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不動産証券 グローバル投資家向け

リセッションと上場・実物不動産市場の
ロードマップ

不動産の価格調整

上場不動産証券市場は年初来で大幅に
下落しており、また、実物不動産市場に
おいても、経済成長率の鈍化、資金調
達コストの上昇や資金調達環境の悪化
などを背景に、不動産価格が下落する可
能性があります。

力強いリターン創出の可能性

上場不動産証券市場は実物不動産市場
の先行指標となる傾向があるため、上場
不動産の価格が底を打つことは、両資産
クラスにおいて強固なリターンが得られ
る投資機会を示唆すると考えています。

長期的な勝ち組と負け組

また、非伝統的な次世代の不動産セク
ター、サンベルト地域のオフィスや住宅、
郊外と都市が融合した「サーバン・コミュ
ニティ」、そして市場環境の変調を受け
苦境に立たされている物件タイプなど、
不動産を取り巻く環境が変化する中で、
いくつかの注目すべき投資機会が生まれ
ていると考えています。

資本コスト上昇と経済成長鈍化に対する懸念が高まるなか、不動産の価格調整が進んでいます。

ジェームズ・コール、ジェイソン・ヤブロン

要 旨



2

成長減速、あるいは縮小へと景気サイクルの転換期を迎えるなか、資金調達コストの上昇
や資金調達環境の悪化を背景に、足元の上場および実物不動産市場を取り巻く環境は大き
く変化しています。

その結果、投資家のリターンに対する要求の高まりを受けて年初来で上場不動産証券のパ
フォーマンスは軟調な推移となりました。米国リート（FTSE NAREIT オール・エクイティ・
リート指数）は、年初来で 25.0% 下落しています（9 月 23 日時点）。この下落率は、歴
史的なリセッション時のリートの下落率に匹敵します（図１）。

同時に、実物不動産市場は、市場の低迷を反映した価格調整にはまだ至っていませんが、
実物不動産の価格も今後下落することが予想されます。実物不動産市場は、価格決定や取
引のプロセスが上場市場と比較して緩慢なため、一般的に上場不動産証券市場の価格のト
レンドに遅行します。

このような背景から、足元の上場不動産証券市場、そして今後の実物不動産市場でも価格
調整が進めば、いずれ両市場において、長期的に魅力的なリターンの創出機会が生まれる
可能性があります。

上場不動産証券が実物不動産の先行指標となることは、過去のパフォーマンスが示してい
ます。リセッション時には、上場不動産証券市場が実物不動産市場を下落・回復の両方の局
面で先行する傾向があります。

上場不動産証券と実物不動産におけるリアルタイムのプライシングの違いは、短期的に大
きな乖離を引き起こす可能性があります。不動産への投資を考える際には、上場市場と実
物市場のプライシングの先行・遅行の特性を理解することで、両資産クラスに異なるタイミ
ングで戦術的に資産配分を行い、足元の状況における異なるプライシングを利用できるかも
しれません。

景気サイクルの移行が魅力的なリターンを
創出する可能性

リセッションと上場・実物不動産市場のロードマップ

1991年1月～2021年12月

図1
上場・実物不動産はリセッションの影響を
受けるものの、その程度や時期にはずれが
生じる
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ボラティリティやその他の特性が特定の投資対象と異なる可能性があるため、指数の比較には制約があります。実物不動産のリターンは、実物不動産市場に
おける鑑定プロセスの調整により、4 四半期の遅行が生じます。
各景気サイクルは、米国カンファレンスボードの景気一致指数による米国の景気サイクルに基づきます。
(a) カンファレンス・ボード景気一致指数（CBCI）のコンポジット・インデックスは、カンファレンス・ボードが発表している指数で、現在の経済状況を幅広く
測定し、経済学者や投資家が現在の経済がどの段階にあるのかを判断するのに使用されます。1991 年 1月から 2020 年 12 月までの月別に、景気サイクル
の初期、中期、後期、後退期に分類されています。上記のリターンは、これらの期間中の年率平均リターンを示しています。(b) 米国リートは、FTSE Nareit 
All Equity REIT 指数を使用しています。(c) 米国株式は、S&P500 種指数を使用しています。(d) 米国実物不動産は、NCREIF ファンド指数 - Open End 
Diversified Core Equity (NFI-ODCE) を使用しています。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。 

