
T H E  R O A D  A H E A D

ベアリングスの投資チームが、債券、株式、不動産、オルタナティブに跨り、
2020年およびそれ以降の市場における

最大のリスク、最も魅力的な投資機会、大胆予測について解説します。
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ブレグジットを巡る懸念が払拭され、ドイツ経済に回復が見られれば、欧
州経済は全体的に下支えされるでしょう。また、米ドル安が進んだ場合、イ
ンターナショナル市場の底上げ要因となり、10年に及ぶアンダーパフォーマ
ンスの反転をもたらす可能性があります。

最大のリスク 
マクロの観点からは、2つのリスク要因を注視しています。１つは、サイクルの
終盤にあることによってもたらされる一連の循環的なリスクです。とくに、米
国の個人消費の堅調がどこまで続くのか、そしてそれがどの程度世界経済
を牽引し続けられるのかという点です。また、固定資産投資を巡っても懸念
が生じ始めています。固定資産投資は過去数年に亘り、貿易や世界経
済の先行きを巡る不透明感を主な理由として低調を維持してきました。
関税問題によってグローバルの部品供給網にいつどのような影響が出るか
が不透明視される局面では、企業の投資は減少します。このため、企業
による投資の低迷継続が2020年の最大のリスク要因の１つであると考
えています。 

もう１つのリスクは、気候リスクや気候政策を取り巻く長期的なトレンドで
す。これらの要因は、投資家にとって主要な懸念材料となりつつあります。
ルールが変わり、法律が変わり、規制が変わっています。世界の一部では、
炭素のコストが変化しています。また、エネルギーやその生産・転換にかかる
技術も変化しています。こうした懸念が来年最前面に出てくるかどうかは不
確実ですが、懸念は確実に急ピッチで拡大しています。 

最大の投資機会
2020年に向け、最大の投資機会の多くはテクノロジー関連分野に存在
すると考えます。私達はIoTがもたらす破壊的な変化の先端にいます。とく
に、クラウド・テクノロジーやクラウド・ストレージ、安価なセンサー技術、モバイ
ル・ネットワーク、データ分析などの分野に注目が集まっています。これらの分
野の進歩により、私達は20年前ですら想像できなかった方法で物質的
世界をモニター・管理できるようになりました。航空機のダウンタイムの短縮
から石油掘削リグの生産性改善まで、テクノロジーの進歩があらゆる産業
に機会をもたらしています。逆の見方をすれば、これらのテクノロジーの活用
に真剣に取り組んでいない企業は、取り組んでいる競合他社によってディ
スラプト（破壊）される可能性があります。

インターナショナル株式および新興国株式はアウトパフォームへ転換︖
グローバル株式市場のリターン推移（指数化ベース）

出所:  Bloomberg　2019年11月25日現在
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大胆予測
極端に大胆ではないものの、やや果敢な予測は、2020年が現在想定さ
れているよりも良好な1年になるとの見方です。現在の市場には、政治や
経済の先行きについて様々な不透明感が漂っています。しかし、2020年
が、インフレの抑制が続く結果、中央銀行がより緩和的な金融政策を実
践し、それが企業業績を下支える1年になったとしても不思議ではありませ
ん。また、そこそこの経済成長が維持される、あるいは現在直面している政
治的リスクが予想よりも緩やかな形で収束することも可能性として考えら
れます。 

もう少し大胆な予測は、欧州および新興国市場が長期に亘るアンダーパ
フォーマンスの末に米国市場をアウトパフォームするとの見方です。ブレグジッ
トを巡る懸念が幾分払拭されれればーその方向に向かっているようには思
われますがー、欧州経済全体の下支えとなるでしょう。欧州最大のドイツ
経済も、とくに政府が少しでも財政支援を提供すれば改善する可能性が
あります。最後に、米ドル安が進展した場合、インターナショナル市場の底
上げ要因となる可能性があります。

