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はじめに－
トンネルの先に光は見えたか？

2013年は金融危機後に始まった規制改革が「実施される年」になると、私たちは
考えてきました。新たな政策は今もなお打ち出されていますが、重要な資産運用規
制の幾つかはすでに実施段階に入っています。どの規制に対応するにも課題があ
ると言われていますが、そうした課題の深刻さは薄れてきており、トンネルの先に
は確かに光が見えているようです。

本レポート「資産運用規制の進化」では、米州、アジア太平洋、欧州、中東地
域の資産運用会社と投資家に影響を与える主な規制課題を取り上げ、特に現在と
将来に対する影響に焦点を当てて論じています。5年に及ぶ過酷で困難な規制改
革と介入を経て、根本的に変化した金融業界の展望が明らかになりつつあります。
G20が掲げた目標に沿って、より安全でより安定した金融システムを構築すること
と、投資家がどこでも「公正に」扱われるようになること、この2つの重要な点に
おいて前進が見られました。

しかしながら、一見すると終わりが見えないこの改革の波が過ぎ去ったとき、資産
運用業界はいったいどのような姿となっているのでしょうか。業界の展望に影響を
与えるような、もしくは将来新たな規制につながるような、何か他の要因はないで
しょうか。そして、これがおそらく最も重要な点ですが、規制当局と資産運用業界
の双方にとって、規制制度の方向性を正すことがなぜ必要なのでしょうか。

世界的なパターンの誕生...
2012年の本レポートでは、規制改革の影
響は広義の金融業界ではすでに最高潮に
達したものの、資産運用業界に限ればま
だそこに至っていないという結論を示しま
した。加えて、銀行や保険業界における
規制イニシアチブの多くが、資産運用業界
に流れ込む可能性があると考えてきました
が、今やそれが現実のものとなり始めてい
ます。企業行動や、投資家保護、ガバナン
ス分野における規制改革のアジェンダにつ
いては、金融サービスセクター全体で形が
固まりつつあり、資産運用業界もその例外
ではありません。さらには、市場インフラ
が根本的に変わり、世界や地域レベルで
定められた一連の規制が、デリバティブ
取引とその報告に影響を及ぼしています。
一方では、世界各国の年金基金が急速な

変貌を遂げており、特定の地域の動きが
全世界に波及効果を与えることは間違いあ
りません。米国の外国口座税務コンプライ
アンス法（FATCA）など、税法遵守に関す
る問題も大きく、資産運用会社のビジネス
手法を劇的に変えることでしょう。
　他方、こうした規制改革がもたらすプラ
スの面に目を向けると、世界的に見てオポ
チュニティーのパターンとでも言うべきもの
が生まれつつあるようです。例えば、絶え
ず変化する販売モデルや、新たなビジネス
手法、より投資家を重視した事業構造な
どがそれです。また、政府が貯蓄を奨励し
ているおかげで、運用会社やウェルスマネ
ジメント会社にはオポチュニティーが生まれ
ています。したがって、こうした規制改革
に対応する過程では必ず困難が伴います
が、そうした対応努力が報われる可能性も

あり、そのためには入念な計画や、大胆な
実行、十分な顧客中心主義を何にも増し
て優先させることが肝心です。
　しかしながら、考えが及ばないことを考
え、変化のための計画を練り、実際に変
化する顧客のニーズや期待に応えること
は、言ってみれば新たな世界からの要請で
す。そうした準備や努力を怠った企業は、
この新たな世界では生き残れないでしょう。

監督分野のアジェンダ ― 
変化する規制の枠組み
資産運用会社はこれまで、銀行業界の規
制アジェンダが自らの業界に当てはまるか
どうかを推し測る必要がありました。投資
家保護やシャドーバンキング分野など、両
業界の一部のイニシアチブは明らかに関連
しています。それ以外の分野でも直接的
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なものは少ないものの、関連する項目があ
ります。証券監督者国際機構（IOSCO）
は国際的なルールの策定に当たり、新た
なアプローチを採用すると表明していま
すが、実際にはバーゼル銀行監督委員会
（BCBS）とよく似た監督アプローチを用
いることが予想されます。IOSCOとBCBS
が2012年に共同で行ったデリバティブ規
制の調整に関する市中協議や、IOSCOが
近ごろ単独で行ったリテール向けストラク
チャード商品に関する市中協議は、両組
織の責任が増大していることを示していま
す。IOSCOが今後、規制の主眼を明らか
にしていくにつれ、国や地域の規制当局が
それを独自に解釈する余地は少なくなるも
のと考えられます。

経済環境 ― 
長期貯蓄と成長・リスク選好の
バランスを取る
資産運用業界とその新たな規制は、幻想
のなかに存在している訳ではありません。
資産運用、銀行、保険業界は、経済の他
の部分で起こっているのと同様に、かつて
ないほど結び付きを強めています。それで
は、規制アジェンダと現在のマクロ経済状
況はどのように関連しているのでしょうか。
また、両者はどのように相互に補完し合っ
たり、逆に反発したりしているのでしょうか。
両者の間には、インフレ圧力や投資家によ
るリターン追求のほか、現時点では（ある
いは中期的にも）低金利など、様々な緊張
要因が発生しているようです。経済成長を
促進しながら、どうやって投資家の安全と
リスク選好のバランスを取るのでしょうか。
多くの国の政府は長期貯蓄を奨励していま
すが、市民や監督機関はそれに伴い、特
定の商品の不適正販売が行われるのでは
ないかと懸念しています。一方では、企業
に対してバランスシートの強化を求める動
きが続いており、企業が抱える年金給付に
絡んだリスクが個人に移転される可能性が
あります。これにより、資産運用業界には

新たな資金が大量に流れ込む可能性があ
り、運用会社にとってはチャンスが生まれ
るはずです。

内部統制環境 ― ガバナンスとリスク管理
資産運用会社の事業運営モデルには、新
たなシステムと内部統制を組み込む必要が
あります。そうすることにより、間接費の
管理と長期成長の計画に必要な、より費
用効果的なコスト構造を構築することがで
きます。
　運用会社はガバナンスと内部統制の範
囲を広げ、それに磨きをかけることで、競
合他社との差別化を図り、ますます多くを
要求する顧客が行う徹底的なデューデリ
ジェンスをくぐり抜け、新たな投資機会か
ら利益を得ることができるでしょう。
　このように変化する環境のなかで、運用
会社が新たなチャンスを最大限に活かすた
めには、リスク管理やコンプライアンスの
分野で発生する課題に対処する、新たな
内部統制を構築するように努める必要があ
ります。内部統制はもはや、事業運営を継
続するための単なる要件ではありません。
　顧客を引きつけておくためにも、内部
統制の強化と透明性の向上が求められま
す。運用会社がリスク管理や規制対応の
重要性を理解していることを、特に望まし
い顧客が認識できる状態にする必要があり
ます。複雑さとリスクの高さが特徴となり
つつある環境のなかで、より高い透明性を
もって資金を運用するためには、運用会社
は、構造的にも組織的にも必要なすべて
のステップを踏んでいることを示さなけれ
ばなりません。

商品と販売 ― 顧客中心主義の戦略
企業は今や、顧客をビジネスの中心に据え、
顧客に合わせて商品や販売チャネルを変え
ていかなければなりません。業界と規制当
局の双方が、顧客のニーズにより合致する
と同時に、透明性が高く、理解しやすい
新商品の開発に多大な労力を費やしていま

す。規制もこれらの項目に重点を置いてお
り、そうした観点から持続可能な新商品
や販売チャネルが登場してきています。

将来の展望
私たちはすでに、規制改革のアジェンダが
資産運用会社に及ぼす世界的な影響や、
アジェンダが実施されるにつれ、明らかに
なりつつある課題とチャンスを目にしていま
す。私たちがクライアントと行う対話では、
数多くの規制改革の実施が、主な課題とし
て繰り返し指摘されています。実施される
一連の改革が、金融システムと市場全体
の安定性を強化し、顧客にとって公正な結
果をもたらすという、当初意図した目的を
実現できるかどうかはまだ分かりません。

こうした規制改革の波が通り過ぎれば、資
産運用業界は従来以上に実体経済に価値
をもたらし、資金を持つ者と必要とする者
を引き合わせる役割を果たすようになるの
でしょうか。時間が経てば自ずと分かるこ
とですが、1つだけ確かなのは、この一連
の混乱が収まるのを待たず、改革の動きを
常に把握するように努める企業こそが、今
まさに生まれつつあるチャンスをものにで
きるという点です。
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エグゼクティブサマリー

投資家が常に追加的なリターンを追い
求め、インフレ予想が不透明で、証券
リスクとカウンターパーティリスクが重
要さを増し、報酬や手数料に引き下げ
圧力がかかるこの世の中において、資
産運用会社は今日、複雑でしばしば矛
盾をはらむ数多くの規制改革という難
関に直面しています。同時に、既存の
規制要件を満たしながら、近い将来追
加的に導入される規制イニシアチブに
注意を払い、その両方のバランスをうま
く取ることが、資産運用業界にとって
重要な課題となっています。コンプライ
アンス要件を1つとっても、企業戦略や
事業運営上の大きな課題となり得ます
が、運用会社がこの新たな規制環境の
なかで本当の意味で生き残り、成功を
収めるためには、単に法令を遵守する
以上の努力をしなければならないのです。

世界的に規制アジェンダの統一が図られ
ていないという周知の事実により、運用
会社のコンプライアンスや戦略上の焦点
はますます複雑なものになっています。

規制の統一は近く実現するのか？
資産運用会社はすでにこうした規制改革
のアジェンダを理解し、それに応じてビジ
ネスモデルや、システム、内部統制に変更
を加えるべく、行動を起こしているはずで
す。しかし、世界的に規制アジェンダの統
一が図られていないという周知の事実によ
り、運用会社のコンプライアンスや戦略上
の焦点はますます複雑なものになっていま
す。世界各国の規制当局は、世界規模の
規制アジェンダの幾つかの側面について統
一を試みている最中であり、デリバティブ
分野における欧州連合（EU）や米国の規
制（EUの欧州市場基盤規制（EMIR）や米
国のドッド・フランク法等）を巡る試みはそ
の一例です。しかしながら、地域、多国間、
世界全体で規制の統一を図るには、なす
べきことが依然として山積となっています。

ビジネス上の課題 ― 戦略と事業運営
足元では規制改革を受けて、ビジネス上の
具体的な課題が幾つか出てきています。そ
うした課題の1つが、これまでとは異なる
新たなリテール販売モデルの構築であり、
公表された規制案やすでに導入済みの新
たな規制を踏まえたものです。欧州の「改
正金融商品市場指令（MiFID2）」、英国の
「金融商品販売改革（RDR）」、オーストラ
リアの「ファイナンシャルアドバイスの未来
（FoFA）」改革、シンガポールの「投資助
言業レビュー（FAIR）」などが新たな規制
の例です。米国では、規制当局が引き続
きブローカーディーラーの受託者基準に重
点を置いているため、それによって販売モ
デルが大きく変わる可能性もあります。
　また、新しく革新的なビジネス手法、特
にインターネットを介した取引方法が幾つ
か登場しています。資産運用ビジネスにお
けるインターネットの利用拡大も、さらな
る規制やそれを遵守する必要性につなが
り、そうした動きが注目を集めることとなっ
ています。例えばEUでは、データ保護に
関する規制案が示されており、近く議会で

採決される見通しです。また米国では、な
りすまし詐欺に対するレッドフラッグ（矛
盾事項の選別）ルールの最終案が議会を
通過したばかりです。新たなビジネス手法
に関しては、「誰が助言の対価を支払うの
か」、「どのように販売チャネルを構築し、
どのように課金するのか」といった疑問が
生まれます。

課題とチャンス ― 
トンネルの先に光は見えたか？
しかしながら、一見終わりの見えない規制
の波は、課題のみならずチャンスももたら
しています。新興国などの新たな市場には
大きな可能性があります。また、退職後の
備えや長期の経済的安定のために貯蓄す
るという消費者の金融行動を背景に、大
量の資金が世界中を駆け巡っており、こう
した長期貯蓄志向の高まりと金融安定性
の改善という世界的なトレンドから、資産
運用会社にとってもチャンスが生まれるこ
とでしょう。資産運用業界にとって厄介な
要素がある規制イニシアチブでさえ、幾つ
かのチャンスをもたらしています。例えば、
シャドーバンキングに関する一部の規制案
では、資産運用業界が先んじているもの
と見られ、銀行業界はもはや追いつくこと
ができません。また、米国のボルカー・ルー
ルや、欧州のリーカネン報告書、銀行再
編案も、銀行商品と資産運用商品の間の
バランスを変える可能性があります。

規制上の最優先事項
現在実施中あるいは将来実施予定の、資
産運用に関するすべての規制イニシアチブ
の主な目的は、投資家を保護し、より強
固で安定した金融システムの実現を促すこ
とにあります。

1）投資家保護、事業行為、透明性
資産運用業界を挙げての投資家保護の強
化や、透明性の向上、「ベストプラクティス」
の実践が、現在では各国の政策担当者や
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2013年以降、新たな規制アジェンダに
伴って生じた資産運用業界の主な課題と
しては、金融の安定性を改善するための
従来以上の努力に加えて、投資家の保
護と教育が挙げられます。

主な戦略的課題
• 世界レベルの業界内調整や規制統一
の欠如。例えば、オルタナティブ投
資ファンド運用者指令（AIFMD）、外
国税務コンプライアンス法（FATCA）、
金融取引税（FTT）、欧州連合投資信
託指令（UCITS）、EMIR、金融商品
市場指令（MiFID）など。

• クロスボーダー事業 ― 世界全体、国
家間、国内の規制実施レベル。

• 投資家の保護、教育、信頼 ― MiFID2
や英国のRDRなど、販売モデルの変
化。各国政府の貯蓄奨励と不適正販
売に対する懸念の間にはギャップがあ
る。

• 報酬、外部委託、報告、第三国、市
場の懸念や課題に影響する、米国の
FATCAやEUのAIFMDなど、地域レベ
ルの規制が世界に与える影響。

• 預金受け入れ ― シャドーバンキング
を構成するマネーマーケットファンド
（MMF）に対する規制の導入が間近に
迫っている。

事業運営上の主な課題
• 商品規制、投資家教育、投資家に対
する助言。例えばMiFID、パッケージ
型リテール投資商品（PRIPs）とその
重要事項説明書（KID）など。

• 報酬、手数料、透明性。例えばUCITS
第5指令、AIFMD、MiFID2など。規
制改革がその地域以外に与える影響 
― クロスボーダー事業における税制。
例えばFATCA、FTT、ドッド・フラン
ク法、AIFMDなど。

• コストと支出の増加 ― 適切なインフ
ラ、IT、技術、プロセスを保有するた
めに必要なコスト。欧州委員会では、
MiFIDを遵守するための初期コストを
5億1,200万～7億3,200万ユーロ、
その後、継続的にかかるコストを3億
1,200万～ 5億8,600万ユーロと試算
している1。ヘッジファンドのAIFMD遵
守コストは60億米ドルと見積もられて
おり、これは投資家に転嫁される見込
み2。資産運用業界の営業利益率は金
融危機の間に低下し、依然として危機
前の水準を回復できずにいる3。

• 報告と説明責任の増加 ― 正確な情報
の取得と報告には膨大なコストと複雑
さが伴う。

• リスク管理とガバナンス要件の増加 ― 
これはビジネスの構造を根本的に変え
つつある。

オポチュニティー
規制環境の変化と規制改革の実施とい
う課題に直面しながらも、以下のような
チャンスが見えてきています。
• 信頼の構築 ― 投資家とのより良い関
係を中心に据えてビジネスを構築する。

• 成長する新興国市場におけるオポチュ
ニティー。

• シャドーバンキング ― 銀行が対応で
きない貸付けや出資の機会を捉える。

• 長期貯蓄と資産の保護。

資産運用業界にとっての課題、そしてチャンス

1.   「Proposal for a regulation of the European Parliament and 
of the Council on Markets in Financial Instruments and 
amending Regulation [EMIR] on OTC derivatives, central 
counterparties and trade repositories」（欧州委員会、ブリュッ
セル、2011年10月）

2.   「Comments on the Consultation Paper on ESMA’s draft 
technical advice to the European Commission on possible 
implementing measures of the Alternative Investment Fund 
Managers Directive (AIFMD)」（オルタナティブ投資運用協会
（AIMA）、2011年9月）

3.   BCG Global Asset Management Market-Sizing Database
（2012年）
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規制設置組織の重要な焦点となっており、
すでに一連の新たな規制イニシアチブや既
存の規制制度の見直しが進行しています。
アジア太平洋地域でも、今やこれらの項目
が最重要課題に位置付けられており、シン
ガポールのFAIR、オーストラリアのFoFA、
日本の開示要件拡大などの動きが見られま
す。さらに香港、シンガポール、オースト
ラリア、インド、台湾において、投資家保
護の追加イニシアチブが展開されている最
中です。
　欧州ではリテール商品の安全性、透明
性、情報提供の面で、今では規制上の明
らかな前進が見られます。また、欧州の
UCITS、AIFMD、MiFID2や、香港の諸
改革などでは報酬が厳しく精査されてお
り、規制手段に加えて具体的な罰則まで
検討されています。さらに欧州のPRIPs、
MiFID2や、英国のRDRなどでは、競争の
場を公平なものとし、利益相反行為を排
除する取組みも進行中です。その他、ファ
ンドの管理手数料については、運用実績、
公正性、透明性の評価が行われています。
　欧州、中東、アフリカ（EMA）地域全
体としては、既存の法規制の見直しが続け
られており、新たな指令と規制が絶え間な
く公表されています。南アフリカは引き続
き、英国で導入された顧客中心の規制イニ
シアチブである顧客本位原則（TCF）に取
り組んでいます。

2）市場インフラの変化
今や世界中のすべての国や地域が、より
安全で安定した市場インフラの構築と資
本市場の透明性向上に、非常に重きを
置いています。欧州ではこれらの課題が、
EMIR、MiFID2案の一部、市場不正行為
指令／規制（MAD/MAR）などの重要な規
制につながりました。AIFMDも資本市場
に影響を及ぼすものであり、世界の金融セ
クター全体に影響を与えるでしょう。欧州
の資本市場がこのように急速に変化してい
るのに対し、米国では変化のスピードが遅

く、依然としてボルカー・ルールを巡る不
透明感が消えていません。しかし、スピー
ドは落ちているものの、すでに大きな変化
が起こっているのは明らかです。ボルカー・
ルールの修正案はまだ定かではありません
が、流動性に及ぼす著しい影響をはじめ、
資産運用業界に与える大きな影響があるか
もしれません。今後発表されるボルカー・
ルールの修正案が、トレーディング環境の
見直しを迫るものであれば、運用会社は自
社のトレーディングやポジショニング戦略
を再評価する必要が出てくるでしょう。デ
リバティブの中央清算はすでに本格始動し
ていますが、私たちはこの規制が他の商品
にも拡大していくものと考えています。デリ
バティブの取引所取引に関する最近の規制
は、市場をさらに複雑なものとし、運用会
社が取引を行う際の意思決定方法を変え
ることになるでしょう。多くの運用会社は、
市場インフラの変化の度合いが大きいこと
を受け、報告と法令遵守にかかる追加コス
トを慎重に検討すると同時に、自社の事
業ポートフォリオを見直し、継続するのに
十分な採算が取れる分野、取れない分野
の評価を行っています。
　また、アジア太平洋の資本市場でもさら
なる進展が見られました。具体的には日本
で、決済機関の利用を推進する取組みが
行われているほか、空売りの禁止も続いて
おり、後者は恒久的な措置となる可能性が
あります。
　なお、一部の規制改革ついては、世界
（G20）レベルでそのあらましが決定され
た側面があり、世界各地でそうした規制を
導入するに当たり、大きく異なるアプロー
チが取られています。これは、規模が大き
くグローバルな運用会社だけでなく、地域
レベルの運用会社にとっても大きな課題と
なっています。なぜなら、そうした規制アジェ
ンダの多くが明らかに域外適用的な効力を
有しているためです。そのため、例えば欧
州の運用会社は米国のドッド・フランク法
を検討する必要があり、米国の運用会社

はAIFMDやEMIRを遵守しなければならな
いでしょう。英国投資運用業協会の元チー
フエグゼクティブであるリチャード・サウン
ダース氏は、次のように語っています。「積
極的に域外適用的な効力を持つ規制が登
場してきており、それによって業界のコスト
と複雑性が増し、様々な国や地域の保護
主義が助長されています4。」

3）ガバナンスと税制
当初は銀行業界を意図していた規制の適
用範囲が、資産運用業界にも拡大されつ
つあり、そこには学ぶべき重要な教訓が幾
つかあります。また、新たな規制を受け、
オルタナティブ投資の分野が急速に変化し
つつあります。特にヘッジファンドは、説
明責任や、報告、報酬制限、管理手法が
強化されることを、主にAIFMDを通して
実感するでしょう。オフショア企業も、世
界中の規制当局が打ち出した多くの重要
な規制の対象となっています。特に欧州
のAIFMDや、米国のドッド・フランク法、
FATCAなどの規制は、オフショアセンター
に著しい影響を及ぼすでしょう。
　にもかかわらず、多くの規制当局は、金
融システムが「実体」経済にもたらしている
メリットを引き続き身をもって示す必要が
あるほか、金融業界の専門職スタッフが過
剰な報酬を受け取る一方で、社会的責任
感や倫理観に欠けていると感じています。
そのため、金融機関が顧客の最善の利益
を念頭に置いていることを、一般市民と規
制当局の両方に納得してもらう必要があり
ます。
　税制改革も資産運用業界にとって、事
業運営上の大きな課題となっています。と
りわけ米国のFATCAは、特にその域外適
用的な効力や、報告負担、不遵守と見な
される恐れなどから、グローバルな資産運
用会社の事業運営リスクを増大させていま
す。FATCAは世界中のすべての金融機関、
特に欧州とアジア太平洋の金融機関に影
響を及ぼします。さらにその外国金融機関
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（FFI）規定により、米国以外の運用会社
と年金基金には特に大きな影響があるもの
と見られます。また米州では、すでに連邦
や州レベルの課税強化策が登場している
ものの、追加的な納税義務を巡って不透
明な状況が続いています。例えば、政府
間合意書の署名から最終規則が公表され
るまでにかかる期間など、国際業務上必
要なプロセスの所要期間やその複雑さを
考慮すれば、世界的に公平な競争の場が
整うまでの道のりは依然として遠いことが
わかります。
　近ごろ発表された欧州版FATCAの策定
案を受け、運用会社が銀行のように、ガ
バナンスと報告に関する精巧なメカニズム
を構築し、厳しい課税強化法令に備える
必要性がますます高まっているようです。
また、FTT案についても欧州全域で多くの
議論が交わされ、物議を醸しています。激
しい政治的論争を受けて状況は常に変化
しているため、FTTが数週間後や数ヵ月
後にどうなっているのかは定かではありま
せん。
　以上のような新たな投資環境において、
重要な要素となるのは責任とリスクの移転
です。例えば、退職所得や長期の経済的
安定に関する責任とリスクは、国や雇用主
から個人投資家へと移転されます。こうし
た方向への動きは特に年金市場において
顕著です。新世代の労働者と年金受給者
は自ら投資リスクを負わなければなりませ
ん。こうした責任とリスクの移転と金融に
対する信頼が欠如した現状という新たなバ
ランスに対して、政府はどう対処しようとし
ているのでしょうか。また投資家はどう反
応するのでしょうか。
　企業は長年にわたって年金のリスクと負
債を背負ってきましたが、今や彼らの優先
事項は年金負債の圧縮です。英国だけで、
負債対応投資（LDI、年金負債に焦点を当
てて年金資産との差額を安定化させる投
資）ベースの運用委託額は3,000億ポンド
を超えています5。また米国では、新たな

会計規則によって公的年金の負債が膨らむ
と見られており、世界の年金問題に拍車が
かかることになるでしょう。年金資産と年
金負債の評価に関するこの厳しい新規則
が導入されれば、126余りの年金基金の
積立率は、2010年の76％から57％前後
に低下する（すなわち、資産の裏付けがあ
る負債は全体の57％にとどまる）と見られ
ます。
　EUでも年金規制に関して大きな進展が
見られます。例えば、英国の年金市場など
では国レベルで大規模な改革が行われてい
ます。また、欧州理事会はそうした動きと
並行して、貯蓄を奨励し、年金商品の欧
州単一市場の構築に向けた動きを促進す
るイニシアチブを明らかにしています。にも
かかわらず、あらゆる方面から以下のよう
な相反する圧力がかかっているのも事実で
あり、この難しい状況をさらに複雑なもの
にしています。
• 政府の圧力 ― 緊縮財政策を導入し、長
期貯蓄を奨励しているが、年金は削減し
ている。

• 一般市民の認識 ― 金融システムに対す
る信頼が欠如しているほか、長期貯蓄の
重要性を理解する必要性がある。

• 経済的圧力 ― 金利がインフレ率を下回
り、実質リターンがマイナスに転じている。

• 人口動態の圧力 ― 死亡率が低下し、寿
命が伸びているため、人々は従来より長
く働き、多く貯蓄して老後に備える必要
が生じている。

4）金融の安定性
金融サービスセクター全体では、市場の透
明性と安定性に引き続き世界の注目が集
まっています。世界レベルで見ると、金融
安定理事会（FSB）とIOSCOがシャドーバ
ンキングについて実質的な取組みを行って
おり、その結果、有価証券の貸付や、証
券化、MMFの規制に影響が及ぶでしょ
う。固定純資産価値（固定NAV）を用い
てMMFを規制する可能性を巡る最近の議

論が示す通り、世界レベルで推奨された規
制を現地レベルで導入するに当たっては、
その方法が地域によって大きく異なります。
一方、各国の規制当局が言及するところに
よると、業界をより適切に監視し、金融シ
ステムが不安定な状況に陥ったり、2008
～ 2009年のような危機が発生するのを回
避するためには、金融サービスセクターが
より信頼の置ける数字を提供する必要が
あるという点に、世界の共通項を見出すこ
とができます。新たな報告要件は資産運用
会社にとっては実務上の課題となりますが、
規制当局が将来、より多くの情報に基づ
いて決定を下すのに役立つでしょう。
　なお、多くの規制当局は、金融サービ
スセクターに影響を及ぼす世界各地の規
制の多さと、域外適用的な効力が発生す
る可能性についてすでに注目しており、よ
り広範な世界レベルの規制統一に向けて
取り組んでいます。これは例えば、欧州議
会による最近の市中協議を見ても明らかで
す。この市中協議の目的は、世界的に公
平な競争の場を整えるべく、世界全体の
規制の枠組みを評価し、商品ごとではなく、
投資家に販売するすべての金融商品に対
する共通のルールを作るという方向に、規
制の精神を入れ替える方法を模索すること
にあります。

資産運用業界は今はもう、この規制改革
の波が通り過ぎ、「通常のビジネス」に戻
ることを望んでいるかもしれませんが、改
革の勢いがまだ完全には収まっていないこ
とは明らかです。それでも、トンネルの先
には光が見えています...

