
CSR 視点での日本の不動産業の歴史的変遷 

日本に於いて不動産業という業態がどのように生成し、今日に至るまで社会

との関わりの中で形を変えながらその存在意義を発揮してきたのかを CSR とい

う視点に主に立脚しながらその歴史的過程を辿り検証する。 

 

１ 不動産業の概観 

不動産業の生成と歴史的変遷過程を辿る前に始めに不動産業の業態にはどの

ようなものがあるのかを概観する。 

不動産業と言うと、関連して出てくるものに宅地建物取引業がある。宅地建

物取引業とは、宅地又は建物の物件について、物件の売買・交換・仲介を業と

して行うもので、不動産業に包含される1。しかし、不動産業というとなると他

にも沢山ある。不動産業は、土地・建物の資産としての売買と賃貸に関わる産

業であり、その関わりを通じて、不動産業者は様々な多くの利害を調整しなが

ら、その目的達成に寄与してきた。不動産業を大別した場合、土地や建物を賃

貸することは経営業（賃貸業）と呼ばれ、土地や建物を資産として売買するこ

とは流通業と呼ばれる。土地を売るにしても、だれが土地を探しているかを見

つけ出すことは容易ではなく、情報を収集し、売りと買いをスムーズに結びつ

け、取引費用を節約することもまた不動産の流通業ということになる。流通業

は、ただ単に売り手と買い手を見つけるブローカー（仲介業者）と売り手から

不動産を一旦買い取り、更に買い手を見つけて転売するディーラーに分類する

ことができる。更に土地を買い取り、整備を行って、建物を建設するディベロ

ッパー（開発業者）がある。多くのロットの土地を買収し、一つの広い土地を

確保して、大形の建物や大量の住宅を建設したりするが、大形の建築物の方

が、共用スペースの負担が小さくなり、一戸当たりの住宅に至る道路や上下水

道の建設負担が小さくなるといった規模の経済が働くことが開発業の存在する

理由である。建築した建物を賃貸したり、売却する場合があるが、売却する場

合が分譲と呼ばれる。土地や建物を賃貸する場合、賃貸料や共益費を取り立

て、メンテナンスのサービスを供給するのが管理業であり、これも規模の経済

が働く。不動産業は小規模な兼業経営が多く、専業化しないものが非常に多数

あることに特徴がある。これは土地が移動できないために、分散した遊休地を

集めて大規模な開発ができないという、土地の資産としての制約による面と、

所有者が遊休地を売却して、金融資産で運用することと比較していることによ

るものである2。 

                                                   
1 吉野伸 [２００８] ｐｐ．１２－１３を参照 
2 橘川武郎・粕谷誠 [２００７] ｐｐ．１－６を参照 



 

