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アップサイドの可能性：
欧州不動産の事例

要旨

欧州不動産証券は、健全なファンダメンタルズおよび魅力的なバリュエーションを背景に、
金利上昇および経済成長鈍化の環境下においても、良好な相対的実質リターンを提供する
可能性が高いと考えています。

健全な不動産市場

需給動向はほとんどのセクターにおいて
良好であり、高い利益成長予想およびバ
リュエーションの支援材料となっていま
す。

インフレ・ヘッジ特性

インフレ高進の環境下、キャッシュフ
ローのほとんどがインフレに連動する欧
州不動産証券は、ヘッジの役割を果たし
ます。

確実なインカムおよび成長性

欧州不動産証券は、伝統的な資産クラス
と比較し、スタグフレーション環境下に
おいても、魅力的な水準で安定したイン
カム収入およびその成長性を提供すると
考えています。

ロジャー・キリンス

欧州不動産証券 ｜ グローバル投資家向け
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アップサイドの可能性：欧州不動産の事例

ロシア・ウクライナ戦争が不動産に与える影響は
現時点において限定的

ロシアによるウクライナ侵攻は、コモディティ供給ショックを引き起こし、その結果イン
フレが進行し、2022年の世界経済の成長ペースに対する懸念が高まりました。大陸
欧州は、米国や英国よりもロシア・ウクライナのコモディティ依存度が高いため、特に
影響を受けています。

欧州中央銀行（ECB）は、エネルギー価格、消費者信頼感、および貿易に対する戦争
の影響を考慮し、2022年のユーロ圏の経済成長率見通しを4.2% から 3.7% に引
き下げました。ECBによると、エネルギー供給と消費者心理の混乱が予想以上に長引
き、世界のサプライチェーンが緊迫した状態が継続すれば、ユーロ圏の成長率はさらに
2.5％まで鈍化する可能性があるとしています。

上場不動産証券は経済成長率が鈍化し、インフレ率が上昇する時期に、他の伝統的な
資産クラスと比較して良好なパフォーマンスを発揮することができるため、欧州不動産
証券の見通しにおける最大のアップサイド・リスクはリセッションであると当社は考えて
います。ユーロ圏のリセッションの可能性は、ロシアからの天然ガスの輸入に大きく左
右されます。ほとんどの欧州諸国はロシア産ガスへの依存度を大幅に削減する計画を
策定しているものの、エネルギー面でロシアから自立するには何年もかかると思われま
す。

不動産会社にとって、戦争の影響は間接的なものであり、先行きは景気次第といえます。
特に、当該資産クラスには、依然としてパンデミックからの回復による短期的な上昇余
地があることから、足元の危機は貴重な買い場を提供すると考えています。

戦争が経済に与える短期的・長期的な影響は、不動産セクター全体に波及する可能性
がありますが、同時に、貿易の再開は一部のセクターに短期的なプラスの影響を与える
と思われます。

例えば、短期的には、インフレによるコスト上昇を受けて消費者の可処分所得が減少す
ることにより、商業施設セクターが影響を受ける可能性があります。しかし、小売売上
高はコロナ禍においても十分な水準を維持しており、長期的にはこの状態が続くと考え
られます。

欧州不動産の見通しにおける最大のアップサイド・リスクは、
リセッションであると考えています。
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上記の見解は発表日現在のものであり、予告なく変更されることがあります。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。また、当資料に記載されているいかなる市場予測も実現されることを保証するものではありません。追加の開示事項につ
いては文末脚注をご覧ください。 

2022年3月31日時点。 出所：コーヘン＆スティアーズの分析。

長期的には、移民や製造業の動向が、特定の市場における物流や住宅需要を増加させ
る可能性があります。さらなる脱グローバル化と欧州のロシアへのエネルギー依存度を
下げる取り組みへの投資は、構造的に高いインフレ率、および国内依存の増加につな
がる可能性があります（図1）。

