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アイリッシュファンズ協会(Irish Funds) 
 

• 規制対象となるアイルランド国内のクロスボーダーファンド全
般に関する業界団体 

 

– 代表機能 
– プロモーション機能 

 

• 加盟企業はアイルランド国内外で123社 
 

• アイルランド国内外の当局や政策立案者との密接なつながり 
 

• 欧州及び世界で業界を牽引 
 

• コラボレーション、情報共有や成果・改善推進のためのプラッ
トフォーム 
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アイルランドのファンド業界 

• 世界中からのファンドマネー
ジャーをサポート 
 

• アイルランド籍ファンド向けはも
ちろん、その他外国籍ファンド向
けにも、多岐に亘る専門サービス
を提供 
 

• 投資戦略の全領域でマネージャー
にソリューションを提供 

ファンド 
マネージャー 

アイルランドで
管理されている

ファンド 

アイルランド籍
ファンド 

UCITS 

AIFs 

外国籍ファンド 
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アイルランドで業界が提供するもの 
  

• EU 単一市場へのアクセス: プロダクトとサービス
のパスポート 
 

• 欧州市場内外の投資家へのアクセス 
 

• サービスの卓越性 
 

• 低コスト 
 

• 低税率環境 
 

• 規制環境 
 

• アイルランド政府のコミットメント 
 

• インフラ基盤：言語/法務/通信 

 
 

 

第7位 
IMD世界競争力 

年鑑2016  

第1位  
人々の柔軟性
と適応能力 

欧州第1位  
第3期教育 (短
期高等教育/学
士/修士/博士) 
終了者数 
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なぜアイルランドなのか 
        ～販売と投資家へのサポート～ 
 アイルランド 籍UCITS のグローバル販売 

• 幅広い機関投資家と 
    リテール投資家を対象 

 
• 30 言語に対応 

 
• 23 通貨に対応 

出典: Lipper, PwC & Irish Funds, 2015 
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アイルランドファンド業界の現況 
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  Irish Administered Fund: 総資産推移  AUM  
「アイルランド籍」と「それ以外の外国籍」 
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アイルランド籍ファンドの資産推移 

• UCITS はアイルランド籍資産
の75％ 
 

• UCITS マネージメントカンパ
ニーは 86 社 
 

• 登録済みまたは認可済みAIFM 
は 156 社 
 

• クロスボーダーベースでアイ
ルランドで営業する AIFMは 
597 社 
 

• 設立済み ICAVは 364 社
（2015年3月18日以降） 
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欧州主要ファンドの資産残高成長率   
                                                                           (基準:2011年=100) 

出典: EFAMA Statistics 

2012 2013 2014 2015 2016 
Europe 113  123  142  158  178  
Luxembourg 114  125  148  167  177  
Ireland 116  127  157  180  198  
France 109  110  114  121  129  
Germany 113  124  140  153  166  
UK 117  135  159  179  177  
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アイルランド籍ファンド―純資金流入額 
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ETF – アイルランドの成功事例 

欧州域内のETFにおけるアイ
ルランド籍ファンドの割合 

出典: Irish Funds, June 2017  

€41bn 

€3bn 

Ireland 

Rest of Europe 

93% 

Ireland 
€310bn 

Rest of 
Europe 
€248bn 

56% 
44% 

2016年の欧州ETFの純資金流入額にお
けるアイルランド籍ファンドの割合 
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英国の国民投票とEU離脱－Brexit 
 • 大多数にとって、予期せぬ結果 

 

• 明確な点 
－ アイルランドは引き続き欧州委員会のメンバー 
－ アイルランド籍ファンドのEU市場へのアクセスのし易さは変わらず 
－ 英国は、ひとまずEU加盟国であり続ける 

 

• 疑問点 
－ EU離脱プロセス終了時の英国の状況 
－ EU離脱プロセスの開始時期 
－ EU離脱プロセス終了までの時間（期間） 

 