２ 資本主義の形成期に於ける不動産業の社会的役割 

日本に於いて不動産業が萌芽的に生成されるのは江戸時代に遡るとされる。

江戸時代には土地の所有権がほぼ成立しつつあったとみられる。江戸時代の不

動産は土地所有を巡る法制度に於いて農地は検地帳に記載された農民が事実上

の土地所有者であり、田畑永代売買禁令により田畑の売買はできなかったが、

都市の土地は、武家地・寺社地・町人地に分かれ、武家の拝領地でも相対替と

いう手段で売買がなされ、町人地は沽券によって自由に売買でき、また土地担

保金融として農地・都市地共に質入れにより金融を受けることは広く一般に行

われていたようである。このように都市の土地投資は、家質貸しと共に、権利

の保護が強く、安定的な収益をもたらす安全資産とみなされ、都市に於いて

は、土地の永代売買が可能で、土地の金融制度も整っていたことから、土地は

盛んに売買されていたようである。江戸時代には土地取引には現在の不動産仲

介業者に相当する「口入業者」が存在し、仲間組織を通じて物件情報を流通さ

せており、物権の形状、収益、代金を記した売主の書類を備えていた。口入業

者には手数料が支払われたが、手数料率や売主・買主の何れが支払うのかにつ

いて、明確なルールは存在していなかったようである。この時期の不動産ビジ

ネスは必ずしも専業化しておらず、生業の傍ら、貸家経営を営むというのが一

般的で、不動産業を専業としていないケースが多い3。 

江戸時代に於いては、不動産の売買と不動産金融に口入業者が介在していた

が、明治以降は口入業者以外に旧家守や金融業者等々が介在するようになって

きた。また、東京の光正不動産（1900年創業）、大阪の万成舎（1896年創業）

や会社組織の巨大企業として東京建物（1896年創業）など都市化の進展による

不動産需要の高まりからの新規参入も増加した。江戸時代には家守が不動産の

管理を行うと同時に都市支配の末端を担っていたが、明治維新後は家守の町政

参加が禁止され、地主が地所内の管理を行うこととされ、不動産管理を行う名

称が差配人の名称となる4。この時期の不動産の価格動向はというと幕末維新期

のインフレ状況のなかで不動産価格は上昇しており、キャピタルゲインを含め

れば、不動産投資は決して低い利回りではなく、不動産業者の前身とも言うべ

き人たちが、こうした社会的要請を担って活動していたと言える5。 

 宅地の供給面では小規模な宅地開発・住宅建設により宅地率が上昇したが、

宅地として賃貸する方の優位性があって、明治期には主に旧財閥系が都市部で

の土地所有を拡大し土地集積を高めていった。また、借家の供給は貸家経営の
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利益率が高かったようで、賃貸用建物の建設が盛んに行われた。明治維新後に

は新しい企業が発生し、企業立地が進む中で、集積の利益が作用し、オフィス

ビルの建設によるビジネスセンターが形成されてくる6。 

都市内部での不動産ビジネスに対し、都市郊外に於ける不動産ビジネスとして

の郊外宅地開発であり、その主導的役割を果たしたのが大阪の箕面有馬電気軌

道に代表される電鉄企業である。東洋のマンチェスターと呼ばれた大阪が顕著

な例である都市部の人口密集化・住環境の劣化の問題が郊外への住宅地開発を

誘発し、電鉄企業は沿線地域で不動産事業を含む多様な兼営事業を展開するよ

うになる。郊外宅地開発によって、沿線人口の増大と土地売買の利益という両

得を狙った画期的な経営戦略であったが、電鉄事業が低リターンながら低リス

クで社会的信用があり、低利資金を獲得できたのに対し、不動産業は景気変動

の受けやすい、高リスクの事業として株主からは忌避された事業でもあった7。 

 

３ 都市化の進展と不動産業の展開 

第一次世界大戦から両大戦間期に至る時期には、日本では都市化と重化学工

業化が同時に進行し、それに伴い不動産業を巡る経済環境も変容した。なかで

も都市人口の急増が顕著であり、特に東京を中心とする京浜地域と大阪を中心

とする京阪神地域の人口増加は著しい。また第一次世界大戦によってもたらさ

れた好景気は、市街地地価の高騰と土地建物取引の急増という形で不動産業に

直接的影響を及ぼした。第一次世界大戦を契機とする重化学工業の発展は都市

への人口集中と市街地の拡大をもたらし、大都市では職住分離の進展を伴いつ

つ郊外の宅地化が進展した。この時代の特徴としては郊外住宅地の開発に開発

業者、土地の提供者、行政の三者に集約されるプレイヤーが相互に連関を持つ

ようになり、開発業者が単独で宅地開発を推進することはもはや不可能で、こ

れらの活動を相互に関連づける郊外住宅地開発の新しい枠組みが形成されたこ

とが挙げられる8。このようにして土地所有者を経済合理性の原理に巻き込む枠

組みが形成されたことは、郊外住宅地開発という市場に於いて不動産業が継続

的に発展していくための前提をなしており、この時期を境に地域社会は資本主

義的な原理からより一層強い影響を受けるようになったことを意味している9。 

また、都市開発に於けるオフィスビルの建築という視点からは、第一次世界

大戦期には、多くの企業が設立され、東京・大阪で共に本社数が増加し、煉瓦

造りの日本最初の貸ビル三菱１号館に始まり、その後はコンクリート建築によ
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る高層化したオフィスビルが数多く建設されてくるようになった10。 

金融からの側面で見ると勧銀や農銀や拓銀が農工業金融機関として設立され

たが、日露戦争後になると勧銀や農銀は次第に農工業金融機関から不動産銀行

へとその性格を変えていくようになる。不動産抵当貸出残高に於いて勧銀や農

銀が不動産金融に本格的に進出し確たる地位を占めるのは明治末期であり、不

動産抵当金融や不動産業者への貸付等日本の不動産金融制度が確立してくる時

期である11。 

 

