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2012 年のオフィスマーケットを振り返って
2012年に東京都心部を中心にオフィスビルの新規供給が集中し、業界ではオフィス市場の悪化が

懸念されましたが、年央以降は空室率が横ばいから低下傾向に転じ、市況は改善に向かっています。
本稿では、都心5区における2012年の新規供給の状況とオフィス賃貸マーケットを振り返ります。

［図表1-1］東京23区での大型ビルの供給状況（延床面積5,000㎡以上のビル）

出所：都市未来総合研究所が各種公表データから作成したデータに基づき作成
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2012年のオフィスの供給状況

都心5区で大型ビルが大量供給

2012年東京23区には、大型ビル※1が約220
万㎡供給されました。この水準は、2003年の
約280万㎡に次ぐもので、2001年～2011年の
平均供給量と比べると約1.5倍の大量供給と
なりました。中でも、都心5区※2の供給量は、
2012年は2010～2011年の水準と比べて約2倍
程度に増加しました［図表1-1］。

こうした新規供給の集中は、2012年の都心
5区のオフィス賃貸マーケットに大きく影響
を与えるといわれました。

2012年の賃貸ビルストックの年間の増加量※3

は、2003年の増加量196万㎡に次ぐ138万㎡と
なっており、この数値は新規供給の大型ビル
の84％という比較的高い割合となっています

［図表1-2］。異なるデータソースによる割合

であるため正確性には欠けますが、2003年、
2012年はともに大型ビルの新規供給の集中に
より賃貸ビルのストックが大幅に増加したと
推察できます。

対ストックでは都心5区内で分散供給

都心5区での新規供給の状況を、賃貸オフ
ィスビルのストックとの関係について、過去
に供給が集中した2003年と比較します［図表
1-3］。
【2003年】

2003年には、都心5区で約255万㎡の新規供
給があり、その約7割にあたる176万㎡が港区
に集中しました。ストックに対する割合でも、
港区での供給は20.5％と他区と比べて非常に
高いものでした。
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［図表1-2］大型ビルの新規供給量と賃貸ビルストックの増加量（都心5区）

図表1-2、1-3の出所：供給床面積は都市未来総合研究所が各種公表データから作成したデータ、ストック面積は
三鬼商事㈱が公表した各年の12月末時点のデータに基づき作成
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【2012年】
2012年には、165万㎡の新規供給があり、

その45％にあたる74万㎡が千代田区で供給さ
れましたが、ストックに対する割合は6.5％
でした。ストックに対する割合が大きいのは
渋谷区の7.6％ですが、いずれも2003年の港

区への集中的な状況と比べると、集中度合い
は低く分散的だったといえるでしょう。

以下では、都心5区における2012年の賃貸
マーケットの状況※4を考察します。

※１：大型ビル
　東京都区部における延床面積が5,000㎡以上でオフィ
ス用途が主であるプロジェクト（賃貸ビル、自用ビル等）
について集計した。ただし、複合ビルの場合、オフィ
ス用途部分の延床面積の割合を0.7として集計した。

※２：都心5区
　千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区

※３：賃貸ビルストックの年間の増加量
　三鬼商事㈱が公表する各区の賃貸オフィスビル（基準
階面積が100坪以上の主要貸事務所ビル）の延床面積で、
各年の12月末の値をそれぞれストックとした。
　賃貸オフィスマーケットのストック量の増減は、大
型ビルの新規供給に含まれる賃貸ビルの割合や建替え

等で滅失する量に影響される。たとえば2010年のよう
に、新規供給量に比してストック量がほとんど増加し
ないこともある。

※４：賃貸マーケットの状況
　オフィス賃貸マーケットへの影響は、主に空室率の
変化でとらえることが多く、賃料水準は補足的に用い
られる。これは、多くの場合、空室率の状況からオフィ
スビルのオーナーサイドが、賃料水準を変動させてテ
ナントを募集するケースが多くみられることから、賃
料水準が空室率の従属的なもので、市場の需給バラン
スを表すものとなっていないと考えられるからである。
　本稿においても、これに従うことにする。

