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投資ファンド（以下、FIIとする）は1993
年に連邦法第8668号によって創設され、そ

の後、数回の法改正を経て現在のスキーム

権設定の禁止等、倒産隔離の措置が採られ

が構築された。

ている（同第7条）。一方、FIIの持分権者

当法律の第1条で、「FIIとは、不動産事

は、個人の債務保証としてFIIの資産に抵

業に適用するために証券取引システム注1 を

当権等を設定することはできないし、持分

通じて募集した資金の共有権（comunhão）

権の購入に係る支払い以外は、個人的に

であり、法人格を有しない」と規定されて

FIIの資産に起因する法的義務を追わない

いる。FIIは閉鎖共有持分権として構成さ

ことが法律で明記されている（同第13条）
。

れ、存続期間中注2 は持分権の払戻しは認め

信託受託者、すなわちアドミニストレー

られない（同第2条）。いわゆるクローズ

ターはファンド資産の運用を行い、資産の

ド・エンド型である。ただし、上場してい

処分はファンドの定款または持分権者によ

るFIIの持分権は、市場取引による流通性

る総会の決定に従って行うとする（同第8

が確保されている。開発型不動産事業のた

条）
。CVM規則第472号第27条では, ファン

めにファンドを組成する場合は、数次にわ

ドの運営はアドミニストレーター自体が行

けて持分権の発行を行うことができる（ブ

うことも、第三者に委託することも可能で

ラ ジ ル 証券取引委員会の 規則第4 7 2 号

注3

第11条）。また、私募ファンドの組成も認
められている（同規則第53条以下）
。
注4

あると規定している。
その他、配当についてあらかじめ一定の
利率を約定することは禁止され、発行され

の規制対象となる商

る持分権はすべて同等の権利を有するもの

品であり（連邦法第8668号第3条）
、ブラジ

でなければならなず、ブラジル国内で調達

ル証券取引委員会注5 が、前述の規則第472

した資金を海外で運用することも禁止され

号（以下CVM規則第472号という）にてFII

ている（同第12条）。また、一般投資家に対

の創設の認可、運営・監査等について規制

する財務諸表の開示義務を負う（同第15条）
。

している。この規則第472号はつい最近、

いわゆる二重課税の問題は、1993年の

FIIは証券取引法

2008年10月31日に全面改正されたばかりであ

F I I 創設時に は 特段考慮さ れ て い な か っ

る。重要な改正部分については、後述する。

た。しかし、その後、1999年の連邦法第

FIIのアドミニストレーターは証券取引委

9779号注6 によってファンドに対する導管性

員会が許可した金融機関に限定される（同

要件が規定された。すなわち；

第5条）。アドミニストレーターは、不動産

①ファンドは6月30日と12月31日の年2回、

およびそれに係る権利で構成されるファン

その収益の95％以上を持分権者に配当する

ドの資産を信託方式で取得することとなる

こと（同第10条）
、

が（同第6条）、ファンドの資産はアドミニ

②不動産開発会社・建設会社、またはそれ

ストレーター本体の資産から分離され、ア

らの企業のオーナーや共同経営者が、単独

ドミニストレーターの法的義務・清算義務

でまたは合計で、当該ファンドの発行持分

等は一切承継しないこと、アドミニストレ

権の25％以上を保有しないこと（法律第

ーター本体事業の担保物件としてファンド

9779号第2条）

資産に抵当権を設定することやその他の物

の2条件を満たせば、FIIはビークルとして
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法人税を課税されない（同第16条）。いわ

