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2020 年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い未曾有の危機に直面し、世界経済は急変し
ました。日本の不動産市場も無傷ではいられませんでしたが、その現状をどのように捉えるべきか、
また今後の不動産市場を見通す上で、世界経済の行く末や不動産投資家の動向が気がかりです。
2021 年の世界経済と不動産マーケットの見通しについて、マクロ経済動向と不動産・金融市場に
ついて精通されているお二方に語っていただきました。
なお、本対談は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からアクリルパネル設置等の対策を行い実
施いたしました。このため、一部の写真が見づらくなっておりますがご了承ください。
収

録 ：2020 年 11 月 27 日（金）

会

場 ：不動産証券化協会会議室
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マクロ経済情勢
（2020 年の振り返り）
吉野 2021年を見通す上で、まず 2020年の内外

口増加率が高いというのも要因かも知れません。た
だ、冬のロックダウンの導入状況含め、今後の感染
状況次第でGDPも失業率も変わってくる可能性は
あります。

経済の状況を振り返ってみたいと思います。国内経

今回、ロックダウンをいち早く解除でき、感染拡

済については、2月の後半からコロナの影響は顕在

大を抑えることができた中国は経済の戻りも非常に

化し、その結果、インバウンド需要（訪日外客数）は

早く、主要国で唯一GDPのプラス成長を維持しそ

4月以降、事実上ゼロの状況が継続しています。当

うです。中国の感染者数については様々な議論があ

時は第 2四半期が感染でも経済でも最悪で、7月以

り、本当に安全なのか疑わしいといった見方もあり

降は感染収束と共に経済活動が戻ってくるという見

ますが、私が聞く限り、みなさん安全だと感じてい

通しを多くのエコノミストや企業経営者は持ってい

る様子は伝わってきます。オフィス出社率も夏場に

ました。確かに企業活動が凍結していた 4 ～ 6月に

ほぼ 100%を達成していますし、国内旅行は前年比

比べれば戻っていますが、実際には、感染第 2波、

プラスで動いているので消費も内需という意味で非

第3波を受けて、企業の設備投資意欲は一定程度

常に強い。韓国も第1波の抑え込みが早かったので

減退し、雇用に対するマインドも悪化しており、当

日本や欧米に比べると景気の落ち込みは小さくなっ

初の見通しは甘かったと振り返ることができます。

ています。

景気の水準が低い状況がある程度持続することは

経済動向については以上ですが、リーマンショッ

避けられないと思います。とはいえ、政府や金融当

クの経験があるため、政府による財政出動と中央銀

局による経済対策は一定程度奏功しており、それが

行による金融政策の動きが非常に早く、特に資本市

雇用や金融情勢の著しい悪化を避ける一つの大き

場、株式などの戻りが非常に早かったのが今回の特

な要因となっています。そういう意味で、景気後退

徴で、今のところ金融危機の兆候が見られないのは

の悪化幅は穏当なものに留まりそうというのが大方

特筆すべき点かと思います。

の見方だと思います。世界経済についてはいかがで
しょうか。
小夫

世界的にもGDPレベルで見ると景気は非

常に落ち込んでいて、国によってはリーマンショッ
ク時を超え、1929年の世界恐慌以来の落ち込み幅
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不動産・不動産投資市場動向
（2020 年の振り返り）
吉野

