
岐路に立つAIFMD
過去を振り返り、未来を見据える

AIFMDは、当初の指令の最終化から約10年を経て、見直さ
れることになります。図1から明らかなように、長い努力の末に、
この変革への道筋が開けたのです。指令の施行から10年を
迎えた今、以下に挙げる2つの要因から、AIFMDの見直しを
実施すべきだと考えられます。

• AIFMD自体の規定

• ブレグジットの影響

譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS）指令とは異なり、
AIFMDでは、EU以外の運用者やファンドも、指令の対象とす
ることができます。しかし、EU域外に拠点を置く企業に対する
統制をめぐる問題のため、各国規制当局の間に懸念が生じ

ました。これを踏まえて、また、ブレグジットについての国民投
票から1年が経過したことを受け、欧州証券市場監督機構
（ESMA）は、2017年夏、第三国（EU域外の国）へのア
ウトソーシングおよび委託に関するコミュニケーションペーパーを
公表しました。その後、2019年に、第三国のパスポート制度
利用に関する議論が再燃しました。それ以降、EUの当局は
AIFMDの実効性に注目しており、それが、AIFMDの詳細な見
直しにつながったのです。

1 指令 2011/61/EU
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資本市場同盟設立に向けた欧州委員会の継続的な取り組みを背景に、欧州のオルタナティブ投資
運用市場に注目が集まっています。欧州委員会はオルタナティブ投資ファンド運用会社指令1

（AIFMD）の法的な見直しを開始しました。これは、業界が修正案について意見を述べ、オルタナティ
ブ投資ファンド市場の将来の役割を議論する最初の機会となります。

図1  :  AI FMDのスケジュール
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2020年6月、欧州委員会は欧州議会と欧州
理事会に対し、AIFMDの適用と対象範囲に関
する検討報告を提出しました。当報告では、
AIFMDはオルタナティブ投資ファンドの内部市場
の確立、高水準の投資家保護の提供、および、
EU全域にわたる当局によるモニタリングを達成し
たと結論付けています。

肯定的に捉えれば、この時を境に、AIFMDはEU
経済が危機から脱却するのを支え、投資家の
資金をEU全域の適切な対象に向ける手段とな
ると考えられるようになりました。その結果、
AIFMDをより多くの（ただし、適格な）個人投
資家に開放しようとする機運が生まれました。

ESMAは、種々の動向を、将来のコンサルテー
ションの先手を打って分析し、欧州委員会に対
し、AIFMD を強化し、引き続き成果を挙げるた
めに取り組むべき19の領域を示すレターを提出し
ました。ESMA がこのような行動を取ることは稀で
す。これにより、第三国へのアウトソーシングや投
資家の拡大・保護など、ESMAにとって重要な
テーマが明確に示されました。また、2021年6月
に実施され、投資会社の最低資本要件を規定
する投資会社規制および指令（IFR/IFD）と関

連付けることで、レバレッジと流動性を起因とす
るリスクの明確化と理解の向上が進む可能性
が強調されています。

また、欧州委員会は、フレームワークを強化、調
整するために、見直しの対象とする複数の論点
も特定しました。その後、市場全体を対象にコン
サルテーションが実施され、100を超える質問から
なる11の主要論点について、業界からのフィード
バックが求められました。

コンサルテーション期間中に注目を集めたいくつ
かの論点については、取るべき最善のアプローチ
や欧州委員会の注意を要するかに関し、業界
参加者の見解が分かれました。

オルタナティブ投資ファンド業界は国によって違い
があるため、これらの点について加盟国間での見
解の差はさらに拡大しました。

実施されたコンサルテーションは2021年1月29日
に終了し、業界では欧州のフレームワークにおけ
る市場機能と運用についての見解が詳細に共
有されました。包括的な結論では市場機能の
有効性が証言され、欧州委員会はAIFMDのレ
ベル1規定の変更は実施せず、レベル2および

レベル3規定の見直しと変更に注力することにな
りました。「機能しているなら特に直さない」という
アプローチがコンセンサスだと見られますが、その
結果は将来明らかになります。