4.   Richard Saunders（英国投資運用業協会元チーフエグゼクティブ） 
（2012年9月）

5.   KPMGによる分析（2012年）

当初は銀行業界を意図していた規制の
適用範囲が、資産運用業界にも拡大さ
れつつあり、そこには学ぶべき重要な
教訓が幾つかあります。
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世界の展望

Charles Muller
（チャールズ・ミューラー）
Partner, Financial Services
Regulatory Center of Excellence, 
EMA region 

欧州、中東、アフリカ（EMA）の展望
押し寄せる欧州の規制

欧州委員会と欧州議会の現在の任期は2014年5月に終了し、その後新たに欧州
議会議員が選出され、新しい欧州委員会が組織されます。域内市場（金融サー
ビス、すなわち資産運用を含む）担当のバルニエ欧州委員にとっては激務の5年間、
つまり、規制関連を中心にほとんどすべてが変化した期間に終止符が打たれます。

国、地域、世界レベルで実施されたこの怒濤のような規制改革は、資産運用業
界にとって大きな課題となっています。G20が最初に表明した投資家保護と金融シ
ステム安定へのコミットメントは、国レベル、ひいては欧州全域レベルでも実現し
なければなりません。
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主な規制の動き
この「雪崩」のごとき規制は、資産運用業
界に対しては以下の4原則を中心に考案さ
れました。
• 投資家に対する情報提供と投資家保護
の拡大

• 金融システムの安定性強化
• 倫理（および不正行為が行われた場合の
罰則）の強化

• 金融システムがいわゆる「実体」経済にも
たらす恩恵の拡大

1）投資家に対する情報提供と投資家保
護：リテール商品と販売
欧州連合投資信託（UCITS）
金融市場に対する消費者の信頼を取り戻
し、競合する商品全体のルールを調整する
ための政策パッケージの一部として、欧州
委員会は2012年7月にUCITS第5指令案
を発表しました。この提案では金融危機か
ら学んだ教訓をもとに、UCITS預託機関
の役割・義務やUCITS運用会社の報酬を
調整し、罰則制度を導入することに焦点を
置いています。指令案は現在、欧州議会
で審議されており、加盟各国の国内法に取
り込まれて発効するのは2016年以降とな
りそうです。
　しかしながら、そうした指令強化が施さ
れずともUCITSはすでに、欧州やそれ以
外の地域にとっての成功事例と認識されて
います。UCITSファンドは今や、アジアか
ら中南米、中東から南アフリカに至る世界
中で販売されており、成長著しいこれらの
新興国市場は、引き続き大きな販売機会
を提供してくれています。

パッケージ型リテール投資商品（PRIPs）
同じく投資家の信頼を取り戻す政策パッ
ケージの一部として、欧州委員会は2012
年7月、PRIPsのKIDに関する提案も発表
しました。この規制では、以下の幾つかの
商品に対して統一KIDを準備することを求
めています。

• ストラクチャード商品
• デリバティブ商品
• 関連資産の価格変動に影響されやすい
保険商品

規制の範囲については欧州議会で広く議
論されている最中であり、結論はまだはっ
きりしていません。ただし、範囲が広くな
ればなるほど、異なる商品間で統一文書を
提示するための共通の土台を見つけ出すこ
とは難しくなります。KIDの適用は2015年
以降になると見られますが、資産運用会社
はスムーズな導入に備えるべく、この規制
の動きを注意深く追っていく必要がありま
す。なぜなら、UCITSの投資家主要情報
資料（KIID）が適用された際の経験から、
新たな文書の導入には相当な労力を要する
と思われるためです。

改正金融商品市場指令（MiFID2）
最後に、欧州委員会は2011年に発表した
MiFID2案のなかの投資家保護策の一環と
して、資産運用会社や独立系の投資助言
会社に代わり、第三者が勧誘を行うことに
対する禁止令を制定しようと考えています。
こうした委員会の意向は、投資ファンドの
販売モデルに大きな変革を求めるものであ
り、ファンドの販売ルートやそこに介在す
る仲介業者の報酬の将来のあり方につい
て、懸念が生じることとなっています。こ
れは、委員会の目的が投資家を保護すべ
く、助言コストの透明性を高めることにあ
るためです。
　なお、MiFID2に関する欧州議会と欧州
理事会の議論は続いており、したがって、
勧誘の問題もそのレベルではまだ結論に
至っていません。しかし、英国やオランダ
などの幾つかの国では、個人投資家向け
のファンド販売に関して、すでに勧誘の禁
止を含む国内法を導入し始めたり、導入の
準備を進めています。

UCITSはすでに欧州やそれ以外の地
域にとって成功事例と認識されていま
す。UCITSファンドは今や、アジアから
中南米、中東から南アフリカに至る世
界中で販売されており、成長著しいこ
れらの新興国市場は、引き続き大きな
販売機会を提供してくれています。
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2）システミックリスクに対する真剣な取組み
ヘッジファンド規制 ― オルタナティブ投
資ファンド運用者指令（AIFMD）
ヘッジファンド ―金融危機の犯人と考え
られています― を適切に監督すべきだとい
うG20の結論を受け、欧州の規制当局は
すべてのオルタナティブファンドを規制す
ることを決め、システミックリスクに対す
る真剣な取組みの一環として、広範囲にわ
たる報告を義務付けました。加盟各国は、
2011年に正式採択されたこのAIFMDを
2013年7月までに国内法制化する必要が
あります。しかしながら、政治的な論争が
生じた関係で、欧州委員会は2012年12月
にAIFMDのレベル2を発表するにとどまっ
ており、実際に2013年5月末時点で必要
な法案を可決した国は、加盟27ヵ国中ゼ
ロとなっています。にもかかわらず、EUの
みならず世界中の資産運用会社と預託機
関が、2013年7月22日付けでこの新たな
規制に従うものとされています。
　欧州で自社ファンドを販売するか、欧州
のオルタナティブ資産運用会社にサービス
を提供したいと考える第三国の運用会社
に対して、AIFMDが大きな影響を及ぼす
だろうことは間違いありません。実際にチャ
ネル諸島やスイスなど、EUに加盟していな
い一部の国では、EUの要件に従う準備を
進めているか、すでに独自の規制を導入し
ています。
　FSBが議論しているシャドーバンキング
規制においても、欧州委員会は特にMMF
に関して、欧州独自の規制の策定に取り
組みました。これらは、2012年7月に発表
したいわゆる「UCITS第6指令案の市中協
議文書」で言及したものであり、近いうち
に次の方向付けがなされると見られます。

市場インフラの変化
市場インフラも法制度改革の波にさらされ
ており、特にEMIRとMiFID2は、資産運
用会社に影響を及ぼすものと見られます。
こうした法制度改革が要求する新たな事業
運営モデルの構築に向けて、今から準備
し始めることが重要です。

税負担の増加
資産運用業界は2012年末、規制に加えて
税制面でも負担が増すという見通しに打ち
のめされました。税制を巡る議論は広がり
を見せており、11ヵ国が「協力の強化（加
盟27ヵ国の満場一致に代えて、一部の加
盟国が当該加盟国だけに適用される税務
措置に賛成票を投じることができる新しい
法律手続き）」を通してFTTを導入する意志
を表明しました。

3）倫理と罰則
現在進められている規制改革アジェンダに
おいて、最も民意を反映した要素はおそら
く、金融業界には倫理が欠けており、危
機のさなかにも事業会社や国が破綻してい
く一方で、金融機関は巨額の利益を上げ
続けたという認識に関係したものでしょう。
その結果、欧州の政治家は、ボーナスを
初めとする金融業界の報酬に対して厳しい
制限を課すべきだと主張しています。新た
なFTTの導入に賛成票を投じた国もありま
す。FTTは表向き、過度なトレーディング
を抑制する必要があるとして正当化されて
いますが、一部の国では実際には、財政
難という側面から導入される可能性が高い
ようです。最後に欧州委員会は、新たな
EU規制案に実効性を持たせるべく、それ
ぞれに「罰則」のセクションを設けることを
発表しました。これには重い罰金のほか、
ライセンスを永久剥奪する警告が含まれ
ます。

4）金融と実体経済
資産運用は金融サービスセクターのなかで
どのような位置付けにあるのでしょうか。
　資産運用会社は経済が機能するに当
たって重要な役割を果たしています。こう
した金融と実体経済の結び付きを強固な
ものにするため、EUは2つの監督体制を
採用しました。具体的には、EUベンチャー
キャピタルファンド規制とEU社会的企業
家ファンド規制の2つであり、いずれも
2013年7月22日から適用されます。

年金改革
欧州委員会はまた、公的年金制度が直面
している将来の支払債務の資金繰り問題
を受けて、新たな投資ビークルを通した年
金の「第三の柱」の創設を奨励することを
決めました。そのため、2012年夏に発表
したUCITS第6指令案の市中協議文書以
降、特に長期投資向けに設計した（すなわ
ちUCITSより流動性要件が少ない）欧州
向けの新商品の提案を含め、新たな規制
イニシアチブを打ち出すものと予想されて
います。なお、欧州委員会は2013年3月、
長期の資金調達に関する市中協議文書も
公表しました。
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アフリカからの見解
アフリカ諸国の資産運用業界の成熟度は国によって異なります。アフリカでビジ
ネスを行うに当たっては大きな課題がありますが、この大陸は同時に大いなる機会
も提供しています。

アフリカでは以下に示す通り、過去1年間に重要な規制上の進展が数多くありま
した。

南アフリカ共和国
ファンド分類
南アフリカ貯蓄投資業協会（ASISA）は
2012年9月、集団投資スキームの新たな
分類構造を発表しました。この新構造で
は、グロースやバリューといった投資スタ
イルによるファンド分類が廃止されました。
それに代わり、今後は地域別のエクスポー
ジャーや組入資産による分類となります。
なお、分類に際しては以下の3段階アプ
ローチが採用されます。
• まず、南アフリカ（従来は国内）、世界、
グローバル（従来は外国）、または地域（新
設カテゴリー）に分類する。

• さらに各カテゴリーを、株式、マルチア
セット（従来のアセットアロケーション）、
利付き（従来の固定利付き）、不動産ポー
トフォリオのいずれかのサブカテゴリーに
分類する。

• 3段階目として、投資の中心となっている
主な資産、例えば株式（大型株、マルチ
アセット）、株式の組入比率高め、利付
き（MMF、不動産）、一般等によって分
類する。

各カテゴリー（およびサブカテゴリー）には、
特定の資産クラスへの投資比率の上限と
下限について、様々な制限が設けられてい
ます。
　この新たな分類基準は2013年1月1日に
発効しました。これにより、南アフリカで
現在登録されている集団投資スキーム（国
内967本、外国319本）の選択プロセス
が容易になると期待されています。また、
様々なファンドの運用成績を比較するプロ
セスも必ずや改善されるでしょう。

新基準によってファンドの運用成績を
比較するプロセスも必ずや改善されるで
しょう。
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退職制度改革
財務省は南アフリカの退職制度に関する
提案の最新文書を発表しました。利害関
係者との最終的な市中協議は、2013年
5月末までに行われることになっています。
この改革案は以下の項目の達成を目指して
います。
• 貯蓄に認められる税額控除を調整する。
この調整には、課税所得の27.5％また
は35万ランドのいずれか低い方を上限と
する案を含む。

• 退職者が退職時に十分な資産を保有し
ているであろう可能性を高める。

• 退職基金のガバナンスを改善する。

また提案では、非課税扱いの貯蓄および
投資口座を2015年4月までに導入すること
も求めています。これらの口座で生じるす
べてのリターンと払い戻しが非課税になり
ます。口座開設当初の入金可能額の上限
は年間3万ランドとなり、一生涯では50万
ランドです。

顧客本位原則（TCF） ― 法的枠組みの構
築に遅れ
2012年の本レポートで述べた通り、南ア
フリカ金融サービス理事会（SAFSB）は、
金融サービス会社の市場行為を規制するプ
ログラム「TCF」を実施しようとしています。
このTCFアプローチは、公平な顧客対応
を金融機関の文化の中に確実に根付かせ
ることを目的としています。TCFでは、公
平性という成果を明白かつ測定可能な形
でもたらすべく、市場行為原則と具体的な
ルールを組み合わせて活用することになり
ます。また、こうした成果を確実にもたら
すため、不公平な顧客対応に対しては様々
な抑止策が目に見える確かな形で講じられ
ます。

ASISAはTCF規制の運営委員会に加わっ
ており、異なるセクターの様々な取組みに
全体として関わっています。最終目標は、
「様々なセクターにわたり、現行のどの規
制条項がTCFをサポートしているか、どの
条項がTCF原則と矛盾するか、どの部分
が重複するか、どの部分に規制のギャップ
があるかなどを明らかにする」ことです。
　SAFSBは当初、2012年末までにTCF
規制の枠組み案の公表を意図していました
が、遅れが生じています。現在のめどは、
2014年1月にこの枠組みに関連する法制
度を改正するというものです。

ツインピークス・モデル
2013年2月、金融規制の「ツインピークス」
モデルを導入するという提案について、そ
の概要が明らかになりました。財務省が発
表した文書では以下のように述べられてい
ます。
　「ツインピークス・アプローチの導入に
伴い、南アフリカ準備銀行（SARB）内に
新たに健全性規制機関を設置し、SAFSB
を市場行為の専任規制機関とする必要が
ある。健全性規制機関の目的は、規制対
象金融機関の安全と安定を維持・強化す
ることにある。健全性規制における安全と
安定とは、規制対象機関の財務状態を健
全に保つことを意味する。市場行為規制
機関の目的は、金融サービスを利用する消
費者を保護し、南アフリカの金融システム
に対する信頼を促進することにある。」
　すなわち、ツインピークス規制制度の
下支えとなるのは強力な健全性監督システ
ムであり、強力な健全性監督システムは、
SARBの権限を強化し、金融システムの安
定性を高めるとともに、SARBをシステミッ
クリスクの規制機関とすることによって実
現します。SARBには、取引所、クリアリ
ング機構、証券集中保管機関など、金融
市場インフラに関する新たな権限も与えら
れます。

ヘッジファンド規制
SAFSBは現在、ヘッジファンド業界の規
制案を検討しています。これは、金融危機
以前の規制当局と業界の取組みが基礎と
なっています。
　財務相は2012年9月、財務省とSAFSB
が作成した「南アフリカのヘッジファンド
規制：枠組み案6」を発表しました。この
案に対しては、ASISAのヘッジファンド常
任委員会が業界を代表してコメントを寄
せ、現在は財務省とSAFSBからの反応を
待っているところです。

6.   「南アフリカのヘッジファンド規制：枠組み案」（財務省および金融サービ
ス理事会、2013年9月）
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アフリカは2つの分野で重要な成長機会
を提供しています。

アフリカで大きなプレゼンスを獲得済
み、あるいはその途上にある企業に投資
する
南アフリカの上場企業の多くはアフリカ
で強いプレゼンスを獲得済みであり、そ
れが事業の成長や、ひいては極めて高い
株主リターンにつながっています。アフリ
カ内部に存在するチャンスを追求する現
地企業や国際企業が複数出てきており、
この大陸における野心的な成長戦略を打
ち出しています。

サハラ砂漠以南の主なアフリカ諸国で局
所的に資産運用事業を立ち上げ、現地
の人々に合った商品やソリューションを
開発する
現地の資産運用会社の多くが南部アフ
リカ地域で事業を行っており、南アフリ
カ共和国ではプレゼンスを獲得済みで
す。しかしながら、重要な成長市場はサ
ハラ以南のアフリカ地域（サブサハラ）に
あります。世界銀行は2012年6月に発
表した世界経済見通しレポートで、以下
のように述べています。「サブサハラの
2011年の国内総生産（GDP）成長率は
4.7％となり、（2010年の5％からは低下
したものの）依然として旺盛な伸びを示

した。南アフリカ共和国を除くサブサハ
ラの成長率は5.5％とさらに高かった。
これは新興国平均（中国を除く）の4.9％
より高く、サブサハラは2011年、新興
国のなかでも最も高成長した地域の1つ
となった。」同レポートではさらに、サブ
サハラのGDP成長率が2012年は5％、
2013年は5.3％になると予想しています。
こうした高い経済成長を背景に、サブサ
ハラの富裕層と中間層は増加し続けるで
しょう。アフリカ開発銀行のレポート「ピ
ラミッドの中腹：アフリカ中間層のダイナ
ミクス」によると、「アフリカの中間層人
口は、1980年の約1億2,600万人（全
人口の27％）から3億5,000万人近く（同
34％）に増加しています。」
　アフリカで今後予想される経済成長
は、消費財の需要を押し上げると見られ
ますが、同時に投資商品の需要も拡大
し、資産運用会社にとって大きなチャン
スが生まれるでしょう。

市場を理解してチャンスを取り込む
これらの市場への参入は、政治的リスク
に加えて文化や言葉の違いから困難が
伴いますが、それらは克服できない困難
ではありません。参入予定の市場を深く
理解することが肝要であり、それを怠る
と大きな損失につながりかねません。こ
れらの市場でプレゼンスを獲得済みの大

規模グループに属していれば、こうした
問題はそれほど重要でないかもしれませ
ん。しかし、規模が小さくグローバル化
が進んでいない資産運用会社は、こうし
た問題を克服すべく、現地の運用会社と
戦略的パートナーシップを締結すること
も検討できます。現地の運用会社には、
政治情勢や規制環境を理解しているう
え、機関投資家市場におけるコネクショ
ンや、文化に対する深い造詣を有してい
るというメリットがあるからです。
　資産運用会社がアフリカの長期成長
見通しの高さを利用する態勢を整えるに
当たり、今ほど適当な時期はありません。
リスクが大きいことは間違いありません
が、首尾よく態勢を整えた企業は、事
業のオーガニックな成長を通して、また、
顧客のために高いリターンを上げること
により、極めて大きな利益を得ることが
できるでしょう。

アフリカの資産運用会社にとっての好機

資産運用会社がアフリカの長期成長見
通しの高さを利用する態勢を整えるに当
たり、今ほど適当な時期はありません。
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モーリシャス
リミテッドパートナーシップ法（LPA）
モーリシャスでは2011年12月15日、LPA
が発効しました。同法の目的は、モーリシャ
スの投資プラットフォームの利用を促進す
ることにあり、利用者としては主に、アフ
リカやアジア市場で投資機会を模索する
欧米の未公開株ファンドを想定していま
す。この新たな投資ビークルは法人組織よ
り高い柔軟性を投資家に提供し、リミテッ
ドパートナーシップはモーリシャスの会社
法の適用対象とはなりません。
　パートナーにとってリミテッドパートナー
シップの主な魅力は、税制の透明性です。
損益はパートナー自身に帰属し、パート
ナーはその損益の持ち分割合に応じて課
税されます。第1カテゴリーに分類されるグ
ローバルビジネスのライセンス（GBL1）を
保有するリミテッドパートナーシップは、法
人としての課税を選択することもでき、そ
の場合は外国源泉所得に最大3％の実効
税率（みなし外国税額控除の考慮後）が課
せられます。

基金法
2012年7月1日には基金法が発効しまし
た。モーリシャスにおける基金の設立を可
能とすることが同法の目的です。基金は
ウェルスマネジメント向けの投資ビークルで
あり、信託という概念になじみの薄い、大
陸法諸国を本拠地とする顧客に受け入れら
れやすくなっています。なお、基金は信託
と法人を合わせた特徴を幾つか持っていま
す。基金は基本的に課税対象所得の15％
の所得税を納める義務があり、GBL1を保
有する基金には所得税として最大3％の実
効税率が課せられます。しかし、設立者

が非居住者、または金融サービス法の下
でGBL1を保有している基金、そして設立
趣意書の条項または遺言によって指名され
たすべての受益者が課税対象年を通して
非居住者であるか、GBL1を保有している
基金は、その年の所得税が免除されます。
課税免除措置を受けるためには、課税対
象年の終了日から3ヵ月以内にモーリシャ
スの歳入庁長官に対し、その年に非居住
だった事実を申告します。なお、基金の受
益者に対するいかなる分配金も配当金と見
なされます。

ナイジェリア
国際財務報告基準（IFRS）の採用
2010年7月28日、ナイジェリアの連邦執
行委員会はIFRSの国内採用ロードマップ
を発表し、2012年1月1日から実際に採用
が始まりました。会計主体は、このロード
マップに従って3年間の経過措置期間中
に、ナイジェリアで一般に公正妥当と認め
られた会計原則からIFRSに移行しなけれ
ばなりません。
　また、上場投資スキームは2012年の採
用開始日に、非上場スキームは2013年ま
でにIFRSへ移行する必要があります。集
団投資スキームは投資証券法（2007年）
の規定に従い、ナイジェリア証券取引委員
会（NSEC）に登録され、NSECが求める
財務報告要件を満たしています。

モーリシャスの新しいリミテッドパート
ナーシップ法は、より高い柔軟性を投
資家に提供します。
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中東からの見解
中東全域に存在する成長著しい新興国市場の数々は、資産運用会社に大きなチャ
ンスを提供するだけでなく、独特の規制課題ももたらします。

バーレーン
変わりゆく規制環境
地域や国際トレンドの変化を受けて、
2012年5月に集団投資スキームの新規制
が導入されるなど（1992年から3度目の変
更、前回は2007年に改定実施）、資産運
用業界の規制環境は過去1年間で大幅に
変わりました。バーレーンの資産運用業
界の規制当局であるバーレーン中央銀行
（CBB）は、業界関係者との広範な市中協
議を経て、CBB規則集の第7巻に当たる「集
団投資事業（CIU）モジュール」を発表しま
した。
　バーレーンのミューチュアルファンド業
界はすでに一定の成長を遂げていたこと
から、CBBは国際・地域レベルの足元の
動きやベストプラクティスに対応すべく、
ミューチュアルファンドに対する規制の枠
組みを見直さざるを得ませんでした。また、
この見直しは投資家が主導した側面もあり
ます。これは、市場が金融危機から緩慢
ながら回復し始めるなかで、投資家が中東
地域に好機を見出し、そうした投資家の具
体的なニーズを満たすべく、革新的で新し
いタイプの投資商品に対するニーズが生じ
たためです。

新たな規制の枠組み
この見直された新規制の枠組みは、コーポ
レートガバナンスの枠組みやファンドにお
ける各関係者の役割と責任など、主な規
制分野を拡充することの重要性を考慮した
ものとなっています。そのおかげで実際に、
新規制で明確に規定されている各関係者
の役割に対し、規制当局の監視が強化さ
れました。
　2012年5月以前の旧規制は実質的に個
人投資家を対象としていました。新規制は
こうした旧規制を改定するとともに、熟練
投資家（個人富裕層や機関投資家）向け
CIUや規制緩和CIUなど、より広範囲の
CIUを販売するための規定を盛り込みまし
た。また、ファンドの主要カテゴリーが新
たに2つ導入されました。1つは国内・地
域市場のニーズを満たすためのバーレーン
不動産投資信託、もう1つはプライベート
投資事業です。後者は事実上新しいタイ
プのミューチュアルファンドであり、プライ
ベート投資を促進すべく組成に高い柔軟性
を持たせてあるため、個人富裕層や機関
投資家にのみ販売されます。そうすること
により、バーレーンで設定できるファンド
の種類が拡大しました。

新規制の枠組みは、コーポレートガバ
ナンスの枠組みやファンドにおける各関
係者の役割と責任など、主な規制分野
を拡充することの重要性を考慮したも
のとなっています。
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新しいタイプの投資家
新規制では、ミューチュアルファンドを個
人投資家、熟練投資家、規制緩和、プラ
イベート投資のカテゴリーごとに性格づけ
して、それぞれ対象となる投資家のタイプ
や知識水準に注目し、それをもとに適切な
監督度合いを適用した一連の個別ルール
を設定することにより、投資家のニーズに
効率的に対応しています。この新規制の枠
組みは、資産運用業界の健全な成長と
発展をさらに促進するものと期待されてい
ます。
　なお、バーレーンの規制では、バーレー
ンを本拠とするCIUの設定を希望する事業
者がバーレーンを所在地としている必要は
なく、CBBが信頼できると認める法域が
所在していれば問題ありません。

国内投資家にとってのチャンス
バーレーンの規制の枠組みでは、CBBが
認識する外国の法域を本拠とし、その法
域の当局に規制されているファンドを、バー
レーン国内の投資家に販売することもでき
ます。ただし、投資家への販売に先立って
CBBに登録し、許可を受ける必要があり、
熟練投資家や所定の要件を満たすと認め
られた投資家にしか販売できません。一方、
国内投資家にとっては外国ファンドの購入
を通じ、世界中の投資機会にエクスポー
ジャーを持つことができるチャンスとなり
ます。

カタール
成長する市場
湾岸協力会議（GCC）諸国の資産運用業
界は、2008年の金融危機による混乱に
直面しましたが、現在は緩慢ながら回復し
つつあり、カタールにも明るい兆しが出て
きています。カタールの資産運用業界は今
後数年間、サッカーのワールドカップを前
にしたインフラ建設ブームや、比較的リス
クの低い環境で他の新興国市場と同水準
のリターンを創出できる可能性を背景に、
力強く成長することでしょう。
　カタールは誕生期ながら急成長している
資産運用業界の本拠地となっており、運
用会社6社と11のファンドビークルの資産
規模は1億5,660万米ドルに上ります。こう
した資産の大部分が株式ビークルに投じら
れており、その割合は運用資産の約99％
に達します。また、これらのファンドを運
用するのはカタールの資産運用上位5社
です。
　GCC諸国の政府系ファンド（SWF）も
過去数年間に資産ベースを大幅に拡大して
おり、GCC諸国が保有するすべての外国
資産の半分を占めています。なお、カター
ルのSWFであるカタール投資庁の保有資
産は、2012年末時点で約1,150億米ドル
に上りました７。

新たな規制の枠組み
カタールには、カタール中央銀行（QCB）、
カタール金融センター規制庁（QFCRA）、
金融・資本市場を規制するカタール金融市
場局の3つの規制機関があります。2012

年12月、金融規制制度を単一化した新た
な規制の枠組みが誕生し、これら3つの規
制機関が1の傘の下で機能することになり
ました。規制機関が「国家ビジョン2030」
や「国家開発戦略2011年～ 2016年」の
目標を達成すべく、規制方針を定めて適用
し、国際基準やベストプラクティスを実現
していく過程で、この新法が規制機関の
相互協力を強化する基盤を築くことになり
ます。また、以前はビジネス通商省が行っ
ていた保険、再保険、保険仲介会社の許
認可と監督責任を、今後はQCBが負います。
　カタール金融センター（QFC）の資産運
用制度は、業界を強力かつダイナミックで
前衛的なものとするための道を切り開い
た、多数の規制イニシアチブの恩恵を受け
ています。
　資産運用業界に関する主要な規則集
は、QFCRAの「集団投資スキーム規則
2010」および「私募スキーム規則2010」
です。これらの新規則は国際基準に則して
おり、あらゆる種類の顧客ニーズを満たす
様々なスキームを提供しています。さらに
QFCRAの「事業行為規則集」が、集団投
資スキームのマーケティングや販売を含め、
QFCが行う金融商品の勧誘・広告に関す
る要件や基準を明記しています。QFCRA
が定める資産運用会社の最低資本要件
は、25万ドル（業務がファンド管理に限定
されている場合の、集団投資ファンドの運
営目的）から200万ドル（投資に携わる場
合）まで幅があります。

QFCRAによる規制改革
2013年、QFCRAは金融機関に対する規
制をさらに強化するため、次のような新た
な改革を実施しました。

7.   「Sovereign Wealth Funds Report」（TheCityUK、2013年3月）
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コーポレートガバナンス
2013年7月1日、ガバナンスおよび管理対
象業務に関する新たな規則が施行されま
す。QFCRAによると、この新規則はガバ
ナンスとリスク管理をカバーする規則の強
化を目指しており、QFCから認可を受けた
企業の運営母体には、以下の事項を決定・
構築することが求められます。
• 正式なガバナンスの枠組み
• リスク管理と内部統制の枠組み
• 報酬方針

マネーロンダリング防止
カタールは2010年、金融活動作業部会
（FATF）と連携してマネーロンダリングお
よびテロ資金供与防止策を実施するとい
うコミットメントの一環として、関連法制
を改正して2010年法令第4号「マネーロン
ダリングおよびテロ資金供与防止対策法」
を発布し、同法は同年3月18日に施行され
ました。
　また、QFCRAは2013年2月1日、マネー
ロンダリングおよびテロ資金供与防止に
関連する新たな規制改革を実施しました。
これは、カタールのFATFに対する広範なコ
ミットメントを反映したものとなっています。

イスラムの窓
2013年2月1日、イスラムの窓（カタール
の通常型銀行でイスラム金融を提供する部
門）の営業を禁止する新たな規制が施行さ
れました。この新規制はQFCの認可企業
に対し、実質的にすべてのイスラムの窓の
営業中止を求めるものですが、QFCの「保
険事業規則2006」に基づくタカフル（イ
スラム法に基づく保険）事業は例外とされ
ます。

外国口座税務コンプライアンス法
（FATCA）
資産運用会社にとって最も大きな課題の1
つはFATCAの導入でしょう。運用会社は
同法により、米国以外の金融口座や事業
体に投資している米国人を特定することが
求められます。同法を遵守するには膨大
なプロセスと技術的変更が必要となります
（FATCAとそれが資産運用業界に与える影
響についての詳細は、本レポートの「税制」
の章をご参照ください）。

シャーリアファンドの成長
こうした課題がある一方、カタールを含む
GCC地域の資産運用業界にとって最も目
覚ましい成長機会の1つに、ますます注目
を集めているシャーリア（イスラム法）準
拠ファンドの拡大があります。全体として
好調な運用成績、保守的な投資アプロー
チや、この地域には歴史的に主流を占め
る投資商品がなかったという背景から、
シャーリアファンドへの関心が高まってい
ます。イスラム教徒は世界人口の約26％
を占めると見られますが、シャーリアに準
拠した金融資産は世界全体の1％にも満た
ない状況です。この明らかなギャップは資
産運用会社にとって、この成長著しい分野
に参入する機会が大いにあることを示して
います。
　急成長するカタール経済と、オンショア
の事業環境、強固な法規制が組み合わさ
り、必ずやこの先何年もカタールの資産運
用業界を後押しすることでしょう。

資産運用会社にとって最も大きな課題
の1つはFATCAの導入でしょう。運用
会社は同法により、米国以外の金融口
座や事業体に投資している米国人を特
定することが求められます。
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サウジアラビア王国
拡大する市場...
個人富裕層の増加と全体として力強い経
済成長を背景に、サウジアラビアの資産
運用業界は拡大を続けています。同国にお
ける活動は資本市場庁（CMA）によって規
制され、CMAは「認可事業者」に対して取
引、運用、斡旋、助言、カストディ業務を
行うためのライセンスを付与します。CMA
の役割は、資本市場法の規定を実施する
のに必要な規則や規制を定めることによ
り、サウジアラビアの資本市場を規制し、
発展させることにあります。

監督の強化
認可事業者の監督・管理を強化し、国
内の株式市場を効果的に監視するため、
CMAは最近、市場の規制・監視策の改善
に乗り出しました。CMAが導入した主なイ
ニシアチブには以下の項目が含まれます。
• 認可事業者に対する一連の新たな健全
性規制。それにより、バーゼル合意のガ
イドラインに則り、リスク加重資産の算
出をもとにした最低資本要件を導入。な
お、バーゼル合意は3本の柱、すなわち
最低資本要件、自己資本充実度評価プ
ロセス、ディスクロージャーを基本とする。

• サウジアラビアにおける投資ファンドの
設立、売り出し、運用、その他関連す
る活動を規制する投資ファンド規則案を
発表。資本市場を発展させ、証券取引
システムの仕組みと取引参加企業の手法
を改善することが目的。

• サウジアラビアにおける格付け活動を規
制・監視するための、格付け機関の規
制案を発表。認可を得るための手続きと
条件を明記。

市場の開放 ― 透明性は強化されるか？
最近の報道によると、サウジアラビアは国
内市場を段階的に外国人投資家に開放す
る可能性があります。現在、GCC地域以
外に本拠を置く外国人投資家は、株式の
スワップ取引か上場投資信託（ETF）の購
入という形でしか、サウジアラビアの国内
市場への投資を認められていません。実際
にそうした市場開放が行われれば、外国人
の多額の投資を呼び込むと同時に、市場
の透明性も向上する可能性があると期待さ
れています。

