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金融庁：金融審議会「市場ワーキング・グループ」
（第23回及び第24回）議事録を公表

• 金融庁は8月8日、金融審議会「市場ワーキング・グループ」
第23回及び第24回の議事録を公表した。

• 5月22日に開催された第23回会合及び6月3日に開催された
第24回会合においては、いずれも主に「高齢社会における
資産形成・管理」報告書について議論がなされた。

金融庁：資産運用業者の運用パフォーマンスを示す
代表的な指標（KPI）に関する調査を公表

• 金融庁は7月3日、資産運用業者の運用パフォーマンスを
示す代表的な指標（KPI）について、QUICK・資産運用研究所
に委託した調査結果を公表した。

• 本公表では、（1）公募追加型株式投資信託の運用会社ごとの
運用パフォーマンス及び（2）運用コストと運用パフォーマンス
の相関関係の定量分析についての調査結果が公表されて
いる。

• （1）については自主的に複数の運用会社に用いられている
シャープレシオと累積リターンの過去5年分を計測し調査して
おり、①累積リターンの高い運用会社は概ねシャープレシオ
も高い傾向にあることや、②各分類の「インデックス型」の
平均パフォーマンスを多くの運用会社が下回る傾向等が確認
されたとしている。

• （2）については、バラツキはあるものの、多くの分類において
運用コストと運用パフォーマンスの間に、統計的に有意な
マイナス相関が認められたとしている。

制度動向トピック
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金融規制（日本）

金融機関全般全 般 投資運用会社等 投資信託等

金融庁：金融審議会「市場構造専門グループ」第2回
議事録及び第3回議事次第を公表

• 金融庁は8月9日、金融審議会「市場構造専門グループ」
第2回の議事録を公表した。また、10月2日に同グループ
第3回の議事次第を公表した。

• 本グループは今後の市場構造の在り方について、学識経験
者、経済団体、アナリストなど関係各界の有識者からの提言
を得ることを目的として設置されたものである。5月31日に
開催された第2回会合では、市場構造の在り方について、
市場区分等を中心とした各種の議論がなされた。また、10月
2日に開催された第3回会合では、複数の地方企業や新興
企業から、市場構造の在り方への意見が述べられた。

金融庁：「リスク性金融商品販売にかかる顧客意識
調査について（最終報告）」を公表

• 金融庁は8月9日、「リスク性金融商品販売にかかる顧客
意識調査について（最終報告）」を公表した。

• 本調査は、「顧客本位の業務運営に関する原則」の公表から
2年の経過を受け、顧客本位の業務運営の浸透・定着に向け
た金融庁の金融事業者に対する取り組みが、顧客に適切に
届いているのかを検証する必要が生じていることから実施
されたものである。調査結果を踏まえ、以下の事項が今後
対応すべき課題とされている。

• 金融庁及び金融機関において取組み認知度を高めるべく、
取組みに関し、より顧客の意見を反映した、わかりやすい
内容の情報提供を行うこと

• 金融機関が、「顧客本位の業務運営」に向けて販売担当者
の人材育成・業績評価体系の構築を図り、適切に販売を
行っているか、金融庁においてモニタリングを継続する
こと

• 金融庁において、金融機関が、どのように担当者の
提案力、説明力、フォローアップの強化に努めているか、
モニタリングを実施すること

金融規制（日本）

金融規制（日本）

金融規制（日本）
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金融規制
（日本）
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（国際） 監査 会計 税制 その他

金融庁：「利用者を中心とした新時代の金融サービス～
金融行政のこれまでの実践と今後の方針～」（令和元
事務年度）を公表

• 金融庁は8月28日、「利用者を中心とした新時代の金融サー
ビス～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～」（令和元
事務年度）（以下「本方針」という。）を公表した。

• 金融庁は平成30事務年度に、デジタライゼーションへの対応、
家計の安定的な資産形成の推進と活力ある資本市場の実現、
金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保等
を重点課題とした金融行政方針を策定し、金融行政を展開
しているものである。

（詳細は、9ページをご参照下さい）
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金融規制（日本）

金融庁：「投資信託等の販売会社における顧客本位の
業務運営のモニタリング結果について」を公表

• 金融庁は8月28日、「投資信託等の販売会社における顧客
本位の業務運営のモニタリング結果について」を公表した。

• 金融庁はリスク性金融商品の販売にかかる業務運営の実態
把握のため、金融機関に対しモニタリングを実施し、各金融
機関の取組方針と取組みの実態とが乖離していないかの
検証を行っているが、今般、主要な販売会社（主要行等10行、
地域銀行20行及び証券会社12社）における顧客本位の
業務運営に向けた取組み状況についてとりまとめを行った
ため、公表したものである。

投資信託協会：「基準価額算出に係る実務者検討報告
書」を公表

• 投資信託協会は9月19日、「基準価額算出に係る実務者
検討報告書」を公表した。

• 本報告書は、2018年9月18日に投資信託のガバナンス
懇談会が公表した、報告書「基準価額の算定についての考え
方について」で整理された考え方に沿って、運用と計算の
分離を図った一者による基準価額算出を採用する場合に
おける実務面からの検討を行った結果をとりまとめたもので
ある。

（詳細は、11ページをご参照下さい）

金融庁：「金融商品取引業者等向けの総合的な監督
指針」の一部改正（案）を公表

• 金融庁は9月30日、「金融商品取引業者等向けの総合的な
監督指針」の一部改正（案）を公表した。

• 本改正は、投資信託や投資法人（投資信託等）は、主として
特定資産に対する投資として運用することを目的とするとされ
ており、国民の長期・安定的な資産形成手段として特別の
制度的位置付けを与えられたものであるという趣旨に照らし、
特定資産以外の資産（例えば、暗号資産（仮想通貨）等）を
投資対象の一部とする投資信託等の組成や販売についての
留意事項を定めるものである。

金融規制（日本）

金融規制（日本）

金融規制（日本）

日本公認会計士協会：会計制度委員会報告第14号
「金融商品会計に関する実務指針」、「金融商品会計に
関するQ&A」及び同4号「外貨建取引等の会計処理に
関する実務指針」を改正

