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野村不動産の植松と申します。本日は、

年金基金の運用対象として、注目を浴びて

いる不動産プライベート・ファンドについて

お話をいたします。不動産証券化というと、

J-REIT が代表ですが、まだ市場規模が非

常に小さいため、年金運用の担当者の間で

は、いまだオルタナティブ投資としてしか位

置づけられていません。そのためオポチュニ

ティ投資といわれる不動産プライベート・ファ

ンドのほうに魅力を感じているようです。 

 

[ オルタナティブ投資とは ] 

オポチュニティ投資は、不動産版「オルタ

ナティブ投資」ともいうべきものです。「オル

タナティブ投資」という言葉には一般に「代

替投資」とか「選択的投資」とかいう訳語が

当てられていますが、オルタナティブという

言葉には「既存のものとはまったく別の」とい

う意味があります。要するに、「オルタナティ

ブ投資」とは「既存の投資とは全然違う投

資」ということなのですが、どこが違うのかと

いうことからお話したいと思います。 

オルタナティブ投資には大きく分けて三

つの類型があります。代表的なものはヘッジ

ファンドです。為替、株、債券などに投資し、

頻繁に売り買いを繰り返して短期間にキャピ

タルゲインを狙う投資です。一時期、空売り

を派手にやって利鞘を稼いだりしたので悪

者扱いされていますが、オルタナティブ投資

の代表的なものです。 

二つめは、プライベートエクイティという投

資です。これにはVenture Capitalと Buy Out

の２種類あるのですが、違いは投資対象が

新興企業か既存の会社かだけの差で、どち

らも未公開企業に出資して企業を成長軌道

に乗せた後、株式公開によるキャピタルゲイ

ンを狙うという手法です。ヘッジファンドのよ

うな目まぐるしさはなく、数年かけて投資先

をじっくり育てて上場させて儲けようという、

ヘッジファンドよりは少々気が長い投資にな

ります。 最近は日本でも、倒産した企業の

再生や新興のＩＴ企業がこの対象として随分

盛んになってきました。 

オルタナティブ投資の三つ目は投資対象

を不動産にしたもので、オポチュニティ投資

といいます。オポチュニティという言葉でお

分かりのように、不動産に適切なマネジメン

トを行って不動産の価値を高めた上で、機

会を逃さずに売却することがポイントになりま

す。ヘッジファンドとプライベートエクイティで

は、売買によるキャピタルゲインが主な配当

原資の源泉ですが、これに対してオポチュ

  



ニティ投資の場合では、不動産から生まれ

るインカムゲインとキャピタルゲインの両方が

配当の源泉となっています。この点でオポチ

ュニティ投資と他のオルタナティブ投資とは

際立った違いがあります。 

そのような違いはありますが、オルタナテ

ィブ投資全てに共通する特徴は、運用目標

に「絶対リターン」という数値目標を置くこと

にあります。これは伝統的な投資が、日経平

均などのベンチマークとの対比で投資成績

を評価しているのとは対照的です。伝統的

投資では投資の成績評価がベンチマークと

の比較で行われるため、損が発生していて

もベンチマークより損が少なければ、合格の

評価が下されるということが起こります。とこ

ろが、オルタナティブ投資では「絶対リター

ン」が達成できたか否かで成績が評価され

ます。IRR (Internal Rate of Return、実質収

益率) で 20％を目指すというのが、ヘッジフ

ァンドであれプライベートエクイティであれオ

ポチュニティ投資であれ、共通の基準となっ

ています。要は約束したリターンを配当でき

なければ落第とされる物差しで評価されるの

が「オルタナティブ投資」の世界なわけです。

「既存のものとは全く別の」といわれる所以

です。 

J-REIT は、今のところ年金基金の運用で

はオルタナティブ投資の範疇で扱われてい

ます。従って、J-REITの利回りはオルタナテ

ィブ投資の中では魅力が少ないという評価

になってしまいます。このあたりが、J-REIT

の市場がもう一つ本格化できない理由のよう

に思います。アメリカでもオーストラリアでも

REIT はオルタナティブ投資ではなく、伝統

的投資の範疇に入っています。今の J-REIT

の課題は、オルタナティブ投資の枠から抜

け出すシナリオを作り、実行に移すことだと

思います。 

 

[ 不動産投資の類型 ] 

