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不動産証券

リートに対する最新の視点
2021年以降の見通し

コロナ禍におけるリートの二面性

多くのニュースが経済活動の停止により
深刻な影響を受けた一部の物件に焦点
を当てている一方で、一部の不動産セク
ターは、利用が急拡大する e コマースや
リモート・コンピューティングから恩恵
を受けてきました。ほとんどのリート・
セクターにおいて、賃料の 90% 以上が
引き続き徴収されており、広範な市場全
体より遥かに底堅い業績を上げてきまし
た。

回復を促進する要因

リートは、過去において、景気回復の初
期段階で最も良好なリターンを創出して
おりますが、足もと市場はすでに、大幅
にアンダーパフォームする局面から抜け
出しています。ワクチンの状況および経
済活動再開への道筋がより明確になれ
ば、リート価格を力強く押し上げるきっ
かけとなるでしょう。

2020年以降におけるリート・ポート
フォリオのポジション

コーヘン＆スティアーズでは、投資機会
を次の 4 つのカテゴリーに分類していま
す。
①長期的な恩恵（産業施設、データセン
ター、通信塔、戸建住宅）、②ワクチン
主導の回復（集合住宅、ヘルスケア、娯
楽施設、学生寮）、③経済主導の回復（貸
倉庫、住宅建設業者、森林）、④構造的
課題（オフィス、商業施設、ホテル）

ジェイソン・ヤブロン、米国不動産証券戦略 シニア・ポートフォリオ・マネージャー

2020 年の「グレート・シャットダウン（大規模な経済活動の停止）」からリートが回復する中、コーヘン＆スティアーズは、
経済活動の再開から恩恵を受けると見られる景気敏感不動産セクターから、eコマースやクラウド・コンピューティングを
可能にする建物を保有するリートまで、様々なリート市場にわたり、潜在的に魅力的な投資機会を見出しています。
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すべての物件タイプが経済活動の停止により打撃を
受けてきたわけではない

引き続き底堅い賃料徴収と業績

一部の不動産企業が経済活動の停止により最も深刻な影響を受け
たことから、リートのリターンは、2020年の大半を通じて不冴え
となりました。ただし、セクターによってその影響は異なり、また、
最大の打撃を受けたリート・セクターも、ワクチンが利用可能にな
れば、特に堅調に推移する可能性があります。

ホテルは、行動制限の影響を直ちに受け、稼働率が世界全体で
20%を下回りました。既に過剰供給やeコマースの浸透によるマ
イナス影響を受けている商業施設のテナントは、営業時間の短縮
を余儀なくされました。オフィスの賃貸借契約件数は、企業が将
来のニーズを再評価する中で、鈍化しています。高齢者住居は、
新型コロナの感染拡大に対して特に脆弱です。集合住宅でさえ、
特に玄関口となる主要都市において、多くの住民が郊外へ移住し、
家族と同居したことから、空室率が上昇しました。

一方で、リモートワークや eコマースの急拡大から恩恵を受け、
需要が増大している不動産セクターもあります。ネットショッピン
グ、動画ストリーミング、データ・ネットワーキングの利用拡大が、
データセンターに対する需要を促進しており、また通信塔は、無
線通信事業者と協働して、5Gネットワークを整備しています。産
業施設（物流倉庫）は、受注・梱包・配送といったフルフィルメント・
サービスを提供することでネット販売の中心的な位置づけにありま
す。さらに、集合住宅に打撃を与えてきた都市部から郊外への転
居の増加は、より広いスペースを求める居住者を引き付けている
戸建住宅にプラスに働いてきました。

1 出所：Nareit、2020年10月。
2 出所：シティグループによる推定、2020年9月。

コロナ禍におけるリートの二面性

一部のリート・セクターがプラスの影響を受けているにもかかわら
ず、無人のオフィス、寂れたショッピング・モール、隔離された高
齢者住居に関するニュースや報道が、不動産全体に対して慎重な
見方をもたらしました。多くの物件保有者が危機の間に賃料を徴
収できなかったという誤った認識もありました。実際には、オフィ
スと集合住宅を含むほとんどのリート・セクターにおいて、引き続
き賃料の90%以上が1年を通じて回収されました1。商業施設の
保有者は、新型コロナ感染拡大の初期に賃料の回収が一時的に
落ち込みましたが、「安全な経済活動の再開」を優先してロックダ
ウン（都市封鎖）が解除されたことから、ほとんどのテナントが賃
料の支払いを再開しました。

