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要旨
世界金融危機からの10 年の間、欧州の不動産証券市場はより多様かつ投資可能な資産クラスに進化しており、ビ
ジネスモデルや経営の効率化に伴い、新たな特化した不動産タイプへのアクセスが可能となりました。しかし、多く
の投資家は、実物不動産より優れたリターンの実績があるにもかかわらず、上場不動産証券市場の規模とその進化
を過小評価しているようです。
過去における実績は、欧州の実物不動産に投資を行うファンドに資産を配分する欧州の投資家は、アクティブ運用
による上場不動産証券ポートフォリオを資産配分先として加えることで、リスクを分散させつつ、長期パフォーマン
スを強化できることを示唆しています。

大規模かつ多様性に富んだ市場
2008 年以 降、欧 州 の上場 不 動 産 証 券 市 場 の 規 模 は、流 動 性
の増加と機関投資家の間での認知度の高まりの恩恵を受けて、
1,740 億ユーロから 4,410 億ユーロに拡大しています。新たな
ニッチな不動産タイプおよび特化セクターは増加しており、これ
らのセクターは今や従来の中核である商業施設、オフィスおよ
び住宅セクターを優に超える長期的な成長機会を有しています。
不動産会社も総じてリスク管理、資金調達および株主価値の創
出に関してより賢明になっています。これらの発展により、上場
不動産会社は過去数年よりも遥かに強化されており、今後期待
される長期的な成功の要になると考えています。上場不動産証
券市場を単なる株式セクターの一つと捉える古い見方に固執す
る投資家は、取り残されるリスクを負う可能性があるでしょう。

魅力的な投資特性
欧州の投資家は、過去において上場不動産証券への投資を通じ
て実物不動産投資よりも良好な投資成果を達成してきました。
2010 年以降、実物不動産のリターンが年率 7.6% だったのに
対し、欧州の上場不動産証券市場は年率 9.5% のリターンを生
み出しています。また、約12 兆ユーロ規模の10 年国債利回り
がマイナスとなっている環境下、上場不動産証券は魅力的なイ
ンカムも提供し、足元の利回りは10 年国債から得られる利回り
をかなり上回っています。

短期的なボラティリティも上昇しました。不動産証券は実物不
動産よりも株式に近いという意見を耳にしますが、投資家は長
期の投資期間を想定していることから、その意見には異論があ
ります。株式市場との相関は短期的には高くなり得るものの、3
年以上の投資期間を想定している投資家にとって、上場不動産
証券は実物不動産により近似しています。そのうえ、裏付けとな
る実物不動産のボラティリティが低いなかで短期的なボラティ
リティが高まることにより、アクティブ運用を行う資産運用会社
は相対価値の非効率性を通じて利益を得ることができます。

実物不動産の補完
コーヘン＆スティアーズの分析では、欧州の上場不動産証券と
実物不動産を 50 対 50 の割合で組み合わせると、過去におい
て実物不動産のみに資産を配分した場合よりも優れたリターン
を提供してきたことが示されています。上場不動産証券市場は、
地理的な分散、日々の流動性およびセクターや地域全般にわた
る戦術的な投資機会に対応する高い柔軟性を有するため、実物
不動産よりも投資家に対して明確な優位性をもたらすことがで
きます。上場不動産証券の地理的な分散は、異なる不動産サイ
クルや経済トレンドへのアクセスを提供し、投資家は特定の市
場へのエクスポージャーを過 度に集中することなく、各地域の
投資機会を活用することが可能です。それと同時に、不動産証
券の高い流動性は、予期せぬ市場の悪化や地政学上の出来事が
生じた場合に、投資家にとってプラスになる可能性があります。

上場不動産証券市場の拡大に伴い、流動性が向上した一方で、
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より大規模かつ多様な市場
多くの投資家は、欧州の上場不動産証券に関して10 年から 20
年前に形成された認識を今日でも抱いています。しかし、過去
10 年間で多くの変化が生じています。市場は著しく拡大し、深
化しており、不動産会社のビジネスの手法がかなり進化してい
ます（図1および図 2）。
過去を振り返ってみると、当時のほとんどの不動産会社は、不
動産投資に関してジェネラリストであり、特定の専門性を有して
いませんでした。資金調達は多くの場合に非効率で、通常、大
幅にディスカウントされた価格でのライツ・イシューまたは銀行
融資により行われました。また、不動産会社は債務比率が高く、
開発事業を多く手掛けるため、相対的に高水準の財務リスクお