４ 経済統制と不動産業への影響 

 日中戦争と太平洋戦争を経て、敗戦を迎え戦後改革が実施されたこの時期

は、不動産業者の活動も戦争の影響を強く受けたが、この戦時期から戦災復興

期を単に不動産業が停滞した時期としてばかり捉えることはできない。戦時期

は、軍需工場の建設と工場労働者の農村からの移動によって、工業地帯の造成

と住宅建設が進んだ時期である。1930年代末から 1940年代にかけて実施され

た不動産に対する価格統制が不動産業者に影響を与えたが、不動産への統制に

関する内容の相違によって、不動産業者の活動が抑制された側面と共に、活動

の余地が残され、戦時期の開発を担う主体となる側面の双方がある。日中戦争

期の工業開発を支えた政策が、土地区画整理事業であるが、戦時期は工業開発

に直接関わる産業基盤整備が進められたほか、防空上の理由から都市計画の強

化や住宅営団の設立など不動産業に影響を与えた幾つもの政策があり、戦災復

興期には農地改革の実施により地主制が解体され、自作農を中心とする土地所

有制度が確立し、また旧軍用地の転用などの政策が存在した12。 

 戦時統制としては地代家賃や土地価格、土地利用の統制があったが、戦時期

に於ける軍需工場の建設と都市に於ける人口増加は、新たな工場用地や住宅地

の需要を生み出し、大都市郊外や軍需工場の立地した農村部に於ける開発が進

められた13。 

特殊銀行たる勧銀・農銀は明治の末期から太平洋戦争が終わる頃までの 30

年余りに亘って不動産業金融機関として重要な役割を果たしてきたが、不動産

銀行としての勧銀が崩壊して後、不動産銀行が今日まで再建されていない14。 

 

５ 高度成長と不動産業の発展 

高度成長期の始まりは経済白書に「もはや、戦後ではない」とのフレーズが
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記された 1955年である。不動産業に戦後初のブームが訪れたのが 1952年前後