以降では、注目を集めている論点の一部を取り
上げ、それがAIFMDの今次見直しの対象となっ
た場合に業界にとってどのような意味を持つのか
を概説します。

図2  :  欧州委員会のコンサルテーションにおける主要論点毎の質問数 （比率）
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欧州の預託機関パスポート

預託銀行が自国でしかサービスを提供できない
ことは、長きにわたり、資本市場同盟の理念に
反していました。さらには、欧州単一市場の核
心と設立の自由およびサービス提供の自由の原
則に反するものでもあります。数多くの欧州当
局が、この事実および一部の国では預託銀行
の数が限られ、独占状態につながっているという
状況を指摘してきました。欧州全域を対象とす
るパスポート制度は、このような問題に対処する
ことができます。そして、今、AIFMDの見直しによ
りこの状況を改善する機会が到来したのです。

しかし、市場の反応は分かれています。規模の
大きい企業グループや欧州の有力預託機銀行
にとっては、業務の合理化や統合の機会となる
でしょうが、新規参入者は、自国市場だけでな
く、欧州の預託銀行市場全体で競争すること
になり、新たな障壁に直面することになります。
実際、大規模な預託機関グループの少なくとも
1つが、実際的な影響を懸念し、このようなパス
ポート制度に異議を唱えています2。

反論の1つに、このようなパスポート制度は、オル
タナティブ投資市場における消費者保護の不利
益になりかねないという主張があります。預託銀
行の強力な統制機能は、欧州連合内の高水
準の投資家保護に寄与しています。パスポート
制度の導入により、預託銀行と投資家との距
離が長くなり、保護の水準が低下し、国境を超
えて新たな障壁が生じ、投資家に不利益が生
じる可能性があります。

このようなパスポートを求める声はAIFMD以前か
らあり、最初に問題が提起されたのは、UCITS規
制との関連においてでした。ESMAは双方の規
制においてパスポート制度を検討しましたが、パ
スポート導入を明確に推奨することはせず、欧
州委員会に対しリスクと利点を徹底的に評価
するよう求めるにとどめました。
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アウトソーシングと委託： 実体性をめぐる、
長年にわたる問題

近年、ルクセンブルクでは、オルタナティブ投資
ファンド運用会社が特定の機能をアウトソーシン
グや委託する際に最低限の実体性要件を求め
るべきであるという主張が強まっています。これに
より、「私書箱企業」と呼ばれる実体のない企
業が国内に最小限の人員を維持するだけで、
数十億もの資産を運用するのを防ぐことができ
ます。また、ポートフォリオ管理とリスク管理とい
う主要機能の少なくとも一部を資産運用会社
が保持し、保持された機能が効果的に履行さ
れるよう図ることができます。

このような実体性を要求する取り組みは、協調
的なものではなく、国レベルの課題です。他の
加盟国が徐々にこの動きに追随しているものの
（例えば、アイルランドは最近、国内の実体性
の要求を強めています）、実体性に関する規
則の調和および欧州全体で受け入れ可能な
最低基準の導入については、AIFMD の見直し
に期待されています。これは論争を巻き起こすこ
とも予想される論点ですが、ブレグジットをめぐる
最近の政治情勢に伴い、議論の前面に出てく
る形になりました。歴史的には、英国が資産運
用の中心地でした。従来、欧州間のアウトソー

シングや委託の取り決めは、適用される基本的
要件が同じであったため、あまり精査の対象と
はなりませんでした。2021年1月に英国が第三
国になったため、アウトソーシングや委託の要件
が変わり、それに伴って実体性への注目が再度
高まっています。例えば、ルクセンブルクではブレ
グジットに向けての準備期間中に厳しい警告が
発せられ、国内で実体のない組織を運用する
だけでは欧州市場へのアクセスは認められない
ことが改めて強調されました。

2  CACEIS Investor Services,”The AIFMD review: an incremental change or a major revamp”、2021年1月14日、
https://www.caceis.com/whats-new/news/spotlight/article/the-aifmd-review-an-incremental-change-or-a-major-revamp/



