
不動産業の現状と将来展望 

 ここでは、現在の不動産業の置かれている現状を主に不動産マーケットの状況を中心に

分析し、取り巻く環境変化への対応策を模索しながら、不動産業の今後の展望を図る。 

 

１ 不動産の特性 

不動産は動かない動産であり、それに由来する土地の自然的特性には、地理的位置の固

定性、不動性（非移動性）、永続性（不変性）、不増性、個別性（非同質性、非代替性）な

どが挙げられる1。 

不動産の歴史を通しての共通特性を挙げると、不動産は差別化された財であることがま

ず挙げられる。不動産には同じものが二つとない財であり、例え同じ面積でも立地によっ

て、その価値は異なる。そして不動産は情報の非対称性が大きく、取引費用が大きい点が

挙げられる。つまり、不動産を保有する側の方が、それを得ようとする側よりも、その不

動産に関する情報を格段に豊富に持っており、不動産を得ようとする側はその情報の非対

称性をできるだけ埋めるべく、多くのコストを負担することとなる。そして不動産は外部

経済性が働くので、近隣の影響を受けやすい点が挙げられる。近隣に利便施設ができれ

ば、その価値は高まり、逆に迷惑施設ができれば、その価値は低下する特性がある。この

ような不動産の性格があることから、不動産の価格動向を把握することが困難であるこ

と、種々の不動産関連法案の制定・改正、交通機関の変化や人口学的要因等が不動産市場

に大きな影響を与えること、不動産業が兼業、あるいは生業的に小規模に行われることが

多く、その実態を統一的に考察することが困難であること、不動産業は、不動産を主たる

業務とする企業のほかにも、鉄道企業や信託業者など多様な主体が関わっていることもそ

の特性として挙げられる2。 

 

２ 不動産業の現状 

日本は戦後から続く旺盛な消費意欲によって経済的な発展を遂げてきたが、そのような

経済成長も終焉を迎え、成熟社会へと移りつつあるなか、不動産価格や不動産マーケット

は、全体として見れば日本の長期下落基調のなかにある。 

土地取引について、売買による所有権の移転登記の件数でその動向を見ると、全国、大

都市圏、地方圏ともここ数年減少が続いており、平成23年の全国の土地取引件数は113.6

万件（前年比1.6％減）となっている3。 

地価公示の変動率を見ると、1990年を 100とすると、2009年末で、全国の住宅地は 54.9

とほぼ半値になり、商業地は 31.9 と 3分の 1 以下まで落ち込んでいる。日本の土地資産残

高は 1990年のピークから 2008年までの 19 年間で、総残高は 2477兆円から 1235兆円へと
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半減し、1242兆円もの減価が生じている。この間の GDPは 500兆円前後で推移しているの

で、この 19年間で国内総生産の 2.5年分の富が消滅した計算となり、逆資産効果が働き続

けていたことがわかる。 

1997年のアジア経済危機と国内の金融機関の破綻の後、金融当局はゼロ金利政策と量的

緩和という超緩和政策を取り、家計部門・企業部門共に大幅な資金余剰となっている。こ

のような金余り状況にも関らず、不動産価格の反応は鈍く、地価は「ゼロ金利政策」と「量

的緩和」に加え、「海外資金」が流入するという状況下であって、一時は下げ止まるが、2006

年のゼロ金利解除や量的緩和の終了、リーマンショックなどによる海外資金の日本からの

流出により、その後も中々下げ止まらない傾向が続いている。 

GDP と土地の価値の成長の関係は 1990 年が分水嶺となる。バブル経済のピークである

1990年までは、土地の総資産額の増加率が名目 GDP成長率を上回っており、土地は所得以

上に伸びる有利な資産であったが、1991 年以降は名目 GDP 成長率を下回り、殆どの場合、

土地は減価するだけの資産になってしまったことになる。 

90年バブル以前の時代は人口が増加し続けていたこともあり、不動産は「開発すれば商

売になる」人口ボーナスの時代であったが、今後はその時代は去り、生産年齢人口は 2050

年には 52％まで低落が予想され、人口＝不動産利用者が減少する人口オーナスの時代の中

では、従来型の新規開発重視のビジネスモデルは限界に近づいている4。CASBEE（建築環境

総合性能評価システム）の導入などに見られるように、環境面のサステナビリティが不動

産に於いても要求されるようになってきており、従来の消費的な開発モデルは限界が近い

とされる。人口の逓減、資源制約など中短期的に克服が不可能な条件を考えると今後は限

られた資源、限られた顧客の中でどのように有意義な不動産ビジネスを行っていくかが重

要となる。即ち、大量に開発して大量に売りまくる手法から、資金・資源を有効に使いな

がら、高い付加価値をつけて顧客に提供する再開発が中心となってくる。 

 

３ 地価の動向 

平成24 年地価公示の結果は、平成20 年９月のリーマンショック後に行われた平成21 

年地価公示から4 年連続の下落となったが、下落率は縮小傾向を示している。また、半年

ごとの地価動向について見ると、東日本大震災のあった平成23 年前半（１月～６月）に

下落率が拡大し、平成23 年後半（７月～12 月）に下落率が縮小した。このように、不動

産市場は、震災の影響により一時的に停滞したが、被災地を除き、比較的早期に回復傾向

を示している。一方、下落が続いていることについては、円高、欧州政府債務危機等の先

行き不透明感による影響も見られる。用途別に見ると、住宅地については、低金利や住宅

ローン減税等の施策による住宅需要の下支えもあって下落率が縮小している。また、人口

の増加した地域で下落率が小さいという傾向が見られるともに、住環境が良好であった

り、交通利便性の高い地点で地価の回復が目立っている。商業地については、前年より下
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落率は縮小したものの、オフィス系では高い空室率・賃料下落、店舗系では商況の不振か

ら、依然として商業地への需要は弱いものとなっている5。 

 

 

地価の動向を歴史的視点で見ていくと、戦後の日本ではこれまで 15年前後のサイクル

で、不動産価格が循環的に上昇・下降する不動産サイクルを 4回程経験している。1回目

は、日本が本格的な戦後復興に向けた動きを開始した 1960年代前半で、大都市圏の工場

用地に対する需要が盛り上がり、地価は工業地を中心に大幅な上昇を記録する。2回目
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が、田中角栄元総理大臣が提唱した日本列島改造論によって全国的に開発が進められた