個人富裕層の増加と全体として力強い
経済成長を背景に、サウジアラビアの
資産運用業界は拡大を続けています。
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米州の展望
事業効率を高める必要性

多くの資産運用会社が、新たな規制要件
や増加する検査・強制調査といった大き
な変革に駆り立てられ、こうした新たな要
求にできる限り対応しようと躍起になって
います。大半の運用会社とファンド管理会
社は、現在までに最初の変革を乗り越え
てきました。運用会社が従うこととなった
最初の変革には、ディスクロージャー要
件（Form ADV）や、カストディ要件の強
化（カストディ規則）、システミックリスク
報告（Form PFおよびForm CPO-PQR）、
監視・監督の強化などが含まれます。これ
らの規制要件に対応するソリューションを
首尾よく導入できた運用会社や、米証券取
引委員会（SEC）の最新の調査対象となっ
てきた運用会社の多くは今では、「これま
での変革でかくも厄介だった規制要件に、
果たして今後、どうやってより効率的かつ
費用効果的に対応できるのだろうか」と自
問しています。成長が限られ、利益率が圧
迫されたこれまでの景気後退局面では、こ
うした疑問がより多くの運用会社にとって
関心の的となってきました。
　しかしこれは、運用会社が問うべき唯
一の疑問ではありません。彼らはこうも自
問しなければなりません。「ビジネスモデル
とリスク軽減システムをどのように展開す
れば、市場で戦略的優位に立てるのだろ
うか。」
　戦略的イニシアチブの多くは、顧客エク
スペリエンス、オンボーディングや、デー

タの完全性・整合性に焦点を合わせたも
のとなるでしょう。これらは、事業効率を
高め、リスクを軽減し、業績を改善させる
に当たって強化が必要となる主な活動の一
部です。こうした切り口から規制プロセス
へアプローチすれば、規制プロセスをビジ
ネスモデルへ完全に組み込むことができ、
ほとんど不可避な追加的改革への対応策
を迅速に展開するに当たって役立つことで
しょう。さらに重要なことに、運用会社は
こうした強化活動を行うことにより、長期
的な成長に向けた事業計画を立案できるよ
うになります。
　米国や全世界で起きている投資関連の
事件に端を発し、今後も新たな規制要件
が登場するだろうことは間違いありません。
SECに新規登録する投資顧問会社は、登
録時とは思えないような高度なトピックに
ついて、審査官から質問を受けたり、情
報を求められる場合があります。規制当局
は、全社的なガバナンスや特にバリュエー
ション手法などの問題に関して、運用会社
の取締役会にこれまで以上の説明責任が
あると考えています。また、とりわけオル
タナティブ投資においては、費用配分方
針に関する検査がより厳しくなっています。
最後の例として、ある国の規制改革が将
来どのように米国の要件に影響するかにつ
いては、何とも言えません。これは、世界
各国の規制機関のトップが強い関心を持
ち、お互いの活動を見守っているためです。

確かなのは、単にその時々に求められる要
件を満たすのではなく、新たな課題を戦略
的に検討する意志のある運用会社にとって
は、どんなに環境が変化しても利点が増
す一方である点です。結果として、運用会
社はコンサルタントに対し、全能力をもっ
て新たな課題に対処するよう求めなければ
なりません。なぜなら、長期的なソリュー
ションには単なる専門知識を超えたビジョ
ンが必要だからです。ビジョンを持って思
考すれば、目前に迫る規制要件を満たすべ
く準備した新たなデータが、新たな技術や
スタッフのスキルとともにその目的を変え、
商業上の様々な長期的・戦略的ニーズを
満たすものとなり得るのです。
　昨年発生した幾つかの事件を通じ、ビ
ジョンとコミットメントを持って規制課題に
対処する企業は、低い事業運営コストと、
高いリスク管理能力、強力なビジネスモデ
ルを備えた無駄のない組織を作れること
が、明確に証明されました。最終的には、
長期的なビジョンを持って喫緊の課題に対
処する企業が、サービスを改善し、競合他
社と一線を画すように自らを位置付け、最
も望ましい顧客を惹き付けることができる
でしょう。
　長期的な成長を遂げるためには常に戦
略的な思考が重要ですが、現在はこれまで
にないほど重要な局面となっています。
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カナダ・中南米からの見解
米州諸国は世界的な規制改革の影響を感じ取っています

カナダ
国内環境 ― 変化のペースが緩やかであ
り、対処が容易？
カナダの資産運用業界では、国内の規制
環境が概ね緩やかなペースで変化してお
り、対処が容易ですが、一部の分野では
このところ、変化のペースが際立って速く
なっています。
　オンタリオ証券委員会はこの数年間、
目論見書を交付するほとんどの商品への
投資に関する規制を改定してきました。ま
た同委員会は、ヘッジファンドや、クロー
ズドエンド型ファンド、デリバティブなど、
他の市場セグメントに対する規制の作成も
急いできました。さらに最近では、クロー
ズドエンド型ファンドへ投資するという選
択肢が、新たな提案によって最終的に制限
される可能性が出てきており、そうなれば
多くの投資が私募商品に向かうかもしれま
せん。

オルタナティブ投資
カナダでは、オルタナティブ投資を扱う資
産運用会社は、常に極めて厳しい規制に
従ってきました。こうした規制には、運転

資本や、保険、投資熟練度に関する要件
が含まれ、全体として見るとこれらの要件
が、他の多くの法域より高い参入障壁を生
み出しています。

急速な世界的変革
カナダ国内の緩やかながら着実な環境の
変化とは対照的に、米国とEUでは抜本的
な改革が実施されており、カナダの資産
運用会社や投資助言会社は、その極めて
性急な変革に効率的に対処せざるを得なく
なっています。米国の投資家を顧客に持つ
カナダのプライベートファンド運用会社は、
SECに投資顧問会社として登録するよう
求められる可能性が高いでしょう。

コンプライアンスと報告要件の拡大
FATCAは、米国の投資資金を受け入れた
り、米国の顧問会社に対して助言を行って
いるカナダの資産運用会社にも影響を及
ぼしています。米国の資金を受け入れてい
ない、あるいは顧客に米国の投資家がい
ない運用会社でさえ、カウンターパーティ
から、FATCAを遵守しない限り取引しな
い意志を示されるという現実に直面してい
ます。カナダ政府は近く、カナダを本拠と
するファンドや運用会社の報告を簡素化す
るため、米国内国歳入庁（IRS）と政府間
合意を締結する予定ですが、その詳細が

明らかになるのは今年後半と見られます。
　加えて、これまで米国商品先物取引委
員会（CFTC）の要件から外れていたカナ
ダの運用会社の多くに対し、税務アドバ
イザー（CTAs）として登録し、全米先物
協会とCFTCに対して報告を開始すること
が、最近になって義務付けられました。ま
た、カナダの運用会社は今や北米以外で
も、EUの投資商品規制という複雑に入り
組んだ路地を歩き回らなくてはなりません。
最も注目すべきは、EUでは現在、AIFMD
の導入が進められており、（カナダのような）
第三国の運用会社向けには最も影響が少
ない場合でも、EUの規制当局に対する相
当に透明性の高い報告要件が導入される
だろう点です。

世界規模の余波に対処する...
こうした具体的な規制課題に加えて、米国
とEUの改革に伴う世界規模の余波が、引
き続きカナダの規制環境にも及ぶことで
しょう。世界中の規制機関が取り組んで
いる課題については、いずれカナダも取り
組むことになります。これはすなわち、カ
ナダの規制環境を全体として特徴付けてき
た、緩やかながら着実な変化のペースが、
より抜本的で劇的でさえある世界中の動き
により、しばしば妨げられるだろうことを
意味します。
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チリ
チリの資産運用業界では現在、2つの関
連する課題が規制環境を支配しています。

1. 消費者と投資家の保護
政府と資産運用業界は引き続き、消費者
保護の強化に努めています。そのため、利
益相反や、手数料、コーポレートガバナン
スなどの課題について、活発な議論が行わ
れています。

2. 世界の投資資金を呼び込む
消費者保護の強化はチリ政府にとって、世
界中から投資家を呼び込み、チリを中南
米の主要な金融センターにするという、も
う1つの大きな目標に向かって前進する一
助となるでしょう。チリには、成熟した年
金基金制度など、投資家を惹き付ける強
みが多数あります。

強みと機会を最大限活用する
チリは、マクロ経済の安定性や法規制の
支配といった点で、先進国並みの指標数
値を達成しています。これは、チリのリス
ク格付けが世界の上位20位以内となるな
ど、最近になって改善してきている点にも
現れています。チリはまた、レベルの高い
資産運用業界と十分に発達した金融イン
フラを合わせ持っています。これらのプラ
ス面が相まって、チリを国際的なプラット
フォームへ、そして中南米地域の金融セン
ターへと変貌させ得る、この地域では他
に類を見ない強みを生み出しています。

しかし、外国人投資家を惹き付ける市場が
なければ、こうした可能性を十分に引き出
すことはできません。業界全体の資産規
模は500億米ドル（対GDP比約18％）で
すが、これには外国人投資家はほとんど含
まれていません。ちなみに、チリの年金基
金の運用資産は合計1,500億米ドルに上
ります。

法律の枠組みを簡素化する
そのため、チリ政府は最近、「ファンド統
一法」を承認したところです。この新法は、
現時点でチリに存在するすべての基準法
（ミューチュアルファンド法、投資ファンド
法、外国資本ファンド法）を1つの法律文
にまとめたものです。さらには、現在の金
融業界の必要に合わせて内容を拡充してい
ます。新法では、外国資本の投資ファンド
を含む資産運用業界のあり方を簡素化し
ており、それによって同じ事業体が様々な
タイプのファンドを運用できるようになりま
す。新法はまた、ファンドに係る当事者に
影響しかねない利益相反について、適用
できる対処基準を明確に示しています。加
えて、投資家保護をそのリスク特性に応じ
て強化するための運用会社の説明責任や、
小口投資家に対する保険の強化、「適格
投資家」と呼ばれる大口投資家に対する規
制緩和も定めています。
　同法が新たに盛り込んだ最も興味深い
ものの1つは、運用資産の80％以上を外
国に投資するファンドに外国人投資家が
投資している場合、そのファンドで発生す
るキャピタルゲインへの課税が免除される
という基準です。もう1つは、運用会社が
受け取る手数料にかかる付加価値税の支
払いが免除される規定があることです。新
法はこうした意味から、経済協力開発機構
（OECD）の推奨に従いながら、チリの資
産運用業界の競争力と国際化を促進する
ことを目指しています。

このように外国投資や外国人投資家の障
壁を減らし、チリの資産運用業界をロンド
ン、香港、シンガポールと並ぶ金融センター
に発展させるべく、チリ政府は努力を続け
ています。この新たな規制の枠組みが、い
わゆる「タックスヘイブン」とはまったく異
なる質のサービスを提供することにより、
投資家を惹き付けるものと政府は期待して
います。

米国の資金を受け入れていない、ある
いは顧客に米国の投資家がいない運用
会社でさえ、カウンターパーティから、
FATCAを遵守しない限り取引しない意
志を示されるという現実に直面してい
ます。
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ブラジル
安定的で規制が十分行き届いた環境？
ブラジルの投資環境は、債券投資の高い
リターンを基盤として長期間にわたって安
定し、規制が十分行き届いていましたが、
足元ではこれが急速に変化しています。金
利が低下するなかで顧客がより高い利息を
得られるよう、ファンドの管理会社や運用
会社は既存のポートフォリオの見直しを求
められています。投資の焦点は、民間債券
や、未公開株、ヘッジファンド、不動産ファ
ンドといった、より予備知識を必要とする
新たな商品にシフトしています。こうしたシ
フトは、特に規制改革が進み、顧客が外
国のファンドに投資できるようになるにつ
れ、今後も継続することでしょう。

投資機会とリスク
このように、流動性の低い長期商品へ投
資する新たな機会は、必然的に新たな要
件や新たなリスクを伴うものです。その結
果、監査やリスク管理のプロセスはその深
さと複雑さを増し、それを受けた財務諸
表の作成作業はより煩雑になりつつありま
す。債券ファンドと不動産ファンドの会計
報告基準は、それぞれ2012年8月と12月
までに終了した年度からIFRSに移行済み
です。会計制度の国際基準への移行は続
いており、現在は含まれていない未公開株
ファンドなどの商品クラスまで、おそらく拡
大されるでしょう。

このように、流動性の低い長期商品へ
投資する新たな機会は、必然的に新た
な要件や新たなリスクを伴うものです。
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オフショアの展望
オンショアが新たなオフショアに

境界線が引き直され、新たな市場が
登場

税制の問題
2013年が進むにつれて引き続き、規制と
税制に関する議論は急速な展開を見せてい
ます。英国領やカリブ海の島々に多い金融
センターにしばしば向けられる、税制に関
する否定的な発言が、今ではオーストリア、
スイス、ルクセンブルグといったオンショア
の国々にも向けられるようになっています。
税金に対する倫理感やFATCAのような自
動的な情報交換の促進が波紋を引き起こ
していますが、最終的には、本当に必要と
され、より透明性が高く、誰にとっても公
平な競争の場を作り出す必要があります。
EUでは、景気刺激策が優先課題となるな
かで法人税率を引き下げる兆しもあり、長
年続いてきた税金裁定行為に関する議論は
ほとんど時代遅れとなりました。一方では、
資産運用業界の商品構成を巡る議論が規
制をきっかけに活発化しており、この議論
はオンショア対オフショアではなく、EU域
内対EU域外の構図で行われています。
　大手メディアが、多国籍企業によるアイ
ルランドやスイスでの税金裁定行為のほ
か、明らかになったタックスヘイブンの悪
用を激しく非難していますが、租税中立的
な資産運用という実際のビジネスは衰えて
いません。ファンドの世界では租税中立が
鍵を握っており、これは単純に、投資家や
運用会社がファンドの設立場所ではなく、

その居住地や本拠地で納税することを意
味します。

オルタナティブ投資ファンド運用者指令
（AIFMD） ― オフショアへの影響
AIFMDは加盟国の間で解釈が大きく揺
れ、法整備の進捗度が異なる状況にあり
ますが、それがもたらす影響については、
1年前より明確に認識されるようになってい
ます。そのため、資産運用会社は自社の
商品構成を検証し、投資家のベースごと
に最適な販売ルートを再確認しています。
AIFMDが付与するEUパスポートがあれ
ば、EU市場へのアクセス上有利とされて
おり、運用会社やファンドにとっては直接
的（預託）にも間接的（事業構造、プロセ
ス、報告）にも大きくない追加コストで取
得することが可能です。
　ただし、このパスポートの追加コストは、
主にEU域内の投資家のベースを幅広く取
り込みたい場合や、EU域外の投資家が最
も厳しい規制基準を自発的に遵守したい
場合に限り、商業的な意味を持つと言え
ます。EU域外の投資家のベースが増えて
大きな割合を占めた途端に、こうしたコス
トに関する議論を行う意義が出てきます。
多くの運用会社は、将来的に制限が課さ
れることを十分認識しながらも、私募ファ
ンドを設立し続けることに甘んじています。
さもなければ、規制対象から外れるように
事業構造を見直したり、取扱商品をEU域
外に移す運用者さえいます。

　今後を展望すると、投資ファンドに関し
て二重制度を採用すると発表した法域が、
少なくとも2つあります。運用会社はこれ
らの制度下では、オルタナティブ投資ファ
ンド運用者として法規制を遵守するコスト
を投資家の全部または一部に転嫁するか、
あるいは規制対象外となるかを選択するこ
とができます。EU域内を本拠とするファン
ドは、こうした法規制とその遵守コストを
受け入れざるを得ませんが、EU域外の法
域では、その受け入れ度合いを柔軟に決め
たり、まったく受け入れないことが可能で
す。また、この二重制度の下では、EU域
内と域外の両方でファンドを販売すること
ができますが、EUの規制対象となってい
る運用会社については、コスト的に効率良
くは行えないでしょう。
　資産運用業界のなかで持たれている対
話からは、EUの境界線を出たり入ったり
する戦略的商品が、今後数年のうちに登
場することは明らかです。しかし、そうし
た商品の最終的な方向性はまだ決まってい
ません。

資産運用業界のなかで持たれている対
話からは、EUの境界線を出たり入った
りする戦略的商品が、今後数年のうち
に登場することは明らかです。しかし、
そうした商品の最終的な方向性はまだ
決まっていません。
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アジア太平洋の展望
大規模な規制改革

中国
中国と香港は、集団投資ファンドのクロス
ボーダー販売を相互に認めるための話し合
いを開始しました。そうした制度の設置に
合意すれば、どちらの側にも大きな恩恵が
もたらされる可能性があります。具体的に
は香港側は、中国人投資家に対するアク
セスを唯一許可されることで、中国人向け
ファンドの一大中心地となるうえ、中国本
土からの資金の主な投資先ともなるでしょ
う。一方、中国側は、そうした制度を通し
て国内投資家に対し、従来とは比べ物に
ならない幅広い国際投資商品へのアクセ
スを提供し、投資家はポートフォリオの分
散化を図ることができます。世界的なファ
ンドの主要センターになるという野心を抱
く香港にとって重要なステップとなり、人
民元のオフショア集積地としての香港の地
位も高まるでしょう。

シンガポール
シンガポールの資産運用業界は、アジア
有数の資産運用拠点の1つとなるべく、長
年にわたって前進を続けています。その運
用資産は2011年までの10年間で、3,070
億シンガポールドルから1兆3,400億シンガ
ポールドルへと、驚異的な伸びを見せまし
た。アジアの投資家にとっては国際投資
の、また、世界の投資家にとってはアジア
投資の入り口となるべく、歩みを続けてい
るのです。ファンドや運用会社の本拠となっ
ている海外の法域と同様、シンガポールで
も近年、大規模な規制改革を実施してい
ます。規制当局であるシンガポール金融管
理局（MAS）は2010年4月と2011年9月、
同国の資産運用業界に対する規制の枠組
みについて、それを修正する2つの市中協
議文書を発表しました。これらの文書で提
案された新たな規制は、2012年8月7日付
けで施行しています。具体的には、「証券・
先物（免許交付および事業行為）（修正版
No.2）規制2012」において、資産運用会
社を次の3つに分類しています。
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• 登録済みの資産運用会社（登録FMC）。
資産運用サービスを提供する適格投資
家の数が30以下、そのうちファンドまた
はリミテッドパートナーシップ形態が15
以下であり、運用資産総額が2億5,000
万シンガポールドル（2億150万米ドル）
を超えない運用会社。

• 認可・認定された制度上のFMC（認可・
認定FMC）。資産運用を行うための資本
市場サービス（CMS）免許を保有し、適
格投資家のみを対象として事業を営むこ
とができる。投資家の数や運用資産の
制限はない。

• 免許取得済みFMC（免許FMC）。資産
運用を行うためのCMS免許を保有し、
個人を含むすべての投資家を対象として
事業を営むことができる。投資家の数や
運用資産の制限はない。

新たな規制要件に最も大きく影響されてい
るのは登録FMCであり、最低資本金の要
件を満たし、年次独立監査を受ける必要
があります（従来は多くの運用会社が法定
監査を免除されていました）。さらに、リス
ク管理の枠組みの設置や、独立カストディ
アンの採用、運用資産の独立評価を受け
ていることの確認、取締役やファンド運用
専門家の最低能力要件の遵守が求められ
ます。登録FMCは概して、ヘッジファンド
や小規模なブティック型運用会社から構成
されます。
　免許FMCのリスクベース資本（RBC）に
関しても、最近になって規制上の新たな展
開があり、新たな規制が2013年4月3日付
けで施行されました。具体的には2012年
4月、MASが「CMS免許事業者の規制資
本の枠組みに関する修正案」についての市
中協議文書を発表し、それに対するコメン
トを募集しました。これは、MASが継続し
ている修正作業を受け、「証券・先物（CMS
免許事業者の財務および証拠金要件）規
則」に設けられた区分1、2、3の免許事業
者の間で、この修正案を調整する目的のも

のです。というのは、規制対象の資産運
用活動のみに従事する免許事業者は区分3
に属し、従来は簡素化されたRBCの枠組
みに従うものとされていたためです。また、
修正案では、免許事業者が資金源や全体
的なリスク要件を算出するに当たり、使用
可能な手法についても定めています。なお、
一部の免許事業者にとっては、修正案に
含まれる詳細な監視要件を満たすのが難
しい可能性があるため、MASではこの要
件が完全に発効するまで2年の移行期間を
設けています。

日本
日本政府は、証券市場における個人投資
家の活動を奨励するため、2014年1月より
少額投資非課税制度（NISA、英国が99
年より導入した個人貯蓄口座スキームの日
本版）を導入する予定です。国内の銀行や
証券会社のNISA口座を通した100万円ま
での投資は、その譲渡益と配当が非課税
となります。そのため、金融機関は熱心に
キャンペーンを行っているほか、小口投資
分野が成長するものと期待し、個人投資
家を惹き付ける商品を開発しています。
　一方、2012年に起きたAIJ投資顧問の
年金資産「消失」事件により、日本の資産
運用業界への注目が集まり、日本の規制
当局である金融庁は、新たに効果的な規
制を導入せざるを得なくなりました。AIJの
詐欺の手口は、実質的な関連会社に所属
する監査人に指示し、顧客に対する運用
報告書に虚偽の記載をさせるものでした。
それを踏まえて金融庁では、運用会社に対
して顧客との契約に先立ち、独立した外
部監査人の監査を受けているか否かを伝
えるよう求めており、この要件は2013年7
月1日から発効します。金融庁はまた、顧
客に報告すべき外部監査報告書のなかに、

ファンド監査のほか、ISAE3402（国際保
証業務基準3402）、SSAE16（米国保証
業務基準書第16号）、GIPS（グローバル
投資パフォーマンス基準）による検証を含
めるよう規定しました。金融庁の調査によ
ると、国内のほとんどの運用会社が運用
資産5,000億円未満の中小規模であり、
60％以上が外部監査を受けたことがあり
ません。そのため、今回の措置により、よ
り多くの会社が外部監査を受けるようにな
ることが期待されます。
　さらに金融庁では、AIJ事件を踏まえて
以下のような新たな規制も設置しました。
• カストディ業務を行う国内の信託銀行に
対し、ファンドの基準価格と監査報告書
を直接入手するよう求める。

• 運用会社が作成する運用報告書の内容
を充実させるよう求める。

• 運用会社の違法行為に対する罰則を強
化する。

これらの規制は、透明性の向上と投資家
が入手できる情報の拡大を目指しています
が、特に日本の運用会社の大部分が中小
規模であるがゆえに、その遵守コストや負
担が大きなものになると予想されます。

新たに設置された規制については、特
に日本の資産運用会社の大部分が中小
規模であるがゆえに、その遵守コスト
や負担が大きなものになると予想され
ます。
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02
投資家の保護と教育

欧州
投資家の信頼を回復する

国際投資ファンド協会によると、2012年末のミューチュアルファンドの運用資産
は再び過去最高を更新し、26兆8,400億米ドルに達しました。しかし、個人投
資家の間では、金融商品の信用は依然として傷ついたままです。さらに、金融危
機とそれが引き起こした結末を受け、金融市場のゲームのルールを強化したいと
いう規制当局の願望は、国とクロスボーダーの両レベルで強まるばかりです。この
ように、投資家の信頼と信用を取り戻すことは今もなお、規制機関のアジェンダ
における最も重要な課題となっています。

投資家情報
EUはG20が採択した共同声明を踏まえて、
システミックリスクの監視およびOECDの
消費者保護原則に関連し、投資家情報と
投資家保護の改善を目的とした意欲的な
計画を推進しています。UCITS第4指令で
はすでに危機以前に、新たな情報ツールと
してのKIIDの導入のほか、合併やマスター・
フィーダー構造などのクロスボーダー活動
に関する制度の施行、管理会社のパスポー
ト導入、クロスボーダーのマーケティング
を容易にするための届け出手続きの変更
を行っていました。現在、個人投資家と機
関投資家の両方へ販売することが可能な
UCITSファンドは、概して欧州全域で販
売機会を創出することを目的として組成さ
れています。
　また、PRIPs規制では商品の情報開示
ルールに関して、UCITSとの間で公平な競
争の場を作るべく、基準価額の変動や組
入資産の運用成績に応じて払戻金額が変
動する個人投資家向けのすべての金融商
品に、KIIDを適用することを目指していま
す。KIIDは2ページから成る文書で、商品
の基本情報を顧客が理解しやすい形で提
供するものです。PRIPsのKIID適用につい
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てはいまだ議論が行われており、適用範囲
が大きな論点の1つとなっています。保険商
品は除外すべきだとする意見もあれば、債
券や株式などのパッケージ化されていない
商品まで含めるべきだとする意見もありま
す。また、UCITSのKIIDとPRIPsのKIDは、
そこに書かれる内容の点では異なるものと
なりそうです。これはKIDでは、「それは何
のためですか？」、「お金を失う可能性があ
りますか？」といった素朴な疑問とそれに
対する答えを掲載する必要があるためです。
KIDを作成する責任は商品の組成者にあ
り、それを投資家に確実に届ける責任は
販売者にあります。PRIPsのKIID適用スケ
ジュールについては、依然として欧州議会
レベルの話し合いが続いているため、最終
的な採択が2014年以降にずれ込む可能性
があり、移行期間を考慮すると実際の適
用は2016年以降となるでしょう。

どの商品をどの顧客に？
現在のUCITSの枠組みが個人投資家に適
切な商品を提供していると、今なお合理的
に考えられるか否かについては、活発な議
論が交わされています。特に、UCITS第
3指令の適格資産が拡大されたことを利用
し、極めて高度な投資戦略を追求する商
品は、一般的な投資家にとってはリスクが
大き過ぎるか、理解するのが難しいと捉え
られています。この適格資産の問題は、過
剰流動性の管理ツールの必要性や、効率
的なポートフォリオの管理手法、MMFの
設計など他の幾つかのトピックとともに、
欧州委員会が2012年7月に市中協議文書
にまとめました。この文書はUCITS第6指
令案と呼ばれており、10月にコメントの募
集を終了しましたが、本レポートの執筆時
点ではその後の動きはありません。現在で
は、個人投資家以外を対象としたファンド
にパスポートを付与する新たな枠組み（す
なわちAIFMD）が存在することから、一部

のUCITS商品をその枠組みに移し、（少な
くともクロスボーダーでは）個人投資家に
提供できないようにすべきだと主張する向
きもあります。
　さらに、MiFID2が「複雑なUCITS」と「複
雑ではないUCITS」の区分を採用したこと
から、UCITSの枠組みに残るであろうファ
ンドにも、新たな定義が導入される可能性
があります。これは、販売のみ（すなわち
助言なし）では一部のUCITSを提供できな
くなることを意味しています。MiFID2はま
た、投資助言の提供に関する要件や注文
執行のルールも強化しています。
　加えて、IOSCOは2013年4月18日に、
リテール向けストラクチャード商品の規則
に関する市中協議文書を発表したばかりで
あり、そのなかで加盟メンバーの支援を目
的として、投資家保護分野の規制の選択
肢を定めたツールキットを提案しました。
　また、金融危機により、投資家教育と
いうトピックが再び議論の場に持ち出され
ることとなりました。EUでは依然として、
教育は個々の加盟国の責任とされているた
め、EUレベルで取り組むにはより多くの
困難が伴うトピックと言えます。

EUはG20が採択した共同声明を踏まえ
て、システミックリスクの監視のほか、
投資家情報と投資家保護の改善に関し
て、意欲的な計画を推進しています。
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アジア太平洋
透明性とガバナンスの向上

中国
2013年3月、中国の規制当局である証券
監督管理委員会（CSRC）は、既存の投
資家保護局の業務内容を拡大するか、あ
るいは全く新しい機関を設立し、個人投資
家の保護を強化する計画を発表しました。
　CSRCはこの1年、様々な個人投資家
の保護政策を導入してきましたが、最近の
取組みでは、大手上場企業の株主総会に
おいて個人株主の利益を代表する機関の
設立を目指しています。個人投資家は中国
の株式市場の取引で大きな割合を占めて
いますが、投資リスクの評価や軽減といっ
た点では依然として未熟であり、新たな機
関を設立するというイニシアチブは、そう
した個人投資家に対する指針を追加する
ものとなります。これが、2012年初めよ
りCSRCが推進してきた多くのイニシアチ
ブのなかで最新の取組みです。これまでに

70余りの新たな政策と指針が発表されて
おり、その多くは個人投資家の保護を明
確な目的としています。
　また、CSRCと銀行業の規制当局であ
る中国銀行業監督管理委員会（CBRC）
は、新たに共同で「証券投資ファンドのカ
ストディ事業に関する行政措置」を発表し
ました。この措置は、カストディアンの開
業手続きを簡素化し、市場競争を促進す
るとともに、公営カストディアンの責任を
明確に定義することを目的としています。
　CSRCは想定される規制の強化に備え
て透明性を高めるべく、より多くの適格銀
行がカストディ業務の免許を申請すること
を期待しています。国内の銀行も外国の銀
行も申請が可能です。これにより、すで
にカストディ業務を行っている商業銀行で
は、業務の確実な効率化や、先を見越し
てカストディ業務を拡大し、より幅広い投
資商品を網羅するなどの施策の実施をさら
に迫られる可能性があります。CSRCは透
明性向上策の一環として、ファンドのカス
トディ業務を行う銀行のオンサイト検査を

