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Ⅰ.  はじめに

高齢化社会の進行により、ヘルスケア施設の供給の促進が喫緊の課題とされる中、平

成 24 年 10 月から 4回にわたり、国土交通省により「ヘルスケア施設供給促進のための

不動産証券化手法の活用及び安定利用の確保に関する検討委員会」が開催され、平成 25

年 3月 27 日に検討結果の取りまとめ（以下「国交省取りまとめ」という。）が公表され

た。

国交省取りまとめでは、ヘルスケアリートには様々な懸念材料や課題があるものの、

一旦機能しはじめればその優れた特性からヘルスケア施設の量的供給及び質的向上に

役立つとされ、ヘルスケアリートの早期の導入が期待されると結論づけられている。

具体的な案件組成の動きとしても、日本ヘルスケア投資法人が日本初のヘルスケア施

設特化型投資法人として大和リアル・エステート・アセット・マネジメントにより設立

され平成 26 年 3 月に私募での運用を開始し、三井住友銀行、ＮＥＣキャピタルソリュ

ーション及びシップヘルスケアホールディングによりヘルスケアリートへの資産組み

入れのためのブリッジファンドのヴィークルとしての資産保有会社が設立され、ケネデ

ィクス、長谷工コーポレーション、新生銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、LIXIL グループ及

び損害保険ジャパンの 6社により、ヘルスケアリートの運用を目的として資産運用会社

が設立されるなど、ヘルスケアリートの上場の実現に向けた動きが活発化している。

このような状況の中、ヘルスケアリートの上場を見据えた規則の改正や開示に関する

具体的なガイドライン等の公表が相次いでいる。本稿では、これらのガイドライン等の

内容も踏まえて、オペレーターとの賃貸借契約の作成上の留意点について概説すること

とする。
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Ⅱ.  ガイドライン等

上記国交省取りまとめにおける論点整理を受け、関係省庁及び関連団体において、ガ

イドライン等具体的な指針の策定が進められている。

1. ARES 中間取りまとめ

一般社団法人不動産証券化協会（ARES）では、前述の国交省取りまとめでの論点整理

を踏まえて、ヘルスケア施設のうち、老人福祉法第 29 条に規定される有料老人ホーム

（以下「有料老人ホーム」という。）と高齢者の居住の安定確保に関する法律（以下「高

齢者すまい法」という。）第 5 条に規定されるサービス付き高齢者向け住宅（以下「サ

高住」という。）を対象として、オペレーターからリートへの情報開示とデューディリ

ジェンス、リートから投資家への情報開示に関する現状の把握と課題の整理を行うため、

2013 年 7 月から、「ヘルスケア施設の供給促進のための REIT の活用に関する実務者検討

委員会」が開催され、2013 年 12 月に中間取りまとめ（以下「ARES 中間取りまとめ」と

いう。）が発表された。

ARES 中間取りまとめでは、オペレーターからリートへの情報開示、リートから投資家

への情報開示、オペレーターから入居者への情報開示についての整理がなされているが、

オペレーターからリートへの情報開示に関しては、オペレーターに対して情報開示を求

めるべき項目及びこれを確認するための資料、方法が具体的に議論されている。

必要開示項目の抽出に当たっては、開示資料の使用目的を下記【表 1】記載の(1)乃至

(3)（なお、(2)及び(3)についてはそれぞれ下記のとおり更に小項目に分類されている。）

に大別したうえで、目的別に必要とされる開示項目の概要等が説明されている。

このうち、(3)の事業評価については、ヘルスケア施設が、施設の運営に特別なノウハ

ウや専門性が必要とされるオペレーショナル・アセットの一種であることから、特に重

要性が高いものとして指摘されている。

【表 1】開示資料の使用目的（ARES 中間取りまとめ）

(1) 対象施設の権利・物理的状況等の把握・確認

(2) キャッシュフローの分析

① 施設構成・提供サービスの把握

② 収支状況の把握

③ 入居者状況の把握

(3) 事業評価

① マーケティング力の把握

② 職員体制の把握

③ 介護提供の状況

④ コンプライアンスの状況の把握

⑤ 入居者の意見を把握する体制・第三者評価の実施状況等の把握
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必要開示項目を確認するための資料についても詳細な検討がなされているが、既にヘ