• 日本公認会計士協会（会計制度委員会）は7月4日、会計
制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
（以下「金融商品会計実務指針」という。）、「金融商品会計に
関するQ&A」（以下「金融商品会計Q&A」という。）及び同4号
「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」（以下「外貨
建取引等実務指針」という。）を公表した。

• 企業会計基準委員会（以下「ASBJ」という。）において、主に
金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に
関して、国際的な会計基準との整合性を図るための検討が
行われた。この検討を受けて、関連する会計制度委員会報告
等である「金融商品会計実務指針」、「金融商品会計Q&A」
及び「外貨建取引等実務指針」の改正が行われたもので
ある。

• 主な改正内容としては、時価算定に関する取扱いや時価の
定義がASBJが公表する時価算定基準で定められたため、
これに関連する外貨建取引等実務指針、金融商品会計実務
指針及び金融商品会計Q&Aの規定の一部が削除されて
いる。

監 査
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日本公認会計士協会：「保証業務実務指針3402「受託
業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務
指針」」を公表

• 日本公認会計士協会（監査・保証実務委員会）は8月1日、
「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証
報告書に関する実務指針」」を公表した。

• 本実務指針は、監査・保証実務委員会実務指針第86号
「受託業務に係る内部統制の保証報告書」を国際保証業務
基準を参考にして、体系的に構成したものである。

• 本実務指針の公表を受けて、監査・保証実務委員会研究
報告第33号『保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部
統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A』も8月
1日付けで公表されている。

金融機関全般全 般 投資運用会社等 投資信託等

日本公認会計士協会：「保証業務実務指針「「2020年版
グローバル投資パフォーマンス基準準拠の検証」の
保証業務に関する実務指針」」（公開草案）を公表

• 日本公認会計士協会（業種別委員会）は10月31日、「保証
業務実務指針「「2020年版グローバル投資パフォーマンス
基準準拠の検証」の保証業務に関する実務指針」」（公開
草案）を公表した。

• 本実務指針は、会社のコンポジット及びプールド・ファンドの
維持管理並びにパフォーマンスの計算、提示及び配布に
関する方針と手続が、保証業務の対象期間において、2020年
版グローバル投資パフォーマンス基準（2019年6月30日
改訂）に準拠してデザインされ、会社全体に適用されている
か否かに関する経営者の主張を保証し、報告する保証業務
に関する実務上の指針を提供するものである。

• なお、従前のグローバル投資パフォーマンス基準に基づいて
準拠を表明した期間に係る経営者の主張に対して発行する
保証報告書については、引き続き業種別委員会実務指針
第36号「グローバル投資パフォーマンス基準準拠の検証に
関する実務指針」が適用される。

金融庁：「諸外国の監査制度及び監査監督体制に
関する同等性評価について」を公表

• 金融庁は8月14日、「諸外国の監査制度及び監査監督体制
に関する同等性評価について」を公表した。

• 金融庁及び公認会計士・監査審査会は、（1）外国監査法人
等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と
同等であり、（2）情報交換等に係る取り決め等により、必要な
情報が得られ、かつ、（3）相互主義が担保される場合には、
当該外国監査法人等の所属する国の当局が行う報告徴収
又は検査に依拠することとし、原則として、当該国の外国
監査法人等に対する報告徴収及び検査は行わないとして
いる。

• これを受け、「諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する
同等性評価ガイダンス」において、（1）の同等性の評価の
基準を定めているところ、当該評価基準に基づき、オランダ、
ルクセンブルク、スイスの監査制度及び監査監督体制に
ついて、我が国と同等であるとの評価をしている。

監 査

監 査

監 査
日本公認会計士協会：「業種別委員会実務指針第14号
「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の
改正について」を公表

• 日本公認会計士協会（業種別委員会）は7月18日、「業種別
委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における
監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

• 本改正は監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査
報告書の文例」の改正を受け、主に投資信託の監査報告書の
文例について所要の見直しを行ったものである。

• 本改正は、2020年3月31日以後終了する計算期間又は
営業期間に係る監査から適用される。

会 計
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英国政府:「義務的制度（MDR）法案」を公表

• 英国政府は7月22日、一定のクロスボーダー・アレンジメント
に係る開示義務と情報交換に関する欧州連合指令を実施
するための法案を公表した。

• この法案では、一定の特徴等を有するクロスボーダー・アレン
ジメントを対象として、仲介者（EUを拠点とする税務コンサル
タント、銀行、弁護士を含む）、あるいは納税者が税務当局に
報告することを義務付けている。

• この法案では、報告対象取引は2020年7月1日以降、報告
対象取引開始後30日以内に報告が求められており、さらに、
2018年6月25日から2020年7月1日の間に開始される
アレンジメントも遡及して開示対象とされ、税務当局間で情報
交換されることとなっている。

• この法案は、現在パブリックコメントを募集・取りまとめており、
最終的な法律の成立化の過程で内容が変更される可能性が
ある。

• 主な内容は、EY税理士法人の以下のアラートを参照。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-
tax-alert-20190910-01.html

財務省：クロアチアとの租税協定が発効

• 財務省は8月6日、日本国政府とクロアチア共和国政府との
間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに
脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国
との間の協定」（2018年10月19日署名）を発効させるため
に必要な相互の通告が完了したことを公表した。

• これにより、2020年1月1日以後に課される租税若しくは
同日以後に開始する各課税年度の租税からこの租税協定が
適用されることとなる。

• この租税協定では、AOAに基づく事業利得に対する課税
原則、投資所得についての源泉地国における限度税率・
課税免除、協定の特典の濫用防止措置等の規定が設けられ
ている。

財務省：BEPS防止措置実施条約が適用される租税
条約を更新

• 財務省は、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税
条約関連措置を実施するための多数国間条約」（BEPS防止
措置実施条約）の寄託者である経済協力開発機構（OECD）
の事務総長が公表した情報より、我が国が本条約の対象と
することを選択している租税条約の相手国のうち、新たに
本条約の批准書を寄託した相手国を以下のとおり公表した。

• インド（寄託した日：2019年6月25日）

• ウクライナ（寄託した日：2019年8月8日）

• カナダ（寄託した日：2019年8月29日）

• 本条約の規定のうち、各租税条約に適用される規定及び
各租税条約に対する本条約の適用の開始については、
各締約国の選択に応じて異なるため注意が必要である。

税 制

税 制税 制

財務省：日米租税条約を改正する議定書の発効

• 財務省は8月30日、日本国政府とアメリカ合衆国政府との
間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税
の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の
条約を改正する議定書」（2013年1月24日署名）を発効させ
るための批准書の交換が東京で行われたことを公表した。