幸いなことに、リートが全体として健全な財務状態で2020年を
迎えた一方、米連邦準備制度理事会の緊急支援措置は、信用供
与を継続し、物件保有者とテナントの両方に必要不可欠な資本を
提供してきました。リートの業績も相対的に底堅く、賃貸借契約
に裏付けられた底堅いキャッシュフローのおかげで、2020年の
減益幅は、S&P500構成企業の平均20%以上に対し、10% 未
満と予想されています2。

リートに対する最新の視点

2020年9月30日現在。出所：コーヘン＆スティアーズ、ファクトセット。
上記の見解および意見は当資料作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。個別セクターの参照は、特定セクターの
売買・保有に関する推奨・勧誘を目的としたものではなく、投資助言として依拠するべきではありません。指数定義および追加の開
示事項については7ページをご覧ください。
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投資家にとっての明るい材料は、米国リートが過去の景気回復の初期段階において、絶対ベースと広範な株式市場に対する相対ベース
の両方で、最大のリターンを発揮してきたことです。1990年代初頭以来、景気回復の初期段階における米国リートの平均リターンは、
年率約23% と、S&P500の11% 強を上回っています。さらに、米国リートは、大幅にアンダーパフォームした局面から抜け出してお
り、一段と上昇する余地があります。ワクチンが広く配布される見込みと経済活動再開への道の2つの要因が、リート価格を押し上げる
可能性が高いと見ています。

当資料中の過去のデータは、将来のいかなる成果を保証するものではありません。上図は例示のみを目的としており、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等に関する
情報を反映していません。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その動向の開始時期を正確に予測することはできません。投資家は当
資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。特定の投資によってボラティリティおよびその他の特性
が異なるため、指数の比較には限界があります。期間（全348期間）ごとに集計した月次リターンの年率換算値の平均。景気回復期から景気後退期まではカンファレンス・ボード景
気一致指数（CBCI）の主要トレンドに基づき、コーヘン＆スティアーズが判断しています。景気回復期—CBCI が加速（104カ月）、好況期—CBCIが安定（180カ月）、景気後退期—
CBCI が減速（36カ月）。景気後退は NBERによる報告に基づきます（28 カ月）。分析は1991年以降に焦点を当てています。この期間は、リート構造の進化、市場規模および
流動性の拡大が見られたことから「近代リート時代」とみなされ、現在の米国リートの投資ユニバースおよび特性を代表すると考えています。指数定義および追加の開示事項につ
いては7ページをご覧ください。

2019年12 月31日時点（直近の景気サイクルが一巡した後）。出所：カンファレンス・ボード、全米経済研究所、モーニングスター、NCREIF、コーヘン＆スティ
アーズ。

安全衛生の向上

経済活動の再開

ウイルスを封じ込めなければ、経済活動を全面的に再開すること
はできません。ワクチンの治験は既に成果を示しており、市場は
前向きなニュースを非常に好感しています。ワクチンは、最前線
の医療従事者、次にリスクの高い個人や高齢者への接種が優先さ
れるため、一般の国民が広く利用できるまでには数カ月を要する
可能性がありますが、投資家が解決に向かっていると確信するな
らば、目先の感染者の増大に目をつぶる可能性があります。

有効なワクチンにより、企業は段階的に現場の業務をフル稼働に
戻し、従業員は、安全な状態でオフィスや店舗、工場へ復帰する
ことができるでしょう。

回復を促進する要因

企業は、需要を満たすために労働者を再雇用する必要があるで
しょう。また消費者は、より安心して買い物やレストラン、劇場
に足を運び始めるでしょう。ホテルは、やがて出張や観光旅行
による利用再開が見込めるでしょう。また、高齢者はワクチンを
早期に接種する可能性が高いため、高齢者住居や高度看護施設
に対する需要が高まる可能性があります。ただし、元の生活へ
の回帰は始まったばかりであり、多くの企業が営業停止を余儀
なくされ、長期にわたり失業していた労働者が早急に職場へ復
帰することは難しいと考えられるもため、より広範な景気回復
には時間を要するでしょう。政府による強力な財政対応は、こ
の回復プロセスを大幅に加速させる材料になると考えられます。
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リートに対する最新の視点

上記の回復が進行する中で、コロナ禍により最もマイナスの影響を受けた一部の不動産セクターは、ワクチンおよび景気回復から最大の
恩恵を受ける可能性があると見ています。またコロナ禍は、e コマースの利用拡大など既存の長期的トレンドも加速させています。他の不
動産企業は、持続する構造的な課題に直面する可能性が高いものの、一部の企業は、市場シェアを獲得できる優位な立場にあると考えます。

