BNPパリバ インベストメント・パートナーズのパートナー
「THEAM」がオルタナティブ投資部門を強化
-BNP パリバとカナダ国立銀行が出資するマネージド・アカウント・ソリューションの
トップ・プロバイダー「Innocap」の株式 50％を取得
-THEAM ヘッジファンド・ソリューション部門が新たに 3 名のオルタナティブ運用の
責任者を起用

2011 年 10 月 5 日
BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
2011 年 10 月 3 日パリ発 －インデックス運用、定量アクティブ運用、元本確保型運用、オルタナティブ
運用に特化した運用パートナーである THEAM は、Innocap の株式保有率を従来の 25％から 50％に引き上
げ、また 3 名のヘッジファンドの専門家を新たに採用することで、オルタナティブ運用部門の一層の強化
を図ります。
マネージド・アカウント・ソリューションのプロバイダーとして世界的にも知られ、長年の実績を有する
Innocap に対する THEAM の強いコミットメントは、BNP パリバとカナダ国立銀行による戦略的提携の更
なる拡大によって実現されました。1996 年の設立来、Innocap は著名な運用会社に加え、新興の革新的な
運用会社を含む幅広い種類のヘッジファンド戦略を、安定性、透明性、流動性の高いプラットフォームを
通じて、提供してきました。
THEAMのCEOである Gilles Guérinは次のようにコメントしております。「Innocapの優れた機能と、北米
のヘッジファンド市場に精通したその実績がTHEAMの専門性と融合することで、更に豊富な運用サービス
を世界各国のBNPパリバのお客様にお届けすることが可能となりました。」
InnocapのCEOである Denis Parisien は、「弊社がマネージド・アカウント・ソリューション分野の世界
的なトップ・プロバイダーとしてのポジションを築くことができたのは、当初、BNPパリバがInnocapの株
式を25％取得したことによるものでした。このたびの追加出資が両社にとって、高いシナジー効果を創出
し、更にプレゼンスを確立できるものと期待しております。」とコメントしています。
THEAMはオルタナティブ運用部門に、新たに3名のヘッジファンド運用の専門家を採用いたしました。
Eric Debonnetはパリにおいて、9名から成るヘッジファンド・ソリューション部門の責任者、またThierry
de Ryacke と David Gilleronはヘッジファンド運用部門の共同CIOにそれぞれ就任しました。オフショア・
ヘッジファンド、オルタナティブUCITS ファンド、マネージド・アカウントを含めた広範な投資ユニバー
スを元に、THEAMは”アラカルト・ソリューション”と称したテーラーメードのマンデートから、インフラ
ストラクチャー、マネージャー・セレクション、ヘッジファンド・ストラテジー・アロケーション、リス
ク・マネジメント、ポートフォリオ構築等、フルレンジのサービスを提供しています。また、機関投資家、
ウエルス・マネジメントなどの投資家層向けに、およそ10億ユーロの運用資産を有する追加型のファン
ド・オブ・ファンズの運用を行っております。
「THEAMは、流動性と透明性を重視したオルタナティブ投資における国際的なプレイヤーを目指していま
す。当社のヘッジファンド投資アプローチは、お客様の社内リソース、ご要望、制約などを考慮した最適
な投資ソリューションの提供を軸としており、更にお客様による投資決定プロセスへの参加も歓迎します。
Eric Debonnet、Thierry de Ryacke 、 David Gilleronの3名の起用によって、マネージャー選定、ポートフ
ォリオ構築サービスにおける新たな体制強化が期待できます。THEAMのお客様には、資本市場、アセット
マネジメント、ヘッジファンド分野における経験豊富なこれら運用プロフェッショナルによるサービスを
ご享受いただきます。」とGilles Guérinは述べています。
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Eric Debonne -THEAMヘッジファンド・ソリューション総責任者
2005 年から2011年の4月まで独立系ファンド・オブ・ヘッジファンズ会社であるHDF Financeの経営委員会及び投
資委員会のメンバーを務めました。2005年にHDFの副CIOとして入社し、 2008年にはリサーチ部門及びリスク管
理部門の責任者に就任しました。HDF入社以前は、クレディ・アグリコル・グループの 投資銀行部門の子会社でヘ
ッジファンドに特化した運用会社であるCPR Equalt Alternative ManagementのCIO (2001年-2005年) 、及びクレ
ディ・アグリコルの投資銀行部門において債券トレーディング部門の共同責任者 (2000年-2001年)を務めました。
1996年から 1999年までは, パリのDresdner Kleinwort Benson において債券トレーディング＆セールス部門の責
任者を務めました。Ericは1987年にCaisse des Dépôts et Consignations (現在の Natixis Capital Markets) のト
レーダーとしてキャリアを開始し、後に債券トレーディングの責任者を務めました。
ESLSCA Business School (パリ) 卒業、フランスのLille Universityにて国際金融の修士号を取得

