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2020年第２四半期が終わり
COVID-19が世界経済に与えた影響
の甚大さが明らかになりました。	

RECLAIM 2020年  (2020年を巻き返す)



経済およびマーケットの
状態

経済
	X 中国の第2四半期の経済成長は、前四半期比12.4%増と堅調

な数字を記録しており、景気回復がすでに進行中であること
を示しています。

	X アジア太平洋地域の各地では、景気回復の萌芽が見え始め、
第3四半期の巻き返しに希望を与えています。ただし、判断
には慎重を期すべきであり、ダウンサイドリスクはゼロから
ほど遠い状態です。

	X ウイルスの封じ込め、ロックダウンの影響、大規模な政府の
対応が比較的功を奏したことを受け、同地域では３つの段階
を追った回復をすることが期待されています。

	X アジア太平洋地域におけるさらなる景気回復の勢いは、とり
わけ世界規模でのウイルス封じ込めに左右されます。比較的
早い段階でロックダウンが解除されたため、同地域では成長
の兆しが見え始めたら間髪入れずに投資家は資金を投下する
準備が整っています。

オフィス賃貸市場
	X アジア太平洋地域では、オフィススペース需要が前四半期比

45%減となりましたが、	それでも他の地域と比較すると需
要が観測できる市場です。

	X 同地域全体にわたり、第2四半期は賃貸需要が下降し、2020
年下半期もさらにこの傾向が続く見込みです。現状、2020
年の通年賃貸需要下降率は、5%～15%になると予測されて
います。

	X リモートワーク政策がオフィススペース需要の様相を変え、
長期にわたり影響を及ぼすでしょう。

インダストリアル市場
	X インダストリアルセクターで最も大きな打撃を受けたのは

製造業で、サプライチェーンの寸断や需要の低下による影
響を受けています。	

	X インダストリアルセクターの中には、Eコマースの需要増
加を受け、かえって成長・躍進を遂げている事業もありま
す。注目すべき業種は、物流、倉庫管理、低温貯蔵施設で
す。	

	X 医療・製薬セクターのテナント企業は、中期的に需要を牽
引する見込みです。

投資市場
	X 上半期の投資額は前年比27%減となりました。価格は概ね

安定していますが、リテールセクターとホスピタリティセ
クターで低調が見られます。

	X 著しい回復力を見せているのはインダストリアル市場で
す。取引高の減少はわずか3%で、投資需要が旺盛な一方
で、投資機会の少なさも見受けられます。

	X 2020年下半期に取引活動は改善される見込みですが、例
年よりも低く推移する見込みです。慎重な姿勢の投資家
は、コア地域の安定した資産への投資目標の比重を増やし
ています。

	X 今のところ不良資産化の兆候はわずかですが、ディストレ
ス資産予備軍やポートフォリオの再調整により売却の動き
が生まれる可能性があります。
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2020年後半に向けた戦略

オキュパイアー

	X 物件を解約するか、サブリースするかについ
て、慎重に考慮しています。市場に様々な募集
区画が出てきているなか、サブリースすること
もメリットが低下してきています。

	X 財務目標をCRE戦略、柔軟な働き方ポリシー、
変更管理に合わせて調整することで、職場の再
編成を促します。

	X オフィスの職場設計、テクノロジー、福利厚生
の優先順位が高くなっています。

	X ファシリティマネジメントは、徐々に俊敏さを
高め、タクティカルデリバリーよりもユーザー
エクスペリエンスをより重視する必要があるよ
うになるでしょう。福利厚生基準と非接触技術
の重要性が増す見込みです。	