70年代前半で、日本列島全域に亘って高速道路や新幹線のネットワークを整備し、工業

を地方へ再配置し、ヒトとカネとモノの流れを巨大都市から地方へ逆流させ地方分散を推

進した結果、全国で土地投機が生じ、異常な地価高騰を招いた。3回目の地価高騰は、80

年代後半のバブルで、東京の一極集中により都心部のオフィスビル需要が急速に盛り上が

り、また、政府の円高不況回避のための金融緩和で、大量の資金が不動産や株式などの投

機に向かい、地価が大きく上昇することになった。90年代前半にバブルが崩壊してから

は、地価は下落を続けるが、2000年前半から経済環境の好転と共に不動産取引が活発化

し、主に大都市圏都市部の商業地や住宅地に於いて上昇に転ずるのが 4回目の地価高騰で

ある6。 

 このような不動産サイクルが循環的に起きる原因には諸説あり、企業の設備投資が数年

ごとに必要となることが主因と考えられ、10年程度周期のジュグラー循環や建築物の需

要による 20年程度周期のクズネッツ循環が関係しているとも言われている。 

地価動向を見ていく時、現在の不動産価格の評価は、土地の収益性を重視した「収益還

元法」が主流となっているため、住宅やオフィスビルの需給動向が直接的に地価に反映さ

れ、需要が大きい場所ほど地価上昇率が高くなる。立地に優れ、収益性の高い物件とそう

でない物件とで不動産価格の 2極化が進行している。 

地価形成要因として、不動産は、その性格上「不変性」と「可変性」を有するものであ

り、不動産の価格形成要因は、「固定的要因」と「変動的要因」に分けられる。固定的要

因は不動産を構成する要素のうち、その位置、道路幅員などの時々刻々変化するものでは

ない相対的比較要因である。これに対し、変動的要因は事象の変化により変動するもの

で、消費者動向などの経済的な事象と世帯数などの社会的な事象とがある7。 

不動産価格の特徴として、株式との比較で言えば不動産価格の変動の動きは緩慢であり、

数年かけてゆっくりと上昇又は下落を続ける。また、売買も流動性が低いため迅速にはで

きない。価格下落過程では不動産に対する融資が厳しくなるため、ローンが借りられなく

なり、不動産の流動性は極端に落ち込むこととなる。 

不動産は高額な資産であるため、不動産マーケットが活況な時には多額の資金が流れ込

み、その流入が止まると不動産流通が滞ってマーケットが悪化するので、金融環境が不動

産マーケットに大きな影響を及ぼす。特に銀行貸し出しは、不動産ファンドに対しては取

得資産額の 50％から 80％、ディベロッパーには 100％近い割合を提供しているため、ボリ

ューム的にも与える影響は極めて大きい。 

グローバルな観点から見た日本の地価水準であるが、リスク資産とリスクフリー資産の

利回りの差であるイールド・スプレッドは日本がかなり高い水準にあり、それだけ日本へ

の不動産投資はリスクが高いと考えられている。グローバル化が進むなか、外国の投資家

のスタンスが日本の不動産価格に及ぼす影響は大きくなってきており、日本の不動産投資
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対するリスクが改善されれば、日本の不動産価格が全体的に上昇する可能性も出てくる8。 

 

４ 不動産市場分析 

不動産には対象物件の種類により、住宅、オフィス、商業施設、物流倉庫、ホテルなど

のマーケットがあり、以下、それぞれのマーケットの現状について分析する。 

（１）住宅 

2011年の新設住宅着工戸数は

834,117戸（前年比2.6％増）とな

り、前年比ではプラスとなったもの

の、引き続き低水準で推移している
9。 

全国の新設住宅数は一定の割合で

減少し続けており、1993～1998年の

年平均新築住宅件数は 145.4万戸で

あるが、2009年以降、年間 100万戸

を割り込み、2023～2028年には 70.3万戸となり、30年間で半減すると予測される。新設

住宅数の増減要因を見ると、建替え要因がほぼ一定であるのに対し、世帯増要因は一貫し

て減少しており、2013～2018年にはマイナスに転じている。新設住宅数減少は、世帯数

減少がその最大の要因である10。 

人口減少に伴う販売量の減少が予想される中、住宅取得の中心世代と考えられる 30 代、

40代で持ち家率が 20年前から 10ポイント近く低下しており、住宅取得志向自体も減少し

ている。年齢・家族構成・収入に応じて住み替えていくには、借地又は借家の方が良いと

の判断があり、世帯構成の変化や収入の安定が確約されない、昨今の厳しい経済環境が住

宅取得を躊躇させている。平均世帯人員数は減少傾向にあり（2010年で 2.47人）、今後も

単独世帯、夫婦のみ世帯の増加により、この傾向は継続していくことが見込まれている。

少子化や晩婚化が進み、広い面積の住宅を必要としなくなったこと、世帯人数が増加する

タイミングが遅くなったことで、住宅を取得する必要のない層が増えている。また、不動

産が資産として有利なものでなくなり、不動産価格の下落期を経て、価格下落が不動産を

所有することのリスクとして認識されつつあることもその理由の一つにある。 

雇用・所得環境は依然として厳しく、先行きに対しての明るい見通しを持つことは難し

い状況にあり、不安定な雇用・所得環境が将来への不安を増大させて、住宅取得により多

額のローンを背負ってしまうこと、返済の負担を負ってしまうことへの抵抗感が高まって
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いる。そのなかで、注目されるのが中古物件である。中古住宅の全住宅流通量に占めるシ

ェアは増加傾向にあり、経済負担が相対的に軽い選択肢として存在感を増している。 

日本では空き家数が 700 万戸を越えている。住宅余剰の進行は流通可能な中古物件の増

加とも言える。若年層を中心として一つの住宅を複数人で共同利用するシェア居住が増加

傾向にあることは、雇用・所得環境の厳しさが背景にあり、プライベートな空間を守るこ

とより、利便性・合理性を選ぶケースが増えているとされ、居住に対する考え方の変化が

現れてきている。新築・持家が中心となっていた住宅事情が、今後は中古物件や賃貸物件

へとシフトしていく可能性が高い。 

今後、最も多くの世帯数が減少していくのは、世帯主が 30 代、40 代の世帯と見込まれ

ている。若年層で非正規雇用比率が上昇していることも、将来の住宅取得能力を考慮すれ

ば、持家率の更なる低下が起こる可能性がある。住宅は不動産マーケットを牽引する大き

な力を持っているが、将来にかけて消費者の購入力が個人でも全体でも落ちていくとなる

と、住宅のマーケットに対する牽引力は次第に落ちていくものと考えられる。 

それを補うものとして注目されるのが高齢者住宅である。高齢者は今後大幅な増加が予

想され、その中で世帯数の増加も見込まれ、特に高齢者単独世帯・夫婦世帯の増加は急激

で、2010年から 2020年の 10年間で 1000万世帯から 1245万世帯まで増加する見込みであ

る。これを受けて、他業種からの新規参入も含め、高齢者向け住宅を積極的に開発する不

動産会社が相次いでいる。一般に高齢者向け住宅は、分譲型シニアマンション、サービス

付き高齢者向け賃貸住宅（サ高住）、優良老人ホーム、特別養護老人ホーム（特養）、介護

老人保健施設（老健）、グループホーム等々、高齢者向けの設計やサービスを備えた住宅の

総称として使われている11。高齢者が安心して暮らせるための住居整備が必要となる中で、

持家の改修などに加えて、バリアフリー住宅の整備や保険医療サービスや福祉サービスを

受けやすい環境を整えることが課題となり、高齢者向け住宅の需要が増し、特に高齢者向

け賃貸住宅は今後の供給の中心として期待されている12。 

（２）商業施設 

リーマンショック以降景気の低迷により、消費は落ち込み、多くの商業施設が売上高の

減少となっている。そんな中、昨今では、アウトレットやファストファッション、価格競

争力を武器とする家電量販店などの開発・出店が相次いでおり、消費者の低価格志向と、

レジャー化した買い物行動がその要因として挙げられる。劇場などの文化施設やカルチャ

ースクール、美容関係など体感型の施設が商業施設内に組み込むなどして集客を高めてい

る。 

しかし、消費動向の変化は激しく、供給過剰による競争激化と相俟って、店舗の出店も

慎重になっている。集客を維持するために、集客力のあるテナントを探す情報収集力、海
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外などから誘致を可能にするコネクション、話題を生む情報発信力が求められ、他業種と

