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基調講演
アイルランドファンド業界最新報告―
Brexitの影響と業界にもたらす好機
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アイルランドファンド協会（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を拠点とする135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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アイルランドファンド業界の現況
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世界のファンドの拠点として…

出典： Monterey Ireland Report 2017
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グローバル規模で販売

出典： Lipper IM
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管理資産総額 ―
アイルランド籍ファンドとそれ以外の外国籍ファンド
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アイルランド籍ファンドの資産推移

• アイルランド籍資産の75％はUCITS

• UCITSマネージメントカンパニーは
88社

• 登録済みまたは認可済みAIFMは164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695社

• 設立済みICAVは467社
（2015年3月18日以降）

出典：データはすべてアイルランド中央銀行から引用
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欧州主要ファンドの資産残高成長率

出典: EFAMA Statistics
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アイルランド籍ファンド ― 純資金流入額

• 2017年の純流入は2016年総額の倍以上
• アイルランド籍ファンドへの純流入は欧州総額の30%
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英国国民投票と「Brexit」

• 英国は2019年3月29日にEU（欧州連合）を離脱する予定

• 未確定－確定されていない事項 (本資料作成時点)

• 離脱合意と移行期間の有無（移行期間を設ける場合は2019年3月30日～2020年12月31日）

• 英国EU間の今後の通商協定の内容

• 確実・明確な事項

• アイルランドはEU加盟を継続する

• 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ない

• 英国はTPR（金融パスポート継続措置）を提供して既存のアイルランドファンドの英国投
資家への販売を3年間は継続する

• アイリッシュファンドにとっての最重要課題

• 英国の運用業者によるアイルランド籍ファンドの継続運用を確保する

• アイルランド籍ファンドの英国投資家への容易な販売を継続する

• アイルランドに新規AIFM/運用会社やMiFIDのストラクチャに最善のオファーを確保する

• アイリッシュファンドは関連当局と連携してメンバー企業や運用業者のソリューション提供
を支援している
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Brexit – 絡み合う3つのテーマ

販売
運用モデル

(委任)

成長

2,700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

$636bn

アイルランドファンド資産の
うち€636 bn が175社

以上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

英国投資家による
アイルランド籍ファンド
へのアクセスの継続

アイルランド
籍ファンドの
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:  Lipper IM Dec 2017

Monterey Ireland Fund Report 2017

現況 成果目標
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その他の展開

• アイルランドのILP（投資事業有限責任組合）法改正

• 今期国会の重要法案に組み込まれている

• 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を追加
予定

• ESAs（欧州監督機構）の改革

• 業界は、ポートフォリオ管理の委託が ESMAによるさらなる監督/承認を要さず
国内規制当局の監視下で、現在の形態で継続できるように集中的に働きかけて
いる

• 上場投資信託（ETF）

• CBI（アイルランド中央銀行）は9月に様々な政策変更に注意喚起すると共にETF
に関するディスカッションペーパーへの回答を公表

• EUクロスボーダー販売

• 業界はEUクロスボーダー販売の効率化に向け、この働きかけに情報提供を継続
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その他の展開

• 汎欧州個人年金制度（ PEPP ）

• PEPPに関する業界のホワイトペーパーが公開され、ケーススタディを策定し
てECON経由で前進を支援した。現在、望ましい支払規定に関して三者会談で
進捗を図っている

• AML

• 業界が諮問に深く関与した第4次マネーロンダリング対策指令は公開され、
2018年末までに制定の予定。業界はCBIと連携して新たなマネーロンダリング
対策ガイダンスノートに取り組む

• 税の透明性

• OECDは税の透明性と情報交換においてアイルランドに最高の国際格付けを付
与

• 業界は強制開示制度の実施について当局と協議

• マネーマーケットファンド規則（MMFR）

• 業界は、2019年1月に発効する新規MMFRに先行してリバース分配メカニズム
の課題について積極的に働きかけてきた
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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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ブライアン・ディロン

ディロンユースタス パートナー

法制と規制の最新情報
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Fund Management Companies

(FMC”) 

Guidance

CP86
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Fund Management Company （FMC）に適用される要件は受けた認可に
よって異なる

