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APACの不動産市場における2019年取引実績
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経済成長の減速は、米中貿易戦争に起因する不確実性と相まって、2019年に不動産取引の減少をもたら
した主要因となった

• 先行き不透明な経済を背景として、市場参加者が取引の評価にかける時間が長くなり、取引は低金利によって、さらに複
雑さを増した。

• 国別では、2019年は香港の投資量が前年比で最大の落ち込みを見せた。さらに、日本、オーストラリア、およびシンガポー
ルといった主要都市では、オフィスの新たな供給量が限られていたことから、引き続き空室率の減少が見られた。

• 同時に、中国では外国の機関および政府系ファンドが同国の商業市場に対して引き続き前向きであったことから、APACの
商業取引活動の大部分は中国で行われた。

• セクター別では、オフィスの取引量が引き続き増え、2019年の取引量全体の53%を占めた。2019年の産業用施設の取引
は、主に中国主導のコンソーシアムによるGlobal Logistics Propertiesの買収により、大幅増となった。一方、2019年のリ
テールの取引量は、全体の取引量におけるシェアが減少したにもかかわらず、安定していた。

• オーストラリア、中国、日本、香港、シンガ
ポールだけで、APACの投資可能な不動
産市場の90%超を占めており、流動性の
上昇および取引のしやすさが主な成長要
因となっている。

• しかしながら、2019年は不動産投資への
活動が減速し、世界的な取引量は5%減
の9,410億USDへと減少とした。市場で
はAPACで最大の落ち込み（10%減）を
記録し、ヨーロッパ、中東、アフリカでは
7%減となった。

APACの不動産市場は2019年、貿易摩擦の高まりによって地域間貿易が減少したこともあり、世界的なマクロ経済状況下で逆風を
受け、減速した。
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APACにおける2020年の不動産市場の取引実績

APACの不動産市場では最初の2ヵ月で地域諸国全体に減速が見られた。感染症流行による混乱により、2020年2月のAPACの商
業用不動産取引は前年同月比50%減となった。
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• シンガポールの2月の居住用不動産市場の売上は、新型コロナウィルスの流行
および世界的な減速にもかかわらず、前年同月比で114%超の増加となった。

• 長引く低金利が、同国の住宅需要の下支えとなっている。また、売上増加の背景
には、株式市場が下落する中で、投資家が不動産投資に対して前向きであること
もある。

• 中国では、新型コロナウィルスの流行により住宅販売、建設、およびその他の経
済活動が停止したことを受けて、不動産投資の減速が見られた。

• 2020年の最初の2カ月で、不動産投資は16.3%減、売上は40%減となった。同様
に、住宅・商業用不動産の売上高指数は2月がマイナス39であったのに対して、3

月はマイナス49となった。

• 日本では、首都圏の分譲マンション契約率は、2019年12月が61.3%、2020年1

月が63%であったのに対して、2020年2月は59.3%となった。

• しかしながら、オリンピックの開催延期決定の後、市場は急騰している。TOPIX不
動産指数は2020年3月、不動産デベロッパーがオリンピック選手村を5000戸以
上のマンションに再開発する予定であることを受けて、11%上昇した。

• オーストラリアの住宅市場指数は2020年2月、シドニーおよびメルボルンでの堅
固なキャピタルゲインを背景として、前月比1.1%増となった。

• しかしながら、3月後半は、政府がロックダウンを行ったことにより景況感が低迷
し、トレンドは弱まった。3月の同指数の上昇率は2019年7月以来の最低水準と
なった。

• ソウル市では、2020年3月の住宅の平均
売上高は90%減となった。パンデミックによ

り住宅の取引が停止し、感染症の急速な
拡大により投資家の信頼感が弱まったこと
を受け、投資家は様子見モードとなった。

• さらに、住宅市場に対する政府の規制によ
り、投資家は住宅の取引を手控えた。
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APACの主要市場における規制変更は、価格の統制と安定した市況の主導を目的としている