• 運用会社からの質問事項 
「ポートフォリオ運用およびファンドサービスの提供に必要となるEU市場
へのアクセスを維持するため、アイルランドと何ができるか」 

 

• アイリッシュファンズ加盟参加者はマネージャーに協力しソリューション

を提供中 
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密接な関係にある3つのテーマ 

販売 
運用モデル 

(委任 
‘Delegation’) 

成長 

 
2,000を超えるアイルランド

ファンドが英国投資家 

に販売されている1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

アイルランドファンド資産の
うち€613 bn2 が170+ の英国
事業会社によりアイルランド

国内で運用されている2 

 
 
 
 
 
 

EU/アイルランドの 
ファンドへの英国投資家
によるアクセスの継続 

アイルランド
ファンドの 
英国事業会社
による運用の

継続 

国際資産運用センターと
してアイルランドの成長

軌道を高める 
出典: 1-Lipper IM Dec 2015 
2-Monterrey Ireland Fund Report 2016 

現況 成果目標 
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オプションの体系的整理：運用モデル 

MiFID 事業会社 

追加承認によるSuper 
ManCo(‘v2’) 

Delegateを有する
Super ManCo  

(‘v1) 

SMIC • 単一アンブレラファンド向けの
簡便なオプション 
 

• ‘v1’: 広く使用される委任オプ
ション付き標準モデル 

• ‘v2’:「追加承認(add-
on)」でMiFID運用会
社がいなくても、委任
（含、マンデート）による
運用が可能 

• 幅広い認可が
提供される 

定義 

• ‘MiFID 事業会社’: 金融商品市場指令 (2007年に導入、2018年1月に MiFID 2 / MiFIR に切替) の下で認可された投資信託会社 
• ‘Super ManCo’: 個別委任に向けた追加承認（Add-on  authorisations）の選択により、UCITS及びAIFにサービス提供する権限がある。 
• ‘SMIC’: 自己運用会社 

 
 

グローバル
アセット 
運用会社 

 
 

リージョナ
ルアセット
運用会社 

運用モデル  
(委任

‘Delegation’) 
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その他の展開 
 • アイルランドのLLP法改正 

－  法改正がアイルランド政府により承認され、草案担当者も指名。 
－  プライベートエクイティファンド、リアルアセットファンドの対象範囲

は追加で提供。 
 

• 融資の組成 
－  現行の融資の組成を強化することを視野に アイルランド中央銀行や公共

セクターと継続して連携。 
 

• 税の透明性 
－  OECD は税の透明性と情報交換に関しアイルランドに最も高い国際格付

けを付与。 
 

• EU クロスボーダー販売 
－  クロスボーダー販売に関する協議文書が2016年に提出され、2017年に

フォローアップ調査も完了。 
－  その後欧州委員会と会合実施。 
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その他の展開 
 • 汎欧州年金制度 (PEPP) 

－  PEPP に関する業界の報告書が公開。 
－  その後欧州委員会と会合実施。 

 

• 金融活動作業部会 (FATF) 相互評価報告書 (MER) 
－  アイルランドの資金洗浄対策およびテロ資金供与対策に関する

FATFの審査は、「アイルランドは資金洗浄(ML)およびテロ資金
供与(TF)対策において健全で実質的に有効な制度がある」と結論

付けた。さらに、報告書は「国内協調体制および民間部門諮問
フォーラム (PSCF) が全ての関係機関および民間部門全体で ML
およびTFの リスクの理解を広めるうえで有益だった」と特筆。 

 

• 上場投資信託(ETF) に関する CBI の関与 
－  アイルランド中央銀行 (CBI) の審議文書に回答し、プロセス全体

で CBI と協働。 
 

•  CIS 流動性リスク管理に関する協議文書 
－  証券監督者国際機構 (IOSCO) の協議文書に回答。 
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まとめ 
 

 
 

• EU加盟国かつ地理的優位性 
+ 

• グローバルで販売される投資ファンドの国際拠点 
+ 

• 各種ファンドストラクチャーにおける比類ない実績と専門知識 
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欧州オルタナティブ投資において 
検討すべき税務事項 

