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上場インフラファンドの
実務上の問題

第１	はじめに
本誌23号では「投資法人形態を利用した上場イ
ンフラファンドの組成、上場に関する実務的な諸問
題」と題する論考を、本誌25号では「東証インフラ
ファンド市場の開設」と題する論考を掲載させてい
ただいた。前回論考では、東京証券取引所（以下
「東証」という。）から公表された「インフラファンド
市場に関する制度要綱」に基づき整備された有価証
券上場規程（以下「上場規程」という。）を含む各種
規則および新設されたインフラファンド市場（以下
「インフラファンド市場」という。）ならびにその時点で
はまだパブリック・コメントの募集中であった一般社
団法人投資信託協会（以下「投信協会」という。）の
新規則である「インフラ投資信託及びインフラ投資
法人に関する規則」（以下「インフラ投信規則」とい
う。）等の各規則案の概要について説明した。その
後、投信協会の新規則案はいずれもほぼ原案のまま
で本年7月16日に制定され、これによりインフラファ
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注 1
なお、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（以下「監督指針」という。）については特段インフラファンド市場に対応した改正はなされて
いない。
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ンド市場に関する法令諸規則はひととおり整備され
た注1。
そこで、本稿では、整備された各法令諸規則をふ
まえて、インフラファンドの上場にあたって実務上問
題となりうると考えられる主要な点についていくつか
分析を試みることとする。
なお、本稿のうち意見にわたる部分は、当職らの

個人的な見解であることをあらかじめお断りしておく。

第２	上場に関する実務的な
諸問題

1.　投資対象資産

（1） 投資対象資産に関する各法令等の定め
上場インフラファンドの投資対象資産に係る基準
については、投資信託及び投資法人に関する法律
（以下「投信法」という。）、租税特別措置法、東証の
上場規程その他の規則および投信協会のインフラ
投信規則において規定があり、ポートフォリオ全体で
これらすべての基準を満たす必要がある。
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再生可能エネルギー発電設備注2の場合、インフ
ラ投信規則の定めにより、財産の総額の2分の1の
算定について、再エネ法上の認定（同法6条1項）を
得た再生可能エネルギー発電設備のみが分子に算
入されることになるため、認定を得ていない再生可能
エネルギー発電設備の取得について制約が生じるこ
ととなる。

（2） 規約における記載
上場リートは、各種法令等において規約に投資対

象資産についての定めをおくことが求められている
が、上場インフラファンド（投資法人形態の場合）に
ついても同様に、以下のような規約の記載事項が定
められている。
① 資産を主として不動産等資産注3に対する投資とし
て運用することを目的とする場合は、その旨（投信
法施行規則105条1号ヘ）。

② 再生可能エネルギー発電設備の運用の方法が賃
貸のみである旨（租税特別措置法施行令39条の
32の3第10項2号）。

③ 投資法人の財産の総額の2分の1を超える額をイ
ンフラ資産等注4およびインフラ関連資産注5に対す
る投資として運用する旨（インフラ投信規則3条3

項）。
④ （特例インフラファンド注6とする場合）原則として、

特例インフラファンドの運用資産等注7以外の資産
の取得を行わないこと、ならびに、資産運用上や
むをえず特例インフラファンドの運用資産等以外
の資産等を取得する場合、管理会社（資産運用会
社）は投資法人の役員会の承認を得ること、およ
び取得を決定した場合直ちに適時開示を行うこと
（上場規程1521条1項）。

2.　スキーム組成上の留意点

インフラファンドを投資法人形態で組成することを
前提とした場合、想定されるスキームとしては、大き
く分けて直接保有形態と間接保有形態がある（図1
を参照）。前者は、投資法人がインフラ資産を直接
保有するスキームであり、後者は、インフラ資産を有
するSPCの持分または当該SPVに対する匿名組合
出資持分等を保有するスキームである。以下、それ
ぞれの概要および留意点を説明する。

（1） 直接保有形態
特定資産に再生可能エネルギー発電設備および公

共施設等運営権が追加されたため、投資法人が主と

注 2
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再エネ法」という。）2 条 3 項に規定する再生可能エネルギー発電
設備をいう。以下同じ。

注 3
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（以下「投信法施行規則」という。）105 条 1 号ヘに定義され、再生可能エネルギー発電設備および
公共施設等運営権を含む。なお、公共施設等運営権とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 2 条 7 項に規定する
公共施設等運営権をいう。以下同じ。

注 4
インフラ投信規則 3 条 5 項に定義される。

注 5
インフラ投信規則 3 条 6 項に定義される。

注 6
上場規程 1521 条に定義される。以下同じ。なお、本誌第 25 号 83 頁「８ 特例インフラファンド」参照。

注 7
再生可能エネルギー発電設備、その運営に必要な資産（土地・建物、土地・建物の賃借権、地上権および地役権、ならびに、有形固定資産、無形
固定資産および投資その他の資産ならびにこれらに類する資産）および流動資産等をいう（上場規程 1521 条 1 項 (3)）。以下同じ。
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注 8
税務上の導管性を充足するための要件の一つとして、投資法人が保有する投信法施行令に定める特定資産のうち新たに追加された二つの特定資産
（再生可能エネルギー発電設備および公共施設等運営権）を除いたものの帳簿価額が総資産の帳簿価額の 50% 超となることが必要であることを
原則としつつ（租税特別措置法施行令 39 条の 32 の 3 第 8 項）、例外的に、投資口が設立時に公募または上場され、かつ、規約上再生可能エネル
ギー発電設備の運用の方法が賃貸のみである旨が規定されている投資法人については、2017 年 3 月 31 日までの期間内に再生可能エネルギー発
電設備を取得した場合、そのはじめての取得の日からその取得をした再生可能エネルギー発電設備をはじめて貸付けの用に供した日以後 10 年を経
過するまでの間に終了する各事業年度の間は、再生可能エネルギー発電設備も上記総資産の 50% 超の判定に際し分子に含めて計算してよいものと
された（同 10 項）。

