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は じ め に 

 
 既に右肩上がりの経済構造が終焉して久しいが、近年における不動産市場に構造的変化

をもたらした影響は未だに社会の至るところに残存しており、不動産そのものとそれを取

り巻く様々な状況に関して厳格な現状分析、的確なリスク評価、更には豊富な経験に基づ

く透徹した判断等が、我々不動産カウンセラーに、今ほど求められている時代はない。 
 しかし、一方で、我が国においては不動産カウンセリング業務の歴史が浅いこともあっ

て、不動産鑑定評価業務における鑑定評価基準に相当するような公知の実務基準が定着し

ておらず、このことが不動産カウンセリング業務の更なる発展的展開を阻害していると言

える。 
 そこで、日本不動産カウンセラー会においては、かねてより検討していた「不動産カウ

ンセリング実務基準」の作成について、平成15年度の最重要課題として精力的に取り組ん

できたところであるが、この度、本会の研修委員会を中心に関係委員会が協力して漸く実

務基準の体裁を整えるまでに至った。 
 本書は、本会会員がカウンセリング業務を受託・処理する場合の各場面において指針と

なるように企画したもので、執筆者は本会会員のほかに、隣接業界で不動産カウンセリン

グ実務の各領域の第一線で数々の事案に取り組んでいる実務家の方々に、それぞれの得意

分野を分担し、日常業務の合間を縫って取り纏めていただいたものである。 
 第１章は、総論編として、カウンセリング業務の歴史的背景、不動産カウンセラーの責

任と倫理、社会的役割、カウンセラーに求められる能力等について整理している。 
 第２章は、不動産カウンセリング業務の流れに沿って、専門職業家として備えるべき資

質、標準的な業務手順等を解説し、各手順の段階ごとに留意すべき事項を具体的に整理し

ている。 
 第３章は、カテゴリー別不動産カウンセリング事例として、企業・会計に関するカウン

セリングをはじめ、企業再生、ファイナンス、アセットマネージメント、有効活用、タウ

ンマネージメント等々のカウセリングについて、ニーズ発生の背景、考えられるカウンセ

リング・メニュー、具体的なケーススタディ、案件処理上の留意点等の視点を織り込んで

取り纏めて紹介している。 
 第４章は、不動産カウンセリング業務の今後の展開方向を探るために、アライアンス、

営業ツール、セミナー(研修)、ワンストップカウンセリング等について言及している。 
 本書は、本会会員に限定して配付することとし、会員各位のお手元に、できるだけ早く

お届けすることをモットーに、短期間に執筆・編集作業を行ったもので、執筆者相互の調

整は未了のまま編集したこともあって、一部重複あるいは不整合の部分等が見受けられる

が、これらの点は、今後、改訂版を発刊する際の検討課題とさせて頂きたい。 
 最後に、本書の発刊に当たって執筆にご協力頂いた諸氏に心から御礼申し上げます。 
 
  平成16年3月 
                                  日本不動産カウンセラー会 
                            会 長   佐  藤  實    
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不動産カウンセリング実務ガイダンス 
 

第１章 不動産カウンセリングとは 

 

1 総 論 

本項では、まず、我が国における不動産カウンセリング業務の歴史的背景がどうなって

いたのかを簡単に整理し、次に、カウンセリング・ニーズについて、我々が気付かないだ

けで、実は大変に膨大な量のニーズが横たわっていることについて触れてみたい。 

更に、我々の日本不動産カウンセラー会が設立されて 15 周年を迎えたことから、その歩

みを簡単に紹介して、今後どういう方向に向かおうとしているのか、また、本会を設立す

るにあたってモデルとした先進団体で、既に 50 年の歴史を持っている、アメリカの CRE

（不動産カウンセラー協会）の実績と国際的評価について紹介することとする。 

 

1-1 不動産カウンセリング業務の歴史的背景 

我が国における不動産カウンセリングは、報酬を得て独立した「業」として行うよう

になってから未だ 30 年前後で、比較的新しい業務分野である。 

我が国で、不動産に関する本格的な民間シンクタンクが設立されたのは 1960 年前後で

あるが、当初は不動産カウンセリングを主題とする機関はなく、70 年代に入ってようや

く不動産鑑定評価の周辺業務として不動産に関するコンサルティングに取り組むように

なったのが草創期といえる。 

一方、65 年に証券会社の調査部門を母体にして設立された総合研究所、70 年にグルー

プ企業が共同で設立した総合研究所等、もっぱら金融系の民間シンクタンクが、70 年代

後半から社会科学全般に係る問題の一つとして不動産に関連する課題と取り組んで不動

産に関する調査研究活動を展開するようになった。 

その後、鑑定系のコンサル部門においても、金融系のシンクタンクにおいても徐々に

業務範囲を拡大して今日に至っており、今や裾野が格段に広がって、いろいろなフィー

ルドでカウンセリング業務が展開されている。 

初期段階のカウンセリング業務はいうまでもなく、先例も、実務基準もなく、全てが

「零」から始めなければならず、膨大なデータを収集・分析しながら解決方策を見出し

てクライアントに提案してきたが、作業量の割にフィーは低廉で、現在に比べると隔世

の感がある。 
 

1-2 膨大なカウンセリング・ニーズ 

(1) カウンセリング業務の社会的意義 

不動産カウンセリング業務は社会的意義が高く、従って、いろいろな角度から社会
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的要請の背景を探りながら、カウンセリング・ニーズの実体を把握することが重要で

ある。 

最近の社会経済情勢は急激な変化を遂げており、10 年前までは同じジャンルのカウ

ンセリング業務を受託した場合、同種の先例をベースにしてアレンジすればある程度

は通用する時代であった。しかし、今は焼き直しによってカウンセリング業務を完結

することは不可能で、いろいろなファクターが変化しているから、新たな視点で全部

組み変えなければクライアントを満足させることはできなくなってきた。 

そういった急激な変化に対応するために、依頼者であるクライアントは自らも変革

を求められている。たとえば、民間では組織や資産の組み合わせ等を変更しながら企

業活動を展開しており、あるいは国や地方公共団体では資産を再構築しながら質の高

い公共サービスを提供しようとしている。民間企業も官公庁も、このように急激な社

会構造の変化に、自らを変革しながら、世の中のニーズに応えていく必要性に迫られ

ており、その具体例として事業戦略、組織戦略、あるいは情報戦略の必要性が叫ばれ

ている。 

不動産鑑定評価は、どちらかというと不動産のプロから依頼されるケースはそう多

くはないが、カウンセリング業務はプロから依頼されるケースがほとんどである。従

って、アウトソーシングされた戦略の検討成果というのは非常に高いニーズに基づい

て厳しいチェックを受けることになる。つまり、我々はアマチュアから依頼され、ア

マチュアに分かりやすく回答するということは少なく、それだけに、極めて高い専門

性が求められているということである。 

一方、ここ数年来、いずれの業界、業態でも組織のスリム化が求められており、経

営の効率化、高付加価値化が追求されている。今や総拡大生産の時代ではなく、限ら

れた資源の付加価値を高めていこうという、高付加価値化の流れを受けて、アウトソ

ーシングのニーズがあらゆる部門、あらゆる階層で発生している。そして、アウトソ

ーシングという社会的慣行が高度化、高資源化すると、カウンセリング・ニーズに昇

華するといってよい。 
(2) カウンセリング業務への対応スタンス 

それでは、カウンセリング業務への対応スタンスをどのように認識したらよいのか、

ということについて言及したい。まず、公正・中立的な立場が必要である。カウンセ

リングというのはクライアントから要請された問題解決をクライアントの立場に立っ

て最高、最善の解決方策を検討し、クライアントにそれを提示する業務である。その

目的性ゆえに、ややもすると独善的になりがちで、いわゆるクライアントのエゴを満

足させる方向で解を見つけてあげる可能性、危険性がある。 

しかし、そうなってはいけない。常に社会に対して公正でなければならない。クラ

イアントにとって最大の利益を追求するといっても、そのスタンスはあくまでも公

正・中立な立場を貫かなければならない。そういう面で不動産鑑定士という職業専門

家は信頼性と実績があるので、鑑定士という資格はカウンセリング業務を実践するう

えで大きな武器、ツールとなり、アドバンテージとなる。 
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前述したように、クライアントに最善の方策を提示するのがカウンセリングの核心

であり、従って、不動産に関するあらゆる問題について助言、指導、支援等を、状況

によって的確に実施することが求められていることを充分認識すべきである。 

また、不動産カウンセラーが実施するカウンセリング業務は、クライアント・社会・

不動産カウンセラーの三者の利益が一致して同時に実現できなければ、つまり、三者

がWin-Win-Winの関係でなければいけない。これは非常に大事なことで、そのために、

不動産カウンセラーはリーズナブルな業務報酬を確保することが肝要である。仕事を

受託したいからといって安いフィーで引き受けると、そのクライアントとカウンセラ

ーの関係は、そういう次元でスタートし、それ以上に発展しない。やはりリーズナブ

ルなフィーを提案し、それで契約して、クライアントのニーズにしっかりと応えてあ

げることが重要である。 

継続的な信頼関係を維持しながら、しかも専門家としての意思をはっきり表明する、

言い換えれば、クライアントと社会、そしてカウンセラーの三者の利益が共に並存し

なければ、そのカウンセリング業務は的確に完結されたとはいい難い。 

例えば、社会の利益を損なうようなカウンセリングを実施したら、必ず社会的な糾

弾を受けることは必至であることから、カウンセリング業務としては成立しない。従

って、三者が Win-Win-Win の関係でなければならない。そのためには、リーズナブル

な報酬を必ず確保し、安かろう、悪かろうというカウンセリングを提供しない、そう

いったことを念頭に置いてカウンセリング業務に取り組むべきである。 

 