UCITS 資産管理会社

UCITS SMIC（Self Management Investment Companies）

AIFM

内部運用 AIF

2014年に諮問プロセスが開始、2018年7月に実施

ファンドアドミニストレーション – FinTechの動向
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4つの新たなコア規定

管理機能を6機能に合理化

組織の有効性監督業務

記録の取得力規定

「ロケーション」規定

NB. (i) 委託業務の監督と (ii) 取締役の従事時間義務に関する Central 
Bank of  Ireland (CBI )ガイダンスはすでに施行済み

2018年7月1日からの新たな規定
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完成版ガイダンスの目標と目的

AIM 投資家保護につながるFMCとその取締役会の有効
性を高める

FOCUS 委託業務に関するFMCの実質的な統制を確保する
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管理機能を6機能に効率化する

ファンドリスク管理

業務リスク管理

投資運用管理

規制遵守

ファンドの販売

資本管理および財務管理

ガイダンスはDP（指定した個人）の任務と勤務時間に関するCPIの
期待を定めている[従事時間義務]

管理機能：2018年7月1日以降
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目的 FMCの組織体制とリソースを常時監視している
人がいる

組織の有効性：2018年7月1日以降

• 独立取締役が従事する必要がある

• 該当取締役はOperation Effectiveness（OE）の役割のみに従事するこ
とができる

• OE ポリシー –報告の頻度、DPからの支援

• 組織の有効性改善を目的として取締役会に関する問題を提示する責
任を有する。例：

(i) 妥当な内部リソースが配分されているか

(ii) どのような利害の衝突が発生しているか

(iii) 取締役会の構成と有効性評価のレビュー

(iv) 委託業務の監督はどのように機能しているか
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有効な監督体制：ロケーション規定とレコード

中央銀行は、FMCの有効な監督体制向上の手段として (i) 「ロケーショ
ン」規定と (ii) 「記録の取得力」規定を導入した

“Supervisability（監督能力）”の概念：

「過度な抑制なしにCBIのエンゲージメントモデルを遂行できる能力と危機対
応力」
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有効な監督体制：
「ロケーション」規定：2018年7月

ロケーションルールの根拠

CBIの日常的かつ継続なFMCへの影響力

FMCがCBIの存在を意識すればするほど、結果としてCBIの期待する基
準を下回った場合の影響を気にするようになる

CBIは、取締役の少なくとも半数がEEA域内に所在し、その管理機能の
50%をEEA域内でDPが果たすFMCは、「中央銀行による継続的な監督の
存在と影響」に精通していると考えている
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有効な監督体制: 

記録の取得力：2018年7月

FMCの有効な監督体制は、CBIの要求に応じてFMCが記録を作成できる
か否かにかかっている

記録は以下の場合に即時検索可能でなければならない

午後1時前にCBIから要求があった場合は同日中にCBIに提供しなければ
ならない

午後1時を超えてCBIから要求があった場合には翌営業日正午前にCBIに
提供しなければならない

自社の記録の保管方法についてはFMCが検討する必要がある

記録の即時取得力を保証する必要があるか

記録の保管を第三者に依存している場合は、契約内容を見直す必要が
ある
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有効な監督体制: 

記録の取得力：2018年7月

記録管理ポリシー

年に1度FMCの取締役会でレビューしなければならず

毎年（内部監査機能または外部により）監査を受けなければなら
ない

重視する文書管理と記録保持は以下を含む

委託サービス事業者との契約

取締役会議事録

ポリシーと手続き

契約書（Letters of Engagement）
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有効な監督体制：専用メールアドレス

各FMCは今後CBIとのやり取りの効率化に向け専用メールアドレスを設
けなければならない

メールアドレスは毎日モニターすることを期待されている

このメールアドレスによりCBIとFMCの交信が通りやすくなる

例：最近接続した相手方に関する質問表
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念頭に置くべき一般原則....