注 9
みずほ信託銀行株式会社による受託例が公表されている（http://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20130603.pdf）。

してこれらの資産を保有して運用することは可能であ
る（投信法2条12項、投資信託及び投資法人に関す
る法律施行令（以下「投信法施行令」という。）3条11
号・12号）。ただし、投資法人自体が当該資産を用い
て事業運営を行うことは想定されないため、①第三
者に当該事業運営を委託するか、②第三者に当該資
産を賃貸し、当該第三者または当該第三者から委託
を受けた者が事業運営を行うことが考えられる。
もっとも、インフラ資産に主として投資する投資法

人が導管性要件を満たすのは、再生可能エネルギー
発電設備を賃貸して運用する場合に限られる注8。
したがって、現状の導管性要件を前提とすれば、

図1

直接保有形態（オペレーターへの賃貸スキームを例に）  間接保有形態（SPCへの匿名組合出資スキームを例に）  
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投資法人が再生可能エネルギー発電設備を取得
し、それを第三者に賃貸し、当該第三者または当該
第三者から委託を受けた者がオペレーターとして、
同設備を用いて売電事業を行うスキームがとられるこ
とになろう。
なお、インフラ資産を信託受益権化して保有する
こともでき（上場規程の定義上、当該信託受益権もイ
ンフラ資産に含まれる。）、この場合、信託銀行等に
おける実務的な受託可能性が課題となるが、メガ
ソーラー発電設備を不動産管理処分信託の形式で
受託した実績も出てきており注9、今後の動向が注目
される。
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（2） 間接保有形態
少なくとも東証インフラファンド市場の制度および

投信協会のルール上はインフラファンドによる間接保
有形態も想定されていると考えられる注10。
しかし、投資法人は、現行投信法上原則として、

同一の法人の株式について議決権の過半数を保有
できず（投信法194条）、また、税務上の導管性要件
として、他の法人の発行済株式または出資の総数ま
たは総額の50%以上を保有していないことという要
件が定められていること（租税特別措置法67条の15
第1項2号ヘ）注11から、利用可能なスキームに制約
が存在する。たとえば、事業運営SPCの株式また
は持分（上記税務上の導管性要件との関係からは、
実務上、出資には匿名組合出資持分も含むものとし
て取り扱われている。）の全部または過半数を保有し
て、当該事業運営のキャッシュフローから生じる利
益を自己にのみ帰属させるようなスキームは組成する
ことができない。
このため、このスキームによる場合には、上場イン
フラファンドと共同投資を行う投資家をどのように確
保するか、また、そのような共同投資家がいる中で、
上場インフラファンドとしての投資先に対するガバナ
ンスをどのように確立するかが実務上問題となると考
えられる。

注 10
東証の担当者は、実際の国内の再生可能エネルギー案件においては SPV により当初開発を行うスキームが見受けられること、空港コンセッションに
おいては SPV にコンセッションが付与されるスキームが想定されていること、諸外国でも、上場ファンドが株式会社・信託・組合等の SPC を通じてイ
ンフラを保有するケースが多数存在することを考慮すると、上場インフラファンドのストラクチャリングにおいても、現行法制の範囲内での SPV を通
じた保有を行うニーズが多く現れるものと思われ、また、SPV へのエクイティ経由での投資とすることで、倒産隔離機能の具備、運用等のコストの削減、
売却の容易さ等、効率性の向上に寄与するものと考える、と指摘している。小沼泰之＝宮下昌彦「上場インフラ市場整備に向けた東証の取組み―
上場制度上の論点を中心に―」証券アナリストジャーナル 52 巻 6 号（2014）39 頁。

注 11
匿名組合契約に基づく出資がここでいう「出資」に該当するかは必ずしも明確ではないが、実務上は、上場投資法人が匿名組合出資を行う場合であっても、
保守的にマイノリティ出資にとどめられてきた。このような実務運用を前提とすると、上場投資法人は匿名組合の出資持分の半数以上を保有することが
できず、匿名組合スキームを活用した投資形態は採りえないこととなる。

注 12
インフラ投資資産の運営に関する事項を主導的に決定する者と定義されている（上場規程 1201 条 (2) の 2）。

注 13
オペレーターからすれば、逆に、固定賃料にした場合にはアップサイドを見込めることができ、変動賃料にした場合にはアップサイドをとることはでき
ないが安定した運営収入が見込めることになる（もっとも、後者の場合、投資法人はオペレーターの信用リスクをより強く負うことになる。）。

（3） 直接保有形態の場合の想定される賃貸スキー
ム図

上記のとおり、直接保有形態の場合には、税制上
の導管性要件との関係から、再生可能エネルギー発
電設備をオペレーターに賃貸するスキーム（スキーム
A ）が現実的となるが、その変形として、投資法人は
SPCに賃貸し、当該SPCがオペレーターに事業運
営を委託するスキーム（スキームB）も可能性としては
ありえよう。これらの場合、スポンサーまたはその関
連会社で当該設備を用いた売電事業を行う事業会
社が、オペレーター注12になることが多いであろう。
かかる場合のスキーム図は、図2のとおりである。

