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目次 エグゼクティブサマリー
資産・ファンド運用業界はこの10年で大きく成長し、
調査によれば、世界の運用資産は2007年から約65%
増加して80兆ドルを超えるまでになっています。

世界の金融システムにとっての資産運用⸺投資資金
を持つ者と資金を必要とする企業や活動を結び付ける
こと⸺の重要性に対する認識が高まるなか、業界も、
それを取り締まる規制当局も、これまで以上に注目を
集めています。

要求の厳しい投資家や消費者団体、声高な政治的・
経済的ニーズ、変化する市民社会の優先事項や希望、
騒 し々さを増す報道機関、ソーシャルメディアの激増、
新たなテクノロジーの急成長－業界と規制当局はさま
ざまな「外部」の声からの圧力にさらされるように
なってきています。

押し寄せる声が規制アジェンダに直接影響を与え、
業界に対する期待を高めています。企業の考え方や
投資商品・サービスの抜本的な見直しが求められて
います。

規制当局や監督当局が変化する環境に自らのアジェンダや仕事
のやり方を適応させようとするなかで、構造や管轄業務（remits）
も変化しています。より広範かつ深みを増すセクターの管理に
おいて、監督当局は自らの役割をより効率的に果たすことに役立て
ようとテクノロジーに注目しています。

国・地域によっては新たな規則を制定する分野もありますが、
アジェンダの重点は、次第に数多の金融危機後の規則のモニタ
リングと見直しに置かれるようになってきています。 政策決定者や
規制当局はなお一層のデータを要求し、業界や機関投資家は要件
の合理化とグローバルな規制のさらなる収斂を要求しています。

システミックリスクの特定と抑制（containment）が2008年の
金融危機以降、政策決定者や規制当局にとって何よりの優先課題
になりました。あれから11年、多くの人々にとって金融危機は最早
遠い記憶になりましたが、政策決定者は依然として市場の脆弱性
に非常に敏感になっています。ここでも、より多くのデータを
求める声があります。

資産運用業界が拡大するにつれ、業界をめぐる議論も激化していま
すが、最も適切な規制対応に関する見解は割れています。規制当
局は同セクターにおけるシステミックリスクの検査（examination）
を深化させ、流動性とレバレッジに重点を置いています。
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上場投資信託とマネー・マーケット・ファンドは依然として監視
リスト上にあります。

昨年の報告書で強調したとおり、ガバナンスとコンダクトは世界
的に規制当局の大きな関心事となっています。この風潮が広まって
いるために、企業が規則や規制を遵守するだけでは不十分に
なっており、自社のカルチャーやコンダクトの影響をこれまで
以上に幅広く考えなければならなくなっています。人々は、企業が
スキルを発揮し、注意を払って顧客に対応することを声高に要求
しています。

金融サービス業界内の個人に対して自らの行動に責任を持たせる
べきだという要望が世界中で高まってきています。ダイバーシティ
（多様性）、報酬、スチュワードシップはすべてアジェンダに載って
います。ファンド販売と金融アドバイスに関する規則はさらに強化
されつつあり、委任またはアウトソーシング（外部委託）した業務
に対する業界のガバナンスが注視されています。

投資家に対する完全な開示に関して、特にコストと手数料の計算
および開示の書式に重点を置いた規制当局の調査が続いてい
ます。投資家に課されてしかるべき額と、投資会社の利益との間
にこれまでとは異なる均衡点を見つけるよう求める根強い声を 
受けて、コストの「水準」についても精査する規制当局がまだ多く
はないものの少しずつ増えています。「クローゼット・トラッカー」、
ベンチマークと実績報酬の利用はすべて規制当局の詳細な検査
の対象です。

多くの市場が開かれていく一方で、制限を課していく市場もあり、
投資ファンドのクロスボーダー販売には依然として摩擦が残って
います。特に「ブレグジット（英国のEU離脱）」が英国とEU諸国
とのクロスボーダーのフローに影響を及ぼしており、この影響は
今後も大きくなりそうです。他方、EUの規制当局により委任に
対するアプローチは、より厳しく監視されつつあり、米国とアジア
の企業も影響を受ける可能性があります。

他の地域では、アジアのファンドパスポートの利用は依然として
低水準ながらも、ゆっくりと増えています。ファンドに関する２国間
合意は盛んで、途上国は引き続き自国の資本市場を外国企業や
外国投資家に開いており、新たなファンド形態が競争に参入しよう
としています。世界各国の退職貯蓄市場に、資産運用会社や投資
ファンドにとっての新たなチャンスがあります。ただし、課される
条件や制約が増えているケースもあります。

気候関連（climate-aware） 投資 や炭素規制を求める声が
高まっています。従業員、顧客、その他のステークホルダーに
対する倫理的な取扱いへの要望も、お粗末な経営の企業に対する
憤りと同様に高まっています。環境・社会・ガバナンス（ESG）

要因への配慮は今や必須です。

投資家の声はすでに資産運用機関の投資プロセスや戦略に多大な
影響を及ぼすようになっています。一部の国・地域の規制当局は
そのような動きに遅れずに付いていこうとしていますが、その対応
はさまざまです。また、当局の提案に対する業界や投資家の反応
もさまざまです。ほとんど（決して「すべて」ではない）の機関投資
家はサステナビリティがポートフォリオに組み込まれるべきだと
考えています。ただし、ほとんどの（「すべて」ではない）投資家は、
ESG対策を義務化すべきではないと考えています。 

また、フィンテック（FinTech）がさらなる発達を遂げ、 すでに
強力な規制の外部推進要因となっています。規制当局はジレンマ
を抱えています。効率を向上させ、消費者の金融サービスへの
アクセスを支える新興産業を支援し、その成長を後押しすること
を求められている一方で、新たに高まるリスク、特に個人データ
の保護を懸念しているのです。

規制当局は業界－新たなフィンテック参入者と、フィンテックの
発展を取り込もうとしている既存ビジネスの双方－をどのように
規制するかについて再考しています。 既存のコンダクト規則は
ほとんどが紙ベースで、直接対面する世界で作成されたものですが、
そのような規則はデジタル時代において、目的に適うのでしょうか？

企業は規則や規制を遵守するだけで
は不十分であり、自社のカルチャーや
コンダクトの影響をこれまで以上に
幅広く考えなければならなくなっている

CEOが自問すべき重要な質問
•  変化するステークホルダーの要求を認識して、自社の
ビジネス精神や提供商品・サービスを根本的に再点検
しているか？ 

•  規制アジェンダや監督上の慣行の進化を予期している
か？　自社のデータ管理および分析システムはさらに
増大するデータ要求に対応できるか？

•  自社のガバナンスモデル、カルチャー、コンダクトは、
何がグッドプラクティスかという規制当局による新たな
表明や、説明責任、報酬、ダイバーシティ、スチュ
ワードシップを含む、顧客の高まる期待に合致して
いるか？

•  投資家への情報開示は透明性があり、有意義か？
サービスや商品に関して、投資家に課される手数料と
企業利益のバランスは適切で許容できるか？

•  新たな市場機会を迅速に特定し、 増える制約に対応
しているか？

•  ESG要因の考慮が今や必須になっていることを認識して
いるか？　投資プロセスおよび提供商品の開発において、
先手を取っているか、後手に回っているか？

•  技術的進歩を活用すると同時に、それに伴うリスクも
十分に考慮しているか？

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



Evolving Asset Management Regulation Report4

第1章

構造の転換、 
アジェンダの進化
世界金融システムにとっての資産運用⸺投資資金を
持つ者を、資金を必要とする企業や活動と結び付ける
こと⸺の重要性に対する認識が高まるなか、業界を
取り締まる規制当局も、これまで以上に注目を集めて
います。

規制当局は、投資家の懸念、社会目標、フィンテック
の発達、経済的・政治的必須事項といった「外部の声」
からの増大する新たな圧力にさらされています。

このような外部の声は重要性を増しており、無視は
できません。グローバル、地域、国レベルの規制当局
や監督当局がアジェンダや仕事のやり方をこのような
以前よりも騒がしい環境に適応させていく中で、外部の
声が規制当局の管轄業務の変更や、場合によっては、
構造の転換をもたらしています。
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FSBのリーダー交代が新しい世界観の到来を告げる

金融安定理事会（FSB）のトップ交代が、管轄業務の変更の一例
を示しています。2018年11月、米国連邦準備理事会（FRB）金融
規制担当のランダル・クォールズ氏が、イングランド銀行のマーク・
カーニー氏に代わって議長に就任しました。副議長には新たに
元オランダ中央銀行総裁のクラース・ノット氏が就任しました。

昨年の報告書（EAMR 20181）で指摘したとおり、米国財務省は、
FSBが世界的な金融安定を強化するというミッションの範囲を
超えたことをしており、コンサルテーションや費用対効果分析の
ベストプラクティスに従っていないと考えていました。

クォールズ氏は、就任にあたっての声明で「… FSBは、金融危機後、
レジリエンス（回復力、しなやかな強さ）のあるグローバル金融
システム構築のために中心となって調整役を務めてきました。この
10年間行ってきたFSBの施策は、これまでのところ良好な結果を
残している」と語りました。また、さまざまな国との間で調整を
図ることは、各国政府が危機に対応するために必要なことだとも
指摘しています。

「FSBが金融危機後の改革の実行と評価へと向かうなか、ランディ
（クォールズ氏）とクラース（ノット氏）が強力なリーダーシップを
発揮し、新たに出現するグローバル金融システムの脆弱性に対処
していこうとするでしょう」とカーニー氏はFSBの後任人事発表後
に語りました。

カーニー氏はFSB議長退任を控えた2018年11月、G20首脳宛の
書簡2でこの新たなアジェンダを示唆し、金融危機後の改革に
ついて次のように述べています。「FSBは改革の実行に重点的に
取り組むために方向転換し、改革の有効性を評価し、必要に
応じて修正しています。それと並行して、金融安定に対する新たな
リスクに対処するために新たな政策が策定されつつあります。」

「G20による金融危機後の改革は、より安全でシンプルで公正な
金融システムをもたらしました。この進歩を強化するために、FSB
は基準設定主体と協力して、いくつかの最終的な政策分野に
関する作業を完了させ、合意された金融改革の実施に焦点を
合わせていきます」とカーニー氏は書簡で述べています。

具体的に、新たなFSBのアジェンダには以下が含まれます。

• 危機後の改革の最終決定および運用

• 実施状況のモニタリング

実行
複雑さ、
意図せぬ結果

監督当局
の対応

カルチャー
および行動

1 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2018/advisory/evolving-asset-management-regulation-report.pdf
2 http://www.fsb.org/2018/11/fsb-chairs-letter-to-g20-leaders-meeting-in-buenos-aires/

• 効果の評価、および必要に応じた調整

• 金融システムに新たに出現している脆弱性への対処

このアジェンダは、実行に移すことが困難となるでしょう。危機
後の国際基準の一部は、セクターによっては依然として完成には
程遠い状態です（例：保険会社を対象とした国際資本基準の策定）。
国際基準の施行の時期と実質は、国・地域によって一様ではあり
ません。金融危機後の改革の評価は、基準の調整にほとんどつな
がっていません。

また、FSBがさらに改革を進める可能性のある領域のリストは
膨大で、以下が含まれます： ノンバンクファイナンスから生じる
システミックリスク、および特に資産運用に関連した構造的な
脆弱性、サイバーセキュリティ、フィンテックから生じる金融安定
に対するリスク、気候変動（第2、6、7章参照）。 

FSBは自らのプロセスと透明性の見直しを行い、2018年中に改善
する必要のある施策を特定しました。これには、政策の優先順位
付けプロセスの向上および将来の作業プログラムの策定、シニア
レベル会合、ワーキンググループの作業プロセスおよびワークスト
リームの一層の効率化、外部ステークホルダーとのコミュニケー
ションおよびエンゲージメントを改善するための措置が含まれます。

証券監督者国際機構（IOSCO）も外部の声に応えています。

…金融安定に対する新たなリスク
に対処するために新たな政策を
策定中
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オーストラリア健全性規制庁（APRA）5と証券投資委員会（ASIC）6

は、これまで以上に注意深く気を配り、積極的に動くでしょう。
ASICは 「やらないならば、その理由を示せ」というスタンスを取る
ことを示唆しています。また、規制当局の実効性がより厳格に
監視されるでしょう。資産（wealth）・ 年金・保険セクターでも
大きな変革が予想され、個人の説明責任は金融サービスセクター
の他領域にも拡大されるでしょう（第3章参照）。

英国では、新たな注意義務規則が検討されています（第3章参照）。
また、多くの国・地域でのコストと手数料をめぐる論争は、外部
の声の力を示すもう1つの例です（第4章参照）。

欧州議会の新たな構成を考えると、EUでの規制に関する議論の
性質がどう展開していくかは興味深いものとなるでしょう。 また、
新たな欧州委員会委員長が打ち出す基調と、金融サービス担当
委員の指名が待たれます。消費者保護や、気候変動、ダイバー
シティなどの社会目標の重視が強まるのでしょうか？　また、
デジタル時代に適応すべく、EUの規制はどのように変化していく
のでしょうか？

各国の監督は広さと深さを増す

外部の声の騒音が飛び交う中、多くの国の規制当局が自らの役割
を熟考しています。規制構造を大きく変えている政府もあります。
その他の国・地域では、監督当局はそのスタンスを微妙に変えて
います。微妙とは言え同じくらい重要な変化です。

南アフリカでは、長く待ち望まれていた健全性機構と金融業界
行為監督機構から成る「ツインピークス」モデルが2018年についに
実現し、2019年にフル稼働を開始します7。このモデルは、金融
セクターのお粗末な慣行と規制当局の不十分な監督を要因として
構築に至ったものです。

金融セクターにおける主要なリスクの管理に等しく、熱心に注力
することにより、結果の改善を図ろうとしています。南アフリカ
準備銀行も金融セクターの安定を監督する義務を負っています。
このモデルは規制の整合化、管轄権の明確化、情報の効率化を
図るとともに、健全性規制と消費者保護の避けがたい対立への
対応を改善することを目的としています。

3 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD625.pdf 
4 https://financialservices.royalcommission.gov.au/Pages/default.aspx

5 Australian Prudential Regulatory Authority
6 Australian Securities and Investments Commission
7 http://www.treasury.gov.za/twinpeaks/CoFI%20Bill%20policy%20paper.pdf

IOSCOの最初の年次作業プログラム

グローバル証券市場における政策作業の有効性と影響を高める
ために、IOSCOの代表理事会（board）が2019年3月に発表した
最初の年次作業プログラム3では、2019年の5大優先課題に光を
当てています。

• 暗号資産

• 人工知能および機械学習

• 市場の分断（fragmentation）

• パッシブ運用およびインデックスプロバイダー

• リテール投資家への販売およびデジタル化

プロブラムには以下の作業／見直しも含まれます。

• 投資ファンドのレバレッジの測定

•  上場投資信託（ETFs）および高頻度取引による市場流動性
への影響

• 証券市場での分散型台帳技術「使用事例」を実務に応用

• 機械読み取り可能な規則集採用のメリットおよび課題

•  革新的な支援の枠組み（サンドボックスなど）を設計する各国
規制当局の経験

• 複雑な金融商品を対象とした適合性要件

• 仲介者および取引の場に係る事業継続計画

• マネー・マーケット・ファンドおよび証券化の改革

市民社会の要求、および信頼

一般市民は、規制当局の2019年の活動の仕方にかつてないほど
影響を及ぼす要因となっています。世界中で起きた多数の金融
サービス関連の不祥事が、ソーシャルメディアの目覚ましい成長と
相まって、関心がある、時には腹を立てている、新たな消費者層
を形成しました。　

これがどこよりも当てはまるのがオーストラリアです。同国では、
王立委員会が2019年2月に銀行・年金・金融サービス業界の不正
行為に関する最終報告書を発表しました4。オーストラリア政府は、
その提言を受けて、金融機関に対する一般市民の信頼回復を
基本理念の1つとすることを示唆しました。

この最終報告書を受けて、大量に新しく強化された規制や要件
が策定され、規制当局間で責任の変更が生じ、一部の領域では
義務の分担が行われます。

消費者保護や、気候変動、ダイ
バーシティなどの社会目標の重視
が強まるか？

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



8 European Bank for Reconstruction and Development
9  https://www.centralbank.ie/regulation/markets-update/article/markets-update-

issue-16-2018/central-bank-of-ireland/additional-supervisory-levy-asset-management-
firms

10 alternative investment fund manager
11 undertaking for collective investment in transferable securities
12 Japanese Financial Services Agency
13 Securities and Exchanges Commission

カナダでは、現行の州レベルの資本市場規制の寄せ集めを統一
するために、国レベルの証券監督当局設立に向けた動きが進んで
います。これがどう機能するかについての各州当局の見解には
依然として大きな相違があり、一部の州は連邦レベルの規制の
枠組みの外にいることを選ぶでしょう。

ポーランドでは、大規模な規制改革が進行中です。2019年3月
21日まで資本市場開発戦略（SRRK: Strategia Rozwoju Rynku 
Kapitałowego）案のパブリックコンサルテーションが行われて
いました。SRRKは欧州復興開発銀行（EBRD8）と欧州委員会
の支援のもとに起草されました。これは、ポーランドの経済発展
を促進し、同国を地域経済のリーダーへと変容を遂げるための
より広範な計画の一部です。

草案はポーランドの資本市場の2大目標を提示しています。利用
可能なファイナンスを阻む障壁を取り除くこと、市場の発展をより
機動的に、そしてイノベーションを可能にするインフラを整備する
ことです。SRRKは、国内の資本市場を発展させるという当局の
コミットメントを受けたもので、市場開放が同国の経済にもたらし
得る大きな可能性について強調し、この発展における投資ファンド
の役割を想定しています。

権限とそれが及ぶ領域の拡大を背景に、一部の規制当局は、投資
業界に財政支援を求めようとしています。例えば、アイルランド
中央銀行（CBI）は、2019年1月から、資産運用会社、オルタナ
ティブ投資ファンド運用者（AIFMs）10、譲渡可能証券への集団
投資の引受（UCITS）11運用会社への追加の監督税9の適用を開始
しました。この税は、すでにCBIが投資会社に適用している現行
の金融業界の資金調達に係る年税（industry funding levy）に
加えて課されるものです。

日本では、金融庁12が構造ではなくアプローチを変えようとして
おり、機能別・横断的な規制に移行しつつあります。金融審議会
傘下の金融制度スタディ・グループが、業態別の規制体系から
機能別・横断的な規制体系への転換について議論しています。

イノベーションと消費者保護のバランスに留意しつつ、同じ規制
が同じ機能やリスクを持つ活動に適用されることになります。同
グループは、各機能の性質やリスクの違いを認識および測定し、
それに応じて規則が適合するように、規制体系を整備する必要が
あると述べています。

同じく後者のスタンスを取るのが、米国証券取引委員会（SEC）13

で、投資業界に対する基調が著しく変わってきています。よりイン
クルーシブになって、業界の声に耳を傾けたいという考えを示唆
しています。
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14 https://www.sec.gov/news/speech/speech-blass-101618
15 https://www.sec.gov/news/speech/speech-blass-102518

SECはその言葉を行動で実証してきました。具体的には、取締役
会アウトリーチイニシアチブ（Board Outreach Initiative）において、
SECがファンドの取締役会を対象として定めた規則やアドバイス
の見直しを目指しています。 このイニシアチブでは、ファンド運用
に対するSECの優先事項に重点を置いていきます。

• リテール投資家の体験向上

• 規制の枠組みとエンゲージメントの近代化

• SECの資源の有効活用

規制当局がテクノロジーに精通する

テクノロジーが強硬な外部の声として大きく浮上してきました。
テクノロジーは投資業界を創造的に破壊するのみならず、業界の
監督方法も変えつつあります。

ブラス氏は、SECがデータ分析を監督、開示、規制イニシアチブ
にさらに利用していくことになるだろうと述べました。また、SECは、
投資家が自らに直接の影響を及ぼす提案に対してフィードバック
を提供する、より簡単で新しい方法を開発してきたとも述べて
います。これには、投資家が規則作成案全体に目を通したり、
書簡を出したりしなくてもコメントを送れる 「フィードバックフラ
イヤー」や、このフィードバックのためのポータルを提供する「Tell 
Us（話を聞かせて）」ウェブサイトなどが含まれます。

SECの新たな基調は、投資管理部門のトップ、ダリア・ブラス氏
によって明確に表現されました。2018年10月の演説14の冒頭で、
ブラス氏は小説『アラバマ物語（To Kill a Mockingbird）』の登場
人物である弁護士アティカス・フィンチの「その人になったつもり
で考えてみなければ、その人のことを本当に理解することはでき
ない」という言葉を引用しました。そして、「私も私のチームも投資
家、取締役、その他の市場参加者の考え方を理解しようとして
きたので、政策を考えるのに十分な情報を得ている」と述べました。

別の演説15で、ブラス氏は企業にSECの政策策定に力を貸して
ほしいと呼びかけました。 「私たちの仕事には一貫して、理解が
あればより良い結果を出せるという強い信念があります。すなわち、
どのプロジェクトにおいても、私たちのアプローチはエンゲージ
メントから始まるということです。皆さんに（そして、この演説を
目にする方々に）私たちのアプローチが皆さんの経験やアイデア
を伝えるために訪ねてきてほしいという招待だと考えていただき
たいのです。私たちはそのような情報提供を大事にし、活用して
います。」

テクノロジーは投資業界を創造的
に破壊するのみならず、業界の監督
方法も変えつつある
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ESMAの権限をめぐる論争

欧州では、2019年4月、欧州監督機構（ESAs）の権限強化を
めぐる白熱した論争に決着がつきました。欧州委員会は、2017年
9月、ESAs－すなわち、欧州銀行監督機構（EBA）、欧州保険・
年金監督局（EIOPA）、欧州証券市場監督機構（ESMA）－の
新たなガバナンス、資金調達、権限を提案しました21。

域内の監督の収斂を推進するために、資産・ファンド運用会社が
その業務または主要機能の重要部分を第三国に委任またはアウト
ソーシングする取り決めの承認についてはESMAが最終決定権を
持つべきだと当初は提案されていました。ESMAは一定のタイプ
の投資ファンドの許可についても各国規制当局（NCAs）から引き
継ぐことになっていました。

欧州理事会メンバーの間では、ESAsの権限を強化すべきか、
あるいは責任をNCAsに残した上でESMAがより積極的に動向を
監視し提言を出すべきか、見解が対立していました。欧州議会は、
ESMAは委任契約についてはNCAsの検証プロセスについて提言
書を出せるのみとし、個別案件についてのNCAsの決定に口出し
するべきではないという趣旨の改正を支持しています。

今回EBAが直接の権限を持つことになっているマネーロンダリング
防止（AML）の監督に対する懸念も論争の的でした。

ガバナンスと権限の変更とは別に、2019年の「監督の収斂作業
プログラム」および「リスク評価作業プログラム」に示されたとおり、
ESMAには長く集中的な作業プログラムがこの先に控えています。 
ESMAの最近の刊行物を見ると、ESMAはここ数年、特にMiFID 
IIに基づいた「レベル2」ルールの作成に追われていましたが、その
任務が現在は監督の収斂および市場監視により重点を移している
ことがはっきりと示されています。

16 Commission de Surveillance du Secteur Financier
17 Autorité des Marchés Financiers
18  https://www.amf-france.org/en_US/Reglementation/Dossiers-thematiques/l-AMF/Plan-

strategique-de-l-AMF/Priorites-2019-de-l-autorite-des-marches-financiers

19  https://www.amf-france.org/en_US/Publications/Controles-SPOT/synthese-spot-
decembre-2018-valorisation-societes-non-cotees

20 EU Markets in Financial Instruments Directive, revised
21 https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en 

ジャージーのプライベートファンド市場の成長を考慮し、また、
新規ファンドを迅速に市場に出したいという要望を受けて、規制
当局はプライベートファンドの申請用に完全に電子化された申請
プロセスを導入しました。このツールは規制当局の電子化戦略の
一部であり、ファンドセクター全体の将来的なオンライン機能の
基盤を築くものです。