新規4規定のいずれの違反も関連法の「所定の違反」を構成し、CBIに
よる行政処分行使につながる恐れがある

同規定やガイダンスへのFMCの遵守体制は適切な記録保管と議事録に
より証明できなければならない

ポリシーと手続きの適切な文書化が肝要

ポリシーには実際の慣行を反映すること

問題があった場合はFMCにCBIから連絡がある
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中央銀行がUCITS成功報酬のテーマに基づいたレビューを公開

UCITSによる成功報酬支払に関する最近のテーマ別レビューに従い、
中央銀行はすべてのUCITS運用管理会社に対して、成功報酬の請求額
がUCITS Performance Fee Guidance（”Guidance”）に準拠していること
を保証するよう既存の成功報酬手段の計算の見直しを求める書簡
(“Letter”）を送付した

また、中央銀行への回答として当該見直しを実施した確認書を2018年
11月30日までに提供するよう求めている

成功報酬
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中央銀行がUCITS成功報酬に関するテーマ別レビュー調査結果を公開

UCITS運用管理会社は、GuidanceやLetterで特定するその他の課題の不
履行を洗い出さなければならず、「UCITSやその投資家への重大な影
響がある場合を含め当該状況を是正する」ためにUCITS運用管理会社
がとる手段を明らかにしなければならない
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成功報酬の計算方法を見直す

成功報酬の不適切な支払いを洗い出す

成功報酬承認プロセス



irishfunds.ie36

ケイマン法制の最新情報
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すべての新規のケイマン籍ファンドは2018年7月1日からこれらの任命が義
務づけられた

規制対象ファンド（CIMA登録ファンド）と非規制対象ファンド（CIMA非
登録ファンド）が対象

規制対象ファンドは、2018年9月30日までに担当役員を任命、同年12月31
日までに、REEFSオンラインシステムによりCIMAに通知しなければならな
い

非規制対象ファンドは2018年12月31日までに担当役員を任命しなければな
らないが、CIMAへの届出は不要

ほとんどのアドミニストレーターは本サービスを提供しており、クライア
ントは「ワンストップショッピング」のアプローチを好んでいる

プライベートエクイティ/ベンチャーキャピタルのストラクチャは役割の
重複の問題があるため、CIMAは追加のガイダンスを発行する予定

コンプライアンス担当役員（AMLCO）、マネーロンダリング
報告担当役員（MLRO）、MLRO代理担当役員の任命
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GDPRと同様のアプローチ

サービス契約書、ならびにファンド契約書の更新が義務付けられる

GDPR対象外であっても適用対象

サービス事業者の多くはGDPRの実施によりデータ保護にグローバル
なアプローチを導入している

データ保護法 – 2019年Q1に発効の予定
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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

フィンテックなどの技術革新
とファンドビジネス
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• FinTech（Financial Technology）におけるグローバル動向は継続、金融
サービスは特定重点領域

• FinTechの推進要因

- 変わりゆくクライアント/投資家への報告要件への対応力（分析と
透明性の推進）

- リアルタイム報告への動き

- 日常的処理の自動化

- 規制報告の増加と期間の短縮化

- 販売プラットフォームの接続にはセキュリティと信頼性がますま
す必要に

• FinTechへの投資はあからさまな競争優位性ではなく防御機構として
とらえられてきている

ファンドアドミニストレーション – FinTechの動向
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• 大手ファンドサービス事業者は直接FinTechに投資するが、数多くの
ニッチなFinTech事業者はFinTechのコアな側面に焦点を当てた業界に
徐々に広がっている

•ニッチなプロバイダが重視している領域

- ダイナミックマッチング/照合システム

- 規制報告書作成ソリューション

- データの捕捉と処理

- ダイナミックリスク/パフォーマンスアトリビューションエンジン

ファンドアドミニストレーション – FinTechの動向
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•ファンドサービス事業者の焦点

- RPA –トレード処理/サポート/エンリッチメント（投資取引と株主
資本取引）

- 照合ソリューションの強化―基礎的な照合（キャッシュとカスト
ディ）だけでなくミクロレベルのデータソース照合も

- バリデーションプロセスの強化（バイナリチェックから離れ差分
の調査も）

- 株主口座の開設―セルフサービスへ、さらにバリデーション付加

- 投資家マネーロンダリング対策デューディリジェンスの適用と制
裁スクリーニングの強化

- データキャプチャと処理の強化（効率化）

- ダイナミックリスク報告とパフォーマンスアトリビューションエ
ンジンのサポート

ファンドアドミニストレーション – FinTechの動向
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ブロックチェーン –アイリッシュファンドのイニシアティブ

