
第⚒版の刊行にあたって

本書は、2000年のいわゆる投信法改正で創設された日本版不動産投資信託
（J-REIT）について、法制度と実務の詳細を丁寧に解説した書物です。2012年
に初版が刊行されましたが、その後、私募REIT の登場、2013年の投信法の改
正など、制度と実務の両方において大きな進展がみられたため、このたび、第
⚖章を新設したほか、全体にわたって改訂をしてアップツーデートにしたもの
です。
日本の J-REIT 市場は、制度創設以来順調に成長しましたが、その後の不況
やリーマンショックにより一時期は厳しい状況を迎えました。しかし、近年は
再び市場に活気が取り戻されようとしており、「国民の安定的な資産形成」が
国の政策課題とされ、金融審議会などで具体的な施策について議論がされつつ
ある今日において、将来は、海外不動産への投資の拡大、ヘルスケア施設や病
院への投資の拡大、インフラファンドの拡大など、J-REIT 市場の広がりと一
層の発展が期待されます。
本書は、西村あさひ法律事務所において不動産金融を専門とし、制度と実務
に精通する弁護士が、制度と実務の両面について、歴史的な展開と現在の状
況、そして今後の課題に至るまで、極めて詳細かつ丁寧な解説をした書物と
なっており、J-REIT に関する内容の濃い貴重な書物となっています。
日本でも不動産金融市場の将来の発展が期待される中で、J-REIT に関心を
有する多くの関係者の方々に本書を参考にしていただければ幸いです。

2016年12月

神田 秀樹
（東京大学名誉教授
学習院大学教授
西村あさひ法律事務所顧問）
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は し が き

当事務所メンバーが本書初版本の執筆を始めたのは、2007年春以降の不動産
市況・J-REIT 市場のピークアウトが色々な場で言及され、2008年⚙月のリー
マン・ブラザーズの破綻・同年10月のニューシティ・レジデンス投資法人の民
事再生手続開始の申立て等を契機とした J-REIT 投資口価格の急落、2007年
～2008年の世界金融危機からまだ立ち直っていない2010年春だった。
当時のメンバーの想いは、J-REIT に関する法制度と課題について議論を尽
くし、その検証結果を J-REIT に関連する多くの関係者、官も民も、不動産関
係者・金融機関・投資家・法曹も広く関係者で共有し、さらに議論を盛り立て
ていくことで、J-REIT 再興のために少しでも力になりたいというものであっ
た。
2012年の初版本の刊行から⚔年が経ち、J-REIT は爆発的な発展を遂げ、当
時にはなかった多くの新しい動きが表れた。
2013年には、J-REIT 制度が創設された2000年の投信法改正以降実質的に初
めてとなる投信法の大規模な抜本改正が、投資信託および投資法人制度全般に
ついて行われた。
上場REIT 銘柄は2011年には34だったものが、2016年末には56にまで大きく
数を増やした。上場 J-REIT のほかにも、金融・資本市場から受ける影響を一
定程度押さえることを目的に上場を前提としないオープンエンド型の私募
REIT（なお、第⚑号は2010年11月登場）も多数組成されるに至った。
その運用対象資産についても、2014年から飛躍的に増加した訪日外国人旅行
客によるホテル需要の増加を背景としたホテル・旅館資産等や、日本国内の高
齢化への対応によるヘルスケア施設の多様化およびオペレーター事業の成長に
より病院やヘルスケア施設等、いわゆるオペレーショナル・アセットの
J-REIT への組込みに対する関心が高まり、これらオペレーショナル・アセッ
トの専業 REIT も多数組成されるに至っている。J-REIT の運用対象資産の多
様化は、さらに、再生可能エネルギー設備やコンセッション等を対象とするイ
ンフラ投資法人の発展に繋がり、最近では、これら以外の特殊アセットを組入
資産とするREIT の組成に対する関心・期待も非常に高まっている。
上記投信法改正と同時に行われた租税特別措置法の改正により、税務上の観
点から投資法人による海外不動産への投資にかかる規制緩和が図られたこと
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で、J-REIT を用いた海外不動産投資に対する意欲も進んでいる。いまだ投資
法人の税務導管性要件との関係での支障や、海外不動産のDue Diligence や鑑
定評価の難しさ、当該外国の法制度・行政・税務面や為替等のリスクから一定
の限界はあるものの、昨今の米国・アジア等諸国への不動産投資ニーズの高ま
りを受けて、さまざまな制度整備や環境が整えば、今後 J-REIT を用いた海外
不動産投資が一気に高まる可能性もある。
また、プレイヤーの観点でも、マイナス金利や長期化する低金利の影響を受
けて銀行等の金融機関がアセットマネジメント業務に注力している中、
J-REIT の資産運用会社を自らの子会社として組成し、また買収するなど、銀
行等の金融機関による J-REIT ビジネスへの本格的な参入も進んでいる。
第⚒版の刊行にあたっては、第⚖章「REIT の展開」を新設して、このわず
か⚔年の間に行った J-REIT の大きな発展と、また今後さらに発展を遂げるで
あろう上記各事項を丁寧に解説するように努めた。また、その他の章でも、
2012年の初版の発刊以降の J-REIT のめまぐるしい動きを詳細にアップデート
している。
J-REIT はわが国の不動産業界において不可欠なプレイヤーとなっており、
今後もさまざまな可能性をもった仕組みである。
本書が、J-REIT に関連する関係者の方々にとってご参考となり、今後の
J-REIT のさらなる発展において何らかの形で少しでも力になることができれ
ば、望外の幸せである。
最後になったが、本書の刊行にあたっては、民事法研究会の田中敦司氏、大
槻剛裕氏に大変御世話になった。執筆者の遅筆により改訂の執筆作業が停滞す
る中、両氏のご尽力により第⚒版の刊行に至ったものであり、両氏には心より
深く感謝申し上げる。