2022 年 6月30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。
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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。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。上記のリターンは、1994 年 2 月～1995 年 3 月、1999 年 7 月～
2000 年 6 月、2004 年 7 月～ 2006 年 8 月、2016 年 12 月～ 2019 年 2 月の利上げ期間のリターンの平均値です。
(a) 米国リートは、FTSE Nareit All Equity REIT 指数（年率換算トータルリターン）を使用しています。(b) 米国株式は、S&P500 種指数（年率換算トータル・
リターン）を使用しています。

このような上場不動産証券市場の下落や、予想される実物不動産市場の調整は、当社
のマクロ経済のベース・シナリオとも整合しています。

当社は現在、リセッションに入っていると考えています。年初来、雇用やその他の指標
は依然として力強さを示しているものの、四半期毎の成長率は連続して鈍化しており、各
国の中央銀行は、史上最も積極的な利上げによって強制的に景気を減速させようとして
います。

過去 100 年の間に起きたリセッションと比較し、現在は平均的なリセッションに直面し
ていると考えています。当社は、実質 GDP がグローバルで 2% ～ 3% 減少し、その
期間は約 12 ヶ月程度続くと予想しています。

しかし、注目すべきは、不動産の優れたリターンはリセッション期にも継続する傾向が
あることです。その結果、この困難な時期から、上場および実物の両方の不動産市場
で魅力的なリターンを獲得する可能性があります。そして、不動産ポートフォリオを最
適化するには、上場と実物の両市場への配分が有効です。

経済成長率が鈍化し、資金調達コストが上昇する環境下では、不動産のプライシングは
困難です。とはいえ、足元の不動産価格のバリュエーションや、一部のセクターで予想
されるさらなる下落は、魅力的なエントリー・ポイントを提供するでしょう。ただし、セ
クターによって景気循環的な課題や構造的な社会の変化への対応は異なるため、不動
産市場全般にわたって一様というわけではありません。

2022 年8月31日現在。出所：ブルームバーグ、連邦準備制度理事会のデータを基にコーヘン＆スティアーズが算出。

初回利上げ開始
6ヶ月後のリターン

利上げサイクル中の
リターン

利上げサイクル終了
6ヶ月後のリターン

図2
FRBによる利上げ後、
歴史的にリート市場は株式市場を
アウトパフォーム
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リセッションと上場・実物不動産市場のロードマップ

実物不動産市場が底を打つまでには、更に時間がかかると考えられます。当社は、流
動性が低下した後のストレス・サイクルは、実物不動産市場に対して数年にわたる投資
機会をもたらすと予想しています。当社のベース・シナリオである平均的なリセッション
を前提として、実物不動産の価格は最大で 15% 程度下落すると予想しています。また、
深刻なリセッションとなる可能性は低いと考えているものの、25％程度まで下落する
可能性もあると見ています。

それでも、リセッションの裏返しとして、力強いリターン創出の当たり年にもなる可能
性があると考えています。ひとつには、長期かつ低コストでの借入ができなかった物件
保有者や、ローンの満期償還が差し迫った物件保有者は、物件を保有し続けるために
株式による資金調達を行うか、物件の強制売却を余儀なくされる可能性があることです。
このため、資産の借り換えを支援するために資本を提供したり、借り手を差し押さえた
物件保有者からその資産を取得したりすることで、オポチュニスティックなリターンの
獲得機会が生まれます。

また、物件保有者は、バランスシート全体の流動性ニーズを満たすために、質の高い優
良な資産を市場清算価格で売却しようと考えるかもしれません。さらに、テナントが退
去するなどの先行き不透明なイベントが発生することにより、運営難に陥る可能性もあ
ります。

金利の上昇と資金調達環境の悪化により、債券市場の引き締めが続くと予想されます。
これは、経済成長率の鈍化と相まって、価格調整の要因になるとみられます。しかし、リー
トのバランスシートは強固であり、価格調整によりもたらされる機会を活用することが
できると考えられます。

また、現在の景気サイクルでは、不動産は相対的に良好なパフォーマンスを発揮すると
予想しています。例えば、不動産が歴史的に有するキャッシュフローの耐久性と予測可
能性は、他の資産クラスと比較してディフェンシブ性をもたらす可能性があります。と
はいえ、このような環境下で当社が注目する不動産には、いくつかの具体的な特徴もあ
ります（図３）。

