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序
米国、欧州、アジア太平洋の Emerging Trends in Real Estate®（不動産市
況の新しい動向）は、Urban Land Institute と PwC が不動産業界で最も影響
力のあるリーダーを対象にインタビューおよびアンケート調査を行い、その結果
をまとめた年次報告書である。長年にわたり、一連の報告書は各地域のセンチメ
ントを示す主要指標として広く利用されている。
本報告書は、各地域の最も重要な投
資・開発動向に焦点を当て、これをま
とめたグローバル版である。
共通したテーマとしては、コア資産
をめぐる競争が激化しているため 2014
年は多くの投資家がリスクカーブの上
方でビジネスを行う必要に迫られてい
ることが挙げられる。

しかし、長期的な人口動態のトレン
ドならびにプレイスメイキングの進展
を投資家がこれまで以上に注視してい
ることは明らかである。
従って、本報告書は 2014 年以降の見
通しを反映した内容となっている。
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キャピタルフロー
不動産直接投資は「ほぼ金融危機前の水準に戻っており」、特にアジアのソブ
リン・ウェルス・ファンドや機関投資家からの資金流入が勢いづいている。

これが E m e r g i n g Tr e n d s i n R e a l
Estate® Europe 2014 の出した結論の一
つだが、米国およびアジア太平洋にお
いても同様のセンチメントが見られる。
各地域を対象にした調査のインタ
ビューやアンケートへの回答者は、アジ
アのソブリン・ウェルス・ファンドがコ
ア不動産にとどまらず、最近ではセカ
ンダリー資産へも資金を投入するなど、
影響力を維持していると明言している。

地域市場におけるアジア資金、特に
中国資金の重要性は年々高まっている。
Real Capital Analytics（RCA）による
と、世界の大規模商業用不動産の取引
高 は 2013 年 に 1.1 兆 ド ル を 上 回 り、
2007 年以来初めて 1 兆ドルを突破した。

北京の中心業務地区のような優良市場では、不動産ファンダメンタルズは今後も好調に推移すると予想される。
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キャピタルフロー

最大の資金源は米国と中国で、中国
は グ ロ ー バ ル 取 引 高 の 35% を 占 め る。
大半は中国国内での土地取引（2013 年
の土地使用権売買は 39% 増の 3,900 億
ドルに増加）だが、中国投資家による
クロスボーダー投資取引も大幅に増加
した。
RCA の試算によれば、2013 年の中国
の投資額は欧州だけで 3 倍増の 30.5 億
ユーロに達した。アジア以外への資産
分散を求め、デベロッパーと個人がソ
ブリン・ウェルス・ファンドに資金を
投入したことが背景にある。
2013 年は中国の保険会社が世界的に
浮上してきた年でもある。2013 年 5 月、
中国の規制当局は保険会社の海外不動
産投資に関する規制を緩和した。
そ れ か ら 1 カ 月 も た た な い う ち に、
Ping An Insurance は初の海外投資とし
て Lloyd's 本社ビルを 3.04 億ユーロで
買収した。

図表1

2014年における欧州不動産へのクロスボーダー資金の流入
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図表2

アジア太平洋の投資家の地域配分比率
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中国からの資金フローはこれにとど
まらず、
2014 年 1 月に China Investment
Corporation は Blackstone に 約 9.17 億
ユーロを支払い、ロンドン西部のチズ
ウィックパークを買収した。すでに、こ
の案件は欧州における 2014 年最大の取
引となる可能性がある。
アジア資金が世界各地に流入してい
る状況は Emerging Trends シリーズの
注目点の一つであり、おおむね市場に
とっては好ましい流れとして捉えられ
ている。
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図表3

あ る 欧 州 の フ ァ ン ド マ ネ ジ ャ ー は、
「欧州にはアジアから巨額の資金が流入
しているため、そのほんの一部でも手
にすればファンドマネジャーにとって
はかなりの運用額になる」と述べている。

2014年における米国不動産に向けられるキャピタルの推移
エクイティキャピタル
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こうしたクロスボーダー資金フロー
の増加が、特に英国（欧州で最大かつ
最も流動性に富んだ市場）の機関投資
家を活気づかせているようである。あ
るアドバイザーは、
「英国は依然として
海外資金に牛耳られているが、国内の
機関投資家のマネーも戻って来つつあ
る」と述べた。
別のインタビュー回答者は、「こうし
た新たな資金源の大半は極めて好調な
新興市場で積み上がったものだが、投
資先の分散と海外投資を求めており有
望とみている。好環境が続いた場合、こ
の傾向が継続しないと考える理由はど
こにもない」と述べている。
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Emerging Trends in Real Estate ®
Europe 2014 の 回 答 者 の 約 80% は、
2014 年にアジアからの資金流入は増加
するとみている。もう一つの大きな資
金の出どころは米州で、回答者の 67%
は 2014 年に資金調達が大幅に増加する
と予想している。RCA によると、2013
年のグローバル案件の 27% を米国が占
め、取引高は 21% 増の 3,016 億ドルに
達した。RCA はさまざまな面から見て、
米国不動産投資は「世界金融危機から
ほぼ回復している」としている。
同 様 の セ ン チ メ ン ト が Emerging
Trends 米 国 版 で も 示 さ れ、2014 年 に
はキャピタルの入手性改善が予想され
る。アンケート回答者によれば、エク
イティキャピタルの調達先として最も
飛躍したのは外国人投資家、これに年
金基金／機関投資家が肉薄し、プライ
ベートエクイティファンド／ヘッジ
ファンド／オポチュニティファンド、現
地個人投資家と続く。

キャピタルフロー

21カ国約200社の
「投資機関」
が加盟し
ている Association of Foreign Investors
in Real Estate（AFIRE）が最近行った外
国人投資家を対象とした調査によれば、
回答者の 81% が「米国の資産ポートフォ
リオの拡大を意図」している。また、米
国は「投資環境が安定しており、資本
価値の増加が最も期待できる市場」と
も考えている。具体的には、71% の回
答者が「経済ファンダメンタルズの改
善に伴い、コアのゲートウェイ都市に
比べ、新たな不動産買収のターゲット
としてセカンダリー都市の魅力が増し
ている」と述べている。
Emerging Trends 米 国 版 は、 デ ッ ト
キャピタルとエクイティキャピタルの
増加によるセカンダリー市場への移行
も明らかにしている。回答者は特に機
関投資家とプライベートエクイティ
ファンドからのエクイティキャピタル、
ま た 保 険 会 社、 メ ザ ニ ン レ ン ダ ー、
CMBS 発行体からのデットキャピタルの
見通しについてポジティブである。セ
カンダリー都市は外国資金の恩恵を受
けており、中でもマイアミには南米か
ら資金が流入している。
米国からアジアへ向かう資金の様相
はもう少し複雑である。2012 年には米
国の金融緩和により資金が絶え間なく
アジアに流入したが、2013 年にはこの
状況が一変した。米国が景気刺激策を
縮小するとの見通しから、欧米投資家
がせきたてられるように資金を引き揚
げたためだ。だがこれまでのところ、こ
の影響はアジアのデベロッパーや上場
不動産投資信託（REIT）にとどまって
おり、Emerging Trends アジア版が指摘
するように実物市場は痛手を受けてい
ない。

米国は投資環境が安定して
おり、資本価値の増加が
最も期待できる市場。

同調査によれば、他の資産クラスと
は異なり、アジアの不動産は米国の景
気刺激策の縮小や予想される金利上昇
の影響をほとんど受けていない。中国
やオーストラリアが主要な投資先であ
る点に変わりはないが、有望な投資先
として日本が力強く再浮上した。
この底堅さの一因としては、アジア
市場に向かうソブリン・ウェルス・ファ
ンドと機関投資家の資金が増加し、中
国、シンガポール、韓国からの膨大な
資金がアジア全域の不動産資産に流入
していることがある。
実際、個人富裕層からソブリン・ウェ
ルス・ファンド、機関投資家向けファ
ンド、保険会社までアジアのあらゆる
投資家がアジア全域でかつてない規模
の不動産を購入しており、やはり買い
手の多くは中国人投資家である。
これは多くのアジア諸国で資金が蓄
積され、国内市場で吸収可能な額をは
るかに上回っていることが一因である。
プライベートマネーについては、香港
から外国資金が大量に流出している。香
港では投機的な不動産投資の抑制を意
図した規制が導入され、中国の個人富
裕層が資金を他の市場に向けているの
だ。シンガポールも同様の規制を導入
した。
インタビュー回答者によると、アジ
アの主要市場のほぼ全てにおいて中国
資金が大幅に増加しており、とりわけ
高級住宅不動産においてこの傾向が顕
著である。グローバル市場と同じく域
内でもアジア資金は重要な存在である
ようだ。
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世界的に急増する不動産投資
Real Capital Analytics（RCA）によると、
世界の大規模商業用不動産の取引高は
2013 年に 1.1 兆ドルを超え、金融危機
が終わって以来初めて 1 兆ドルを突破
した。