投資家
	X 債務のレベルを維持し、必要に応じて新しい投

資機会への貸し付けを確保するために、貸付機
関と密接に連携しています。

	X ポートフォリオ稼働率の維持	–	新規リーシング
とテナントリテンションが不可欠です。	

	X 物流と倉庫管理における不動産開発の機会が加
速しており、テナントの需要も伸びています。	

	X セール・アンド・リースバックの機会を積極的
に求めています。	

	X ディストレス予備軍資産の価格調整や、既存
オーナーのポートフォリオ再調整に付随した投
資機会を探しています。

注目ポイント
•	 セクター：TMT、医療・ヘルスケア、BPO、	
Eコマース

•	 長期リース期間

•	 ポートフォリオ戦略

•	 職場の再設計

•	 財務/人事/CRE/IT部門の戦略的コラボレーション

•	 資産クラス：物流、倉庫管理、低温貯蔵
施設、データセンター

•	 資本保全

•	 セール・アンド・リースバック

•	 オポチュニスティック型投資案件（高リ
スク・高リターン）の購入活動
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経済

はじめに
COVID-19が世界経済に与えた影響の甚大さが明らか
になりました。実際、ウイルスの拡散を食い止めるた
めに経済、国境、職場が一時的に閉鎖されていたた
め、世界全体が停滞状況に陥っています。したがっ
て、2020年第2四半期のデータが数多くの不名誉な記
録を打ち立てたのも、驚くことではありません。	
ただし、2020年第1四半期はウイルスの猛威に気づき
出したタイミングで、ロックダウンに踏み切った国も
出だしたことから、経済成長と減速が入り混じった四
半期でした。第2四半期では、多くの国が景気後退を
みせるなか、一部の経済が回復しだしたため、同様に
減速と成長が入り混じった期間となりました。	
とは言え、回復が容易であるとか、右肩上がりである
とか、景気後退が傷跡を残さないという意味ではあり
ません。むしろ、スピードや過程に違いはあっても、
2021年に成長はV字回復するというのが概ねの意見で
あるため、成長の機会を取り戻すための積極的な戦略
を設定することに注力すべきです。	

全体的に厳しい状況であっ
た第2四半期
アジア太平洋地域のすべての主要経済は、2020年第
1四半期に前四半期比でGDPマイナス成長を記録しま
した。中国は最初にロックダウンを始めたため、前四
半期比ほぼ30%減（季節変動を考慮しない場合）とい
う経済失速を経験したのも無理はありません。香港と
フィリピンはともに2桁減を記録し、香港では2020年
第1四半期に-12%という大打撃を記録しました。	
中国以外の2020年第2四半期のGDP推定値は、概ね
第1四半期に比べ悪化すると予測されています。悪化
の原因は、地域内のほとんどの経済がロックダウンし
ていたことによる急激な失業率の上昇でした（図1、
図2）。その結果、多くの指標が大きくマイナスに転
じ、悪いニュースを見かけない方が難しくなっていま
す。中でも最も高い数値を示しているのは小売業、製
造業、観光業です。

	X シンガポールでは、5月の小売業の売上高が前
年比52%減となりました。オーストラリアで
は、4月の前月比減がロックダウンの影響を如
実に示しており、小売業の売上高は前月比18%
減を記録し、アパレル産業と外食産業では、そ
れぞれ-53%と-35%という急激な落ち込みが見
られました。

	X 4月の日本の輸出量は前年比18%減を超え、
5月の製造業PMI（購買担当者景気指数）は
38.4を記録しました（50を下回ると景気後
退を示します）。同様に、5月のASEAN諸国
の製造業PMIは39.8を記録しました。

