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物流不動産マーケットの動向と今後の見通し(2020年 10月） 

 

昨年（2019 年）は過去最大の需要が発生した年となった。今年は新型コロナの影響によ

りテナント誘致活動等を行えない時期があったにも関わらず、需要は昨年を超える発生の

勢いとなっている。この旺盛な需要をけん引しているのは通販関連需要の急拡大である。

今年の全需要発生量の内、通販関連は約 26％を占め、例年の水準を大きく上回る状況とな

っている。通販需要への依存リスクが高まってきており、通販需要の見通しが重要となっ

てきている。 

 

１．直近のマーケット概況（全国） 

 物流不動産マーケットは大量供給に対する大量需要の発生や、高水準賃料の開発施設へ

のテナントの入居が続く等、量、質的な面で引き続き活況を呈していると言える。直近の

需要発生量は通販関連にかなり依存している状況も明らかになっている。 

 現時点で既に来年（2021 年）の竣工見通し量に対して、51.5％の内定率となっており、

先借りも積極的に行われている状況がみられる。 

 全国的には 2019年までに開発延床面積ベースで約 2,907万㎡が開発され、2020年単年で

は約 384 万㎡の開発となっている。また、2021 年以降の開発を含めると現段階で将来的に

は総合計約 4,707万㎡（2020年以降で約 1800 万㎡）まで積みあがる見通しとなっている。   

また、開発事業者の参入も引き続き（50社程度）、首都圏・大阪圏での土地入札案件の多

さ（いずれ開発案件となる）、地方展開の増加等、大量の開発はここしばらくも続く。 

 2020年末時点の見通しで、累計延床面積ベースで首都圏が全体の約 64.5％、大阪圏が約

25.9％、名古屋圏が約 3.8％、福岡圏が約 3％のシェアとなっている。 

主たる開発事業者における大規模賃貸物流施設の需給バランスの推移（全国） 

 

注）2020 年 9 月末時点。2020 年以降の需要量は現段階で確定している賃借スペースの合計、2021 年以降

の供給量は公表されている竣工予定物件の賃貸スペースの合計。他経済圏の図も同様 

注）開発事業者による開発物件（マルチテナント型、オーダーメイド型）を対象。他経済圏の図も同様 
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①賃料水準の上昇状況 

 どの経済圏も需給バランス的にタイトな状況が続いており、その結果、賃料水準は上昇

傾向にある。首都圏、大阪圏だけでなく、名古屋圏、福岡圏でも賃料の上昇がみられる。 

 2017年末に対して、現時点（2020年 8月）では首都圏では約 9％、大阪圏は約 11％、名

古屋圏では約 6％、福岡圏では約 13％の上昇となっている。 

経済圏別の主要地区の平均表面賃料の推移 

 

注）経済圏ごとにサンプル地区を選定しそのサンプル地区の賃料水準（当社データ）の平均値を算出 

 

②物流景気 

良好な景況が続いていたことから、荷主事業者、倉庫事業者ともに次図に示すように 2017

年第 3Q 頃から荷物を増やす意向の方が減らす意向より多い状況が続き、2018 年第 4Q に最

も強い在庫量増加意向を示す状況となっている。物流スペースを増加させる方向が続いて

いた一方で 2019 年第 4Q 頃より逆に在庫を減じる方向に転じており、既に、新型コロナの

影響が出始める前に物流景気は悪化（物流スペースの減少）していたとみられる。 

現状は実際的な物流量は生産財を中心として使用スペース量は減少しており、その一方

で通販関連による先食い需要によりトータルでプラス需要となっているものと考えられる。 

物流環境の改善状況（在庫量増やす意向－在庫量を減らす意向） 

 
出所）企業物流短期動向調査（日通総研）より作成 
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③通販関連による需要けん引状況 