中国の不動産市場では2019年に、主に熟練労働者に対する優遇的対応、住宅公積金制度、および賃貸住宅にフォー
カスした厳しい規制政策がとられた。地方政府は2019年5月、地域の状況に準じた不動産政策を導入し、中国の不動
産市場の安定的な発展に寄与した。中国はまた、融資資金の不正流用およびシャドーバンキングによる資本の流入等
の不動産融資における違反の取り締まりを強化した。

オーストラリアの外国投資審査委員会（FIRB）は2020年、国益に脅かす可能性がある全て

の買収の低減を目的として、外国の不動産購入者による買収は金額に関わらず審査するこ

ととした。その背景には、2018年のホテル取引に投じられた資本の80%が海外で行われた

ということがある。

韓国政府は2020年、不動産監視対象リストに新たに5地域を加えた。最近の規制の変更は、モーゲー
ジローン比率および再販制限の強化を目的としている。現政権になってから、不動産価格の安定化の
ために政府が見直しを行うのは19回目である。

シンガポール政府は2018年、2009年以来9回目となる不
動産市場抑制化対策において、 LTV制限の上、追加購入
者印紙税（ABSD）率を個人向けに5パーセントポイント、
企業向けに10パーセントポイント引き上げた。UBSのアナ
リストは、ABSDによって価格上昇が減速し、投機的需要
が抑制されると予想している。

インドでは2017年より不動産規制・発展法（RERA、2016

年）が発効し、同国のデベロッパーおよび建設業者に対し
て厳格なコンプライアンスが導入されることとなった。同法
は、住宅購入者の利益をいかなる類いの財政的負担から
も保護するための施策である。



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC. 6

新型コロナウィルス感染症が様々な不動産サブセクターにもたらした直近のトレンド

感染症流行により、セクター全体に、フレキシブルなスペースやコワーキングスペースへの需要、東南アジアでの不動産への需要、
および中国市場へのエクスポージャーの多様化等の新しいトレンドが取り込まれることになった。

• 米中貿易戦争によって、生産において中国と強い結びつきのある製造業者で
は、サプライチェーンの混乱が生じた。

• パンデミックによって、中国以外の国でのサプライチェーンの再構築を加速化
することが、多くの産業にとっての優先課題となる可能性がある。

• 結果的に、不動産投資家は、eコマースおよび最先端の製造・生産設備に
サービスを提供するロジスティクスへの投資に目を向ける可能性が高く、この
ことは同時に中国の長期的目標である「中国製造2025」に沿ったものとなっ
ている。

• 2019年の貿易戦争により、投資家は東南アジアの産業用不動産市場におけ
る、より魅力ある投資機会に目を向けた。

• しかしながら、感染症流行により、多くの新興東南アジア市場がバリュー
チェーンの混乱という潜在的なリスクと格闘し、その弱さが浮き彫りとなった。

• 東南アジアの産業は中国からの波及効果の恩恵を受けているとはいえ、多く
の中間生産物はいまだに中国の輸出に頼る必要があり、不動産市場への投
資見通しは悪化するであろう。

• パンデミック以前は、APACのほとんどの新興国において、在宅勤務は構想段階にあ
り、大々的に導入されていなかった。

• しかしながら、特にモバイルワーキングが効率性の向上につながる結果となれば、多
くのオフィステナントが固定化されていた不動産の要件を見直す可能性がある。また、
この変化により共有ワークスペースへの移行が進むであろう。

• その結果、フレキシブルなスペースやコワーキングスペースに対する企業からの需要
は増える可能性がある。このトレンドはまた、オフィスの所有者が将来的なワークス
ペースのキャピタリゼーションのために、積極的なリーシング戦略をとる可能性がある
ことを示している。

• 世界の金融危機およびSARSの流行により、多くのリテールおよびホテルへの投
資が資本価値および収益の変動にさらされた。

• 感染症流行下では、旅行業が減速し、不動産市場のセクターで最大の打撃を受
けている。

• 日本のサービス業がその代表例であり、日本および世界の企業がオリンピックの
準備で250億USD超を投じており、さらにオリンピックを控えて、3,000万人超の観
光客が来日していた。

