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不動産証券 グローバル投資家向け

強固な基盤を有する不動産証券への
投資機会

様々な特性の組み合わせ

上場不動産証券は歴史的に、力強いリ
ターン、魅力的で成長性のある配当、株
式との長期的な低相関、インフレ・ヘッ
ジ特性を提供してきました。

多様性かつ成長性のある
グローバル市場

1.9 兆ドルの上場不動産証券の投資ユニ
バースは、21 の先進国、12 以上の不
動産タイプを網羅しており、アクティブ
運用会社が超過収益を創出するための
十分な市場規模および多様性を有してい
ます。

実物不動産を補完

上場不動産と実物不動産の両方に資産
を配分することによって、投資家は不動
産ポートフォリオをより分散させ、次世
代の不動産タイプへの投資が可能とな
り、適時に効果的な投資機会を得ること
ができます。

上場不動産証券は、高い成長性を有する良質な資産への投資を可能にし、実物不動産特有の利点を求める投資家に、
効率的かつ流動的な手段を提供します。

ジェイソン・ヤブロン、マシュー・カーシュナー、ジー・ジャン 
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魅力的な配当収益やトータル・リターン、ポートフォリオの分散効果、インフレ感応度などの
特性が、投資家にとっての投資妙味となっていることを背景に、不動産への大規模な資産
配分は継続的に増加しています。コーネル・ホーデス・ワイル社が毎年実施している機関投
資家の投資配分動向調査によると、不動産への投資額は過去10年間で着実に増加しており、
2021年には平均10.7％に達しています。(1)

株式、債券に次ぐ巨大な市場規模を誇る不動産市場では、ここ数十年の間に個人投資家か
らの資金が実物不動産市場から上場不動産証券市場へと大きくシフトしています。その結
果、1991年には僅か90億ドルだった米国リートの市場規模は、現在1.3 兆ドルにまで成
長し、グローバル・リートの市場規模は1.9 兆ドルに達しています。(2)

上場不動産証券を活用することで、投資家はグローバルに分散された良質な資産ポートフォ
リオを構築することができるため、実物不動産の補完に適しています。上場不動産証券市
場は、多様な投資アプローチを実現し、様々な利益を投資家にもたらすことができるまでに
成長していると考えます。

上場不動産証券への投資機会
上場不動産証券は、効率的かつ
分散投資効果をもたらす形で、良
質な不動産資産への投資機会を
提供します。

強固な基盤を有する不動産証券への投資機会

過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。指数定義および追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。

（1）2021 年 11 月 21 日。コーネル・アンド・ホーデス・ウェイル・アンド・アソシエイツ社の機関投資家向け不動産配分モニター調査。
（2）2022 年 6 月 30 日時点。上場不動産証券には、不動産投資信託（リート）およびその他の不動産証券が含まれます。上場不動産証券を単に「リート」と表現す
る場合があります。 

•　1991 年以降、米国で年率平均 11.1％、グローバルで年率平均 7.9％の高いリターンを実現（図1）

•　魅力的かつ成長性のある配当を提供。現在の配当利回りは約 4％（図2）

•　株式との過去の相関関係は 5 年ローリングで 0.26 であり、分散投資の効果が期待できる（図3）

•　歴史的に、予想外のインフレ時に相対的に優れたパフォーマンスを発揮（図4）

• 上場リートは、過去 20 ～ 30 年のパフォーマンスおいて、オープン・エンド型およびクローズド・エンド型の非
上場不動産ファンドを年率ベースで大幅に上回っており、コア/ コアプラス型不動産への効果的な配分方法とな
りうる （図9)

• コア/ コアプラス型不動産と比較して、同程度のリスクで相対的に高い期待リターンを提供（図10）

• 戦略的な資産配分に加え、市場サイクルを通して魅力的かつタイムリーに効果的な投資機会を得る可能性（図
11）。

•　先進国 21カ国、350社以上によって構成される1.9 兆ドルの市場規模（図 5）

•　米国リート市場の半分以上を占める、通信塔、データセンター、貸倉庫、ヘルスケアなどの新たな不動産セクター
へのアクセスを提供（図6)

•　国、セクター、個別銘柄ごとにおける過去のリターンのばらつき（図7）は、リートのアクティブ運用会社が潜在
的なリターンを高める機会をもたらす

•　上場不動産証券のアクティブ運用のポートフォリオ・マネージャーは、ベンチマークをアウトパフォームしてきた
優れた実績を有する（図8)

要約

上場不動産証券の
特徴

実物不動産投資の
補完

多様かつ成長性の
ある市場
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過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様の動きが繰り返されることや、その動向の開
始時期などを示唆、また保証するものではありません。上記に示す当社の見解は資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。上
記のデータは、コーヘン＆スティアーズが運用・運用助言する特定の商品の運用成果を示すまたは保証するものではなく、将来の投資収益や運用成果を保証
するものではありません。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。また、指数は運用報酬、諸費用、または税金を反映しており
ません。上記は情報提供のみを目的として作成された資料であり、特定銘柄の推奨を目的としたものではなく、銘柄の売買・保有に関する助言・推奨を目的と
したものでもありません。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。

