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Manager and investor interest in open-end real estate 

(“OERE”) funds focused on Asia investments has 

exploded in recent years, with continued growth 

expected. CBRE recently estimated that Asia-Pacific-

focused open-end funds have investable capital 

(including leverage) of US$33 billion. Many North 

American and European investors are poised to 

increase allocations to Asia-Pacific real estate over the 

coming years in anticipation that the Asia-Pacific 

markets will outperform other regional economies. In 

addition, global real estate investors have increasingly 

focused on core assets, which are ideally suited to 

investment by OERE funds. 

近年、アジア投資にフォーカスしたオープンエンド型不動産

ファンド（以下「OEREファンド」）に対して、ファンド・マネー

ジャーや投資家の関心が急速に高まっており、継続的な成

長が期待されています。CBREによる直近の概算によれ

ば、アジア太平洋地域を主な投資対象地域とするオープン

エンド型ファンドは、330億米ドルの投資可能な資本（レバ

レッジを含みます。）を有しています。アジア太平洋地域の

マーケットが他地域よりも好況を呈するという予測の下、多

くの北米や欧州の投資家は、今後数年間にわたりアジア

太平洋地域の不動産へのアロケーションを増やしていく準

備を整えています。また、不動産投資を行う国際投資家

は、OEREファンドの投資対象として最適な「コア」資産に

対する注目度を高めています。 

Open-end fund structures offer several advantages over 

more traditional closed-end structures, including 

investor liquidity and flexibility for indefinite fundraising 

and investment hold periods. On the other hand, real 

estate investment strategies create challenges for 

setting up and managing open-end funds that are not 

present for more traditional open-end funds, such as 

hedge funds. This article summarizes the key 

characteristics and terms common to open-end real 

estate funds, including the structuring and operational 

challenges that arise and common market solutions. 

オープンエンド型ファンドのストラクチャーにおいては、資金

調達のタイミングや投資の保有期間が不定であり、投資家

にとって流動性と柔軟性が確保されているなど、従来のク

ローズドエンド型のストラクチャーと比べて複数の利点があ

ります。一方で、不動産を投資戦略とするオープンエンド型

ファンドの組成及び運用に関しては、ヘッジファンドなどの

より伝統的なオープンエンド型ファンドにおいては直面し得

なかった課題が生じます。本稿では、組成及び運用におい

て生じる課題や一般的に見受けられる解決策など、オープ

ンエンド型不動産ファンドにおいて見受けられる主な特徴

や契約条件を概説します。 

Traditional Closed-End Structures – Illiquid 

Investment Program 

従来のクローズドエンド型ストラクチャー － 非流動的な投

資プログラム 

Historically, private real estate funds have been 

structured as closed-end funds with (a) a fixed term (8-

12 years), (b) a limited period for new investors to join 

the fund (12-18 months) and (c) no investor redemption 

rights. 

歴史的に、私募による不動産ファンドにおいては、(a)固定

された期間（8～12年）が設定され、(b)新規投資家による

ファンドへの参加可能期間が限定（12～18カ月）されてお

り、(c)投資家に償還権のない、クローズドエンド型ファンド

として組成されてきました。 
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Key reasons for this include that, unlike hedge funds 

and other “traditional” open-end funds, real estate fund 

investments are typically illiquid and difficult to value 

and each investment comprises a significant percentage 

of the Fund’s overall portfolio. 

その主な理由としては、ヘッジファンドその他の「伝統的な」

オープンエンド型ファンドとは異なり、不動産ファンドへの投

資は、通常、流動性が低く、評価が困難で、各投資がファ

ンド全体のポートフォリオに占める割合が大きいことが挙

げられます。 

These characteristics combine to make it more difficult 

for a manager to (1) readily value the Fund (i.e., “strike 

NAV”) for purposes of permitting investors to subscribe 

for and redeem units at a fair price over time and (2) 

quickly buy and sell new properties as needed to deploy 

new invested capital and satisfy redemptions requests. 