ルクセンブルクの金融監督委員会（CSSF）16は監督業務を向上
させるため、人工知能（AI）ツールを開発しています。CSSFは
ルクセンブルクに拠点を置く市場参加者と協働して、AIとロボット
工学の実証実験を行っていると述べました。資産運用会社が提出
する書類－取引データやリスク管理報告書など－の分析にAIを
どのように利用できるか調査しています。また、AIには、文字を
機械処理に適したコードに変換してコンピュータが迅速に書類を
読み込めるようにする光学式文字認識の利用により、ファンド
承認プロセスを迅速化できる可能性があります。

フランスは金融市場庁（AMF）17の大幅な近代化計画を立ち上げ、
AMFは関連スキルと専門知識を強化するために対象を絞った
人材採用を始めています。AMFの近代化は、2018-2022年戦略
計画の最終的な優先課題です。

AMFの新たな資産運用情報システム（BIO3）にとって重要な最初
のマイルストーンが2019年中に予定されています。これはAMF
とファンド運用会社の間で紙の文書を介さずに情報交換を行い、
かつそのような情報交換のセキュリティを高めるというものです18。
AMFは研修プログラムと対象を絞った人材採用を通じて、この
新しい資産運用情報システムにデータ処理、サイバーリスク管理、
地球温暖化の影響分析のスキルを引き続き適応させていきます。

SEC同様、AMFもあらためて自らを投資業界の「パートナー」と
位置付けています。十把ひと絡げの規制アプローチを採るよりも、
個々の企業とより緊密に連携することを目指しています。2018年
に発表したとおり、「#Supervision2022（監督2022年）」と呼ば
れる新戦略の一環として、AMFは「SPOT」コントロールの主な
結果を公表しました19。SPOTコントロールとは、特定のテーマに
関して同時に複数のプレイヤーと通常よりも短期間で、焦点を
絞りながら、数え切れないほど実施される検査です。

このテーマ別検査の目的の1つは、主な結果を広範に共有し、
監督対象企業の間でグッドプラクティスを推進することです。これ
には、特に高齢者に販売される商品に適用されるEUの金融商品
市場指令II（MiFID II）20販売プロセス要件の理解や、プライベート
エクイティ会社による対象企業の持ち株の価値評価も含まれます。

一方、ベルギーの規制当局は、リテール投資家をマーケティング
対象とする外国ファンドの登録について、電子申告を導入しました。
また、英国の金融行為監督機構（FCA）はAIFsの電子登録の導入
を進めています。

新規または強化されたESAの重点分野または業務範囲：

•  EU全体でのレジリエンス（回復力、耐性）評価およびスト
レステスト

•  システミックリスク 測定および消費者の損害指標の策定

•  主要機能の担い手の適合性と妥当性に対する監督アプ
ローチ

•  商品介入権限の拡大

•  環境・社会・ガバナンス（ESG）要因への配慮

•  サイバーセキュリティおよび金融イノベーションの考慮

これらのテーマについては第2章から第7章で議論します。
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各国規制当局は一息つくことを要求

ときには、措置を講じるのではなく、何もしないことを求める声
もあります。資産運用業界とその顧客は、ポスト金融危機時代の
新たな規制の洪水の後、規制当局に新規則の策定をいったん停止
するようにずっと求めてきました。現在、規制当局はそれに同意
しているようです。

一例を挙げると、英国のFCAはファンド業界へのアプローチの
大きな転換を示唆しました。2018年10月、FCA長官 チャールズ・
ランデル氏が就任後初の演説23で、新規則策定のペースを落とし、
過去10年間の規制の有効性と成果を評価すべきときがきたと述べ
ました。

演説の中で、ランデル氏は、規制緩和、危機、規制という有害な
サイクルを避ける最善の方法は、既存の規則の不備に対して柔軟
な態度を取ることだと語りました。過去の決定が示すとおり、FCA
は自分たちが必ずしも最善策を知っているわけではないことを
認める謙虚さを持つべきだと語り、規制改正プログラムが段階的
に、釣り合いの取れたやり方で調整しつつ実施されるようにすべき
だと述べました。

ESMAの2019年の「監督の収斂作業プログラム」には以下
が含まれます。

英国のEU離脱を背景とした監督の収斂を確実にする

手法を開発・明確化することによりデータを堅牢化
する

MiFID II／金融商品市場規制（MiFIR）22適用の整合
化を促し、監督上の課題について共通の理解に達する

クロスボーダービジネスにおける適切な投資家保護を
通じて、EU内でのサービスの自由な移動を保護する

金融イノベーションにおける監督の収斂を促進する

ESMAの2019年の「リスク評価作業プログラム」には以下
が含まれます。

各国の規制当局と協働して、市場データを処理する
インフラを整備する

リスク監視能力を強化し、MiFID IIデータに関する
最初の年次報告書をはじめ、より多くの統計報告書を
公表する

市場および投資ファンドの流動性、ファンドのレバ
レッジ、イノベーションが市場インフラや投資アドバ
イスに及ぼす影響など、主要なトピックに関して徹底
的な分析を行う

投資ファンド向けのテストや、中央清算機関に対する
より精緻なEU全域でのテストを含めたストレステスト
を充実させる

22 EU Markets in Financial Instruments Regulation
23  https://www.fca.org.uk/news/speeches/rolling-rock-cycle-deregulation-crisis-and-regulation

24  https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Prises-de-paroles/Archives/Annee-2016?do
cId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fac5c4822-fd35-4764-8e22-2e940d86266d

25 EU Alternative Investment Fund Managers Directive

同じく2018年10月、AMF長官は、規制当局は規制ガイダンスの
収斂を目指すべきだと発言しました。ロベール・オフェル氏は
「公平な競争の場を保証するためには、明らかに真の監督の収斂
が必要である」24と述べ、Q&Aのトピックが「重要（material）」で
あるときには、各国規制当局に協議することを求めました。

規制当局の見直し後－新たな方向性？

これまで目にしてきたとおり、規制当局の多くは自らの目的や
リソースの重点を定め直しています。これには、 新たな規則づくり
から退き、金融危機後の改革の実行と影響を再検討する状況へと
移行することも含まれています。

EUの法で定められた見直しスケジュールの違いが、金融危機後の
EUの規制をあらゆる角度から見直すことができているのかどうか 
業界、規制当局、消費者へのトータルな影響を把握する余裕が
あるのかという疑問を生じさせています。一方、米国財務省は
実際に新たな規則の策定よりもこれまでの規制について再評価
するということを行いました。詳細については、昨年度の報告書
（EAMR2018）をご参照ください。

オルタナティブ投資ファンド運用者指令（AIFMD）25およびUCITS
指令との関連で、欧州委員会はレビューに対する共通アプローチ
を採用しました。2018年、委員会は2つの指令を改正して整合性
を保つために、2つの提案を発表しました。1つはファンドのクロス
ボーダー販売に関して依然として残る各国の障壁の撤廃に関する
もので、もう1つはファンドデポジタリー（depositories）を対象と
した資産分離規定に関するものです。両案とも欧州議会と欧州
理事会に採択されています。

...規制緩和、危機、規制という
有害なサイクルを避ける最善の
方法は、既存の規則の不備に
対して柔軟な態度を取ること
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26 EU packaged retail investment and insurance-based products, key information document
27 EU Insurance Distribution Directive
28  A cross-service team composed of specialists from KPMG Law and KPMG in Germany,  

KPMG in the UK and KPMG in France
29  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/

documents/190110-aifmd-operation-report_en.pdf

30  https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-
2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ff6c171e6-9bae-4c1f-b355-
b9a4bf7cba64&langSwitch=true

31  Commodity Futures Trading Commission

対照的に、業界はリテールや保険ベースのパッケージ型投資商品 
重要事項説明書規制（PRIIP KID）26、MiFID II、保険販売業務
指令（IDD）27に基づいたそれぞれに異なり、矛盾する開示要件と
格闘しています（第4章参照）。

新体制の欧州議会および欧州委員会が活動開始するまでは、将来
的にEUが進む方向は明確にはならないかもしれませんが、すでに
動き出しています。欧州委員会はKPMG28に、実効性、効率性、
一貫性、適切性、EUにもたらす付加価値という5つの原則に照らし
て、 多数のAIFMDの要件を評価し、AIFMDの目的が達成された
かどうか報告するよう依頼しました。

報告書で出した結論は29AIFsの域内市場、およびAIFMsを対象
に統一された厳しい規制・監督の枠組みの構築を支援するうえで、
AIFMDが大きな役割を果たしてきたということです。けれども、
このような目的の達成に貢献しない、もしくは実効性や効率性
という点で、達成とは逆行するような側面もあります。

最も懸念されていたのは、AIFMDの施行が企業にとっても規制
当局にとってもコストがかかり、投資家が得る付加価値は限定的
だということでした。もう1つ調査で分かったことは、報告書に
協力した機関投資家の大多数がAIFsを介した投資、すなわち、
第三国のAIFsではなくEU／EEA AIFsを介して投資する（または
その逆）という判断にAIFMDは影響を与えなかったと述べている
ことです。

欧州委員会はKPMGの報告書を同指令の見直しプロセスの
「第一歩」と位置付けました。年内に委員長が指名されるまで、 
または2020年初めまで、これ以上の進展を見ることはなさそう
です。委員会は報告要件やレバレッジの計算に注目するかもしれ
ませんが、それ以外に何がアジェンダに載るかは不明です。確か
に、クロスボーダーマーケティングと資産の分離に関する改正は

すでに発令されており、その他の点に対する大きな変更には食指
が動かないのかもしれません。

欧州委員会にとって大きな問いの1つは、資本市場同盟（CMU）を
機能させられるか、可能であるならばいかに機能させるかという
ことです。確かに、3ヵ国を超える加盟国での販売のために登録
されているファンドの割合は少なく、UCITSは37%、AIFsはわず
か3%にすぎません。けれども、欧州委員会の金融安定・金融
サービス・資本市場同盟担当委員ヴァルディス・ドンブロフスキス
氏は、CMUの導入にはもっと時間が必要だと述べています。

AMFはAIFMsからの報告書に基づいて、フランスのAIF 市場に関
する独自の調査報告書を発表しました30。この報告書はフランスの
AIFのエクスポージャー、流動性リスク、レバレッジについての最初
の洞察を与え、リスクの監視を目的とした統合的な（synthetic）
指標を策定するためにデータの分析をどのように向上させられるか
についての提案を含んでいました。また、現状では、この報告が
投資戦略に関してなどの有意義な情報を提供していない領域が
あることを浮き彫りにしています。 

他の国々でも、データ収集が見直しの対象となっています。米国
では、商品先物取引委員会（CFTC）31のドーン・スタンプ委員長
が個人情報の収集方法の評価と改善の取組みに着手しました。
スタンプ氏は、CFTCが必要とするデータだけを収集しているか、
データ収集手順はますます高度化するサイバー攻撃に耐えられる
ほど堅牢かを調査すると述べました。CFTCが収集している個人
を特定できる情報や、売買取引、ポジション、戦略に関して収集
したデータについて検討しています。

カナダでは、「規制の削減」に向けた動き、すなわち規制の合理
化を視野に入れた既存の規制の見直しが行われています。既存の
規則の多くは、業界でデリバティブがまだあまり使われていな

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
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32  https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Publications/Publications_rpt_2018_osc-annual-
rpt_en.pdf

33 https://www.peelhunt.com/insights/the_search_for_research
34 https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Prises-de-paroles/Archives/Annee-2016

かった頃に策定されたものなので、この見直しは近代化や合理化
といった目的を反映しています。

オンタリオ州当局が示したとおり32、取るべき道の1つは、あらゆる
新たな規制の費用対効果分析を行うことです。金融危機後の規制
は急ごしらえだったので、規則の多くは他国から輸入された受け
売りの規則でした。とりわけ、規制当局は重複した、あるいは
不必要な非投資ファンドの報告、発行体の開示、現行の規制要件
が望ましい規制上の成果を出していないようなその他の要件を
削減、または撤廃する機会が特定されていくでしょう。

MiFID IIの予期せぬ悪影響が出始める

MiFID IIは次に詳細な調査対象となる、施行されて間もないEU
規制です。この規制はEUの資産運用業界にかつてない打撃を
与える数多くの困難な規則の1つですが、現在、その予期せぬ
影響が明らかになり、評価し直されています。

英国のFCAは、MiFID IIの解釈が会社によってまちまちだという
懸念が渦巻くなか、MiFID IIが投資リサーチにどのような影響を
与えたかという調査を実施しています。 この規則は、資産運用
会社に「アンバンドリング（分離明細化）」⸺リサーチ費用を
執行費用と切り離すこと⸺を求めています。運用会社はリサーチ
費用を自己負担するか、顧客から予算の合意を得なければなりま
せん。

2018年の着手から約6ヵ月を要した調査の一環として、FCAは
例外的な方法の発見するために、銀行、ブローカー、独立プロ
バイダー、資産運用会社とコンタクトを取り、指令が施行された
今、リサーチの価格がどのように設定されているか調べました。
また、FCAは、資産運用会社がブローカーや銀行から投資先企業
との面談費用の請求を受けているかについても調査しました。

証券会社ピール・ハント（Peel Hunt）と公開企業連盟（Quoted 
Companies Alliance）の依頼で世論調査会社ユーガブ（YouGov）
が実施、2019年2月に公表された調査33によれば、英国の資産
運用会社の半数以上がリサーチ会社を利用する機会が減ったと
考えています。60%以上が中小型株に関するリサーチが減ったと
考えており、また規制改正が小型株の流動性の低下を招いたと
ほぼ同率の会社が答えています。

フランスの金融当局も、MiFID IIのリサーチの実態調査に着手し
ました。AMF政策・国際関係部門のマネージングディレクター、
ナターシャ・カゼナブ氏は、この影響評価が規制当局の「優先課題」
だと述べました34。AMFは諸規則がフランスと欧州全体の双方で
投資リサーチ資金の調達にどのような影響を及ぼしてきたかを調べ
ました。カゼナブ氏は、フランスの資産運用会社は有利だったか
もしれないと言います。例えば、英国とは対照的に、フランスの
資産運用会社はほとんどがUCITS運用会社またはAIFMsです。
AMFではMiFID II規則が自動的に適用されるわけではなく、同
規則を遵守するかどうかについては、各社の裁量に任せてきました。
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35  https://www.cfainstitute.org/en/about/press-releases/2019/analyst-jobs-and-research-
budgets-cut-as-mifid-ii-takes-hold

36  https://www.fondsprofessionell.de/news/recht/headline/mifid-ii-bafin-erklaert-details-zur-
geeignetheitserklaerung-146777/newsseite/6/uebersichtseite/1/newsbild/2/

37  https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_
Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/Konsultationen-zur-
EU-Finanzmarktrichtlinie.html

38  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/427a4786-5fbc-449d-
b411-1acc5c095004/language-en

欧州の投資専門家の公認証券アナリスト協会（CFAI）の調査に
よれば、改正されたMiFIDの規則は大手の資産運用会社を優遇
しています35。投資会社はリサーチ予算を平均6.3%削減してい
ます。ただ、予算削減の規模は企業の規模によって異なり、中小
の運用会社の予算は平均11%削減されています。

CFAIは、予算削減規模の格差は「自社で行っていたリサーチに
代えて外部のリサーチを使うことが、どれだけ容易にできるかに
よる」のではないかと言います。CFAIは、資産運用会社が投資
分析費用の吸収を補うために実績報酬を値上げしているという
「証拠はほとんどない」と付け加えています。

調査によると、ドイツ企業は、MiFID IIの結果として金融アドバイス
の質は向上していないと不満を表しています36。フランクフルトに
拠点を置くコンサルタント会社Cofnproが実施したドイツの銀行・
ファンド運用会社57社を対象としたアンケートで、MiFID IIには
「主にマイナスの影響」があったとする結果が出ました。回答者の
約4分の3が、金融商品が安くなっていない、あるいは投資家の
ニーズに合っていないと答えています。半数以上がファンドの販売
が減少したと回答しています。また、半数以上が制約により投資
家の選択肢が減ったと回答しています。ドイツの銀行数行が アド
バイス市場から一斉に撤退したとの報告もあります。特に中小の
銀行が、同指令にかかるコストに打撃を受けたと述べています。

2018年9月、ドイツ連邦経済エネルギー省は刷新した金融投資
仲介規制（Finanzanlagenvermittlungs-verordnung）を発表しま
した。これは、仲介業者が提供するアドバイスの質の向上のために、
提供内容の利用の有無にかかわらず、誘因報酬（inducements）
を引き続き受け取れるとするものです。改正を求める声が、ドイツ
連邦財務省にMiFID II／MiFIR.37に関するコンサルテーションを
行わせることになりました。2019年3月に終わったこのコンサル
テーションの目的は、新規則に基づいて業務を行う金融機関の
日々を体験することでした。

EU全体の投資業界について言えば、運用成績に関連したイノベー
ティブな業績連動報酬がMiFID IIによって妨げられていると指摘
する投資会社もあります。MiFID IIの下では、コストと手数料を
事前に（将来の見通しとして）示すとともに、事後にも過去1年間
に何が課されたかを示さなければなりません。運用成績に連動
した報酬を実際に課す前に予測することは不可能だと異議が唱え
られています。

明るい話題としては、MiFID IIはEU全体でファンドプラットフォーム
の成長を促してきました。コンサルティング会社プラットフォーラム
（Platforum）によれば、MiFID IIを受けて、欧州の10大ファンド
プラットフォームを合わせると、資産は19%増加しています。

一方で、MiFID IIの思想が広がる

スイスでは、2つの新たな法律、金融サービス法（FinSA）と金融
機関法（FinIA）が2020年1月1日から施行されます。これはスイス
のファンドおよび資産運用業界に大きな影響を与えるものです。
この2つの法律に共通した目的は、消費者保護の強化、金融機関
を対象とした公平な競争の場の創設、そして、とりわけスイスの
法律をMiFID II／MiFIRおよびEU目論見書指令と整合させること
です38。

FinSAは金融サービス提供と金融商品提供を規制し、FinIAは
銀行以外の規制対象金融機関（資産運用会社およびファンド運用
会社を含む）を対象とした免許取得要件を定めています。独立系
資産運用会社はスイス連邦金融市場監督機構（FINMA）39の承認
を受けなければならなくなり、資本、リスク管理、内部統制に
関する規則の適用対象となります。

FinSAは新たな顧客分類制度を導入していますが、これはMiFID II
とは全面的に整合してはいません。 両法域で、富裕層のリテール
顧客が専門知識を備えているならば、リテール顧客保護を受けず、
プロ顧客として取り扱われることをすでに選択することが可能で
あり、またはそのような選択ができるようになります。FinSAは
さらに踏み込んでいて、 知識や経験に関わりなく顧客に十分な
資産があるならば、保護制度対象とならないことを認めています。 

米国SECには、ブローカー・ディーラーの報酬の開示要件をMiFID 
IIに合わせて（第3章参照）強化するよう求める声があります。SEC
は、資産運用会社や機関投資家から投資リサーチに関する規制に
ついても整合を図るよう促されてきました。MiFID IIは、リサーチ
を「ハードダラー」（現金）で販売する米国企業に対して遵守義務の
多い登録投資アドバイザー（Registered Investment Adviser）
になることを義務付ける米国の「ソフトダラー」規則と対立して
います。それゆえに、米国の規制当局は、同国のブローカーが
アンバンドリングするのを難しくしています。資産運用会社は、
このような制約の隙間を抜ける方法を見つけました。例えば、
引き続きバンドルされた（リサーチ費用込みの）手数料を支払った
うえで、リサーチ費用を顧客に払い戻すといった方法です。

このような制度の違いから、SECは、米国の銀行やブローカーが
EUの資産運用会社の顧客にリサーチ費用を課すのを30ヵ月
先送りにさせてきました。これは普通では考えられないことです。
SECはこれまで他の法域での改正に基づいて、自国の規則を改正
することに抵抗してきました。2020年7月以降も先送りを継続
するかどうかSECは決定することになります。

一部の米国の運用会社は世界的規模の事業にわたり、MiFID II
の投資リサーチ規則の受け入れを自主的に表明しています。注文
執行の場を提供するリクイドネット（Liquidnet）が2018年12月に
公表した報告書によれば、資産運用会社の半数以上がグローバル
ポリシーとしてリサーチ費用と執行費用をすでに分離しており、
さらに20%が5年以内に分離する予定です40。

39 Financial Market Supervisory Authority
40 https://www.liquidnet.com/expert-insights/unbundling-research-canary-in-the-coalmine
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第2章

システミックリスク： 
対立する声
2008年の金融危機以降、システミックリスクの特定
と抑制が政策決定者と規制当局の何よりの優先課題
になりました。

あれから11年、多くの人々 にとって金融危機は最早遠い
記憶となりましたが、政策決定者は依然として市場の
脆弱性に非常に敏感になっています。自分たちの監視
下で新たな危機が発生するのを回避したいという強い
思いがあるのです。

資産運用業界が拡大するにつれ、業界をめぐる論争
も激化しています。規制当局は資産運用セクターに 
おけるシステミックリスクの調査を深化させており、
その重点は流動性とレバレッジに置かれています。業界
規模の拡大が、新たな政策論議を促しているのです。
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45  http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Consultation%20
Papers/Consultation%20Paper%20on%20Proposed%20Amendments%20to%20
the%20SFReporting%20of%20Derivatives%20ContractsRegulations.pdf

46  https://www.nbb.be/en/articles/update-nbb-and-fsma-asset-management-and-shadow-
banking-belgium

41  http://www.fsb.org/2019/02/fsb-publishes-global-monitoring-report-on-non-bank-financial-
intermediation-2018/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d0c43f9fa0-

42 https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2018/html/esrb.pr180910.en.html
43  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annex/ecb.sp180924_2_transcript.

en.pdf?8799c0f54287a4943627f4a8524de757
44  https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Joint+Committee+Report+on+risks+a

nd+vulnerabilities+in+the+EU+financial+system+-+Spring+2019+.pdf

グローバルおよび地域の政策決定者がリスクを浮き
彫りにする

FSBは2019年2月、過去最高水準の運用資産がもたらすリスクや、
償還の急増の結果もたらされるリスクにもっと注意を払うべきだ
と主張し、システミックリスクの議論からは距離を置きました41。
このセクターが保険会社、銀行、年金ファンドを追い抜き、世界
中の資産が116.6兆ドルに達したと言います。FSBは「シャドーバン
キング」という用語をやめて、「ノンバンク金融仲介（non-bank 
financial intermediation）」という用語を選んでいます。

欧州システミックリスク理事会（ESRB）の2018年9月42の報告書
によると、シャドーバンキングシステム⸺同理事会が使用をやめ
ないこの用語は銀行、保険会社、年金ファンド、中央決済機関の
資産を除くすべての金融セクターの資産と定義される⸺は、EU
全体の金融システムの約40%に相当する約42兆ユーロの資産を
有するセクターです。

報告書は相互関連性（interconnectedness）、流動性、レバレッジ
関連のものを含めたさまざまなリスクと脆弱性に言及しています。
上場取引型金融商品（ETPs）およびETFsの潜在的な流動性リスク
および市場機能の影響を浮き彫りにし、UCITSの7%がクレジット・
デフォルト・スワップを使っていると強調しています。新しいリスク
の特定はしていませんが、データ不足が包括的なリスク評価を
阻んだと述べています。

欧州中央銀行（ECB）も「シャドーバンキング」という用語を使い
続けています。2018年9月、マリオ・ドラギ総裁は、この急成長
セクターにとって次のステップは、監視の強化とマクロプルー
デンス的措置だと述べました43。

2019年4月、ESAsはEUの金融システムのリスクに関する最新の
報告書44を発表しました。その中で、資産運用会社に直接関連
する金融安定へのリスクとして、2つの主要領域が特定されてい
ます。1つは英国のEU離脱をめぐる活動と不確実性、もう1つは
あまり好ましくないマクロ経済環境における資産価値評価です。 

米国の金融安定監督評議会（FSOC）も動向に注目しています。
2019年5月まで改定案の解釈について、ガイダンスのコンサルテー
ションを行っていました。評議会は、活動ベースのアプローチで
潜在的リスクに対処できない場合に限り、法人別の分析を行おう
としています。

データ、データ、データ

政策決定者と規制当局の声明に共通して長く続いているスレッド
は、より多くのより良いデータの必要性です。資産運用会社と
ファンドに課される報告要件は危機以降増大していますが、政策
決定者はなおもデータを求めています。