図表4

2013年における商業用不動産投資先の上位10都市

RCA は、好調な米国市場、欧州での
取引復活、中国における巨額の土地取
引が投資活動を大幅に押し上げたと述
べている。
こうした取引高の増加を背景に、有
望な投資先市場は 2013 年も前年と同じ
順位を維持したが、下位市場では大幅
な入れ替えが起こった。
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上位 5 都市の不動産投資は順調に拡
大し、リスク選好度の変化によりセカ
ンダリー市場での取引高が急増してい
るものの、コアロケーションへの需要
が引き続き旺盛だったことを示してい
る。
コア投資市場の一角を占めるベルリ
ンが初めて 10 位以内にランクインした。
ランキング下位の都市では、アトラン
タ、シドニー、モスクワ、大阪が大幅
に順位を上げ、コアロケーションより
も高い利回りを目指す資金の増加を反
映した形となった。

シカゴ
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上位 5 都市の不動産投資は
順調に拡大し、リスク選好度
の変化によりセカンダリー
市場での取引高が急増して
いるものの、コアロケーショ
ンへの需要が引き続き旺盛
だったことを示している。
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しかし、ここ数年で主要投資市場の
魅力が減退したわけではなく、一定の
目標リターンを設定した投資家は今後
も注目するであろう。

米国への投資
米国不動産市場の回復は今年も続くとみられ、高い利回りを求める投資家の関
心は従来から人気のある都市からセカンダリー市場に移っている。

回復の勢いは十分に強く、
避けられないとみられる
金利上昇の影響を十分に
吸収できるとみられる。

ボ ス ト ン、 シ カ ゴ、 ロ サ ン ゼ ル ス、
ニューヨーク、サンフランシスコ、ワ
シントンなどのコア都市以外へ関心が
移っている傾向はここ数年強まってい
るが、2014 年は計画が実を結ぶ年にな
ると思われる。
本調査によると、バリュー獲得を狙
うこうした動きの背景にはコア市場で
の投資機会が少なくなり、優良資産が
割高になっているという状況がある。
しかし、積極的な要因もある。米国
の大都市圏の景気および不動産市場の
回復ペースには依然としてばらつきが
ある。人口動態が好ましく、産業施設
部門へのエクスポージャーがあり、事
業コストの低い都市の方が回復の勢い
は強い。
回復が始まって以来こうした傾向が
続いているが、今ではかなり多くの市
場でみられる現象となっている。需要
と賃料の伸びという不動産ファンダメ
ンタルズの改善が最も重要な点であり、
多くの投資家が改善傾向は続くと予想
している。あるファンドマネジャーは、
「上位 6 市場ではなく 25 市場に注目し
ており、成長性の高い市場を選好する」
と述べている。
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しかし、国内ポートフォリオを運用
するあるファンドマネジャーは、
「投資
先市場の数が増えれば、需要回復によ
り賃貸事業に勢いが生まれ、物件所有
者は賃料の引き上げに走るだろう」と
語っている。
市場回復と「賃貸事業のモメンタム」
を脅かすものがあるとすれば、それは
金利引き上げのタイミングとペースで
ある。本報告書は、短期的には小幅な
金利上昇を予想しているが、それによっ
て回復が大幅に損なわれるとはみてい
ない。2014 年に景気回復への対応策と
して連邦準備制度理事会（FRB）が金利
を引き上げても、借入コストの上昇は
需要拡大とそれに伴う賃料の上昇に
よって相殺されるとみられる。無論、予
想を上回る、もしくは成長率を上回る
ペースでの引き上げは不動産市場の回
復にとってマイナスである。
しかし、PwC のパートナーで米国不
動産のアドバイザリー部門を統括する
Mitch Roschelle が言うように、現在の
着実な景気回復と雇用創出は商業用不
動産市場にとって「追い風」となって
いる。Roschelle は、
「回復の勢いは十分
に強く、避けられないとみられる金利
上昇の影響を十分に吸収できるとみら
れる」と言う。

米国への投資

産業施設の有望性
本調査の回答者の一人は、
「長期投資の
観点から見れば、目を見張るほどでは
ないにしても産業施設部門が好調だ」と
述べた。

図表5

米国産業施設の竣工面積と利用可能率

竣工面積（100万平方フィート）
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魅力的とは言い難いかもしれないが、
米国の産業施設部門は重要な転換期を
迎えている。E コマースの増加や製造拠
点のいわゆる「リショアリング（米国
回帰）」により、物流および製造業のサ
プライチェーンの飛躍的な発展が同部
門に恩恵を及ぼし始めている。
米国経済の回復も追い風となってい
ることから、産業施設部門にスマート
マネーが集まってきても不思議ではな
い。部門別の見通しでは、今年の調査で
産業施設はトップにランキングされ、特
に倉庫が高く評価されている。倉庫に
ついては回答者の 64% が「バイ」推奨し、
「セル」推奨したのはわずか 10% 以下で
ある。
米国倉庫業界の力強さは、E コマース
関連の物流網の影響拡大を反映してい
る。ある物流会社の幹部は「電子商取
引は物流計画全体に影響を及ぼしてい
る。これまで倉庫などなかった場所に、
巨大な建物やフルフィルメントセン
ターなど当日配送を可能にする施設を
建設中である」と述べた。
都市圏別の産業施設部門のバイ／
ホールド／セル推奨では、マイアミが
トップで回答者の 60% 以上が「バイ」
推奨している。これに続くヒュースト
ン、シアトル、ロサンゼルス、ダラス
はいずれも地元経済が堅調で、グロー
バルな物流ハブである。
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産業施設部門全般は、製造拠点の「リ
ショアリング」や太平洋をまたぐ長い
サプライチェーンをなくすことでサプ
ライネットワークが短縮化する恩恵も
受けるとみられる。中国の人件費が上
昇しているため、長いサプライチェー
ンでは採算が取れないと判断する企業
が増えており、米国の安いエネルギー
価格もこうした傾向に拍車をかけてい
る。

これまで倉庫などなかった
場所に、巨大な建物や
フルフィルメントセンター
など当日配送を可能にする
施設を建設中である。

思いがけないロケーションや業種で
も新工場が稼働を始めている。2013 年、
ある半導体メーカーは技術開発と生産
活動を後押しするため、ニューヨーク
州のサラトガ郡に工場を新設すると発
表した。サプライチェーンの短縮化を
進めているのは米国メーカーだけでは
なく、やはり 2013 年にはアジアの電子
機器メーカーがノースカロライナ州
ウィステットにパソコンの組立工場を
建設した。
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あるエコノミストは、「米国に製造業
が回帰してきている。しかも、私たち
が予想していたよりも速いペースだ」と
語った。また、
「2011 年当時、2015 年
までに何らかの動きがでてくると考え
ていた者は誰もいなかったが、いまや、
採算面を考え多くの企業が米国に回帰
している。こうしたトレンドを後押し
しているのは中国における人件費の高
騰である。中国の賃金は年間約 15 〜
20% のペースで上昇しており、人民元
も対ドルでじわじわと上昇している。製
造業のサプライチェーンは非常に長く、
知的財産に関する懸念も強まっている。
かつてはこうした点を容認してきた米
国企業も、人件費の面でメリットがな
くなったため方針を転換している」と
も述べている。

図表6

産業施設／物流施設の投資見通し

良い

倉庫施設
やや良い

研究開発
施設

普通

やや悪い
年 04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

米国の倉庫施設
2014

米国に製造業が回帰して
きている。しかも、私たち
が予想していたよりも速い
ペースだ。

見通し

評価

順位

投資見通し

6.56

良い

1位

開発見通し

6.44

やや良い

1位

バイ
63.5%

ホールド
26.9%

予想キャップレート（2014 年 12 月）

セル
9.6%

6.7%

米国の開発施設
2014

評価

順位

投資見通し

5.72

やや良い

8位

開発見通し

5.11

普通

7位

バイ

ホールド

セル

36.0%

41.6%

22.4%

予想キャップレート（2014 年 12 月）

出所：Emerging Trends 米国 2014 調査
注：米国の回答者のみ
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7.5%

