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Ⅰ.  金融審議会 WG 報告書の公表 

 

平成 27 年 1 月 28 日、金融庁ホームページにて、金融審議会「投資運用等に関するワ

ーキング・グループ」（以下「WG」という。）におけるプロ向けファンドの制度のあり

方についての検討及び審議を取りまとめた、「投資運用等に関するワーキング・グルー

プ報告～投資家の保護及び成長資金の円滑な供給を確保するためのプロ向けファンド

をめぐる制度のあり方～」（以下「WG 報告書」という。）が公表された。1 

ここで「プロ向けファンド」とは、適格機関投資家等特例業務を利用した集団投資ス

キームを意味しており、現在の不動産ファンド実務においていわゆる GK-TK スキーム

の形で広く用いられている仕組みであることは周知のとおりである。 

 

今後、WG 報告書は金融審議会総会・金融分科会において報告され、この内容を踏ま

えて、適格機関投資家等特例業務に関連する範囲で金融商品取引法（以下「金商法」と

いう。）及びその政令・内閣府令の改正作業が進められることが予定されている。 

 

WG 報告書の内容に沿って改正が行われた場合、不動産ファンド（GK-TK スキーム）

の文脈で利用されている適格機関投資家等特例業務の実務にも少なからぬ影響が予想

されるため、本稿では、不動産ファンド実務に焦点を当てて、改正により予想される影

響について述べることとしたい。 

 

Ⅱ.  WG 報告書に至る経緯 

 

現行金融商品取引法制において、金商法第 63 条に基づく適格機関投資家等特例業務

は届出制とされ、その届出者（以下「特例業務届出者」という。）には簡素な行為規制

                               
1 金融庁 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」報告書の公表について（2015 年 1 月

28 日）http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20150128-1.html 

 金融庁 「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等」に対するパブリックコメン

トの結果等について（2015 年 1月 28 日）http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150128-2.html 
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しか適用されない。しかし、この特例の悪用により投資家被害が増加していることから、

2014 年 4 月、消費者委員会及び証券取引等監視委員会から、この特例を見直すべきと

の提言・建議が出され、これらを踏まえ、同年 5 月 14 日、金融庁により、適格機関投

資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等2（以下「2014 年 5 月改正案」とい

う。）が公表され、パブリック・コメントに付された。 

しかし、パブリック・コメントの過程で、2014 年 5 月改正案に対して、投資家の範

囲の限定はファンドの組成が困難になる等の多数の意見が出された。そうした意見も踏

まえて、金融担当大臣から金融審議会に対して「投資家の保護及び成長資金の円滑な供

給との観点を踏まえ、いわゆるプロ向けファンドをめぐる制度のあり方などの課題につ

いて検討すること」について諮問が行われ、同年 10 月以降、金融審議会が WG におい

て検討及び審議を行ってきた。今般の WG 報告書は、かかる検討及び審議を取り纏めた

ものである。 

 

今般の適格機関投資家等特例業務の見直しの動きの契機となった問題事例は、その多

くが、適格機関投資家の出資が極めて少なく、個人の出資割合が高いファンドであった

ようである。3 

適格機関投資家等特例業務の制度趣旨に沿って、適格機関投資家、及び、適格機関投

資家ではないとしても十分な投資判断能力を有する投資家からの出資を受け、かつ、投

資運用業者又は投資助言業者をアセット・マネージャーとして起用して、適切に出資金

を運用していた特例業務届出者（GK-TK スキームにおける合同会社）は、今般の見直

しの契機となっているわけではない。しかし、WG 報告書に沿った改正が行われれば、

適格機関投資家等特例業務を利用する者には広く改正の影響が及ぶことになるため、注

意が必要である。 

 

Ⅲ.  不動産ファンド実務への影響 

 