	X 香港のインバウンド旅行客の数は、1年前が1日
185,000人を超えていたのに対し、2020年4月は1
日およそ100人にまで減少しました。観光業の急激
な冷え込みは地域全体に影響を及ぼしましたが、と
りわけその影響が最も大きかったのは、観光業が国
家のGDPの約15%を占めるフィリピン、タイ、マ
レーシアです。	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 図1  第2四半期のGDP成長率
      （前四半期比の年率換算）
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 図2  四半期別失業率
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景気回復の萌芽
数字は景気悪化を物語っていますが、重要なのは、最も
深刻な落ち込みが起こったのが4月と5月であったという
事実です。6月の高頻度データを入手できるようになれ
ば、少なからず財政および金融の対応のおかげで、景気
回復の萌芽が見え始めるでしょう1。中国の経済成長は前
四半期比12.4%という堅調な数字を記録し、製造業PMI
は最近の低迷を脱しており（図3）、第2四半期締めのア
ジアのREITは13%増を記録しました。小売データによ
れば、消費者は購買力を取り戻しつつあることを示して
おり、職場復帰も始まっています。
その他の重要な要因は、政府のウイルス封じ込め能力で
す。これに最も効率よく成功した国は、業務をより迅速
に再開し、景気回復を開始することができています。
最新の予測および分析が示すように、最速の景気回復
は、国の経済および医療の脆弱性、ロックダウンの厳密
さと長さ、ウイルス封じ込めの成功、マクロ政策対応レ
ベルに基づきます（図4）。ただし、以下のグループ構
成は、ウイルスの第2波が襲来すれば変動する可能性が
あります。

• グループ1（上位/最速）：	ベトナム、韓国、台
湾、日本、中国、香港、オーストラリア2。中国
は、脆弱性レベルが低めで、ロックダウンによる
経済的損害が少ないことに恩恵を受けました。ベ
トナムと韓国は、長期の厳格なロックダウンなし
にウイルスの封じ込めに比較的に成功しました。

• グループ2（中位）：シンガポール、マレーシア、
タイ。シンガポールは大規模な財政出動を行いま
したが、厳格なロックダウンと今も続く医療従事
者への負荷に悩まされています。タイとマレーシ
アは、政策対応が弱かったようです。

• グループ3（下位/最も遅い）： インド、フィリピ
ン、インドネシア。一様にパンデミックのピーク
をやり過ごすことに今も躍起になっており、政策
対応に見合わない、世界でも指折りの厳格なロッ
クダウンを実施しました。

今後の見通し
全体的に、状況は極めて不安定なままで、マクロ予測は決して健康的とは言えないアラートが含まれています。	
ただ、トレンドベースで見ると、以下の重要なメッセージを読み取ることができます。
•	 アジア太平洋地域は、他の地域に比べパンデミック危機を迎えた時期が早かったため、ウイルスの封じ込めに概ね
成功しつつあります。それにより、世界の他の地域に比べ制限緩和もより早く行われそうです。いくつかの指標が
今後のV字回復を示しています。

•	 現在のウイルス「流行地域」を見ると、ダウンサイドリスクがないとは決して言えない状況ですが、アジア太平洋
地域はやはり回復傾向にあることを示しています。	

•	 同地域の回復の程度と速度は、世界貿易の再構築にかかっています。つまり、世界の他の主要グローバル経済も回
復モードに入ることができるかに左右されます。依然として鍵を握るのは消費者マインドです。これは、基本的に
世界規模のウイルスの封じ込めとワクチンの普及に依存します。

 図4  アジア太平洋地域の3極化した回復
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 図3  グレーターチャイナのPMIスコア（2019年6月～2020年6月）
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1		Policy	tracker:https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/covid-19/policy-watch-economic-measures-across-top-global-economies
2		Cushman	&	Wakefieldの推定
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パンデミックは企業の業績に深刻な打撃を与え、それ
が不動産物件にも跳ね返っています。多くの企業がコ
スト管理に目を光らせているからです。したがって、
アジア太平洋地域市場は軟化し、今後のさらなる低迷
も避けられません。ただし、市場の大多数は健全な状
態でパンデミックを迎えたことを忘れてはなりませ
ん。

「リスクオフ」が需要を阻害
企業入居者の視点から見ると、過剰なまでに「リスク
オフ」偏重となっており、ビジネス上重要ではない意
思決定は凍結状態となっています。新規オフィスス
ペース需要は落ち込み、地域のネットアブソープショ
ン（実質賃貸契約面積増加）は2020年第1四半期の
1010万平方フィートから2020年第2四半期の690万
平方フィートにまで軟化しました。過去３年間の四半
期平均のわずか30%です（図5）。	
全体の数字を見渡すと、明るい結果も一部には見ら
れました。インド市場では、第2四半期のネットアブ
ソープションは370万平方フィートのプラスを記録
しました。ただし、前四半期比では50%減となり、
2013年以来最大の軟調傾向になりました。さらに明
るい材料としては、中国のティア1市場のネットアブ
ソープションは、第1四半期に特に軟化した後、プラ