次に 2020年の不動産マーケットを振り返

になっています。現状、アメリカもヨーロッパも 2回

ります。まず、7月1日時点の都道府県地価調査、

目のロックダウンが行われ、1回目ほど厳しくないと

いわゆる基準地価によると、コロナ禍の影響は主に

はいえ、レストランは店内での飲食禁止などと、お

商業施設とホテルに出ていたので、商業地は大きく

おむね日本より相当強い規制状況です。2020年の

影響を受けましたが、加えて、住宅地や工業地にも

GDP予想は日本がマイナス 5 ～ 6％であるのに対

影響が顕在化していたという点が特徴的です。ここ

し、ヨーロッパはさらに落ち込みが大きくなってい

数年を振り返ると、いわゆる地方四市が強かったの

ますが、逆に感染者数が世界一のアメリカのGDP

ですが、今回も引き続き強かった。繁華街や観光地

予想はマイナス 4％に届かないくらいという状況で

と言われるところでは地価のつまずきが見られまし

す。アメリカは失業率も一度15％まで悪化しました

たが、その一方で「巣ごもり消費」
「商住混在」
「生活

が、足元では 10％を下回っており、悪くなるときは

密着型」というキーワードでくくれる商業地はまだ強

一気に悪くなりますが回復も早いのが特徴です。人

さを保っていました。ただ、地価調査は 1年間の動

ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.59

2021 世界経済と不動産マーケット

きなので、コロナ禍の影響は 4 カ月程度しか織り込

ますが、それでもリーマンショックの時とは異なり、

んでいません。そこで、1月1日時点の地価公示と 7

大幅な調整にはならないと見ています。地方都市へ

月1日時点の地価調査の共通地点を見ることで半年

の影響が東京ほど大きくないのは、現状ビルの新規

間の変動率を把握することができます。それで見る

供給が限られていることと、コールセンター需要な

と、1 ～ 7月の変調は顕著でした。弊所も 3月末と

どが比較的堅調なことなどから、床需要がある程度

9月末に「市街地価格指数」をとりまとめており、9月

見込めるからでしょう。

末の調査はコロナ禍の影響を織り込んでいます。今

賃貸の住宅市場は不景気に強いと言われ、実際、

回は全国・全用途平均で前回のプラスからマイナ

過去もそうでしたが、よく見ると影響が出ていな

スに転じ、六大都市でのマイナス幅が大きく、東京

いこともない。ヒアリングをするとその人の立場に

都区部に限っても前回のプラスからわずかながらマ

よって言うことはやや違い、仲介件数は減っていな

イナスに転じています【図表1】。コロナ禍の影響は

いという人もいますし、部分的に弱くなっている場

いち早く地価にも出ていると総括できると思います。

所があるという人もいます。一番参考になる統計は

小夫様、アセットクラスごとの状況についてはいか

で、
ARESの地域別賃貸住宅の空室率の推移
【図表3】

がでしょうか。

これを見ると東京も他の都市も空室率が揃って上昇

小夫

主にオフィスと住宅の賃貸市場について

しています。東京都心部では 2％近くだった空室率

考えをまとめてみようと思います。オフィスは、や

が 4％に向かって上がっている。地方都市も、パイ

はりリモートワークや景気の落ち込みの影響が出て

が小さいのでブレは大きいですが、名古屋も福岡も

おり、今後その影響はもう少し深まってくると思い

上昇傾向にあります。特に東京でも、赤坂・新宿・

ます。一時期オフィス不要論がメディアで大きく取

池袋辺りの物件では一度空室が出るとなかなか埋ま

りざたされていましたが、これに対して不動産業界

らない傾向があるようで、これは飲食店関係者が入

を主体に反論が出て、現在はメディアもそちらに方

居している物件が多いことが影響していると言う人

向転換しています。ただ、私からするとそのどちら

もいます。大学もリモート授業が主体になっている

も極端すぎで、オフィス不要論までいかずとも、こ

ので、山手線の外側で学生が多いようなエリアは局

れだけ景気が悪化するとオフィス市場に相当程度

地的に影響が出ているとの情報もあります。一方、

影響は出てくるということは否めません。オフィス

サラリーマン世帯が入っているような物件はあまり

の空室率を見ても、東京では 2020年の年初に過去

影響がない、全くないと言う人もいて、そのあたり

最低ラインの 1％台だったところから 11月時点では

が二極化している要因だろうと感じています。総じ

4％台、地方都市でも同時期3％ほどに上昇してい
ます【図表2】。悪化した空室率のうちどの部分がリ
モートワークによるものか、どの程度が景気後退に
よるものなのかは区別できませんが、両方の影響が

図表１「全用途平均」対前回変動率の比較（前期比・％）
3.0
2.5

入り交ざっているのは間違いありません。いろいろ

2.0

な会社に聞くと、業績が冴えない中で現在のオフィ

1.5

スをフリーアドレスにして社員の 5割は在宅勤務に

1.0
0.5

する、同時にオフィスの面積を 3割縮小することを

0.0

検討しているといった計画をよく耳にします。現在

▲ 0.5

の市場空室率にはまだこれらは織り込まれていない
ので、賃貸市場は今後もう一段の調整が来ると思い

全国

六大都市
2019.3

2019.9

2020.3

東京区部
2020.9

（注）六⼤都市＝東京区部、横浜、名古屋、京都、⼤阪、神⼾
（出所）日本不動産研究所「市街地価格指数」
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て、住宅については過去10年間、オフィスも 8年間

てもう少し議論を進めたいと思います。今は実需に

続いた賃料の上昇トレンドが転換している状況にあ

フォーカスして話をしてきましたが、先ほど世界経

るようです。

済のお話でありましたように、資本市場に大きな動

吉野 オフィスの使い方の話は改めて議論すると

乱の兆しはなく、非常に安定的な状況だと思ってい

して、先に不動産市場を取り巻く経済の状況につい

ます。それを背景に、9月の日銀短観における不動

図表 2 国内各都市におけるオフィスビル空室率の推移

（%）
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出典：三鬼商事のデータをもとにドイチェ・アセット・マネジメント作成

図表 3 地域別賃貸住宅の空室率の推移
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産業の貸出態度 DIや借入金利水準DIもコロナ禍で