Accordingly, the liquidity terms for open-end real estate 

funds are often more restrictive and highly negotiated 

than the corresponding terms for hedge funds and other 

more liquid open-end funds, as we describe below. 

このような特徴が組み合わさることで、ファンド・マネージャ

ーが、(1)投資家が長期にわたって公正な価格で投資口を

引き受けたり、償還したりすることができるようファンドを容

易に評価する（すなわち「NAVを確定させる」）ことや、(2)

新たに出資を受けた資金を活用し、又は償還請求に対応

するために、必要に応じて迅速に新規物件を購入又は売

却することがより困難になります。したがって、以下に述べ

るように、オープンエンド型不動産ファンドの流動性に関す

る条件は、ヘッジファンドその他の流動性の高いオープン

エンド型ファンドの流動性に関する条件と比べ、より限定的

であり、かつ詳細に交渉されます。 

Key Open-End Real Estate Fund Terms オープンエンド型不動産ファンドの主要条件 

OERE fund terms vary from the terms of both closed-

end real estate funds and other types of open-end funds 

in a variety of ways, including, as follows: 

OEREファンドの条件は、以下のような様々な点におい

て、クローズドエンド型不動産ファンドやそれ以外のオープ

ンエンド型ファンドの条件と異なります。 

1. Investment Strategy; Cash Yield 1.投資戦略、キャッシュイールド 

Most open-end real estate funds focus on “core” 

investments (stabilized properties in low-volatility 

markets) that are expected to provide significant current 

cash yield from rental income. These investments 

provide cash needed to make regular distributions to 

investors and also to satisfy redemption requests. In 

addition, these investments tend to have more stable 

property values that make it easier to track the Fund’s 

net asset value (NAV) reliably, allowing for new 

subscriptions and redemptions at a fair price. Investor 

appetite for core assets across the Asia-Pacific region 

has led, in recent years, to heightened competition for 

such assets due to their relatively low volatility and 

ability to produce resilient, consistent cash yield. 

オープンエンド型不動産ファンドの大半は、キャッシュイー

ルドの大部分を不動産の賃料収入から得ることを想定した

「コア」投資（低ボラティリティ市場における安定資産）にフォ

ーカスしています。かかる投資により、投資家に対する定

期的な分配を行い、また、償還請求に対応するために必要

な現金を確保することが可能となります。さらに、「コア」投

資における不動産価値はより安定的な傾向にあるため、フ

ァンドの純資産価値（NAV）が信頼性のある形で追跡し易

く、出資持分の公正な価格での新規引受けや償還が可能

となります。アジア太平洋全域のコア資産は比較的ボラテ

ィリティが低く、回復力がある上に安定的なキャッシュイー

ルドを生み出すことができるため、投資意欲が高まってお

り、近年、かかる資産をめぐる競争が激化しています。 

Unlike traditional open-end funds, such as hedge funds, 

most OERE funds provide for periodic distributions of 

available cash (e.g., 3-5% cash yield per annum). This 

is a key reason why most open-end funds are “core” 

funds. Investors in OERE funds tend to seek a regular 

cash yield, similar to a fixed income product. 

ヘッジファンドなどの従来のオープンエンド型ファンドとは異

なり、大方の OEREファンドは、利用可能な現金（例れば、

年率 3～5%のキャッシュイールド）を定期的に分配します。

このことが、大方のオープンエンド型ファンドが「コア」ファン

ドである主な理由です。OEREファンドに投資する者は、債

券商品と同様の安定的なキャッシュイールドを求める傾向

があります。 
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2. Subscriptions / Capital Commitments 2.出資・キャピタルコミットメント 

OERE funds generally permit the GP to take in new 

cash capital contributions (i.e., “subscriptions”) 

indefinitely over time. A majority of the funds in the 

market contemplate a fixed schedule (typically quarterly 

and, less commonly, monthly) for accepting new cash 

subscriptions. Some funds do not expressly set out a 

fixed schedule for subscriptions and more generally 

provide the GP with broad right to accept additional 

subscriptions at any time. 