があげられる。これは、前出の連邦法第

ゆるパス・スルー型である。したがって、

8668号同第12条の解釈より帰結する。とこ

ビークルとしてのファンドが支払う税金は、

ろが、CVM第432号がFIIの資産としてCRI

ファンドの預金利息に課せられる源泉徴収

の購入を認めたことで、間接的にデットに

税のみとなる。

よる出資も認めたことになる。

一方、FIIの持分権者は、FIIから受取っ

また、もう一つのFIIの大きな特徴として

た配当および持分権の譲渡益に対して20％

は、現在すべてのFIIが「1ファンドにつき、

の所得税が原則として源泉徴収される（同

1不動産事業」で運用されていることであ

第17、18条）
。

る。すなわち、ポートフォリオというもの

FIIに組入可能な資産の種類については、

がなく、リスク分散の概念がない。法律上、

前述したCVM第432号で大幅に拡大され

ひとつのファンドで複数の不動産の運用を

た。CVM第432号発効前の旧規則注7 では、

制限しているわけではない。にもかかわら

FIIに組入可能な資産として「不動産およ

ず、1993年に不動産投資ファンドが制定さ

びそれに係る権利」とのみ表現されていた。

れて以来、慣習的にファンドは特定の不動

そして、それらの不動産を取得することに

産事業に対して組成されている。これは、

よって、収益型開発事業または分譲型開発

4.1 沿革にも書いたように、FIIの組成が本

事業を行うこと、またはすでに完成してい

来、特定の不動産事業の資金調達を目的と

る物件を購入して運用収益を上げること、

することに由来しているものと考えられる。

またはインフラ整備型の不動産開発事業に

FIIを規定する新しい規則：CVM第432

適用することと定義していた。1994年に当

号の制定によって、今後ブラジルにおける

該旧規則が制定されて以来、不動産投資を

不動産投資ファンド-FII-の在り方がどのよ

取巻く環境は日々発展していき、新しい物

うに変わっていくのかが注目されるところ

注8

権が創設されたり 、不動産に係る金融商

である。

品が創設されたりするたびに注9 、それらの
物権や金融商品が「不動産に係る権利」に
含まれるのか否かという議論がなされてき
たのである。CVM第432号第45条では、FII
の資産運用の対象となる不動産事業への参
加は、不動産や不動産に係る物権の取得と
いう直接投資以外にも、不動産受益権、不
動産信託受益権証券、抵当証券、他のFII
の持分権、CRI（次項4.2.2参照）、CEPAC
（次項4.3参照）等の取得によるものも認め
られることとした。
FIIの特徴の一つとして、出資に関して
は100％エクイティでなければならないこと

72

不動産証券化ジャーナル January-February 2009

注1 1976年の法律第6385号（通称：証券取引法、
（Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976）
によって定められた証券取引システム。
注2 一定期間型の他に、期間不特定型も認めら
れる。
注3 Instrução CVM No 472, de 31 de outubro
de 2008
注4 脚注1の1976年の法律第6385号。
注5 筆 者 訳 。 ポ ル ト ガ ル 語 で は Comissão de
Valores Mobiliários.

通称CVM.

注6 Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
注7 Instrução CVM No 205, de 14 de janeiro de
1994（以下、CVM第205号とする）
。
注8 たとえば、地上権は2002年の新民法で新た