Dr. クリストファー・スマート
チーフ・グローバル・ストラテジスト & 
ベアリングス・インベストメント・
インスティテュート責任者

欧州に明るさは戻るか︖

マクロ経済 & 地政学
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2019年には、投資適格市場の低格付け部分であるBBB格セグメントの
増大や、フォーリン・エンジェルの増加に対する懸念の声が多く聞かれまし
た。しかしながら、実際、2019年には、非投資適格から投資適格に格上
げされた企業数が、投資適格から非投資適格に格下げされた企業数を
大幅に上回りました。

最大のリスク
債券市場が直面している最大の潜在的リスクの1つは、現在のバリュエーシ
ョンが景気減速の可能性を織り込んでいない水準にあるという点です。短
期的な景気後退はベアリングスのメイン・シナリオではありません。しかし、グ
ローバルの成長に影響を与える可能性のある貿易戦争やブレグジット、政
治家の発言など数多くのマクロ・リスクが存在しています。これらのリスクは、
個別企業調査に基づいて私達が行っている予測よりも、実体経済により
大きな影響を及ぼす可能性があります。特にハイイールド市場の高格付
部分は、足元のスプレッドがかなりタイトな水準にあるため、成長期待の変
化に伴いスプレッドが拡大する可能性があります。   

これらの点は潜在的なリスクではあるものの、複数の理由から可能性の高
いシナリオだとは考えていません。ファンダメンタルズの観点からは、企業収
益とバランスシートは比較的健全であり、経済は米国の個人消費に牽引
され底堅い成長を維持しています。デフォルト率も過去の水準と比較して
低位にとどまっています。エネルギーや小売、ヘルスケアなど問題含みのセク
ターではデフォルトが増加する可能性がありますが、全般的なデフォルトの
増加は見込んでいません。より差し迫った足元の複数のマクロ問題に関し
ても、妥当な結論に達するとの比較的前向きな見方をしています。

最大の投資機会
ハイイールド市場で最も興味深い投資機会の1つは、市場の二極化から
生じています。2019年には、市場の高格付け部分であるBB格セグメント
が、より低格付けのB格およびCCC格セグメントをアウトパフォームしました。
その結果、足元では、BB格銘柄のスプレッドがやや縮小している一方、低
格付け部分のスプレッドが相対的に拡大した水準で推移しています。この
ため足元では、B格とCCC格のクレジットに選別的な投資機会があると
みています。ただし、これは当該セグメント全体に投資すべきということでは
ありません。市場の低格付け部分において秘宝を見つけるためには、デュ
ーデリジェンスを通じて企業を完全に理解し、今後の業績・財務動向を予
測することが必要不可欠です。十分な調査を行えば、当該セグメントにお
いては2020年にかけて引き続き魅力的な投資機会が示現するものとみ
ています。 

逆風にもかかわらず、米国では格上げが格下げを上回る
米国におけるライジング・スターおよびフォーリン・エンジェルの総額

出所:  Credit Suisse　2019年9月30日現在 
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債券市場全般を展望すると、ローン担保証券（CLO）やディストレスト債
券、一部の資産担保証券（ABS）など、従来の社債や国債以外の投資
機会が増えています。これらの証券に投資することにより、リスク・エクスポー
ジャーの分散やポートフォリオ内の資産クラス間の相関の低下に加え、従
来のクレジット投資に比べより高い利回りを獲得する機会が得られる可
能性があります。