通常、OEREファンドにおいては、ジェネラル・パートナー

が新たな金銭出資を随時受け入れることができます。市場

のファンドの大半は、新たな金銭出資を受け入れる固定の

スケジュール（通常は四半期ごと、稀に月ごと）を定めてい

ます。また、固定のスケジュールを明示的には定めず、より

大まかに、いつでも追加出資を受け入れられる広範な権利

をジェネラル・パートナーに与えるファンドもあります。 

Unlike a closed-end fund that tracks each investor’s 

economic rights and obligations (including fee rates) 

based on its “capital commitment,” investors in open-

end funds typically receive “Units” (i.e., the equivalent of 

shares), at a purchase price equal to the then-applicable 

NAV per Unit, whenever they make capital 

contributions; these Units drive the fund’s economics. 

クローズドエンド型ファンドにおいては、各投資家のキャピ

タルコミットメント（出資履行約束）がその経済的な権利義

務（フィー料率を含みます。）に紐づいているのに対し、オ

ープンエンド型ファンドの投資家は、通常、出資を行った時

点で適用される 1口当たり NAVと同じ購入価格にて「投

資口」（株式に相当）を取得し、ファンドのエコノミクスはこの

投資口の概念に基づいて規律されます。 

A fund may still accept capital commitments in order to 

provide the GP with certainty of access to dry powder. 

In this case, investors acquire more Units at the then-

prevailing NAV when their capital commitments are 

called. Accordingly, investors making capital 

commitments to an open-end fund typically do not have 

certainty over the purchase price (expressed in NAV) 

they eventually will pay when paying in capital and 

subscribing for new Units. 

とはいえ、OEREファンドにおいても、ジェネラル・パートナ

ーが確実に手元資金を得られるようにするためにキャピタ

ルコミットメントを受け入れる場合があります。この場合、投

資家は、キャピタルコミットメントに関してキャピタルコール

がなされた時点で、当該時点における NAVに基づく購入

価格にて投資口を取得することになります。したがって、オ

ープンエンド型ファンドに対してキャピタルコミットメントを行

う投資家は、通常、出資履行及び新規投資口の引受けに

際して最終的に支払うことになる NAVに基づく購入価格

を、事前に知ることはできません。 

Funds that accept capital commitments often will 

provide for a subscription “queue,” such that the fund 

will generally call earlier capital commitments before 

calling more recent capital commitments. 

ファンドがキャピタルコミットメントを受け入れる場合、多く

は、引受の「順番待ち」を規定することで、より近時に行わ

れたキャピタルコミットメントに優先して、早期に行われたキ

ャピタルコミットメントに係るキャピタルコールが行われるよ

うにしています。  

3. Fees and Performance Compensation 3.フィー及び実績連動報酬 

Management fee terms vary substantially across OERE 

funds, as compared to a typical closed-end fund that 

would charge a management fee equal to 2% of 

commitments or invested capital. Globally, the market 

range varies from approximately 0.5% on the low end to 

2% on the high end. Management Fees for open-end 

funds are commonly expressed as a percentage of the 

fund’s NAV. Accordingly, the Management Fee could 

vary substantially if the value of the fund’s assets rises 

or falls. 

運用報酬の条件について、一般的なクローズドエンド型フ

ァンドの運用報酬は、コミットメント又は出資履行金額の

2％相当程度が相場ですが、OEREファンドの運用報酬に

はファンドよって大きく異なります。世界的にみても、低い

場合には約 0.5%から高い場合には 2%までと多様です。

オープンエンド型ファンドの運用報酬は、ファンドの NAVに

対するパーセンテージで表されるのが一般的です。したが

って、ファンドの資産価値が上下した場合、運用報酬が大

きく変動する可能性があります。 
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OERE Funds are often subject to the same types of 

asset-level management fees commonly charged for 

closed-end funds, such as acquisition fees, property 

management fees, disposition fees and leasing fees. 

