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欧州不動産エクイティ:
都市毎に投資価値を見出す

このQ&Aセッションでは、ベアリングスの欧州＆アジア・パシフィック不動産エクイティ責任者で
あるCharles Weeks（チャールズ・ウィークス）が、欧州不動産市場において各セクターお
よび地域のどこに投資価値を見出しているか、どのような戦略や投資スタイルにおいても投
資チームがアクティブ・アプローチを採用する理由などについて解説します。
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1. 出所: European Commission 2019年9月現在

景気後退の可能性も囁かれる中、投資家はクレジッ
ト・サイクルの現局面において今後どの方向に進む
べきかを見極めようとしています。ベアリングスでは
欧州不動産市場の現状についてどのように見ていま
すか？

過去10年にわたる量的緩和と低金利の影響もあり、現在が10年
以上続いた長期の不動産サイクルの最終局面にあることは確かだ
と考えます。しかし、世界貿易や政局を巡る不透明感、経済センチ
メントの悪化など、私達が直面している逆風にもかかわらず、欧州
中央銀行（ECB）やイングランド銀行の金融政策のハト派転換
を受け、ファンダメンタルズの観点から見た市場は引き続き堅調に
推移しています。全般的に、サービスセクターを中心に労働市場が
堅調に推移しており、実質賃金が10年ぶりに増加しています。これ
は、国内消費の下支えになるという意味で良好な兆候です。また、
借入比率も妥当なレンジ内にとどまっています。ユーロ圏の成長率
は約1.2%とかなり緩やかですが、不動産価格は他の資産と比較
して極めて魅力的な相対価値を提供しており、欧州不動産市場
への資金流入も継続しています。こうした動きは、複数のセクターお
よびスタイルに亘り今後の市場を下支えするものとみられます¹。 

リスク・リターンの観点から欧州不動産の投資スタイ
ル分類について説明していただけますか？ベアリン
グスはどのタイプに投資するのでしょうか？

インカムの観点から最も安定した資産、もしくは債券に類似した資
産は、コアおよびコア・プラス投資です。これらは一般に、強固なコベ
ナンツや長期リース契約を有し、大規模かつ流動性が最も高い市
場に存在する傾向にあります。リターンおよびリスクは一般的にそれ
ほど高くはありません。目標リターンは6～7%で、その約3分の2がイ
ンカム、約3分の1がキャピタル・ゲインです。レバレッジ水準は相対的
に低く、ローン・トゥ・バリュー(LTV)は最大でも30%程度です。 
 
バリュー・アッド投資には、立地は良いものの資本や管理が不十分
で時として空室率の非常に高い資産を取得・修繕し、コア投資家
に売却するなどの取引が含まれます。竣工時に即リースできるとい
う強い確信を持てる建設中の資産を先行投資で購入する場合も
あります。この場合、投資タイミングやコスト超過などの開発リスクは
ディベロッパーが負担します。バリュー・アッド投資の目標リターンは10
～12%と高く、インカムよりキャピタル・ゲインが主な収益の源泉とな

ります。LTVはより高く、60%程度まで高まる場合もあります。その
ため、インカム投資というよりキャピタル・ゲイン狙いの投資の側面が
強くなります。

オポチュニスティック投資は、完全に投機的な新規開発案件が
代表例です。これらは通常、高成長市場に立地しています。リスク
は最も高く、目標リターンは約15%以上、LTVは一般的に70%以
上となっています。