中村 賢次 
（PwC税理士法人） 
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目 次 

Section 1： 投資対象国での一般的な課税関係  

Section 2： 日本での一般的な課税関係 

Section 3： ストラクチャー選択に影響するファクター 

Section 4： ファンドオブファンズ投資と税務 
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投資対象国での一般的な課税関係 

• インカム（賃料・配当・利子等）の

課税 

• キャピタルゲインの課税 

ファンドビークル 

不動産 
PE 

インフラ等 

投資家 

リターン 

賃料、配当、 
譲渡益等 

日本 

海外 

アイルランド・ファンド・セミナー 2017/10/20 
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• 外国配当益金不算入の可否 

• CFC税制の適用有無 

• 外国税額控除の適用可否 

日本での一般的な課税関係 

アイルランド・ファンド・セミナー 2017/10/20 

ファンドビークル 

不動産 
PE 

インフラ等 

投資家 

リターン 

賃料、配当、 
譲渡益等 

日本 

海外 
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• ビークルの課税関係 

• 投資家における損益認識の 

タイミング 

• 投資家における外国税額控除の

可否 

• 投資対象国における租税条約の

適用可否 

• 投資対象国における申告の要否 

• ビークル持分の保有割合 

• 投資対象資産の種類 

ストラクチャー選択に影響する 
ファクター 

アイルランド・ファンド・セミナー 2017/10/20 

ファンドビークル 

不動産 
PE 

インフラ等 

投資家 

リターン 

賃料、配当、 
譲渡益等 

日本 

海外 
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ファンドオブファンズ投資と税務 

メインファンド サブファンド 

会社型 会社/パススルー型 ブロック 

パススルー型 会社型 ブロック 

パススルー型 損益取込 

日本投資家 
年金等 

サブ 
ファンド 

投資 
（不動産） 

メイン 
ファンド 

投資 
（PE） 

投資 
（その他） 

サブ 
ファンド 

サブ 
ファンド 

会社型 or 
パススルー型 

会社型 or 
パススルー型 

CFC課税？損益取込？ 租税条約による恩典？ 

アイルランド・ファンド・セミナー 2017/10/20 
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ピーター・キャラハン 
（SMTファンドサービシーズアイルランド/COO） 
 
 

グローバル規制状況 
 

 ～サービスプロバイダーの観点からの最新情報～ 
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概要 

1.  MiFID II 
 

2.  FATCA/ CRS 
 

3. EU一般データ保護規制 
 

4. 資金洗浄対策の最新情報 
 

5. アイルランド中央銀行の重点取組み 
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MiFID II 

• 金融商品市場指令は、金融商品に関連するサービスを顧客に提供する
事業会社と金融商品取引所を規制するためのEUの枠組み。 

 

• 欧州委員会は、2008年の金融危機やアルゴリズム取引の増加から明ら
かになった問題や MiFID I から学んだ教訓に対処するためにMiFID II を
導入。 
 

• アイルランド法では2017年8月10日に取り込まれ、2018年1月3日に発
効予定。MiFID II の構成は以下の通り。 

– 指令 (MiFID – 2014/65/EU) 
– 金融商品市場規則 (MiFIR – 2014/600/EU) 
 

• 主要な目標は以下の通り。 
– 投資家保護の強化 
– 無秩序な市場リスクの低減 
– システミックリスクの低減 
– 金融市場の効率化と市場参加者の不要なコストの削減 
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MiFID II  
第三国 / セーフハーバー協定の考察 – 非 EU 加盟国の運用会社に重要 
 

• MiFID I のもとアイルランドでは、運用会社は中央銀行の承認なしでの営業

は禁止されていた。ただし、以下の場合にはアイルランドで営業している
とみなされなかった（セーフハーバー協定）。 

– 本社 / 登記上の事務所が EU 域外にある 
– アイルランドに支店がない 
– アイルランドの個人に投資サービスを提供していない 
 

• セーフハーバー協定の維持は業界にとって重要であり、財務省も2017年7月
に基準強化を条件にこれを確認。 

 