オフィス市場

 

世界で最も競争の 
激しい市場の上位5/10は 
アジア太平洋地域にあった  

2020年第1四半期まで、 
アジア太平洋地域は全世界の 

ネットアブソープションの
半分を占めていた

新規供給面積は増加 
したが、主に中国お 
よびインド市場に集中していた

 図5  アジア太平洋地域の四半期別ネットアブソープション（100万平方フィート）
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スに転じました。これらの地域の市場は、やや明る
い状況程度にしかみなされないかもしれませんが、
約2300万平方フィートのマイナスのネットアブソー
プションを記録した米国市場に比べるとかなり対照
的であり、現状での同地域の回復具合を如実に示し
ています。
パンデミックは、すべてのセクターに平等に影響を
与えたわけではありません。インドでは、IT-BPMセ
クターが四半期のグロスリーシングの43%を占め、
前年比8%増となりました。医療および製薬セクター
でも、オフィススペースの需要に大きな増加が見ら
れました。上海で需要を牽引した上位3業種は、金
融サービス、専門サービス、TMT(ハイテク・メディ
ア・テレコム)です。注目すべきは、需要増に貢献し
たのが国内企業であったということで、多国籍企業
は今後の動向に慎重な姿勢を貫いています。	

中国

インド
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賃貸需要は下降した
が、崩壊には至って
いない
市場が軟化する中、競争力を保つために
テナントの動きは迅速でした。実際の賃
料調整またはインセンティブの増加によ
り、アジア太平洋地域全体で新規リース
の賃貸需要の減少が満遍なく見られてい
ます。シドニーでは、アジア太平洋地
域全体の平均が約2%であるのに対し、
2020年第2四半期に8.6%という急激な
オフィス賃料の落ち込みが見られました
（図6）。	
一部のテナントは、最初賃料の減額や免
除をもとめる動きがありましたが、政
府の政府の強制措置ではない場合、そ
の成功は散見される程度に過ぎません
でした。これは必ずしも、不動産オー
ナーは、経営に影響を受けたテナント
に非協力的であったからではなく、賃
料免除の慣例がなかったからです。	
ほとんどのテナントは退去せず賃料を支
払い続けました。その結果、市場は軟調
傾向でありながらも、市場レベルでの賃
貸需要の落ち込みは小幅な現状では留
まっています。	
オーナーは、今後も建物およびポート
フォリオ稼働率の確保に力を注ぎ続ける
でしょう。年初の時点で、アジア太平洋
地域の新規供給面積は6億平方フィート
を超えており、その大半が中国とインド
でした。長期供給の多くに遅れが生じそ
うですが、同地域における新規物件の完
成により、空室率は15.1%から15.4%
へと微増しました。テナントは拠点の統
合に目を向けているため、テナント需要
の落ち込みは、今後の新規供給にも悪影
響を及ぼす可能性があります。	

しかしながら、企業は慎重な姿勢で進めています。企
業は同時に類似した合理化戦略を進めているため、市
場ではサブリース物件が供給過多の傾向にあります。
シドニーのサブリース物件の空室状況は、世界金融危
機時に見られたレベルに達しており、成約賃料もかつ
ての市場レベルを下回る見込みです。さらに、サブ
マーケットの多くでは特に厳しい状況が続いていま
す。景気回復のはずみがついても、将来的に解約され
た物件を取り戻すことは容易ではなさそうです。	

 図6  アジア太平洋地域オフィ賃料成長率（四半期）
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第2四半期の簡易統計：
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テナントの考え：
•	 オフィス復帰の方法と時期	