ベアリングスの不動産チームは、コアやコア・プラスからバリュー・アッド、
オポチュニスティックに至るまで、様々なリスクの不動産に投資して
います。購入・売却を行うそれぞれの市場の微妙な差異を理解で
きている点は私達にとって非常に大きな優位性であると考えていま
す。例えばバリュー・アッド資産を購入する場合、または新規開発取
引を執行する場合、多くのケースで当該資産をコアの投資家に売
却します。ベアリングスはコアの投資家でもあるため、彼らが何を期
待しているかを理解しています。私達はコア資産が老朽化やテナン
トの回転を経てどう変貌するかを理解しているため、確信を持って
長期投資にコミットすることが可能となります。このような洞察は、投
資期間全般に亘り利便性をもたらします。また、投資スタイルにかか
わらず、アクティブ・マネジメントを実践することが重要であると考えま
す。ベアリングスは、純営業利益(NOI)を向上させることが可能な、
価値創造の余地のある資産の購入に常に注力しています。この点
は最も安定的なコア資産でも同様です。100%パッシブな不動産
投資はあり得ません。 

様々な地域を俯瞰した場合、現在、欧州のどの地域
が最も魅力的な投資機会を提供していると考えてい
ますか？

足元の環境下、欧州の主要な玄関都市の多くにおいて、良好な構
造的・循環的ドライバーや力強いファンダメンタルズに支えられた価
値のある投資機会が存在しています。具体的には、供給の不足し
ている都市が好調な不動産ファンダメンタルズの恩恵に与っていま
す。現在ベアリングスが非常に魅力的と考える市場には、ストックホ
ルムやマドリッド、マンチェスター、アムステルダム、多数のドイツ都市（
特にベルリンとミュンヘン）などが含まれます。ドイツは欧州最大の市
場ですが、その多中心的な特性故、最も複雑で不透明な市場の
１つでもあります。したがって、例えばベルリンという単一市場における
プレゼンスは、必ずしもフランクフルトにおいて取引執行能力を持つ

”ベルリンという単一市場におけるプレゼンスは、必ずしもフランクフルトにおいて

取引執行能力を持つことを示すものではありません。重要なのは各市場に

根差しているかどうかです。私達がドイツ国内５拠点に50名の人員を配し、

同国における非常に大きな陣営を維持しているのはこのためです。”
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ケーススタディは、例示目的のみ。これらの例はベアリングスの投資プロセスを反映したものであり、特定のポートフォリオ企業の参照は、特定の証券や投資、ポートフォリオ企業を推奨する
ものではありません。特定のポートフォリオ企業に関する情報は例示目的であり、投資の現在または将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。
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ケース・スタディ

Nexus Placeはロンドンにある14,670
平方メートルのオフィスビルで、ロンドン市
内を東西に横断する輸送量が大きく
運行本数の多い新路線「クロスレール
（Crossrail）」に近接しています。ベアリ
ングスの投資チームは、完全リース状態の
建物を2013年10月に購入し、テナントと
の交渉や賃料の見直し、最終的には建物
の賃貸プロファイルの変更に着手しました。
これにより、平均賃料が35ポンド/平方フィ
ートから66ポンド/平方フィートに上昇しま
した。

Via Polaは、ミラノで急成長している
ポルト・ヌォーヴァ・ビジネス区に位置す
る12,043平方メートルのオフィスビルで
す。1970年代に建てられたこの建物は、
建物の構造や内装など大規模な修繕を
必要としていました。当時の市場全体の平
均賃料は260ユーロ/平方メートルでした
が、同建物は159ユーロ/平方メートルに過
ぎませんでした。ベアリングスは、2016年12
月に空室状態の同建物を取得し、新しい
ファサード、新しい受付エリアを配した1階の
再構築およびリテール・テナントの入れ替え
など全面的な改装を行いました。その後、
現地チームは区分の大部分を再リースしま
した。改修後の推定賃料(ERV)は、完成
時に360ユーロ/平方メートルでしたが、現
在では400ユーロ/平方メートル超となり、
投資チームの予想を大きく上回っています。