例えば報告対象の特定デリバティブ契約の範囲は、シンガポール
で拡大されています。直近4四半期の特定デリバティブ契約の 
名目元本総額が50億シンガポールドルを超える資産運用会社は、
2019年10月からシンガポールで取引される金利およびクレジット・
デリバティブ契約、そして、2020年10月からシンガポールで計上
または取引される外国為替、株式、コモディティ・デリバティブ
契約について報告することが義務付けられています45。

ベルギーでは、間もなくファンド運用会社に追加の報告要件が
課されるかもしれません。ベルギー国立銀行と金融サービス市場
庁が、2018年10月、資産運用と、2017年末の時点で推定147億
ユーロとされるベルギーの「シャドーバンキング」に関する最新
の報告書を発表しました46。資産運用およびノンバンク金融仲介
に関連する大きなシステミックリスクは特定されませんでしたが、
監視は続きます。

他の領域では、すでに収集したデータが膨大すぎて、適切な問題
へのフォーカスが不十分なのではないかという疑問があります。
EUのAIFMD報告要件が代表的な例です。

資産運用会社とファンドに課される
報告要件は危機以降増大している
が、政策決定者はなおもデータを
求めている

AIFMDの報告に関するKPMGの調査結果

大量のデータがAIFMD報告要件に基づいてAIFMsから
NCAsに提出されていますが、すべてのデータが重要な
わけではなく、不十分なものもあれば、重複しているもの
もあります29。他のEUの法律と重複している報告義務も
あります。

調査データはAIFsで高レバレッジはまれだということを
示しています。IOSCOの最近の提言を考慮に入れて、
AIFMD、UCITS指令、その他の関連法全体にわたりレバ
レッジの計算方法を統一することが有益でしょう。 

非上場会社に対する投資で規則に基づいてNCAsに届け
られる範囲の通知では、役に立たない、あるいは重要で
はない、そして手間がかかりすぎるとみなされています 
（特に、プライベートエクイティ／ベンチャーキャピタル
AIFMsの多くが小企業であり、そのような企業にとっては
管理業務の量に比例して負担がより大きくなるのかもしれ
ません）。
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47  http://www.fsb.org/2017/01/policy-recommendations-to-address-structural-vulnerabilities-
from-asset-management-activities/

48 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD615.pdf

49 https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2018/html/esrb.pr180214.en.html
50  http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/

Regulations%20Guidance%20and%20Licensing/Securities%20Futures%20and%20
Fund%20Management/IID%20Guidelines/Guidelines%20on%20Liquidity%20Risk%20
Management%20Practices%20for%20Fund%20Management%20Companies.pdf

システミックリスクのスポットライトがレバレッジに

2017年にFSBが資産運用の構造的脆弱性について提言47した後、
IOSCOは 2019年2月まで標準的なレバレッジ測定方法および
監督の枠組み案に関してコンサルテーションを行っていました48。
コンサルテーションペーパーは「投資ファンド」という一般的な
用語を使い、所々でAIFMDに言及し、ミューチュアルファンドも
AIFsもその枠組みであることを示唆しています。投資一任契約に
基づく個別運用（separately-managed）ポートフォリオまたは
口座（いわゆるSMA）⸺確定給付年金ファンドなど⸺には
言及しませんでした。

IOSCOはファンドのレバレッジ、その測定と監視に関する規則が
世界中でまちまちだと述べました。規制当局がレバレッジデータ
の報告を要求する場合でさえ（特にEUと米国）、異なる測定指標
が使われており、それがグローバルレベルでのシステミックリスク
の監視に困難な課題をもたらしています。また、ファンドや投資
戦略の多種多様さが比較可能性の足かせとなっています。

IOSCOは、十分に簡略化されながら、さまざまな国・地域で
提供されている広範なファンドに一貫したやり方で適用でき、かつ
情報を提供してくれる確実な尺度を策定するにあたり、正確な
レバレッジ測定方法を実現するのは困難な課題であることを認め
ました。また、単にリスクとリターンの増幅と同義として捉える
べきではなく、ヘッジや費用効率手法の利用を同じように反映
できるものだと認識しています。 

そこで、IOSCOは、最初のフィルターはすべてのファンドに適用
され、その後、一部のファンドを対象としてリスクベースの分析を
行うというフレキシブルな2段階アプローチ（two-step approach）
を提案しました。第1段階、すなわち最初のフィルターで、金融
システムにリスクをもたらしそうにないファンドを除外し、第2段階
では規制当局がよりリスクのあるファンドに焦点を絞れるように
するものです。IOSCOは第1段階にも第2段階にも測定指標を
規定するつもりはありません。各国・地域が調査対象のファンド
のタイプや性質を考慮して最も適切なリスク評価を決めるべきだ
と考えているからです。 

このフレキシブルなアプローチは、各種ファンドが用いる広範な
法的枠組み、戦略、資産クラス、ポートフォリオ構成に対応します 
が、グローバルでの比較可能性の改善につながるのかという疑問
が生じます。ファンド運用会社は依然として同じファンドに対して
さまざまに異なる報告書を多数作成し、さまざまに異なる計算を
行う必要があるかもしれず、それにより、事業費が増え、投資家
がファンドを比較するうえで複雑さが増す結果になります。

EU域内では、第2段階で用いる一貫性のある分析フレームワーク
が大きく異なる各国市場をどのように認識するのか、明確では
ありません。したがって、最終結果として、投資家がファンドの

比較をしやすくなるのか、または運用会社の事業費が削減される
のか定かではありません。

さらに、ESRBは2018年、プロ投資家のEU籍のファンドへの投資
オプションを制限できるレバレッジ上限の使用の増加を提唱しま
した49。AIFMDの下で、ESMAとNCAsはマクロプルーデンスの
観点からファンドのレバレッジ水準に制限を課すことが認められて
いますが、この条項はいまだ利用されていません。第1章で述べた
とおり、ESMAの作業プログラムにはファンドにおけるレバレッジ
の測定が含まれます。

世界の別の場所では、規制当局がIOSCOの提言に対応しています。
例えば、クウェートでは、2016年に投資ファンドを対象とするレバ
レッジに関する新たな要件が導入されましたが、現在、同様の
要件がSMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）の資産
運用会社を対象として導入されようとしています。

流動性リスクも忘れていない

シンガポール金融管理局（MAS）は、2018年8月、ファンド運用
会社向けに流動性リスク管理に関するガイドラインを発表しま
した50。MASは、ファンド運用会社が多様なファンド形態を採用
していると認識しています。また、オープンエンド型ファンドが
ほとんど、または全く事前の通知なしに日常的に償還を認めて
いる場合、ファンド運用会社は償還依頼にタイムリーかつ整然と
対応できるように、有効な流動リスク管理体制と慣行を整備して
おくことが賢明だと考えています。

流動性リスク管理体制の主な要素には以下が含まれます。

•  流動性リスク管理部門を置き、実効性のある監督を行うこと

•  商品を設計する際に、ファンドが直面する可能性がある流動性
リスクを評価し、投資家の期待、ファンドの投資戦略や流動
性プロファイルと取引の取決めとを整合させること

•  新たに生じる流動性リスクの影響を緩和するために、その問題
を予見し、継続的に流動性リスクを監視・管理すること

•  過去の市場の状況と、将来の仮定シナリオに基づいた定期的
なストレステスト

ファンド運用会社は依然として同じ
ファンドに対してさまざまに異なる
報告書を多数作成し、さまざまに
異なる計算を行う必要があるかもし
れない
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昨年の報告書（EAMR 2018）で述べたとおり、2018年前半に、 
ESRBは、流動性およびレバレッジリスクに関するESMAのEUの
ファンド向けガイダンスを拡充して、以下を含めるよう提言しま
した。

• 流動性ストレステスト（LST）シナリオの設計

• LSTポリシーおよびLST結果の内部利用

• 投資ファンドの貸借対照表の資産側と負債側の検討

• 各ファンドが LSTを実施するタイミングおよび頻度

2018年12月、ECBが再び論争に加わりました。ECBのルイス・
デギンドス副総裁は、業界での流動性逼迫の可能性を示す兆候
が高まっていると述べ、EU加盟国1ヵ国の危機が他のすべての
加盟国に影響を及ぼしかねないため、規制は地域レベルで制定
されるべきだと語りました51。

続いて、ESMAが2019年4月まで、EUのファンド運用会社と受託
機関を対象とする既存のUCITS、およびAIFMD要件に関する
14の原則ベースのガイドラインのコンサルテーションを行いました。
2019年第2四半期までにフィードバックを公表し、2019年半ばに
最終報告書を作成する予定です。ESMAは、投資ファンドの流動
性リスクは、めったに生じないことが明らかになり、ほとんどが
抑制されてはいるものの、もし発生すれば投資家に多大な影響を
及ぼしかねないと述べています。LSTはファンドの流動性を管理
する唯一のツールで、ファンド運用会社の大多数がすでに採用
しています。

ガイドラインはLSTモデル構築のために多様な方法が用いられ得る
ことを認め、画一的なアプローチは採用していません。マネー・
マーケット・ファンド（MMF）、ETFs、レバレッジ・クローズ
エンド型AIFsを含むすべてのUCITSとAIFsを対象としています。
けれども、業界のコメンテーターは、すべての資産市場で利用
できる十分なデータがあるのかということに懸念を示しています。

各国のシステミックリスク対策

ベルギーのファンド運用会社は、前述の中央銀行と規制当局の
共同報告書を受けて、より広範な流動性管理ツールを持つこと
になるでしょう。

近隣国オランダでは、オランダ国立銀行と金融市場庁（AFM）52

が流動性のミスマッチがもたらす脆弱性を理解するために、
オランダのAIFMsによる流動性リスク管理の調査を実施しました。
調査の結果、変動の激しい市場にあって、ゲートやサイドポケット
の利用、場合によっては償還の一時停止などの緊急時の流動性
管理ツールを備えていないファンドもあることが分かりました。
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スペインの規制当局である証券取引委員会（CNMV）53の調査の
結果、ユーロ圏の政府系ファンド危機の只中でも、スペインの
投資ファンドは「レジリエンス（回復力、耐性）が高い」ことが
分かりました。けれども、当局は、低金利のためにファンド運用
会社がより流動性が低く、デュレーションが長く、信用リスクが
高い債券資産を取得することによって高リターンを得ようとして
いることに懸念を示しています54。

そのため、2018年12月の国王令は、CNMVに各ファンド内の流動
資産の最低水準を定められる権限を与えました。CNMVが個別
の資産運用会社または業界全体に対して、運用するファンドの
ポートフォリオの流動性を高めるよう求める権利を有することに
なります。また、2019年3月の国王令により、システミックリスク
の防止と軽減に責任を負うマクロプルーデンス担当機関が設立
されました。

UAEでは、ドバイ金融サービス機構（DFSA）55の合同運用型投資
ファンド制度の改正が2018年12月に施行されました。これは、
オープンエンド型ファンドの流動性リスク管理を強化する国際基準、
特にIOSCOおよび FSBの基準を満たすことへのコミットメントを
一段と強めるものです56。

2019年1月に公表された資産運用業界の年次レビューで、英国 
FCAはセクター全体の5つの課題を特定しました。うち1つは投資
ファンドにおける流動性の低い資産の増加に関するものです57。
FCAは、資産運用会社が償還請求に応じるために流動性の低い
資産を大量に安価で販売する場合、 安定性とレジリエンスへの
脅威が生じると指摘しています。ただし、FCAは流動性の低い
資産への投資の伸びは緩やかなものにすぎないと認識しています。

フランス当局は、マクロプルーデンス・リスクを理解し、それに
対処することが最優先事項だと述べています。フランスのマクロプ
ルーデンス担当機関（Haut Conseil pour la Stabilité Financière）
とAMFは、2008年から2016年にかけてのフランスの合同ポート
フォリオ運用セクターとフランスの金融システム全体の関係を分析
した調査報告書を公表しました58。

AMFは 「マクロ・ストレステスト～市場および資産運用にどのよう
な影響があるか？」59と題した調査報告書を公表しました。この
報告書の中で、AMFは資産運用のマクロ・ストレステストのレビュー
および分析、並びに今後の開発支援方法を提案しています。

スイスでは業界団体が、集団投資スキームは「目的にかなった
適切な」リスク管理、内部統制、コンプライアンスを確保しなけ
ればならないという内容の拘束力のない提言を作成しました60。
これは、スイス初のファンドおよび資産運用業界を対象とした
リスク管理要件の実施に関する基準で、 エンタープライズリスクや
投資リスク（市場、流動性、カウンターパーティリスクを含む）を
カバーしています。

マネー・マーケット・ファンドについてさらに

金融危機後、特に米国とEUでMMFsを律する規則の改革が大々
的に行われたにもかかわらず、業界のこのセクションを対象とした
規制の策定が続いています。

EUのマネー・マーケット・ファンド規制は、運用会社に定期的に
ストレステストを実施し、ストレス事由や経済状況の変化がどの
ようにファンドの純資産価値（NAV）や流動性に影響を及ぼし得る
か特定するよう義務付けています。ESMAは2018年12月まで
MMFsの内部ストレステストに関するガイドライン案のコンサル
テーションを行っていました61。「MMFsは流動性の高い低リスク
の短期債券に投資するなかで、金融システムにおいて重要な役割
を担い、他の主要市場参加者と相互に関連している」と指摘して
います。

特に、ESMAが提案した方法、リスク要因、データおよび影響
算定に関する意見が求められました。 これは以下の仮想リスク
要因を考慮したストレステストの詳細仕様を定める最初のステップ
でした。

• MMFのポートフォリオに入っている資産の流動性の変動

• 信用事由や格付け事由を含む信用リスク

• 金利および為替レートの変動

• 償還

• 証券の金利が連動するインデックスのスプレッドの変動

• マクロ経済ショック

EUの1.3兆ユーロ規模のMMF業界の改革は、2019年1月までに
行われるはずでしたが、2018年に、マイナス金利に対処する
ために一部のMMFが使っている「投資家の持分削減（share 

… 資産運用会社が償還請求に
応じるために流動性の低い資産
を大量に安価で販売する場合、 
安定性とレジリエンスへの脅威
が生じる
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cancellation）」 の継続利用を新たな規制が認めるか否かをめぐり
論争が起きました。欧州委員会法規部の解釈が主流となり、
現在では投資家の持分削減は認められていません。EUにおける
MMFの2大拠点であるルクセンブルクとアイルランドの規制当局
は期日を2ヵ月先の2019年3月21日に延期して、運用会社が申請
書と実施計画を再提出できるようにしました。

上場投資信託は依然として監視リスト上に

成長するETF市場においての考慮すべきことは、グローバルポリ
シー分析の当面の重点分野となっており、ETFsは依然としてシス
テミックリスク関連の監視リスト上にあることです。ただし、潜在
的リスクに関する懸念は、パッシブ運用型ファンドの低コストに
対する一部の規制当局の肯定的な発言とは全く対照的に見えます。
（第4章参照）

2019年の作業プログラムの一環として、IOSCOは「パッシブ投資
の成長が価格発見（price discovery）プロセスに影響を及ぼす
かどうか」を調べ、パッシブファンドが「資本配分とコーポレート
ガバナンス」に及ぼす影響を精査すると述べています。また、イン 
デックスプロバイダーの役割についても調査する予定です。

ASICはオーストラリアのETP市場（ETFsとその他のタイプの上場
取引型金融商品をカバー）についてレビューを行い、広範なリスク
を特定しました。その中で、発行会社は以下を行わなければなら
ないとしています。

• より積極的にETPsのパフォーマンスを監視する

•  投資家がより多くの情報に基づいた投資判断ができるような
頻度で参考NAVを公表する

•  マーケットメーカーの集中リスクに注意を払い、リスクを管理
する

•  レビューを実施し、継続的な適合性を満たさないETPsを必要
に応じて、段階的に縮小する

一方、SECは、ETFsを管理する米国の規制体系を簡素化・近代 
化し、ETFの持分購入のコストに関して投資家に提供する情報 
を拡充することを提案しています。 提案されている改正により、 
ほとんどのETFsは最初に1940年投資会社法の適用除外
（exemptive relief）を受けなくても営業できるようになり、ETF
の事業面での柔軟性が増し、ETFsの取引コスト（一定のビッド・
アスク・スプレッド情報を含む）に関する追加開示要件が課され
ます。

MMFsを律する規則の改革が
大々的に行われたにもかかわら
ず、業界のこのセクションを対象
とした規制の策定が続いています
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62  https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20181004_amendments-finalize-
alternative-mutual-funds-framework.htm

63 Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
64 Securities and Futures Commission

65 https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/PDF/Speeches/Ashley_20180919.pdf
66  https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/WG_euro_risk-

free_rates/html/index.en.html

その他のファンド規制

概して、規制当局はシステミックリスクに関する管轄業務には依然
として鋭い目を向けていますが、一部の領域ではファンド規則を
緩和しています。

カナダでは、州・準州の規制当局の統括組織であるカナダ証券
管理局（CSA）が、オルタナティブ投資信託（それまではコモディ
ティプールと呼ばれていた）を対象とする「オルタナティブ投資
信託フレームワーク」改正を発表しました62。CSAは、2019年1月、
包括的枠組みを導入し、非償還型投資ファンドの規制を合理化
しました。

「この改正は、適切な投資家保護措置を維持しつつ、公募投資
ファンドの規制を近代化するためのCSAの取組みが新たな局面を
迎えたことを示すものだ」とルイ・モリセ議長は言います。

改正はオルタナティブ投資信託を対象とした投資制限を刷新する
もので、一般に「リキッド・オルタナティブ（liquid alternatives）」
に関連する戦略に焦点を合わせ、投資戦略の柔軟性を高められる
ようにします。これには、集中度の上限の引き上げ、ファンド・
オブ・ファンズ投資のフレキシビリティの向上、投資目的での借入
能力の向上、空売りやデリバティブ利用のフレキシビリティの向上
が含まれます。この変更によりオルタナティブ投資信託は全面的
に目論見書開示制度の対象となることになります。

大麻合法化を受けて、カナダでは多数のファンドが製造会社に
投資するようになりました。製造会社の時価総額は急増してい
ますが、そのようなファンドを外国投資家に売り込むのは難しい
課題です。

一方、スペインのファンド協会であるInverco63は、ファンド規模が
大きくなりすぎて投資戦略の達成に影響を及ぼしているとファンド
運用会社が考える場合には、新規受入を停止できるようにして
ほしいと考えています。その提案が規制当局に採用されたら、
ファンドの一時的な受入停止においてスペインの規則が欧州の
他の国 と々足並みを揃えることになります。

香港では、香港証券先物委員会（SFC）64がユニット・トラスト・
コード65改正案のコンサルテーションを開始し、デリバティブの
利用が単にファンドにレバレッジを効かせるためではなく、ヘッジ
やネッティング（差額決済）、あるいは効率的な市場アクセスを
得るなど、どのような場合にリスク軽減を合理的に考えられるか
特定しようとしています。SFCは、リターン増大を目的としたレバ
レッジの使用をしていないデリバティブを識別するための最終調整
に取り組んでいます。また、どのファンドが追加の適合性評価の
対象か明確に識別できるように、SFCの承認を受けたデリバティブ
ファンド一覧を公表しました。

ポーランドでは、債券ファンドはすべての金融商品を公正価値で
評価しなければなりません。2020年1月から公表価格のない社債
に適用される価値評価方法が変わります。投資ファンド会社は
適切な価値評価モデルと開示について整備する必要があります。

中国では、多数の新たな資産運用規則が、資産運用セクターの
新時代への突入を示しています。証券市場のより健全な発展につな
がり、金融安定と市場リスクの予防を促進すると期待されます。
資産運用商品を対象とする幅広い規則を統一する目的で新たな
規則が策定され、さまざまな金融規制当局によって発令されてい
ます。その目的は、規制逃れを最小限に抑えること、資産運用
セクターの財務レバレッジ比率を低減すること、「シャドーバン
キング」セクターの急成長を抑制すること、高レバレッジ高リスク
の元本保証、固定利回り投資商品の発行を停止させることです。 

リスクフリーレートと指標：すべてが変わる

業界にとって重要な構造転換は、幅広い機関投資家および 
リテール投資家向け商品の取引を支える銀行間取引金利（IBOR）
の段階的廃止です。新たなリスクフリーレート（RFR）に移行する
際に、資産およびファンド運用会社は商品の価値評価、ヘッジ 
およびベーシスリスク、負債対応投資（liability-driven investment）、
複数通貨間の取引、ETFs、契約書およびファンド文書について
検討する必要があります。

規制当局は新たなRFRへの移行に焦点を当てています。例えば、
2019年2月のECBのペーパーは、業界に影響を及ぼす要因、バイ
サイド企業が何を検討すべきで、どこから始めるべきかを洗い
出しています66。

「金利指標の改革は、ウォールストリート（プロ投資家、
ブローカー）からメインストリート（一般投資家）まで、
金融市場全体に大きな影響を及ぼすでしょう。だから
こそ、市場全体がこの問題の規模を正しく認識し、早めに
措置を講じることが優先事項となります。

作業規模を考えると、これは2021年末までの数ヵ月間で
解決できるようなことではありません。首尾良く整然と
移行できるようにするためには、各機関は措置を講じる
⸺今から始める必要があります。」

スコット・オマリオ氏、CEO 
国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）
2018年7月4日
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リスクフリーレートへの移行

RFRプログラムの立ち上げ： 異なる事業分野
や法域をすべて統括する部門横断型RFRプロ
グラムを策定し、管理する。

当初の影響の評価： 全事業部門のモデリング
とシステム分析を行い、業務リスク、法的リスク、
コンダクトリスク、機能別の影響、経済的影響、
各地域の移行および時期を検討する。

戦略計画の策定：顧客とのコミュニケーション・
交渉のワークフローを確立し、契約構造を
見直し、収益性、キャッシュフロー、リスク
ヘッジを評価する。

ガバナンスおよびアウトリーチ（顧客支援）：
ポリシー、システム、プロセス、統制の変更
承認のための社内ガバナンスプロセスを策定
する。移行中、顧客を平等に扱うようにする。
プロセス全体を通して顧客を導くのに役立つ
ように顧客対応担当スタッフを教育する。

契約の洗い出し：すべての商品および事業分野
を洗い出す（考えられる代替手段、対象範囲に
入りそうな双務的交渉を含む）。

IBORエクスポージャーおよびリスク管理： 
IBORエクスポージャーを2021年以降の満期
別、ファンド、ポートフォリオ、カウンターパー
ティ別に分類し、明確に把握する。

70  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/01/evolving-libor-risk-free-rates.
pdf 

67  https://www.amf-france.org/en_US/Publications/Lettres-et-cahiers/Risques-et-tendances/
Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F543a184a-4e98-466d-84eb-
27e97e120ce5

68 Organisation for Economic Co-operation and Development
69 https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2017)10/en/pdf

Moving to 
risk-free rates

フランス当局は、2018年の市場・リスク見通しで67、既存の金融
商品および契約の法的正当性に疑問が投げ掛けられ、参照金利
の変更が大幅なポートフォリオの資産再配分につながる可能性が
あると指摘しています。 また、オランダでは、AFMの2019年の
優先事項の1つは、新たな金利指標（ベンチマーク）への移行
リスクを調査することです。

一方で、新たなEUベンチマーク規制のある条項が懸念を呼んで
います。第三国のベンチマーク金利の3つの承認方法がいずれも
実行可能ではないことが分かっています。その結果、重要なベンチ
マーク⸺特にアジアのもの⸺が2020年1月の期限までに利用
を承認されないかもしれません。

業界の成長が新たな政策論議を促す

2017年11月、経済協力開発機構（OECD）68は機関投資家による
「コモン・オーナーシップ（共通性のある保有）」および、それが
競争に及ぼす影響に関する報告書を公表しました69。コモン・
オーナーシップまたは「水平株式保有」とは同一セクターで競合
するさまざまな企業に投資するという慣行です。報告書は競争法
との関連性を指摘していますが、経験的な結果を独占禁止規制
当局が解釈するのは難しいかもしれないと述べています。また、
コモン・オーナーシップの影響に対抗する政策が意図せぬ有害な
結果を引き起こしかねないことも認識しています。

最近、運用資産額の増加に促され、EUでも米国でも議論が再燃
しました。大手パッシブ運用ファンドが特に注目を集めています。
2018年12月、米国連邦取引委員会は、このトピックについての
ヒアリングを実施しました。米国のSECも規模に懸念を示して
いますが、それは、手数料が減少し、大手企業の交渉力が増す
なかにあって資産運用会社の合併の観点からです。