2020年以降におけるリート・ポートフォリオのポジション

安全衛生の向上

ネット販売の増大

2010 年代を通じて年間約 15% ずつ拡大してきた米
国の e コマースは、2020 年半ばに拡大ペースが年間
44% に上昇し、在庫の流通を管理する近代的な物流
施設に対する需要を増大させました。ネット販売業者が
翌日配達を推進したことにより、在庫管理と顧客サービ
スの向上に対する必要性をさらに強めています。

低温貯蔵、新たな開拓分野

コロナ禍で自炊を始め、食料品を買い溜める人が増
えたことから、低温貯蔵専用施設にも注目が集まり
ました。消費者がネットで食料雑貨を買う安全性と
簡便性に慣れてきており、e コマース市場の中でも
大きな変調をもたらす可能性があることから、これ
は長期的な成長機会をもたらすと見ています。

物流施設の長期的成長

大手の物流施設保有者は、ほとんどの主要市場で賃

動画ストリーミングとオンライン会議

コロナ禍でリモート環境での仕事、教育、娯楽およ
び社会的交流を管理するためのデジタル・プラット
フォームへの依存度が高まり、サービス・プロバイダー
が中立領域で接続することができる安全な相互接続
ポイントに対するニーズを促進しています。データセ
ンター・リートは、このニーズに応える優位な位置づ
けにあります。

5G インフラの構築競争

信塔は、数年にわたる無線通信インフラへの投資
サイクルの中で、需要が増大する転換点にあると見
ています。無線データの利用が一時的に減少してい
る（自宅の Wi-Fi を通じてデータにアクセスするユー
ザーが増えているため）ものの、ネットワーク・プロ
バイダーは、5G への投資を積み上げており、通信
機器を設置するため、通信塔運営会社からの賃貸ス
ペースを拡大する必要があります。

更なる上昇余地

これら 2 セクターは、米国リート市場の 3 分の1 を

産業施設（物流倉庫）

データセンターと通信塔

料が今やコロナ前の水準を上回っていると報告して
います。強固なファンダメンタルズと需要見込みを反
映して、当社は物流施設の推定物件価値を 2020年
初頭から平均で約 20%引き上げています。

占めており、過去 1 年間にわたり良好なパフォーマ
ンスを収めています。当社の投資ポジションは常に
相対価値を反映するものの、引き続き長期的な成長
テーマとして確信を持っています。

2020 年9月30 日現在。出所：米国勢調査局。当資料に提示
された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものでは
なく、その動向の開始時期を正確に予測することはできません。
追加の開示事項については 7 ページをご覧ください。
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ワクチン主導の回復が期待されるセクター

経済主導の回復が期待されるセクター

高齢者住居の入居者の再受け入れ

高齢者住居は、隔離期間中に多くの入居者を失ったた
め、運営事業者が、新規入居者を受け入れることを
可能にするワクチンの恩恵を早期に受ける可能性があ
ります。大手の高齢者住居リートは、大半の物件が再
開しており、今やネット・リース資産に係る賃料のほぼ
100%を回収し、積極的な（且つ費用のかかる）清掃
手順により新規ウイルス感染者数を制限することに成
功しているようです。

医学研究が注目の的

新型コロナ前から既に好調であったライフサイエン
ス企業は、新型コロナの感染拡大以来、需要が加速

居住スペースの拡張

経済活動の停止当初に打撃を受けていた貸倉庫運営
企業は、その後、隔離生活を送る居住者による居住ス
ペースの拡張ニーズを一因として、大幅な需要増加を
経験しました。コーヘン＆スティアーズ独自の「ウェブ・
スクレイピング」ツールは、貸倉庫の賃料の上昇率が
7-9 月期に前年比で1桁台後半となったことを示して
います。

在宅勤務による恩恵

住民が主要都市から転出し、在宅勤務が広がったこと
から、特に沿岸市場において需要が継続すると予想し
ています。

住民による大規模な転居

コロナ禍を原因として、より広いスペースを求めて都
市部から郊外へ移住する人が増えています。失業は、
稼働率に異なる影響を与えています。特定のサンベ
ルト郊外など高所得者の市場は、相対的に堅調に推
移した一方、観光やエネルギーに重点を置く都市は、
深刻な影響を受けています。

職場復帰

ワクチンが配布されれば、雇用増加と世帯形成（コ

ヘルスケア

貸倉庫

集合住宅

しています。経済的支援は強固で、2020 年にはそ
れまでのどの年よりも多くのライフサイエンス研究
資金を調達しました。バイオテクノロジー研究が果た
す重要な役割に対する認知度が高まる中、この傾向
は続くと見ています。