［図表1-3］都心5区における2003年と2012年の対ストック割合
2003年� 面積単位：万㎡

ストック面積A

供給量計

延床面積計B 割合
（＝B÷A）

港区 860 176 20.5%

渋谷区 266 15 5.7%

新宿区 449 7 1.6%

千代田区 899 46 5.1%

中央区 594 11 1.8%

都心5区合計 3,068 255 8.3%

2012年� 面積単位：万㎡

ストック面積A

供給量計

延床面積計B 割合
（＝B÷A）

港区 1,183 30 2.5%

渋谷区 307 23 7.6%

新宿区 487 19 4.0%

千代田区 1,143 74 6.5%

中央区 664 18 2.7%

都心5区合計 3,783 165 4.3%
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オフィス賃貸マーケットの状況

空室率が単独で急上昇した区はなかった

都心5区の2003年の空室率（［図表1-4］）は、
それぞれの区で上昇しました。その中で新規
供給が集中的にあった港区については、唯一
10％を超えて急上昇しました。

一方2012年では、対ストックで各区に分散
していたこともあり新規供給の割合が比較的
大きかった渋谷区、千代田区が他の区に比べ
て急上昇した様子はうかがえません。

過去最高の空室率水準に

ところで、2010～2012年の空室率の水準を
見ると、すべての区で高い水準が続いていま
す。2003年の空室率の水準と比べても高くな

っており、特に千代田区は2011年の年末～
2012年の年始にかけて、これまでにない高い
水準となりました。

賃料は過去最低水準に

2003年の賃料の下落は、2005年初めには反
転の動きとなりました。しかし、2012年では、
2009年以降の下落傾向が2年を超えて継続し
ており、2005年時を下回る過去最低水準とな
りました。

以上のように、2003年と2012年のオフィス
賃貸マーケットの状況は、様子が異なってい
ました。

［図表1-4］都心5区の空室率と募集賃料の推移（2002年1月～2012年12月）

出所：三鬼商事㈱が公表したデータに基づき作成
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賃貸オフィス需要が縮小

オフィスの供給量が比較的安定していた
2004年～2011年の稼働率（＝1－空室率）と景
気動向指数（遅行指数）の関係（［図表1-5］）は、
相関性が高く（相関係数：0.91）なっており、
景気動向指数が低いときは、企業のオフィス
需要が縮小しオフィスビルの稼働率が低下

（空室率が上昇）する関係があると考えること
ができます。

この関係を踏まえると、2003年は、景気動
向指数（遅行指数）が上昇局面であることか
ら、賃貸オフィス需要※5が拡大し、稼働率が
上昇することになるのですが、そうはならず
低下しました。2003年のオフィス需要の構造
が2004年以降と大きく異なっていたとは考え
にくいことから、景気の上昇局面で賃貸オフ
ィス需要が拡大していたにもかかわらず稼働
率が低下したのは、賃貸オフィスの需要増を
超えてオフィスストックが急増したことによ

る、一時的な需給の緩みが大きな要因と思わ
れます。

一方、2012年以前の景気動向指数（遅行指
数）の推移を見ると、2009年のボトム状態か
らの脱出が長期化しており、2012年より前に
は景気低迷による賃貸オフィス需要の縮小が
相当進行していたと考えることができます。

2012年の高い空室率という状況を形成した
要因は、2012年のオフィスの集中的な供給よ
りも、賃貸オフィス需要の縮小が大きかった
といえそうです。

2012年央以降市況は改善へ

2012年の空室率の動きを詳しく見ると、年
央以降は低下傾向に転じていることから、最
低の賃料水準の下で、賃貸オフィス需要が拡
大し始めている可能性があります。

（都市未来総合研究所　仲谷 光司）

2012年の高空室率の要因
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［図表1-5］景気動向指数とオフィス稼働率

出所：景気動向指数/内閣府「景気動向指数」（2002年1月～2012年11月の遅行指数、2013/1/22公表データ）、
オフィス稼働率/三鬼商事㈱が公表した2002年1月～2012年12月の東京都心5区の