の連携も必要となってくる13。 

（３）物流施設 

物流施設は、近年、高度化・大型化している。多様化する顧客ニーズに対応するため、

高機能を備えた物流施設が要求されており、在庫をなるべく減らして効率性を高めようと

する企業ニーズのため物流拠点が集約化される傾向から、倉庫の平均床面積は増加傾向を

示し、施設の大型化の傾向が見受けられる。 

企業の物流効率化の流れの中で、注目を浴びているのが SCM（サプライ・チェーン・マネ

ジメント）や、３PL（サード・パーティ・ロジスティクス）というビジネスモデルで、物流

会社の新たな競争力の源泉となっている。SCMとは、自社を中心として、原材料の仕入先か

ら製品の販売先までの一連の企業活動の中で、各企業が行っている輸送・配送、在庫、調

達、販売、回収までを情報システムによって一元管理し、各企業の無駄を全体最適の視点

から無くしていこうとする考え方である。SCMの根底にあるのは、「在庫＝コスト」という

考え方であり、在庫は存在するだけで保管コストが掛かり、時間が経過するに従って商品

価値も低下する。物資は必要なときに必要な分だけ運ぶジャストインタイムでの多頻度・

小口の輸送形態が一般化し、従来型のストック型物流施設への需要は減少する一方、大量

の品揃えの中から少量ずつ製品を、正確に、且つリードタイムはなるべく短く運ぶことが

できる施設としてのロジスティクスセンターへの需要が拡大している。 

３PLとは、荷主企業でも荷受企業でもない物流のプロに、流通加工、在庫管理、情報シ

ステムといった企業の物流機能全般を一括でアウトソーシングすることである。物流が高

度になったことで、自社で物流部門を運営するよりも、物流のプロに任せた方が事業の核

となる製造・販売・商品開発に注力でき、また物流人員の固定費の変動費化と、ボリュー

ムディスカウントによる低価格化が図れるメリットが生ずるという考えが企業の間に浸透

してきつつあることによる。 

物流業界は戦後から「護送船団方式」の下で、様々な規制と参入障壁で長年保護されて

きたが、物流業界に於いても規制緩和が進み、新規参入が容易となり、業者間の競争が激

化した。こうした中、物流業各社は３PLといった新しいビジネス・チャンスを掴んで生き

残りを図るため、M＆Aなどによって事業規模を拡大してきている。 

電子商取引市場の拡大により、ネットショッピングや通信販売市場が順調に売上高を伸

ばしている。ネットショッピングではリードタイムの長短が非常に重要であり、業者の競

争力に直結する。個人向け電子商取引市場の拡大、時間指定・温度管理・即時配送・トレ

ーサビリティーなどの高度物流サービスの発展、SCM の浸透、３PL などを背景に、高度な

機能を備えた物流施設が必要となり、且つ、迅速に荷物を届けるためには、なるべく近い

ところに大型の配送拠点を持つことが必要となる。今後、高速道路のインターチェンジや
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港湾や空港の近くなどの立地に優れたところは物流施設の開発用地となり得る可能性を秘

めている14。 

（４）オフィス 

賃貸オフィス市場の動

向を見ると、平成23年は

多くの地域でオフィス需

要に改善の傾向がみられ

る。東京23区に於いて

は、空室率は平成22年と

同水準で推移している15。 

賃貸オフィス市場は二

極化が進展しつつある。

賃貸オフィス市場の悪化

は、賃料と稼働率の低下

によって起こる。テナン

ト企業が景気の悪化を受

けて、コスト削減のため

に無駄なスペースを削減するため、始めは空室率が上昇する。空室率の上昇に遅れて賃料

が下落し始め、市況の悪化に拍車がかかる。 

日本の賃貸オフィス市場はピークに達し、完熟期を迎えており、ビルのストック量が増

え続ける中で減少トレンドにあるオフィス需要を確保する必要がある。 

国内のオフィス需要が頭打ちになり、個別のビルごとに格差が生じていることが挙げら

れる。国内のオフィス需要が減退している中、テナント優位の状況で物件の選別が進んで

いることが一つの原因として考えられる。更に、情報技術の発達によってマーケットの状

況が迅速且つ広範囲に知れ渡るようになったことも競争を加速させた原因の一つとなって

いる。移転や契約更新時の交渉に際して、ビルオーナーとテナントの情報格差が縮まって

いる。テナントによる物件の選別が厳しくなることによって、個別のビルごとにも格差が

拡がる結果となり、テナント優位の市場環境は暫く続く可能性がある。マクロ的視点では、

日本の国際競争力が低下してきたことが挙げられる。国内オフィス需要が減少する中、海

外からの需要を取り込む方策を検討する必要がある。経済の成長性が衰え、国際競争力が

低下しつつある日本の周辺には、中国・インドなど今後の成長が期待される地域が拡がっ

ている。それらの新興国は経済発展を遂げるにつれて生産地から消費地へと成長し、ビジ

ネス拠点の国際的な配置転換を引き起こしている。日本の企業で海外マーケットに商機と
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成長性を見出して事業拠点を海外に置く例が増加している。これは海外のグローバル企業

にとっても同様で、アジアの主要な消費マーケットが日本から中国などにシフトする動き

を加速させている。 

市場変化の対応で重要なことはテナントの総需要がビルの総ストックを下回っていると

いう事実を認識し、ビルそのものの性能やエリアの集客力を高め、ビルの差別化を図り、

より魅力的な空間を提供して、積極的に勝ち残る施策を打ち出していくことが必要とな

る。一つの事例としては耐震化対応である。賃借する側の基準として耐震基準を設けてい

る場合があり、古い耐震基準で建築されたビルは、耐震補強を施すなどしないと市場で劣

後することとなる。また、地球環境への対応も競争力アップに繋がる。高い賃料を設定で

きなくとも、同じ賃料であれば環境対応ビルを選択するというテナントも多いため差別化

の一つになる。震災後の不動産市場では、「安全性」と共に「省エネ性」や「環境保全」

が、優良物件を象徴するキーワードになっている。オフィスビルについては、電力供給の

安定性を意識するテナントが増えており、ビル会社の中には蓄電池の導入や、非常用電源

の容量の増強を検討する例が増えている。将来、環境対応ビルが増えてくると、耐震化と

同じように対応できていないビルが市場で劣後するという現象が起こりえる。 

ビルオーナーとテナントとの間で情報の非対称性が小さくなった結果、相場から乖離し

た賃料が相場並みの賃料まで調整するのに要する時間は短くなっている。情報収集が容易

になったことで、テナントもオーナーも移転戦略や経営判断の機動性が高まっていると言

える16。 

（５）ホテル 

リーマンショック以降、企業による出張自粛や家計の所得低下による旅行客の減少によ

りホテルの稼働率は大きく低下していたが、海外からの旅行客の増加もあり、一部のホテ

ルの稼動率には改善傾向が出ている。日本を訪れる外国人の数は 2009年を底に回復してお

り、ホテルの稼働率にも影響を及ぼしていると考えられる。日本人の旅行形態の変化もホ

テル市場に影響を及ぼしている。かつての団体旅行が減り、そのような団体旅行をターゲ

ットとしていた大型旅館は苦戦を強いられ、個人旅行者向けの価格が安く、利便性の高い

ビジネスホテルの利用が拡がっている。ただ稼働率に改善傾向が見られるとはいえ、価格

競争は激化しており、ビジネスと観光どちらの目的にも耐えうる施設や、充実したプラン・

サービスの提供など、新たな戦略の重要性が増している。 

ビジネスホテル好調の一方で、老舗ホテルや高級ホテルが苦戦を強いられ、運営や施設

の見直しが喫緊の課題となっている。 

不動産マーケットが活況を呈していた時期には、他の不動産と同様、ホテルも REITやプ

ライベート・ファンドの投資対象として活発に取引されていたが、リーマンショック以降、
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ホテルへの投資事例は激減し、今尚、停滞状況が続いている17。 