OEREファンドにおける報酬については、取得報酬、物件

管理報酬、売却報酬、リーシング報酬などの、クローズドエ

ンド型ファンドで一般的に見受けられる資産レベルの運用

報酬と同種の報酬を対象とすることが多く見受けられま

す。 

Performance compensation (i.e., “Promote” or “Carried 

Interest”) varies materially across OERE funds. Some 

funds do not charge Promote at all, as the GP’s main 

focus is maintaining stable target yield and not on 

developing properties and targeting substantial capital 

gains. 

実績連動報酬（「プロモート」または「キャリードインタレス

ト」）は、OEREファンド毎に大きく異なります。ファンドによ

っては、ジェネラル・パートナーが安定的な目標利回りの維

持にフォーカスし、物件の開発や大きなキャピタルゲインを

狙うものではないことを理由に、プロモートを全く請求しな

い場合もあります。 

Most open-end funds that are subject to a Promote will 

charge a Promote (a) periodically (e.g., once per two, 

three or five years) and (b) upon an LP’s redemption. 

The Promote typically will take into account both 

realized performance (dividends and other distributions) 

and unrealized performance (increase in NAV) and will 

incorporate “high water mark” or “hurdle rate” concepts 

similar to a hedge fund, in order to measure 

performance against the applicable baseline (initially the 

LP’s purchase price and, later, the NAV at which prior 

promote was paid, subject to any target IRR hurdles). 

プロモートの対象となるオープンエンド型ファンドの大多数

は、(a)定期的に（例えば、2年、3年又は 5年に 1回）、及

び(b)リミテッド・パートナーが償還を行った時点で、プロモ

ートを請求します。プロモートは通常、運用実績（配当その

他の分配金）と未実現の運用成績（NAVの増加）の双方を

考慮するとともに、ヘッジファンドと同じような「ハイウォータ

ーマーク（基準価額の過去最高値）」や「ハードルレート（最

低限必要とされる利回り）」という概念を取り入れて、適用さ

れる基準値（当初はリミテッド・パートナーが支払った購入

価格、後には目標 IRR（内部収益率）ハードルを条件として

過去にプロモートが支払われた際の NAV）に対する運用

実績を測定します。 

Other types of Promote terms are also seen from time to 

time. For example, (i) some funds charge performance 

compensation based on a more traditional “distribution 

waterfall,” which accounts solely for realized 

performance, and (ii) others charge performance 

compensation only on annual cash distributions (i.e., 

current yield) in excess of a stated target. 

その他の形のプロモート条件も時折見受けられます。例え

ば、(i)実現された運用成績だけを計算する、より従来型の

「分配ウォーターフォール」に基づいて実績連動報酬を請

求することとするファンドもあれば、(ii)目標を上回る年間現

金分配（すなわちその時点の利回り）についてのみ実績連

動報酬を請求することとするファンドもあります。 

Overall, Promote levels are often lower for open-end 

real estate funds than for closed-end funds, in part 

because such funds typically manage stabilized 

properties and implement a core strategy. 

概して、プロモートの水準は OEREファンドの方がクロー

ズドエンド型ファンドよりも低い傾向にありますが、その理

由の一端は、オープンエンド型不動産ファンドが通常、安

定資産を運用し、コア戦略を実施することにあります。 

4. LP Redemptions 4. リミテッド・パートナーによる償還 

The right to request a redemption of Units is an 

essential characteristic of open-end funds, including 

OERE funds. However, because real estate investments 

are illiquid, the redemption terms of OERE funds are 

often more restrictive, both contractually and as a 

practical manner, than for a hedge fund. 