大胆予測
2019年には、投資適格市場の低格付け部分であるBBB格セグメントの
増大や、フォーリン・エンジェル（投資適格の低格付け部分から非投資適
格の高格付け部分に格下げになる銘柄）の増加に対する懸念の声が多
く聞かれました。ここで重要なのは、信用格付けは、常に企業の財務状況
を正確に反映したものとは限らず、企業の財務担当者に与えられたインセ
ンティブの結果を反映している場合があるという点です。近年、低金利環
境が継続し、A格からBBB格に格下げされた場合のコストがほとんど皆無
であったため、企業にはレバレッジを拡大するインセンティブが与えられまし
た。しかし、これらの企業は多くの場合、必要に応じてバランスシートを調整
し、レバレッジを縮小する能力を有するクオリティの高い企業です。そういう
意味では、市場の観測とは逆に、2020年にハイイールド市場を混乱に陥
れるフォーリン・エンジェルの波は押し寄せないとの見方が大胆予測の１つと
なります。 実際、2019年には、非投資適格から投資適格に格上げされ
た企業数が、投資適格から非投資適格に格下げされた企業数を大幅
に上回りました。

ディビッド・ミハリック
米国パブリック債券 ＆ 
米国ハイイールド債券責任者

「フォーリン・エンジェル」に
対する懸念は行き過ぎ
債券
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世界金融危機から10年以上が経過した今、世界の金融システムはリレ
バレッジに舵を切ろうとしています。このプロセスは、示現するには数年の時
間を要するとみられますが、新興国通貨にとっては良好な資金調達環境
の確保につながり、新興国通貨にとっての大きな追い風になるものと見込
まれます。 

最大のリスク
2020年、新興国およびグローバル経済に最もネガティブな影響を及ぼし
得る最大のリスク要因は中国の景気後退です。これは私達のメイン・シナ
リオではありませんが、世界経済に連鎖的なマイナスの影響が及ぶ可能
性があるため注視しておく必要があります。中国政府は近年、2007年
～2008年の世界金融危機以降緩やかに上昇していたレバレッジの引き
下げに踏み出しました。10年前の米国の例に見られるように、経済のデレ
バレッジは金融市場における資本や与信の縮小、そして流動性の枯渇に
つながる可能性を孕む複雑なプロセスです。最終的に負債の発行国は債
務履行が困難となる場合もあり、デフォルトの可能性が高まります。もし中
国のデフォルトが現実化し周囲に影響をもたらした場合、グローバル金融
市場にはかなり深刻な影響が及ぶでしょう。 

貿易問題を巡る米中間の緊張も追加的な緊張をもたらしていますが、こ
れは新興国市場にとって主要、または管理不可能な脅威ではないと私達
は考えています。これは、中国は経営資源を効率的に組み換えてきた実
績を持ち、今後もそれを継続するとみられるためです。最近のレポートでも
述べた通り、中国政府は、米国からの貿易制限も非常に巧みにかわして
おり、2020年を通じて貿易交渉がもたらす負の影響を甘んじて受け入れ
るものとみられます。より大きな懸念は、経済のデレバレッジなどの政策が
長期的に誤った道を進むことです。

最大の投資機会  
2020年において最も魅力的な投資機会は新興国通貨です。新興国
通貨は今後１年、現地通貨建て新興国債券と新興国株式のリターンを
牽引する可能性があります。世界経済は世界金融危機以降、11年に亘
り大がかりなデレバレッジを行ってきました。この結果、証券投資および銀
行の資金が新興国資産を中心とするリスク資産から流出しました。世界
金融危機から10年以上が経過した今、世界の金融システムはリレバレッ
ジに舵を切ろうとしています。このプロセスは、示現するには数年の時間を
要するとみられますが、新興国通貨にとっては良好な資金調達環境の確
保につながり、新興国通貨にとっての大きな追い風になるものと見込まれ
ます。  

新興国為替はアウトパフォームへ︖
実質実効為替レート/交易条件

出所:  Haver Analytics、Barings　2019年10月現在
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対外収支への懸念が大幅な資金流出を招いた反省から、新興国全体
の経常赤字が大幅に縮小しており、経常黒字に転換している国もある点
は注目に値します。これは、新興国の資金需要が引き続き減少している、
言い換えれば、新興国のバランスシートが健全化していることを意味しま
す。2020年には、過去10年に亘った投資家のリスク回避姿勢の転換が
新興国通貨のアウトパフォームにつながり、現地通貨建て新興国債券や
新興国株式などのアセットクラスが堅調に推移するものと考えています。