ルスケア施設において作成が義務付けられている「重要事項説明書」1に含まれている

項目や、パンフレット、募集広告等で代替できるものも多いとされている。

ARES 中間取りまとめの内容は、ヘルスケア施設の取得時のデューディリジェンスや期

中モニタリングに必要な情報、資料を取捨選択するための重要な指針となるものと思わ

れる。

2.投資信託協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」の

一部改正

上記 ARES 中間取りまとめを受け、本年 5月 15 日付で、一般社団法人投資信託協会の

「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に、運用会社が不動産投信等の投

資としてヘルスケア施設に投資を行う場合の運用会社の社内体制の整備について定め

る「ヘルスケア施設に関する特例」が追加され、かかる特例を適切に履行していく上で

の基本的な考え方について定める「ヘルスケア施設供給促進のための REIT の活用に関

するガイドライン」（以下「投信協会ガイドライン」という。）が制定された。

なお、ヘルスケア施設に関する特例及び投信協会ガイドラインの対象となる「ヘルス

ケア施設」は、サ高住、有料老人ホーム及び老人福祉法第 5 条の 2第 6項に基づく認知

症高齢者グループホームとされている。投信協会ガイドラインにおいては、①ヘルスケ

ア施設への投資に際して、オペレーターから必要な情報を得るにあたっての、オペレー

ターの実情等を勘案した対応、②ヘルスケア施設が不動産投信等の投資対象となること

で、施設利用者に不安を惹起することがないようにするための施設利用者への情報提供

等の対応、③一般的な開示項目に加えたヘルスケア施設特有の事情についての投資家へ

の開示及び④その他関連事項について、その対応への指針が示されている。

3.国交省ガイドライン（案）

平成 25 年 6月 14 日に閣議決定された日本再興戦略において「民間資金の活用を図る

ため、ヘルスケアリートの活用に向け、高齢者向け住宅等の取得・運用に関するガイド

ラインの整備、普及啓発等（来年度中）」を行うこととされていたことを受け、国土交

通省は、本年 5 月 1 日、「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係

るガイドライン（案）」（以下「国交省ガイドライン案」という。）を策定し、現在、意

見募集を行っている（5月 30 日まで）。

同ガイドライン案では、ヘルスケア施設は、①サ高住、②有料老人ホーム、③認知症

                              
1 サ高住の場合には、重要事項説明書ではなく、高齢者すまい法第 17 条に規定される登録事項その他法

令で定める事項についての契約締結前書面となるが、ARES 取りまとめでは、「契約締結前書面」又は「登

録事項」を「重要事項説明書」と読み替えて扱うものとされている。
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高齢者グループホームと定義され、病院については、今年度別途検討を行った上で、整

