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講演要旨 

「オフィスビル市場の現状と展望」

ＣＢＲＥ(株) 

リサーチ アソシエイトディレクター 

山口 武 氏 

平成２９年１２月１１日 

大阪第一ホテルにて 

【要約】 

◆マクロ経済指標 

・日本経済は全般的に非常に良好。オフィスビル市場も好調。 

・世界的な大きな外部要因が起きない限り、日本経済も、賃貸ビル市場も好調で推移。 

◆大型ビルでの空室率と賃料の都市比較 

・大都市の空室率は今がボトム。三大都市だけではなく地方都市も絶好調。埼玉、札幌、京都、福岡はほ

ぼ 0％。 

・大阪は 1 年前の 4％から今は 1％以下に。あっという間に床が無くなった。 

・賃料も、各都市 2009 年以降で今が一番高い。 

・大阪は、賃料が急速に上がってきている。坪 2 万円を超す勢い。 
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◆大阪オフィスマーケット 

〇グレード別空室率 

・オールグレード 2.7％、グレードＡ0.3％、グレードＢ2.5％、大型ビル 1.0％。絶好調の大阪。 

・1993 年の調査開始以来、空室率は最低値を更新中。 

・テナントは床の確保を最優先に考えている。 

 

〇低空室率の理由 

・特に大手企業を中心に、自社ビルから賃貸ビルへの動きがある中、立地改善とハイグレードビルへの移

転の動きが近年起きている。 

・東京は新規供給がこの先もあるので、将来的には余裕がある。それに対して大阪を含めて地方都市は、

極端に新規供給がないので空室率がどんどん下がる。 

 

〇エリア別の空室率、賃料 

・大型ビル全体の空室率は 1.0％。エリア別では本町を除いて、梅田 0.4％から中之島の 1.3％まで。 

・その本町でも局面が悪かった時は 25％を超えていたが、今は 3.5％。 

・賃料は大型ビル全体で１９６００円。梅田 22500 円、一番低い本町で 13900 円。 

・グレードＢ全体の空室率は 2.5％。淀屋橋の 1.3％から本町の 4.3％まで。 

・グレードＢの賃料は全体で 12200 円。梅田 18500 円、本町で 11700 円。 

 

〇成約賃料のポジション 

・各グレード、各エリアのほとんどで最高値を更新している。 

・グレードＢは、まだ割安感が感じられるところがある。 

 

〇グレードＡ空室率、賃料の将来予測 

・2019 年末には 4.6％上がって 23000 円に。 

・22 年の「梅田 1 丁目計画」竣工までは、新規供給がほとんどない。 

・空室率は今の 0.3％程度で推移か。 

 

〇グレードＢ空室率、賃料の将来予測 

・2019 年末までに 10.7％上昇見込みで 13500 円に。投資観点に立てばＢが魅力的。 

・今の力からすれば、14000 円半ばまで上昇する。 

・空室率は 19 年には 2％以下にまで下がる。 

 

◆投資市場の動向 

・日本全体ではやや軟化しているような面も見られるが、大阪には不動産投資マネーは十分流れてきてい

る。 

・地域分散が進んできた結果、大阪のウエイトは増えてきている。 

・アセット別でみると、最近はホテルへの投資が非常に増えてきている。 

・大阪のアセットタイプの内訳をみると、心斎橋を中心とした店舗セクターが大きい。 
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・地方と東京のＮＣＦ期待利回り格差を見ると、東京と大阪に差は 1.5％。東京 2.5％として大阪は 4％

で回る。大阪に目を向けた方がいいと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

１.はじめに 

 これまでシービーアールイーの話は、大阪のオフィスマーケットを強気に見ているという印象を持たれ

る方が多いのではないかと思います。ただ 2017 年を振り返ってみると、強気の私の予想をも超える活況な

1 年でした。大阪のマーケットは全国でも、非常に際立って活況であることは間違いありません。 

 ということで、そのあたりについて不動産全般を取り巻く経済環境に触れた後、全国から見て大阪が大

きく上振れたのはどういう背景があるのかといったことをお話して、今そして今後はどうなるかというお

話をさせていただきます。 

 

２.マクロ経済指標（資料 1） 

 オフィスマーケットは、不動産を取り巻く様々な経済環境に大きく影響を受けますが、足元の日本経済

は全般的に非常に良好に推移しています。このためオフィスマーケットも大変好調です。 

 具体的に資料を見てみますと、株式市場と為替市場はほぼ連動した動きになっていますが、オフィス空

室率もこの株式市場や為替相場とほぼ同じように動いています。こうした背景で、株高、円安の状況が続

き非常に安定的で好調と言えます。 

 特に為替市場と株式市場は、テナントサイドのセンチメントに大きな影響を及ぼしますので、大きく下

落しますと一気に企業のセンチメントが下がってしまいます。そういう指標でもあります。 

 こうした特性を踏まえて、今のオフィスマーケットを見てみますと、大阪では床を増やしたいという企

業がたくさんあり、全く床を確保できない状況にありますが、そういった勢いも、この為替市場、株式市

場が乱高下しますと、企業マインドに悪影響が出てきます。しかしながら、足元では非常に落ち着いてい

ますので、そういう心配はないかと思っています。 

 一方で懸念されるのは、これらの経済指標は外部要因の変化で大きく変わってしまうことがあるのです。

近年では、イギリスのＥＵ離脱や中東絡みの問題、あるいはトランプ大統領の発言などで大きく動きます。

そんな時、テナント、企業サイドのセンチメントは少し慎重さが出てきます。 

 もう一つ、今後の先行きを含め企業サイドのセンチメントを非常によく現しているのが日銀短観です。
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これは概ねゼロより上にあれば、先行きが悪くなると考える人より良くなると考える人の方が多いという