• ポートフォリオ運用は MiFID の対象サービス。「第三国」の運用会社は、
委任に基づき UCIT/AIF の取扱いが可能。ただし、i) 自国法域の規制下で
ポートフォリオ運用を実施していること、ii) 監督当局との間に 覚書 が存在
すること、iii) 運用会社が アイルランド中央銀行 の事前審査で認められてい
ることが条件 。 
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MiFID II 
その他の重要ポイント 
 

1. 報奨金 
ポートフォリオマネージメント/投資助言 サービス(PM/IA)を提供する 
MiFID 事業会社が、これらのサービスに関して第三者から報酬/手数料
等を受領することを原則禁止。 

 

2. 投資リサーチ 
PM/IA サービスを提供するMiFID 事業会社が、これらのサービスに関し

て顧客の費用で投資リサーチ報告を受領することは原則禁止（リサーチ
費用と売買執行コストの分離）。 

 

3. コストの開示 
 MiFID 事業会社は、提供サービスおよび投資商品のコスト/料金に関す
る詳細情報を顧客/見込み顧客に前もって且つサービスが継続する限り
提供する必要がある。 
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FATCA/ CRS 

FATCA 
• FATCA の報告業務は3年目を迎え、段階的な運用期間は終わり、

全てが報告対象。 
 

• 現在では定着し、概ね通常運営中。 
 

CRS 
• 共通報告基準は、OECDが策定した「自動的情報交換」(AEOI) のための

基準。 
 

• 残念ながら、FATCA に追加して実施されるもので、段階的廃止中の UK 
CDOT と置き換えられる。 

 

• CRS 報告は1年目。 
 

• CRS に基づき報告対象となる投資家はファンド本籍地の非居住者であ
る個人/事業体。ただし、以下は免除。 

 

– 上場している事業体、政府機関、中央銀行、国際機関、金融機関 
 

32 
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FATCA/ CRS 
 

CRS – 続き 
 

• CRS 報告は2年にわたって段階的に実施。 
 

• 2017年 (2016年の暦年ベース) の CRS 報告は、i) 該当する年の新規投資
家と ii) 残高が100万米ドルを超える(2015年12月31日時点) 既存の個人投
資家が対象。 

 

• 2018 年は、2016年12月31日時点でファンドを保有していたすべてのもの
を含む、報告対象の全投資家が対象。 

 

• CRS に基づく源泉徴収を回避した場合、罰金と制裁は関係法域等により
賦課。例：ケイマン諸島では CRS 法に基づき虚偽の自己申告を行った事
業体は5万ドルの罰金、個人は2万ドルの罰金を科される場合がある。 
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FATCA/ CRS 
 

実務面のポイント: 
 

• ここ数か月の間にケイマン、英領ヴァージン諸島、アイルランドにより
指針の更新版がリリース。CRSは「共通基準」ではあるものの、すべて

の税務当局が一様に解釈していないため、不明瞭な点については専門家
のアドバイスが必要。 
 

• 一部の税務当局のウェブサイトに技術的問題があり、なかには登録と報
告の期限が延びたものもあったが、同問題は適切に対処される見通しで
あるため、全体的な期限変更は期待しない。 
 

• ファンドやファンド指定のサービスプロバイダーは、FACTA/CRS につ

いて、関連税務当局による順守状況の確認があることを想定。対象は報
告業務のみならず、システム/統制、ポリシーや手順の文書化等。 
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一般データ保護規則 
（General Data Protection Regulations（GDPR）） 

背景 
 

• 2018年5月25日に発効し、既存のデータ保護の枠組みに取って代わる。
現在は過渡期。 

 

• 前回の EU データ保護指令の採択は1995年。以降、世界は特に技術の進
化とオンラインショッピング/コミュニケーションに関する消費者行動
により大きく変化。 

 