オフィステナントは不動産要件を見直し、直近の成長見通しは悪
化する

投資家は中国の産業用不動産投資に対して選択的になる可能
性がある

東南アジアにおけるロジスティクスの差が露呈される ホテルおよびリテール不動産セクターは大きな被害を受ける
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2020年のAPACの不動産市場の見通し

アジア諸国全体でオフィスおよび産業用不動産への投資機会が増える可能性がある。新型コロナウィルス感染症による減速は、魅力
的な価格での資産取得や、有利なリースに向けての交渉等のオポチュニティを提供する。

2020年のAPACのオフィスセクターの業績は引き続
き混在した状態である可能性がある

• 経済のファンダメンタルズは軟調に見えるにもかかわらず、
アナリストは、リース需要はAPAC のほとんどのオフィス市
場で安定的であると予想している。

• さらに、フレキシブルオフィス運営業者への需要は直近でも
底堅いままであろう。

o 香港では既に、オフィスのリース市場が米中貿易戦
争および社会不安という二重の打撃を受けた。新型
コロナウィルス感染症流行により三重苦となり、市場
は下落するであろう。

o 東京では、最近の労働法の変更により、日本企業が
社員数やオフィススペースに対して課す要件が間接
的に増えることとなった。アナリストはこのトレンドが
2020年も続くと予想している。

o シンガポールでは2019年、主なリース活動はオフィス
スペースの統合に集中していた。アナリストは、2020

年は感染症流行により、市場の改善は見込めないと
予想している。

Eコマースが2020年の産業用不動産を牽引する

• eコマースおよびサードパーティロジスティクス会社からの需要は、入手可能な不動産の
不足と相まって、2019年の産業用不動産の業績を牽引した。市場は、製造および輸出の
勢いの悪化にもかかわらず、2019年も安定し続けていた。

• さらに、多くのAPACの都市で、食品のデリバリーサービスの増加、ならびに賃金・賃料の
上昇による自動化および集中化のニーズの高まりを背景として、食品メーカーからの需要
が高まっている。

• その結果、投資家は、国内需要の高まりおよびサプライチェーンの効率化により倉庫と物
流に注目するようになり、製造ベースのスペースへの投資を減らしている。

• このトレンドは、ラストワンマイル物流への需要の高まり、および貿易関連活動の減速に
より、パンデミックの状況下でも変わらないであろう。

アジア諸国のほとんどの国で、2019年だけでなく、2018年末から小売業の不
振が続いている。主な理由は、賃金上昇率の低下である。

• オーストラリアおよびシンガポール等の市場では、主に住宅セクターでの減速による富の
減少が、主要なファクターとなっている。

• APACの多くの国で、地政学的な緊張が観光客の入国数に影響を与えているが、2020年
は、感染症流行によって、状況はさらに悪化するであろう。
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APAC の国別不動産市場の見通し

APAC市場の長期的なファンダメンタルズは、ウィルスによって急激には変わっていない。しかしながら、都市化および開発が上向き
であるため、 APACの不動産市場において、巨大な市場規模は投資家にオポチュニティを提供することになるであろう。
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SARSが2003年の各国GDPに与えた影響

「現時点では、アジア経済への正確な影響を定量化することは
不可能であるが、我々のベースケースシナリオでは感染症流行
は2020年下半期よりも前に封じ込められ、その直後から景気
回復が始まると予想している。在庫の補充やこれまで抑制され
ていた需要が民間の投資や支出を支えると同時に、市場心理
のこれ以上の悪化は、政策によって緩和されるであろう。」
出所：UBS APAC Real Estate Outlook, 2020

中国市場は減速する

• アナリストは、特に新型コロナウィルス感染症の被害が大きい中国では、資金繰りの厳
しい資産所有者が、価格の見通しにおいて、さらにフレキシブルになると予想している。
また、新型コロナウィルス感染症の流行により、オンラインショッピングが増え、物流倉
庫への需要が急増すると見込んでいる。