ことですので、ここ数年間を短観で見る限り、先行きは比較的良くなると考えている人が多いということ

です。 

 また投資市場や売買市場は、金利関係や原油価格などが影響します。これらが持ち直してくると、自ず

とリスク資産に対する投資は旺盛になってくる状況が続くことになります。それがひいては日本の不動産

投資市場、大阪の投資市場にまだお金が流れている状況を作り出してくる。そういう見方が出来ます。 

 まとめると、不動産、オフィスマーケットを取り巻く経済環境も非常に好調であると言えます。 

 

３.大型ビルでの都市別比較（資料 2） 

①空室率 

 では大型ビルという括りで、空室率と賃料を都市別比較でご紹介します。 

 ここでいう大型ビルというのは、定義的には基準階で 300 坪以上あるビルです。これがデータ対象にな

ります。グレードＡと言う言葉もありますが、グレードＡだけのビルでは母数が少なくて傾向が掴みにく

い、全国を比較しにくいということで、大型ビルというカテゴリーを用いています。 

 まず空室率です。棒グラフは 2009 年 9 月の実質的には前回の後退局面のほぼボトム期でリーマンショッ

ク直後から、直近の 2017 年 9 月までの間で、空室率がもっとも低いのが左端、最も高い時が右端という見

方になります。◇で示したのは１年前、〇で示したのが最新の空室率です。 

 全国をまとめてご覧いただければ一目瞭然ですが、ほぼこの 10 年の中で、日本中の大都市における空室

率は、今がボトムの状況にあります。埼玉や札幌では 0％、一番空室率が高い横浜でも 6％です。軒並み 5％

以下です。 

 先ほどオフィスマーケットは非常に好調ですと申し上げましたが、それが東京のみならず、地方にもこ

の好調の波がやってきています。 

 そんな中で注目点としてまず強調したいのは、東京、名古屋、大阪の三大都市だけを見比べていただく

と大阪の空室率が突出して低いのです。1 年前の大阪は、おおむね 4％程度の空室率でしたが、直近は、東

京、名古屋を抜き、三大都市の中で最も低くなっています。この 1 年で著しく改善されたのです。 

 テナントサイドで申し上げると、この 1 年で急に床が無くなってしまった。これが今の大阪の状態です。

ここは非常に大きな注目点です。 

 こういう状況ですから、多くのビルオーナーは増額改定が実現しているのではないかと思います。我々

のところにも、多くの皆様からどれくらいの幅で上げればよいのかといったご相談を、直接、間接に受け

ています。 

 テナントとしては、今は他に移転先がないので、ある程度増額提示に応じるしかないという状況だと思

います。 

 上げ幅については一概には言えませんが、方々から届く声では 500 円とか 1000 円といった刻みが多いよ

うですが、中には 25％増という話もあります。これは決して特別な話ではないと思います。 

 今お伝えしたように、大阪は空室率が非常に低い。気付いてみれば、大型ビルの空室率は東京より低い

のです。三大都市圏はどこも低空室率ですが、その中でも大阪は、環境がこの一年で大きく変わったので

す。 

 皆様の中には、大阪以外にも物件をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、地方で際立つのは埼玉、

札幌、京都、福岡あたりの都市で、空室率はほぼ 0％です。ですから本当に床がありません。テナントは、
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戦略的に移転をしたいと考えても実現できないのです。いい場所の新しいビルに行きたいと思っても、選

択肢が全くありません。今いる事務所より不便だとか設備が脆弱であるところにしか空きがない。そうい

う状況です。不満のある空室であっても、スペースが無くなってしまうリスクの方が高いので、どこでも

いいから取り敢えず押さようといった意識に至っています。こうした状況は、大阪のみならず、多くの都

市で生じているのが現状です。 

 大阪はすごい勢いで床がなくなっていますが、同じ関西の中の京都も全く床はありません。神戸の空室

率のレンジ幅は広いのですが、今の値は空室率 5％です。5％というと相対的には高く見えるのですが、長

期的にはマーケットの空室率 5％は決して高い値ではありません。他都市との相対比較で高いように見え

るだけです。 

 ということで神戸も足元は非常に好調になってきました。それは関西全体をカバーしようというとき、

もう大阪や京都では床を確保できないのです。それで神戸に需要が滲み出した可能性が考えられます。 

 