• 主な内容は、EY税理士法人の以下のアラートを参照。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-
tax-alert-20190718-02.html

（詳細は、15ページをご参照下さい）

税 制
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金融庁：「金融庁の令和2年度税制改正要望について」
を公表

• 金融庁は8月30日、「金融庁の令和2年度税制改正要望に
ついて」を公表した。

• 令和2年度税制改正要望における主な要望項目としては、
以下の3項目である。

• NISAの恒久化・期限延長、NISAの利用促進と利便性
向上（つみたてNISA奨励金の非課税措置、NISA口座の
手続書類の電子化等）などの資産形成を支援する環境
整備

• 金融所得課税の一体化、上場株式等の相続税評価の
見直し等の簡素で中立的な投資環境の整備

• 生命保険料控除制度の拡充、特別法人税の撤廃又は
課税停止措置の延長等の保険・特別法人税

GPIF：「2018年度 ESG活動報告」を刊行

• 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は8月19日、
昨年度に続き2回目となる「ESG活動報告」（以下「本活動
報告」という。）を刊行した。

• 本報告では、GPIFにとって初めて「気候関連財務情報開示
タスクフォース」（TCFD）の提言を受けた情報開示に取り組ん
でいる。

（詳細は、17ページをご参照下さい）

財務省：ウルグアイとの租税条約が署名

• 財務省は9月13日、日本国政府とウルグアイ東方共和国
政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去
並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ
東方共和国との間の条約」の署名がモンテビデオで行われた
ことを公表した。

• これまで両国間で租税条約は存在しなかったため、この租税
条約は今回新たに締結されるものとなる。

• 本条約は、両国においてそれぞれの国内手続（日本において
は国会の承認が必要）に従って承認された後、その承認を
通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を
生じ、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に
開始する各課税年度の租税又は課される租税について
適用される。

• この租税協定では、AOAに基づく事業利得に対する課税
原則、投資所得についての源泉地国における限度税率・
課税免除、条約の特典の濫用防止措置等の規定が設けられ
ている。

制度動向トピック

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

全 般 投資運用会社等 投資信託等

その他

税 制

財務省：「令和2年度税制改正要望」を公表

• 財務省は9月6日、「令和2年度税制改正要望」（各府省庁
提出要望の単純集計）を公表した。

• 財務省や金融庁等の各府省庁からの要望事項に加えて、
要望事項をまとめた、要望事項一覧表及び見直事項一覧表
も公表されている。

税 制

税 制

金融機関全般
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【概要】

• 金融庁は2019年8月28日「利用者を中心とした新時代の金融サービス～金融行政のこれまでの実践と今後の

方針～」（令和元事務年度）（以下「本方針」という。）を公表した。

• 金融庁は平成30事務年度、デジタライゼーションへの対応、家計の安定的な資産形成の推進と活力ある資本市場

の実現、金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保等を重点課題とした金融行政方針を策定し、

金融行政を展開してきた。

• 本稿では、本方針中の重要施策のうち、資産運用業者に主に影響すると考えられる多様なニーズに応じた金融

サービスの向上における資産運用業の高度化に焦点を絞り、その要旨を示す。

【金融行政上の課題】

インベストメント・チェーンにおいて、高度な専門性をもって資産運用機能を担うアセットマネージャー（資産運用業者）

は、我が国の資本市場の活性化や国民の安定的な資産形成を実現する上で極めて重要である。

投資運用業者には、運用力の強化により中長期的に良好な運用成果を上げることを通じ、投資家の資産形成に貢献

することで顧客の信頼を獲得し、自らの収益基盤を強固なものとするという好循環を達成することが求められる。また、

新規参入の円滑化や運用力の見える化を図ることを通じ、投資運用業者相互の競争を促進し、我が国の資産運用業

の高度化を図ることが重要である。

【昨事務年度の実績】

図1

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

金融規制
Financial Regulation Update ― 日本

金融機関全般全 般 投資運用会社等 投資信託等 投資法人等

【金融庁】「利用者を中心とした新時代の金融サービス～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～」
（令和元事務年度）を公表

項目 主な施策 結果等

投資運用業者の
運用力の強化に
向けた業務運営
態勢の確立

• 投資種類別の運用残高や収益構成の
データ収集、主要投資運用業者等の
ビジネス構造分析の実施。

• 運用残高の国内資産やパッシブ運用への偏り、海外資産の
アクティブ運用における外部委託の依存状況を認識（図1参照）。

• 運用の「高度化」を進めるに当たって

認識し、解決すべき課題について対話を
実施。

• 運用対象や手法の多様化を図るためのグローバル運用体制
強化の取り組み。

• 担い手の運用専門人材の確保・育成・処遇の見直し。

• 運用体制の基盤のシステム・インフラの革新。

• 自らが目指すビジネス戦略に応じた適切な経営資源の投入。

出典：金融庁作成（投資運用業者から提出された2018年3月のデータ（営業収益、運用残高）を単純合算したもの）
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【昨事務年度の実績】（続き）

【本事務年度の方針】

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

項目 主な施策

投資運用業者の
運用力の強化に
向けた業務運営
態勢の確立

• 投資運用業者やグループ親会社との間で、投資運用業者として目指すべき具体的な姿（経営目標・経営指標
等）やそれを達成するための具体的方策について対話を行う。

• 特に、運用力の強化に向けた主要課題であるグローバル運用態勢の強化、人材の育成・確保、業務インフラの
革新について、海外の運用会社等の先進的な取り組み等も踏まえながら、運用力強化に向けた業務運営態勢
の確立を目指す。

新規参入の
円滑化

• 金融商品取引業にかかる業規制や登録審査プロセスを解説した「投資運用業等登録手続きガイドブック」を作成
し、日本語及び英語の双方で公表を行うとともに、同ガイドブックの活用や金融庁・各財務局の連携強化を通じ
て、審査プロセスの更なる効率化を図る。