米国への投資

開発需要
不動産物件の供給不足が何年も続いた
後に景気が回復すれば、トータルリター
ンの主なけん引役として「賃貸市場の
ファンダメンタルズ」が浮上してくる
のは当然であり、キャップレート低下
を重視する傾向が弱まる。投資計画で
は開発投資も再び考慮され始めている。
米国の 2013 年 10-12 月期の GDP 成
長率は年率 3.2% と好調だったが、上半
期が振るわなかったため、2013 通年の
成長率は 1.9% にとどまった。
高成長とは言い難いが、本調査に回
答したあるファンドマネジャーは、
「新
規供給がほとんどない現在、物件需要、
すなわち賃貸需要と賃料の上昇を喚起
するには十分で、これが不動産にとっ
てのスイートスポットである」と述べた。

回答者が 2014 年に開発投資で最も有
望とみているのは産業施設だが、ホテ
ル事業の見通しも改善している。ビル
所有者がテナントの要求の変化に応じ
て物件のリポジショニングを進めてい
るため、オフィス部門の再開発も増え
ると予想される。地域的に見ても回復
基調が広がっており、40 市場が 2014
年の開発見通しの改善を報告している。
しかし、誰も開発ブームを期待して
はいない。新規供給物件が比較的少な
いため、需要の伸びが緩やかでも回復
基調は続くと今回の調査回答者はみて
いるようだ。

図表7

2007 年の不動産データによれば、商
業用不動産の新規供給は増加したが、実
際には不動産サイクルのかなり遅い段
階でのスタートであった。景気後退期
の後に新規建設がほとんどなかったこ
とから、あるエコノミストは「極めて
少ない新規物件の吸収が続いているた
め、2014 年はある程度タイトな状況か
らのスタートになるだろう。土地所有
者は予想を若干上回る水準に賃料を引
き上げる可能性がある」と予測している。

2013年のストックに対する建設中床面積の比率
オースティン

このようにポジティブな投資家心理
を背景に、本調査は 2014 年には開発投
資が広い地域で増加する可能性を示唆
している。近年、ジェネレーション Y
の賃貸志向が高まっており、ベビーブー
マーは戸建てから集合住宅にダウンサ
イジングする傾向があるため、開発投
資の中心は集合住宅となっている。他
のセクターも動き始めているようだ。

バージニアビーチ／ノーフォーク

空室率の改善により賃料は上昇する
見通しである。その結果、一部の市場
および不動産タイプの開発投資に成長
性が認められ、向こう数年間で供給件
数の増加が予想される。

サンノゼ

ダラス／フォートワース
ノースジャージー北部
ワシントンDC
サンアントニオ
ローリー／ダラム
ニューヨーク市

シアトル
カンザスシティ
ヒューストン
ニューオリンズ
サンフランシスコ
オーランド
オレゴン州ポートランド
シャーロット
市場平均
デンバー
ソルトレイクシティ
ボルティモア
0

1

2

3

4

5

6

7 %

出所：CBRE Econometric Advisors
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欧州への投資
欧州不動産業界の回復と信頼感の高まりに関しては、取得できるプライム資産が
不足しているとの声が聞こえてくる。従って、リスクはもはや禁句ではなくなり、多
くの投資家は 2014 年に大胆な戦略をとることに躊躇していない。

こうした強気な見方が再浮上してき
た背景には、少なくとも現状において
はユーロ圏全般の景気回復と政治面で
の不確実性が大幅に低減したことが挙
げられる。これがグローバル資金の流
入先として引き続き真っ先に欧州が選
ばれ、欧州の主要プレーヤーとの「資
産争奪戦」を繰り広げている一因である。

バリュー追求に向けたコア資産取得
をめぐる競争は、ロンドン、ミュンヘン、
パリなどの主要市場を超え、堅実な利
益を生み出すセカンダリー都市の不動
産に及んでいる。
ミュンヘンのオフィス投資の利回り
は 4% 程度とみられるが、シュツットガ
ルトなどの中都市では最大 6.5% が期待
できる。主要市場で高い収益を実現し
ているセカンダリー資産、あるいは慎
重な資産運用によってコア資産に転換
できる物件にも投資家は注目している。
Emerging Trends in Real Estate ®
Europe 2014 の回答者は、リスクカー
ブの上方に向かう動きが 2014 年は活発
化すると予想している。あるファンド
マネジャーは、
「ここ 5 年間英国のさま
ざまなセクターの資産を取得している
が、1 年前だったら入札したのは当社だ
けだっただろう」と語り、続けて「現
在は一つの資産への入札数は 12 件程度
に上ると思われる。競争は極めて激し
く、利回りは急速に下落している」と
述べている。
競争の激しい市場では、投資家がポー
トフォリオに優良資産を加えるために
開発投資を考慮している。本調査では、
回答者の 71% がプライム資産取得の手
段として開発投資を挙げている。
ある汎欧州のファンドマネジャーは、
「利回り追求の動きは続いているが、経
済状況からみて投資家はリスクを取る
ことに積極的になってきている」と指
摘している。

グローバル投資家にとって、欧州のプライムオフィス物件は引き続き最も有望な資産クラスである。
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欧州への投資

スペインをめぐる熱狂

スペインの不動産は買いの好機

スペイン市場に対する投資家心理の好
転は昨年の不動産市場における特徴の
一つで、投資活動は活発化している。

10%

1 年前、スペインの不動産に投資した
のは最も大胆な不動産プレーヤーだけ
だったが、国有化銀行の不良債権の受
け 皿 で あ る い わ ゆ る「 バ ッ ド バ ン ク
（SAREB）」が夏に始動すると、オポチュ
ニスティック投資家がマドリッドやバ
ルセロナの物件に殺到し、まさしく熱
狂的な状況となった。
その後、国際資金が欧州へ流れ込む
ようになると多くの機関投資家が回復
基調にあるスペイン市場に注目するよ
うになった。
アイルランドとその国家資産管理機
関の経緯を想起した向きは多い。ある
投 資 家 は、
「アイルランドの銀行セク
ターがポートフォリオと融資の問題に
対処していることで、投資機会が浮上
してきている」と述べ、続けて「スペ
インとの違いはそのペースが非常に速
かった点だ」と語っている。
だれもがスペイン市場に対して熱狂
しているわけではない。一部のファン
ドマネジャーは、スペインへの投資家
の殺到はバリューを求めるというより
も「群集心理」のようなものと評して
いる。スペインは他の欧州諸国に比べ
て借入が難しい一方、資金フローと実
物需要の乖離が大きい。
懐疑的な見方をとる一人は、「破綻す
る必要がある投資家が殺到しているだ
けだ。危惧されるのは、セルサイドよ
りもバイサイドにこの動きが顕著なこ
とだ。2014 年には多くのディール成立
が予想されるが、5 年もたてば思い出し
たくもない経験の一つになる恐れがあ
るだろう」と指摘した。

57%

強くそう
思う

14%
どちらとも
いえない

ややそう思う

一方、高利回り、比較的潤沢な流動
性と透明性の高さ、幅広い投資機会に
注目する意見もある。こうした見方を
代表して汎欧州のファンドマネジャー
の一人は、大手金融機関が遠からずオ
ポチュニスティック投資家と競い合う
ことになると述べた。
「このような流れ
を後押ししているのは、状況は依然と
して厳しいとはいえスペインに良好な
シグナルが出てきているからだ。当面
は難しいかもしれないが、中期的には
有望な市場である。1 〜 2 件のベンチ
マークディールがあれば、好立地の優
良物件への投資に対する確信が生まれ
るだろう」。

17%
あまりそう
思わない

2%

まったくそう
思わない

アイルランドでの経緯を
想起した向きは多い。
投資機会が浮上してきて
いるが、スペインとの違い
はそのペースが非常に
速かった点だ。

事実、昨秋には早くもこうしたベン
チマークディールの一例が明らかに
なった。英国上場の大手ショッピング
センターの Intu とカナダ年金基金は 1
兆 6,200 万ユーロを投じてスペイン北
部のオビエドにあるパルケ・プリンシ
パド・モールを買収した。Intu は他に
スペイン国内 3 カ所に商業施設開発用
地を所有している。
スペイン市場に対する信頼感は広
がっているもようで、Emerging Trends
in Real Estate® Europe 2014 の 回 答 者
の 67% がスペインには魅力的な投資機
会があるとみている。
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住宅市場の復活
欧州の都市の大半では、住宅の需給関
係がバランスを欠いているため、新た
に投資家の関心を集めている。
Emerging Trends in Real Estate ®
Europe 2014 のインタビュー回答者に
よれば、2014 年の住宅市場の見通しは
主流の商業用不動産よりも有望である
（図表 8 参照）
。