②賃料 

 では次に賃料をみてみましょう。2009 年 9 月から最新までで、一番賃料が低かった時から高かった時ま

でをレンジ幅で示しています。〇が最新 2017 年 9 月、一年前が◇です。 

 こちらで着目する点は、東京、名古屋、大阪の三大都市を比べていただくと、大阪が足元で急速に右の

方に大きく伸ばしていることです。すなわち賃料上昇の最中にあると言えます。賃料は空室率と比べると、

レンジ幅としては小さいのですが、上がり幅としては大きい状況にあります。 

 これに対して、東京、名古屋はおおむね横ばいです。足元で東京は四半期ベースではマイナスになった

りもします。東京については後ほど触れますが、やや調整局面に入ったような気配があります。 

 名古屋は大量供給が一巡して、今は供給が止まっています。少し前までまとまった供給が相次いだので、

床の需給は今でこそ逼迫していますが、大型ビルができると市内の中型ビルあたりから移転が生じ、二次

空室が発生し移転元の空室が出てきます。従ってテナントサイドからすれば、まだ選べるスペースがある

状態です。ですので、それほど賃料が一辺倒に上がるマーケットではありません。 

 こうした東京や名古屋の状況を見ても、大阪は非常に勢いがあるといえます。 

 同時に、東京とは絶対値が違いますから、東京のレンジ幅はどうしても大きくなりますが、少なくとも

名古屋よりも大きいので、大阪は急速に賃料が上がってきているということが言えます。 

 さらに名古屋と大阪の賃料的な序列を見てみますと、名古屋の方がちょっと上にあって、大阪が少し安

いということにやや違和感のある方も多いと思いますが、将来どうなるかは改めてお示ししますが、2020

年、2021 年位あたりには逆転する可能性が十分あるのではないかという見方をしています。 

 他の注目都市としては京都と福岡があります。 

 京都は、直近前から今に至るまでの上昇率はすごいことになっています。 

 先ほど、テナントは床が必要だが、良い場所とか良いビルはもうありませんという話をしましたが、「テ

ナントは理解しています。古くても、場所が悪くてもしょうがないと思っています」という感じです。 

 それだけではなくオーナーサイドの募集条件は、つい 3年前は坪 9000円だったのが、今は 11000円です。

パーセンテージで見ますと 2 割超です。「それでもしようがない。入ります」と考えるテナントがそこら中

にいます。 

 福岡もオーナーサイドのほぼ言い値でテナントは入居を決めています。極めて好調です。 

 話が少しそれるかもしれませんが、東京の大手デベロッパーは、地方都市のオフィスマーケットに対し
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て弱気のようです。長い歴史の中で、地方でオフィス空室率が高くて本当に苦しんだ経験がたくさんあっ

たので、こんな局面だからと言って、大きく賃料アップの打診はできないと感じているようです。テナン

トとの関係が悪くなってしまうというようなことを気にして、ほどほどのところで着地させているケース

が多いようです。 

 こういう背景がありますので、大手を中心に上位ビルの賃料がそれほど上昇できずにいるので、全体の

底上げが遅かったり、鈍かったりというのが地方のオフィスマーケットの実情かもしれません。 

 ということで全国を見た場合、日本中で空室率が下がって、賃料が上がっているけれども、その中でも

大阪の勢いが非常に目立つということです。 

 

４.大阪オフィスマーケット 

①マーケットエリア 

 大阪のマーケットエリアは、北は新大阪から梅田、堂島、中之島、淀屋橋、本町まで、大阪の大動脈で

ある御堂筋を中心に 6 つの中核エリアを設けています。従って大阪市全体の空室率と言った時には、これ

ら以外のその外周部の地域も含めますが、基本的にはこの中心 6 地域で取った数字になります。 

 

②カテゴリー 

 ビルのグレードを当社ではオールグレード、グレードＡ、グレードＢの 3 つに分けています。また大型

ビルという捉え方もしています。そのそれぞれで空室率等を出しています。 

 その中でグレードＡは、大阪を代表するビルであり、当社が統計を取っている総数約 600 棟の中の上位

20～30棟くらいのイメージだと捉えて頂ければと思います。定義的に言えば、基準階面積が 350坪以上で、

築年数 11 年未満のビルです。 

 それからグレードＢは、グレードＡを除く延床面積 2000 坪以上のビルです。また大型ビルというのは、

延床面積 1 万坪以上または基準階面積 300 坪以上の文字通り大きなビルです。 

 

③グレード別空室率（資料 3） 

 空室率です。オールグレード（大阪市全体）、上位ビルのグレードＡ、スタンダードと言うか多くの企業

がお使いになっているグレードＢ、そしてグレードＡよりももう少し幅広くとったある程度の大手企業が

使用するような大型ビル。この 4 つで空室率の変遷を示しています。 

 こちらで特に強調したいのは、大阪の空室率は、グレードＡは乱高下していますので一旦置いておいて、

オールグレードを見ていただくと大阪の状況がよく分かります。 

 これを見ますと空室率がピークアウトしたのは概ね 2010 年で、その後今日に至るまで徐々に低下してい

っています。どうしても大きなビルは最近まではだぶついている感がありましたので、空室率の低下期間

が長くなっています。 

 この低下局面の中で、ステージが第 1、第 2 と進んで、ここまで段階が下がってきています。そして結

論を申し上げると、2017 年にスイッチが切り替わったとみています。第 3 ステージにいよいよ入ったかと

思います。明らかにこの 3、4 年は低下角度が大きい。 

 ということでオフィスマーケットは好調で、空室率が今どんどん下がってきています。 

 実際の数字を見てみますと、グレードＡで今現在 0.3％。率直に申し上げますと、グレードＡのビルだ

けれど立地としてはどうかというようなビルもあります。面積が 1000 坪くらいしか無いそういうビルも含
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めて空室率は 0.3％です。 

