次世代への継承などを通じて地域や
社会の問題にオープンに対応し、国際文脈でも
価値を発信していくことを目指します。美術館
の企画力やビジネスエキスパティーズを高め、
文化財を観光へ活用していこうという機運が
生まれています。

日本のアート市場活性化に向けた将来指針：
文化と産業・観光が一体となった価値創造
日本政府は2017年12月に「文化経済戦略」
を策定し、文化と産業・観光など他分野が一体
となって新たな価値を創出し、創出された価値

が、文化芸術の保存・継承や新たな創造などに
対して効果的に再投資されることにより、自立
的・持続的に発展してゆくメカニズムを形成す
ることを目指しています。
従来の日本の文化政策は、文化財の保護とい
う観点が強く、経済の裏付けがあって文化は持
続可能になるということや、文化が経済に貢献
するということがあまり意識されていませんで
した。しかし今や、文化芸術は経済活動におい
て人を惹き付けるバックボーンとして重要であ
る、という認識が広がってきています。文化への
投資から新しい経済活動を生み出し、さらに文
化に還元するという大きな流れを生み出すこと
が期待されます。海外に向けた日本文化の発信
による市場活性化についても、海外投資家によ
る日本国内でのアート売買を促進する策などを
今後検討していきたいと考えています。

次世代アーティストを育成する場づくり：日本
のアーティストを世界へ、世界のアーティスト
を日本へ
日本文化というと、「MANGA（マンガ・アニメ・
ゲーム）」も近年注目を集めていますが、海外
では草間彌生や村上隆など、日本を代表する
現代アーティストが高い評価を得て注目を集
めています。また、同時に、イケムラレイコ、大竹
伸朗などの中堅作家、加藤泉や名和晃平など
の次世代アーティストも注目を集め始めていま
す。
次世代アーティストの飛躍に向けては、従来か
ら行っている海外研修支援に加え、有力国際展
や美術館から招へいされたアーティストに対し
てサポートするなどの環境づくりを行っていま
す。今後はさらに、キュレーターの国際ネット
ワークを充実させることで、実際に海外のキュ
レーターが主導して日本のアーティストを取り
上げる、逆に海外のアーティストが日本から発
信されるなどの国際的な流れを促進したいと
考えています。そういった流れと並行して、ギャ
ラリーを含むビジネスサイドの動きを活発化し
ていくことも期待されます。

桑原　大祐
有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー事業本部
パートナー

4  アート・バーゼルおよびUBS「The Art Market 2018」
5 一般社団法人アート東京「日本のアート産業に関する

市場調査2018」
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コレクターは所有する美術品を資産の一部と
みなすようになっています 
グローバル全体の資産ポートフォリオの内、6％
が「ラグジュアリー投資」に配分されるという市
場専門家の推計が正しいとすると、2018年に
は、超富裕層（UHNWI）が保有する美術品やコ
レクティブルズは約1兆7,400億米ドル6に上り
ます。また、アートおよびコレクティブルズが超
富裕層全体の資産に占める割合が増している
ことも明らかとなりました。今年の調査では、
調査対象となったウェルス・マネジャーの84％
が、美術品コレクションを所有する顧客を担当
していると回答しています。（ファミリーオフィス
の90％、プライベートバンクの82％）。美術品や
コレクティブルズを介することにより、ウェルス・
マネジャーが顧客との感情面での関係性を構
築し、個人的な結びつきを強めることができる
ことを示しています。
今年調査対象となったコレクターの81％が、
ウェルス・マネジャーに対して美術品とコレク
ティブルズを提供サービスに組み込むことを望
むと回答しています（2017年の66％から増加）。
これは、コレクターがますます美術品やコレク
ティブルズを保有資産の一部として捉えるよう
になっていることを示しており、また、より幅広い
意味での資産運用事業者にとって、既存サービ
スにアート関連の資産を戦略的に統合し、資産
報告することを改めて再考すべきであることを
示しています。調査対象となったコレクターの
84％が、自らの保有資産を総合的に把握しエク
スポージャーをより理解するために、資産報告
書に美術品やコレクティブルズも含むことを望
むと回答しています（2017年の61％から増加）。

アート所有の金融的側面に対する認識変化 
下記の調査結果からは、資産運用目的にアー
トを所有するモデルに転換しつつある状況が
伺えます。こうした変化は今後数年間にわた
り、資産運用業界の発展に大きな影響を及ぼ
す可能性があるといえるでしょう。

アート取引は資産運用を考える顧客層の要望
にも応えはじめている
美術専門家の81％が、「顧客はコレクションの
ためにアートを購入するが投資としてもとらえ
ている」と回答しています（2017年の86％よりも
微減）。そのうち33％のコレクターが、アート購
入はコレクションが目的であり、財務的価値の
ためではないと述べました。しかし、コレクター
の過半数（65％）がアート購入の理由として感
情面（作品が気に入ったなど）と投資目的の双
方であると回答しています（2017年と同率）。

興味深いことに、アート取引業者の81％（アー
トアドバイザー、美術商、オークションハウスへ
の調査の結果に基づく）は、顧客がアートを購
入するのは、アート作品が気に入ったためと資
産運用のためと捉えている点です（2017年の
79％から増加）。価格が上昇するとメディアか
らの注目が集まり、付随して作品の財務的価値
も高まるため、明らかにコレクターも美術専門
家と同様に、美術品取引においても、資産とし
てアート所有するという認識が広がりつつあり
ます。また、オークションハウス（サザビーズによ
るアート・インデックス企業、Mei & Mosesの買
収)とギャラリー（例えばガゴシアン）の双方が、
独自の美術品市場ツールや分析手法の開発に
乗り出しているという興味深いトレンドが散見
されます。これは、アート収集に関する認識が
変化しており、顧客はアート作品の売買に当
たり、より洗練された市場データ、情報、ツー
ルを求めていることを示唆しているといえるで
しょう。

コレクター
および美術専門家
2019年の調査結果

資産運用目的での手段として「一般的」になる
コレクターと美術専門家の双方で、「社会的価
値（ステータス）」の重要度が低下しています。
これは、アート購入が特権階級に限られたもの
ではなくなっており、対面的価値（自分がどのよ
うに見られるか）から個人的価値（楽しさ、幸福
感など）へ、そして資産運用に変化しているこ
とを示唆しているともいえます。投資収益と
ポートフォリオ分散を目的とする傾向も、2017
年以降増加しています。コレクターの52％が、
ポートフォリオ分散がアート購入の強い／極め
て強 い動 機 に なっていると回 答しており、

（2017年の36％から増加）、2011年以来最も高
い数値となっています。この結果から、より多く
のコレクターが資産運用にアート関連サービ
スを含めることを望んでいるという考察と概ね
合致します。

6 デロイトの「Art & Finance Report 2017」では、2016年、
超富裕層（UHNWI）の推定資産額に基づき、美術品およ
びコレクティブルズ資産額を1兆6,200億米ドルと推計
しました。今回のレポートでも同様の手法を用い、また、
超富裕層（UHNWI）の資産は富裕層（HNWI）の資産と
同じ割合で増加すると仮定しました（キャップジェミニ
社の「World Wealth Report 2017」および「World 
Wealth Report 2018」記載の推定増加率を使用)。ま
た、美術品およびコレクティブルズへの資産配分は

「Knight Frank Wealth Report 2017」に記載されている
ものと同様と仮定しています。「Wealth Report 2019」で
はパッション投資（情熱に基づく投資：Passion invest-
ment）に基づいて異なる数字を公表しています。2017
年は、パッション投資の割合は同様でも総資産額の割
合が異なっていたためです。 