流動性報告: マネーマーケットファンドから、すべ
てのオルタナティブ投資ファンドへ

UCITSおよびオルタナティブ投資ファンド（AI F）
を共に対象とする2017年に発布されたマネーマー
ケットファンド規則3により、新しい型の流動性報
告が導入されました。この規制は、すでに確立さ
れている資産、リスク、その他の重要な指標に
関する欧州内の各当局への報告義務に加え、
マネーマーケットファンドに対して、ファンドに投資
している投資家、その投資家がどのようなカテゴ
リーに属するか、投資家の集中があるか、ストレ
ス時にこれらの投資家がどのように行動するにつ
いて報告するよう求めています。これらのデータに
より、マネーマーケットファンドは流動性管理を高
度化し、流動性危機が発生する前に投資家の
反応を予測することが可能になります。AIFMD
の見直しに伴い、欧州委員会はこれらの報告
義務をすべてのAIFに拡大することを検討してい
ます。マネーマーケットファンド規則から得た教訓
を踏まえ、AIFMは、リスク管理機能により流動
性監視義務を適切に履行するため、AI Fに投資
している投資家層の透明性を大幅に高め、オム
ニバスアカウントや大きなポジションについて一定
のルックスルーを達成する必要があります。
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オルタナティブ投資ファンドへの投資家のアクセス

注目されている論点の1つは、AIFMDは、オルタ
ナティブ投資ファンドにアクセスできる投資家を
拡大すべきか、というものです。現在の市場で
は、オルタナティブ投資ファンドにアクセスできる
のは、金融商品市場指令（MiFID）4により定
義されるプロの投資家に限られていますが、加
盟国規定の条項もあります。一部の国の法規
制では、より広いアクセス（例えば、ルクセンブ
ルクの法律では、十分な情報を有する投資家
もアクセスが認められる）が認められていますが、
そのような各国独自の方針には差異があり、多
くの顧客がオルタナティブ市場の資産とリターン
の急成長から取り残されています。プライベート・
エクイティ、不動産、インフラは、低金利環境下
でリターンを提供することから人気を集め、欧州
の投資家は、特に、すべての個人投資家が平
等に扱われるわけではないことを踏まえ、このよ
うな商品により容易にアクセスできる方法を求
めています。留意すべきなのは、投資家のステー
タスは、MiFID規制に照らして定義されており、

投資に関するリスクの理解および管理に必要
なリソースや経験を備えている超富裕層の投資
家であっても、個人投資家と認定される場合が
あることです。同時に、2018年のMiFIDフレーム
ワークの改正では、顧客の分類基準はほとんど
変更されていないことを考えると、欧州の各規
制当局は、市場におけるプロの投資家の増加
を望んではいないようです。

そのため、AIFMDの見直しでは、このアクセス上
の問題に対処するのか、そして、対処する場合
には、どのように対処するのかが重要なポイント
になります。MiFID（これも見直しの対象となっ
ています）に依拠しなければならないのでしょう
か。あるいは、アクセスできる投資家を拡大し、
EU経済の資金調達を支援できるような巧妙な
道筋を、AIFMD自体の中に見出すことができる
でしょうか。

3 Regulation (EU) 2017/1131
4 Directive 2014/65/EU



閾値以下のオルタナティブ投資ファンド運用
会社：修正か拡大か？

2013年、AIFMDにより閾値以下の資産運用会
社に関する制度が導入され、総運用資産
（Au M）が一定の規模に達しないオルタナティ
ブファンド運用会社は当局に認可を申請する必
要はなく、登録するだけでよいことになりました。
理論上は新規市場参入者にとって実用的な制
度であるものの、適用されるAuMの規模（5億
ユーロ／レバレッジがある場合は1億ユーロ）は
実際にはすぐに超過してしまうので、新規参入
者の増加にはほとんどつながっていないと見られ
ます。フルライセンスの申請には実体性や専門
知識を要し、多額の費用がかかることも多いた
め、規模の大きな第三国の運用会社であっても、
欧州市場への参入を思いとどまりかねません。