課題 経済的影響と生じる結果 不動産への影響

エネルギー供給の
途絶

ロシアは世界の石油供給の
12％、欧州のガスの40％
以上を生産

エネルギー価格の上昇を補うための財政支援の可能性
欧州はロシアのガス供給への依存度が高いため、より脆弱

インフレ率の上昇と経済成長率の低下により、景気後退や
スタグフレーションの可能性が高まる
中央銀行の金融政策上の課題：インフレ率の上昇と成長率の
鈍化のバランス

小麦の主要な輸入国である中国と東南アジアでは、食品イン
フレが加速する可能性

最終目的地は不明だが、大半は中・東欧に向かう

 

 エネルギー価格の上昇は消費者に影響を与えるた
め、小売業などの消費者志向のセクターが最もリス
クにさらされている

コスト上昇と経済成長率の低下は開発型不動産に
は不利

一時的な避難所として利用されるホテルは短期的
に恩恵を受ける

 
欧州の炭化水素への依存度低下に伴うコスト上昇
は、構造的なインフレの上昇を意味する

その他のサプライ
チェーンの混乱

ロシアとウクライナは、
アルミニウム、パラジウム、
小麦、トウモロコシ、肥料の
主要輸出国

 

グローバルサプライチェーンのさらなる混乱の可能性

長期的には移民人口がEUの労働力不足を補い、労働供給と
成長を促進する可能性

国防費増とロシアからのエネルギー自立のための資金調達を
目的とした共同債券発行

ロシアの準備資産に対する前代未聞の欧米協調制裁措置

フィンランド、スウェーデンなど東欧諸国がNATO加盟を
目指す可能性

 

移民 推定400万～700万人が
ウクライナから避難する
可能性

 移民による住宅需要の増加は、欧州の住宅に追い
風となる可能性

 

長期的な
地政学的影響

欧州統合の強化  

  

 財政支援と国防費の増加は、インフレ率の上昇に
よるマイナスの影響を相殺するには十分でない可
能性が高い

中国   
 東西の格差が拡大し、貿易摩擦の激化や各国の自立が進む
可能性

 脱グローバリズムの進展による構造的なインフレ
の進行

商業施設からホテルまで、様々なセクターが影響を受ける可能性

図 1
ロシア・ウクライナ紛争が経済や不動産に与える影響
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アップサイドの可能性：欧州不動産の事例

2022年3月31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ、ブルームバーグ。リターンは手数料控除後。
過去の実績は将来の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。本資料に記載され
た市場予測が実現することを保証するものではありません。

(a) 欧州株式は、ストックス欧州600指数を使用しています。(b) 2009年3月10日以降24ヶ月間の累積パフォー
マンスを示しています。(c) 2011年11月24 日以降 24ヶ月間の累積パフォーマンスを示しています。(d)2016
年11月11日以降 24ヶ月間の累積パフォーマンスを示しています。(e) 2020 年 3月24 日以降 24ヶ月間の累
積パフォーマンスを示しています。指数の関連性、定義、追加の開示については、文末脚注をご覧ください。

過去の危機から学ぶ

世界金融危機や欧州債務危機のような重大な危機後における不動産証券と株式のパ
フォーマンスを比較することで、不動産証券の回復力についてある程度の見解を持つこ
とができます。歴史的に見ると、欧州の上場不動産証券は、世界的な危機の後、底打
ちから数ヶ月の間に欧州株式と同等、またはそれ以上に回復しています（図2）。

図 2
上場不動産証券の回復力

世界金融危機後(b) 欧州債務危機後(c) ブレグジット後(d) コロナ後(e)

欧州不動産証券 欧州株式(a)

底値から24ヶ月後の累積リターン

131.3%

91.3%

53.9% 57.7%

22.9%
16.0%

56.6%
68.4%

歴史的に、欧州の上場不動産証券は、世界的な危機で底を打った後、
欧州株式と同等かそれ以上の回復力を示しています。
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経済成長率の鈍化とインフレ率の上昇が上場不動産証券に影響を与える可能性はある
ものの、欧州の不動産ファンダメンタルズは健全性を維持していると考えています。特
定のセクターにおける需要の高まりは、優位な需給環境を生み出し、デベロッパーは開
発コストの上昇を賃料に転嫁することができます。地域によっては、入居率が上昇する
ことで、物件保有者が賃料を引き上げることが可能になるかもしれません。