賃料の設定は、固定賃料、売電収入と連動した変
動賃料、またはそれらを組み合わせた賃料とすること
が考えられる。投資法人からすれば、変動賃料の場
合はアップサイドを見込めることができ、固定賃料に
した場合にはアップサイドをとることはできないが安
定賃料収入が確保されることになる（ただし、オペ
レーターの信用リスクはとることになる。なお、スキー
ムBの場合、基本的にSPCに余剰原資はないため、
あらかじめ一定額をキャッシュリザーブとしてSPCに
留保するとか、売電収入が固定賃料に達しない場合
には、オペレーターやスポンサーが補てんする仕組
み等を構築する必要があろう。）注13。

賃貸期間についても実務上重要なポイントになる。
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注 14
場合によっては、オペレーターが O&M 会社の機能を担う（再生可能エネルギー発電設備の運転管理・保守点検業務もオペレーターが行う。）ことも

あろう。

注 15
ただし、O&M 会社が投資法人と直接 O&M 契約を締結する場合もありうる。たとえば、スキーム A をとる場合において、O&M 会社をオペレーターの
信用リスクから隔離しようとすると、オペレーターよりも投資法人が O&M 会社に業務委託する方が望ましい。

注 16
再エネ法、同法に基づく政省令および告示。

の解約リスクを排除しようとする要請とファイナンス・
リース性を回避しようとする要請を適切に調整した期
間および解約不能期間を設定する必要がある。

再生可能エネルギー発電設備を組み入れたインフ
ラファンドにおけるオペレーター以外の主な関係者と
して、電力会社とO&M会社注14がある。それぞれ、
オペレーター（スキームBの場合はSPC ）と、特定
契約・接続契約およびO&M契約を締結することが
想定される注15。電力会社は、特定契約・接続契約に
基づき、再生可能エネルギー電気を法令注16に基づ
く調達価格によって調達する。O&M会社は、O&M
契約に基づき再生可能エネルギー発電設備の運転

インフラファンドの成否はオペレーターの事業運営
能力に拠るところが大きく、また、代替のオペレー
ターの数も多くなく、可能な限り当初のオペレーター
にできるだけ長期間継続してその地位にあり続けても
らう方が望ましい。そのため、賃貸借期間はできるだ
け長期に、かつ、そのうち解約不能期間をできるだけ
長期化しようとするインセンティブが働く（調達期間の
20年が一つの目安となる。）。もっとも、再生可能エ
ネルギー発電設備の場合、建物に比べて耐用年数
が短く、その結果、解約不能期間があまりに長期に
わたると、ファイナンス・リースに該当してしまうおそれ
が生じる。そのため、実務上は、オペレーターから

図 2
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注 17
東証「内国インフラファンド（投資証券）上場の手引き」
（http://www.jpx.co.jp/equities/products/infrastructure/listing/nlsgeu000000v2fe-att/nlsgeu000000v5zo.pdf）22 頁。

注 18
インフラファンドが直接保有するか、インフラ有価証券（上場規程 1201 条 (1) の 6 に定義される。以下同じ。）またはインフラ関連有価証券（上場
規程 1201 条 (1) に定義される。）を通じて間接的に投資するかを問わず、インフラファンドの実質的な投資対象（原資産）であるインフラ資産（上
場規程 1201 条 (1) の 2 に定義される。以下同じ。）をいう（上場規程 1201 条 (1) の 4）。以下同じ。

管理・保守点検業務を委託されて行う。なお、O&M
会社およびO&M契約は一つとは限らず、複数の会
社との間でそれぞれ細分化・専門化された業務を委
託する契約を締結する場合もあろう。
なお、スキームAをとるのかスキームBをとるのか
は基本的には当該インフラファンドの組成コンセプト
によるが、それぞれのスキームをとるメリットを簡単
に示すと、図3のとおりとなる。

3.　上場審査上の留意点

上場審査の形式要件および上場審査基準は概ね
リートのそれと同じである。そのため、基本的に上
場審査上の留意点はリートと変わらないと思われる
が、以下のような事項がインフラファンド特有のポイ
ントとして挙げられよう。

（1） オペレーターや（間接投資の場合の）資産保有
SPC等に関する情報開示体制の整備

上場審査基準の開示の適正性の項目に関し、イ
ンフラファンドについては、オペレーターや（間接投
資の場合の）資産保有SPC等に関する情報について
も適時開示を行う必要がある。そのため、開示体制
の整備状況の審査に当たっては、オペレーターや

（間接投資の場合の）資産保有SPC等に関する適
時開示事項について、適時、適切に情報知得が行え
る体制が整備されているか否かも注視して審査が行
われる注17。かかる体制をどのように整備するのかと
いうことがインフラファンド特有のポイントとなる。実
務上は、実際の事業運営を行うオペレーターとのコ
ミュニケーションを密にすることが肝要であろうが、
仕組上の対応としては、たとえばオペレーターとの契
約（賃貸借契約等）や資産保有SPC等との契約（匿
名組合契約）において、インフラファンドに対する定
期・非定期の報告義務を規定すること等が考えられ
る。

（2） 投資対象とするインフラ投資資産注18の種類に
係る専門的知識等を有する人材の確保

上場審査基準の資産運用等の健全性の項目に関
し、インフラファンドについては、管理会社（資産運
用会社）の資産運用者のこれまでの運用経験（経
歴）の確認を通じて管理会社（資産運用会社）の専
門性について審査するため、管理会社（資産運用会
社）の資産運用者には、投資対象とするインフラ投
資資産の種類に係る専門的知識等を有する人材を
確保する必要がある。不動産と異なり、インフラ投