（６）公的不動産 

PRE（Public Real Estate）は国や地方公共団体、地方公営企業、地方三公社、地方独立

行政法人、第三セクターなどが所有する不動産のことを言うが、その規模は、約 490 兆円

で企業が所有する不動産とほぼ同じくらいある。 

日本の社会が時代の転換点を過ぎて変化しており、それが全国の地方公共団体が所有す

る不動産にいろいろな課題が発生している大きな要因となっている。日本の少子高齢化が

顕著になり、小学校や中学校の生徒数が減って教育関連施設の余剰が出る一方で、高齢者

向けの施設は不足し、また、働く女性の増加で、保育所の数は慢性的に不足している。市

町村の合併も相次いで起こり、重複施設の問題も発生し、アンバランスは益々複雑化して

いる。過去に建設した施設が新たな基準での耐震補強、アスベストの除去、土壌汚染の処

理といった大規模な修繕・補修の対応の必要に迫られても、税収が不足する中、建物を維

持する費用の負担が財政に重くのしかかってきている。地域住民の需要に応えるため拡充

してきた施設も次第に利用ニーズに合わなくなり、維持費用ばかり膨らんできており、各

自治体は公的不動産について改めてその必要性を見直すことを余儀なくされている。様々

な課題を抱える自治体は、今後、全体最適化の観点からメリハリをつけていかざるを得ず、

街や地域の発展に新たな濃淡の差がもたらされる。公的不動産を巡る環境は、街を大きく

成長させるための社会資本として新設を続けた時代から、成熟した身の丈に合ったサイズ

に合わせるために調整する時代に変化してきている。各自治体が PRE 戦略に取り組むこと

で、今後は民間不動産マーケットとの関わりが深くなってくる。 

今日、公的不動産が持つようになったもう一つの側面は、民間への土地の供給である。

公的セクターは、不要になった不動産を払い下げていくが、国有財産だけ見ても、未利用

国有地のここ数年のストックは 4000 億円程度で、そのうち売却対象とされているものが

1000億円～1500億円とされるが、低迷し始め、次第に国有地は売れにくくなってきている。 

財務省は未利用国有地を原則売却という方針から転換し、未利用施設を保育所や介護施設

に貸し出すなど、柔軟な利用方法を検討するようになっている。公的不動産は、役割を終

えた後は売却して民間の買い手に次の利用を委ねるという流れがしばらく続いていたが、

民間マーケットの需要が弱くなる中で、国や地方の新たな成長を導く資本として役立てる

べく、次の利用法を探っていかなければならなくなってきている18。 

 

５ 指標から見る不動産 

リーマンショックを契機とする景気低迷により企業のコスト削減の動きが強まり、オフ

ィス賃料は一気に下落に転じ、空き室率も上昇したため、オフィスビル間でテナント獲得
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競争が激化し、数ヶ月間賃料を無料にするフリーレントや、賃料を大幅に下げて稼働率を

維持しようとする動きが見られた。 

首都圏でのマンション新規供給は、2005年までは年間 8万戸を超える供給を記録し、契

約率も高水準を維持し、ディベロッパーにとっては、マンションを作れば売れるという状

況で、2000年前半、不動産業界はマンションブームに沸いていた。しかし、地価の上昇や

建築費の高騰で、安定していたマンションの販売価格が 2007年頃から急激に上昇し、徐々

に売れ残るマンションが増え始め、在庫を抱えるようになり、契約率は下落し、財務体力

のない新興ディベロッパーは倒産を余儀なくされた。マンションの販売価格も下落に転じ、

厳しい時代を迎えている。 

日本の不動産証券化の歴史は浅く、1987年に最初の証券化商品が登場して以来、証券化

市場はここ 10 年ほどで急激に成長したが、サブプライムローン問題が顕在化した 2007 年

頃から、外資の勢いに陰りが見え始め、2008 年のリーマンショック以降は、J-REITを始め

とする不動産証券化市場は急激に収縮している。オフィスを中心にスタートした証券化市

場は、徐々に住宅、商業施設、工場、ホテルなど様々な用途で証券化が行われるようにな

り、最近では倉庫の証券化が全体に占める割合として増える傾向にある19。 

 

６ 日本の不動産市場 

我が国の土地を巡る状況は、バブル崩壊後20年余を経て大きく様変わりしている。地価

が上昇を続けるという「土地神話」は過去のものとなり、収益性や利便性といった利用価

値に応じて価格形成が行われる市場構造となっている。こうした状況の中で、個々の不動

産を有効に活用し、国民生活の質を高めていくことが求められている。そのためには、不

動産投資市場や不動産流通市場の整備を進め、活性化することによって、リフォーム、リ

ノベーションなど価値向上の取組を促進することが重要である20。 

日本は人口減少、少子高齢化、GDPの低成長などマイナス面が取り上げられており、その

ため、日本の不動産投資市場についても「低成長」、「将来的な下落」を前提とした見方が

一般的になっている。こうした日本の不動産投資市場を活性化するにはどのような分野を

強化する必要があるのか、また、日本の不動産投資市場の強みはどこにあるのかを考え、

成長の可能性を探らなければならない。経済規模の大きさや治安のよさ、都市インフラの

整備、環境への配慮が日本の強みであり、日本の不動産投資市場については、これらの条

件を満たす、都心中心部のオフィスや賃貸住宅への志向が強く、オフィスや住宅への投資

を中心に発達してきた。商業施設や物流施設、ホテルといった不動産は運営の専門性が高

いため、収益物件として認識され始めたのは最近になってきてからである。 

国土交通省が 2010 年 5 月に発表した成長戦略では、戦略が必要な 5 分野の一つとして

「住宅・都市分野」を挙げている。不動産市場と関連の深い住宅・都市分野では、「ヒト、

モノ、カネ、情報を呼び込むアジアの拠点、イノベーションセンター」を目指すべき姿と
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し、特に東京については「経済と環境が両立した世界最先端のビジネス・エコシティ」を