1-3 日本不動産カウンセラー会の歩み 

(1) 不動産カウンセラー部会創設の背景とその後の沿革 

我々の日本不動産カウンセラー会は創設以来 15 年目を迎えようとしており、その沿

革に関連して 3 点ほど述べておくこととする。 

まず、日本不動産カウンセラー会が創設されたのは、平成元年 11 月で、当初は「不

動産カウンセラー部会」という名称で設立された。 その後の主な沿革を整理すると、

皆さん方も参加されたことのある、PPC（汎太平洋不動産鑑定士・不動産カウンセラ

ー会議）において、日本不動産カウンセラー会（当時は「部会」と呼称）は、日本不

動産鑑定協会とは別に、独立した人格を有する団体として、平成 6 年開催の横浜会議

で準メンバーとして参加し、平成 8 年のメルボルン会議で正式にスポンサリングメン

バーとして承認され、その後も毎回スピーカーを選任して同会議に積極的に参画して

いる。同会議にはアメリカからも、AI（アメリカ鑑定人協会）と CRE（不動産カウン

セラー協会）の二つの団体が、スポンサリングメンバーとして認められているが、日

本不動産カウンセラー会も CRE 同様に国際的に一定の評価を受け、認知されたという

ことで、これは大きな意義のあることであると思料する。 

当初、不動産カウンセラー部会は鑑定協会における、いわゆる本部組織に所属する

都道府県部会と同様の位置づけで設立されたが、平成 10 年 6 月に、日本カウンセラー

会（JSREC）と名称変更するとともに、新しく定款を制定して組織の整備に着手した。 
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それから、設立 10 周年を迎えるに当たって、平成 11 年 6 月に盛大な記念式典と記念

講演会を開催した。 

また、平成 13 年 2 月にはアメリカの CRE で活躍しているブライアン・コーコラン

氏（Cushman＆Wakefield Inc の副社長）を招いて国際シンポジュウムを開催した。CRE

の称号をもったコーコラン氏に基調講演をお願いし、そのあと、東北大学法学部 生田

長人教授ほか、著名な各界代表者にパネラーとして参加していただいて「新世紀にお

ける不動産カウンセリングの展望」と題するパネルディスカッションを開催した。 

それから、平成 13 年 12 月に「不動産カウンセリング業務検討委員会」を設置して、

本会としては初めて外部の有識者に参画頂いて、今後のカウンセリング業務をどのよ

うに展開すべきか、という課題について諮問し、その答申を平成15年4月に受理した。

この答申（以下、｢委員会報告書｣という）に基づいて、今、我々執行部は緊急に検討

を要する課題をピックアップし、常設委員会が分担して種々の解決方策を検討してい

るところである。 

日本不動産カウンセラー会というのは、そもそも利益追求の団体ではなく、本会の

設立目的は、構成する会員の資質の向上と不動産カウンセリング業務の進歩改善とい

う、公益的な立場から諸活動を展開し、その結果として会員の利益を実現していく、

というスタンスで設立されたものである。当初の目的は「土地等の有効利用の増進に

資する」と、非常に狭い範囲に限定されているが、今や、現実のニーズはもっと広が

っているので、私見ではあるが、設立目的に係る、この部分の規定はいずれ近いうち

に改訂しなければいけないと考えている。 

本会の事業内容としては、①カウンセラー制度に関する啓発宣伝、②会員に対する

研修で、研修については設立当初から活発に展開されている。それから③資料収集、

調査研究、さらには④資格審査で、入会を希望される方を対象に、カウンセラーとし

ての資格を審査し、実務研修を実施している。それから⑤共同施設の整備で、これは

事務局及びＩＴ環境の整備を含めて、会員がカウンセリング業務をやりやすいように

情報を収集・分析し、提供するといった環境作りを行うことである。そして、⑥倫理

の保持高揚で、これは日本不動産鑑定協会と同様、全ての公益的法人が掲げている事

業内容であるので、あえて説明は省略する。 

以上が、本会の設立目的であり、取り組んでいる事業内容である。 

(2) 日本不動産カウンセラー会の構成メンバー 

現在、このカウンセラー会は正会員と準会員から構成されており、メンバー数は合

計 600 名弱である。 当初は約 700 名の正会員でスタートしたが、15 年経過すると高

齢化が進んで、亡くなられた方もおられるし、大手法人所属のメンバーが定年退職を

機に退会されるケースも増えている。これらの情勢変化に伴って創設当初よりは約１

00 名減少しており、会員拡大方策の検討が本会の大きな課題となっている。 

若手で、カウンセリング業務に関心の深い方々にできるだけたくさん入会していた

だいて、本会が活性化されることを念願している。 

本年度、メンバーの入会資格について見直しを行い、現在は、鑑定士登録後 7 年以



 
 
 

 - 5 -

上で、かつ、カウンセリング経験 3 年以上を有する方が正会員に応募できるように改

正された。そのほかに、平成 15 年度から、準会員の資格要件を正会員に比べて大幅に

緩和し、しかも一定期間経過すれば正会員になれるという準会員制度を発足しており、

最初の準会員 6 名が入会を承認された。また、本会に特に功労のあった者、若しくは

学識経験者を名誉会員とする制度があるが、まだ該当会員はいない。 

なお、「不動産カウンセラー」という称号については、日本不動産カウンセラー会

の正会員のみがこの称号を使用してよいという規定になっている。15 年前にカウンセ

ラー会を創設した当時は、不動産カウンセラーという称号を名乗ることの名誉が、10

年、20 年と時代を経過するごとに高まることを期待していたが、この 15 年を振り返

ってみると、徐々に高まりつつあるものの、必ずしも当初の期待水準には達していな

いということで、今、本会のあり方を含めて組織の洗い直しを行っているところであ

る。 

 
1-4 米国 CRE の実績と国際的評価 

日本不動産カウンセラー会の創設にあたって、先進団体として規範にしてきたのはア

メリカの CRE（The Counselors of Real Estate）という団体である。その組織の概要と国際

的評価について紹介することとする。 

CRE は、今から 50 年前の 1953 年にアメリカの不動産協会（リアルター協会）の専門

コンサルタントの一部門として、アメリカ不動産カウンセラー協会（ASREC）が設立さ

れ、1994 年に大幅な機構改革を行って、名称も CRE に改称された。 

CRE の本部は、シカゴに置かれており、会員はアメリカを中心に、カナダ、英国、オ

ーストリア、スイス、日本、韓国等々から厳しい審査で選ばれたメンバー約 1,100 名で

構成されている。アメリカを含めて全世界で僅か 1,100 名しか CRE の称号を付与されて

いないという、非常に権威の高い称号である。そのメンバーの中には、MIA（アメリカ

の不動産鑑定士の中でも最高の資格者）が 70％で、30％は非鑑定業界の方々、つまり、 

不動産の仲介、デベロッパー、あるいは会計、金融、政府機関、教育機関といった広範

囲の業種の方々が CRE の称号を持ってメンバーを構成している。 

我々の日本不動産カウンセラー会は、現在、不動産鑑定士だけで構成されているが、

本会の執行部では、もっと専門範囲を広げて鑑定士だけでなく弁護士、公認会計士、税

理士、あるいは一級建築士等々といった隣接専門家を包含したメンバー構成にできない

か、その仕組みを検討しているところである。 

この CRE のメンバーになるための手続きは、まず、自薦または他薦で入会申請をする。

そうすると、申請者がどういう実績を有し、どういう人物で、どういう団体に所属して

いるか、その団体でどういう評価を受けているか等々と、長時間にわたる本人に対する

面接と関係者に対するヒアリング調査を行う等、厳しい審査を受けることになっている。 

そして、その厳しい審査にパスして、ようやく CRE の称号が付与されることとなる。し

かも、この称号自体は、顧客が抱える不動産に関する諸問題に対応できる十分な経験、

信頼、適切な判断力を有するということを意味し、非常にステータスの高い称号として



 
 
 

 - 6 -

世界的に評価されている。 

現在、日本在住の CRE は３名で、日本人では磯部裕幸氏と渡辺卓美氏の 2 人、その他

に外国企業所属のアメリカ人１人が、CRE のメンバーである。 

会員にはどういうサービスが提供されているかというと、非常に充実した教育プログ

ラムによって自己研鑽ができるし、また、機関誌が発行されている。それから、1,100 名

の会員情報をもとに人的ネットワークが構築されており、CRE のネットワークを通して

何時でも何処からでも必要な情報を求めることが可能である。また、複雑な仕事がある

ときには、複数のメンバーで専門家チームを構成してカウンセリング業務を遂行してお

り、多様な顧客のニーズに対応しているという実績を有している。 

ちなみに、ヨーロッパはどうなっているかというと、英国には RICS（王立勅認測量者

協会）という団体があり、これは、アメリカの CRE よりも規模は格段に大きくて、構成

メンバーは約 11 万人を擁している。メンバーは、鑑定評価だけでなく、測量、建築、不

動産開発、仲介等々と、いろいろな業種の専門家と、約２万人の学生で構成されている。 

最近、この RICS と CRE とが業務提携したようで、アメリカとヨーロッパが一体とな

って不動産のカウンセリングに関する極めて強力なネットワークを確立することになっ

た。RICS にはヨーロッパだけでなくアジアのメンバーが多数入会しており、今回の CRE

と RICS との提携によって世界的ネットワークが構築されたといえる。 

 

1-5 責務と倫理  

1. 責任のあり方 

カウンセラーと依頼者は、信任関係（fiduciary relationship 他の人のために一定

の仕事を行うことを信頼によって任されている関係）にある。信任関係によってカ

ウンセラーが必要とする能力を高め、「受任者」としての義務感と倫理感を持つこと

が要請される。 
(1) カウンセラーが必要とされる能力 

仕事を依頼されるカウンセラーに必要な能力を例示すると次のようなものにな

る。  
・資産価値の分析 ・リサーチの実施  ・経営実績の評価  
・投資成果の予測 ・目的達成のための計画作成  
・問題及び機械の抽出と定義 ・市場の調査    
・投資シナリオの設計    ・当事者間の交渉と仲裁  
・開発プランの作成  ・専門的証言の提供  
・複雑な状況の把握 ・不動産サービス提供者の養成  
・個々人の行動を引き起こすための説得  