であり、1952年には宅地建物取引業法と農地法の公布があり、戦後の不動産業

の法的枠組みが整備された時期である。 

戦後日本経済に高度成長をもたらした要因としては活発な企業の設備投資

と、豊富な若年労働力の都市部への流入、そして旺盛な耐久消費財需要が挙げ

られる。 

人口は急増し、戦時期は 7200万人であったのが 1970年には１億人を突破す

る。こうしたなか日本の住宅不足・住宅難は日本の中心的社会問題となり、50

年代はもとより 60－70年代にかけて、住宅難は国内の主要な社会問題であり

続けた。 

厳しく逼迫する住宅需給の要因としては人口の「増加」ではなく「移動」を

重視するアプローチと戦後日本に於ける家族態様の変化に注目するアプローチ

とがある。1950年代から 60年代にかけての日本国内の人口移動は、当時「民

族大移動」と称されるほど大規模なものであって、農村から都市への人口移動

と農業部門から都市部への人口流出がある。国内に於ける未曾有の規模の人口

移動は日本国内の住宅市場に強い影響を与え、都市部の住宅需給は流入する人

口で逼迫の度合いを強め、都市環境は劣悪化し、農地の宅地化が急速に進行し

た。高度経済成長を支えた国内の耐久消費財の需要発生と同じく住宅需要も若

年層が都会に移動し、世帯が増加することによって需要の追加効果があった。

都市部に於ける大家族から核家族への家族形態の変化、更に女性一人当たりの

出産数の減少等の諸要因によって新規の不動産需要を発生させると共に、需要

される不動産の質的変化を要求するもので、不動産業は大きな変化を要求され

た。 

普通世帯に占める持家比率は 55年が 67％、75年は 58％であり、この時期は

持家比率が低減している。地方からの若年層は当初住み込みから漸次賃貸住宅

へと移動しており、1950年代から 60年代の前半は明らかに貸家優位の時代で

あり、都市部に流入する人口に対して賃貸住宅を紹介する仲介業の必要性は高

くなった。貸家の時代は社会問題としての住宅難の時代から、マイホームブー

ムへの過渡期としての役割を担った時期である。 

1970年代に入ると次第に持家優位へと転換してゆき、不動産・建築会社によ

る分譲住宅の供給が目立って増加してゆき、都市流入層のマイホーム需要を満

たしてゆく。都市部に流入した人口の多くは、借家から持家への移行を実現し

た。 

日本経済の急速な経済成長と、それに伴う工業開発、人口移動は、同様に地

価の急速な上昇をもたらした。1955年を 100 とすると 70年には 1395と約 14

倍の上昇を見せた。この時期の地価は、一般物価、国民所得の伸びを遥かに上



回るペースで上昇を続けている。 

地価の上昇要因としては 1957年から 64年は岩戸景気の中で、企業の設備投資

熱が高まり、工業用地に対する実需を発生させたことによる。急激な地価上昇

の原因は、工業用地の不足という実需要因と、日銀の金融緩和の影響が相乗し

て発生した地価上昇であった。65年以降の地価上昇は、都市部に流入してきた

労働者層の住宅需要がこの時期本格化し、住宅地の上昇率に先導される形で推

移したが、80年代後半のバブル経済期には、商業地の地価上昇が牽引的役割を

果たした。 

急速な工業化と設備投資の活発化が、工業用地需要を増加させる。工業化が

農村部の過剰人口を吸収し、彼らの住宅需要が都市部に於いて発生する。開発

に伴うディベロッパーの事業機会と、人口移動に伴う仲介事業の機会発生、そ

の後の都市部に定着した労働者のマイホーム需要が発生し、工業開発で実績を

積んだ新興ディベロッパーが分譲事業に事業参入する。 

戦後の不動産企業の業態について、事業所数で最も多いのが「貸家・貸間

業」である。約 60％の事業所がこのカテゴリーに属し、従業員数 5名未満の比

率が 99％、個人経営の業態比率が 95％で、高度経済成長期の住宅需要を支え

た貸家経営は、個人経営の貸家・貸間業者に担われていたと言える。 

「不動産代理・仲介」も零細規模の事業所が多く、従業員 4名以下が 82％を

占め、非法人比率も 66％であった。不動産仲介業者は自己資金が少なくても開

業が可能であることから、新規参入の多い業態である。1952年の宅地建物取引

業法は仲介・売買等流通業務に当たる業者を登録・免許制としたが、70年代に

あっても増加傾向を示している。 

「建売・土地売買」に分類される業者は従業員 4人以下の零細比率が 65％と

最も低く、100人以上の大規模事業所の 55％をこの業態で占め、法人比率も

72％と高いカテゴリーであった。土地の開発、分譲に携わる業種を「ディベロ

ッパー」と呼ぶようになり、旧財閥系不動産会社に加え、電鉄系の不動産会社

等が、当初は工業用地開発に、その後宅地造成と分譲事業に参入し、この業態

の中核をなしていった。 

「賃貸業」は主としてオフィスビル等の賃貸を行う業態で、数こそ少ない

が、大企業比率も法人比率も高い部門である。 

 不動産業の業態は二重構造を形成していると言える。古くから続くビル経営

を行う「賃貸業」と、資本力を武器に開発に邁進し、「ディベロッパー」とな

った「建売・小売業」が主として大企業層によって担われ、一方で当時の巨大

な人口移動に対して賃貸住宅を建設、提供した「貸家・貸間業」と流通の斡旋

を行った「不動産代理・仲介業」の部門を、多数の新興零細的個人事業所・企