2019年3月に投資会社協会のコンファレンスで講演をした際に、
SECの投資管理担当ディレクター、ダリア・ブラス氏は、統合や
手数料の圧縮の波を受けて中小の資産運用会社の多様性や選択
が失われた場合、 それが一般投資家にとって何を意味するのか
懸念していると述べました。

このような懸念は、資産およびファンド運用会社の手数料や報酬
の値下げを求める規制当局の圧力（第4章で詳述）とは対照的
です。

資産運用会社が何をする必要があるのか、やり方はどうするのか
についての詳細については、「Moving to risk-free rates（リスク
フリーレートへの移行）」をご参照下さい70。
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第3章

ガバナンスとコンダクトの 
風潮の広がり
昨年の報告書で強調したとおり、ガバナンスとコンダ
クトは、世界的に規制当局の主要な関心事となって
います。企業は最早ただ規則や規制に従うだけでは
不十分になっており、外部の声は、カルチャーとコン
ダクトの影響についてより広範に考えることを求めて
います。

規制当局は、そのような規則の実施に説明責任を持た
なければならないことを明確にしてきました。金融サー
ビス業界内の個人に対して自らの行動に責任を持た
せるべきだという要望⸺外部の声⸺が世界中で
高まってきています。

ダイバーシティ、報酬、スチュワードシップはすべて、
委任慣行、マネーロンダリングと市場濫用の防止、
販売要件と同様に、アジェンダに載っています。
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オーストラリア王立委員会が主導する大変動

王立委員会は2019年2月、銀行・年金・金融サービス業界の不正
行為に関する最終報告書を公表しました71。委員会の目的は、
金融サービス会社の行動（actions）が不正行為になるのか検討
することでした。結論は、非財務リスク、特にカルチャー、ガバ
ナンス、報酬にも監督を拡大しなければならないというもので
した。これらのリスクはリーダーシップに始まり、リーダーシップ
に終わると報告書は述べています。

カルチャーとガバナンスの変革が、この報告書の最重要項目です。
オーストラリアで事業を行う金融サービス会社はカルチャーと
ガバナンスを徹底的に評価し、問題を特定し、それに取り組み、
変革が有効か測定評価しなければなりません。この提言は既存の
健全性基準（Prudential Standard）CPS220と大差がないように
見えます。 けれども、変革が有効か評価するという要件は状況
を一変させるものであり、業界にとっては真の難題となります。

APRAはカルチャーを監督し、「法人内で不正行為を促す要因と
なるカルチャーの評価」を含め、より積極的な役割を担うことに
なります。カルチャーの評価には多くのリソースが必要になりかね
ないことから、提言は「リスクベースのアプローチ」を勧めています。

APRAは、企業に報告書で提起した課題が自分たちにどう当て
はまるか検討したことを明確に示してほしいと示唆しています。
そのためには、企業は以下を分析する必要があります。

• 現行のガバナンス体制

• リスクおよびコンプライアンスの体制

• 説明責任の分担

• 報酬のガバナンス、ポリシー、実務

• カルチャーと、それがリスク管理に及ぼす影響

報告書は、可能であれば利益相反を排除するようにと提言して
います。これはいかなる場合でも実現できるわけではありません。
そこで、利益相反関係が依然として残るならば、それを管理する
枠組みは有効に機能しているかという問いが重要になります。
企業は、株主、従業員、顧客の利益のバランスを取らなければ
なりません。ここでカルチャーが重要な役割を果たします。

会社は株主、従業員、顧客の
利益のバランスを取らなければ
ならない。ここでカルチャーが
重要な役割を果たす。

他の国々も同じ道を進む

南アフリカも、「ツインピークス」規制モデル（第1章参照）採用に
続き、コンダクト関連事項の大幅な改正を行いました。財務省は
「金融機関のコンダクト（CoFI）」法案において原則と目的の包括
的枠組みを提案しています。2019年7月1日までの長いコンサル
テーション期間が、この改正の重要性と広範囲に及ぶ性質を明確
に示しています。

CoFI法案は、金融サービス業界による顧客の扱い方に関する規制
の強化を目指しています。法案は金融機関のコンダクト規制の
枠組みを合理化し、「顧客を平等に扱う」という原則の実施を含む
マーケットコンダクト（市場での行為）の政策的アプローチに法的
効力を与えます。南アフリカでは、現在このような原則には法的
裏付けがほとんどありません。

規制の進む方向は、金融機関の監督から活動の監視へ、また、
単に規則遵守状況チェックリストにチェックマークを付けるだけ
から原則ベースの要件へと変わっていきます。当局が監視活動に
採用するのはリスクベースの比例的アプローチ、すなわち、リスク
や対象企業の性質、規模、複雑さに比例した手法です。企業は
膨大な規制改正に対処し、スキルアップする必要があります。

スイスでは、FinSAが金融サービス提供者を対象としたコンダクト
規則を導入しました。これは主にMiFID IIとPRIIPs規制に基づき、
スイスに適合するように仕上げたものです。それまでは、このよう
なコンダクト規則は民法に法的根拠があるだけでした。FinSAは
それを監督法に採り入れ、それによりFINMAが規則の遵守を徹底
させることが可能になります。

カタールでは、上場会社を対象とする新たなガバナンスコードが
2019年から適用されています。これを資産運用会社とファンドを 
含む非上場会社にも、適用することについてのコンサルテーション
を行っています。カタール金融市場局（QFMA）は、G20、OECD、 
IOSCO、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク（ICGN）を
はじめとする国際的および地域的なガバナンスコードをベースに
して原則を定めています。

このコードは、取締役、運用会社、投資家など、ファンドのさま
ざまなステークホルダーの間での権利と義務の配分に関する原則
を定め、意思決定の規則や手順を説明しています。ファンドは
独立した取締役会を持たなければなりません。

英国FCAは2018年に注意義務規則案のコンサルテーションを
実施しました。企業はすでに、常に顧客の利益を最優先して行動
することを求めるフィデューシャリー・ルール（受託者規則）の
適用対象となっています。注意義務とは、商品またはサービスを
提供するときに、相応の注意を払い、スキルを発揮する義務です。
フィデューシャリー・デューティ（受託者責任）が概して禁止事項
であるのに対して、注意義務は積極的義務だと言えます。
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72  https://www.fca.org.uk/news/press-releases/financial-conduct-authority-publishes-
feedback-statement-duty-of-care

73 Securities and Exchange Board of India

回答者の大半が、消費者に及ぶ可能性のある損害の規模が大きく、
変革が必要だと考えていました。FCAは現在、現行の規制制度に
どのように当てはまるかレビューし、消費者に対する企業の義務
を強化・明確化するための新たな原則策定または原則の改正を
検討しています。また、原則の違反に対する潜在的な私的訴権に
ついても検討しています72。

インドでは、インド証券取引委員会（SEBI）73が資産運用会社の
ガバナンスと業務規律への注目を強めており、ファンドの受託者
（trustees）にさらなるチェックを求めています。検査はより活発
に行われ、規制当局は寛容ではなくなり、不遵守に対する取り
締まりが強化されると報告されています。新たな規則は、公平な
競争条件を確保するために、運用会社がファンドの費用を負担
することを禁じています。すでにファンド運用会社が義務付け
られているように、個々のファンド受託者とファンドの監査人は
少なくとも10年に一度交代しなければなりません。

注意義務とは商品またはサービス
を提供するときに、相応の注意を
払い、スキルを発揮する義務

キプロスのファンドの運用管理者の承認と規制を定める法案が
成立に向かっています。新法には以下が期待されています。

• キプロスのAIFMsと投資家の信頼を高める

• 透明性、誠実性、品質の向上を促す

•  ファンドの運用管理者が最低限の基準を満たすことを支援する

•  業界と国が競合する欧州のファンド拠点国と肩を並べられる
ようにする

個人の説明責任の高まり

金融サービス業界の個人に対し、自らの行動に個人的に責任を
持たせるべきだと要求する声が世界中で高まっています。このよう
な要求が規制当局によって形になりつつあります。

シンガポールでは、個人の説明責任とコンダクトに関するMASの
ガイドライン（2018年4月に提案）が2019年末までに最終決定
される見込みです。ガイドラインは、MASの期待に応えるための
適切なポリシーとプロセスを実施することにより、それに向けて
努力することが期待される5つの成果を提示しています。ガイド
ラインは以下によって企業の責任を強化します。

ガバナンス、リスク、統制
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74 FCA Business Plan, 2018/19

• 経営幹部個人の説明責任の推進

• 重要なリスクを担当する従業員の監督の強化

• 適正なコンダクトの基準を全従業員に徹底

英国では、「シニアマネジャーおよび認証制度（SMCR: Senior 
Managers & Certification Regime）」の適用が2019年12月に
銀行から資産運用会社にまで拡大されます。「企業のカルチャー
とガバナンスは、英国金融サービス業界に対する一般市民の
信頼と信用を構築する上で極めて重要だ」とFCAのCEOアンド
リュー・ベイリー氏は言います74。

SMCRは、顧客への損害を減らし、市場の健全性（market 
integrity）を強化するために、適切な行動を促すFCAの活動の
中核となる理念です。

SMCRは企業にトップから基本姿勢を示すことを求めています。
資産運用会社は公表されているFCAの要覧にリスク負担者の
リストを載せなければならなくなります。この要覧には、「重要な
リスク負担者」全員の職歴が掲載されます。 

拡大適用された制度下で、企業はその複雑さとリスクに応じて、
以下の3つのカテゴリーに分類されます。

•  強化：最も重要な企業がこれに分類されます。少数のFCA
だけの規制対象企業（solo-regulated firms）には追加の規則
が適用されます。

•  コア：ほとんどの資産運用会社、ウェルスマネジメント会社が
これに分類されます。

•  限定的制度： 「インハウス運用（internally-managed）」 AIFsを
含む、その他の企業がこれに分類されます。既存の役員承認
制度（APR: Approved Persons Regime）が適用されている
企業には課される要件が少なくなります。

「シニア・マネジメント・ファンクション」が既存の制度に取って
代わり、特定の活動の最高責任者に「事前に定められた責任
（prescribed responsibilities）」を割り当てなければならなくなり
ました。コンダクト規則は、好ましい個人のコンダクトの基本的
基準を定めており、それに照らして該当者に責任を負わせること
ができるようになっています。これはすべての企業（支店を含む）
に適用されます。

金融サービス業界の個人に対して、
自らの行動に責任を持たせるべき
だと要求する声が世界中で高まっ
ている
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78  https://www.fca.org.uk/news/speeches/opening-and-speaking-out-diversity-financial-
services-and-challenge-to-be-met

79  https://www.theinvestmentassociation.org/investment-industry-information/research-
and-publications/stewardship-survey.html

75  https://www.centralbank.ie/docs/default-source/news-and-media/press-releases/190408-
dear-ceo-letter-fandp.pdf

76  http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Circulaires/Hors_blanchiment_
terrorisme/cssf18_697.pdf

77 https://www.bis.org/review/r180511f.htm

2018年12月、イングランド銀行（中央銀行）市場部門のエグゼク
ティブ・ディレクター、アンドリュー・ハウザー氏は、英国で事業
を行う資産運用会社に対し、2013年の外為指標不正事件を契機
として16の中央銀行が策定した任意の 「グローバル外為行動規範」
の遵守意思表明に署名をしてほしいと述べました。「皆さんは市場
の要であり、市場の規律を守るうえ上で極めて重要な役割を
担っています」と述べました。また、この広く認められている市場
規範を受け入れるということは、SMCRの重要な要件である市場
におけるコンダクトの適正な基準を守ると明示することになると
指摘しました。

オーストラリアの話に戻ると、王立委員会は銀行役員責任体制
（BEAR）の適用を保険会社や年金ファンドにも拡大することを提言
しました。これは企業に、商品の説明責任を負う者の名前の報告
を求めるものです。BEARでは、説明責任のある者とは、コンダ
クトおよび行為に重要な影響力を持つ取締役、経営幹部、その
他の者としています。要件には説明責任届出書（accountability 
statement）、組織の説明責任マップ、報酬要件の策定が含まれ
ます。 シニアマネジメントは、法律および規制上のすべての義務
を遵守するために「妥当な措置」を講じなければなりませんが、
BEARはその措置については定めていません。

2019年4月、CBIはアイルランドの規制対象企業全社に「CEO
宛て」の書簡75を公表し、役員の適格性・誠実性（fitness and 
probity）制度に基づく義務を再認識させました。経営幹部やその
他の主要人員がこの制度の要件を確実に遵守することを目的に
企業に多大な義務を課す、この規則に対する「一般の認識が欠如
している」と述べています。

ルクセンブルクでは、CSSFがAIFデポジタリー（保管者）宛てに
通達76を出し、保管業務責任者を指名しなければならないという
要件を導入しました。責任者は、適切な職務経験を有する者、
または集団としてそのような経験を持つチームの責任者のいずれか
でなければなりません。

ダイバーシティ（多様性）：社会目標が規制の必須
課題に

1年前、CBIはアイルランド企業に対して、改善が見られなければ、
ジェンダー・ダイバーシティに関する要件を課すと警告していま
した77。シャロン・ドナリー副総裁は、男女の数のバランスを取る
ことが、金融危機の一因となった問題、すなわち「集団思考に陥る、

監督対象企業が自主的にダイバー
シティのレベルを引き上げるため
に措置を講じてくれた方が良い

懸念や疑問を十分に呈しない、リスクやカルチャーの問題の評価
が不十分」といった問題を改善するのに役立つと述べています。

ドナリー氏は、監督対象企業の進捗状況が「遅い」と指摘します。
そして、「監督対象企業が自主的にダイバーシティのレベルを引き
上げるために措置を講じてくれた方が良いが、改善が見られなけ
れば、具体的な要件を整備する必要があるか検討することになる」
と付け加えています。CBIは積極的に進展を監視しています。

また、英国でもダイバーシティ重要な監督課題となりました。FCA
の戦略・競争担当エグゼクティブ・ディレクターのクリストファー・
ウーラード氏は2018年12月の演説78で、ダイバーシティは「あると
いい」ものから商業上の必須課題に変わったと述べました。企業
がダイバーシティとインクルージョンにどう対処しているかが、
企業のカルチャーについて多くを語っているとFCAは捉えています。
進展もあったものの、まだまだやるべきことがあります。英国の
経営幹部に占める女性の割合は、この10年間でわずか1.5%増の
15.5%にすぎません。

業界はすでに対応を始めています。英国投資協会による2018年の
スチュワードシップ年次調査79の結果、資産運用会社の半数以上
（56%）がジェンダー・ダイバーシティに関して英国企業にエン
ゲージメントを行っており、42%がそれに基づいて議決権行使の
意思決定をしていることが分かりました。

2018年6月、イタリアの資産運用協会 がダイバーシティ委員会を
設立しました。その管轄業務は以下のとおりです。 

•  ダイバーシティ基準（年齢、性別、学歴、職歴）が資産運用
会社の経営機関の構成に採用されているか、トップ管理職の
構成（年齢、性別）についてはどうか分析すること

•  男女の平等な扱いと平等な機会を確かなものにするダイバー
シティポリシーや対策の採用に対する意識向上を目的とした
イニシアチブを特定すること

• ベストプラクティスを定義すること

2018年8月、イタリア銀行は、ガバナンスに関するコンサルテー
ション文書の一部として、MiFID IIに示されているダイバーシティ
に関する原則の適用をファンドの運用会社にも拡大しました。

報酬－EUにおけるガバナンスの主要課題

ノンバンクを対象とする新たな資本要件規則、すなわち、投資
会社指令（IFD）および投資会社規制（IFR）に関するEUの議論
の際、銀行傘下の資産運用会社のボーナスに上限を設けるという
提案が却下されました。代わりに、2021年中に発効するこの
新規則により、企業の報酬方針に不満がある場合に、NCAsが
個別企業に上限を課すことが明示的に認められることになってい
ます。
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SRD IIの要件には以下が含まれます

株主の本人確認：発行会社は投資家との直接
のエンゲージメントを目的として、株主の本人
確認書類を入手する権利を有する

情報共有およびデータ管理プロセス改善：企業
と投資家の間の透明性を向上させる

株主の権利行使の促進：あらゆる中間段階で
の情報伝送を改善することにより、すべての
株主が議決権行使および情報に公平にアクセス
できるようにする

取引の透明性：一部の取引（グループ内取引を
含む）については、株主総会で承認を受けなけ
ればならない

投資戦略の透明性：資産運用会社、年金基金、
保険会社などの機関投資家は投資戦略を策定
し、関連報告書をタイムリーに公表しなければ
ならない

議決権行使助言会社の透明性：議決権行使
助言会社は正確で信頼できる議決権行使の
提言を行わなければならず、議決権行使助言
会社の行動規範の遵守について報告書を公表
しなければならなくなる

役員報酬：報酬方針および利益相反評価に
対する株主の監督を強化し、報酬に関する
決議は株主総会で決議しなければならない
（say on pay：株主による役員報酬の承認）

80 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-ucits-qa

この規則は、変動報酬の40%以上を株式およびデリバティブオプ
ションとすること、ボーナスの半分以上は5年間支払を繰り延べる
ことを義務付けています。 

それとは別に、ESMAはUCITSの報酬開示に関する見解を非EU
企業も網羅するように拡大しました80。 2016年以降、UCITS
ファンド運用会社は年次報告書に主要スタッフの報酬総額を開示
しなければならなくなりました。2018年6月、ESMAは、開示に
は運用会社の投資運用委任先企業のスタッフの報酬も、その企業
の拠点がどこにあろうと、含めなければならないと述べました。
業界はこのアプローチの域外への影響についての懸念を表明しま
した。

オランダでは、AFMの2019年の優先事項は、報酬および評価が、
大手金融サービス会社のカルチャーおよびスタッフの行動に及ぼす
影響を調査することです。これは、2018年12月に発表された政府
の計画、具体的にはオランダの資産運用会社の従業員に固定報酬
の一部として受領した会社株式を最低5年間保有することを義務
付けるという内容を受けたものです。この提案は、変動報酬を
報酬の20%までに制限するという、2015年のボーナス上限の
導入に続くものです。他のEU加盟国では、資産運用会社は給与
の100%相当までのボーナスを支払うことができます。

スチュワードシップ：長年の規制当局の重点

EUの大手資産運用会社は、IFD／ IFRに基づいて、会社の投資
方針を開示しなければならなくなります。会社は5%超の株式を
保有している投資先企業と、株主総会での議決権行使結果も開示
しなければなりません。欧州委員会は、新たな規則をUCITSや
AIFsにも適用すべきか評価するよう求められました。

一方、2019年6月から適用される改正・株主権利指令（SRD II）は、
資産運用会社の間で、エンゲージメント方針の透明性を高める
ことにより、実効性のあるスチュワードシップと長期的な意思決定
を促進することを目的としています。報告書には、重要な株主
総会での議決と議決権行使助言会社の利用状況を含めなければ
ならず、それを会社のウェブサイトに無料で掲載しなければなり
ません。

… 開示には運用会社の投資運用
委任先企業のスタッフの報酬も、
その企業の拠点がどこにあろうと、
含めなければならない
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81 Association Française de la Gestion Financière
82  https://www.fca.org.uk/publications/discussion-papers/dp19-1-building-a-regulatory-

framework-effective-stewardship
83  https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/discussion-papers/

discussion-paper-8/discussion-paper-8---outsourcing-findings-and-issues-for-discussion.
pdf?sfvrsn=4

84  http://www.kpmgfundnews.eu/lu/2018/08/cssf-issues-circular-18-697-on-organisational-
arrangements-applicable-to-depositaries-of-non-ucits-funds/

2019年1月、フランス資産運用協会（AFG）81は 「コーポレートガバ
ナンスに関する提言」 の最新版を公表しました。上場企業との
積極的なエンゲージメントを推進する趣旨の「適切に管理する
ことは、適切に議決権行使をすることにもなる」というモットーに
沿ったものです。

英国財務報告評議会（FRC）とFCAは2019年初め、企業のガバ
ナンスを取り締まるうえで、資産運用会社が果たす役割について
のペーパーを公表しました。規制当局は、資産運用会社が企業の
責任をどのように問うているのか開示すべきだと述べています82。
FRCのスチュワードシップコード改正案の下で、資産運用会社は
ファンド内でスチュワードシップ活動がどのように実施されている
か公表しなければなりません。これには、これまで以上のリソース
が必要になりそうです。英国投資協会の2018年の年次スチュ
ワードシップ報告書によると、各社でスチュワードシップ活動と
してエンゲージメントに従事する者の人数は、2017年の平均20人
から、2018年には平均33人に増加しました。

アウトソーシング、委任、実体

資産運用会社による重要な活動のアウトソーシングについて規定
する規則は、多くの国・地域でしばらく規制の枠組みの一部を
成してきました。クラウドへのアウトソーシングなどのフィンテック
の発達が、規制当局に金融サービスセクター全体にわたる要件の
見直しをさせることになりました（第6章参照）。

EUの資産およびファンド運用会社に関しては、「英国のEU離脱」
の影響についての懸念もあって、特にEU域外の企業に対する
アウトソーシングや委任に対する規制アプローチにいくつか具体的
な進展が見られました。

CBIは2018年11月、アウトソーシングに関するディスカッション
ペーパーを発表し、最新の調査結果を提示しました83。それには、
アイルランドの規制対象企業向けに発行された多数のリスク軽減
計画が、アウトソーシングにおける「統制とレジリエンスの弱さに
対処するために必要かつ重要な改善」を反映していると記載されて
います。さらに作業が必要なことは明らかなので、CBIは引き続き
企業に関与していきます。テーマ別レビューは2019年下半期に
始まる予定です。

ルクセンブルクでは、デポジタリー（depositary）がその機能を
委任する、または重要な活動を外部委託するための新規の委任
契約とアウトソーシング契約84は、保管者にAIFに関連するすべて
のデータにアクセスする権利を与えます。けれども、通達は、
保管者の依頼が委託先またはサービス提供者に法律違反をさせる
可能性がある場合には、情報提供を拒否する権利があると明記
しています。また、契約はアウトソーシング先企業のオフィスに
直接アクセスする権利を与えます。
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マネーロンダリングと市場濫用の防止 

スイスのAML法は大幅に改正されようとしています。主な原動力
となったのは、スイスのAML制度の問題を浮き彫りにした金融
活動作業部会（Financial Action Task Force）の2016年12月の
カントリーレポートです。この改正はフィンテック業界の最近の
動向にも関連しています。

この改正は2020年に発効する見込みで、以下を含みます。

•  会社またはトラストを設立、経営または運営する者は、AML
目的のデューデリジェンス要件を遵守しなければならない 

•  金融仲介業者は実質所有者の情報を明示的に検証する義務
を負う

•  顧客データが最新のものかどうか定期的にレビューする義務

•  疑わしい活動に関する報告に対しての現行システムの曖昧さの
解消

2020年1月に施行される新たな行動規範は、ビデオおよびオン
ラインでの顧客本人確認に関するFINMAの通達（circular）に
はっきりと言及しています92。この通達は仮想対面やオンライン
チャネルの利用による顧客本人確認および実質所有者の確定に
係る基準を打ち出しています。また、顧客オンボーディングの際の
認証済み電子署名の使用に関する規制要件も含んでいます。

他の国々の規制当局も、AMLを重視しています。日本では金融庁
が報告書93を公表し、AMLリスク分析の方法と深度、AML分析
の深度に問題があると指摘しています。金融庁はAMLのリスクの
理解を深め、テロ資金供与対策を推進していくために連携して
いくと述べています。

基準を維持するために、ジャージーとガーンジーは AML／テロ
資金供与対策（CFT）94の法的枠組みを見直しました。アイルランド
の規制当局は、AML／CTFガイドライン改正案のコンサルテー
ションを行いました95。

85 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1618&from=EN
86 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1619&from=EN
87 http://www.cssf.lu/en/documentation/regulations/circulars/news-cat/179/
88  http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/Circulaires/Hors_blanchiment_

terrorisme/cssf18_698.pdf
89  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/08/28/Luxembourg-Financial-Sector-

Assessment-Program-Technical-Note-Fund-Management-Regulation-45205 
90  https://luxtimes.lu/economics/36405-independent-fund-directors-fees-on-the-up-in-

luxembourg

91 https://www.centralbank.ie/regulation/markets-update
92  https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180213-mm-rs-video-und-online-

identifizierung/
93 https://www.fsa.go.jp/news/30/20180817amlcft/20180817amlcft.html
94 counter-terrorist financing
95  https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/consultation-papers/cp128/

cp128---anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism-guidelines-for-
the-financial-sector.pdf?sfvrsn=2