•	 コスト抑制と資本保全	

•	 持続的な変化を牽引するテクノロジーの採用	

•	 拠点の統合			
—	リース管理と地域市場の動きに目を光ら
せ、機会を探る	

•	 将来的なリース期限切れに備え、先を見据え
た柔軟な勤務ポリシーを策定	

•	 設備投資と運用コストを比較して管理

•	 オフィスの役割を再定義する方法	

投資家が重視するポイント：
•	 顧客ニーズを正確に把握		 	
—	積極的にテナントと協働し、迅速に対応す
る

•	 	収入の安定性

	» テナントの把握

	» 不況に強いテナント、脆 弱性の高い	
テナント

•	 資産のポジショニング		 	

•	 資産価値とローン調達への考えうる影響	

•	 投資/売却戦略の再評価		 	
—	成長市場に向けたキャピタルリサイクリン
グ	

市場の見通しを牽引する 
企業戦略
アジア太平洋地域では、比較的堅調な状況でパンデ
ミックを迎えましたが、パンデミックにより一部の脆
弱性が露呈し、年初からの予測トレンドを加速させま
した。C&Wでは以前より、「テナントとビルオーナー
の立場が均衡している市場は、テナント優位の市場
へ」、そして「テナント優位の市場は、さらにその傾
向が強まる」と予想していました。状況は予想を上回
る速度で展開しました。2020年第2四半期の時点で、
アジア太平洋地域においてオーナー優位型の市場は、
年初の11から減少してわずか4つに過ぎず、4つの市
場すべてが軟調状態と報告されています。	

景気回復の萌芽は見えつつありますが、事業用不動産
市場での回復は遅れる見込みであり、今後6か月にわ
たり軟調傾向が続く可能性が高いでしょう。当社で
は、賃貸需要減少の年間合計を平均5%と予想してい
ますが、パンデミック前の段階ですでに逆風にさらさ
れていた市場では、15%にまで上昇すると見ていま
す。今後の空室率は、市場ごとの幅広い状況を反映し
て大きく上下します（図7、図8）。
物件の需要は、コスト削減と従業員の柔軟性向上に牽
引されて変化しています。ワークプレイス戦略の展開
可能スピードは、さまざまな要因に依存しますが、
最終的には財務目標と企業の不動産戦略、人事ポリ
シー、変更管理の慣習と合わせて調整する必要があり
ます。これは、2021年以降にかけても継続すると予
想されます。

 図7  グレードAオフィス空室率予測
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 図8  グレードAオフィスの年間総有効賃貸成長率の予測
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インダストリアル

インダストリアルセクターは、今のとこ
ろパンデミック期間中も大きなレジリエ
ンスを見せていますが、世界貿易の数字
上の落ち込みは、無傷で低迷から脱して
はいないことを示しています。マイナス
面では、物品や人の動きに依存する企業
が最も大きな影響を受けました。世界中
の航空会社は、1月から6月までにアジア
での乗客数が52%も減少して地上待機状
態となっており、国内および海外旅行の
欠落を如実に示しています。

製造業の回復は 
始まっている
中国では、人の動きに厳格な制限がかけ
られたため、2月から4月までの製造業生
産高が落ち込み、下流の製造業の部品確
保能力も制約を受けていました。以降、
需要が他の地域における予想値を大幅に
上回って持ち堪えたため、中国の製造業
は大幅なV字回復を達成し、成長予想を
裏切る結果となりました。同地域の他の
場所でも、同様の輸出のニュース記事が
登場しており、製造業セクターで底を
打っている可能性があることを示唆して
います。コスト抑制も重要です。一部の
企業に不動産ポートフォリオと比較した
バランスシートの見直しを促し、投資家
にセール・アンド・リースバックの機会
をもたらします。	