Dr. リカルド・アドロゲ
グローバル・ソブリン債券・為替
責任者

2020年：新興国通貨の
転換点となるか︖  
ソブリン債券 & 為替

大胆予測
2020年に向けての大胆予測は、上述した通り、その割安感や構造的な
後押しを背景に新興国通貨がこれまでのアンダーパフォーマンスから反転
するとのシナリオが示現し始めるというものです。正直なところ、2020年に
こうした反転を牽引する明確なカタリストは現時点では見えていません。し
かし、投資価値の観点から世界を見渡すと、新興国通貨は明白な投資
機会として際立っています。 
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目先のリセッション懸念は後退したものとみられます。このような環境下で
は、幾分逆張り的な見方ではあるものの、2020年にかけリスク性資産が
アウトパフォームする可能性もあるものとみられます。

最大のリスク
2020年を迎えるにあたり、アジア地域が直面しているリスクは、米中間の
貿易および技術移転に関する緊張の高まりです。米国による関税引き上
げと技術制裁は間違いなく中国の輸出に直接的な影響を与えると思わ
れますが、さらに大きなマイナスの影響が中国企業に飛び火する可能性が
あります。仮に企業がさらに減速し、設備投資が完全に止まった場合、製
造業および建設業の成長にとって深刻な障害となるでしょう。極端な場
合、中国を景気後退に追い込むかもしれません。これは私達のメイン・シナ
リオではありませんが、可能性が全くない訳でもありません。  

米中間の緊張は今後数年に渡って行きつ戻りつを繰り返す可能性があ
り、2020年に解決するとは考えられません。しかしながら、2020年の米
国大統領選挙の重要性や、トランプ米大統領と習近平中国国家主席
が国内において別の政治・経済的圧力に直面しているという事実を踏ま
え、米中双方の政権は問題解決に向けて前向きな姿勢を表明していま
す。そのため、2020年に米中貿易問題を巡るリスクが現実化する可能性
は比較的低いと考えます。この前提が正しければ、アジア地域の企業収
益や経済見通し、通貨および株式市場にとっては極めて朗報になるもの
と思われます。 

最大の投資機会
2020年には、現地通貨建て新興国債券と新興国株式に魅力的な投
資機会があると考えています。これには3つの主な理由があります。第1に、
米国と新興国市場の経済成長格差や金利差の縮小が新興国市場に
有利に働き、2020年に米ドルが下落するとみられる点です。米連邦準備
制度理事会（FRB）のハト派政策や、投資家の「安全通貨への逃避」が
反転する可能性を背景に、米ドル安が加速する可能性があります。 

第2に、今後6～12ヶ月間、一部のアジア諸国において、金融緩和政策の
実施や、中国やインド、韓国、一部のASEAN諸国における財政支出拡
大により経済成長が回復する可能性がある点です。第3に、マクロ面での
様々な不透明感を受けて、アジアおよび新興国の金融資産のバリュエーシ
ョンが大幅に切り下げられており、相対的に割安であるとみられる点です。
これらの不透明要因の一部が解消し始めた場合、新興国資産のバリュエ
ーションが一定程度回復し、全体的なリターンの向上につながる可能性が
あると考えています。

 リスクオフのセンチメントは反転へ? 
米国金融勘定における資産別年初来取引額

出所:  Federal Reserve Board、Haver　 2019年６月30日現在 
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大胆予測
2020年に向けての大胆予測は、国債およびその他ディフェンシブ資産が
ベア相場に、株式やハイイールド債券、景気敏感株などグロース資産がブ
ル相場に入る可能性があるとの見方です。米国経済が長期に及ぶ拡大
サイクルの最終局面に差し掛かり、2019年半ばにはイールドカーブが反転
するなか、2019年を通じて景気後退懸念が常に議論の中心となってきま
した。しかし、より直近においては、こうした傾向が反転または緩和されてい
ます。よって、目先のリセッション懸念は後退したものとみられます。このよう
な環境下では、幾分逆張り的な見方ではあるものの、2020年にかけリス
ク性資産がアウトパフォームする可能性もあるものとみられます。