今年調査対象となったコレクターの81％が、資産運用会社が美術品とコレクティブル
ズを提供サービスに組み込むことを望むと述べています（2017年の66％から増加）。

図4.　感情的 vs 投資 : あなたの顧客はなぜ美術品を購入したのですか？（美術専門家）
出典：デロイト ルクセンブルクおよびArtTactic「Art & Finance Report 2019」

図5. 感情的 vs 投資 : あなたはなぜアートを購入するのですか？（アートコレクター）
出典：デロイト ルクセンブルクおよび ArtTactic 「Art & Finance Report 2019」

図3. コレクター : アート購入にあたり、以下の動機のうちもっとも重要なものは何ですか？
出典：デロイト ルクセンブルクおよび ArtTactic「Art & Finance Report 2019」
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コレクターは所有する美術品を資産の一部と
みなすようになっています 
グローバル全体の資産ポートフォリオの内、6％
が「ラグジュアリー投資」に配分されるという市
場専門家の推計が正しいとすると、2018年に
は、超富裕層（UHNWI）が保有する美術品やコ
レクティブルズは約1兆7,400億米ドル6に上り
ます。また、アートおよびコレクティブルズが超
富裕層全体の資産に占める割合が増している
ことも明らかとなりました。今年の調査では、
調査対象となったウェルス・マネジャーの84％
が、美術品コレクションを所有する顧客を担当
していると回答しています。（ファミリーオフィス
の90％、プライベートバンクの82％）。美術品や
コレクティブルズを介することにより、ウェルス・
マネジャーが顧客との感情面での関係性を構
築し、個人的な結びつきを強めることができる
ことを示しています。
今年調査対象となったコレクターの81％が、
ウェルス・マネジャーに対して美術品とコレク
ティブルズを提供サービスに組み込むことを望
むと回答しています（2017年の66％から増加）。
これは、コレクターがますます美術品やコレク
ティブルズを保有資産の一部として捉えるよう
になっていることを示しており、また、より幅広い
意味での資産運用事業者にとって、既存サービ
スにアート関連の資産を戦略的に統合し、資産
報告することを改めて再考すべきであることを
示しています。調査対象となったコレクターの
84％が、自らの保有資産を総合的に把握しエク
スポージャーをより理解するために、資産報告
書に美術品やコレクティブルズも含むことを望
むと回答しています（2017年の61％から増加）。

アート所有の金融的側面に対する認識変化 
下記の調査結果からは、資産運用目的にアー
トを所有するモデルに転換しつつある状況が
伺えます。こうした変化は今後数年間にわた
り、資産運用業界の発展に大きな影響を及ぼ
す可能性があるといえるでしょう。

アート取引は資産運用を考える顧客層の要望
にも応えはじめている
美術専門家の81％が、「顧客はコレクションの
ためにアートを購入するが投資としてもとらえ
ている」と回答しています（2017年の86％よりも
微減）。そのうち33％のコレクターが、アート購
入はコレクションが目的であり、財務的価値の
ためではないと述べました。しかし、コレクター
の過半数（65％）がアート購入の理由として感
情面（作品が気に入ったなど）と投資目的の双
方であると回答しています（2017年と同率）。

興味深いことに、アート取引業者の81％（アー
トアドバイザー、美術商、オークションハウスへ
の調査の結果に基づく）は、顧客がアートを購
入するのは、アート作品が気に入ったためと資
産運用のためと捉えている点です（2017年の
79％から増加）。価格が上昇するとメディアか
らの注目が集まり、付随して作品の財務的価値
も高まるため、明らかにコレクターも美術専門
家と同様に、美術品取引においても、資産とし
てアート所有するという認識が広がりつつあり
ます。また、オークションハウス（サザビーズによ
るアート・インデックス企業、Mei & Mosesの買
収)とギャラリー（例えばガゴシアン）の双方が、
独自の美術品市場ツールや分析手法の開発に
乗り出しているという興味深いトレンドが散見
されます。これは、アート収集に関する認識が
変化しており、顧客はアート作品の売買に当
たり、より洗練された市場データ、情報、ツー
ルを求めていることを示唆しているといえるで
しょう。

コレクター
および美術専門家
2019年の調査結果

資産運用目的での手段として「一般的」になる
コレクターと美術専門家の双方で、「社会的価
値（ステータス）」の重要度が低下しています。
これは、アート購入が特権階級に限られたもの
ではなくなっており、対面的価値（自分がどのよ
うに見られるか）から個人的価値（楽しさ、幸福
感など）へ、そして資産運用に変化しているこ
とを示唆しているともいえます。投資収益と
ポートフォリオ分散を目的とする傾向も、2017
年以降増加しています。コレクターの52％が、
ポートフォリオ分散がアート購入の強い／極め
て強 い動 機 に なっていると回 答しており、

（2017年の36％から増加）、2011年以来最も高
い数値となっています。この結果から、より多く
のコレクターが資産運用にアート関連サービ
スを含めることを望んでいるという考察と概ね
合致します。

6 デロイトの「Art & Finance Report 2017」では、2016年、
超富裕層（UHNWI）の推定資産額に基づき、美術品およ
びコレクティブルズ資産額を1兆6,200億米ドルと推計
しました。今回のレポートでも同様の手法を用い、また、
超富裕層（UHNWI）の資産は富裕層（HNWI）の資産と
同じ割合で増加すると仮定しました（キャップジェミニ
社の「World Wealth Report 2017」および「World 
Wealth Report 2018」記載の推定増加率を使用)。ま
た、美術品およびコレクティブルズへの資産配分は

「Knight Frank Wealth Report 2017」に記載されている
ものと同様と仮定しています。「Wealth Report 2019」で
はパッション投資（情熱に基づく投資：Passion invest-
ment）に基づいて異なる数字を公表しています。2017
年は、パッション投資の割合は同様でも総資産額の割
合が異なっていたためです。 

今年調査対象となったコレクターの81％が、資産運用会社が美術品とコレクティブル
ズを提供サービスに組み込むことを望むと述べています（2017年の66％から増加）。

図4.　感情的 vs 投資 : あなたの顧客はなぜ美術品を購入したのですか？（美術専門家）
出典：デロイト ルクセンブルクおよびArtTactic「Art & Finance Report 2019」

図5. 感情的 vs 投資 : あなたはなぜアートを購入するのですか？（アートコレクター）
出典：デロイト ルクセンブルクおよび ArtTactic 「Art & Finance Report 2019」

図3. コレクター : アート購入にあたり、以下の動機のうちもっとも重要なものは何ですか？
出典：デロイト ルクセンブルクおよび ArtTactic「Art & Finance Report 2019」
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官民連携が文化芸術セクターにおける新しい
社会的インパクト投資モデルを進展させてい
ます  
文化芸術セクターに蔓延する資金不足への対
応策の1つとして、既存の公共コレクションを、
資産価値を生み出す資産へ変換することが挙
げられます。公的機関が社会的使命を果たせ
るよう、潤沢な資金を共有するのです。文化芸
術セクターは多くの課題に直面しています。公
的予算の減少、他の文化芸術関連機関との競
争の激化、寄付者、支援者、スポンサーを見つ
けるための競争、私立美術館インフラの発展、
デジタルテクノロジーを活用した顧客や観覧
者の体験向上に向けたプレッシャーなどです。
公的機関の将来の戦略と発展を見据えた場
合、保有する収蔵品の経済的価値を調べ活用
することは選択肢となり得るでしょうか？イン
パクト投資に大きな社会的意義を見出すため
に、民間セクターは、文化遺産プロジェクトの
共同所有者やパートナーという全く新しい官民
パートナーシップの形を結ぶことはできないで
しょうか？