よびオペレーショナル・リスクの両方を負う傾向がありました。
米国リート市場で採用されているビジネスモデルと比較すると、
欧州の不動産会社のこのようなビジネスモデルが足かせとなり、
結果として総じて著しく低いリターンをもたらしました。
2011年以降、欧州の上場不動産証券のリターンは、金融危機
後に実行された改革を背景に、米国の上場不動産証券のリター
ンと同程度となっています。それまで構造的に相対パフォーマン
スが劣後していましたが、多様化が進み、魅力度が高まったこ
とで欧州の上場不動産証券のリスク調整後リターンの見通しが
遥かに良好なものとなったことで、この資産クラスの性質と投
資機会について投資家教育を強化するニーズを高めています。

図1：欧州の不動産証券市場

時価総額（10億ユーロ）と指数構成比率（%）
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2019 年6月 30 日現在。出所：コーヘン＆スティアーズ。FTSE EPRA/Nareit 欧州先進国不動産指数に基づきます。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。追加の開示事項については10 ページをご
覧ください。
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図2：市場規模および各不動産セクターの拡大
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ドイツの不動産会社の急激な拡大が住宅セクター
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商業施設が市場全体に占める割合は2010年の
40%から現在の19%まで低下
産業施設を保有する不動産会社は、テナントがサ
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新しいセクターは上場不動産証券市場のなかで
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2019年

2019 年 6 月 30 日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。FTSE EPRA/Nareit 欧州先進国指数に基づきます。指数定義及び追加の開示事項については10
ページをご覧ください。

市場の拡大とリート制度の採用：1990 年代における米国リート
市場の急激な拡大と強固なパフォーマンスを受けて、その他の
諸国はその成功に着目し、自国市場においてリート制度を取り
入れ始めました。2000年代を通じて、経済規模が大きい主要
各国はリートを導入し（フランスは 2003 年、ドイツ、英国、イ
タリアは 2007 年、スペインは 2009年）、著しい資本形成と
不動産の証券化を促しました。リート制度の地理的拡大は引き
続き他の欧州諸国に波及すると予想しています。ポルトガルは
2019 年にリート制度を導入し、ポーランドとハンガリーでは
リート制度の採用に向けた議論が進んでいます。
リート制度の広がりは、流動性のない商業用不動産へ投資する
ための高い流動性、税効率の高い投資手段を提供した点におい
て非常に重要でした。リートは他の企業に類似しているものの、
いくつかの大きな違いがあります。
●

●

●

類似する新たなビジネスモデルを採用する欧州の不動産会社と
リートがますます増加していることも背景にあります。
（以下で
論じます）こうした改善が、機関投資家による不動産証券の保
有の増大とともに、欧州不動産証券のリスク調整後リターンの
向上をもたらしています。
特化型の増加：米国リートのビジネスモデルの成功からヒントを
得て、ますます多くの欧州の不動産会社が非中核資産を売却し、
専門知識のある 1 つまたは 2 つの分野に的を絞る形で業務を集
中させています。不動産タイプの特化は競争優位性を生み出し、
優れた収益の実現およびコストの効率化をもたらす可能性があ
ります。また、特定の不動産タイプに特化することで投資家に
会社の戦略をより明確に理解させることができます。一部の新
しい会社は最初から的を絞った方法をとり、総じて強固な成果
を上げています。

リートは法人税を免除されています（投資収益は株主段階で
1 度だけ課税されます）。
リートは実質的にほとんどすべての純利益を配当という形式
で株主に支払う義務があります。この要件が課税免除と組み
合わさった結果、リートは一般的に平均を上回る配当を支払っ
ています。