ディフェンシブ性 シクリカル性

質の高い保有物件… 成長市場

信用力の高いテナント… 支払われる賃料の市場価格割れ

ビルトイン型の賃料上昇特性

本質的価値（再取得コスト）に対する大幅なディスカウント

長期の賃貸借契約期間…

競合となる物件の限定的な新規供給…

魅力的なキャッシュフロー倍率…

高い期待配当利回り…

将来のキャップレート縮小の可能性

および、高いトータル・リターンの可能性

図3
足元の景気サイクルにおいて
カウンター・シクリカル（反循環的）な
不動産戦略を可能にする魅力的な特性

2022 年8月31日現在。出所：コーヘン＆スティアーズ。
見解や意見は発行日時点のものであり、予告なく変更される場合があります。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。また、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。

金利上昇と資金調達環境の悪化により、債券市場の引き締めが続くと
予想されます。このことは経済成長率の鈍化と相まって、さらなる価
格調整の要因となる可能性があると考えます。
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2022 年 6 月 30 日現在。出所：コーヘン＆スティアーズ独自の分析。
上記に示す過去の傾向は将来も繰り返されるという保証はなく、そのような傾向の開始時期を正確に予測することはできません。
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景気サイクルを通じて賃貸借契約期間は重要

短期
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セクター別景気感応度と賃貸借契約期間

戸建賃貸住宅は、8 月末現在、当社の上場不動産証券戦略の中で大幅にオーバー・ウェ
イトしているセクターの一つです。住宅所有コストの上昇と住宅在庫の減少を背景に、
若い世代の家族がより多くのスペースをより長期にわたって借りざるを得ないため、同
セクターはディフェンシブ性かつシクリカル性の両面で恩恵を受け、底堅いパフォーマ
ンスを発揮する可能性があります。

また、インフレ率が依然として高水準にあることにも注意する必要があります。インフ
レ率は非常に高い水準から低下し始めたとはいえ、少なくとも 2023 年末までは高止
まりすると予想されます。その上、過去のディスインフレ環境を引き起こした要因が弱
まることで、インフレ率は過去 10 年間のレベルを上回る水準で推移するものと思われ
ます。当社は、コモディティ価格と住宅コストの上昇、労働市場の逼迫、グローバル化
のピーク・アウト、産業全体におけるモノや材料不足などが相まって、インフレ率は高
止まりすると予想しています。

不動産は、インフレによるマイナス影響を緩和するという明確な特性を持ちます。例え
ば、賃貸借契約期間の短いセクター（貸倉庫など）は、経済環境の変化に応じて速や
かに賃料を改定することが可能です（図４）。また、低成長時、或いはリセッション時で
も、インフレ連動型の賃貸借契約は、比較的強力で安定したインカム成長の可能性を
提供します。

不動産は、インフレによ
るマイナス影響を緩和す
る特性を提供します。

さらに、土地や資材、人件費の高騰は、物件の再取得コストを押し上げ、新規物件開
発から得られる利益を減少させることから、新規参入障壁が高まっており、既存物件の
潜在的競合は減少しています。また、冷蔵・冷凍用倉庫や高齢者住宅など、人件費の上
昇によってコストがかさんでいるセクターは、労働市場の逼迫が緩やかになることで、
恩恵を受ける可能性があります。
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リセッションと上場・実物不動産市場のロードマップ

過去において不動産がインフレ率の高い時期に力強いパフォーマンスを示したのは、こ
うした特性が背景にあります（図5）。

低インフレ期(b) 緩やかなインフレ期(c) 高インフレ期（d）

各インフレ局面におけるリターン(%)(a)

1978-2021

図5
不動産は歴史的に、インフレ期により高いパフォーマンスを発揮
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2021年12月31日現在。 出所：NCREIF、労働統計局、コーヘン＆スティアーズ独自の分析。
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。また、上記に示された過去の傾向が将来も繰り返されるという保証はなく、
そのような傾向の開始時期を正確に予測することはできません。上記は説明を目的としており、特定のリターン
を示すことを意図したものではありません。

(a) リターンは、NCREIF Property Index (NPI) の集合住宅、ホテル / リゾート、産業施設、オフィス、商業施
設セクターの単純平均リターンで、投資目的でのみ保有される米国の非上場商業用不動産の四半期ごとに非平均
合成トータルリターン指数です。セクターは NCREIF の分類に基づきます。インフレ率は消費者物価指数（CPI）
を使用しています。(b) 低インフレ期は、インフレ率が 2.0% 未満の年（11 期）を指します。(c) 緩やかなインフ
レ期は、インフレ率が 2.0% ～ 4.5% のた年（25 期）を指します。(d) 高インフレ期は、インフレ率が 4.5%
を超えた年 (8 期間 ) を指します。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。