 さらに言えば、1 つのビルで“300 坪空いています”というところはありません。延床が 1 万坪以上ある

大型ビルで、トータルで 1000 坪あると言っても、分割で余った数 10 坪程度のものがあわさってせいぜい

100 坪程度残っている、そのように捉えてください。テナント側からすれば、グレードＡの大きいビルに

移転したいが、“50 坪で十分です”というようなところはないでしょう。ですから実質的には行きたくて

も受け皿が無い、そういう状況になっています。 

 大型ビルには、少し古いビルもサンプルに入っています。グレードＡは竣工のハードルを 10 年で切って

いますが、その竣工のハードルを外したグレードＡ級のビルを大型ビルととらえて頂いて結構ですが、当

然ながら良いビルが結構あります。その大型ビルで空室率 1％です。そんな状況です。グレードＢで 2.5％。

オールグレードで 2.7％になっています。 

 この空室率が過去最低という話がよく出てきますが、当社の数字を遡りますと 1993 年までに遡れます。

その 1993 年まで遡ってみても今の 2.7％は最低です。 

 もっとも史上最低かというか、過去最低とまではどうしても断言できません。それは大阪で賃貸オフィ

スビルが出来始めたのは 1970 年代後半から 80 年くらいで、それまでは賃貸ビルというもの自体がありま

せんでした。従って実質的には、このマーケット創成期というか、まだマーケット化していない段階で、

おそらく 2.7％以下があったであろうと思われるからです。 

 ただ 80 年代後半のバブル期前後期から大阪の賃貸オフィスビルマーケットは確立しましたが、それ以降

からは間違いなく今が最低です。現在どういうことになっているかと言うと、各企業が経験したことがな

い状況にあります。借りたいのに床がない。人を増やしていい場所に行きたいのに行場がない。以前であ

れば「こことそこにありますよ」ということだったのですが、今はそういう過去と比べられないほど選択

肢がないのです。 

 

④未曽有の低空室率の理由① 

 ではなぜそうなったのか。未曽有の低空室率になった理由は、需要、供給それぞれにあります。 

 需要サイドについては、シンプルに言ってしまえば、立地改善とハイグレードビルへの移転という流れ

が強いのです。要は良い場所に、良いビルに行きたい。そう考える企業が非常に多いのです。 

 それが、単純に景況感が良い中、労働需給も逼迫しているので良いビルに行けば人も取りやすいという

くらいの動機であれば、ここまでの環境にはなりえないのです。 

 今回の大阪の需要サイドで大きく背中を押してきたのは、今申し上げた立地改善とハイグレードビルへ

の移転という動機です。そのなかでも自社ビルから賃貸ビルへの移転です。実際、近年非常にこの移転が

多いのです。 

 いい例が帝人です。本町の自社ビルをＪＲ九州に売却し、中之島フェスティバルタワーに移転しました。

帝人の自社ビルは賃貸ビルではありませんので、空室率の対象になるビルではありません。ですから、概

ね 5000 坪くらいの需要が新たに賃貸マーケットに流れてきたと言えます。加えて、帝人の自社ビルは老朽

化していますので、このビルは立地とハイグレードビルという両方を満たさない。だから新しい賃貸ビル

に行った方が良いという判断に至った訳です。 

 そういう理由で移転される企業は、上場企業クラスで今回の空室率の低下過程の中で、私が確認しただ

けでも 20、30 社ありました。上場企業の中でもかなり大きい企業です。これらを合算すれば数万坪の需要

が一気に賃貸マーケットに流れてきています。 
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 立地改善に関していえば、いま大阪のオフィスエリアの中心軸が急速に梅田になってきています。これ

までも梅田で大型再開発が進んできましたが今後も続きます。第一弾としては 22 年竣工予定の阪神の「梅

田 1 丁目 1 番計画」があります。この他にも、まだ不透明な部分がありますが日本郵政や「うめきたⅡ期」

といったものも、いずれ建ち上がってきます。ということで、梅田は大型再開発が相次ぎオフィスビルの

集積が大阪で突出するという流れが出来上がりつつあります。 

 自社ビルを売った後、各企業は梅田に向かっているという話をさせていただきましたが、少し補足させ

ていただくと、梅田という言葉を大阪中心部に置き換えていただいても通じる話です。 

 要するにオフィスエリアの中心としては梅田が強いが、新大阪から本町に至る大阪市中心部は総じてテ

ナントに人気があります。市内の周辺部からこれらのエリアに企業が移転してくるということも、マーケ

ットにとって非常にプラス要因となっています。 

 