強化し、違反行為を行ったカストディ機関
とその経営陣に対する罰則を含む説明責
任メカニズムを導入し、資産運用会社の
専門能力開発や事業開発を促進していく
予定です。

これまでに70余りの新たな政策と指針
が発表されており、その多くは個人投
資家の保護を明確な目的としています。
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香港
香港の証券先物委員会は、複雑さを増す
投資リンク生命保険（ILAS）スキームにお
ける投資家保護を促進するため、その情
報開示要件を強化する方向に動いていま
す。この開示強化要件では、以下の新た
な項目をあらかじめ開示することが求めら
れます。
• ILASスキームの投資目的に関する説明。
• 報酬および手数料の総額提示（TFCD）。
ILASスキームに基づいて保険契約者が
支払う保険料総額に占める、報酬およ
び手数料総額の割合など。

• 返戻金の前払い手数料、早期解約や積
立金引き出しの手数料、ロイヤリティボー
ナスなど、一部の長期的特徴に関する
開示の強化。

• 保険仲介業者の報酬に関する開示。

シンガポール
シンガポールではMASが、金融市場への
投資に関して投資家が知識やスキルを習
得することに重点を置いています。基本的
な資産運用や、ファイナンシャルプランニ
ング、投資商品に関する消費者の理解を
深めるための取組みの一環として、MAS
は「MoneySENSE国家金融プログラム」
を始動しました。MASが資本市場の発展
と個人投資家の保護を推進するに当たり、
投資家教育は鍵となっています。

オーストラリア
オーストラリアのFoFA改革は、特に商品
の推奨についてのファイナンシャルアドバ
イスの質を改善し、より利用しやすい形で
アドバイスを提供する機会を増やすことに
重点を置いています。この改革の目的は、
投資家保護を強化し、ファイナンシャルア
ドバイス業界に投資家の信頼を根付かせ
ることにあります。「Stronger Super（退
職年金基金の強化）」改革の下、ファイナ
ンシャルアドバイスをさらに利用しやすくす
る試みとして、退職年金基金の受託会社
は2013年7月1日以降、「MySuper」または
「Choice」商品の加入者に対し、ファンド
内に限ったアドバイスを提供することがで
きます。

日本
金融庁の「投資信託・投資法人法制の
見直しに関するワーキング・グループ」は
2012年12月、日本の資産運用業界に関
する最終報告書を公表しました。報告書の
なかでは、運用会社のコンサルティング機
能と受託者責任を強化し、顧客の生活設
計とそれに応じたマネープランに確実に基
づいたものとする必要性が強調されていま
す。運用業界は現時点では、定年（日本
の法律で60歳）前後の個人投資家層に依
存していますが、こうした見直しが実施さ
れれば、減少傾向にあるこの投資家層へ
の依存度が下がる一方で、全体としての個
人投資家数の増加につながるものとワーキ
ング・グループでは考えています。
　投資家教育の重要性を訴えるという同
様の趣意は過去にも耳にしたことがありま
すが、これまでのところ、それが政策となっ
て最後まで遂行されたことはありません。
公表されて間もないこの報告書が具体的な
政策や規制改革に結びつくかどうか、私た
ちは注目していきます。
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03
リテール商品とその販売

欧州
変化するプロセスと販売モデル

EMA地域全域、そして特に欧州では、商品の開発と販売に関する大規模な規制
改革が進行中です。報酬や、顧客の公正な取扱い、投資家保護が改めて注目され、
それを契機に戦略的な変化が生じ、資産運用業界向けの様々な販売モデルが考
案されています。
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UCITSの枠組みの修正
金融危機（特にリーマンの破綻とマドフの
詐欺事件）を受けたUCITSの枠組みの修
正案（UCITS第5指令）は、EU全体の預
託機関ならびに預託機関として活動する資
格を持つ規制対象機関の義務と責任を調
整し、異なる法域においても同じ水準の投
資家保護を実現することを目標としていま
す。修正案によると、各UCITSファンドは
預託機関を1つ指定し、それを書面で明示
しなければなりません。預託機関は、資
産の保管や、キャッシュフローの監視に関
して大きな義務を負います。預託機関の業
務（例えばデューデリジェンス要件など）を
外部委託する場合のルールの強化や、預
託機関の責任の明確化についても、さら
に詳しく定義されています。
　また、預託機関は自らが招いた損失や、
カストディ業務を委託した第三者が招いた
損失に対する責任を負います。ただし、そ
の損失が適切な管理の及ばない外部事象
の結果として生じたものであり、事態収拾
のためのすべての努力をもってしても、そ
の結果が避けられなかっただろうことを証
明できる場合は、この限りではありません。

報酬
短期的な意思決定や、過度なリスクテイク
につながりかねないインセンティブ構造を
回避するため、UCITS第5指令では報酬
の問題にも踏み込んでいます。UCITSの
管理会社は、健全なリスク管理とリスクテ
イク行動の統制を確実なものにするため、
自らが管理するUCITSのリスク特性に重大
な影響を与える専門的な活動を行うスタッ
フに対して、特定の報酬方針を導入しなけ
ればなりません。管理会社はさらに、会
社の規模や、内部組織、特性、活動の複
雑さに合わせた報酬方針を導入するに当た
り、一連の原則を遵守しなければなりませ
ん。こうした報酬方針は次の目的に沿って
策定する必要があります。

• UCITSのリスク特性と適合しないリスク
テイクを阻止する

• 利益相反を防止する
• 投資家の利益を守る

この意味で、2013年3月に行われた欧州
議会経済金融問題委員会（ECON）の投
票は、資産運用業界に深刻な懸念を呼び
起こしました。というのは、この投票が規
制対象となる役職員すべての報酬総額に
関して、その変動部分に課している制限を
新たに一時金の固定部分にも課すことを
決め、自己資本指令4（CRD4）に従って
導入された銀行向けの規制以上に厳しい
ものとなったためです。ECONはまた、投
資家の利益と管理会社の利益をより適切
に調整すべく、運用報酬の設定問題にも
触れ、特にベンチマークを超えられなかっ
たファンドマネジャーを減俸にするなど、
（成功報酬を与える場合との）釣り合いが
取れた支払い構造にするよう求めています。
　UCITS第5指令はEU全域に対する罰則
制度も導入し、罰則の一覧と各国の規制
当局が適用し得る方策を示しました。
　なお、UCITS第5指令がPRIPsに適用
されるか否かはまだ確定しておらず、重要
な分野のすべてにおいて修正が施される可
能性があります。特にECONと欧州議会
が導入した従業員報酬や運用報酬の規定
は、おそらく当初案から大きく変更される
ことになるでしょう。最終案は最も早くて
2013年の第3四半期に公表され、2年の
導入期間が設定される見込みです。
　また、欧州証券市場監督局（ESMA）
が2012年12月18日に発表した「ETFおよ
びその他のUCITS問題に関するガイドライ
ン」の最終版は、追加の法規制から構成さ
れています。このガイドラインは投資家保
護の強化を目的とし、次の項目に関する指
針を提供します。

短期的な意思決定や、過度なリスクテ
イクにつながりかねないインセンティブ
構造を回避するため、UCITS第5指令
では報酬問題にも踏み込んでいます。
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• インデックス連動型UCITSとUCITS 
ETFについて伝えるべき情報

• 店頭取引を行うUCITSが適用すべき特
定の規制や、ポートフォリオの効率的な
管理手法

• UCITSが投資する金融インデックスのカ
バー範囲

マネーマーケットファンド（MMF） ― 
精査が継続中
「シャドーバンキング」に関して広範な論争
が繰り広げられるなか、一部のファンド商
品の特徴についての議論が、全世界と欧
州の両レベルで過去1年にわたって続きま
した。特に、固定NAVを用いるMMFに対
しては精査が継続されており、投資家に間

違って「安全であるという印象」を与えてい
ると非難されています。IOSCOとFSBが
早い段階で全世界レベルの提言を行い、
その後、欧州システミックリスク理事会が
2012年12月20日に、NAV、流動性、情
報開示、報告要件を含むMMFに関する提
言を発表しました。欧州委員会も近く規制
案を発表する予定です。欧州委員会の案
では、固定NAVを用いるMMFに対して3％
のキャッシュ・バッファーの導入を求めると
見られます。また、すべてのMMFに対して
は、ポートフォリオ構築の厳格なルールを
守り、透明性の向上策に加えて、堅固な
内部手続きやストレステストのプロセスを
採用するよう求めるでしょう。

「シャドーバンキング」に関して広範な
論争が繰り広げられるなか、一部のファ
ンド商品の特徴についての議論が、全
世界と欧州の両レベルで過去1年間に
わたって続きました。
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EUレベルで金融市場規制と事業行為規
制の見直しが進むなか、特にMiFID2と
金融商品市場規則では、投資家保護分
野の特定のテーマに取り組んでいます。
その新たな規制案は、商品組成業者（資
産運用会社やファンドアレンジャーなど）
と販売業者（仲介業者やファイナンシャ
ルアドバイザーなど）の両方に影響を与え
ると見られます。運用会社においては、
特に個人投資家市場や機関投資家市場
向けの商品設計に影響が及ぶでしょう。

勧誘
関連規制はいまだ策定中ですが、少なく
とも「独立系の」アドバイザーやポート
フォリオマネジャーに対しては、前払い
手数料やトレイラーフィー（販売手数料
に当たる）の受領・保持が禁止される見
込みです。したがって、商品構造や販売
構造をこうした規制に応じて再設計・調
整する必要があります。

透明性
商品の透明性に関する既存の規制は、
手数料・報酬の開示や販売・サービス
の概念を含めて、さらに強化される予定
です。

商品組成
商品組成業者は商品の設計・承認に関
して一定のプロセスを設置し、以下の事
項を実施しなければなりません。
• 適切な文書化を行う。
• 少なくとも年に1度はレビューを行う。
• 要請に応じて規制当局に設計・承認の
裏付けを提出する。

商品を組成する際には、ターゲット市場
を特定し、すべての関連リスクを評価し、
顧客となる見込みのある投資家の利益を
考慮に入れなければなりません。仲介業
者が販売商品を選ぶ際にも同様の規則
が適用される予定であり、これらの要件
を適切に考慮せずに設計された商品は、
もはや販売できなくなりそうです。

介入権限
ESMAと各国の規制当局は、マーケティ
ングに先立って「新たな投資商品を積極
的に調査」する権限と、投資商品に関し
て進行中の「マーケティングや販売」を
「禁止または制限」する権限を与えられる
予定です。
　以上のような新規制、特に商品組成
と勧誘の要件強化の組み合わせや、監
督機関の介入権限の拡大を受け、運用
会社には、現在の戦略や、プロセス、
商品の持続可能性をその時々に応じて
徹底的に評価する必要が生じています。
新規制は従来のように「対応・是正する」
のではなく、「先手を打つ」コンセプトと
なっており、英国で新たに設立された金
融行動監視機構（FCA）など、各国の規
制機関が実施している最近のアプローチ
と軌を一にしています。

MiFID2 ― 資産運用業界への影響
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アジア太平洋
新たな規制とレビュー

中国
中国では、ミューチュアルファンドを運用
する資産運用会社の適格要件が変更され
る見込みです。
　CSRCが2013年2月に発表した「ミュー
チュアルファンド運用事業を行う資産運用
機関の行為に関する暫定規定」では、こ
の適格要件の一部が緩和され、未公開
株やベンチャーキャピタルの運用会社が
ミューチュアルファンドを運用するための
免許を申請することも可能となりました。
　さらに暫定規定では、過去3年間の運
用収益記録の要件が削除され、代わりに
過去3年間に証券関連の資産運用商品で
良好な運用成績を上げた証拠を提出する
要件が加わりました。最低運用資産に関
する一定の要件（未公開株の運用会社の
場合は資本要件、保険資産の運用会社の
場合は純資産要件）も緩和され、これらは
市中協議文書のなかで打ち出されました。

シンガポール
シンガポールの規制当局であるMASは個
人投資家の利益を守るため、投資商品の
マーケティングに関して以下のような新た
な要件を導入しました。
• ファイナンシャルアドバイザーは、シンガ
ポールで新商品を販売またはマーケティ
ングする前に、その商品がターゲット顧
客にとって適切であるか否かを確かめる
目的で、デューデリジェンスを実施しなけ
ればならない。

• CMS免許事業者は、（別途定義された）
特定投資商品の取引を顧客のために行
う前に、顧客がその商品のリスクと特徴
を理解するだけの関連知識や経験を有
するか否かを評価しなければならない。
知識や経験を有すると評価した場合で
も、CMS免許事業者は取引を行う前に、
その商品に関する助言を顧客に提供す
ることを申し出るものとする。

以上の要件は2011年と2012年に発効し
ました。これらは、MASが金融機関に対
して継続して求めている要求を反映してい
ます。すなわち、見込み顧客を「スクリー
ニング」し、特定の商品については、その
資産クラス固有のリスクを理解している投
資家にのみ、販売することを徹底するとい
う観点から、商品のデューデリジェンスを
実施するという要求です。MASは投資家

に対する商品販売の規制を続け、2012年
3月、「ファイナンシャルアドバイス業界レ
ビュー（FAIR）」を開始すると発表しました。
その目的は、ファイナンシャルアドバイス
業界の実務基準を引き上げ、生命保険と
投資商品の販売を効率化することにありま
す。2012年4月には、レビューを実施する
ためのFAIRパネルが組織されました。パ
ネルはMASが主宰し、業界団体、消費者
組織、投資家組織、学界、メディア、そ
の他の利害関係者の代表者で構成されま
した。
　FAIRパネルはその後、2013年1月に報
告書を発表し、MASに対して以下の5つの
主な目的から成る提言を行いました。
（a）  ファイナンシャルアドバイザーの能力

強化
（b）  ファイナンシャルアドバイス企業の質

の向上
（c）  ファイナンシャルアドバイスを専任サー

ビスとすること
（d）  販売コストの削減
（e）  公平な取引文化の促進

MASはFAIRパネルの報告書を検討し、
原則としてその提言に賛同しており、さらに
5つの目的についても追加の提言を行いま
した。それが利害関係者に協議文書とし
て示され、FAIRパネルとMASの提言に対
する見解やコメントが募集されました。こ
の協議は2013年6月4日に終了し、今後
はMASが必要な規制指令を発表すると見
られます。
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オーストラリア
FoFA改革が全面的に実行されれば、オー
ストラリアのリテール商品の構成や販売に
大きな影響を及ぼすでしょう。「最善の利
益」義務の導入は、アドバイザーがリテー
ル顧客に対してアドバイスを構築して提供
する場合、その顧客の最善の利益のため
に行動し、自らの利益より顧客の利益を
優先するよう求められることを意味してい
ます。アドバイザーはそう求められることに
より、商品を選ぶ際にもより厳格で透明性
の高いプロセスを適用しなければなりませ
ん。また、リテール顧客が継続的に手数
料を支払っている場合には、その顧客に2
年ごとにアドバイス契約をオプトインしても
らうか、更新してもらう必要があります。さ
らに、継続的に手数料を支払っている顧
客に対しては、過去12ヵ月間に請求した
手数料と提供したサービスについて、その
概要を記した年次報告書を交付することが
義務付けられます。これは、アドバイザー
が顧客と常時連絡を取り、自らが顧客に
提供しているサービスの価値を明示する必
要があることを意味しています。

日本
金融庁のワーキング・グループは、機関投
資家市場と個人投資家市場の両方で金融
商品が複雑さを増していることを受け、トー
タルリターンを含む運用結果や商品のリス
クを示すなど、内容を改善した運用報告書
が投資家に配布されるようにする必要があ
る、という声明を発表しました。ワーキング・
グループでは、例えばリスクを定量的に記
述することを推奨しています。
　こうした議論は、欧州のKIIDや米国の
ドッド・フランク法など、投資家情報の改
善に向けた世界的な動きと同様の内容で
あり、議論が進展するためには、資産運
用業界の自主規制が中心的な役割を果た
すと私たちは見ています。個人投資家に対
する店頭販売やオンライン販売も規制対
象となり、金融機関（証券会社と銀行が
最大の販売経路となっています）は適切な
販売アプローチの採用に向け、行動を起
こす責任があります。

FoFA改革が全面的に実行されれば、
オーストラリアのリテール商品の構成や
販売に大きな影響を及ぼすでしょう。
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04
制度面の展望 
― オルタナティブ商品とその販売

欧州
AIFMD：規制の枠組みが
明らかになるにつれ、
指令施行の現実味が増す

世界各国の規制当局は金融危機を受け、規制を必要とするのはミューチュアルファ
ンドだけではないことを確信し、G20は2009年に、オルタナティブファンド運用
会社、特にヘッジファンド運用会社も何らかの形で登録や報告の対象になるべき
だとの結論に達しました。EUはさらに一歩踏み込み、ファンドの本拠に関係なく、
EUの投資家に販売するすべてのファンドを対象としたオルタナティブ投資ファンド
運用者指令（AIFMD）を採択しました。

この新たな規制制度は、金融の安定性の問題に対処するだけでなく、これまでに
世界レベルで合意されてきた規制をはるかに超える、投資家保護策と透明性要件
を備えています。AIFMDは世界中の資産運用会社に対し、同様の法律である米
国のドッド・フランク法さえ上回る影響を及ぼすと見られています。
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AIFMDは世界中の資産運用会社に対
し、同様の法律である米国のドッド・フ
ランク法さえ上回る影響を及ぼすと見ら
れています。

レベル2規則
AIFMDを巡っては、2013年7月の導入期
限が迫るなか、EUと各国の両レベルで幾
つかの動きが見られます。そのおかげで、
2011年6月の公布以来、激しい政治的な
論争が交わされたことにより、AIFMDの
周囲を覆ってきた霧の一部が晴れつつあり
ます。すべての関係者が何ヵ月も行った物
議をかもす議論と、活発なロビー活動を経
て、欧州委員会は2012年末、AIFMDの
導入規則を発表しました。
　このいわゆる「レベル2」規則は、対象
となる運用会社の範囲や、その事業運営、
外部委託、預託、レバレッジ、透明性の
状況など、AIFMDの重要な要素の多くを
明確化しています。最も異論が多く、この
規則の合意が遅れた主な理由の1つは、「郵
便箱役に過ぎない事業体」規定としてよく
知られるもので、オルタナティブファンド
運用会社の外部委託が最大どこまで許容
されるかという問題です。
　その他の差し迫った課題の一部につい
ては、過去数ヵ月の間にESMAによる取
組みがなされました。具体的には、ESMA
は2013年2月、AIFMDに基づく健全な
報酬方針に関する最終ガイドラインを発表
し、報酬に関する規制をより明確に規定
しました。また、ESMAは現在、オルタナ
ティブファンド運用会社の種類に関する規
制上の技術基準案や、AIFMDの主要概念
に関するガイドラインを通して、AIFMDの
適用範囲と適用除外規定の明確化を進め
ているところです。なお、規制上の技術基
準案は、オープンエンド型とクローズドエ
ンド型のオルタナティブ投資ファンドの構
成要素を定義するものであり、4月に発表
され、今後は欧州委員会の承認を受ける
予定です。また、主要概念に関するガイド
ラインは、AIFMDのなかで示されたオルタ
ナティブ投資ファンドの定義をさらに明確
化しています。

各国の規制整備が加速...
一方、EU各国の規制当局は、AIFMDの
国内法制化を進めようとしています。EU
加盟27ヵ国のうち16ヵ国は、国内のオル
タナティブ投資業界を規制する将来の法
的枠組みに関して、すでに草案や市中協
議文書を発表しました。EU各国は、規
制・税制の両面においてまったく異なるア
プローチを採用していることから、こうし
た国内プロセスには注意する必要がありま
す。さらに、加盟各国が国内の勧誘販売
規制に変更を加える可能性もあります。こ
の点は特に、私募を通じてEU域内で勧誘
販売を行うEU域外のファンド運用会社に
とって重要です。また、個人投資家を顧客
に持つEUのファンド運用会社も、こうし
た変更に注意を払う必要があります。これ
は、AIFMDのマーケティングパスポートで
は、機関投資家以外への勧誘・販売を行
うことができないためです。
　EU内外のファンド運用者と勧誘販売業
者は、AIFMDが自社の構造と事業に与え
る影響を注意深く監視・検討し、前もって
適切な行動を取るのが賢明と言えます。

AIFMD―
最優先課題
AIFMDに関し、ファンド運用会社と勧誘
販売業者が考慮すべき主な課題の一部は
以下の通りです。

外部委託
レベル2規則には、「郵便箱役に過ぎな
い事業体」の構成要素についての定義
が含まれていますが、その定義は多数の
量的・質的基準に基づいており、所管
官庁が個別に評価することになっています。
レベル2規則の当初案はこの評価の量的
アプローチを示唆していましたが、最終案
では委託構造の質的な側面が著しく強調
されています。質的な側面とは、オルタナ

ティブファンドに投資されている資産の種
類や、そのファンドのリスク・リターン特性
から見た委託運用資産の重要性、委託さ
れていない業務との兼ね合いから見た委託
業務の種類、ファンド運用会社と委託機
関が同じ企業グループに属しているかどう
か、などです。したがって所管官庁は、委
託運用資産の金額や割合だけでなく、こう
した委託構造の質的側面についても注意
しなければならないでしょう。
　なお、各国の所管官庁はこの規定をどう
解釈するかについてまだ表明していません
が、リスク管理とポートフォリオマネジメン
トの両方を同時かつ全面的に委託しても、
オルタナティブファンドのセクターでは機能
しないと私たちは考えています。

報酬
報酬に関する規制は、ESMAがガイドライ
ンで「特定スタッフ」と呼ぶ幅広い役職員
のグループに適用されます。ファンド運用
会社がある役職員カテゴリーに関して、ファ
ンドのリスク特性に重大な影響を及ぼさな
いことを示さない限り、そのカテゴリーは
通常、特定スタッフと見なされます。特定
スタッフに含まれるのは、ファンド運用会
社の経営陣（社内取締役と社外取締役の
両方）、上級管理職、リスクテイクを伴う
業務の従事者、統制部門、ポートフォリオ
マネジメント部門の管理責任者、管理部門、
マーケティング部門、人事部門のほか、受
け取っている報酬総額から判断してこれら
の役職員と同じ報酬区分にある従業員で
す。残念ながらESMAのガイドラインは、
何をもって「重大な影響」とするのかを明
確に規定しておらず、ファンド運用会社の
判断に任せています。そのため、運用会
社は自社の状況と運用するオルタナティブ
ファンドに鑑みて、何を「重大」と見なすか
を定義する必要があるでしょう。
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AIFMDの導入スケジュール

特定スタッフの成績は、運用するオルタナ
ティブファンドの商品ライフサイクルに適し
た複数年の枠組みで評価し、パフォーマン
スベースの報酬は、運用ファンドの償還規
定や投資リスクを考慮し、一定の期間に分
散して支払う必要があります。報酬の固定
部分と変動部分のバランスを適切に保ち、
変動部分のうち50％以上をそのスタッフが
携わるファンドの持分証券やユニットで支
給し、40％以上の支払いを最低でも3～
5年繰り延べなければなりません。さらに、
企業規模が大きい、あるいは運用資産が
多い運用ファンドは、報酬委員会を設置
することが義務付けられます。しかし、例
えば変動報酬としてのファンド持分の支給
や、ボーナスの繰り延べ、保留期間、返
上といったガイドラインの特定の要件は、
それらがファンド運用会社やファンドのリ
スク特性や戦略と両立する場合には、全

体として適用しない（無効とする）こともで
きます。また、ESMAのガイドラインでは、
運用資産が12億5,000万ユーロを超えて
おらず、従業員数が50人以下のファンド運
用会社は、報酬委員会を設置しなくてもよ
いと規定しています。その他、ファンド運
用会社が大規模グループの傘下にあり、そ
の報酬委員会がグループ全体の業務や義
務を遂行し、かつ、ESMAのガイドライン
と同等の規制を受けていれば、運用会社
独自の報酬委員会は必要ない場合があり
ます。なお、特定の要件とリスク特性・戦
略が両立し、「釣り合い」が取れている状況
（または、要件の適用除外にさえつながる
状況）については、ESMAのガイドライン
は明確に規定していません。そのため、実
際に一部の報酬規制を適用するに当たって
は、各国の規制当局が最終判断を下すこ
とになるでしょう。

さらにESMAのガイドラインは、ファンド
運用会社がポートフォリオマネジメントやリ
スク管理活動を委託している業者の報酬
に関しても、AIFMDに基づいて適用され
る要件と同等の効力を有する規制要件に
従うことを求めています。それが当てはま
らない場合には、ファンド運用会社は委
託業者との間で適切な契約上の取決めを
交わし、その業者がESMAのガイドライン
と同等の報酬要件から免れることがないよ
うにする必要があります。そうした契約上
の取決めには、ファンド運用会社に代わっ
てポートフォリオマネジメントやリスク管理
業務を行う見返りとして、委託業者の特
定スタッフに支払われるあらゆる報酬を含
める必要があります。この要件は、EU域
外に拠点を置く運用会社やリスク管理会
社に委託する構造を持つ多くのファンドに
とって、特に難題となるでしょう。

EU内外のファンド運用者と勧誘販売業
者は、AIFMDが自社の構造と事業に与
える影響を注意深く監視・検討し、前
もって適切な行動を取るのが賢明と言
えます。

戦略的分析 ＞ 導入 ＞ 認可とコンプライアンスの継続

2011年
7月

ESMAの協議文書に
対するコメント期限

欧州委員会が委託規制
（レベル2規則）を発表
（12月19日）

EU域内のファンドを運用する
EU域内の運用会社向けに
パスポートを導入

EU域外ファンドおよび
運用会社向けのパスポート制度
についてESMAが見解を発表

私募制度廃止の可能性

2011年
9月

2011年
11月

2012年
12月

2013年
7月

2014年
7月

2015年
7月

2015年
10月

2018年
10月

2019年
1月

官報に発表
（7月1日）

発効
（7月21日）

委託行為に関する
ESMAの技術的助言
「レベル2」（11月16日）

EU域外の運用会社や
ファンドによるEUパスポート
利用開始

EU各国による
国内法制化の期限

既存運用会社の
認可期限現在*
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AIFMD詳細規則の影響

  
  
規
制

Regulatory

法
制

   リスク監視

プロセス

AIFMD
レベル2

透明性 預託

委託

評価

リスク／
流動性管理

事業行為

範囲および
資本要件

第三国規定

•年次報告書の内容

•投資家に対する情報開示

•所管官庁に対する報告

•レバレッジの算定方法

•実質ベースのレバレッジ

•カストディの範囲

•キャッシュフローの監視

•監督と統制

•カストディの委託

•金融商品の損失

•免責

•客観的理由

•委託の特徴

•利益相反

•再委託

•郵便箱役に過ぎない事業体

•方針と手続き

•定期的レビュー

•評価の頻度

•外部評価機関の職業的保証

•機能および階層による分離

•常設のリスク管理部門

•リスクおよび流動性に関する方針

•リスク上限

•利益相反の予防手段

•協力取決め

•データ保護の安全装置

•運用資産の算定

•運用資産の監視

•偶発的な違反

•追加自己資金と専門職業人賠償責任保険

•一般原則

•投資に関するデューデリジェンス

•利益相反に関する方針

•組織構造

•証券化投資
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リスク管理
ファンド運用会社は、ポートフォリオマネジ
メントを含む事業部門から、リスク管理を
機能的にも階層的にも確実に切り離す必
要があります。リスク管理担当者は、ポー
トフォリオマネジメントなどの事業部門ヘッ
ドに監督されてはならず、事業部門内部の
活動も行うべきではありません。リスク管
理担当者の報酬算定ベースは、事業部門
の業績とは無関係でなければなりません。
　また、ファンド運用会社は適切なリスク
管理システムを導入し、各ファンドがさらさ
れているすべてのリスクを特定、測定、管
理、監視することを求められます。ファン
ドが直面しているすべてのリスクを網羅す
るリスク管理方針を適切に文書化し、市
場、信用、流動性、カウンターパーティ、
事業運営リスクを含む量的・質的なリスク
上限を、ファンドごとに設定することが義
務付けられます。リスク測定にはバックテ
スト、ストレステスト、シナリオ分析を行う
要件が含まれ、リスク上限を超えた場合に

は是正措置を講じることが求められます。
リスク管理システムは年に1度、上級管理職
によるレビューを受けなければなりません。
　なお、ファンド運用会社はファンドが行
う投資や使用する戦略には制限を設けま
せんが、運用するファンドごとにレバレッジ
の上限を定め、ファンドが交付する文書で
それを開示することが求められます。レバ
レッジの上限は、投資戦略や、レバレッジ
の資金源、単独のカウンターパーティへの
エクスポージャーを制限する必要性、担保
の規模を考慮に入れて設定し、ファンドが
活用しているレバレッジの総額は、定期的
に投資家へ開示しなければなりません。ま
た、システミックリスクと市場が無秩序化
することへの懸念から、各国の所管官庁が、
ファンド運用会社が活用できるレバレッジ
の水準に制限を課す可能性があります。