特化型の不動産会社の増加は、欧州の上場不動産
証券市場の分散を高めるとともに、成長機会を
生み出しています。

リートによる不動産開発は一般的に販売用ではなく、賃貸用
のプロジェクトに制限されています。

しかし、リターンの向上に貢献してきたのはリート制度だけで
はありません。米国の不動産会社やリートのビジネスモデルに
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新たなニッチ・セクター：上場不動産証券市
場で代表的な不動産タイプは、オフィス、商
業施設、集合住宅、産業施設などの伝統的
な中核セクターから、貸倉庫、学生用住居、
ヘルスケア、ホテルを含む新しいセクターに
移行しています。コーヘン＆スティアーズで
は、不動産会社をさらに多様なサブ・セクター
に分類しており、それぞれに異なった経済・
リスク要因があります。最近の新規参入者の
多くは特殊な投 資テーマを活用し、上場不
動産証券市場をさらに分散させることに加
えて、新たな成長機会を提供しています（図
3）。
新たな不動産セクターは、過去10 年間で米
国と英国における不動産市場の拡大に多い
区献をしてきました。また、これらの国にお
ける特化型の不動産セクターの成 功は、今
後数年にわたって大陸欧 州諸国における特
化型セクターの増加に繋がり、それが欧 州
の上場不動産証券市場のさらなる成長と拡
大に道を開くことができると予想しています
（図4）。

図3：欧州の不動産市場は深化と多様化
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1.4% 英国の貸倉庫
1.1% 英国の住宅
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2019 年6 月 30 日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。
コーヘン＆スティアーズの定義に基づく FTSE EPRA/Nareit 欧州指数のサブセクター。追加の開示
事項については10 ページをご覧ください。

図4：多様化する不動産セクター
ドイツの住宅

ヘルスケア

産業施設

貸倉庫

学生用住居

ドイツの世帯形成数は、東西
統合を受けた1990年代初
めのブーム以来の最も高い
水準でとなっており、住宅の
供給が追い付いていないこ
とから、既存物件の賃料に健
全な上昇をもたらしていま
す。10年前に市場の1%未
満だったドイツの住宅セク
ターは急速に拡大し、今や欧
州最大の不動産セクターと
なっています。

英国の医療サービスに関連
する資産（病院、高度看護施
設、介護付き高齢者住居）の
長期賃貸借契約が特徴とな
っています。高齢化、政府支
出の削減、プライマリーケ
ア・センターの拡大に焦点を
当てた国民健康制度などが
成長要因となります。

欧州全域にわたる配送セン
ター、物流倉庫および軽工業
拠点が同セクターに含まれ
ます。eコマースの利用拡大
と都市化が在庫保管および
迅速な配送時間に対する需
要を高めています。同セクタ
ーは進化しており、特に都心
の近くにある小規模の施設
がeコマース向けの物流網
を円滑にしています

相対的に未成熟のセクター
である英国の貸倉庫は、都市
部の個人および企業を対象
にしています。住宅価格の上
昇、消費者の旺盛な需要およ
び集合住宅の小規模化のト
レンドが同セクターの成長
を促進しています。貸倉庫セ
クターは、中小企業の過剰在
庫に対する柔軟な解決策と
なっている一面もあります。

英国の学生用住居は、国内大
手国公立大学の学生を対象
にしています。同セクター
は、入学者数がマクロ経済状
況の影響を受けにくい英国
の大学の世界的なブランド
力に焦点を当てています。英
国の大学の財務体質が脆弱
であるため、自己資本の充実
したリートが学生用住居を
運営するうえで、大きな役割
を果たしています。

2019 年 3 月 31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。
追加の開示事項については10 ページをご覧ください。
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ベスト・プラクティス
自律的なキャッシュフローの
重視
債務の着実な削減
資本の効率的利用
レバレッジ中立の自社株買戻
しの採用
経営陣と株主の利益一致の
向上