この分野への配分比率の
引き上げに努めている。
ロンドンの住宅市場に注目
しているが、多くの都市で
供給が不足している。

米国を除くと、英国の学生向け住宅
市場は最も成熟しており、CBRE による
と 2013 年 の 投 資 額 は 21 億 ポ ン ド と、
2 年連続で 20 億ポンドを上回った。欧
州本土も同様であり、あるインタビュー
回答者は、学生向け住宅は「フランス、
ドイツ、スペイン、イタリアでも需要
が多い」と述べている。
この背景には、欧州の有名大学に留
学する学生が少々高くとも快適な住環
境を求めている事情がある。実際、投
資戦略にとって人口動態のトレンドの
重要性は高まっている。欧州の多くの
都市では、高齢者向け住宅に投資が向
かう高齢化の進展や世帯数の増加に
よって戦略が決まる。

学生向け住宅、医療施設、民間賃貸
住宅、サービスアパートメントおよび
高齢者向け住宅の投資見通しはいずれ
もオフィスや物流施設などの商業用不
動産を上回っており、これに住宅開発
と公営住宅が肉薄している。
学生向け住宅への投資意欲が最も高
いのは、このセクターが機関投資家に
とってコア商業用不動産と似た特徴を
持つことを考えればさほど不思議では
ない。投資規模が大きく、長期間にわ
たる賃料収入が望め、契約条項が有利
だからである。

ロンドンにあるこのモダンな共同住宅のような物件に機関投資家は注目している。
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欧州への投資

ドイツのあるファンドマネジャーは
「欧州への資金配分を増やそうとしてい
る」と述べ、続けて「特にロンドンの
住宅に注目しているが、多くの都市が
供給不足に陥っており、人口動態トレ
ンドに乗じた戦略が望ましい。住宅は E
コマースの影響を受けていない数少な
い資産クラスだ」と説明している。
この点で、ロンドンは最も魅力的な
市場の一つである。しかし昨年、政府
が全国的に実施した民間賃貸住宅への
支援策を背景に、幅広い機関投資家が
この分野に押し寄せるようになった。あ
るインタビュー回答者は「英国のまだ
手つかずの投資セクターとしては最大
で、規模は 4 兆ポンドに及ぶ」と語った。
また、最近上昇しているドイツの上
場住宅会社セクターは「欧州の住宅投
資分野のなかで最もファンダメンタル
ズが変化している」との声も聞かれる。
ドイツで投資家が注目するのは基本的
な需給ダイナミクスである。ベルリン、
ハンブルグ、フランクフルトなどでは
人口が急増しているが、住宅の供給が
まだこれに追いついていない。
「ドイツ
の好立地における住宅への投資は是が
非でも行う必要がある」とあるインタ
ビュー回答者は語った。
ドイツの住宅市場の過熱を警戒する
声 が 出 て き て お り、 特 に Deutsche
Bundesbank（ドイツ連邦銀行）はこの
点を懸念している。ただ、ある汎欧州
のファンドマネジャーは、
「時価総額が
80 億ユーロに上る市場を興味がない投
資家に押し付けることはできない。こ
れは 2014 年も変わらないだろう」と述
べている。

図表8

2014年における欧州のセクター別投資見通し
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出所：Emerging Trends 欧州 2014 調査
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アジア太平洋への投資
2014 年はアジア全域で不動産ファンダメンタルズは力強く推移すると予想され
る。プライム市場のコア資産をめぐる熾烈な競争を背景に、一部の投資家は満
足のいくリターンを求めて主要市場以外に目を向けている。

2013 年、 他 の 資 産 ク ラ ス と 異 な り、
アジア不動産市場は米国の景気刺激策
の縮小や金利上昇見通しの影響をほと
んど受けなかった。
今回のEmerging Trends in Real Estate®
Asia Paciﬁc 2014 によると、これはア
ジア市場に向かうソブリン・ウェルス・
ファンドと機関投資家の資金が増加し
ていること、また、中国、シンガポール、
韓国から巨額の資金がアジア全域の不
動産に流入していることなどが理由で
ある。
2014 年に資金が域内で均等に配分さ
れるかはわからないが、金利上昇が利
回りをさらに圧迫するとみられるため、
ある程度の「逆風」が予想されるのは
確かである。
これまでのところ、投資家はコア資
産の価格上昇と利回り低下を受けてア
ジアから資金を引き揚げるのではなく、
高齢者介護施設や物流施設などの専門
分野へのエクスポージャーを高めてい
る。
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実際、今回の調査によると、産業施
設／物流施設部門は他の全ての不動産
クラスを抑え有望な投資対象として
トップに立った。他の地域と同様、イ
ンターネット販売の急増による倉庫施
設需要の拡大を受け、この部門は供給
不足の状態にある。上海や広州と並び
中国のセカンダリー都市は産業施設投
資にとって非常に魅力がある。
アジア太平洋地域のリスクカーブの
上方には、インドネシアやフィリピン
など新興市場への投資機会も浮上して
いるが、投資家は案件をより厳正に吟
味する必要がある。
ジャカルタは東京、上海に続いて投
資見通しで 3 位にランクされたが、市
場の透明性の欠如、許認可取得の煩雑
さ、地元企業や個人との熾烈な競争と
いった問題がある。しかし、ジャカル
タで新規供給されたオフィスは以前の
物件に比べて質が向上している。より
重要なのは、すでに供給不足にある中
心業務地区を含め、企業の旺盛なオフィ
ス需要が続いている点である。従って、
ジャカルタが開発見通しでトップにラ
ンクされたのは不思議ではない。
一方、マニラは今年の投資見通しで 4
位に順位を上げた。これは、経済が急
成長していることに加え、アウトソー
ス先を求める多国籍企業からの人気が
高まっており、また透明性の欠如やガ
バナンスに関する長年の問題が改善を
みせたとの認識が広まっているためで
ある。今回の調査では、平均年齢が若
いことも有利に働いていることが明ら
かになったが、これは投資家が意思決
定において人口動態を重視し始めたこ
とを示していると考えられる。

アジア太平洋への投資

日本の再浮上
日本の不動産市場は 5 年間投資先ラン
キング上位から姿を消していたが、政
策が強い追い風となり、今年はグロー
バル資金の有望な投資先としてよみが
えった。

図表9

東京の投資見通しと開発見通し
8

7

開発見通し
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転させることを目標に掲げている。
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出所：Emerging Trends アジア太平洋 2014 調査

ある投資家は「アベノミクスによっ
て楽観ムードが生まれ、需要がじわじ
わと増え始めている」と述べている。ま
た、「市場ではこの数年間に新規の不動
産ストックが積み上がったが、その多
くが吸収されつつあり、賃料の低下に
よって成約が進み過剰供給が徐々に解
消されてきている」とも語っている。
特に東京はあらゆる商業用セクター
において取引高が最も伸びている。こ
れまでのところ、賃料に目立った動き
はみられないが、資産価格の上昇を受
けて昨年はキャップレートが 50 〜 100
ベーシスポイント低下したと指摘する
声がある。

あるコンサルタントは「政府が物価
の上昇に向けて必死に取り組み、また
J-REIT の投資口を直接買い上げて資産
の取得を促そうとしているため、いく
らかポジティブな動きが期待できるだ
ろう」と述べた。
だが多くの投資家にとっての問題は、
東京のコア資産の大半が J-REIT や国内
機関投資家によって買い占められてお
り、その他の投資家には取得できる物
件がほとんど残されていないことであ
る。

その結果、外国ファンドはリスクカー
ブの上方に向けて投資対象を分散化し、
セカンダリー資産やセカンダリー部門
に機会を求め、また小規模物件を取得
してリポジショニングを行い売却しよ
うとしている。大阪、福岡、札幌など
のセカンダリー都市も投資先候補に
なってきている。
実際のところ、長期にわたって停滞
していた日本の不動産市場にとって競
争が激しくなるのは歓迎すべき状況で
ある。ある外資系デベロッパーは「東
京市場についてはかなり強気に見てお
り、特に省エネやサステナビリティ、B
クラス物件から A クラス物件へのリポ
ジショニングなど、既存資産の改善が
有望だ」と述べた。
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ニッチ市場の成長
アジア太平洋全域のニッチ部門、セカ
ンダリー市場、開発機会は、コア不動
産をめぐる競争が激しい地域を求める
国際投資家にとって重要性を増してき
ている。