投資口の償還請求権は、OEREファンドなどのオープンエ

ンド型ファンドに不可欠な特性です。しかし、不動産投資は

流動性が低いため、OEREファンドの償還条件は、契約上

も実務上も、ヘッジファンドよりも限定的であることが多いで

す。 

In our experience, redemption terms are typically the 

most highly negotiated terms for an OERE fund, as the 

経験上、償還条件は、通常、OEREファンドについて最も

詳細に交渉される条件です。というのも、リミテッド・パート
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right to exit is a key driver for LP demand in these 

vehicles. 

ナーにエグジットの権利があることが、OEREファンドへの

投資の需要の重要な一因であるためです。 

Larger (e.g., $5 billion+), more diversified open-end real 

estate funds tend to permit redemptions quarterly or 

semi-annually. Smaller and/or less diversified funds 

often permit redemptions only annually, though market 

practice varies substantially. 

より大規模（例えば 50億ドル超）で、投資対象がより分散

された OEREファンドは、四半期ごと、又は半期ごとの償

還を認める傾向があります。より小規模及び／又は投資対

象の分散があまり図られていないファンドについては、1年

に 1回に限り償還できることが多いものの、市場慣行は実

に多様です。 

Often, LPs will be subject to a “lock-up” that prohibits 

any redemptions for a period of time (typically one or 

two years or longer in the case of a large anchor 

investor) after the date of the LP’s investment in the 

fund. Some funds also will provide for a “soft” lock-up in 

the form of an additional redemption fee for redeeming 

Units within a lock-up period. 

リミテッド・パートナーは、自身がファンドに出資した日から

一定の期間（大口のアンカー投資家の場合には、通常 1～

2年以上）にわたり償還が禁止される「ロックアップ」の対象

となることが多く見受けられます。また、ファンドによって

は、ロックアップ期間内に投資口を償還する場合の追加的

償還手数料を請求する形で「緩やかな」ロックアップを定め

るものあります。 

In addition, redemptions are subject to all of the other 

standard restrictions for open-end funds, including a 

“gate” (i.e., the GP is not required to permit redemptions 

of more than 10% or 20% of aggregate Units in any 

year) and “suspensions” (i.e., GP is permitted to stop 

redemptions entirely if there are adverse market 

conditions or other concerns). 

さらに、償還について「ゲート」を設けたり（すなわち、年間

の償還額が全投資口の 10%や 20%といった基準を超え

る場合に、ジェネラル・パートナーが、償還請求に応じない

ことを可能とすること）、「サスペンション」を認めたりする

（市況の悪化その他の懸念がある場合には、ジェネラル・

パートナーが償還を完全に停止することを認めること）な

ど、償還は、オープンエンド型ファンドに関するその他のあ

らゆる標準的な制限の対象となり得ます。 

5. Additional Liquidity Protections; Transfer Rights 5.追加的な流動性保護措置、譲渡権 

Investor expectations around how easily their interests 

can be redeemed vary depending on the size and 

nature of the fund. For larger, diversified funds, 

investors may expect that redemptions will be readily 

available. On the other hand, for smaller, less diversified 

funds with smaller investor bases, the expectations for 

availability of redemptions may be lower as a practical 

matter. In this case, LPs often seek to negotiate 

additional protections. 