⑤未曽有の低空室率の理由② 

 次に供給サイドからお話します。「新規供給が異常に少ない」ということに尽きるかと思います。 

 《資料４》の数字をご覧ください。これは東京と地方を比べています。私は東京と地方を分けてオフィ

スマーケットの話をする機会が多いのですが、従前であれば「東京は大丈夫です。でも地方はちょっと」

という話だったのです。ところが最近は「東京の雲行きは少し怪しくなってきていますが、地方は大丈夫

です」と変わっています。 

 まず左端は東京 23 区の新規供給グラフです。一番右の棒グラフには「201」と書いてありますが、これ

は今後 5 年間に 20 万 1 千坪が供給されるということです。真中が直近の 5 年間、その左がさらにその前の

5 年間の供給量です。 

 絶対的な市場ボリュームでは、地方が束になってかかっても東京にはとてもかないません。その点はさ

ておき、基本的に供給量が将来にわたって増えていくのが東京です。 

 それに対して地方は全く逆です。ご覧のように供給量は、直近 5 年はその前 5 年分の半分の量しかあり

ません。そして今後 5 年間もさらに少ないのです。 

 この結果、繰り返しですが、空室率が 1％を切っている都市が 6 都市もあるにもかかわらず、今後 5 年

間の新規供給が僅かなのです。このトレンドは大阪にも当てはまります。 

 右のグラフは「ストックに対する新規供給の割合」を示しています。これはオフィス賃貸の床面積のト

ータルに対して、今後どれくらいの供給があるかを示していますが、大阪は 3％。名古屋はその倍の 6％。

東京は 15％となっています。 

 これで見ても「大阪、供給少ないね」という話になるのですが、三大都市の直近 5 年間もほぼ同じ比率

です。 

 つまり将来も床は出てこないが、近年も極端に少ない。それがこの未曽有の低空室率になった理由です。

需要サイドが強いのにもかかわらず供給が無いのです。これではどんどん空室率は下がります。 

 以上を整理しますと、こういう現状ですから、賃料はある程度加速的に上昇していくと考えられます。

空室率はもうそれほど低下しません。下がる余地がもうありませんので。 

 

⑥グレード別賃料（資料５） 

 これからは、将来どうなるかを中心に説明させて頂きます。 

 賃料はグレードＡ、グレードＢいずれも、グラフで示す通り期を追うごとに上がってきています。とり



9 

わけ 2017 年からは角度がより上に向いていることがご確認いただけると思います。2017 年から賃料のト

レンドが変わったと言えます。 

 

⑦大型ビルのエリア別空室率＆賃料（資料６） 

 ここでメッセージとしてお伝えできるのは、本町の空室率 3.5％を除きますと、もうほぼどのエリアも

床が無いということです。梅田の 0.4％から中之島の 1.3％の中にすべて入っています。テナントサイドと

しては、大阪市内中心のオフィスエリアで大型ビルを借りることはほぼ出来ない状況です。 

 本町は局面が悪かった時、空室率は 25％を超えるようなエリアでした。その本町でさえ、今は空室率

3.5％です。 

 テナントにとって本町はあまり魅力がありません。それは古いビルが多いことが理由です。新しいビル

を探しても既に空きがないので、やむを得ず本町の古いビルに入居を決めているのです。ということで、

この本町でも急速に空室率が下がってきたのです。 

 大型ビルの賃料は、どのエリアもここ数年上昇しています。一番高い梅田は直近で 22,500 円。一番低い

本町で 13,900 円です。 

 グレードＢでの賃料も、大型ビルとトレンドはそれほど変わりません。近年しっかり上昇してきていま

す。梅田が一番高くて 18,500 円。低いのが中之島の 11,500 円、本町の 11,700 円です。 

 さきほどご説明したように、大阪の場合、グレードＡビルは非常に変動幅が大きいのですが、それに対

して、グレードＢのビルは、意外と相場が安定しています。こうした中、近年賃料は順調に上がってきて

います。 

 

⑧想定成約賃料のポジション（資料７） 

 次の「想定成約賃料のポジション」では、ヒントになることがありますので、少しお話します。 

 棒グラフの縦軸は各グレード、各エリアにおける 2009 年 9 月から 2017 年 9 月までの賃料の最高値と最

低値の幅を表しています。一番安かった時から一番高い時までです。 

 注目点の一つは、◇が軒並み一番上にあることです。つまりリーマンショック後に落ちた後の上昇局面

で今最高を更新し続いているということです。 

 言い方を変えれば、まだ◇が一番上にないエリアは、相対的には割安感が残っているというような言い

方もできます。 

 ◇が一番上のところは、そもそも床が無くなっています。この 10 年で今が一番高い。 

 テナントは、賃料が高いと入りづらいが、その点、各エリアのグレードＢでは、中之島は棟数がほとん

ど無いのですが、堂島とか本町あるいは淀屋橋の一部のエリアでは割安感を感じられるところがまだ見受

けられます。今はこういう環境ですから、テナントとしては「ここで決めよう」という気持ちになりやす

いと言えます。 

 とはいうものの、このグレードＢでさえも空室率は 2.5％です。グレードＢの範疇は少し幅が広くて、

サイズ的に小さいとか、使い勝手があまり良くないというところも結構あるのですが、そういうところも

含めて床が無くなってきています。 

 ですから、おそらく 2020 年あたりまでには、すべてが一番上までいくでしょう。 

 

⑨賃料と空室率予測～グレードＡ（資料８） 
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 賃貸市場は今後どうなるのか。家賃と空室率についてグレード別にお伝えします。 