その他の資産
運用業の高度化
に向けた取組み

• 投資運用業者の運用力、運用商品のパフォーマンス等の見える化を推進することで、個人投資家、機関投資家
が投資運用業者や運用商品を選別するための環境整備を図る。

• 各社が自社の運用力を示すKPIとして公表している指標や代表的なKPIに関する調査結果※も参考にしつつ、
運用力の見える化の推進に向けて、検討を進める。

• 基準価額算出の一元化については、投資運用業者による具体的な取組みが始まっていることから、実例の公表
を行うこと等を通じて、一元化の広がりに向けた環境整備を図る。

• 投資信託の併合については、投資家の利益を図る観点から、投資信託協会等と連携し、併合に向けた投資運用
業者の取組みに対してサポートを行う。

※ 株式会社Quickへの委託調査結果（https://www.fsa.go.jp/common/about/research/index.html）

【EY Viewpoint】

• 当局は、昨事務年度の実績を受けて、投資運用業者として目指すべき具体的な姿や具体的方策について対話

を行うとしている。各運用会社において、運用力の強化に向けた業務運営態勢の確立が望まれる。

• 運用力の見える化の推進に向けて、検討が進んでいることから、今後の議論の動向に注視が必要である。

項目 主な施策 結果等

新規参入
の円滑化

• 「金融業の拠点開設サポートデスク」を通じ、金融事業者の
日本拠点の開設を支援。

• 大手投資運用業者の日本拠点や海外を拠点に事業
を行ってきた日本人ファンドマネージャーが運営する
投資運用業者等、12社の投資運用業等の業登録を
完了（図2参照）。

その他の資
産運用業の
高度化に向
けた取組み

• 「運用力を示すKPI」の公表を促進し、各社の主要ファンド

の騰落率、シャープレシオやインベスター・リターンなどの
定量的なKPIや外部評価レーティングを活用したKPIなど、
各運用業者において自主的なKPIの公表に至る。

• 自主的なKPIの公表の動きは広がっている一方で、
顧客が運用力の観点から運用会社を選別できる
状況には至っていない。

• 「基準価額算出に係る実務者検討委員会」にオブザーバー
として参加し、一者による基準価額算出の場合の正確性や
公正性の確保に向け、委託会社による基準価額計算会社
に対する牽制やモニタリングの方法等について継続検討。

• 一者による基準価額算出の導入を実現するための
具体的な方法等を投資信託協会を中心に報告書を
取りまとめる予定。

図2

出典：金融庁作成

（金融商品取引法の規定により、投資運用業
又は投資助言・代理業として登録を行い、

日本投資顧問業協会に新規で加入した外資
系の金融事業者の件数）
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【概要】

• 投資信託協会は2019年9月19日、「基準価額算出に係る実務者検討報告書」を公表した。

• 本報告書は、2018年9月18日に投資信託のガバナンス懇談会が公表した、報告書「基準価額の算定についての

考え方について」で整理された考え方に沿って、運用と計算の分離を図った一者による基準価額算出を採用する

場合における実務面からの検討を行った結果をとりまとめたものである。

【報告書の要旨】

1. 検討の目的

• 2018年9月18日に公表された、投資信託のガバナンス懇談会報告書「基準価額の算定についての考え方に

ついて」において、委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投資信託法」という。）に基づき

基準価額の算定に係る全体的な責任を負うこと、受託会社は、基準価額を自ら確定する義務を一義的に負うわ

けでないが、信託法に基づく計算を通じ一種の牽制機能を果たしてきたこと、そして基準価額の照合については、

何れの法令にも規定されていないことが明確に示された。

• 本委員会では、投資者保護に万全を期すため、「運用と計算の分離」を図った一者による基準価額算出を採用

する場合における基準価額の正確性及び計算プロセスの公正性を確保するための方策及び態勢の構築等に

ついて検討が行われ、本報告書では実務面で実行すべき内容をまとめている。

2. 欧州の調査結果

（1） ルクセンブルク籍ファンドの仕組み

UCITSにおいては、管理会社が、一義的に運用、販売、基準価額の計算等の機能を持ち、必要に応じて運用

会社、販売会社、ファンドアドミニストレーター等へ各機能を外部委託している。

基準価額算出に係る関係者の位置付け、役割・機能は次のとおりである。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【投資信託協会】「基準価額算出に係る実務者検討報告書」を公表

金融規制
Financial Regulation Update ― 日本

金融機関全般全 般 投資運用会社等 投資信託等 投資法人等

関係者 役割・機能

管理会社
• 管理会社の主な機能は資産運用、販売、アドミニストレーション（基準価額の計算を含む

アカウンティング、顧客対応、評価、コンプライアンス、受益権管理、分配、追加解約、契約、
記録）であり、一義的にはすべて管理会社が担う。

アドミニストレーター
• 会計記録の作成保存、ポートフォリオの資産の評価、ファンドの純資産額の評価、追加

設定又は解約の処理、投資制限のチェック、目論見書・財務諸表の作成等を行う。

預託機関（デポジタリー）
• ファンドが所有する資産保管機能を有し、日本の信託銀行に近い役割を担う。この他、

監視活動の機能を有している。

ファンド監査人
• ファンドの財務諸表に対する監査報告書のほか、監査の過程で検出した問題を、マネージ

メントレターとして管理会社に提出し、管理会社を通じて当局に提出する。
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（2） 海外アドミニストレーターの実務態勢

一者による基準価額算出における正確性、公正性を確保するための牽制方法に関し、海外のアドミニスト

レーターの運営実務は以下のとおりである。

（3） 欧州の調査結果のまとめ

• ルクセンブルク籍ファンド等における基準価額算出は、「運用と計算の分離」が徹底され、さらにファンド

タイプ別に定められた閾値以上の基準価額の計算誤りの方針（マテリアリティポリシー）等が定められている

点が日本と異なる。

• また、ルクセンブルクでは、一般的には当日約定された有価証券売買取引が翌営業日の基準価額に反映

されるため、現状の日本のタイムライン（当日約定された有価証券売買取引を、当日の基準価額に反映させ

る）では難しいという課題がある。
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海外のアドミニストレーターの運営実務例

（1） 管理会社との業務委託
契約等に基づくチェック

• アドミニストレーターは、管理会社と締結する業務委託契約の規定等に従って基準
価額の計算事務を行う。

• 約定処理、未収・未払計上から最終的な基準価額の精査まで、システム上、多項目
について閾値（トレランス）が設定されており、閾値から外れたデータをピックアップし、
要因分析と併せてチェックしている。約定処理等個々のプロセスは、基本的には
Straight Through Processingである。