より賢明な経営陣およびビジネスモデル：21世紀に入る前後において、上場不動産会社
は通常、一般的に役員報酬の決定要因となっていた純資産価値または配当成長を最大
化するために、資産の取得および開発に焦点を当て、受動的に資産を集めていました。
しかし、多くの会社は高い債務比率を抱える一方、保有資産の質が相対的に低いとみ
なされたことから、このビジネスモデルは世界金融危機時に失敗しました。焦点は短期
の高いインカムと配当成長に置かれ、賃料成長や再開発の見込みといったより長期の
リターンに関する展望がありませんでした。不動産会社は次第に受動的な資産の保有か
ら、一般的に株主の利益と一致するより能動的なアプローチにシフトし、自律的なキャッ
シュフロー成長をより重視しています。
不動産会社が総じてリスク管理に関してより賢明になってきたことも分かっています。
複数の会社が破産寸前となった世界金融危機以降、多くの不動産会社は債務を着実に
削減しています。例えば、英国では LTV（ローン・トゥー・バリュー）比率が 2011 年の
40% から 27% に低下しており、ドイツでは同比率が約 60% から 40% に低下して
います。欧州全体における不動産業の LTV 比率は 40% 台半ばから約 37% に低下し
ています (1)。
さらに不動産会社全体が同じように資本をより効率的に利用するようになってきまし
た。コーヘン＆スティアーズがベスト・プラクティスに関する見方を共有してきたこと等
もあり、現在では不動産会社のほとんどの経営陣がもはや大幅にディスカウントした価
格でのライツ・イシューによる増資を行っていません。過去に行われていたライツ・イ
シューによる増資は長らく不動産会社の追加的な資金調達を阻害し、欧州の不動産証
券のパフォーマンスがグローバル・リート指数や米国リート指数に劣後していた要因に
もなっていました。今やむしろ、多くの会社はアクセラレーテッド・ブックビルディング
（ABB）方式によるストレートな株式発行を選好し、米国リートがほぼ例外なく行ってき
た直接募集による資金調達を行っています。あるいは、規制やガバナンスがそうした資
金調達をまだ阻害する場合、成功している不動産会社はより小さいディスカウント幅で
資金を集めることができ、コーヘン＆スティアーズはそうした資金調達を支援していま
す。最も直近において、ベルギーでこの私募発行が認められ、非効率なライツ・イシュー
構造を通じて既存の株主に依存する義務を負うことなく、迅速に資金を集める機会を
不動産会社に提供しています。
加えて、不動産会社はもはや過去によく行っていた借り入れによる買い戻しではなく、
今ではレバレッジ中立の自社株買戻しを採用する可能性が高まっています。
ガバナンスの向上：欧州の上場不動産会社は環境・社会・ガバナンス（ESG）基準に関し
て著しく進歩しています。その例として、経営判断や実績に関する取締役会の説明責任
の増大とともに、経営陣と株主の利益一致を向上させている報酬体系の改善が挙げら
れます。これらの努力が欧州の上場不動産会社の長期的な成長機会を強化していると
考えています。
株式指数の認 知：グローバ ル不動産証券市場の拡 大と進化により、FTSE ラッセル、
S&P、MSCI などの主要指数提供会社は不動産を独立したセクター分類として認知し
ています。この可視性の向上が上場不動産証券の過去における良好なリターン特性に対
する認知度を高めると考えています。しかし、グローバル産業分類基準（GICS）におけ
る 11 番目のセクター分類に進化したものの、不動産セクターが広範な市場指数に占め
る割合はまだわずかです。その結果、不動産証券への個別の資産配分は広範な株式ポー
トフォリオとほとんど重複しないと予想されます。

(1) 出所：欧州不動産協会（EPRA）。
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魅力的な投資特性
実物不動産より優れた過去の投資リターン：ここ数年の資金フローで見ると、実物不
動産は欧州全域にわたり最も急速に拡大している資産クラスですが、過去において
不動産証券は実物不動産よりも良好な成果を残しています。主要地域別の実物不動
産指数に共通する期間である 2009 年以降、欧州（英国を除く）の上場不動産証券
は実物不動産を平均して年率 9.5% 上回るパフォーマンスを収めています（図5）。

欧州の上場不動産証券は
大半の実物不動産市場を
上回るパフォーマンス

図5: 欧州の上場不動産証券市場と実物不動産市場のリターン比較
2009年以降の100ユーロの成長と年率換算リターン
€250

229.50 (9.7%)

英国の実物不動産

226.10 (9.5%)

欧州の上場不動産証券

201.60 (8.1%)

€175

北欧の実物不動産

192.50 (7.6%)

汎欧州の実物不動産

178.90 (6.7%)

ドイツの実物不動産

€100

€75

176.40 (6.5%)

オランダの実物不動産

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018 年 12 月 31日現在。 出所：FTSE、MSCI、コーヘン＆スティアーズ。
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。年 率リターン、2009 年
12 月 31日 =100 としています。英国の実物不動産のリターンは英ポンド建てです。指数定義及び追加の開
示事項については10 ページをご覧ください。

調査会社 CEM ベンチマーキングからのデータも同様の結果を
示しています（図6）。年金基金により報告されたリターンのデー
タに基づくと、各地域に関して入手可能な投資期間にわたり、上
場不動産証券は実物不動産への配分より優れたリターンをもた
らしています。
景気サイクルが後期に差し掛かるなかで、上場不動産証券市場
は、実物不動産投資より良好な成長と低いリスクをもたらすと
見込まれ、引き続き投資家の最善の選択肢となる可能性があり
ます。一方で、プライベート・エクイティ・ファンドは、より大き
なレバレッジを利用することによってのみ、約束したリターンに
達することができます。