• GDPR は規則であるため、加盟各国での法制化により有効となる（適用
段階で不整合が生じる要因）指令（Directive）とは異なり、すべての 
EU 加盟国で同日に発効。 

 

• データ保護の原則は、既存の枠組みと実務においてもファンド業界の中
心。GDPR は一定の重要事項を定型化する規範的なアプローチ。 
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主要ポイント 
 

• 設計段階からプライバシー保護を考慮する(プライバシー・バイ・デザイ
ン)がGDPRの主要テーマ。システム設計においても最初からプライバ
シー・バイ・デザインに従って GDPR 要件への対処が必要。 

 

• EU 域内の個人データを扱うすべての組織およびEU 域内のデータ処理者/
管理者に適用。 

 

• 高リスクのデータ処理が必要とされる場合は、正式なデータ保護影響評価
(Formal Data Protection Impact Assessments)が義務付け。 

 

• 個人の同意に関する基準が厳格化。十分な情報提供をしつつ、明確である
こと、見返りを求めないことが必要。個人には、明確な「忘れられる権
利」がある他、アクセスを要求をする権利も強化。 

 

• 規則違反した場合は72時間以内に関連当局に報告。高リスクのデータで
あった場合は、当該事案の遅滞ない通知が必要。 
 
 
 

一般データ保護規則 
（General Data Protection Regulations（GDPR）） 
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主要ポイント 
 

• 事業体によっては、GDPR に基づき重責と権利を有するデータ保護責任
者の任命が義務付け。 

 

• 罰金/規制の強化 
– 重大な違反の場合は、最大1,000万ユーロまたは全世界の年間総売上高の2％ 

のいずれか高額の方 の罰金。 
 

– 非常に重大な違反の場合は、最大2,000万ユーロまたは全世界の年間総売上
高の 4% のいずれか高額の方 の罰金 

 

– データ主体への損害が軽微な場合でも訴える権利あり 
 

• GDPR の規制内容に基づき、ファンドに関する書類及び関係契約の変更
が必要。 
 

御社に適用される場合、内容確認を行い、役割と責任を明確に理解のう
え、実施することが不可欠。 

 
 

 

一般データ保護規則 
（General Data Protection Regulations（GDPR）） 
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資金洗浄対策に関する最新情報 

FATF による見直し 
 

• 2016年中に金融活動作業部会 (FATF) はアイルランドの資金洗浄対策
(ML)とテロ資金供与対策 (TF) の制度を見直した 。2017年9月7日に 
FATF は相互評価報告を公開し、総合的に「アイルランドにはML/TFに
対処する健全で実質的に有効な制度がある」と結論付けた。同報告書の
詳細は確認中であるが、アイリッシュファンド協会にとっても重要 。 

 

• さらに報告書は、「国家協力体制と民間部門の協議フォーラム (PSCF) 
はすべての関連機関および民間部門の間でML とTF の リスクの理解を
広めるのに有益であった 」と特筆。同協会は PSCF のメンバーです。 
 

報告書の入手先： 
  http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer- 

ireland-2017.html 
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資金洗浄対策に関する最新情報 

第4回EU 資金洗浄対策指令 
 

• 第4回 AML 指令は2015年6月26日に発効し、年内にアイルランド国法と
して法制化予定。 

 

• 資金洗浄 (ML) とテロ資金供与 (TF) リスクへの対応に関連したリスク
ベースのアプローチを重視。 

 

リスクベースアプローチ 
• リスクベースプローチは実施されて相当期間になるものの、より明確化

され、事業体は各取引関係とトランザクションにおいて ML/TF のリスク
の考慮が必要。 

 

• そして事業体はリスク緩和に向け、ポリシー、システム、統制、プロセ
スを中心にした強化が必要。 

 

• 第4回 AMLD の前は、特定カテゴリに属する顧客には簡略化したデュー
ディリジェンスを適用できたが、第4回 AMLD ではこのような一般規定
は適用されず、顧客/トランザクションレベルでの考慮が必要。 
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資金洗浄対策に関する最新情報 