1. 過去における力強いリターン

近代リート時代に入った1991 年以降、上場不動産証券は、米国
で年率平均 11.1%、グローバルで年率平均 7.9% と、絶対的にも
相対的にも高いリターンを実現してきました（図1）。この力強いリ
ターンは、賃貸借契約に基づく経常的な収益を生み出すことのでき
る良質な資産の取得と開発に焦点を当てた、リートの安定的なビジ
ネスモデルによって支えられています。

さらに、数十年にわたる自然淘汰の過程で、投資戦略やコーポレート・
ガバナンスのベスト・プラクティスが採用されていることは、一般
的に投資家の利益につながっています。運用期限が定められたファ
ンド投資とは異なり、リートの経営陣は、長期的な株主価値の創出
に焦点を当て、人材、プロセス、データ、文化などのプラットフォー
ムに投資することができます。当社の見解では、これらすべてが、
成長を促進し、リターンを向上させるのに役立つと考えています。

2. 成長性のある魅力的な配当

リートは魅力的な配当を行う傾向があり、現在グローバルでは不動
産証券の利回りは株式や債券の水準を大きく上回っています（図 2）。
リートはキャッシュフロー重視のビジネスであり、課税対象となる
収益のほぼすべてを投資家に分配することが求められます。例えば、
米国では、リートは年間純利益の 90％以上を配当しなければなり
ません。

この要件を満たすことで、リートは法人税が免除され、効率的に利
益を投資家に還元することができ、投資家はそれぞれの適用税制に
応じて税金を支払うことになります。

さらに、リートには増配の仕組みが組み込まれています。リートが
最低配当率を維持するためには、通常、賃料や純利益の増加と同
時に増配しなければなりません。このような仕組みにより、歴史的
に見ても持続的な配当成長が実現しています。 

上場不動産証券は、これまでの投資特性を考慮すると、特に現在のような利回り追求ニーズが依然として高くかつ持続的な
インフレという環境下において、投資するに十分値する理由があると考えられます。

上場不動産証券が有する魅力的な特性

米国 グローバル

上場不動産
証券

株式 債券 上場不動産
証券

株式 債券

図1
各資産の年率リターン（1991年以降、米ドルベース）
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図2
各資産の直接利回り
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2022 年 6月30日現在。出所：Morningstar, Cohen & Steers。

2022 年 6月30日現在。出所：Morningstar、Cohen & Steers。
不動産証券と株式は配当利回り、債券は満期までの利回りを表して
います。
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強固な基盤を有する不動産証券への投資機会

3. 他資産との相関

上場不動産証券は、短期的には、上場証券全般に影響を与える市
場要因に左右され、株式との相関が高くなることがあります。しか
し、長期的に見れば、上場不動産証券のパフォーマンスは、その裏
付けとなる不動産市場によって大きく左右されます。

図 3 は、四半期から 5 年間のローリングまで、さまざまな期間に
わたる上場不動産証券と他資産の相関関係を示しています。歴史的
に見て、株式との相関は保有期間が長くなるにつれて劇的に低下し
ており、上場不動産証券への資産配分は、伝統的な株式・債券ポー
トフォリオの中で長期的な分散効果をもたらす可能性があることを
示しています。

対照的に、上場不動産証券は短期的には実物不動産とはほとんど
相関性を示しませんが、これは上場不動産証券の価格はリアルタイ
ムで時価評価されるのに対し、実物不動産の資産価値は遅行性の
ある鑑定評価に基づいているためです。より長期間にわたって観察
すると、上場不動産証券と実物不動産のパフォーマンスは収束しま
す。言い換えれば、上場不動産証券は実際のところ、不動産資産で
あるということです。 

4. 歴史的にインフレ・ヘッジの特性

上場不動産証券は歴史的に、以下に挙げる特性による恩恵を受け、
インフレ環境下で短期的および長期的に優れたパフォーマンスを発
揮してきました。 

1999年‒2022年第2四半期

 

上場市場のボラティリティ
は、短期的には株式との相関
を高める可能性があります。

しかし、より長期的には、裏
付けとなる不動産のファンダ
メンタルズを反映しています。

図3
上場不動産証券と他資産の保有期間別相関

vs. 株式 vs. 実物不動産

ローリング観測期間
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2.0のインフレ・ベータは、インフレ率が
前年の予想を1%上回るごとに、グローバ
ル不動産証券のリターンが長期平均を
2.0%上回っていることを意味します。

図4
インフレ・ベータ（1991年‒現在）

-2.0
0.3

0.7

2.0

2022 年 6 月 30 日現在。 出所：NCREIF, Bloomberg, Cohen 
& Steers。

2022 年 6月30日現在。出所：Bloomberg, Thomson Reuters 
Datastream, Cohen & Steers proprietary analysis.

