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ポール・カヴァナ 駐日アイルランド大使

デニス・オドナバン アイルランド上院議長

ご紹介 & 歓迎の挨拶
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松谷博司氏

一般社団法人投資信託協会会長

開会のご挨拶



イボンヌコノリー
アイリッシュファンズ会長

講演挨拶 –アイリッシュファンズ
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アイリッシュファンズとは
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• 加盟企業が出資する業界団体
• 政策提言における役割

• アイルランドやEUの関連当局、政策立案者との主要な連携機能
• 欧州および世界での業界代表機能

• 推進的役割

• 加盟企業の主導による - 40 の作業部会 / 700 の提言活動
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アイルランドファンド業界の現況

irishfunds.ie
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パット・ラードナー
アイリッシュファンズ最高責任者

基調講演:

アイルランドファンド業界最新報告
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アイルランド国内におけるファンド業界の役割

irishfunds.ie
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投資ファンドの保有状況
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欧州における投資ファンド保有動向: 2008～2017年

出典: 欧州ファンド・アセットマネジメント協会(EFAMA)
irishfunds.ie



101010
irishfunds.ie

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

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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欧州における最速の資産残高増加率

出典: Based on EFAMA Statistics

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q2 2019

Europe 0% 13% 23% 42% 58% 78% 97% 90% 109%

Luxembourg 0% 14% 25% 48% 67% 77% 98% 94% 110%

Ireland 0% 16% 27% 57% 80% 98% 126% 129% 157%

France 0% 9% 10% 14% 21% 29% 37% 31% 37%

Germany 0% 13% 24% 40% 53% 66% 80% 80% 97%

UK 0% 17% 35% 59% 79% 77% 99% 80% 95%
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アイルランドの欧州ETFシェア
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アイルランドのETF純売上高 €bn 

• アイルランドは、一貫して
欧州ETF資産の約60%を占
める欧州最大のETF本籍地

• アイルランド籍のETFは、
欧州ETFの販売でも大半を
占める
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世界中の運用者が活用するアイルランド籍ファンド

North America
272

United 
Kingdom

368

Other
215

Switzerland
54

Asia
77

出典: Monterey Report 2018
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アイルランド籍ファンドのグローバルでの販売状況

出典: Lipper IM
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許認可動向: 

UCITS 運用会社

• 所在地が米国の運用者が多
くを占め(34%)、英国(24%)

が続く

• 59%は”スーパー”マネジメ
ントカンパニー（※）

• 19%はサードパーティの
UCITSマネジメントカンパ
ニー

• 更に15%はMiFIDの許可を
受けている

※UCITS、AIFMDいずれにも準拠する
マネジメントカンパニー。

出典: PwCアイルランドUCITS運用会社, AIFM and MiFID Firm Monitor – August 2019 – based on CBI Data
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許認可動向: 

オルタナティブ投資ファンド運用会社 (AIFM)

• 所在地がアイルランドの運
用会社(41%)が多くを占め、
米国と英国 (共に19%)が続
く

• 62%は認可AIFM

• 11%はサードパーティ
AIFM

• 更に13%は MiFIDの許可を
受けている

出典: PwCアイルランドUCITS運用会社, AIFM and MiFID Firm Monitor – August 2019 – based on CBI Data
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許認可動向: 

MiFID事業所

• 所在地がアイルランドの事
業所が多くを占め(43%) 、
米国 (25%)、さらにその他
の英国を含むEU諸国
(16%) と続く

• 事業所の23%は顧客資金の
保有を認められている

• 58%はポートフォリオ管理
を認められている

• 70%は投資助言を認められ
ている

出典: PwCアイルランドUCITS運用会社、AIFM and MiFID Firm Monitor – August 2019 – based on CBI Data
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産業の優位性

• 法律: 

– ILP（投資事業有限責任組合）法

• 規制（アイルランド中央銀行）: 

– ファンドマネジメントカンパニーの有効性審査（CP86）

– クローゼット・インデックス・ファンド（※）のテーマ別レビュー

– EUマネーロンダリング対策（AML）法の施行と中央銀行のガイドライン（9月6
日（金）に発表）

– オルタナティブ投資ファンド（AIF）規制

• 欧州:

– ブレグジットに向けた準備と新たな関係構築

– サステナブル投資パッケージ / ESG

– EU資本市場同盟の構築

– AIFMDのレビュー

• 販売活動

※アクティブファンドを標榜しながら実質的にはベンチマーク運用（パッシブ運用）をしているファンド。

18
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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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シェーン・ジェラフティー
ディロンユースタス
パートナー

講演:

アイルランドファンド業界最新動向および
ケイマン籍ファンドとの比較
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法制度および規制の最新状況