観の貸出態度 DIは以前ほどではないにせよプラス

大きく変わるところはなく、少なくとも 9月までは不

なので、不動産業への貸出態度は目立った悪化は

動産ファイナンスの環境に大きな変化はありません

していません。銀行に聞いても、貸出残高は減らし

®

でした。また弊所の「不動産投資家調査 」の結果

ていないので、エンジン全開とはいきませんが、あ

を見ても、不動産投資家が高い物件取得意欲を保っ

まり絞る感じではありません。取引売買額も若干下

ていることが確認されました。オフィスビルは場所

がっていますが、大きな落ち込みになりそうにない

によっては期待利回りが下がるエリアもあり、賃貸

のが見て取れます。先ほど賃貸マーケットが悪化し

住宅も同様です。心配された商業店舗も銀座で期

ていると話しましたが、
「不動産投資家調査 ®」にも

待利回りが 10bp上がる動きがありましたが全体と

出ているように投資家の待機資金は潤沢なので、賃

しては横ばいです。当然、ホテルは多くの調査地点

貸市況がやや不調でも売買市場の価格が弱くなっ

で利回りが上がっていますが、全般的に不動産市

ていないというのが今回のコロナ禍の大きな特徴だ

場に対する信頼感、投資家の投資意欲は失われて

と思います。
グローバルでは、アジア太平洋も欧州も取引額は

いないと思います。
「不動産投資家調査 ®」をご紹介します【図表 4】。

やはり減っていて、前年同期比3割減ほどでローリ

今後1年間の不動産投資に対する考え方として、新

ングしている状態です。ただこれも、投資を控えた

規投資を積極的に行うのか控えるのか、あるいは所

いという投資家が多いわけではなく、投資はしたい

有物件を売却するのかを尋ねています。新規投資

けれど価格が適正なのかもう少し見極めたい、もし

を積極的に行うという回答は 2020年4月には少々減

くは価格が落ちてくるのを待ちたいと考えている投

りましたが、秋の調査では再び盛り返していて、投

資家が多いようです。リートの価格が冴えないので

資意欲は失われていません。ましてや所有物件を余

増資が難しい状況で、リートによる物件取得も少し

儀なく売却させられている投資家が多いというわけ

減っているのが影響している部分もあります。ただ

ではありません。このあたりも、金融資本市場が安

リーマンショックのような大きな波にはなりそうには

定していることの表れだと思います。国内外の市場

ないので、マーケットが落ち着くにしたがって回復

関係者の不動産投融資姿勢についてどのようにお

する可能性はあると思います。

考えですか。

銀行も大きな引き締めはありませんが、海外市

小夫 国内については、おっしゃる通り、日銀短

場では気になる兆候があります。アメリカとオース
トラリア市場でリテールセクターが一番悪いのです

図表 4 今後 1 年間の不動産投資に対する考え方（％）

が、実物不動産・ファンド共にトータルリターンの
マイナス幅が拡大しており
【図表5】、数兆円規模の
大きなファンドでも要求に応じきれないくらい投資
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うになってしまいますが、今はそこまでの状況では
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10
0
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新規投資を積極的に行う
既存所有物件を売却する

当面、新規投資を控える

ありません。ただ、投資家の突き上げが激しい米国
のファンドでは、ファンドをリストラクチャリングす
るだとか、オーストラリアではディスカウントで物件

（注）複数回答あり
（出所）日本不動産研究所「不動産投資家調査 」
®

を売却しましょうという話もごく一部で出てきている
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ようで、実際にディープディスカウント、つまり 4 ～

ベースで過去最高値を記録するなど、ポジティブな

5割引ほどでの売却事例も出ています。アセットタイ

話もあります。金融緩和の効果に加えて、韓国の機

プではやはりリテールが厳しく、アメリカのCMBS

関投資家はもともと海外に積極的に投資していまし

市場でもデフォルトした案件のうちホテルやリテー

たが、今はそれがなかなかできないので、自国に投

ルが 8 ～ 9割を占めます。オフィスはそこまで影響

資しようという資金の還流がさらに強くなり、これ

は見られませんが、若干兆候は出てきています。今

が不動産価格を釣り上げている側面もあります。
吉野

のところファイヤーセール（物件の投げ売り）や連鎖

海外ではファンドへの償還請求等の動き

倒産、貸し渋り、貸し剥がしにはなっていませんが、

が強まっているという話がありましたが、まだ日本

場合によってはもう少し悪化する可能性もあるだろ

国内では見られていないということですね。

うという印象です。他方、韓国やシンガポールでは、

小夫 そうですね。日本では聞きませんね。

オフィスビルや物流施設の売買取引において坪単価

吉野 日本国内の不動産取引は、減少するにし

図表 5 米国不動産セクター別トータルリターン（NPI）
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図表 5 豪州不動産ファンドトータルリターン（レバレッジ後）
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ても一時的に取引そのものが停滞しているのか、あ