 まずグレードＡで一番関心度が高いのは家賃だと思いますが、結論的に申し上げて 2019 年末には 4.6％

上がって 23,000 円弱になると予想しています。 

 この数字は、経済情勢、需給バランス等々を複合的に考慮して、定量的に処理して予想したものです。

18 年以降は少し鈍く見える部分がありますが、これは消費税が先送りされるかどうかで見方が揺れるとこ

ろではあります。実施されるとして、それを踏まえて予測しています。ということで、これは大阪固有の

要素ではなく、経済環境の影響を考慮した結果、2019 年の上昇を少し押さえています。 

 ただその一方で、現実に起きていることを重視して、定性的な部分を含めて見てみますと、もっと上向

いて 23,000 円を突破することもあるのではないかと考えています。もっと言ってしまえば、リーマンショ

ック手前のピーク時の 2008 年 3 月期の賃料を 2019 年末には超える可能性があると思っています。それが

起きた時は、おそらく名古屋とほぼ同じ家賃になるのではないかと考えています。 

 なぜなら大阪は新規供給がほとんどないからです。 

 新規供給が空室率を押し上げる可能性はありませんので、賃料上昇が軟化する可能性はないと考えてい

ます。 

 その後、2022 年春に「梅田１丁目計画」が竣工予定ですが、そのリーシングが活発になるのはおそらく

前年の 21 年くらいからでしょう。そのとき、どのような影響を周りに及ぼすか、周辺の大型ビルの賃料が

どれほど左右されるのかというと、なかなかそこまで読めませんが、それほど大きな影響を及ぼさないの

ではないかと思っています。 

 その部分について、この見方が外れるとすれば、誰もが予見できない外部要因、地政学リスクも含めた

ショック的な経済状況が起きた時だけではないでしょうか。そういう世界情勢の反転というようなことで

もない限り、今の状況を合理的に考えて、テナントが移転するビルを選べる状況にはなかなかなりません。 

 この時、床が大量に出てきますが、賃料は高額な賃料になります。賃料が 3 万円程度で設定されるので

あれば、今の大阪の実力からすれば吸収できる可能性は十分にあります。ただし全ての貸室部分に 3 万円

程度の賃料を出すテナントがいるかどうかというと、それは難しい部分があるでしょう。 

 空室率は、今は 0.3％ですが、一時的に 0.4％になったり 0.5％になったりするでしょう。しかし基調が

転換して上昇に転じることはありません。 

 最近竣工した中之島フェスティバルタワー・ウエストはほぼ満室で竣工しました。振り返ると、同ビル

がほぼ満室で竣工したことのアナウンス効果としては大きかったと思います。2017 年のターニングポイン

トのきっかけとなったと言えます。2016 年の秋頃までテナントの間には「中之島フェスティバルタワー・

ウエストにまだ空きがある。グランフロントにもまだある」と思っていたのに、気づいたら無くなってい

た。テナントの焦りに火をつけたと言え、需給がタイトになる寄与度は相当大きかったと思います。 

 

⑩賃料と空室率予測～グレードＢ（資料９） 

 グレードＢはどうなるか。大阪のグレードＡの空室率が 0.3％になって、東京、名古屋の空室率を上回

って“グレードＡはすごい”ことは間違いないのですが、オフィスマーケットは、実はやはりグレードＢ

なのです。 

 投資家の立場からしても、グレードＡのビルがどんなにすごくても、物件として流動性がそれほどある

わけではありません。投資したくても買える機会がない。ですから、実際はグレードＢのビルが投資対象

になってきます。 



11 

 結論を申し上げますと、投資観点に立つとグレードＢが魅力的だとみています。賃料は先ほどグレード

Ａは 19 年末までに 4.6％上がると申し上げましたが、グレードＢは 10.7％上昇すると見ています。今需給

がタイトになっているグレードＡ以上の上がり方をすると見ています。 

 この背景はいくつかあります。グラフをご覧いただきますと、リーマンショック後のピーク時からの下

がり方が非常に大きい。15500 円が一気に 11000 円まで下っています。このように大きく下がるときは、

テナントは投げ出すように床を返します。オーナーに相談するとかそういう事もなく、安い賃料のところ

に移転を考える間もなく返してしまうような状況です。 

 また当時は、今でこそ大阪は供給量が少ないのですが、グレードＢの供給がそれなりにありました。で

すから、需要の大幅な減退期に新規供給というダブルパンチでオーバーシュート気味に賃料が暴落したの

です。 

 14 年から 17 年までを見ますと、ボトムの 10500 円から 12200 円へ 16.2％上がりました。結構上がった

ので、これ以上の上昇は見込めないのではという話に当然なります。しかし、12200 円というのは、今の

大阪マーケットにおいて割高感はありません。実力からすればそれくらいの賃料は妥当と言えます。過去

に大きく下がった分、戻りも大きいと考えていいと思います。 

今のマーケット環境であれば、グレードＢの賃料は 14000 円半ばくらいまで上昇するのではないでしょう

か。実力としては十分あると思っています。 

 こういうことですので、東京を含めた全国のあらゆる都市の不動産投資市場において、大阪へのオフィ

ス投資は相当アクセルを踏んで行ってもいいのではないかと思います。これまでは収益力が伴わない物件

が多くあったのですが、今の大阪のオフィスマーケットは、想定した賃料が実現する可能性が非常に高い

と見ています。その分を織り込んだ取引も活発になってきていますので、上振れする可能性も十分あると

考えています。 

 

５.投資市場の動向について 

①来年の大阪への不動産投資は 

 私の所属するリサーチでは国内外の投資家に対して、定期的に今後の投資スタンスを問う調査をしてお

ります。その結果によれば、2017 年から 18 年に向けて、投資額は減らさないかむしろ増やすと考えてい

る投資家が多いようです。 

 この結果に大阪の事情を加えますと、私を訪ねてくる国内外の投資家の意識に変化がみられます。以前

は冷やかし的なものもありました。“冷やかし”というのは、東京で利回り取れないから地方でという動機

のケースが多いのですが、こういう人はここ数年減りました。「東京で買えないから、大阪で」と言ってい

るようではどうしようもありません。3 年も 4 年も前ならともかく、今はとても買えません。きちっと大

阪と向き合い有望性や将来性を見据えた上で、高い利回りを追求するのでなく妥当な利回りで取得しよう

と考えて、はじめて買うことができます。 

 日本全体の収益不動産の取引額の推移をみると、日本全体では 17 年は 16 年を下回りますが、大阪は 16

年を上回ります。日本全体でやや軟化しているような側面も見られますが、大阪への不動産投資マネーは

十分流れてきており、今後もこの流れが続くと見ています。 

 