物流と倉庫管理は躍進中
明るいニュースとしては、パンデミックの中でもインダストリア
ルセクターで成長を記録し、目標を達成した企業があります。注
目すべき業種は、物流、倉庫管理、低温貯蔵施設です。オースト
ラリアでは、人の移動制限により、消費者は必要不可欠な買物に
Eコマースチャンネルを使用せざるを得なかったので、オースト
ラリア郵便公社が前例のない需要増に適応するための追加スペー
スを取得しました。
同様に、枯渇したサプライチェーンを補強するために、企業が物
品を備蓄することを求め、倉庫管理および冷温貯蔵への需要が増
大しました。中国の冷温貯蔵セクターは、2020年に20%増とな
り、過去4年で規模が倍になると予測されています。市場レベル
で見ると、深圳のプレミアム物流スペースで前四半期比5.7%増
が見られたように、賃料が上昇に転じたことになります。同様
に、シンガポールとベトナムでは、プライム物流スペースの賃料
の上昇傾向が続いています。さらに、物流市場の一部のサード
パーティーロジスティクス（3PL）企業は、需要に合わせた資本
投下を行うために拡張計画を展開しています。

バイオ医薬品拠点の今後の 
ビジネスチャンス 
インダストリアルセクター全体の見通しは、他のセク
ターに比べるとかなり有望ですが、逆風もまだ吹いてい
ます。世界の消費者マインドが健全さを取り戻すまで
は、製造業は低迷を続ける可能性が高いです。この状
況に釣り合うかのように、短期的に見ると、物流およ
び倉庫管理セクターの需要は今後も伸び続ける見込み	
です。これらのセクターへの基礎需要は、COVID前の水準まで戻
る可能性は低そうです。また、エッセンシャルサービスは、海外
委託から自国へ回帰する傾向が強まり、国内のインダストリアル
市場への好材料となります。将来的にパンデミックと同様の社会
混乱に対する回避策として、サプライチェーンは広範囲で改革中
であり、新興のインダストリアル市場にプラスに働くことになる
でしょう。将来に目を向けると、各地の重要な製薬・バイオ医薬
品生産拠点は、中期的に需要の大きな高まりを迎えそうです。	

テナント者の考え：
•	 サプライチェーンの確保	

•	 設備一新の機会	

•	 エッセンシャルサービスのリショアリング	

•	 物流ネットワークの再設計	

•	 インダストリー4.0	–	スマートマニュファク
チャリング

投資家が重視するポイント：
•	 需要の高まりに応じた新しい開発機会

•	 複雑なテナントニーズに合わせて、グレード
の低い貯蔵施設を改修	

•	 成長産業との協調	

•	 これまでにデベロッパーがターゲットにして
こなかったセクター	
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第2四半期は 
投資家にとって 
悲喜こもごも
商業不動産投資市場にとって、ここま
では難しい年となりました。2020年第
1四半期の地域全体の投資額は、前年
比約27%の減少となりました。第2四
半期データの早期分析によると、良い
ニュースもあれば悪いニュースもある
ようです。投資額が約3310億米ドルに
達したのは好材料ですが、セクターや
都市によっては大幅な取引量下落を観
測したところもあります。（図9）。資
本は潤沢にあるものの、その展開には
まだ厳しい状況が続きそうです。

資産評価は厳しい状況で 
あるが、今のところは安定
経済の見通しが立たず、COVID-19がオキュパイアー
市場に与える短期/中期的影響が不透明であるため、
資産評価が極めて難しくなっています。したがって、
多くの投資家は状況を静観しており、中には積極的な
取引を目指す投資家もいますが、売却者側と購入者側
との間の価格期待値に溝が深まっています。	
とは言え、今のところキャップレートに変動はほとん
ど見られません。これは、物件所有者が売却をためら
い、損失を生じさせないようにしているため、資産取
引の件数が抑えられていることが一部の原因であるよ
うです。見通しが暗くなったり、銀行の融資方針がよ
り慎重に傾いたりすると、市場不安が表面化する可能
性があります。こうした状況を受け、物件所有者に
とって新規リーシングとテナントリテンションが最重
要課題題となっています。