プライベートバンクでは社会的責任投資商品
を高く評価
今年の調査では、アート投資商品のカテゴリー
を拡大し、分散投資商品、デリバティブ商品お
よび社会的責任投資を調査対象に含めまし
た。すると、社会的責任投資が、プライベートバ
ンクがもっとも高く評価するサービスとして位
置づけられました。プライベートバンクの28％
が、文化芸術関連の社会的責任投資を自社の
顧客が興味を持つだろう、と回答しています。
一方、今年は17%が、アート投資ファンド商品
が自社の顧客にとって魅力的に感じるだろうと
回答（2017年の43%から減少）。このことは、今
後のアート投資商品の適切なモデルとして、社
会的インパクトと健全な財務的投資を効果的
に連携させたものになるだろうと示唆している
といえます。近年、投資業界においてこうした傾
向は急速に拡大しつつあります。また、これらの
調査結果はコレクターや美術専門家からの回
答や関心とも一致しています。美術専門家は文
化芸術関連の社会的責任投資にもっとも関心
を持っているようで、美術専門家の49%、アート
コレクターの31%が、関心を持っている／とて
も関心を持っていると回答しています。

アート支援（パトロネージュ）、クラウドファン
ディング、アート作品の分散所有
近年のアート作品の分散所有モデルの大部分
はアート投資の「民主化」に焦点を当てていま
すが、分散所有はアート支援の民主化のため
のモデルあるいは手法として、より適している
といえます。

分散所有は、公共のアートプロジェクトや美術
館の将来の資金調達モデルになり得るでしょう
か？クラウドファンディングがアートやカル
チャー関連のプロジェクトでその影響力を見せ
たKickstarter のようなクラウドファンディングプ
ラットフォームから学べることは何でしょうか9？
2017年5月までに、Kickstarter上では7,000万
米ドルを超えるアートプロジェクト支援が行わ
れています10。

・ 60万人以上が少なくとも1つ成功をおさめた
アートプロジェクトを支援しており、9万人が2
つ以上のプロジェクトを支援。

• Amplifier Foundationによるアートプロジェ
クトはもっとも規模が大きく、130万米ドルを
超える寄付を獲得。世界中の2万人以上がワ
シントンでのウイメンズマーチでアートの販売
支援をしました。

• 700人を超えるクリエイターがアートプロジェ
クトを立ち上げ、複数のプロジェクトを成功に
おさめました。ブルックリンのアート・セン
ター、ザ・インビジブル・ドッグ（The Invisible 
Dog）は5つのプロジェクトを、アーティストの
Jose Pulidoは30のプロジェクトを立ち上げ
てきました。 

•今日では、毎日Kickstarter上でアートプロ
ジェクトに対して600を超える寄付が行われて
おり、Kickstarter創立1年目の時は、1日にな
されていた約束はわずか17件でした。

•1万を超える成功したアートプロジェクトのう
ち、1,400件以上が公共プロジェクトでした。

出典: Kickstarter

ブロックチェーンテクノロジーとトークン化の
登場により、文化芸術領域に対する次世代のイ
ンパクト投資モデルをもたらすかもしれませ
ん。おそらく、このモデルの出現により、アート文
化芸術組織が特定のプロジェクトに関する資
金調達や、自らのコレクション形成に向けた
アート作品購入が可能になり、さらに、投資家
は心理的な満足を得たり、アートの支援者とな
ることによる社会的な、そして（おそらく）経済
的な利益を得るなど、アート分散投資のメリッ
トを享受することでしょう。

2019年8月19日、181の米国企業が参加する経
済団体「ビジネス・ラウンドテーブル」は、米国
経済界は、株主や投資家だけでなく全ての関
連者（ステークホルダー）に対しても経済的利
益を提供する責務があるとする声明を発表し
ました。
大企業に対し、社会的責任と株主責任のバラ
ンスを求める監視の目はますます厳しくなって
おり、当団体が発した主要なメッセージとして
は、企業にはあらゆるステークホルダーに対す
る責務を模すべきとするものといえます。この
声明には、近年、自らの投資が社会、さらには
世界に対してプラスの影響を与えたいと考える
投資家が増加していることも要因となっていま
す。我々は、投資に対して単に財務的収益だけ
でなく、それ以上のものに注目が集まるとい
う、グローバルな投資トレンドの転換を目の当
たりにしています。このグローバルにおけるイン
パクト投資のトレンドは、2018年に米国で運用
されていた資産の4分の1以上を占めており7

（年間運用資産のうち12兆米ドル超）、文化芸術
セクターに対する極めて大きな投資モデルの
可能性を示唆しています。全世界の 超富裕層

（UHNWI）のフィランソロピー（慈善的寄付）に
おいて、文化芸術セクターは2016年には3番目
に重要な要因として挙げられ8、このセクターの

パラダイムシフト:
株主第一主義から
ステークホルダー価値へ

2019年の調査結果

占める割合は2014年の9.1％から2015年の
10％へと増加しました。

文化芸術関連の組織が直面するインパクト投
資に関する主な課題としては、多くのカルチャー
関連のプロジェクトや組織は社会に影響を与え
ているものの、投資家が期待するような経済的
リターンの実現は難しいという点です。

どの程度の経済的リターンがあれば、これらの
投資が魅力的となり得るか？が大きな問いと
なります。感動や社会的意義など「代替的な」
見返りを提供することで、インパクト投資に参
加した人々に埋め合せすることができるでしょ
うか？この点に関しては、文化芸術とフィランソ
ロピー（慈善）モデルの組み合わせに可能性が
あります。文化芸術の支援活動では、心の豊か
さが経済的リターンの代替となり得ることが証
明されています。Nesta（英国の科学技術・芸術
を支援する基金）のFran Sanderson による

「Reimagine: Supporting the arts（再考：アー
トを支援するということ）」という論説では、こ
の文化芸術セクターに適用可能な新しい社会
的インパクト投資モデルの例として、資金調達
と融資について調査しています。

7 The U.S. Forum for Sustainable  and  Responsible 
Investment による2018年の調査に基づく。

8 Wealth-X and Arton「Changing Philanthropy: Trend 
shifts in ultra- wealthy giving report第3版（2016年）」

9 Market Wiredによると、2014年はクラウドファンディングにより、世界中から映画と舞台芸術には9億7千万米ドル、音楽とレコーディング芸術には7億3,600万米ドルの資金提供
を受けました。

10 出典：Kickstarter、https://www.kickstarter.com/blog/10000-art-projects-funded-on-kickstarter      