都市 ミラノ（イタリア）

セクター オフィス

取得時の物件タイプ バリュー・アッド

面積（平方メートル） 12,043

取得時期 2016年12月

取得方法 オフ・マーケット

都市 ロンドン（英国）

セクター オフィス

取得時の物件タイプ コア

面積（平方メートル） 14,670

取得時期 2013年10月

取得方法 入札

2016年8月、ベアリングスの投資チームは、
欧州で最も競争力のある市場の1つである
ベルリンにおいて、市動物園近くの中心部
に位置するオフィスビル開発に投資しまし
た。古い建物を解体し、19,600平方メー
トルのフロア面積と複数のテラスを有する最
新鋭の建物Budapester Strasse 
35に建て換える計画を立てました。このビ
ルは建設開始前に35%が事前契約され
ており、ベアリングスは2020年半ばの完成
時にエグジットの選択肢を検討する予定
です。

都市 ベルリン（ドイツ）

セクター オフィス

取得時の物件タイプ オポチュニスティック

面積（平方メートル） 19,600

取得時期 2016年８月

取得方法 オフ・マーケット

ケーススタディ:　コア- ロンドン ケーススタディ:　バリュー・アッド – ミラノ ケーススタディ:　オポチュニスティック – ベルリン
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ことを示すものではありません。重要なのは各市場に根差しているかどうかです。私達がドイ
ツ国内５拠点に50名の人員を配し、同国における非常に大きな陣営を維持しているのは
このためです。

セクターに視点を移すと、eコマースの台頭に伴いテクノロジーに大きな
変化が見られています。これは、リテール・セクターや物流セクターにど
のような影響を与えていると考えますか？

「e-テイリング（eコマース）」の台頭を受け、リテール・セクターが市場で最も問題を抱えた
セクターの1つとなっていることは否定できません。とはいえ、ショッピング・パターンは地域によっ
て異なります。北部欧州の主要国ではその傾向が顕著にみられ、オンライン販売の浸透率
は英国が他の大半の欧州市場よりも高く、次いでドイツ、スカンジナビア諸国と続きます。一
方、南欧の浸透率は3～5%にとどまっています²。南欧市場もいずれショッピング・パターンの
変化に屈服していくことが見込まれていますが、これは単にe-テイリングの影響のみによるも
のではありません。店舗の床面積、特に個々の市場における一人当たり床面積も重要な要
素です。例えば、英国は他の欧州市場に比べ1人当たり床面積が相対的に広くなっていま
す。現在、二流および三流の小売店舗において、全般的に状況の悪化が見られます。さら
に、リテール・セクターにおける明らかな資本減少を考慮すると、オンライン化のような新たな
進歩がもたらす脅威を切り抜けるには、特定の分野で独占的なポジションを有するリテール
資産が最も適していると言えるでしょう。

一方、 リテール ・ セクターが直面している問題、 特にサプライチェーンの崩壊から恩恵を受け
ているセクターの 1 つである物流セクターでは、 直近 10 年間で空室率が低下しています。
空室率は、 2009 年の約 15% から足元では約 4% 近くまで低下しています。 こうした
動きは、 賃料収入増加を下支えし、 当面の間当該セクターが堅調に推移する可能性を
示唆しています ³。 ベアリングスでも、 こうしたトレンドを収益化する投資機会を追求し、
過去数年においてドイツやフランス、 スペイン、 英国で８億米ドル超の物流資産を取得し
ています⁴。

他のセクターではどのような投資機会がありますか？

オフィス・ セクターは、 景気拡大時に賃料や入居率が高く、 景気後退時にその逆となる
など、 より景気循環的であると捉えられがちです。 しかし、 欧州の主要な玄関都市におい
てこうした変動は極めて小さく、 空室率は比較的低い傾向にあり、 多くの市場で低下が
続いています。 一般的に、 賃料が上昇に転じる空室率の転換点は特に英国で 8％を下
回る水準であるのに対し、 欧州全体の空室率は足元約 6% です ³。 一部の市場は間
違いなく困難な状況にありますが、 例えばミュンヘンやパリ中心部、 ベルリンなどの空室率
は現在 2 ～ 3% であり、 力強い賃料水準の上昇を引き続き下支えすることが見込まれま
す ³。

また、欧州には私達がオルタナティブ・セクターと呼ぶセクターも存在します。このセクターに
は主として集合住宅や学生・高齢者向け住宅、ホテルなどが含まれます。これらのセクター
は、米国ではすでに成熟し確立されたプレゼンスを有していますが、欧州の一部地域では