図6：機関投資家のポートフォリオ
における資産クラス別パフォーマンス

上場不動産証券

上場株式

実物不動産

債券

12%

10.9
9.3

平均年率リターン

レバレッジの 活 用 だ け で は 上 場 不 動 産 証 券 の 強 固 な 相 対 パ
フォーマンスを説明できません。上場不動産会社は通常、適度
な水準のレバレッジ（平均 37% の LTV 比率）を維持している
一方、実物不動産ファンドが採用する債務比率は広範囲にわた
る場合があります。内部運 用のコア型ファンドはレバレッジを
控え目に利用する場合がある一方、付加価値型やオポチュニス
ティック型のファンドはより高いレバレッジを選好する傾向があ
ります。

9.1

8.5

7.8

8%

5.4

5.9

5.6

5.1

10.8
8.2

5.2

4%

0%

オランダのファンド
2005-16年

その他欧州のファンド
2008-16年

英国のファンド
2010-16年

2018 年 9 月 30 日現在。 出所：CEM ベンチマーキング。
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。
資産クラスの配分はグローバル、欧州、英国、米国、エマージング市場およびその
他の地域にわたり分布しています。欧州の大手機関投資家のポートフォリオにおけ
る平均年率リターン（報酬控除後）。その他のユーロ圏のファンドはデンマーク、フィ
ンランド、フランス、アイルランド、スウェーデンおよびスイスのファンドで構成さ
れています。その他ユーロ圏のファンドがユーロ以外の自国通貨建てで報酬控除後
リターンを提供している場合は、各自国通貨の対ユーロ為替レートを用いて当該リ
ターンをユーロ建てリターンに転換しています。追加の開示事項については10 ペー
ジをご覧ください。
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魅力的なインカム：リートおよびその他の不動産証券は、キャ
シュフロー志向のビジネスモデルであり、またリートは税制上の
優遇を背景に、過去において高い配当を支払ってきました。欧
州全域にわたり、不動産証券は現在、長期国債利回りに対して
相当程度のプレミアムを提供しており、それは潜在的な価値を
示していると考えています（図7）。不動産証券の分析は多面的
で、利回りの切り口だけではリスクを伴う可能性があります。例
えば、現在テナントからの需要鈍化に直面している相対的に利
回りの高い商業施設を保有・運営する会社は、配当削減のリス
クにさらされている可能性があります。そのため、
「高配当によ
るバリュートラップ」を避けるには、アクティブ運用が不可欠と
考えています。
流動性および短期的なボラティリティ：上場不動産証券市場の拡
大は、流動性を提供している一方で、不動産証券に短期的なボ
ラティリティの上昇をもたらしています。いずれもプラス要因と
見ています。流動性の改善は、予想外の出来事が生じた場合に、
投資家にとって有利となる可能性があります。最近の例として、
英国の EU 離脱（ブレグジット）や英国の商業施設市場の深刻な
悪化が挙げられます。
図7：不動産証券の配当利回りと
国債利回りの比較

不動産証券の配当利回り
10年国債利回り

短期的なボラティリティの上昇に関して言えば、不動産証券は
実物不動産より株式に近いという意見をしばしば耳にしますが、
この意見には強く反対します（それを裏付ける研究結果がありま
す）。広範な株式市場との相関は短期的に高くなり得るものの、
長期投資を想定すれば、上場不動産証券のリターンは実物不動
産の市場サイクルとより密接に連動しています。相対的に安定し
ている不動産証券の短期的なボラティリティは、ネガティブな
要因ではなく、資産運用会社が超過収益を創出する機会、また、
不動産会社が付加的な資金調達やディスカウント価格（裏付け
となる物件の価値と上場証券の価格との間における真の裁定）
で自社株買戻しを行う機会を生み出すと見ています。
分 散 効果をもたらす他の資 産クラスとの相関：不 動産証券は、
中期から長期の期間にわたり、広範な株式市場および債券市場
との相関が低位から中程度です（図8）。その結果、不動産証券
をマルチアセット・ポートフォリオに追加することでリスク調整
後リターンを改善させることができます。

図8：資産クラス間の相関

5年相関
欧州の上場 欧州の実物
グローバル グローバル
欧州株式
不動産証券
不動産
株式
債券
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8.3