大企業に対し、社会的責
任と株主責任のバランス
を求める監視の目はます
ます厳しくなっています。

ESG 
（環境、社会、企業統治）企業

の環境、社会、ガバナンスに
関する基準。測定のため、従
来の財務指標と併せて用い
られる。

（社会的責任投資）には、特
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または選択を行うことが含
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企業や組織が社会にプラス
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官民連携が文化芸術セクターにおける新しい
社会的インパクト投資モデルを進展させてい
ます  
文化芸術セクターに蔓延する資金不足への対
応策の1つとして、既存の公共コレクションを、
資産価値を生み出す資産へ変換することが挙
げられます。公的機関が社会的使命を果たせ
るよう、潤沢な資金を共有するのです。文化芸
術セクターは多くの課題に直面しています。公
的予算の減少、他の文化芸術関連機関との競
争の激化、寄付者、支援者、スポンサーを見つ
けるための競争、私立美術館インフラの発展、
デジタルテクノロジーを活用した顧客や観覧
者の体験向上に向けたプレッシャーなどです。
公的機関の将来の戦略と発展を見据えた場
合、保有する収蔵品の経済的価値を調べ活用
することは選択肢となり得るでしょうか？イン
パクト投資に大きな社会的意義を見出すため
に、民間セクターは、文化遺産プロジェクトの
共同所有者やパートナーという全く新しい官民
パートナーシップの形を結ぶことはできないで
しょうか？

プライベートバンクでは社会的責任投資商品
を高く評価
今年の調査では、アート投資商品のカテゴリー
を拡大し、分散投資商品、デリバティブ商品お
よび社会的責任投資を調査対象に含めまし
た。すると、社会的責任投資が、プライベートバ
ンクがもっとも高く評価するサービスとして位
置づけられました。プライベートバンクの28％
が、文化芸術関連の社会的責任投資を自社の
顧客が興味を持つだろう、と回答しています。
一方、今年は17%が、アート投資ファンド商品
が自社の顧客にとって魅力的に感じるだろうと
回答（2017年の43%から減少）。このことは、今
後のアート投資商品の適切なモデルとして、社
会的インパクトと健全な財務的投資を効果的
に連携させたものになるだろうと示唆している
といえます。近年、投資業界においてこうした傾
向は急速に拡大しつつあります。また、これらの
調査結果はコレクターや美術専門家からの回
答や関心とも一致しています。美術専門家は文
化芸術関連の社会的責任投資にもっとも関心
を持っているようで、美術専門家の49%、アート
コレクターの31%が、関心を持っている／とて
も関心を持っていると回答しています。

アート支援（パトロネージュ）、クラウドファン
ディング、アート作品の分散所有
近年のアート作品の分散所有モデルの大部分
はアート投資の「民主化」に焦点を当てていま
すが、分散所有はアート支援の民主化のため
のモデルあるいは手法として、より適している
といえます。

分散所有は、公共のアートプロジェクトや美術
館の将来の資金調達モデルになり得るでしょう
か？クラウドファンディングがアートやカル
チャー関連のプロジェクトでその影響力を見せ
たKickstarter のようなクラウドファンディングプ
ラットフォームから学べることは何でしょうか9？
2017年5月までに、Kickstarter上では7,000万
米ドルを超えるアートプロジェクト支援が行わ
れています10。

・ 60万人以上が少なくとも1つ成功をおさめた
アートプロジェクトを支援しており、9万人が2
つ以上のプロジェクトを支援。

• Amplifier Foundationによるアートプロジェ
クトはもっとも規模が大きく、130万米ドルを
超える寄付を獲得。世界中の2万人以上がワ
シントンでのウイメンズマーチでアートの販売
支援をしました。

• 700人を超えるクリエイターがアートプロジェ
クトを立ち上げ、複数のプロジェクトを成功に
おさめました。ブルックリンのアート・セン
ター、ザ・インビジブル・ドッグ（The Invisible 
Dog）は5つのプロジェクトを、アーティストの
Jose Pulidoは30のプロジェクトを立ち上げ
てきました。 

•今日では、毎日Kickstarter上でアートプロ
ジェクトに対して600を超える寄付が行われて
おり、Kickstarter創立1年目の時は、1日にな
されていた約束はわずか17件でした。

•1万を超える成功したアートプロジェクトのう
ち、1,400件以上が公共プロジェクトでした。

出典: Kickstarter
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9 Market Wiredによると、2014年はクラウドファンディングにより、世界中から映画と舞台芸術には9億7千万米ドル、音楽とレコーディング芸術には7億3,600万米ドルの資金提供
を受けました。

10 出典：Kickstarter、https://www.kickstarter.com/blog/10000-art-projects-funded-on-kickstarter      
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ハイライト

アートテック スタートアップ企業は8年間
で6億米ドル超の資金を調達
アートテック スタートアップ企業の第1世
代は6億米ドル近くの投資を受けてきまし
た。その50％は取引関連事業、25％は投資
先の開発・交流、15％はロジスティクス・コ
レクション管理、10%はデータ関連のアー
トテックスタートアップに投資されました。

次世代のアートテック スタートアップは
周辺事業に注目
次世代のスタートアップが注目する主要領
域は、ロジスティクス、保険、契約、法務、保
管、データ、標準化、教育、新人アーティスト
の発掘となっています。

オンライン販売の伸びは鈍化
Hiscox Online Art Trade Report 2019によ
ると、2018年、アート販売のオンライン市場
は9.8%拡大し46億4,000万米ドルとなり、
2017年の12%に比較すると成長ペースが
鈍化しつつあります。

業界の統合が進むとみられる 
Hiscox Online  Art Trade Report 2019 の
調査対象であるオンラインプラットフォー
ム企業の71%が、今後1年間でオンライン
アートプラットフォームの統合が進むと予
想しています。

テクノロジーがアート市場の変革を推進
する
コレクターと美術専門家は、テクノロジー
がアート市場の多くの側面（透明性や規制
など）に大きな影響を与える可能性があ
ると考えています。

作品の来歴とトレーサビリティ
調査対象であるコレクターの84%（2017年
の45%から増加）および美術専門家の76%

（2017年の54%から増加）が、テクノロジー
がアート作品の来歴追跡とトレーサビリ
ティの向上に寄与すると予想しています。こ
の見解にはウェルス・マネジャーも同意し
ています（79%が同意）。

真贋の鑑定
調査対象であるコレクターの80%（2017年
の29%から増加 ）および美術専門家の
75%（2017年の31%から増加）、ならびに
ウェルス・マネジャーの69%が、テクノロ
ジーによりアート作品の真贋の鑑定プロセ
スが改善されると考えています。

価値評価の発展
今年の調査では、コレクターの64%（2017
年の51%から増加 ）および美術専門家の
73%（2017年の51%から増加）、ならびに
ウェルス・マネジャーの58%が、テクノロ
ジーによってアート作品の価値評価プロセ
スが改善されると考えています。
アート市場においてデータ利用可能の向
上（オークションデータに加えて、別のデー
タセットを含む）に伴い、この2年間で、当該
領域への進出を目的にCollector IQ、
ArtBnk、Wondeur、Art World Insight、 
ArtForecasterなどの多くのアートテック企
業が設立されました。

テクノロジー進化により、市場の規制は厳
格化する見込み
調査対象のコレクターの56%（2017年の
35%から増加 ）および美術専門家の51%

（2017年の35%から増加）が、テクノロ
ジーが変革を推進することで、市場にお
ける規制がより厳格になると予想してお
り、ウェルス・マネジャーの53%もこの見解
を支持しています。

資産運用:
2019年の調査結果
透明性とテクノロジーの進展  
ウェルス・マネジャーの77%が、アート市場の透
明性の欠如が、市場の評判と信用を傷つける
最大の脅威になり得ると回答しています。一
方、ウェルス・マネジャーの76%は、テクノロ
ジーがアート市場の透明性を向上させ、Art & 
Finance業界の成長を促すと考えていると回答
しています。
ウェルス・マネジャーが市場の透明性を向上さ
せる上で、どのようなテクノロジーが最も効果
的だと考えているかは今回の調査では明らか
になっていません。