多くのセクターで、労働力不足および建築資材のコスト上昇により着工が遅れ、供給圧
力が低下しています。このような動きは、物件保有者による賃料引き上げを可能にし、
過去平均を上回るキャッシュフロー成長につながります（図3）。また、上場不動産は、
伝統的な資産クラスと比較して、安定的かつ長期的なインフレ連動型のインカムを魅力
的な水準で提供し続けてきました。

不動産のファンダメンタルズは依然として健全

FFO成長率(b) 過去平均値

キャッシュフローは過去平均を上回る成長を維持する見込み

図 3
キャッシュフロー予測は成長余地を示唆

欧州不動産証券の(a)予想キャッシュフロー成長率(%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
推定値

2023
推定値

-2.5
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2022年3月31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ、UBS。
過去の実績は将来の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。上図に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。本資料に記載された市
場予測が実現することを保証するものではありません。

(a) 欧州リートは、FTSE EPRA Nareit 先進国不動産指数（先進国の上場リートと上場不動産会社で構成され
る非管理型の時価総額加重総合リターン指数）に含まれる欧州企業の値を使用しています。(b) ファンズ・フロ
ム・オペレーション（FFO）は、リート業界における主要な収益指標です。これは、GAAPベースの当期純利益に
不動産売却益（不動産売却損を除く）を加え、GAAPベースの不動産減価償却費を加えて計算されます。FFO成
長率の推定には、2008年から 2018年までの欧州と英国のUBSデータを使用し、それ以降は FTSE EPRA 
Nareit 先進国不動産指数に含まれる欧州企業についてコーヘン＆スティアーズの推定値を使用しています。指数
の関連性、定義、追加の開示については、文末脚注をご覧ください。

上場不動産証券は、伝統的な
資産クラスと比較して、安定的
かつ長期的なインフレ連動型イ
ンカムを魅力的な水準で提供し
ます。
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不動産証券は金利が上昇した
多くの局面でプラスのリターン

図 4
不動産証券は弾力性を提供

欧州不動産証券のリターンおよびドイツ10年債利回り(a)
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2022年 3月31日現在。 出所： モーニングスター、ブルームバーグ、米国経済分析局。
過去の実績は将来の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。上図に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。欧州不動産証券は、
FTSE EPRA Nareit 先進国欧州指数を使用しています。

(a) 1998 年第4 四半期から2021年第 4 四半期までの入手可能なデータに基づき、12ヶ月のローリングリターンを四半期ごとに、対応する10年物ドイツ債券利回りの
変化とクロスリファレンスし表示しています。実質国内総生産 GDPは、特定の期間に一国の国境内で生産されたすべての完成品とサービスの貨幣価値で、インフレ調整
済みです。指数の関連性、定義、追加の開示については、文末脚注をご覧ください。

2021年、景気回復とサプライチェーンの混乱が重なり、インフレ率は中央銀行の目標
値を上回りました。ロシアのウクライナ侵攻がもたらした供給ショックは、インフレ率
の上昇を加速させました。EU では、主にエネルギー、食料、賃金に牽引され、消費者
物価は過去最高の 7.5%の上昇となりました

インフレを抑制するために、イングランド銀行や連邦準備制度理事会（FRB）などの中
央銀行が政策金利の引き上げに着手しています。ECBもこれに追随すると思われるも
のの、欧州が受ける戦争の影響を考慮すると、英国や米国と比べるとそのペースはや
や緩やかになると見られます。

重要なことは、欧州の不動産証券が歴史的に金利上昇局面で弾力性を発揮してきたと
ういことです（図4）。

中央銀行が政策金利を引き上げても、インフレ率は前回の景気サイクルよりも高い水準
で推移する可能性が高く、戦争が経済に打撃を与えるにつれてスタグフレーションの懸
念が高まっていると考えています。