キム・ドゥ
グレーター・チャイナ投資責任者 
グローバル・マーケッツ部門

新興国市場の回復には
米ドル安が重要
アジア市場
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米国および欧州のプライベート・クレジット市場では、アッパー・ミドルマーケ
ットとロウワー・ミドルマーケットが非常に不安定な状況となっています。この
ため足元では、伝統的ミドルマーケットに潜在的な投資価値を見出してい
ます。

最大のリスク
市場参加者は何年にも亘り、クレジット・サイクルの終焉を予測してきまし
た。終焉はまだ差し迫ったものではありませんが、プライベート・クレジット市
場の一部ではサイクル後期に特有の事象が明らかとなりつつあります。特
に、大型ファンドを組成するマネジャーが増加するなか、アッパー・ミドルマー
ケットの大型案件を中心に、案件を狙う資金額が増加しています。また、
シニア・デットとメザニン・デットの組み合わせであるユニトランシェが人気化
し、レバレッジ上昇が継続するなか、追加的なリスクに対して投資家が得る
スプレッドが過去の水準に比べ縮小するなど、市場全体のダイナミクスに一
部歪みが生じています。

この結果、高レバレッジの第一抵当付デットのリスク特性が、伝統的なシニ
ア・デットの平均的なリスク特性（レバレッジ4.0～4.5倍）に比べ大幅に
上昇する事例が一部に見られています。実際、多くの場合において、これら
の高レバレッジの第一抵当付案件は、しばしば市場においてシニア・デット
として価格形成されるものの、レバレッジと換金リスクの高さ故、「メクイティ（
メザニンとエクイティを組み合わせた造語）」 リスクに類似するリスクを包含
しています。

こうした案件のクレジット・スプレッドは、そのジュニア・キャピタルに相当するリ
スクに対して十分な水準にはないというのが私達の見方です。 

最大の投資機会
米国および欧州のプライベート・クレジット市場においては昨今、興味深い
ダイナミクスが進展しています。とくに、アッパー・ミドルマーケットとロウワー・ミド
ルマーケットが非常に不安定な状況となっています。このため足元では、伝
統的ミドルマーケットに潜在的な投資価値を見出しています。中でも、ジュ
ニア・キャピタルのクッションを有する伝統的な第一抵当付のシニア案件の
魅力度が特に高いと思われます。これらのシニア案件のレバレッジ対比の
潜在リターンは、より高レバレッジの他の案件に比べ非常に高いと考えてい
ます。 

欧州では、ジュニア・キャピタルをクッションに持たない第一抵当付債券の
投資魅力度が高いと考えています。これらの債券は平均的に、米国市場
に比べレバレッジが低い傾向にあり、真のリスク調整後リターンを評価する
上で非常に重要な「レバレッジ当たりの利回り」も魅力的な水準にありま
す。

イアン・ファウラー
グローバル・プライベート・ファイナンス
共同責任者 

”メクイティ”リスクが増大 

プライベート・クレジット

“シニア・デットとして価格形成されるこれらの

高レバレッジの第一抵当付案件のリスク特性

が、レバレッジと換金リスクの高さ故、「メクイ

ティ（メザニンとエクイティを組み合わせた造

語）」 リスクに類似するリスクを包含してい

ます。

大胆予測 
近年の活発な資金調達活動を受け、マネジャーはより大型のファンドを組
成することが可能となっています。一方でこれらのマネジャーは特定の期間
（通常2年または3年）内に資金を実際に投資する必要があるため、より
小規模の伝統的ミドルマーケット案件を模索するより、アッパー・ミドルマー
ケットの大型案件を選好することが彼らにとって効率的となっています。こう
した動きは、効率性の観点からは理にかなっていますが、一方で大きなスタ
イル・ドリフトをもたらしています。 