ただし、魅力的な投資機会が期待される一方で、足元の状況や構造的なトレンドの変
化によって、勝者と敗者が生まれると考えています。例えば、住宅ニーズの変化、技術
革新、生活コストの変化といった構造的な変化によって、人口が密集し、税率や生活コ
ストの高い地域から、より人口密度が低く、税率も生活コストも低い地域へと拠点を移
す動きが加速しています。

ミレニアル世代は家族を養うために、より広い住環境とより良い学区を求めています。
会社員はオフィスへ出社する必要がなくなり、どこにでも住めるようになりつつありま
す。企業も市民もより緑豊かで低コストな場所を求めています。このような変化はパン
デミックによって加速度的に進行しましたが、当社はまだこの傾向は続くものと考えて
います。
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このようなトレンドに関連して、当社は 4 つの投資機会に注目しています。

1. 次世代不動産：かつて非常に伝統的な資産クラスであった不動産は、テクノロジー
やその他の破壊的要因によって、多くの高成長セクターを含む資産クラスへと変貌
を遂げています。通信塔、ヘルスケア、データセンター、産業施設の各セクターは、
多種多様な物件を通じて新たな投資機会を提供しています。

2. サンベルトおよび「サーバン」地域のオフィスおよび住宅：成熟するミレニアル世代
や高齢のベビーブーマー世代が、人口密集地の都心部から転出し、人混みが少なく、
それでいて都会的な雰囲気と豪華な設備を備え、仕事も遊びも両立できる魅力的
な新しいコミュニティを形成しています。

3. ラスト・ワンマイルの配送センターとしての商業施設：「サーバン」の立地では、大手
の小売テナントが、オンライン・フルフィルメント・センター（オンラインで注文を
受けた商品の梱包・発送場所）として機能しています。インターネットに強い地域
の拠点として、これらの物件は従来の倉庫よりも高い利回りを提供できる可能性が
あります。

4. 市場環境の変調を受け苦境に立たされる物件：パンデミックと新たな移住パターン
という 2 つの要因は、いくつかの物件タイプや地域に変調を与えています。しかし、
経済成長の鈍化と信用市場の縮小に起因する資金調達への圧力は、景気サイクル
初期にかけて投資機会を創出するはずです。

このような長期的、景気循環的な変化を乗り切るには、上場不動産証券と実物不動産
の両方に資産を配分するポートフォリオが最適であると考えます。上場不動産証券と実
物不動産の最適な組み合わせは、流動性ニーズ、インカムとトータル・リターンに対す
る志向、リスクや価格変動に対する許容度、手数料に対する考え方など、これらに限
らず、一連の投資家固有の要因によって左右されます。
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指数定義／重要な開示事項

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。

資料中の過去データは過去の実績を示すものであり、将来の結果を保証するものではありません。当資料に掲載されている見解や意見は発表日現在のものであり、予
告なく変更される場合があります。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。本資料は、特定の時点における市場環境を評
価したものであり、投資アドバイスとして依拠すべきではありません。また、証券やその他の投資の売買を推奨するものではなく、いかなる投資のパフォーマンスを予
測または描写するものでもありません。

当資料は、いかなる投資パフォーマンスも予測または描写することを意図したものではありません。当資料は、受託者としての立場から提供されているものではなく、
投資方針や投資戦略を推奨するものでも、投資家の特定の目的や状況を説明するものでもありません。当社は、本情報が正確であると考えていますが、本情報が完全
であることを表明するものではなく、また投資の適切性を示す唯一の情報源として依拠されるべきものでもありま せん。コーヘン＆スティアーズは、投資、税務または
法律に関するアドバイスを提供するものではありません。投資に先立ち、個々の状況について投資、税務または法律の専門家にご相談ください。

不動産証券への投資に関するリスク：不動産証券への投資に関するリスクは、不動産への直接投資に伴うものと同様であり、経済・法律・政治・技術の発展に起因する
空室率の上昇や賃料の下落による不動産価値の低下、流動性の欠如、分散の制約、金利変動や市場の後退など特定の経済要因への感応などがあります。外国証券に
は、通貨の変動、流動性の低下、政治的・経済的不確実性、会計基準の違いなどのリスクがあります。外国証券の中には、大企業に比べて価格変動の影響を受けやすく、
流動性の低い中小企業も含みます。特定の戦略やファンドの有効性、または達成されうる実際のリターンについて保障するものではありません。

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）
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