業が分業的に支えることで、業態が棲み分けされ、一種の二重構造を形成して



いた。 

不動産の供給面から見ると、戦後不動産市場への土地供給源として農地から

の転用が主要な位置を占めていたが、1952年に制定された農地法により、戦後

農地の宅地・工業用地への転用については、強い法的規制が働いていた。 

農地転用と市場動向の関わりについて概観すると、「第一の波」は 1956－57

年で、高度経済成長の口火となった神武景気の時期で、旺盛な輸出と国内企業

の設備投資に支えられた経済成長は企業の設備投資関連の土地需要を発生させ

るが、農地法の開発規制は強く、ドーナツ現象、スプロール現象を招いた。

「第二の波」は 1959－61年の岩戸景気で、一全総に基づく太平洋ベルト地帯

と新産業都市建設による工場用地実需の発生、及び日銀の金融緩和が急速な地

価上昇をもたらすが、農地転用の容認により 50年代末から 60年代初頭にかけ

て、工場用地向けの農地転用が急増する。「第三の波」はオリンピック景気の

1963－64年で、東京オリンピックの開催ムードに伴って、東海道新幹線の開

発、首都高速道路の建設など旺盛な建設需要が発生した。「第四の波」はいざ

なぎ景気の最中の 1969年に始まり、国内雇用の吸収先が製造業から建設業・

サービス業などの非製造業部門に移行する中で宅地地価に牽引された地価上昇

が発生した。この第四の波はその後のドルショックによる金融緩和と列島改造

ブームに牽引され、戦後最も激しい農地転用を発生させた。 

このようにしてみると 1950年代、工場誘致ブームに牽引された農地転用は、

60年代後半に入ると宅地需要向けに変容したことが窺える。 

また、この時期は三井不動産による京葉臨海工業地帯の開発や鹿島臨海工業

地帯の開発に見られるように都市形成への影響に於ける大規模性・長期性・連

鎖性が特徴となっている。高度成長期には都市化が著しく進展したため、都市

部での住宅需要が急増し、都市部への転入者は、まず民間の借家や企業の社宅

に入居し、その後所得の増加や家族形態の変化に伴って持家取得を検討するケ

ースが多かった。都市転入者の最初の生活空間となった大衆向け借家は、主と

して零細業者によって供給されており、高度成長期に於ける都市部の住宅供給

は、個人経営の不動産経営に大きく支えられ、個人経営の借家所有者と入居者

を仲介する主体も、地域に密着した中小規模の仲介業者が多かった。 

先進諸国との比較に於いては日本の公的住宅供給は低調であり、高度成長期

に於ける都市化の進展は、日本に於ける不動産業の発展に直接結びつくもので

あった 

高度成長期に於ける住宅供給は、大手事業者による大規模開発の持家供給

と、近世以来存続してきた業態である零細な個人経営借家供給との 2本柱によ

り象徴される。 

多くの産業で組織化や系列化が進行した高度成長期に、不動産業はその基底



部に於いて、不明瞭で前近代的な膨大な数の個別事業者の乱立という実態を放

置したまま、郊外ニュータウンの開発やマンション分譲など新たな大規模開発

に邁進し、量的拡大を求めていった。 

 戦後の地価動向には３つのピークがある。第一のピークは 1960年代前半に

於ける工業地価価格の上昇で、第二のピークは 1970年代前半の列島改造ブー

ム期に於ける住宅地価格の上昇、第三のピークは 1980年代後半のバブル期に

於ける商業地価格の上昇である。 

高度経済成長による都心商業地に於ける事業所は急増し、自社ビルや貸しビ

ルのオフィスビルの総量が拡大し、高層化が進展した。貸しビル業のルーツは

明治期に求められるが、戦時・戦後復興期に於ける地代家賃統制令と GHQによ

るビル接収の影響により低迷を続けたが、1950年代に入り、地代家賃統制令か

らビル賃料が除外され、接収解除が進んだことで発展への扉が開かれたことも

あり、他業種からの参入が容易となり、ビル管理や貸しビル専門のテナント仲

介業といった新たな不動産業の業態を生み出しつつ、貸しビル業は不動産業の

主要な事業部門としてその地位を確立していった。 

高度成長期は不動産業にとって画期となった時代で工業地・住宅地・商業地

の全てに於いて市場規模の拡大の条件が生じ、臨界工業地帯開発やマンション

開発のような大規模開発が盛んに行われ、市場規模・事業内容・経営体質の何

れに於いても、不動産業はそれ以前と異なる段階に入った。一方住宅地と商業

地に於いては、膨大な数の資産利用的な零細不動産業者がその基底部で活動展

開していた。不動産業者の階層は幾重にもなっているが、その最下層に位置す

る業者による不動産供給が現実には需要の大部分を満たしてきた状況は、高度

成長期の都市部に於ける不動産供給の特徴である。 

郡部の開発は鉄道の整備と密接不可分の関係にあった。郡部では農業の生産

性悪化が進行し、旺盛な宅地需要に応じて所有農地を宅地に転換する動機が生

じる。近隣農村に於ける用地の調達に関しては、電鉄会社や土地会社が土地を

直接買収する方法が採られた。 

高度成長期は、長期的な地価の上昇が前提となって、最下層に位置する業者

による不動産供給が現実には需要の大きな部分を満たし、リーディング・カン

パニーと無数の零細業者が共存を図るといった二重構造の階層性を有してい

た。 

リーディング・カンパニーの代表格としては三井不動産、三菱地所、東急不