自らの出資持分がどの程度容易に償還できるかという点

に関する投資家の期待は、ファンドの規模や性質により異

なります。より大規模で分散投資が図られているファンドに

ついては、投資家は償還が容易に行えることを期待するか

もしれません。一方、投資家基盤が小さい小規模かつ投資

対象の分散があまり図られていないファンドでは、償還でき

ることへの現実的な期待は小さいかもしれません。この場

合、リミテッド・パートナーが追加的な保護に関する交渉を

求めることが多く見受けられます。 

For example, unlike other types of private funds 

(including closed-end real estate funds and hedge 

funds), OERE fund investors typically have the right to 

transfer (i.e., sell) their interests in the Fund to third 

parties, without the GP’s consent unless the transfer 

would raise special concerns. This reflects a 

compromise driven by the practical realities of OERE 

funds. In practice, a transfer right provides LPs with an 

exit option even when the fund has suspended 

redemptions due to adverse market conditions. In this 

sense, a transfer right approximates a “matching” of 

subscriptions and redemptions (i.e., so that the newly 

例えば、他の種類の私募ファンド（クローズドエンド型不動

産ファンドやヘッジファンドなど）とは異なり、OEREファンド

の投資家は、通常、特段の問題が生じる場合を除き、ジェ

ネラル・パートナーの同意を得ることなくファンドに対する自

身の出資持分を第三者に譲渡する権利を有します。これ

は、いわば OEREファンドの実務的な現実に則した折衷

策ともいえます。実務上、譲渡権は、ファンドが市況の悪化

により償還が停止された場合においてもリミテッド・パート

ナーに出口（エグジット）オプションを提供するものです。そ

の意味では、譲渡権は出資と償還の「マッチング」（すなわ

ち、新たに投下された現金を投資家の償還請求の充足に

利用できること）に相当しますが、譲渡権を有することでリミ
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invested cash can be used to satisfy redeeming 

investors) but empowers the LP to manage the process 

and find its own direct buyer. 

テッド・パートナーはプロセスを管理し、自らの直接買主を

見つけることができます。 

In addition, investors may seek to negotiate 

requirements that the GP (a) seek to sell one or more of 

the Fund’s properties if the Fund is subject to 

outstanding redemption requests that have not been 

satisfied after a period of time (e.g., one or two years) or 

(b) set aside (and not distribute to LPs or reinvest into 

new investments) a portion of available cash for 

anticipated redemptions. GPs typically resist any 

requirements to pursue asset sales prematurely or 

restrict the use of available cash, as a key purpose of an 

OERE Fund is to hold assets indefinitely and continue to 

pursue favorable investment opportunities for the benefit 

of all investors. 

また、投資家は、ジェネラル・パートナーが、(a)ファンドが

一定期間（例えば 1～2年）を経てもなお履行されない償還

請求残高を有している場合には、1つ又は複数のファンド

資産の売却を求め、又は(b)予定される償還のために利用

可能な現金の一部を積み立てさせる（かつ、リミテッド・パ

ートナーへの分配や新規投資への再投資も禁止する）こと

の交渉を求めるかもしれません。ジェネラル・パートナー

は、通常、早期の資産売却を追求したり、利用可能な現金

の利用を制限したりする条件を定めることには抵抗しま

す。なぜなら OEREファンドの主要な目的のひとつは、資

産を無期限に保有し、全投資家の利益のために有利な投

資機会を追求し続けることであるからです。 

Conclusion まとめ 

Open End Real Estate Funds in Asia have seen 

substantial growth in recent years, and more capital is 

expected to pour into the space as global investors seek 

exposure to Asia core assets. While these types of 

funds are similar to other open-end funds in the market 

in many ways, the dynamics of a real estate investment 

program create challenges and drive significant 

negotiations. GPs and their investors should focus on 

the key issues described above in order to ensure that 

commercial expectations are aligned with the fund’s 

negotiated terms and the practical realities of an illiquid 

investment program. 

アジアのオープンエンド型不動産ファンドは近年大きく成長

しており、世界の投資家がアジアのコア資産へのエクスポ

ージャーを求めているため、さらに多くの資本が注ぎ込ま

れることが予想されます。この種類のファンドは市場の他

のオープンエンド型ファンドと多くの点で似ている一方、不

動産への投資計画のダイナミクスは課題を生じさせ、契約

条件の交渉が生じる要因となります。ジェネラル・パートナ

ーとその投資家においては、コマーシャルな期待が、ファン

ドの交渉された条件や流動性の低い投資プログラムの実

務的な現実と合致するよう、かかる重要な課題に注力する

ことが求められます。 
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企

業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List 

に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が

「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げてい

ます。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのため

に最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な

事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮して

います。詳しくは、当事務所のウェブサイト

（www.mofo.com）をご覧ください。 

  

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具

体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過

去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されている

ものではありません。 
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