• アイルランド中央銀行（以下、CBI)による2019年版UCITS規制について

• ESMA（欧州証券市場監督局）と流動性ストレステストについて

• CBIによるCP86規制審査について

• 投資ファンドにおけるエラーの取扱い、是正、救済に関するCBI諮問書No.130について

• UCITSにおける金融指標の使用に関するCBIガイダンスについて

• CBIが公表したUCITSファンドにおけるクローゼット・インデックスファンド（※）審査の
結果について

• 企業の最終受益者の中央登録制度（RBO)について

• アイルランド籍投資事業有限責任組合（ILP）修正法案（2019年度）について

• Brexitについて

※アクティブファンドを標榜しながら実質的にはベンチマーク運用（パッシブ運用）をしてい
るファンド。
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CBIによる2019年版UCITS規制

• CBIによる2019年度版UCITS規制は、アイルランド籍UCITSの運用とUCITS マネジメントカ

ンパニーの業務に適用される国内規定を定め、また、アイルランド籍デポジタリーに特定の
業務を義務化。UCITS規制は2019年5月27日に更新され、従前の修正規則2つを統合。

• 成功報酬: 成功報酬に関するWebサイトベースのガイダンスを組み込み、運用会社や運用代

理人に支払われるべき成功報酬は、運用実績がベンチマークを上回ったとき、もしくは
UCITSの存続期間において高水準の純資産額（NAV）が達成されたときにのみ支払われる趣
旨を規定。既存UCITSの運用会社は、年一度の具体化義務に遵守するために成功報酬の計算方
法等を調整する必要があるものの、2021年1月27日まで猶予期間が設定。

• EU域内におけるマネーマーケットファンド（MMF): 修正規則は、Regulation (EU)

2017/11/31（“MMF規則”）の実施により生じた複数の修正、すなわちMMF規則との重複解消
を目的としたアイルランド籍MMFへの特定規則の適用除外などを含む。

• 付随的流動資産としての現金保有: 修正規則では、UCITSは１信用機関へのエクスポージャ

に制限を適用する場合、預託金と保有現金を付随的流動性資産として合算して計算しなけれ
ばならないと規定しています。これは信用機関に預託している保有現金を通常、投資目的の
保有現金と流動性維持管理目的の保有現金に区別しないという実務的慣例を反映したもの。
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CBIによる2019年版UCITS規制 続き

• UCITSの運用会社や預託機関に適用される報告義務。修正規則はUCITSの運用会社と預託機
関に1年分にわたる第2のアカウントセット（a second set of accounts)をCBI宛に年度末から
1か月以内（修正前：2ヶ月以内）に届け出ることを義務付け。

• 届出期間短縮の根拠は、監督機構が「タイムリー」に情報を取得できるようにすることによ
り、届け出されたアカウント審査の結果、監督上の処分が必要になった場合にこれを実行で
きるようにするため。修正規則はさらに、構造化されたUCITSが関連するクラスのNAVに基
づいてではなく、当初募集価格に基づいて運用報酬が計算されること、および、 すべての
UCITSはCBIとの通信のためにメールアドレスを1件維持管理し本アドレスを日次モニタリン
グの対象とするというCP 86規制に基づいて導入された要件を成文化。
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ESMA（欧州証券市場監督局）と
流動性ストレステスト

• ESMAは2019年9月に、UCITSとAIFのための流動性ストレステスト最終ガイドラインを発表。

• ファンドマネージャーが実施すべき流動性ストレステストの方法と、当該ストレステストに関して預
託機関が果たすべき役割に関するガイドライン。

• ガイドラインはUCITS指令とAIFMD指令に定める流動性ストレステスト要件に追加。

• ESMAは、本ガイドラインをMMFとして設立されたファンド、ETF、レバレッジを効かせたクローズ
ドエンド型AIFに適用されることを確認。

• ファンドマネージャーは、自らが運用するファンドの資産と負債のストレステストを実施し、また投
資家の（一部）解約の申込を当該テストの考慮に入れることを義務付け。

• 預託機関は流動性ストレステスト手順の文書化整備を実証することを義務付けられ、これにはマネー
ジャーによるファンド流動性ストレステストの実施を確認するリスク管理プロセスの審査も含むこと
が可能。但し、預託機関は、マネージャーが実施した流動性ストレステストを再現したり異議を申し
立てたりすることは不要。

• 規制当局は投資運用会社に流動性ストレステストに関する情報を請求し、テスト実施結果を調査する
権限を付与。

• ガイドラインは2020年9月に施行。
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CBIによるCP86規制審査

• CBIが2019年6月に発行した全投資運用会社（自己管理型投資ファンドを含む）宛て質問票
は2019年7月5日が回答期限。

• 質問票における7つの個別領域：

- ガバナンスとビジネスモデル

- 委託業務の監督

- 組織的有効性

- 取締役の従事時間のコミット

- 運用管理の職務

- 運用上の問題

- 手続き上の問題

• 2019年8月にCBIが書類審査を開始

• 書類審査の重点分野:

- 組織的有効性

- ファンドリスク管理
- 投資運用業務

• CBIは書類審査の一環としてファンド運用会社に情報と証拠書類の提出を要請。

• 調査の結果、現地実踏対象として特定のファンド運用会社が選定される可能性あり。
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投資ファンドにおけるエラーの
取扱い、是正、救済に関するCBI諮問書 No.130

