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海外投資家による買い越しは継続

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

（図1）東証REIT指数の推移

（2021年12月末～2022年3月末、日次）

2022年1～3月のJ-REIT市場は下落しました。

年初は、相次ぐ公募増資による一時的な需給悪化等

が重石となる中、米国を中心とするインフレ進行や金

融引き締め観測による金利上昇を背景とした市場全体

のリスク資産圧縮の影響を受け、下落しました。

その後、見直し買いと見られる資金流入によりJ-REI

T市場は一時持ち直したものの、米国の金融引き締め

観測やウクライナ情勢を巡る先行き不透明感が重石と

なり、上値の重い展開となりました。

3月中旬以降は、ウクライナ情勢を巡る過度な懸念が

後退し、国内外の株式市場が大きく反発したことや、日

銀が指し値オペにより金利上昇を抑制する姿勢を示し

たことなどを背景に、J-REIT市場は年初からの下落

幅を縮小する展開となりました。

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

需給や世界的なリスクオフに振られるも
年度末にかけて持ち直し
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2022年4月21日

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

買い越し

売り越し

（図2）海外投資家によるJ-REIT売買動向の推移
（2021年4月～2022年3月、月次）

J-REIT市場では、引き続き海外投資家による買い

越しが確認されています。

2022年に入り金利上昇傾向にある米・豪に対し、日

本の金利は低位に抑えられているため、リスクプレミ

アム面から見たJ-REITの相対的な魅力度はますます

高まり、海外投資家の注目を集めていると見ています。

（2022年1月～2022年3月）
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※画像はイメージです

政府の「１０兆円規模ファンド」にも期待

一方国内では、政府が日本の大学研究の国際的な競

争力を高めるため、資金提供を目的とした「大学ファン

ド」を設置することを決定しました。

運用資金は総額10兆円規模と見られ、投資対象には

グローバル株式、グローバル債券のほか、オルタナティ

ブ資産の1つとしてJ-REITも含まれている模様です。

2月には、J-REITを運用する受託機関の公募が行わ

れたことが確認されており、J-ＲＥＩＴ組み入れの準備

も進んでいることが伺えます。
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※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

2022年公示地価は2年ぶりに上昇

全国平均は全項目でプラスに

商業地もコロナ禍からの回復を確認

2022年1月1日時点における公示地価の全国平均は、

全用途が前年比+0.6％、住宅地が同+0.5％、商業地

が同+0.4％、工業地が同+2.0%と、2年ぶりに全ての

項目がプラスとなりました。J-REITの主要投資地域で

ある三大都市圏（東京圏、大阪圏、名古屋圏）の全用途も、

住宅地・商業地の上昇により同+0.7%となりました。

用途別に見ると、商業地については、コロナ禍でインバ

ウンド需要減少などの影響を受けた大阪圏も下げ止まり

となったほか、三大都市圏では同+0.7％と前年の

▲1.3%から大きな回復を見せました。

工業地は、コロナ禍で増加した物流拠点としての需要

を背景に全てのエリアでプラスが維持され、東京圏でも

同＋3.3%、地方四市（札幌、仙台、広島、福岡）では

同＋7.4%となりました。なお、地方四市は相対的にイン

バウンド需要による影響が小さかったことも特徴的で、

全ての項目で高い水準を維持しています。

1 地価動向

2

（図3）公示地価の対前年変動率
（2022年1月1日時点、％）

（出所）国土交通省のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

公示地価と都道府県地価調査（基準地価）の共通地点

における地価変動率は、2021年後半、住宅地、商業地

ともにさらに堅調な動きとなりました。

コロナ禍におけるインバウンド需要の減少で出遅れて

いた大阪圏の商業地も、2021年前半の▲0.4％から後

半は＋0.2％とプラスに転じ、足元復調の動きが出てい

ると言えます。

公示地価の底打ちが確認される中、J-REIT保有物件

の含み益は、2022年1月期に4.5兆円と市場設立来最

高の水準で推移し、緩やかな拡大傾向を続けています。

地価の回復から、保有物件の価値は今後も上昇傾向に

あると見込まれます。また世界的にインフレ傾向が強ま

る中で、インフレ対策として不動産投資に資金が流入す

る可能性もあり、不動産価格から見たJ-REITの割安感

の高まりが期待されます。

2021年は、後半さらに地価上昇が加速

保有物件の含み益は過去最高水準に

（図5）J-REIT保有不動産の含み損益の推移

（2002年11月期～2022年1月期、月次）

※含み損益（不動産鑑定評価額－不動産帳簿価額）は、過去6カ月間に決算発表
した銘柄の含み損益の合計値

（出所）三井住友トラスト基礎研究所のデータを基に三井住友トラスト・アセット
マネジメント作成

J-REIT市場の含み益は
設立来最高の水準

（図4）共通地点における半年ごとの地価変動率

（兆円）

全用途 住宅地 商業地 工業地

全国 0.6 0.5 0.4 2.0

三大都市圏 0.7 0.5 0.7 2.7

東京圏 0.8 0.6 0.7 3.3

大阪圏 0.2 0.1 0.0 2.5

名古屋圏 1.2 1.0 1.7 1.6

地方圏 0.5 0.5 0.2 1.3

地方四市 5.8 5.8 5.7 7.4

（％）

■
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■
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前半 後半