・全需要に対する通販関連需要の占める割合が急拡大 

  次図の棒グラフは、年ごとの通販関連の需要発生量である（2020年、2021年の数値は

暫定値。図の注を参照）。全体の需要量に対して、通販関連需要は 2016年、2017年は 6.8％、

10.6％（赤色折れ線）であったのに対して、2020年、2021年は 25.8％、32,6％と大幅な

増加となっている。通販需要が急拡大している。また、特定のモール系事業者による需

要が通販需要の中でも相応のシェアを占めており、物流不動産マーケット全体に対する

プレゼンスがかなり高まっている。逆に特定事業者の需要依存リスクが今後、生じてく

る可能性がある。 

 

通販関連の需要発生状況と需要発生における通販（全国） 

 

注）当社による推定値。2020 年、2021 年の通販率は、各年で内定している面積に対する通販

率。2019 年までは確定値であるが、2020 年、2021 年は暫定値となる。通販関連は先借り

する場合が多く、高めの数値になることも想定される。 

 

 

④今後の需要面での課題 

・通販関連需要の伸張性（ＥＣ化率の低い食品分野が伸びるかどうかが鍵） 

 日本のＥＣ化率は 2019 年に約 6.76％（EC 小売額約 10 兆円/国内全小売額 150 兆円）と

2018 年に比べ 0.5％上昇している。新型コロナによる新生活様態により通販がこれまでの

トレンド以上に浸透してくるものと考えられる。このことから、日本も EC先進国のように

EC化が急激に進んでくる可能性を有しているものと考えられる。 
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各国の大よそのＥＣ化率（注）         国内の EC化率の推移 

 

注）各国のＥＣ化率については、定義が異なるた 

め単純に比較することはできない。2019 年時点 

                        出所）経済産業省公表資料 

 

・実はＥＣ化率が進んでいる可能性がある。 

 全分野のＥＣ化率は 6.76％であるが、現時点でＥＣ化率の低い商品（食品関連、自動車

販売等、その他）を除くと、EC化率は日本でも 18.2％となりかなり高い水準となる。EC化

が進んでいる商品分類についてはかなり進んでいると考えられる。 

 現状、食品関連のＥＣ化率は 2.89％と低い。この分野は小売全体の約 150兆円に対して、

約 60 兆円を占める大規模なマーケットとなっている。今後、国内の EC 化率が増加する強

弱はこの食品関連のＥＣ化が大きく影響してくるものと考えられる。海外でもバミューダ

海域と揶揄される事業化の難しい事業分野であったが、米国等では新型コロナの影響下に

おいて、ダークストアの設置や小規模投資で済む店内設置型のマイクロフルフィルメント

センターや配達のシステムベンダー等により、食品関連のＥＣ化が伸びている。日本国内

でも、大手スーパーを中心としてダークストアの開設が進められる等、食品関連分野にお

いても ECに対する取り組みが本格化しだしている。 

商品分野別ＥＣ化率(2019年) 

 

  出所）経済産業省公表資料をもとに当社作成 

 

 国内の EC率は海外と比べ一様に低いのではなく、低く見せている食品関連等の分野があ

るためである。EC 化率が高まっていくことに疑いはないものの、食品関連のＥＣ化が進ま

ない限り、ＥＣ化率の急激な高まりが起きる可能性は限定的と考えられる。 

 

市場価格（億円） ＥＣ化率(%) 全体市場規模(億円） 該当のみのＥＣ化率
食品、飲食、酒類 18,233 2.89 630,900
生活家具、ＡＶ機器、ＰＣ・周辺機器 18,239 32.75 55,692 ○
書籍、映像・音楽ソフト 13,015 34.18 38,078 ○
化粧品、医薬品 6,611 6.00 110,183 ○
生活雑貨、家具、インテリア 17,428 23.32 74,734 ○
衣類・服装雑貨　等 19,100 13.87 137,707 ○
自動車、自動二輪、パーツ等 2,396 2.88 83,194
事務用品、文房具 2,264 41.75 5,423 ○
その他 3,228 0.92 350,870
全体 100,515 6.76 1,486,908 18.2
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 昨今の物流不動産マーケットは通販需要がけん引している状況にあり、その状況が続く