米国リート、米国株式、実物不動産について、四半期データを用いて算
出したローリング期間のリターンに基づく相関関係を示しています。相関
関係とは、2 つのデータ系列が互いにどのように関連して動くかを示す統
計尺度です。

インフレ・ベータは、１年実質リターンを前年比実現インフレ率と遅行さ
せた１年予想インフレ率の差に対して多変量回帰させたベータを計算し
ています。予想インフレ率はミシガン大学の調査による１年予想インフ
レ率の中央値を使用しています。実現インフレ率は、米国労働統計局が
発表する米国都市部消費者物価指数 (CPI) を用いています。線形回帰
は、従属変数と1 つまたは複数の説明変数との関係をモデル化する統
計手法です。

賃貸借契約期間が短いほど、つまり景気感応度が高
いほど、コストの上昇を吸収しやすく、経済の改善
に伴う需要の増加の恩恵を受けることができます。

景気感応度

高い営業利益率

インフレ連動型賃料

再取得コストの上昇

コモディティ価格や
人件費に対する低い
感応度

ほとんどのリートは、コモディティ価格との関係が
薄く、現場スタッフ数も最小限であることが多いです

（ホテルやヘルスケアを除く）。また、通常の場合お
いてリートの最大のコストは固定資産税であり、そ
の上昇ペースは緩やかである傾向があります。

コストが収益よりも速いペースで上昇する局面で、
インフレは企業の収益を悪化させます。リートの営
業利益率は一般的に 60％程度で、コスト上昇の影
響を軽減します。

多くの商業用物件の賃貸借契約で、公表されたイン
フレ率に連動して賃料が上昇します。( これは米国外
ではより一般的です）

土地、資材、労働力のコスト上昇は、物件の新規開
発から見込まれる利益を減少させ、新規供給に対す
る経済的障壁を高めることから、既存物件に対する
競争を緩和させる可能性があります。

過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様の動きが繰り返されることや、その動向の開
始時期などを示唆、また保証するものではありません。上記に示す当社の見解は資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。上
記のデータは、コーヘン＆スティアーズが運用・運用助言する特定の商品の運用成果を示すまたは保証するものではなく、将来の投資収益や運用成果を保証
するものではありません。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。また、指数は運用報酬、諸費用、または税金を反映しており
ません。上記は情報提供のみを目的として作成された資料であり、特定銘柄の推奨を目的としたものではなく、銘柄の売買・保有に関する助言・推奨を目的と
したものでもありません。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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2022 年 6 月 30 日現在。出所：Nareit、FactSet、Cohen & Steers。
(a) FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index　(b) 過去 20 年間の地域別時価総額の年平均成長率を示しています。

地域
成長率

2002年-2022年(b)

北米

EMEA
3180億ドル

2002年

1.9兆ドル

2022年

381社231社

アジア太平洋

過去20年におけるグローバル上場不動産証券市場(a)の変遷

図5
上場不動産証券市場の成長（年率）
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グローバルなユニバース

個人投資家の資産が上場市場に流入するにつれ、グローバル上場不動産証券の時価総額は、2000 年代初頭の 3000 億ドルから、
現在では 21カ国、350 社以上の企業によって構成される1 兆 9000 億ドルの市場にまで成長してきました（図 5）。この成長には、
各国政府がより幅広い投資家に不動産投資の機会を拡大しようと、リート制度を採用する動きが増加していることが寄与しています。
現在、38 カ国でリートやリートに類似した証券が発行されており、さらに多くの国でリートに関する法律の導入が進められています。
時価総額は、先進国市場の1 兆 9000 億ドルに加え、新興国市場の時価総額は1400 億ドルにのぼります。

各地域の特徴

各地域の不動産証券市場はそれぞれ異なる形で発展を遂げてきたため、構造的に大きな違いがあります。

グローバル上場不動産証券市場は、過去数十年の間に大きく発展し、新しいタイプの不動産や市場への投資機会を提供して
きました。

多様かつ成長性のあるグローバル不動産証券市場

米国

米国のリート制度は、世界で最も効率的
な不動産運営モデルに進化したと考えて
います。広範囲で大規模な米国市場で
は、リートはセクター別に優れたプラッ
トフォームを構築することができ、集中
的な事業戦略の策定、投資簡易化、テ
ナントとの交渉力の強化を可能にしてい
ます。

欧州

欧州や英国の物件保有者の多くは、コー
ポレート・ガバナンス、ビジネスモデル、
株主利益を改善するために、セクター戦
略の簡素化、レバレッジの低減、キャッ
シュフローおよび積極的な不動産管理
をより重視するなどの改革を行っていま
す。ガバナンスと役員報酬の改善は、こ
れまで外部成長見通しを阻害する要因と
なってきた資本配分の規律を高めること
を目的としています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、時価総額と新規
上場企業数の両面において、過去数年間
で最も急速に成長している市場です。当
初はデベロッパーが中心でしたが、現在
ではリートを含む物件を保有・運営する
会社の存在感も大きくなっています。こ
の地域のリートは、米国や欧州と同様に、
産業施設、ヘルスケア、データセンター、
ホテル / リゾートなどの分野に拡大して
います。
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強固な基盤を有する不動産証券への投資機会