• ブロックチェーンとは、仲介業者を介さず安全な方法でサードパー
ティとデータをやり取りできるようにするセキュアなオンライン台
帳

• アイリッシュファンドは、FinTechのコンサルタント業者や大手アド
ミニストレータと共に、業界ソリューションとしてのブロック
チェーンの活用を調査するためにファンド規制報告をパイロットプ
ロジェクトに選んだ

• パイロットプロジェクトは完了、次のステップは未定だが、アイ
リッシュファンドとサービス事業者らが問題領域へのソリューショ
ンとしてのFinTech調査を先導したことは啓発された自己利益とコラ
ボレーションを示した好例となった

ファンドアドミニストレーション – FinTechの動向
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• 技術の発展はアウトプット、生産性、クライアント満足度に多くの
向上をもたらすことができる。技術の進歩はサイバー観点から不正
行為に固有のリスクプロファイルも変えつつある

• 知覚されたサイバー詐欺のリスクが上昇していることは、業界調査
も頻繁に明らかにしている

• 外部からの攻撃リスクが高まっていることから警戒レベルを上げる
必要がある―最善のファイヤウォールを敷いてもこれまで信頼して
きた取引相手（サプライヤ、投資家、資産運用業者）が（例えば）
ハッキングされ、なりすましによって資金や資産の調達を獲得しよ
うとする場合もある

ファンドアドミニストレーション – サイバー動向
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規制当局のアプローチ

• アイルランド中央銀行は少し前にテーマ別レビューを実施し、規制
対象の各ファンドおよびサービス事業者の会長にサイバーリスク管
理のベストプラクティスの認識に関してガイダンスを発行した

• ICBは取締役会がリスクを監視しガバナンスと管理を保証する必要
があると明確に主張している

• 中央銀行は、ベストプラクティスとなるサイバー要件を規制対象事
業体の継続監視と検査に用いている

ファンドアドミニストレーション – サイバー動向
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アイリッシュファンドのアプローチ

• IFは複数の作業部会を介してCBIと定期的に会合を重ね、パートナー
シップベースでのサイバーリスクへの取り組みを協議している

• 意識啓発を目的にサイバーに積極的に取り組むサイバーグループが
ある。これには3本の流れがある

- 他のセクター（銀行、保険）と連携してセクター横断的なベス
トプラクティスの推進を支援する

- 関連する取締当局、サービス事業者とアドバイザーが情報や経
験を共有する業界イベントを準備する

- 定期的サイバー公報

ファンドアドミニストレーション – サイバー動向
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将来に備えて

TIBER-EU

• 5月に欧州中央銀行がTIBER-EU（Threat Intelligence-based Ethical Red 
Teaming）のフレームワークを公開

• TIBERの目的は、EUの規制当局が金融機関と協力して高度なサイバー
攻撃への耐性をテストし改善するためのプログラムを実施できるよ
うにすること

• 各法域が個々のTIBER要件を発行する予定

• サイバーやリスクの領域では、アイルランド中央銀行は汎セクター
ベースでのポリシー適用を進めている

ファンドアドミニストレーション – サイバー動向
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将来に備えて

FFIEC-CAT

• FFIEC（米国連邦金融機関検査協議会）は、金融機関の連邦規制の
ための統一原則や規格を規定する米国機関

• サイバー脅威の高まりを認識して、企業がサイバーリスクを洗い出
しサイバーセキュリティ問題対処にむけた自社の準備体制を評価で
きるようにCAT（サイバーセキュリティの評価ツール）を開発した

• 米国ベースではあるものの、この評価ツールが企業のサイバー成熟
度プロファイルを評価し測定するベンチマークとなるとも考えられ
ている

ファンドアドミニストレーション – サイバー動向
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Conclusion

1. FinTechとサイバーはどの事務所の戦略にも欠かせない。多くのイ
ニシアティブが運用能力や効率レベルの向上という大きな可能性
をもたらす。しかし、業務の混乱、詐欺、データ漏洩（GDPR）に
関する企業プロファイルも大きく変えかねない

2. 世界規模で規制当局はサイバー脅威をはっきり意識している（サ
イバーイベントに直面したところもある）ため、要件を非常に明
確に定めているが、サイバー脅威は進化するため、業界の耐性や
意識も相応に進化しなければならない