2016年12月
西村あさひ法律事務所

パートナー弁護士 新家 寛
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序 章

REITの歩み



Ⅰ はじめに
REIT とは、REAL ESTATE INVESTMENT TRUST（不動産投資信託）の

略称であり、各国の法制度等によりその形態は異なるものの、投資信託または

会社等の形態を用いて、不動産および不動産信託受益権等を主たる投資対象と

して、投資者から集めた資金を運用する不動産投資ファンドをいう。そして、

J-REIT とは、このうち、投信法に基づいて組成される投資信託または投資法

人を用いた REIT のことを意味する。REIT は、不動産バブル崩壊以降、不良

債権問題等で流動性に欠け、低迷していた不動産市場の活性化を主たる目的と

して、2000年11月の投信法の改正1により組成が可能となり、以降15年を経過

し、不動産を用いた資産運用型の金融商品として定着している。

不動産投資ファンドには、様々な態様のものが考えられ、わが国が採用した

REIT にかかる法制度の詳細は第⚑章を参照されたいが、ここでは、かかる法

制度の採用の際に参考とされたと考えられる諸外国の法制度について概観す

る。

Ⅱ REIT の歴史

⚑ 諸外国における不動産集団投資スキーム

⑴ はじめに
不動産投資ファンドは各国の法制度により、「会社型・契約（信託）型」、

「内部運用型・外部運用型」、「上場・非上場」、「オープンエンド型・クローズ

ドエンド型」、「導管性の要件・仕組み」、「事業範囲（非不動産事業・開発行為の

制約等の有無）」、「負債比率の制限の有無」等に差異がある。ここでは、REIT

の創設の際に参考とされたといわれる米国の REIT（US-REIT）および豪州の

REIT（A-REIT2）につき概観する。

1 投資信託・投資法人の運用対象資産が、従前の「主として有価証券」から「主として特定資産」
とされ、不動産や不動産信託受益権等が含まれることとなり、証券投資信託のみならず、不動産投
資信託の組成が可能となった。
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⑵ 米 国
US-REIT は、1960年に創設された世界で最も古い歴史を持ち、資産規模も