• 各情報は、システムが自動的に認識できるような形で外部から入手するよう、ファンド
のセットアップ段階で設定している。

（2） 時価評価
（バリュエーション）

• 時価評価は、管理会社と締結する評価業務契約に基づいて行われる。

• 契約において定められたプライスソースの優先順位や採用する証券取引所の規定に
従って時価評価し、入手できない時価については、契約の規定に従って評価する。
また、アドミニストレーターは適用した時価ソースとは別ソースの時価と比較して大き
な差異が生じていないかチェックを行う。

（3） 基準価額の最終承認
（バリデーション）

• 基準価額の最終承認は、基準価額を計算したチームとは別の専門担当者が行う。

（4） シャドウ NAVとの比較 • 会計データとして二次的に別のプライスベンダーの価格、別の会計システムを利用
して基準価額を計算する「シャドウアカウンティング」の考え方に基づき計算された
シャドウ NAVと呼ばれる結果を用いて、アドミニストレーターが個別契約に従って
算出する基準価額の正確性及び公正性をチェックするモデルも存在する。

（5） 管理会社とのミーティング • アドミニストレーターは管理会社と定例的にミーティングを行う。一般的には月次の
頻度で、設定したキー・パフォーマンス・インディケーター（KPI）に対するチェック等を
実務部門のマネージャーレベルで行う。
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3. 一者による基準価額算出の場合の態勢

一者による基準価額算出の導入を実現することを目的に具体的な方策及び態勢の構築等として、以下の提案が

なされた。

※ わが国の場合、委託会社から基準価額計算業務を受任している一般事業会社もしくは資産管理専門信託銀行
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具体的な方策及び態勢の構築等（例示）

（1） 正確性確保の
ための
協働態勢と牽制

①委託会社と
計算会社の協働態勢

• 照合実務に代わる正確性の確保の観点から、委託会社と計算会社※

の協働態勢による実務が提案されている。

I. Service Level Agreementの締結（選任時）

Ii. Price Source Agreementの締結（選任時）

Iii. 運用者の観点からの基準価額変動（パフォーマンス）の
チェック（日次）

Iv. 計算会社における内部統制整備及び運用状況報告書の取得

②委託会社による
計算会社に対する
モニタリング態勢

• 計算会社提供の日次の進捗管理ツールを用い、一日の計算会社の
業務を、webサイト上でリアルタイムに管理する。

• 資金繰り、外投評価・基準価額・純資産総額等について、受託銀行との
不一致額等を把握する。

• 委託会社内に設置したモニタリングチームによって、設定した複数の
KPIに基づいて業務を確認する日次モニタリングを行う。

③受託銀行による
委託会社に対する
牽制

• 受託銀行の本来業務である信託財産の保管・権利保全・処分等に加え
た以下のような牽制方法が提案された。

• キャッシュ残高等の確認（日次）

• 有価証券の評価額と信託財産純資産総額の確認（月次）

（2） 公正性確保の
ための
モニタリング

①委託会社による
計算会社に対する
モニタリング

• 委託会社と計算会社の間で、定期的なミーティングを行い、認識を共有
する。

• KPIに基づくスコアリングや、定期的なデューデリジェンスを行う。

• 何らかのエラーを発生させてファンドに毀損を与えてしまったケースの
再発防止に向けた実査・点検や、再発防止策の有効性の確認等を行う。

②受託銀行による
委託会社に対する
モニタリング

• 上述の、「（1）正確性確保のための協働態勢と牽制 ③受託銀行による
委託会社に対する牽制」で提案されている統制と同様、受託銀行の
本来業務である信託財産の保管・権利保全・処分等に加えた以下の
ような牽制方法が提案された。

• キャッシュ残高等の確認（日次）

• 有価証券の評価額と信託財産純資産総額の確認（月次）

③自主規制機関による
外部委託先の把握

• 投資信託協会が自主規制機関として、委託会社を通じて、直接的な
行政の監督等が及ばない外部委託先の適切性を把握することが提案
されている。

④計算会社の
業務堅確化

• 計算会社における業務について、委託会社と計算会社の協働態勢や
監査人からの報告書取得、自主規制機関による委託会社を通じた外部
委託先の把握も通じて更なる業務堅確化を図る必要があるとしている。
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4. 一者による基準価額算出への段階的な導入

一者による基準価額算出を段階的に導入する方法について提案された。

5. マテリアリティポリシー

ルクセンブルクでは、当局がCSSF 通達02/77において、ファンドタイプ別に定められた閾値以上の基準価額の

計算過誤に対する方針（マテリアリティポリシー）等を定めている。

• 本委員会では、一者による基準価額算出を導入する場合には、業界統一のマテリアリティポリシーは必須であり、

その具体的なあり方を検討すべきではないかとの提案もなされた。

• 現行の投資信託法第21条に照らせば、任務懈怠の範囲等は、個々の状況及び事象に応じて判断されるもので

あることに鑑み、個別の検討によってマテリアリティポリシーを利用する運営は、一概に否定されるものではない

と考えられる。

6. 将来の展望

• 上記のような提案による実務構築を通じて、様々な規模・態様の異なる委託会社等において業務運営の効率化

が実現すると考えられる。

• 欧米との差異を解消することによる海外からの参入促進のほか、国内の新規参入の促進が期待され、ひいては

運用の高度化の効果をもたらし、受益者の利益につながるものと考えられる。

• 将来的には、グローバルモデルを目指した「運用と計算の分離」に資する日本版アドミニストレーターの創設等も

念頭に、基準価額算出における正確性の確保、公正性の確保をより堅固なものとするための制度面の検討が

望まれる。

• ファンドボードや委託会社ボードを設立し、外部者も参加して既存ファンドの統治を行うことによって、グローバルな

見地でも堅固なガバナンス体制を敷くことができるものと考えられる。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

（1） 一部の商品カテゴリーを
特定した先行導入

• 一部の商品カテゴリーを特定し、それらのファンドから先行して導入することが提案された。

• 特定の商品カテゴリーにおいて、一者による基準価額算出での業務運営を実践に移し、
運営が可能であることが確認できた後、対象カテゴリーの拡大、あるいは、将来的な一者に
よる基準価額算出への移行に向けた態勢構築を目指すことが考えられる。