(2) 「受任者」としての義務感 

依頼者から信任を受けた「受任者」は、高度な専門的知識と豊富な経験を有す

ることで業務を忠実に尽くす義務がある。さらに、このことは「契約上の義務」

を超えた「高度の義務」を負うことであり、もっぱら依頼者のために「尽くす」
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ことが必要される。 
 

2. 倫理規定 

カウンセラーの倫理規程は、信任義務に基づくものであり以下の行為規制が求め

られる。 
(1) カウンセラーは、利益相反（conflict of interests）となる業務を引き受けてはなら

ない。ただし、当事者に書面で開示し同意を得ている場合には、公平な業務であ

る限り可能である。 

(2) カウンセラーは、法律及び倫理に違反する業務を引き受けてはならない。 

(3) カウンセラーは、業務の履行にあたり、法律及び倫理に違反し不当な行為をして

はならない。 

(4) カウンセラーは、完全な自由と客観性を許容されない期間や条件で、業務を引き

受けてはならない。 

a.あらかじめ決められている意見や見解に対して専門職業家としての信用や署名

を与えるだけの目的で、依頼を受けてはならない。 

b.事実認定及び結論に関する能力を制限する契約内容の業務を引き受けてはなら

ない。 

c.自らの能力の範囲を超える業務を受けてはならない。 

(5) カウンセラーは、信頼できる結果につながる手法を理解し、使いこなせなくては

ならない。 

(6) カウンセラーは、業務を引き受けるにあたっては、何が問題であるかを的確に把

握し、業務を完全に履行するための知識及び経験を有していなければならない。 

a.業務を引き受けるにあたり知識又は経験が不足している場合には、依頼者に、そ

のことを開示しなくてはならない。 

b.業務を完全に履行するために必要あるいは適切な手段を講じなくてはならない。 

c.地域市場の状況を掌握する時間が不足する場合には、他の CRE 又は専門家と提

携して業務を行わなくてはならない。 

d.業務の履行にあたり知識又は経験が不足する場合、完全な履行のために必要な

手だてを講じなくてはならない。 

(7) カウンセラーは、報酬は固定報酬、成功報酬、あるいはその折衷で報酬を請求出

来る。 

(8) カウンセラーは、不動産の価値についての意見を提供するとき、それが鑑定では

ないことを明示しなくてはならない。 

(9) カウンセリングでの分析、意見、結論は、誤解を招かない内容にしなくてはなら

ない。 

(10) カウンセラーは、同一の依頼者から、カウンセリング業務に関連した他の業務を

引き受けてはならない。ただし、カウンセリング業務を引き受ける際に、依頼者
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の申し出によって引き受ける場合はこの限りではない。１ 

(11) カウンセラーは、依頼者による信任関係の緩和がある場合を除いて、訴訟で証言

を伴う業務を引き受けてはならない。 

(12) カウンセラーは、依頼者による書面の同意がある場合を除いて、訴訟で証言をし

ない。 

(13) カウンセラーの資格称号は個人に授与されるものであり、個人の名前と結びつい

て用いられなければならない。  

 

1-6 報酬の考え方 

カウンセリング業務報酬は、積算方式を基本として、次の項目を積み上げたものを標

準基本報酬と考えることとする。 

 

 

 

以下に示す各項目の数値は例示である。 

(1) 直接人件費 

不動産カウンセリング業務に直接従事するカウンセラーの当該業務に関して必要と

なる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の１日当たりの額に、当

該業務に従事する延べ日数を乗じた額の合計。 

 

 

     （ア）標準歩掛 

区     分
名  称 単位 

易しい 普通 難しい 
摘 要 

不動産カウンセラー 日数     

業務責任者（Ａ） 日数     

                                                      
１ たとえば、経営不振のホテルの最有効使用分析に係るカウンセリングをカウンセラーに依頼し

たホテル所有者がいるとする。倫理規定（10）の規定からして、このカウンセラーは、たとえ

ば、当該ホテルの売却の仲介業者となることができないことになる。これは、このような場合、

当該カウンセラーに利益相反（conflict of interests）が発生し、最有効使用分析が適切に行われな

い可能性があるからである。たとえば、適正な最有効使用分析がなされていれば、地元市場に

おいてホテル客室の供給が過剰なために、当該ホテルを改装し、分譲マンションとして当該ビ

ルの区分所有権を売却することで所有者の利潤の最大化が実現できるという結論が出されるべ

きであったとする。しかし、このカウンセラーが、たまたま、ホテル購入を希望する投資家を

知っているような場合、仲介手数料に目がくらみ、最有効使用を現行用途のホテルと結論づけ

るかもしれない。こうした不都合を避けるために、倫理規定（10）が存在するものと考える。

ただし、規定の文言にあるように、依頼者が上記のような二つの業務を（同一カウンセラーに

カウンセリング業務を依頼する際に）任せることを納得していれば、利益相反の可能性がある

複数の業務の遂行が可能である。また、上の例で、当該カウンセラーが勤務する会社の仲介部

門が当該ホテルの仲介業務を請け負うことを妨げる規定でもない 

報 酬 = 直接人件費 + 諸経費 + 技術料 
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業務責任者（Ｂ） 日数     

補助者 日数     

   ※ 区分の考え方 

○ 易しい ………… 10日以内の業務 

○ 普 通 ………… 10日超、１ヶ月以内 

○ 難しい ………… １ヶ月超の業務 

    （イ）標準日当 

 

 

 

 

 

 

※ 業務責任者（A)・・一級建築士、準不動産カウンセラー等 

業務責任者 (B)・・その他の有資格者 

(2) 諸経費 

業務を行うために直接必要となる印刷製本費、複写費、資料調査費、交通費等の他、

カウンセラーの事務所を経営していくために必要な人件費(上記直接人件費は除く) 、

研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、賃借料 (含・コンピュータ使用料) 消耗

品費のカウンセリング業務に関して必要となる経費の合計。 

諸経費は、直接人件費の50％～100％とし、カウンセリング業務の内容により勘案す

ることとする。 

(3) 技術料 

不動産カウンセリング業務において発揮される技術力、創造力、業務経験、総合企

画力、情報の蓄積などの対価とされる額。 

技術料は、（1）（直接人件費）＋（2）（諸経費）の20％を標準とする。 

(4) 着手金 

カウンセリング業務を受注した場合には、業務内容を検討し、クライアントと業務

内容について合意した後に、契約金額の50％以内を目途に着手金を請求することがで

きる。 

(5) 実績報酬 

実績報酬とは、業務範囲がはっきりした業務には、標記に示した業務報酬を固定報

酬として設定することができるが、業務によっては、最終報酬額を明示できない場合

もあるので、クライアントと最低報酬と最高報酬を見極めたうえで、業務終了後に最

低報酬に加算することができる報酬をいう。 

 その他注意すべき事項 

異業種との連携 

受注するカウンセリング業務が異業種と連携して行う業務の場合には、契約や

名  称 標 準 日 当（円） 

不動産カウンセラー ７０，０００ 

業務責任者（Ａ） ５０，０００ 

業務責任者（Ｂ） ３０，０００ 

補助者  ２０，０００ 
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報酬について各専門家と十分な協議を行い、受注した業務に支障が出ないように

配慮すること。 

 

 相談業務の報酬 

相談業務は、原則として口頭で行うこととする。 

○ 相談料 

１時間ごとの料金 ………… 10,000円 ～ 20,000円 

 

2 役割・スキル総論 

 

2-1 不動産カウンセリング業務の定義 

我々が取り組んでいるカウンセリング業務の概要を把握するために、ここで業務の定

義について整理することとする。 

実は、ASREC（現 CRE）が「不動産カウンセリング」という教本を 20 年前に出版（日

本語の翻訳本は既に絶版となっている）しており、この教本はカウンセリングの実務基

準に相当するもので、この中に不動産カウンセリングを次のように定義している。 

「不動産カウンセリングとは、不動産に関する販売、賃貸、管理、プランニング、融

資、鑑定評価、意見陳述、その他これらに類似したサービスといった、あらゆるビジネ

ス局面のうちの一部あるいは全ての範囲をも含む、不動産の多様な領域における様々な

問題について要求にかなった公平で偏らないアドバイス、専門的指導、および適切な判

断を行うことである。また、カウンセリングは、これらの機能の一部ないし全てを発揮

することを含む」と。 

この定義によると、不動産カウンセリングの業務範囲は非常に広く、しかも、これら

の全部を実施することのみをカウンセリング業務というのではなく、一部を実施するこ

ともカウンセリング業務の機能として認識されていることに注目すべきである。 

すなわち、非常に大きな不動産プロジェクトの全体をプロデュースすることもあるし、

その中の一部を担当することもあり、全体だけでなく全体の一部であってもカウンセリ

ング業務であると規定している。 それは個人、あるいはコンサル企業は、それぞれ得意

分野を持っているので、クライアントからどういうニーズを受けて、それにどう対応し

ていくか、その組み合わせによって、関わり方が決まってくるからである。 

したがって、自分の得意分野や組織としての処理能力、実績等々を踏まえて、自分が

そのプロジェクトにどのように関わっていくかをプロジェクトメンバーと協議して実行

チームが編成されることになる。 
 

2-2 鑑定評価業務との相違点と関連性 

ここで、少し切り口を変えて鑑定評価とカウンセリング業務との相違点と関連性

について整理してみたい。我々は不動産鑑定士であり、不動産カウンセラーでもあ
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ること 
から、その違いを明確にしておかないと自らがやっている業務の位置づけが不明