アート市場における信頼性の向上 
ウェルス・マネジャーが懸念を抱いているのは、
真贋、来歴の欠如、偽造、真正性に関する課題
です（2019年には84%がこうした点を課題と回
答）。しかし、これらの課題への対処として、テク
ノロジーの発展がもたらす可能性に大きな期
待が寄せられています。調査対象となったプラ
イベートバンクの79%が、テクノロジーにより
アート作品の来歴やトレーサビリティに関する
課題が改善するだろうと回答しています。さら
に69%の人が、テクノロジーによって、真贋の問
題に関して、効果的に対処可能になるだろうと
回答しています。

教育 
調査対象となったウェルス・マネジャーの68%
が、テクノロジーにより、アート市場の情報入手
がより可能となり、市場参画者の教育普及に貢
献するだろうと回答しています。（プライベートバ
ンクの67%とファミリーオフィスの71%がこのよ
うな意見を持っています）。プライベートバンク
の49%とファミリーオフィスの50%が、こうした
情報提供や教育普及によりアートコレクターの
裾野を広げるのに役立つだろうと考えています。

ビッグデータ、 解析そしてAIが解となるのか？ 
他業界と同様に、アート市場もビッグデータや
AI の影響を感じ始めています。プライベートバ
ンクの41%が、ビッグデータやAIが、アートおよ
び資産運用の領域にも影響を及ぼし始めてい
ると回答しています。しかし、ファミリーオフィス
業界の反応は比較的慎重で、これらがアートお
よび資産運用に関連するサービスに重大な影
響を持つと考えていると回答したのはわずか
13%でした。

DNA テクノロジーの発展
プライベートバンクの半数余り（53%）が、DNA 
関連のテクノロジーの発展により、アート作品
の来歴の追跡と認証が容易になる可能性があ
り、将来、アートおよび資産運用の領域に大き
な影響を与えるだろうと回答しています。対照
的に、同じ意見を持つファミリーオフィスはわ
ずか25%でした。

ブロックチェーンとアート
ブロックチェーンがアートおよび資産運用に関
連するサービスに及ぼす実際の影響に関して
は、まだ最終結論が出ていない状況です。プラ
イベートバンクの23%がブロックチェーンは
重大な影響を及ぼす可能性があると回答した
一方で、この技術がアート関連サービスの発
展にとって重要になると回答したのは、ファミ
リーオフィスの6%に過ぎません。テクノロジー
を信頼していないというよりも、むしろ、アート
とブロックチェーンをどのように利用すればい
いのか、まだ不明である、ということかもしれ
ません。しかし、ブロックチェーンが発展し主
流になるにつれて、ブロックチェーンがインフ
ラとしてアート市場の透明性と信頼性の向上
に重要な役割を果たしてゆくだろうと私たち
は期待しています。

ウェルス・マネ ジャー の
77%が、アート市場におけ
る透明性の欠如がその評
判と信用に対する最大の
脅威であると述べました。
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ハイライト

アートテック スタートアップ企業は8年間
で6億米ドル超の資金を調達
アートテック スタートアップ企業の第1世
代は6億米ドル近くの投資を受けてきまし
た。その50％は取引関連事業、25％は投資
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レクション管理、10%はデータ関連のアー
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裾野を広げるのに役立つだろうと考えています。

ビッグデータ、 解析そしてAIが解となるのか？ 
他業界と同様に、アート市場もビッグデータや
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ンクの41%が、ビッグデータやAIが、アートおよ
び資産運用の領域にも影響を及ぼし始めてい
ると回答しています。しかし、ファミリーオフィス
業界の反応は比較的慎重で、これらがアートお
よび資産運用に関連するサービスに重大な影
響を持つと考えていると回答したのはわずか
13%でした。

DNA テクノロジーの発展
プライベートバンクの半数余り（53%）が、DNA 
関連のテクノロジーの発展により、アート作品
の来歴の追跡と認証が容易になる可能性があ
り、将来、アートおよび資産運用の領域に大き
な影響を与えるだろうと回答しています。対照
的に、同じ意見を持つファミリーオフィスはわ
ずか25%でした。

ブロックチェーンとアート
ブロックチェーンがアートおよび資産運用に関
連するサービスに及ぼす実際の影響に関して
は、まだ最終結論が出ていない状況です。プラ
イベートバンクの23%がブロックチェーンは
重大な影響を及ぼす可能性があると回答した
一方で、この技術がアート関連サービスの発
展にとって重要になると回答したのは、ファミ
リーオフィスの6%に過ぎません。テクノロジー
を信頼していないというよりも、むしろ、アート
とブロックチェーンをどのように利用すればい
いのか、まだ不明である、ということかもしれ
ません。しかし、ブロックチェーンが発展し主
流になるにつれて、ブロックチェーンがインフ
ラとしてアート市場の透明性と信頼性の向上
に重要な役割を果たしてゆくだろうと私たち
は期待しています。

ウェルス・マネ ジャー の
77%が、アート市場におけ
る透明性の欠如がその評
判と信用に対する最大の
脅威であると述べました。
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アート市場のあらゆる側面で、
リスクに対する認識が注目されています

ハイライト

リスク管理

規 制

作品の真贋、出所、偽造および特定が、依
然として主な懸念事項
ウェルス・マネジャーの84%が、上記項目
をアート市場の最大のリスク領域であり
市場の評価に対する脅威となっていると
回答しています（2017年の83%から増
加）。

価格操作およびその他の反競争的行為
ウェルス・マネジャーの79%が、価格操作
および反競争的行為のリスクはアート市
場の評判に対する主要リスクであると回
答しています（2017年の76%から増加）。

所有権登録制度がない／独自の対象物
の鑑定者
ウェルス・マネジャーの79%が、関係者が
美術作品の来歴を調べ独自に所有者と
出所を特定できるインフラ（例えば、所有
権の登録）の欠如は極めて重要な課題で
あると回答しています（2017年の69%から
増加）。

明かされていない利益相反
ウェルス・マネジャーの76%が、利益相反
はアート市場の評判に対する最大の脅威
であると感じています（2017年の65%から
増加）。

マネー・ロンダリングの懸念
ウェルス・マネジャーの76%が、マネー・ロ
ンダリングは極めて重要な懸念事項であ
ると述べました（2017年の65%から増
加）。

欧州では、アート市場には政府による規
制が必要であると考えるウェルス・マネ
ジャーが増加
2017年にはウェルス・マネジャーの60%が
アート市場の規制には自主規制が最善だ
と回答していましたが、欧州のウェルス・マ
ネジャーについては状況が一変していま
す。調査対象者の54%がアート市場には、
より政府による規制が必要であると回答
しており、自主規制が適切な手段と回答し
たのは46%に過ぎませんでした。

アート市場のビジネス慣行の現代化を
求める声の高まり
今年の調査では、あらゆる関係者から現
状のビジネス慣行を現代化させる必要性
が言及されました。アート関連の専門家の
80%（2017年の74%から増加）、コレク
ターの81%（2017年の64%から増加）、
ウェルス・マネジャーの76%（2017年の
73%から増加）が、こうした意見を表明し
ています。第5次アンチ・マネー・ロンダリン
グ（AML）指令がEUで2020年1月により施
行となることも、変革を求める動機とな
り、変化を促している模様です。