備すべき組織体制等をとりまとめ、別途提示する予定とされている。

国交省ガイドライン案では、宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可申請等に際

して資産運用会社が整備すべき組織体制、ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項、

取引一任代理等の認可申請等における業務方法書への記載事項等が示されている。

中でも、ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項において、利用者への配慮事項

として、利用者に不安を抱かせることのないよう、ヘルスケアリートの仕組みの周知、

ヘルスケア施設の適切な運営の確認、ヘルスケア施設の適切な運営の確保に適切に対応

することが望ましいとされている点、留意が必要である。

Ⅲ.  オペレーターとの賃貸借契約

ヘルスケアリートの基本的なストラクチャーは、リートがヘルスケア施設である建物

を取得したうえでこれをオペレーターに一括賃貸し、オペレーターが入居者との間で入

居契約を締結し、ヘルスケア事業を行うというものである。

ヘルスケアリートでは、オペレーターから収受する賃料が収益の源泉であり、かつ、

オペレーターとの関係を規律する主たる契約がリートとオペレーターとの間の賃貸借

契約であることから、かかる賃貸借契約がスキームの根幹となる契約といえる。また、

ヘルスケア施設がオペレーショナル・アセットであることから、通常のオフィスや住居

等の他の種類のアセットの賃貸借契約とは異なる考慮が必要となるところである。

以下、ヘルスケア施設のオペレータとの賃貸借契約において留意すべき点について、

前述の ARES 中間取りまとめ、投信協会ガイドライン、国交省ガイドライン案を踏まえ

つつ、概観する。

1. 有料老人ホーム設置運営標準指導指針

有料老人ホーム（サ高住の登録を受けたものを除く。）については、厚生労働省の定め

る「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」（以下「標準指導指針」という。）

を参考として、各都道府県が、地域の実情に応じて指導指針を定めることとされており、

これに基づいた行政指導が行われている。

標準指導指針では、有料老人ホームの立地条件として、借家により有料老人ホームを

設置する場合の条件を下記【表 2】のとおり定めている（標準指導指針 3(3)参照）。
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【表 2】標準指導指針における有料老人ホームの立地条件

借地・借家により有料老人ホームを設置する場合には、入居契約の契約期間中におけ

る入居者の居住の継続を確実なものとするため、契約関係について、次の要件を満たす

こと。

なお、借地・借家の契約関係が複数になる場合にあっては、土地信託方式、生命保

険会社による新借地方式及び実質的には二者間の契約関係と同一視できる契約関係で

あって当該契約関係が事業の安定に資する等やむを得ないと認められるものに限られ

ること。

また、定期借地・借家契約による場合には、入居者との入居契約の契約期間を超え

ることがないようにするとともに、入居契約に際して、その旨を十分に説明すること。

なお、入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、定期借地・借家契約で

はなく、通常の借地・借家契約とすること。

ア 借地の場合

  （略）

イ 借家の場合

（ア） 有料老人ホーム事業のための借家であること及び建物の所有者は有料老

人ホーム事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。

（イ） 入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、当初契約の契約

期間は 20 年以上であることとし、更新後の契約期間（極端に短期間でな

いこと）を定めた自動更新条項が契約に入っていること。

（ウ） 無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。

（エ） 賃料の改定の方法が長期にわたり定まっていること。

（オ） 相続、譲渡等により建物の所有者が変更された場合であっても、契約が

新たな所有者に承継される旨の条項が契約に入っていること。

（カ） 借家人に著しく不利な契約条件が定められていないこと。

（キ） 入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、建物の優先買取

権が契約に定められていることが望ましいこと。

よって、有料老人ホームのオペレーターとの賃貸借契約を作成する際には、上記【表

2】の条件に十分留意する必要があり、契約上規定すべきとされている点については、

これらを盛り込む必要がある。

2. 投信協会ガイドライン

前述した投信協会ガイドラインでは、不動産投信等とオペレーターとの間で締結する

賃貸借契約等において、ヘルスケア施設が不動産投信等の投資対象となることによる施

設利用者の不安や懸念を払拭するという観点から、以下の点を可能な限り明確に記載す

ることが考えられる、と規定されている。
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① 不動産投信等の投資対象となるヘルスケア施設の状態、施設利用者がオペレー