実際に、大型案件の追求が継続するなか、シンジケート・ローン市場との
境界線が曖昧になり、緩いコベナンツや脆弱な構造的保護を有する取引
が散見されています。これは、流動性の高いシンジケート・ローン市場におい
ては必ずしも悪いことではありませんが、プライベート・デット市場では投資
家が資産を売却する選択肢が制限されるため、大きな問題となります。現
在がサイクルの後期にあることを考えると、2020年に向けて、こうしたタイプ
の戦略は、短期的には魅力的に映るにしても、長期的にはメリットをもたら
さないものとみられます。とくに経済が悪い方向に転換しデフォルトが増加
し始めるような環境が訪れた場合はなおさらです。
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アセットクラスとしてのプライベート・エクイティは元来、洗練された大手機関
投資家のみのためのものでした。しかし、この傾向は急速に変化してきてお
り、2020年にはさらに加速するとみています。

最大のリスク
昨今のプライベート市場には、高い購入価格倍率や高レバレッジ、より大
型の市場における競争激化などサイクル終盤特有のリスクが数多く見られ
ています。市場に存在する非常に高水準のドライパウダーがこの問題を増
幅させ、投資家の懸念を煽っています。この結果、取引スケジュールやデュ
ー・デリジェンス期間の短縮化、事業収益の調整などの現象が見られてお
り、これらが割高なバリュエーションにつながっています。こうした傾向はサイク
ル後期に典型的な現象とは言え、企業が業績およびレバレッジの観点か
ら景気後退に耐え得るかどうかを考えると危険な状況と言えます。

プライベート・エクイティのドライパウダーは過去10年間で大幅に増加 
プライベート・エクイティの運用資産残高推移 (2009年—2018年) 

出所:  Preqin　2018年12月現在
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最大の投資機会
これらのリスクの一方で、明るい材料も複数存在しています。プライベート・エ
クイティ市場全体を展望すると、3つの魅力的な投資機会があると考えて
います。１つめは、とくに新興マネジャーを通じたロウワーエンド・マーケットへ
の投資です。１号ファンドには大手ファンドからスピンアウトしたファンドが散
見されます。これらのファンドはしばしば優れたトラックレコードを有しています
が、さらに重要な点は、これらのマネジャーが成功を渇望しており、マネジャー
と投資家との強い利益一致が期待できる点です。2つめは、非常に人気
の高い案件フローへのアクセスを可能にする共同投資です。 

実物資産では、金属・鉱業セクターに興味深い投資機会が存在すると考
えています。現在のコモディティ価格の水準を過去と比較すると、開発の後
期段階にある案件に投資魅力があると考えます。とくに、長期に亘り資本
不足となってきた金、銅およびその他高品質の非金属関連プロジェクトに
注目しています。

大胆予測
2020年には、プライベート・エクイティの大衆化が一段と進むと予想してい
ます。アセットクラスとしてのプライベート・エクイティは元来、洗練された大手
機関投資家のみのためのものでした。しかし、過去10年で、米国1940年
投資会社法に基づく個人投資家向けファンドやインターバル・ファンドなど
幅広い投資家層がプライベート・エクイティを含むプライベート市場の投資
機会にアクセスできるようになっています。こうした動きを牽引したのは、当
該アセットクラスの高パフォーマンスです。現在のアウトパフォーマンスが継続
すれば、投資家層の拡大は今後も継続する可能性があります。 

これは必ずしも、私達の確定拠出年金（401K）でプライベート・エクイティ
に投資することができるようになることを意味するわけではありません。しか
し、このアセットクラスに幅広くアクセスするための興味深く革新的なストラク
チャーが生まれてくる可能性があります。流動性やバリュエーション、市場の
複雑性など当該アセットクラスならではのリスク要因には留意する必要が
ありますが、プライベート・エクイティは分散のツールとして優れており、2020
年には非伝統的な投資家層における浸透が期待されます。