平均空室率（既存ビル）から算定した稼働率（＝1－空室率）に基づき作成

※５：賃貸オフィス需要
　賃貸オフィス需要の伸縮は、企業業績に直結する景
気の変動だけではなく、長期的には立地事業所数の増

減や企業におけるオフィスの利用の変化などの構造的
な変化がそれぞれ影響すると考えられる。
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拡大が見込まれる海外不動産の売買取引
2012年は上場企業等による投資目的の海外不動産取得事例が多くみられました。今後、海外不動

産取得の環境整備が進むことにより、海外不動産の売買取引の拡大が見込まれます。

適時開示情報等の公表資料によると、2005
年～2012年に日本の上場企業等が海外所在の
不動産取得を公表した事例は合計で82件あり
ました。2007年、2008年に11件あった件数は
リーマンショック後に縮小しましたが、2010
年以降は増加が続き、2012年は30件でした［図
表2-1］。

公表事例を取得目的別に分類すると、賃貸
オフィスビルなど収益不動産（開発用地含む）
への投資を目的とする件数が全体（82件）の57
％を占め、2012年も16件ありました［図表2-1
左］。2012年は販売店舗等の取得件数が9件と
増加しましたが、これは大手総合流通グルー
プの子会社が北米におけるコンビニエンスス
トア事業の店舗網拡大と更なる収益拡大を図
るため、バルクでコンビニエンス店舗を複数
回取得した事例によります。立地別では、ヨ
ーロッパと北アメリカで全体（82件）の半数以
上を占めており、投資目的の賃貸オフィスビ
ル取得の事例が多くみられます。一方、アジ
アの多くは工場や工場建設用地の取得となっ
ています［図表2-1右］。

2010年以降海外不動産取得事例が増加して
いる背景には、円高や国内市場の成長が鈍化
しつつあることなどが考えられます。以下、海
外不動産取得事例のパターンを整理しました。

（1）海外の生産拠点を取得
・製造コストの低減や成長市場を求めて、製

造業が生産拠点の海外移転に伴い工場を取
得したり、用地を取得して工場を建設

（2） 海外市場へ進出するために営業拠点や販
売施設を取得

・成長市場を求めて海外で事業展開するため
の営業拠点となる事務所や販売店舗を取得

・最近は単なる営業拠点にとどまらず、地域
の事業戦略等を策定するマネジメント機能
の移転もみられる

（3）収益不動産・開発用地の取得
・大手不動産会社がロンドンやワシントンな

ど欧米大都市を中心にオフィスビルやオフ
ィス開発用地を取得：投資リスクの分散を
図ることや日本では大型のオフィスビルが
市場に出てこないことが考えられる

・大手デベロッパーによる商業開発、住宅開
発（分譲マンション建設、宅地分譲）：国内
市場に比べ成長著しいアジア諸国に市場を
求める

（注） 海外不動産の取得はこれまでも多数事例があったと考えられ
ますが、アジアなど比較的地価が低廉な国や地域での工場取
得や開発用地取得事例には、適時開示の基準を満たす高額物
件が少ないことから公表される情報は限られており、本稿は
その制約の影響を受けています。

※日本企業（日本法人の現地子会社や日本法人が組成したSPC等も含む）が海外に所在する不動産を取得した事例を暦年ベースで集計。
　取引価格が不明の事例も含んでいる。取得目的は公表資料から都市未来総合研究所が分類した。

出所：適時開示情報（東京証券取引所）等の公表資料より都市未来総合研究所作成

2012年の海外不動産取得事例が大幅に増加

［図表2-1］日本企業による海外不動産取得件数の推移　　　　　　　　　
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［図表2-2］日本企業による海外不動産投資の主な事例（2012年公表）

多様化する海外不動産への投資

国内の大手不動産会社やデベロッパーを中
心に海外不動産への投資が多様化していま
す。欧州や米国では既存の収益不動産に加え、
オフィスビルの建替えや再開発を目的とした
不動産取得の事例がみられます。また、アジ
アを中心とする新興国市場では、宅地分譲や
建売住宅、高層マンション開発など大規模な
住宅開発や都市開発プロジェクトへの参画事
例も出てきました。例えば、大手電鉄会社は
国内での沿線街づくりのノウハウを活かし
て、ベトナムの新都市開発事業に進出してい
ます［図表2-2］。