香港には回復のポテンシャルがある

• 香港の不動産市場は価格修正の恩恵を受け、割引価格で資産を取得するであろう。
Colliers は、2020年の平均オフィス賃料が8%減になると予想している。

シンガポールは復興計画に支えられる

• シンガポールの新型コロナウィルス感染症に対する確固たる対応策は、旅行者および
投資家に信頼を与える手助けとなるであろう。アナリストは、投資家がホテルおよび優
良な中央ビジネス街のオフィスの長期的な成長を見込んで、ターゲットとするであろうと
予想している。

流動性および固定賃料が日本市場を支える

• 新型コロナウィルス感染症により、リスク志向は減退し、新たな投資は一時的に減少す
るであろう。しかしながら、オフィスは高収益によって高価値を提供し、供給量が限られ、
空室率が低いことから、恩恵を受ける可能性がある。

オーストラリアでは中期的な成長が見込まれる

• オーストラリアという大規模な投資市場では、新型コロナウィルス感染症の影響が最も
小さい。賃貸料収入の増加により、オフィスおよび産業用不動産の資産価値は引き続
き上昇するであろう。
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その他の関連ソース

商業用不動産取引：
https://www.jll.com.sg/en/newsroom/asia-pacific-posts-record-volume-of-real-estate-transactions-in-first-three-quarters-of-2019

https://apacrealestate.com/rca-asia-pacific-commercial-property-capital-trends-update/

新型コロナウィルス感染症が不動産市場に与えた影響：
https://institutional.dws.com/content/_media/dws-research-report-coronavirus-impacts-on-global-real-estate-march-2020.pdf

https://covid19.colliers.com/

https://www.invesco.com/invest-china/en/institutional/insights/impact-novel-coronavirus-covid-19-asia-pacific-real-estate.html

https://www.dealstreetasia.com/stories/covid-19-cbre-real-estate-180570/

https://www.us.jll.com/en/trends-and-insights/research/covid-19-global-real-estate-implications

https://www.businesstimes.com.sg/real-estate/asia-pacific-policymakers-turn-protectors-amid-covid-19-spread

https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/covid-19-coronavirus-impact-on-the-real-estate-market-in-china

不動産市場の見通し：
https://institutional.dws.com/content/_media/Global_Real_Estate_Strategic__Outlook_Feb_2020.pdf

https://institutional.dws.com/content/_media/Asia_Pacific_Real_Estate_Strategic_Outlook_Jan_2020.pdf

https://www.cbre.com/research-and-reports/apac-real-estate-market-outlook-2020

https://www.cbre.co.in/fr-ma/global/research-and-reports/apac-real-estate-market-outlook-2020

https://www.aberdeenstandard.com/docs?editionId=3ba5dbbf-a3b1-410f-957b-d71989d29205

https://aprea.asia/events/asia-pacific-property-market-outlook-2020

原著・注意事項：
本誌はDeloitte Touche Tohmatsu Limited（DTTL）が2020年4月に発表した“Impact of COVID-19 on APAC Real Estate Market”をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳・加筆し、
2020年5月に発行したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。

https://www.jll.com.sg/en/newsroom/asia-pacific-posts-record-volume-of-real-estate-transactions-in-first-three-quarters-of-2019
https://apacrealestate.com/rca-asia-pacific-commercial-property-capital-trends-update/
https://institutional.dws.com/content/_media/dws-research-report-coronavirus-impacts-on-global-real-estate-march-2020.pdf
https://covid19.colliers.com/
https://www.invesco.com/invest-china/en/institutional/insights/impact-novel-coronavirus-covid-19-asia-pacific-real-estate.html
https://www.dealstreetasia.com/stories/covid-19-cbre-real-estate-180570/
https://www.us.jll.com/en/trends-and-insights/research/covid-19-global-real-estate-implications
https://www.businesstimes.com.sg/real-estate/asia-pacific-policymakers-turn-protectors-amid-covid-19-spread
https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/covid-19-coronavirus-impact-on-the-real-estate-market-in-china
https://institutional.dws.com/content/_media/Global_Real_Estate_Strategic__Outlook_Feb_2020.pdf
https://institutional.dws.com/content/_media/Asia_Pacific_Real_Estate_Strategic_Outlook_Jan_2020.pdf
https://www.cbre.com/research-and-reports/apac-real-estate-market-outlook-2020
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