（2） 基準価額のみの照合
• 委託会社と受託銀行の間で、基準価額の一致をもって照合完了とする態勢が提案された

（現行は日々純資産総額の照合まで実施）。

【EY Viewpoint】

• 「基準価額算出に係る実務者検討報告書」において、グローバルな慣行も踏まえ、基準価額の正確性とその

計算プロセスの公正性を確保するための方策及び態勢の構築等について、具体的な提案がされた。

• 今後、今回提案された具体的な方策や態勢について、パイロットテストが行われ、実務上の課題について

さらなる協議が行われることが期待される。
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【概要】

• 2019年8月30日、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱

税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」（2013年1月24日署名）を

発効させるための批准書の交換が東京で行われた。

• 詳細は、EY税理士法人の以下のアラートを参照。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20190718-02.html

【主な内容】

1. 日米租税条約の主な改正点

（1） 投資所得（配当及び利子）に対する源泉地国免税の対象拡大

（2） 相互協議手続における仲裁制度の導入

両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、納税者からの要請に基づき、

第三者から構成される仲裁委員会の決定により事案を解決することが新たに規定されている。

（3） 徴収共助の対象拡大

徴収共助（相手国の租税債権の徴収を相互に支援する制度）は、現行条約では条約濫用の場合に対象範囲が

限定されている。改正後は滞納租税債権一般について適用されるように対象範囲が拡大される。日本の

租税については、所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、消費税、相続税、贈与税が対象となる。

（4） 米国不動産持分の定義統一

譲渡所得に係る規定に関連して、米国不動産持分の定義が米国内国法のものに統一される。

米国法人株式は原則米国不動産持分に該当するが、米国内国法に基づく5年テスト（株式発行体が過去5年間

に一度も米国不動産保有法人でないかどうか）を充足すれば、米国不動産保有法人の定義から除外される。

現行の条約では、株式の譲渡人が日本の居住者である場合には、5年テストではなく、株式譲渡時点での状況で

判定するような解釈が可能な規定が含まれていたが、今回の条約改正に伴いその規定が撤廃される。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【財務省】日米租税条約を改正する議定書の発効

税制
Tax Update

金融機関全般全 般 投資運用会社等 投資信託等 投資法人等

源泉地国免税対象 現行条約 改正条約

配当 • 適格要件：
持株割合50％超、保有期間12カ月以上

• 適格要件：
持株割合50％以上、保有期間6カ月以上

利子 • 金融機関等の受取利子
（原則：限度税率10％）

• 原則：免税
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2. 適用時期

（1） 源泉徴収される租税に関しては、2019年11月1日以後に支払われ、又は貸記される額について適用

（2） その他の租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度について適用

（3） 仲裁に関する規定は、2019年8月30日時点において両国の税務当局が検討を行っている事案及び同日の

後に検討が行われる事案について適用

（4） 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる事案又は租税債権に係る課税年度にかかわらず、

2019年8月30日から適用

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【EY Viewpoint】

• 投資所得に対する源泉地国免税の対象拡大に伴い、米国で事業・投資を行う企業の活用機会が増加するものと

考えられる。

• 米国不動産関連の投資を行う場合に生じる譲渡所得については、条約の改正に伴い、源泉地国課税となる

可能性が高まるため、注意が必要となる。
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【概要】

• 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、昨年度に続き2回目となる「ESG活動報告」（以下「本活動報告」とい

う。）を2019年8月19日に刊行した。

• 本報告では、GPIFにとって初めて「気候関連財務情報開示タスクフォース」（TCFD）の提言を受けた情報開示に取り

組んでいる。

【本活動報告の目的】

• GPIFは、投資におけるESG（環境・社会・ガバナンス）の考慮を通じ、ポートフォリオの長期的なリスク低減やリターンの

向上を目指している。ESGに関する取組みと効果を国民に報告するために同報告書を刊行した。以下は、本活動

報告をまとめたものである。

【2018年度の活動ハイライト】

• GPIFは、2018年度も新たな領域でESGを推進した項目として、以下を挙げている。

【本活動報告の主なコンテンツ】

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

【GPIF】 「2018年度 ESG活動報告」を刊行

その他
Other Update

金融機関全般全 般 投資運用会社等 投資信託等 投資法人等

• グローバル環境株式指数の選定とESG指数に基づく運用

• 株式・債券の委託運用におけるESG
• 指数会社・ESG評価会社へのエンゲージメント

• オルタナティブ資産運用におけるESG
• TCFDへの賛同と気候関連情報開示

• ESGに関する情報開示についての調査研究

第一章
ESGに関する取組み

• ESG指数のパフォーマンス

• ポートフォリオのESG評価

• ESG評価間の相関

• ポートフォリオの気候変動リスク

• ポートフォリオの温室効果ガス排出量等の分析

• ポートフォリオのシナリオ分析

• ESG評価と不祥事

第二章
ESG活動の効果測定

• グローバル環境株式指数を2018年9月に選定し、運用を開始した。

• 2018年12月にTCFDへの賛同を表明した。

• グリーンボンド投資の積極化を世界銀行グループと連携した。

• 委託先運用会社向けのESGインテグレーションの定義を定めた。

• オルタナティブ運用会社へのESG評価基準の見直しを行った。

• ESG活動を高度化する上で重要なESG情報開示についての委託調査研究を実施した。

• 「EY Viewpoints（2019年夏号）」の『【GPIF】「第4回機関投資家のスチュワードシップ活動に関する上場企業向け

アンケート集計結果」を公表』の記事において、上記コンテンツに関連するGPIFのESG活動について取上げた。

以降では、GPIFが、本活動報告を取りまとめるにあたり特にチャレンジングな取組みと位置付ける、TCFDへ対応

したレポーティングに関する事項に焦点を当てる。
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1. TCFDへの賛同と気候関連情報開示