不動産投資はいろいろな形で行われてい

ますが、簡単に整理してみます。先ずパブリ

ック（公募）とプライベート（私募）とに分けら

れます。不特定多数の投資家を対象にする

か特定少数の投資家（主に機関投資家）を

相手にするかどうかによる区別です。もう一

つの切り口は、金儲けする方法が出資なの

か貸付なのかによる区別で、それぞれエクイ

ティ投資、デット投資と呼ばれているもので

す。 

パブリックのデット投資の代表的なものは、

CMBS (Commercial Mortgage Backed 

Securities、商業用不動産担保ローンの証券

化商品 ) です 。MBS(Mortgage Backed 

Securities、不動産担保ローンの証券化商

品)はコマーシャルが抜けたことでお分かり

のように住宅ローン債権の証券化が代表的

な商品です。プライベートのデット投資はご

承知の伝統的な不動産担保貸付です。 

パブリックのエクイティ投資といえば

J-REITです。プライベートものは多岐にわた

っていますが、何といってもビルを 1 棟購入

するという現物投資が代表的なもので、他に

は 2、3 人でパートナーを組んで行う JV 

(Joint Venture) 投資というのもあります。この

組む人数が多くなるとプライベート･ファンド

  



になります。プライベート・ファンドの投資家

は、金は出すが口は出さない結果責任だけ

を問う人たちだから、人数も多くできるわけ

です。 

 

[ J-REIT とオポチュニティ投資の違い ] 

 (1) 投資家層 

J-REITは、今のところオルタナティブ投資

の枠の中で取り扱われていますが、オポチ

ュニティ投資とでは多くの違いがあります。 

まず対象としている投資家の数が違いま

す。オポチュニティ投資では特定少数の投

資家を相手にします。オポチュニティ投資は

その分ハイリスクで、プロ好みのものといわ

れています。 

他方、J-REIT は上場された収益不動産

保有会社のようなもので、当然ながら不特定

多数の投資家が対象となり債券と同じような

安定性が求められます。  

 (2) 投資対象 

このように J-REITでは収益の安定性が大

切な一つの目標になっていますから、投資

対象は潜在的なダウンサイドリスクが少ない

物件を選ばざるを得ません。実際に今上場

されている 8 種類の J-REIT も都心のオフィ

スビルや商業施設が中心で、ダウンサイドリ

スクが少ないものを組み込んでいます。 

これに対してオポチュニティ投資の場合

は、ダウンサイドリスクの存在を十分認識し

つつ、そういうリスクがあるが故に不当に低く

評価されている物件を見つけて投資してい

くことになります。適切にリスクコントロールが

できれば、潜在的価値を顕在化させることが

でき、それによって価値を高めることが大切

になります。 

 (3) 運用方針 

J-REIT はいかに安定した配当を生んで

いくかというテナント戦略が重要になります

が、オポチュニティ投資ではキャッシュフロ

ーの改善を通じた価値の増加が図れるよう

なテナント戦略が主眼になります。一定の投

資期間でそれを実現させようというのですか

ら、投資期間全体を考えたマネジメントが重

要になります。空室が生まれた場合に、慌て

て次のテナントと安い賃料で契約する前に、

投資期間全体を見て最大の価値増につな

がるようなテナント戦略を考える必要がありま

す。 

 (4) リスクへの対応 

一般に J-REITはリスクが低く、オポチュニ

ティ投資はリスクが高いという説明がなされ

ています。リスクの低い順に CMBS、J-REIT、

オポチュニティ投資と説明されていることが

多いようです。素人向けの説明としてはシン

プルでまさにその通りなのですが、この分類

は、日本、外国を問わずいわゆるプロと言わ

れる方達にとってはあまり意味がないのでは

ないかと思っています。ローリスクであろうと

ハイリスクであろうと、リスクが実際に顕在化

したときには同じだからです。ローリスクロー

リターンであるとされている CMBSでも、マイ

カルの一件では法的解釈によってリスクが

顕在化する可能性が出てきて、ちょっとした

騒ぎになったことをご記憶の方もいらっしゃ

るでしょう。 

リスクが高いか低いか、何をもってこう言う

  