インフレ・ヘッジの可能性
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欧州不動産証券(a)

観測数 15四半期 35四半期 50四半期 19四半期

欧州株式(b) 欧州債券(c)

図 5
スタグフレーション環境下では不動産が投資資金の避難先となる可能性

スタグフレーション景気停滞景気回復リフレーション

平均トータル・リターン(%)
1999年10月～2021年12月

22.1

28.7

1.0

18.6

14.0

4.1 5.8

1.3
5.0

9.4

3.1 4.4

インフレ・バッファー

上場不動産証券は、インフレの影響を緩和させる特性を有しています。例えば、貸倉
庫のように賃貸借契約期間の短いセクターは、状況の変化に応じて速やかに賃料を再
設定することができます。一方で経済が低成長の場合、あるいは不況に陥った場合でも、
インフレ連動型である長期の賃貸借契約は、比較的強固で安定的なインカム成長を可
能にします。

欧州の商業用不動産の賃貸借契約の多くは、公表されたインフレ率に連動して賃料が
上昇します。インフレ率が極めて高い場合、商業用不動産の物件保有者は、賃料上昇
により新規テナントからの収入が増え、また、既存テナントに対しても賃貸借契約の改
善を交渉することが可能です。より良い賃貸借契約は、たとえ金利が上昇しても、投資
価値にプラスの影響を与えることができます。この特性は、2022年および 2023年に
おける欧州不動産会社の賃料やキャッシュフロー成長にとって強力なプラス要因になる
と考えています。

また、経済成長が鈍化し、インフレ率が上昇するスタグフレーションに陥った場合にも、
上場不動産証券にとっては良好な環境となる可能性があります。歴史的に見ると、欧州
不動産証券はスタグフレーションの時期に、株式や債券と比較して魅力的なパフォーマ
ンスを発揮しています（図5）。

2021年12 月31日現在。 出所：トムソン・ロイター・データストリーム、コーヘン＆スティアーズ、ブルー
ムバーグ。
過去の実績は将来の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。上図に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。

(a) 欧州不動産証券は、FTSE EPRA Nareit 先進国不動産指数を使用しています。(b) 欧州株式は MSCI 欧州
指数を使用しています。(c) 欧州債券はブルームバーグ・ユーロ総合債券指数 を使用しています。
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また、欧州不動産証券は、伝統的な資産クラスと比較して魅力的な配当利回り（および
配当成長の可能性）を提供します。さらに、キャッシュフローを重視したビジネスモデ
ルや税制優遇を背景に、歴史的に高配当を実現しています。現在、欧州全域で不動産
証券の配当利回りは、長期国債利回りに比べて魅力的なプレミアムを提供しており、こ
れは潜在的な投資価値を示していると考えられます（図6）。

魅力的なインカムおよび成長性を
提供する可能性

欧州不動産証券の利回りの優位性

図 6
相対的に魅力的な配当利回り

不動産証券配当利回り(e) 国別10年国債利回り(f)

欧州不動産
証券(a) 欧州株式(b) グローバル

社債(c)
グローバル
株式(d)

ドイツ
10年債

フランス ドイツ オランダ スウェーデン 英国

3.4% 3.3%
3.1%

1.9%

0.6%

4.8%

3.5%
2.3%

5.8%

4.7%
平均 ： 4.2%

(左図）2022年3月31日現在。 出所： ICE BofA、ブルームバーグ、コーヘン＆スティアーズ。

(右図）2022年3月31日現在。 出所： ブルームバーグ、コーヘン＆スティアーズ。

過去の実績は将来の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。上図に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。また、当資料に記載さ
れた市場予測が実現することを保証するものではありません。配当利回りは株式指数、満期償還利回りは、債券指数に基づいています。

(a) 欧州不動産証券は FTSE EPRA Nareit 先進国欧州不動産指数を使用しています。(b) 欧州株式は MSCI AC欧州指数を使用しています。(c) グローバル社債は ICE 
BofA グローバル債券指数を使用しています。当指数は、主要な国内およびユーロ債市場で公的に発行された投資適格社債のパフォーマンスを示しています。(d) グロー
バル株式は MSCIワールド指数を使用しています。当指数は、先進国の大・中資本企業のパフォーマンスを測定する浮動株調整済みの指数（配当源泉徴収税控除後）です。