重要な公的地位を有する者 (PEP) 
 

• 外国および国内の PEP が対象。以前は、外国の PEP のみが自動的に
対象となっていた。 

 

受益者 
 

• 最終受益者の特定を義務付け。アイルランドはすでに一部実施してお
り、アイルランドの法人事業体は受益者に関する情報の取得、保持、
届出を義務付け。この取り組みは、現在継続中のもの。 
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アイルランド中央銀行（CBI）の主な取組み 

• CBI は引き続きサイバーリスクと IT によるリスク管理に注目。2016年
に指針が出され、業界と規制当局の重点事項となっている。 

 

• CBI はファンド運営のアウトソーシングに関する指針を出し、過去1年
間このトピックに関して産業界との対話を重ねてきた。 

 

• Investor Money Regulations 施行の１年後、すべてのサービスプロバイ
ダーは CBI に届け出済みの外部監査役による 投資家資金の調査
(Investor Money Examination )が義務付け。 
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パネルディスカッション： 
MiFID II 
コミッションアンバンドリングの議論 
 
 
 
 
 
久保 直毅  
（PwCあらた有限責任監査法人/ﾊﾟｰﾄﾅｰ)  



コミッションアンバンドリング 

 
 

第三者 
（ブローカー） 

投資会社 
（運用会社） 

顧客 
（機関投資家）  

非金銭的な便益 
(アナリストレポート) 

資産運用報酬 

投資会社が資産運用を顧客へ 
提供する場合には、資産運用に 
関連して、第三者から報酬、手
数料その他いかなる金銭的、非
金銭的な便益を受け取ってはな
らない。 
 
（リサーチ） 
 投資会社の自己勘定から支払 

 顧客と同意したリサーチ支払 
口座から支払（投資会社がリ
サーチ予算を顧客と同意） 



 

 

委託先管理 

運用再委託 
投資会社  

（運用会社） 

• 当初デューデリジェン
ス 

• 業務委託契約書 

• 継続モニタリング 

投資会社  
（運用会社） 

• 規制当局の認可 

• 当局間の協働協定 

・投資会社は、委託した業務についてMiFID IIにおける完全な責務を負う。 
・MiFID IIにおける投資会社の顧客に対する関係と責務は、業務を委託した
としても変更はない。 
・業務委託契約は、MiFIDの要求事項を回避するようなものであってはなら
ない。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Europe.svg�
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欧州市場の総括と販売に関する最新情報 
 
 
 
 
 
 

シェーン・ジェラフティ 
（ディロン・ユースタス パートナー） 
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アイルランドは投資ファンドの世界的リーダー 
 

• アイルランドは投資ファンドと金融サービスの世界的リーダー 
 

• 2017年7月31日までにUCITSファンド221件とAIF 182件がアイル

ランドで設立 
 

• 2017年Q1とQ2に共に債券ファンドにより資金流入が過去最高 
 

• 株式は2017年Q1より194億ユーロ増加し、6月末時点で9,265億

ユーロに到達 
 

• 2016年12月末から2017年3月までにETFは時価ベースで270億ユー

ロ純増、これはアイルランド籍投資ファンドの時価総額の18％を

占める 
 

* 上記数値すべての出典 – アイルランド中央銀行 
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• ヘッジファンドは 2017 年 Q1 に投資家からの資金流入により時価総

額ベースで 4% 増加 

• 不動産ファンドは Q1 に (主に投資家からの資金流入により) 時価総額

ベースで9%増加、Q2 は不動産購入ベースで11.3% 増加  

• ICAV がアイルランド籍の AIF および UCITS ファンドの主な投資ビー

クルの形態(2015年以降、 364 件の ICAV が設立)  

• UCITSがアイルランドで最大数のファンド  

• アイルランド中央銀行による運用会社に関するガイドライン (CP86)  

• 米系ローン・マネージャーによる L-QIAIF への関心の高まり 

• 待望の投資リミテッド・パートナー・シップにかかるストラクチャー

の見直し 

 