確になることに留意すべきである。 
(1) 鑑定評価業務との相違点 

概して言えば、不動産の鑑定評価業務というのは、現に存する不動産を対象とし、

鑑定評価基準に定められた一定の手順を踏んで、対象不動産の適正な価格を求めるも

ので、すでに要式行為が確立している。したがって、当該業務は鑑定評価制度の下で

熟成した要式行為により行われている業務活動であると認識される。では、鑑定評価

の拠って立つべき根拠法令は何かというと、不動産鑑定法、同施行令であり、また、

実務基準は何かというと、言うまでもなく鑑定評価基準、同運用上の留意事項である。 

では、カウンセリング業務についてはどうであろうか？ 不動産カウンセリング業

務で対象とするのは実物不動産だけではない。個別不動産だけでなく、面的広がりを

持つ地域、あるいは建設計画中の不動産をも対象に、更には、将来予測も含めて、ク

ライアントが最善の選択を可能ならしめる方策を提案するもので、選択すべき方向と

それに至るプロセスを個別具体的に提示するものである。そして、クライアントがそ

の提案を実践する場合は、それを支援する。 不動産カウンセリングの主たる業務機能

はこのように整理することができる。 

従って、カウンセリング業務においては結論ももちろん大事であるが、個別具体的

なプロセスと方向性が極めて重要となる。それでは、この業務を直接規制する根拠法

令があるかというと、根拠法令は特に規定されておらず、一般法令による規制のみで

ある。また、実務基準についても、まだ公知の統一基準はない。各社・各個人が自ら

の業務実績やノウハウを蓄積して、実務処理要領を策定し、運用しているのが実態で

ある。 

ここで、鑑定業界における最近の動きについて若干コメントしておきたい。 

昨年８月に、国土審議会土地政策分科会の不動産鑑定評価部会においてまとめられ

た「不動産鑑定評価のあり方」の中間とりまとめの中で、今後伸びが見込める業務分

野として「鑑定評価の隣接・周辺業務」であるコンサルティングが取り上げられた。

この中間とりまとめはその後、本答申され、更に、土地政策分科会の建議の一部に盛

り込まれ、国交省はこれを受けて鑑定法の改正案を取りまとめて、今国会に上程して

いる。 

鑑定法の改正案においては鑑定業者が行う隣接・周辺業務（価格に関するコンサル

テイング業務等）についても不動産鑑定士が行うことを制度的に位置づけ、併せて行

政の監督処分の対象とされることになる。ということは、不動産鑑定士・不動産鑑定

業者が行う業務において不正・不当な対応があった場合、行政は鑑定法に基づいて鑑

定士に対する懲戒処分及び鑑定業者に対する監督処分を行うこととなる。 

これらの動きは、我が国においても隣接・周辺業務として不動産コンサルティング、

あるいはカウンセリングの需要が高まっていることを踏まえ、鑑定業者がその業務を

適正に行い、依頼者の信頼を確保する観点からあるべき方向に措置されようとしてい
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るもので、今後、我々もこの不動産鑑定法の改正及び政省令制定の動き等を充分ウオ

ッチする必要があると思料する。 

また、現在、我が国においては、カウンセリング業務に係る公知の実務基準がない

ことに鑑み、日本不動産カウンセラー会では研修委員会が中心になって、我が国の諸

法令にマッチし、社会・経済情勢を反映した実務基準の策定に取り組んでいるところ

である。できれば２～３年以内に完成すべく企画を練っており、既に全体構想が纏ま

ってきたことから、まず、概論と各論からなる「実務ガイダンス」の作成作業に着手

し、今回、会員の皆様方にその一部を開示することになった、その成果が本冊子であ

る。 

こういう実務基準のようなものは一気に完成させるのは難しいので、本会では部分

を蓄積しながら集大成していくこととしており、まず初版編を本会の会員に提供して、

カウンセリング業務を実施するうえで有用なツールとして活用願うこととしたもので

ある。 

(2) 鑑定評価業務との関連性 

次に、不動産カウンセリングと鑑定評価との関連性について整理したい。 

鑑定業界においては、鑑定部門とコンサル部門とを併設する業者が少なくなく、こ

れらの業者においては両部門が相互に補完しあいながら業務展開されている。例えば、

カウンセリング業務では、何らかの形で不動産の経済価値に関連する案件が多く、カ

ウンセリングのプロセスにおいて、 鑑定評価理論、鑑定評価手法、鑑定評価額等を活

用しながら実施されている。 

一方、鑑定評価業務においてはどうかというと、カウンセリング業務で分析した結

果、例えば個別的要因とその格差率、事業採算分析データ、デュー･ディリジェンスの

調査結果等々を鑑定評価手法の適用段階等で活用している。このように、鑑定評価業

務をカウンセリング業務の一部であると認識すると、両業務の概念を理解しやすいと

思料する。 

前述したように、CRE におけるカウンセリング業務の定義においても、カウンセリ

ング業務の中の一つに鑑定評価を位置づけ、それを含むいろいろな業務がカウンセリ

ング業務であるとしている。従って、カウンセリング業務は鑑定評価業務を包含しな

がら有機的関係を持って展開されるケースが多いということである。 

ただし、当然のことであるが、不動産鑑定士の資格を持たない不動産カウンセラー、

或いは CRE は不動産の鑑定評価を実践することはできないことはいうまでもない。 

 

2-3 不動産カウンセリングの業務区分とニーズの発掘パターン 

(1) 業務区分 

不動産カウンセリング業務については、切り口によってはいろんな区分ができるが、

不動産カウンセラーのコア業務という視点に立って、「不動産カウンセリング業務検

討委員会報告書」から抜粋すると次表のとおりである。 

 



 
 
 

 - 13 -

 

 

図表 1-1  不動産カウンセラーのコア業務 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、別の視点から不動産カウンセリングをカテゴリー区分すると、本冊子の「実

務ガイダンス」における目次が参考になろう。 

第 1 区分としては、「企業・会計に関する不動産カウンセリング」で、具体的には、  

企業評価、企業の財務戦略、企業再生、M&A、事業承継等々。 

第 2 区分は、「不動産に関するファイナンス」で、証券化、REIT・ファンド、ＰＦ

Ｉ等々。次に第 3 区分として、「アセットマネジメント」で、これもカウンセリング

業務のカテゴリーで、具体的には、個人ポートフォリオ、プロパティ･マネジメント、

テナント管理、相続、土壌汚染等々。 

それから第 4 区分としては、「不動産に関する有効活用」で、具体的には、マーケ

早期売却可能価格 ○

早期売却可能シナリオ ○ ○ ○ ○

債権評価(債務総額から見た特定債権者の剰余部
分の把握)

○ ○ ○ ○

債権評価(担保価値から見た特定債権者の剰余部
分の把握)

○ ○ ○ ○

債権回収(ベストシナリオ構築、出口戦略など) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

債権回収(実際の回収業務) ○ ○ ○ ○ ○

赤字企業の企業評価(全体)-再生シナリオ前提 ○ ○ ○ ○ ○ ○

赤字企業の企業評価(個別ライン別)-再生シナリオ
前提

○ ○ ○ ○ ○ ○

キャッシュフロー予測 ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資採算予測(物件ベースのIRR分析など) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

投資採算予測(エクイティベースのIRR分析など) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リスク・リターン分析 ○ ○ ○ ○

資産ポートフォリオ分析(評価系) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不動産ポートフォリオ分析(物件アロケーション系) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

出口戦略 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建物診断 ○

耐震診断 ○ ○

黒字企業の企業評価(全体) ○ ○ ○ ○ ○ ○

黒字企業の企業評価(個別ライン別) ○ ○ ○ ○ ○ ○

土壌調査 ○ ○

建物性能評価 ○ ○

プロパティ・マネージメント(ソフトのみ) ○ ○ ○ ○ ○

プロパティ・マネージメント(ハードのみ) ○ ○ ○

プロパティ・マネージメント(ソフト & ハード) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アセット・マネージメント ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

権利調整(評価を伴う場合) ○ ○ ○ ○ ○

権利調整(利害調整のみの場合) ○ ○ ○ ○ ○

売買代理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相続対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○

PFIないし民営化系
転売不可資産の価値分析(公共財ないし準公共
財？)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最適利用分析(更地の最有効利用の提案ハード
面)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最適利用分析(更地の最有効利用の提案-マー
ケット予測・収支予測面)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存建物の最適化分析(建替え and/or リニューア
ルの提案-ハード面)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存建物の最適化分析(建替え and/or リニューア
ルの提案-マーケット予測・収支予測面))

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最適利用分析(マクロ的視点を踏まえた土地利用
ミックスの提案-ハード面)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

最適利用分析(マクロ的視点を踏まえた土地利用
ミックスの提案-マーケット予測・収支予測・経済効
果・費用便益予測面)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存土地利用の再開発系分析(建替え and/or リ
ニューアルの提案-ハード面)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存土地利用の再開発系分析(建替え and/or リ
ニューアルの提案-マーケット予測・収支予測・経
済効果・費用便益予測面)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

土地利用計画(広義の有効活
用)系<地区～都市～圏域レ
ベル>

不動産系 金融系 金融工学系 法律系 財務分析系 税務系

有効活用系<個別不動産～
街区レベル>

不動産投資・証券化系

新会計制度系

新法対応系

オーナー/テナント・レップ系

業　　　際　　　性

不良債権系(正常債権の場合
もあり得る)

準不良債権(企業再生)系

建築系 土木系
市場調査・

分析系
統計解析系
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ティングと需要予測、立地分析、コンバージョン等々。 