AIFMD85とUCITS86の両方に基づく保管者の保管義務を明確化
するEUの規制改正は2020年4月から適用されます。この規制は、
以下の内容となっています。

•  UCITSおよびAIF資産の保管に関する保管者の義務を定める

•  保管者が保管機能をサブ・カストディアンに委任する場合、
当該資産も委任先を分離する必要があると義務付ける

•  どのように義務を果たすべきか概要を示す

昨年の報告書（EAMR 2018）で報告したとおり、英国のブレグ
ジットは、主要な機能をアウトソーシングまたは委任する企業が
どの程度の「実体（substance）」を維持すべきかについての積年
の論争を再開させました。2018年8月、CSSFはルクセンブルク
のファンド運用会社に課される居住要件87をESMAのガイダンス
と整合させ、同国内にフルタイム換算（FTE）で最低3人の従業員
を置かなければならないことを明確にしています。CSSFは、
シニアオフィサー（幹部責任者）はルクセンブルクに居住している
か、ルクセンブルクに通勤できるところに居住していなければなら
ないとしています。

各国規制当局は取締役の業務量にも制限を加えています。 例えば、
CSSFは、いかなる取締役も20社を超える会社の取締役を兼任
してはならず、勤務時間は年間1,920時間を超えてはならないと
しています88。これは、兼任が多いことにより実効性のある義務
遂行の時間を十分に取れなくなるような 「過剰な役員兼任」を
抑制せよという国際通貨基金（IMF）からの圧力を受けての動き
でした89。ただし、CSSFは1人当たりの役員兼任数のデータは
公表しないでしょう。

この動きはすでに影響を及ぼしてきている可能性があります。各
取締役の報酬がすでに増加しているのです。 2019年2月の調査
結果で90、ファンド担当の独立非執行取締役への報酬の中央値
は、6年前は年20,000ユーロだったのが、30,000ユーロに増加
したことが分かりました。また、調査によれば、最低1名の独立
取締役を置いているルクセンブルクのUCITSの割合が、6年前の
50%から現在は89%に増加しています。

CBIは、英国が「合意なきEU離脱（�no-deal� Brexit）」に至った
場合にアイルランドのファンドの取締役および指定された者に適用
される居住地要件に関する意向通知91を公表しました。そのような
シナリオに至れば、CBIは、英国に対してUCITS規制の実効性の
ある監督という要件を満たすとみなします。したがって、英国に
居住する取締役および指定された者は、引き続きアイルランドの
UCITS運用会社とアイルランドのAIFMsに勤務することができ
ます（第5章参照）。

内部通報者の保護は、金融犯罪
や市場濫用との闘いにおける重要
な規制の手段
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金融アドバイス提供を改善する3つの手段

効率的なアドバイスサービスの提供－改良され
た技術の採用を含め、効率的で透明性のある
シンプルなアドバイスプラットフォームから顧客
にアドバイスを提供する 

フィナンシャルプランナーと顧客を惹き付けて
維持するツールとサービスへの投資を後押し
するために十分で堅実な収益源をもたらす持続
可能なフィナンシャルプランニングの慣行

アドバイスが顧客のニーズやプロファイルに
見合う規模で、低コストのオプションも含む
ようにする

99 https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/ia-4889.pdf
100  https://thefiduciaryinstitute.org/2019/04/22/the-eu-leapfrogs-the-us-on-investor-

protection/ 
101  https://www.fca.org.uk/publications/multi-firm-reviews/automated-investment-services-

our-expectations

96 https://www.fca.org.uk/publication/newsletters/market-watch-56.pdf
97  https://www.fca.org.uk/publications/multi-firm-reviews/retail-and-wholesale-banking-

review-firms-whistleblowing-arrangements
98 basicinformationsblatt

ルクセンブルクでは、2019年3月に発効した法律により、EUの
第4次および第5次AML指令の要件に沿って、実質所有者登録簿
が作成されることとなりました。CSSFは企業各社の AMLプロ
セスに関するアンケート調査を実施しています。オランダでも
同様に、AMLの遵守がAFMの優先事項となっています。また、
クウェートでは、AMLデューデリジェンス要件が厳しくなりました。

英国では、規制当局が投資会社による市場濫用の統制状況を調査
しました。2018年8月、FCA96はファンドの運用会社約400社に
アンケートを送り、各社が取引活動をどのようにモニタリングして
いるか調査しました。各社に自動監視または手動監視を行って
いるか、メール、電話、取引ツールの使用をチェックする監視を
整備しているかについて、FCAは質問しました。

内部通報者の保護は、金融犯罪や市場濫用との闘いにおける
重要な規制の手段です。欧州議会は2019年4月、新たな法的措置
を承認し、現在、欧州理事会の合意を待っています。

2018年11月、FCAは英国の内部通報規則のレビューを公表し、
グッドプラクティスを紹介しました97。企業は調査結果に目を通し、
内部通報の仕組みを強化するための改革を検討すべきだとFCAは
述べています。同様に、フランスでは、AMFがEUの内部通報
制度に基づいたガイドラインを発表し、内部通報者が利用できる
コミュニケーションチャネル、並びに宣言、登録および機密保持
規則の条件について説明しています。

販売および金融アドバイスに関する規則の強化

世界中で、投資ファンドも含めた流通販売慣行が重視されてい
ます。コストと手数料の開示は新規および改正規則の重要な要素
です（ファンド内の手数料については第4章をご参照ください。）
また、規制当局は提供サービスの内容記述や金融アドバイスの
提供についても詳細に調査しています。

例えば、スイスのFinSAはアドバイスの適合性や適切性、 一般情報
の提供義務、重要事項説明書および目論見書の提供義務に関する
重要要件を採り入れています。また、同法はリテール顧客に提供
されるすべての金融商品を対象とする「基本情報シート（BIB）98」
を導入しています。BIBには、投資家が根拠の十分な情報に基づ
いた投資判断をしたり、さまざまな金融商品を比較したりする際
に必要な情報を記載しなければなりません。

CNMVは、スペインのファンド運用会社の仲介業者選択手順に
関するテクニカルガイド案を発表しました。ここでは利益相反が
強調されています。また、事前に（a priori）決める取引高、ある
種の手数料の取決めなど、「不適切なプラクティス（慣行）」も紹介
されています。

米国では、SECがブローカー・ディーラーを対象とした「最善の
利益」規制と、登録投資アドバイザー（Registered Investment 
Adviser）にリテール投資家へのリレーションシップ・サマリー提供
を義務付ける規則99を採用しました。このサマリーは、企業が
提供するリレーションシップおよびサービス、サービスに関連する
コンダクトの基準および手数料・費用、特定の利益相反に関する
情報を提供するものです。

SECのジェイ・クレイトン委員長は、米国上院の金融サービス・
政府全般小委員会での宣誓証言で、この規制は選択の自由を
守り、投資家の利益を保護するものだと証言しました。2018年3月
の連邦控訴裁判所の判決で規則を覆された米国労働省（EAMR 
2018参照）は、SECとともに受託者規則の改正に取り組んでい
ます。

一部の州は前に進んでいます。例えば、ニュージャージー州は 
ブローカー・ディーラーを対象とした受託者基準を導入しています。
また、受託者基準協会（Institute for the Fiduciary Standard）は、
その報告書の中で、投資家保護に関してはEUが米国を追い抜いて
いると指摘し、MiFID IIと同様にブローカー・ディーラーに実際
に発生した費用を顧客に開示させるよう求めています100。

英国では、FCAが2019年のうちにリテール投資家向け金融アド
バイスの適合性を評価し、2018年5月に公表した結果と比較する
予定です。その文書の中で、FCAはアドバイスの93.1%に（顧客
に対する）適合性があったが、4.3%は不適合、 2.5%が不明瞭と
いう調査結果を紹介しています。特に、FCAは適合性の点での
不備と「不明瞭」なサービスおよび、手数料の開示について自動
サービス提供者を批判しています101。
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102  https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/oct-2018/advisory-in-respect-of-foreign-
trading-portals_40848.html

オーストラリアの話に戻りますが、金融アドバイザーは、王立委員
会の3つの提言を自社のモデルにどう落とし込むか検討しなければ
なりません。

1. 顧客中心および顧客の最善の利益を図る義務

2. 金融アドバイザーの職業専門家としての水準の向上 

3.  利益相反が生じかねない性質の報酬（conflicted remuneration）
による影響の排除

カナダの規制当局は、顧客への「適合性」の判断をディーラーに
義務付けるか否かで意見が分かれています。一方、公正な取扱い
と利益相反に関する規則は依然として監督当局の注目を集めて
います。

SEBIは外国取引ポータルに関する通知書（advisory notice）102を
公表し、多数のオンライン・ウェブポータルが基本的な顧客確認
（know-your-customer）の手順を遵守せずに、電子メッセージ、
ブログ、広告、ウェブサイト、メール、アプリを通じてインド居住
者にサービスを提供していると指摘しました。多くの会社が提供
する商品に固有の複雑さが投資家のリスクプロファイルに適さない
可能性があるとSEBIは指摘し、過剰なレバレッジが投資家に

大きな損失を与える結果になりかねないと言います。SEBIは投資
家に規制対象外のウェブポータルの利用を避けるように警告しま
した。

英国では、FCAが投資プラットフォーム市場調査を経て、最終
報告書を公表しました。以下の提案についてコンサルテーション
を行っています。

•  消費者が不必要な投資の清算をしなくても資産を新たな
プラットフォームに移せるように、移行をよりシンプルで容易
にする

•  消費者の損失を少なくするために、プラットフォーム解約手数
料を制限する

•  競争を促し、効率を高め、消費者体験を向上させる

英国の規制当局は、金融アドバイス市場に関する洞察・意見を
求めています。また、MiFID IIの誘因報酬（inducement）に
関する規則に先立って施行された、より厳しい手数料禁止令に
よってリテール販売がどのような影響を受けてきたかについても
コメントを求めています。
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第4章

コストと手数料： 
期待に釣り合わない？
投資家に課されて妥当な金額と投資会社が得る利益
とのバランスというものがあります。

規制当局はこの微妙なバランスを分かっており、投資
会社が力強く成長できるようにするとともに、規模の
大小に関係なく投資家が公平だと思うような業界を
生み出せる規則や原則を策定するために、幾年にも
わたり奮闘中です。

社会が、政治、メディアおよび急増するソーシャル
メディアを通じて、この均衡点を見つけることを要求
しています。このような外部の声は大きく、なかなか
収まりません。

そのため、規制当局は次第に数値や開示の書式のみ
ならず、開示されるコストの水準にも注目するように
なってきています。規制当局はベンチマーク（指標）の
利用についても詳しく調べています。
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106  https://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20180913_csa-propose-rules-to-prohibit-
certain-embedded-commissions.htm

107 https://www.sec.gov/news/speech/speech-blass-102518

103  https://ec.europa.eu/info/publications/180425-retail-investment-products-distribution-
systems_en 

104  https://www.fi.se/en/published/reports/supervision-reports/2018/fi-supervision-4-survey-
of-funds-of-funds/

105 http://mfda.ca/bulletin/bulletin0748/ 

手数料とコストの開示が規制当局のレーダーに

規制当局は、サプライチェーンのコストと手数料を開示に充てる
ことに懸念を抱いています。ファンド、販売会社、資産運用会社
によるコストの開示が注目を集めています。

透明性は投資家とのエンゲージメントのカギとなります。欧州委員
会の調査によれば、リテール投資家は投資商品に関する情報を
容易に収集して比較できないならば、ファンドへの投資を見合わ
せる可能性があります103。2018年に発表されたリテール投資商品
の販売に関する主たる調査結果においても、この商品によって
大きく異なる手数料が問題視されていました。

EUの15ヵ国での覆面調査を基本とした調査の結果、マーケ
ティング資料が「体系的に透明性がなく、標準化されていない
ため国によって異なる」ことが分かりました。特にそれが当てはまる
のはコストに関する情報開示で、欧州委員会は特にETFsおよび
不動産ファンドのコスト開示を批判しています。

委員会は、現在提供されている金融商品比較サービスを評価する
ために、外部プロバイダーを使ってオンラインのファンド比較ツール
を開発することが有益ではないかと述べています。 

スウェーデンの規制当局は、UCITS運用会社・AIFMs25社に
よって運用されている25のファンド・オブ・ファンズを調査し、
どの程度消費者が手数料について情報を伝えられているのか、
運用会社はファンド・オブ・ファンズの目的と運用実績をどのように
報告しているのか精査しました。調査の結果104、スウェーデンの
ファンド・オブ・ファンズに課されている手数料は、特にインデッ
クスファンドやエクイティファンドに比べると、一般的に高いことが
分かりました。ファンド・オブ・ファンズの半分近くがベンチマーク
を使っておらず、それが消費者による目標リターンの評価を一層
難しくしています。

英国FCAは2018年8月、MiFID IIの抜け道を使った企業に対して
強制措置（enforcement action）を取る意向を示しました。一部
のファンド運用会社は、利用可能なデータがないため、規制に
定められた取引コスト方法の実施が困難だと感じており、代替と
なる方法を使ってきました。

資産運用市場調査（AMMS）のフォローアップの一環として、FCA
は12ヵ月後および24ヵ月後に、ファンドの開示が着実で明確かつ、
一貫性があり、有意義なものになっているか、簡潔な最新情報を

リテール投資家は投資商品に関する
情報を容易に収集して比較できない
ならば、ファンドへの投資を見合わ
せる可能性がある

発表する予定です。投資協会は2019年2月、ファンド目的作業
グループ（fund objectives working group）との業務の一環として、
ファンドのコミュニケーションについてのガイダンスを発表しました。

さらに、FCAは一括保管および投資運用管理サービスの価格設定
と質に－特に中小の資産運用会社向け－懸念があると述べました。
一部の資産運用会社（特に小企業）は一括保管および投資運用
管理サービスに手数料を払いすぎている可能性があります。

カナダは、コストに対するメディアの注目が高まっている国の1つ
です。規制権限を有するカナダのミューチュアルファンド・ディー
ラー協会（MFDA）は、投資家への投資手数料の報告の仕方に
おいて、管理経費率（management expense ratio）など、継続
して発生する費用を含めるように拡充しています。第1次「顧客
関係モデル」（CRM）の導入から約10年、CRM2の導入から3年
以上経ちますが、このような開示はこれまで要求されていません
でした105。

2018年4月、MFDAはディスカッションペーパーを公表し、CRM2
でカバーされていない以下の4つの領域に関して、業界のフィード
バックを求めました：投資ファンドを保有する継続的コスト、取引
コスト（償還手数料、短期売買手数料など）、ファンドを管理する
第三者であるカストディアン（保管者）および仲介業者の手数料、
現在は年次手数料・報酬報告書に含まれていないその他の投資
商品のコスト。

カナダでも、CSAがある種の組み込み手数料（embedded 
commissions）を禁じる規則を提案しました106。投資ファンド
運用会社はディーラーへの前払い販売手数料や、執行のみを行う
（execution-only）ディーラーなど、適合性判断を行わないディー
ラーへのトレーラーフィーの支払を禁じられます。あらゆる形式の
繰延販売手数料オプション（deferred sales charge option）も
排除されます。規制当局の議論は現在、全面禁止からは逸れた
ように見えますが、いずれにせよ市場慣行は変わってきています。

また、CSAは簡略化された目論見書フォーム上、ファンド情報
（Fund Facts）」文書上、およびディーラー開示規則に基づいた
一定の開示要件の撤廃も提案しています。最早必要ないからです。
90日間のコメント期間は2018年12月に終わりました。

米国では、SECがファンドに関する開示の内容、設計および伝達
の改善に関するフィードバックを求めてコメント募集（RFC）を発表
しました。コメント期間は2018年10月に終わっています107。SEC
の投資管理担当ディレクター、ダリア・ブラス氏は、ファンドの
目論見書および要約目論見書はファンドのストーリーを伝え、
ファンド戦略や主要なリスクについて信頼できるロードマップを
提供すべきだと言います。「よく目にする開示は長いばかりで要領
を得ず、ストーリーが埋もれてしまっている」とブラス氏は指摘し、
SECは業界と連携して将来の開示のために取り組んでいきたいと
述べました。

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



Evolving Asset Management Regulation Report34

108  http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-
Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Regulations/2018/Securities-and-
Futures_Offers-of-Investments_CIS_Amendment-Regulations-2018.aspx

109  https://asic.gov.au/regulatory-resources/superannuation-funds/fees-and-costs-disclosure/
rg-97-review/

110  https://www.fca.org.uk/publications/multi-firm-reviews/mifid-ii-costs-and-charges-
disclosures-review-findings 

111 https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs19-01.pdf

また、SECは、仲介業者が開示文書引渡しに課す手数料の枠組み
に関してもコメント募集（RFC）を発表し、投資家とブローカー・
ディーラーまたは投資アドバイザーとの関係の諸条件を説明する
略式要約書（short-form summary）を提案しました。

日本の金融庁は、業界における比較可能な重要業績評価指標
（KPI）を発表しました。

1. 投資信託およびファンドラップの運用損益別顧客比率 

2. 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

3. 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

日本の投資信託協会は「投資信託及び投資法人に係る運用報告
書等に関する規則」を一部改正し、総経費率の開示を定めました。
改正された規則は2019年9月に発効しますが、早期適用も認め
られています。 また、シンガポールでは、2018年12月から、ファ
ンド運用会社は販売業者に支払われるトレーラーフィーの範囲の
開示を義務付けられています108。

オーストラリアでは、ASICが2019年1月にリテールおよび年金
ファンド提供会社を対象とする手数料とコストの開示に関するガイ
ダンスを定めました109。開示は以下を満たさなければなりません。

• 定期発行の取引明細書に所定の取引を記載する。

•  間接費を開示する。年金（superannuation）商品の場合は、
その他の手数料も開示する。

• 手数料とコストの合計額を開示する

• 所定の追加情報を提供する

計算指標は規制当局が規定します。これは会社に業務運営上の
変更を求め、手数料体系の転換（例えば、基本報酬と実績報酬
の間で行われる）をもたらします。

スイスでは、FinSAがコストと手数料をいつどのように顧客に適切
に開示するかに関する規則を導入しました。手数料、誘因報酬
（inducements）などの取扱いはすでにスイス連邦裁判所によって
明確にされています。簡単に言えば、資産運用会社は、事前に
顧客に誘因報酬について情報を適切に開示し、顧客がそれに
対して承諾を与えた場合には、誘因報酬を引き続き用いることが

できます。FinSAの導入を受け、現在、この判決が監督法に反映
されるところです。

2019年2月、英国FCAは、MiFID IIに基づくコスト開示要件を
満たしていない投資会社48社を調査していました110。MiFID IIの
定めにより、投資会社は1回の開示で運用報酬および組入ファンド
の運用報酬（取引コストを含む）をはじめ、すべての手数料・報酬
を開示しなければなりません。

一方、当局傘下の作業グループが2018年、資産運用会社と機関投
資家が自主的に使えるコスト開示の定型書式を最終決定しました。
FCAが設立した制度開示作業グループ（Institutional  Disclosure 
Working  Group）は、投資家、資産運用会社、独立した専門家
により構成されています。グループはデータ収集および開示の
定型書式をFCAに提出し、この枠組みを整備・更新する新たな
組織の設立を提言しました。

上記要件の不遵守は、提案依頼（RFP）からの除外や、契約更新
の見送りにつながりかねません。FCAのCEOアンドリュー・ベイ
リー氏は、2019年2月、英国議会の労働年金委員会に対して、
コスト透明性イニシアチブの定型書式に則った開示を行わない
資産運用会社に「介入」し、措置を取ると伝えました。英国当局
は企業が1年以内にこの定型書式を導入することを期待しています。
機関投資家も顧客として圧力をかけています。大手年金制度は
適用除外対象ではない資産運用会社のサービスを公式に排除する
と述べました。 これも顧客の声の力を示す例です。

欧州のKIDをめぐるドラマ

公正な業界へのカギとなるのは透明性であり、それには投資家
向けの重要事項説明文書が死活的に重要となります（第3章参照）。
けれども、当該文書に記載すべき内容と、開示する数字のもとに
なる計算に関して大きな論争になっています。最も論争が白熱して
いるのは欧州です。

2018年1月に施行されたPRIIP KIDの制定は何もかもスムーズには
いきませんでした。将来の運用見通しも、取引コストの開示も、
極端な数字を生み出しました。例えば、取引コストをマイナスで
開示しなければならないファンドもあれば、現実とはかけ離れた
ような非常に高いコストを開示しなければならないファンドもある
といった具合です。

ファンド運用会社は、このような結果は計算方法の不備によるもの
だと主張しました。また、一部の資産と市場については、データ
の入手可能性や信頼性の問題があります。けれども、英国のFCA
は、そのような計算結果は外れ値であって、主に計算方法を実際
に使うにあたり会社がミスをしたせいだと主張しています111。

よく目にする開示は長いばかりで
要領を得ず、ストーリーが埋もれて
しまっている
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欧州投信・投資顧問業協会（EFAMA）112は、取引コストの計算
方法と運用成果データの開示には「根本的な欠陥がある」ことを
示す汎欧州的な根拠を発表しました113。同様に、英国投資会社
協会（上場クローズエンド型AIFs）も、KIDは「将来の見通しの
根拠として過去の運用実績に依拠しているために、構造的な欠陥
がある」という裏付けを提示しました114。同時に、同協会は、投資
家は「決して読んではならない（burn before reading）」と提言
しています。

ドイツの協会は、MiFID IIのコスト開示義務を果たすためにPRIIP
の手法を使うことは法的リスクを伴うので、それを使わないように
警告までしたと報告されています。MiFID IIのコスト開示規則は
市場リスクを明確に除外していますが、PRIIP KIDの手法は市場
リスクを捕捉していると業界は主張しています。

ファンド運用会社と販売会社は、現行の開示は投資家の誤解を
招きかねないと言います。顧客と業界代表の双方を含む多くの声
が懸念を表明し、運用成果とコストに関する規則の抜本的見直し
を求めました。

NCAsは次第に深刻な問題があると認めるようになってきました。
2018年11月、ESAsは一部の懸念に対処する提案を公表しました
が、回答者からのフィードバックはその変革では不十分だという
ものでした。そこで、2019年2月のESAの報告書115は、EUはより
多くの消費者テストを行うことも含め、全面的に再検討を行う
べきだと提案しています。

応急策として、ESAsは運用成績の数字に関するリスク警告文を
追加することを提言しました。「将来の市場環境の変動を正確に
予測することはできません。ここに提示されたシナリオは、最近
のリターンに基づいて考えられる成果を示しているにすぎません。
実際のリターンはここに示した数字を下回る可能性があります。」
リテール投資家がこの文章から何を理解するかは分かりません。
また、レベル2ルールを変えずに、どのようにこの文章をKIDに
追加するのかも明らかではありません。

投資ファンドの場合は、PRIIP KIDの施行期限が1年延びて2018年
1月になったものの、レビューやUCITS適用除外に関する規制の
日付は同様に延期されなかったために、議論はさらに複雑に
なったのです。

112 European Fund and Asset Management Association
113  https://www.efama.org/Pages/EFAMA-Evidence-Paper-on-PRIIPs-rules-confirms-

shortcomings-of-the-regulation-for-investors.aspx 
114 https://www.theaic.co.uk/aic/news/press-releases/aic-calls-for-kids-to-be-suspended
115  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-recommendations-

changes-priips-key-information-document

… 現行の開示は投資家の誤解を
招きかねない
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116 key investor information document
117  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-report-finds-investment-

product-performance-highly-impacted-charges
118  https://www.afg.asso.fr/en/costs-and-performance-of-investment-funds-afg-responds-to-

esma-report/

この規制はレビュー日までUCITSを適用から除外していますが、
UCITSの投資家向け重要事項説明書（KIID）116が改正後のPRIIP 
KIDに取って代わられることを前提としています。スケジュール締め
付けの結果、UCITS はしばらくの間KIIDとKIDの両方を提供し、
それぞれ異なる数字を開示しなければならなくなります。 これが
投資家を混乱させるのではないかという懸念を呼びました。