オーストラリア、日本、
中国の B クラス資産と
郊外物件に魅力が出て
きている。

米国と欧州では投資の分散に弾みが
ついているため、オーストラリア、日本、
中国の B クラス資産と郊外物件に魅力
が出てきている。
ただし、アジア太平洋のように多様
な文化が混在する地域の状況を欧米市
場と同様に考えるのは性急であろう。ま
た代替投資や開発投資の面でこれほど
多様性のある地域はないと思われる。
アジアでは一般的に居住空間が狭い
ため、豊かさを増しつつある消費者は
購入した物品を保管するスペースを求
めており、トランクルームは需要の多
いニッチ部門である。
しかし、この分野に投資しているあ
る投資家は、アジア人はトランクルー
ムの使い方が先進諸国の人々とは異
なっていると指摘する。おそらく、先
進諸国の方が個人の所有物が多いから
だろう。
「欧米ではガレージを一つ借り
るような感じだが、アジアではクロー
ゼットを一つ借りるという感覚だ」と
言う。
日本で最近行われたある投資案件で
は、キャップレートは 7 〜 8% で、借入
コストは 2% だった。他のアジア諸国で
もトランクルームへの投資は魅力的だ
が、先の投資家が言うように、市場ご
とに癖があり、厄介な場合もある。

例えば中国での大型投資は時期尚早
である。「富裕層はスペースが必要だが、
多分、所有する住宅の中に空いている
ものがある」ためだ。
香港とシンガポールでは、トランク
ルームとして使用するには割高で、他
の用途に使った方が価値は高いと思わ
れる。

図表10

2014年におけるアジア太平洋
地域の都市の開発見通し
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出所：Emerging Trends アジア太平洋 2014 調査
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アジア太平洋への投資

リターン向上のためには開発投資に
参画する方法も考えられるが、ニッチ
投資と同じく情報が最も重要になる。そ
のため外国人投資家は特定市場で国内
デベロッパーと提携を進めている。今
回の調査において昨年よりスコアが高
かったのは開発投資だけだった。
中国の大手デベロッパーは外国人投
資家と協力することに以前よりも積極
的になっている。それが広い意味で彼
らの目的に合致するためで、例えば商
業施設の運営といった分野で外国のノ
ウハウを活用できるのである。さらに、
あるファンドマネジャーは、
「優良な欧
米投資家と組むことは彼らの株価に何
の悪影響も及ぼさない」と指摘している。
アジア太平洋地域におけるニッチ投
資と開発投資はそれぞれある程度の専
門性を必要とするため、プレーヤーは
競争する意欲や能力のある投資家に絞
られることになる。しかしリサーチが
終了すれば、資産の取得競争が激しく
代替案件の魅力も高い日本のような市
場においてはリスクを取った者が報わ
れることが多い。ある投資家は「日本
の国内資金はリスクを非常に嫌ってい
るため、彼らが不安を感じるような分
野に投資できれば魅力的な機会となる
だろう」とみている。

「アベノミクス」は日本株だけでなく他の市場も押し上げている。

情報が最も重要なため、
外国人投資家は特定市場で
国内デベロッパーと提携を
進めている。
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リスクに対する姿勢
米国、欧州、アジア太平洋地域に関する Emerging Trends の調査は共通の認
識として、プライム不動産をめぐる激しい競争の結果、投資家がリスクカーブの
上方に向かわざるを得ないことを示している。
各地域の優れた不動産プレーヤーにインタビューし、投資している地域に対する
より深いインサイト、またリスクカーブの上方に向かう動きが市場ごとにどう違う
のかについて意見を聞いた。

米国からの視点
Heitman のコア市場でのパフォーマンス、また 2014 年の見通しについてお聞かせ
ください。

Mary Ludgin
Managing Director and Head
of Global Research Heitman
（シカゴ拠点の不動産投資運用
会社）

「米国では、景気回復と足並みをそろえて状況の改善が続いています。共同住宅（賃
貸）のような早期に回復するセクターは成熟段階に入っており、NOI の伸びが鈍化し
ています。オフィスと産業施設については、テナント需要が加速する一方で建設がサ
イクルの底にあるため、高い収益の伸びが期待できます。欧州では、需要と賃料が低
迷していましたが、景気回復を受けて潜在需要が顕在化し始めています。また投資資
金はよりリスクの高い資産や市場に流れていくと思います。アジアは多様性に富んで
います。東京オフィスは日本の景気回復の勢いが加速しているため、賃料の伸びを予
想しています。オーストラリアの不動産市場は軟化しましたが、投資需要は衰えてい
ません」

投資している市場でのパフォーマンスをけん引している要因は何でしょうか。
テナント需要は賃料を押し上げていますか。それとも資本コストと利回り低下の影響
が大きいですか。
「世界金融危機の結果、先を見越した資金フローが見られました。つまり、投資家
はプライム市場のプライム資産を安値で買いあさったのですが、これは不動産市場が
回復するよりかなり前でした。やがて、資本コストが利回りを大幅に圧迫しました。
現在の利回りは流動性の高いアジア市場にふさわしい水準まで低下しています。投資
パフォーマンスは、賃料と稼働率の動向によって左右されています」
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リスクに対する姿勢

現在の利回りは流動性の高い
アジア市場にふさわしい
水準まで低下しています。
投資パフォーマンスは、賃料
と稼働率の動向によって
左右されています。

米国と海外では Heitman の投資リスクに対するアプローチに違いがありますか。
あるとすれば、どのように違うのでしょうか。
「投資している 3 地域のリスクについては同じアプローチを用いています。リサー
チ重視の投資プロセスで、ミスプライスリスクと新たな機会をとらえて利益を上げる
戦略です。リスク低減のため、複数の不動産タイプや市場タイプに分散投資していま
す。市場タイプでは、さまざまな国を組み入れたポートフォリオを運用しています。
またプライマリー市場だけでなく、利回り低下の可能性もある流動性の高いセカンダ
リー市場にも投資しています。さらに平均以上の利回りが期待でき、需要が景気の影
響を受けにくい専門的な不動産セクターも組み入れています」

コア資産をめぐる競争が多くの投資家をリスクカーブの上方へ向かわせ、セカンダ
リー資産、セカンダリー都市のプライム資産、あるいは開発投資に駆り立てている、
という見方に賛成ですか。Heitman も同様の戦略を採っているのでしょうか。
「リスクカーブの上方に向かう動きには、利回り低下とサイクルが関与しています。
2008 年から 2009 年にかけての金融危機の影響で、大半の投資家は安全性を重視す
るようになりました。回復期の早い段階から当社はさまざまな分野に目を向け、リス
ク上昇分を上回る利回り／トータルリターンの達成に向けて、プライム市場のプライ
ム資産およびセカンダリー市場のプライム資産の両方に投資しています。とりわけ、
中小規模市場で国内テナントが入っている商業センターに注目しています。先発者利
益が得られるロケーションで開発投資を行っています。またわずかな欠点のあるコア
資産、あるいは資金難に陥った会社が所有していた物件の壁を塗り直したり、快適性
を向上させて稼働率や賃料を引き上げるといった修復戦略にも積極的です」

先ごろ、Signature Senior Lifestyle と提携して英国のヘルスケアセクター、また
Grainger とともにドイツの住宅市場に進出されましたが、これにはどういう意味が
あるのでしょうか。
「核心をついた質問ですね。専門的な不動産タイプへの投資は分散化の一環です。
マクロ経済状況に関係なくテナント需要があるため、専門的な不動産タイプをポート
フォリオに加えたいと考えています。例えば高齢者向け住宅はそれが必要だから需要
が生まれるのです。従って、こうしたセクターは好不況に関係なく底堅いため、ポー
トフォリオのリターンを押し上げます。高齢者向け住宅、トランクルーム、学生向け
住宅などの専門的な分野については、豊富な経験を持つ運営会社と提携して投資しま
す。こうした会社のノウハウは投資の成功に欠かせません。先進国で持ち家よりも賃
貸住宅志向が強い場合、需給関係が有利ということが Grainger とともに投資した理
由です。ユーロ圏の景気低迷により大半の不動産タイプの賃料は横ばいですが、賃貸
住宅の賃料は上昇しています」
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欧州からの視点
ドイツのコア不動産をめぐる競争は激しく、投資家の関心はよりリスクが高く、だか
らこそ高利回りが期待できる物件に向かっているようです。また、開発プロジェクト
に投資する傾向も強くなってきています。より高いリスクを取ることについて、どの
ようにお考えでしょうか。
Dr Reinhard Kutscher
Chairman of the management
board Union Investment Real
Estate
（ドイツの不動産投資運用会社）