更に第 5 区分は、「タウン･マネジメント」というカテゴリーで、具体的には、まち

づくり、都市再生、再開発関連、土地区画整理関連、市町村合併等々。  

その他、上記に類さない第 6 区分の「その他」のカテゴリーがある。 

(2) 業務発掘パターン 

カウンセリング・ニーズの発掘パターンについて、ここで整理しておきたい。前述

したとおり、極論すれば、不動産カウンセリング･ニーズはどこにでも転がっていると

いえる。自分のごく身近にいる個人から、個人企業、地元企業、上場企業、外資系企

業等々、あるいは地元市区町村、都道府県、あるいは国の機関等々に至るまで、全て

がクライアントに成り得るといっていい。 

そこで、不動産カウンセリング･ニーズの発掘パターンを、大別すると次の二つに集

約できる。その一つは、すでにカウンセリング市場において顕在化しているニーズを、

具体的に獲得するために受注活動を行うことによって案件を受託するパターンである。 

このパターンは、提案営業による受注であったり、競争入札による受注であったりす

るが、いずれの場合も競争を制するためには自社の強力な優位性がなければならない。 

もう一つは、クライアント自身の問題意識がまだ不明確な段階において、カウンセ

ラーが先行して将来顕在化するであろう課題を具体的に分析・整理してカウンセリン

グの必要性をプレゼンすることによって、クライアントの潜在的ニーズを顕在化させ

て業務受注を実現するパターンである。このパターンは、不動産カウンセラーが業務

受託する場合に最も望ましいパターンであり、カウンセラー自身の情報収集力・得意

分野、処理能力等に応じて自分又は自社にふさわしいクライアントをターゲットにし

て提案営業することによって業務受託を実現するものである。従って、ビジネスチャ

ンスは非常に多種多様で、かつ数限りなく広がっているといえる。しかし、このパタ

ーンを成功させるためには、カウンセラー自身が高度な問題発見能力、解決策立案能

力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力等を備えていて、かつ、ある

程度のカウンセリング実績を有していることが必須となるであろう。 

ところで、「どのようなカウンセリング業務が、どこに潜んでいるのか」という素

朴な質問を受けることがあるが、その疑問に対して、まずは「カウンセリングの業務

区分をじっくり精査してみると、どこにどのような業務が潜んでいるか自ずと明らか

になる」と答えておきたい。つまり、業務分類ごとに、その内容を詳細に分析してみ

ると、誰がその課題を抱えているのか、しだいにターゲットを絞っていけるものであ

る。そして、自分の得意分野とする業務とクライアントの分類とを組み合わせたうえ

で、上記の業務開拓パターンのいずれでアプローチするかを選択し、それを実行する

ことによって業務受託が可能となると思料する。 

 
2-4 不動産カウンセラーの役割 

(1) 不動産カウンセラーと依頼者との関係 

不動産カウンセラーの役割について二つの側面から整理したい。 
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その一つはクライアントに対する責務である。我々カウンセラーはクライアントに

どのような責務を負っているかというと、まず、クライアントの課題を正確に把握す

る必要がある。中途半端な問題意識の下にカウンセリングを組み立てると、結果が不

明確なものになってくるし、クライアントのニーズに応えていないということで、業

務報酬を払ってもらえないことにもなりかねない。 

また、自分の能力の範囲内で処理できない問題については、必要に応じて他の専門

家と連携して解決方策を検討し、提示するようにすべきである。 

もう一つ大事な側面は、クライアントに対して我々は何を期待すべきか、というこ

とである。まず、①事実情報を最大限提示してもらうことである。時々生じることで

あるが、クライアントが抱えている課題を解決するために情報は全て提示したといい

ながら、実は肝心な情報を提示していないケースがあり、その情報が実は重大な問題

をはらんでいるということがある。従って、クライアントから事実情報を最大限提示

してもらうことが的確なカウンセリングを実施するために必須であるということであ

る。 

次に、②誠実性である。これは事実情報の開示と関連するが、クライアントが我々

カウンセラーに対して、率直かつ誠実な方法で全ての事実を提示するとともに、カウ

ンセラーから解決方策を提示されたらクライアントの所見を明確に表明してもらわな

いと双方が時間を浪費してしまい、お互いの信頼関係が崩壊してしまう。従って、ク

ライアントもカウンセラーもお互いに相手の期待を裏切らないということが肝要であ

る。 

それから、もう一つ大事なことは③報告書の機密性である。まず、カウンセラーと

クライアントの双方が、成果品である調査報告書は機密性を有することを充分認識す

ることである。つまり、当該業務の報酬が支払われれば報告書はクライアントに帰属

するものとして扱われるが、原則として当初の目的以外に使わないということをクラ

イアントに徹底してもらうことが肝要で、その報告書をもし目的以外に使う場合はカ

ウンセラーに事前了解を求めるべきである。不動産カウンセラーは、そういうことを

クライアントにきちんと認識していただくように努力する必要がある。 

 

2-5 カウンセラーに求められる能力 

カウンセラーに求められる能力として、プロフェッショナルの必須条件、カウンセリ

ング能力、そしてカウンセラーが必要とする能力の３点について整理しておきたい。 

① プロフェッショナルの条件 
これは、釈迦に説法となるかも知れないが、復習を兼ねて申し上げると、「売りも

の」 になる専門性、自立、クライアントとの契約、オプションの思想、成果志向、第

三者の視点、クライアントを唸らせる仮説、実績と信頼、自己鍛錬、プロ意識、人間

性等々があげられるであろう。これらの全てが不動産カウンセラーの必須条件といえ

る。 
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② カウンセリング能力 

次に、カウンセリング能力として必須のものは、第１として問題発見能力である。

同じ現象、同じデータ、同じ情報を見ても、そこにどういう問題が潜在しているのか

を発見する能力がないと、カウンセラーとしての切れが出てこない。 

それから第２として解決策立案能力である。いろいろな仮説を立て、シナリオを想

定して、そのクライアントが抱えている課題を解決するのにベストな方策はどれか、

といった解決策の立案能力が大事である。 

そして、第３として、そういった分析プロセスや集約した解決方策をプレゼンテー

ションする能力で、これも非常に大事な能力といえる。 

それから、第４として変革推進能力である。これを具体的な能力に分解すると、浸

透化・巻き込み能力、プロジェクト推進能力、組織文化変革能力、成果創造能力とい

ったことになるであろう。 

そして、第５として自己価値創造能力を持っていなければならない。これはキャリ

ア・デザイン能力、自己分析能力、自己表現力から構成される能力である。  

その他に、不動産カウンセラーはコミュニケーション能力を持っていなければなら

ない。つまり、トータルな人間関係能力がカウンセリングの各局面で問われるからで

ある。 

不動産カウンセラーは、以上に掲げた能力を全て備えているべきであると思料する。 

③ カウンセラーが必要とする能力 

最後に、カウンセラーが必要とする能力について整理しておきたい。不動産カウン

セラーが、カウンセリング業務を遂行するうえで必要となる能力は、以下の通りであ

る。 

つまり、資産価値の分析、リサーチの実施、経営実績の評価、投資成果の予測、目

的達成のための計画策定、問題及び機会の抽出と定義、市場調査、投資シナリオの設

計、当事者間の交渉と仲裁、個々人の行動を引き起こすための説得、開発プランの策

定、専門的証言の提供、不動産サービス提供者の養成等々である。 

ただし、不動産カウンセラーはこれらの全ての能力を備えていなければならないと

いうことではなくて、自分の得意分野のカウンセリングを的確に実践するために、上

記のうち、どのような能力を備えていなければならないかという視点で整理していた

だきたい。 

 

2-6 不動産カウンセリング業務の今後の展望 

最後に、不動産カウンセリング業務の今後の展望について言及しておきたい。 

従来、カウンセラー業務の柱となるべきものと考えられていた土地活用プロジェクト

における本格的なプロデュース業務以外にも、最近では、カウンセラーが行うことが適

切であると考えられる新しい業務分野が、大きく広がりつつあることを認識していただ

きたい。これは、他の業界にはほとんど見ることのできない極めて有利なポジションで

ある。このことを正確に認識し、このフォローウィンドを生かすことができるかどうか
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が、将来のカウンセリング業務を発展させる鍵を握っているといっても過言ではない。 

そこで、最近のニーズから考えたカウンセリング業務について具体例を示して整理し

てみると、 

第１に、不動産に関する様々な実証的データの収集と提供 

第２に、それらのデータの的確な分析と方向性の指摘 

第３に、不動産が有している様々な将来の活用可能性についての現実的な選択肢の

提案 

第４に、様々な選択肢の中からクライアントが最適投資判断を行うにあたっての助言 

第５に、クライアントが決定した不動産に関する投資・管理行動の適否・評価  

更に、第６として、これらの行為に関して専門家として説得力のある説明を行うこと 

等々である。 

ただし、これらの新しいカウンセリング業務を実施するためには、不動産カウンセラ

ーは少なくとも、実証的データの収集力・分析力、あらゆる可能性に対するシミﾕレーシ

ョン能力と最適解の予測・抽出能力、カウンセリングの業務内容全般に対する説明能力

を備えていなければならない。 

ところで、「不動産カウンセリング業務検討委員会報告書」においては、「不動産プ

ロジェクトにおける様々な立場の専門家の係わり合い」が図解 (下図を参照) されており、

この図をじっくり分析していただくと、不動産に関する様々なプロジェクトにおいて、

様々な立場の専門家が“コンサルタント”として登場することを的確に示している。そ

して、各専門家は、それぞれの専門領域において、それぞれの資格者の拠り所となる法

規、規範に基づき、専門家としての中立性、専門性を保持しつつ、不動産プロジェクト

の中で与えられた役割を果たすと同時に、その専門領域を基盤として関連領域の機能を

高め、プロジェクト全体の中での役割の拡大を図ろうとしていることが如実に伺える。 

 

図表 1-2 不動産プロジェクトにおける様々な立場の専門家の係わり合い 
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現在、カウンセラーが直面している重要課題の一つは、最近のプロジェクトの実施