• 2019年9月9日にCBIは、投資ファンドにおけるエラーの取扱い、是正、救済に関する規則と
ガイダンスの制定に向けた規制フレームワークに関する諮問書を公開。

• CBIが提案するフレームワークは3つのパートに分類。

- 取扱い –エラー発生時の取扱い方法（エラーが重大だとみなされる時を含む）

- 是正 – エラーの是正方法（適用すべき報告・通知義務を含む）

- 救済 – エラー発生後のファンドおよび（または）投資家の適切な救済方法

• 「適切な救済」は広範に適用され、エラーの報告、投資家への通知や救済義務としての支払
いが含まれる。これを有効に実行することで、ファンド/投資家を当該問題が発生する前の
状態に原状回復させる。
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CBI諮問書 No.130 続き

• 提案されたフレームワークでは、関連するエラーのタイプに応じていかに適切に救済すべき
かを識別。フレームワークに基づいて下記4つのエラータイプが定義。

- 純資産価格 (NAV) の計算エラー（“NAVエラー”）

- ファンドの投資や適用される投資規制に関するエラー（”投資違反エラー”）

- 報酬過払いに関するエラー（“報酬エラー”）

- 上記3つの分類に当てはまらないエラー（“制御違反エラー”）

規制フレームワークは、(i)アイルランドで認可されたUCITSとAIFのために活動するUCITSおよ
びAIFMの運用会社と (ii) アイルランドのファンド運用会社（アイルランド以外で認可された
ファンドのために活動している可能性がある）に適用されるべきと提案。また、アイルランド
のファンド運用会社がアイルランド以外で認可されたファンドを運用している場合には、本規
制フレームワークは他の関連法域における要件とガイダンスに影響を与えることなく適用され
ることが提案されている。

• 本諮問書へのフィードバックを受け付けている最中であり、諮問期間は2019年12月9日に終
了。
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UCITSによる金融指標の
使用に関するCBIガイダンス

• CBIは、UCITSによる金融指標の使用に関するガイダンスの更新版を2019年7月23日に発行。

• CBIのガイダンスは、指標の検証を不要とする状況を明確にするように更新。

• CBIのガイダンスは、UCITSが金融指標が規制要件を満たしていることの確認書をCBIへ提
出しなければならないと規定。

• 当該確認書を提出しなかった場合は、CBIから指標の使用に関する問い合わせがあり、当該
確認を要求されることに。

• UCITSは依然として提案された指標を使用前に査定し、該当する規制基準を満たすか否かを
判定することを義務付けられている。

• 該当する要件への各UCITSの遵守度合いをCBIが抽出検査できるように、査定は適切に文書
化して保管することが義務付けられ、CBIが査定用にある指標を選択した場合はすべての関
連情報をCBIの要求に応じて即時提供することが義務付けられている。
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CBIが公表したUCITSファンドにおけるクローゼッ
ト・インデックスファンド審査の結果について

• 2018年7月18日付けCEO宛てレター

• 主な審査所見

- 投資家は、ファンドの投資戦略について、当該ファンドに投資すべきか否かの判断に影響

を及ぼす十分または正確な情報を目論見書やKIIDで必ずしも与えられているわけではない。

- 取締役会によるガバナンスや制御の不備の事例

- ファンドの目標として定めている指標に対する絶対収益額が、ファンド内の特定シェアク

ラスに対して課している報酬より低かった事例。この場合、結果として、UCITSが予測収

益額の最大値を達成したとしても、課される報酬が達成した絶対収益額を相殺するため、

当該シェアクラスの投資家はベンチマークに対してプラス利益を実現することはできない。

- とある事例では、KIIDの過去実績を掲示するセクションにおいて比較事例が含まれていな

かったため、これらのファンドの投資家は、過去実績との比較はできていたものの、
ベンチマークと比べて高い収益率を達成しているか否かを判断できなかった。
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クローゼット・インデックスファンド審査
の結果について 続き

• CBIは、ファンドの取締役会に運用対象の各UCITSの投資方針の開示と実施の責任を再認識
させた。

• CBIは、調査結果から募集書類やKIIDへの修正が必要か否かを取締役会が審査し分析するべ
きであると示唆した。

• CBIは、調査結果に応じて募集書類とKIIDに必要な修正を2020年3月31日までに行うことを
求めている。
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企業の最終受益者の中央登録制度

• 企業、産業・共済組合の最終受益者の中央登録制度（“RBO”）が2019年7月29日に始動。

• EU（マネーロンダリング対策: 法人の最終受益者）Regulations 2019 が適用される企業体は、
当該受益者の氏名、生年月日、国籍、住所、所有利益の性質と範囲の収集に加え、当該受益
者のアイルランドにおける社会保障番号（入手可能な場合）も収集する必要がある。