預託機関の機能
預託機関の主要機能である資産の保管と
監視は、ファンドのキャッシュフローを適

切に監視し、投資家からの支払いやファ
ンドのすべてのキャッシュが現金取引口座
に記録されているかを確認するという要件
によって補完されます。この現金取引口座
は、ファンドかファンド運用会社、あるい
はファンドの代理を務める預託機関のいず
れかの名義で開設され、預託機関の名義
となっている場合には、預託機関の自己
資金を記録することはできません。レベル
2規則では、預託機関がファンドのすべて
のキャッシュフローを事後ベースで毎日照
合するように求めているため、預託機関は
キャッシュフローの中心に位置するハブの
役割を果たすことになります。預託機関は
また、ファンドの通常の活動に合致しない
多額のキャッシュフローを特定する義務が
あります。資産の保管義務と所有者確認
については、レベル2規則は預託機関に対
して、ファンドやファンド運用会社が直接・
間接的に支配する金融・法的組織の保有
資産に、「ルックスルー（支配下の組織を
通して間接保有する資産まで把握して通算
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する）」アプローチを適用するように求めて
います。ただし、ファンド・オブ・ファンズ
やマスター・フィーダー構造は預託機関を
別途設置しているため、この要件から除外
されます。
　また、非常に重要なポイントは、金融商
品に損失が発生した場合の預託機関の法
的責任です。立証責任の転換の可能性が
あるだけでなく、不正行為または業務上の
過失による損失（再預託機関によるものを
含む）も対象になります。
　金融商品に発生した損失が、適切な管
理の及ばない外部事象の結果として生じた
ものであり、事態収拾のためのすべての適
切な努力をもってしても避けられなかった
ことを証明できれば、預託機関は責任を
免除されます。なお、適切な管理の及ばな
い外部事象は、自然現象、政府行為、戦争、
暴動、その他の混乱に限定されます。そ
の他、AIFMDが定めるすべての義務を遂
行し、特別にそうした免責を受ける「客観
的な理由」があれば、預託機関が責任を
免れられる場合があります。そのためには、
預託機関は自社のカストディ業務を第三者
に委託する以外の選択肢がないことを示さ
なければなりません。これに当てはまるケー
スは、例えば第三国の法律が、現地の事
業体による特定の金融商品の保管を義務
付けている場合（加えて、AIFMDの詳細
な委託基準を満たす現地の事業体が存在
する場合）、または、そうすることのリスク
の高さを預託機関が警告したにもかかわら
ず、ファンド運用会社が特定の国や地域
に対する投資を維持すると主張する場合な
どです。

第三国への影響と最近の動き
AIFMDは、UCITS以外のファンド（ヘッジ
ファンド、未公開株、ベンチャーキャピタル、
不動産、その他のオルタナティブ投資ファ
ンド）をEU域内で勧誘販売する、あるい
はEU籍のファンドを運用する世界中のす

べての資産運用会社に影響を及ぼします。
　AIFMDの国内法制化後も当面は、EU
籍の運用会社が運用する非EU籍ファンド
と、非EU籍の運用会社が運用するEU籍
および非EU籍ファンドをEUの投資家向け
に勧誘販売する場合には、EU各国の勧
誘販売規則または私募制度の下で許可が
与えられます。また、非EU籍ファンドを運
用し、EUの機関投資家向けに勧誘販売す
るEU籍の運用会社は、AIFMDを遵守し
なければなりませんが、預託機関に関する
すべての規定からは除外されます。ただし、
キャッシュフローの監視や、資産の保管、
監督業務については、運用会社自らが行
えないため、それらの業務を行う事業体を
1つ以上指定する必要があります。
　EU籍および非EU籍ファンドを運用し、
EU域内で勧誘販売する非EU籍の運用会
社は、2013年7月より、AIFMDの透明性
要件（年次報告書、投資家に対する情報
開示、規制上の報告）や、株式の大量保
有と支配権に関する要件を遵守しなければ
なりません。しかし、AIFMDが定めた要
件の適用除外規定を非EU籍の運用会社
が享受できるか否かについては、最近に
なって議論が行われており、各国の規制機
関（およびESMA）がどこに着地点を見出
すかは依然として不透明です。
　AIFMDはまた、ファンドが勧誘販売され
るEU加盟国の所管官庁と、非EU籍の運
用会社や非EU籍ファンドの所管官庁との
間で、システミックリスクの監視を目的とし
た適切な協力取決めを結ぶように求めてい
ます。ポートフォリオマネジメントやリスク
管理業務が第三国の事業体に委託されて
いる場合にも、協力取決めが必要となり
ます。
　ESMAは現在、すべてのEU加盟国を代
表して、第三国に該当する国や地域の規
制当局との交渉を続けており、IOSCOが
作成したひな型をベースとした覚書の形で
合意することを目指しています。ESMAは

当初、7月の国内法制化の期限前に、EU
域外の主な国や地域の規制当局と覚書を
締結する意向でした。本レポートの執筆時
点でその期限が数週間後に迫っています
が、現時点では、ESMAが該当するすべて
の規制当局と期限までに合意することは難
しい模様です。この問題を政治的に解決
する方法があるとすれば、AIFMDが定め
た要件の適用除外規定の内容を拡大する
（あるいは拡大解釈する）ことでしょう。た
だし、ESMAがこの問題にどう対処するか
はいまだ定かではありません。
　（早ければ）2015年後半には、非EU籍
ファンドを勧誘販売するEU籍の運用会社
と、EU籍または非EU籍ファンドをEU域
内で勧誘販売する非EU籍の運用会社は、
マーケティングパスポートを利用できるよ
うになると見られます。しかしながらこれ
は、ESMAが肯定的な助言や見解を示し、
欧州議会が関連法案を採択するか否かに
かかっています。EU籍ファンドを運用する
非EU籍の運用会社は、このパスポート制
度が2015年後半に始動すると仮定した場
合、その時点で申請を行って全面的な認可
を得る必要があることを認識しておくべき
です。非EU籍の運用会社が認可を受ける
ためには、担当EU加盟国の所管官庁に申
請ファイルを提出する必要があり、そのな
かでその担当加盟国を選択するに至った
理由を説明しなければなりません。主な選
択理由としては、どこで実際の勧誘販売を
行おうとしているか、どこにEU籍ファンド
の大部分が設定されているのか、どこで資
産の大部分が運用されているのかといった
点が挙げられます。また、非EU籍の運用
会社は、担当加盟国内で開業している法
定代理人を指定しなければなりません。法
定代理人は、非EU籍の運用会社が所管
官庁や投資家と公式に連絡を取り合う際
の、EU域内の窓口となります。

AIFMDは、UCITS以外のファンド（ヘッ
ジファンド、未公開株、ベンチャーキャ
ピタル、不動産、その他のオルタナティ
ブ投資ファンド）をEU域内で勧誘販売
する、あるいはEU籍のファンドを運用
する世界中のすべての資産運用会社に
影響を及ぼします。

Evolving Investment Management Regulation | June 2013 | 41

© 2013 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.



報告と透明性
AIFMDの報告と透明性に関する要件は多
岐にわたり、EU各国の勧誘販売規制や私
募制度の下、EU域内でファンドの勧誘販
売を行う非EU籍の運用会社にも適用され
ます。運用会社は運用する各ファンドの年
次報告書を、ファンドの会計年度末から
6ヵ月以内に作成して所管官庁に提出し、
要望があれば投資家が閲覧できるようにす
る必要があります。年次報告書には、監
査済みの財務諸表と、その年度中のファ
ンドの活動報告を含めることが義務付け
られます。また年次報告書は、ファンドを
設定した国や地域の会計基準に従って作
成し、国際会計基準に則した監査を受け
なければなりません。年次報告書のなかで
最もデリケートな分野は、おそらくスタッフ
の報酬に関する情報でしょう。報酬に関す
る開示項目には、ファンドがスタッフに支
払う報酬総額（固定部分と変動部分を分
けて記載）、報酬を受け取るスタッフの数、
ファンドが支払う報酬の繰り越し持分、報
酬総額の内訳（上級管理職とファンドのリ
スク特性に重大な影響を及ぼす業務を行
うスタッフに分類）が含まれます。さらに
AIFMDは、投資に先立って投資家に開示
すべき情報の一覧も示しています。その一
覧には、ファンドの投資戦略のほか、制限
とリスク、ファンドがレバレッジを使用する
可能性のある状況、使用するレバレッジの
種類と資金源の詳細、評価手続きとプラ
イシング手法、流動性リスクの管理手法が
含まれます。また、ファンドはこうした投
資に先立つ情報開示に加えて、リスクと流
動性の管理に関する情報を投資家に定期
的に開示する必要があります。なお、レベ
ル2規則では開示すべき情報をさらに明確
に定義しており、その一覧には、流動性が
低いことから特別な措置を講じている資産
の割合や、ファンドの流動性に関する情報、
ファンドのリスク特性、運用会社が採用し
ているリスク管理システムが含まれます。

AIFMDのなかで最も煩わしい要件の1つ
は、所管官庁に対する定期的な報告でしょ
う。規制当局がシステミックリスクを効率
的に特定、評価、監視、対処する能力を
高めるべく、ファンドは自らの本拠がある
EU加盟国の所管官庁に、詳細な情報を
提出する義務があります。さらに、EU加
盟各国の勧誘販売規制や私募制度の下で
勧誘販売を行っている運用会社は、該当
する加盟国のそれぞれに報告を行う必要
があります。こうした報告は運用会社の規
模によって半期または四半期ごとに行いま
す。レバレッジを使用していない未公開株
やベンチャーキャピタルのファンドは年次
報告のみとなります。なお、報告書のひな
型はレベル2規則の付属書Ⅳに記載されて
おり、米国の運用会社にはなじみの深い
Form PFとある程度似通った情報が必要
となります。ただし、AIFMDが求める報
告はフォーマットだけでなく、運用資産や
レバレッジの算定などのテクニカルな面が
関係してくる点で、Form PFとは異なりま
す。実際問題として、必要なすべての情報
を集めて所管官庁に報告する作業は、す
べての運用会社にとってかなりの難題とな
ることでしょう。

AIFMDのなかで最も煩わしい要件の1
つは、所管官庁に対する定期的な報告
でしょう。規制当局がシステミックリス
クを効率的に特定、評価、監視、対処
する能力を高めるべく、ファンドは自ら
の本拠があるEU加盟国の所管官庁に、
詳細な情報を提出する義務があります。
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中国
2012年12月に「適格国内有限責任組合員
（QDLP）」の割当て計画が発表され、中国
で活動する外資系ヘッジファンドの間から
歓迎する声が上がりました。これは2011
年以降、上海市で試験運用されている「適
格外国有限責任組合員」制度を補完する
ものであり、外資系ヘッジファンドはこれ
により、中国本土で（割当てに応じた）人
民元資金を調達し、海外証券に投資する
ことができます。
　QDLPの導入当初は、総額で30億～
50億米ドルの投資が認可される予定であ
り、個人投資家の最低投資額は約2000
万元が提案されています。
　この制度に基づき、適格外資系ヘッジ
ファンドはまず現地当局に登録する必要が
あり、その後、中国本土の個人富裕層か
ら調達することが認められた人民元を、海
外証券市場に投資する目的で外貨に変換
することができます。

日本
日本では、AIJ投資顧問の年金資産「消失」
事件を受けて、金融庁が以下の項目を含
む幾つかの規制を強化しました。
• 顧客に対して契約締結前に、外部監査
人の監査を受けているか否かを伝えるよ
う、資産運用会社に義務付ける。

• 情報開示の強化
•（不正行為、虚偽記載、虚偽告知、投
資一任契約に係る偽計などの）監視、検
査、罰則の強化

一方では、年金基金などの機関投資家の
投資スキルが十分な水準に達していないと
する見方が根強くあります。これらの問題
に対処するため、厚生年金制度の大幅な
見直しを含め、日本の年金制度全体で大
規模な構造改革が行われるだろうと期待す
る向きもあります。
　また、金融庁のワーキング・グループは
報告書のなかで、資金調達手段の多様化
や、金融システムの安定性の向上、ファン
ドの受託者責任の強化といった項目の重
要性も強調しました。ワーキング・グルー
プはこうした項目を実現するため、ライツ・
オファリング（新株予約権の無償割当て）
による増資や、金融システムを安定させる
ための無償減資などの手段を提案しまし
た。また、不動産投資信託（REIT）など
の上場投資法人の投資口取引をインサイ

ダー取引規制に含めることも提案しました。
さらにワーキング・グループでは、時限的
に実施されてきた空売りの禁止を、恒久的
な措置とすることも検討しています。これ
らの措置や政策により、オルタナティブファ
ンドの資金調達手段は拡大しますが、同
時に規制面の負担も増大することになりま
す。また、空売りが恒久的に禁止されれば、
こうしたファンドの投資戦略が狭められる
ほか、投資口取引がインサイダー規制に含
まれれば、REITを運営する不動産会社が
その規制対象となるため、不動産セクター
に影響が及ぶことでしょう。
　しかしながら、日系以外の事業体が設
立した外国籍の特定目的会社の議決権保
有に関する制限が緩和されれば、投資法
人による海外不動産の取得が促進され、
日本のREIT市場にとって追い風になるも
のと期待されています。

アジア太平洋
安定を求めて…
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05
ガバナンスと責任

金融サービスにおける
コーポレートガバナンスの進化―
資産運用業界への教訓

何が優れたコーポレートガバナンスを実現させるのか？
OECDは、「優れたコーポレートガバナンスを構築する過程で役割を担う証券取引
所、投資家、企業、その他関係者のためのガイド」として、コーポレートガバナン
ス原則2004年改訂版8を策定しました。そのなかでコーポレートガバナンスは、「組
織を管理・統制するに当たって従うべき手続きおよびプロセスである。コーポレー
トガバナンス体制が、取締役会や、管理職、株主、その他ステークホルダーといっ
た、組織内部の様々な関係者の間の権限と責任の配分を定め、意思決定を行う
ためのルールと手続きを規定する」と定義されています。

ガバナンス ― 基本原則
OECDが2009年に、「リスク管理の不備
や歪んだインセンティブ制度は、取締役会
の監督不行き届きの表れである」と指摘し
た通り、優れたリスク管理方針と有効なガ
バナンスとは表裏一体です。経営陣はリス
クテイクに関する明確な説明責任を持ちつ
つ、不文律として自らの行動に責任を負う
べきである、という圧力にさらされている
のです。OECDはさらに、取締役会のリス
クテイクに関する明確な説明責任について
も、「いかなる組織においても、リスク管
理方針の決定は取締役会の明確な義務で
ある」と強調しています。
　経営陣は金融サービスの全般にわたり、
事業活動から生じる広範なリスクのすべて
に対して、適切な注意が確実に払われるよ

8.   「OECDコーポレートガバナンス原則」（OECD、 1999年策定、2004年
改訂）
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コーポレートガバナンス分野における規制の動き

世界レベル • G20
• 金融安定理事会（FSB）
• 国際通貨基金（IMF）
• 金融活動作業部会（FATF）
• バーゼル銀行監督委員会（BCBS）

英国 • 英国銀行業界のコーポレートガバナンスに関するウォーカー・レビュー
• 英国コーポレートガバナンス規範（2009年）
• 監査委員会に関するガイダンス（2010年）
• 継続企業および流動性リスク：英国企業の取締役のためのガイダンス
• 英国スチュワードシップコード
• 英国財務省、破綻銀行の取締役に対する処罰、市中協議文書（2012
年7月）

米国 • ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法（2010年7月）
• 自己勘定取引、ヘッジファンドおよび未公開株ファンドとの一定の関
係の禁止に関する調査および提言

EU • 欧州委員会、金融機関のコーポレートガバナンスおよび報酬方針に関
する政策提案書（2011年6月）

オーストラリア • コーポレートガバナンス原則の見直しおよび提言（2010年）
• 取引方針および報酬委員会に関する上場規則の見直し（2010年）

南アフリカ • コーポレートガバナンスに関するキング報告書Ⅲ（2009年9月）
• 適格性要件の見直し（2010年）

ケイマン諸島 • ケイマン諸島金融局がコーポレートガバナンスの基準に関するコメン
トを募集

うにしなければなりません。しかし、ここ
で重要な問題となるのは説明責任です。経
営陣はリスクテイクに関する明確な説明責
任を持ちつつ、不文律として自らの行動に
責任を負うべきである、という圧力にさら
されているのです。
　経営陣はまた、リスクの特定・測定・管
理や事業の統制に関する明確な説明責任
の範囲を定める上で、既存のガバナンスの
枠組みが有効か否かを評価しなければなり
ません。

また新たな規制が次々と...
コーポレートガバナンスの水準の低さが金
融危機の一因だったため、政策当局と規
制当局は当然ながら、より強固で厳しい一
連の基準を盛り込んだ枠組み作りに、こ
れまで積極的に取り組んできました。一般
の人々は、銀行救済や伝えられている金融

危機の原因に対する憤りから、いまだに金
融リスクに対して強い反感を持っています。
金融業界全体として見ても、企業は「安全
性をより高める必要がある」という意識が
広がっており、資産運用会社もその例外で
はありません。金融サービスセクターにも
そうした危機の教訓を踏まえて、コーポレー
トガバナンス関連の新たな規制案が次 と々
押し寄せているため、その一部を例として
上の表にまとめました。このように世界中
で様々な規制イニシアチブが取られている
ことから、一方では、新たな規制の間の
調和が取れていないことへの懸念も高まっ
ています。

変わりゆく企業文化と企業行動
これらの規制は、金融サービスセクターに
おける企業文化の問題や、過剰なリスクテ
イクに歯止めをかける必要性に対処しよう

としています。規制に盛り込まれたガバナ
ンス関連の施策は、取締役会と経営陣に
従来以上にリスクを重視させることを目的
としています。また、報酬関連の施策は、
不適切かつ過剰なリスクテイクに対するイ
ンセンティブを減らすことを意図していま
す。事業行為関連の施策は、金融商品の
設計・販売や、対面販売・助言を行うス
タッフのインセンティブの両方に、ますま
す焦点を当てるようになっています。投資
家保護を巡る施策の増加は、企業行動を
より投資家を重視したものに改変させるこ
とで、資産運用モデルと銀行モデルの両
方が、さらに投資家重視の、調整可能な
ものへ変わる一助となることを目指してい
ます。しかし、企業文化と企業行動、そし
て一般の人々の認識は、どれも規制だけで
は変わりません。これは例えば、銀行業界
が身をもって学んだ手痛い教訓です。

コーポレートガバナンスの水準の低さが
金融危機の一因だったため、政策当局
と規制当局は当然ながら、より強固で
厳しい一連の基準を盛り込んだ枠組み
作りに、これまで積極的に取り組んで
きました。
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やはりコンプライアンスが機会を生み出
し...高水準のリスク管理や、内部統制、
ガバナンスを確実に整備する組織が先
発者となり、この新たな世界秩序に立
ち向かうに当たって、自らを最良のポジ
ションに位置付けるだろうことは明らか
です。

ガバナンスを巡っては、以下のようなトレン
ドが世界的に顕著になってきています。

1. 構成要素
• 独立性 ― 独立取締役が全取締役に占
める割合の増加。

• 時間的なコミットメント ― 兼務できる取
締役の数に対する上限。例えば2011年、
ケイマンのヘッジファンドの取締役数人
が、数百もの取締役を兼務していること
が判明しました。このような状態は持続
可能ではなく、個々の取締役会の説明
責任や適切なリスク評価の一助になって
いないことは明白です。これは、2003
年に米国で取締役が告発されたミュー
チュアルファンドの不祥事や、90年代の
英国で、複数の経営幹部が引き受けて
いた取締役の数が多過ぎると批判された
裁判を思い起こさせるものでした9。

• 多様性 ― 取締役の多様性（性別、人種、
障害の有無など）を高めるべきだという
圧力。

• 再選出 ― 実績を重視した取締役の年次
改選。

• 金融業界の経験 ― 金融サービスセク
ターの経験を有する独立取締役の増員。
「2007年以降に学んだ教訓の1つに、金
融機関のリスクを十分に承知しており、
金融商品や金融インフラの複雑さを理
解できる社外取締役を、銀行の取締役
会に何人か入れる必要性があります10。」

2. 企業文化と企業行動
• 取締役会のリーダーシップ構造 ― 最高
経営責任者（CEO）と会長職の兼任に
対する「遵守せよ、さもなくば説明せよ」
というアプローチ。

• 企業文化の重視 ― 取締役会がしかるべ
き企業文化を根付かせることに対するス
テークホルダーの期待。

3. リスク管理
• リスク委員会 ― 取締役会のなかに独立
したリスク委員会を設置するという要件
を定める。

• トップが方向性を打ち出す ― 組織のリ
スク選好度を適切に定義し、リスクを効
果的に管理する。

4. 報酬
• 実績に対する報酬と慎重さに対する報
酬？ ― 慎重なリスクテイクを報酬につ
なげる。

• 長期的なインセンティブ ― 目先の利
益を追うリスクテイクを防止する目的で、
取締役に対して（現金支給のボーナスに
相対するものとして）株式報酬を与え、
取締役の保有資産と長期的な企業業績
を結び付ける。

• 業績不振に伴うボーナス返上 ― 業績不
振に陥った場合には取締役にボーナスを
返上させる。

やはりコンプライアンスが機会を生み出す...
高水準のリスク管理や、内部統制、ガバ
ナンスを確実に整備する組織が先発者とな
り、この新たな世界秩序に立ち向かうに当
たって、自らを最良のポジションに位置付
けるだろうことは明らかです。コンプライア
ンスは単にコンプライアンスのためにある、
あるいは、特定の法規制に限ったものだ
と見なすべきではありません。そうではな
く、様々な法規制の全体を対象としたもの
だと見なし、そうした認識を企業文化や企
業行動のなかに十分根付かせなければな
りません。
　資産運用会社は短期的な思考から脱却
し、前途に待ち受けるリスクと機会の両方
を現実的に評価した上で、長期的な投資
戦略を構築すべきです。経営陣はそうする
と同時に、投資家に助言を提供する場合
のリスクに対する責任と説明責任につい
て、明確にしておく必要があります。

資産運用業界のガバナンスに関連し
て最も注目される最近の動きは、以
下の事項を定めたAIFMDの報酬規
則がベースとなっています。
•「一貫性のない」リスクを取らせな
いようにすること。

• 複数年の枠組みでパフォーマンス
の目標を設定すること。

• 報酬の固定部分と変動部分のバラ
ンスを取ること（報酬のうち最低
50％は、該当するオルタナティブ
投資ファンドの持分株式やユニット
とすること）。

• 報酬の一部は最低3～ 5年の後払
いにすること。

• 企業規模が大きい、あるいは運
用資産が多いオルタナティブ投資
ファンドの運用会社は、報酬委員
会を設置すべきである。

AIFMDの詳細については、本レポー
トの第4章 ― 制度面の展望（36 ～
42ページ）および第6章 ― 報酬（48
～ 50ページ）をご参照ください。

資産運用業界のガバナンス

9.   “Cayman directors sit on hundreds of Boards” Sam Jones（ファイナン
シャル・タイムズ、2011年11月）

10.   “The divine right of the imperial CEO” John Plender（ファイナンシャル・
タイムズ、2013年5月26日）
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中国
CSRCが米国の財務省および公開会社会
計監視委員会と覚書を取り交わしたという
ニュースは、長期間進められてきた両国の
協力拡大に関する話し合いに新たな道を切
り開きました。
　この2013年5月に交わした覚書により、
それぞれの管轄地域で行われる調査に関
連する監査書類について、両国が交換する
という協力の枠組みが構築されました。こ
の覚書は、監査監督分野における米中の
クロスボーダーな協力拡大の重要な一歩で
あり、クロスボーダーな支援拡大へつなが
る道も開いています。
　CSRCと米財務省は、米国の証券取引
所で取引されている企業に監査サービスを
提供する中国の会計事務所を規制するた
め、互いに認められる方法の模索を続ける
予定です。

オーストラリア
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は
2013年3月、資産運用業界でリスク管理
を行う責任を負う主体について、そのリス
ク管理手法に関する市中協議文書と規制
ガイダンス案を発表しました。同案はリス
ク管理分野における国際的な基準や動き
を反映しており、ASICによる業界レビュー
の後に発表されました。なお、そのレビュー
では、リスク管理を行う責任を負う主体の
大半が、金融危機を踏まえてリスク管理体
制を変更しなかったことが判明しました。

同案では、そうした責任を負う主体が、特
に事業運営スキームに関連して直面するリ
スクを首尾よく管理できるよう、支援する
ことを目的としています。

日本
日本の金融庁はAIJの事件以降、以下のよ
うな施策を通して資産運用会社に関連す
る規制、監督、検査を強化しました。
• 運用会社が金融庁に提出する事業報告
書を拡充する（ファンドのスキーム、外
部監査の有無、過去3年間の主要経営
指標を追加する）。

• 親会社、子会社、関連会社や、利益相
反が生じる可能性がある一部の株主との
取引（利害関係人等との取引）について
は、投資法人の役員会による事前承認
を義務付ける。

• 検査・監督を強化する。

なお、内部統制が十分に整備されていな
い中小規模の運用会社やREITでは、こう
した規制の遵守費用が発生するため、そ
の影響を強く受ける可能性があります。

アジア太平洋
説明責任と監督の強化

この覚書は、監査監督分野における米
中のクロスボーダーな協力拡大の重要
な一歩であり、クロスボーダーな支援
拡大へつながる道も開いています。
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06
報酬

欧州
戦略的および実務的考察

資産運用業界では、フレキシブルな人材調達モデルや報酬モデルを導入するニー
ズがますます高まっています。それらのモデルを導入することにより、従来以上に
費用を収入に見合ったものにし、資産運用ニーズの増減に速やかに対応できるよ
うになるためです。これには以下のような背景があります。
• 金融機関の報酬方針にメスを入れるかどうかは、依然として大きな政治課題と
なっており、当分その状態が続く見通しである。

• システミックリスクから投資家保護まで様々な課題に取組み、透明性、コーポレー
トガバナンス、税務コンプライアンスの向上を目指す世界的な規制改革の波が、
さらに勢いを増している。

• 高い資質とビジネスマインドを持ち、事業の機会や脅威を見逃さず、より広範な
戦略の実行をサポートできる従業員を惹き付け、維持し、育成する必要がある。

• 資産運用会社が求めるのと同じ人材を銀行が積極的に採用しており、彼らは運
用会社より高い基本給を支払うことができる。

• グローバル、地域、国レベルの規制当局が競うように求めるコンプライアンスと、
その対応費用の増加のバランスをどう取るかが課題となっている。
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金融危機を踏まえた金融サービス規制の
見直しが、資産運用業界に重大な影響を
及ぼすことは明らかです。規制当局は、経
営の健全性や、事業行為、金融の安定を
重視するなかで、報酬の問題にも初めて直
接取り組んでいます。
　欧州の資産運用会社は、主に新たに導
入されるAIFMDにより、この報酬に重点
を置いた取組みを実感することでしょう。

目的
AIFMDの報酬関連ガイドラインに記載さ
れた目的は、有効なリスク管理の促進で
す。しかしこうした目的は、金融市場にお
けるオルタナティブファンド運用会社の役
割や、彼らがサービスを提供する目的、も
たらす便益に関する広範な議論のほか、金
融サービスセクターの報酬水準に関する
あらゆる疑問を考慮して設定されるべきで
しょう。資産運用業界は銀行業界ほどの
社会的非難は受けていませんが、批判を免
れている訳ではありません。EU域内では、
運用会社の役割と行動が、そのインセン
ティブがもたらす作用や報酬の水準を含め
て、引き続き厳しく精査されそうです。 

主な要件
AIFMDのガイドラインは、資産運用会社
に対して報酬体系と報酬ガバナンスの変革
を求めており、それらは新たな開示制度の
対象となります。規制対象企業は、投資
目的に沿ったリスクを取ることができる一
方で、「有効なリスク管理を促進する」報酬
方針を定めることが求められます。こうし
た報酬要件は主に、運用会社や運用資産
のリスク特性に重大な影響を及ぼす職務を
行う役職員（「特定スタッフ」）に適用され、
以下の項目をカバーしています。
• 報酬方針 ― 健全かつ有効なリスク管理
との整合性が取れており、それを促進す
るものでなければならない。

• 報酬体系 ― 変動報酬に充てる資金の
手当てとその支払いに関する要件。具体
的には、特定スタッフに対する変動報酬
の一部は、ファンドの商品ライフサイク
ルがそれより短くない限り、3～ 5年間
繰り延べなければならない。また、変動
報酬総額のうち少なくとも50％は、ファ
ンドの運用成績に連動した持分証券や
ユニットにしなければならない。さらに
変動報酬は、ファンドの運用成績や、事
業部門の業績、個人業績を考慮して決
定しなければならない。その他、固定報
酬と変動報酬の割合、報酬保証、退職
金、人材ヘッジ戦略など。

• 報酬ガバナンス ― 会社の規模によって
は報酬委員会を設置する必要がある。

• 統制部門に対する報酬 ― 報酬が利益
相反を生まないようにしなければならず、
変動報酬は統制部門の独自の成果を
ベースとしなければならない。

• 報告および開示 ― 投資家向けの年次報
告書における報酬総額の開示、報酬方
針全般や意思決定プロセスの対外開示。

なお、ガイドラインが意図する運用会社や、
個人、報酬形式が確実に規制対象となる
よう、ESMAが様々な回避防止策を導入し
ています。またガイドラインは、報酬に対
して「マルス（繰り延べている報酬の減額）」
や「クロウバック（すでに支払った報酬の
返上）」条項を適用するというコンセプトを
導入しています。これらは例えば、危機後
の企業救済パッケージで主役となった、銀
行業界の多くの企業が熟知しているコンセ
プトでしょう。ただし、他の業界でより多
くのスタッフを対象にした場合に、実際ど
う機能するのかはまだよくわかりません。

実施
期限までに時間がないことから、多くの運
用会社がすでに規制導入に向けて、規制
対象となる事業体やスタッフの特定のほか、
事業・コンプライアンス・人事部門の連携
アプローチの策定などの準備を進めていま
す。運用会社はこの報酬規制を遵守すべく、
移行期間中は「最善の努力」を払うことと
されており、また、全社が2014年7月まで
に認定を受けなければなりません。
　AIFMDは他のEU規制の多くと同様に、
以下の3項目に基づく比例原則の適用範
囲を定めています。
• 運用会社の規模と運用資産。
• 運用会社の法的構造、社内のガバナン
ス構造の複雑さ、所有者の性質（規制
市場に上場しているなど）。

• 運用会社の事業活動の種類、投資戦略
や、クロスボーダー事業を行っているか
否か。

AIFMDのガイドラインは、資産運用会
社に対して報酬体系と報酬ガバナンス
の変革を求めており、それらは新たな
開示制度の対象となります。
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重複する規制の複雑さ
おそらくAIFMDの最も大きな課題の1つ
は、規制が重複する環境のなかでどう
にかしてそれらを遵守することでしょう。
AIFMDの対象となる運用会社は、UCITS
第5指令や、MiFID2、CRD4も遵守しな
ければならない場合があります。すでに
CRD4には、固定報酬と変動報酬の比率
の上限を含む、報酬に対する断固とした
提案が存在しています。UCITS第5指令と
MiFID2は提案をまとめている最中ですが、
草案には報酬に焦点を絞った様々な提案
が含まれていました。
　2012年9月の市中協議文書に続き、
ESMAは2013年6月、MiFIDに基づく報
酬方針とその実務に関する最終ガイドラ
インを発表したばかりです11。このガイド
ラインは、MiFIDの運用会社だけでなく、
MiFIDに列挙された運用サービスを提供す
る金融機関や、UCITSの管理会社、個別
ポートフォリオの運用や非中核的サービス
を提供する欧州域外のオルタナティブファ
ンド運用会社にも適用されます。
　こうした多数の規制要件は、効率的な
事業運営を損ねないような形でそれらを遵
守すべく、運用会社の事業、法務、コン
プライアンス、人事部門が連携しなければ
ならない複雑な環境を生み出しそうです。 

おそらくAIFMDの最も大きな課題の
1つは、規制が重複する環境のなかで
どうにかしてそれらを遵守することで
しょう。

資産運用会社が戦略および実務面で
優先すべき項目は、以下のように要約
できます。
• リーダーの行動、価値観、明確なメッ
セージから始まる企業文化、組織に
とっての優先事項の継続 ― 体制、プ
ロセス、トレーニングを通して組み込
まれ、成功談、失敗談、正しい行動、
適切な対応を通して長年にわたって受
け継がれていく。インセンティブによっ
てそうした傾向が強まる。

• カスタムメイドのインセンティブ契約
を通して、スタッフ個人の業績や報酬
を、組織の戦略や、優先事項、企業
価値の促進ドライバーに結び付ける 
― 資金調達や支払いを、組織全体で
はなく、ファンド、部門、子会社の業
績に結び付ける。

• 優秀な人材を巡って争う場合には金
銭以外の側面を重視する。例えば、
あまり変化のない環境に起業家精神
にあふれた文化をもたらすなど。

• 有効なリスク管理を報酬体系に反映
させる。

• 経済的動機に基づき、スタッフと組
織の両方の実効税率を最小限に抑え
る取決めを行う。

• 規制イニシアチブに早い段階で対応す
る ― 課題に重点を置くよりむしろ機
会を探す。競合他社に先んじて迅速
に反応し、行動を起こす。

• 世界各国の規制が異なってもまだらな
対応は避ける。

• 統制部門の役割を含めて強固なガバ
ナンス態勢を確実に整える。

資産運用会社への影響

11.   ESMA/2013/606（2013年6月11日）

50 | Evolving Investment Management Regulation | June 2013

© 2013 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.