スキームAのメリット スキームBのメリット

①投資法人とオペレーターが契約関係を有するため、直接オペ
レーターに対して権利行使が可能となり、当該契約の内容に
よっては売電事業に対するより強いコントロールを有することが
可能。

②リートの場合にスポンサーがマスターレッシーとなるケースとパ
ラレルな比較的分かりやすいスキームとなり、上場商品としては
好ましい。

③固定賃料の賃料設定を比較的行いやすい。

①オペレーターの信用（倒産）リスクの隔離が可能。

②（オペレーターの信用状況悪化時等における）オペレーターのよ
りスムーズな交代が可能（事業主体であるSPC自体は維持した
まま単に委託先を交代するに過ぎないため、その他の電力会社
やO&M会社等との契約関係はそのまま維持することが可能）。

図 3
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資資産によってはかかる専門的知識等を有する人材
が不足する可能性もあるため留意が必要である。

（3） オペレーターの選定基準および選定基本方針
の策定

上場審査基準の資産運用等の健全性の項目に関
し、オペレーターの選定基準および選定基本方針
が適切に策定されているか否かも確認され、具体的
には、インフラ投資資産の種類ごとに、①運営業務
を行ううえでの「リスクファクター」について充分な検
証が行われているか、②インフラ投資資産が円滑に
運営され得る要件等を当該選定基準または当該選
定基本方針として策定しているか否か、③当該選定
基本方針と当該選定基準の内容が整合的であるか
否か注19および④当該選定基準を充足するオペレー
ターが実際に選定されているか否かという点に主眼
をおいて審査が行われる。そのため、オペレーター
の選定基準および選定基本方針は上記観点から策
定する必要がある注20。

（4）リスク管理方針の策定
上場審査基準の資産運用等の健全性の項目に関
し、リスク管理方針の策定とそれに基づく対応を可
能とする体制の構築の有無が確認される。具体的に
は、インフラファンドの運用を行ううえで発現する可
能性のある諸リスクについて、「いかに各リスクを管
理するか」を明記する必要がある。

当該諸リスクとして、①事業リスク、②市況、景
気、需要変動リスク、③特定需要者の需要リスク・信
用リスク（利用者限定リスク）、④流動性リスク、⑤制

度変更リスク、および⑥共同投資者に係るリスクがそ
の具体的な内容とともに例示されているが、「その
他、新規上場申請者が、インフラファンドの運用上、
発現する可能性があると想定するリスク」も挙げられ
ており、上記に限らず網羅的にリスクの整理・検証が
必要となろう（リスクについては、下記「7.　法定開
示書類における開示内容（投資リスク等）」を参照の
こと。）。
また、リスク管理方針を策定する観点として、①リ
スクの特定、②リスクの把握・認識方法、③リスクリ
ミット、④リスク低減の方策（リスクへの対処方針）、
⑤リスク発現時のリスク削減方法、⑥その他リスク管
理上必要と考える観点が挙げられているため、これ
に沿ってリスク管理方針を策定する必要がある注21。

（5）意見書の取得またはトラックレコードの具備
上場審査基準の収益分配の継続性の項目に関
し、資産の運用に係る各種計画とその作成方法を確
認することにより、その賃貸事業等に関する収支と分
配金の将来計画の立案手続きの妥当性が審査され
る。その具体的な方法として、インフラ投資資産の
収益性に係る意見書もしくはインフラ投資資産の収
益継続性に係る意見書、または過去の実績、すなわ
ちトラックレコードと比較参照することが想定されて
いる。
インフラ投資資産に1年以上のトラックレコードが
あれば上記意見書の取得は不要であるが、かかるト
ラックレコードがない場合は当該意見書の取得が義
務付けられる。日本においてはまだインフラ投資の
実例が豊富ではなく、トラックレコードを具備したイ

注 19
ただし、選定基準は、選定基本方針とは異なり、定量的かつ当該基準への抵触当否が判定できる内容の基準を策定する必要がある。東証・前掲注 (17)25

頁。

注 20
東証の示す記載例として、たとえばオペレーターの人員体制に関し、「インフラ資産の運営業務に携わる責任者が○○の資格を有しており、○年以
上の業務経験を有していること」「インフラ資産の運営業務に携わる人員が常時、○名以上確保されていること」等が挙げられている。東証・前掲
注 (17)25 頁。

注 21
東証・前掲注 (17)25 頁、26 頁。
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ンフラ資産等注22が十分に存在しない可能性があ
り、また、（上記意見書を取得する場合でも）当該意
見書を作成する実務は十分に構築されておらず、当
面はこれらの作業に多くの時間と費用がかかる可能
性があることには留意が必要となろう。さらに、投資
対象資産として開発資産は事実上限定されているた
め、どれだけ将来の収益可能性が大きいとしても、
基本的には竣工・運転・稼働を待たなければ（または
竣工・運転・稼働が間近でなければ）組み入れること
はできない。

4.　資産運用会社

投資法人をビークルとして上場インフラファンドを
組成する場合には、上場リートと同様、金融商品取
引法上の投資運用業を行う金融商品取引業者が資
産運用会社として必要となる（投信法198条1項、
199条）。また、再生可能エネルギー発電設備に投
資する場合でも、その敷地等、不動産に該当する資
産にも投資することが想定されるため、通常、宅地建
物取引業法3条1項の免許（宅建免許）や同法50条
の2第1項の認可（取引一任代理の認可）を取得す
る必要があろう（投信法199条1号・2号）。