のかを考えてみる必要があります。顕在化

する確率の高低問題とリスク要因の多寡問

題の二面で考える必要があると思います。

要因の数が多くても全ての要因が顕在化す

る確率が低ければローリスクということになり

ますし、要因が一つあっても顕在化する確

率が高ければハイリスクということになります。

ですから、ハイリスクかローリスクかということ

よりも、リスク対比リターンで意思決定を行う

場合には、リスク要因をどれだけ減らせるマ

ネージができるか、リスクが顕在化する確率

を低くするマネージができるか、さらにはリス

クというものには起こるものだという前提に立

って、起こったときに損害をできる限り少なく

させる手立てが採れているか、といったこと

が重要な判断要素となっています。年金基

金が J-REITの運用よりも、一見リスクが高い

ように見えるオポチュニティ投資のほうを好

んだのは、そうした視点で両者を見較べたと

きのリスク対比リターンの魅力の差だと思い

ます。 

 (5) 運用資産規模 

一番資産規模が大きい J-REIT は日本ビ

ルファンド投資法人で、その総資産は 11 月

5日取得予定分を含めると 30棟約 2,770億

円となっています。ここまで大きくなってポー

トフォリオが形成されてくると、少々の空室が

出ても利回りにはあまり影響しませんから、

安定性のある投資商品となってきています。 

オポチュニティ投資の場合ではどちらかと

いうと安定性よりも絶対リターンの達成が重

要視されますから、運用規模は大きければ

大きいほど良いということには必ずしもなりま

せん。大きくなりすぎると、どうしても総額の

張る大型物件が多くなり、オポチュニティ投

資に必要な機動性が発揮しにくくなる危険

が生まれるからです。株式の世界と同じです。

有名な株式投資ファンドが募集したところ、

あまりにも多額の資金が集まってしまったた

めに戦略的運用ができなくなってしまって、

運用成績もベンチマークを大きく割り込んで

いる惨憺たる大型ファンドがありますが、こう

したことは不動産ファンドでも起こり得ます。 

資産規模が余りに小さいとコスト倒れにな

ってしまいますが、一つのファンドの運用規

模としては 500億から 800億円ぐらいの間が

最適で、最大でも 1,000 億円程度の規模が

機動性を維持できる限度ではないかと考え

ております。 

 (6) 利益相反の可能性への対応 

J-REITでもプライベートでも、利益相反問

題の潜在的存在は、どちらも同じですが、

J-REIT は法律で外部への運用委託を義務

づけている分、構造的に利益相反が顕在化

しやすいことが指摘されています。運用会社

のフィーは運用資産の大きさに連動します

から、本来売るべきタイミングであるにも拘わ

らず、フィーが減るのを恐れてそのタイミング

を失してしまう（マネージャーズコンフリクト）

が起こりやすいのです。この方式について

は、かつてアメリカの REIT が大変苦しんだ

歴史的経緯から、なぜ日本はあえてそんな

方式を採用するのかと随分アメリカの友人か

ら指摘されたものです。日本では証券投資

信託との横並びでこうした形を採ったことは

自然なこととは思いますが、そうした指摘が

  



あることは認識しておくべきだと思います。

金融庁の検査マニュアルを読んでも利益相

反に相当のページ数が割かれています。 

オポチュニティ投資のほうでも、利益相反

を完全になくすことは不可能ですが、フィー

ストラクチャーに自由度があるので、そうした

問題の顕在化を起こりにくくすることが可能

となってます。私どものファンドは、限られた

人数の機関投資家相手ですから、投資家に

納得してもらえるレベルまでの利益相反排

除策を講じることも可能なわけです。 

 (7) 流動性 

流動性については、何と言っても J-REIT

のほうが高いです。上場しているという意味

はそういうことです。流動性という言葉はわ

かりやすくいえば換金可能性ということです

が、オポチュニティ投資の場合には、不動

産市場で換金するしかありませんから即現

金化というわけにはいきません。J-REITのほ

うは上場有価証券ですから、値段を気にし

なければ資本市場で即現金にできるわけで

す。 

 

 

[ オポチュニティ・ファンド JOFI の概要 ] 

現在、当社が投資家のために運用してい

る不動産資産は約 3,000 億円ですが、この

なかでオポチュニティ投資となっているのは

2003年 3月末現在で 1,190億円です。運用

パフォーマンスについて申し上げますと、毎

四半期 15%から 20%程度の配当実績となっ

ております。  

き ょ う は そ の 中 か ら JOFI （ Japan 

Opportunity Fund、ジョフィー）についてお話

します。 

この JOFI が、きょうお招きいただくきっか

けとなった「日経ビジネス」にも紹介された、

年金基金が運用に組み入れたオポテュニテ

ィ・ファンドです。昨年７月から運用を開始し

たものです。オポチュニティ投資ですから投

資対象は、オフィスありホテルあり商業施設

ありです。当初はオフィスでスタートしました

が、J-REITの登場で、都心のコアオフィス物

件は価格競争にならなくなってしまいました。

J-REIT は高利回りではなく安定性志向で

すから、コアオフィスでは JOFI より高く購入

することが可能だからです。JOFIでは、安定

性を求める J-REIT では物件的に色々な問

題があるため、手を出しにくい物件が投資

対象となります。 

投資家は、企業年金基金、生損保、銀行、

投資銀行など 11の機関投資家で、合計 240

億円のご出資をしていただいています。これ

はエクイティの額ですから、レバレッジのか

け方によって運用資産の額は変わります。8

割レバレッジであれば約 1,000 億円というこ

とになります。運用物件数は現在 15 物件、

運用資産額は 507 億円ですから、あと 400

億～500億円購入することになります。 

運用期間は、5 年間で、パフォーマンスと

しては IRR で 15%以上とオポチュニティとし

てはやや控え目な目標で募集しました。 

投資対象は国内の不動産だけでなく不

動産関連の会社も含まれています。最近は

不動産だけでなく会社ごと買ってくれという

話も結構多いですね。この辺は J-REITは違

  