• 本情報は、企業、産業・共済組合の最終受益者の中央登記所（“登記所”）に提出し、2019年
11月22日までにRBOに登録されなければいけない。

• 登記所はICAVの最終受益者の中央登記簿を維持管理していない。

• ICAVの登記を誰が維持管理するかについてはさらなる明確化が必要。但し、ICAVは規則に

基づき、独自の最終受益者登記簿を管理し、中央登記簿に含められるように本情報を提出す
る義務がある。

• ICAVは、やがてRBOと類似の制度導入に備える必要がある。
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アイルランド籍投資事業有限責任組合（ILP）
修正法案（2019年）について

• 待ち望まれていた投資事業有限責任組合法 1994（“1994年法”）が更新された

• 2019 年修正法案で想定されている1994年法への重要な更新内容の一部:

- アンブレラストラクチャーとしての ILP設立を許可する

- 有限責任の地位を脅かさない範囲で、他の規制対象下にある（他国籍に属する）有限責任

組合と同等の役割を発揮できるよう活動範囲を拡大する

- 組合契約の修正プロセスを合理化して効率化し、有限責任組合制度が確立している他の法

域における実務的慣例に一致させる

- 他の法域からベストプラクティスの特徴を取り込む

- 投資家の権利、義務、地位を明確にしてILPの運営方法を改善する

- ILPを AIFMDおよびアイルランドの他のファンド構造と同じ地位に昇華させる

• 改訂・修正された有限責任組合がプライベートエクイティ、プライベートデット、不動産、
インフラ投資にとって魅力的なファンド構造になることを期待している

• 法制化は2019年末までの実施が期待される
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Brexit
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＜比較＞
アイルランド対ケイマン諸島のファンドストラクチャー

• 利用可能なファンドタイプと法体系

• ファンドの特徴と特性

• サービスプロバイダーの要件
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Regulatory Framework Ireland Cayman

Legal System Common Law Common Law.

Regulatory authority for 

investment funds

Central Bank of Ireland (“CBI”) Cayman Islands Monetary Authority (“CIMA”).

Principal Law/Statute The Mutual Funds Law (Revised) (“MFL”).

Types of Funds Available 1. UCITS Funds;

2. Retail Investor Alternative Investment Funds 

(“RIAIF”)

3. Qualifying Investor Alternative Investment 

Funds (“QIAIF”)

1. Registered Funds;

2. Administered Funds;

3. Licensed Funds;

4. Unregistered Funds;

5. Master Funds;

6. Closed-ended Funds.

Legal structures available 1. Irish Collective Asset-management Vehicles 

(“ICAV”)* †

2. Designated Investment Companies (“Plcs”)* †

3. Unit Trusts*

4. Common Contractual Funds (“CCF”)*

5. Investment Limited Partnerships (“ILP”)

* Capable of being established as stand-alone or umbrella 

structures.

† Investment fund has separate legal personality

1. Exempted Company;

2. Segregated Portfolio Company;

3. Exempted Limited Partnership;

4. Unit Trust;

5. Limited Liability Company.
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Regulatory Framework Ireland Cayman

Are all investment funds required 

to be regulated by a regulatory 

authority?

No - funds that are restricted to certain exempt investors 

such as Irish pension funds and charities are not required 

to be regulated by the CBI.

Unregulated partnerships can be established.

No, a fund will be exempt from the requirements to be 

regulated under the MFL, if the equity interests are held by not 

more than 15 investors, the majority of whom are capable of 

appointing or removing the operators (for example, the 

directors). This exemption does not apply to master funds.

Funds whose investors participate by way of loans or other 

debt interests are outside the scope of the MFL. In addition, 

closed-ended funds (e.g. private equity/venture capital) are 

outside the scope of the MFL.

Are investment funds required to 

pay regulatory fees?

Yes, the CBI applies an annual fee for each fund 

structure.

Yes, for regulated funds initial and thereafter annual 

registration fees and other miscellaneous fees are payable to 

the CIMA.
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Investment Fund features and 

characteristics 

Ireland Cayman

Are there any restrictions on 

investment strategies?

RIAIF – Yes (inter alia, real estate, loan origination, 

unlisted securities, unregulated investment funds)

QIAIF - No, however there are certain requirements 

which apply to loan origination funds and certain 

concentration limits in respect of unregulated investment 

funds.

No.

Liquidity terms for investment 

funds

RIAIF:

1. Open-ended (at least monthly redemptions)

2. Open-ended with limited liquidity 

3. Closed-ended

QIAIF

1. Open-ended (at least quarterly redemptions)

2. Open-ended with limited liquidity 

3. Closed-ended 

None.

Are Capital Commitment type 

subscription terms permitted?

Yes. Yes.

Are multiple classes permitted 

with different fee arrangements?

Yes Yes.

Minimum investment 

requirements?

RIAIFs – No

QIAIFs – Yes (€100,000)

Only for Registered Funds - US$100,000. (or its equivalent in 

any other currency)

Are there restrictions on the use of 

leverage?

RIAIF – Yes, cannot exceed 25% of net assets

QIAIF – Yes, loan origination QIAIFs cannot have leverage 

which exceeds 200% of net assets. 

No.
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Leverage calculations required to 

be disclosed to investors?