に制定された物権である。

（Vedrossi, 2002, p.88-89）, （Mafra, 2006,

注9 たとえば、次項でのべるCRI（不動産受益権
債権）である。

p.18-20）と考えられている。実は、SPEと
いう用語自体は連邦法第9514号では定義さ
れておらず、使用もされていない。前稿の

4.2.2 不動産受益権債権

沿革では触れなかったが、同法で不動産受

─ CRI（Certificado de Recebíveis

益権の証券化手法としてのCRIが認められ

Imobiliários）─

る以前から、いわゆるオリジネーターが実

当該証券化手法はアメリカのREITのス

物の土地建物を譲渡してSPEを組成し、そ

キームをモデルとして作成されたものであ

の不動産運用や売却収益を配当とする社債

り、不動産債権証券化会社と呼ばれる組織

を発行するというスキームを既存の証券取

を組成して、その社債を発行するという証

引法等に沿って利用した不動産事業は一部

券化手法である。したがって、FIIの持分

で存在していた。事実上の不動産証券化で

権と異なり、投資家の形態としてはエクイ

ある。そのため、連邦法第9514号制定以前

ティとデット双方が可能であり、事前に一

に使用されていたSPEと混同することを避

定の金利を約定したり、一部の投資家に優

けるために、同法では不動産債権証券化会

先権を与える優先社債を発行することがで

社という名称を採用したものと思われる。

きる。CRIも上場タイプ、私募タイプ双方

なぜVedrossiやMafraが「不動産債権証券

注10

化会社はSPEの複合体のようなもの」と説

の発行が可能である

。

根拠法は前述の1997年の連邦法第9514号

明・解釈するかといえば、従来1SPEは1タ

であり、同法第2条に規定する不動産債権

イプの債権しか発行できないという通念が

証券化会社（Companhia securitizadora de

あったためと思われる注12 。そのため、連邦

créditos imobiliários）というビークルを通

法第9514号で規定する不動産債権証券化会

じて、不動産受益権証券（Certificado de

社は、数種の社債発行が可能であるから

Recebíveis Imobiliários；以下、CRIとす

「複合体」なのである。

る）を社債として発行することが認められ

さて、連邦法第9514号第2条では、不動

ている。当CRIも前述のブラジル証券取引

産債権証券化会社には不動産受益権の所有

法の規制対象となる商品であり、ブラジル

のみを認めており、実物不動産を譲渡する

証券取引委員会の規則第414号（以下CVM

という形態は想定していない。不動産債権

規則第414号という）によって規制されて

証券化会社が発行するCRIは不動産に係る

いる。

受益権の債権であり、当該会社の社債とし

ところで、議論が細かくなるが、ブラジ

て 発 行 さ れ る （ 同 第 6 - 8 条 ）。 C R I は 、

ル で は 一般に 「 不動産債権証券化会社と

Mortgage-Backed Securities （MBS） と

は、特定目的会社（SPE: Sociedade de

英語に訳される場合が多い注13が、果たして

Propósito Exclusivoまたは Sociedade de

本当にCRI=MBSなのかどうかは筆者にと

注11

Propósito Específico. 以下SPEという）

っては疑問であるため、本稿ではあえて

と呼ばれているビークルの複合体である」

CRIは不動産受益権債権と訳すこととする。
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不動産債権証券化会社は、所有する不動

なされ、倒産隔離要件を満たさないという

産受益権の保証として原資となる不動産に

日本の解釈とは法的構成が異なることに留

抵当権または譲渡担保させることができ

意すべきである。

る。この譲渡担保制度は、ポルトガル語で

さて、不動産原所有者から譲渡担保して

はregime fiduciário em garantia（連邦法

もらったこの受益権の原資となる不動産の

第9514号第9条以下）という。Fiduciaryは

管理や運用については、不動産債権証券化

信託と訳すべきだとのご指摘を受けるであ

会社が 譲渡担保資産の 管理者（ a g e n t e

ろうことを承知の上で、本稿では譲渡担保

fiduciário）を任命することができるとされ

と訳させていただく注14 。「信託」か「譲渡

ている（連邦法第9514号第9条、CVM規則

担保」かどちらに訳すべきか大変思案した

第414号第13条）
。ブラジルではこのagente

のであるが、譲渡担保とした方がブラジル

fiduciárioを英語にする際、trustee（信託

の法律制度と日本の法的概念双方を照らし

受託者）と訳しているので、さらに概念的

合わせてより適切だと判断した。ちなみに、

混乱を生じさせるが、制度的に考えて信

同法第22条では、「債務者が債務保証のた

託受託者でなく、譲渡担保資産のプロパ

めに債権者に対して期限付きで所有権を移

ティマネージャー、アセットマネージャー

転するもの」と定義している。これらの保

的役割を果たしているものと考えてよい。

証として提供された譲渡担保資産の不動産

図1はCRI発行による不動産証券化スキー

原所有者やオリジネーター、資産管理会社

ムを示したものである。一般的に譲渡担

からの倒産隔離要件については、連邦法第

保資産の管理者（agente fiduciário）は不

9514号では第9条から33条まで細かく規定

動産管理を直接行わず、PMマネージャー

されている。譲渡担保は金融取引としてみ

に委託することが多いので、PMマネージ

図1：CRI発行による不動産証券化スキーム
不動産原所有者
（adquirentes）

融資（＄）

受益権のオリジネーター
originador

不動産受益権
（＄）
不動産受益権の
保証としての不動産の
譲渡担保または
抵当権設定

不動産受益権
債権の譲渡
（＄）

不動産証券化会社
Companha
securitizadora
（SPE）

社債（CRI）
発行

利子と元本の
支払い（＄）

譲渡担保資産管理会社
（AgenteFiduciário）

出典：Vedorossi, 2002, p.43 筆者翻訳・加筆
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CRI

（investidor）

委託
譲渡担保資産
管理（＄）

投資
（＄）

投資家（個人）

委託

プロパティ・マネージャー
（Gestor）

証券化引受会社
（colocador
dos títulos）
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資金管理・
配当（＄）

投資家（法人）

ャーを入れた図を示した。また、CRIのス

有斐閣2001年においても、単純なfiduciaryな

キームの中では、オリジネーターはブラジ

らば信託であるが、alienação fiduciária em

ルの場合不動産受益権のオリジネーターを

garantiaは譲渡担保としている。
注15 Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

指し、不動産の原所有者とは必ずしも一致
しないことにも留意すべきである。
前回に記述したが、当CRIのビークルは

4.3 CEPAC（Certificados de Potencial
o）─容積率移転

導管体として取り扱われておらず、いわゆ

Adicional de Constru

る二重課税の問題が発生している。救済措

制度を利用した建築権の債券─ について

置として、2004年の連邦法第11033号注15 に

ブラジルのサンパウロ証券取引所には、

よって、CRIが個人所有の場合は、CRIの

容積率移転制度を 利用し た 建築権の 債券

配当には課税されないことが規定された。

（Certificados de Potencial Adicional de

しかしながら、法人所有の場合は免税措置

Construção.