オーストラリア
オーストラリアではFoFA改革により、手
数料をはじめ、利益相反につながる報酬
が禁止されます。これは、リテール顧客に
対する金融商品の提案やアドバイスに影響
を及ぼすと合理的に考えられる場合、認可
事業者や認定販売員が金銭や金銭以外の
利益の授受を行ってはならないことを意味
しています。なお、この規制には特定のケー
スで適用除外が定められています。具体的
には、（ある資産クラスの金融商品の販売
量や販売額によって支払額が決まる）出来
高払いは利益相反が生じると考えられます
が、アドバイザーには利益相反でないこと
を証明する道が残される予定です。この改
革では、ファイナンシャルアドバイザーの
報酬の多くを、商品の販売手数料として間
接的にではなく、顧客から直接支払われる
ようにすることで、ファイナンシャルアドバ
イザーに顧客重視の姿勢を強めるよう促し
ます。

日本
日本では現在、幹部報酬の金額や支払い
を規定する具体的な規制はありませんが、
金融庁が金融機関の報酬制度に対する監
督権限を持っています。報酬制度が金融機
関のリスク選好を妥当と考えられる水準以
上に高めかねないと思われる場合には、金
融庁はその企業に対して報酬制度の見直し
を要請することができます。また、高額報
酬の開示義務もあり、金融機関は高額報
酬を受け取った人数と報酬総額の双方の
開示を求められています。一般的に、日本
の金融機関の報酬制度は基本給をベース
とする場合が多く、企業がより高いリスク
を取ることに直結するとは考えられません。
したがって、金融庁が報酬制度の見直しを
要請する金融機関はごく少数にとどまり、
業界の関心も比較的低い水準にとどまって
います。

FoFA改革では、ファイナンシャルアド
バイザーの報酬の多くを、商品の販売
手数料として間接的にではなく、顧客
から直接支払われるようにすることで、
ファイナンシャルアドバイザーに顧客重
視の姿勢を強めるよう促します。

アジア太平洋
すべて解決済み？
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07
資本市場とインフラ

欧州
土壇場で不確定要素に対応

AIFMDとEMIRは、資産運用業界に今まさに影響を及ぼそうとしている新たな規
制変革です。しかしながら、2つの指令ともすでに発効しているものの、資本市場
の参加者が実際にどうやって遵守するかという点で、依然として定かでないところ
があります。これは、EU加盟国の独自の法規制からAIFMDへの移行スケジュー
ルがまちまちであることや、EMIRの規制上の技術基準に関する要件が段階的に
実施されることが一因になっています。

顧客資産の保管
両指令の最も重要な側面の1つは投資家
の資産の保管であり、マドフ事件のような
問題の再発を防止するのが目的です。しか
し、資産の所有権と保全に関するルール
はEU全域で統一されておらず、そのため、
資産運用会社が両指令を遵守するのがさ
らに困難なものとなっています。プライム
ブローカーと預託機関はAIFMDに関連し
て、資産の保管とリスクの監視という預託
機関の煩雑な義務を遂行すべく、引き続き
日々の業務慣行を整備しようとしています。
プライムブローカーはこれまで、預託機関
の監視を受けずに、契約上の取決めに従っ
て顧客の資産を使用する権利を行使でき
てきました。預託機関が客観的な理由から、
（プライムブローカーの活動を監視する責
任は負ったまま）無限責任から解放され得
ること、そしてプライムブローカーをサブカ
ストディアンとすることが選択肢となり得
ますが、加盟国はすでにこれを認めるハー
ドルは高くなるとの見解を示しています。
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交渉の道筋が開かれる
EMIRに絡んでは、資産運用会社の多くが
店頭デリバティブを決済する目的で、間接
的な清算の契約を結んでおく必要が出てく
るでしょう。運用会社の多くは、この大幅
な追加規定や契約の書替えを歓迎していま
せん。この書替えは、そうした契約が結ば
れていることや、顧客の最善の利益や要望
に従い、顧客の資産が清算会員のもとで
分離勘定または共同勘定に保管されている
ことを保証するため、必要になるものです。
　運用会社にそうしたサービスを提供する
清算機関は、新たな規制環境下でどのよ
うに連携していくかや、幾ら課金していく
かを明らかにしようと忙しくしており、運用
会社は彼らから交渉の正式な連絡が来る
のを辛抱強く待っています。なお、清算機
関の間では統合や提携の動きが幾つか起
こりましたが、それによってカウンターパー
ティリスクや特定の機関への集中リスクが
高まるのではないかという疑問があります。
例えば、預託機関が限られた数のプライム
ブローカーとのみ協業することを望めば、
また「大き過ぎて潰せない」状況が生み出
されるのではないかという疑問です。
　英国のFCAのように一部加盟国の規制
当局は、これが問題になりかねないことを
認識しており、外部委託に関するレターを
運用会社のCEO宛に送り、部分的に事態
を打開しようとしています。しかしながら概
して言えば、簡単な解決策はないと見られ
ています。
　EMIRの規制上の技術基準は2013年3
月15日に発効しましたが、それに関する要
件は、清算機関で清算されない店頭デリ
バティブのリスク軽減を皮切りに、段階的
に実施されることになっています。

取引・商品戦略
資本市場の視点から見て、新たな規制が
及ぼすもう1つの重大な影響は、資産運用
会社の取引・商品戦略に対するものです。
「シャドーバンキング」セクターに対するさ

らなる精査が、市場参加者間の連携の形
を変えていくことは間違いないでしょう。
現時点のマネーマーケット規制草案では、
固定NAVを用いたMMFの運用会社に対し
て、NAVの3％のバッファーを取るように
義務付けているため、この種類の商品とそ
の市場有用性にマイナスの影響を及ぼしか
ねません。加えて銀行が、流動性や短期
資金調達のニーズに応えるべく、MMFの
最大利用者の1つとなっているため、意図
せぬ影響もあり得ます。FTTに関する2月
の草案も、現在導入に合意しているEU加
盟11ヵ国のあらゆる金融機関の証券取引
に、流動性を低下させ、続いて資本コスト
を引き上げるという形で影響を及ぼしかね
ません。
　EMIRもまた、店頭デリバティブ取引、
特にその担保要件と適正な担保を差し入
れる能力に影響を与えるでしょう。運用会
社は、キャッシュや担保として使える適正
な証券の保有を増やすか（これは運用成
績の足を引っ張りかねません）、あるいは、
銀行が提供する担保変換サービスに手数
料を支払うかという難しい選択に直面して
います。メディアが頻繁に担保不足の可能
性を取り上げていることに対しても、運用
会社は胸のうちでは考慮を払っているかも
しれません。
　EMIRは運用会社に他にも多くの影響を
及ぼすでしょう。とりわけ市場参加者は、
上場・店頭デリバティブで行った取引を、
取引情報蓄積機関（Trade Repositories）
に報告することが義務付けられます。この
報告義務は2013～ 2014年にかけて段階
的に導入されます。運用会社はこの蓄積
機関との契約関係のほか、自社の既存の
情報リポジトリや情報インフラがこの要件
を満たせるのか否かについて、検討する必
要があります。
　他方、清算機関で清算されない店頭デ
リバティブは、追加のリスク軽減措置の適
用対象となります。具体的には、ほとんど
の取引に担保が義務付けられ、タイムリー

に確認を送ることが要求され、契約は日次
ベースの時価評価モデルとする必要があり
ます。さらに、取引に対する担保の差し入
れには多額の機会費用が伴うため、それ
が既存の商品やサービスの採算に与える
影響をモデル化する必要があるでしょう。

MiFID2 ― 成果は不透明？
18ヵ月に及ぶ長い議論の末に進展があり、
欧州理事会は2013年6月14日、第1次「一
般協定」の合意に達しました。これにより、
次の段階であるEU3機関の協議が始めら
れます。
　報告要件の変更（特に取引前後の透明
性）や、店頭デリバティブを規制対象となっ
ている取引場所で取引しなければならない
という要件、ポジションの限度、データの
統合、中央清算機関へのアクセスなどの
要件は、市場に大きな影響を及ぼすでしょ
う。アルゴリズム取引の定義および規制も、
これらの市場に流動性を提供するという要
件とともに、多くのヘッジファンドやその
他の運用会社にとって非常に重要となるで
しょう。
　運用会社はこうした規制に呼応して、各
種サービスの提供機関との契約や自社の
ビジネスモデルをどのように変更する必要
があるのかについて、今から検討を始める
べきです。最終的な導入規則の発表と遵
守の期限は、3機関協議の結果にもよりま
すが、依然として2015年になると見込まれ
ています。
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米州
緩慢な進展…

資本市場に対する規制イニシアチブの進展は緩慢です。店頭デリバティブは、ま
すます拡大する傾向にある規制改革により、引き続き標準化されつつあります。
さらに、ボルカー・ルールなどの主要規制を巡り、依然として不確実性が存在します。
米国のKPMGは昨年、ボルカー・ルールが最終的には何らかの形で施行されるだ
ろうと述べましたが、私たちは今でもそうなると考えています。しかしながら、ボル
カー・ルールを取り巻くあらゆるコメントの帰結は、依然として定かではありません。
最終的な施行規則では、ボルカー・ルールが市場の流動性に重大な影響を与え
たり、あるいは、規制対象外の事業体が流動性を提供することにつながり、金融
システムを一層のシステミックリスクにさらすといった予期せぬ結果をもたらさない
ことを、私たちは願っています。

デリバティブ市場の重要な動き
KPMGのメンバーファームは昨年、店頭デ
リバティブ分野における重要な動きを目の
当たりにしました。業界にとって初めての、
そしておそらく最も重要な出来事となった
のは、スワップディーラーと証券関連スワッ
プディーラーの定義や、主要スワップ参加
者と主要証券関連スワップ参加者の定義
を決める最終規則を策定すべく、SECと
CFTCが連携したことでした。これに続き、
スワップ商品と証券関連スワップ商品が最
終的に標準化されました。これらの新たな
規則は、事業体が登録要件を満たしてい
るかどうかを判断するに当たり、その根拠
となりました。なお、これらの規則が最終
決定されたのを受け、スワップディーラー
の登録要件を満たす企業は、2012年12月
31日よりCFTCへの登録を開始しました。

新たな報告・清算要件
こうした登録の第1段階とともに、スワップ
ディーラーを対象としたリアルタイムおよび
過去の取引報告が始まり、現在は概して
すべての取引の報告が義務付けられていま
す。また、当事者の双方がスワップディー
ラーでない取引の報告は、今年中に段階
的に実施される予定です。
　標準化された特定商品のスワップ取引
に対する中央清算要件は、スワップディー
ラー同士の取引を対象に2013年3月より
発効しています。さらに9月までには、こう
した標準化商品のすべての取引を中央清算
しなければならなくなります。ただし、当
事者の一方が商業的エンドユーザーのス

テータスを利用できる場合は例外となりま
す。今後はプロセスが成熟するにつれ、中
央清算を承認される商品が追加され、それ
が市場の透明性向上につながるものと私
たちは予想しています。また、スワップ執
行ファシリティ（電子取引基盤）に関する
ガイドラインの最終版がまとめられつつあ
り、2014年初めまでに取引所に類似した
ファシリティを介した取引が始まると見られ
ます。
　なお、登録スワップディーラーが財務報
告を行う責任は現在のところありません。
CFTCが2011年に資本や証拠金に関する
規制を提案しましたが、最終規則はまだ承
認されていません。また、SECも2012年
11月に資本や証拠金に関する規制を提案
しており、この2つの制度には大きな違い
があるようです。そのため、業界も2つの
制度の統一を強く訴えるコメントを発表し
ています。
　他方、SECが依然として最終規則をま
とめていないため、証券関連スワップディー
ラーの登録は始まっておらず、証券関連ス
ワップに対する取引報告と中央清算の義務
も開始されていません。

米国以外の企業の懸念
以上のような課題に加えて、CFTCとSEC
はどちらも域外適用的な効力を定義する規
制を策定中であり、そうした規制が米国以
外の事業体へ及ぼす影響はまだ定かでは
ありません。

システム、インフラ、ビジネスモデルの
適応
スワップディーラーは当面の間、これらの
新規則を遵守すべく、データベースの拡張
費用やインフラに加えるその他の高額な変
更費用を吸収しながら、一方では、どの
商品や事業が販売を継続するのに十分な
採算を維持できないのかを見極めるため、
自社のポートフォリオを精査しています。例
えば過去には、スワップディーラーは顧客
に担保を要求し、おそらくは自身の取引を
ヘッジするために、その担保を使用するこ
とができました。今後、最終的にはディー
ラーは顧客からの担保を使用できなくなる
でしょう。実際には、ディーラーは自ら担
保を差し入れなければならなくなり、その
結果、収益性が低下しそうです。

コスト増は避けられないか？
こうした規制の進展のいずれも、店頭デリ
バティブ取引を行う資産運用会社にとって
は意外な展開ではありません。なぜなら、
リスクを軽減して投資家の信頼を回復する
ためには、透明性の向上と清算に関する
新規則の導入が避けられないことを、彼ら
が十分承知しているためです。しかしなが
ら、透明性と清算に関する規制改革がま
だ端緒についたばかりだと、運用会社は
肝に銘じなければなりません。中央清算の
対象となる商品が増え、取引所に類似し
たファシリティを介した取引が拡大し、こ
れらの規制がさらに精緻化されていくにつ
れ、コンプライアンス費用とともにインフ
ラ費用も当然増えていくことでしょう。
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中国
中国資本市場への投資に対する外国人
投資家の関心の高さを受け、CSRCは
2013年3月、人民元適格外国機関投資家
（RQFII）による国内証券投資を認める試行
スキームについて、その枠組み改正の詳細
を発表しました。
　CSRCはこの改正で、国際金融ハブとし
ての香港の役割の重要性と、中国国内の
資本市場をさらに開放するため、香港のオ
フショア人民元市場の発展を促進する必要
性を認めました。
　RQFⅡのスキームはこれまでもありまし
たが、新たな枠組みではより幅広い機関投
資家が参加できるようになり、中国の商業
銀行や保険会社が香港に持つ子会社や、
香港に登録している金融機関、香港を本拠
とする金融機関に門戸を開いています。も
う1つの改正点は投資対象範囲に関する制
限の緩和であり、投資対象に含む商品につ
いてスキーム参加者の裁量の拡大を認めて
います。
　改正ではまた、投資対象範囲や株式保
有割合に関連する要件を定め、申請手続
きも簡素化しています。

日本
2013年1月、東京証券取引所と大阪証券
取引所が統合し、日本最大の取引所となる
日本取引所グループが誕生しました。この
取引所は、証券とデリバティブの両方で重
要市場となることを目指しており、高頻度
取引や店頭商品の清算を取り扱うための
高度なインフラを導入し、国際的に競争し
ようとしています。
　日本証券業協会が代表を務める業界の
自主規制会議は、2012年4月、日本国債
の取引・決済期間をT＋3日からT＋2日に
短縮しました。今後はさらに短縮してT＋1
日にする予定です。この会議ではまた、市
場参加者に日本国債清算機関などの国債
清算機関の利用を促し、彼らの流動性資
金の調達能力を改善・拡大させることを目
指しています。さらに、貸株取引のインフ
ラの電子化も推進しています。
　第4章で言及したように、空売りは2013
年10月まで禁止となっていますが、金融庁
では、ネイキッド・ショート・セリング等の
項目について、時限的措置ではなく、恒久
的な措置とすることを検討しています。

こうした規制の進展のいずれも、店頭
デリバティブ取引を行う資産運用会社
にとっては意外な展開ではありません。
なぜなら、リスクを軽減して投資家の
信頼を回復するためには、透明性の向
上と清算に関する新規則の導入が避け
られないことを、彼らが十分承知してい
るためです。

アジア太平洋
取引所の今後を巡る動き
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08
税

欧州
税を巡る欧州や世界レベルの課題

外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）
米国のFATCA制度は、米国以外の金融機
関が米国人の顧客や、投資家、カウンター
パーティとの関係を特定し、IRSに報告せ
ざるを得ない新たな報告の枠組みを生み出
しました。
　FATCAは資産運用業界に対し、その外
部委託モデルに起因する幅広い課題を突
き付けています。FATCAを遵守するために
は、運用会社、販売会社、ファンドの管
理会社、トランスファーエージェントなど、
バリューチェーンに携わる様々な企業の協
力と信頼関係が必要です。しかも、この
制度には幾つかの不確定な側面が残って
います。
　FATCAに関する最近の発表によると、
米国当局はFATCAを運用会社にとって導

入しやすいものにしたいと考えているよう
です。にもかかわらず、ファンドをグローバ
ルに販売する事業モデルの大半は、租税
回避リスクが低い金融機関を重要な遵守
義務から免除するべく設定された、「みな
し遵守ステータス」と呼ばれる適用除外ス
テータスをいまだ選んでいません。運用会
社は自ら運用するファンドがFATCAのどの
ステータスに該当するかを明確にし、IRS
への登録を済ませ、2014年1月1日から
FATCAを遵守しなければなりません。残さ
れた時間は少ないのです。

FATCAのグローバルな影響
最終規則に含まれる変更内容は、世界の
資産運用業界全体に影響を及ぼすもので
あり、資産運用をビジネスモデルとする事

業体がFFIと見なされるケースが、従来案
より増えたことを意味しています。なお、
従来案では、以下のいずれかに該当する
事業体がFFIだと定義されていました。
• 事業体の相当部分の事業として、他者に
代わって金融資産を保有している。

• 証券、コモディティや、（先物、先渡し、
オプションなどの）契約持分を含むその
他の契約の投資、再投資、または取引
を主たる業務として活動している。

今ではこの定義が変更され、「投資事業体」
も含まれるようになりました。「投資事業
体」とは、「自らの業務として顧客に代わり、
取引や、ポートフォリオマネジメント、投資、
管理、ファンドの運用を行う（または、自
らの業務としてそれらの行為を行う事業体
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が管理している）事業体」を指します。これ
はすなわち、従来案で規定されたファンド
やカストディアンに加えて、運用会社や管
理会社もFFIと見なされるようになったとい
う意味です。

政府間アプローチ
米国はFATCAの目的を達成するため、そ
の導入を簡素化する取組みであり、現地当
局の協力を仰ぐことを意図した、「政府間
協定」と呼ばれる二国間協定の交渉を開始
しました。現地当局はこれにより、FATCA
を国内法に組み入れる見返りとして、自国
に課せられる一定の要件をより柔軟に解釈
できるようになります。なお、この二国間
協定は、最近では2つの異なる形式で結ば
れるようになっています。1つは、政府間レ
ベルの情報交換プロセスを伴います。もう
1つはそれとは対照的に、各FFIがIRSに直
接報告することになりそうです。米国はこ
れまでに75ヵ国以上と交渉しています。欧
州のほとんどの国は、FATCAに関する自
国の金融機関の事務的負担を軽減するた
め、政府間協定を締結することを好んでい
るようです。こうした状況から、多国籍グ
ループに属する資産運用会社は、関連す
る事業体をその設立場所ごとに監視、分
析し、異なる規則を適用しなければならな
い恐れが出てくるでしょう。

欧州版FATCA
欧州レベルでは、ドイツ、イタリア、スペ
イン、フランス、英国の5ヵ国が、自動的
な情報交換を強化するための、試験的な
多国間情報交換ファシリティの開発に携
わっています。これまでのところ、16ヵ
国がすでにこの試験プログラムへの参加
に同意していますが、このプログラム自体
は、複数の国が米国と現在交渉中である
FATCAの政府間協定に基づくものです。
その目的は、グローバルな自動情報交換シ
ステムの構築を推進し、税務当局から資金

を隠せないようにすることにあります。

金融取引税（FTT）
2012年6月22日に開催されたEU経済・財
務相理事会の議論で、欧州委員会が提案
するEU全域のFTT導入について、加盟国
が満場一致で支持している訳ではないこと
が明らかになりました。それ以来、議論の
焦点は、「協力の強化」手続きに従って一
部の加盟国だけでFTTを採択できるように
することに移っています。その後、2013
年2月14日には、欧州委員会がFTTに関
する指令草案を発表し、これまでのところ
11ヵ国が協力の強化に基づいたFTTの導
入を目指しています。
　今後、FTTは2014年1月1日に発効す
る予定であり、投資ビークル（すなわち
UCITSとオルタナティブ投資ファンド）を
含む金融機関同士の金融取引が課税対象
となります。その税率は、デリバティブ契
約が一律0.01％、特に金融商品の売買、
償還、交換、買い戻し契約を含むその他
のすべての金融取引が0.1％ですが、証券
発行市場（すなわち募集）は適用除外とな
ります。
　また、この草案では「発行」と「設立」
のいずれかの原則によってFTTが課税され
ます。「発行」原則では、金融機関はその
本拠がどこであろうと、「FTTゾーン」を構
成する11ヵ国のいずれかに本拠を置く事
業体が発行した金融商品を含む取引に携
わった場合には、FTTが課税されることに
なります。
　これに対して「設立」原則では、FTTゾー
ンで設立された金融機関が課税されます。
この草案では、金融機関は、参加加盟国
のいずれかの居住者であるカウンターパー
ティと取引するたびに、FTTゾーンで設立
されたと見なされます。「発行」と「設立」
の原則が実施されるということは、すなわ
ち、FTTゾーン以外に本拠を置く金融機
関にもFTTが影響を及ぼすことを意味しま

す。こうしたFTTの域外適用的な効力に関
しては、英国政府が反発し、このFTT規
則案の一部の側面に関して法的に異議を
申し立てることになりました。
　なおFTTは、金融商品の売買や譲渡、
デリバティブ契約の締結など、広範な金
融取引をカバーするように策定されており、
マーケットメーカーや仲介業者に対する適
用除外規定はありません。これは、代理人
ではなくプリンシパルとして業務を行う仲
介業者が1つの取引に複数介在する場合、
FTTが二重三重に課税される可能性がある
ことを意味しています。
　欧州投信投資顧問業協会（EFAMA）で
は、FTTが2011年初めに適用されていれ
ば、その影響は130億ユーロに達していた
と試算しています。その内訳は、投資家
がUCITSの株式やユニットの償還に40億
ユーロを支払い、UCITSの運用会社の証
券売買に90億ユーロが課税されていたは
ずだというものです。
　EFAMAの調査を考慮すれば、投資ファ
ンドに対する二重課税のリスクを少なく見
積もるべきではありません。発生し得る税
金債務を最小限に抑えるため、運用会社
はFTTが及ぼす影響についての評価を開
始し、代替戦略の有無に注意を払っていく
べきです。
　欧州委員会は引き続き2014年1月1日よ
りFTTを発効させる予定です。ただし、公
式な発表はまだありませんが、このスケ
ジュールは様々な理由から、先送りを余儀
なくされることが予想されます。FTTの導
入前に現行案が大幅に変更されることも見
込まれます。
　FTTは多くのファンドに非常に大きなマ
イナスの影響を及ぼしかねません。現行案
が採択される前に、より緩やかな内容へ見
直されることが望まれます。

運用会社は自ら運用するファンドが
FATCAのどのステータスに該当するか
を明確にし、IRSへの登録を済ませ、
2014年1月1日からFATCAを遵守しな
ければなりません。残された時間は少
ないのです。
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EU源泉徴収税の還付請求
フォクス銀行の訴訟（訴訟番号E-1/04）以
降、EU加盟国および欧州経済領域（EEA）
参加国がその配当所得から源泉税を徴収し
た投資ファンドは、それが資本移動の自由
を認めるEUおよびEEA関連法に違反して
いることを理由に、しかるべき税務当局に
対してその源泉税の還付請求を行えるよう
になりました。また、欧州連合司法裁判所
（CJEU）が2009年にアバディーン訴訟（C-
303/07）に下した判決は、すべてのファン
ドがUCITSか否かを問わず、投資を行った
EU加盟国で不当に徴収された源泉税の還
付を求める確固たる論拠となっています。
　フィンランド、ポーランド、ノルウェイを
はじめとする一部の加盟国は、EUの見解
には従わず、しばらく前から還付を行って
います。2013年にはそれを受けて、フラン
ス、スペインなど一部の主要国も還付を開
始しました。一方、ベルギー、ドイツ、ス
ウェーデンをはじめとする他の国に対して
も、それに倣うように圧力が強まっています。
　さらにCJEUは、2012年5月に結審した
サンタンデール訴訟（C-338/11）において、
フランスが外国投資ファンドに支払われた
配当に課した源泉税が、EU法に反すると
認定しました。なお、この訴訟が大変重要
な意味を持つのは、原告の2社が米国の
ファンドであり、CJEUがEU域外のファン
ドからこうした請求を認めるように求めら
れたのは、これが初めてだったためです。
第三国の還付請求に対して下されたこの判
決の影響は、非常に広範囲に及ぶ可能性
があります。
　運用会社の経営陣は、還付を受ければ
ファンドのユニット保有者すべての投資リ
ターンを増やす機会が生まれることに加え
て、このトピックの当事者の力関係を考慮
に入れ、自社が取るべき選択肢を慎重に
評価すべきでしょう。実際、ファンドの還
付請求権を保全するためには、保護請求
を申し立てなければなりません。取締役会

はこうした点に関して下された決定を記録
し、しかるべき法域における今後の展開を
注意深く見守っていく必要があります。

AIFMDの導入がVATに及ぼす影響
欧州理事会指令2006/112/EC第135条
（1）（g）によれば、加盟国が定義した特
別投資ファンドの運用は付加価値税（VAT）
の適用を除外されます。したがって、規制
当局の監督対象となるUCITSなどのファン
ドでは、多くの場合、その運用サービス
がVATの適用除外となる恩恵を受けます。
しかし、オルタナティブ投資ファンドにつ
いては、その法的根拠があまり明確では
ありません。前述の指令が加盟各国の国
内VAT法に組み入れられるに当たり、オル
タナティブファンドは含まれず、したがって
VATの適用除外規定の恩恵を受けられな
いはずです。
　AIFMDが様々な加盟国で導入されるこ
とを考慮すれば、国内VAT法が変わると、
オルタナティブファンドに適用されるVAT
関連の規則にも影響があるか否かについ
て、確認しておくべきでしょう。VATの適
用除外規定をオルタナティブファンドに拡
大することは、VATの還付請求権に影響
を及ぼすはずです。
　ファンドは課税対象者と見なされるため、
ファンドの設立国以外で設立された業者か
ら受けるサービスに対し、VATを支払う責
任を負います。こうしたサービスにかかる
VATの標準税率は、ファンドの設立国に
よって15％（ルクセンブルグ）から27％（ハ
ンガリー）までの違いが出てきます。その
ため、新規ファンドを設立するのに最適な
場所を選ぶに当たり、VATについても考慮
することが非常に重要であると言えます。