欧州委員会は当初もっと早くUCITS KIIDを撤廃することを提案
していたのですが、ESAsなどがUCITSをPRIIP KIDの適用から
除外するための日程を当初の日程に戻すべきだと言いました。 
2018年11月、欧州委員会はUCITSへのKID適用を2年間遅らせて
2022年にすることに同意しました。一方、ラップ商品に含まれる
UCITS（ユニットリンク保険や有配当保険契約など）については、
PRIIP KIDタイプのデータが引き続き求められます。

PRIIP KIDをめぐる議論は2020年以降も続くことになっています。

高コストの精査

コストと手数料の水準は、特に数年にわたり累積すると、投資家
のリターンに重大な影響を及ぼす可能性があります。例えば、
ポーランド財務省は、あらゆる種類のオープンエンド型投資ファ
ンドを対象として運用報酬の上限を導入しました。2020年1月
から、1年間の運用報酬の上限はファンドのNAVの3.5%から2%
に引き下げられます。

他の規制当局は、コストと手数料の水準がどの程度大きな問題
なのか明白にするという任務に従事しています。

欧州域内では、ESMAの初の年次統計報告書が、UCITS、
リテールAIFs、リテール仕組商品をカバーします。本拠地および
実際に資産がある加盟国に照らして各商品を検討しています117。
この調査結果の報告が、欧州委員会によるPRIIP KIDの「コスト
と手数料」セクションのレビューや、MiFID IIおよびUCITS KIID
に基づいたコスト開示のための前提情報になりそうです。

調査の結果、実績報酬の開示は、UCITSも含め、加盟国間で
不均一の度合いが高いことが分かりました。これが比較分析を
難しくしていますが、ESMAは継続的コスト（ongoing costs）が
ファンドの運用成果に最も大きな影響を及ぼしていると指摘して
います。運用報酬とその他の継続的コストは投資家が負担する 
総コストの80%を超えており、購入時や償還時の手数料はそれに
比べるとあまり重要ではありません。その他の主な調査結果と
して、アクティブ運用型ファンドはパッシブ運用型ファンドを
総リターンでは上回っているものの、費用控除後は下回ることが
分かりました。ESMAの調査によれば、UCITSに課される手数料
が総リターンを平均25%目減りさせているのです。

ESMAの報告書を受けて、AGFは2019年2月、過去10年間に
わたるフランスのファンドの費用控除後年間運用成果は、株式が
4.38%、分散投資が3.44%、債券が2.82%で、インフレ率よりも
高かったと発表しました118。AFGは、ESMAの報告書では、各種
投資戦略がひとまとめにされているため、性質が異なり、投資家
に同じサービスを提供しているわけではない商品が比較されている
と指摘しました。論争の反対側にいるのが欧州政策研究センター
（Centre for European Policy Studies）で、ESMA は「もっと介入」
して手数料が高いという問題に取り組むことに力を使うべきだと
論じています。
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価値評価の結果

119 https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps18-08.pdf
120 https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-sets-out-its-priorities-2019-20
121 https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp19-5-retirement-outcomes-review 

CNMVは、スペインファンドのコストとリターンを他のEU加盟国
の同様のファンドと比較するレビューに着手しました。スペイン
ファンドは他のEU加盟国よりもコストが高いという調査結果は、
ESMAの手法（計算方法）に起因するものなのかを調査します。
また、CNMVは手数料慣行に関する資産運用会社間の違いを
特定した結果として、テクニカルガイダンスまたは基準を発表する
予定です。

価値評価の改善措置は、英国AMMSに基づく改革で提案された
最も重要な変更です119。2019年9月から、ファンド運用会社は
少なくとも年に1度、各種ファンドが提供する価値を評価し、ファ
ンド決算日から4ヵ月以内に結果を公表しなければなりません。

FCAは、最低7つの価値評価基準のリストを規定します。ファンド
運用会社はそれに対する結論と、価値についての総体的結論を
出すことが求められています。上記基準とは、サービスの質、ファ
ンド運用成果、運用会社のコスト、規模の経済、比較可能な相場、
比較可能なサービスおよび手数料が異なる種類株式です。

2019-2020年事業計画で120、FCAは資産運用会社の収益性に
関する要約データを英国ファンドの価格水準分類に関する情報と
ともに公表する予定だと言っています。手数料控除後の「長期不
採算のアクティブ運用型ファンド」に関するデータも公表します。
これは、競争の激化がこれらの商品に影響を及ぼしているか評価
するためです。

バリュー・フォー・マネーが退職貯蓄にも適用拡大

英国FCAも、資金引出可能段階での投資オプションや、バリュー・
フォー・マネーの重視も含めた退職者向けの成果を改善するため
に、コンサルテーションを開始しました121。手数料に大きなばらつ
きがあるという調査結果が出た後、FCAは、資金引出のオプション
は「支払った費用に見合う優れた価値（good value for money）」
を提供する必要があると述べ、オプションは「複雑で、不明瞭で、
比較が難しい」場合が多いと付け加えました。

FCAは、年金貯蓄者のコスト比較を容易にするために役立つよう
に、会社側は「主な特性の説明」に、1年間にかかる手数料の
数字を示すべきだと述べています。会社が適切な手数料を水準
とした適切な投資の道筋を示さない場合には、FCAは資金引出
手数料に上限を設けることを考慮から外していません。

もう1つの提言は、年金貯蓄者は毎年、年金プロバイダーから、
実際に支払った手数料、年金ファンドから現在給付を受けている
か否かを含む情報を受け取るべきだというものです。FCAは消費
者の中には毎年情報を受け取っていない人もいるし、受け取って
いたとしても、投資リターンや年間手数料のデータが見当たらない
場合もあると指摘しています。

The product 
lifecycle

継続的評価 ガバナンス
および統制

商品設計

商品の承認

価格設定
および価値

顧客

流通販売

商品がターゲット市場への適合性・
適切性を維持しているかに関する
継続的評価を深化させる

経営および統制部門に
MIの形で保証を与える

顧客のニーズや価値の捉え方に
基づいてターゲットを絞った設計を

推進する

決定を左右する価値と
ターゲット市場のメトリクスを使い、

承認から主観を排除する

価格設定および価値についての
市場知識を深める

顧客のニーズ、脆弱性、
高度な知識の有無、

考え方についての理解を深める

ターゲット市場への販売と、
それと価値がどのように

相互作用しているかについて、
より深い洞察を提供する
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クローゼット・トラッカー： 
現在行われている規制活動の事例

2019年3月、ESMAが、運用会社はベンチ
マークに対するファンドの運用成果をどのように
提示すべきか明確化しました。

アイルランド中央銀行は、2018年12月、クロー
ゼット・トラッカーを探し出すために、アイル
ランドUCITSの分析を開始しました。アイル 
ランド当局は、ESMAが定めたアクティブ・
シェアという方法を使って「2,000以上」のUCITS
を調査したと言います。

欧州委員会が使っている方法を批判した2018年
7月のクローゼット・トラッキング論争への貢献122

に続き、フランスのAMFは異なる方法を使って
クローゼット・トラッカーを特定する汎欧州調査
研究を支持しています。

123 https://www.gpif.go.jp/en/topics/

122  https://www.amf-france.org/en_US/Publications/Lettres-et-cahiers/Risques-et-tendances/
Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F07e69596-6cde-448c-bd78-
503210e61489

クローゼット・トラッカーが厳しいチェック対象に

依然としてEU規制当局の厳しいチェックの対象となっているのが
クローゼット・トラッキング・ファンド、すなわちインデックスと
連動した運用をしているのに、アクティブ運用と謳ってアクティブ
運用報酬を課しているファンドです。昨年の報告書（EAMR 2018）
に述べたとおり、この問題は2年以上、規制当局の優先事項と
なってきました。英国とノルウェーでは、ファンド運用会社は高額
の罰金を科され、実質的にインデックスに連動しているのにアク
ティブ運用と謳われているファンドに出資した投資家への補償が
義務付けられました。

この問題に最初に取り組んだ国の1つ、スウェーデン政府は、
新たにより厳しい開示規則を提案しました。ファンド運用会社は、
ファンドがどのように運営されているか、ベンチマークと比較して
どの程度の運用成果を出したか⸺「アクティブ・トラッキング・
エラー」⸺または、なぜベンチマークとの比較ができないかを
詳しく説明しなければならなくなります。この情報は、ファンド
運用会社のウェブサイトと報告書に記載しなければなりません。

2019年2月、FCAはファンドに関する文書でベンチマークの選別
的情報開示を禁止する考えを示しました。英国のファンド運用会社
は現在、自社のファンドが特定のベンチマークをなぜ、どのように

使っているのか説明することが義務付けられています。もう1つの
方法として、ベンチマークを使わない場合、運用会社は投資家が
どのようにしてファンドの運用成果を評価できるかを説明しなけれ
ばなりません。

FCAは、ベンチマークを使っているファンドを対象に、次の3つの
カテゴリーのベンチマークを選択肢として提案しています。

•  「制約」－運用会社がファンドのポートフォリオをどのように
構築するかを制約する場合

•  「ターゲット」－ファンドの運用成果に使われるターゲットが
ある場合

•  「比較基準」－投資家がファンドの運用成果を比較する方法
としてベンチマークが使われる場合

いずれのカテゴリーのベンチマークを使うにせよ、ファンドに
関するすべての文書で一貫してそのベンチマークに言及しなければ
なりません。「制約」または「ターゲット」のベンチマークを使う
ファンドの場合は、過去の運用実績を示さなければなりません。
複数のベンチマークを使っている場合には、使用したベンチマーク
すべてに対して過去の運用実績を示すことをFCAは期待しています。
ファンド運用会社が「比較基準」のベンチマークを使っている場合
には、それに対する過去の運用実績を示す義務はありません。

さらに、FCAは、投資家にとってより有益な情報にするために、
ファンド運用会社がファンドの目的と投資方針をどう記載すべきか
定めました。ガイダンスは、ファンド運用会社はKIDまたはKIID
に投資戦略の説明を含め、消費者に分かりやすい言葉を使うべき
だと定めていま

実績報酬の増大が注目を集める

実績報酬が一部の投資環境でこれまで以上に多く使われるように
なり、規制当局の注目を集めています。

例えば、日本では、巨大組織である年金積立金管理運用独立行政
法人（GPIF）が2018年に次のような新しい実績連動報酬の体系
を導入しました123。

•  利益のアラインメント強化のため、基本報酬率をパッシブ運用
の料率まで引き下げるとともに、報酬率の上限を撤廃する

•  中長期的な運用成果と連動するように、毎年の実績連動報酬
の支払を一部留保する キャリーオーバーの仕組みを取り入れる

•  中長期的にリターンが運用目標を上回るように、複数年契約
を締結する
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124 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
125  https://www.centralbank.ie/docs/default-source/regulation/industry-market-sectors/funds/

industry-communications/industry-letter---thematic-review-of-ucits-performance-fees---4-
september-2018.pdf?sfvrsn=2&_cldee=YWluZS5tY3BhcnRsYW5Aa3BtZy5pZQ%3d%3d
&recipientid=contact-43420910d9d8e711811fe0071b6641b1-42773af8c31d4f689b394d2
4cc4af33d&esid=999e1dc9-47b0-e811-814f-e0071b6641b1&urlid=0

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）124は、2018年10月、UCITSの実績
報酬に係る要件を導入しました。ドイツのUCITSおよびドイツで
販売されたファンドは1年間の実績報酬を計算することが義務付け
られ、その計算方法には、少なくとも過去5年間の「損失繰り越し」
および「ハイ・ウォーター・マーク」方式を含めなければなりません。

ドイツで販売されるEUのファンドへのこの要件の適用は、業界の
批判を集めました。ドイツは業界代表から、ファンドのEU単一
市場（single market）を損ないかねないと非難されました。一国
の規則が国外に及ぼす影響を他のEU規制当局が受け入れること
は、パスポートの原則に反することであり、UCITSの枠組みを
破壊しかねないと主張されています。

CBIは実績報酬の計算と開示に複数の不備を見つけ、アイルランド
ファンドに出資する投資家は手数料を過大請求されていた可能性
があることを示唆しました125。2018年9月、CBIは実績報酬を
課している350のUCITSのうち105を分析し、ファンドの10分の1
に「不遵守の事例」を発見したという調査結果を明らかにしました。
純資産ではなく総資産に基づいて実績報酬を請求していたファンド
もあれば、ファンドの投資方針に「適合」しないベンチマークを
使っていたファンドもありました。CBIはファンドがどのように実績
報酬を課しているかについての「不適切な開示」も見つけました。

CSSFも実績報酬に対する監視を強めています。ルクセンブルク
には実績報酬に関する具体的な規則やガイドラインはありません。
また、AMMSに加えて、FCAは実績報酬が目論見書に明記される
場合、それは他のすべての手数料を差し引いた後の英国ファンド
の運用実績に基づいたものでなければならないことを明確にしま
した。

実績報酬が一部の投資環境で
これまで以上に多く使われるよ
うになり、規制当局の注目を
集めている
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第5章

市場：閉ざされる門もあれば、
開かれる門もある
昨年の報告書（EAMR 2018）で、私たちは投資ファ
ンドのクロスボーダー販売にまだ摩擦があると指摘
しました。その状況は変わっていません。

ブレグジットが英国と他のEU加盟国のクロスボーダー
のフローに影響を及ぼしており、この影響は今後も
大きくなりそうです。一方、委任に対するEUの規制
アプローチはより監督が厳しくなりつつあり、米国や
アジアの企業もその影響を受ける可能性があります。

他の地域に目を向けると、アジアのファンドパスポート
の利用は依然として低水準ながらも、漸増しています。
ファンドに関する二国間合意は盛んで、新興市場は
引き続き自国の資本市場を外国企業や外国投資家に
開いています。

年金市場でも慌ただしい動きがあり、資産運用会社や
投資ファンドに新たな機会をもたらしています。ただし、
条件や制約が増えているケースもあります。
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128 https://www.imf.org/en/search#q=country%20report%2018%2F230&sort=relevancy 
129  https://www.efama.org/Pages/EFAMA-welcomes-final-agreement-on-legislation-

facilitating-cross-border-distribution-of-funds.aspx 

126 https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2018/06/navigating-brexit.html
127  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2018-esma35-36-1442-ipisc_uk_

withdrawal_from_the_eu_letter.pdf

第三国の資産運用会社に対するEUのアプローチの
進化

英国のEU離脱は、英国と他のEU加盟国の間で、ファンドおよび
資産運用サービスのクロスボーダー販売（双方向）の障壁を作り
ます。ただし、このセクターに全面的な影響が出るのはまだ先の
ことになるでしょう。離脱協定が合意された場合、まず移行期間
があって、その期間中は現行のパスポートが引き続き使えます。
また、英国が「合意なきEU離脱」に至った場合、EUおよび各国
との協定が数ヵ月または数年の間、多かれ少なかれ現状が継続
されるように整備されています。

「第三国」も英国のEU離脱を見込んで、英国との協定を確認して
います。例えば、ガーンジー、ジャージー、スイス、米国はいずれも
重要な発表をしました。この動向に関する詳しい情報については、
KPMGの「Navigating Brexit（英国のEU離脱について）という
ウェブページの「金融サービス」の項をご参照ください126。

ただし、すべての加盟国が同様の措置を講じているわけではあり
ません。例えば、アイルランドは、合意なき離脱の場合、アイル
ランドファンドを扱う英国のファンド運用会社に対して「グランド
ファザリング」すなわち経過措置を設けないことを示唆しました。

一方、英国のEU離脱の見通しが、EU法制における異なる第三国
規定の見直しの重要性を高めました。2018年7月、欧州議会の
経済金融委員会が見解を示しました。主なポイントは以下のとお
りです。

•  透明性を高めるために、「体系的、水平的、実践的な体制、
並びに第三国の監督体制の認証およびその体制の評価の粒度
（granularity）に関するガイドライン」を導入すべきである

•  同等性の判断は「EU規制の高い水準を守りつつ、客観的に、
釣り合いを保って、リスクに敏感に」行い、EU、加盟国、EU
市民の利益を最優先しなければならない

•  同等性の判断には明確に政治的な側面があり、欧州議会
および欧州理事会の適切な精査対象とすべきである

欧州には、第三国企業のEU市場への「自由な」アクセスに反対
する声もあり、一例として、米国のファンド運用会社はその規模
やリソースによってEU市場で優位を占めることができるように
なったと指摘しています。MiFID II／MiFIRは、EUの資産運用
会社に覚書の締結と同等性の判断を義務付けたうえで、第三国
企業への「不可欠・重要な機能のアウトソーシング」を認めています。

… 英国のEU離脱の見通しが、
EU法制における異なる第三国
規定の見直しの重要性を高めた

新たなIFD／ IFR（第3章参照）についての議論の中で、現行の
MiFID II／ MiFIRの規定を、第三国企業にEUでの登録とEU
規則の遵守を求める要件に置き換えようという動きがありました。
この改正案は採択されませんでしたが、第三国規定は強化され
ました。

ESMAは、MiFID IIの第三国規定の強化が「監督を容易にし、投資
家保護のレベルを確実に高める」と、支持の声を上げました127。
ESMAの見解では、規則はAIFMDの規則と同じにすべきだとし
ています。言い換えると、より詳しく、より規範的であるべきと
いうことです。ESMAは今後活動が懸念される第三国企業があれ
ば、その企業を排除する権限を持つことになります。

第三国のAIFsやAIFMsに付与されるAIFMDの販売および運用
パスポート制度については、欧州委員会は第三国パスポートの
導入を加速すべきだというIMFのコメント128にもかかわらず、欧州
委員会はすぐに制度を始動させるそぶりを一向に見せないまま
です。まだ検討中の課題として税制の考慮が挙げられていますが、
英国がAIFsとAIFMsの主要な本拠地（domicile）なので、ブレ
グジットこそがその主な要因だというのが、多くの評論家の見解
です。

この問題は、2年以上前にESMAによる規制制度のレビューを
受けたケイマン諸島やバミューダなどの主要なオルタナティブ・
ファンド・センターにとっても特に重要です。バミューダは2018年
12月に、いずれパスポートを導入する際に有利になるように、
プライベートエクイティおよび適用除外ファンドを対象とした登録
要件導入しました。ケイマンのプライベートエクイティ・ファンド
のライセンス取得は今のところ任意ですが、ケイマンもバミューダ
と同じアプローチを採ることにするかもしれません。

一方、2019年4月、欧州議会および欧州理事会は、なおも各国
に残るUCITSおよびAIFsのクロスボーダー販売の障壁を取り払う
新たな法律を採択しました。EFAMAはこの動きを歓迎しました
が、AIFMはNCAにAIFのプレマーケティング開始を知らせる
非公式通知を行わなければならないという要件の論理的根拠に
ついて当惑を見せています。
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130  https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/
doc?refNo=19PR3

131  https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-sfc-sign-mou-united-kingdom-hong-
kong-mutual-recognition-funds

132  https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/
doc?refNo=18PR60

二国間協定の増加

ルクセンブルクと香港は、2019年1月、互いの国でのファンド登録
と販売を合理化する協定を結びました130。具体的には、ルクセン
ブルク金融監督委員会（CSSF）と香港証券先物委員会（SFC）が、
ルクセンブルクのUCITSと香港の公募ファンドを互いの市場で承認
する際の手続きを簡素化するという内容のファンドの相互承認
（MRF：mutual recognition of funds）協定に署名しました。

また、この覚書（MoU）は、ルクセンブルクと香港の金融当局間
での情報交換や定期的な対話の枠組みを確立し、両国の規制
協力を強化します。この協定は香港－英国間の協定の直後に結ば
れたもので、131 SFCは 中国、フランス、オランダ、スイスとも同様
の協定を結んでいます。

SFCはまた、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）と国境を越えた監督
のMoUに署名しました。これにより、両国は香港とドイツの規制
対象企業による国境を越えた活動の監督に関して、協議、協力、
情報交換を行います132。

一方、スイスは国内資産運用会社がEUの機関投資家にもっと
アクセスできるようにしたいと願っています。 FinSA とFinIAが
MiFID IIを正確に反映していることから、MiFID IIの同等性判定
を求めています。 2020年1月からの新たな法律も、金融サービス
（投資アドバイス、ポートフォリオ管理サービスを含む）をスイスで
顧客に提供する外資系企業を対象とした大きな変革をもたらし
ます。

外資系企業は、アドバイザー登録をした場合に限り、スイスで
金融サービスを提供できるようになります。ただし、海外で健全
性に関する監督を受けており（prudentially supervised）、法に
よりFINMAの連結ベースの監督（consolidated supervision）
対象となっている金融グループの一員であり、かつスイスではプロ
フェッショナル投資家または機関投資家のみにサービスを提供
する場合には、登録免除になります。

MoUは世界の他の国々の間でも広く使われています。例えば、
最近、カナダがフランスおよびUAEのアブダビ・グローバル・
マーケット（ADGM）とのMoUに署名しています。
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133 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_en.htm
134  https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/

doc?refNo=18PR108
135 http://fundspassport.apec.org/2019/02/01/the-asia-region-funds-passport-is-live/
136  https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-131-funds-

management-establishing-and-registering-a-fund/

137  https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/consultation-papers/cp-301-
foreign-financial-services-providers/

138  http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/MAS-to-place-up-
to-US5-billion-with-private-equity-and-infrastructure-fund-managers.aspx 

139  http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/Malaysia-and-
Singapore-to-set-up-stock-market-trading-link.aspx 

140 https://jiam.tokyo/activities/

アジアパスポート：ついに進展が？

欧州以外では、アジアにおける各種パスポートへの取組みが徐々
に軌道に乗ってきており、昨年の報告書発表後に進展があった
という形跡があります。

香港証券先物委員会（SFC）は、中国本土－香港間のファンド相互
承認（MRF）制度が「順調」に進んでおり、「さらなる発展に値する」
と述べました134。中国証券監督管理委員会（CSRC）とSFCは、
「ノースバウンド（香港で上海の株式を売買）」の香港ファンドを
対象とする承認プロセスについて議論してきました。このプロセス
が2018年に加速し、少なくとも7つの香港ファンドが承認されよう
としています。

CSRCは新たな中国本土の年金投資ファンドに関する規則を発表
しました。最初の規則は「ファンド・オブ・ファンズ」モデルを採
用しており、CSRCは明確にMRFチャネルを通じた香港ファンド
への投資を認めました。SFCは2018年後半にオープンエンド型
ファンド会社を導入し、このような会社はもうすぐMRFの対象に
入る資格を得るはずです。

東南アジアでは、域内での投資ファンドまたは投資運用サービス
のクロスボーダー販売を促進する目的で、東南アジア諸国連合
（ASEAN）集団投資スキーム・フレームワークが設立されました。

それとは別に、2018年1月、オーストラリア、日本、タイは2019年
2月からアジア地域ファンドパスポート（ARFP）を利用するための
登録申請を受け付ける準備ができると発表しました。ARFPは
投資家にアジア地域全体の国々のファンドへのアクセスを提供
する目的で作られたものです。 パスポート合同委員会の最後の
対面会合は2019年5月初旬に韓国ソウルで開催されました。  

ニュージーランドと韓国は引き続き、自国で必要とされる実施に
係る法規制要件について進展を見せています。ASICは、オースト
ラリアのファンド運用業界にARFPから生じる変更点に関する指針
を提供するために、7つの規制ガイドを公表しました136。ガイダンス
には、管理投資スキーム（managed investment scheme）または
パスポートファンドの登録に際してのASICの意思決定プロセスに
関する情報や、多数のコンプライアンス問題に関するグッドプラク
ティスの事例および、ケーススタディが記載されています。

その他のアジア太平洋地域市場も門を開く

ARFPガイドの発行と並行して、ASICは ホールセール顧客向けに
金融サービスを提供する外国企業対象のライセンス制度改正に
関するコンサルテーションを開始しました137。ライセンスを取得
した外国金融サービス提供企業は、本国でその企業に適用される
制度によって、規制の上でも同様の成果が挙げられることを条件
として、一部の条項の適用除外となります。

2018年11月、シンガポール金融管理局（MAS）は、最大50億ドル
の資金の運用をプライベートエクイティおよびインフラ・ファンド
運用会社に委託する私募プログラムを発表しました138。このプロ
グラムの下で、MASはシンガポールで既存の地位を強化する、
または新たに重要な地位を確立することをコミットしている運用
会社に投資します。