WG 報告書においては、2014 年 5 月改正案において焦点が置かれていた投資家の範囲

の見直しにとどまらず、特例業務届出者に講じるべき措置、適格機関投資家の範囲・要

件、特例業務届出者に対する行為規制の強化、問題のある届出者に対する措置も含めた

総合的な対応を行っていくことが提言されている。こうした総合的対応を行うためには、

（2014 年 5 月改正案で企図されていたような）政令・内閣府令・監督指針の改正だけ

では足りず、法律（金商法）の改正も必要となるため、今後は、法律、政令、内閣府令

及び監督指針、全てのレベルにわたって改正が行われることになる。 

 

                               
2 2014 年 5 月改正案については、Financial Regulation Bulletin 2014 年 6 月「プロ向けファンドに関

する規制の見直し案―適格機関投資家等特例業務に関する規制強化―」をご参照頂きたい。 
3 2014 年 10 月 24 日開催の WG（第 2回）配布資料「資料 1 適格機関投資家等特例業務届出者に関する証

券検査の状況」（証券取引等監視委員会証券検査課）11～12 頁参照。 
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不動産ファンド実務において一般に用いられている GK-TK スキームを想定した場合、

WG 報告書における提言内容のうち特に留意を要すると思われる点は、以下のとおりで

ある。以下、WG 報告書記載の順に沿って述べる。 

 

(1) 特例業務届出者に、拒否要件・欠格事由など「一定の人的要件」が設けられ

ること 

GK-TK スキームにおいて特例業務届出者となる合同会社は SPC であり、自身で経

営を行うための実質的な人的体制は備えておらず、その実質的な業務の大半をアセ

ット・マネージャーに委託しているのが現状である。 

WG 報告書の提言に沿って、例えば、合同会社の業務執行社員の職務執行者に一定

の資質が求められるなどの要件が課されることになれば、実務への影響は大きい可

能性がある。 

しかし、WG 報告書において「拒否要件
．．．．

・欠格事由
．．．．

など、一定の人的要件を設ける

こと」が適当と述べられていること及び適格機関投資家等特例業務について届出制

が維持されることを踏まえると、基本的には、届出時に当局が要件充足を形式的に

確認できるような要件とすることが想定される。例えば、資産の流動化に関する法

律（以下「資産流動化法」という。）第 70 条に定める特定目的会社の取締役の欠格

事由のようなものであれば、影響は小さいと言えるだろう。 

 

(2) 適格機関投資家等特例業務の届出書の記載事項及び添付書類が拡充されるこ

と。届出書の内容や事業の概況に係る説明書類が公表されること 

現在の実務では、適格機関投資家等特例業務の届出に際して、届出書及び合同会社

の登記事項証明書（商業登記簿謄本）とともに、「ファンドの概要」という事業概要

を簡単に記した書類4を提出している。届出書の記載項目は簡素なものであり、届出

のための事務負担は重くない。 

しかし、WG 報告書においては、「米国の例5も参考にしつつ」上記の措置を講じる

ことが提言されている。これによる拡充及び公表の内容如何6又はその例外の有無に

よっては、適格機関投資家等特例業務の利用の事務・コスト負担が格段に重くなり

得る点、さらには利用そのものが難しくなることもあり得なくはない点、今後の改

正動向に注視が必要である。 

 

                               
4 適格機関投資家等特例業務の届出書を、関東財務局東京財務事務所（東京都文京区湯島）に提出する場

合。 
5 米国における規制の概要は、2014 年 11 月 6日開催の WG（第 3回）配布資料「資料 4 事務局説明資料

（諸外国におけるファンド運用・販売業者に係る規制の状況」（金融庁総務企画局）1～6頁で説明されて

いる。 
6 WG 報告書において公表内容の具体的項目は挙げられていないものの、同報告書脚注 3によれば、「適格

機関投資家からの出資額又は出資割合」の公表が求められる可能性がある。 
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(3) 適格機関投資家等特例業務制度において適格機関投資家として認められる投