が良くて住宅はそこそこ、商業やホテル、オフィス

る程度持続的に投資意欲が落ちているのか、国内

は良くないという流れです。日経平均株価が日本で

の不動産取引の状況についてご見解をお聞かせい

も 29年ぶりの最高値を記録しているのに比べると

ただけますか。

確かにリート指数の戻りが遅い。これは、資本市場

小夫 投資家に聞くと、国内外共に投資を減らし

でリートがあまり正しく評価されていないという要

たいという声は少なく、投資意欲は非常に旺盛です。

因もある気がします。グローバルのリートを運営し

さらに、量的緩和、金融緩和が進んで待機資金が

ている会社のバイサイドのアナリストに聞くと、リー

多くあり、株式市場の調子も良いので、不動産投資

トの中で主力となるオフィスを大幅なアンダーウェ

をもう少し増やしたい投資家も多くいると思います。

イトにしている人もいますが、彼らは日本やアジア

取引額が若干減っているのは、今の価格が適正か

のオフィスの現状をあまり詳しく知りません。彼ら

どうかがわからないからでしょう。特に 2020年4 ～

は欧米に拠点があり、欧米ではオフィスの出社率は

6月は世界各国でロックダウンが行われて価格が調

せいぜい 2 ～ 3割なので、その状況を見てオフィス

整するのではないか、調整したら物件投資を再開し

には今投資できないと判断しています。現状を知ら

たい、という投資家が多くいましたが、価格調整が

ずにグローバルリートでオフィスがアンダーウェイト

結局のところあまり進まず、
“Price Discovery”と言

されているし、株全体でリートが不動産業という位

いますが、今の価格がどうやら正しいようだ、だか

置付けなので、
不動産もアンダーウェイトされている。

らこれで投資をしようという流れに今はなりつつあ

そういう状況で Jリートもグローバルリートの一環で

ります。大きなファンドが 1, 000 億円のポートフォリ

売られてしまっているのが現状かなと感じています。

オを買うと、データは跳ね上がるのですが、今のと

Jリートは世界で 2番目に大きいリート市場なのでグ

ころこれが立て続けに起きているというところまで

ローバルリートに資金が流入すれば上がるし入らな

にはいたらず、特にオフィスは買われていないとい

ければ下がってしまう。その人たちが日本の現状を

う状況もあるので、取引額の低迷はもう少し長引く

全て把握しているわけではないのでその流れに巻き

可能性もあるかなと見ています。

込まれているというのが一番本質に近い見方だと思

吉野 2020年3月に日本をはじめ世界中で株価

います。ただ、この現状を政策的に変えるのは難し

が落ち込んだ後、アメリカと日本では足早に回復し

いので、住宅・オフィスリート共に 2020年度上半期

ていますが、株式市場に比べるとJリート市場の回

はほとんど増資が行われませんでした。期間中、
3,000

復は鈍い気がします。商業施設やホテルのセクター

億円超の増資実績のほとんどが物流リートです。そ

が評価されないのは仕方がないにしても、オフィス

ういう意味では非常に外部成長が難しい地合いにあ

や住宅もやや動向が気になるところです。このあた

ります。下半期はオフィスリートの大型増資の話が

りは不動産市場への投資意欲があるというご指摘が

出てきたので行方に注目しているところです。

あった一方で、金融資本市場からの不動産市場に

吉野 Jリートについては、去年の秋にFTSEの

対する警戒感が強いという印象があり、そこにはい

世界株式指数に組み込まれたり、2020年の夏から

ささかのギャップを感じざるを得ません。こうした

秋にかけて、外国人の買い越しが多かったことが買

日本の状況は、グローバルリートの状況も踏まえる

い材料になったりという話も聞きますが、実際にこ

と、どのように解釈されていますか。

れらはJリートが買われる要因になるのでしょうか。

小夫 日米のセクター別REIT 価格指数【図表6】

小夫 インデックスへの採用は、すそ野が広がる

を見ますと、Jリートのセクター別インデックスは弊

のでプラスに働くと思いますが、それ以外のマイナ

社で一部計算していますが、おおむね物流セクター

ス要因も大きいという気がしています。では、今が
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買いではないかというと、実際そういう動きも確か