うところです。 

この投資はコミットメント方式というやりか

たを採用しています。これは投資家ごとに事

前に出資額の上限をコミットしておいていた

だき、投資決定の都度、キャピタルコール

(運用会社からの入金指示)でお預けいただ

く方法です。各投資家は、購入する物件の

選定に異議を唱えることはできません。金は

預けるが口は出さないという完全なお任せ

ファンドです。野村不動産も一部出資して運

命共同体となっていること以外は私とスタッ

フ達への信頼しか成功の担保がないという、

考えようによってはなかなか怖い仕組みで

す。信用を得る最大の武器はトラックレコー

ド以外にありません。 

JOFIのパフォーマンスは、2002年の 7月

のスタート時点から過去三回、四半期毎に

配当してきましたが 17.5%まで上がってきま

した。この 9月期には３0％を超えるのではと

予測しています。 

 

[ オポチュニティ・ファンド JOFI 運用の基

本的考え方 ] 

 

(1) インベストメント・ポリシー 

JOFI の投資戦略は、潜在的には高い価

値があるのに、簡単には解決できない問題

があって市場で不当に低く評価されている

物件をから、問題を取り除いてやることによ

ってその隠れた価値を顕在化させてやるこ

とでキャッシュフローを改善させる戦略です。

そういう意味では、プライベートエクイティと

相通ずるところがあります。日経金融新聞が、

このファンドを称して「ビル再生ファンド」と紹

介記事を掲載してくれました。なるほどそう

いう言い方もあるのか感心しましたが、その

ような大それた意図はありませんで、不当に

評価されている物件を正当に評価してもら

えるようにするというだけの話でもあります。

不動産を、長い間飯の種にしてきたわれわ

れにとって、そのこと自体はそれほど難しい

ことではないのですが、それが金融市場の

中で評価されなければならないと認識して

おく必要があります。 

不動産証券化の初期に「不動産と金融と

の融合」と言われましたが、融合というと対等

のものと融け合って一つのものになる感じが

あります。「融合」というより「不動産の金融へ

の吸収」といった方が適切な表現のように思

います。そのように理解すると、不動産情報

を投資情報に置き換えることの重要性が認

識されます。このビジネスでは不動産市場

だけ見ていてもだめで、資本市場との関連

がそれ以上に重要になります。 

さきほど、プロの機関投資家にとって、ハ

イリスクかローリスクかはそれほど重要では

なく、リスクコントロールがどの程度できてい

るかが大事なのだと申し上げました。それは

リスク・アジャステッド・リターン、つまりリスク

対比でリターンが見合っているかどうかが重

要な投資意志決定要因となっているからで

す。リスク対比でリターンが見合っていれば、

ハイリスクでもリスクマネーは必ず入ってきま

す。そのとき重要な判断要素となるのがリス

クコントロールの度合いです。 

開発型証券化がなかなかうまくいかない

  