税務報告
税法の厳格化を受け、欧州の多くの国で
は現在、自国の税制の全般的な改革に乗
り出しています。各国がAIFMDのガイドラ

インを国内法へ組み入れる動きは、今では
オルタナティブ投資ビークルを通常の課税
スキームに含めたことにより、資産運用業
界の展望を大幅に変えました。こうした動
きは機会と課題を同時にもたらしています。
各国の立法機関は、それぞれの税法に従っ
てオルタナティブ投資商品をどう定義する
かに関し、様々に異なる見解を示す可能
性があります。
　また、課税対象となる投資ビークルの範
囲が拡大したことから、彼らに課される規
制も複雑さを増しました。そうした規制を
遵守しなければ、不利益な一時課税につ
ながる可能性もあり、運用する商品が投
資家を惹き付ける魅力が低下することによ
り、運用会社にとって不必要な追加コス
トをもたらします。そのため、経営陣はも
はや税の問題を業務上に限ったものと考え
るべきではありません。代わりに、世界的
な規制動向を考慮に入れ、事業全般にわ
たる業務上・戦略上の選択肢を検討しな
がら、税務コンプライアンスの世界戦略を
持ってそうした税の問題に取り組む必要が
あります。
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情報交換／EU貯蓄課税指令
課税分野の行政協力に関する欧州指令
（2011/16/EU）は、2013年1月1日までに
各国の国内法に取り込まれることになって
いました。ただし、自動的な情報交換の
義務付けについては、2015年1月1日以降
に施行される国内法に取り込まれる予定
です。
　情報交換に関しては、EU委員会が
2008年10月31日に発表した草案から予

測されるような、EU貯蓄課税指令の適用
範囲を拡大する可能性について、あらゆる
議論を先送りしてEU協定のなかで交渉す
るよう、ルクセンブルグとオーストリアの政
府がEUに対して求めています。なお、先
送りの目処は、スイス、リヒテンシュタイン、
モナコ、アンドラ、サンマリノから、自動
的な情報交換への参加合意が得られるま
でとしています。

欧州委員会は引き続き2014年1月1日よ
りFTTを発効させる予定です。ただし、
公式な発表はまだありませんが、このス
ケジュールは様々な理由から、先送り
を余儀なくされることが予想されます。
FTTの導入前に現行案が大幅に変更さ
れることも見込まれます。
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米州
課税強化の動きが増加

主な立法イニシアチブが抱えている難題
は、税法の多くの領域における現状を示し
ています。つまり、投資家に対する規制に
全面的な改革をもたらし得る法案が提出さ
れている、という現状です。それに加えて、
法律の制定に関連する骨の折れるプロセ
スや、施行ガイダンスを提供する規則策定
機関への依存度の高まりが足かせとなって
います。その結果、制定や施行の遅れが
生じて時間が浪費されたり、場合によって
は法案が早期に取り消されるといった状況
が発生しています。投資家が自らの置かれ
ている状況を理解できないのも無理はあり
ません。
　こうした不透明感がなかなか解消されな
いにもかかわらず、資産運用会社は、こ
れまでに実施され、ますます増加する傾
向にある課税強化イニシアチブに対応すべ
く、準備を整える必要があります。それと
並行して、連邦、州、地方議会が引き続
き制定する見込みである課税強化イニシア
チブ（その実施はそれぞれIRS、州および
地方の税務当局に委ねられます）にも対応
しなければなりません。運用会社が不確
実な将来に備える必要があることの一例が
FATCAであり、最近公表されたその一般
ガイダンスの最新版は600ページ近くに及

びます。FATCAが私たちのクライアントに
どのような影響を及ぼすかについては、見
極めるのに時間がかかるでしょう。例えば、
FATCAが及ぼす国境を越えた影響を考慮
すると、世界的な課税強化という目的に
沿った政府間協定を機能させるのに、ど
れだけの時間を要するかは誰にもわかりま
せん。
　その複雑さに加えて、導入に絡んだ問題
が最新のガイダンスでも解決されていない
ことから、IRSはFATCAに対して、今後数
年間にわたる段階的な施行の適用を検討
するかもしれません。このように様々な不
確定要素があるものの、KPMGのメンバー
ファームではクライアントに対し、あたか
もFATCAの主要部分が現行スケジュール
に沿って段階的に施行されるかのように、
準備を進めるようアドバイスしています。そ
うすることによってのみ、クライアントは何
が起こっても、FATCAに対応する万全な
準備を整えることができるのです。
　不確実性にあふれた状況にあって、投
資家、そしてその税務アドバイザーは、い
かなる問題に関しても対処方法を決定する
前に、その問題を広範かつ長期的な視点
から検討しなければなりません。複数の選
択肢について慎重な分析を行うことを、運

用会社はこれまで以上に柔軟に受け入れる
必要があります。
　運用会社は同時に、自社の税務スペシャ
リストが同じような柔軟性を持ち、他の専
門家と緊密に連絡を取ることを期待しなけ
ればなりません。他の専門家は道を閉ざす
こともあれば、開いてくれることもありま
す。このレベルの認識が、金融市場を律し、
証券法や会社法の定義によって決まる米
国連邦税規則の多くを評価するに当たり、
ますます重要になってきています。
　法律の制定や施行の度重なる遅れや、
なかなか解消されない不透明感を特徴とす
る現状では、誰もが短期的に発生するコス
トの先に目を向け、どうやって長期的な利
益を得るかに注目しなければなりません。

不確実性にあふれた状況にあって、投
資家、そしてその税務アドバイザーは、
いかなる問題に関しても対処方法を決
定する前に、その問題を広範かつ長期
的な視点から検討しなければなりませ
ん。複数の選択肢について慎重な分析
を行うことを、運用会社はこれまで以
上に柔軟に受け入れる必要があります。
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香港
香港税務局（HK IRD）では、過去の業界
慣行を容認して受け入れてきましたが、そ
れによって幾つかのケースでは、一部のファ
ンドが業務手続きを一貫性なく適用する結
果となっています。また、HK IRDは2012
年からファンドセクターを対象とし、多くの
オフショアファンドの運営が規制を遵守し
ているか否かについて、監査を行っている
最中です。この監査は35社前後の未公開
株ファンドやヘッジファンドを対象としてお
り、その中心人物が香港をベースとするファ
ンドに特に重点を置いていると言われて
います。監査の主なポイントは以下の通
りです。
• 移転価格、また、標準的な原価基準法
の取決めがサポートされ得るか

• オフショア運用会社に対する課税
• 香港で直接の課税対象となるファンド
• 成功報酬の取決めに対する税制措置

HK IRDは、報酬に関する取決めのレ
ビューや、雇用主申告書で報告されている
従業員報酬との照合をはじめ、ファンド構
造のあらゆる側面について質問するなど、
非常にプロアクティブな姿勢で監査に臨ん
でいるようです。その結果、あるファンド
については、過去6年間の課税見解の幾
つかを調整することになり、また、あるファ
ンドでは、業界基準とは大きく異なる報酬
の取決めにつながる決定とともに、罰金が
課されています。
　さらに、運用報酬の配分方法が精査さ
れています。例えば、香港を本拠とする投
資アドバイザーの報酬については、もはや
単純な原価加算方式（5 ～10％）に基づ
く配分が認められず、代わりに、香港で行っ
た機能と他の拠点との相対比較を反映し
なければなりません。

すでに手続きが済んでいる場合には、HK 
IRDはその運用会社が直接の課税対象で
はないことを容認し、代わりに香港に配分
される運用報酬を多くする場合もあります。
なお、HK IRDはオフショア運用会社の価
値を認める一方で、その営業実態の証明
となるものを求めています。注目すべきは、
HK IRDがファンドを追求しているのではな
く、投資から得られる収入に課税しようと
している点であり、成功報酬の取決めに関
する質問はそうした監査の一環です。

シンガポール
シンガポール政府は資産運用業界の発展
を促す目的で長年にわたり、資産運用会
社やファンドがシンガポールをベースとする
よう、様々な税制優遇策や誘致策を導入・
実施してきました。これらの政策が、世界
のトップクラスの都市のなかでも最高水準
のインフラを備えているほか、政治的に安
定し、広範な租税条約ネットワークを持っ
ていることと相まって、シンガポールはア
ジアをリードする資産運用ハブの1つとなる
ことを目指し、大きく前進することができ
ました。
　過去2年間には、指定投資リストの簡素
化や、特定収入リストの除外リストへの差
替えを含む、課税規則の様々な強化や自
由化が行われました。こうした変更は、ファ
ンドが利用できる税制優遇制度の妥当性
や魅力を維持しただけでなく、シンガポー
ルの資産運用業界をさらに活性化させまし
た。その結果、シンガポールにオフィスを
置くことを計画したり、この地域に投資す
る目的で海外資金が集まるハブとしてシン
ガポールを活用し、ファンドビークルを設
立するなど、運用会社の関心が高まってい
る点が注目されます。

オーストラリア
オーストラリア政府は2013年4月、投資
顧問制度（IMR）に関する法律の公開草案
を発表しました。この草案は全般的に、様々
なロビー団体が提案した、外国ファンドに
よる投資にプラスの影響を及ぼす多くの変
更を考慮しています。オーストラリアで所
得税の免除を受けるには、外国ファンドは
引き続き幅広く保有されている必要があり
ますが、そうした試みが外国ファンドに及
ぼす影響を、今後は追跡・確認することが
できます。
　さらに、この新たなIMR法案は、オース
トラリアが情報交換協定を結んでいる国の
居住者であるファンドの保護規定も定めて
います。ただし、情報交換協定を結んでい
ない国のファンドは、残念ながらそうした
恩恵を受けられません。また、IMR2から
生じた多くのテクニカルな問題は是正され、
（不動産持分は例外として）概してオースト
ラリアの課税対象とならないよう、適用除
外規定が大幅に拡大されています。一方、
草案は残念ながら、外国ファンドを対象と
した相当な数の年次報告要件を定めていま
す。オーストラリア税務局に提供すべき情
報の詳細はまだ決定していませんが、実際
問題として求められる情報を準備するのが
あまりにも煩雑となり、外国ファンドが適
用除外を受けられない結果につながること
を、私たちは非常に懸念しています。

アジア太平洋
地域や世界的な動きの気配を感じて
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09
年金

欧州
変化の波

年金業界では世界的に大幅な規制改革が進んでいます。英国、オランダ、南アフ
リカ、オーストラリアなどの特定の地域で見られる明らかな動きが、世界の年金市
場に大きな影響を与えそうです。

欧州全域の年金改革と、地域、国レベルの両方の規制改革が相まって、世界の
年金業界の形を変えつつあります。その影響は世界中で実感されつつあり、世界
の年金市場は今後も引き続き、その影響を受けることでしょう。その結果、資産
運用会社やファンド管理会社は明確な課題を突きつけられましたが、一方ではチャ
ンスも生まれています。短期的にも長期的にも、世界の様々な動きがどのように進
展していくのかを目の当たりにするのは、間違いなく興味深いことでしょう。

欧州の年金業界もまた、欧州全域の年金
版ソルベンシーⅡ制度案など、保険業界に
端を発した規制改革に取り組んでいます。
EMA全域を見渡しても重要なこの改革の
動きは、欧州全域の年金版ソルベンシーⅡ
制度の計画に基づいています。改革の行方
がどうなるかはまだ見通しがつきませんが、
欧州域内や域外の年金ファンドに少なから
ぬ影響を及ぼす可能性があります。
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QISの結果は驚くに値しませんでした。
参加7ヵ国中5ヵ国が、金融資産と負債
の比較も、包括的バランスシートの観
点でも、全般的に大幅な積み立て不足
となったのです。

年金版ソルベンシーⅡはまだ道半ば...
2012年の本レポートでは、欧州委員会
と欧州保険年金監督機構（EIOPA）が、
各国の職域年金制度を対象とした欧州
全域のソルベンシーⅡ制度の策定を計画
していると報告しました。EIOPAはその
後、各国の年金規制当局と協力して、こ
のソルベンシーⅡ制度の原案に関する定
量的影響度調査（QIS）を実施しました。
これには、年金基金のスポンサーである
母体企業からの支援を、金融資産ととも
に時価評価して包括的バランスシートに
計上するため、母体企業のコベナンツを
評価するという初の試みが含まれました。
　EIOPAはこのQISの暫定的な結果を、
その解釈についての幾つかの警告を付
けて発表しました。EIOPAは第1に、母
体企業のコベナンツを合理的に評価する
にはさらなる定義付けが必要であり、こ
のトピックについては改めて市中協議を
行う予定であると認めています。第2に、
技術的仕様書の幾つかの側面がまだ十
分明確になっておらず、QISに参加した
異なる国の年金スキームが異なる解釈を
行ったことも認めています。
　それでもやはり、QISの結果は驚くに
値しませんでした。参加7ヵ国中5ヵ国
が、金融資産と負債の比較（リスクフリー

レートを用いた評価にリスクマージンを
加味）も、包括的バランスシート（母体
企業のコベナンツ評価を含めた資産と、
ソルベンシー資本要件を含むソルベン
シーⅡ負債のすべての比較）の観点でも、
全般的に大幅な積み立て不足となったの
です。（2番目以下に大差をつけて）積み
立て不足が最も大きくなったのはアイル
ランドであり、英国がそれに続きました。
その理由の1つには、これらの国の年金
スキームではリスク資産のウェイトが大き
く、それによってソルベンシー資本要件
が高くなったことがあります。

次はどこか？
EIOPAはまた、母体企業の支援やその
他の面でもさらなる作業が必要だとして
おり、欧州委員会もそれを認識していま
す。委員会は2013年5月23日付けの文
書で、今年は欧州の年金基金のガバナン
ス、透明性や、報告の改善に向けた提
案を行うと表明しましたが、ソルベンシー
に関する提案については、より多くのデー
タが揃ってから再検討すると述べるにと
どめました。

個人年金商品のEU単一市場？
ソルベンシーⅡの動きと並行して2012年
7月、欧州委員会はEIOPAに対し、個人
年金の単一市場を創設するのに必要な、
健全性規制および消費者保護策に関し
て、技術的な助言を提供するように要請
しました。

この助言を提供する最初のステップとし
て、EIOPAは2013年5月14日、個人年
金商品のEU単一市場の可能性に関する
討議論文を発表しました。この論文の目
標は、個人年金の広範な課題に対する
関係者の意見を集め、彼らを創設プロ
ジェクトの初期段階から関与させること
にあります。なお、論文では、個人年金
に関する以下の3つの主な側面に焦点を
当てています。
1.  個人年金の定義
2.  クロスボーダーの枠組み（国によって

異なる制度に代えて、欧州単一システ
ムを創設するパスポート制度やいわ
ゆる第2の（または28番目の）制度）

3.  情報開示や販売慣行を含む消費者の
保護

次のステップ
この論文に対する意見の募集期間は
2013年8月16日までとなっています。そ
の後、EIOPAは関係者の意見の分析を
終え次第、課題と選択肢を盛り込んだ
報告書を作成し、2014年初めに欧州委
員会へ提出することとなっています。委
員会はそれを踏まえて、EIOPAの報告書
に対する詳細な意見募集を行う予定であ
り、募集期限は2015年となる予定です。

欧州全域における動き
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英国の年金
様々な困難が同時に存在する環境

英国の年金業界では数々の重要な動きがあり、それが世界の資産運用業界全体
にかなりの波及効果をもたらしそうです。こうした規制推進の主なドライバーが、
英国や欧州市場を少額多売アプローチへと移行させ、年金スキームへの資金流入
や、システム、統制、リスク評価などの面で、海外の資産運用会社にも確実に影
響を及ぼすでしょう。

1. 確定給付型年金（DB）制度 ― ファン
ディング
英国の年金監督局（PR）は2013年5月、
2度目となるファンディング年次報告書を
発表し、年金制度のファンディングの議論
に係る受託者や雇用主にガイダンスを示し
ました。報告書では、3年に1度の評価を
今年実施した年金スキームに関して、それ
らを取り巻く市場環境が、3年前に前回評
価を行ったときより厳しくなっていると認識
しています。
　また、まだ施行に至っていませんが、雇
用年金省が行う市中協議を経て定められる
新法のなかで与えられる目標に、PRはす
でに目を向けています。この新たな目標は
最近公表された年金法案の草案に盛り込
まれており、現段階ではPRは、ファンディ
ング評価が「雇用主の持続的な成長に及
ぼすマイナスの影響を最小限に抑える」こ
ととされています。PRはそれを踏まえて、
年金スキームの加入者と年金保護基金を守
るという従来目標と、雇用主が自社のス
キームにさらに資金を拠出するよう求める、
足元で続いている圧力を緩和するという新
たな目標との間で、ある程度のバランスを
取るようにする方針です。
　そのため、PRは最新文書のなかで、特
に必要に応じたリカバリープランの延長な

ど、英国の年金制度の柔軟性を強調して
います。また、受託者がファンディングプ
ランと同時に、雇用主のコベナンツや投資
戦略を評価することが重要だというメッセー
ジを、これまで以上に強く訴えています。
　雇用主に迫り来るこのファンディング問
題に対する反応としてますます増えている
のは、ほとんどが資産担保のある資金調
達ビークルを通して、偶発資産をスキーム
に利用するというアプローチです。これは、
雇用主の喫緊の資金ニーズを減らす一方
で、受託者のために企業年金財政の安定
性を高め、入念に準備すれば節税効果が
ある方法で実施できます。そのため、英国
KPMGでは、これがクライアントにとって
実りの多い革新的なアプローチだと考えて
います。

2. 国民年金制度の改革
英国政府は今年、関連法の制定を通した
国民年金制度の大幅な改革を進めている
ことから、多くのDBスキームにかなりの
波及効果があると思われます。かいつまん
で言えば、基礎年金は約33％増加し、国
家第二年金は2016年4月に廃止されます。
国民年金の支給開始年齢は2020年まで
に66歳、2028年までに67歳へ引き上げ
られます。

マスマーケット向けの年金提供に重点
を置けば、年金スキームの新規加入者
が著しく増え、スキームに多額の資金
が流れ込むことになります。そうした状
況に対処するため、スキーム提供者と
資産運用会社は相当量の業務をこなす
必要が出てくるでしょう。
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まだ新規加入者を受け入れているか、少な
くとも既存加入者に発生給付を支給してい
る民間のDBスキーム（全体の数が減少し
つつあります）の大半が、すでに国家第二
年金に統合されています。したがってそれ
が廃止されるということは、雇用主にとっ
ては、追加費用が発生しないのであれば、
自社スキームの設計を見直さなければなら
ないことを意味します。その結果、おそら
くこうしたスキームのほとんどが廃止され、
雇用主は確定拠出型年金制度へ駆け込む
ことになりそうです。

自動加入および確定拠出型年金（DC）制度
2013年より自動加入制度が開始されまし
た。企業の従業員全員が適格年金スキー
ムに強制加入となります。この制度が導入
されているのは、現時点では大規模雇用
主のみですが、中小雇用主への「段階的な
導入」も今後数年間かけて徐々に実施され
る予定です。
　ほとんどの雇用主は、こうした新規加入
者向けにはDC制度を利用しています。特
に政府系の国家雇用貯蓄信託（NEST）ス
キームでは、送られてきた自動加入者を、
その拠出金がどんなに少なくても引き受け
る義務を負っています。こうして登場したマ
スマーケットの要求を満たすため、他にも
新たなマスタートラスト制度が設置されま
した。
　これらのスキームのデフォルト投資戦略
は様々です。ちなみにNESTでは、ターゲッ
トデート・ファンド（特定の日付を目標とし
てポートフォリオを組み替えていく投資信
託）方式を選んでいます。ライフスタイル
に合わせた方式を採用しているスキームも
あります。
　PRはこれらの動きと並行して、一連の
詳細な新原則を発表したり、DC制度の受
託者を対象とした新規範を提案するなど、

多忙を極めています。PRは中小規模のス
キームについて、大規模スキームに比べて
ガバナンスや経費面で効率的にはなり得な
いと考えており、したがってその長期的な
展望は見えないと幾度となく言及してきま
した。こうした状況により、おそらくマスター
トラストや他の大規模スキーム提供者の台
頭が続くことでしょう。
　自動加入制度からどの程度のニューマ
ネーが見込めるのかはまだわかりません。
それでも、一部の大規模雇用主が報告し
た加入率が、有資格従業員の75％以上と
いう比較的高い数値となるなど、滑り出し
は順調です。ただし、ほとんどの場合、拠
出金が法定最低水準（従業員の収入の8％
まで漸増していく）のささやかな金額であ
ることを忘れてはなりません。なお、こう
したことから、個人が退職後の貯蓄水準
の評価に自ら責任を負う必要性が、さらに
強く訴えられるようになるでしょう。
　以上のように、マスマーケット向けの年
金提供に重点を置けば、年金スキームの
新規加入者が著しく増え、スキームに多額
の資金が流れ込むことになります。そうし
た状況に対処するため、スキーム提供者と
資産運用会社は相当量の業務をこなす必
要が出てくるでしょう。加えて、運用会社
と年金管理会社はどちらも、適切なプラッ
トフォームや、ITインフラ、フロントエンド
／バックエンドシステムを整備しなければな
りません。なお、マスマーケットに重点を
置くことで、今までとは比べ物にならない
ほど幅広い投資家層に対し、年金市場の
門戸が開かれつつあると言えます。しかし
ながら、そのような新規加入者のリスク選
好度はどの程度低く、また、個人貯蓄額
はどの程度控えめなのでしょうか？
　さらに、運用会社と管理会社の双方に
とっては、自社システムがDCスキームの新
規加入者からの需要増に対応できる、拡

張性と柔軟性を備えていることが重要にな
ります。広範な投資ソリューションにアク
セスできるとともに、加入者が求める大量
の投資戦略の変更を、業務上、正確かつ
タイムリーに管理できるシステムが求めら
れるでしょう。加入者が自身のスキームを
オンライン管理できる場合には、有効な技
術的予防措置やセキュリティ監視ツールの
併用により、そうした機能がサイバー攻撃
の脅威や秘密保持の違反から十分守られ
ていることが最も重要となります。
　一方、効果的なガバナンスや、第三者で
ある運用会社や管理会社への外部委託の
有効な監督を、年金スキームが実践できる
だろうという規制当局の期待が高まってい
ます。実際に、最近の規制の重点領域には、
例えば運用会社の自動取引システムが相
当規模の機能停止になるなどして、加入者
が不利益を被らないようにする目的で、第
三者のITレジリアンスを確認することが含
まれます。
　もう1つの重点領域は引き続き、第三者
が処理する加入者データの堅ろう性とその
秘密保持プロセスです。最近の規制当局
の関心を踏まえると、管理会社が年に1度
提出する、ISAE3402に基づく統制活動
の保証報告書を根拠とすることに加えて、
第三者との相互連絡の頻度を高めたり、
契約を強化することが期待されているよう
です。
　なお、アイルランドでも同様の年金制度
が推奨されています。2013年4月、アイル
ランド政府に委託されてOECDが実施した
年金制度のレビューでは、加入率を向上さ
せるべく、自動加入または強制年金制度の
導入が提言されました。これらの選択肢は
現在検討中であり、導入されることになれ
ば、英国とアイルランドの年金市場の類似
性がさらに高まることでしょう。
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3. リスクの軽減と将来の投資戦略
リスクの軽減は多くの年金スキームが上位
に挙げている課題です。これは、規制当
局が受託者に対して、健全性規制に従うよ
う継続的に圧力をかけているほか、雇用主
のなかにはリスクを排除して、最終的には
DB債務から抜け出したいと考える向きが
あるためです。
　ここ数年、年金制度から保険セクター
に移転されたリスクは、年金制度の合計資
産約1兆1,000億ポンドのうち年間40億ポ
ンド程度と、かなり少なくなっています。こ
の金額が増加する可能性はありますが、そ
れでも年金市場全体からすればごく小さな
割合にとどまります。したがってリスク軽
減の重点領域は、年金スキームの投資戦
略のなかにあると言えます。
　なお、英国のDBスキームにおける最新
の資産配分比率を見ると、株式投資離れ
のトレンドが続いていることがわかります。
タワーズワトソンの「グローバル年金資産
調査」12によれば、株式への配分は2012
年末には45％となり、この5年間で10％
以上減少しています。

また、KPMGの最新の調査13は、LDIベー
スの運用資産が引き続き伸びていること
を示しています。支給保証している年金負
債とのマッチング度合いに応じて多種多様
なLDIアプローチがあり、そのすべてを網
羅してはいませんが、強制加入資産のうち
3,000億ポンド以上が今やLDIベースで投
資されています。
　一方、ガバナンスの観点から、バックオ
フィス機能のどこにリスクがあるかという点
に、受託者が高い関心を寄せるようになっ
ています。そのため、実例をもってこれを
示すことへの圧力が高まるでしょう。

複数の規制当局
英国の年金はまた、監督当局の変更にも
左右されます。監督当局は健全性規制機
構、FCA、およびPRに分かれており、混
乱が起きやすいことから、年金業界を対象
とする単一の監督当局を求める声が上がっ
ています。

12.   「グローバル年金資産調査」（タワーズワトソン、2013年1月）
13.   「2012年LDI Survey ―Exploring the Evolution of the LDI Market 」

（英国KPMG、2012年4月）
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アイルランドは英国と同様の問題を抱え
ている
アイルランドの職域年金スキームは、英
国と同様に税額控除対象のユニットトラ
ストとして設立され、本質的にDBかDC
のいずれかとなります。実際には、新設
されるスキームはすべてDCであり、一方
ではDBスキームの半数以上が、終了や、
給付額確定率の引き下げ、負債管理、
解散のいずれかによって縮小しつつあり
ます。
　また、かつては過激あるいは極端と見
なされた積立不足の削減措置が、今では
最大規模の年金基金や雇用主の間でさ
え、ますます一般的になってきています。
なお、DBスキームでは事前積立を行って
いますが、過半数（約80％14）が国の「最
低積立基準」に照らせば積立不足に陥っ
ています。
　積立不足のすべてのスキームが取締役
会にファンディング案（積立不足の削減
計画）を提出する期限が2013年6月30
日に迫っていますが、これらの案のほと
んどに、受託者やその他の利害関係者
と協議した解決策が含まれると見られま
す。ファンディング案では通常、拠出金
の増加や、給付額の削減／見直し、投
資戦略の変更のうち、いずれか1つまた
は複数を組み合わせることが求められま
す。こうした要件には、年金スキームに
一息つく時間を与えるため、数年間の空
白期間が設けられてきました。これは、
スキームのほとんどが景気後退局面で膨
らむ積立不足に悩まされたためであり、
そうした空白期間を経て6月30日の提出
期限を迎えます。
　投資戦略面では、ファンディング案を
提出する受託者と雇用主は、退職済み
の加入者に対する債務（ほとんどの基金
で負債総額に占める割合が増えていま
す）と保有債券をマッチングさせるように
求められます。なお、国の積立基準は、
特定の債券を投資戦略に含めるに当た
り、「リスク対応引当金」の要件を緩和し、
引当金を減免することを認めています。
そのため、年金スキームは今では、特定
の社債や欧州の政府系機関の保証があ
る債券（IMF、各国の中央銀行や、欧州
投資銀行による発行など）を活用し、リ
スク対応引当金を軽減できるようになっ

ています。
　ちなみに、これまでこの目的に活用
できたのは、EU加盟国のソブリン債と
キャッシュのみでした。
　アイルランドの年金スキームの投資戦
略は、こうした状況から必然的に、ます
ます負債に焦点を置く持続的なものに
なってきており、国内最大規模の年金基
金の多くはそれを受け、日々の意思決定
を外部委託するためのフィデュシャリー
マネジメント（FM）を導入しつつあります。
　なお、英国とは異なり、アイルランド
にはこれまでのところ、「雇用主の年金
負債」を定めた法律は存在しません。こ
れは理論上では、雇用主が積立不足の
DBスキームを解散させ、その負債から「逃
れる」ことができるという意味です。ただ
し、実際にスキームを解散させる場合に
は、雇用主は受託者やその他の利害関
係者と協議し、何らかの合意を得るのが
一般的です。
　また、欧州司法裁判所は最近、アイ
ルランドのウォーターフォードクリスタル
訴訟の判決のなかで、同社が「二重破
綻」（企業の破綻と年金スキームの破綻）
した際に、国が年金加入者を適切に保護
しなかったと認定しました。それに伴っ
て多くの業界関係者の間では、その波
及効果が広範囲に及ぶ可能性について
憶測が飛び交いました。考えられる波及
効果としては、（近く差戻し審を行う）ア
イルランド高等裁判所が従業員側に有利
な判決を下せば、年金保証に関する取決
めや、少なくてもそ1歩を踏み出すことを
受け入れるように求める、政府に対する
圧力の高まりが挙げられます。
　雇用主が破綻したスキームと支払能力
があるスキームの双方の加入者保護に一
定の整合性を持たせるべく、破綻した雇
用主向けの政府保証基金や加入者の保
護メカニズムを導入するためには、年金
法セクション50（積立不足のスキームに
よる給付減額に備えています）の改正を
はじめ、幅広い法制の変更を引き起こす
可能性があります。
　さらに劇的なのは、抜け穴やモラルハ
ザードのリスクを排除すべく、アイルラン
ドのスキームを英国のスキームと同じよ
うな法制基盤に置き、協議の上での責
任逃れや和解を反故にしてしまうと、政