の違いもありますし、考え方の違いもあるのであく

に見られます。リート公募投信への国内個人投資家

までも印象ですが、東アジアの国々は雇用主の考え

の投資実績を見ると、過去 6 カ月で 4, 000 億円ほど

方として、オフィスに来て働かないと生産性も上が

グローバルリートと北米リートに投資が行われてい

らない、従業員同士の相乗効果も生まれにくい、新

るので、売られすぎているので今が買いだと思って

人教育がやりづらいなどの考え方が強いようです。

いる人もいるようです。日本の主力であるオフィス

もちろん従業員の健康管理も大切なので、どれだけ

リートも分配金利回りが 4％台で、このゼロ金利時

出社を奨励するかは会社や雇用主によりますが。欧

代に魅力的だと思う個人投資家はいるでしょう。利

米では従業員が権利としてテレワークを主張してい

回りの他にもリートは裏付け資産がしっかりしてい

るように見受けられるので、テレワーク主体の状況

るので株式より安心感があるという人もいますし、

が長期化すると見ています。オーストラリアも欧米

商品によって配当金が高く設定されているというの

に文化的に近い気がします。中国・韓国・台湾・香

も大きいかもしれません。

港ではオフィスへの戻りが早く、日本の国内企業も
どちらかというとこちらに入るかもしれません。こ

コロナ禍が不動産投資判断に
与える構造的要因

れらアジアの国と欧米とで長期的な見方が変わる気
がしています。
吉野

都市経済の教科書を見ると都心にオフィ

吉野 欧米ではオフィスへの出社率が依然低い

スが集まることの意味、都市への集積の外部性とい

というお話がありました。まさにオフィスが今後ど

うのは、物理的な近接性が他の要因では置き換え難

うなっていくかが、コロナ禍が不動産市場に及ぼす

いという考え方が説明されていますが、欧米では新

構造的な変化の要因になると思っています。日本で

人教育や生産性、相乗効果を含めたマネジメント上

は毎日通勤する人も多く、物理的にオフィスがテレ

の課題をどう克服しているのでしょうか。

ワークに一気に代替される雰囲気はあまりありませ

小夫 コロナ禍より前にアメリカのGAFAの 1社

ん。ご指摘があったように、例えばニューヨークで

に聞いたところ、彼らもテレワークの形態はいろい

はオフィスに人が戻らず、都心から郊外に住み替え

ろ試したものの、基本的にはやはり全員オフィスに

るということも聞きます。特に欧米を中心に、オフィ

来てほしいと元々は考えていたようです。テレワー

スや住まいについての潮流の変化を教えていただけ

クでは相乗効果が働きにくい、コミュニケーション

ますでしょうか。

が少ないのでイノベーションが生まれにくいといっ

小夫 テレワークの現状はいろいろな調査機関

た理由のようです。また、その分オフィス環境を非

がいろいろな数字を取るので、それを踏まえて各国

常に充実させています。託児所やジム、ラウンジや

の担当と話すと、あくまでもイメージですが、アメ

カフェテリアを設けたり、シリコンバレーには公共

リカ全体は出社率 2割程度、ニューヨークは 1割程

交通機関がないので従業員向けに会社専用の通勤

度、車社会の都市ほど戻りが早いのでテキサスやカ

バスを何十台も出したりしています。よって、彼ら

リフォルニアは割合としてはもう少し高いと思いま

もメンタリティは近いはずですが、個人の力がより

す。オーストラリアもアジア太平洋の中では戻りが

強く、今の状況下で従業員から健康管理のためテレ

遅く 3 ～ 4割。メルボルンが 9月までロックダウン

ワークを永久に認めるよう言われると雇用主もNoと

されていた影響もあります。日本の出社率は感覚的

は言いづらい状況かと思います。

に 6割くらいだと個人的には思っています。韓国が
8 ～ 9割、中国が 10割。もちろん国毎の感染状況

吉野

従業員の力が強いからこそそうした動き

があったのかもしれませんね。日本人は十分に広い
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家に住んでいるわけではないので、テレワークの場

働いているように見えます。日本は家が狭いのでサ

として住宅がふさわしいのかは議論の余地があると

テライトオフィスなどを企業で導入する事例も見ら

思っています。諸外国の動向等について教えて下さ

れますね。感染拡大時の 4 ～ 5月はシェアオフィス

い。

も人気が落ちましたが、夏場以降は逆に需要が回

小夫 おっしゃる通り、テレワークは自宅じゃな

復していると聞きます。日本の住宅事情に合った郊

いといけないことはないですが、私が会議で同僚の

外型サテライトオフィスは、おそらく需要があるの

顔を見ると背景はだいたい自宅で、欧米の人は家で

でしょう。
吉野 先ほどご指摘があったように、テレワーク
の普及は企業より従業員へのメリットが多分にある
と思います。都市の集積の外部性がある一方、そこ
にはデメリットもあり、例えば通勤の苦痛や住宅事
情など従業員に負担が及ぶ。そういった制約がテ
レワークによって一定程度軽減されれば、従業員の
ウェルネス向上につながるので、これは一つのメリッ
トとして評価すべきだと思います。この点、不動産
市場におけるESG 概念の定着と関連があると思っ
ていまして、
“E”は不動産市場でも強く意識されるよ
うになっていますが、
“S”や“G”の概念が不動産市場
にどう具現化するか、テレワークを含め、従業員の
ウェルネス向上という方向性が一つの答えかと思っ
ています。特に金融市場ではESGというキーワード
が避けて通れない時代になっていると思いますが、
不動産投資にもこの概念は普及定着しつつあるの
でしょうか。
小夫 ESGは、絶対避けて通れない重要な経営
のテーマの一つですので、重要性は上がる一方で