理由は、このリスク対比リターンの考え方、あ

るいはリスクコントロールというものが金融市

場とうまくマッチングできていないからではな

いかと考えております。このマッチングがうま

くできればおそらく開発型証券化の投資市

場ができるのではないかと思います。私も、

長年法定再開発事業などに携わってきまし

たからよく分かりますが、開発事業には許認

可期間や近隣などとの合意形成などアンコ

ントロールな要因が多く存在します。法整備

などを進めてこうした問題点をクリアでコント

ロール可能なリスクに変えていく必要がある

だろうと思います。 

リスク対比でリターンを見るという考え方か

らすると、セール＆リースバックの物件には

普通の収益物件とは少し違うリスク分析が必

要になります。セール＆リースバックというの

は、事業会社の本社ビル売却などでよく使

われています。売却した後も買主から賃借

をして引き続きそこで事業を続けたいときに

用いられるのですが、収益還元法による評

価が主流の投資の世界では、高い賃料が

払われれば高い価格がつくメカニズムにな

っています。会社の業績が上向いていれば、

高額賃料を支払う約束もきちんと履行される

だろうと安心できますが、今の日本でこの手

法を利用しようとするケースの大半が業績悪

化に苦しんでいる会社なのです。つまりこの

セールス＆リースバックでは、賃借人となる

会社のクレジットが大いに問題となります。

セール＆リースバックというのは、実は会社

の社債を買っているようなものです。そうなり

ますと、不動産リスクはテナントクレジットリス

クとイコールなわけで、セール＆リースバック

でのリスク分析は従来の不動産リスク分析に

はないものであることを認識しておく必要が

あります。 

これは J-REIT についてもいえることです

が、不動産が投資の世界に足を踏み入れた

ということは、投資商品として資本市場の中

で株や債券などとの魅力競争の世界に身を

おいたことにほかなりません。ですから、賃

料収入も稼働率も全く同じで、不動産自体

には何の変化も不安材料がない場合でも、

J-REITの価格は毎日上下するわけです。 

私は、以前オーストラリアで J-REIT のモ

デルといわれている Listed Property Trust 

(不動産投資信託)を組成した経験がありま

す。上場から 3 年間一度も募集価格を上回

ることはありませんでした。1 豪ドルでしたが

70 セントを割り込んだこともあります。クレジ

ットの高い企業との長期のリーシング契約に

よって収益も安定しており、目論見書と 1 セ

ントも狂わない配当がなされていたにもかか

わらずです。このことは、REIT は上場される

ことによって不動産市場との関わりよりも、資

本市場の中の事情で価格変動が起きたこと

を物語っています。当時オーストラリアも IT

バブルの最中にありましたから、不動産のエ

コノミーは何も悪くなっていなくても、もっと

魅力的な IT株のほうに金が流れていったた

め起こった現象です。 

このように不動産市場が資本市場の思惑

によって揺さぶられる時代になったわけです

が、そうなりますと不動産市場の動向だけ見

て不動産のマネジメントだけをしていてはだ

  



めで､資本市場における資金が流れる方向

を見極めながらスワップをかけたりしてヘッ

ジするなどの金融の手だてをするということ

もマネジメントの大きな役割になります(※編

集注 スワップ：一定条件に基づき算出した

金額を交換する金融取引。例えば固定金利

と変動金利を交換する金利スワップによって

金利変動リスクのヘッジ効果が期待できる)。 

安定運用を求められる J-REIT と違って、

ハイリスク･ハイリターンを求めるオポチュニ

ティ投資では、物件の価値を高めるマネジメ

ントが重要となります。物件を買って、何もし

なくても、値が上がるというような簡単なケー

スはこのデフレ化では望めません。先日売

却を決定した日本橋の物件では――これは

東京オリンピックの年に建てられ、その後 3

回の増改築が行われ、一番新しい部分でも

昭和 41 年に建造された古いビルなのです

が――1 階の玄関、エレベーターホール、ト

イレといった共用スペースや外壁を全面的

に変えて近代ビルに改装しました。貸室面

積 3,000 坪の立派なビルで、オイルショック

の頃に建てられたビルと違って工事もしっか

りしており、耐震面も新耐震基準に照しても

何も問題がない、ただ古いことが問題という

物件でした。売主も収益物件としてあまり期

待していないため、ここ 10 年は最低限度の

資本投下しかしていないビルだったのです

が、結果として 2003 年問題でテナント獲得

の厳しい中でしたが、賃料を下げることもな

く稼働率を 90％以上に上げることができ、そ

のことでマーケットプライスは格段に上がり、

しっかりとキャピタルゲインも得ることができ

たわけです。 

このケースは、価値が隠れていて、明らか

にマーケットで不当に低く評価されていた物

件を、正当に評価してもらえるようにすること

によって、価値を顕在化させることに成功し

た例です。俗に、外資などがヴァリュー・ア

ディッドとかヴァリュー･エンハンストなどとい

っている手法です。この手のものはやはり不

動産系のファンドマネジメントが得意として

います。金融系の金融ファンドでは、そうい

った機能はアウトソースせざるをえず、最近

マーケットに放出されてきている彼らの投資

物件を見てみると、全く何も手を加えていな

いか、素人の悲しさで必要以上にお金をか

けてしまっている例が多く見受けられます。 

機関投資家は、金融のプロですから金融

のリスクは分析もマネジメントも自分でおでき

になるわけですから、当然不動産系の私ど

もへの期待は不動産リスクマネジメントという

ことになります。 

個別の物件ごとにやることは、従来のマネ

ジメントと何も変わりがないといえばいえます。

ただ、個別物件ごとにやっていることは同じ

でも、ポートフォリオ全体としてみることが必

要になります。例えば、地盤が弱い地域で

はどうしても PML(Probable Maximum Loss、

大地震が起こった際に想定される最大損失

率)の数値が大きくなりがちですし、ましてき

ょうのような地震がありますと投資家が非常

に神経質になってしまいます。一定以上に

PML の数値が上がると地震保険をつけろと

いう話になります。個別の物件についていえ

ば当然のことです。 

  