3. アイルランドでは、サイバー脅威は完全に理解され、IFやメン
バー企業内では数多くのイニシアチブにより意識や準備体制を整
え、業界全体でベストプラクティスを方向付けようとしている

ファンドアドミニストレーション –

FinTech & サイバー動向
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デクラン・マーフィー

PwC アイルランド パートナー

中村 賢次

PwC 税理士法人 パートナー

欧州市場動向と欧州投資の税
務上の考慮事項
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欧州投資ファンド業界

AIFの純資産:5兆9,650億ユーロ

2018年上半期1.2%増

(2017年末の5兆8,930億ユーロ)

UCITSの純資産:9兆8,230億ユーロ

2018年上半期1%増

(2017年末時点の9兆7,300億ユーロ)

UCITS及びAIFの純資産2018年6月末の15兆7,880億ユーロ

(2017年末15兆6,230億ユーロ)

UCITS及びAIFの純販売高：

2018年上半期は2,500億ユーロ

(2017年通期販売高は9,490億ユーロ)
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欧州ファンド業界の規模
2008年 – 2018年6月
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38%

19%

27%

12%

0% 4%

UCITS

Equity Multi-Asset Bond

Money Market Guaranteed Other

ETFは

UCITS 
AUM の7%

欧州ファンド業界資産の内訳
2018年6月

13%

24%

16%1%1%

11%

34%

AIFS

Equity Multi-Asset Bond

Money Market Guaranteed Real Estate

Other

出典: EFAMA 2018年9月
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2018年上半期:

• UCITSエクイティファンドは950億ユーロの流入を記録

• マルチアセットUCITSファンドは820億ユーロの流入を記録

• UCITS債券ファンドは250億ユーロの純流入を記録

• UCITSマネーマーケットファンドは200億ユーロの純流出を記録

• その他UCITSは40億ユーロの流入を記録

• 上記に含まれるUCITS ETFは34億ユーロの純流入を記録

欧州投資ファンド業界: 

UCITSの純販売高

UCITSの純販売高: 

2018年上半期は1,860億ユーロ

出典: Efama September 2018
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• 好調なクロスボーダーUCITSファンドビ
ジネスは、2ヶ国で占められている。欧州
のUCITS資産におけるアイルランドとル
クセンブルグのマーケットシェアは、
2018年6月末時点で55.2%であった

 これら2カ国におけるUCITSの純資産総額
は5.4兆ユーロである

欧州投資ファンド業界

55%

45%

Market Share %

Ireland & Luxembourg Rest of Europe

出典: Efama September 2018
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欧州ETF - Headlines

2

販売

70%の欧州ETFは2

またはそれ以上の取
引場に上場

3

資産

スプリット

株式 4,850億ユーロ

債券 1,590億ユーロ

コモディティ190億ユーロ

その他 90億ユーロ

4

報酬率

平均TER 

0.25% 債券ファンド

0.38% 株式ファンド

5

プロダクト

トレンド

スマートベータ – AUM 

€470億

アクティブ – AUM 90億
ユーロ

(2018年7月31日)

1

EU ETF

管理残高

6,720億ユーロ
(2018年8月31日)

2008年からの年
平均成長率は24% 

出典: PwC Analysis
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アイルランド籍一般契約型ファンド（CCF）

- Headlines 

CCFの継続的な大きな伸び

• 111のAIF CCF – 460億ユーロのNAV残高

• 106のUCITS CCF – 310億ユーロのNAV残高

(2018年8月31日時点、サブファンド含む) 

なぜか?

• 租税条約の立場を守りながら大きな規模の経済が働く可能性がある

• 導管性のないファンドストラクチャーと比較して、税額を大きく低減
できる可能性がある

• 投資家からの需要

–年金ファンド

–富裕層マーケット (ローカルフィーダー)

しかし….