Yes, leverage ranges and maximum leverage permitted 

for each AIF much be disclosed to investors. Leverage 

calculation be undertaken in accordance with both the 

‘commitment method’ and the ‘gross method’

No requirement, but typically part of the offering document 

disclosures.

Are there any limits applicable in 

respect of OTC derivatives?

RIAIF – Yes

QIAIF – No 

No.

Is segregation assets between 

cells/sub-funds permitted?

Yes – Statutory segregation of liabilities between sub-

funds provided for in respect of:

1. ICAV 

2. Plc 

3. CCF 

Asset segregation at a share/unit class level is not 

permitted.

Sub-Funds within Unit Trusts are considered ‘sub-trusts’ 

for the purposes of Irish law and therefore segregated 

from each other.

Yes, although only the Segregated Portfolio Company (SPC) 

structure benefits from statutory backing. Non-SPC entities 

rely on limited recourse language whether investor facing 

(class accounts) or creditor facing (contractual).

Is the liability of investors limited 

to the amount 

subscribed/committed?

Yes. ICAV and Plc structures apply limited liability to 

shareholders. Similarly, Unit Trust, CCF and ILP 

structures apply limited liability of investors to the 

amount invested/committed.

Yes, investors in the fund will have limited liability.

Is it possible to enter into side-

letter arrangements with 

investors?

Yes, however any side-letter arrangements must not 

provide preferential treatment to one investor over 

another with respect to items such as of access to 

portfolio information, disclosure of market sensitive 

events, or alter the liquidity provisions, redemption rights 

or voting rights. 

Yes, generally the use by the fund of side letters will be 

disclosed in the offering materials. There are no specific 

restrictions on the use of side letters.

Investment Fund features and 

characteristics 

Ireland Cayman
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Service Provider 

Requirements

Ireland Cayman

Are investment funds required 

to appoint a management 

company?

1. ICAV – No, can be self-managed

2. Plc – No, can be self-managed

3. Unit Trusts – Yes, management company 

required as no separate legal personality

4. CCF – Yes, management company required 

as no separate legal personality

5. ILP – Yes, ILP has a general partner because 

ILP has no separate legal personality

No, funds can be self-managed, although this is relatively 

rare and for regulated funds CIMA are likely to question 

the proposal. 

Are management companies 

required to be regulated?

For regulated investment funds, management 

companies must be regulated by the CBI.

Fund managers if established, registered or maintaining a 

place of business in Cayman may have to be licensed by 

CIMA unless able to claim one of the available 

exemptions.

Can investment management 

function be delegated?

Yes, however where an investment fund proposes to 

delegate the investment management function, the 

appointment may only be made to entities which are 

authorised or registered for the purpose of asset 

management and which are subject to prudential 

supervision.  

Where the proposed investment manager is 

regulated in a jurisdiction not previously considered 

by CBI, it will be necessary to make a formal 

submission to the CBI*. 

*The CBI has accepted the following jurisdictions as having a comparable 

regulatory regime:  Australia; Bahamas; Bermuda; Brazil; Canada; Dubai; 

Guernsey; Hong Kong; India; Japan; Jersey; Malaysia; Singapore; South 

Africa; Switzerland; and the United States.

Yes.
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Service Provider Requirements Ireland Cayman

Can non-discretionary 

investment advisors be 

appointed to investment funds?

Yes, where a non-discretionary investment advisor is to 

be appointed, no prior CBI approval or clearance is 

required provided that certain conditions are fulfilled 

with respect to notifications to the CBI together with 

certain confirmations.  

Yes.

Are investment funds required to 

appoint a custodian/depositary?

Yes, all investment funds are required to have a 

depositary appointed in accordance with AIFMD.

Depositaries must be located and operating in Ireland 

and be authorized by the CBI to provide depositary 

services.

Delegation to sub-custodians possible subject to the 

requirements of the CBI.

No. 

If a Cayman fund is being offered to EU Investors by an EU 

AIFM then it must appoint a depositary in accordance with 

the requirements of AIFMD.

Are investment funds required to 

appoint a fund administrator?

Yes. Administrators for Irish AIFs must be located in 

Ireland.

Outsourcing is possible subject to the requirements of 

the CBI

Unregulated funds – No, although the fund is still under a 

duty to ensure that proper and compliant KYC arrangements 

are in place for investors.

Regulated funds – Yes.

Are investment funds required to 

appoint a local auditor?

Yes. Unregulated funds – No.

