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金利上昇と不動産の関係…日銀の量的緩和解除で不動産は 
日本経団連の奥田会長が「日

本全体がバブル期のような雰囲

気になってきた感じ」と発言し

話題になりました。確かに景気

は好調、株も上がるし…。 

業績回復→設備投資→賃金上

昇→個人消費。株価上昇でネッ

ト投資家その他多くの人が潤い、

消費を押し上げているようです。 

都心優良不動産の棒上げ 

不動産価格は二極化の選別を

進めながらも、大都市の中心部

はドンドン上がっています。  

ゼロ金利量的緩和で資金があ

り余る中、不動産高騰のキッカ

ケをつくったのは地銀でした。 

REIT(不動産投資信託)からの

収益が業務純益として認められ

ることになり、つまりREITは国

債のようなものだと認められた

ので、運用難に悩む地銀等はド

ンとREITを買いました。 

それまで大量の国債を買って

いたのですが、それと同じ発想

と買い方でREITを買い始めたの

です。小さな市場に大量の資金

が流入しREITは値上がりです。 

また資金流入によりREITは物

件を買わなくてはいけません。

物件価格は棒上げです。REIT経

由で本来は金融市場のお金が不

動産に大量流入しました。 

それまでは低利の国債を買っ

ていたお金ですから、利回りは

多少低くても可です。だから、

不動産利回りはドンドン下落、

つまり値上がりしました。 

海外投資マネーの流入 

海外投資マネーも大量流入し

ました。景気回復をも期待でき

る日本の不動産の利回り(特に

市場金利と不動産利回りの差)