小夫 孝一郎氏

下がることはないと思います。日本では、それ以前

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
オルタナティブ調査部長 アジア太平洋リサーチ & ストラテジーヘッド

から始まった「働き方改革」の流れにコロナ禍で感染

おぶ

こういちろう

1995 年東京大学経済学部卒、住友銀行（現三井
住友銀行）入行。同行の欧州駐在シニア・アナリ
スト（欧州不動産・テレコムセクター）、 同行企
業 調 査 部 建 設・ 不 動 産 チ ー ム の グ ル ー プ 長 な ど
を歴任。2007 年よりドイツ銀行グループ所属。
2013 年よりオルタナティブ部門でアジア太平洋
リサーチ＆ストラテジーヘッド。2015 年にドイ
チェ・アセット・マネジメントに転籍。国内・海
外のセミナー・大学などで講演・講義多数。アジ
ア市場及び国内向け不動産レポートを英語・日本
語で執筆する。

26

ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.59

リスクのある長時間の通勤混雑を避けようという動
きも加わり、従業員のウェルネスに重点が置かれた
のだと思います。その潮流が強まっているのは確か
ですが、それが不動産にどう結びつくかは、まだ私
もよく整理できていません。
「この会社は従業員の健
康を重要視している」ということが ESGの評価項目
の一つになる可能性はありますが、それをだれがど
う評価するかはまだ議論尽くされていないと認識し
ているので、ESGの評価項目になるにはもう少し時
間がかかるという気がしています。
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加えて、ヨーロッパの投資家が特に重視してい

販売戸数を需要とするのであれば、2020年の首

るのはESGのうちの“E”です。ヨーロッパの場合は

都圏の新築分譲マンションの販売戸数は 2 万戸程

EUの規制で、投資家もファンドマネージャーも環

度と統計開始以来の低い数字になった一方で、新

境配慮投資についてのレポート義務があり、そこに

築戸建て販売は首都圏で 5 万～ 6 万戸程度になりそ

重点を置いています。もちろん従業員の健康は重要

うなので、マンションと比較して 3倍くらいの需要

ですが、投資家からすると、従業員の健康を重視し

があったことになります【図表 7】。これに呼応する

たファンドで 100％テレワークをしているファンドマ

ように、人口統計を見ても 2020年7月以降は毎月東

ネージャーと、従業員の健康に気を使いながら毎日
現場に出向いてテナントと話をしているファンドの
どちらに投資をするかといえば、おそらく後者を選
ぶ方が多いと思います。その点のバランスはまだ聞
いた限りですが ESGの“S”より
“E”なのかなと思い
ます。ただこれは聞く人によって変わると思います
し、投資家目線か従業員目線か、あるいはレンダー
かデベロッパーかといった立場によっても違うので
一概に言えないところもあると思います。
吉野 ESGで括るのが正しいかわかりませんが、
不動産業界の社会的責任を考えるとコロナ禍で課
題を突き付けられている側面もあると思っています。
テレワークにふさわしい住宅が日本のストックにあ
ると必ずしも言えず、住宅はここ数年間立地ばかり
を重視してきました。マーケットのトレンドはそうで
も、本来であれば距離を犠牲にしてでも広い家に住
みたい人の需要が置き去りにされていた側面もある
と思います。不動産市場は需要のバラエティを掘り
起こすことができてこなかった、そのあたりが今回
のコロナ禍で浮き彫りになったのではないでしょう

吉野 薫氏

か。住宅が狭い、住宅というアメニティが十分豊か

一般財団法人 日本不動産研究所
研究部 主任研究員 不動産エコノミスト

でないという問題、日本人の多くが感じていると思
いますが、諸外国を含めて住宅のあり方についてな

よしの

にかありますでしょうか。

2000 年東京大学経済学部卒、2003 年同大学大
学院経済学研究科修士課程修了。日系シンクタンク
のリサーチ・コンサルティング部門での勤務を経て、
2011年より一般財団法人日本不動産研究所にて国
内外のマクロ経済と不動産市場の動向に関する調査
研究を担当している。また大妻女子大学非常勤講師、
国際基督教大学非常勤講師を兼務するとともに、東
京大学空間情報科学研究センター協力研究員、麗
澤大学都市不動産科学研究センター研究員として
研究活動にも従事している。

小夫 今回は、ステイホーム期間中に住宅にいる
時間が増えたので住宅に対する概念を見直そうとい
う人は世界的に増えたと思います。特に住宅の広さ
に満足している日本人はもともとあまり多くないで
すし、家族との時間も増えたので、家族と住宅を見
つめなおす機会になったと思います。今後は需要の
変化に結び付く可能性があるでしょう。