Regulated funds – Yes.
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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

講演:
アンチマネーロンダリング
アイルランドにおけるFATF

～第4次AML指令発足に伴う実質的な変化
と最終受益者登録制度～
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トピック

• 金融活動作業部会（FATF）– 対アイルランド審査

• 第4次 AML 指令の変更点とアイルランド中央銀行の最新状況

• 最終受益者登録制度

アンチマネーロンダリング
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• FATF は1989年に設立された政府間会合であり、世界的に金融の
中心を代表する37か国 2地域が加盟。

• FATF はマネーロンダリング（ML）、テロ資金供与（TF）および
その他国際金融システムへの脅威に関して法、規制、運用上の対
策措置の基準を設定し、効果的な実施を促進。

• FATF はまた加盟国における必要な措置の実施進捗状況をモニタ
リングし、MLやTFの手法や対策を審査し、世界規模で適切な措置
の導入と実施を促進。

• FATF は現在日本を審査中であり、2016年11月に実施されたアイ
ルランドの審査の共有は有効と考えられる。

金融活動作業部会（FATF）–審査
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• 2016年11月3日～17日の現地調査と2017年9月に発表された報告書
[https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-

Ireland-2017.pdf]  

• アイルランドのAML/CFTの法・制度的枠組みは総じて健全である。

近年アイルランドはリスクの理解を改善しており、国内調整・協調

がアイルランドのAML/CFT制度の強みである。数多くの分野で実
質的な効果が表れているが、アイルランドが直面するリスクに十分

に有効なAML/CFTシステムとするにはさらなる措置とリソースが

必要である。

金融活動作業部会（FATF）–審査

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Ireland-2017.pdf
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• 主な重点的強化内容:

-国のリスク評価（NRA）を強化し、アイルランドの開放経済と比
較的高度な金融サービスを取り込む。

-定量的データを増やして NRA を補完する。

-国としてML/TF犯罪の訴追件数増加に努めること。

-国として管轄当局による真の受益者情報へのアクセスを保証する
さらなる措置を取ること。

-法人の真の受益者の中央登録制度の運営。

報告書には上記の詳細が記述され、同封書類裏面に有効性と技術的な
遵守された格付けの対照表が記されており、これはFATFの審査項目
の見出しとなっている。

金融活動作業部会（FATF）–審査
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•

金融活動作業部会（FATF）–審査
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• 第4次EUアンチマネーロンダリング指令（4AMLD）は2015年5月
に発令され、2018年11月にアイルランド国法に移行

（Criminal Justice（マネーロンダリングおよびテロ資金供与）

（修正）法2018）。

主な変更点

-国のリスク評価

-企業は製品、地理、顧客、流通チャネルを考慮してML/ TFのリス
ク評価を強化すること

- PEPを拡張して国内居住者も含める（国内 PEPs）

マネーロンダリング -進展
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-継続的なモニタリングとデューデリジェンスのタイミングを一層
重視。新規投資家を招き入れ、滞っているAMLを一掃、旧式の顧客
デューデリジェンスはもはや容認しない。

-最終受益者の変更（別途説明）

-（以前登録していなかった）新規カテゴリの企業のアイルランド
中央銀行への登録義務

マネーロンダリング -進展
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FATFの対アイルランド審査結果の抜粋

アイルランドは管轄当局によるFI （※1）やDNFBP（※2）を含む真の受益者名簿へ
のタイムリーで正確なアクセスを保証するさらなる措置を取ること。この意味
でアイルランドは法人の真の受益者の中央登録制度の運用を円滑にするため先
行措置を継続的に取ること。

弊社では 4AMLD に一定の真の受益者登録制度（Beneficial Ownership Registers, 
“BOR”）規定があることに留意。さらに第5次マネーロンダリング指令
（5AMLD）がEUによって公開され、国法への導入期限が2020年1月10日になっ
ており、この中では、真の受益者登録制度の制定期限と、アクセス性、共有、
順守と精度の保証の必要性に関する要件が定められている。

※1   FI: Financial Intelligence Unit：資⾦洗浄やテロ資⾦に係る資⾦情報を⼀元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関のこ
と

※2 Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)：指定非金融業者及び職業専門家

(a)カジノ、(b)不動産業者、(c)貴⾦属商、(d)宝⽯商、(e)弁護⼠、公証⼈その他の独⽴法律専⾨家及び会計⼠、(f)トラスト・アンド・
カ ンパニー・サービスプロバイダー（その他の業種に含まれない、法⼈設⽴の仲介者として⾏動する業者等のこと

(出典： 令和元年6月14日財務省国際局 関税・外国為替等審議会外国為替等分科会配布資料資料5「金融活動作業部会について」)