「過去 2 年間、当社の投資額約 45 億ユーロの半分程度をプロジェクト取得が占め
ました。今後は開発プロジェクトや再開発が重要な分野になると考えています」

ソブリン・ウェルス・ファンドのような資金が潤沢な投資家は、市場にどのような影
響を及ぼしていますか。
「アジアや中東の投資家が欧州の不動産市場への配分を大幅に引き上げれば、競争
はさらに激しくなり、欧州の投資家にとっては代替投資戦略を採るプレッシャーが強
まると思います」

リスクカーブの上方に移行する別の手段として、学生向け住宅、高齢者向け住宅、医
療機関などの代替資産クラスに対してはどうお考えですか。
「あなたがおっしゃるような代替資産クラスには投資していませんが、昨年、風力
発電や太陽光発電といった再生可能エネルギーに特化したファンドを設定しました」

現在の経済情勢のなかで、欧州の大手投資家はどのように安全性とリターンのバラン
スを取っているとお考えですか。
「ユーロ危機は予想していた以上に長く、投資判断に影響を及ぼしています。投資
家は今でも慎重で、デフォルトを警戒しています。しかし、リターンを引き上げるた
めには計算されたリスクを取るのが唯一の方法です」

欧州の国ごと、さらには市場ごとに投資リスクへのアプローチは異なるのですか。
「全ての市場に対してほぼ同じ戦略を採っています。注目しているのはコア資産、
そしてやや問題があるコア資産です」

今後の投資戦略を教えてください。
「欧州、米州、アジア太平洋の成熟した国内市場および国際市場に引き続き注目し
ています。また、いわゆるセカンダリー都市にも積極的に投資していきます。例えば、
欧州ではバーミンガム、カーディフ、ダルムシュタット、ブレーメン、ニュルンベル
ク、米国ではオースティン、テキサスなどが魅力的だと考えています」
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リスクに対する姿勢

アジアからの視点
2013 年のアジアの不動産市場は全般的に非常に堅調で、投資活動は活発化しました。
2014 年についてはどうお考えですか。

Nicholas Brooke
Former president of the Royal
Institution of Chartered
Surveyors Chairman of
Professional Property
Services（香港拠点の不動産
コンサルタント会社）

「多くの機関投資家やファンドが不動産への配分比率を高めており、結果としてア
ジア太平洋地域への資金配分も増加しているため、極めて好調に推移しています。投
資先を求める資金量が増えています。もちろん、アジアには多くの市場があり、勢い
には差があります。日本は引き続き有望な市場であり、中国も経済はいくぶん減速気
味ですが相変わらず注目の的です。新興市場のなかではインドネシア、フィリピン、
ベトナムが関心を集めています」

コア資産をめぐる競争が投資家をリスクカーブの上方に向かわせていますが、アジア
太平洋地域の状況はどうでしょうか。
「そうした傾向は主に投資先物件やセクターの分散化によって強まっています。首
都や主要都市では投資物件が少ないため、投資先を求めてセカンドティア、サードティ
アの都市に目を向けざるを得ない状況です。また、開発投資も再開する必要がありま
す。2008 年の危機以降、多くの投資家は開発リスクを回避してきましたが、優良物
件が少ない現状で主力プレーヤーになるためには、投資機会に参画するためにある程
度の建設リスクや市場リスクを取らなければなりません」
「人はすぐに忘れるものです。1 〜 2 年前ならリスクが高すぎるから振り向かなかっ
た案件でも、今はリスクを正当化しています。リスクカーブの上方への移行は確かに
起こっています」
「興味深いのは、これまでは考えられなかった不動産分野にも進出していることで
す。セカンドティア、サードティア都市だけでなく、物流施設、学生向け住宅、老人
ホームなどへも資金を投入しています。これはデベロッパーのコア事業ではありませ
んが、ここに来て対象とするセクターや企業を大幅に広げています」

主要市場でのパフォーマンスを左右する要因は何ですか。需要は賃料を押し上げてい
ますか。それとも資本コストと利回り低下の影響が大きいですか。
「域内諸国の状況は全般的に良好です。輸出依存度が高い国が多く、経済は減速気
味ですがおおむね 4 〜 6% の成長率が見込まれ、欧州と比べれば明らかにかなり高い
水準です。これだけの GDP 成長率と企業収益の拡大からして、雇用と不動産需要は
拡大しているのです。アジアには住宅問題もあり、ほぼ全ての市場が膨大な潜在需要
を抱えています。持ち家が欲しい人には常にお金の問題が付きまといます。ですから、
現在最も注目を集めているセクターの一つは住宅セクターです」
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成長のための成長よりも
持続的成長を重視するという
意味で中国の改革は経済に
良い影響を及ぼしている。

2013 年にはソブリン・ウェルス・ファンドや機関投資家の資金がアジア太平洋地域
の主力となりましが、2014 年以降も同様の傾向が続くとお考えですか。
「各国政府は都市が抱える課題、域内の都市化、再生においてソブリン・ウェルス・
ファンドと機関投資家が主要な役割を果たすことを期待しています。都市化計画や再
生計画の多くで築いていく必要がある官民パートナーシップの民間パートナーとみな
しているのです」

アジアのファンドや機関投資家が域内のさまざまな市場、あるいは欧州でも投資リス
クに対して異なったアプローチを採用する動きはありますか。
「アジアのファンドや機関投資家はリスクを分散するために米国や欧州に注目して
います。ご承知のように、当社が投資している市場の大半は成熟市場に比べてリスク
要因が非常に多く、ファンドや機関投資家はバランスを取ることに苦慮しています。
しかし、いずれも欧米の投資家よりもアジア投資に対して余裕を持って臨んでいます。
従って、投資機会を検討するにあたり、他の投資家が重視するリージョナルリスクと
カントリーリスクを違う視点から見ていると言えるでしょう。開発投資については、
全ての市場に対してほぼ同じ戦略を採っていると考えています。カントリーリスクや
リージョナルリスク対するアジア投資家の視点ではないでしょうか」
「国内のファンドと投資家が投資よりも実物取引を重視していることも言っておく
べきでしょう。彼らは投機家ではなく、投資期間はおおむね 5 〜 10 年です。私は相
談を受けた投資案件について、常に出口戦略の重要性を強調しています」

米国の連邦準備制度理事会による金融緩和縮小や金利上昇、中国経済の減速などは不
安要因でしょうか。
「確かに借入コストは上昇しています。中国本土に設定された銀行以外のファンド
にまつわるシャドーバンキングの問題が増加しています。2013 年、不動産市場に流
入した資金の半分はシャドーバンキングによるものでした。しかし、成長のための成
長よりも持続的成長を重視するという意味で中国の改革は経済に良い影響を及ぼして
います」
「不動産投資については金融緩和縮小ばかりが取り上げられますが、個人的な経験
から言いますと米金融政策の影響を受ける資金の大半は株式市場、ある程度は不動産
投機に向かい、コア資産の取得に多くは使われません」
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Emerging Trends in Real Estate® 2014 グローバル版