は海外から見て魅力的だった、

つまり価格は安かったのです。 

日本の不動産市場とその制度

は、昔とは違い透明性が増し、

米国標準に近づきました。だか

ら外国人も安心して日本の不動

産を買えるようになっています。

まだまだ資金は流入しそうです。 

そこへ実体経済の回復です。

優良ビルは入居待ちの列。ビル

賃料は値上がり。収益還元価格

ですから、賃料が上がれば物件

価格は上がります。 

このような状況下では値上が

りするのは、REITが買いやすい

物件と外国人が安心して買える

物件とに集中します。だから銀

座や青山の都心優良物件は2倍3

倍になりました。一方で、不人

気地域の不人気物件は買い手も

なく値下がりを続けます。 

また東京都心部では中古マン

ションも値上がりしています。

バブル後のマンションは「買っ

たら値下がりする耐久消費財」

と定義されましたが、「値上が

りする転売可能な資産」に変貌

しつつあります。もっとも投資

用の賃貸マンション供給激増に

より都心部居住系の家賃動向は

注意が必要ですが。 

金利動向と不動産価格動向 

不動産価格動向を左右する大

きな要素は金利です。 

不動産価格が収益還元で測ら

れるようになり初めて経験する

不動産価格の上昇期です。誰も

金利との接し方が分かりません。 

収益還元で価格を左右するこ

とになる不動産利回りは「国債

金利＋リスクプレミアム」です。 

当面は日銀の量的緩和解除を

意識して金利が上昇するといわ

れ、一方で、リスクプレミアム

が米国標準との比較により下落

を続けることになるでしょう。 

金利上昇分がリスクプレミア

ム下落分でまかなえるうちはい

いのですが、金利が急騰すれば

その限度を越えます。 

金融業界は金利動向に敏感で

す。しかし不動産業界は依然と

して鈍感です。 

不動産のプロは金利に興味が

ありませんでした。しかしこれ

からは金利に敏感にならないと

大損をする時節になっています。 

株式市場は金利に敏感ですが、

株式市場同様に不動産市場が金

利上昇の大きな影響を受けます。 

量的緩和政策を日銀がいつど

のように解除するかは、不動産

に直接影響を及ぼします。 

不動産が金融商品化したので

すから、不動産業界人も金融に

敏感にならざるをえません。 

新年おめでとうございます。今年が素晴らしい一年となるようにお祈りいたします。 



                           2005年1月3日 第527号  

バｰドレポート 

 
不動産価格はどこに落ち着つくか…リスクプレミアムの低下 

このレポート第 527 号は､バードレポ

ート第 575 号(2006 年 1 月 2 日号)を

お読みの際の参考になさって下さい。 

収益物件の不動産価格は「収

益÷還元利回り」が基本です。  

この還元利回りは「国債利回

り＋リスクプレミアム」です。 

最も低リスク投資の国債利回

りに投資リスク分としてのプレ

ミアムを乗せたものです。 

このプレミアムを金融の世界

ではイールドギャップとかイー

ルドスプレッドとも呼びます。 

飲み屋での本音は… 

バブルの頃… 

誰もが不動産の値上がりが永

遠に続くとは思っていませんで

した。飲み屋ではそう話してい

ました。でも値上がりが続くこ

とを前提にビジネスをし、個人

としてマンションを買いました。 

そして今… 

誰もが低金利が永遠に続くと

は思っていません。飲み屋では

そう話しています。でも低金利

が続く前提でビジネスをし、個

人でマンションを買っています。 

黒目の恐怖と青目の勇気 

不動産に係わる日本人(黒目)

は「金利が上がったら不動産は

…」との高所恐怖症に感染しつ

つあります。しかし青目の外国

人投資家は日本の不動産投資に

対して依然として「行け、行け

ドンドン」。新たにン百億円投

入というニュースが続き、「青

目は勇気と度胸と金があるな

…」と黒目は思ってしまいます。 

還元利回りは「国債利回り＋

リスクプレミアム」です。 

黒目は国債利回りが気になり

ます。しかし青目はリスクプレ

ミアムを気にします。 

REIT(不動産投資信託)を指標

にすれば、日本国債は1.5％。

それにリスクプレミアム2.5％

で還元利回りは4％前後です。

しかし米国のREITのリスクプレ

ミアムは1％前後だといいます。 

不良債権処理場という火事場

での大儲けチャンスはなくなっ

たものの、青目にとって資金コ

ストを考えれば日本市場は依然

として極めて魅力的なのです。

なにしろ2.5％もあるのです。

青目の標準は1％なのですから。

現物不動産も考え方は同じです。 

国債の状況がこのままならリ

スクプレミアムは青目の標準に

向け切り下がり、それにより価

格は上昇します。長期金利上昇

はリスクプレミアム下落で吸収

できると考えるのです。 

リスクプレミアムとは何？ 

かつての日本の不動産市場は

闇夜でした。優良な不動産は流

通しませんでしたし、個別不動

産についての詳細な情報は外部

に一切非公開でした。今から思

えば安心して投資できる市場で

は決してありませんでした。 

REIT等の不動産証券化が市場

を変えました。投資家を集め価

格を維持するには情報開示が必

須です。開示がなければ臆病な

投資家はお金をだしません。物

件の価格賃料等の詳細情報が開

示され、不動産市場は透明性の

高い市場に進化しました。不動

産は広く大衆に保有されるパブ

リックなものに変貌しています。 

闇夜の市場は誰にとっても何

も見えず、時折おかしな方向に

市場そのものが走ります。しか

し透明な市場は市場そのものに

コントロールされ安定します。 

闇の原因も改められました。

定期借家、競売、民事執行、サ

ービサー、ノンリコースローン

等の各制度の改正と定着、建物

へのデューディリや物件価格へ

の収益還元の考え方、等々。 

日本の不動産は米国標準に近

づき、青目にとってのリスクは

激減しました。 

リスクプレミアムの低下 

闇夜でのリスクプレミアムは

4-5％は必要だったのでしょう。

現在は2.5％まで下がり、米国

標準の1％を意識しながら、底

を探す過程にいるようです。 

国債利回り上昇があれば市場

の短期的修正はあるでしょうが、

リスクプレミアムは青目が買え

る水準まで低下し、国債利回り

上昇はこの低下に埋め合わされ

て、長期的に安定した還元利回

りになります。 

そうは思っても黒目の私は「国

債がガガッと上昇したら…」と

飲み屋で話してしまうのです…。 
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金融市場からREITに資金が流入しファンド不動産値上がり 