ウェルス・マネ ジャー の
76%が、マネー・ロンダリ
ングは極めて重要な懸念
事項であると回答してい
ます。

AML規制対象が美術品取引にも拡大 
EUのAML規制の対象が、2020年1月から
美術品取引にも拡大されます。マネー・ロ
ンダリング手法の巧妙化やテロの脅威拡
大に対処するため、金融犯罪の防止対策
が課される業種は世界的に拡大傾向に
あります。美術商、オークションハウス、お
よびその他の美術品取引業者も、ゲート
キーパーとして既に対象となっている銀
行や会計士、弁護士と同様に、この規制が
適用されることになります。

適用対象となる取引額の下限設定が低
いため、現在の美術品取引の多くが新規
制の対象となる模様
新AML規制では、対象範囲を拡大し、「取
引額が1万ユーロ以上の場合に、美術作
品取引の仲介者として取引または行為す
る者が規制の対象となり、アートギャラ
リーやオークションハウスによる取引も含
む」としています。

金融犯罪リスクプログラムの導入
新AML規制では、美術品取引において金
融犯罪への対策プログラムを導入するこ
とを義務付けています。しかし、すべての
ケースに適用できるアプローチは存在せ
ず、作品やサービス、地域、顧客、地域、販
路によってもたらされるリスクは異なりま
す。新たな規制では、美術商や取引仲介者
は取引内容や顧客と関係性に応じてリス
クベースのアプローチを講じること、およ
び、i) 顧客リスクの評価、ii) 顧客のデュー
デリジェンス、iii) 継続的なモニタリング、
iv) 十分なガバナンスの整備、v) 当局との
協力体制、の5項目に関しポリシーと手続
きを策定することを義務付けています。

美術専門家は疑わしい行為について報告
する義務を負う
新AML規制の対象となる美術専門家は当
局への全面的な協力が求められます。す
なわち、要求に応じるのみならず、マネー・
ロンダリングまたはテロ資金供与が行わ
れた、疑いがもたれる、もしくは疑うべき
合理的な理由がある時は自ら進んで、疑
わしい取引または行為について金融情報
機関（Financial Intelligence Unit、FIU）に
報告しなければなりません。

パナマ文書が、受益所有権の設定をめぐ
る課題にスポットライトを当てる
パナマ文 書 に 起 因した 美 術 関 連 のマ
ネー・ロンダリング訴訟は、ほとんど存在
しませんが、美術品の真の所有者がオフ
ショアのペーパーカンパニーを隠れ蓑に
する手法が本文書により明らかになりま
した。

受益所有者の特定
E Uの新 A M L 規 制 下では 、美 術 専 門 家

（オークションハウス、美術商、ギャラリー
など）はデューデリジェンスの検査を実施
し、各取引の受益所有者を特定すること
が求められます。しかし、アート市場の取
引は通常1つあるいは複数の仲介者が関
与しているため、当該取引の実際の受益
者と仲介者を区別するのが難しいのが実
情です。顧客が自身のための取引をして
いるのか、仲介者として取引しているのか
を明らかにすることが重要となります。し
かし、現行の法的枠組みでは「仲介者」と
いう用語について明確な定義をしておら
ず、重大な法的課題ともいえます。

美術館は支援者（パトロン）について知る
必要がある
サックラー一族（Sackler family）とその美
術界への支援をめぐる疑惑を受け、今後、
企業および個人による美術館への財政支
援と寄付に対する調査が厳しくなる模様で
す。外部の寄付者や支援者に関連するリス
クをあらかじめ評価するための費用とリ
ソースが過大になる恐れがあるため、これ
による文化芸術セクターへの実際的な影
響は極めて大きくなるかもしれません。

繰り返しとなりますが、第5次AML指令に
より、デューデリジェンス実施に向けて、
アート業界で利用できる共通ツールが創
出されることになるかもしれません。

オンライン・アート市場と非対面取引がも
たらす課題
2018年のオンラインでのアート取引額は
46億4千万米ドルと推計されており1 1 、
アート業界は、取引に先立ち受益所有者
を特定する必要がある、極めて大きな課
題に直面していることが明らかです。さら
に、特 に 個 人 間 の 取 引 に 関しては 、マ
ネー・ロンダリング規制の適用の妨げとな
る可能性があります。

責任あるアート市場 （Responsible Art 
Market： RAM）イニシアティブ
RAMイニシアティブは、アート業界が直面
しているリスクに関する事業者の意識向
上、および、こうしたリスクへの対応に関
する実行可能なガイドラインとベストプラ
クティス共有のためのプラットフォーム提
供を目的としています。RAMの創設メン
バーは、事業者、学術団体、代理人など
アート市場のあらゆる領域に渡ります。

これまでにRAMは2つの実行可能なガイ
ドラインとチェックリスト（マネー・ロンダリ
ングおよびテロ資金供与対策ためのガイ
ドラインとアート取引デューデリジェンス・
ツールキット）を公表しており、これらが使
用、参照されるケースが増えています。
RAMはジュネーブアートフェア開催期間
中にジュネーブで年次総会を開催してい
ます。本総会は、アート市場の専門家が顔
を合わせ、市場の慣行、課題そして新たな
取組みについて意見交換を行う機会と
なっています。

ダイヤモンド業界から学ぶべき教訓 
アントワープ・ ワールド・ダイヤモンド・セ
ンター（ A n t w e r p  W o r l d  D i a m o n d  
Centre、AWDC)は、多額の投資を行い、
ダイヤモンド取引業者に対して、マネー・
ロンダリングに関する認知向上とガイダ
ンスの提供を行い、AML原則に対する実
際の適応方法を示すことで支援を行いま
した。こうした意識啓発や支援は、電話相
談や、研修、セミナーだけでなく、ダイヤ
モンド取引業者が顧客を調査し潜在的リ
スクを評価できるソフトウェアなどのツー
ルでも実施されました。これらのツールは
各業者にとっては非常に高価であるため、
AWDCが業界団体として資金を提供し、業
者が無料で利用できるような仕組みと
なっています。 
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アート市場のあらゆる側面で、
リスクに対する認識が注目されています

ハイライト

リスク管理

規 制

作品の真贋、出所、偽造および特定が、依
然として主な懸念事項
ウェルス・マネジャーの84%が、上記項目
をアート市場の最大のリスク領域であり
市場の評価に対する脅威となっていると
回答しています（2017年の83%から増
加）。

価格操作およびその他の反競争的行為
ウェルス・マネジャーの79%が、価格操作
および反競争的行為のリスクはアート市
場の評判に対する主要リスクであると回
答しています（2017年の76%から増加）。

所有権登録制度がない／独自の対象物
の鑑定者
ウェルス・マネジャーの79%が、関係者が
美術作品の来歴を調べ独自に所有者と
出所を特定できるインフラ（例えば、所有
権の登録）の欠如は極めて重要な課題で
あると回答しています（2017年の69%から
増加）。

明かされていない利益相反
ウェルス・マネジャーの76%が、利益相反
はアート市場の評判に対する最大の脅威
であると感じています（2017年の65%から
増加）。

マネー・ロンダリングの懸念
ウェルス・マネジャーの76%が、マネー・ロ
ンダリングは極めて重要な懸念事項であ
ると述べました（2017年の65%から増
加）。

欧州では、アート市場には政府による規
制が必要であると考えるウェルス・マネ
ジャーが増加
2017年にはウェルス・マネジャーの60%が
アート市場の規制には自主規制が最善だ
と回答していましたが、欧州のウェルス・マ
ネジャーについては状況が一変していま
す。調査対象者の54%がアート市場には、
より政府による規制が必要であると回答
しており、自主規制が適切な手段と回答し
たのは46%に過ぎませんでした。