資事業有限責任組合に、資産要件が設けられること 

WG 報告書において資産要件として提言されているのは、借入を除く運用資産残高

が 5 億円以上という要件である。新たに組成された投資事業有限責任組合が初めて

出資を行う場合には、その出資直前においては未だ運用資産が存在し得ないという

疑問があるが、この点については、例えば、当初は資産保有を確認するための書面

等の提出を求め、一定期間経過後に追加の資料提供を求める等の措置で対応するこ

とが提言されている。 

また、WG 報告書においては別途、「適格機関投資家については、ファンドへの出

資の時点のみでなく、当該ファンドの運用が終了するまでの間、継続して適格機関

投資家である必要がある」とも述べられているため、適格機関投資家として出資し

た投資事業有限責任組合の資産要件を継続的に維持することを求められる可能性が

否定できない点にも留意が必要である。 

 

(4) 特例業務届出者にも、登録業者と同様の行為規制が設けられること（但し、

特定投資家から出資を受ける場合は一部の行為規制の適用を除外） 

現行金商法の下では、特例業務届出者には、行為規制としては虚偽説明禁止・損失

補填禁止のみが課されている（金商法第 63 条第 4 項）。WG 報告書は、これらに加

えて、以下のような規定も整備することを提言している。 

 忠実義務・善管注意義務 

 分別管理義務 

 投資家利益を害する取引行為の禁止 

 適合性原則（※） 

 断定的判断の提供の禁止 

 契約締結前・締結時交付書面の交付義務（※） 

 運用報告書の交付義務（※） 

上記※印の行為規制については、特定投資家から出資を受ける場合には適用しない

こととする旨、付言されている。 

また、適格機関投資家等特例業務に関し、その業務の性質やリスクの高さ、出資で

きる者が限定されていることの説明を義務付けること、事業報告書の作成・当局へ

の提出、帳簿作成・保存を義務付けること7も提言されている。 

 

                               
7 不動産ファンドとして特定目的会社を用いる場合には、現在でも、資産流動化法により事業報告書の作

成・当局への提出及び帳簿作成・保存の義務が課されている（同法第 215 条及び第 216 条）。特例業務届

出者に課せられる義務が、こうした特定目的会社の義務と同等レベルにおさえられることになれば、（事

務負担の増加であることは否めないものの）実務的には対処しやすいことが多いだろう。 
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(5) 適格機関投資家等特例業務における投資家となり得る「適格機関投資家以外

の者」（金商法第 63 条第 1項第 1号）の範囲が限定されること 

2014 年 5 月改正案で示された範囲よりは拡大されるものの、WG 報告書に沿った

改正により、適格機関投資家等特例業務における投資家となり得る「適格機関投資

家以外の者」の範囲は、現行法における範囲よりも限定される予定である。 

基本的な方針としては、「適格機関投資家以外の者」は、①投資判断能力を有する

一定の投資家（例えば、資本金・純資産が一定水準を超える法人）及び②特例業務

届出者と密接に関連する者（例えば、アセット・マネージャー及びその役員）に限

定されることになり、かつ、上記②の類型に該当する投資家からの出資割合を一定

の水準以下におさえる措置を講じることが提言されている。 

一般的な私募ファンドとしての不動産ファンドの文脈では、上記①の類型に該当す

る投資家が大半と思われるため、改正による影響は小さいと予想されるものの、各

投資家の「適格機関投資家以外の者」要件の充足を確認する方法など、課題は残っ

ていることを認識しておくべきだろう。8  

 

Ⅳ.  今後の改正動向に注視 

 