8%
6%

欧州の上場不動産証券の
平均配当利回り：
4.2%

5.7

4%

4.1

3.2

2.3

2%
0%

-2%

フランス

ドイツ
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スウェーデン

英国

欧州の上場
不動産証券

1.00

欧州の実物
不動産

0.74

1.00

欧州株式

0.71

0.57

1.00

グローバル株式

0.52

0.34

0.82

1.00

グローバル債券

‒0.59

‒0.76

‒0.48

‒0.01

1.00

2019 年 6 月 30 日現在。出所：ブルームバーグ、コーヘン＆スティアーズ。

2018 年 12 月 31日。 出所：MSCI、コーヘン＆スティアーズ。

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。
指数定義及び追加の開示事項については10 ページをご覧ください。

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。
移動 5 年リターンの相関、2005 - 2018 年。相関とは 2 系列のデータが相互に連
動して動く度合を示す統計指標です。指数定義及び追加の開示事項については10
ページをご覧ください。
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実物不動産の補完
1 つの国のみに特化している不動産ファンドは、相対的に投資対象へのアクセスが
限られ、その国の不動産市場が割高となる可能性や、ファンダメンタルズのサイクル
において魅力的ではない局面にあるというリスクを負うことがあります。ポートフォ
リオの投資範囲を上場不動産証券に広げることによって、投資家は過去において優
れたリターンを提供している資産クラスにアクセスできると同時に、幅広いセクター
や市場にわたって分散を図ることができます。
潜在リターンの強化：図9 は、汎欧 州の実 物不動産指 数および各国の実 物不動産
指数に関して入手可能な過去データを用いて、単一国の実物不動産ポートフォリオ
50％に上場不動産証券への配分を 50% 加えると、過去においてリターンを向上さ
せていたことを示しています。

上 場 不 動 産 証 券 を加えることで
単一国の実物不動産ポートフォリ
オのリターンを向上させることが
できます

図9：実物不動産指数の開始来のパフォーマンス

100% 実物不動産
欧州の上場不動産証券に50%配分

10%

年率換算リターン

8%

6.9

8.7

7.8

9.3
7.7

7.3

8.4

8.8

9.0

6%

4.5

4%
2%

0%

汎欧州
2001‒2018年

ドイツ
1996‒2018年

オランダ
1995‒2018年

北欧
2000‒2018年

英国
1995-2018年

2018 年 12 月 31日現在。 出所：MSCI、コーヘン＆スティアーズ。
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。各実物不動産指数と FTSE
EPRA/Naret 欧州先進国不動産指数のうち開始日が早い方からの年率換算リターン。指数は年 1 回、リバ
ランスしています。指数定義及び追加の開示事項については10 ページをご覧ください。

より広範な分散：上場不動産証券に投資することで得られる地理的な分散は、投資家
に著しく厚みのある幅広い投資機会を生み出し、異なる不動産サイクル、各地の経
済トレンド、政治環境および金利政策のどの局面へのアクセスをも可能にします。経
済・不動産サイクル、金融状況および政治環境は様々な市場間で異なる場合があり、
投資家が特定の市場に過度に投資することなく、各国・地域の変化を活用すること
ができます。
投資家に有利な条件：
●

●

●

●

流動性：不動産証券は証券取引所で日々取引され、流動性を提供します。
資本コスト：上場不動産会社は、適宜、内在価値に対してプレミアム価格で株主
資本を調達する機会があり、当該資本を付加的に投下することにより価値を創造
することが可能です。
透明性：上場会社は財務報告書を規制当局に定期的に届け出なければならず、世
界中の証券アナリストによる詳細な調査を受けます。
戦術的な柔軟性：証券を日々売買できることは、上場不動産証券の運用会社がセ
クター、地域および個別証券における戦術的な投資機会に迅速に対応することを
可能にします。
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まとめ
今日の欧州不動産証券市場は、大陸欧州および英国のあらゆる地域に加え、かつて
ないほどニッチでかつ新たな分野の不動産市場を対象とする幅広い投資機会を提供
します。不動産会社はより進化を遂げ、特定の不動産タイプに特化しています。また、
同資産クラスは、多くの場合に高いインカム、日々の流動性および他の投資対象と
の低い相関をもたらしつつ、実物不動産を上回るパフォーマンスを収めてきた実績を
有します。これらの特性に対する認知度が高まることで、欧州の投資家のポートフォ
リオにおいて不動産証券の採用が増加すると考えています。
コーヘン＆スティアーズは、30年以上にわたり、投資家がこの特殊な市場における
投資機会にアクセスすることを手助けしてきました。コーヘン＆スティアーズは、不
動産証券を専門とする最初の運用会社であり、今日も引き続き同資産クラスにおい
てアクティブ運用を行う最大の投資家です。コーヘン＆スティアーズは、上場不動産
証券をはじめとする実物資産クラスに特化した運用会社として、グローバル不動産
証券市場の複雑さを理解し、自社の知見を利用して、足元の市場環境で最善の位置
づけにあると考える不動産セクター、国および個別企業を重視するように努めてい
ます。
アクティブ運用を行うグローバルな投資家としての経験は、欧州の不動産証券市場
を形作ることに役立っています。コーヘン＆スティアーズは、不動産会社に働きかけ、
コーポレート・ガバナンスの強化やより進歩的な資金調達方法などの変化を推進して
きました。こうした改革が欧州の上場不動産証券市場の潜在的な投資リターンを高
めてきたと考えています。