気候変動への取組みが、金融市場でも広がりをみせている。現在、年金基金をはじめとするアセットオーナー、運用会社、

銀行などの金融機関に加え、企業、政府など世界中の792の機関（2019年6月時点）がTCFDの提言に賛同している。

• GPIFは、2018年12月にTCFDへの賛同を表明しており、本活動報告書では、TCFDが公表した提言に従って、

GPIFの気候関連情報を開示している。

• TCFDが公表した提言は、企業をはじめとする組織に、気候変動に関連する（1）ガバナンス、（2）戦略、（3）リスク

管理、（4）指標と目標の各分野に関する情報開示を推奨している。

• GPIFは、この取組みの第一歩により、気候変動関連情報をはじめとしたESG全般に関する開示を促進していくこと

で、市場全体の持続可能性向上に努めていくとしている。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

出典：

GPIF「2018年度 ESG活動報告」

28ページ
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2. TCFDに対応した気候関連情報開示（指標と目標）

TCFDの提言に沿った気候関連情報開示にあたっては、英国のTrucostに分析を委託している。分析内容は多岐に

わたっており、本報告書で取上げた以外の分析については「GPIFポートフォリオの気候変動リスク分析」として別途

公表するとしている。

（1） ポートフォリオの気候変動リスク

• ポートフォリオの気候変動リスクを正しく理解するためには、ポートフォリオの資産クラスや業種別ウエイトを

把握することが必要である。

• 分析対象は、GPIFの保有ポートフォリオのうち「国内債券」、「外国債券」、「国内株式」、「外国株式」の

4資産である。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

出典： GPIF「2018年度 ESG活動報告」 43, 44ページ
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（2） ポートフォリオの温室効果ガス排出量等の分析

• GPIFが保有しているポートフォリオの温室効果ガス排出量（カーボンフットプリント）等を測定した。その結果、

各資産の温室効果ガス排出量等がポートフォリオ上の保有額や業種別の偏りに大きく依存していることが

確認された。

（3） ポートフォリオのシナリオ分析～「2 C̊目標」への移行経路～

• GPIFのポートフォリオが「2˚C目標」※ と整合的かどうかを把握するためのシナリオ分析を行った。用いた

手法は移行経路分析と呼ばれるものである。Trucostによる分析では、現在のGPIFのポートフォリオは

「2˚C目標」への移行経路とは整合的ではないという結果になった。

※ 「2 C̊目標」は、2020年以降の温室効果ガス排出に関する国際的な取り決めを行ったパリ協定で示された枠組みである。今世紀末

までに、世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて2 C̊未満に抑えることを目標としている。

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

出典： GPIF「2018年度 ESG活動報告」 44ページ

【EY Viewpoint】

• 本活動報告の特徴として、GPIFがTCFDへの賛同を表明したことに伴い、TCFDの提言に基づく気候関連情報を

開示している点が注目される。

• GPIFにとって初めてのTCFD提言に沿った情報開示の試みは、まだ、第一歩を踏み出したばかりで、課題も多い

のが現状であるが、年々改善できるよう前向きに取り組んでいきたいとしている。今後の他のアセットオーナーや

アセットマネジャーの情報開示に関して、参考になる先進的な取組みと考えられる。
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（1）「The Global RegTech Industry Benchmark Report」の公表

ケンブリッジ大学ジャッジ・ビジネススクールのケンブリッジ・オルタナティブ・ファイナンス・センター（Cambridge
Centre for Alternative Finance; CCAF）は、2019年9月4日、EY Japanによる単独スポンサーのもと実施した

サーベイをもとに、RegTech調査レポート「The Global RegTech Industry Benchmark Report」を公表しました。

当該サーベイは一般社団法人Fintech協会や国際レグテック協会等の協力を得て実施され、サーベイ対象には、

金融庁、日本銀行、並びに日本企業も含まれます。まさに今、世界で形成されようとしているRegTech・イノベー

ション・エコシステムの未来をご覧いただく最新情報を纏めたものとなっています。

（2）CCAFについて

CCAFは、既存の金融システム外の金融チャネルや商品について、グローバルで入手した大規模なデータに

基づく実証的な手法により研究を行うため2015年に設立されたケンブリッジ大学の研究機関です。これまでに

公表した30を超えるレポートで調査対象としたフィンテック企業やプラットフォームは185カ国の3500、規制当局

等は110以上にのぼり、各国の規制や政策策定に貢献しています。

【インサイト】
ケンブリッジ大学CCAFによる「The Global RegTech Industry
Benchmark Report」の公表

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

1. CCAF 「The Global RegTech Industry Benchmark Report」
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2. レポートから見るRegTechマーケットの概要

Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

（1）RegTechの定義とマーケットのセグメント

Regulation（=規制）とTechnology（=技術）の融合を示すRegTech（レグテック）は、広く規制要件の遵守を促進

する新しいテクノロジーの導入を示すと共に、規制当局側のテクノロジー、あるいは規制に広く関連するテクノロ

ジーも含まれるものと考えられます。最も包括的なRegTechの機能的定義によれば、単に個々のクライアントに

よって実装される製品やソリューションだけに焦点を当てるものではなく、データの共有、タクソノミ、規範及び

アプリケーションなどを完備する、より広いエコシステムだと定義できます。

サーベイに基づくグローバルでのRegTechマーケットの規模の推計によれば、RegTech企業の総売上高は

約49億ドルに及び、2019年初までの資金調達額は96億ドルに達します。また、44百万人の雇用を生み出す

規模になっています。本サーベイから導き出されたRegTechマーケットの各セグメントの推計は図表1のとおり

です。

図表1：RegTechマーケットのセグメントと市場規模の推計

（2）グローバル展開が求められるRegTechマーケット

RegTech企業の活動は、世界の主要金融センターに集中しています。多くのRegTech企業は英国、米国に拠点

もしくは重要な市場シェアを有していますが、シンガポール、香港、日本、ルクセンブルクといったAPACや欧州の

金融センターも、重要な関心を集める国となっています。また、1カ国のみで展開しているRegTech企業は30％
のみで、実に70％以上のRegTech企業が2カ国以上で展開しています。RegTech企業の多くは創業時から