世界最大の REIT である。そのタイプは、①収益不動産に直接投資する

Equity REIT、②不動産所有者や不動産運営者に直接融資を行ったり、住宅

ローン担保証券や商業不動産ローン担保証券の取得を通じて間接的に資金提供

を行う Mortgage REIT、③ Equity REIT と Mortgage REIT の両方を行う

Hybrid REIT に分類され、Equity REIT が全体の90％以上3を占めている。

US-REIT とは、内国歳入法（Internal Revenue Code）856条に定められた要件

を満たす会社、信託または組合をいい、同法以外にUS-REIT 特有の法律はな

く、同法で定める一定の要件4を満たすことにより支払配当を損金算入できる

こと以外は、通常の会社、信託または組合と同様である（なお、当初は、信託

または組合の形態であったが、1976年の税制改正により州会社法に基づく株式会社

が REIT として登録できるようになり、テキサス州およびカンザス州において信託

形態の法人格と有限責任が否定されたこともあり5、現在は会社型が主流である）。

US-REIT の投資運用については、当初は証券投資信託と同様の金融商品と

されていたことから内部運用は認められず、外部の会社に資産運用を委託する

外部運用型であったが、1986年の税制改革法により内部運用が可能となり、現

在では、US-REIT が従業員を雇用し、自ら不動産の管理・運用を行う内部運

用型が主流である。また、US-REIT では自ら不動産開発を行うこともでき、

単なる投資 vehicle ではなく、税法上の優遇措置を受けることができる不動産

会社といいうる。

US-REIT 市場を成長させたものとして1992年に Taubman Centers, Inc. が

2 豪州のREIT は、LPT（Listed Property Trust）から2007年末にA-REIT（Australian REIT）に
呼称が変更された。
3 Listed REITs as of Jan 8, 2009 the National Association of Real Estate Investment Trusts
（NAREIT）のウェブサイトの記載による。
4 詳細は、内国歳入法（Internal Revenue Code）856条および857条に規定されているが、主たる要
件として、①組織要件として、ⓐ課税可能な主体であること、ⓑ直接間接を問わず上位 5人による
所有割合が50％を超えないこと、ⓒ所有する投資者が100名以上であることなど、②資産要件とし
て、ⓐ総資産の75％以上が不動産関連資産、現金、現金同等物および国債であること、ⓑ前記ⓐを
除く有価証券が総資産の25％以下であること、③収入要件として、ⓐ不動産関連資産からの収入が
総収入の75％以上であること、ⓑ不動産関連資産からの収入およびそれ以外の利息、配当、売却益
等の収入が総収入の95％以上であること、④配当要件として、課税年度毎に課税所得（キャピタル
ゲインを除く）の90％以上を配当することが定められている。なお、前記①ないし③はREIT 自体
の資格要件であり、前記④は事業年度の配当金の損金算入の要件である。
5 石田尚己『不動産会社とREIT のM&A』36頁（住宅新報社、2010年）。
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導入したUPREIT（Umbrella Partner REIT）が挙げられる。UPREIT とは、不