リスクに対する姿勢

アジア太平洋地域で主力プレーヤーになるためには、ある程度の建設リスクや市場リスクを取らなければならない。
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プレイスメイキング−利益を生み出す空間
コーズウェイベイは香港で最も大気汚染がひどい地域の一つだが、有名なハイサ
ンプレイス超高層ビルの 38 階に住むミミズは、このビルがスモッグの真っただ
中で新しい動きを目指していることを示している。
賞を取ったこともある混合ビルの屋
上農園は 5,000 平方フィートの広さを
持つ公共の緑化スペースである。そこに
は「サステナビリティとバランスのと
れたライフスタイルを推進するために
積極的に関与する」というこのビルの
デベロッパーの信念が反映されており、
ミミズはこの農園の一端を担っている。
屋上農園はハイサンプレイスの多元
的サービスの一環で、テナントと地域住
民の両方を対象としている。モールを
訪れる１日平均約 8 万人に加え、授業で
農園を利用する子供たちや、その横で
野菜を収穫する会社員がいる。他の場
所でも一般の人々が利用できる屋上庭
園、人工の湿地、おしゃれなイベント
スペースなどが人々を惹きつけている。
コーズウェイベイのテナント料が世
界 一 高 い こ と を 考 え る と、Hysan
Development Company のこうした取り
組みは興味深い。1 平方フィート当たり
3,000 ドルを支払うことも厭わない高級
ブランド店があるのだから、貸主が集
客に努力する必要はほとんどないよう
にも思える。要するにハイサンプレイ
スは新時代に向けたビルなのである。
「上へ上へと階を重ねていくだけで、
所有しているスペースを最大限に利用
できるわけではありません」と、ハイ
サンプレイスのデザイン・プロジェク
ト担当取締役 LK Chan 博士は言う。
つまりハイサンは、
よくできた空間が大
きな発展につながるという信念を持っ
ているのである。ハイサンだけでなく、
Emerging Trends in European Real Estate
2014 もプレイスメイキングは金融危機
以降の時代にとって最も大きなテーマ
の一つだという認識を示している。
26
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調査結果は、良質な場所が健康、生産
性、消費者行動にどのように貢献してい
るかという世界的な関心を表している。
昨年発行された英国の政府報告書は、
緑化を中心とする「地域環境づくり」が
経済的恩恵を生み出すと結論付けてい
る。つまり地域ビジネスを発展させ、小
売店を引き寄せ、消費の急増をもたら
すということだ。米国政府の最近の推
計によれば、街路樹により不動産価値
は毎年 5,200 万ドル増加している。
デベロッパーは緑化スペース、歩行者
用のエリア、
「 グリーン」インフラ、独立
業者を積極的に取り入れ、商業施設やオ
フィスの入居者のために利用者を惹き
つけるように努力している。今ではロン
ドン、コペンハーゲン、ウィーン、ニュー
ヨーク、リヨンなどの有名地区で、上
記の一部または全部が導入されている。
しかしプレイスメイキングの原動力
となっているのは、空間をより今の時
代に合ったものにしたいという欲求で
ある。洋服の購入も仕事もネットで用
が足りる時代にあって、デベロッパー
は新しいタイプの利用者に向けたビル
を建設する必要性に迫られている。
「私たちが作ったどんな空間でも、
重要
なのは人々の興味をひくような出来事
だ」と Chan 博士は言う。
また、
「 人々が外
に出るのは買い物のためではなく、何か
新しい経験をしたり、人と交わるためで
ある」とも述べている。
東に 8,000マイル離れた米国メリーラ
ンド州でも、オンラインの影響は同じで
ある。
上場企業 Federal Realty Investment
Trust の 開 発 責 任 者 で あ る John
Tschiderer は次のように述べている。
「店
に行くまでに 4 時間かかる買い物もネッ
トなら 30 分で済ますことができる。こ
れは買い物、エンタテイメント、食事
において今までにない経験である。今
はそれが店舗や公共スペースのプラン

チャプタータイトル

ハイサンプレイスの屋上農園

ニングに影響を与えている」。
「今日、
個人消費を見込んだ商業施設を
展開するのであれば、誰でも聞けるコン
サート、
農産物の直売、噴水、つる棚など
が有効だ」
とオハイオを拠点として、
全米
に 740 万平方フィートの多目的スペー
スを展開する Steiner + Associates の創
始者兼 CEO の Yaromir Steiner は言う。
ユニークでバラエティに富んだ体験
を提供する場所をデザインするには手
法の転換が必要である。
Chan 博士が言
うように、デベロッパーにはミュージア
ムの「館長」のような役割が求められる。
良質な場所の開発には、「ハードウェ
ア」すなわち建物と、イベントや地域
活動といった「ソフトウェア」の両面
におけるマネジメントが必要だと Chan
博士は言う。
「わくわくさせるような出
来事を生み出さなければならない」と
博士は説明するが、そのためにはビル
で行われる多様なイベントを管理する
大規模なマーケティングコミュニケー
ションチームが必要である。

店に行くまでに 4 時間
かかる買い物もネットなら
30 分で済ますことができる。
これはレクリエーション、
外食、エンタテイメントに
かける時間ができるという
ことだ。

英国のデベロッパーの Argent は、ロ
ンドンのキングスクロス再生プロジェ
クトで同様のアプローチを採用してい
る。プロジェクトには 26 エイカーの公
共スペース、340 万平方フィートのオ
フィス、50 万平方フィートの商業施設、
2,000 戸の新築住宅が含まれる。Google
の英国本社も入居する予定だが、最も
歓迎すべきテナントの 1 社と言えるだ
ろう。
Google がキングスクロスに拠点を構
えることにしたのは偶然ではない。入
居地を探すにあたり、Google は「社員
が気軽に触れ合える」環境を望んだ。新
しい本社ビルの界隈では、4,500 人の社
員は大通りの屋台の店や運河沿いの飲
食店、見事な装飾を凝らした噴水を楽
しむことができる。期間限定のポップ
アップカフェやアウトドアスポーツの
エリアも計画に入っている。
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Argent の共同経営者 Robert Evans は
「デベロッパーは、よくできた空間には
さまざまな特徴や雰囲気があり、人々
はいろいろな理由からそこに長居した
くなるということを理解している」と
言う。そしてこれらの要素全てが、最
初から最も望ましい入居者を惹きつけ
ることに貢献すると述べている。

©John Sturrock

ロンドンのエレファント & キャッス
ル地区の再生プランに携わるコンサル
タ ン ト 会 社 Central の 取 締 役 で あ る
Patricia Brown は、Argent の 成 功 の 一
因 は 基 本 計 画 の 柔 軟 性 に あ る と 言 う。
「彼らは実情に即した協調的な方法で始
めて、後から変更できないような計画
を立てなかった。2014 年向けのデザイ
ンを 2000 年に作ることはできないの
だ」
キングスクロスの公共スペース：キングスブルーバード

プレイスメイキングという新たなコ
ンセプトを難しく考える必要はない。日
光、水、植物などの自然要素を利用す
ることがシンプルだが効果的で、細部
に十分気を配ることも重要だと Evans
は言う。
メリーランド州ホワイトフリントコ
リ ダ ー に あ る 420 エ イ カ ー の 地 域 を、
車中心のビジネス街から歩行者向けの
多目的コミュニティに転換する事業に
参加している Federal Realty は、
「一か
ら始めること」が極めて重要だと考え
ている。Tschiderer は、「計画が失敗に
終わるのは、利用者の心を捉えるのは
遠くから眺めるビルの威容ではなく、目
線の高さで起こる地上の出来事なのだ
という認識が欠けているからだ」と説
明している。

建物の完成度の高さ、適切な
公共スペース、エリア内の
人の動きに対する配慮、
植物の配置―これらを綿密に
考慮するのは、上質なテナン
トを獲得するのと同じくらい
重要だ。

さらに Tschidere は、「建物の完成度
の高さ、適切な公共スペース、エリア
内の人の動きに対する配慮、植物の配
置―これらを綿密に考慮するのは、上
質なテナントを獲得するのと同じくら
い重要だ。どんなに魅力的な店を並べ
ても、人々が集う公共スペースがなけ
れば、チャンスを逃すことになる」と
も述べている。
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ただ見た目に美しい植物を維持した
り、店舗に貸すことができるスペース
を噴水に充てたりするにはコストがか
かる。しかしプレイスメイキングに携
わるデベロッパーは、長期的に見れば
十分利益が得られると考えている。
「屋上農園の運営やパートナーとの良
好な関係を築くには時間と資金が必要
だが、収益を生み出しているスペース
を諦めるわけにはいかない」上場企業
の Hysan に よ れ ば、2012 年 の 小 売 売
上高は 58.4% 増加したが、これは同年
8 月にオープンしたハイサンプレイスの
貢献が大きいと言う。
Argent もプレイスメイキングが開発
計画に無形の経済価値を付加すると
言っている。こうした見方に基づき、同
社はキングスクロスに慈善団体の Global
Generation を誘致し、空いているスペー
スを地域に住む子供たちの屋外教育プ
ロジェクトに使用してもらうことにし
た。「このスペースを一時金収入を得る
ために使うこともできただろう。しか
し慈善活動の方が価値は高く、地域に
も受け入れられている」と Evans は言う。