リテール不動産への投資が急
落、インダストリアルセク
ターは堅調を維持
セクターレベルで見ると、2020年上半期のリテールおよびホテ
ルセクターへの投資は、それぞれ前年比51%減、41%減とな
り、記録的な急落状態に陥っています。オフィスへの投資も大幅
に下降し、43%減の266億米ドルにまで落ち込みました。
これとは対照的に、インダストリアルセクターが持つダウンサイ
ドへの不安が少ない性質は、投資家の興味を維持しており、投資
額は前年比マイナスとなってはいるものの、他のセクターに比べ
ると下降率はやや穏やかで、2020年上半期は3%減に留まりま
した。オーストラリアでは、取引量においてインダストリアルセ
クターがオフィスセクターへ接近する結果となり、これは１０年	
ぶりのことです。

やがて、ホスピタリティおよびリテール不動産の価値
は厳しく精査され、稼働率および売上の低下による収
入減が鑑定に反映されるのは避けられないでしょう。
一部のオフィスセクターおよびインダストリアルセク
ターは、回復が早い見込みですが、平均リース期間お
よびテナント契約が価格に影響を与えるでしょう。	
広い視点で見ると、超低金利と極めて低いハードル
レートにより、リスク調整後リターンが高く、長期的
な成長が期待できるため、商業不動産は優良投資クラ
スの地位を維持する可能性が高いです。投資家には、
リスク曲線に沿って積極的に機会を求めていくことで
しょう（図10）。

 図10  プライムオフィスの収益還元率
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 図9  アジア太平洋地域の不動産投資総額（10億米ドル）
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テナントにとっても投資家にとっても、極めて厳しい
時代であることに疑いはありません。COVID-19の影
響は瞬く間に深刻化し、今後もさらなるダウンサイド
リスクが襲いかかる懸念があります。しかしながら、
不況には必ず終わりがあります。各地ですでに景気回
復の萌芽が見え始めています。	

経済的観点では、2020年下半期は安定期に入り、
2021年に経済成長がV字回復することが予測されて
います。商業不動産市場は、この回復時期に遅れる見
込みです。物件需要と賃料は、今年下半期にかけてさ
らに軟化することが予想されます。投資額は今後6か
月間で上向きになるかもしれませんが、相対的に見れ
ば、長期的平均に比べ軟調が続くでしょう。価値の高
い資産の価格は競争力を維持しますが、収入源が脆弱
な低価値資産は、オポチュニスティック投資家による
厳しい審査にさらされることになります。	

このような変化が起こるスピードは市場によって異
なるため、物件入居者と投資家はともに先を見据え
た柔軟な対応が必要になります。今後の見通しさえ
立てば、企業はこの低迷の時期を乗り越え、景気回
復に備えた地盤固めを行いやすくなるでしょう。

今後の見通し
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アジア太平洋地域
mark.lampard@cushwake.com

ファシリティサービス
NATALIE	CRAIG
C&Wサービス部門マネージングディレクター	
シンガポール
natalie.craig@cushwake.com

鑑定評価影響分析
KAM-KUEN	CHIU	
グレーターチャイナ担当インターナショ
ナルディレクター兼最高責任者	
kk.chiu@cushwake.com

ファシリティマネジメント
CAMERON	AHRENS	
アジア太平洋地域担当マネージングディレク
ター兼統合ファシリティマネジメント責任者
cameron.ahrens@cushwake.com

ポートフォリオ戦略
SHAUN	JENKINSON
アジア太平洋地域担当グローバルオキュ
パイヤーサービス部門マネージングディ
レクター	
shaun.jenkinson@cushwake.com

内装コスト（CAPEX)
TOM	GIBSON
プロジェクト・デベロップメントサービス責任者
アジア太平洋地域
tom.gibson@cushwake.com

ワークプレイス戦略
CAROL	WONG
ワークプレイスデリバリー責任者
アジア太平洋地域
carol.wong@cushwake.com

産業・物流
DENNIS	YEO	
インベスターサービス責任者
アジア太平洋地域
dennis.yeo@cushwake.com

キャピタルマーケッツ
GORDON	MARSDEN
キャピタルマーケッツ部門地域ディレクター	
アジア太平洋地域
gordon.marsden@cushwake.com

当社の市場エキスパート