資産運用会社に求められる社内態勢については、
現在の上場リートの資産運用会社に求められる社内
態勢を基本に、主たる投資対象が不動産ではなくイ
ンフラ資産等であることによる違いを反映したものに
なると考えられる。上場審査上求められる事項は、
上場審査の形式要件および上場審査基準（実質審
査基準）注23や上記「3.　上場審査上の留意点」に
記載するところに従う。金融商品取引業者として金
融庁から求められる事項に関しては、この点に関する
金融庁の考え方が、監督指針等により示される可能
性があると思われ、今後留意する必要がある。

5.　運用資産の取得とデュー・ディリジェンス

リートの場合、資産運用会社の運用ガイドライン
等において、物件取得に関して、最低・最高投資額、
立地、建物規模、構造、設備や仕様、耐震性、テナ
ント属性、権利関係等具体的な投資基準を定めてい
る。また、物件取得に際しては充分なデュー・ディリ
ジェンスを実施し、投資価値、投資利回り、物件取
得がポートフォリオ全体の成長・パフォーマンス向上
に寄与するか否か等を見極めたうえで投資の意思決
定を行うこととしている。投資基準に合致した物件を
取得すること、適切な投資リスク軽減・回避策を講じ
ること、さらには投資後に適切なアセット・マネジメン
ト、プロパティ・マネジメントを実施するために、物件
取得に際してのデュー・ディリジェンスが不可欠になっ
ている。

監督指針上も、リートの資産運用会社には、物件
取得の際のデュー・ディリジェンスが適切に行われる
態勢整備が求められている（監督指針VI-2-6-3
（1 ））。

上場インフラファンドの資産運用会社も基本的に
は同様の趣旨が該当するものと考えられ、インフラ資
産の取得に当たってはデュー・ディリジェンスを適切に
行うことが求められる。具体的なデュー・ディリジェン
スの対象、方法、程度については、現在のリートの
実務を踏まえつつ、インフラ資産の特性に応じたも
のとなると考えられる。想定される調査項目としては、
たとえば、表１のようなものが考えられる。
なお、リートにおいては、投資対象物件の精査

（デュー・ディリジェンス）の際に、不動産の構造、建
築基準法等への遵法性、地質、地震リスク等の調査
結果を記載する報告書（以下「エンジニアリング・レ
ポート」という。）を取得するケースが多い。このエン
ジニアリング・レポートはフォーマットが定められてお
り、（レポート自体は開示されないものの）運用体制

注 22
インフラ資産（上場規程 1201 条 (1) の 2 に定義される。）およびインフラ有価証券をいう（上場規程 1201 条 (1) の 3）。以下同じ。

注 23
本誌第 25 号 81 頁「５(2) 上場審査手続（第三者からの意見書の取得）」参照。
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等に関する報告書において作成機関の名称や選定
理由が開示されている。また、一部リートは有価証
券報告書においても、長期修繕費の見積もりや地震
リスク等の項目をエンジニアリング・レポートから抜粋
し開示している。
インフラ資産についても、デュー・ディリジェンスの

際に類似の技術評価レポートを取得するケースが多
いと推測される。しかし、作成実績のある機関は日
本に複数存在するものの、フォーマットが統一されて
いない点には留意が必要である。また、インフラのセ
クターごとに特性も多様であると考えられ、リートと
は異なる事情が生ずる可能性もある。東証としては、
投資者の判断に資するような開示方法を今後検討し
ていく予定とのことである注24。

6.　導管性の要件の問題

導管性の要件については、再生可能エネルギー発
電設備が総資産の50%超でなければならない特定
資産に含まれる特例は時限措置であり、最初に再生
可能エネルギー発電設備を貸付けの用に供した日以
後10年を経過した日までの間に終了する各事業年
度に限定されている。この点、メガソーラー発電所

は、地方に立地することが多く、敷地の価値に比し
て、再生可能エネルギー発電設備の価値の方が著し
く高くなることが一般的であり、再生可能エネルギー
発電設備の償却期間は建物に比べ短期であるもの
の、10年の期間経過後においても再生可能エネル
ギー発電設備（および公共施設等運営権）を除いた
特定資産（不動産等）で総資産の過半を占めること
は難しい事態が想定され、10年の期間経過後に課
税ビークルとなり、二重課税が発生するリスクが残
る。また、この特例は、公共施設等運営権には適用
されないことから、導管性要件を充足するためには、
事業年度を問わず、公共施設等運営権以外の特定
資産の割合が50%を超えることが必要不可欠とな
る。このように、租税特別措置法施行令39条の32
の3第10項による特例は、投資対象をインフラプロ
ジェクトに完全に特化させる形で投資法人をインフラ
ファンドのビークルとするうえで必ずしも有用なものと
はいえず、投資法人をインフラファンドのビークルとす
るにあたっての導管性要件の問題は不十分なままと
された状況といえる。
この点については、目論見書のリスクファクターに
おいて適切にその可能性を開示する必要があろう。

注 24
小沼＝宮下・前掲注 (10)44 頁。

表１

◦	 取得価格の妥当性（第三者機関によるバリュエーションレポートの取得）
◦	 オペレーターのインフラ資産の維持管理能力や信用状況
◦	 オペレーターと電気事業者との間の再生可能エネルギー発電設備に関する特定契約、接続契約の締結状況、契
約内容

◦	 再生可能エネルギー発電設備の仕様・整備状況・耐震性能等の調査（第三者によるテクニカルレポートの取得）
◦	 将来の発電量や収益・費用の見通しの調査（第三者によるテクニカルレポートの取得）
◦	 敷地の環境、土壌汚染等の調査
◦	 法律上の問題点の有無の調査