資産配分の引上げ

10年にわたりアンダーウェイトとしていたヘルスケ
ア・リートは、魅力的な相対価値に加え、80歳以上
の年齢層が今後 3 年で 2 倍に増加すると予測され
る3 など、長期のニーズを基盤とする需要に基づき、
最大の資産配分を行っているセクターの一つです。

底堅いキャッシュフロー

人々は貸倉庫に預けた持ち物を処分する前に、その他
の費用の削減を優先する傾向があるため、貸倉庫運営
企業は、相対的に景気感応度が低い傾向にあります。
ただし、景気回復は、雇用増加の改善に伴い、引っ越
しが増加するため、需要を加速させる可能性がありま
す。

ロナ禍での同居から独立）の両方を促す主な要因と
なる可能性があり、集合住宅リートに恩恵をもたら
す可能性があります。戸建住宅も継続する郊外への
転居から恩恵を受けると予想されます。

有利な人口動態

住宅供給総数は、ミレニアル世代の世帯形成期にお
いて、依然として過去平均を大幅に下回っており、こ
の世帯形成がいずれ入居率を回復させ、安定した賃
料増加を支えると考えられます。
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リートに対する最新の視点

構造的な課題を抱えるセクター

オフィスから在宅勤務へ

経済活動の停止に伴う在宅勤務は、生産性にほとんど
影響を及ぼすことなく業務運営ができることを多くの企
業に示してきました。加えて、コロナ禍による経済的
影響の結果として、経営陣が将来、オフィス・スペース
の削減を検討することから、新規の賃貸借契約が極め
て低水準となっています。

長期的な逆風

リモート環境の労働力の増加は、時間の経過ととも
にオフィス需要を5 ～10% 削減する可能性があると
推定しています。優先される清掃および安全措置の
強化や、1 従業員あたりスペースの拡大は、新しいビ
ルに対する需要を増大させると見込まれ、古いビル

短期的には上向くが、長期的な課題に直面

経済活動の再開とワクチンの幅広い配布は、商業施設
の保有者に相当な恩恵をもたらすと見ています。ただ
し、業界としては、eコマースに対する市場シェアの縮
小、小売企業の倒産、個人消費のモノから体験・サー
ビス、メディア・サブスクリプションへの転換が引き続
き課題です。ショッピング・センターでは、食料雑貨販
売企業は、ウェブを基盤とする食料雑貨店の増加や利
益率の低下に対処しています。

Aクラスの商業施設の優位性

主要市場において優良資産を有するショッピング・
モールの保有者は、賃料の回収が改善しており、空

大きな打撃

ホテルほどコロナ禍により影響を受けたセクターはあ
りません。ホテルは、実質的に停止された出張や会議
への依存度が高いからです。稼働率は、世界全体で
50%をわずかに下回る水準に上昇していますが、手元
流動性の限定的な小規模のホテルは、引き続き厳しい
キャッシュフローの問題に直面しています。

長引く回復への道のり

多くの企業が、長期化する安全に対する懸念やバー
チャル会議によるコスト節約のため、引き続き不要

オフィス

商業施設

ホテル

が競争力を保つためには、施設を更新せざるを得な
い可能性があります。

TAMI関連のテナントに注目

より近代的なビルを保有する特定のオフィス運営企
業に投資価値があると見ています。在宅勤務のトレ
ンドが各業種に与える影響は不明であるものの、テ
クノロジー、広告、メディアおよび情報（TAMI）関連
企業が拠点を多く持つ市場にオフィス物件を運営す
る不動産企業は、有利な立場にあるでしょう。TAMI
関連企業は、社会全体におけるテクノロジー導入の
加速の恩恵を受け、他業種よりも大きな雇用成長が
期待されています。

きスペースを買い取り、高級レストラン、映画館、医
療サービスおよびその他のアトラクションを特徴と
するライフスタイルに応じた目的地を生み出す資本
を持っています。対照的に、多くの脆弱なショッピン
グ・モールは、今後数年で閉鎖を余儀なくされ、商
業施設の過剰供給を削減することに役立つでしょう。

選別的なバリュー投資機会

厳しい株価下落を受けて、商業施設の脆弱なファン
ダメンタルズは、概ねバリュエーションに織り込まれ
ており、強固かつ健全な企業に魅力的な水準で投資
する機会を生み出していると見ています。