可能性は高いと考えられるが、国内のＥＣ成長の課題(想定しているより進んでいない訳で

はない)があり、また、マーケットにおける特定のモール系事業者に依存しているリスクが

多分にあり、その点を踏まえておく必要があるものと考えられる。 

 

 

２．各経済圏における物流不動産マーケットの動向 

 直近の主要経済圏別の物流不動産マーケット状況は次の通りである。 

 

１）首都圏マーケット 

 首都圏では 2019年の過去最大の需要発生量時のスピード以上に現在、需要が発生してき

ている。現時点での需要発生量に対する年末の空室率は既に 1.3％まで下がってきており、

稼働している施設では既にほとんど空きスペースがない状況となっている。 

 首都圏では 2019 年までに開発延床面積ベースで約 1860 万㎡が開発され、2020 年単年で

は約 264 万㎡の開発となっている。また、2021 年以降の開発を含めると現段階で将来的に

は総合計約 3080万㎡（2020年以降で約 960万㎡）まで積みあがる見通しとなっている。2/3

程度が内陸での開発となっている。依然として土地の入札等、数多くあり今後も開発計画

が多くでてくるものと考えられる。 

また、来年の開発物件に対する内定率も現時点で約 43％となっている。2021年も同様の

需要圧力が発生している状況となっている。 

空室率が低位で推移していることから、各開発事業者による募集値はかなり強気の水準

のところも多くみられる。 

主たる開発事業者における大規模賃貸物流施設の需給バランスの推移（首都圏） 

 

 

２）大阪圏マーケット 

 大阪圏では内陸部を中心に（内陸部での需要タイト感が強く、一部、湾岸に回帰）強い
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需要圧力が発生している。現時点で既に 2021年の竣工予定物件に対して約 70％が内定して

いる。現状では、2022 年以降、やや開発量が限定的となる可能性があり、ここしばらくは

需給バランスのタイト感が続く可能性が出てきている。 

 ただし、かなり外縁部の開発がみられ、物流機能が集積していない地区での開発である

ことから、地域外からの需要の誘致が課題となる（現状、ここまで外延化していない状況

でのフロンティア的位置づけの地区）。 

 大阪圏では 2019年までに開発延床面積ベースで約 624万㎡が開発され、2020年単年では

約 80万㎡の開発となっている。また、2021年以降の開発を含めると現段階で将来的には総

合計約 950万㎡（2020年以降で約 240万㎡）まで積みあがる見通しとなっている。 

内陸部での賃料水準は強含んできているが、湾岸エリアではこれまで横ばい水準であっ

た。テナント誘致が進んできており、また、内陸の強い需要を受け止めることになること

から、今後、賃料水準が強含む可能性も出てきている。 

主たる開発事業者における大規模賃貸物流施設の需給バランスの推移（大阪圏） 

 

 

３）名古屋圏マーケット 

 名古屋圏ではこれまでの基本的なトレンドとしては大小の供給量に対しても需要が追随

している。現在、一部の開発物件でのテナント誘致がやや長期化しており、空室率が高ま

っている状況にある。小牧地区周辺は引続き需要圧力が強いものの、当該地区での開発は

限られている。近接する一宮地区でまとまった規模での開発が予定されている。また、引

き続き、高速交通の利便性が高くなった臨海エリア（弥富地区中心）での開発が行われる

予定となっている。中心部近くでの大規模な開発も予定されている。 

名古屋圏では 2019年までに開発延床面積ベースで約 120万㎡が開発され、2020年単年で

は約 6 万㎡の開発となっている。また、2021 年以降の開発を含めると現段階で将来的には

総合計約 227万㎡（2020年以降で約 100万㎡）まで積みあがる見通しとなっている。 

まだ、通販関連の需要については名古屋圏ではまだ、顕在化しておらず、今後発生してく

る可能性がある。 
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主たる開発事業者における大規模賃貸物流施設の需給バランスの推移（名古屋圏） 

 

注）セントレア、桑名地区での大規模賃貸物流施設除く（やや物流経済圏が異なるため） 

 