において、不動産が生み出す価値に関する判断を不動産鑑定士という立場で正常価格

だけを提示していたのでは、プロジェクトの構成員から相手にされなくなるというこ

とである。つまり、カウンセラーは、不動産鑑定士の立場を超える不動産の価値の評

価を担うプロとして、リスク評価や将来性の評価の成果を提供しなければその存在理

由がないと言っていい。 

従って、不動産カウンセリングに対する新たな社会のニーズは、「不動産カウンセ

ラー＝不動産鑑定士」ではなく、「不動産カウンセラー≠不動産鑑定士」という専門

家に向けられており、我々はこのことを充分認識しておくべきであろう。 
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第２章 標準業務フロー 

 

本章は「標準業務フロー」について、筆者が自分や同業の仲間の実際の業務経験から整

理した業務プロセスを基礎として、アメリカ不動産カウンセラー協会が、不動産カウンセ

リング業務ガイダンスとして、刊行した「不動産カウンセリング」（Real Estate Counseling）

訳文２を参考にしてまとめたものである。「標準」とはいうものの、文字通りカウンセリン

グ業務であることから案件ごとに様相を異にする事案に対処するので、当該事案に最も適

した業務段取りで対処していく業務フローが合理的なものであり、厳密には「標準業務フ

ロー」などはないのではないかと思われる。従って、ここでは「一つの標準業務フロー」

としてご紹介することにする。しかしながら、一つ一つ紹介した問題点は、職業的専門家

たる不動産カウンセラーが専門家意識を持って、緊張感を持って、不動産カウンセリング

事案を処理していく過程で職業的専門家として留意しなければならない事項であり、これ

らを一応標準的と筆者が考えた業務フローの過程に置いた手順として以下整理した。 

 

１ 不動産カウンセリング業務開始前の準備（前提資質） 

不動産カウンセラーが不動産カウンセリングの専門家としてその業務を遂行するには

それ相応の不動産カウンセラーとしての高度の資質が要求される。不動産カウンセリン

グは、不動産カウンセラーが自分を（不動産鑑定士でもない、弁護士でもない、公認会

計士でもない、税理士でもない、建築士でもない、不動産仲介業者でもない、その他何

者でもない）独立した固有の職業的専門家たる不動産カウンセラーとしての認識を持っ

て、その報酬をとって行う請負業務である。ここで、専門職業家たる不動産カウンセラ

ーの業務認識及び専門職業家たる不動産カウンセラーとしての報酬認識は重要な要件で

ある。他の業務のついでの業務として従事するのではなく、独立した固有の業務である

ことの認識が重要である。そして、不動産カウンセリングは、不動産カウンセラーの高

度な識見と豊富な経験に基づく調査、分析、予測、判断、信頼関係を基礎とした依頼者

との良好なカウンセリング関係によって行われる。 

不動産カウンセラーは、「広範な文化的事象についての認識力と理解力、そしてそれ

らに対する旺盛な知的好奇心とをもつ、熟練した、分析力のある人物でなければならな

い。カウンセラーは、不動産の開発、ファイナンス、マーケティング、マネジメントな

どに伴う諸問題をすばやく把握できなければならない。また自らの教育的・経験的背景

のみでは十分な解答を提供できない場合には、これらの問題に対する解答がどこで見い

出しうるか、ということについて正しい知識を持っていなければならない。」３ 

このような高度の識見は普段から研修や研鑽を積み重ねていかねばならないであろう。

                                                      
２ 不動産カウンセリング研究会訳（株）清文社 1989 年発行「不動産カウンセリング」以下、同書

よりの引用は「 」で表示し、注書きでページ数を示す。 
３ 21 ページ 
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不動産カウンセラー会、日本不動産鑑定協会、都道府県不動産鑑定士協会、日本不動産

研究所、住宅新報社、その他、法律・税務会計・建築等の関連機関の主催する研修会や

講演会、仲間同士の研究会や勉強会、書籍やインターネットによる知識習得等々の研修・

研鑽は必要である。また、多様な価値観へ配慮する識見を身につけるためにも、不動産

のみならず金融、経済、法律、環境問題、社会福祉問題等の社会科学はもちろんのこと、

人文風土、歴史、芸術等の文化全般についても研鑽を積む必要がある。最近は大学のオ

ープンカレッジが駅至近に開設され、多分野にわたり講義がもたれているので活用する

こともできる。都心の某大学オープンカレッジの講座案内から２、３紹介すると「江戸

東京の都市と建物」とか「銀座の柳と史跡を訪ねて」とか「浮世絵研究」とか地域に関

係のある講座が目を引いた。 

不動産カウンセリングは、不動産カウンセラーと依頼者との関係を中心に、プロジェ

クト完成に向かって、或いは、事案の問題解決に向かって、依頼者の目的を達成せしめ

るようにカウンセリングして行くのであるが、他の専門家と決して競合するものではな

く、むしろ、積極的に他の専門家の専門的能力を活かすことによりプロジェクトや事案

全体を不動産カウンセラーが中心となり、マネージする（まとめる）役割を果たすこと

が望ましい。そういう観点からでも、高度な識見と豊富な経験を基礎とした人格者とし

ての資質が不動産カウンセラーには求められるのである。 

また、職業的専門家として当然のことではあるが、不動産カウンセラーには、職業倫

理と誠実性が要求される。「カウンセリング・サービスの価値は、カウンセラー個人の

誠実さに左右されるのである。どんなに多くの取引知識、技術的専門知識、意思疎通の

技能があったとしても、カウンセラー自身における誠実さ、勇気、公平さなどの欠如を

補うことができないのである。従って、新たに業務を委託しようとする依頼者が最初に

直面する意思決定は、職業的専門家として適格であると同時に人格者として適格なカウ

ンセラーの選択ということになるのである」４ 

 

２ 不動産カウンセラー業務の手順（フロー） 

一つの標準的な業務フローの過程として下記のようなフローが考えられる。各過程の

業務についての解説は３において行う。 

1 依頼者（個人、会社、団体）分析 信用調査、性向調査、経済的背景調査、法

律的背景調査、社会的背景調査等々依頼者

の置かれた事情（ポジション）を依頼案件

聴取に当たって知る必要がある。 

          ↓ 

2 依頼案件の聴取、整理、分析  依頼者が直面していると思っている問題

の聴取→事実関係整理→依頼者も気付い

                                                      
４ 16 ページ 
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ていない諸問題点の発見→依頼者が直面

している真の問題点確定 

          ↓ 

3 カウンセリング業務範囲の概要把握と

実施計画策定 

業務範囲概要把握→業務態様（問題解決型

か、コーディネーター型か、報告書型か）

見積→対応能力（場合によっては他の専門

家を含めたマンパワー）見積→業務遂行期

間（期限）見積→予算検討→報酬見積 

          ↓ 

4 カウンセリング業務関係確立（契約） 依頼案件合意、業務範囲合意、期限合意、

報告書形式合意、報酬額合意（定額報酬か

修正報酬か実績報酬か成功報酬か時間報

酬か） 

          ↓ 

5 カウンセリング業務開始  調査、資料収集、分析、結論・提案説明、

新しい問題発生した場合は上記１乃至４

のフローを経由して従来の業務と併せて

業務遂行 

          ↓ 

6 報告書作成・提出 依頼目的に対応せしめるためにも依頼者

と打ち合わせの上作成し提出 

          ↓ 

7 依頼者の意思決定（問題解決） 意思決定ツール活用 

          ↓ 

8 案件フォローアップとアフターケアー 次の案件への発展 

 

３ 各過程の業務についての解説 

(1) 依頼者（個人、会社、団体）分析 

依頼案件を聴取するにあたって事前に依頼者のことを知る必要がある。カウンセリ

ング業務は知識の寄せ集めというテクニカルなことではなく依頼者との人格的な関

係・信頼関係が重要で、これが中心となって業務を進めていく必要があるために依頼

者について知っておく必要がある。事業体であれば業績はどうか、財務内容はどうか、

経営陣の能力と経営の伝統はどうか、その経営性向は伝統的にどのようであるか、法

律的な問題あるいは社会的な問題を抱えていないかどうか、依頼者は自分の事業の将

来性につきどのような展望を有しているか、更には、そのような将来展望が市場では

どのように評価されているか、依頼案件とこれらの事情とはどのような関係にあるか、
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等々知る必要がある。また、「カウンセラーは、依頼申込人が、専門的アドバイスを

求めたり受け入れたりする為の準備ができているか、進んで受け入れるか、あるいは

それを受け入れる能力があるか、についてできるだけ早く見極めるべきである。また、

カウンセラーは、依頼申込人がカウンセラーの職務を利用するとき、何らかの隠され

た動機を持っているかどうかを速やかに見分けるべきである。カウンセラーはこの種

の動機を発見した場合には、厄介かつ非専門的かつ不適切なビジネス関係を招くよう

な依頼から速やかに手を引いた方がよい。」５ 

また、依頼案件が依頼者にとって切迫した問題となっているのか、あるいは、長期

的な目標を掲げて達成していく問題なのかをも判断して対応していかねばならない。 

以上、要するに、依頼案件を正確に把握し正確に対応する為にも、依頼者がどのよ

うな状況の中に立たされているかを正確に知る必要がある。依頼者が日頃から継続的

なカウンセリングの関係にあり、よく知り尽くしているという関係にあっても、新し

い案件を引き受ける場合においては、その時点での依頼者についての諸情報のバージ

ョンアップを心がけるくらい慎重にして、依頼案件の聴取へと入っていったほうがよ

い。 

(2) 依頼案件の聴取、整理、分析 

依頼案件の聴取には忍耐が必要である。信頼関係を基礎とした依頼者とのカウンセ

リング関係を構築する契機となるからである。もちろん、関連事実情報や関連資料は

全てディスクローズしてもらい、これらを整理しながら聴取を続けるのである。自分

の都合の悪い事実はディスクローズしにくいのが常である。これも信頼関係を基礎と

した依頼者とのカウンセリング関係を構築するためには、依頼者が関連情報を全部開

示するように粘り強く教育していく必要がある。依頼者は専門家でないので気がつか

ずに情報を開示していないのかもしれない。または能力的に開示に制約があるのかも

しれない。依頼案件聴取には忍耐が必要である。カウンセリングを効率的に遂行する

には関連情報開示は必須であり、カウンセリング業務の成否にかかわってくる。 

依頼案件の依頼者による説明聴取の後、依頼者が直面している問題は何か、カウン

セリングに求めるものは何か、を聴取することが大切である。カウンセリングの業務

範囲を確定する基礎となるからである。 

依頼者による説明終了後、カウンセラーは事実関係を整理する。場合によっては、

独自の調査を行うことにより聴取した事実関係を補い、案件の全体像を整理する。こ

の段階で往々にしていろいろな問題点が存在していることが判明することがある。 

一般の人たちはもちろん、不動産カウンセラーや不動産鑑定士以外の専門家でも不

動産といえば土地と建物という程度の認識しかないのが普通である。不動産に詳しい

弁護士においてもそうである場合が多い。不動産カウンセラーは、その前提となる資

格である不動産鑑定士としての多くの不動産鑑定評価実績を持ち、加えてその研究・

研鑽・経験を積みながら、これらを基礎として不動産についてのカウンセリング業務

                                                      
５ 24 ページ 
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に従事しているものである。不動産、特に土地は人間との関わりあいにおいて多様な