海外不動産取得促進のための環境整備

金融庁金融審議会の「投資信託・投資法人
法制の見直しに関するワーキング・グループ」
の最終報告（2012年12月7日）では、「海外不動
産取得促進のための過半議決権保有制限の見
直し」として、投資法人制度の信頼性が確保
されることを前提に、投資法人の性質及び事
業支配を制限する趣旨などを踏まえつつ、実
質的に投資法人が海外不動産を取得すること

と同視できるような場合について、当該海外
不動産を取得するためのビークル（SPC）の株
式に係る過半以上の議決権保有を認めていく
ことが適当であるとしています。この見直し
が実現すると、海外に展開する企業が保有・
開発する不動産をJ-REITに売却できるよう
になり、日本企業の早期の資金回収が可能と
なり、更なる事業展開が見込まれます。また、
J-REITがアジアなど成長著しい海外諸国の
不動産を組み込むことにより、海外の成長の
果実を取り込むことなども可能になると期待
されています。

国土交通省は国際部門の体制強化を図るた
め、2011年7月、総合政策局に国際政策課や
海外プロジェクト推進課などを新設しまし
た。2013年度には、土地・建設産業局に国際
課を新設するなど不動産投資市場活性化の体
制構築を進めています。

このように、日本企業の海外展開や海外不
動産投資の環境整備が進むことにより、海外
不動産の売買取引の拡大が見込まれます。

（以上、都市未来総合研究所　佐藤 泰弘）

出所：適時開示情報（東京証券取引所）等の公表資料より都市未来総合研究所作成

投資目的 所在 取得物件・開発概要 買主・事業者
オフィスビル取得 米国 ワシントンD.C. オフィスビル「1100�First�Street」 大手不動産米国子会社

オフィスビル取得 米国 ワシントンD.C. オフィスビル「ホーマー・ビルディング」（建物部分の80%） 大手不動産米国子会社

オフィスビル開発 米国 ワシントンD.C. オフィスビル「（仮称）1200�17thストリートビル開発計画」の開発用地
大手不動産米国子会社（海外の地元有力デベ
ロッパーと共同）

オフィスビル取得 米国 カリフォルニア州 オフィスビル「717-721�Market�Street」 IT企業米国法人の子会社
オフィスビル取得 米国 カリフォルニア州 高層オフィスビル「50�Beale�Street」 大手不動産米国子会社（2社）
宅地開発・分譲 米国 米国内11州28ケ所の住宅用地 大手住宅会社（米国総合デベロッパーと共同）
店舗・オフィス
複合ビル取得 米国 ハワイ州 「Waikiki�Galleria�Tower」 個人の資産管理会社

マンション販売 米国 ハワイ州 アラモアナ内に建設する分譲マンションの
一部住戸（数十戸） 大手不動産

オフィスビル開発 英国 ロンドン オフィスビル「（仮称）マークレーン開発計画」
開発用地の借地権 大手不動産英国子会社

オフィスビル開発 英国 ロンドン オフィスビル「（仮称）ムーアゲート開発計画」
開発用地の借地権 大手不動産英国子会社

再開発 英国 ロンドン BBCの放送施設を含む再開発計画を進める
予定（放送スタジオ、オフィス、住宅など）

大手不動産、カナダの年金基金、英開発会社
のコンソーシアム

オフィスビル取得 英国 ロンドン オフィスビル「20�Finsbury�Circus」
（土地は借地権） 大手不動産英国子会社

オフィスビル取得 英国 ロンドン オフィスビル「103�Mount�Street」（持分50%） 大手不動産英国子会社

宅地分譲 豪州 メルボルン市 宅地分譲事業用地を共同で取得し分譲事業を
行う予定

大手不動産会社現地法人、大手住宅会社現地
法人の共同出資会社

オフィスビル取得 ベトナム ホーチミン市 「Saigon�Tower」 大手不動産会社持株会社

都市開発 ベトナム ビンズン省
ビンズン新都市において、街区面積約110ha
を対象に、総額約1,000億円規模の事業を実
施。約7,500戸の住宅、商業施設、業務施設
などを開発していく予定