 

アイルランドは投資ファンドの世界的リーダー 
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欧州市場の動向   (UCITS)   
• アイルランド籍 UCITS ファンドに680億ユーロの純資金流入 
 

• アイルランド籍 UCITS を利用したETF は 2017 年 Q2 に 155 億ユーロの最
高純資金流入を記録 

 

• 欧州籍 UCITS ファンドには 2017 年前半で新規資金 3,770 億ユーロが流入 
 

• 2017 年 Q2 の株式  (350 億ユーロ)、マルチアセット (380 億ユーロ)、債券  
(930 億ユーロ)の各タイプのファンドにおける流入額は伸び続け、いずれも
Q1 を上回る 

 

• 2017 年 Q2 に UCITS は時価ベースで2016 年末から 5.9% 増加し、9 兆
ユーロを超過 

 

• UCITS ファンドの設立件数は 、2017 年 Q2 迄には 31,281 件まで増加 
 

• 全ファンド資産額の 61.6% がEU圏内 (ファンド設立総数の52.5%)  
 

*上記数値すべての出典 – EFAMA Q2 QUARTERLY STATISTICAL RELEASE 
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欧州市場の動向   (AIFS)   
• アイルランド籍 AIF は 2017 年 Q2 に 220 億ユーロの純資金流入 
 

• 2017 年 Q2 のファンドタイプ毎の流入額は、長期 で750 億ユーロ、株式
で70 億ユーロ、マルチアセット で140 億ユーロ、債券で100 億ユーロ お
よび その他 AIFで 390 億ユーロ 
 

• 2017 年 Q2 の AIF 時価総額は Q2 に 0.6% 増加し 5.7 兆ユーロを超過 
 

• 不動産 AIF は、過去最高の資産増加(0.9%)  
 

• 機関投資家の AIF は 2017 年 Q2 に 460 億ユーロの流入額を記録 (2017 
年 Q1 と2016 年 Q4 を上回る)  
 

• 2017 年 Q2 末時点での AIF 設立件数は28,239件 
 

• 全ファンド資産総額の 38.4% がEU圏内 (設立ファンド総数の 47.5％)   
 
*出典 – EFAMA Q2 QUARTERLY STATISTICAL RELEASE 
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アイルランド籍ファンドのグローバル販売 
 

アイルランド籍UCITSのグローバル販売 

出展: Lipper, PwC & Irish Funds, 2015 

• 幅広い機関投資家と 
    リテール投資家を対象 

 
• 30 言語に対応 

 
• 23 通貨に対応 
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欧州におけるファンド販売 

• UCITS パスポート 

• AIFMD パスポート 

 

• 国別私募規制 

• Reverse Solicitation 

 

• 非EU のAIFM向けAIFMD パスポート 
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ファンド販売 

• 販売目的で登録されたアイルランド籍ファンドは
増加中(2016 年末)  
 

• 上位 5 法域は以下の通り 
 

 - UK:            2,447  
 - ドイツ:      2,141 
 - フランス:  1,992 
 - オランダ:  1,710 
 - スイス:      1,689 
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ファンド販売 – 今後の展開 

• MiFID II の影響 
   (i)    MiFID の対象事業会社 
   (ii)   MiFIDの対象サービスを行う金融機関 

 (iii)  個人向けポートフォリオマネージメント及び投資アドバイス
へ拡張されたライセンスを有するAIFやUCITSの運用会社                                 

 

• 投資家保護強化の目的 
 

• 商品ガバナンス要件 
 

• 妥当性テスト 
 

• 報奨金 
 

• 投資家への開示 
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ファンド販売 – 今後の展開 

パッケージ型リテール投資商品及び保険ベース投資商品 (“PRIIPs”) の
影響 
 

• 2018年1月1日から実施 
 

• 重要情報文書 (Key Information Document、“KID”) 作成を義務付け 
 

• 個人顧客に提供されるすべてのAIFに適用 (MiFID II に規定の通り)   
 