エリザベス・ ヴァイントルッヒ
マネジング・ディレクター
ベアリングス・オルタナティブ投資部門

プライベート・エクイティの
大衆化が進む
プライベート・エクイティ
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投資家の利回り追求が継続するなか、リスクプレミアム、すなわちリスクを取
ることによる対価は低下しています。このような環境下、クオリティの高い資
産に最良の投資機会を複数見出しています。

最大のリスク
米国不動産市場における最大のリスクの1つは、選挙サイクルを通じて蓄
積される影響です。選挙は本質的に不確実性を生み出しますが、不動産
市場ではしばしば、こうした不確実性によって取引量の減少や投資家の
リスク選好度の低下など市場の停滞がもたらされる場合があります。不確
実性が一時的であれば影響が軽微で済む場合もあります。私達にとって
より大きな懸念は、選挙終了後に、資産価格全てが割高で、与信コスト
が廉価で、自律的ではないにしても健全な経済成長が見込まれる現在の
環境に、市場参加者が果たして戻ってこれるかどうかという点です。 

懸念すべきリスクは、混雑したバーで閉店間際に照明が明るくなるように、
選挙が市場に目の覚めるような影響を与えたり、直前まで完全に妥当と
みられていた決定事項がもはや妥当でなくなることです。選挙後、市場にリ
スクオフのセンチメントが拡大した場合、昨今の高バリュエーションは依然と
して魅力的に映るでしょうか︖または、そうしたセンチメントを織り込む期間
が訪れるのでしょうか︖長い夜が明ける時と同じように、市場のセンチメント
が不動産市場に織り込まれる期間には、投資家が全うな妥当性を求め、
よりリスク回避的となるため、市場は停滞する可能性があります。

最大の投資機会
不動産市場全体を展望すると、相対的・絶対的双方の観点から、高ク
オリティ資産に最良の投資機会を見出しています。私達にとってそれは、稼
働率が高く、安定性があり、最高クラスのコア不動産を意味します。投資
家の利回り追求が継続するなか、リスクプレミアム、すなわちリスクを取るこ
とによる対価は低下しています。言い換えれば、利回り追求のために取って
いるリスクに対して投資家が十分に報われているかどうかは明らかではあり
ません。不動産利回りは全体的に幾分低下していますが、高クオリティ資
産の利回りはそれほど低下しておらず、引き続き相対的にかなり魅力的な
水準にあると考えています。 

私達の経験則によれば、市場における最良の資産は、所在地や快適性
などの競争優位性によって決まります。倉庫など産業用不動産の場合、
主要インターチェンジもしくは流通チャネルへの近接度が重要となります。
集合住宅の場合、徒歩での利便性や都市スコアのクオリティ（人口動態
や世帯形成において都市がどの段階にあるか）が重要です。足元の市場
を見ると、こうした観点から最良な資産が最も魅力的な投資価値を提供
していると考えます。

大胆予測
今後3～5年にかけて、コア資産がバリューアッド資産およびオポチュニステ
ィック資産を絶対的・相対的の双方からアウトパフォームする可能性がある
と考えています。言い換えれば、高いリターンを生み出すと期待されているハ
イリスク・ハイリターンの資産が、そのようなリターンを生み出さない可能性が
あるということです。これは必ずしも私達のメイン・シナリオではありませんが、
昨今のスプレッド縮小や、バリューアッド資産およびコア資産のリターン予測
を考慮すると、こうした見方は想定の範囲内であると考えます。 

ジョン・オッカーブルーム
米国不動産エクイティ責任者米国不動産：

コア資産に勝機あり?
不動産

“不動産利回りは全体的に幾分低下していますが、

高クオリティ資産の利回りはそれほど低下して

おらず、引き続き相対的にかなり魅力的な水準

にあると考えています。”
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