４）福岡都市圏マーケット 

 2019年、2020年と供給が限定的であったことから、福岡都市圏で稼働している開発物件

はすべて満床状況となっている。また、空きスペースがないことから、2021 年以降に竣工

する物件の先借り需要もみられる状況となっている。 

福岡都市圏では 2019年までに開発延床面積ベースで約 104万㎡が開発され、2020年単年

では約 14万㎡の開発となっている。また、2021年以降の開発を含めると現段階で将来的に

は総合計約 157万㎡（2020年以降で約 50万㎡）まで積みあがる見通しとなっている。2021

年以降、開発が増加する見通しである。 

2018 年後半からまとまったスペースが不足し始めており賃料水準は強含みの状況が続い

ている。 

主たる開発事業者における大規模賃貸物流施設の需給バランスの推移（福岡都市圏） 
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５）その他都市圏 

・仙台都市圏 

  現時点では仙台都市圏でも 3PL 需要に対応する倉庫スペースが不足化してきており、

賃料水準はやや強含みに転じてきている。当該都市圏では現状、扇町・卸町地区が一等

地であるが、泉地区も東北全域への配送利便性の評価が高く、BTS等の中長期賃貸物件の

開発が多い地区となっている。仙台港背後地、岩沼地区、岩切地区等で今後、開発が進

む可能性がある。岩切地区の開発は市中心に近く立地ポテンシャルの高い地区となって

いる。 

・札幌都市圏 

  基本的には全体的に需要圧力は相応規模となっている。新たに東雁来、輪厚工業団地

などでマルチテナント型施設の開発が進んでいる。今後、札幌市内で最も立地ポテンシ

ャルの高い大谷地流通センター内のＪＲ貨物敷地内でレールゲートの整備が予定されて

いる。これまでの開発案件の中で最も高い募集賃料となる見通しである。 

・広島・岡山都市圏 

  広島地区では商工センター近隣地区での需要に強さがみられる。当該地区は地方都市

圏としては高めの水準となっている。また、内陸側の集積地である西風新都周辺等でも

複数のマルチテナント型施設の開発が進んでいる。 

  岡山地区では早島地区での物流施設が集積立地しており、需要圧力も強い地区となっ

ている。開発用地の不足から開発は現状、限定的となっている。 

 

３．今後の見通し 

 急成長を続けてきた物流不動産マーケットは依然として中長期的には成長し続ける可能

性は高い。荷主による 2ndPL への回帰の動きや全倉庫ストックに占める開発物件の面積割

合がまだ、約 11.0％と低いこと、また、これから 70 年代から 80 年代に建てられた倉庫の

建て替え需要が発生してくると考えられるためである。ただし、短期的には以下の需要面

でのリスクが生じてくる可能性がある。 

・現在、旺盛な通販関連需要への依存割合が高まってきており、通販市場の変容の影響

を直接的に受ける可能性がある。 

・需要がタイトであることの他、用地取得価格の高騰、建築コストの高止まり等により、

設定賃料水準が上昇している。これによりこれまで主たるテナント業種であるが、賃

料水準の廉価志向があるため高水準の賃料施設を中心に 3PL 事業者等の物流事業者の

賃借割合が低下してきている。 

・リーマンショック時に発生した外縁地区（需要が大きく減退した地区）にも、現状、

積極的な物流不動産開発が行われており、これらの施設は大きな景気変動時には影響

を受けやすいと考えられる。 
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当資料の取り扱いについて 

・当資料は物流不動産マーケットの理解を促進するための情報提供を目的として作成し

たものであり、金融商品取引法等に基づく開示書類ではありません。 

・当資料は信頼できる情報等をもとに作成していますが、その正確性、完全性を保証す

るものではありません。今後、予告なく変更する場合があります。 

・当資料中の図表、数値、その他のデータについては、過去のデータや推定データに基

づき作成したものであり、将来の見通し等を保証するものではありません。 

・当資料で使用している各データに関する著作権等の知的財産権、その他の権利はそれ

ぞれの公表もとに帰属します。 

・当社の事前の了承なく、当資料の複製、引用、転載、配布等を行わないようお願いし

ます。 

 