目標として掲げている。具体的には、国際都市間競争が激しくなる中で、経済規模の大き

さを活かし、高度な JCT（情報通信技術）機能や最先端の省エネ・環境性能をアピールして

アジアの統括拠点としての地位を確立しようとするものである。 

投資地域の選択に際して重視される項目は、市場の成長性や不動産投資リスクの水準が

挙げられるが、最も重視される項目の一つである成長性では、日本の不動産投資市場は極

めて低い評価となっている。しかし、実際のマーケットでは日本の投資総額は世界的にも

大規模であり、アジア太平洋地域の不動産取引額は年々増大し、2009年には全世界の不動

産投資額の 27.5％に達している中で、依然として日本がアジア圏の 41％を占めている。 

世界的に活動拠点を持つ多国籍企業は日本を研究開発拠点や販売拠点として見ており、

統括拠点としてシンガポールや香港を志向する企業も多い。最近では中国が、製造拠点や

物流拠点としての役割だけではなく、アジア統括拠点や巨大な消費マーケットを狙った販

売拠点の役割を担いつつある。地理的に東アジアの中央に位置し、歴史的にも交易の中心

として発展してきたシンガポールや香港は税制面での優遇策を図り、生き残りを賭けてア

ジアの統括拠点としての地位を確立しようとしている。一人当たりの GDP では日本と未だ

開きがあるとはいえ、中国が巨大な消費マーケットとして成長したことで、消費マーケッ

トとしての日本という構図も徐々に薄れつつある。日本を取り巻くアジア諸国は、これま

で日本が確立してきた国際的なシェアを競争によって勝ち取ろうとしている。 

日本に進出する海外企業にとってはコストの高さが最大のネックとなる。この弱点を補

って余りあるメリットがなければ、アジアの拠点を維持することは困難となる。先端工業

技術や環境技術などの強みを生かせる分野を伸ばし、更にそれがビジネスに直結すること

を示すことで他のアジアには無い魅力を発揮し、海外からの需要を導き出すことが必要と

なる。 

日本の不動産投資市場に海外から投資する場合、二つの戦略がある。一つは日本の中で

優位な市場に投資することであり、もう一つは、日本であまり発達していない分野で、且

つ投資家自身の強みを活かせる市場に投資することである。欧米系の投資家の場合は前者

であり、成長性は低いが、市場規模が大きくて安定的なマーケットで大型の優良資産を中

長期的に保有する。運用資産のカントリーリスク分散を図るため、様々な地域の不動産に

投資するファンドが、日本の不動産を彼らのポートフォリオに組み入れることは市場活性

化の一端を担うことになる。一方、アジアの投資家は後者の戦略を取ることが多く、リゾ

ートホテルや老人ホームなど運営に専門性が必要な不動産を取得している。これらに投資

する投資家は既に自国でホテルや医療機関などを運営しており、ノウハウを持っているこ

とが大きな強みを持っており、日本の投資家だけでは発展させられないニーズを喚起し、

市場活性化に繋がる。世界最大級のオフィス市場の中で運営能力を磨いてきた日本の投資

家や賃貸オフィス市場で長い経験を持つ欧米の投資家は、対外投資に於いてもオフィス市

場に優位性を発揮しようとする。一方、交易で栄え、物流やホテル運営などに強みを有す

るアジアの投資家は、そのノウハウを活かすマーケットであればどこのマーケットでも投



資することができる。日本の不動産投資家も海外の不動産投資家も、それぞれの優位性を

発揮できる分野で競い合っており、海外から見た日本の不動産マーケットは決してオフィ

スだけではない21。 

 

７ 不動産戦略小論 

多様なステークホルダーの利害を満たすために、企業は長期に亘って存続することが求

められるが、この基本的な目的を達成するための手段が経営戦略である。経営戦略とは、

企業の基本的長期目標・目的の決定、とるべき行動方向の採択、これらの目標遂行に必要

な資源の配分を行うことである。このことは、企業が長期に亘る存続を目指すためには、

どのような事業領域に進んでいくのか決定しなければならないことを意味している。企業

にとって目的を達成するためには、長期的なビジョンが必要であり、トップが環境変化を

洞察し、経営資源の活用のための意思決定を如何に行うかが重要な課題となる22。 

企業環境の変化が、グローバル化・技術革新など複合的な要因によって不連続に変化し

ている。低経済成長の下、消費者やユーザー・ニーズの変化も手伝い、国内に於ける競争

が縮小したパイを巡って激しく展開されている。製品技術の複合化により、業界の垣根を

越えた競争が行われるようになってきている。 

 ドラッカーは「市場占有率を誇った時代は既に終わりを告げた」とし、変わりやすい市

場でそれなりの地位を築き、絶えず市場環境に機敏に反応できる中小企業の方が、現在の

地位に安住している大企業より余程、力があると見ている23。 

情報技術の技術革新が加速化し、技術の高度化・複合化の進行、グローバル化、顧客ニ

ーズの多様化に企業は対処していかなければならない。そのためには自社内での取り組み

のみではスピーディーでタイミングのよい対応ができず、他企業との協力によって活路を

見出す道の模索もその選択肢としてアウトソーシングや買収、提携などの戦略も考えられ

るようになる。 

アウトソーシングとは業務の外部委託であり、効率を目的とした外部資源活用を目指す

戦略である。バブル経済崩壊後の企業業績の悪化、業績回復のために企業はコスト削減す

るため、自社のコア事業への「選択と集中」を進めざるをえなくなり、アウトソーシング

する方策がとられるようになる。 

買収は自社に欠如あるいは不足している資源を、他社から買い取ることによって、迅速

に補うことが可能となる。買収はアウトソーシングに比べ、効率よりも新たな価値を生み

出すことを目的とした戦略である。巨額の資金を要し、不必要な部分も買い取ってしまう

可能性もあり、リスクの高い戦略である。買収には異質な企業文化や制度を統合化する努

力が欠かせない。 

提携と戦略的提携はアウトソーシングと買収の中間にある戦略である。低コストで複数

                                                   
21 三菱ＵＦＪ信託銀行不動産コンサルティング部 [２０１１] ｐｐ．１４２－１６０を参照 
22 十川廣國 [２０１０] ｐｐ．３－４を参照 
23 小林薫 [２０１０] ｐ．１４５を参照 



の企業と提携関係を結ぶことが可能である。提携の中でも規模が大きく、企業の将来に大

きな影響を与えるものを戦略的提携と呼ぶ。コスト・リスクの共有を実現することがで

き、且つ、相手企業の優れた経営資源や能力にアクセスすることができるようになる。補

完的な技術を獲得したり、自社のコア技術と他社のコア技術を組み合わせることで相乗効

果を生み出し、新たな技術開発する可能性を有する。アウトソーシングや買収と比較した

場合、戦略的提携はコストやリスクを共有しながら、必要に応じて迅速にパートナー企業

の持つ資源を活用できる可能性の高い戦略である24。 

このような「アウトソーシング」「買収」「戦略的提携」の中で、技術開発型ではない、

しかもそれ程に規模の経済が機能しない流通業界としての不動産業にとっての選択肢とし

ては、競争と協調が併存する「戦略的提携」が最適な戦略とも言える。同業他社との競争

を交えながらの情報の共有化、他業種とのネットワーク形成や専門家集団とのノウハウの

連携は欠くことのできない戦略であり、不動産業は戦略的提携が最適の業態であるように

思える。 

 

