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サマリー
東京ミッドマーケットの賃貸住宅の平均稼働率は、今後も安定して高水準を保ち、
賃料水準も堅調に推移するものと思われる。

 東京23区ミッドマーケットの賃

貸住宅平均募集賃料は、前四半期

比0.3％減の3,555円/m2 （11,750

円/坪）となったが、前年同期比では

ほぼ同水準を保っている。 

 サヴィルズが調査した東京の7つ

のエリアのうち、北部（内部）にお

いて賃料は最大の上昇幅を記録し、

前年同期比3.0％増の3,670円/m2 

（12,130円/坪）であった。 

 東京南部エリアの賃料は、前年

同期比2.4％増で、二番目に大きな上

昇幅であった。

 都心5区の賃料は、前年同期比

2.2％増の4,085円/m2　（13,510

円/坪）で、2009年第4四半期以来

最も高い水準となっている。

 東京23区の比較的専有面積の

小さい物件の平均賃料において、

わずかな低下が記録される一方

で、専有面積60m2～75m2の物件の

平均賃料は前年同期比1.4％上昇

した。

 東京23区においてJ-REITsが所

有する住宅の平均稼働率は、前年

“企業の利益が労働者層全体
に行き渡らない限り、実際の成
約賃料の上昇幅は限定的なも
のとなる可能性がある。” 
サヴィルズ・リサーチ＆コンサルティング

写真: ＨＦ白金高輪レジデンス, 港区

同期比0.3ポイント減少し、95.7

％となった。また、都心5区と南部

エリアの平均稼働率は、前四半期

比0.9ポイント減少し、94.7％と

なっている。
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サヴィルズの東京住宅市場
調査: 地理的分析
サヴィルズは、東京都心部の住宅市

場を説明するため、東京23区を7つ

の区域（中央部（都心5区）、南部、

西部、北部（内部/外部）、東部（内

部/外部）に区分している。

サヴィルズ賃料インデック
ス: 東京ミッドマーケットの
集合住宅
サヴィルズでは、四半期ごとに

20,000件超の賃貸住宅のデータを集

計し、東京の「ミッドマーケット」

の賃貸集合住宅の市場動向を観測分

析している。当社の賃料のベンチマ

ークデータは以下の条件を満たす賃

貸住宅の平均募集賃料を基に算出し

ている。

1) 100㎡ 以下のワンルームから

2LDKの賃貸集合住宅

2) 鉄筋コンクリート造で築10年以内

3) 東京23区内所在で最寄駅から徒

歩10分圏内

2008年のリーマンショック後の３年

間において、約11％下落した東京23

区における東京ミッドマーケットの

集合住宅の賃料は、2011年以降はほ

ぼ横ばいの安定した推移となってい

たが、2014年の第1～3四半期のデ

ータによれば、直近の市況は穏やか

な回復期へと移行している。東京23

区全体としての賃料は穏やかな回復

推移であるが、エリア全体としては

均一な推移ではなく、中央部、北部

（内部）、南部を中心としたエリア

の賃料は大幅な上昇推移となって

いる。

 

東京ミッドマーケットの賃料
動向　調査区域別
2014年第3四半期における、東京23

区ミッドマーケットの賃貸住宅平均

募集賃料は、前四半期比0.3％減の

3,555円/㎡ (11,750円/坪)となっ

たが、前年同期比ではほぼ同水準

を保っている。

サヴィルズの調査では、東京23区

の北部（内部）エリアの平均賃料

は、前年同期比3.0％上昇、3,670 

円/㎡（12,130円/坪)を記録し、前

年同期の比較では最も顕著な賃料

上昇を示した。

都心5区（当社の調査では最も高

賃料のエリア）の平均賃料は引き

続き上昇し、2014年第3四半期で

は、前年同期比2.2％増、4,085

円/㎡（13,510円/坪）となってい

る。この賃料は、2009年第4四半期

以来の高水準となっており、東京

23区全体の平均賃料に比べ15％高

く、東京で二番目に高賃料の南部

エリアより11％割高の水準となっ

ている。

2014年第3四半期の南部エリアにお

ける平均賃料は、前年同期比2.4％

上昇、3,710円/㎡（12,270円/坪）

となっている。

調査対象区域における比較的割安

なエリアについては、東部（外

部）において、前年同期比で0.5%

とわずかに低下し、2,705円/㎡

（8,950円/坪）となり、西部、北

部（外部）、東部（内部）では、

前年同期比で1.0％減となった。

図 1

東京23区の調査エリアマップ

出所：サヴィルズ・リサーチ＆コンサルティング

グラフ 1

東京ミッドマーケットの集合住宅の賃料インデックス（2008年～2014年
第1～３四半期）

出所：サヴィルズ リサーチ＆コンサルティング部
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東京ミッドマーケットの住宅
賃料動向　面積別
東京の賃貸住宅市場は、専有面積の