プレイスメイキング−利益を生み出す空間

最近まであった犯罪と売春の巣窟と
いうイメージを払拭し、生まれ変わっ
たこの地区のブランドビルで利益を享
受できることに納得し、キングスクロ
スとテナントは販売促進とイベントに
かかる費用を管理費として分担するこ
とになるだろう。
「小売店は売上に応じた賃借料を払
う」と Evans は説明し、続けて「客足
が増えるほど売上高は増加する」と述
べている。
着工の時点で適切な運営予算を計上
し、それを将来のテナントに伝えるこ
とは、所有者とテナントの間の利益を
調整する点で重要である。
「確かにプレ
イスメイキングには余分な費用がかか
るが、デベロッパーがためらうほどで
はない」と Tschiderer は言う。また、
「そ
の場所のクオリティを保つためにはメ
ンテナンス費用の分担が必要であると
説明すれば、テナントはそれが利益に
つながると理解してくれる」と説明し
ている。
地元の不動産業者が創出する価値も
軽視できない。こうした企業は馴染み
客を生み出すだけでなく、その場所に
合ったテナントを誘致するのに役立つ。
実際には小さな小売店が大手ブラン
ドにつぶされてしまうことも多いが、有
名レストランの参入には成功の可能性
があると Steiner は言う。そして、「ど
この街にも一番人気の飲食店やバーが
ある。資金を若干援助して、そのよう
な店を角地に誘致する。人気店がある
ことでその場所に相互作用が生まれ、人
が集まるようになる」と述べている。
Steiner は「特別な場所を作るために
は、地元に根差した視点が絶対必要な
のだ」と続けた。

欧州のEmerging Trends in Real
Estate 2014 は、 不 動 産 サ ス テ ナ ビ
リティに対する注目の高まりの一環
であるプレイスメイキングを、今日
のデベロッパーにとっての重要課題
と位置付けている。
報告では、業界が生き残りをかけ
てクリエイティブな方法を模索して
おり、プレイスメイキングは洗練を
増してきていると述べている。そし
て「開発計画の長期的サステナビリ
ティは、高額なテナント料を支払っ
てくれる有名店への賃貸だけでなく、
より良いテナント構成にかかってい
る」と結論付けている。
増大する規制圧力、気候変動リス
ク、グリーンビルディングを求める
入居者の急増に直面している欧州の
不動産業者にとって、建物のエネル
ギー効率と長期的価値という両面か
ら見たサステナビリティは急速に関
心の的となってきている。
欧 州 の 調 査 回 答 者 の 4 分 の 3 が、
すでにサステナビリティ戦略の準備
が整っていると明言しているが、環
境問題は世界的な課題にもなりつつ
ある。
アジアの Emerging Trends もサス
テナビリティに対するポジティブな
姿勢を報告している。
「サステナブル
ビルでは新たな価値を生み出せない
と考えるデベロッパーは、私に言わ
せれば暗黒時代に生きているような
ものだ。テナントや投資家、そして
政府が求めているのだから競争優位
があるはずだ」。

アジア、欧州のインタビュー回答
者はともに、緑化にかかる費用は減
少していると述べている。
あるアジアの回答者は「現在では
5 年前に普通のビルを建設するのに
かかったのと同じ程度のコストでグ
リーンスター五つ、またはグリーン
マークが取得できるビルを建てるこ
とができる」と述べている。一方欧
州では、初めからサステナビリティ
を盛り込んだ計画を立てれば、建設
コストはさらに削減できるとの報告
がある。
デベロッパーがサステナビリティ
をそれほど重んじていない米国では、
インタビュー回答者のグリーンビル
ディングに対するプライオリティは
他に比べて低い。
Cushman & Wakeﬁeld はサステナ
ビリティに対する姿勢を調査した最
近の報告書で、米国の投資運用会社
はグリーン投資の面で欧州の競合相
手に後れをとっていると報告してい
る。
上記報告書ではまた、サステナブ
ル投資への機運が高まる一方、ほと
んどの不動産所有者は自分たちの資
産あるいはポートフォリオに対する
規定されたサステナビリティ要件を
満たしていないことが明らかになっ
た。しかし Cushman はグリーン戦略
に対する不動産投資家の要請が強
まっていることから、2015 年の米
国の Emerging Trends ではサステナ
ビリティがテーマになるだろうとも
言っている。
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人口動態の影響
機関投資家は常に不動産を長期的な投資対象と考えているが、平均的な賃貸期
間を見越したり、今後数十年間の需要にかかわる人口動態の傾向に注意を払っ
ている投資家がどれだけいるだろうか。

これは世界金融危機の影響からよう
やく立ち直りつつあり、不動産でそれ
なりの利益を上げ始めている投資家に
とって聞きたくない質問であろう。し
かし 3 地域の Emerging Trends 全てが
指摘しているのは、投資家が危険を承
知で人口の動向を無視しているという
点である。

図表11

Brounen 教授は「商業用不動産の成
功は、需要の変化に合わせて供給を注
意深く調整した結果である。ごく当た
り前のことのようだが、ここ数年そう
はいかない場合が出てきた。多くの都
市や投資家が、エコノミストが（人口の）
ʻ
不均衡ʼ と呼ぶものの深刻な副作用に悩
まされている」と書いている。
言い換えれば、これまで以上に綿密な
需給関係の分析が必要ということだが、
ジェネレーション Y（1979 〜 1995 年
生まれの世代）が存在感を示し始めた
米国ではそうした傾向が出てきている。

総人口の国際的動向

指数
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米 国 の Emerging Trends が 指 摘 し て
いるように、ミレニアルズ（新世紀世代）
とも呼ばれるジェネレーション Y はお
よそ 7,200 万人に上り、ベビーブーム
世代の 7,300 万人に迫っている。しか
しジェネレーション Y は移民の割合が
大きく、今日の米国において最も都会
的、多文化的、移動性の高い世代とし
て際立った特徴を持っている。
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オランダの Tilburg University の不動
産経済学教授である Dirk Brounen 教授
は、Emerging Trends in Real Estate ®
Europe 2014 の中で、多くの欧州市場
はもはや「人口増加の流れに乗じた」成
功や利益は得られない、新しい時代に
入ったと述べている。
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ジェネレーション Y の増加と、あら
ゆる商業用不動産セクターに対するそ
のインパクトは、今後長期にわたって
まれにみる大きな力となる可能性があ
る。この世代は生活、仕事、遊びの面
でそれ以前の世代とは異なり、都会志
向が強く、車はあまり利用しないが、移
動は好む。

人口動態の影響

図表12

都市人口とオフィス市場

オフィスの総収益（%）
2012年のオフィス空室率
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しかし人口の減少傾向が一様に起
こっているわけではない。欧州の中で
もスカンジナビア諸国やトルコでは人
口の増加が続いている。Brounen 教授は、
地域の不動産市場の業績に影響を与え
るさまざまな人口傾向をさらに検討す
る必要があると考えている。
教授はさらにこうも述べている。「不
動産会社は新しい供給プランの中にこ
れらの長期的傾向をうまく取り入れ、需
要の減少による供給過剰が起こらない
ように管理していくことになるだろう」

人口増加率（過去20年）

出所：United Nations

その結果、あらゆる不動産セクター
が変化しつつある。オフィス利用者が
従業員 1 人当たりに要するスペースは、
働き方の多様化が進むにつれて小さく
なっている。商業施設は都市居住者に
より効率良くサービスが提供できるよ
うな都市型を求め、産業施設はオンラ
イン業者のニーズにできるだけ迅速に
応えられるように場所と設計が考えら
れている。そして集合住宅には一家族
当たりのスペースを減らし、共用エリ
アを広くとる傾向が出てきている。

しかしアジアおよび北米の人口が増
加し続ける一方、世界の不動産投資家
は欧州の大半が人口の高齢化問題を抱
えていることを認識している。Brounen
教授が言うように「欧州の人口はすで
にピークに達しており、年々退職者の
数が新たに就労する若者の数を上回る
時代へと徐々に移行しつつある」。

欧州の人口はすでにピークに
達しており、年々退職者の数
が新たに就労する若者の数
を上回る時代へと徐々に移行
しつつある。

ミレニアルズの影響力から利益を引
き出すために、都市の人口増加率がトッ
プ 10 入りする必要はないという点に留
意すべきであろう。サンフランシスコ、
ニューヨーク、シカゴ、ワシントン DC、
アトランタは全体的な人口増加率は平
均 か ら 平 均 以 下 と 予 想 さ れ て い る が、
20 〜 34 歳までの人口は急増するとみ
られる。
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