動産が挙げられる。三井不動産はビル賃貸業の比率が縮小し、開発業者として

の性格を強めていき、売上高 1位、経常利益 2位の地位を保っている。三菱地

所は丸の内ビル群に代表されるビル賃貸業が主たる収益源で安定性の高い事業

を営み、経常利益 1位、売上高 2位の地位を確保している。東急不動産は三井



不動産、三菱地所に次ぐ業界第 3位で、沿線の住宅地分譲を基盤に置いている
15。  

大規模不動産企業の多くは、戦前には賃貸事業中心の構造をとっていたが、

高度成長期には販売事業を強化して、売上高の拡大を図った。賃貸事業は、優

良物件であれば間断なく賃料収入が確保でき、収益の安定性が高いのに対し、

販売事業は、事業対象となる不動産を次々と獲得し続けなくてはならないため

に長期的な安定性は乏しいが、販売価格の高騰時には莫大な利益の源泉とな

る。２つの事業形態のうち、高度成長期には販売事業の伸長が際立っていた。

地価が物価から乖離して高騰し続けたことに加え、市街地拡大により対象不動

産の入手が容易であり、販売業から高い利益が得られたためである。高度成長

期には大手不動産業と不動産との関わりが拡大する一方で、個別物件との関連

は短期的となり、大量生産・大量消費型の特性を備えることとなった。一方で

規模の面で不動産業の底辺に属する無数の貸地貸家業者は資産利用的な業態で

あるため、高度成長期にあっても特定の不動産に依拠した賃貸業を行い、大手

業者のような地価動向に応じた業態転換は一般的ではなかった。 

都市形成の観点からは、不動産業は都市を形成する産業である。高度成長期

に大手不動産業者によって行われた臨海工業地開発やニュータウン開発、都心

部の再開発プロジェクトは、今日の日本の都市構造を作り上げていく事業であ

り、大規模不動産業者の動向は、都市形成の規定要因の一つであった。これに

対し、小規模アパートの経営者や中小仲介業者は、個々にはそのような影響力

を持たず、既存の都市構造や都市形成の段階に如何に対応して経営を行うかが

焦点であって、都市形成のいわば従属変数であった。 

 宅地・住宅の開発・建設・供給動向の背後には、国の住宅政策が、1969年代

の半ば以降、明確に持家促進政策の方向を取り始めていたという事情がある。

また、高度経済成長と工業化・都市化の進展は、工業地、商業地、住宅地とい

った農地以外の不動産への需要を喚起し、開発等を通じて不動産業が大きく発

展するビジネス・チャンスをもたらした。不動産業は、必要な資金を金融機関

から直接十分には借り入れることができなかったため、金融機関以外からの借

入金にも大きく依存せざるを得ず、金融機関→製造業等→不動産業という資金

の流れが示唆されている。金融機関の不動産業向け融資に対して抑制的であっ

たが故に、優先順位の高い製造業等を迂回する形で間接的に融資が行われると

いう側面があった。1950年代終盤から 1970 年代終盤にかけて、「不動産業・建

設業」への貸出を増加させたのは「短期金融機関」であり、「長期信用金融機

関」は 1970年頃まではインフラと製造業に重点的に貸出を行っていた。高度

成長期に於いて、短期金融機関の内、不動産業への融資割合を増加させていた

                                                   
15 橘川武郎 [１９９６] ｐｐ．１１９－１３８を参照 



のは、都市銀行や地方銀行ではなく、相互銀行や信用金庫であり、長期信用金

融機関の内、長期信用銀行と信託銀行は不動産業への融資割合を次第に増加さ

せていった。そうした不動産金融の構造変化の背景には金融機関の業態の同質

化の進展のなかで、金融機関の競争行動の促進、企業の自己金融力の増大が長

期信用銀行や信託銀行に於ける製造業を中心とする貸出基盤の一部が都市銀行

にパイを奪われ、不動産業へシフトしていったことが起因していると考えられ

る16。 

 

６ 土地神話と不動産業の変転 

1974－91年の地価上昇局面と 1992－2004年の地価下落局面のそれぞれの動

向を見ていくと、人口の増加は 1974年の 1 億 1057万人から 91年には 1億

2410万人と 12.2％の増加を示し、世帯数では 1975年の 3360万世帯から 90年

には 4067万世帯へと 21.1％増加している。1970年代半ばから 1980年代にか

けての時期には前の時期に比べて、人口増加率、世帯数増加率とも、大幅に低

下し、日本の不動産業は低迷期を迎え、その後 1987年以降から売上高が急増

するが、その背景には地価の急上昇がある。 

不動産業を他の産業と区別する最大の特徴は、事業対象である不動産が資産

としての価値を持ち、その資産価値が変動する点に求められる。そこには、地

価上昇→不動産評価額拡大→含み益増加→不動産担保借入拡大→不動産に関す

る需要と投資の拡大→不動産業の業容拡大という資産効果に立脚した成長のメ

カニズムがある。資産効果経営とはこのメカニズムに依存して事業拡大を図る

不動産業経営のことである。 

地価動向は 1970年代後半から 1991年まで地価は上昇し、1986－1991年のバ

ブル景気で地価は急騰するが、1990年不動産業向け融資の総量規制が契機とな

り、1992年以降は地価下落局面を迎える。日本の不動産業に於ける土地神話は

バブル経済によって極大化した後、バブル終焉とともに崩壊する17。 

 

