
 

 
 
 

STRUCTURED FINANCE BULLETIN 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2016 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 

2016 年 10 月号 

不動産投資市場政策懇談会報告書 

～不動産特定共同事業に関する制度のあり方について～ 
 

Ⅰ. 小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設 

Ⅱ. クラウドファンディングに対応した環境整備 

Ⅲ. 良質な不動産ストックの形成を推進するため 

の規制の見直し 

Ⅳ. その他 

 

 

本年 9 月 16 日、国土交通省は、不動産投資市場政策懇談会・制度検討ワーキング・

グループでの不動産特定共同事業に関する制度のあり方についての検討結果を取りま

とめた報告書（以下「本報告書」という。）を公表した1。 

本報告書では、地方創生に資する空き家・空き店舗の再生を促進し、また、観光や物

流などの成長分野での不動産の再生を促進する観点から、①事業規模に一定の上限を設

定した「小規模不動産特定共同事業」を創設する、②投資型クラウドファンディングな

どに対応するよう契約締結前書面などの電磁的記録による交付に関する規定を整備す

る、③特例投資家のみを事業参加者とする場合に約款規制を緩和するなどの不動産特定

共同事業に関する制度の見直しの方向性が示された。 

本稿では、以下、本報告書の概要をご紹介する。 

 

Ⅰ.  小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設 

 

本報告書では、事業規模に一定の上限を設定した「小規模不動産特定共同事業」とい

う類型を創設し、許可要件を緩和するなどの特例を設けることが提案されている。 

かかる提案の背景として、本報告書では、地方の事業者が空き家・空き店舗等の小規

模不動産を再生する取組みを行う際に地元有志からの資金を組合形式で集めようとす

ると不動産特定共同事業法（以下「不特法」又は単に「法」という。）が適用されると

ころ、現行法の下では、その許可要件を満たせないことが挙げられている。 

そして、本報告書では、小規模不動産特定共同事業に係る許可について、資本金要件

等の財産的要件、業務管理者等の人的体制要件を上記の背景に照らして適切に設定する

                                

1 政府の成長戦略を示した「日本再興戦略 2016-第４次産業革命に向けて-」（平成 28 年 6 月 2 日）（141
頁）にも「不動産について流動化を通じた有効活用を図るため、今後ニーズの増加が見込まれる観光

や介護等の分野における不動産の供給を促進するとともに、クラウドファンディング等の小口資金に

よる空き家・空き店舗の再生、寄付等された遊休不動産の管理・活用、鑑定評価を含む不動産情報の

充実等に必要な法改正等を一体的に行い、2020 年頃までにリート等の資産総額を約 30 兆円に倍増す

ることを目指す。」との記述があり、今回の検討はかかる方針に沿ったものと思われる。 
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ことを提案されている。なお、資本金要件については、第一号事業者（現行 1 億円）、

第三号事業者（現行 5 千万円）とも 1 千万円程度に緩和することが示唆されている。 

他方、投資家保護の観点から、小規模不動産特定共同事業に出資する投資家の出資額

について一定の上限を設定したり、具体的な内容は明らかにされていないが、事業者に

一定の行為規制を設けることなどが提案されている。 

 

Ⅱ.  クラウドファンディングに対応した環境整備 

 

本報告書では、近時広まりつつあるクラウドファンディングに対応するため、不特法

に基づき必要とされる書面の電子化が提案されている。 

具体的には、まず、不動産特定共同事業契約の締結前及び契約成立時の書面交付（法

第 24 条、第 25 条）について、書面の電磁的方法による提供を認めるための措置を講じ

ることが提案されている。また、財産管理報告書（法第 28 条）、事業参加者名簿（法第

30 条）等のインターネットを通じた閲覧に関する規定の整備も提案されている。 

他方、投資家保護のため、不動産特定共同事業者に対し、適切な情報管理のための業

務管理体制の整備義務や、事業の内容やリスクに関する情報の提供などの一定の行為規

制を追加する必要性も示唆されている。 

 

Ⅲ.  良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し 

 

本報告書では、成長分野における不動産ストックの拡大を図るために不動産証券化手

法を活用した開発・再生事業への資金供給の円滑化が求められる中、かかる手法の一つ

である不動産特定共同事業の活用が一層促進されるよう、事業に参加する投資家の属性

に応じて規制を柔軟化することが提案されている。 

 