このレポート第 559 号は､バードレポ

ート第 575 号(2006 年 1 月 2 日号)を

お読みの際の参考になさって下さい。 

REIT(リート…不動産投資信

託)が不動産投資と証券株式投

資の境界をあいまいにしました。 

REITは収益不動産だけを所有

し収益のほとんどを配当する法

人（投資法人）でそこへの出資

(投資口)が投資対象になります。 

REITが買われた理由 

不動産プロからすれば不動産

投資で利回りが5％というのは

妙味がなく買えない価格でした。 

預金金利ゼロで国債で1％と

いう金融市場で、当初のREIT利

回り5％(現在は3％台)は驚くべ

き高水準でした。個人や地銀は

喜んで5％（それもローンを組

み込みレバレッジを効かせた後

での5％）に飛びつきました。 

銀行は不動産売買で利益をあ

げてもそれは業務純益には参入

されません。しかしREITに係る

損益なら業務純益に計上される

とされました。REITは「不動産」

ではなく「国債等の債権のよう

なもの」との理解です。 

そのために運用難の下で、業

務純益を膨らましたい地方銀行

等がREITに飛びつきました。預

金や国債金利との比較で資金が

流入したのです。 

こうしてREITにニューマネー

が流れ込み、その資金が現物不

動産市場に流れたのです。現在

のREIT市場総額は3兆円です。 

大量の資金が新たに不動産市

場に流れ込んだのです。 

REITに資金と物件が集まる 

REITには出口はありません。

何年後かに売却精算する必要が

なく永続する前提です。流れ込

む資金を溜めて不動産を買い続

けます。物件の差替えはあるも

のの、REITにいったん入った物

件は不動産市場から消滅します。 

こんな太っ腹の買い手がいれ

ば安心してビジネスができます。 

私募ファンドです。ここの資

金は何年後かの出口が必須です。

昔の不動産投資は買ったら死ぬ

まで売らないし、相続税対策や

って死んでも売らないという永

久投資でした。現在では、個人

の現物不動産投資とREITを除け

ば、５年後等に出口(投資の清

算)を設定するのが普通です。 

もちろん５年後の値上がり値

下がりなんて分かりませんが、

REITがいます。価格はともかく

も買ってくれそうです。 

REITは地銀や個人など不動産

シロートが投資するファンドで

す。預金金利や国債金利との比

較なので、不動産プロに比べ期

待利回りがずっと低くてもＯＫ。 

それはプロ向けでなくシロー

ト向け価額、つまり低利回りで

も、プロ向けに比べ割高でも、

物件を買えるということです。 

私募ファンドは、不動産プロ

向け仕入価格での物件仕入れが

できて、シロートが望むように

修理改修お化粧をしてテナント

の入れ替え等（バリューアップ）

さえすれば、すぐにでも利益を

のせてREITに送れるのです。 

ファンドの出口に、シロート

価格で受け入れてくれるREITが

いるのです。だから多少の市場

波乱を織り込んでも、安心して

ファンドを組めるのです。 

様々なファンドがあります。

とことんプロのハイリターンフ

ァンド、セミプロファンド、シ

ロートに近いテキトウなファン

ド、そしてローリターンのREIT。 

初にプロファンドが利ざや

を取って、セミプロファンドに

流し、更に利ざやが抜かれ、

後にREITにたどり着きます。そ

んな流れができてきたようです。 

資金流入と値上がりと安定化 

日経新聞2005.8.16によると

不動産ファンドの不動産所有は

10兆円、日本の賃貸用不動産は

全体で70兆円。70兆円市場に10

兆円が流入しました。ファンド

が好む不動産は急騰し、ファン

ドが興味を持たなければ置いて

けぼり。地価の二極化です。 

不動産価格は単に値上がりし

たのではなく、新たな資金が流

入して流れが変わったのです。 

金融市場からのお金です。株

式市場同様に値下りしたら押し

目買いで値を戻すことに慣れて

いる性格のお金です。結果的に

不動産の価格安定性は増します。 

もちろん、いつか、どこかの

タイミングで、シロート価格か

REIT事情かが激変すれば、どこ

かのファンドから吹っ飛びます。 