７ ビジネス・チャンスの変化と不動産業 

不動産業の事業内容を機能分類すると、開発、分譲、賃貸・管理、流通、補

修に大別できる。この時期の各業態の特徴的なものは、開発は土地の利用可能

性を具現化するもので、埋立プロジェクト、ニュータウン開発、リゾート開

発、都市再生事業を担い、分譲は都心回帰による高層マンションの建設ラッシ

ュに対応する。賃貸・管理ではビル賃貸業に於いても、地価上昇を背景とする

賃貸料上昇に依拠した資産効果経営の終焉に伴って住宅賃貸事業にシフトして

                                                   
16 橘川武郎・粕谷誠 [２００７] ｐｐ．１９７－２７３を参照 
17 橘川武郎・粕谷誠 [２００７] ｐｐ．２７５－２８０を参照 



いる。流通事業は、不動産業全体の中で、極めて重要な意味を持つ事業分野

で、不動産流通の活性化は、高い経済的効果もたらす。不動産流通業の特徴の

一つは、中小企業のウェイトが大きい点にある。不動産は非常に差別化された

財であるため、不動産流通を円滑に進めるためには、個別物件ごとの極め細か

い対応を求められるのが、中小不動産流通業者の存在理由となっている。日本

の不動産業界では、1960年代末から 1970年代にかけて、大企業が相次いで流

通事業に参入したため、不動産流通業に於ける大手業者・中小業者間の分野調

整が、社会問題化した。この時期、不動産流通を担う宅地建物取引業者の数は

急増したが、バブル崩壊後、1991年度をピークにして、中小不動産業者の淘汰

が進行し、宅地建物取引業者数が減少傾向に転ずる。資産デフレが継続する中

で、高値で住宅を取得した消費者の買い替えが進まず、不動産取引が停滞した

ためである。成約価格の下落もまた、中小零細不動産流通業者の淘汰を促進し

た。補修（リフォーム）はバブル崩壊後も着実に業容を拡大させた。これは補

修の必要な住宅ストックが増大したことや耐震改築ニーズが高まったことなど

がその事由に挙げられる18。 

 

８ 不動産企業の動向 

日本経済に大きな役割を担っている不動産業であるが、その実情は従業員数

5人未満がほぼ半数を占める状況にある。また、不動産業の企業数と規模別構

成に視点を向けると、日本の不動産業の中小零細性を示す指標として、過半が

資本金 500万円未満であり、4分の 3以上が資本金 1000万円未満であることが

如実に示している。日本の不動産大企業は、開発、分譲、大規模な賃貸・流通

などの分野を中心に事業展開しているのに対し、不動産業に携わる中小企業

は、小規模な賃貸・流通・補修などの事業を営んでいる。 

バブル崩壊後の 1994年度以降、不動産中小企業の売上高が減少しながらも

経常収支が黒字化したことは、1991－93年に景気変動に敏感に反応しやすい不

動産中小企業の淘汰が激しい勢いで進行したことを示唆している。業績が悪化

した企業は廃業や倒産に追い込まれ、相対的に好業績の企業のみが生き残った

ため、不動産中小企業全体の売上高が減少し、経常収支は黒字を計上し続けた

ことによる。 

1980年代の銀行の不動産業者への融資は、列島改造ブーム時とは比較になら

ないほど大規模で本格的であった。ノンバンクを経由する不動産業者への迂回

融資が大きな位置を占めていた。銀行の融資行動が不動産金融に傾斜し、結果

的に地価の高騰を招いた。銀行は戦後の不動産業に対して一貫して重要な役割

を果たしていたが、不動産業そのものが不要不急業種として融資規制され、製
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造業を経由して不動産業に資金が流れていた。高度成長期の後半から銀行の不

動産業への直接的な融資が増大し、1980年代に都銀を中心とする不動産業金融

が本格化する。バブル期のノンバンク経由の不動産業向け貸出を考慮すると

き、銀行の不動産業向け貸出は驚くほど大きい。銀行にとってこれまでと比較

にならないほど極めて重要な産業部門となる19。 

 