動産所有者が不動産を現物出資することにより、譲渡益課税を繰り延べる制度
（〔図表 0 ― 1〕参照）である。すなわち、不動産所有者は、不動産をオペレー

ティングパートナーシップに現物出資し、REIT 持分転換権付パートナーシッ

プ持分を取得するが、その時点では不動産譲渡益課税（キャピタルゲイン課税）

がなされず、不動産所有者が転換権を行使しREIT 持分を取得するまでまたは

オペレーティングパートナーシップが現物出資された不動産を売却処分するま

で、不動産譲渡益課税（キャピタルゲイン課税）を繰り延べることが可能とな

る。これにより、不動産会社が保有する時価に対して簿価の低い優良な物件
（単に第三者に売却すれば譲渡益が発生し、キャピタルゲイン課税を受ける）を

REIT に拠出する時点で、キャピタルゲイン課税を受けなくて済むことから、

この制度を用いて優良不動産がUS-REIT によって保有されるようになった。

⑶ 豪 州
A-REIT（2007年の呼称変更前は、LPT（Listed Property Trust））は、1971年

に創設され、現在ではUS-REIT に次ぐ資産規模となっている。A-REIT は、

会社ではなく信託を器とし、公開会社であるResponsible Entity（以下、「RE」

という)6に資産運用を委託する外部運用型である（〔図表 0 ― 2〕参照）。

A-REIT においては、資産運用管理業務は RE に委託されており、RE は、

A-REIT の投資者に対して直接の法的責任を負担する。また、REは、豪州証

券投資委員会（The Australian Securities and Investments Commission（以下、

「ASIC」という）から資産運用業務を行うためにライセンスを取得する必要が

6 1998年施行のManaged Investments Act により REの制度が導入された。

4 序章 REIT の歩み

〔図表 0― 1〕 UPREIT
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オペレーティングパートナーシップ（OP）
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パートナーシップ持分（OPユニット）
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銭
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あり、ASIC に A-REIT のスキームのルールを定めた定款（Constitution）、コ

ンプライアンスプランおよび目録書を提出し、その他 A-REIT の運用に関し

てASIC の監督に服している。また、RE の外部取締役が半数に満たない場合

には、REに法準拠委員会（Compliance Committee）が設けられ、法準拠委員会

がREを監視報告するガバナンス体制が取られている。

A-REIT においては、A-REIT の受益証券とRE（またはその親会社）の株式

を一体としたステープル証券（Stapled Securities）を上場させるストラク

チャー（〔図表 0 ― 3〕参照）を用いるものがあり、RE により A-REIT の資産

運用はなされるものの、投資者の立場からは実質的に内部運用型に近い仕組み

が採用されているものもある。かかるストラクチャーにより、REIT と RE
（またはその親会社）、REIT の受益証券の保有者と RE（またはその親会社）の

利害関係をある程度一致させることができ、また、RE（またはその親会社）に

よる開発事業の収益（RE（またはその親会社）段階で課税される）を A-REIT

の投資家に帰属させ、RE（またはその親会社）とA-REIT により不動産の開発

および開発後の不動産の運用の収益を一体として投資者に帰属させることが可
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〔図表 0― 2〕 ユニット型

〔図表 0― 3〕 ステープル型

信託（トラスト）
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定款等の提出

信託（トラスト）
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資産管理・運用

RE

投資家
ステープル証券

投資

受益証券

株式

株式



能といわれている。

⚒ REITの登場

REIT は、2000年11月の投信法の改正により、投信法上、①会社型たる投資

法人スキーム、および、②契約（信託）型たる投資信託スキーム（委託者指図

型と委託者非指図型に分類される）による組成が可能となった。スキームの詳細

は、第⚑章を参照されたい。なお、投信法および租特法上、オープン・エンド

型・クローズド・エンド型、会社型・契約型のいずれも採用することができ

る7。株式会社東京証券取引所（以下、本書において「東証」という）により2001

年 3 月に施行された「不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例」

では、クローズド・エンド型の会社型および契約型の上場が可能となっている

が、金融商品取引所に上場されているREIT は、すべて会社型の投資法人形態

が採用されている。REIT においては、US-REIT の会社型・契約型の両方を

採用し、A-REIT の外部運用型を採用したといえる。

2001年 9 月に日本ビルファンド投資法人およびジャパンリアルエステイト投

資法人が東証に上場し、その後も2007年春以降のいわゆるサブプライムローン

問題の顕在化、2008年 9 月のリーマンショックによる金融市場の混乱、信用収

縮および不動産市況の悪化に陥るまで、ほぼ順調にREIT の上場数、投資口の

時価総額およびREIT の資産規模の増加が続いた。

REIT の投資対象については、当初のオフィスビル特化型から、商業施設特

化型、オフィス・商業施設・住居を投資対象とする総合型、住居特化型、物流

施設特化型、地域特化型、ホテル・リゾート施設特化型、産業インフラ特化型

等の多様化がみられた。また、2008年⚑月に国土交通省により海外不動産鑑定

評価ガイドラインが定められ、2008年 5 月の東証により有価証券上場規程が改

正され、海外不動産への投資も可能となった。

投資対象の多様化に伴い同一の資産運用会社が複数のREIT の資産運用を受

託する事例もみられるが、投資対象が同一である場合には、物件取得等におい

て資産運用会社とREIT との間で利益相反が生じうる場合もあることから、実

務上、上場REIT については投資対象が異なるREIT の資産運用のみがなされ

7 現在は解決済みであるが、2002年 4 月施行の租特法改正前は、一般に「告知書」と称された問題
があり、契約型を採用する障害となっていた。
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ているようであり、また、上場REIT と非上場 REIT で投資対象が同一の場合