権利態様の対象とされる中にあって、不動産鑑定士は、これらの権利態様を分析・整

理した上で把握し、権利の経済的価値を鑑定評価することを専門とするものであるこ

とから、これらの権利態様の分析･整理については不動産鑑定士が、従って、不動産カ

ウンセラーが特にすぐれてなしうる。 

以上のように、不動産カウンセラーが事実関係を整理すると、真の問題点が明確に

なってくる。依頼者が直面していると思い込んでいた問題点は実はさほど大きな問題

点ではなく、不動産カウンセラーによる事実関係の整理によって顕在化した問題点が

実はより重要な問題点であり、カウンセリングの対象となるのは、この問題点である

ことが判明するのである。不動産についての真の専門家は不動産カウンセラーである

ことも同時に判明するのである。（ここで誇って傲慢になってはいけないと自戒する

ことも不動産カウンセラーの資格要件でもある） 

この依頼案件の分析は、前項の依頼者分析とも関連してくる、依頼者の依頼案件に

対する態度も重要な要素となる。積極的か否か、長期的な目標で案件に取り組もうと

しているのか、あるいは、短期的に達成しようとしているのか、優先順位については

どのように考えているのか、等々の依頼者の案件に対する態度も軽視できない。 

以上の依頼案件分析により、真の問題点が判明し、依頼者もこれに納得すれば、カ

ウンセリング業務の対象となる真の問題点が確定するのである。 

(3) カウンセリング業務範囲の概要把握と実施計画策定 

この段階では、必要なカウンセリング業務を具体的に列挙し、業務範囲を明確にし

て全体としての業務実施計画を策定する。業務範囲を明確にすることに関連して、カ

ウンセラー業務の態様についても検討されるべきである。問題解決型か、コーディネ

ーター型か、報告書提出型か、その態様如何によっても業務範囲が異なってくる。 

業務範囲を明確にした後、対応する業務実施能力についての分析が必要である。自

分ひとりで十分か、事務所スタッフ何人何日必要か、他の不動産カウンセラーとの協

働が必要か、他の専門家とのチームワークによるのか、その場合自分が元請で他の専

門家は下請か、あるいは、自分はコーディネーターでチーム全体の責任で業務を遂行

するのか、等々検討する必要がある。これらは依頼者の依頼案件の重要度等の事情、

その案件に許容される予算の額、業務遂行期間（期限）等にも左右される。 

今、我々は次の段階である契約締結、すなわち、信頼関係を基礎とした依頼者との

カウンセリング関係を確立する直前の詰めである報酬問題について明確にしておかな

くてはならない。業務範囲、業務態様、対応能力、業務遂行期限、報酬額は、カウン

セリング契約の重要な要件となるからである。 

不動産カウンセラーの報酬はカウンセリング業務の重要な要件である。不動産カウ

ンセリングは、前述したよう、不動産カウンセラーが自分を（不動産鑑定士でもない、

弁護士でもない、公認会計士でもない、税理士でもない、建築士でもない、不動産仲

介業者でもない、その他何者でもない）独立した固有の職業的専門家たる不動産カウ

ンセラーとしての認識を持って、その報酬をとって行う請負業務である。ここで、職
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業的専門家たる不動産カウンセラーの業務認識及び職業的専門家たる不動産カウンセ

ラーとしての報酬認識は不可欠な要件である。 

残念なことに不動産カウンセリング業務報酬について我が国では未だ熟成していな

い。知的作業に対して敬意が払われ、それに見合う報酬が払われる傾向が強い米国の

報酬システムも参考にならないと思われる。社会のでき方や多分に価値観の問題でも

あるからである。不動産カウンセラーはこの報酬問題について、粘り強く実績を積み

重ねていき、依頼者を教育していかなくてはならない。 

不動産カウンセリング業務の報酬は、アメリカにおいても、多様であるものと理解

されているようである。「専門報酬の決定方法は多様である。それらは、業務の性質、

依頼者との関係、カウンセラーの全般的な専門知識ならびに個別的な問題に関連した

専門知識の程度、業務に要した時間、問題の複雑さ、問題の重要性等によってある程

度影響される。カウンセラーが個別の問題を解決するために費やす時間や日数だけで

はなく、一定の知識、経験、および判断を生みだすための累積年数も報酬の要素とな

るべきである。また、最近得た経験は、カウンセラーが新しく取り組む業務において

報酬を決めるうえではより重要になる傾向がある。しかし、相当の過去であったとし

てもカウンセラーが多様な経験に身を置いてきているということは、彼の価値と現在

の分析能力の双方に影響を与えるのである。いかなるカウンセラーであっても、その

成功にとって重要な一つの要素は、誤りを犯したことがあるという事実である。“そ

のような状況にいた”ことによって、彼は現在の問題をよりうまく認識することがで

き、また解決に対してより有効に貢献することができるのである。この分野では、カ

ウンセラーの数に匹敵するほどの報酬決定方法が存在するといっても過言ではない」６

と言われている。 

業務範囲が明確に確定できる場合は定額（固定）報酬を提示しても理解されやすい

のではないかと思われる。また、不動産カウンセラーは職業専門家であるから実績報

酬は許されるが成功報酬は適切ではないのではないかという意見もある。 

報酬は予算とも関係する。依頼者の予算が十分でなく、依頼案件が重要なら、依頼

者の考え方を変えてもらって予算を増額させ相応の報酬額とするように努力するべき

である。どうしても予算増額がかなわない場合は、不十分な報酬で我慢するか、案件

を断るか思案のしどころである。長い目で見て今貸しを作っておいても大丈夫か依頼

者分析に懸かっている。 

職業的専門家は時間報酬を積極的に採用するように努力してみてはどうであろうか。

職業的専門家として誠実に仕事をして時間を費消したのであるから案件の成否にかか

わらず報酬に値する。時間当たりの報酬額をいくらにするか、社会的な認識や評価と

も関連して、悩むことになるかもしれない。７ 

                                                      
６ 26 ページ 
７
 時間報酬について、ある試論を参考までに紹介する。 

１ A 不動産カウンセラーは、その能力、経歴、社会的地位、事務所構成、家族構成から年俸1000 万円保
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(4) カウンセリング業務関係確立（契約） 