在宅勤務を含む働き方の多様化や、eコマース・サービスの拡充等の環境変化の中で、
次世代リートは必要不可欠

新たな不動産セクターへの投資機会

現代の上場リート市場は、20 年前に市場の大半を占めていた（そして今でもコア型非
上場不動産ファンドの大半を占める）伝統的なセクター以外の新たな物件タイプに拡大
しています。

最も注目すべき変化は、テクノロジー関連リートの成長です。過去 10 年間で、多くの通
信塔企業がリートに転換し、現在では米国のリート市場で最大のセクターとなっていま
す。また、クラウド・コンピューティングや IT アウトソーシングに対する需要とともに、デー
タセンター・セクターも成長しています。産業施設セクターは、現在、主に Amazon 
などのオンライン小売業者の小規模な配送センターを中心に構成されています。これら
の 3 つのセクターは、在宅勤務、e コマース、動画ストリーミング・サービスのインフラ
を提供しています。

新たな不動産セクターは、米国リート市場の半分以上、グローバル不動産証券市場の 4
分の1を占めています (図6)。 これにより、リート市場は構造的に景気感応度が低下し
ており、e コマースの成長や高齢化に伴う医療サービス、住宅へのニーズなどの長期的
なトレンドに牽引されるようになっていると考えています。

さらに、リート制度の拡充が、新たな投資機会を生み出しています。例えば、高齢者向
け住宅を保有するヘルスケア・リートは、第三者と物件を共同で運営することができる
ようになり、運営事業への出資が可能となったことで、新たな成長の道が開かれました。
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過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様の動きが繰り返されることや、その動向の開始時期な
どを示唆、また保証するものではありません。上記に示す当社の見解は資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。上記のデータは、コー
ヘン＆スティアーズが運用・運用助言する特定の商品の運用成果を示すまたは保証するものではなく、将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。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。また、指数は運用報酬、諸費用、または税金を反映しておりません。上記は情報提供のみを目的として
作成された資料であり、特定銘柄の推奨を目的としたものではなく、銘柄の売買・保有に関する助言・推奨を目的としたものでもありません。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。時価総額：FTSE EPRA Nareit Developed Index

(1) 産業用施設には、産業用オフィスを含む。(2) 商業施設には、ショッピングモールやショッピングセンターを含む。(3) 各種不動産（グローバル市場）には、ネットリー
ス、住宅建築業者を含む。(4) 企業例は、各地域のセクター内の時価総額が大きい企業を列挙。

2022 年 6 月 30 日現在。出所：UBS、Morningstar、Cohen & Steers。

新たな不動産
セクター

伝統的な
不動産セクター

新たな不動産
セクター

伝統的な
不動産セクター

時価総額

主な成長セクター 成長要因 北米 EMEA アジア太平洋

通信塔 5G, HD動画配信、接続機器の増加
American Tower, Crown Castle,  
SBA Communications

Cellnex

データセンター
 クラウド・コンピューティング、

在宅勤務、 ITアウトソーシング

ライフ・サイエンス研究、患者ケア
施設、介護住宅、高度看護施設

Equinix, Digital Realty Trust GDS, NextDC

ヘルスケア Welltower, Ventas Aedifica, Assura Group Parkway Life REIT

貸倉庫
個人の所有物や小規企業の在庫を
保管するスペースに対するニーズ

賃貸戸建住宅、55歳以上の高齢者
コミュニティ、学生寮

eコマース物流、
ラスト・ワン・マイルの配送

Public Storage, 
Extra Space Storage Big Yellow, Safestore National Storage REIT

新たな
賃貸住宅

  Invitation Homes, Sun Communities, 
Equity Lifestyle Properties Unite Group Ingenia

産業施設 Prologis, Duke Realty Segro, 
Warehouses de Pauw

Goodman Group, Nippon 
Prologis, Ascendas REIT

企業例(4)

米国 指数に占める割合(%)

伝統的な不動産セクター

新たな不動産セクター

産業施設(1)

集合住宅

商業施設(2)

オフィス

ネット・リース

森林

ホテル/リゾート

各種不動産(3)

通信塔

ヘルスケア

データ・センター

貸倉庫

簡易住宅

戸建住宅

158社

154社

図6
新たなタイプの不動産セクターが現代のリート市場を牽引
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強固な基盤を有する不動産証券への投資機会