• 日本におけるCCFの税務上の導管性の取り扱いは未だに不透明な部分
があり、申立てが継続されている
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• 2018年上期:

 エクイティAIFは120億ユーロの純流出

 マルチアセットAIFの純販売高は120億ユーロ

 不動産ファンドは200億ユーロの純流入

 その他ファンドは570億ユーロ近くの純流入

 AIFとして組成されたマネーマーケットファンドは30億ユーロの純流出

 債券ファンドAIFの流出額は100億ユーロ

欧州投資ファンド業界: 

AIFの純販売高

AIFの純販売高：

2018年上半期は640億ユーロ

出典: Efama September 2018
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(AIFs)
欧州のAIF業界の規模
2008年 – 2018年6月
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ヘッジファンド - Headlines 

 欧州のヘッジファンド運用資産は、2018年第1四半期末で5,870億ユーロ
に達し、2017年には10%近く増加

 2017年の欧州ヘッジファンドのリターンは9.05%と、2013年以来最高の
パフォーマンスを記録

 同地域では年間を通じて純流入額が270億ユーロを記録

 27のヘッジファンド・マネージャーが2017年に欧州で設立

 179の新しいヘッジファンドが2017年に欧州ファンドマネージャーによ
り開始

 グローバル・ヘッジファンドの40%以上がアイルランドで管理
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ヘッジファンド - トップレベル戦略別
欧州ベースヘッジファンド

1%

33%

14%

8%

12%

8%

14%

10%

Niche Strategies Equity Strategies Macro Strategies

Event Driven Strategies Credit Strategies Relative Value Strategies

Managed Futures/CTA Multi-Strategy
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不動産ファンド - Headlines

 欧州特化不動産ファンドは、2017年6月現在、2,100億米ドルの運用資産を保
有している

 125 の欧州特化不動産ファンドは、2018年2月時点で投資家資本440億米ド
ルを目標としている

 欧州特化不動産ファンドの5年間のIRRは9.6%(2017年6月現在)

 欧州上場不動産会社の2017年の総リターンは13.4%
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不動産ファンド
Emerging Trends in Real Estate®: 2018年ヨーロッパ

 ヨーロッパ不動産業界にとっての重要な関心事は、数年前と同じように、適
切な資産を供給できるかどうかにかかっている

 様々なタイプの住宅を中心としたニッチ・セクターが、再びランキングされ
ている。今年は、学生住宅、ホテル、定年退職・介護付き居住、サービス付
きアパートなどが上位を占めた

 政治的安定、繁栄する経済、そして「都市になることに取り組む」都市こそ
が、ヨーロッパの不動産業界の要件となっている。今年、主要市場の大半は
順調に推移していると判断され、ドイツの都市はEmerging Trends in Real 

Estate®の見通しスコアカード上位10位のうち4位を占めた

 回答者の80%は、英国の不動産への投資はBrexitの結果として減少すると考
えているが、この見解は昨年(92%)よりも悲観的ではない
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不動産ファンド
Emerging Trends in Real Estate®: 2018年ヨーロッパ
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 欧州プライベート・エクイティ・ファンドの運用資産総額は5,070億ユー
ロ(2017年9月)、2015年12月以降13%増加

 2017年の資金調達総額は919億ユーロに達し、欧州では2006年以降最高水
準となり、前年比12%増(うちベンチャーキャピタル77億ユーロ)となった

 新規資金調達件数は542件(前期比15%増)となった

 2017年の出資総額は717億ユーロで、前年比29%増加し、2007年以来最高
の水準となった

 投資先企業数は7%増加して約7,000社となり、そのうち87%が中小企業と
なっている

プライベートエクイティファンド - Headlines
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プライベートエクイティファンド –2017年の欧州に
おけるプライベート・エクイティ・バックド・バイ
アウト・ディール・アクティビティ(所在地別)
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 2018年1月現在、欧州には82のプライベートデットファンドがあり、420億
米ドルの資本が目標とされている

 欧州を中心とした資金調達は、2017年に360億ユーロを超えた

 欧州に特化したファンドは、2017年末から30億ユーロ増加し、2018年3月時
点で570億ユーロのコミットメントを達成し、過去最高のdry powder(投資待
機資金)総額に達した

 ファンド・マネジャーの29%は、欧州が今後12～24カ月間(2017年11月)で最
も有利なデット投資機会を提供すると考えている

 投資家の47%は、欧州が向こう12カ月間(2018年6月)で最良の投資機会を提
供すると考えている

 ローンオリジネーションファンドの大幅な増加

プライベートデットファンド - Headlines
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プライベートデットファンド –

欧州のプライベートデット投資待機資金
(dry powder), 2006年 – 2018年
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Conclusion