ところが、物件数がポートフォリオを組成し

ていて、物件数があちらこちらの地域に散ら

ばっていれば、そのファンド全体の PML は

低められます。PML は低いに越したことは

ないのですが、ある地域に投資物件が偏る

よりも、高いものがあっても分散していて、ポ

ートフォリオ全体としてみたときに何%のリス

クに収まっているかということが非常に重要

なポイントになるわけです。これは従来の不

動産の保有ではなかった考え方です。 

最近は土壌汚染が特に問題になってきて

います。この問題は、かなり神経質な問題で、

PML と違ってポートフォリオが形成されてい

れば良いという性質の問題ではありません。

また、法律の基準をクリアしているから良いと

いう性格の問題でもありません。投資の世界

で、どのようにと取り扱うべきかは難しい問題

ですが、私どもでは、海外の機関投資家も

参加してきていますので、欧米並みの基準

をクリアした物件にのみ投資することにして

います。つい先日も、日本では基準値以下

ですけれども、明らかに自然由来とは思え

ない有害な物質が検出された物件に遭遇し

ました。この土壌汚染の問題は、いずれ欧

米基準へと厳しくなっていくこが予想されま

すし、投資商品はもともと欧米基準ですから

売買価格もほぼ合意してデュー・ディリジェ

ンスの過程で判明したものでしたが、結論か

ら申しますと、投資は見送りました。 

投資活動というのはリスクがあるところで

行われるわけで、その意味ではこの世界に

登場する人々は危険愛好者です。しかし、

たいていの人は、なんらかの方法でリスクを

分散させてリスクを小さくしようとする危険回

避者としても面も持っています。リスクヘッジ

をすれば、その分儲けは減りますが、損する

確率も減ります。不動産面でのリスクヘッジ

というのはそんなにいくつもの方法があるわ

けではありません。賃料減額請求権行使に

よる下落リスクに対しては定期借家契約を締

結することで対応するだけの話ですが、不

動産の抱えるリスクを金融面でヘッジするこ

とも可能です。JOFI ではありませんが、テナ

ント 1 棟借りのビルがありまして、この時のノ

ンリコースローンはわざわざ 7 年のローンで

調達しました。近々売却するのですが、投

資期間はわずか 2 年で売却してしまって、

全額繰り上げ弁済しようというのですから 5

年分のペナルティを払わねばなりせん。な

ぜこんな馬鹿なことをやったのかというと、こ

の物件が 1棟借りであったからです。テナン

トが突然退居してキャッシュフローがなくなっ

てしまうリスクがあり、そうした事態での売却

なりリファイナンスということになればいい条

件でのローンは難しくなります。そこで長め

の期間で調達しておいて、リースアップをし

た上で売却するシナリオでした。結果は、そ

うした心配は杞憂に終わったわけですが、

かなり高いペナルティではありました。 

このファンドビジネスを始めた98年に初め

て日本の不動産にノンリコースローンを取得

したのですが、当時邦銀にはノンリコースロ

ーンが実質的にはなく、アメリカの投資銀行

から調達しました。この低金利下でも 3％と

いう高金利で元本返済付きという大変厳し

いものでした。最近では邦銀も積極的にノン

  