過去の実績は将来の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。上図に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。また、投資家が上記のよ
うなパフォーマンスを経験することを保証するものではありません。

(e) 配当利回りは、カバレッジユニバースに含まれる不動産証券に対するコーヘン＆スティアーズの推定値です。(f) 10年国債金利は、各国の一般的な10年国債利回りを
使用しています。

利回りとは、投資に対する収益率のことです。これは、証券から受け取る利息や配当金を指し、通常、投資のコスト、現在の市場価値、または額面を基にパーセンテージ
で毎年示されます。指数定義および追加の開示事項については、文末脚注をご覧ください。
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大陸欧州 英国

欧州不動産証券のNAVに対する月次プレミアム/ディスカウント(a) 

2011年2月～2022年3月
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欧州不動産証券の純資産額に対する月次プレミアム/ディスカウントと年間収益率(a) 

2011年1月～2022年3月
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収
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対NAV月次プレミアム/ディスカウント(b)

ディスカウントされた
バリュエーションが数カ月
継続した後の年率平均
リターンは11.3%。

現在のNAVに対する
ディスカウント率は
22.4%
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図 7
ディスカウントされたバリュエーションは、
潜在的な投資機会

2022年3月31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。

2022年3月31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。

過去の実績は将来の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。上図に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。

(a)NAV は、企業の全資産から負債を差し引いた正味の市場価値を算出しようとするものです。大陸欧州の P/D 
NAV は、欧州各国（オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、
ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス）の P/D を加重平均したものです。

英国は大陸欧州の加重平均に含まれないため、個別に表示されています。指数定義および追加の開示事項につい
ては、文末脚注をご覧ください。

過去の実績は将来の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。上図に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。

(a)FTSE EPRA Nareit 先進国欧州指数の1年後のトータル・リターン（月次）。(b) NAV は、企業の全資産か
ら負債を差し引いた正味の市場価値を算出しようとするものです。大陸欧州の P/D NAVは、FTSE EPRA 
Nareit 先進国不動産指数に含まれる欧州各国（オーストリア、ベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、アイ
ルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス）の P/D の加重平均を表しています。
英国は大陸欧州の加重平均には含まれません。指数定義および追加の開示事項については、巻末脚注をご覧くだ
さい。

バリュエーションは10年ぶりの低水準

大陸欧州および英国の不動産証券は、純資産価値（NAV）に対して比較的魅力的なディ
スカウント価格で取引され続けています。NAV（2022年 3月31日現在）に対するディ
スカウント率は大陸欧州で 22.4％、英国で 23.3％であり、不動産証券は過去10 年
間で最も低い水準で取引されています。

注目すべきは、2021年2月28日までの10年間で、ディスカウントされたバリュエーショ
ンは投資に有利な時期であったということです（図7）。
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アップサイドの可能性：欧州不動産の事例

FTSE EPRA NAREIT 先進国 欧州

欧州コア

上場不動産証券および非上場不動産ファンドの年率換算収益率の推移（％）

上場不動産証券はコア型非上場不動産
ファンドをアウトパフォーム

図 8
歴史的なパフォーマンスの優位性 1年 3年 5年 10年

上場不動産証券の超過収益(bps)

27.3

8.6

1,872

6.0

5.8

21

5.4

7.1

-176

10.3

6.1

420

2021年12 月31日現在。 出所：モーニングスター、コーヘン＆スティアーズ。
過去の実績は、将来の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。上図に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。指数定義、
その他の開示事項については、文末脚注をご覧ください。

結論
ディフェンシブでありながら、アップサイドの可能性を秘める

インフレ率の上昇、経済成長の鈍化（景気後退の可能性）、地政学的リスクの高まりが
見られる今日の環境において、欧州の不動産証券はディフェンシブな成長機会を提供す
ると考えています。