不急の出張を制限する可能性があるため、ホテルが
正常へ回帰するには、他の企業より遥かに長期間を
要するでしょう。

主要ブランドおよび娯楽施設への投資機会

財務体質が健全で、長期にわたる減収を乗り切るこ
とができると見られる大手企業に投資価値を見出し
ています。また、観光旅行と繋がりが深く、ワクチン
の配布に応じて遥かに急速に回復する可能性がある
娯楽施設運営企業を選好しています。
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リートを幅広い視点で捉えると、2021年には優位な立場にある
と見ています。まさにコロナ禍が 2020年にリート市場に打撃を
与えたように、リート市場は、ワクチンおよび景気回復見込みから
主に恩恵を受ける可能性があるでしょう。また、リートは、eコマー
スの利用拡大を支えるインフラを含む、ダイナミックな長期投資
テーマに基づく投資機会を提供します。

リートは、リターンが期待外れとなったこの1年を経て、史上高値
を付けた広範な株式市場と比べ、歴史的に割安と見受けられます。
短期的にはさらに変動する可能性があるものの、今から2～3年
後、投資家は今がリートへの投資を開始する好機であったと振り
返る可能性が高いと見ています。

潜在的に魅力的な長期投資機会

指数定義

投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。ボラティリティやその他の特性が特定
の投資とは異なるため、指数の比較には制約があります。

米国リート：FTSE NAREIT オール・エクイティ・リート指数は、総資産の 50% 以上が実物不動産を担保とするモーゲージ以外の適格不動産資産で構成され、かつ最低規
模及び流動性の基準を満たす全ての税制適格リートを含みます。

米国株式：S&P500 種指数は、米国株式市場の一般的なパフォーマンス指標として頻繁に利用される時価総額上位 500 銘柄の指数です。

重要な開示事項

当資料は、情報提供を目的としたものであり、作成時のコーヘン＆スティアーズ社の見解を反映しており、信頼できると考えられる情報源を元に作成しております。当資料
中の記載内容及びデータの正確性を保証するものではありません。当資料中に記載されている見通しや見解はその実現性を保証するものではありません。当資料は投資の助
言を目的としたものではなく、コーヘン＆スティアーズ社や関連会社などにより提供される金融商品やサービスの営業用資料において、いかなる成果を保証するものではあ
りません。

不動産証券の投資リスク：不動産証券への投資に伴うリスクは、不動産への直接投資に伴うリスクと同様に、経済、法律、政治または技術の動向に起因する空室の増加や賃
料の低下による物件価値の下落、流動性不足、限定的な分散および金利の変化や景気後退など特定の経済的要因に対する感応度を含みます。

外国証券の投資リスク：外国証券は、通貨変動、相対的に低い流動性、政治および経済の不確実性、会計基準の違いを含む特別なリスクを伴います。一部の国際証券は中小
企業の発行した証券の可能性があり、大企業の発行した証券より価格変動の影響を受けやすく、流動性が低い可能性があります。

コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネージメント・インク（コーヘン＆スティアーズ）は、企業退職制度、公的および組合退職制度、基金、財団および投資信託向け
に投資運用サービスを提供する登録投資顧問会社です。コーヘン＆スティアーズ UK リミテッドは、英国の金融行為監督機構による承認および規制を受けています（FRN 
458459）コーヘン＆スティアーズ・アジア・リミテッドは、香港証券先物委員会による承認および規制を受けています（ALZ367）。コーヘン＆スティアーズ・ジャパン
株式会社は、登録金融商品取引業者（投資助言・代理業および投資運用業について金融庁に登録、関東財務局長（金商）第 3157 号）であり、日本投資顧問業協会の会員で
す。コーヘン＆スティアーズ・アイルランド・リミテッドは、アイルランド中央銀行による規制を受けています（No. C188319）。
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米国

ニューヨーク本社

280 Park Avenue, 10th Floor
New York, New York 10017
電話	 ＋１	212	832	3232
Fax	 ＋１	212	832	3622

欧州

ロンドン
コーヘン＆スティアーズ・UK リミテッド

50 Pall Mall, 7th Floor
London SW1Y 5JH
United Kingdom
電話	 +44	207	460	6350

アジア太平洋

香港
コーヘン＆スティアーズ・アジア・リミテッド

Suites 1201–02, Champion Tower
3 Garden Road
Central, Hong Kong
電話	 +852	3667	0080

ダブリン
コーヘン＆スティアーズ・アイルランド・リミテッド

77 Sir John Rogerson’s Quay, Block C 
Grand Canal Docklands, Dublin 2
D02 VK60, Ireland
電話	 +353	1	592	1780

東京
コーヘン＆スティアーズ・ジャパン株式会社

100-6216
東京都千代田区丸の内 1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス16 階
電話	 +81	3	4530	4710

コーヘン＆スティアーズでは、世界中の投資機会を捉えるためには各地域の専門市場に
関する実地の知識と知見が必要であると考え、以下の拠点を通じてグローバルな事業
展開を行っています。