アクティブ運用会社は、国別お
よびセクター別に異なる景気感
応度や事業サイクルを活用し、
リスク調整後リターンを向上さ
せる可能性

リターンの乖離がアクティブ運用会社に投資機会を創出

国や地域によって、不動産サイクル、マクロ経済状況や金融政策が異なることにより、
不動産証券のパフォーマンスに大きな乖離が生じる可能性があります。セクター別で
は、雇用、個人消費や貿易などの循環的な要因の影響をより強く受けるリートもあれば、
人口動態や eコマースの成長などの長期的なテーマに結びついているリートもあります。
このような多様性により、特定の期間におけるリターンの差異が大きくなることが頻繁
に起こります（図7）。

市場をよく理解し、ポートフォリオのポジションを適切に構築できるリソースと経験を有
するリート専門の運用会社は、潜在的にリスク調整後リターンを向上させる可能性があ
ります。

実際に、図8 に示すように、アクティブ運用を行う不動産証券のポートフォリオ・マネー
ジャーは、ベンチマークをアウトパフォームしてきたという確かな実績があります。 

3

2

国別 セクター別

最大と最小のリターン差トータル・リターン(米ドルベース)、最大/最小

アクティブ運用会社は、国やセクターごとに異なる特性を利用して、リターンを向上させる可能性があります。

図7
パフォーマンスの乖離がリターン向上の機会を提供

-40%

-20%

-60%

0%

20%

40%

60%

80%

-40%

-20%

-60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20152014 2016 20182017 2019 20212020 YTD2022 20152014 2016 20182017 2019 20212020 YTD2022

37
65 39 46

46

58

58

76

27

46

37 50

69

40

41

85
54

51

43%

17%
27%

7%

46% 43%
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-2%

-33%

-5%
-11%
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92%

4%
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-24%
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-9%

-37%

16%

-23%

米国

スペイン
ノルウェー

67%イタリア

日本

スウェーデンノルウェー
43%
米国

日本

日本

ノルウェー イタリア

日本

オランダ

香港

-42%オランダ

ドイツ

-47%スウェーデン

簡易住宅
貸倉庫

産業施設

インフラ
ストラクチャー

その他
商業施設

簡易住宅

データセンター

ショッピングモール

ホテル/リゾート

森林

ホテル/リゾート

貸倉庫 ショッピング
センター

森林

ショッピング
モール

ショッピングモール

ヘルスケア

産業施設

過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様の動きが繰り返されることや、その動向の開始時期など
を示唆、また保証するものではありません。上記に示す当社の見解は資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。上記のデータは、コーヘ
ン＆スティアーズが運用・運用助言する特定の商品の運用成果を示すまたは保証するものではなく、将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。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。また、指数は運用報酬、諸費用、または税金を反映しておりません。上記は情報提供のみを目的として作
成された資料であり、特定銘柄の推奨を目的としたものではなく、銘柄の売買・保有に関する助言・推奨を目的としたものでもありません。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投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様の動きが繰り返されることや、その動向の開始時期などを示唆、
また保証するものではありません。上記に示す当社の見解は資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。上記のデータは、コーヘン＆スティアーズ
が運用・運用助言する特定の商品の運用成果を示すまたは保証するものではなく、将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。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。また、指数は運用報酬、諸費用、または税金を反映しておりません。上記は情報提供のみを目的として作成された資料であり、特定銘柄の推
奨を目的としたものではなく、銘柄の売買・保有に関する助言・推奨を目的としたものでもありません。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。

(a)eVestmentに詳細が記載されているマネージャが選んだベンチマーク

2022 年 6 月 30 日現在。出所：Morningstar。

2022 年 6 月 30 日現在。出所：Morningstar、Cohen & Steers。

図8
グローバル上場不動産証券のアクティブ運用マネージャー
ベンチマークに対する相対パフォーマンス(a) 

過去1年 過去3年 過去5年 過去7年 過去10年
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上場不動産証券は、短期的には株式のような値動きを示すことがありますが、長期的
なパフォーマンスは主に裏付けとなる不動産のファンダメンタルズによって左右されま
す（図3の過去の相関関係がこのことを示しています）。だたし、上場不動産証券と実
物不動産には重要な違いがあり、両市場に資産を配分する投資家は恩恵を受ける可能
性があります。特に、上場不動産証券は以下の潜在的な投資機会を提供します。

•　アクティブ運用によって超過収益を創出することにより、コア型非上場不動産
ファンドを上回るパフォーマンスを発揮する可能性があります。

•　よりグローバルな市場および通信塔、データセンター、貸倉庫やヘルスケアな
どの新たな不動産タイプへの効率的なアクセスにより、より多様性に富んだ不
動産資産への配分を可能にします。

•　異なる不動産セクターへの戦術的な資産配分や、上場不動産証券市場と実物
不動産市場における価値の乖離を利用した機動的な裁量取引を行うことができ
ます。

これらの特性を考慮すると、上場不動産証券は包括的な不動産戦略に有効な基盤とな
り、ターゲットを絞ったオポチュニスティック型またはバリュー・アッド型の実物不動
産投資を補完する役割を果たすことができると考えています。