②地域別分散、アセット別分散 

 日本全体の投資傾向を地域別で見てみます。 
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 東京はウエイトが下がり、地方のウエイトが上がっています。これは東京では、1 つに物件が無いから

買えない、もう 1 つは利回りが下がり過ぎてもう買えないということが理由です。 

 一方で、地方のウエイトが上がった結果、大阪のウエイトが増えてきています。注目度もより高まって

います。 

 アセット別の分散傾向を見てみますと、ホテルへの投資が非常に増えてきています。さらに分散傾向が

強まり、今はヘルスケア、サービス付高齢者向け住宅、インフラ、データセンターといったものにも広が

っています。 

 

③大阪の状況 

 大阪の収益不動産の取引額における属性別のデータによると、海外勢が弱く見えますが、決してそのよ

うなことはないように思います。実際に私どものもとには、多くの海外投資家が投資機会を求めて訪ねて

きます。会ってみても、大阪をポジティブに見ている投資家が大半です。 

 大阪のアセットタイプの内訳ですが、17 年については店舗セクターが牽引しました。心斎橋あたりの路

面店舗の物件が動くと、一件で 100 億円近く簡単に動きますから、この辺りの取引が相次いだのです。 

 

④地方と東京のＮＣＦ期待利回りの格差（資料 10） 

 東京と大阪を含めた地方都市とのＮＣＦ期待利回りの格差です。この格差を見ると、東京にアクセルを

踏むよりはやはり地方に目を向けた方がいいということは、ある程度言えるかと思います。 

 この他にこのグラフから読み取れることは、地方における格差が固定的だということです。通常は景況

サイクルに即して評価されれば、良い時は格差が縮小し、悪くなれば格差が拡大します。リスク度合いが

大きいものが広がり、そうでないものは縮小します。依然として大阪と東京の格差は大きく開いています。

このあたりからも「大阪に投資冥利あり」といえます。 

 

６.最後に 

 売買市場については手短となりましたが、今日、皆さまに最もお伝えしたかった点は、今は全国的に低

空室率な状況にあり、とりわけ大阪は際立っているということです。この状況はよほどの外部環境の変化

がない限り当分続きます。 

 皆様がどういう形でオフィスビルと向き合っていらっしゃるかということもありますが、ビルオーナー

としてあるいは投資家として安定的に収益を得たいということであれば、新規供給を行う、既存ビルを取

得するなど積極的に賃貸スペースを増やしていくことが有効ではないかと思います。 

 今日のお話が、皆様のなにかしらのご参考になれば幸いです。 

（終わり） 
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株式及び為替市場 日銀短観（業況判断指数）

10年国債利回り 原油価格

（資料１）マクロ経済指標

直近値 前期比 前年比 時点

日経平均株価（円） 20,356 1.6% +23.7% 201709

短観 大企業製造業（pt） 22 +5 +10 201709

短観 大企業非製造業（pt） 23 0 +3 201709

金利（10年国債利回り、％） 0.06 -0.02 +0.14 201709

為替相場（対米ドル、円） 113 +0.2% +11.2% 201709

為替相場（対ユーロ、円） 133 +3.8% +16.9% 201709

原油価格（米ドル） 51.7 +12.3% +7.4% 201709

GDP実質

（兆円、前期比は年率換算）
529 +2.5% +0.9% 201706

民間消費支出（兆円） 301 +0.8% +1.2% 201706

CPI（除食料エネ、pt） 100.7 +0.3% 0.0% 201706

失業率（％） 2.8 0.0 -0.3 201706

機械受注（除船電、十億円） 790 -8.4% -6.6% 201706

鉱工業生産（pt） 102.3 +2.5% +5.5% 201706

訪日外国人数（千人） 7,220 +10.4% +19.1% 201706

製造業を中心に企業の景況感は改善も、人材難等によるコスト増を懸念する企業も多い

 企業の業況判断は引き続き好調。9月の日銀短観によれば製造業の業況判断指数は4四半期連続で上昇、リーマンショック前とほぼ同じ水準に。

 東京では、人材採用に有利な交通利便性の高い立地のオフィスビルを求める企業は相変わらず多い。ただし、労働需給のタイト化が進む中、今後は賃金の上昇
が加速することも予想されている。人件費を含むコストの上昇を懸念するテナントも多い。そのため、今後の新規供給の増加とも相俟って、賃料が高額の新築ビルで
はリーシングに時間がかかるケースもある。一方、新規供給が限定的な地方都市では、賃料上昇が加速する傾向にある。
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（資料２）大型ビル 空室率・想定成約賃料 都市別比較
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■空室率
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最低

過去
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東京23区
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大阪

横浜

さいたま

札幌

仙台

金沢

京都

神戸

広島

福岡

■想定成約賃料(円／坪)