アート市場のビジネス慣行の現代化を
求める声の高まり
今年の調査では、あらゆる関係者から現
状のビジネス慣行を現代化させる必要性
が言及されました。アート関連の専門家の
80%（2017年の74%から増加）、コレク
ターの81%（2017年の64%から増加）、
ウェルス・マネジャーの76%（2017年の
73%から増加）が、こうした意見を表明し
ています。第5次アンチ・マネー・ロンダリン
グ（AML）指令がEUで2020年1月により施
行となることも、変革を求める動機とな
り、変化を促している模様です。

ウェルス・マネ ジャー の
76%が、マネー・ロンダリ
ングは極めて重要な懸念
事項であると回答してい
ます。

AML規制対象が美術品取引にも拡大 
EUのAML規制の対象が、2020年1月から
美術品取引にも拡大されます。マネー・ロ
ンダリング手法の巧妙化やテロの脅威拡
大に対処するため、金融犯罪の防止対策
が課される業種は世界的に拡大傾向に
あります。美術商、オークションハウス、お
よびその他の美術品取引業者も、ゲート
キーパーとして既に対象となっている銀
行や会計士、弁護士と同様に、この規制が
適用されることになります。

適用対象となる取引額の下限設定が低
いため、現在の美術品取引の多くが新規
制の対象となる模様
新AML規制では、対象範囲を拡大し、「取
引額が1万ユーロ以上の場合に、美術作
品取引の仲介者として取引または行為す
る者が規制の対象となり、アートギャラ
リーやオークションハウスによる取引も含
む」としています。

金融犯罪リスクプログラムの導入
新AML規制では、美術品取引において金
融犯罪への対策プログラムを導入するこ
とを義務付けています。しかし、すべての
ケースに適用できるアプローチは存在せ
ず、作品やサービス、地域、顧客、地域、販
路によってもたらされるリスクは異なりま
す。新たな規制では、美術商や取引仲介者
は取引内容や顧客と関係性に応じてリス
クベースのアプローチを講じること、およ
び、i) 顧客リスクの評価、ii) 顧客のデュー
デリジェンス、iii) 継続的なモニタリング、
iv) 十分なガバナンスの整備、v) 当局との
協力体制、の5項目に関しポリシーと手続
きを策定することを義務付けています。

美術専門家は疑わしい行為について報告
する義務を負う
新AML規制の対象となる美術専門家は当
局への全面的な協力が求められます。す
なわち、要求に応じるのみならず、マネー・
ロンダリングまたはテロ資金供与が行わ
れた、疑いがもたれる、もしくは疑うべき
合理的な理由がある時は自ら進んで、疑
わしい取引または行為について金融情報
機関（Financial Intelligence Unit、FIU）に
報告しなければなりません。

パナマ文書が、受益所有権の設定をめぐ
る課題にスポットライトを当てる
パナマ文 書 に 起 因した 美 術 関 連 のマ
ネー・ロンダリング訴訟は、ほとんど存在
しませんが、美術品の真の所有者がオフ
ショアのペーパーカンパニーを隠れ蓑に
する手法が本文書により明らかになりま
した。

受益所有者の特定
E Uの新 A M L 規 制 下では 、美 術 専 門 家

（オークションハウス、美術商、ギャラリー
など）はデューデリジェンスの検査を実施
し、各取引の受益所有者を特定すること
が求められます。しかし、アート市場の取
引は通常1つあるいは複数の仲介者が関
与しているため、当該取引の実際の受益
者と仲介者を区別するのが難しいのが実
情です。顧客が自身のための取引をして
いるのか、仲介者として取引しているのか
を明らかにすることが重要となります。し
かし、現行の法的枠組みでは「仲介者」と
いう用語について明確な定義をしておら
ず、重大な法的課題ともいえます。

美術館は支援者（パトロン）について知る
必要がある
サックラー一族（Sackler family）とその美
術界への支援をめぐる疑惑を受け、今後、
企業および個人による美術館への財政支
援と寄付に対する調査が厳しくなる模様で
す。外部の寄付者や支援者に関連するリス
クをあらかじめ評価するための費用とリ
ソースが過大になる恐れがあるため、これ
による文化芸術セクターへの実際的な影
響は極めて大きくなるかもしれません。

繰り返しとなりますが、第5次AML指令に
より、デューデリジェンス実施に向けて、
アート業界で利用できる共通ツールが創
出されることになるかもしれません。

オンライン・アート市場と非対面取引がも
たらす課題
2018年のオンラインでのアート取引額は
46億4千万米ドルと推計されており1 1 、
アート業界は、取引に先立ち受益所有者
を特定する必要がある、極めて大きな課
題に直面していることが明らかです。さら
に、特 に 個 人 間 の 取 引 に 関しては 、マ
ネー・ロンダリング規制の適用の妨げとな
る可能性があります。

責任あるアート市場 （Responsible Art 
Market： RAM）イニシアティブ
RAMイニシアティブは、アート業界が直面
しているリスクに関する事業者の意識向
上、および、こうしたリスクへの対応に関
する実行可能なガイドラインとベストプラ
クティス共有のためのプラットフォーム提
供を目的としています。RAMの創設メン
バーは、事業者、学術団体、代理人など
アート市場のあらゆる領域に渡ります。

これまでにRAMは2つの実行可能なガイ
ドラインとチェックリスト（マネー・ロンダリ
ングおよびテロ資金供与対策ためのガイ
ドラインとアート取引デューデリジェンス・
ツールキット）を公表しており、これらが使
用、参照されるケースが増えています。
RAMはジュネーブアートフェア開催期間
中にジュネーブで年次総会を開催してい
ます。本総会は、アート市場の専門家が顔
を合わせ、市場の慣行、課題そして新たな
取組みについて意見交換を行う機会と
なっています。

ダイヤモンド業界から学ぶべき教訓 
アントワープ・ ワールド・ダイヤモンド・セ
ンター（ A n t w e r p  W o r l d  D i a m o n d  
Centre、AWDC)は、多額の投資を行い、
ダイヤモンド取引業者に対して、マネー・
ロンダリングに関する認知向上とガイダ
ンスの提供を行い、AML原則に対する実
際の適応方法を示すことで支援を行いま
した。こうした意識啓発や支援は、電話相
談や、研修、セミナーだけでなく、ダイヤ
モンド取引業者が顧客を調査し潜在的リ
スクを評価できるソフトウェアなどのツー
ルでも実施されました。これらのツールは
各業者にとっては非常に高価であるため、
AWDCが業界団体として資金を提供し、業
者が無料で利用できるような仕組みと
なっています。 
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EU圏外の文化財輸入に関する EU 規制
文化財の違法取引対策として、EU圏内へ
の文化財の取引と持ち込みを管理する新
たなEU規制が2019年6月7日に公表さ
れ 、欧州議会を通過しました。この規制は
遅くとも2025年中旬までには完全施行と
なる予定です。骨董商は管理上の負担の
増加、および、本対策のために正当な事業
活動が妨げられる恐れがあるとの懸念を
表明しています。

第5次マネー・ロンダリング指令（AM-
LD5）はフリーポート（自由貿易港）を対
象に含めているが、税関倉庫は対象外
第5次マネー・ロンダリング指令は公式に

「美術作品取引がフリーポート（自由貿易
港）で行われる場合も、取引または一連の
取引の価額が1万ユーロ以上である取引
において、保管、売買、あるいは仲介者と
して行為する者」は、新たに義務を負う者
として対象としています。しかし、税関倉庫
事業者や他の保管施設提供者は含まれ
ていません。