歴史的に非上場不動産ファンドをアウトパフォーム

コア型非上場不動産ファンドを通じて、多くの投資家は商業用不動産への長期的なエク
スポージャーを得ています。このような投資家にとって、10 年という期間は一般的に
適切な時間軸であり、ローリング期間での結果を見ることで、トータル・リターンの一
貫性についてより有用な洞察を得ることができると考えます。現代の上場不動産証券の
黎明期である1993 年以降、10 年ローリングにおいて、上場不動産証券はコア型非上
場不動産ファンド(1) を 全期間のうち76% アウトパフォーム（79 四半期中の 60 四半期）
し、同程度のリターン（上場不動産証券 6.0-15.2% に対し、実物不動産5.0-12.9%。
5-95パーセンタイルの範囲）となり、中央値では上場不動産証券が約 270bps 高い
結果となりました（図 9）。

実物不動産投資を補完

上場不動産証券は歴史的に、良質な資産に焦点を当てた投資戦略により、比較的低い
レバレッジで高いリターンを実現してきました

(1) NCREIF Fund Index-Open End Diversified Core Equity (NFI-ODCE) は、主に米国資産にフォーカス
したコア投資戦略を追求する非上場不動産ファンド 36本の時価総額加重、時間加重のインデックス 
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強固な基盤を有する不動産証券への投資機会

上場不動産証券とクローズド・エンド型非上場不動産ファンドとを比較した場合にも、
歴史的な優位性は明らかです （クローズド・エンド型非上場不動産ファンドの分析は、
様々な年代のファンドが含まれている投資不可能な実物不動産ファンドのインデック
スに依存しない利点があります）。上場不動産証券は、日々の流動性を確保しつつ、比
較的低リスクのコア不動産戦略を通じて、高品質で安定した資産を中心に、良好なパ
フォーマンスを実現してきました。また、レバレッジも 30～40％と相対的に低く、多
くのコア型非上場不動産ファンドと同程度です。

過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様の動きが繰り返されることや、その動向の開始時期など
を示唆、また保証するものではありません。上記に示す当社の見解は資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。上記のデータは、コーヘ
ン＆スティアーズが運用・運用助言する特定の商品の運用成果を示すまたは保証するものではなく、将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。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。また、指数は運用報酬、諸費用、または税金を反映しておりません。上記は情報提供のみを目的として作
成された資料であり、特定銘柄の推奨を目的としたものではなく、銘柄の売買・保有に関する助言・推奨を目的としたものでもありません。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

2022年 6月30日現在。出所：Morningstar, Cohen & Steers and Warrington College of Business (Unversity of Florida)。

コア型非上場不動産
ファンド（オープン・エンド型）(a)

上場不動産証券(b)

不動産証券がアウトパフォームした頻度 :

上場不動産証券 vs. コア型非上場不動産
ファンド（オープン・エンド型）

上場不動産証券 vs. コア型非上場不動産
ファンド（クローズド・エンド型）

上場不動産証券は歴史的に、コア型非上場
不動産ファンドをアウトパフォーム

図9
パフォーマンスの優位性

7.7

12.9%

5.0%

10.4

15.2%

1.7%

5.9%

6.0%

10年ローリング・リターン
1993年1月‒2022年1月

パフォーマンス比較
 2000年1月‒ 2019年12月(c, d)

5-95パーセンタイルの範囲 中央値

アウトパフォーム
 (リスク調整前)

アウトパフォーム
(リスク調整後)(e)

76% 53% 68%

0%

5%

10%

15%

20%

(a)オープン・エンド型実物不動産ファンドは、NCREIF Fund Index-Open End Diversified Core Equity (NFI-ODCE)  (b)上場不動産証券は、FTSE Nareit All 
Equity REIT Index。FTSE Nareit All Equity REIT Indexは、不動産担保付抵当権以外の適格不動産資産を総資産の 50％以上保有し、かつ規模および流動性の
最低基準を満たす税制適格 REITで構成。(c) Thomas Arnold、David Ling、Andy Naranjo。Warrington College of Business, University of Florida。「Private 
equity real estate fund performance：A comparison to REITs and open-end core funds.」The Journal of Portfolio Management, 2021年 10月出版。
(d)クローズ・ドエンド型実物不動産ファンドは 375種類のシーズンドファンド、上場不動産証券は FTSE Nareit All Equity REIT Index (e) リスクの保守的な調整：非
流動性、追加的なレバレッジ、ドライパウダーを保持する機会コスト

上場不動産証が歴史的にアウトパフォームしている理由

上場リートがコア型非上場不動産ファンドに比べて相対的に高いリターンを創出してい
る要因は、リートのビジネスモデルの構造的な優位性による可能性が高く、さらには
流動性の恩恵を受けていると考えています。