８ 海外進出する日本企業 

日本の不動産市場は高度経済成長期を通じて大きくなり、大手不動産会社は国内市場に

軸足を置いた経営に専念してきたが、人口の減少、少子高齢化が進む中、エンド・ユーザ

ー向けの住宅市場を含めて国内市場の成長性は期待できなくなっており、改めて海外の成

長市場への進出の動きが出てきている。大手住宅メーカーにとっては、国内の住宅関連市

場が縮小していく中で、人口増加による住宅需要の旺盛な海外市場の開拓が喫緊の課題と

なっている。世界の工場としてのみならず世界の市場としても存在感を高めているアジア

は勿論、新興国以外でも今後の人口増加が見込まれる米国、豪州などで住宅事業への本格

進出に乗り出す企業が続いている。大和ハウス工業は、日本の技術・ノウハウを活用し、

中国の高所得者層をターゲットとした分譲開発を中心に取り組んでおり、今後 10 年間で

3000億円規模の不動産開発を計画している。積水ハウスは、豪州で数千戸規模の住宅地開

発事業を進め、自社の環境技術を活用した生態への配慮を前面に打ち出し、豪州や米国で

の不動産ディベロッパーと提携し、大都市近郊での不動産開発の共同事業を推進している。

住友林業は、植林から建材製造、流通、住宅の 4 事業分野を海外での垂直統合型のビジネ

スモデルとして設定し、米国や豪州、中国・韓国など高質な住環境へのニーズが期待でき

るエリアでの事業展開を進めている。 

多くの場合、現地のビジネスパートナーとの共同事業とすることで、市場ニーズや法令

への適合などリスクの軽減を図る一方、国内で培った独自の技術・ノウハウを最大限活用

し、成長の期待できる新天地で自らの強みを生かした事業展開を進める戦略である。 

大手ディベロッパーの海外進出は、1970年代初めに三井不動産、三菱地所、住友不動産

などが米国に現地法人を設立して以降、オフィスビルの取得や開発を行っていた。大手デ
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ィベロッパーの海外事業の位置づけは、東京での事業でもたらされる安定したキャッシュ・

フローを成長市場に振り向けて、ROE の一段の向上を図ることにある。三菱地所は欧米の

大都市中心部のオフィスなどの再開発やそれらを対象とした投資マネジメントを、三井不

動産はアジアの消費市場を睨んだ住宅や商業施設というように各社の強みを生かした分野

に重点を置いた戦略を展開している。 

新興国では急速に進む都市化に伴い、電力、上下水道、交通などのインフラ整備が急務

となっている。一方、これからの都市整備には、深刻度を増す地球温暖化や資源・エネル

ギー問題の解決も避けて通れず、この課題を解決するため、「エコシティ」、「スマートシテ

ィ」と呼ばれる環境配慮型都市の実証プロジェクトが各地で動き始めている。再生可能エ

ネルギーや次世代送電網（スマートグリッド）の導入でエネルギー効率を上げ、交通イン

フラや都市システムをコンパクトにして環境負荷を抑制した次世代型の都市開発プロジェ

クトが先進国・新興国を問わずに計画されている。日本政府は 2010 年 6月に纏めた産業構

造ビジョン 2010 で「インフラ関連／システム輸出」と「環境・エネルギー課題解決産業」

を新戦略分野として打ち出し、コンソーシアム形成による展開を視野に入れ、国際競争力

の強化と体制作りに乗り出し始めている25。 

 

９ 不動産投資市場の活性化 

急激な産業・社会構造の変化の昨今、企業による保有資産のオフバランス化等による売

却不動産の受け皿となり、資金調達手法の多様化や活発な投資資金の流入を背景に不動産

証券化市場が拡大し、土地市場の構造変化が進展しつつある26。 

長期に亘って都市や街を構成し、国民生活や経済活動を支える不動産は、その開発、管

理発展、再生といったサイクルが持続的且つ健全に実現されていくことが重要である。不

動産証券化は、投資に伴うリスクを小口化・細分化することを可能とするものであり、市

街地再開発事業など大きなリスクを伴う新規の開発プロジェクトを行う際にもその活用が

期待されている。したがって、

不動産証券化を活用することに

より、こうした不動産の循環サ

イクルを自律的に機能させてい

くことが可能であり、不動産証

券化は単に不動産市場への資金

供給の観点のみならず、中心市

街地の活性化等既存ストックを

活かした街づくりや都市再生の

ための手法としても有効なもの

と期待される。不動産投資市場
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は不動産の循環サイクルを機能させ、不動産の価値を向上させる役割を担っているが、不

動産証券化の対象として取得された不動産又はその信託受益権の額は、ピーク時である平

成 19 年度の９兆円弱から平成 21 年度には約 1.8 兆円にまで落ち込み、平成 23 年度に

は約 2.3 兆円まで回復しているものの、引き続き不動産投資市場の活性化により市場規

模を拡大していくことが必要である。また、REIT 市場について世界各国の市場と比較する

と、収益不動産市場の規模では日本は約 203 兆円と米国に次ぐ規模であるが、上場 REIT 市場

の規模では日本は約 3.5 兆円と、収益不動産市場の規模では上回っていたオーストラリア（約 6.8 

兆円）やフランス（約 6.0兆円）を大きく下回っている。このように、我が国の REIT 市場は、他国に

比べて、収益不動産市場の規模に対して規模が小さいと言える27。 

我が国の不動産証券化の実績を

用途別の割合の推移で見ると、平

成９年度には８割程度がオフィス

だったが、その後住宅や商業施設

の割合が増え、平成23 年度には

オフィス24.3％、住宅19.3％、商

業施設14.7％、倉庫10.1％、ホテ

ル2.6％などとなっている。 

また、不動産投資家の今後のエ

リア毎の不動産投融資姿勢を見る

と、三大都市圏では「不動産投融

資を拡大する」が26.1％、「現在

の不動産投融資を維持・継続す

る」が21.0％で合わせて半数近

くを占めている一方、地方圏で

は「不動産投融資を拡大する」

が8.7％、「現在の不動産投融資

を維持・継続する」が17.7％と

なっている28。現在、J-REITの投

資対象の76.5％は首都圏の１都3

県に集中している。  

不動産投資の対象となるに

は、一定の収益性を備えた物件である必要があり、オフィスビルへの投資は、オフィス需

要が旺盛な大都市圏でなければ取組みが困難な場合が多い。しかし、一定の人口規模があ

る都市であれば、地方展開が十分に可能と思われる。実際は、地方都市にはJ-REITの運用

対象となるだけのグレードを備えた賃貸マンションが乏しく、管理を担当するプロパティ
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マネージャーも少ないことが、不動産投資の障害になっている。多くのJ-REITは、個別物

件の管理・運用を専門の管理会社に任せており、このような管理・運営面での基盤が整え

ば、J-REITによる地方都市への投資は、格段に増加すると予想される。国際的に見ると我

が国の不動産投資市場は透明性の高い市場と評価されているわけではない。不動産投資市

場を活性化する上で、情報の充実による市場の透明性確保は欠かせない要素であるが、特

に昨年の東日本大震災の影響から、不動産に対する安全・安心面、環境面等への配慮が求

められるようになっており、こうした不動産のサステナビリティ（持続可能性）に関する

情報開示へのニーズが高まっている。不動産のサステナビリティに関する情報の充実度に

ついて国内投資家に尋ねたところ、「建築物の耐震性能、免震・制振等に関する情報」に

ついては、「充分である」と答えた者の割合が「不充分である」と答えた者の割合を上回

ったが、その他の

項目については、

「不充分である」

と答えた者の割合

が「充分である」

と答えた者の割合

を上回っており、

安全・安心に関す

る情報や環境性能

に関する情報が必

ずしも充分ではな

いと認識されてい

る29。 

 