には、資産運用会社の内規として物件取得ルールを定めて恣意的な運用を行う

ことができないように運用されている8。

REIT の投資口への投資の拡大に寄与したものとして、①2002年12月の一般

社団法人全国銀行協会の経費処理に関する通達により、REIT の投資口の分配

金・売却益が、有価証券利息配当金、国債等債券売却損益として銀行の業務純

益に計上が可能となり、地方金融機関による投資口への投資が促進された点、

②2003年に一般社団法人投資信託協会（以下、本書において「投信協会」という）

自主ルールの改正により、REIT の投資口のファンド・オブ・ファンズへの組

入れにつき、その純資産総額の 5％以内とする制限を撤廃し、⚑銘柄当たりの

組入れが純資産総額の30％以内であれば、全額組み入れることが可能となり、

ファンド・オブ・ファンズへの投資を通じて、投資口価格未満の少額での投資

およびREIT の投資口の銘柄の選択を投資の専門家に任せられる環境が整備さ

れた点が挙げられよう。

REIT の資金調達方法についても、2004年の証券取引法（現金商法）改正に

より投資法人債の発行登録制度が導入され、2007年の投信法改正により短期投

資法人債の発行が可能となり、多様化した。

Ⅲ 市場の変化と課題

⚑ いわゆるサブプライムローン問題およびリーマンショック
による金融市場の混乱により生じた金融市場・不動産市場の
悪化

⑴ 金融市場・不動産市場の悪化
2007年春以降、いわゆるサブプライムローン問題の顕在化、2008年 9 月の

リーマンショックによる世界的な金融市場の混乱、信用収縮、不動産市況の悪

8 ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、ケネディクス商業
リート投資法人およびケネディクス・プライベート投資法人の資産運用会社であるケネディクス不
動産投信顧問株式会社、日本リテールファンド投資法人および産業ファンド投資法人の資産運用会
社たる三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社などがある。
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Ⅰ 新しいREIT とその可能性

1 リーマンショック後の J-REIT市場

2001年 9 月にスタートした J-REIT 市場は、米国のサブプライムローン問題
の顕在化による外国人投資家の J-REIT への投資態度の変化により、2007年 5
月をピークに価格下落局面に転じ、2008年 9 月のリーマンショックに端を発す
る世界的金融危機により J-REIT の投資口価格は日本の株価、米国の株価推移
と大きく連動して下落した。さらに、2008年10月 9 日にニューシティ・レジデ
ンス投資法人が J-REIT として初めて民事再生法の適用を申請したことで、
J-REIT の破綻というそれまで想定されていなかった事態に市場に激震が走っ
た。また、上記のリーマンショックによる投資口価格の下落が、J-REIT 銘柄
間のリスク・リターン特性の差異を大きく拡大させたことも J-REIT 市場に衝
撃を与えた。
このような、世界的な金融危機下における信用収縮下で、J-REIT 銘柄の格
付けの引下げが行われ、J-REIT が厳しい資金調達環境に直面する中で
J-REIT のリファイナンスリスクに対する懸念が高まることによる J-REIT の
投資口価格の大幅な下落が続き、J-REIT はさらに厳しい資金調達環境に直面
し、その結果一層のデフォルトリスクへの懸念が高まるという負の連鎖が続い
たとみられている。
このことから、リーマンショック後においては、J-REIT におけるM&Aに
よる資産規模の拡大が期待され、J-REIT のスポンサー変更や、J-REIT 市場
初の J-REIT の合併1が行われた2･3。
このように一時は低迷した J-REIT 市場は、2013年以降においては、金融危
機後の各種支援策や J-REIT の合併等の業界再編による J-REIT 各社の信用力
向上を背景に、既存 J-REIT による増資に加えて、新規上場も再開し、2013年