最終受益者の登録制度
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–法人

• EU（アンチマネーロンダリング: 法人の最終受益者）規則2016は、
EU（アンチマネーロンダリング:法人の最終受益者）規則2019に置
き換えられた。

• 当規則は、法人によるBORの管理を規定(BORは国内中央登録制度
(https://rbo.gov.ie/) に届け出の必要あり）。

• 最終受益者とは法人の持分の25%を超える（直接または間接的）
個人保有者。

• 法人が最終受益者である個人を特定不能な場合は、当法人への利害
関係がなくとも最高幹部役員（取締役）名簿を提出しなければなら
ない。

最終受益者の登録制度

https://rbo.gov.ie/
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– 信託

• EU（アンチマネーロンダリング: 信託の真の受益者）規則 2019は、
信託に関するBORを維持管理するよう義務付けている。

• 法人とは異なり、BORの最高幹部職員の氏名を挙げる下限閾値も
規定もない。

• BORは要請に応じて国内管轄当局（内国歳入長官、アイルランド
中央銀行等）に提出の必要がある。

• 信託の中央登録制度も設立予定。

最終受益者の登録制度
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• 結論

1. ML/ TF 規約への変更はより一層定期的に実施されることに。

2. FATF 審査は集約を推進。

3. 世界的に ML/ TF の罰金は上昇、より一般的になり、いっそう公
表される傾向に。

4. EUのML/ TFはより集中管理されるようになってきている (AML 

Czar) ため EU の集約は進み、部門横断的、業界固有の要件も増
加。

5. アイルランドの方向性はAML事前審査であり、CBIはその旨を公
表してはいないものの個々の企業や取締役会には示唆。

6. 最終受益者登録制度の設立と管理は現在義務化され、さらに本格
展開していく見込み。

アンチマネーロンダリング



53

清水 毅

PwC あらた有限責任監査法人 パートナー

パット コンベリー

PwC アイルランド ディレクター

中村 賢次

PwC 税理士法人 パートナー

講演:

プライベートデットファンドの拡大
～ストラクチャーと税務における考慮点～
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欧州投資ファンド業界

AIFの純資産:6兆2,470億ユーロ

2018年比6.4%増

(2018年末時点：5兆,8,720 億ユー

ロ)

UCITSの純資産:10兆40億ユーロ

2018年比7.8%増

(2018年末時点：9兆2,840億ユーロ)

UCITS及びAIFの純資産

2019年度第1四半期末16兆2,510億ユーロ(2018年度末比+7.2%)

(2018年末時点：15兆1,560億ユーロ)

UCITS・AIFの純販売高:

2019年第1四半期：780億ユーロ

(2018 年通期販売高：2,450億ユーロ）
Source: EFAMA June 

2019
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欧州のファンド業界の規模
2019年3月

純資産(10億ユーロ)

Source: EFAMA June 2019
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欧州ファンドの構成資産の内訳
2019年3月

39%

18%

27%

12%

マルチアセット

元本保証

社債

ETF：
UCITS運用
資産の7%

12%

24%
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UCITS AIFS
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Source: EFAMA June 

2019
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欧州投資ファンド業界
- UCITSの純増加額

2019年第1四半期

▪ UCITS エクイティ・ファンド：245億ユーロの流出

▪ Multi-Asset UCITSファンド：15億ユーロの流入

▪ UCITS 債券ファンド：795億ユーロの流入

▪ UCITS マネー・マーケット・ファンド：110億ユーロの純流入

▪ その他UCITS：135億ユーロの流出

▪ 上記に含まれるUCITS ETFは260億ユーロの純流入

UCITSの純増加額:

2019年第1四半期は510億ユーロの資金流入

(2018年度は通期で1,170億)

Source: EFAMA June 2019
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欧州投資ファンド業界 - UCITS

▪ クロスボーダーUCITSにおけるルクセンブ

ルグおよびアイルランドのマーケットシェ
ア：2019年第1四半期末時点で55.8%

▪ 当該2カ国におけるUCITSの純資産総額
は5.6兆ユーロ

市場シェア%

Source: EFAMA June 2019

その他
ヨーロッパ

44.2%

アイルランド・
ルクセンブルグ

55.8%
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欧州投資ファンド業界 - AIF

2019年第1四半期

▪ エクイティ・AIF：106億ユーロの純流出

▪ マルチアセットAIF：56億ユーロの純流入

▪ 不動産ファンド：60億ユーロの純流入

▪ その他のファンド：456億ユーロの純流入

▪ AIFとして組成されたマネー・マーケット・ファンド：220億ユーロの純流出

▪ 債券ファンドAIF：27億ユーロの純流入

AIFの純増加額:

2019年第1四半期は270億ユーロの資金流
入

(2018年度は通期で1,280億ユーロ)

Source: EFAMA June 2019
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欧州投資ファンド業界 - AIF

ドイツとフランスが依然としてヨーロッパ最大のAIF市場

▪ ドイツは、2019年第1四半期末現在、1兆7,890億ユーロ(AIF資産総額の
28.6%)の資産を有する欧州最大のAIF市場 (2018年末：1兆6,900億ユーロ)

▪ フランスは、2019年第1四半期末現在、AIF資産1兆550億ユーロ(AIF資産総
額の16.9%)で欧州第2位のAIF市場 (2018年末：1兆290億ユーロ)

▪ 欧州のAIF資産におけるルクセンブルグおよびアイルランドの市場シェアは、
2019年第1四半期末現在、22.6% (2018年末：22.4%)

▪ ルクセンブルグとアイルランドのAIFの純資産合計は、2019年第1四半期末時
点で1兆4,090億ユーロ (2018年末：1兆3,150億ユーロ)

Source: EFAMA June 2019
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Private MarketsThought Leadership
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プライベートデッドファンドの成長

プライベートデッド運用総資産額

(USD10億) 
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• アイルランドでは、2014年にアイルランドのローン・オリジネーション
・ファンドの枠組みが完成して以来、ローン・オリジネーション・ファ
ンドが着実に増加