具体的には、以下の規制の見直しが提案されている。 

① 約款規制の一部見直し 

特例投資家のみを事業参加者とする場合、約款に基づく契約の締結義務を緩和し

たり、約款についての許可基準を緩和する。 

② 適格特例投資家のみを事業参加者とする事業における規制緩和 

特例投資家の中に「適格特例投資家（仮称）」2のカテゴリーを設け、適格特例投

資家のみを事業参加者とする場合、許可要件や行為規制を緩和する。 

③ 特例事業への事業参加の範囲の見直し 

特例事業の事業参加者に一般投資家を含むよう制度の見直しを行う。 

 
                                

2 特例投資家のうち、金融機関、信託会社、不動産特定共同事業者など不動産投資に関する能力・経験

が十分であると認められる者（個人投資家を含まない。）を適格特例投資家とするとされている。 
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Ⅳ.  その他 

 

本報告書では、上記の他、①忠実義務に関する規定の拡充、②特例事業における SPC

の専業要件の緩和、③標準的モデル約款の作成・見直し、④実務的な指針の充実などに

ついての提言がなされている。 

 

本報告書が提言する不動産特定共同事業に関する制度の見直しが実現すれば、空き家

の再生やクラウドファンディングによる資金調達が促進されるのみならず、適格特例投

資家向け事業や特例事業の規制緩和により大規模な不動産開発にあたってのスキーム

の選択肢が増えるなど、不動産特定共同事業のさらなる活用が期待される。 

早ければ来年の通常国会に不特法の改正案が提出されるとの報道もあり、今後の動向

が注目される。 

 

 

セミナー・文献情報 

 セミナー  『クレジットリンクローンの法律と実務～基礎から応用まで、マイ

ナス金利等の近時の動向も踏まえて～』 

開催日時  2016 年 11 月 1 日（火）13:30～16:30 

講師    江平 享 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 論文    「マイナス金利と金融法務－「金融法委員会の整理」を契機に－」 

掲載誌   金融法務事情 No.2048 2016 年 8 月 25 日 

著者    佐藤 正謙 

 

 論文    「日本からの英国不動産投資～ストラクチャーの考察～」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.33 September-October 2016 

著者    大石 篤史、小澤 絵里子、山田 彰宏 

 

NEWS 

 Chandler & Thong-ek Law Offices Limited（チャンドラー・アンド・トンエック法律

事務所）の買収及び経営統合に関するお知らせ 

森･濱田松本法律事務所（以下 MHM）は 2017 年 1 月をめどに、Mori Hamada & 

Matsumoto (Thailand) Co., Ltd.を通じて、タイの大手法律事務所である Chandler 

& Thong-ek Law Offices Limited（チャンドラー・アンド・トンエック法律事務所、

以下 C&T）を買収し、経営統合することを決定いたしましたので、お知らせいた

します。 
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1. 経営統合の目的 

MHM は、2015 年 4 月にバンコクオフィス（Mori Hamada & Matsumoto (Thailand) 

Co., Ltd.）を開設し、日本人弁護士 4 名、タイ人弁護士 1 名の体制で、日系企業

を中心にアドバイスを提供してきましたが、タイ市場において更に強固な基盤を

確立するとともに、東南アジアにおける多種多様な法務需要の拡大に幅広く応え

るべく、飛躍的に体制を充実させることといたしました。 

 

2. C&T の概要 

C&T は、1974 年に米国人弁護士 Albert T. Chandler 氏により創設されたタイの法

律事務所です。M&A（合併・買収）やファイナンス、資源・エネルギー開発プロ

ジェクトの法的助言に強みを持ち、約 45 名のタイ人弁護士が所属しています。 

 

3. 経営統合後の名称 

経営統合後のバンコクオフィスの事務所名は、Chandler MHM Limited となりま

す。 

 

4. 経営統合後の体制 

MHM のパートナーである河井 聡弁護士が、Chandler MHM Limited の代表に就

任する予定です。河井 聡弁護士は、海外 M&A や国際取引・通商実務に精通した

弁護士です。 

（当事務所に関するお問い合せ） 
森・濱田松本法律事務所 広報担当 
mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