2. 出所: Centre for Retail Research　2018年現在
3. 出所: Cushman & Wakefield　2019年９月現在
4. 出所: Barings　2019年６月末現在
5. 出所: RCA　2019年９月現在
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発展途上にあります。非欧州市場において当該セクターへの投資に一部制約が存在する
ことや、欧州不動産に対する投資家の投資意欲を考慮すると、堅調かつ安定したキャッシ
ュフローや魅力的な利回り、キャピタル・ゲインをもたらす潜在性を提供する同セクターの魅
力度は極めて高く、引き続き投資家の注目を集めています。その証拠に、私達が今年英国
で取得した全資産の30%はオルタナティブ・セクターです⁵。実際、一部の市場では、同セク
ターへの投資が過去最高水準に達しています。

投資家が欧州不動産エクイティに投資する際、マネジャーのどのような
特性を考慮すべきでしょうか？

投資サイクル後期にもかかわらず、欧州不動産市場には数多くの魅力的な投資機会が引
き続き存在しています。しかし、最も重要なことは慎重なマネジャー選択であり、投資家は、
投資の前に以下のような一連のマネジャー特性を検討すべきと考えます。第一に、そしてお
そらく最も重要な点ですが、案件組成においてマネジャーが現地に根差しているかどうかと
いう点です。言い換えれば、取引フローや案件のソーシング、市場の微妙な違いや文化の理
解、市場内および市場外取引双方の実行を可能とするプレゼンスを有しているか、というこ
とです。第二に、事業計画を実践する際に、主要なスキルを全て自社で持っているか、もし
くは第三者にアウトソースしているか、という点です。投資管理やアセット・マネジメント、プロジェ
クト管理、さらに特定の市場における開発サービスを実践するための自社リソースを有するマ
ネジャーは、投資資産の支配権や監督権を失うことなく効率的に不動産の付加価値を維
持することで、強力な競争優位性を生み出します。第三に、投資スタイルにおいて真に柔軟
なアプローチを実践しているか、という点です。投資家の目標や必要要件はそれぞれ異なる
ため、コア、コア・プラス、バリュー・アッド、オポチュニスティックなど様々な戦略を実践し、地域や
国、セクターに亘り案件にアクセス・投資できる能力は、継続的に成功する不動産マネジャ
ーの重要な差別化要因となります。

Charles Weeks（チャールズ・ウィークス）
欧州＆アジア・パシフィック不動産エクイティ責任者

グローバル不動産、プライベート・エクイティおよび実物資産投資プラットフォームであ
るオルタナティブ投資部門メンバー。マネジング・ディレクター、欧州＆アジア・パシフィッ
ク不動産エクイティ責任者として、欧州およびアジア・パシフィックの不動産投資プラ
ットフォームを統括。欧州およびアジア・パシフィックの不動産事業戦略の開発・実
践を担当。欧州およびアジア・パシフィック投資委員会、不動産証券投資委員会
メンバー。1992年からの業界経験を有する。ベアリングス入社以前は、2004年に
自身が創設し2010年1月にベアリングスが買収したプロテゴ・リアルエステート・イン
ベスターズにて、ビジネス・ディベロップメントおよび投資家リレーションを担当。それ以
前は、アバディーン・プロパティ・インベスターズ・インターナショナルにてマーケティングと
営業を担当。アバディーン・プロパティ・インベスターズ・インターナショナルおよびプロテ
ゴにおいては、英国・欧州の機関投資家向けに多数の共同投資スキームの考案、
アレンジ、ストラクチャリング、マーケティング、クロージングを担当した他、不動産デリバ
ティブ・合成商品の分野でも経験を有する。セントラル・イングランド大学にて不動
産管理学位取得。英国王立チャータード・サベイヤーズ協会およびインベスト・プロ
パティ・フォーラムのメンバー。
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