物流、通信塔、ヘルスケア、貸倉庫などは、ディフェンシブ性の高いセクターでありながら、
構造的な成長特性も併せ持つセクターです。不況に強いと考えられるセクターの例とし
ては（契約期間が長期にわたることなどを要因に）、ヘルスケア、商業施設、高齢者向
け住宅、ドイツの賃貸住宅などが挙げられます。さらに、学生寮は短期契約であるにも
かかわらず、不況に強いセクターであると考えています。これは主に、欧州の大半の賃
貸住宅と同様に、当該セクターが極めて供給不足であるためです。

当社は、経済的な要因、国別の動向、セクター毎の特性など、市場を理解するための
リソースと経験を持つ専門性の高い運用会社が、最も効果的なポジションを取り、必要
に応じてポートフォリオを適切に変更することで、リスク調整後リターンを高めることが
できると考えています。

コア型非上場不動産をバリューおよびグロース面で補完する上場不動産証券

上場不動産証券は、依然として健全な経済環境、インフレ・ヘッジ特性、高いインカム
および成長見通し、魅力的なバリュエーションに加え、オフィス、物流、住宅などのセ
クターで相次いでいる非上場不動産市場における上場不動産の買収活動にも下支えされ
る可能性があります。これらの買収は、投資家が欧州の不動産市場全体に価値を見出
し続けていることを示唆しています。

上場不動産証券はまた、直接投資や、オポチュニスティック型、バリューアッド型の実
物不動産投資を補完し、総合的な不動産投資戦略の有効な基盤になり得ると考えてい
ます。

その理由の一つは過去のパフォーマンスにあります。過去10年間、欧州の上場不動産
証券は、コアオープンエンド型非上場不動産ファンドを年率 420bps上回っています（図
8）。上場不動産証券は、日々の流動性を提供し、一般的に比較的低リスクの良質かつ
安定性の高い資産に重点を置いたコア型不動産投資戦略を採用しながら、このリターン・
プレミアムを達成しています。
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また、不動産証券は通常、多くのコア型非上場不動産ファンドと同様に、30 〜 40%
の適度なレバレッジを採用しています。

上場および非上場不動産への配分による分散投資

当社は、上場不動産証券と非上場不動産の両方への配分が戦略的資産配分上重要と考
えています。上場不動産と非上場不動産の組み合わせ方は、流動性へのニーズ、インカ
ム対トータル・リターンの選好度合い、リスク許容度、ボラティリティ耐性、運用報酬
に対する考え方など（ただし、これに限りません）、投資家固有の要因によって決定さ
れます。

全体として、欧州の上場不動産証券は、インフレに対抗する上で重要な役割を果たす可
能性があり、また、欧州が不況に陥り、長期金利がピークに達したとしても、堅実な相
対利回りおよび確実なインカムを提供することができると考えています。
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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。

欧州不動産証券：FTSE EPRA Nareit 先進国不動産指数：先進国の上場不動産投資信託（REIT）と上場不動産会社で構成される非管理型の時価総額加重総合リターン
指数に含まれる欧州企業の値を使用しています。欧州株式：MSCI AC 欧州指数：欧州の先進国15カ国と新興国 5カ国の大型・中型企業のパフォーマンスを測定するもの
です。グローバル不動産証券：FTSE EPRA Nareit 先進国指数：先進国市場の上場不動産証券（REIT）および上場不動産会社で構成される時価総額加重型のトータル
リターン指数です。グローバル株式：MSCI ワールド指数：先進国を代表する大・中資本企業のパフォーマンスを測る浮動株調整済み指数（配当源泉徴収税控除後）を使用
しています。グローバル債券：ブルームバーグ・グローバル・総合債券指数：世界の投資適格固定金利債券市場の広範な指標です。非上場不動産：NCREIF Fund Index-
Open End Diversified Core Equity (NFI-ODCE) は、主に米国資産に焦点を当てたコア投資戦略を追求する 36 の非上場不動産ファンドの資本金加重、時間加重型
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
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