コンサルテーションを契機として、市場を再成長さ
せ、より多くのプレーヤーを市場に呼び込むために
は、現行の閾値以下の運用会社を対象とする
制度を拡張して「閾値以下」とされる範囲を拡
大するべきか、あるいは、例えば20億ユーロ以下
のプレーヤーを対象とする「ライト」ライセンスを導
入するべきかについて論争が起こりました。

いずれにしても、現在の状況と欧州のオルタナ
ティブ投資市場のプレーヤーの平均的な規模を
踏まえて、この閾値制度の妥当性を評価するた
めの調査を実施する必要があります。

最終的には、2021年第2四半期末または第3
四半期初めに公表が予定されている規制文書
の第1次草案において、最終的な修正範囲が
示されるでしょう。レベル1の規定による根本的な
見直しというより、レベル2および3の規制文書の

修正を行うことを業界は期待しており、欧州委
員会がその期待をどの程度尊重するかが注目さ
れます。

しかし、業界全体にとって賢明なのは、現段階
ですでに行われている議論の行方を見定め、少
なくとも市場の意見や提案されている方向性に
ついての示唆となる、コンサルテーションへのフィー
ドバックに注意を向けることです。これらの意見を
どの程度参考にするかは、無論、欧州委員会
の裁量に委ねられていますが、過去にはフィード
バックが無視されたことはありません。

全体的に見て、業界は、第2次金融商品市場
指令（MiFID II）や、パッケージ型個人投資家
向けおよび保険ベース投資商品（PRIIPs）に関
する作業を最近終えたばかりです。

オルタナティブファンド運用会社は少なくとも間
接的に、商品提供者としてMiFID IIの影響を受
けました。そして今、欧州委員会は、業界に次
の大きな変化を起こそうとしています。MiFID IIと
PRIIPsに関する経験を通じて、このような変化は
負担やコンプライアンス上の課題としてだけでは
なく、ポジショニングの再検討、強化、および、
新たなセクターや活動を探索する機会にもなり
得ることが明らかになりました。事前に十分な準
備を整えていれば、上述の論点すべてが、市場
のプレーヤーの機会となり、欧州のダイナミックな
オルタナティブ投資ファンド市場のさらなる強化に
つながり得るのです。
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結論

現在の我々の見解では、そして、各ステークホル
ダーのコメントにもかかわらず、AIFMDの見直しが
実施されることは概ね確実です。論点に優先
順位をつけるとすれば、委託に関して修正が実
施される可能性が高く、再び注目されている
MIFIDによる認可個人投資家の定義の拡大と
統制が検討されると見られます。これらに加えて、
規制当局がレバレッジや流動性をより適切に把
握し、また資本保護の水準が不十分と判断さ
れた場合に備え、IFR（投資会社指令）やIFD
（投資会社規則）の実効性向上を目指すた
めに、報告の拡充が検討される可能性もありま
す。さらに、投資家のバリュー・フォー・マネーという
トレンドも取り上げられるかもしれません。このト
ピックについては、昨年以降注目度が高まって
おり、UCI TS業界では活発な議論が交わされて
います。MiFI Dの対象企業やAIFにも影響が及
ぶ可能性が高いと見られますが、それが明らか
になるのは、今年末にAIFMD II草案が公表され
るまで待つ必要があります。

MiFID IIとPRIIPsに関する経験を通じて、このような変化
は負担やコンプライアンス上の課題であるだけではなく、
ポジショニングの再検討、強化、および、新たなセクター
や活動を探索する機会にもなり得ることが明らかになり
ました。

★ 要 点 ★
• AIFMDの見直しが開始され、欧州委員会はコンサルテーションの
質問を公表

• 11の主要論点にわたる、100を超える質問
• ルクセンブルク市場の議論の的になった論点–預託機関パスポー
ト、アウトソーシングと委託、流動性報告、投資家のアクセス

• AIFMD II草案は、2021年末に公表される予定
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