Thierry de Rycke - THEAMヘッジファンド・ソリューション共同CIO
2008 年から 2011 年まで独立系ファンド・オブ・ヘッジファンズ会社である HDF Finance の投資委員会のメンバー
を務めました。 HDF ではポートフォリオ・マネジメントを担当した他、ヘッジファンド選定のアナリストチームのチーム
ヘッドを務めました。 1998 年から 2008 年までソシエテ・ジェネラルの子会社ある BAREP にて、シングル・ヘッジフ
ァンドの運用およびファンド・オブ・ヘッジファンズの運用を担当しました。 それ以前の 10 年間は、JP モルガン、
UBS ウォーバーグ、ドイチェバンク及び CPR でシニア・トレーダーを務めました。
フランスのエンジニアリングスクールである Ecole des Mines de Paris 卒業、MIT にて修士号、
フランスの Paris-Dauphine University で市場金融の修士号を取得

David Gilleron - THEAMヘッジファンド・ソリューション共同CIO
2006 年から 2011 年まで独立系ファンド・オブ・ヘッジファンズ会社である HDF Finance の投資委員会のメンバー
を務めました。HDF では 2006 年から 2009 年までポートフォリオの運用を担当した他、株式戦略ヘッジファンド選
定のアナリストチームを率いました。HDF には欧州株のファンドアナリストとして、 2002 年 に入社しています。
David は 2000 年に Detroyat Associés の運輸、不動産、持株会社セクターの株式アナリストとして、キャリアを開
始しました。
Paris-Dauphine University にてコーポレートファイナンスの修士号を取得
THEAMについて
THEAM は BNP パリバ インベストメント・パートナーズ（BNP パリバの資産運用会社）全額出資による、
インデックス、定量アクテイブ運用、元本確保型、オルタナティブ・マネジメントに特化した運用パート
ナーです。
2011 年 4 月、BNP パリバ インベストメント・パートナーズの一部であった SIGMA 運用部門と、BNP パ
リバ コーポレートバンキング・投資銀行部門の株式・デリバティブ部門により 2004 年に設立された
“Harewood Asset Management が統合し、インデックス運用、定量アクティブ運用、元本確保型運用、オ
ルタナティブ運用に特化した運用パートナーである THEAM が誕生しました。490 億ユーロ* の運用資産残
高を有し、140 人の運用プロフェッショナルが、BNP パリバ インベストメント・パートナーズと BNP パ
リバ コーポレートバンキング・投資銀行部門の営業担当者を通じて、またフランス、イタリア、ベルギー、
オランダ、ルクセンブルグにおける強固な販売網を通じて、世界各地の顧客向けに運用サービスを提供し
ています。
*2011 年 6 月末現在

Innocapについて
Innocap は、ヘッジファンド投資に流動性、透明性、運用管理、リスク・マネジメントを重視した保守的
なアプローチを取り入れたヘッジファンド・マネージド・アカウント・ソリューションを提供しています。
アクティブ・マネージド・ファンド・オブ・ファンズ、ダイレクト・アクセス・プログラム、オルタナテ
ィブ・クオンツ・ソリューションを含めた多様なソリューションを展開しています。1996 年の設立来より
カナダ国立銀行の子会社として、ヘッジファンド運用における 10 年以上に及ぶ運用実績が、今日の運用資
産残高 32 億米ドル*、58 名のスタッフを擁する規模の運用会社を築き上げました。2007 年に BNP パリバ
とパートナーシップを締結しました。
*2011 年 6 月末現在
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ご留意事項
BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社の運用戦略や商品は、値動きのある金融商品
等を投資対象として運用を行いますので、運用ポートフォリオの運用実績は、組入れられた金融商品
等の値動きの変化による影響を受けます。また、金融商品取引業者等と取引を行うため、その業務ま
たは財産の状況の変化による影響も受けます。資産の価値の減少を含むリスクはお客様に帰属します。
したがって、元金および利回りのいずれも保証されているものではありません。運用口座や投資信託
によって投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容
や性質が異なります。また、ご投資に伴う運用報酬や申込み手数料、換金時手数料、保有期間中に間
接的にご負担いただく費用、その他費用等及びその合計額も異なりますので、その金額をあらかじめ
表示することができません。ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くお読み下さい。

BNP パリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
〒100-6740
東京都千代田区丸の内 1-9-1 グラントウキョウ ノースタワー
金融商品取引業者： 関東財務局長(金商)第 378 号
加入協会： （社）投資信託協会
（社）日本証券投資顧問業協会
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