商業地住宅地

前半 後半

※前半：2021年1月1日～2021年7月1日、後半：2021年7月1日～2022年1月1日
（出所）国土交通省のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

0.4 0.6 
0.0 

0.5 

0.2 0.6
0.1

0.7

0.6 0.7 
0.0 0.3 



当資料のお取扱いについては最終ページのご留意事項をご覧ください。

0

2

4

6

8

10

10/1 12/1 14/1 16/1 18/1 20/1 22/1（年/月）

＊オフィス市場において、景気判断の目安とされる需給の均衡点
※東京都心5区は千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
（出所）三鬼商事のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

J-REIT保有物件の空室率は低水準を維持

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

経済活動の再開とともに、オフィス空室率は緩やかに低下

東京都心5区のオフィス空室率は、2021年10月以降ピークアウトし、2022年3月時点では6.37%となりました。

2021年9月末の「緊急事態宣言」全面解除に伴い、徐々に経済活動が再開したことから、依然解約の動きはあるも

のの、テナントによる館内増床や拡張移転の動きも出てきていると推定されます。一方、３月の平均賃料は20,366

円/坪と20カ月連続で下落しました。

2022年3月には「まん延防止等重点措置」が解除され、今後さらに経済活動が活発化していくと見込まれます。企

業の働き方やオフィス利用の方向性が定まるにつれ、立地やスペックが良く競争優位性のあるオフィスビルを中心に

埋め戻しが進むと予想されます。

東京都心5区のオフィス空室率はコロナショック以降

６％超の水準まで上昇した一方で、J-REITが保有す

るオフィス物件の稼働率から推計した空室率は、比較

的緩やかな動きが続き、2022年2月には小幅に低下

するなど改善の兆しも確認されています。

J-REIT保有オフィス物件の空室率の上昇が限定的

である理由としては、不動産市場全体のオフィス物件

と比較して、質が高く賃貸市場における優位性が高い

ことが挙げられます。また、退去が出た場合の埋め戻し

などリーシング活動が行われていることも、空室率の

上昇抑制につながっていると考えられます。

なおJ-REIT保有物件全体の空室率は、長期契約か

つ高稼働である物流や商業施設などが含まれるため、

J-REIT保有オフィス物件の空室率と比べさらに低位

で推移しています。

J-REIT保有物件も空室率改善の兆し

（2002年1月〜2022年3月、月次）

2
賃貸

不動産市場

空室率
5％ライン*

（図6）東京都心5区のオフィス空室率と賃料の推移

（図7）オフィス空室率の比較
（2010年1月〜2022年3月、月次）

※J-REIT保有物件、J-REIT保有物件全体は2022年2月まで
（出所）一般社団法人投資信託協会、三鬼商事のデータを基に三井住友

トラスト・アセットマネジメント作成

J-REIT
保有物件

東京都心5区

（ご参考）
J-REIT保有物件全体

都心5区とJ-REIT物件の差は
約3％
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※画像はイメージです
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業績やリスクプレミアムから見ても割安感は継続

※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

主要３カ国の中でも
魅力的なリスクプレミアムを維持

行動制限緩和による業績回復に期待

新型コロナウイルスの感染拡大はホテルREITなど

を中心に配当金の引き下げ要因となりましたが、コロ

ナショック以降、J-REIT市場全体の1口当たり配当金

は概ね横ばいで推移しています。また、新型コロナウイ

ルス変異株の感染拡大による業績への影響も一時懸

念されたものの、その後もJ-REIT市場全体の1口当

たり配当金は横ばいを維持していることが確認できま

す。

一方東証REIT指数は、コロナショックによる下落後、

市場の回復に伴い1口当たり配当金との差を徐々に縮

小してきたものの、2021年後半からは外部要因など

を背景に再びその差を拡大しています。

今後さらなる行動制限の緩和が期待される中、中期

的には、コロナ禍で低迷を続けてきたホテルなどの収

益回復に伴う1口当たり配当金の増加も見込まれます。

業績の回復が適切に反映されれば、依然としてJ-

REIT市場の上昇余地は大きいと考えられます。

3 バリュエーション

※リスクプレミアム：REIT配当利回り－10年国債利回り
※各国のREIT配当利回りは、S&PグローバルREIT指数の各国の実績配当

利回り
（出所）S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスおよびBloombergのデータを基

に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※グラフの起点を100として指数化
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