• リートの経営陣の役員報酬は、株主価値の創出に連動

• 透明性の高い説明責任と上場市場の監視体制

• 公募および私募の両市場における株式発行や借入を通じた迅速かつ効率的な
資本調達能力

• 通信塔、データセンター、貸倉庫や簡易住宅など、歴史的に強固なパフォーマ
ンスを示してきた新たな不動産タイプに対するエクスポージャー 
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低  本質的な経済リスク 高

オポチュニスティック型

バリュー・アッド型
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低

コア・プラス型

コア型

上場不動産証券

不動産投資の戦略別の潜在的な
リスク・リターンの概念図

図10
上場不動産証券は、リスク・リターン特性の
スイート・スポットを占有

過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様
の動きが繰り返されることや、その動向の開始時期などを示唆、また保証するものではありません。指数定義
および追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。

2022年6月30日現在。出所：Cohen & Steers。

非上場不動産ファンドへの投資と比較し、魅力的なリスク・リターンを提供

非上場不動産ファンドへの投資は、コア型からコア・プラス型、そしてオポチュニスティッ
ク型へとベクトルを上げるにつれて、より高いリターンが期待できる可能性がある一方、
ポートフォリオのレバレッジの上昇や開発事業へのエクスポージャーの拡大を背景に、
より大きなマクロ・リスクを伴うことにもなります。しかし、上場不動産証券は（コア型
投資と同様に）低リスクの物件に集中する傾向があり、一般的に長期の賃貸借契約を
を結ぶテナントが多いため、上場不動産証券への投資は、コア型投資やコア・プラス型
投資と比較して、より高い潜在的なリターンを提供する可能性があります。(図10)

評価タイミングの違いが、市場サイクルの中で戦術的な投資機会を生み出す可能性

リアルタイムで価格が変動する上場不動産証券と、一般的に遅行性のある鑑定価格で
評価が行われる実物不動産の評価プロセスの違いは、特に不確実性が高まっている時
期に、短期的に大きな価値の乖離を引き起こす可能性があります。この関係を理解し、
上場市場と実物市場の両方に投資配分することができる投資家は、価格裁定の機会を
捉え、潜在的なリターンおよび分散効果を向上させる可能性があります。 
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強固な基盤を有する不動産証券への投資機会

歴史的に見ても、市場の低迷期には、投資家は実物不動産の価格評価の遅れを活用し
て、（すでに下落している）上場市場に資本を追加することによって、その本質的価値
に対してディスカウントされた価格で投資することができました（図11）。

2020 年の新型コロナ・ウィルス感染拡大期において、上場不動産証券市場の急落は、
オポチュニスティックなリターンが期待できる質の高いリートを購入するための短期的
な機会を提供しました。しかし、セクターや地域の需要動向への長期的な影響を考慮
すると、ファンダメンタルズ分析に支えられた選択的なエクスポージャーが、単純なパッ
シブ戦略よりも優れたアプローチであると考えています。

価格変動の時期のずれが投資機会を創出

近代リートの幕開け

リートの資本増強

リセッション
終了

リセッション
開始

上場不動産 実物不動産

世界金融危機 2020年 パンデミック

リセッション
終了

S&Pによる
米国の信用格下げリセッション

開始 

ロックフェラー・
センターのデフォルト

新型コロナ・ウイルスの
世界的感染拡大

上場市場と実物市場の価格変動時期の違いにより、市場サイクルを通して投資機会が創出される可能性

図11
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2021年6月30日現在。出所：モーニングスター、コーヘン＆スティアーズによる分析。

当社は、上場不動産証券をオポ
チュニスティック型やバリュー・
アッド型の実物不動産戦略と組み
合わせることで、包括的な不動産
戦略の効果的な基盤が構築でき
るとの見方

過去の実績は将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。上記に示す過去のデータは、将来同様の動きが繰り返されることや、その動向の開始時期など
を示唆、また保証するものではありません。上記に示す当社の見解は資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。上記のデータは、コーヘ
ン＆スティアーズが運用・運用助言する特定の商品の運用成果を示すまたは保証するものではなく、将来の投資収益や運用成果を保証するものではありません。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。また、指数は運用報酬、諸費用、または税金を反映しておりません。上記は情報提供のみを目的として作
成された資料であり、特定銘柄の推奨を目的としたものではなく、銘柄の売買・保有に関する助言・推奨を目的としたものでもありません。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。

上場不動産・実物不動産へのアロケーションによる分散投資

当社は、上場不動産と実物不動産の両方に戦略的に配分する価値があると考えていま
す。上場と実物への適切な配分は、流動性のニーズ、インカムあるいはトータル・リター
ンの選好、一般的なリスク許容度、時価変動に対する受容度や運用報酬に対する敏感
度など（ただしこれに限定されない）、一連の投資家固有の要素によって決定されると
考えます。また不動産へのアロケーションは、このような戦略的な視点に加え、市場サ
イクル特有の要因によっても左右されます。 
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多くの投資家が、資産配分を決定する際の優先順位を共有していますが、それぞれのベストを提供する「特効薬」的な解決策はあ
りません。したがって、投資家は各自の投資方針に応じてトレードオフの判断を下す必要があり、分散投資によって最良のバラン
スが得られる可能性があります。