	 	 関係法規の遵法性
	 	 許認可の取得状況
	 	 境界、越境
	 	 所有権等の権原の有効な取得、借地上の物件の場合には賃貸借契約の内容

	 	 EPC 契約、売買契約、運用保守委託契約（O&M 契約）、系統連系、特定契約、接続契約等の内容確認
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なお、平成27年度の金融庁の税制改正要望注25

において、公共施設等運営権について、ペイスルー
課税対象資産とすること、再生可能エネルギー発電
設備について、設備取得の期間を2017年3月末まで
に限定するとの要件等を撤廃することが要望されて
いたが、改正は実現されなかった。

7.　法定開示書類における開示内容（投資リスク

等）

上場インフラファンドが提出する有価証券届出書
や有価証券報告書等の法定開示書類においては、
インフラ資産に係る開示に関して、「その他投資資産
の主要なもの」として、「その有する特性に応じて、そ
の他の資産の概況（例えば、名称、所在地、用途、面
積、構造及び性能）、その他の資産の価値の評価に
関する事項（例えば、その他の資産の公正と認められ
る価格（評価方法及び評価者の氏名又は名称等を
含む。）、担保の内容、その他の資産の価値の評価
に重要な影響を及ぼす事項）、その他の資産から生
ずる収益に関する事項（例えば、その他の資産から
生じた収益の状況（その内訳を含む。）、収益を生ず
る源泉となる事業等の具体的な実績及び当該実績
を評価する上で参考となる情報）その他投資判断に
重要な影響を及ぼす事項を、分かりやすく記載する
こと。」とされた注26（特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣布令（以下「特定有価開示府令」とい

う。）第4号の3様式・記載上の注意（36 ））。不動産
に関する記載上の注意と比較すると、「例えば」が多
用されているなど、開示内容については相当程度ソフ
トローにゆだねようとする趣旨と解され、かかる趣旨
に沿い、インフラ資産（再生可能エネルギー発電設
備）の特性に応じた有用な情報開示がなされること
が期待される注27。また、オペレーターサイドでの実
績等の開示が求められている点にも留意が必要であ
る。

特定有価開示府令上は再生可能エネルギー発電
設備または公共施設等運営権に特化した開示事項
が示されているわけではないが、募集投資口の引受
けの申込みをしようとする者に対する通知事項におい
て、両資産に係る記載事項が相当程度網羅的に追
加された（投信法83条1項、投信法施行規則135条
5・6号）。当該事項はこれらの資産における重要な情
報と考えられているということになるので、有価証券
届出書や有価証券報告書等においてこれらの資産に
ついての開示事項を考える場合には、当該通知書の
記載事項を参考にすることが望ましいものと考えられ
る注28。
また、上場インフラファンドの法定開示書類におい
ては、「投資リスク」を記載することが必要であり、か
かる事項は、投資に関するリスクの特性について、具
体的に、かつ、分かりやすく記載すること、また、投
資リスクに関する投資者の判断に重要な影響を及ぼ

注 25
金融庁総務企画局市場課「平成 27 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）」（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/

outline/fy2015/request/fsa/27y_fsa_k_17.pdf）。

注 26
なお、オペレーターや資産保有 SPC が発行する有価証券に投資する形態のインフラファンドを念頭に、「投資法人の目的及び基本的性格」「投資法
人の仕組み」の項目において、投資法人が投資ビークルへの投資を通じて資産の運用を行う形態をとる場合には、その旨が明確になるように記載
することも求められるようになった。

注 27
たとえば、金融庁のパブリックコメント回答によれば、「記載上の注意 (36) の開示については、その他の資産の有する特性に応じて、資産の価値の
評価に関する事項や資産から生ずる収益に関する事項などを記載することとされています。例えば、太陽光発電の場合には、設備利用率や稼働時
間に関する事項などを開示することが考えられます。」という回答がなされている（平成 26 年 8 月 29 日金融庁投信法施行令等パブコメ回答 9 頁回
答 28 番）。

注 28
金融庁から記載内容について一定の考え方が示されており記載する内容を検討する際に参考となる（平成 26 年 8 月 29 日金融庁投信法施行令等パ
ブコメ回答 6～ 7 頁 15 番～ 21 番）。
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す可能性がある事項を一括して分かりやすく記載す
ることとされている（特定有価開示布令第4号の3様
式・記載上の注意（26 ））。上場インフラファンドの発
行する投資証券については、金融商品一般における
リスクに加えて、再生可能エネルギー発電設備に係
る事業固有のリスクを検討・分析し、適切に記載する
ことが必要となる。かかる固有のリスクについて、た
とえば、上場インフラ市場研究会では、上場インフラ
ファンドのリスクとして、「制度変更の可能性、流動性
リスク、価格固定リスク（インフレ抵抗力リスク）、土
地利用権に係るリスク（権利消滅リスク、権利継続リ
スク）、日照量変動に係るリスク、故障・天災地変に係
るリスク、代替発電手段の開発等新技術の発現リス
ク、買取主体（電力会社）の破綻リスク、追加費用発
生リスク（原状回復コスト、保険カバー外修繕）、設
備・オペレーションに係るリスク（パネルメーカー・オペ
レーターのクレジットリスク、発電効率・出力性能の
劣化リスク）」が挙げられている。環境省グリーン投
資促進のための情報開示及び評価の在り方に関す
る検討会の報告書注29においては、①制度・権利・ガ
バナンス関連リスクに関して、（ｲ）開発・建設段階のも
のとして（ i）用地確保、（ ii）許認可に係るリスク、（ﾛ）
操業・撤去段階のものとして（ i ）売電価格、（ ii ）政策・
制度に係るリスク、（ﾊ）共通のものとしてコンプライア
ンス・ガバナンスリスク、②技術・構造関連リスクに関
して、（ｲ）開発・建設段階のものとして（ i ）完工、（ ii ）
工事による近隣環境への影響に係るリスク、（ﾛ）操
業・撤去段階のものとして（ i ）メンテナンス・補修、
（ ii ）継続性、（ iii ）自然資源の調達、（ﾊ）共通のもの