PRIIPs 規則の適用対象 
 

• EU 域内の個人投資家への販売用に PRIIPs を組成するファンドマネー
ジャー、生命保険会社、金融機関、投資事業会社など 
 

• EU域内の個人投資家に PRIIPs をアドバイスまたは販売する株式ブロー

カー、ディストリビューター、アドバイザーや、ファンド、仕組商品やデ
リバティブを提供するその他の事業会社 
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ファンド販売 – 今後の展開 
契約前: 「都合の良い時」に投資家に提供する 
 

PRIIPs KID 規則の内容 
 

PRIIPs 委任規則は、 PRIIPs KID に使用すべき文言やレイアウトを含

め必須の雛型を規定。 
 

• PRIIPs KID の内容 
• ヘッダー 
• この商品はどのようなものか 
• リスクは何か、見返りに何が得られるか 
• PRIIP 組成者が支払えなかった場合どうなるか 
• コストはどうなっているか 
• どれだけの期間保有すべきか、資金を早めに引き上げることはできるか 
• 苦情を申し立てる場合はどうすればよいか 
• その他の関連情報 
• 理解度に関する注意喚起 
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ファンド販売 – 今後の展開 
• EUの資本市場同盟 (“CMU”) 構想 

 

• ファンドのクロスボーダー販売に不要または不釣り合いな障壁
を取り除く 
 

• EU 委員会は国家障壁の6つの分類を特定 
 

• UCITS の 80% と AIF の40% がクロスボーダー販売されている 
 

• 33% は EU 加盟国1国でのみ販売されている 
 

• 33% は EU 加盟国 4 か国以内で販売されている 
 

• CMU 構想の意図はクロスボーダーファンド販売の障壁を取り除
くこと 
 

• 欧州委員会は UCITS と AIFMD の法規制変更の可能性に向けた
影響評価を優先事項に挙げ、2018年Q1に同評価を開始予定 
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アイルランドでの展開 

 
• アイルランド中央銀行によるファンド運用会社に関するガイド

ライン 
 

• 待望の投資リミテッド・パートナー・シップにかかるストラク
チャーの見直し 
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パネルディスカッション:  
ファンド規制に関するグローバルソリューション  

 
Common Contractual Funds/Transaction Fundsについ
て 

                  
 
 
 
 パット・コンベリー 

（PwC アイルランド/ディレクター） 

 
 
 



MSCI World – 税低減額 – 日本の年金 (10億円)の場合 



NOTES  

• オーストラリアの源泉税を30%ではなく3%と想定している。特定のポートフォリオが定期的にUnfranked（課税未了）の配当
を受け取っている場合、このモデルの計算に影響し、オーストラリアは重要なマーケットになるかもしれない. 

• CCFに適用される税率は年金が、CCFを通して保有する資産について、全ての租税条約の恩典の適用を受けることを前提とし
ている。なお、これらの税率は個別に確認されたものではなく、単にこの例示のために用いるものである。 

• これらの数字は2017年6月時点のMSCI組入れ比率に基づいている。また、平均配当利回りは各国の特定のインデックスから
算定している。これらは例示のためだけに設定しており、実際の税の低減は状況によって異なる。  

 サマリー 法定税率 ケイマン 
ファンド 

アイルランド
UCITS PLC CCF 

 税率 (単位：BP)                         60                         60                         50                          7  

 法定税率に対する低減率（単位：BP）                            -                              0                        10                       53  

 源泉税額（単位：円） 5,980,040            5,980,040    4,977,934        713,783  

 法定税率に対する源泉税低減額      
            （単位：円） -                               -             1,002,105          5,266,257  

• UCITS CCF (Common Contractual Fund) は米国を含むトップ23の市場において税務上導管として取り扱われており、
ファンドレベルでの税率を大きく低減できる可能性がある (法定税率60BPに対して7BP） 

MSCI World – 税低減額 – 日本の年金 (10億円)の場合 
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閉会のご挨拶 

土屋 正裕 
三井住友信託銀行 専務執行役員 
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