かおる
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京都から周辺部への人口流出が続いています。戸

吉野 日本だと、田舎に住んで働くというイメー

建てはマンションと比べて面積が取れるので書斎が

ジ、田舎に人口が移動しているイメージが持たれが

できる確率が高いなど、テレワーク向けの住宅の需

ちですが、アメリカでは遠隔地、過疎地に流出する

要が高まっているように思います。あるいは在宅時

ことで人口移動が起こっているというより、都市の

間が長くなったので、それぞれが過ごせる部屋が

フリンジ（周辺部）に人が移っているイメージでいい

あったほうがいいなど理由はいろいろだと思います

でしょうか。

が、そういった流れがあるのは間違いないと思いま

小夫 そうですね、おそらくその流れが一番強い

す。アメリカではマンハッタンからコネチカットなど

と思います。賃貸住宅、分譲住宅を見ても、都市の

郊外に移っている人は日本以上に多く、私の同僚も

外側に人が動いて人口のドーナツ化現象が起きて

かなり多くが今はマンハッタン以外に住んでいます。

いると捉えるのがいいと思います。4 ～ 5月はその

マンハッタン中心部の高層マンションの賃料はかな

動きが本当に強かったです。ニューヨークの友人が

り下落しているようです。

ペンシルベニア郊外やフロリダに引っ越したという

吉野 郊外移住については、アメリカの方がより

話も聞きました。一時的だとは思いますが。

遠くに移住しているイメージがあります。日本だと

吉野 テレワークによって住む場所が完全に自由

都心から南房総や伊豆に移動しているとは思えない

になって、地理的に遠隔なところに住めるようになっ

ですが、アメリカだとそのようなドラスティックな距

たというわけでもなさそうですね。
小夫 そうですね、会社自体が移転するケース

離感なのでしょうか。
小夫 コネチカット南部はニューヨークからだと、
東京都心から県をまたいで横浜や鎌倉・葉山などに

を除くとそこまで思い切った人はさほど多くないよ
うです。

住み替えるイメージでしょうか。マンハッタンに住
み続ける人もいますが、子供がいると学区が良いコ
ネチカットなどの住宅地は元々人気です。コネチカッ
トとニューヨーク、これにニュージャージーを加え
た 3州がトライステート・エリアで、
従来からマンハッ

2021 年以降の
不動産マーケットの展望
吉野 最後に 2021年とそれ以降を見据えて、不
動産マーケットを展望したいと思います。まず、日

タンへの通勤圏になっています。

本国内のマクロ経済動向とこれと密接に関連する不
動産の実需環境の見通しについては、先ほど申し上
げたように、日本の景気の水準が低い状況が一定

図表 7 首都圏新築一戸建て・マンション販売戸数

程度続く可能性は高く、そういう意味でオフィス賃
（千戸）
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貸市場はしばらく苦しい状況が続くと思います。心
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配なのは雇用情勢で、雇用調整助成金が 2 カ月延
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長されることが報じられていますが、その後につい
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ては政策面含めて不透明性が高く、その中で住宅
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復の兆しも見られており、特に 9月以降、Go Toト
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とも昨今の感染第3波によって再び不透明性が増し