として、（ i ）操業による近隣環境への影響、（ ii ）発電
設備の撤去に係るリスク、（ iii ）災害・事故、③関係者
に関するリスクに関してスキーム関係者のデフォルト
の影響、④市場関連リスクに関して、（ i ）エネルギー
市場の動向の影響、（ ii ）インフレ等による売電価格
の実質的な低下などが挙げられている。実際の記載
の検討においては、これらの検討項目も参考にしつ
つ、個々の上場インフラファンドの実態に即してリス
クを検討・分析することが必要であろう。

8.　鑑定評価

再生可能エネルギー発電設備を取得した場合に
は、投信法上、資産運用会社には価格調査が義務
づけられる（投信法201条2項、投信法施行規則
245条、22条2項8号）注30。投信法上、価格調査の
方法は、不動産（および不動信託受益権等）の場合
とそれ以外で区別されており、前者は不動産鑑定評
価、後者は公認会計士等による価格調査の方法が
定められている（投信法201条、投信法施行令124
条）。再生可能エネルギー発電設備が動産と整理さ
れる場合、その敷地は不動産であるため、敷地を含
んで一体として発電所を取得する場合には、発電設
備部分について公認会計士等による価格調査、敷地
部分について不動産鑑定評価が必要となることに留
意が必要である注31。
なお、投信協会のインフラ投信規則上は、不動産

投資信託及び不動産投資法人に関する規則に規定
する評価法に加えて「公認会計士による評価額」が
評価方法として規定されるため、再生可能エネル

注 29
環境省グリーン投資促進のための情報開示及び評価の在り方に関する検討会「グリーン投資に関する情報開示及び評価の在り方について」（平成
27 年 4 月）。なお、当該報告書においては、その内容について、「再エネファンドの発行者が情報を開示する場合、また、投資家が投資判断を行う
場合において、本報告がその一助となることを期待する」と明記されている（同報告書 3 頁）。

注 30
不動産の場合、不動産の鑑定評価以外の調査事項はないが（投信法 201 条 1 項）、再生可能エネルギー発電設備および公共施設等運営権の場合、
価格以外の調査事項が定められている（投信法施行規則 245 条 2 項、22 条 3 項 8・9 号）。

注 31
実際にはメガソーラー施設の取得に際しては、敷地と発電設備を区別することなく両者を一体のものとして扱い将来の売電収入の見込額を期待割引
率で割り引いて現在価格を算定したうえで投資判断が行われることが一般であると思われるが、価格調査との関係では本文記載のとおりとなる。なお、
平成 26 年 8 月 29 日金融庁投信法施行令等パブコメ回答 4 頁 12 番も参照。
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ギー発電設備の価額の算定は公認会計士の評価額
によることになろう。

9.　減価償却と投資適格性の消失

インフラ資産、特に再生可能エネルギー発電設備
の法定耐用年数は建物と比較して短い注32。たとえ
ば、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年とされ
ており、その期間で減価償却を行うことになるため、
減価償却の進みが早い。減価償却費は、実際の支
出を伴わない費用であるため、基本的にはその分だ
け手元に現金が残ることになり、それを内部留保す
る場合には、現金比率が高まっていく構造になる。
この場合、運用資産等に占める総額のうちインフラ
資産の比率が年々減少し、その分現金の比率が高く
なるため、時間の経過により、運用資産等の総額に
占める組入比率（インフラ資産等の額の比率が70%
以上）に係る上場廃止基準に抵触する可能性が生じ
る。これを回避するには資産の追加取得を行うこと
も含めて対応が必要になりえる。

他方で、多額の減価償却費の計上が見込まれる
インフラファンドの場合、投資法人内部で多額の現
金が留保されてしまうので、それを極力投資家に還
元するために、減価償却費相当額の現金の一部注33

を利益超過分配（出資の払戻し）という形で継続的

に投資家に分配することを志向することも考えられ
る。その場合、インフラファンドの純資産総額およ
び資産総額が減少することになるため、これらの額
に係る上場廃止基準に抵触しないかは留意が必要
である注34。
ただし、特例インフラファンドに限っては、これら
の上場廃止基準は適用されないため、制度上手当て
がなされている注35。
したがって、策定された資産運用計画に基づくと

将来的に上場廃止基準に抵触する可能性がある上
場インフラファンドは、特例インフラファンドの要件
を満たして注36、上記の上場廃止基準が適用されな
いようにする必要があろう。

第３　おわりに
以上のように、本誌23号、25号、本号と３号にわ
たり、投資法人形態を利用したインフラファンドの組
成や上場に関する実務上の問題点について、説明し
てきた。

導管性の要件の問題など、解決すべき問題はある
が、政府・自治体の財政状況の制約や、インフラの
設備維持および新規投資の必要性から、近時、政
府・自治体による公共投資などに代わり、民間による