コーヘン＆スティアーズの優位性
●

上場不動産証券投資におけるパイオニア

●

強固なパフォーマンス実績

●

上場不動産証券および代替インカム戦略におけるスペシャリスト

●

ロンドンを拠点とする欧州不動産証券の専門の運用チーム

●

グローバルな運用体制
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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。
オランダの実物不動産：MSCI IPD オランダ・アニュアル不動産指数は、直接保有する不動産投資物件を個別に価値評価し、レバレッジのないトータル・リターンを測定
します。同指数は、2017 年12月現在、総資本額が 426億ユーロに上る 3,813 件の投資物件のパフォーマンスを捉えています。
欧州株式：MSCI 欧州指数は、欧州先進国の株式市場のパフォーマンスを測定する浮動株調整後時価総額加重指数です。MSCI 欧州指数は以下の先進15カ国の市場指
数で構成されます。オーストリア、ベルギー、デンマーク、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、ポルトガル、スペイン、スウェー
デン、スイス、英国。
欧州の上場不動産証券：FTSE EPRA/NAREIT 欧州先進国不動産指数は、欧州地域の上場エクイティ・リート及び上場不動産会社で構成される時価総額加重のトータル・
リターン指数です。
ドイツの実物不動産：MSCI IPDドイツ・アニュアル不動産指数は、直接保有する不動産投資物件を個別に価値評価し、レバレッジのないトータル・リターンを測定します。
同指数は、2017 年12月現在、総資本額が551億ユーロに上る1,828件の投資物件のパフォーマンスを捉えています。
グローバル債券：バークレイズ・キャピタル・グローバル総合債券指数は、多くの異なる通貨建てのグローバル投資適格債券を測定する広範な市場指数です。同指数は主
に米国総合指数、汎欧州総合指数およびアジア太平洋総合指数の 3 指数で構成されます。同指数は、3 地域別総合指数にまだ含まれていない投資適格のユーロドル、ユー
ロ円、カナダ・ドル建て、および 144A指数適格証券も含みます。
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測定する浮動株調整後指数です。
北欧の実物不動産：MSCI IPD 北欧アニュアル不動産指数は、直接保有する不動産投資物件を個別に価値評価し、レバレッジのないトータル・リターンを測定します。同
指数は、2017 年12 月現在、総資本額が 1,217 億ユーロに上る 6,932 件の投資物件のパフォーマンスを捉えています。
汎欧州の実物不動産：MSCI IPD 汎欧州アニュアル不動産指数は、直接保有する不動産投資物件を個別に価値評価し、レバレッジのないトータル・リターンを測定します。
同指数は、2017 年 12 月現在、総資本額が 7,685 億ユーロ / 6,822億英ポンド / 9,228億米ドルに上る 40,080 件の投資物件のパフォーマンスを捉えています。
英国の実物不動産：MSCI IPD 英国アニュアル不動産指数は、直接保有する不動産投資物件を個別に価値評価し、レバレッジのないトータル・リターンを測定します。同
指数は、2018 年12 月現在、総資本額が 2,208億英ポンド に上る13,130 件の投資物件のパフォーマンスを捉えています。
利回りは投資にかかるインカムの収益率です。これは証券から受け取る利息または配当を参照しており、通常、投資先の取得価額、時価または額面価額に基づく年率パー
セントで表示されます。
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