【図表8】を見ると、香港とシンガポールはコロナ禍

ていますが。物流施設はEC中心に絶好調とされて

の影響が大きい。ソウルと大阪は順位が上昇してい

いますが、アパレル向けや製造業向けの需要は力強

ます。外資系の割合が東京だと 3割、日本全体で

さに欠き、地域別の供給状況も注意が必要であり、

は 2 ～ 3割、低くないけれど高くもない。海外投資

手放しで楽観するのは不適切だと思っています。小

家にとってみれば、世界一調達金利の安い日本の

夫様、金融環境の見通しや投資家の態度について

投資家に入札で勝つのは難しいと言う人もいて、そ

はいかがでしょうか。

の辺が日本に来るお金のハードルにはなると思いま

小夫 まず、世界的な金融緩和はまだ続くと思

す。ただ、リターン目線を引き下げても投資したい

います。FRBもスタンスは変わらないでしょうし、

という投資家は実際に出てきています。この低金利

ECBももう一段踏み込んだ金融緩和を行う可能性

時代に利回りが取れる商品が少ないので、日本に

があるので、
低金利の状況は当面続くでしょう。オー

限らず不動産投資したいという投資家は沢山いるの

ストラリアや韓国など、コロナ禍で初めて量的金融

で、不動産売買は進むと思います。

緩和を実施した国があり、世界的に資金需要が滞
留する中でさらに金融緩和を行ったので、それが不

吉野 先行きを見通す上で、リスク要因として意
識されていることはありますか。

動産に向かい、先程の韓国の事例のように一部では

小夫 先ほどファンドによっては償還請求が増え

不動産価格の上昇につながっています。アベノミク

て苦しくなっているところがあると申し上げました

スと同じようなことが世界各地で起きています。そ

が、そういうところが大幅なディスカウントで次々と

の一方で、不景気の状況が向かい風としてあり、結

物件を売り始めると大変だと思っています。その可

果的に不動産価格はあまり動かず現状維持になっ

能性は少ないと思いますがもう少し様子を見る必要

ていると思います。

はあると思います。特に欧米はオフィスの売買が相

投資家の需要は非常に強いので、日本にも投資

当減っており、実際に取引した時にどれくらいの値

家資金は流れてくると思います。住宅価格の上値は

段が付くかみんなわかっていないようなので。日本

重いと見る人もいますが、日本の賃貸住宅に対する

のリート価格は冴えませんが、世界でワクチン接種

海外投資家の投資熱は非常に高くなっています。不

の効果などが現れ、オフィス市場についての一定の

景気に比較的強いこととアメリカ以外で最も賃貸住

見方が確立してくると取引が回復してくるのではと

宅市場が成熟しているのは日本だというのが理由で

思います。

す。住宅の賃料は若干調整するかもしれませんが、

吉野

外資を含めた日本への投資意欲は高そう

コロナ禍でも実際に数千億円単位の投資をしている

だというご指摘でしたが、とはいえ日本は 2020年代

海外投資家もおり、この状況はしばらく続くでしょ

半ばから本格的な人口減少に入っていきます。もち

う。他方、日本に投資して毎年10%のリターンを上

ろん 2021年の東京オリンピック・パラリンピックや

げたいと海外投資家は言いますが、リスクを取らず

2025年の大阪万博などのイベントは日本市場への

にそれを実現するのは基本的に無理で、実際に投

注目を高める一つのきっかけになるでしょうが、人

資できる人は少ない可能性があります。世界的に低

口要因を覆すことはできません。この中で将来にわ

金利・低成長の時代ですので、投資家も投資目線

たって日本の不動産投資市場が持続的な発展を遂

を引き下げないといい投資案件は出てきません。投

げるため、特に海外投資家を呼び込むために、どの

資を実現するには、それができるかどうかがハード

ような点に着目して市場を整備したり、あるいはア

ルになると思います。

ピールしたりすることが望ましいでしょうか。

アジア太平洋地域の都市別不動産の売買取引額

小夫

不動産は輸出入ができません。日本だけ
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図表 8 アジア太平洋地域の都市別不動産の売買取引額（2019 年 10 月 -2020 年 9 月）
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でなく各国に特殊な制度があるので一概には言えま

せています。こういうデベロッパーが支配する構造

せんが、日本は市場がガラパゴス化というか、独自

は世界的に見ても香港と日本しかないので、ソブリ

の発展を遂げたルールや市場構造があるので、そ

証券化不動産
ンファンドくらい大きければ単独で戦う方法もある
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J-REIT

三菱地所

Fund（ 私募ファンド）

三井不動産
こは外国の人にはネックになる可能性があります。

でしょうが、外国人が投資しやすいかというとそう

地価をインデックスとして市場を理解するのは世界

とは言えません。GLP、プロロジスと中位にやっと

中で日本だけです。過去からの推移も追えるので

顔を出す外資系は物流セクターの会社です。なぜ

素晴らしいとは理解しますが、世界的には理解さ

物流なのかというと、当時日本に無かったセクター

れません。投資家は、基本的に不動産を収益物件

だったから外資系企業が参入できた、市場を作るこ

として金融商品の一部として見るので、トータルリ

とができたという実情があります。オフィスやリテー

ターンや金融商品にならった指標を使わないと認識

ルは、日本のデベロッパー支配の市場構造に入るの

のギャップが生まれやすくなります。その意味では

は非常に難しいというのをよく聞きます。ファンド投

ARESが AJPIやAJFIなどトータルリターンの指標

資について見ても、日本人の機関投資家はアメリカ

を月次ベースで出していますが、これらがより市場

の大手私募オープンエンドファンドに投資できます

に浸透し、指標の使い方が世界基準に近づけばい

が、逆にアメリカの機関投資家が日本の私募リート

いと思っています。
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日本の市場構造として特徴的なのが、デベロッ

くて、できないことはないけれど実例は非常に少な

パーが支配している市場、国だという点です。
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なので、先ほどの指標の話もそうですが、機関投資
家の育成という面でも非常に期待しています。

吉野 ありがとうございます。歴史的経緯や日本

独自のルールや文化もあるので一概には覆らないに

出典 : Real Capital Analytics の資料をもとにドイチェ・アセット・マネジメント作成

せよ、課題があるということは、逆に言えばまだ日
本の不動産市場には発展の余地があるということだ
と思います。セクターによってはコロナ禍で非常に

れるチャンスがあると感じました。今日は貴重なお

苦境に立たされていますが、これを乗り越えること

話をありがとうございました。

によって、新たな投資機会や事業機会が生み出さ

小夫 ありがとうございました。
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