リコースローンを出しており、元本返済を求

められるケースは少なくなりましたが、こちら

側から逆にそれを求めるケースもあります。

先ほどのセール＆リースバックで、テナント

のクレジットが低い場合などには、元本返済

を組み入れて、万一のときにはエクティの毀

損を最小限に止めておくわけです。 

さきほどリスクヘッジのための金利スワップ

について触れましたが、スワップというのは

いざというときの節水装置みたいなものです。

この 3 年位の間は超低金利が続いたので、

スワップをかけたことがさながら漏水装置の

ようになっていました。スワップをかけたため

に 4.3%の高金利になってしまったケースも

ありましたが、ここに来て、長期金利が上が

ってきましたの、漸くスワップが効いてくるの

ではないかと期待しています。 

ファンド運用ビジネスにおいては、投資家

の利益をどれだけ最大化させたかという結

果でしか評価されませんので、私どもは積

極的に情報開示に取り組むようにしておりま

す。J-REIT はディスクロージャーの面で当

初は大変評判が悪かった。日本の不動産

市場の整備が遅れているせいもあって、当

時としてはやむをえなかったとは思いますが、

私どものファンドは投資家が限られていまし

たので最初からフル・ディスクロージャーで

実施しています。 

機関投資家は、皆さん投資のプロで、投

資に伴うリスクはそれぞれ各投資家さん独

自の手法やデータを駆使して分析して意志

決定して下さるわけですから、その分析に必

要な情報はフルに開示しているわけです。

運用開始後のレポーティングも月次で行っ

ています。 

８０年代の終わりから９０年代初頭にかけ

て、アメリカの収益不動産をパートナーシッ

プというの小口化商品に仕立てて、日本人

に販売するビジネスが流行った時代があり

ました。私どもも 1物件だけでしたが、バスに

乗り遅れまいと取り組みました。他社さんと

唯一違っていたのは、マーケット情報から始

まってテナント入れ替え情報、募集状況など

の諸々の情報を、当時としてはかなり詳細に

四半期ごとに報告していた点です。結論か

ら申しますと、一口 100 万ドルのご投資をい

ただいた投資家への売却時の精算金は、

残念ながら 1 セントも戻らないという悲惨な

結果になってしまいました。しかし、早くから

こまめに情報を発信していましたので、お客

様は状況を良くご存知で、「残念ながらゼロ

になりました」という報告書 1本で特に大きな

混乱ももなく終了した経験をもっています。 

投資家の皆さんに儲けていただけなかっ

たのですから自慢になる話ではありません

が、こうした経験からディスクロージャーとい

うのは、最終的にどのような結果になろうとも

投資家に、「投資は自己責任」と納得しても

らうことができるレベルまで、リスクを十分認

識してもらうことと、私どもがどれだけ“For 

the investors”であったかということを認めて

もらうためにあるのだと感じています。 

JOFIも今のところ 20％以上の高配当です

が、やはり市況次第で当然悪くなることも予

想しておかなければなりません。悪くなった

時にこのディスクロージャーの大切さという

  



のが出てくると思います。 

 (2) マネジメント・ポリシー 

JOFI は完全な「お任せファンド」ですから、

どのようなガバナンスで運用がなされていく

のかは、機関投資家にとって重大な関心事

です。JOFI ファンドでは投資委員会、コンプ

ライアンス委員会、出資者評議会という三つ

の委員会を設けています。 

投資委員会というのは購入物件を検討・

決定するところで、ここは不動産屋である私

どもに采配を任されているところです。この

投資委員会で、ある物件への投資を決めま

すと、各投資家に出資コミットメント額の比率

に応じた購入代金を求めるキャピタルコー

ルを行うわけですが、さきほども申し上げた

ように投資家には拒否権はありません。投資

委員会で投資基準に合致する投資物件の

購入が決まりますと、各投資家は通知したス

ケジュールに合わせて入金してきます。 

投資家が意見を述べることができるのは

出資者評議会ですが、これはあくまでも評

議会でして、投資家がこれらの決定に関与

するための仕組みではありません。投資家

が個別案件に関与してしまいますと、その投

資案件が予定通りのパフォーマンスを上げ

られないときに、私どもへの責任が問えなく

なってしまうからです。「投資家の皆さんの

意見にしたがって購入したので失敗した」あ

るいは「投資家の皆さんが反対したので投

資できず、そのため儲かる機会を逸した」な

どと言い逃がれされては何のためにこんな

複雑な仕組みを作って投資しているのか分

からなくなってしまいます。このファンドでは、

運用者に物件の選定、購入売却のタイミン

グなどの投資に関わる重要な決定は、不動

産運用のプロである私どもへ任せている建

て付けになっています。したがって、機関投

資家は、私どもを選択してお金の運用を任

せたこと（マネージャーズ・セレクション）につ

いてだけ責任を負っているわけです。 

そうはいっても、報告書だけの情報開示

では、細かいところが判然しない。そのような

投資家とのコミュニケーションの場としての

役割も持っているのがこの出資者評議会で

す。出資者評議会の場では、主に投資物件

購入の検討経過、購入後の運用状況と今

後の購入予定、売却予定などです。「最近、

J-REIT や外資が活発に物件を取得してい

るが、JOFI のクライテリアでは投資できない

のではないか」など様々な意見が出ます。 

次にコンプライアンス委員会ですが、元金

融庁検査官の弁護士、アメリカの法律事務

所のアメリカ人弁護士などで構成されていま

す。私どもでは、98 年にこのファンドビジネ

スを始めた当初から、この委員会を設けまし

た。投資家を相手にしたビジネスでは、この

コンプライアンスが投資家に信頼を得る最

大の武器だと認識しているからです。コンプ

ライアンスという言葉は「法令遵守」と訳され

ていますが、実務上はイエリネックがいった

「法は最低の倫理である」という認識を持つ

必要があります。要は“For the Investors”に

どれだけ徹しているかです。 

オポチュニティ投資が J-REIT と決定的に

違うのは流動性の点です。J-REITは上場有

価証券ですから、いつでも現金化することが

  