１０ 中古住宅市場の普及 

我が国の住宅市場を概観すると、新設住

宅着工戸数は近年減少傾向にある一方

で、中古住宅流通戸数は安定的に推移し

ており、結果として全住宅流通量（新設

住宅着工戸数と中古住宅流通戸数の合

計）に占める中古住宅流通戸数の割合

は、平成元年の8.0％から平成20 年には

13.5％まで上昇している30。 

しかし、日本の住宅市場に於ける中古住

宅流通比率は約13％で、住宅流通が7～8割
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を占める欧米諸国と比べてかなり低い数値を示している。戦後の日本で、良質な住宅スト

ックが不足している状況では、その不足を補うべく新築住宅の供給が必要であったが、欧

米諸国並みに成熟し、世帯数を上回る住宅ストックが存在するようになった現在は、スク

ラップ＆ビルドの新築中心の住宅供給から、住宅ストック・中古住宅中心の流通に向かい

つつある31。 

今後人口が減少する中で中古住宅を活用するというストック重視の発想への転換が求め

られている。2009年 6月、住宅の解体に伴う廃棄物の排出抑制や、建替え費用の削減に

よる住宅に対する負担軽減を目的に、長期優良住宅法が施行された。この法律により、一

定の認定基準に適合した住宅は、所得税や固定資産税などで一般住宅を上回る優遇措置が

適用される。そして、省エネ住宅の新築やリフォームについてはエコポイントが付与され

る施策も実施されている。今後は、世帯数の減少や高齢化社会の進展により、住宅市場の

規模や構成は変化する。他方で、震災を経て住宅の堅牢性や敷地の地盤、自家発電、住環

境など多岐に亘って人々の住まいに求める要素が変化しつつある。 

新成長戦略を踏まえ、ストック重視の住宅政策を実現するため、中古住宅・リフォーム

市場を整備する必要がある。消費者・生活者視点に立った中古住宅・リフォーム市場の環

境整備と消費者に安心と魅力を提供する中古住宅流通・リフォーム産業の育成により、住

宅の質の向上、環境負荷の軽減、国民の住生活の向上を図ると共に、市場の拡大を図って

いく必要がある。 

中古住宅を購入する際の阻害要因となっているのは建物の構造の劣化や品質不安があ

る。建物の状態を住宅購入者が把握するための方策としては、「住宅の品質確保の促進等

に関する法律」に基づく住宅性能表示制度や、建物検査（インスペクション）等がある

が、中古住宅流通市場での普及はそれほどまでには至っていない。新築住宅と中古住宅の

どちらを所有したいかについて「新築住

宅がよい」「新築住宅・中古住宅どちら

でもよい」と回答した者に、中古住宅に

抵抗がある理由を尋ねたところ、「中古

住宅のリフォーム費用やメンテナンス費

用が分からないから」（18.4％）、「中

古住宅の方が、品質に関する情報が少な

いから」（14.6％）といった情報の不足

を理由として挙げた者の割合は、他の項

目と比べて決して少なくはなく、こうし

た「情報の非対称性」を解消していくこ

とが課題といえる32。 
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 中古住宅市場の普及には消費者が安心して中古住宅を取得できるための宅建業者のコン

サルティング力が求められる。具体的には中古住宅の品質・履歴・地盤等の情報提供、相

談窓口の整備、既存住宅売買瑕疵保険の充実、リフォームに関する情報提供等がある。中

古住宅の購入を検討した者に対して、不動産会社からのリフォームの案内や提案を受けた

かどうか尋ねたアンケート調査によれば、リフォームの案内や提案が無かった場合には６

割程度の者しか中古住宅を購入していないが、リフォームの案内や提案が有ったあった場

合には８割以上の者が中古住宅を購入している33。 

また、消費者自身が中古住宅の循環に亀裂を生んでいるという側面もある。購入する時

点では安さに加えて、品質

や機能の良さを求めるが、

一旦住み始めると壊れるま

でほぼ手を入れずに住み続

けるため、劣化が著しくな

る。ライフステージに合わ

せながら住み替えを図る欧

米の住まい文化とは違う日

本では欧米に比べて、入居

後のリフォーム回数は極めて少なく、7割以上が一度もリフォームしない状況にあり34、中

古住宅流通市場活性化のためには消費者自身の意識変革も喚起していかなければならな

い。 

 

１１ リノベーション 

近年、住宅の改修を示す行為としてリノベーションが注目されている。一般的なリフォ

ームが建物の経年的な劣化や不具合などを「修復・修繕する」のを目的としているのに対

し、リノベーションはスケルトン工事などの大規模な改修を通じて住宅に新たな機能を与

えるといった性格を有している。リノベーションの起こりは、デザイナーズ住宅が注目を

集めるようになった 2000年頃に遡る。不動産価格の上昇は新築の住居購入が困難な消費

者を数多く生み出し、そんな中で台頭してきたのがリノベーション会社である。中古住宅

を取得し、設備やデザインを新築同様に刷新した上で再販する手法で、ストックの有効活

用を掲げる住生活基本法の成立と相俟って中古住宅市場への新たな旋風を吹き込んでい

る。 

リノベーション市場がこの数年で急拡大したのはリノベーション会社の影響も大きい

が、中古住宅を買って自分好みに改装したいと考えるユーザーが増えてきたことにも起因

している。リノベーションの付加価値についての正当な評価が得られる市場が未だ形成さ

れているとは言い難いが、こうした市場の高まりから、物件探しから工事までを一括して

                                                   
33 国土交通省 [２０１２] ｐ．１６を参照 
34 矢部智仁 [２０１２] ｐｐ．０－４７ 



サポートするサービスを行うリノベーション専門会社が新たなフィービジネスとして活躍

の場を得つつある35。 

 