空室率は全国12都市中8都市で低下、2都市で上昇、2都市横ばい
想定成約賃料は10都市で上昇、2都市横ばい

 2017年9月期の大型ビルの空室率は、全国的に新規開設や拡張ニーズといったスペース獲得の動きが続き、8都市で低下した。また人材不足を背景に、立地改善の動き

も継続。東京では周辺から主要5区、また主要5区から主要3区へといった立地改善、またよりグレードの高いビルを求める動きが拡大している。一方、地方都市でも東京と

同じ動きとなっているものの、空室率が0％に近い都市が多く、かつ、新規供給も限定的であるため、成約に至る事例が減少している

 大型ビルの想定成約賃料は、横ばいとなった「札幌」、「神戸」を除き、12都市中10都市で上昇した。そのうち、賃料上昇率が3％以上となった都市は「金沢」、「京都」、

「仙台」の３都市。また「福岡」、「大阪」でも２％以上の上昇率となり、東京と比べて地方都市の賃料上昇の勢いが鮮明となっている。地方都市では周辺相場が上昇して

いることから、募集賃料を引き上げるケースが目立っており、今後も賃料上昇が継続する見通し
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 オールグレードの空室率は、対前期比－0.2ポイントの2.7％、グレードAで同－0.2ポイントの0.3％、グレードBで同－0.1ポイントの2.5％、大型ビルで同
－0.1ポイントの1.0％

 いずれも調査開始以来の最低値を更新（オールグレード、グレードBは1995年以来、グレードAは2005年以来、大型ビルは2000年以来）

 依然として、業種や業態にかかわらず、新規開設や拡張のニーズは多い。向こう1年以内にスペースを必要とするテナントは、確保することを最優先に考
え、移転先の希望条件を大幅に緩める必要もある

（資料３）グレード別 空室率
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（資料４）未曾有の低空室率の理由②
極端に少ない新規供給
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東京と地方都市のオフィス新規供給（5年毎の年平均）

出所：CBRE
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ストックに対する新規供給の割合（2017～2021年）

出所：CBRE
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 グレードAの想定成約賃料は、対前期比+1.9％の21,800円／坪、グレードBで同＋1.7％の12,200円／坪、大型ビルで同＋2.1％の19,600円／坪

 グレードAの上昇率は、3期連続して東京と名古屋を大きく上回る上昇率

 グレードBの想定成約賃料は、前期に約7年ぶりに12,000円台となったが、上昇ペースが緩む気配はない

（資料５）グレード別 想定成約賃料
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 大型ビル空室率は、対前期比－0.1ポイントの1.0％

 「梅田」「新大阪」エリアの0.4％を筆頭に各エリアの需給は極めて逼迫

（資料６）大型ビル｜エリア別 空室率
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低下エリア 中之島（－0.3ポイント）、淀屋橋（－0.6ポイント）、本町（－0.1ポイント）、新大阪（－0.2ポイント）

横ばいエリア なし

上昇エリア 梅田（+0.1ポイント）、堂島（+0.7ポイント）

＊対象エリア：梅田、堂島、中之島、淀屋橋、本町、新大阪

0.5%

1.0%

1.2%

3.5%

1.3%

0.4%
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 グレードA、大型ビル、大型ビル梅田、大型ビル堂島、大型ビル中之島、大型ビル新大阪、グレードB新大阪の想定成約賃料は、最高値を更新中

 上記を除く大型ビル、グレードB、各エリアのグレードBいずれも期を追う毎に上昇中

 最低賃料からのかい離は、グレードA＋3,550円（19.5％）、大型ビル＋3,400円（21.0％） 、グレードB＋1,700円（16.2％）

 最低賃料からの上昇率が最も大きいのは、大型ビル新大阪＋4,600円（33.1％）、最も小さいのは、大型ビル淀屋橋＋1,900円（11.1％）

（資料７）想定成約賃料のポジション
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想定成約賃料

ピーク(2008年3月)

今期(2017年9月)

21,800円

ボトム(2010年3月)

18,250円

予測

 空室率の低下基調が継続し、想定成約賃料水準は上昇すると見込む

 今後の想定成約賃料は今期から2019年末までに4.6％上昇と予想

 下図は、各種経済指標・不動産指標とブローカーの見通しに基づき統計的手法で賃料を予測したもの

（資料８）グレードA 空室率・想定成約賃料 予測

（2019年12月）
＋4.6％
対2017年9月比

（2019年12月）
＋24.9％
対2010年3月比

（2017年9月）
＋19.5％
対2010年3月比
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ピーク(2008年3月)

今期(2017年9月)

12,200円

ボトム(2013年12月)

10,500円

予測

 空室率の低下基調が継続し、想定成約賃料水準は上昇すると見込む

 今後の想定成約賃料は今期から2019年末までに10.7％上昇と予想

 下図は、各種経済指標・不動産指標とブローカーの見通しに基づき統計的手法で賃料を予測したもの

（資料９）グレードB 空室率・想定成約賃料 予測

（2019年12月）
＋10.7％
対2017年9月比

（2019年12月）
＋28.6％
対2013年12月比

（2017年9月）
＋16.2％
対2013年12月比
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(資料10）地方と東京におけるトップグレードオフィスのNCF期待利回り格差

注：回答者の属性:アレンジャー、レンダー、デベロッパー・不動産賃貸、アセットマネージャーエクイ
ティ投資家、その他

出所：CBRE Quarterly Survey
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