1 2009年⚘月にアドバンス・レジデンス投資法人と日本レジデンシャル投資法人が合併する旨の基
本合意書が締結された。
2 ARES「J-REIT View～リーマン・ショックによる J-REIT 市場環境の激変と今後の展望」
（「ARES REPORT｣, September-October, 2009）参照。
3 株式会社住信基礎研究所「金融危機後の J-REIT のリスク要因変化及び海外REIT の実態に関す
る研究～J-REIT 市場の健全な発展に向けて～」（「トラスト60研究業書」2010年⚕月）参照。
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には J-REIT の資金調達環境は好転してきている。
本章では、リーマンショック後および最近の実務動向を踏まえた、新しい
J-REIT の可能性につき、以下のように、私募 REIT、オペレーショナルア
セット、海外不動産への投資と契約型REIT および金融機関による J-REIT 市
場参入について詳述する。

2 私募 REIT

上記のように、リーマンショックは、J-REIT 市場と株式市場等の金融・資
本市場との相関性の高さや価格変動幅の大きさを投資家に強く印象付けた。ま
た、投資口価格の下落によって、J-REIT が資金調達力と不動産取得力を著し
く低下させたことで、それまで J-REIT が担っていた不動産デベロッパーに
とってのもう 1つの出口機能も機能不全に陥ったといわれている。
このような環境下で、国内不動産投資市場における①価格変動リスク、②リ
ファイナンスリスク、③出口リスクに対する反省と、「安定的な不動産投資商
品への期待」あるいは「新たな不動産の買い手創出」という投資家と運用者双
方のニーズへの対応の機運が高まり、その結果、「安定的な不動産投資商品」
と「新たな不動産の買い手」の機能を提供しうる新たな不動産私募ファンドと
して、2010年11月に非上場、オープンエンド型のいわゆる私募REIT 第 1 号が
登場するに至った4。
後記Ⅱにおいては、かかる、金融危機後に誕生・発展してきた私募REIT に
ついて詳述する。

3 オペレーショナルアセット

また、上記のような最近の J-REIT 市場好転の追い風の一つに、2014年から
飛躍的に増加した訪日外国人旅行者数によるホテル需要の増加と、日本国内の
高齢化への対応によるヘルスケア施設の多様化やオペレーター事業の成長によ
り病院やヘルスケア施設の J-REIT への組込みに対する関心が高まっているこ
ともあると考えられている5･6。

4 三井住友トラスト基礎研究所「私募 REIT 市場発展に向けた投資リスク評価手法に関する調査」
（2014年10月）参照。
5 観光庁「訪日外国人の消費動向 訪日外国人消費動向調査結果及び分析 平成26年 年次報告
書」参照。
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そこで、後記Ⅲにおいて、病院、ヘルスケア施設およびホテルといったオペ
レーショナルアセットREIT について詳述する。

4 海外不動産への投資等

平成25年の投信法改正および租特法改正により、税務上の観点から、投資法
人の海外不動産への投資にかかる規制緩和が図られたことにより、J-REIT 制
度を通じた海外不動産投資についての制度の整備が進んでいる。また、海外投
資スキームとも関連して、投資法人スキームではなく、契約型の投資信託ス
キームでの不動産投資の可能性についても検討が進められてきた。もっとも、
契約型スキームによる場合も投資法人スキームに比べてガバナンスの観点で十
分でない等の批判もあり、実務における導入にはハードルが高いことは否めな
いが、後記ⅣおよびⅤにおいて J-REIT における海外不動産投資について、ま
た契約型REIT の紹介とその可能性について詳述する。

5 金融機関の J-REIT市場参入

上記世界的金融危機からの回復が見られる2013年以降とりわけ、わが国にお
ける超低金利の状態が一段と進み、金融機関（金融機関グループ）における新
たな収益の柱を確保する必要性が高まっている中で、多くの金融機関がアセッ
トマネジメント・ビジネスに注力する動きにある。
かかる動きは証券投資顧問・投資信託に限ったものではなく、不動産流動化
案件におけるノンリコースローン・ビジネスを通じて銀行が得てきた不動産金
融のノウハウに、金融機関グループ内の信託銀行が主として培ってきた不動産
運用にかかるノウハウ等があいまって、金融機関においても、運用対象を不動
産にまで拡大したアセットマネジメント・ビジネスを強化する動きが表れてい
る。
後記Ⅵにおいて、金融機関が J-REIT 市場に参入する際の特有の問題という
観点から、金融機関の J-REIT 市場参入を詳述する。