日本では東京都が政府、民間セクター、その他と連携して東京の
資産運用コミュニティを育成し、投資専門家を誘致、投資能力を
育むための措置を講じました。掲げられた目的は、東京が 「アジア
ナンバーワンの国際金融都市の地位を取り戻す」ことでした。国際
資産運用センター推進機構（JIAM）と協力して、2018年のロード
ショーで「国際金融都市・東京」のプロモーションを展開しま
した140。

香港は、精力的に世界中のファンド拠点国との二国間関係を確立
してきました。前述の欧州諸国との関係はその事例です。「ETF
コネクト」もSFCのアジェンダに載っています。これは、世界中に
もっと資産を配分したい中国本土の大手ウェルスマネジメント会社
や年金ファンドにとっては興味深いものになるでしょう。SFCは
CSRCと連携してこれに取り組んでいます。

中国は外資系資産運用会社および外国人投資家への市場開放を
続けてきました。その目的は「海外投資家にリーチを広げ、国内
プレイヤーと外資系プレイヤーの間での公正な競争が行われる
ようにする」ことだと、中国政府は述べています142。数ヵ月の間に、
中国はファンドセクターに関して、大きな影響をもたらしかねない
多数の発表を行いました。

データの障壁

データ保護に関する懸念が障壁となってきました。EUの
一般データ保護規則がその代表例です。これが、EU企業
が個人に関する情報を、米国も含めた第三国の規制当局に
引き渡すうえで問題となりました。

欧州委員会は、EUと日本の間で強力な保護の保証に基づ
いた個人データの自由な移転を認めています133。2018年
9月に手続きが始まったこの動きは、2019年1月に最終
段階を迎え、それをもって世界最大の安全なデータ移転
領域が成立しました。この決定は、EUと日本の投資会社
が互いの国・地域で商品を販売する後押しとなります。
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2018年12月、中国は市場アクセスの「ネガティブリスト」を縮小し、
その項目数は旧バージョンよりも177項目少ない151項目になり
ました。中国市場への参入を考えている企業に対し、ネガティブ
リストは関連手順、基準、市場へのアクセスが認められる前に
取得する必要のある承認について規定しています143。その結果、
外資系資産運用会社の中国の資本市場への進出が加速しました。
2018年末に、100%外資企業16社が私募証券投資ファンドの運用
ライセンスを取得し、25以上の商品の発行が登録されました。

その後、2019年1月、国家外貨管理局は適格外国機関投資家
（QFII）への割当を1500億ドルから 3000億ドルに引き上げました。
また、CSRCはQFIIプログラムに基づく国内投資運用施策に
関する規則案を発表し、コンサルテーションを行いました。この
規則案の下では、外国投資家は商品先物、オプション、債券現先、
プライベートエクイティなどのより多様な金融商品に投資できる
ようになります。また、この規則案はQFIIと人民元QFIIの運用
規制を統一し、外国資本投資と中国デリバティブ市場の発展を
さらに促進します。

2019年3月、中国政府は市場アクセスの規制を緩和して、外国
投資を対象としたネガティブリストを縮小し、100%外資企業が
より多くのセクターで事業を運営できるようにすると約束しました。
また、CSRCは IMFが人民元QFIIプログラムを通じて中国の資本
市場にアクセスすることを認めました

新たなファンド形態が競争を求めている

シンガポールでは、2018年10月、同国で利用可能な既存のファ
ンド形態補完のための代替形態を提供する可変資本会社（VCC）
法案が承認されました144。新たなVCCは、独立したファンドまた
は、資産と負債を分離したサブファンドを持つアンブレラファンド
として設立することができます。MASは2019年下半期にVCC
制度を開始する予定です。
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141  https://www.difc.ae/newsroom/news/difc-witnesses-continued-growth-regional-centre-
world-leading-wealth-and-asset-management-firms/
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143  https://www.china-briefing.com/news/chinas-new-negative-list-targets-unified-market-

access/

UAEがファンド本拠地としてのプレゼンスを
高める

ドバイ国際金融センター（DFIC）が2006年に設立されま
したが、同センター（金融特区）でのファンド設立は当初は
期待したほど増えず、2014年に設立されたファンドの数は
10未満でした。けれども、近年の変革がこの動向を加速
させたように見えます。

まず、2010年に、適用除外ファンドの設立が奨励されま
した。次に、2014年、ドバイは適格投資家制度を導入
し、高度な知識を持つ大手の投資家に対して規制を緩和
しました。DIFCは2018年に2つの法律を制定しました。
DIFCにおける信託に適切な事業環境を提供する「信託法
（Trust Law）」と、国際的なベストプラクティスに沿った
プライベート・ウェルス・マネジメント、および慈善団体
に確実性とフレキシビリティを与える全く新しい制度「財団
法（Foundations Law）」です141。

その効果は劇的でした。DIFCの外で事業を行うファンドの
数は70近くに増え、その中には40の適格投資家向けファ
ンドも含まれています。さらに、多くの世界有数のウェルス
マネジメントおよび資産運用会社がDIFCでプレゼンスを
確立しました。世界中からファンド運用会社がDIFCに誘致
されました。そのうち相当数が南アジアからで、同地域の
運用会社は、UAEで長く続いている他のオフショア・ファ
ンド・センターの見込みある代替拠点と捉えています。
ドバイはライフスタイルなどの同地のソフト面も強調してき
ました。

アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）でもファンド
増加の加速が始まりました。アブダビ当局は、提供商品・
サービスを拡充するための専門知識とネットワークを提供
してくれる業界のベテラン専門家を欧州、アジア、米国から
雇用しました。ドバイ同様、アブダビも近年、長い歴史を
持つシンガポールなどの投資ハブに並ぶようにプレゼンス
を高めるべく、投資会社を誘致しようと努めてきました。

… 国内プレイヤーと外資系プレ
イヤーが公正に競争できるよう
にする
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144  http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Speeches-and-Monetary-Policy-
Statements/Speeches/2018/Variable-Capital-Companies-Bill-2018.aspx

145 European long-term investment fund

146  https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%20
07/Good-news-for-European-consumers---European-Parliament-backs-the-trilogue-
agreement-on-PEPP.aspx

国内外の投資会社にとってのメリットには以下が含まれます。

• 株主名簿や財務諸表を公表する義務がない

• 必ずしも年次総会を開催しなくてもよい

• VCCはシンガポールの租税条約の恩恵を受けられる

•  外国で設立された投資ファンドはVCCとして本拠地を変える
ことができる

ジャージーでは、有限責任会社（LLC）を設立する法律が2019
年に施行されます。LLCは透明性のある企業形態として特に米国
で人気があり、現在、毎年米国で新たに設立される企業の3分
の2以上を占めています。ジャージーのLLCは、米国のアドバイ
ザー、投資家、企業、ファンド運用会社に、クロスボーダー・ス
トラクチャリングに関して慣れ親しんだオプションを提供します。
LLCは合同運用型ファンド（collective investment fund）やファ
ンドサービス事業にも使えるようになる見込みです。

一方、ファンド拠点としてのスイスの魅力を高めるために、政府
は新たなスイスファンドのカテゴリーである有限適格投資ファンド
（Limited Qualified Investment Fund）が従うべき規則を合理
化しました。これにより市場に売り出すまでの時間が短縮されま
す。

また、フランスでは新設の特定資金調達組織（OFS：Organisme 
de Financement Spécialisé）および債券ファンド制度の近代化
に関する命令（Decree）が2018年11月に発表されました。OFS
とは、AIFMD パスポートを利用でき、「欧州長期投資ファンド
（ELTIF）145」のラベルと二重課税防止条約の恩恵を受ける資格が
ある新たな法人形態（corporate vehicle）です。その目的は投資
ファンドを通じて、企業の資金調達を充実させることです。この
命令は2017年10月の条例（ordinance）に続くもので、企業が借
入をするためにOFSを使えることを明確にしました。

EUの個人年金が前進

欧州理事会と欧州議会は、2018年12月、長年にわたる見解の
相違を解消し、ついに汎欧州個人年金（PEPP）商品の取決めに
合意しました（批准は2019年4月）。欧州市民に退職後の資金準
備を促すために作られたPEPPは、EU全域で移転可能な欧州初
の標準規格の年金商品であり、ファンド運用会社にとっても重要
な戦略的機会になり得ます。欧州委員会のCMUイニシアチブの
最重要政策です。

PEPPが2020年に施行される前に、欧州保険年金監督機構
（EIOPA）は法律を具体化する「レベル2」施策を策定しなければ
なりません。1年のうちに消費者テストも行わなければならない

ので、厳しい日程です。PEPPのデフォルト・オプションは、欧
州議会が最終規則に上限を含めるように強く求めたことを受け
て、コストと手数料の上限を設けるというものになりそうです。

PEPPの主な特徴には以下が含まれます。

• PEPPはどこで販売されても同じ標準的特徴を持つ

• 貯蓄者はプロバイダーを変える権利を有する

•  貯蓄者は他の加盟国に移転してもPEPPの積み立てを続ける
ことができる

• PEPPのクロスボーダー販売がEU全域で認められる

EFAMAは、PEPPに伴う「レベル2」規制のテクニカルスタンダー
ドが貯蓄者と提供者の双方にとって商品が魅力的なものになるよ
うになった場合に限り、PEPPは「期待されるポジティブな効果」
すべてを実現するだろうと述べました146。EFAMAは、これらの
規則と各国のPEPPに対する課税措置が加盟国での商品販売促
進の「きわめて重要な」要素になると指摘しています。

他の年金市場は提供商品・サービスを開発

一方、欧州の多くの国々は年金市場を開放しています。世界中の
他の国々でも同様のこの動きの多くが、資産およびファンド運用
会社に退職貯蓄市場に参入する、または競争しやすくなる新たな
機会を提供しています。ただし、資産運用会社にこれまでよりも
多くの条件や制約を課す動きも中にはあります。

フランス市場では、欧州の多くの市場と同様に、歴史的に保険
会社が優位を保っていました。けれども、2019年4月、国民議
会に採択された「PACTE（企業の成長・変革のための行動計画）」
法案の一環として、PEPPに合わせて年金制度フレームワークの
近代化が行われています。これが、資産運用会社に退職商品市
場への門を開いています。

2019年1月1日、退職貯蓄全体のプールを増やす目的で、ポーラ
ンド政府は、従業員資本制度（employee capital plans）として
知られる確定拠出（DC）ビークルの新制度を導入しました。この
制度は投資ファンド会社による運用が可能で、政府の奨励で自
動加入となります。

… 資産およびファンド運用会社に
退職貯蓄市場に参入する、または
競争しやすくなる新たな機会
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最大手の雇用主（従業員250名超）は2019年7月までに、最小
規模の雇用主は2021年1月までに、この制度を提供しなければ
なりません。けれども、この制度はすでに同等の制度を提供して
いる会社には強制されません。制度への積立金は雇用主と従業
員が分担し、どちら側の積立金にも強制賦課部分と任意部分が
あります。

2018年3月、ノルウェー政府と一部の公務員組合は、大手資産
運用会社が年金市場に再び参入する道を開きました。資産運用
会社は、最大の公務員年金提供者と競争できるようになりますが、
法律が入札と競争を義務化するという確認を待たなければなり
ません。

ハンガリーでは、中央銀行が民間年金ファンド、民間医療ファンド、
退職保険商品の仕組みを変更して、すべてのサービスを提供する
複合型ファンドを作る予定です。また、ハンガリーは各顧客の
定年時に満期を迎える特別国債を導入する意向もあります。これ
が退職ファンドや退職保険商品の資産を運用する資産運用会社に
影響を与えるでしょう。 

ドイツでは、新たなカテゴリーの年金が業界の「黄金期」 
の到来を告げました。2 0 18年初めに職域年金強化法
（Betriebsrentenstärkungsgesetz）が施行され、政府が助成
するDC職域年金制度の設立を後押ししました147。この法律は
保険会社がよく提供している［給付額の］保証を禁止し、それに
より資産運用会社がより平等な立場で競争できるようにし、年金
ポートフォリオが株式への配分を増やせるようにします。

けれども、2019年2月までのところ、新たな制度は広く受け入れ
られるまで苦労しています。その理由の1つとして、DC制度加入者
のリスク回避が挙げられています。ベルリンでの会議で、BaFinは
組合と従業員にこの制度の利用を開始するように要請しました。
BaFinは投資に対する保証がないことが「不確実性」につながり
得ることを認めつつも、この新制度には、変動が激しいときの
「バッファー」プールなどの安全メカニズムがあると述べました。
普及率が改善しない場合には、強制加入モデルが検討されるかも
しれません。

CSRCの目標退職基金（Target Retirement Funds）に関する
ガイドラインにより、中国の資産運用会社14社に目標退職基金を
売り出す承認が下りることになります。現在、中国の退職年金
制度はほとんどが国や企業が出資するプログラムです。中国は、
高齢化社会の圧力の中で、個人退職年金制度の一環として、目標
退職基金の成長に期待を寄せています。目標退職基金の発売に
よりA株市場の流動性が改善することも期待されています。

メキシコでは、年金ファンドが投資できる外資ミューチュアル
ファンドの範囲が拡大しました。2018年に外資パッシブ運用
ファンドに投資できるようになりましたが、規制当局は2019年
初めに外資アクティブ運用ファンドにも対象を拡大することを発表
しました。投資ビークルは、所定の適格基準を満たす独立専門家
から承認意見を取得しなければなりません。また、ファンドは
「投資適格国」の規制当局に登録し、監督を受けていなければ
なりません。さらにリターンを増やすため、レバレッジを効かせる
ため、またはインデックスやベンチマークを合成的に再現するため
にデリバティブを使っているファンドは、ETFsの場合同様に、禁止
されています。
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148  https://lavca.org/wp-content/uploads/2018/06/Resolution-n-4.661-25.05.2018-BACEN-002.
pdf 

149  https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/for-fondbolag/for-fund-
managers

150  https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c5db26de5274a31618c4ee3/Draft_order_
for_formal_consultation.pdf

151 https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs18-03.pdf 

ブラジルは適格投資家向けのプライベートエクイティ・ファンドが
外国資産に全額投資できるようにし、現在はマスター・フィーダー
構造の利用拡大が認められています。けれども、年金ファンドが 
現在プライベートエクイティに投資できるのは最大でも15%（20%
から引き下げ）で、投資は投資ファンドを介してのみ可能で、利害
調整（アラインメント）のためにファンド運用会社はファンドの最低
3%を自社で保有しなければなりません148。また、不動産への
直接投資による年金ファンドの不正発覚を受けて、現在、年金
ファンドは規制対象の不動産ファンドを介さなければ投資できなく
なっています。

スウェーデンのプレミアム年金制度と呼ばれる公的年金のDC部分
は、大きな変革の途上にあります149。既存の契約はすべて2018年
末で解約され、新規申請書は新たな要求レベルの高い要件に照ら
した、規制当局のデューデリジェンスを含む承認プロセスを経な
ければならなくなりました。多数のファンドがこの新たな要件を
満たさないと予測されています。

プレミアム年金制度市場で事業を展開しようとするファンド運用
会社は、プラットフォーム外に最低5億スウェーデンクローナを
有していなければならず、手数料を提示することはできません。
申請書（手数料がかかる）には、会社の事業沿革とファンドの運用
成果の詳細を示さなければなりません。

改革の第2段階は2020年に完了する見込みです。ファンド市場は
貯蓄者の投資の選択肢が公式な入札プロセスを通じて提供される
調達システムに変革されつつあります。

オーストラリアでは、年金（superannuation）ファンドの合併が
加速を続け、ファンドの数は今後5年間でほぼ半減する見込み
です。資産運用会社にとっては門戸が閉ざされるということです。
規制による義務の増大が、増える一方の営業コストやファンドの
大量生産と相まって、多くのファンドのビジネスモデルにさらなる
プレッシャーをかけ、統合を促進しています。この統合がファンド
の規模の拡大につながるため、ポートフォリオ運用の国際化も
進みます。

英国の競争・市場庁（CMA）は、2019年投資コンサルティング
およびフィデューシャリー・マネジメント市場調査命令（Investment 
Consultancy and Fiduciary Management Market Investigation 
Order 2019）案に対するコンサルテーションの通知150を発表しま
した。 これは、年金ファンドに提供されている上記サービスを

規制による義務の増大が… 多く
のファンドのビジネスモデルにさら
なるプレッシャーをかけ、統合を
促進している

対象としたCMAの市場調査の最終報告書を受けて策定された
ものです。

フィデューシャリー・マネジメントとは、投資戦略に関するアドバ
イス、特定の投資に関するアドバイス、投資判断のうち1つ以上
から構成されるものと定義されます。最後の要素については、
投資プロセスを提供する年金ファンドコンサルタントは、第三者
資産運用会社と競争することになります。

この命令は、年金ファンド受託者（trustees）のエンゲージメント
レベルの低さ、受託者が入手できる既存のサービス提供者との
取決めに関する明確な情報の欠如、または受託者がファンドの
既存サービス提供者のバリュー・フォー・マネーを評価するための
明確で比較可能な情報の欠如から生じる悪影響が競争に及ぶ
のを防ぐことを目的にしています。 

CMAの提案には以下が含まれます。

•  フィデューシャリー・マネジメント・サービスのパフォーマンス
を潜在顧客に報告する際に、標準化された方法と定型書式を
使うことを義務付ける

•  年金制度のサービス提供者向けの戦略的目標を定めていない
限り、受託者が投資コンサルタントサービスを受けることを
禁止する　

•  CMAに遵守状況の監視のための情報と文書を提供する

一方、英国の規制当局は合同型確定拠出年金制度にゴーサイン
を出しました151。このような制度はすでにオランダとデンマークで
労働者に提供されており、個人の年金積立金を単一のファンド
としてプールして運用できるようになっており、加入者に（可能性
としては）より安い手数料で、より良い投資機会へのアクセスを
提供しています。
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152 http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf 

第6章

ESG：投資家の要求が 
金融機関を動かす
環境配慮（climate-aware） 投資や炭素規制を求める
声が高まっています。従業員、顧客、その他のステーク
ホルダーに対する倫理的な振る舞いへの要望も、
お粗末な経営の企業に対する憤りと同様に高まってい
ます。環境・社会・ガバナンス（ESG）要因への配慮は
今や必須です。

厳しい市場環境にもかかわらず、ESGファンドに対する
需要は2018年に急増し、他の多くの資産タイプからの
流出が起きました。業界の調査報告書によれば、ESG
基準を用いているファンドは2016年の22.9兆ドルから
2018年には34%増の30.7兆ドルに増加しました。
すべての主要な地域で増加の傾向が見られます152。

投資家の声は、すでに資産運用機関の投資プロセスや
戦略に多大な影響を及ぼすようになっています。一部
の国・地域の規制当局はそのような動きに遅れずに
付いていこうとしています。 ただし、すべての国々が
合意しているわけではなく、国によっては法律がESG
基準の採用を妨げる可能性があります。
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155 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0363_EN.pdf?redirect
156  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-submits-technical-advice-

sustainable-finance-european-commission

153 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD621.pdf
154  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2016/10/investment-management-regulatory-

insights-fs.html

規制当局がグリーンの力を見せつける

昨年の報告書（EAMR 2018）で、私たちはいくつかの規制当局
がESGに関する新たな規則案を発表したことをと報告しました。
このトレンドは続くでしょう。

2019年2月、IOSCOは新興市場におけるサステナブル・ファイ
ナンスに関するペーパーを発表し、2ヵ月間のコンサルテーション
を開始しました153。ペーパーには新興市場の規制当局、証券取引
所、政策決定者、その他の主要ステークホルダーがこの課題に
ついて行っているイニシアチブの概要を示し、いくつかの提言を
しています。

•  発行企業とその他の規制対象企業がESG特有の課題を自身の
全般的なリスク選好とガバナンスに統合すること

• ESGに特化した開示と報告

• データの質の向上

• 適格な活動の定義

• ESG特有の課題を機関投資家の投資分析に統合すること

• ESG課題に関する能力と専門知識の構築 

欧州委員会が提案した2018年5月の法規制パッケージは、資産
運用会社、 投資ファンド、投資機関（保険会社および年金ファンド
を含む）、仲介業者に適用されます。詳細については、該当月の
KPMGの「Asset Management Regulatory Insights（資産運用
規制に関する洞察）」154をご参照ください。パッケージには以下の
内容が含まれます。

•  経済活動が「環境面で持続可能」かを判定するための統一
基準（タクソノミー）

• 機関投資家と仲介業者が従うべき開示要件

• 低炭素ベンチマークの新たなカテゴリーの創設

パッケージの2つの要素はすでに欧州議会と欧州理事会に採択
されていますが、タクソノミー規制についての議論の進行は緩や
かです。機関によって見解の相違があるのは明白です。例えば、
欧州議会はすべての金融商品、投資先企業を含むすべての法人を
適用対象に入れることを望んでいますが、155 欧州理事会はサステ
ナブル投資と表示されている商品のみに規制を適用したい考え
です。「レベル1」の議論は現在、新たな議員と委員の指名を待って
いるところですが、「レベル2」のMiFID II施策に関する作業は
2019年1月に欧州委員会がMiFID IIおよびIDDの改正案を発表
したときから始まっています。

… リテール貯蓄者にグリーン投資
商品の購入を促すためのラベル

ESMAも作業を開始しました。2019年5月に欧州委員会への最終
アドバイスとして発行された2018年12月の提案には以下が含まれ
ていました156。 

•  顧客の投資目的を評価する際、および商品分類を行う際に、
ESG選好を考慮に入れること

•  UCITS運用会社とAIFMs、社内手続きと投資プロセスにサス
テナビリティ・リスクを組み入れ、利益相反を特定・管理する
ことを義務付ける

•  ESG要因が信用格付けに含まれていたか、どのように含まれ
ていたかに関する最低限の開示要件

資産運用会社は新たな統制を整備し、おそらくより多くのスタッフ
を雇用しなければならなくなるだろうとESMAは述べ、会社は
「サステナビリティ・リスクを評価するために十分な人材と技術的 
リソースを確保する必要がある」と指摘しています。拡大された
管轄業務（第1章参照）に基づいて、ESMAはサステナビリティに
関する協力ネットワークを立ち上げました。ネットワークはNCAs
と連携して、発展とサステナビリティへの配慮に基づき、金融規制
の統合に取り組んでいきます。

さらなる動きとして、2019年1月にブリュッセルで開催されたサス
テナブル・ファイナンスを推進する学会で、ヴァルディス・ドンブ
ロウスキス副委員長は、欧州委員会がリテール貯蓄者にグリーン
投資商品の購入を促すためのラベルの導入を検討しているとコメ
ントしました。なお、このコンサルテーションが2019年7月に
始まる見込みです。

業界ではESG提案への賛否が分かれる

欧州委員会の提案は「法外に高い」コストを資産運用会社に課す
とことになり、EUでのビジネスの魅力を弱めるだろうとオルタナ
ティブ投資運用協会は主張します。また、協会は「サステナブル
としてマーケティングを行っているか否かにかかわらず、どのよう
な活動に対しても規則を課すことは… 釣り合いが取れないのでは
ないか」ともコメントしています。

EFAMAは、ESG施策をMiFID IIに統合することは、投資家が
不適合な商品を売りつけられることになりかねないと指摘しました。
ESMAは、会社が「顧客のESG選好に関する情報を収集」をする
際に「環境・社会・ガバナンス要因に関する質問」をしなければ
ならないという文言の削除を求めました。これは、ESG選好が
顧客の投資やリスク選好に関して二次的なものであるはずだと
いう理由からです。
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スウェーデン当局は、2018年11月、67社を対象にサステナビリ
ティのガバナンスへの統合に関する情報をどのように伝えている
かに関する調査を実施しました。調査結果は、サステナビリティ
を統合する取組みは前進しているものの、まだ多くの企業がこの
分野に取り組む必要があることを明らかにしました。当局はサステ
ナビリティポリシーが業務レベルでどのように統合されているか、
当該ポリシーに効果があるのか、解釈が難しいという見方をして
います。そこで引き続き企業との対話をしていくとのことです。

ベルギーでは、2019年3月に金融規制当局が ESG投資商品を
対象とした品質基準を発表しました。また、オランダでは、AFM
の2019年の優先事項の1つがサステナビリティ、特にサステナブル
投資商品に関する報告です。報告が不正確、不明瞭、または誤解
を招く場合には、措置を講じる予定です。AFMもまた、成長する
サステナブル債券市場とそのリスクに関して分析しています。