はなく、CRIが創設された1997年当初はそ

場市場が存在する。この制度は厳密にいえ

の ス キ ー ム に 期待が 寄せ ら れ た も の の 、

ば不動産事業の証券化とはいえないかもし

1999年にFIIに二重課税回避の導管性要件

れないが、現在ではサンパウロ市内の一定

が導入されて以来、あまり採用されていな

の地域で不動産事業を行うにあたっては、

いのが実情である。また、FIIと同様、CRI

容積率を確保するためにはこのCEPACを

に関しても「1CRIにつき、1不動産事業」

購入しなければ事業遂行ができない。従っ

で運用されていることはブラジルの不動産

て、本項においてもその沿革と内容につい

証券化がまだまだプリミティブな段階であ

て簡単にご紹介することとする。

ることの象徴であるといえよう。

以下、CEPACという）の上

そもそも建築権（direito de construir）
とは、容積権または空中権の様なものであ

注10 上場するためには、ブラジル証券取引委員会
の規則第414号によって最低発行金額の規定
等が定められている。また、私募ファンドに

って、サンパウロ市がインフラ整備を行う
にあたっての財政難を解消するために考案

ついても同規則第414号によって規定されて

した手法である。1990年代半ばにサンパウ

いる。

ロ市が市条例によって制定したこの制度注16

注11 余談であるが、ポルトガル語のSociedade
de Propósito Exclusivoや Sociedade de
Propósito Específicoの略語であるSPEは偶
然にも英語のSpecial Purpose Entityの略

は、もともとはビジネス特区に指定された
特別地区で、サンパウロ市に一定額を支払
えば規定の容積率に割増できるというもの

SPEと同じである。しかし、実はsociedade

であった。前回掲載した「3.3サンパウロの

はcompany、propósitoはpurpose、exclusivo

不動産市場」にも言及した新興のオフィス

はexclusive、específicoはspecificである。

地域であるファリア・リマ地域、ヴィラ・

注12 筆者の理解によれば、実際には数種類の社債
を発行することも可能ではあった。
注13 前述Vedrossi, Mafraの論文ではそのように
訳している。
注14 森 征 一 ・ 二 宮 正 人 著 「 ポ 日 法 律 用 語 集 」

オリンピア地域などで適用されていた。サ
ンパウロ市は、市の都市計画条例によって
市内の用途地域が定められ、当時の商業地
域の最高容積率は400％であったが、この
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制度によって案件毎に容積率の緩和が行わ
れていたようである。また、この時点では、
この容積率上乗せ分の建築権はサンパウロ

注18 このサンパウロ市の都市計画条例の改正が、
大いに論議を呼び起こしたのは読者の想像に
難くないであろう。実際、筆者も改正ではな
く、改悪であると考えている。

市との直接の交渉によって行われていた。
2001年、ブラジルの連邦法として「都市
注17

基本法

（次号に続く）

」が制定され、この「建築権」な

るものを連邦レベルで承認した。これを受
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-operações urbanas em

出すこととした。これがCEPACである。
CEPACはサンパウロ市が必要に応じてサ
ンパウロ証券取引所（BOVESPA）を通じ
て発行し、BOVESPAには2次マーケット
も存在している。CEPACは前述のブラジ
ル証券取引委員会の規制対象の金融商品と
して取り扱われており、対象街区の不動産

あきやま・ゆうこ

価値の変動によってCEPACの価格も変動

不動産鑑定士。
同志社大学法学部卒業、住友信託銀行株式会社に勤務後、
平成7年渡伯。平成18年サンパウロ大学大学院工学研究科
にて工学修士号取得。平成20年帰国。平成16年からサン
パウロ大学大学院工学研究科 不動産研究所（NRE）研
究員、平成20年に株式会社緒方不動産鑑定事務所 大阪
支所長就任。ブラジル技術基準協会 市街地不動産鑑定
評価基準改定委員会 委員、南米不動産学会（LARES）
理事等を歴任。日本不動産学会会員。

する変動利付債として取り扱われている。
注16 Operação Urbana Faria Lima. Lei Municipal
de SãoPaulo, no 11.732/1995 等。
注17 通称 Estatuto da Cidade. Lei no 10.259, de
10 de julho de 2001.
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