１２ スマートハウス・スマートシティの普及 

1973年から 2009年にかけて日本の GDP は 2.3倍に増加した一方、最終エネルギー消費

量は 1.4倍に留まっている。これは主に産業部門に於いて、石油ショックを契機にエネル

ギー効率を急速に改善したことによるものである。それに対して、民生部門の家庭やビ

ル、商業施設のエネルギー消費量は同期間で 2.4倍に増加している。その大きな要因とし

て、世帯数の増加、ビルや商業施設の床面積、1日当たりの営業時間の増加が考えられ

る。このような状況を踏まえ、中長期を見据えた政策として、電力需給の対応と、民生部

門を中心とした省エネの推進が求められる。民生部門の省エネ推進については、住宅・建

築物に於けるストック対策であり、既存の建物に施策を拡げていくことがカギとなる36。 

2009年 9月に国連気候変動サミットが開催され、2020年度までに温室効果ガス排出量

25％削減（1990年対比）という日本の目標値が表明され、家庭部門の CO2排出量の削減も

急務となっている。そうした状況の中、住宅のライフサイクル全体での CO2排出をマイナ

スとする「ライフサイクルカーボンマイナス住宅（LCCM住宅）の実現に向けて、住宅メ

ーカー、家電メーカー、エネルギー供給会社、情報通信関連企業などの多くの業界や、官

民が連携し、スマートハウスの開発が進められてきている。スマートハウスとは、ITを

使って、太陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅機器などをコン

トロールし、家庭内のエネルギーマネジメント（エネルギー消費の最適化）を行うこと

で、エネルギーを効率的に利用し、低炭素化を実現した住宅である。従来の省エネ住宅や

エコハウスに備えられた省エネ設備・創エネ設備に加えてスマートハウスには住宅用蓄電

池、IT技術を活用した HEMS （Home Energy Management System（ホームエネルギー管理

システム）の略）が備わっているところにスマートハウスと従来の省エネ住宅やエコハウ

スとの違いがある。発電電力や夜間電力を蓄える住宅用蓄電池と住宅設備機器や家電など

をネットワーク化してエネルギー使用を管理・最適化するする HEMSはスマートハウスの

中核をなし、従来のエコハウスの課題を解決する技術である37。 

スマートグリッドは ITを活用して電力の供給と需要を最適化する次世代送電網で、家

庭や事業所などの電力需要に対し、電力会社がリアルタイムで供給を調整できるシステム

であるが、スマートシティはこの次世代電力網のスマートグリッドを社会基盤に据え、再

生可能エネルギーや電気自動車などの交通システム、省エネ型のビルや住居など、都市機

能全体を環境配慮型にした都市の考え方を示したもので、各地で実証プロジェクトを立ち

上げ、このスマートシティを建設する動きが出てきている38。 

                                                   
35 鳥海和也 [２０１０] ｐｐ．２－３ 
36 茂木正 [２０１２] ｐ．７３を参照 
37 藍原由紀子 [２０１２] ｐｐ．２－３を参照 
38 日経ビジネス [２０１２] ｐ．９９を参照 



このようにスマートハウスは実用化されつつあるが、家庭用燃料電池や蓄電池にして

も、まだ普及価格には至っておらず、ライフサイクルコストの削減に繋がるものの、イニ

シャルコストは高い状況にある。政府の支援策や低価格化によって、ここ数年で太陽光発

電システムの導入量は大幅に増加したが、消費者がその金額増加分を許容できる価格で提

供するための事業者の努力や政府の支援策等の環境整備が今後のスマートハウス普及に向

けて重要となってくる。これまでの省エネ中心の考え方から、省エネに加えて創エネ・蓄

エネ・エネルギーマネジメントを行うことでライフスタイルに合わせてエネルギーを効率

的に利用するという考え方が消費者に浸透しつつある。そうした消費者の意識の醸成がス

マートハウスの普及に繋がり、更にはスマートコミュニティ・スマートシティの実現へと

繋がっていくように思える39。スマートコミュニティの実現に向けては、横浜市、豊田

市、けいはんな市、北九州市の４地域を選定し、平成 23年度より本格的な実証実験を開

始し、住宅にスマートメーターや HEMSを導入し、季節別・時間帯別の電気料金の設定な

どによる節電誘導の検証を進めている40。 

 

１３ 不動産流通の環境整備  

不動産業の日本経済に於ける比重について見ると、売上高では 2003年度の日本に於い

て、不動産業は 34兆円で、全産業売上高の 1,335兆円に対して 2.5％の比率となる。ま

た、生産額では 2002年には 68兆円で、全産業生産額の 13％に相当し、不動産業は、日

本の基幹産業の一つとなっている41。また、日本の住宅資産は 1700兆円、企業不動産は

500兆円あるが、しかし市場での流通は活発とは言えない。不動産流通を活性化させるだ

けで、貿易黒字の数倍の市場が生まれる可能性がある。今後の不動産流通の役割として 4

点挙げられる。第一は情報のディスクロージャーであり、宅建業者は幅広く情報伝達する

ことが必須となる。第二はコスト低減であり、宅建業者に手数料を支払っても、尚、消費

者にとってはより多くの便益が得られるということが重要である。第三は価格の適正化で

あり、宅建業者がマーケット・メーカーになっていくことである。第四は重要事項説明や

デューデリジェンス（適正評価手続き）を通じた品質保証を図っていくことである42。こ

のような不動産流通の環境整備の下で、公平、透明な不動産流通が実現できるようにして

いくことが重要となる。 

 

１４ 資産効果経営の終焉と本来機能への回帰 

日本の不動産業は歴史的な転換点に立たされている。その転換とは資産効果経営からの

脱却である。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。第二次世界大戦後の日本

                                                   
39 藍原由紀子 [２０１２] ｐｐ．３－４を参照 
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では、不動産の資産価値の中核を占める地価が、長期に亘って継続的に上昇していた。そ

して地価上昇→不動産評価額拡大→含み益増加→不動産担保借入れ拡大→需要と設備投資

の増大→不動産業の規模拡大と要約できる資産効果に立脚した成長のメカニズムが観察さ

れた。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。日本の地価は、1945年の終戦から暫くして経済統制が解除されると上昇を開始

した。そして、1960年代初頭の工業用地ブーム期、1970年代前半の列島改造ブーム期、

1980年代後半のバブル経済期という３つの急騰局面を経験しつつ、ほぼ一貫して右肩上

がりで推移した。しかし、1990年代初頭のバブル経済の崩壊は、このような地価動向を

反転させた。1992年から地価の下落が始まり、1977年を 100とする基準地価指数は、

1991年から 2003年にかけて、全国住宅地で 225から 164へ、全国商業地で 227から 102

へ急落した。もはや資産効果経営の前提条件である継続的な地価上昇が終焉したことは明

らかで、日本の不動産業は、戦後長く吹き続けた地価上昇という追い風に乗った事業拡大

をする訳にはいかなくなっている。これまでのように、実需だけでなく資産効果をも織り

込んで、経営を展開することができなくなったのである。資産効果経営からの脱却は、不

動産業新時代の到来を意味する。地価上昇という追い風が消えた日本の不動産業界で成長

を実現するためには、実需に立脚したビジネスモデルを確立する必要がある。開発事業で

は、資産効果経営の終焉は、事業者が地価上昇を見込んで、長期に亘る事業リスクを負う

従来型のビジネスモデルの終焉を意味する。新たなリスク負担の仕組みとして注目される

のが不動産証券化である。不動産業の基本的な在り方は、土地を取得したうえで、土地造

成・建物建設などを行って付加価値を高め、そこから事業収益を得ることにある。この不

動産の有する収益性を担保にして有価証券を発行する仕組みが不動産証券化である。不動

産証券化によって、開発事業のリスクは投資家や土地所有者にも分担されることになり、

その分だけ、開発業者のリスク負担は軽減される。賃貸・管理事業に於いても、不動産証

券化の進行と特定目的会社の登場により、不動産企業は資産を全て保有することなく、賃

貸・管理事業に携わることができるようになった。分譲事業に於いても、実需だけでなく

資産効果を織り込んで事業を展開する既存のビジネスモデルは通用せず、実需のみに立脚

したビジネスモデルに移行せざるをえなくなっている。資産効果の消滅は、流通事業や補

修事業の在り方にも影響を及ぼしている。継続的な地価上昇が見込めない状況下では、住

宅を取得した消費者の買い替えは進まない。このことは流通事業にとってはビジネス・チ

ャンスの縮小を意味し、補修事業にとってはビジネス・チャンスの拡大を意味する。資産

効果経営が終焉した今日、日本の不動産業に求められているのは、実需に立脚して本来の

機能に回帰することだと言える。本来の機能とは、不動産に関する開発機能と取引費用削

減機能という、明治期以来、不動産業が発揮してきた２つの固有機能である。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、それぞれ重要な役割を果たすことで、日本不動産業の未来を切り開いていく



ことである43。 
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