今後、WG 報告書の内容を踏まえて金商法及びその政令・内閣府令・監督指針の改正

作業が進められることになるが、上述のとおり、改正内容次第では、不動産ファンドに

ついても適格機関投資家等特例業務の利用の難易度が上がり、負担が重くなる可能性が

否定できない。 

一般的には、WG 報告書は、2014 年 5 月改正案よりも投資家の範囲を拡大し、ファン

ドによる成長資金の供給が円滑に行われる方向での提言を行っていると思われるが、他

方で、特例業務届出者に対する規制という面では 2014 年 5 月改正案よりも踏み込んだ

提言を行っている。そのため、WG 報告書に沿った改正は、2014 年 5 月改正案による

改正が行われていた場合よりも、不動産ファンド実務に与える影響は大きくなり得るこ

とを認識しつつ、今後の改正動向を注視していく必要がある。 

 

 

 
 
 
 
 
                               

8 2014 年 5 月改正案においては、ファンドの運用期間中にわたって継続的に、適格機関投資家ではない

投資家が資産要件等を充足することを確保しなければならないとの考え方がとられることが予想されて

いた。しかし、WG 報告書の脚注 7において、「プロ向けファンドへの出資の時点で出資者の範囲に含まれ

ていれば、当該出資に関しては、当該ファンドの運用が終了するまでの間、当該出資を返還することな

く、引き続き運用が行われるようにできることとすべきと考えられる」と述べられていることを踏まえ

ると、継続的に投資家の資産要件等の充足を確認する義務までは課されないことも期待できる。 
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セミナー・文献情報 

 セミナー  『流動化･証券化取引におけるデリバティブの活用－信託を利用し   

たクレジットリンクローンの解説を中心に－』 

開催日時  2015 年 2 月 18 日(水) 14：00～16：00 

講師    江平 享 

主催    一般社団法人流動化･証券化協議会 

 

 セミナー  『【海外発電案件との比較の視点から】海外鉱物資源案件向けプロ  

ジェクトファイナンス 最新契約実務の詳説』 

開催日時  2015 年 3 月 6 日(金) 13：10～16：10 

講師    齊藤 憲司 

主催    株式会社日本ナレッジセンター  

 

 論文    「｢要綱仮案｣公表! 民法改正の全貌」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.12 2014 年 12 月号 

著者    青山 大樹、末廣 裕亮、篠原 孝典、河上 佳世子、畑江 智 (共著) 

 

 論文    「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案について」 

掲載誌   月刊監査役 No. 634 2014 年 12 月号 

著者    青山 大樹 

 

 論文    「「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol. 27 No. 1 2015 年 1 月号 

著者    末廣 裕亮 

 

 論文    「プロジェクトファイナンスの契約実務における留意点－国内火力  

発電事業を念頭に①電力受給契約」 

掲載誌   NBL 1042 号 2015 年 1 月 15 日 

著者    小林 卓泰、齊藤 憲司 (共著) 
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NEWS 
 Chambers Asia 2015 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia 2015 で、当事務所は下記の分野で上位グループにランキングされ、

29 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選ばれました。詳細は

Chambers のウェブサイトに掲載されております。 

- Banking & Finance  石黒 徹、桑原 聡子、佐藤 正謙、小澤 絵里子、小林 卓泰、  

青山 大樹 

- Banking & Finance: Financial Services Regulation  石黒 徹 

- Capital Markets  石黒 徹、中村 聡、鈴木 克昌  

- Capital Markets: Securitisation & Derivatives  佐藤 正謙、小澤 絵里子、 

小林 卓泰  

- Capital Markets: J-REITs  藤津 康彦 

- Competition/Antitrust  内田 晴康、伊藤 憲二、池田 毅 

- Corporate/M&A  河井 聡、菊地 伸、桑原 聡子、棚橋 元、土屋 智弘、石綿 学、

大石 篤史、松村 祐土、紀平 貴之 

- Dispute Resolution  飛松 純一  

- Employment  高谷 知佐子 

- Insurance  増島 雅和  

- Intellectual Property  松田 政行、三好 豊 

- Investment Funds  竹野 康造、三浦 健、大西 信治 

- Real Estate  小澤 絵里子 

- Restructuring/Insolvency  藤原 総一郎 

- Tax  大石 篤史 

 

 

（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 