ターに支払う利用料及び施設利用者とオペレーター間の契約内容等について、

オペレーターが適用される関係法令及び行政指導に適合・対応した運営を行う

こと。

② オペレーターが施設利用者に提供するサービスの内容

③ ヘルスケア施設の所有者である不動産投信等が行う建物の維持管理や改修等の

内容

④ 賃貸借契約の解除・解約の条件や賃料変更の条件

この点、投信協会ガイドラインを制定するにあたって行われた意見募集において、上

記②の「オペレーターが施設利用者に提供するサービスの内容」については、ヘルスケ

ア施設に係る賃貸借契約においては、オペレーターの建物使用目的として「サービス付

き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」といった記載がなされるものの、当該住宅・施

設においてどのようなサービスが提供されるかについてそれ以上に詳細な記載がなさ

れることは一般的ではなく、サービスの内容を明記することによって、オペレーターが

一定のサービスを維持・継続する義務を建物所有者に対して負担する建付とする必要は

特段ないものと思われる、という意見が寄せられている。これに対しては、施設利用者

の懸念や不安を払拭するため、ガイドラインに掲げる事項について、オペレーターが情

報提供や説明を施設利用者に行うように運用会社から促すことも考えられ、また、場合

によっては、運用会社自身がオペレーターと協力して可能な限り施設利用者に情報提供

や説明を行っていただきたいので原案通りとしたい、との回答がなされている。

かかる回答に鑑みると、オペレーターとの賃貸借契約にオペレーターが施設利用者に

提供するサービス内容を記載する趣旨は、継続入居を希望する施設利用者に配慮しオペ

レーターによる施設利用者への情報提供や説明を促すためと解されるため、サービス内

容をどの程度詳細に記載すべきかという点についてもかかる趣旨に沿って、施設利用者

への情報提供や説明の範囲を踏まえて、判断すべきということになろう。投信協会ガイ

ドラインは制定されて間もないこともあり、今後の実務の動向を注視したい。

3. 国交省ガイドライン案

国交省ガイドライン案では、「資産運用会社は、利用者の安心感を確保するため、オペ

レータに対し、利用料及び契約内容等に関して、投資法人とオペレータの賃貸借契約書

又はこれに代わる協定書、覚書等において、オペレータがリートの運用対象となるヘル

スケア施設に適用される関係法令に適合し、行政指導に対応した運営を行う旨を表明さ

せるよう求めること。」と規定されており、オペレーターとの賃貸借契約においては、

これに対応した規定を設ける必要がある。
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4. モニタリング

ヘルスケア施設が、施設の運営に特別なノウハウや専門性が必要とされるオペレーシ

ョナル・アセットの一種であることから、オペレーターの事業評価の重要性が高く、施

設の取得の際はもちろん、期中においても継続的なモニタリングを行うことが必要とな

る。

よって、オペレーターとの賃貸借契約においては、かかる期中における継続的なモニ

タリングに必要な情報が適時に入手できるような規定を設ける必要がある。

継続的なモニタリングにいかなる情報が必要かについては、前述の ARES 中間取りまと

めにおいて詳述されているところである。これによると、前掲【表 1】の「開示資料の

使用目的（ARES 中間取りまとめ）」の(2)キャッシュフローの分析及び(3)事業評価に必

要と考えられる項目の多くは、オペレーターが入居希望者や入居者に開示する「重要事

項説明書」に関連する項目とされている。ただし、重要事項説明書そのものでは更新の

頻度との関係で必要な最新情報の取得に対応できない可能性があるため、一部の項目に

ついては適時の更新データの開示が望ましいとされており、かかる適時の更新に関する

規定を賃貸借契約に設けることになろう。

一方、開示を求めるべき情報の中には、重要事項説明書に記載されない情報もあるが、

ARES 中間取りまとめにおいては、これらについては、オペレーターの管理体制、心理的

抵抗感や入居者の個人情報やプライバシー保護といった点から、開示についてオペレー

ターから抵抗を受けることもあるとされている。かかる情報については、個人が特定で

きないように加工した情報の開示にとどめること、ヒアリングや現地閲覧等の抵抗感が

少ない方法で代替することも示唆されており、この場合には、賃貸借契約において、か

かる方法での情報開示に協力する義務を定めることになる。

5. 賃貸借契約の解除、オペレーターの交代

ヘルスケア施設の運営事業は、許認可事業であることから、届出や登録等の許認可の

喪失又はその虞れが生じた場合、その他老人福祉法、介護保険法、高齢者すまい法その

他の適用法令や関連するガイドラインの遵守が困難な状況が生じた場合には、オペレー

ターを交代させる必要がある。よって、これらの事由を賃貸借契約の解除事由又はオペ

レーターの交代事由として規定する必要がある。

また、オペレーショナル・アセットであるヘルスケア施設においては、施設の運営を

担うオペレーターの事業運営能力や経営の安定性等が不動産の価値に大きな影響を与

えるとされているため、倒産等の信用不安事由はもちろんのこと、そこまでに至らない

業績の悪化等のオペレーターの事業運営能力や経営の安定性等に疑義が生じる事態が

発生した場合には、オペレーターの交代ができるよう手当しておく必要がある。
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 Chambers Global 2014 にて高い評価を得ました

Chambers Global 2014 において、当事務所および当事務所の 21 名の弁護士が、

Capital Markets: Securitisation & Structured Finance を含む 11 の分野で高い

評価を受けました。詳細は Chambers のウェブサイトに掲載されております。
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