府が保護メカニズムを導入する際にそれ
が合図となって、雇用主関連の法制に基
づく何らかの形の負債の波が押し寄せて
きそうな点でしょう。

受給権のカット...
オランダにおける大きな議論や論争のト
ピックは、年金基金が国の厳格なソルベ
ンシー要件を遵守できず、加入者の受給
権をカットしてしまうという動きです。こ
れは、基金の運用実績の不振によるも
のではなく、オランダの強固な規制、ソ
ルベンシーの枠組みや、低金利が直接
招いた結果と言えます。
　オランダのソルベンシー要件の測定方
法は、国内年金基金向けの「財務評価フ
レームワーク」に記載の通り、概してソル
ベンシーⅡに類似したものであり、特定
の負債と金利の計算方法も記されていま
す。その規制では、基金は負債の105％
以上の資産を保有しなければならないと
定めており、資産がそれを下回る場合に
は以下の措置を取ることにより、支払能
力をどのように改善できるかを示さなけ
ればなりません。
• 保険料を引き上げる。
• インフレ調整を行わない。

これらの措置がいずれも機能しない場合
には、基金は負債を圧縮しなければなら
ず、そうするための唯一の方法が受給権
のカットとなっています。
　オランダの年金基金の約3分の1、す
なわち約100基金がこれらの措置を講じ
なければならなかったと推定されます。
ただしその後、規制当局が金利の計算
方法を変更し、それをベースにすると現
時点では20 ～ 30の基金が適用対象に
なっていると見られ、そのなかには業界
で名の知れた大規模基金も多く含まれて
います15。
　なお、EUのソルベンシーⅡ規制に関
しては、オランダは現在、DC制度に限っ
て企業年金指令を導入しており、DB制
度への導入はまだ地方議会レベルで審
議中です。

アイルランドとオランダにおける年金の主な動き ― 欧州の他の国々も追随するのか？

14.   KPMGによる分析（2012年）
15.   KPMGによる分析（2012年）
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フィデュシャリーマネジメントでは、投資
の意思決定に関する責任を受託者がFM
会社に委託します。FMを活用する論拠
は、投資の意思決定が明確な説明責任
の下で、より迅速に下され、実行される
のを促しながら、受託者が自身の時間を
より有効に使えるようになる点にありま
す。このコンセプトはまずオランダと米
国で受け入れられ、近ごろはやや異なる
構造で英国でも普及しています。
　英国ではFM会社は、投資コンサルティ
ングと資産管理サービスの両方を含む、
様々な業務の責任を負うことができます。
カバーできるのは、長期的な投資計画
の策定や、戦略的・戦術的な資産配分、
成長およびマッチングポートフォリオの構
築、運用会社の選択、管理などです。
　残念ながら、どのサービスがFMを構
成するかについては、業界内でも今なお
混乱があります。英国KPMGでは、受託
者がFM会社のアドバイスに基づき、戦
略的な資産配分や、リスク選好度、リ
ターンの目標を設定する一方で、年金ス
キームの全資産を対象とした資産配分の
決定や運用会社の選択をFM会社に委
託するサービスを、「全面委託型FM」と
定義しています。これは、投資コンサル
ティングと資産管理という異なる領域の
スキルが求められる、新たな組み合わせ
のサービスであることを意味します。英
国KPMGはさらに、FM会社がスキーム
の全資産に対して全面的な責任を負った
り、全資産を管理することがない委託契
約を「部分委託型FM」と定義しています。

英国FM市場の規模と構造
英国のFM市場は過去5年間、委託契約
件数と運用資産の両方で、また、委託
契約件数を全面型と部分型に分けた場
合の両方でも、わずかな基盤から着実に
成長してきました。2012年6月時点で、
英国FM市場の規模は500億ポンドを超
え、年金スキームとの委託契約は約300
件に上りました。運用資産のうち約230
億ポンド、委託契約のうち174件が全面
型であり、これは英国のDB制度セクター
全体の約2.5％（運用資産ベース）に相
当します16。
　今後を展望しても、英国の年金業界は
国内FM市場が成長し続けるものと期待
しています。FMは年金基金の問題をす
べて解決してくれる特効薬ではありませ
ん。それでも英国では、一部の年金スキー
ムや多くの受託者にとって非常に役立つ
ソリューションとなっています。
　ただし、英国KPMGでは、FM市場が
不均一で標準化されていないことを、年
金業界が意識するようになってきたと考
えています。同様に年金スキームは、FM
が自らに適合するかどうかを評価したり、
FM会社を選んだり、適切な条件と保護
条項を盛り込むべく契約条件を体系化す
る際に、独立したアドバイスが必要だと
認識するようになってきました。そうした
点については、委託契約を獲得するため
の競争が今後よりオープンになることを、
私たちは期待しています。また、市場が

立ち上がってほどなく締結された数々の
委託契約についても、これまでのところ
競争入札にさらされていませんが、すで
に3～ 5年が経過したことから、再入札
が行われるべきだと考えます。

オランダのFM ― 異なる状況
オランダでは対照的に、FMという用語
があまり良い響きを持たなくなっていま
す。その理由は、金融危機で学んだ厳
しい教訓から、オランダの監督当局が年
金基金に対する姿勢を厳格化したためで
す。そのため、かつてFMと称していたと
ころは、今ではしばしば「統合管理」と
いう用語に置き換わっています。
　オランダ国立銀行はこの問題について
非常に明快であり、健全な外部委託関
係は、曖昧さがなく明確に定義された委
託契約と、適切な統制の枠組みを基盤
とすると言及しています。つまり、基金
が統合管理会社に対して適切な抑止力
を持つことが非常に重要です。信頼だけ
では関係の健全な基盤にはなりません。
「しっかり説明して、証明してもらいたい」
と積極的に主張する必要があるのです。
したがって、より中立的な用語である「統
合運用」の方が、こうした関係を表現す
るのにより適しています17。

フィデュシャリーマネジメント（FM）

16.   「Fiduciary Management Market Survey」（英国KPMG、2012年） 
17.   「Integral asset management: More than a make-over of fiduciary 

management」（オランダKPMG、2012年）

68 | Evolving Investment Management Regulation | June 2013

© 2013 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.



債務の計算
米国政府が最近変更した会計基準は、特
に年金スキームの数理債務の算定という点
で、公的年金が採用するのが難しくなるか
もしれません。州や地方政府は数理債務
の算定に関して、以前ほどの柔軟性を持た
せなくなります。そのため、多くの年金ス
キームがこの新たな基準を遵守するための
追加情報を収集中です。一方では、年金
負債の情報開示における透明性が向上し
ます。母体企業はそれを受け、積立不足の
開示により積極的に対処せざるを得ない
かもしれません。積立不足を圧縮するため
の措置には、従業員拠出金の引き上げや、
リターンの拡大を目指した投資ポートフォリ
オの組替え、給付の見直しなどがあります。

経費率の見直し
2012年に発表された従業員退職所得保
障法408条（b）（2）項の最終規則は、年
金スキームの母体企業に経費率を見直すイ
ンセンティブを与えました。母体企業は自
社の資産クラスのリスクやパフォーマンス
を考慮し、自社が払っている手数料が高過
ぎるのではないかと問い続けています。

主な議論 ― 今後の行方は不透明
幅広い観点から年金を見ると、業界を支配
し続けている議論は以下の2つのいずれか
です。
• 大規模な企業年金スキームの間で加速
するリスク軽減の動き

• 長引く低金利環境を受けてリスク選好度
を高める取組み

幾つかの大規模な年金スキームは、給付
債務の大部分を保険会社に売却していま
す。このトレンドが続いたり、加速化する
場合に、規制当局やその影響を受ける従
業員がどう反応するかを予測するのは困難
です。

米国政府が最近変更した会計基準は、
特に年金スキームの数理債務の算定と
いう点で、公的年金を採用するのが難
しくなるかもしれません。

• 2014 ～15年に施行される政府会
計基準審議会の新規則は、州政府
年金の積立率を引き下げ、従業員
拠出金の引き上げを余儀なくしそう
です。それにより、現在の経済支
出にブレーキがかかり、多くの州で政
治的なハードルが高まりそうです18。

• ピュー研究所の調査によれば、全
米の34％の州が健全とされる積立
率の80％を下回っています19。給付
の削減、拠出金の引き上げや、より
リターンの大きな資産を求める配分
の見直しはすべて必要な改革です。
例えばロードアイランド州は、劇的
な改善を見せた改革のモデルとなっ
ています。

• 金利上昇は諸刃の剣です。割引率
の上昇は年金スキームの指標を向
上させますが、債券への資産配分
が大きいとコンベクシティはマイナ
スに、トータルリターンは低水準か
マイナスになってしまいます。債券
は、過去10年間のようなボラティ
リティの低い資産ではなくなってい
るかもしれません。

• 労働人口（1億5,500万人）の6.7％
が加入している複数雇用主型の年
金スキームは、雇用主との関係が
最も弱くなっています。年金負債は
グループが共有し、各企業のインセ
ンティブはグループと一致しません。
年金給付保証制度は法の定めによ
り、規制を遵守していない企業の
40％が80％以上の積立を行ってい
る場合のみ、スキームを支援できる
ことになっています20。

米国の年金 ― 気掛かりな統計

米州
年金業界の展望は引き続き定まっていない

米州の年金制度を取り巻く環境は、依然として予測するのが困難です。わずか1
年前に大きく立ちはだかっていた問題の多くが先送りになったり、思ったほど困難
ではないことが明らかになりました。一方では、他の課題が昨年より大きくのしか
かっており、当分の間、年金業界の今後の展望のなかで大きな位置を占め続ける
ことでしょう。

18.   “How Would GASB Proposals Affect State And Local 
Pension Reporting?”（ボストンカレッジ退職調査センター、
2012年6月）“Local Government Pensions Analysis”（フィッ
チ・レーティングス、2013年4月）

19.   “The Widening Gap Update”（PEW Center for States、
2012年6月）

20.   「US pension insurer warns of rising deficit」（ファイナンシャ
ル・タイムズ、2013年1月）
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アジア太平洋
オーストラリアの巨額な退職資産プール

香港
香港には「強制積立年金」制度が整備さ
れていますが、2013年末の統計によると、
就業人口の12％が法の定めによりいかな
る退職給付制度に加入する義務も負わ
ず、さらに4％が制度への拠出を拒否して
います。
　また、香港は2013年3月、今後の退職
年金の保護体系に関する新たな調査を行
うと発表しました。調査結果は2014年に
公表され、そのなかで国民皆年金制度に
対する考察がまとめられる予定です。

オーストラリア
オーストラリアはオランダとカナダを追い
抜き、退職基金の資産プールで日本、英
国に肉迫する世界第4位となりました。連
邦政府による退職年金制度の包括的なレ
ビューを経て、2011年以降、「Stronger 
Super（退職年金基金の強化）」改革を実
行するための法規制が積極的に導入されて
きました。残りの措置は2013年中に何度
かに分けて導入される見込みです。

具体的には、政府がこの改革で明言して
いる目的は以下の通りです。
• シンプルかつ低コストの新たなデフォル
ト退職年金商品「MySuper」を設定する。
他の年金の解約者を保護し、透明性を
向上させるという関連目的もある。

•「SuperStream」と呼ばれる管理業務の
改善策を通じて、日常の取引処理をより
簡単、安価、迅速にする。

• 透明性の向上を義務付け、利益相反な
どの問題に対処することにより、退職年
金制度のガバナンス、無欠性、規制設
定を強化すること。

この改革を踏まえて、オーストラリア健全
性規制庁（APRA）は2012年11月、退職
年金を対象とした包括的な健全性基準を
発表し、続く2013年4月には健全性実務
指針を発表しました。
　この健全性基準および実務指針は、
APRAが示す退職年金向けの健全性の枠
組みを実行するものであり、APRAが規制
するオーストラリアの他の業界と共通した
トピックと、退職年金固有のトピックの両
方を網羅しています。加えて、健全性基準
には、政府の退職年金改革の構成要素を
APRAが与えられた権限の範囲内で組み入
れてあります。
　以上のような改革や健全性の枠組みの
結果として、オーストラリアの基金は今後、
これまで以上に包括的な規制環境に向き
合うことになるでしょう。

日本
日本の企業年金制度改革の進行は緩慢で
す。国会では現在、AIJ投資顧問事件で主
に被害を受けた厚生年金基金の制度廃止
法案を審議しています。
　一方、DC制度は、若干の変更（2012
年のマッチング拠出の導入など）が加えら
れたにもかかわらず、その採用は遅々とし
て進まず、引き続きDB制度の企業年金が
主流となっています。しかし、DB基金の
積立不足を財務諸表に反映することを企
業に義務付ける新たな会計基準が、2014
年3月末から施行される予定です。これを
受けて一部の企業はDC制度を採用し始め
ています。
　また、公的年金制度では、公務員を対
象とした共済年金が2015年10月より厚生
年金に統合されることがすでに決定してい
ます。現時点ではそれ以上の情報は得られ
ないものの、引き続き国民と業界の関心
が高いトピックとなっています。
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10
サスティナブル投資

環境、社会、ガバナンスリスクを
評価する

「私たちは投資分析と意志決定のプロセスにESGの課題を組み込みます。21」

2006年の国連責任投資原則（UN PRI）施行後、投資における金融リスクの評
価と並行して、環境、社会、ガバナンス（ESG）リスクの評価が、主流の資産運
用会社によってより体系的に活用されるようになってきました。このように、従来
の財務分析と投資判断にESGがもたらすリスクと機会を明確に取り込む投資戦略
は、「ESGのインテグレーション」と呼ばれています。

アプローチの変化...
ここ数年間で資産運用会社の責任投資
（RI）アプローチに大きな変化があり、限ら
れた数のRI特化商品を提供するアプロー
チから、RI特化商品か主流商品かに関係
なく、すべての商品の投資判断プロセス
にRI原則を組み込んでいると宣言するアプ
ローチへと移り変わってきました。RI戦略
には、ESGのインテグレーションのほか、
投資排除基準、規範的スクリーニング、
ベスト・イン・クラス投資、サスティナビリ
ティをテーマとする投資（環境や社会問題
に焦点を当てるなど）、73ページの表にま
とめたその他の戦略が含まれます。

21.   「国連責任投資原則」第1原則

© 2013 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.



そしてこうした変化は、当然ながらRI分野
のファンド設定と運用資産の増加をもたら
しました。
　投資判断プロセスにESG基準を組み入
れることは、多くの機関投資家が運用会
社を選ぶに当たって「必須事項」となりつ
つあります。そのため、機関投資家の影響
力を反映したイニシアチブやトレンドに加え
て、RI市場の透明性向上をサポートする動
きが、以下のように複数あります。
• UN PRIのすべての署名国（その運用資
産総額は2013年4月末時点で35兆米ド
ル近くに達しています）は2014年から、
その6原則の具体的な実施状況を強調し
た報告義務を果たし、その報告内容を
公表しなければならなくなります。

• 欧州委員会は最近、企業の非財務報告
に関する法案を発表しました。これによっ
て情報の透明性が高まり、運用会社が
投資対象企業の金融リスクとともにESG
リスクを理解するのに役立つはずです。

• EU各国では、透明性向上をサポートす
るイニシアチブ（RIファンドのラベルやロ
ゴの作成など）が複数あり、業界のベス
トプラクティスとなっています。

• 一部の運用会社は、自社の投資商品や
投資プロセスにESG問題をどう組み込ん
でいるかを説明するため、すでにRI年次
報告書を作成しています。

このように、主として機関投資家がRI市場
の拡大を支えている一方で、個人投資家
の大部分はRIになじみがありません。欧州
責任投資フォーラムの最新の調査結果22

によれば、欧州全体の運用資産総額に占
める個人の割合が31％ 23であるのに対し、
個人向けのRI市場はRI運用資産のわずか
6％にとどまっています。この差は、個人
向けのRI商品を開発する用意のある運用
会社にとってチャンスが大きいことを示して
います。

主な疑問
RI戦略の基本原則はかなり明快です。し
かし、運用会社のESG分析の深さと、彼
らがその分析結果を投資判断に取り入れる
方法には、大きなばらつきが見られます。
こうしたばらつきが、特にリテール市場に
重点を置く運用会社に以下のような疑問を
抱かせています。なぜなら、リテール向け
にはより簡潔で明快なメッセージが必要な
ためです（ただしこれは、RIについてだけ
言えることではなく、他の分野でも規制当
局が取り組む課題となっています）。
• ポートフォリオマネージャーが投資判断
を行うに当たり、財務分析とともにESG
分析も考慮していると運用会社が言う場
合、投資家はそれをどの程度信頼してい
いのか？

• ポートフォリオマネージャーは本当に
ESG調査を理解し、その調査結果を体
系的かつ適切な方法で利用しているの
か？ 何と言っても、財務分析以外の分
析を投資判断に取り入れるのは、比較的
新しい試みである。

• 運用会社が本当にすべての投資商品に
ESG分析を組み込んでいると、投資家
は信じていいのか？

前述の業界イニシアチブは、確かにこうし
た疑問の幾つかに答えるものです。しかし
ながら、運用会社は引き続き、透明性向
上のための取組みを重ねていかなければな
りません。

戦略の進化
RI戦略は進化を続け、金融危機に対する
理にかなった答えとなり、具体的には以下
のような点で役に立ちます。
• 金融危機によって大幅に損なわれた金融
セクターの信用と評判を回復する。

• 投資候補企業のESGリスクを特定し、
それらを投資判断プロセスに首尾よく組
み込む。

• 業界の競争激化に立ち向かい、新たな
投資対象企業に対する投資機会を特定
する。

• 変化する投資家のニーズに適応する。

運用会社のESG分析の深さと、彼らが
その分析結果を投資判断に取り入れる
方法には、大きなばらつきが見られます。

22.   「European SRI study 2012」欧州責任投資フォーラム（Eurosif）
23.   「Asset Management in Europe, Facts and Figures, 5th annual 

review」（EFAMA）
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責任投資戦略

戦略 説明

サスティナビリティをテーマとする
投資

サスティナビリティをテーマとする投資や、サスティナビリティ
の進展に連動する資産への投資。ESGに関する特定の、
または複数の問題に焦点を置いたテーマ型ファンド

ベスト・イン・クラス投資 投資ユニバース、分類、クラスのなかでトップレベル、または
業績が最も良好な投資対象企業を、ESG基準に基づいて
選択、またはその投資ウェイトを引き上げるアプローチ

規範的スクリーニング 国際基準や規範の遵守状況に照らして投資対象企業を
選択

投資ユニバースからの排除 企業、セクター、国などの投資ユニバースから、特定の投資
対象企業または投資クラスを排除

ESG要因の財務分析へのインテグ
レーション

体系的なプロセスと適切な調査リソースに基づき、ESGの
リスクと機会を従来の財務分析と投資判断に明確に取り
入れるアプローチ

エンゲージメント、サスティナビリティ
関連の議題に対する議決権行使

ESG問題に関するエンゲージメントと、議決権行使を通し
たアクティブオーナーシップ（積極的株主行動）。投資先企
業の行動に影響を及ぼし、情報開示を強化させることを目
指す長期的なプロセス

インパクト投資 投資リターンのみならず、社会・環境面で影響を及ぼすこと
を目指し、企業、組織、ファンドに対して行う投資。新興国と
先進国のどちらの市場にも投資でき、投資リターンの目標
範囲を状況に応じて市場間金利以下から設定可能

出典：「European SRI study 2012」欧州責任投資フォーラム（Eurosif）

RI機会の活用
ESGに関する考察を投資判断に取り込む
ための、確固たるプロセスを整備している
と証明できる運用会社は、確実に成功す
るでしょう。そうしたプロセスを独立した
外部の立場から評価するモデルと方法は、
運用会社によるプロセス運用の一助とする
べく、すでに開発されつつあります。RI原
則をもっと体系的に採用すべきだという圧
力が、資産運用業界全体にかかっている
のは明らかです。また、手つかずのリテー
ル市場に対応する新商品を開発し、投入
するチャンスがあることも目に見えていま
す。これらの機会を最もうまく活用する上
で大変重要になるのは、透明性と確固た
るプロセスです。
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中国
中国では、太陽光、風力、バイオマス、
地熱エネルギーを含む、先進／新技術分
野の適格企業に課される法人税率が15％
に引き下げられました。アジア持続可能責
任投資協会（ASrIA）が2012年に行った
調査によると、グレーターチャイナ（大中
華圏）をベースとする未公開株運用会社
52社が環境技術に投資する計画を持って
おり、190億米ドル以上の資産配分を確
約しています24。

日本
日本の社会的責任投資（SRI）の市場規模
は、2012年12月末から2013年3月末まで
に金額ベースで9％増加しましたが、それ
が世界全体に占める割合は0.1％未満（欧
州65％、米国28％）25となっています。こ
れは、日本政府の明確なコミットメントが
ないほか、個人投資家が利益を稼ぐ手段
としてSRI投資に乗り気でないこと、SRI
に関する情報が限られるため、投資家の
多くがSRIを運用商品として位置付ける見
方が少ないこと、年金基金への普及が進
まないことなどが要因です。こうした様々
な要因が日本のSRI市場の拡大を阻んでお
り、欧米市場に比べて大幅に遅れた状況
にさせています。

なお、欧米では、SRI投資家の90％以上
を機関投資家（年金基金および企業）が占
めているのに対し、日本ではその過半数が
個人投資家です。さらに欧米では、公的
年金基金がSRI投資家として重要な役割を
果たしていますが、日本でその役割を担っ
ているのは私的年金基金です。これは、日
本の公的年金基金が、ESGのようなファク
ターが真に超過収益に寄与するかどうかに
ついて、彼ら自身が確信を持っていないこ
とを暗に示しているのかもしれません。
　日本でも欧米と同様に、大手の公的年
金基金が資産運用業界の動向を左右して
おり、機関投資家に対しても大きな影響力
を持っています。したがって、大手公的年
金基金がSRIを自身の資産の投資手段とし
て選択すれば、他の公的年金基金や私的
年金基金もそのトレンドに追随するかもし
れません。しかし現在のところ、そうした
動きは限られています。

アジア太平洋
サスティナブル投資

24.   “Asia Sustainable Investment Review” Association for Sustainable 
and Responsible Investment in Asia（アジア持続可能責任投資協会）
（2012年）

25.   “Asia Sustainable Investment Review” Association for Sustainable 
and Responsible Investment in Asia（アジア持続可能責任投資協会）
（2012年）

日本でも欧米と同様に、大手の公的年
金基金が資産運用業界の動向を左右し
ており、機関投資家に対しても大きな
影響力を持っています。
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AIF  Alternative Investment Fund：オルタナティブ投資ファンド
AIFM  Alternative Investment Fund Manager：
 オルタナティブ投資ファンド運用者
AIFMD  Alternative Investment Fund Managers Directive：
 オルタナティブ投資ファンド運用者指令
AIMA  Alternative Investment Management Association：
 オルタナティブ投資運用協会
AML Anti-Money Laundering：マネー・ロンダリング対策 
APRA Australian Prudential Regulation Authority：
 オーストラリア健全性規制庁
ASIC Australian Securities and Investments Commission：
 オーストラリア証券投資委員会
ASISA  Association for Savings and Investment South Africa：
 南アフリカ貯蓄投資業協会 
ASPAC  Asia-Pacific：アジア太平洋
ASrIA Association for Sustainable and Responsible Investment in Asia：
 アジア持続可能責任投資協会
ATO Australian Taxation Office：オーストラリア税務局 
AuM  Assets under Management：運用資産
BCBS  Basel Committee on Banking Supervision：
 バーゼル銀行監督委員会
B-REITs Bahrain Real Estate Investment Trusts：B-リート
CBB Central Bank of Bahrain：バーレーン中央銀行
CBRC China Banking Regulatory Commission：
 中国銀行業監督管理委員会
CFT Combating the Financing of Terrorism：テロ資金供与対策
CFTC  Commodity Futures Trading Commission：
 （米国）商品先物取引委員会
CIUs Collective Investment Undertakings：集団投資事業
CJEU Court of Justice of the European Union：欧州連合司法裁判所 
CMA Capital Market Authority：資本市場庁 
CMS  Capital Markets Services：資本市場サービス
COLL Collective Investment Schemes Rules 2010：
 集団投資スキーム規則2010年 
COND Conduct of Business Rulebook：事業活動ルールブック
CPOs  Commodity Pool Operators：コモディティ・プール・オペレーター 
CRD 4  Capital Requirements Directive 4：自己資本指令4
CSRC China Securities Regulatory Commission：
 中国証券監督管理委員会
CTAs Chartered Tax Advisers：公認税務アドバイザー
DB  Defined Benefit：確定給付型年金
DC Defined Contribution：確定拠出型年金
ECJ  European Court of Justice：欧州司法裁判所 
ECON European Economic and Monetary Affairs Committee：
 欧州議会経済金融問題委員会
ED Exposure Draft：公開草案
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
EMA  Europe, Middle-East and Africa：欧州、中東、アフリカ
EMIR  European Market Infrastructure Regulation：欧州市場基盤規制
ERISA  Employee Retirement Income Security Act：
 従業員退職所得保証法
ERSB European Systemic Risk Board：欧州システミックリスク理事会
ESG  Environmental, Social and Governance：環境・社会・ガバナンス
ESMA  European Securities and Markets Authority：欧州証券市場監督局
ETFs  Exchange Traded Funds：上場投資信託
EU  European Union：欧州連合
FA  Financial Advisory：ファイナンシャルアドバイザリー
FAIR  Financial Advisory Industry Review (Singapore)：
 シンガポールの投資助言業レビュー
FATCA  Foreign Account Tax Compliance Act：
 外国口座税務コンプライアンス法  
FATF Financial Action Task Force：金融活動作業部会
FCA Financial Conduct Authority：金融行動監視機構
FFI Foreign Financial Institution：外国金融機関
FMCs Fund Management Companies：ファンド運用会社

FOFA Future of Financial Advice：ファイナンシャルアドバイスの未来
FSB  Financial Stability Board：金融安定理事会 
FSB  Financial Services Board (South Africa)：
 金融サービス委員会（南アフリカ）
FTT  Financial Transaction Tax：金融取引税
GASB Governmental Accounting Standards Board：
 （米国）政府会計基準審議会 
GBL Global Business Licence：グローバル事業免許
GCC Gulf Cooperation Council’s：湾岸協力会議
HK IRD Hong Kong Inland Revenue Department：香港税務局
ICAAP Internal Capital Adequacy and Assessment Process：
 自己資本充実度内部評価プロセス
IFRS International Financial Reporting Standards：国際財務報告基準 
IIFA  International Investment Funds Association：
 国際投資ファンド協会 
ILAS Investment-Linked Assurance：投資リンク生命保険
IMF  International Monetary Fund：国際通貨基金
IMR Investment Manager Regime：投資顧問制度
IORP  Institutions for Occupational Retirement Provision Directive：
 企業年金指令
IOSCO International Organization of Securities Commissions：
 証券監督者国際機構
IRS  Internal Revenue Service：（米国）内国歳入庁 
ISA Individual Savings Account：個人貯蓄勘定
JFSA  Japan’s Financial Services Agency：（日本）金融庁
KID  Key Information Document：重要事項説明書
KIID  Key Investor Information Document：投資家主要情報資料 
LDI  Liability Driven Investment：負債対応投資
LPA Limited Partnership Act：リミテッドパートナーシップ法 
MAD  Market Abuse Directive：市場不正行為指令
MAR Market Abuse Regulation：市場不正行為規制
MAS  Monetary Authority of Singapore：シンガポール金融管理局
MiFID  Markets in Financial Instruments Directive：金融商品市場指令
MOF US Ministry of Finance：米国財務省
MoU Memorandum of Understanding：覚書
MPF  Mandatory Provident Fund：強制積立年金
NAV  Net Asset Value：純資産価値
NFA National Futures Association：米国先物協会
NISA Japanese ISA：少額投資非課税制度
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development：
 経済協力開発機構 
OTC  Over the Counter：店頭
PE Private equity：プライベート・エクイティ
PRA Prudential Regulation Authority：健全性規制機構
PRI  Principles for Responsible Investment：責任投資原則
PRIPs  Packaged Retail Investment Products：
 パッケージ型リテール投資商品
PRIV Private Placement Schemes Rules 2010：
 私募スキーム規則2010年
QCB Qatar Central Bank：カタール中央銀行
QFCRA Qatar Financial Centre Regulatory Authority：
 カタール金融センター規制庁
QFMA Qatar Financial Market Authority：カタール金融市場庁
RBC  Risk Based Capital：リスクベース資本
RDR  Retail Distribution Review：金融商品販売改革
RMB  Renminbi：人民元 
RQFII  Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor：
 人民元適格外国機関投資家
SARB South African Reserve Bank：南アフリカ準備銀行
SEC  Securities and Exchange Commission：証券取引委員会
SPC Special Purpose Company：特別目的会社
SWF Sovereign Wealth Funds：ソブリン・ウェルス・ファンド  
TCF Treating Customers Fairly：顧客本位原則
TFCD Total fees and charges disclosure：手数料・料金総額の開示
UCITS  Undertaking for Collective Investments in Transferable 

Securities：欧州連合投資信託指令
UN PRI United Nations supported Principles for Responsible 

Investment：国連責任投資原則

略語集
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