香港ではSFCが、グリーンボンドの促進にはかなり取り組んできた
ものの、グリーンファイナンスの他の重要な領域がおろそかに
なっていたと述べました160。 「これまではニッチだったが近いうち
にファイナンスの主流かつ重要な構成要素になるであろう領域の
リーダーになるべく、遅れを取り戻す必要がある」と、SFCのトップ
が2018年9月にコメントしました。

SFCは現在、上場企業による環境関連の開示を重視しています。
資産運用会社が投資判断に関する情報を伝えるためには、質の 
高いESGデータが必要だと述べてきたからです。中国は、上場
企業に2020年に環境関連の開示をすることを義務付けています。
SFCはそれに足並みを揃えたいと考えています。

また、SFCは資産運用会社によるESG要因の投資プロセスへの
統合についても調べています。資産運用会社が確固とした方法を
投資家に開示せずに、単にESG要因を考慮していますと言うだけ
ではもう不十分だとSFCは言います。 一貫性のある開示の整備
や、グリーン投資商品のラベリングも検討しています。
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159  https://www.fi.se/en/published/reports/reports/2018/integration-of-sustainability--in-
corporate-governance/

160 https://www.sfc.hk/web/EN/files/ER/PDF/Speeches/Ashley_20180919.pdf

157  https://www.weareguernsey.com/news/2018/guernseys-new-green-fund-certification-
boosts-a-growing-asset-class/

158  https://www.amf-france.org/en_US/Reglementation/Dossiers-thematiques/l-AMF/Plan-
strategique-de-l-AMF/Finance-Durable---Quel-r-le-pour-le-r-gulateur---Feuille-de-route-AMF

資産運用会社は自社の報酬方針をサステナビリティ・リスクや
目標とリンクさせなければならないという欧州委員会の追加要求
は、業界を驚かせました。当初のコンサルテーションペーパーには
なかったことだからです。

ESGに対する各国の対応はまちまち

2018年7月、グリーン投資の適格基準を満たす投資ビークルを
特定する「グリーンファンド」指定がガーンジー金融サービス委員会
によって策定されました157。「グリーンファンド」認証は、ファンド
の目論見書が基準を満たしているという独立第三者の証明書を
提出する、またはファンド運営管理者から署名入りの宣言書を
取得している場合に、緑のカイトマークを付与するものです。

この規則は、資産の75%が環境被害を軽減するという目的で運用
され、環境に対し、掛け値なしのポジティブな成果を上げていな
ければならないというものです。当該資産は再生可能エネルギー、
エネルギー効率、低炭素技術を含む一連の定められた資産クラス
でなければなりません。残りの25%の資産は、全体的な目的を
損なわないか、または廃棄物埋立て、化石燃料、ウラン採掘など
のあらかじめ定められた資産クラスであってはなりません。

2018年10月、ルクセンブルクはサステナブル・ファイナンス・ロード
マップを発表し、アジェンダ2030とパリ協定の目的に貢献する
包括的なサステナブル・ファイナンス戦略の基礎を築きました。
2016年に設立されたルクセンブルク ・グリーン取引所を基盤と
して、ルクセンブルクも再生可能エネルギープロジェクトとリンク
したグリーン・カバードボンド（担保付き社債）の法的枠組みを
確立しました。

フランスでは、PACTE法案に基づいて、資産運用会社が提供
する低炭素戦略や気候変動関連リスクの管理に関する情報の質の
確保にAMFが責任を負うことになります。機関投資家はすでに
ESGの統合について報告義務を負っていますが、カーボンフット
プリントまたは気候リスクに対するエクスポージャーについての
報告義務はなく、カーボンフットプリントの測定方法もまだ存在
しません。2018年11月、AMFはサステナブル・ファイナンスへの
ロードマップを発表し、戦略およびサステナブル・ファイナンス
担当部署を新設しました158。

スウェーデンの規制当局（Finansinspektionen）は、サステナビ
リティ関連のリスクと機会は、金融企業の事業に関連する他の
リスクおよび機会と違わないと主張しています。サステナビリティ
はコーポレートガバナンスの限られた領域で管理されるべきでは
なく、コーポレートガバナンス全体の一部として管理されるべきだ
と言います159。

これまではニッチだったが近いう
ちにファイナンスの主流かつ重要
な構成要素になるであろう領域の
リーダーになるべく、遅れを取り
戻す必要がある

© 2019 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 



A sea of voices 51

161  https://www.adgm.com/mediacentre/press-releases/adgm-launches-the-sustainable-
finance-agenda-to-develop-vibrant-sustainable-finance-and-investments-hub/

162  http://www.union-investment.es/home/Competencies/Responsible-Investment/2017_
sustainability_study.html

163  http://www.canadianminingjournal.com/features/whats-new-for-2019-proxy-season-iss-
and-glass-lewis-updates/

164 https://www.cfainstitute.org/advocacy/issues/esg-sustainable-investing 

UAEでは、2019年1月のアブダビ・サステナビリティ・ウィークに
開催されたフォーラムで、ADGMがサステナブル・ファイナンスに
関するアジェンダを発表しました161。アジェンダには4つの目的が
あります。

•  サステナビリティを規制体系に組み込むことにより、サステナ
ブル・ファイナンス活動のハブになること

•  現地および国際的な政府機関との対話を持ち、UAEおよび
地域のグリーン投資やサステナブル投資を推進すること

•  UAE全体でのサステナブル・ファイナンスの知識、認識、
受入れのレベルを高めることにコミットすること

•  市場内で、また提供商品・サービス内でのサステナブル・ファ
イナンスの枠組みを構築すること

投資家の声

機関投資家は、資産運用会社に、どのようにESG要因を投資
プロセスに組み込んでいるのか公表せよ、あるいはもっときちんと
説明せよとプレッシャーをかけていますが、規制当局のこの処方
箋には懐疑的です。

アンケート調査によれば、ドイツでは、サステナビリティをポート 
フォリオに組み込んでいる機関投資家の数は増えていますが、
ESGの受入れについては欧州の他の国々よりも遅いペースの増加
となっています162。約65%が、投資を選択する際にサステナビ
リティ基準を考慮していると回答しています。この割合は2013年
には48%でした。

米国では、大手議決権行使助言会社がESGを機関投資に組み
入れることを推奨しています。ISSとグラス・ルイスは、ジェンダー・
ダイバーシティ、環境の監督、過剰な取締役兼任、役員報酬に
関する新たなガイドラインを発表しました163。けれども、米国では、
ESG重視がコストやコンプライアンスを増大させていることで米国
企業の競争力を低下させていると懸念され、上記2社や他の議決
権行使助言会社に声を控えることを求める声も上がっています。

スイスでは、ESG基準を使って投資しているファンドは、コストが
高くつきすぎるし、ターゲットが曖昧だということが、年金ファ
ンドの調査で分かりました。スイスの投資アドバイザーが調査した
97のスイス年金ファンドの約3分の2が、コストが理由でESG戦略
への投資をやめたと回答しています。また、4分の3が多様かつ
関連性がないESGターゲットが投資意欲を失わせたと回答して
います。けれども、半数以上が長期的にはESGがパフォーマンス
を高め、リスクを軽減し得ることに同意しています。

CFAIによる汎欧州調査結果がこの課題を端的に示してい
ます164。ほとんどの機関投資家（全員ではない）がサステナ
ビリティをポートフォリオに組み込むべきだと考えています。
ただし、ほとんどの投資家（全員ではない）がESGの測定
評価を義務付けるべきではないと考えているのです。
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165  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/03/regulation-and-supervision-of-
fintech.pdf

第7章

フィンテックについて： 
規制当局のジレンマ
フィンテック（FinTech）がますます発達してきており、 
すでに強力な規制の外部推進要因となっています。

規制当局はジレンマを抱えています。効率を向上させ、
消費者の金融サービスへのアクセスを支える新興産業
を支援し、その成長を後押しすることを求められている
一方で、新たに高まるリスクを懸念しています。

規制当局は業界－新たなフィンテック参入者と、フィン
テックの発展を取り込もうとしている既存ビジネスの
双方－をどのように規制するか再考しています。 既存
のコンダクト規則はほとんどが紙ベースで、直接対面
する世界で作成されたものですが、そのような規則は
デジタル時代には、目的に適合するのでしょうか?

フィンテックの監督と規制に関するKPMGの報告書165

は、外部の声、すなわち社会、消費者、カウンター
パーティのますます高まる期待への規制当局の対応に
ついて説明しています。
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166  http://www.oecd.org/about/secretary-general/high-level-panel-blockchain-for-better-
policies-paris-september-2018.htm

167  https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/
downloads/2019-04-ccaf-global-cryptoasset-regulatory-landscape-study.pdf 

168 https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS530.pdf
169  https://www.opengovasia.com/hong-kong-sfc-sets-new-regulatory-approach-for-virtual-

assets/

資産運用会社と投資ファンドへの影響

資産運用会社と投資ファンドは、フィンテック関連市場と、金融
サービス業界に影響を及ぼす規制動向のさまざまな波に巻き込ま
れています。これらには、サイバーセキュリティ、データ保護、クラ
ウド・アウトソーシングをめぐる規制当局の懸念、支払、清算、
決済システムへの分散型台帳技術（DLT）の利用、AIおよびロボ
アドバイスの発達が含まれます。

特にサイバーセキュリティに関しては、規制当局の注目は次第に
銀行や市場インフラから資産運用会社に移っています。会社に
適格なスタッフを置くことを期待するとともに、独立専門家の利用
を義務付けているところもあります。業界団体は、このような当局
の注目の高まりを受けて、新たなワーキンググループを設置したり、
オーダーメイドのセミナーや研修を提供したりしています。

例えば、フランスのAFGは2018年10月に資産運用会社70社を対象
に行った年次アンケート調査の結果を発表しています。回答者の
半数がサイバーセキュリティは自社のトップ3リスクの1つだと答え、
35%（前年の15%から増加）はそれに特化した保険を掛けている
と答えています。けれども、70%は依然としてセキュリティ・オペ
レーション・センターを設置しておらず、情報システムセキュリティ
責任者を指名していると答えたのは半数にすぎませんでした。

FCAは2018年12月に英国の資産運用会社およびホールセール
銀行合計20社のサイバーセキュリティをレビューしましたが、その
結果は以下のとおりでした。

•  金融サービス全体でサイバーセキュリティへの注目が強まって
いるにもかかわらず、取締役会や経営委員会は自社がさらされ
ている具体的なサイバーリスクについてよく分かっていない

•  リスクおよびコンプライアンス部門において、サイバーに関する
技術的な専門知識が限定的な会社もあり、それが第三者アド
バイザーへの過剰な依存につながっている

… 規制当局は暗号資産とその
基礎となっている技術、DLTに
対して幾分懐疑的

•  サイバーセキュリティリスクをより広範なリスクアプローチに
どのように組み込めるか、積極的に検討していない会社が多い

市場動向を利用する

ファンド運用会社が特に注目すべきなのは、次の3つのフィンテック
の動向と、それに対する規制当局の対応です： 1）ファンドユニット
または株式取引の処理へのDLTの利用、2）暗号資産は的確な
投資か、「トークン」はファンドユニットに取って代わる可能性が
あるか、3）ロボアドバイス。

世界中の政府と規制当局は、DLTの開発を支援するよう促されて
います。 2019年1月に開催されたOECDのブロックチェーン・ 
ポリシー・フォーラムのオープニングで、アンヘル・グリアOECD
事務総長は、各国政府は市場を公平に保ち、新しいイノベーション
を後押しする役割を持っていると述べました166。

国・地域・グローバルレベルで多数のDLTを使ったファンド取引
プラットフォームが立ち上げられています。プラットフォームは、
オーダー・ルーティング、株主名簿の維持管理、決済・支払、
ファンド保有株式のリアルタイムの譲渡および照合など、広範な
サービスをカバーしています。

暗号資産：対応方針が分かれる

暗号通貨の価格が変動する中、規制当局は暗号資産とその基礎
となっている技術、DLTに対して幾分懐疑的です。ケンブリッジ
大学オルタナティブ・ファイナンス・センターの最新の報告書から
も明らかなように、当局の対応は国・地域によって異なります167。
暗号資産を金融商品として取り扱う方向に進むところもあれば、
それに反対するところもあります。この構図は2019年5月にFSB
によって確認されました。また、IOSCOは暗号資産取引プラット
フォーム規制案のコンサルテーションを行っています168。

暗号資産に投資するUAEの投資ファンドは、金融商品として
ADGM当局の規制対象となっています。また、クウェートは、誰が
プライマリーあるいはセカンダリーとして取引できるかについての
規則を導入しました。 香港では、SFCが仮想資産運用会社、
ファンド販売者、取引プラットフォーム運営会社を対象とした規制
の枠組みに関するステートメント169で、プロ投資家のみが暗号資産
への投資を認められるべきだと述べています。また、マルタでは、

フィンテック

「テクノロジーが可能にした金融イノベーションは、新たな
ビジネスモデル、アプリケーション、プロセス、商品を
生み出す可能性があるが、それには金融市場や金融機関、
金融サービス提供会社への重大な影響が伴いかねない」

金融安定理事会
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171 https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/france.php 
172  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf 
170  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.

pdf

仮想金融資産法（Virtual Financial Assets Act）が暗号資産
および暗号通貨取引所にライセンス取得を義務付けています。 

ジャージー当局は暗号資産をセキュリティトークンとみなしており、 
ガーンジー当局は暗号ファンドのリスクには慎重ながらも、アプ
ローチを受け入れ、投資家を守るために進んで企業に関与すると
述べています。同様に、キプロス当局は、暗号資産に投資する
AIFsの申請を締め出しはしませんが、ケースバイケースで評価する
と述べています。

2019年1月のESMAのペーパー 170は、暗号資産は金融安定の
問題を引き起こさないことが分かったものの、投資家保護や市場
の整合性（integrity）にリスクをもたらす可能性があることが懸念
されると述べ、暗号資産を金融商品として分類するよう求めま
した。ESMAは、暗号資産にはクロスボーダーな特性があるため、
各国がばらばらの規則で対応するのではなく、EU全体としての
アプローチが必要だと考えています。

そこで、欧州委員会は、EUにおける投資家保護、市場の整合性、
規制面で平等な競争の場を確保するために、この新たに出現した
資産クラスに関する法的確実性を求めるニーズに応えて、法の制定
を検討しています。 暗号通貨取引所とカストディアン・ウォレット・
プロバイダーはすでに EUの第4次マネーロンダリング防止指令に
従う「義務を負う事業者」になっていますが、第5次指令は明確に
当該事業者を2020年1月からの金融犯罪法の適用対象に含めて
います。

フランス政府の報告書は、暗号通貨は直接規制されるべきでは
ないものの、従来の資産からリングフェンス（隔離）されるべき
だと助言しています171。さらに、暗号通貨の発展は認められる
べきだけれども、取引プラットフォームの規制はあるべきであり、
資産運用会社による投資は制限されるべきだと述べています。
PACTEの改正法案は、DLTを従来の資産クラスと暗号資産の
いずれにも同様に使える資産保有者証明手段としました。また、
プロ向け投資ファンドはDLTプラットフォームに登録された暗号
資産に投資できるようになります。

英国の暗号資産タスクフォースが行ったリスクとメリットの評価172

は、既存の規制の枠組みの範囲内にある暗号資産に関連する
リスクに対処するために強力な措置を取るべきであり、規制の
枠組みの範囲外にあって従来の金融規制に新たな難題を突き
つける暗号資産については、さらなるコンサルテーションと国際
協力が必要だ、と結論付けました。それを受けて、FCAは2019年
1月、暗号資産の分類および取扱い、既存の規制体系や境界と
どのように整合させるかに関するガイドライン案を発表しました。

AIおよびロボアドバイス

ロボアドバイスは、そのプラットフォームとユーザーの数が増える
につれ、世界中の規制当局に調査されるようになってきています。
当局の大きな懸念は、消費者は適切なアドバイスを受けなければ
ならないという点です。一部の当局は監督技法を進化させなけれ
ばならないと認めています。

フィンテック採用企業に対する規制・監督当局の圧力

規制の境界線

ガバナンス

リスク
ガバナンス データ

ビジネスモデルの
実現可能性

各国・地域の
規制や監督の違い

フィンテック
採用企業
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173  https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Reports/JC%202018%2029%20
-%20JC%20Report%20on%20automation%20in%20financial%20advice.pdf

174 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_en 

欧州ではESAsが以下の主要調査結果を報告しました173。

•  金融アドバイス自動化の成長が遅く、関与している企業や顧客
は限定的である

•  自動化のリスクとメリットに関するESAの当初の分析に変更が
ない

•  自動金融アドバイスを提供しているのは、純粋なフィンテック
企業よりも確立された金融仲介業者である 

•  成長が限定的で、リスクが現実化していないことから、差し
迫った措置は必要ないが、市場規模やもたらされるリスクが
大きくなった場合には、さらなる作業が必要になる

… AIの基礎と潜在的リスクについて
十分に理解する必要があり、適切
な統制フレームワークを整備しなけ
ればならない

ルクセンブルクCSSFは、2018年12月、ロボアドバイスを含むAI
に関する白書を公表しました。CSSFは、AIの基礎と潜在的リスク
について十分に理解する必要があり、適切な統制フレームワーク
を整備しなければならないという懸念を抱いています。より手数
料の高い投資ファンドを優遇するロボアドバイスのアルゴリズムに
対して警告し、 不適正販売を防止するために、企業に「アドバイス
の有効性および適切性を定期的にモニタリングする」よう助言して
います。

シンガポールのデジタルアドバイザーは、アルゴリズムと利益相反
に関する情報およびリスク警告文を顧客に開示することになって
います。また、MASはアドバイスの適合性、資産運用および投資
取引の執行に関するガイダンスも提供しました。

遠隔販売

リテール金融セクターのデジタル化が進んでいることを認識して、
欧州委員会は、EUの「2002年金融サービスの遠隔マーケティング
指令」が今でも妥当、有効かつ効率的か、他のEUの法規制と
整合しているか、他のEUの法律と整合しているかについて2019年
7月までコンサルテーションを行っています174。同指令の目的は、
リテール消費者が他の加盟国の金融サービス提供会社と契約を
結ぶ際に、統一規則を課すことで消費者を保護することです。
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ADGM  Abu Dhabi Global Market：アブダビ・グローバル・マーケット（UAE）
AFG  Association Française de la Gestion Financière：フランス資産運用

協会
AFM   Authority for the Financial Markets：オランダ金融市場庁
AI  artificial intelligence：人工知能 

AIF  alternative investment fund：オルタナティブ投資ファンド（EU）
AIFM  alternative investment fund manager：オルタナティブ投資ファンド

運用者（EU）
AIFMD  Alternative Investment Fund Managers Directive：オルタナティブ

投資ファンド運用者指令（EU）
AMF  Autorité des Marchés Financiers：フランス金融市場庁
AML  anti-money laundering：マネーロンダリング防止
AMMS  Asset Management Market Study：資産運用市場調査（英国）
APRA  Australian Prudential Regulatory Authority：オーストラリア健全性

規制庁 

ARFP  Asian Region Funds Passport：アジア地域ファンドパスポート
ASIC  Australian Securities and Investments Commission：オーストラリア

証券投資委員会
BaFin  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht：ドイツ連邦金融

監督庁
BEAR  Banking Executive Accountability Regime：銀行役員責任体制

（オーストラリア）
BIB  basicinformationsblatt：基本情報シート（スイス）
CBI  Central Bank of Ireland：アイルランド中央銀行
CFAI  Chartered  Financial Analyst Institute：公認証券アナリスト協会
CFT  counter-terrorist  financing：テロ資金供与対策
CFTC  Commodity Futures Trading Commission：商品先物取引委員会

（米国） 
CMA  Competition and Markets Authority：競争・市場庁（英国） 
CMU  Capital Markets Union：資本市場同盟（EU）
CNMV  Comisión Nacional del Mercado de Valores：スペイン証券取引委

員会
CoFI  Conduct of Financial Institutions：金融機関のコンダクト（南アフリカ） 
CRM  Client Relationship Model：顧客関係モデル（カナダ）
CSA  Canadian Securities Administrators：カナダ証券管理局
CSRC  China Securities Regulatory Commission：中国証券監督管理委員会
CSSF  Commission de Surveillance du Secteur Financier：ルクセンブルク

金融監督委員会
DC  defined contribution：確定拠出制度
DFIC  Dubai International Financial Centre：ドバイ国際金融センター（UAE） 
DFSA  Dubai Financial Services Authority：ドバイ金融サービス機構（UAE） 
DLT  distributed ledger technology：分散型台帳技術
EAMR  Evolving Asset Management Regulation：「資産運用規制の進化」

（KPMG）
EBA  European Banking Authority：欧州銀行監督機構
EBRD  European Bank for Reconstruction and Development：欧州復興

開発銀行
ECB  European Central Bank：欧州中央銀行
EFAMA  European Fund and Asset Management Association：欧州投信・

投資顧問業協会
EIOPA  European Insurance and Occupational Pensions Authority：欧州

保険年金監督機構
ELTIF  European  long-term  investment fund：欧州長期投資ファンド
ESA  European Supervisory Authority：欧州監督機構
ESG  environmental, social and governance：環境・社会・ガバナンス
ESMA  European Securities and Markets Authority：欧州証券市場監督機構

ESRB  European Systemic Risk Board：欧州システミックリスク理事会
ETF  exchange-traded fund：上場投資信託
ETP  exchange-traded product：上場取引型金融商品
FCA  Financial  Conduct Authority：金融行為監督機構（英国）
FinIA  Financial  Institutions Act：金融機関法（スイス）
FINMA  Financial Market Supervisory Authority：スイス連邦金融市場監督

機構
FinSA  Financial Services Act：金融サービス法（スイス）
FRC  Financial  Reporting  Council：英国財務報告評議会
FSB  Financial Stability Board：金融安定理事会
IBOR  interbank offered rate：銀行間取引金利
IDD  Insurance Distribution Directive：保険販売業務指令（EU）
IFD  Investment Firm Directive：投資会社指令（EU）
IFR  Investment Firm Regulation：投資会社規制（EU）
IMF  International  Monetary Fund：国際通貨基金
IOSCO  International Organization of Securities Commissions：証券監督

者国際機構
JFSA  Japanese Financial Services Agency：金融庁（日本）
KIID  key investor information document：投資家向け重要事項説明書

（EU） 
LLC  limited liability company：有限責任会社（ジャージー）
LST  liquidity stress testing：流動性ストレステスト
MAS  Monetary Authority of Singapore：シンガポール金融管理局
MFDA  Mutual Fund Dealers Association of Canada：カナダ・ミューチュ

アルファンド・ディーラー協会
MiFID II  Markets in Financial Instruments Directive, revised：金融商品市場

指令II（EU）
MiFIR  Markets in Financial Instruments Regulation：金融商品市場規制

（EU）
MMF  money market fund：マネー・マーケット・ファンド
MoU  memorandum of understanding：覚書
MRF  mutual recognition of funds：ファンド相互認証
NAV  net asset value：純資産価値
NCA  National Competent Authority：各国規制当局（EU）
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development：経済

協力開発機構
OFS  Organisme de Financement Spécialisé：特定資金調達組織（フランス）
PEPP  pan-European  personal pension：汎欧州個人年金
PRIIP KID  packaged retail investment and insurance-based products, key 

information document：リテールや保険ベースのパッケージ型投資商
品 重要事項説明書規制（EU）

QFII  Qualified  Foreign  Institutional  Investors：適格外国機関投資家
（中国）

QFMA  Qatar Financial Markets  Authority：カタール金融市場局
RFR  risk free rate：リスクフリーレート
SEBI  Securities and Exchange Board of India：インド証券取引委員会
SEC  Securities and Exchanges Commission： 米国証券取引委員会 

SFC  Securities and Futures Commission：香港証券先物委員会 

SMCR  Senior Managers and Certification Regime：シニアマネジャーおよ
び認証制度（英国） 

SRD II  Shareholder Rights Directive, revised：改正・株主権利指令（EU）
SRRK  Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego/Capital Market 

Development Strategy：資本市場開発戦略（ポーランド）
UCITS  undertaking for collective investment  in transferable securities：

譲渡可能証券への集団投資の引受（EU）
VCC  variable capital company：可変資本会社（シンガポール）

略語集
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