注 32
鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の事務所等の用途を有する建物は 50 年とされているのに対し、太陽光発電設備および風力発電設
備は 17 年、地熱発電設備は 15 年、水力発電設備は 22 年、バイオマス発電設備は 15 年とされている。減価償却資産の耐用年数等に関する省令
1 条 1 項 1 号・2 号、別表第 1「建物」、別表第 2 第 31 番「電気業用設備」。

注 33
クローズド・エンド型の内国インフラファンドの場合、投資元本または出資の払戻しは、原則として減価償却額の 100 分の 60 に限定される（インフ
ラ投信規則 28 条、43 条）。

注 34
ただし、純資産総額の上場廃止基準は 5 億円であり、資産総額の上場廃止基準は 25 億円であるため（1520 条 2 項 (1)d・e）、純資産総額や資産総
額がこれらの額未満となることは余程資産規模の小さい上場インフラファンドを除いては、基本的にはあまり想定はされない事態であろうと思われる。

注 35
本誌 25 号「８　特例インフラファンド」83 頁も参照。

注 36
導管性要件の充足に関する確認書の作成・提出が求められる。再生可能エネルギー発電設備の減価償却によって、投資法人の総資産に占める租特
法上認められる特定資産（不動産、特例特定資産としての再生可能エネルギー発電設備等）の比率が将来的に 2 分の 1 以下とならないよう、（必
要があれば）利益超過分配を継続して行うことも含めた資産運用計画の策定が必要となろう。



 66 ARES不動産証券化ジャーナル Vol.27

おもと　たろう

1999 年慶應義塾大学法学部
法律学科卒業、2000 年弁護
士登録と同時に現森・濱田松本
法律事務所に入所（2009 年よ
り同事務所パートナー）、2005
年ハーバード・ロースクール卒業

（LL.M.）。J-REIT をはじめとす
る不動産取引案件、キャピタル・
マーケッツ、航空機・船舶ファイ
ナンス、金融規制法を中心に業
務を行っている。主要著作：「不
動産投資法人（Jリート）設立
と上場の手引き [ 改訂版 ]」（不
動産証券化協会 2011 年、共
著）、「J-REIT 等の上場投資法人
に関するインサイダー取引規制
の導入」（金融法務事情 2013
年、 共 著 ）、「Towards the 
Next Era – Japanese New 
Financial Instruments, i.e. 
J-REITs and Infrastructure 
Funds Draw Public Attention」

（Japanese Business Law 
Review 2015）、「投資法人形
態を利用した上場インフラファン
ドの組成、上場に関する実務的
な諸問題」（本誌第２３号）。「東
証インフラファンド市場の開設」

（本誌第２５号）。

いしばし　まさゆき

2007 年東京大学経済学部卒
業、2009 年東京大学法科大
学院卒業、2010 年弁護士登録
と同時に森・濱田松本法律事務
所に入所、2015 年よりニュー
ヨーク大学ロースクール留学。
REIT・事業会社の IPO、グロー
バルオファリング、デット調達、
海外上場をはじめとするキャピタ
ル・マーケッツ業務全般、インサ
イダー取引対応等の危機対応、
M&A を中心に業務を行ってい
る。主要著作：『エクイティ・ファ
イナンスの理論と実務〔第 2 版〕』

（共著・商事法務・2014）、「図
解で伝える役員向け研修 インサ
イダー取引」（共著・ビジネス法
務 Vol.14 No.9・2014）、『上
場株式取引の法務』（共著・中央
経済社・2014）。

さえき　まさひと

2004 年東京大学法学部卒業、
2005 年弁護士登録と同時に
森・濱田松本法律事務所に入
所、2011 年コロンビア・ロー
スクール卒業（LL.M.）、同年
シンガポール Allen & Gledhill 
法律事務所（研修）、2012 年
ニューヨーク州弁護士登録。不
動産その他の資産の流動化・証
券化業務及び REIT 業務を中心
にファイナンス分野を幅広く手
掛ける。日本企業による海外投
資案件及び外国資本による日本
投資案件を含むクロスボーダー
取引についても積極的に取り
組む。近時は、シンガポール
REIT ／ビジネス・トラストや、
インフラファンド等の新しい市
場における案件にも関与する。

「東証インフラファンド市場の開
設」（本誌第２５号）。

たけおか　ゆうすけ

2012 年慶應義塾大学法科大学
院卒業、2013 年弁護士登録と
同時に森・濱田松本法律事務所
に入所。
REIT・事業会社の IPO、グロー
バルオファリング、デット調達、
ハイブリッド債をはじめとするキャ
ピタル・マーケッツ業務全般、イ
ンサイダー取引対応等の危機対
応、M&A を中心に業務を行って
いる。近時はインフラファンド等
の新しい市場における案件にも
関与する。主要著作：「＜実務詳
説＞改正障害者雇用促進法の概
要と障害者雇用の留意点」（会
社法務 A2Z 2015 年 3 月号）、

「Q&A 相談室　会社法務『 マ
タニティハラスメント最高裁判
決 』」（企業会計 Vol.67 No.2 
2015 年 2 月号）、「銀行員のた
めの SNS 利用ルール」（銀行研
修社 2014 年、共著）、「全日
本建設運輸連帯労組関西地区生
コン支部（関西宇部）（組合の営
業妨害行為への差止請求）事件

（大阪地裁 平 25.11.27 判決）」
（WEB 労政時報 2014 年）

インフラの運営について、民間資金や運営に関する
ノウハウのより一層の活用が求められており、また、
資産運用の多様化の観点などから、インフラ資産へ
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係者、実務家の方々にとって活用され参考としていた
だければ幸いである。