複数の国や地域での事業展開を念頭に置いており、RegTechはグローバル展開が求められるマーケットである

と言えます。

セグメント セグメントの概要 収益額 資金調達額

プロファイリング・
デューディリジェンス

複数のデータを収集、統合し、人物、企業等のプロ
ファイルを作成

4.9億ドル 29.6億ドル

レポーティング・ダッシュボード 社内の情報を収集し、ダッシュボードやレポートを生成 17.0億ドル 5.4億ドル

リスクアナリティクス
ビッグデータを使用し不正行為、市場の濫用などの
違法行為を評価

16.7億ドル 14.2億ドル

ダイナミックコンプライアンス
規制の変更をモニターし、変化する要件に社内規定
や統制を柔軟に適応

4.7億ドル 39.3億ドル

市場モニタリング
市場データに基づく市場の実態を規制等と突き合わ
せ、市場操作などを識別

5.5億ドル 7.9億ドル

出典：The Global RegTech Industry Benchmark Report 日本語版から抜粋



23 | Wealth & Asset Management  |  EY Viewpoints

（3）今後の発展が期待される日本のRegTech

サーベイ対象のRegTech企業のうち、日本に本社を置くのは4％、日本で活動するのは9％と、日本では

RegTechの展開はまだ緒に就いたばかりといえます（図表2）。

英語以外を公用語とする国でNLP（自然言語処理）に基づくサービスを展開することが難しいなどの要因の影響

もありますが、テクノロジーの発展等より言語の壁は容易に乗り越えられるようになってきており、日本でも今後

のRegTechの発展が大いに期待されます。

図表2：RegTech企業が本社を置いているまたは活動している国

Japan

Luxembourg

Australia

Ireland

USA

Singapore

Switzerland

�17%
�46%

�6%
�11%

�4%
�9%

�8%
�12%

�5%
�23%

�25%
�63%

�7%
�18%

�4%
�23%

UK

10% 40% 70%0% 20% 30% 50% 60%

■ 各国に本社を置いているRegTech企業の割合

■ 各国で活動しているRegTech企業の割合

出典：The Global RegTech Industry Benchmark Report 日本語版

2. レポートから見るRegTechマーケットの概要 （続き）
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3. 実現する先進的なRegTechサービス
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（1）RegTech企業が提供するソリューション

世界のRegTech企業は、レポーティング、意思決定を支援するダッシュボードなどのソリューションを実現させて

すでに顧客へサービス提供していますが、ダイナミックコンプライアンスなどのさらなる先進的なサービスの提供

も今後大きく期待されています。

また、法外な罰金リスクを伴うAML（アンチマネーロンダリング）などを中心に、既に金融業界ではRegTechが
広範に使用されていますが、非金融業界も重要な市場となっています。

（2）RegTech企業の競争優位性と活用するテクノロジー

競争優位性（Unique Selling Point; USP）に関するサーベイでは、多くのRegTech企業が、コスト削減よりもコン

プライアンスプロセスの有効性の向上やサービスのスピードの向上を、最も重要なセールスポイントとして挙げて

います。

クラウドコンピューティング、マシンラーニング、データ分析などのテクノロジーはすでに広範に使用されています

が、これらに加え音声認識、分散型台帳技術、暗号トークンなどさらに先進的なテクノロジーも今後の利用の

増加が大きく見込まれています（図表3）。

図表3：RegTech企業が使用するテクノロジー

クラウドコンピューティング

マシンラーニング

予測的データアナリティクス

10% 20% 60% 70% 80%0% 30% 40% 50%

43%

6%

6%

9%

12%

9%

3%

14%

16%

1%65%

56%

40%

35%

33%

32%

30%

24%

14%

13%

13%

6%

5%

1%

3%

3%

5%

5%

2%

5%

10%

9%14%

データ転送プロトコル

NLP

ディープラーニング

言語/グラフ分析

RPA

画像認識

分散型台帳技術

音声認識

スマートコントラクト

バイオメトリクス

暗号トークン

GIS マッピング

仮想現実

拡張現実

■ 現在使用している

■ 使用を検討している

出典：The Global RegTech Industry Benchmark Report 日本語版
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4. 規制当局によるテクノロジーの活用
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規制当局側が監視、監督等に活用するテクノロジーは、SupTech（Supervisory（＝監督）＋Technology）と呼ばれ

ます。

提出までにタイムラグがあり、当局が手にする時点ですでに陳腐化している当局報告データが、金融危機の際にリス

クベースの監督手法の障害となった経験から、金融センターと呼ばれる国・地域の規制当局では、規制報告等を中

心にSupTechを積極的に取り入れ始めています。

5. RegTechエコシステムとコンソーシアムの動き

（1）規制当局の力がRegTech発展の起爆剤に

英金融行動監視機構（FCA）のTechSprintsなど、規制当局は、参加者を集めることで、さまざまな提携が自発的

に生まれる土壌を生成しています。規制対応は競争分野ではないため、さまざまな関係当事者と協力し、

RegTechエコシステムを形成することで、コスト削減など全体としてベネフィットを得ることができる領域と言え

ます。各企業は、規制当局の支援の下、RegTech企業との協働や企業間の連携により、コンプライアンスを巡る

幅広い課題に対応しようとしています。

（2）RegTechの公共財としてのコンソーシアム形成への動き

規制当局は、小規模でRegTechに投資できる資金や人材といったリソースが潤沢でない企業が多く存在して

いる点を強調しています。そのような企業であっても、コンソーシアムを形成して共有のユーティリティを利用する

ことで、多額の先行投資なしにコンプライアンスのさらなる能力の向上が可能となることが期待されます。

日本でも、金融庁がAML対策として、利用する地銀も開発・運営の費用を分担する一方、設計などの初期費用

は国が負担する方向で、地方銀行が使える共同システムを開発する検討を始める、と11月初めに報道されて

います。

図表4：RegTechエコシステムの分類

出典：The Global RegTech Industry
Benchmark Report 日本語版
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6. 終わりに
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今後、コンプライアンスの自動化が進んでいくことが期待されます。変動が激しく膨大な量の規制をいかにモニタリン

グしていくかは非常に重要な課題として認識されており、英国などでは機械で読み取り可能な規制の実現に向けた

取り組みも進んでいます。テクノロジーの進化は激しく、もはや対応できないものはないというところまで来ています。

テクノロジーありきではなく、自社のペインポイントを認識し、自社の現状と向き合って考えていく必要があります。

EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 パートナー

EY Japan RegTech Leaders

小川 恵子

本サーベイレポート「The Global RegTech Industry Benchmark Report」の
原文（英語版）及び日本語版は、以下のリンクからご覧いただけます。

www.eyjapan.jp/ccaf2019
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