6 三井住友トラスト基礎研究所「海外におけるヘルスケアリートに関する調査研究報告書」（2015
年12月）参照。
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ウェスタン大学ロースクール卒業（LL. M.）、2014年～2015年三菱東京 UFJ 銀行
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（ロンドン支店）に勤務、2015年ニューヨーク州弁護士登録、現在、西村あさひ法律
事務所弁護士。
〔主な業務分野〕証券化・流動化取引、不動産ファイナンス、その他ファイナンス取
引、バンキング、金融商品取引業者にかかるレギュレーション

善家 啓文 （Hirofumi Zenke) 第 7 章担当
〔経歴〕2005年京都大学法学部卒業、2007年弁護士登録。2014年～2016年金融庁総務
企画局企業開示課へ出向、現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な著書・論文〕「『コーポレートガバナンス・コード原案』の解説〔Ⅱ〕」商事法
務2063号（2015年）（共著）、『上場会社のための第三者割当の実務 Q&A』（商事法
務、2011年）、「第三者割当の有利発行適法性意見制度と実務対応」別冊商事法務344
号（2010年）など

松下 由英 （Yoshihide Matsushita) 第 2 章担当
〔経歴〕2001年東京大学文学部卒業、同年石油公団入社。2006年慶應義塾大学法科大
学院卒業、2007年弁護士登録。2014年南カリフォルニア大学ロースクール卒業（LL.
M.）。現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な著書・論文〕『FinTech ビジネスと法25講――黎明期の今とこれから――』（商
事法務、2016年）（共著）、「Practical Law Insurance and Reinsurance Multi-Juris-
dictional Guide 2016/17（Japan Chapter）」（Thomson Reuters、2016年）（共著）、
「The Insurance and Reinsurance Law Review-Fourth Edition-（Japan Chapter）」
（Law Business Research、2016年）（共著）、「売買契約が消費者契約法に基づいて取
り消された場合の融資契約への影響」金融法務事情2052号（2016年）、「保険募集に
おける銀行等代理店の義務」金融法務事情2046号（2016年）『イランビジネス法ガイ
ド』（2016年）（共著）
〔主な業務分野〕金融レギュレーション、M&A、国際取引

赤鹿 大樹 （Daiki Akashika) 第 5 章担当
〔経歴〕2003年京都大学法学部卒業、同年株式会社三井住友銀行入行、2007年京都大
学法科大学院修了、2008年弁護士登録。現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な著書・論文〕『FinTech ビジネスと法25講――黎明期の今とこれから――』（商
事法務、2016年）（共著）、『持続可能な社会を支える弁護士と信託――医療クラウ
ド、産学連携、まちづくり――』（弘文堂、2012年）（共著）、「民法（債権関係）の
改正に関する中間的な論点整理に対する大手法律事務所弁護士有志の意見 西村あ
さひ法律事務所弁護士有志意見の概要」NBL 962号（2011年10月 1 日号）（共著）

矢田 真貴子 （Makiko Yada) 第 4 章担当
〔経歴〕2003年学習院大学法学部政治学科卒業、2003年大和証券株式会社入社、2008
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年学習院大学法科大学院修了、2009年弁護士登録。現在、西村あさひ法律事務所弁
護士。
〔主な著書・論文〕『投資事業有限責任組合の契約実務』（商事法務、2011年）（共著）

國友 愛美 （Emi Kunitomo) 第 6 章担当
〔経歴〕2003年慶應義塾大学法学部卒業、2006年慶應義塾大学大学院法学研究科修士
課程修了、2008年東京大学法科大学院修了、2009年弁護士登録。現在、西村あさひ
法律事務所弁護士、2012年～2013年東京大学法科大学院非常勤講師、2014年～2015
年三菱東京ＵＦＪ銀行法務部出向。
〔主な著書・論文〕論文The Environment multi-jurisdictional guide 2013/14（Japan
Chapter)（2014年 1 月）、論文 The Environment multi-jurisdictional guide 2012/13
（Japan Chapter）（2013年 2 月）、論文 The Environment multi-jurisdictional guide
2011/12（Japan Chapter）（2011年12月）
〔主な業務分野〕不動産取引・環境、REIT（レギュレーション含む）、アセット・マ
ネジメント、訴訟・紛争、一般企業法務