できます。ところが、オポチュニティ投資では、

売却かリファイナンスしか現金化できないわ

けです。そうなりますと、ファンドの対象とな

る不動産運用に当たって、常に出口を見据

えたマネジメントが必要となります。もちろん

直面する問題解決への対処もマネジメント

の重要な部分ですが、3 年後、或いは 5 年

後の投資期間満了時まで含めて、どのよう

なマネジメントをするのが「投資家利益の最

大化」にとって最良であるかという視点を持

つことが必要になります。 

築年数が経過しているビルでは設備が古

く故障も多くなります。こうした場合、今でも

売却を前提としないオーナービルでは多い

のですが、使える限りはだましだまし使い続

けるというマネジメントがかつては当たり前で

したが、これではやはりだめなのです。たと

えば、空調の機械がだめになったからといっ

て空調機だけを取り替えてもだめで、パイプ

ラインも一緒に取り替えないと新しい機械の

圧力に耐えられなくて事故が起こり、かえっ

て高くついてしまいます。このような場合、売

却時まで含めたトータルの投資価値が最も

高くなるような計画的なマネジメントが必要

なのです。 

かつては空室が発生すれば、ダンピング

してでも早く空室にテナントを埋めることが

大事でしたが、売却することを前提としてい

ないからそういうやり方が正解とされていた

のです。しかし、売却を前提にしますと、投

資期間トータルでテナント戦略を考える必要

があります。私が関わったシドニーのビルの

ケースでは、テナントに 4年半のフリーレント

を提供するということを実際にやりました。4

年半という長期のフリーレント設定にはかな

り迷いましたけれども、2000 年のシドニーオ

リンピックを見据え、売却時の賃料水準、キ

ャピタルゲイン、金利情勢等の予想値を考

慮して決定しました。結果においてこれは成

功で、売却時点以降のキャッシュフローを高

める結果となり、かなりのキャピタルゲインを

生み、トータルではあの難しいオーストラリア

の不動産マーケットで数少ない成功体験者

となることができました。 

 (3) 投資ストラクチャー 

J-REIT と違ってオポチュニティ投資の場

合にはストラクチャーに自由性があります。

案件ごとに最適のストラクチャーを作ることが

可能なわけです。エンティティ（SPV）として

は有限会社を利用するものが多いですが、

案件への投資戦略によって使い分けていま

す。資産流動化法を活用して特定目的会社

(TMK) を利用することも多いです。J-REIT

の場合は、証券取引法上の有価証券という

こともあって法律で細かく規定されています

が、オポチュニティ投資は、そうしたことはな

く、案件ごとに一つ一つ契約で法律的な縛

りをかけて証券化商品に仕立てていくので、

自由性があるのです。 

J-REIT は、規制が細いので、ストラクチャ

ー上の選択の余地は限られており、ポートフ

ォリオ戦略とは別に個別物件毎にストラクチ

ャー戦略を組立てることができるオポチュニ

ティは、この点は煩雑であるけれども、マネ

ージャーの腕の見せ所が多いわけでもあり

す。 

  



 (4) 利益相反の問題 

利益相反の問題は、J-REIT でも神経質

になる問題で、アナリスト達が最も批判しや

すい点でもあるのですが、それを批判する

アナリストの所属する証券会社では、投資銀

行部門では私どもと争って物件を高値で取

得したりしている。法律事務所でも、このよう

な不動産証券化に詳しい弁護士の数が少

ないため、同じ事務所に所属しているＡ弁

護士とＢ弁護士がそれぞれ相対立する当事

者のために働いていたりする。さすがに直接

契約当事者の場合には、どちらかの依頼を

回避していますが、そうでないケースでは相

手方の訴訟代理人を勤めていたりすること

は、ままあることです。「チャイニーズ・ウォー

ル(部門間の情報隔離)があるから問題な

い」という説明ですが、Ａ弁護士とＢ弁護士と

の仲が非常に悪ければともかく、酒席などを

共にすることもあるだろうし、100％排除でき

ているかというとかなり疑問ではあります。 

利益相反を完全になくすことは不可能だ

と思います。この問題の担保は、利益相反

が起こりにくい仕組みを用意して実行するし

かないと思うのです。例えば、良い投資情報

がもたらされたときに、野村不動産自体が投

資するのか、野村の J-REITが投資するのか、

野村の JOFIが投資するのかという問題の解

決方法です。野村不動産で情報を操作して

美味いとこ取り、いわゆるチェリー・ピッキン

グをしているのではないかという疑いを排除

する必要があります。この問題については、

予めローテンション・ルールを作成して、投

資家に開示しておくことで、あとはその実施

状況をチェックする仕組みを用意できるよう

にしてあり、これをチェックするのはコンプラ

イアンス委員の方々です。 

 

[ おわりに ] 

J-REIT が上場されて 3 年、まだ取引量も

少なく市場として形成されているとはいえな

いとの指摘がありますが、それでも漸く 1 兆

円規模のマーケットとなっています。オポチ

ュニティ投資はなじみが薄いかも知れませ

んが、市場規模では J-REIT と同程度となっ

ています。プロ好みの投資商品ですが、

J-REIT がメインディッシュとすれば、オポチ

ュニティ投資は時々食べたくなるスパイシー

料理みたいなものです。J-REITは冒頭お話

したように、今のところオポチュニティ投資と

同じオルタナティブ投資の範疇に止まって

いるため、オポチュニティと同列に扱われて

いますが、そこから脱却してメインディッシュ

となるのは時間の問題です。オポチュニティ

はメインディッシュになることはありえません

が、投資のアロケーションにおいては、やは

りなくてはならないプロ好みの投資商品です。

分かりにくい点も多々あったかと思いますが、

時間になりましたのでこれで終わります。あり

がとうございました。 

  