1口当たり配当金

東証ＲＥＩＴ指数

世界的な金利上昇を背景に、リスクプレミアムから見

たJ-REITの魅力度も高まっています。

主要３カ国のリスクプレミアムを比較すると、米国が

0.5%、オーストラリアが0.9％であるのに対し、日本

は日銀の金融政策により低金利が継続していることな

どから3.7％と圧倒的に高い水準にあります。

コロナショックからの経済回復やインフレ加速懸念を

背景に、世界的に金融引き締めの動きが広がる中、米

国とオーストラリアでは長期金利に対する上昇圧力が

続くと見られます。一方日本においては、日銀による

金融緩和の継続が見込まれ、金利は当面低位で推移

すると予想されます。

今後の世界的な量的緩和縮小下では、リスクプレミ

アムの面でもJ-REITへの注目が高まると期待されま

す。

（図8）1口当たり配当金と東証REIT指数の推移

（図9）主要３カ国のリスクプレミアム比較

（2016年12月末～2022年3月末、月次）
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J-REITの保有不動産価格が緩やかに上昇を続ける

一方でJ-REIT市場は需給要因やウクライナ情勢など

外部要因に振られていることから、NAV倍率は

2022年3月末で1.07倍と、過去平均1.20倍と比べ

低い水準で推移しています。

実際に、J-REIT市場全体のNAV倍率が月末時点で

1.02倍となった2022年2月には、REIT各社による

自己投資口取得の発表が相次ぎました。

自己投資口の取得は、市場に対し足元の価格が割安

であることをアピールする効果や、投資口取得に伴う

需給面でのポジティブな影響が期待できます。また、

発行済投資口数が減少することで、EPS（1口当たり

純利益）や1口当たり分配金の増加など、市場における

投資魅力を高める効果があります。

コロナショック以降に発表・完了した自己投資口取得

9銘柄のうち、8銘柄が発表を機に価格が上昇し、取得

完了までの平均騰落率は＋14.6％となりました。

自己投資口の取得は、2013年6月の投信法改正に

より可能となった施策で、過去の実績を見ると自己投

資口の取得と市場の底打ち局面が重なる傾向にある

ことが確認できます。足元で相次ぐ自己投資口取得の

発表は、市場の底打ちサインの1つとも考えられ、今後

のJ-REIT市場は不動産価格や業績の動向に沿った緩

やかな上昇基調となることが期待できます。

4 コラム 相次ぐ自己投資口の取得は、市場の底打ちサイン？

米ファンドによるJ-REIT運用会社買収

J-REITにおける自己投資口取得の効果

※上記は当資料作成時点の情報であり、今後変更となる場合があります。また過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

5

（図10）東証REIT指数・NAV倍率*1の推移と自己投資口取得

（2012年12月末～2022年3月末、月次）

NAV倍率の過去平均*2

＊1 不動産を時価評価した純資産価値に対する投資口価格の割安度を表す指標
＊2 2012年12月末～2022年3月末の平均
＊3 自己投資口取得を開始した月を表示
（出所）ARES（不動産証券化協会）のデータを基に三井住友トラスト・アセット

マネジメント作成

NAV倍率（右軸）

（図11）自己投資口取得発表後における価格変化

※2020年3月～2022年3月末までに自己投資口取得を発表・完了した投資法人
について、発表日と完了日の終値を比較

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

上昇銘柄の
平均騰落率は

＋14.6%

（倍）

上昇 8銘柄

下落 1銘柄

自己投資口の取得*3

2022年3月には、米投資ファンド「KKR&Co.

Inc.」が２つのJ-REIT「日本都市ファンド投資法人」、

「産業ファンド投資法人」の運用会社である「三菱商事

UBSリアルティ」の全株式を2,300億円で買収し、J-

REITの運用に参画することを発表しました。

「日本都市ファンド投資法人」は国内最大級の総合型

REIT、「産業ファンド投資法人」は産業用不動産に特

化したREITで、運用資産規模は合計1.6兆円程度で

す。同銘柄は、今後KKR独自のリソースを活用した物

件取得・成長戦略等のサポートを受け、J-REIT市場に

おける存在感を示してしていくことが期待されます。 ※運用資産は各社公表日時点、各REITの時価総額は2022年3月末時点、運用資産は取得価格ベース
（出所）Bloomberg、各種報道を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

（図12）米ファンドによるJ-REIT運用会社買収の概要

KKR & Co. Inc.
プライベートエクイティ、エネルギー、インフ
ラ、不動産、クレジット等の運用を行う世界有
数の投資会社（運用資産 4,710億米ドル）

三菱商事ＵＢＳ
リアルティ

三菱商事と世界最大級の金融グループUBS 
AGが合弁で設立した資産運用会社
（運用資産 1.6兆円）

時価総額 7,199億円
運用資産 １２８物件

1.2兆円

日本都市ファンド投資法人

時価総額 3,827億円
運用資産 74物件

3,723億円

産業ファンド投資法人

買収

東証REIT指数（左軸）
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【 ご留意事項 】
● 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、

金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
● ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
● 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動

します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の
皆様に帰属します。

● 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま
た、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

● 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、今後予告なく変更される場合があります。

● 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆ある
いは保証するものではありません。

● 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしく
は公表元に帰属します。