• QIAIFは、AIFMDの下で運営されており、適格投資家(機関投資家)向けと
なっている

• アイルランド証券化の仕組みは、ローン・オリジネーションの手段とし
ても魅力的

• 融資の多くは依然として北米市場に関連
• ローン組成のための投資ストラクチャーについては、複数のストラク

チャーが検討されている
• 将来の租税政策変更の影響を考慮するためには、適切な分析が必要
• S110会社は、最低限当初の投資1,000万ユーロ、アームス・レングス要

件など、一定の要件を満たす必要がある
• 通常、S110会社は4～6週間で設定することができる

アイルランドにおけるプライベート
デッドファンドの成長
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アイルランドにおけるプライベート
デッドファンドの成長 -ファンドス
トラクチャーと税制上の考慮事項

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

日本

- CFC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

貸付金
債券等

投資家

リターン

利子、キャピタルゲイン

日本

アイルランド

投資対象国
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アイルランドにおけるプライベート
デッドファンドの成長 -ファンドス
トラクチャーと税制上の考慮事項

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)

- 日本では2019年1月1日に発効

- 対象相手国13カ国とMLIが発効済（2019年8月31日現在）

- アイルランド、ルクセンブルグ、英国、フランス、オーストラリア、
シンガポール等

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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コーヒーブレイク



アンドリュー・キーホー KB アソシエイツ（司会）

ブライアン・ディロン ディロン・ユースタス

増田真一 野村アセットマネジメント株式会社

久保直毅 あらた有限責任監査法人

佐藤雅之 金融庁

パネルディスカッション:

アイルランドへの投資と規制動向
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欧州ファンドにおける
流動性リスク管理

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
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流動性リスク管理規制の目的

元本 投資家

ファンド

市場価格の
下落

解約の誘因
基準価額の
下落

有価証券資本市場

大量売却 大量解約

①

②

 投資家保護：ストレス時において投資家がファンド持分を換金できないリスクを回避 ①

 資本市場安定化：ストレス時においてファンドによる資産の投げ売りに伴うシステミックリスクを防止 ②
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UCITSおよびAIFにおけるリスク管理

UCITSの管理会社およびAIFMは適切なリスク管理態勢を
整備・運用する必要がある

（リスク管理）

 オペレーション部門やポートフォリオマネジメント部門から
機能的・組織的に独立したリスク管理機能

 リスク管理方針の設定及び更新（少なくとも年次）

 リスクプロファイルの把握

 リスクリミットの設定

 レバレッジ方針の設定

（流動性リスク管理）

 流動性リスク管理態勢の構築

 流動性プロファイルの把握

 投資戦略、流動性プロファイル、解約方針の整合性

 ストレステストの実施
（正常時および異常時。 UCITSは必要であれば）

 ストレステストの結果を当局へ報告（AIFのみ）

市場リスク

カウンター
パーティ
リスク

事務リスク

信用

リスク

流動性

リスク

リスク管理

* UCITSは、例外的な状況を除いて、投資家の求めに応じ
て解約できないといけない
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ストレステスト

三つのレベルのストレステスト

ESMA（欧州証券市場監督局）公表のストレステスト（LST）ガイドライン

 LSTをファンドのリスク管理フレームワークの一環として実施

 最低でも年に1回LSTを実施（四半期に1回以上を推奨）

 ファンドごとにLSTを実施

 仮説及び過去のシナリオを利用

 MMFについてはLSTシナリオに関するガイドラインあり

項目
ファンドレベルの
ストレステスト

分野別
ストレステスト

金融システム全体
シミュレーション

主体 運用会社 当局 当局

計算主体 運用会社 運用会社 当局

データ 個別 個別 公開、商業

目的 リスク管理
監督上の

リスクアセスメント
監督上の

リスクアセスメント
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スウィングプライシング
既存の投資家を保護するため
に、追加解約に関するコストを
当該請求をした投資家に
チャージする仕組み

デュアルプライシング
既存の投資家を保護するた
めに、追加解約に関するコス
トを固定手数料として当該請
求をした投資家にチャージす
る仕組み

希薄化条項
既存の投資家を保護するた
めに、大量の追加解約に関
するコストを当該請求をした
投資家にチャージする仕組み

借入金
多くの欧州当局はUCITSや

リテール向けAIFについて、
解約代金に備えるための一
時的な借入を容認している

解約停止
ファンドおよび投資家の利益
に反する場合や将来さらに大
きな解約請求が起こりうる場
合、解約を停止する

解約制限
流動性に問題がある場合、投
資家からの解約請求を一時
的に全部又は一部制限する

サイドポケット
市場で評価することが困難で
あったり、売却することが困
難な資産がある場合、該当
資産を別管理する

現物償還
現金ではなく、現金以外の現
物資産で投資家へ償還する

流動性リスク管理手法（例示）
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閉会のご挨拶

高倉 透
三井住友信託銀行 取締役専務執行役員
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懇親会