大手電鉄会社（ベトナム企業と合弁会社設立）

海外不動産取得拡大の環境整備が進む
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みずほ信託銀行は、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行と共に｢みずほビジネスセミナー｣
を開催し、企業経営者を中心とした多くの方々にご参加いただきました。
（大阪開催：2013年2月1日、東京開催：2013年2月18日）

第一部講演では｢激動の2013年時代の潮目を読む｣と題し、日本の政治の動向や外交の話題を
中心に講演を提供させていただきました。第二部講演では｢転換期を迎える不動産市場におけ
る企業不動産戦略｣と題し、地価の上昇など一部に回復の兆しが見え始めた2012年の不動産市
場を振り返り、企業不動産戦略のあり方について案内させていただきました。

みずほ信託銀行では、今後も皆様の経営の一助になる有益な情報を提供させていただく所存
です。

（以上、みずほ信託銀行　設楽 彰憲）

みずほビジネスセミナーを開催

［図表］ご参考：みずほ信託銀行の不動産業務

◆事業用仲介・流動化・分譲・鑑定等、全ての業務において
トップクラスの実績を有しております。

◆IFRS対応、企業組織再編手法の活用等の財務コンサル
ティングを併せ、信託銀行ならではの企画提案力を発揮し
ております。

信託銀行トップクラスの不動産業務実績

全国ネットワークと取引基盤網

企業不動産
仲介業務

流動化
業務

企業不動産
鑑定業務

全てのソリューションにご対応

みずほ信託の不動産業務

仲  介 流動化 投資顧問

分  譲

ノンリコースローン

みずほ信託の
コンサルティング業務

財務
コンサルティング

不動産
コンサルティング

個人資産家向け
コンサルティング

お客さまの
ニーズ達成に向けて
ソリューションを
ワンストップで
提供致します

◆不動産投資から不動産売買まで、
　＜フルラインでサポートする不動産業務体制＞

本社、営業所
工場、
配送センター
投資用不動産
居住用不動産

◆全国本支店ネットワークを活かし、遠隔地取引にも多くの実績。

◆不動産ユニットに広域営業チームを設置。他社では対応の難しいエリアもカバーしております。

中立性

◆信託銀行としての中立性・公平
性の確保は当然のこと、プロセ
スの透明性を確保した取引を
ご提案し、徹底した情報管理の
もと、これを実施できる能力を
有します。

BSのスリム化（オフバランス）
資金調達（信託内借入スキーム）
不動産投資（投資一任業務）
不動産管理（管理信託）

遊休地有効利用
（事業法人）
（個人）
（公的団体PRE）

担保評価
時価評価
デユーデリジェンス
（流動化対応）

鹿児島県 鹿児島支店

香川県 高松営業部　

福岡県 福岡支店他1店

兵庫県 神戸支店

広島県 広島支店

岡山県 岡山支店

富山県 富山支店

大阪府 大阪支店他3店

京都府 京都支店

新潟県 新潟支店

愛知県 名古屋支店

静岡県 浜松支店

宮城県 仙台支店

北海道 札幌支店

群馬県 前橋支店

千葉県 千葉支店他2店

神奈川県 横浜支店他4店

埼玉県 浦和支店他2店

東京都 本店他17店

不動産営業広域担当
（トラストラウンジを含む）

みずほ信不動産販売
2店舗

みずほ信不動産販売
2店舗

みずほ信不動産販売
４店舗

みずほ信不動産販売
3店舗

ウェルスマネジメント営業部

みずほ信不動産販売
9店舗

法人営業部

ウェルスマネジメント営業部

みずほ信不動産販売
25店舗

法人営業部

みずほ信不動産販売
広域担当全国

北海道
東北

東海・
北陸

中国・
四国

関東

近畿

九州

資料：みずほ信託銀行作成（※全国ネットワークと取引基盤網は、2013年1月時点）