９ 日本不動産業発展の軌跡と針路 

 2003年度の日本に於ける不動産業売上高は 34兆円で全産業売上比 2.5％を

示しているが、帰属家賃（自分の所有する住宅に居住する場合も、借家や借間

と同じサービスが生産され消費されたと考えて、このサービスの価格を市場の

賃貸料から推定する計算上の家賃）を含む不動産業の生産額は 68兆円で全産

業比 13％に相当し、不動産は日本の基幹産業の一つとも言える。 

明治の初期に不動産業が産業として成立したのも、明治維新後の社会変革を

通じて、近代的な土地所有が確立したからである。第一次世界大戦期の好景

気、1920年代－30年代初頭の慢性不況、1932年以降の景気回復という景気変

動は、地価の動きを決定づけ、不動産業の業況に大きな影響を及ぼした日中戦

争の開始を受けて戦時経済統制が始まり、1939年に地代家賃統制令、1940年

代に宅地建物等価格統制令が発令されると、不動産業は活力を失い、地価上昇

は抑制された。敗戦後、経済統制が解除されると、1952年頃から、不動産業は

活気を取り戻し、地価が上昇するようになった。地価上昇は長期化し、石油危

機によって高度経済成長が終焉した後も変わることなく、バブル景気が崩壊す

る 1991年まで継続した。この間、日本の不動産業は、実需だけでなく、地価

上昇によって生じた資産効果にも支えられて、急速な成長を遂げた。バブル崩

壊後、日本経済が長期不況に陥ると、地価は低落傾向を示すようになり、不動

産業の業況も悪化した。日本経済全体の動きが不動産業の在り方を規定づけ

た。 

部分的、具体的な局面では、不動産業の在り方が経済全体の動向に影響を及

ぼした。そのような局面としては、都市化と重化学工業化を挙げることができ

る。一企業レベルの規模の経済と範囲の経済、一産業レベルの集積の経済（地

域特化の経済）、多産業レベルの都市化の経済が重なることによって、戦前の

大阪一極集中や 1979年代半ば以降の東京一極集中は、日本経済全体に大きな

メリットをもたらした。その大阪や東京で、オフィスビルを建設するなどし

て、都心部の商業地開発をリードしたのは、大手不動産業者である。それは、

1894年の三菱による丸の内・三菱 1号館建設に始まり、2003年の森ビルによ

る六本木ヒルズ竣工など、今日も続いている。 
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不動産業の在り方が都市形成の在り方に大きな影響を及ぼしたのは、商業地

についてだけではなく、住宅地についても同様の現象が観察される。それは大

都市の郊外に於いて顕著である。1910年の箕面有馬電気軌道による池田新市街

地分譲に始まった日本の郊外宅地開発は、第二次世界大戦後の高度成長期に於

けるニュータウン開発でピークを迎える。  

不動産業は、都市化の進展だけでなく、重化学工業化の進展に関しても、重

要な役割を果たした。重化学工業の発展のためには、生産設備を収容する広大

な工場用地が必要であるが、日本では、不動産業に携わる様々な担い手が、農

地の転用や沿岸部の埋立などを推進することによって、工場用地の供給を実現

した。不動産業は、商業地と住宅地を開発することを通じて都市化を促進し、

工業用地を開発することを通じて重化学工業化に貢献した。この開発機能は、

不動産業が日本の経済発展の中で発揮した最大の機能の一つである。個人や特

定の企業が単独では成し遂げることができないほど大規模で、有用な土地利用

プランを立案し、必要な資金を調達し、必要な土地を購入し、購入した土地の

利用可能性を具現化する。このプロセスを辿る開発機能に不動産業固有の機能

が凝縮される。 

日本に於ける不動産業の担い手は、大手の事業者だけに限られたわけでもな

い。むしろ、日本に於ける不動産業の注目すべき特徴は、過去に於いても、現

在に於いても零細性が著しい点に求められる。明治初期から今日まで、不動産

業界では、大手事業者だけでなく、極めて多数の小規模事業者が活動してき

た。このことは、不動産業が我が国の経済発展の中で、開発機能とは異なる別

の機能も果たしてきたことを強く示唆している。不動産業が果たした別の機能

として、不動産取引に関わる情報コストの費用削減が特に重要である。この取

引費用削減機能の担い手に関しても、規模の経済は作用するが、小規模不動産

業者が、常に大手不動産業者に比べて不利とは限らない。不動産は非常に差別

化された財であるがために、不動産取引を円滑に進めるために、個別ごとの極

め細かい対応が求められ、この点が小規模不動産業者の存在理由となる。不動

産業は日本の経済発展の中で、開発機能と取引費用削減機能という２つの固有

の機能を発揮し、大手不動産業者は主として開発機能の担い手として、小規模

不動産業者は主に取引費用削減機能の担い手として重要な役割を果たしたと言

える20。 
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