小さい45㎡（13.6坪）以下の単身者

向けの物件が多くを占めている。ロ

ンドンやニューヨークなどの主要都

市と異なり、ハウスシェアやルーム

シェアが一般的でないため、中小規

模物件が大多数を占めるマーケット

となっている。

表1に示すように、単身者向けの物

件は、専有面積の大きい物件よりも

賃料単価（1㎡当たり）が高い結果

となっている。これは、コンパクト

な物件に対する底堅い需要だけでな

く、規模の大きい物件では賃料総額

が高くなるため、 (1)単身世帯にと

っては支払い許容範囲を超える可能

性があり、また(2)分譲マンション

を購入するという選択肢との競合も

発生するからであり、これらの要因

が専有面積の大きい賃貸物件への需

要を限定しているものと思われる。

そのため、多くデベロッパーは、賃

貸住宅開発事業においては、ワンル

ーム等で構成される共同住宅の開発

に注力し続けている。

2014年第3四半期における、東京23

区の小規模物件の平均募集賃料は、

前期同様の小幅下落となった。専有

面積15㎡～30㎡及び30㎡～45㎡の物

件の平均募集賃料は、それぞれ0.5%

、0.2%とわずかに低下したが、2014

年第2四半期に比較すると下落幅は

改善傾向にある。

一方で、比較的大きな専有面積45㎡

～60㎡の単身及び共働き世帯向けの

表 1

専有面積別 平均月間募集賃料（2014年第3四半期）

出所：サヴィルズ リサーチ＆コンサルティング部

面積 15–30㎡ 30–45㎡ 45–60 ㎡ 60–75 ㎡

地域 円/㎡(坪) % YoY 円/㎡(坪) % YoY 円/㎡(坪) % YoY 円/㎡(坪) % YoY

2 3 区 3,600
(11,900)

-0.5
3,460

(11,440)
-0.2

3,460
(11,440)

0.7
3,350

(11,075)
1.4

都 心 5 区 4,180
(13,820)

2.1
3,980

(13,155)
1.6

4,030
(13,320)

4.4
3,930

(12,990)
3.2

標本数 >10,000 >5,000 >2,500 >500

グラフ 2

調査対象区別　ミッドマーケットの賃貸集合住宅の平均募集賃料
（2012年第3四半期～2014年第3四半期）

出所：サヴィルズ リサーチ＆コンサルティング部
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物件の募集賃料は、前年同期比0.7％

上昇し、専有面積60㎡～75㎡の物件

の募集賃料は、前年同期比1.4％の上

昇幅を記録した。この傾向は、占有

面積の小さな物件の豊富な供給量が

賃料の低下に影響を与えている一方

で、不足する比較的専有面積の大き

な物件への需要超過が、賃料の上昇

に寄与していることを示している。 

都心5区では、2014年第3四半期も引

き続き賃料回復傾向を示し、比較的

小さい専有面積15㎡～30㎡及び30㎡

～45㎡ の物件の賃料は、前年同期

比で1％台後半から2％台前半程度の

上昇となっている。一方、専有面積

45㎡以上の共働き世帯向け物件も好

調に推移しており、専有面積45㎡

～60㎡の物件の募集賃料は4.4%上

昇、専有面積60㎡～75㎡の物件の

募集賃料は3.2%上昇している。 

都心部の人口増加に支えられた賃

料回復傾向は、物件オーナー側に

優位なマーケットとなりつつある

状況を示している。実際、物件オ

ーナーの多くは、日本経済の復調

を背景としたテナント側の築浅・

好立地物件への旺盛な需要に後押

しされる形で、テナント入替等に

際して賃料上昇改定を要求し始めて

いる。
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アウトルック
東京は国内のみならず、アジア太平洋の経済の中心

であり、都心部ほど高率を示す人口流入の継続によ

り、今後とも多くの居住者を惹きつけるものと見ら

れる。また東京においては、少人数世帯の増加が継

続しており、コンパクトな物件への需要を支えてい

る（東京における、より詳細な人口動態傾向は2014

年第2四半期住宅市場ブリーフィングに詳しい）。

これらの市場動向により、今後のミッドマーケット

の住宅稼働率は高水準を保つとともに、賃料も安定

して推移していくものと見られている。

東京ミッドマーケットの賃貸住宅賃料水準の堅調か

つ持続的な回復のためには、入居者がさらなる高コ

ストの入居費用を許容しつづけることが不可欠であ

る。しかしながら住宅賃料は消費税の課税対象では

ないものの、今年4月の消費税率引き上げに伴う生

活費の全般的な上昇によって、消費者の消費意欲は

停滞している一方で、アベノミクスによる企業の業

績向上や日本銀行による積極的な金融緩和にもかか

わらず、個人の平均収入はわずかな名目成長を示す

のみにとどまっている。

そのため、近年のオーナー側の優良物件に対する積

極的な賃料引き上げ意欲にもかかわらず、企業の利

益が労働者層全体に行き渡らない限り、実際の成約

賃料の上昇幅は限定的なものとなるものと見られ

る。当面、現在の相場よりもかなり高い賃料を目指

すオーナー側の強気な姿勢は、住宅稼働率の重し

となり、また空室期間の長期化につながることが考

えられる。

グラフ 3

J-REIT保有物件の平均稼働率（2011年第3四半期
～2014年第3四半期）

出所：J-REITs  公表資料より、サヴィルズ・リサーチ＆コンサルティング部作成 
*J-REITs: 日本アコモデーションファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人（旧日本レジデンシャ

ル投資法人含む）、平和不動産リート投資法人
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東京ミッドマーケットの住宅
稼働率
J-REITsが保有する一般的な集合住

宅物件は、ミッドマーケットの集

合住宅の稼働率水準を測定するうえ

で有用なベンチマークである。J-

REITsが東京23区で運用する賃貸共

同住宅の2014年第3四半期の平均稼

働率は、前年同期比で0.3％低下し

て95.7%となったものの、2010年第

3四半期以来継続して95%を上回る稼

働率推移となっている。

調査区域内における最高の平均賃料

水準を記録する都心5区と２番目に

高水準である南部エリアにおける平

均稼働率は、前四半期比で0.9％下

げて94.7％となった。これは、今後

も持続する傾向であると断言するに

は時期尚早であるが、オーナー側の

積極的な賃料引き上げ意欲と賃料上

昇に対する入居希望者の抵抗に起因

する、稼働率の一時的な停滞である

ものと思われる。 