山本 俊之 （Toshiyuki Yamamoto) 第⚖章担当
〔経歴〕2000年慶應義塾大学環境情報学部卒業、2007年慶應義塾大学法科大学院修
了、2009年弁護士登録。株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）、メリルリンチ日
本証券株式会社を経て、現在、西村あさひ法律事務所弁護士。日本証券アナリスト
協会検定会員。
〔主な著書・論文〕『FinTech ビジネスと法25講――黎明期の今とこれから――』（商
事法務、2016年）（共著）
〔主な業務分野〕アセット・マネジメント、デリバティブ、不動産ファイナンス、海
外当局対応・海外紛争案件

小嶋 陽太 （Yota Kojima) 第 4 章担当
〔経歴〕2007年京都大学法学部卒業、2009年同志社大学法科大学院修了、2010年弁護
士登録。現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な業務分野〕キャピタル・マーケッツ、アセット・マネジメント

大場 悠樹 （Yuki Oba) 第 2 章担当
〔経歴〕2008年立教大学法学部卒業、2010年東京大学法科大学院修了、2011年弁護士
登録。現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な著書・論文〕「並行第三者割当の法的論点と実務」商事法務2024号（2014年）
（共著）
〔主な業務分野〕アセット・マネージメント、投資法人、金融商品取引業者にかかる
レギュレーション、キャピタル・マーケッツ
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和田 卓也 （Takuya Wada) 第 3 章および第 6章担当
〔経歴〕2009年早稲田大学法学部卒業、2011年東京大学法科大学院修了、2012年弁護
士登録。現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な業務分野〕投資ファンド、キャピタルマーケッツ、金融商品取引業者にかかる
レギュレーション

渡邊 弘 （Hiroshi Watanabe) 第⚖章担当
〔経歴〕2010年早稲田大学法学部卒業、2012年早稲田大学法科大学院修了、2013年弁
護士登録。現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な業務分野〕証券化・流動化取引、不動産ファイナンス、PFI その他ファイナン
ス取引、国際取引全般

深谷 太一 （Taichi Fukaya) 第 6 章担当
〔経歴〕2012年東京大学法学部卒業、2014年弁護士登録。現在、西村あさひ法律事務
所弁護士。
〔主な業務分野〕証券化・流動化取引、不動産ファイナンス、買収ファイナンス

山本 明 （Akira Yamamoto) 第 1 章担当
〔経歴〕2011年東京大学法学部卒業、2013年東京大学法科大学院修了、2014年弁護士
登録。現在、西村あさひ法律事務所弁護士。
〔主な業務分野〕証券化・流動化取引、プロジェクトファイナンス、インフラファン
ド、金融商品取引業者にかかるイレギュレーション

【パラリーガル】
〈企業法務〉
小林 由紀子 （Yukiko Kobayashi)
渋谷 俊毅 （Toshiki Shibuya)
永本 昭子 （Akiko Nagamoto)
上岡 千夏 （Chinatsu Ueoka)
中島 久士 （Hisashi Nakajima)
野手 美希 （Miki Node)
山田 瑠璃子 （Ruriko Yamada)
平岡 南海子 （Namiko Hiraoka)
溝口 友彩 （Yui Mizoguchi)
東 舞子 （Maiko Higashi)

〈金融法務〉
松本 志穂 （Shiho Matsumoto)
符 凌凌 （Lingling Fu)
渡邉 裕子 （Hiroko Watanabe)
安藤 千加子 （Chikako Ando)
北見 洵子 （Junko Kitami)
鈴木 智子 （Tomoko Suzuki)
岩崎 香織 （Kaori Iwasaki)
内田 成美 （Narumi Uchida)
田中 杏奈 （Anna Tanaka)
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