グローバルのトレンドとの整合: 

• (欧州) 資産の流入は増加, 

• オルタナティブ、特に不動産、プライベートエクイ
ティ、デットファンドは成長へのより重要な役割を担う

• パッシブが中心

• ETFの急増
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投資対象国および日本における課税

投資対象国

- 源泉税

- 申告義務

- 租税条約 (*)

-所得の種類

-ファンドビークルの種類

-投資対象の保有割合

日本

- 外国配当益金不算入の可否

- CFC税制（タックスヘイブン対策税制）
の適用有無

- 外国税額控除の適用可否 (*)

- 所得認識のタイミング

-ファンドビークルの種類

-ファンドビークル持分の保有割合

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、
キャピタルゲイン等

日本

海外
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最近の改正等 – MLI / ファンドの外税控除

BEPS防止措置実施条約 (MLI)

• 2019年1月1日に発効（英国、フランス、オーストラリア等との租
税条約に影響）

• MLIのポイント

Foreign tax credit for funds

• 2020年1月1日以後に投資信託が受ける配当等に係る外国税額に適
用

• 投資信託が分配をする際に分配金にかかる所得税額から外国税額を
控除
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Coffee Break



司会：

パネリスト：
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井上 晶 三井住友トラスト・アセットマネジメント 執行役員

パネルディスカッション:
欧州投資家へのマーケッティング

佐藤 晃市 東京海上アセットマネジメント 国際事業企画部長

ブライアン・ディロン ディロン・ユースタス パートナー

中村 賢次 PwC 税理士法人 パートナー

久保 直毅 PwCあらた有限責任監査法人 パートナー
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井上 晶

三井住友トラスト・アセットマネジメント 執行役員

パネルディスカッション:
欧州投資家へのマーケッティング
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海外投資家に認知されるには？

海外の投資家は、自身の資金がファンドに占める割合に
ついてガイドラインなどで規定していることが多い

また、ファンドのトラックレコードについても外国籍
ファンドとして最低3年必要であることを求める

三井住友トラスト・アセットマネジメントが考える
３つの条件

•ファンドサイズ：100億円

•トラックレコード ：外国籍ファンドとして最低3年

•目標リターンを超過、ピア比較上位
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弊社の経験

弊社アイルランド籍UCITSファンドの

累積超過収益率とファンドサイズ（残高）の推移
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ファンド設定から
3年経過

上グラフについては、2013年4月～2018年8月のデータを使用して三井住友トラスト・アセットマネジ
メントが作成。累積超過収益率については、ファンドの参考ベンチマークであるラッセル野村スモー
ルインデックスを使用して算出している。
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久保 直毅

PwCあらた有限責任監査法人

第三金融部（資産運用）

パートナー

パネルディスカッション:
欧州における
グローバルファンドディストリビューション
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欧州事業のありたい姿（ゴール）を定める

 顧客セグメント (リテールvs機関投資家)

 地域マッピング

 商品 (伝統資産vsオルタナ, UCITSvsAIF) 

Step 1
ありたい姿

ありたい姿への達成度合を図るためのKPIを設定する

 運用総資産

 収入/利益

Step 2
目標設定

戦略を策定する

 What：上記目標の実現に向けて、何を強
化、補完する必要があるか？

 How：当該遂行能力（ケイパビリティ）をどの
ように強化、補完していくか？

Step 3
戦略

グローバルファンドディストリビューション戦略
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ファンド組成にあたっての主な留意事項

 投資家属性(リテールvs機関投資家)

 ファンドガバナンス態勢

 リターンとコスト意識

 顧客報告

 税務の属性(非課税または課税)

 会計処理(IFRSまたはローカルGAAP)

 スキームに対する精通度合

 言語

投資家

 運用報酬

 パフォーマンスフィー

 ロケーション

 税金

運用会社

 投資対象資産の種類
 収入の源泉
 リスク属性
 投資期間
 ロケーション
 税金
 評価手法

投資対象

 投資家保護(規制、当局の監督体制)

 グローバルファンドディストリビューション(ブラ
ンドイメージ、市場認知度)

 柔軟性(商品設計、オペレーション)

 コスト(組成コスト、運営コスト)

 スピード(立ち上げ期間)

ファンド
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閉会の辞