上場不動産と実物不動産への投資について、それぞれの長所と短所を以下にまとめました。

様々な不動産投資手法におけるフル・サイクルの潜在的利益とトレードオフの関係

投資家の優先順位

トータル・リターン オポチュニスティック型
上場不動産証券

バリュー・アッド型 コア型

利回り

流動性

コア型 上場不動産証券 バリュー・アッド型
オポチュニスティック型

上場不動産証券 コア型 (オープン・エンド) コア型 (クローズド・エンド)

公表されるボラティリティ 実物不動産 上場不動産証券

運用報酬

資産の質

上場不動産証券 コア型 バリュー・アッド型
オポチュニスティック型

上場不動産証券 コア型
バリュー・アッド型

オポチュニスティック型

強 弱

投資家の優先事項に対する相対的な影響

活用目的の例 戦略例

不動産全体のアロケーション

グローバル不動産証券
米国不動産証券

オポチュニスティック型非上場不動産ファンドと組み合わせることを目的としたコア不動産戦略としての配分

市場サイクルの中で戦術的に不動産をオーバーウエイトするにあたってのオポチュニスティックな配分（多く
の場合、長期的な配分に加えて）

実物不動産戦略のキャピタルコールに対応するための流動性確保の手段

実物不動産投資へのアクティブ・アロケーションのオーバーレイを提供するための戦術的な配分先

国内資産への配分が大きく、グローバルなエクスポージャーを求める投資家のための地域補完を目的とした配分 北米、欧州および
アジア太平洋籍の不動産戦略

 

上記のデータは過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。また、上記に示した過去のトレンドが将来も繰り返されるという保証はなく、そのような
トレンドがいつ始まるかを正確に予測することは不可能です。本資料に掲載されている見解および意見は、発表日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
また、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。

機関投資家の上場不動産証券へのアロケーション

機関投資家による上場不動産証券への投資が活発化するなか、投資家の目的に応じて様々な投資事例が見られます。その中には、
以下のようなものがあります。
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ジェイソン・A・ヤブロン（シニア・バイスプレジデント）

米国不動産証券部門の責任者であり、米国不動産証券戦略のシニア・ポートフォリオ・マネージャーとして、
同戦略のリサーチプロセスを統括する。21年の投資運用経験を持つ。2004 年に入社する以前は、モルガ
ン・スタンレーで賃貸住宅とヘルスケア・リートを中心に担当するセルサイド・アナリストとして4 年間従事。
ペンシルべニア大学にて学士号取得。ニューヨーク拠点。

マシュー・カーシュナー（CFA、シニア・バイスプレジデント）

米国不動産証券戦略のポートフォリオ・マネージャー。20 年の投資運用経験を持つ。2004 年に入社する
以前は、アライアンス・バーンスタインで商品リサーチおよび開発を担当するアナリストとして従事。エモリー
大学にて学士号を取得し、ニューヨーク大学スターン・スクール・オブ・ビジネスにてMBA（金融・会計専
攻）を取得。ニューヨーク拠点。

ジー・ジャン（CFA、バイスプレジデント）

グローバル不動産証券戦略のポートフォリオ・マネージャー。14 年の投資運用経験を持つ。2018 年に入
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著者について
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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。

グローバル不動産証券 / リート：FTSE EPRA Nareit 先進国指数は、収益の半分以上が不動産関連の活動から生じている先進国を国籍とする企業の時価総額加重・
時間加重指数です。

グローバル株式：MSCI ワールド指数は、先進国の大型株及び中型株のパフォーマンスを配当に係る源泉税控除後で計測する浮動株調整後指数です。

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は、世界の投資適格固定金利債市場を幅広く測定したものです。

非上場不動産：NCREIF ファンド指数 - オープンエンド分散コア・エクイティ (NFI-ODCE) は、米国資産に特化したコア型投資戦略を実行している36件の非上場不動
産ファンドの時価総額加重・時間加重指数です。

米国不動産証券 / リート：FTSE Nareit オール・エクイティ・リート指数は、主に不動産へのエクイティ投資を行っている上場米国リートの時価総額加重・時間加重指
数です。

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。

米国債券：ブルームバーグ米国総合債券指数は、米ドル建て投資適格固定金利課税債券市場の広範な市場指標で、米国債、政府機関債、社債、モーゲージ担保証券、
資産担保証券、商業用モーゲージ担保証券を含みます。

10 年物国債：ICE BofA 米国 7-10年国債指数は、ICE BofA 米国債指数のサブインデックスで、残存期間が7 年以上かつ10 年未満のすべての証券を含みます。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。

コーヘン＆スティアーズ・ジャパン株式会社は、投資運用業及び投資助言・代理業者として関東財務局に登録されています。（関東財務局長（金商）第 3157 号）