欧州議会のTAX3委員会の最終報告書で
は、この点を指摘し、税関倉庫を少なくと
も「マネー・ロンダリングや租税回避のリ
スクを軽減するための第5次マネー・ロン
ダリング指令などの法的措置の下で、フ
リーポート（自由貿易港）と同等の立場に
置く」ことを推奨しています。

自由貿易圏におけるマネー・ロンダリン
グと租税回避のリスク
欧州議会調査局（European Parliamentary 
Research Service、EPRS）の調査によると、
資産の保管と移転の代替資産として、非
金融資産の利用が増加していることに伴
うリスクが明らかになりました。

特に銀行取引の秘匿性が終焉を迎えたこ
とが、近年のアート市場の急速な成長の
一因になったと言われています。しかし、美
術品保管・輸送業者は、OECDの共通報告
基準（common reporting standard、CRS）
またはEU の税務当局間の報告の取り決
めの下での自動的な情報共有に参画する
ことは課せられていません。

フランス
フランスのアート市場の専門家は2001年
からAML規制の適用を受けていたため、
彼らにとっては、第5次マネー・ロンダリン
グ指令は革命というよりも、むしろ進化と
いえます。彼らは規制の複雑さとコンプラ
イアンスに係る費用について懸念を表明
しています。

英国
EU離脱の動きにもかかわらず、英国政府
は第5次マネー・ロンダリング指令を施行
する見込みです。英国政府のコンサルテー
ションペーパーでは、アート取引仲介者の
監督機関として歳入税関庁（HMRC）を任
命しています。規制当局の執行アプローチ
は未定ですが、データからは、高価額取引
をする美術商に科される罰金が近年増加
している傾向が伺えます。

スイス
スイスでは既に、美術商はスイス マネー・
ロンダリング防止法（AMLA）など、既存の
マネー・ロンダリング規制の対象になって
います。同法では、物品を商業的に取引
し、それにより現金を受領する個人および
法人を対象としています。現行の適用基
準取引額は10万スイスフランですが、特定
のディーラー（貴金属・宝石商）は1万5千
スイスフランを超える取引に対してデュー
デリジェンスを実施する義務を負うことに
なるでしょう。既にAMLA上の適用対象と
なっている他の取引業者に対する適用基
準額に変更はなく、10万スイスフランと
なっています。

フランスアート市場の
専門家にとって、

第5次マネー・
ロンダリング指令は

革命というより、
むしろ、進化である。

各国の概況
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取引の価額が1万ユーロ以上である取引
において、保管、売買、あるいは仲介者と
して行為する者」は、新たに義務を負う者
として対象としています。しかし、税関倉庫
事業者や他の保管施設提供者は含まれ
ていません。
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スクを軽減するための第5次マネー・ロン
ダリング指令などの法的措置の下で、フ
リーポート（自由貿易港）と同等の立場に
置く」ことを推奨しています。

自由貿易圏におけるマネー・ロンダリン
グと租税回避のリスク
欧州議会調査局（European Parliamentary 
Research Service、EPRS）の調査によると、
資産の保管と移転の代替資産として、非
金融資産の利用が増加していることに伴
うリスクが明らかになりました。

特に銀行取引の秘匿性が終焉を迎えたこ
とが、近年のアート市場の急速な成長の
一因になったと言われています。しかし、美
術品保管・輸送業者は、OECDの共通報告
基準（common reporting standard、CRS）
またはEU の税務当局間の報告の取り決
めの下での自動的な情報共有に参画する
ことは課せられていません。

フランス
フランスのアート市場の専門家は2001年
からAML規制の適用を受けていたため、
彼らにとっては、第5次マネー・ロンダリン
グ指令は革命というよりも、むしろ進化と
いえます。彼らは規制の複雑さとコンプラ
イアンスに係る費用について懸念を表明
しています。
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EU離脱の動きにもかかわらず、英国政府
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ションペーパーでは、アート取引仲介者の
監督機関として歳入税関庁（HMRC）を任
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は未定ですが、データからは、高価額取引
をする美術商に科される罰金が近年増加
している傾向が伺えます。
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し、それにより現金を受領する個人および
法人を対象としています。現行の適用基
準取引額は10万スイスフランですが、特定
のディーラー（貴金属・宝石商）は1万5千
スイスフランを超える取引に対してデュー
デリジェンスを実施する義務を負うことに
なるでしょう。既にAMLA上の適用対象と
なっている他の取引業者に対する適用基
準額に変更はなく、10万スイスフランと
なっています。
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デロイト トーマツ グループの専門性ある部門を横断した体制を組んでいます。
クライアントニーズに合わせたチームを組成し、一貫したソリューションを提供します。
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・先端テクノロジーや社会アジェンダ
などへの取り組みを通じた、新規事
業立ち上げのサポートサービスを
提供

・領域例：ビジネス戦略・ビジネスモ
デル、サービス設計、 PoC実施・効果
検証、など
PoC: Proof of Concept （概念実証）
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課題解決／高度化に向けたサービ
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Deloitte Art & Financeに関する最新情報
デロイト トーマツ グループのウェブサイトでは、Art & Financeに関連した情報
を随時公開しています。Art & Finance Report 2019に関連した内容や、日本国
内のアートマーケットに関するトレンドなど、最新の情報をお届けします。
本レポートと併せてご覧ください。
www.deloitte.com/jp/art-and-finance

・先端テクノロジーや社会アジェンダ
などへの取り組みを通じた、新規事
業立ち上げのサポートサービスを
提供

・領域例：ビジネス戦略・ビジネスモ
デル、サービス設計、 PoC実施・効果
検証、など
PoC: Proof of Concept （概念実証）

・プライベートマーケット向けのサー
ビスをワンストップで提供

・領域例：事業承継、資金調達サポー
ト、など

・Deloitte Privateは、監査・税務・リス
クアドバイザリー・ファイナンシャルア
ドバイザリー・デロイト トーマツ ベン
チャーサポートなどの既存サービス
や組織の知見を結集し、かつDeloitte
のグローバルネットワークを連携し
た統一ブランドです

・官公庁や学術団体との連携を通じ
たパブリックガバナンスの発展に資
するサービスを提供

・領域例：地方創生、観光マーケティン
グ、公共施設マネジメント導入・推
進、など

・AML（マネー・ロンダリング対策）の
課題解決／高度化に向けたサービ
スサービスを提供

・領域例：ビジネスリスク・アセスメン
ト、取引モニタリングシステム構築、
リスク格付モデル構築、など

・グローバルネットワークおよび日本全国16都市に拠点を有
する税理士法人として、税務関連に特化したサービスを提供

・領域例：ビジネスタックスサービス、税務係争解決サービス、
タックスマネジメントコンサルティング等
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークの
メンバーであるデロイト トーマツ合同会社並びにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ 
コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士
法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト 
トーマツ グループは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用
法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等
を提供しています。また、国内約40都市に1万名以上の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアント
としています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構
成するメンバーファームおよびそれらの関係法人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte 
Global”）ならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。
DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジ
ア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、ア
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ル、マニラ、メルボルン、大阪、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザ
リー、税務およびこれらに関連する第一級のサービスを全世界で行っています。150を超える国・地域のメンバー
ファームのネットワークを通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービス提供をしています。
“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約286,000名の専門家については、

（www.deloitte.com）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的
に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その
他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点
で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して
意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。