前３項のプロセスを経て、依頼案件の合意、業務範囲の合意、期限の合意、報告書

形式（宛先、使用目的制限、責任の範囲、等々）の合意、報酬についての合意、等主

要な項目についての合意ができたらカウンセリング業務契約の運びとなる。 

カウンセリング業務は単に知識の受売りというテクニカルなものではなく、カウン

セラーと依頼者の信頼関係を基礎としたカウンセリング上の関係が積み重ねられて進

められていき、この契約はその出発点となるので、正確に確固としたカウンセリング

業務契約を締結できるか否かは、カウンセリング業務の成否を左右することとなる。 

我が国は米国と異なり、細部にわたる事項を契約書に作成するという風土ではない

が、上記の主要な項目についての合意事項は文書化しておくべきであろう。依頼者の

情報開示義務の明記とカウンセラーの守秘義務条項も重要であろう。 

(5) カウンセリング業務開始 

契約締結後、いよいよ業務開始である。不動産カウンセラーは、既に、職業専門家

として経験を積んでいるので、具体的な業務の進め方については特段の説明は必要な

いと思われる。調査、資料収集、分析、中間報告、業務続行、新しい問題点発生、新

しい問題点について、調査、資料収集、分析、中間報告、等々を繰返し、最終報告書

提出の目標に向かってカウンセリング業務を進めていくのである。 

ここで留意しなければならないのは、新しい問題が発生した場合は、その新しい問

題につき上記1ないし（4）のフローの業務プロセスがやはり必要であるということで

ある。というのは、依頼者の置かれた経済･法律・社会的状況も時間の経過とともに事

情が変わっていることはありうるからである。 

また、最近の特徴として、インターネットによる資料収集が効果的である。分析も

パソコンを最大限活用することになろう。しかしながら、資料に埋没し、パソコンに

頼りすぎて、高度の識見と豊富な経験に裏打ちされた不動産カウンセラーの判断の輝

きが低下しないように留意しなければならないであろう。 

                                                                                                                                                            
障されることが社会的妥当性を有するものとする。 

２ 彼の年間の報酬対応執務時間は 42週の 1470 時間とする。 

   ∵7時間/日ｘ5日/週ｘ42週/年＝1470 時間/年 

   ∵42 週/年＝52週/年― 年末年始１週/年 

― 盆１週/年 

― 年次休暇４週/年 

― 社会的奉仕活動等4週/年（社会奉仕、国家奉仕、国際奉仕、自己研鑽等で4週） 

３ ∴時間当たり必要報酬額 

  ＝10,000,000 円/年÷1,470 時間/年÷優良事務所労働分配率（ 1 / 3 ）≒20,000 円/時間 

４ 単純な試論であるが、時間2万円以上の妥当性を主張できるのではないか。 

 不動産カウンセリング業務を発展せしめて行くためにも報酬を積極的に請求して行くことも大切では

なかろうか。 
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(6) 報告書作成・提出 

当初依頼者と合意した報告書形式・内容であるか否かチェックし、場合によっては

依頼者との打ち合わせも必要かもしれない。報告書の宛先は依頼者とするのか否か、

報告書の使用目的を制限するか、カウンセラーおよびカウンセリングの責任の範囲を

明確にしておくか、も留意しておくべきであろう。 

(7) 依頼者の意思決定（問題解決） 

不動産カウンセラーの役割は、依頼者の依頼案件の問題解決もしくは目的達成に向

けての依頼者の意思決定・判断に至る過程に密接に関与し、依頼者が目的を達成でき

るようにすることである。不動産カウンセリング業務は、単なる知識の寄せ集め的な

テクニカルなものでなく、カウンセラーと依頼者の信頼関係を基礎としたカウンセリ

ング上の関係が積み重ねられて進められていくのである。近時においては、カウンセ

ラーがパソコンを使用しての分析結果を提示することによって、カウンセリング業務

における依頼者の満足度は大きくなっているようである。 

標準偏差測定や回帰分析や相関分析等の統計分析手法、DCF 分析や内部収益率 IRR

計算等のキャッシュフロー分析手法などよく知られた手法を用いてのカウンセリング

業務は依頼者の理解を助け、その満足度を高める。最近では、解析的解法が困難であ

る場合の代わりにモンテカルロ・シミュレーションのようなシミュレーション手法や

証券投資分析手法も活用されるようになってきている。不動産カウンセラーはますま

す自己研鑽が求められるようである。 

(8) 案件フォローアップとアフターケアー 

依頼案件のカウンセリング業務が終結した後も、案件がどのように発展、成長して

いるか、我が子の成長を見守るように、案件を見守っていく情熱と誠実性が必要であ

る。この情熱と誠実性が次の案件を呼び込むことになるかもしれない。 
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第３章 カテゴリー別カウンセリング事例 

 

1 企業・会計に関する不動産カウンセリング 

 

【総論】財務改善による企業のリスクマネジメント 

1. 財務改善が必要な中小企業の実態と不動産コンサルタントの役割 

中小企業の財務改善というのは、ほとんどのケースは日常的な資金繰りの改善を目

的としているケースが多くなる。資金繰りが悪化している理由としては大きく次のよ

うなパターンがある。 

(1) 売上の減少・経費の増加等により、営業利益が確保できず、慢性的な赤字経営とな

っているケース 

(2) 営業利益は確保できているが、営業債権の滞留、在庫の増加等により、営業キャッ

シュフローがマイナスとなっているケース 

(3) 営業キャッシュフローは確保できているが、借入金の返済等の財務キャッシュフロ

ーのマイナスが営業キャッシュフローでは賄えないケース 

(4) 過剰投資資産の含み損により、実質的な債務超過に陥っており、資金調達を含む信

用取引等が不能に陥っているケース 

上記の会社は、いずれのパターンにしろ、資金繰り倒産の危険がある会社といえる。 

また、上記１及び２のパターンは営業的な改善が中心となるから、経営者等が真剣

に取引先との取引状況の改善や徹底的なコストマネジメント（無駄なコストを削減し、

必要なコストを確保する）を行うことが必要となる。 

しかし、３及び４のパターンの場合は、経営者だけの力では解決できない場合が多

く、金融機関の協力や資産活用・資金調達のアドバイスができるコンサルタントの協

力が必要とされる。 

特に不動産への過剰投資により、過剰債務を抱えてしまった会社の場合、不動産の

プロがその不動産をどのように処理していくかを慎重に検討する必要がある。処理の

方法としては売却か保有かという大きくわけて２つの判断となるわけであるが、その

判断を間違ってしまうと、企業の息の根を止めてしまう結果になる場合がある。 

例えば、売却することによって債務の圧縮は図れるが、売却代金ですべての債務が

返済できない場合、不動産から生まれていたキャッシュフローがなくなり、かえって

資金繰りが悪化してしまう場合がある。また、今まで含み損となっていた保有不動産

の値下がり損が表面化して、バランスシート（貸借対照表）が債務超過となり、対外

的な信用を確保できず、資金調達や信用取引が出来なくなってしまう場合もある。税

務･会計的にも、青色申告法人の欠損金の繰越し期間は５年（16年改正で７年に改正）

間となっているので、売却によって表面化した不動産の損失の額が５年（又は７年）

間の営業利益等で消せるのであれば、問題は少ないが、５年（又は７年）間で消せな
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いとその後は、税金を支払い後の税引き後利益で損失を消さなくてはならなくなり、

負担がかなり大きくなる。 

また、売却をしないという選択をした場合も、営業に必要のない資産をバランスシ

ート（貸借対照表）に抱えたままになり、自己資本比率の悪化、総資産利益率の悪化

等、財務評価に大きなマイナス点となる。また、何よりも含み損のある不動産等を抱

えているということは爆弾をずっと抱えているのと同様で根本的な解決にならず、問

題を先送りしているだけになる可能性もある。 

このように、過剰投資不動産を所有している会社の財務改善策を検討するにあたっ

ては、不動産のプロ、税務･会計（財務）のプロ、金融のプロ等がチームを組んで、経

営者と一緒にその判断をしていくことが必要となる。 

また、中小企業の財務改善だけではなく、保有している不動産を売却したり、取得

したりする場合の判断は、不動産だけを見て判断するのではなく、FP 的な視点でその

不動産を持っている企業や個人の財務状況やキャッシュフローの状態、将来の相続、

事業承継の問題等などを総合的に判断しながら、その不動産を売却すべきかまたは投

資すべきかの判断をするのが重要であり、投資不動産の良し悪しを判断したり、売却

価額を決定するという不動産そのもののアドバイスとは別の視点でのコンサルティン

グが必要とされている。 

そういう意味では、不動産コンサルタントのあり方自体も、かなり変化しており、

多角的な知識と経験が必要になっており、金融や財務･税務に精通している不動産コン

サルタントは、時代のニーズに合致していると感じる。 

 
2. 財務リスクマネジメントにおける会計の役割 

(1) 日本の会計制度の概要と問題点 

まず、日本の会計制度の概要を簡単に説明させていただく。 

日本の企業の場合、99％が非上場の中小企業で、その多くはオーナー経営者が支配

している同族会社となっている。そのようなオーナー企業は同族関係者が支配株主と

なっており、株式公開をしていないので、主たる会計の目的は、企業活動に対して計

上される税金（法人税・事業税・消費税等）を計算するために、そのベースとなる課

税所得金額を正確に求める手段として会計が使われているといっても過言ではない。

ただ、それは本来の会計の目的から少しずれており、非上場の同族会社にとっての会

計とは、何のためのものかということを見直す必要がある。 

日本の会計の基準は通称トライアングル制度と呼ばれており、三つの法律（商法・

税法・証券取引法）に従って会計のルールがつくられているが、それぞれ法律が求め

ている目的が違うため、会計のルールも当然違ってくる。 
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図表 3-1 会計制度の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

まず、証券取引法に関しては、基本的に株式公開企業に対して適用されているので、

株式を公開している企業が株主に対して適切な企業情報を提供できるようにするため

の法律と会計のルールになっている。つまり、この会社に投資をしても大丈夫かどう

かということの判断がきちんとできるように、企業の情報（IR 情報）開示のルールを

法律で定めておいて、投資情報の不備によるトラブルを回避することを目的としてい

る。したがって先ほど述べた 99％の非上場の同族会社にはあまり関係のない法律であ

る。 

次に、商法は全ての企業に関係するが、商法はもともと企業間で商売（商取引）を

行ううえで、その当事者間が損失を被らないまたはリスクを負わないためのルールで

ある。初めての相手と取引を開始する場合、相手先企業の実態を認識し、取引上発生

するリスクの大きさを判断することが必要となる。商社などは必ず取引先企業の決算

書の提出を求めるが、それは大企業が中小企業と取引をするときに中小企業の財務状

況をチェックしておかないと、相手企業の財務状況の悪化により、掛売りで売った商

品の代金回収ができないといった問題が発生してしまうため、必ずそれをチェックす

る必要があるということである。また、その場合に一定のルールのもとに、取引をし

てもいいかどうかの判断ができるような情報が開示されないといけないので、そのた

めのルールが商法でも定められることになる。 

例えば、商法の規定の中に「最低資本金制度」というのがある。最低資本金は、株

式会社は 1000 万円、有限会社は 300 万円とされている。資本金が大きければ、その企

業は資本金の分だけ支払い能力を有しているという判断ができると考えられるため、

「株式会社」という名称で、1000 万円のお金が法人設立に際して払い込まれていると

判断ができるし、「有限会社」では 300 万円の払込金があるということが最低限わか

制度会計（財務会計、税務会計）

商 法商 法

税 法
（法人税法）

税 法
（法人税法）

証券取引法証券取引法

企業会計原則企業会計原則
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るという意味で、最低資本金という制度がある。 

それでは最低資本金制度により、本当に安全な取引ができるかというと、ご存知の

とおり、答えはノーである。例えば、株式会社で 1000 万円の資本金が払い込まれてい

ても、その会社が資産の額より債務の額が上回る債務超過状態に陥っていたとすれば、

安全な取引が出来ない会社であると判断することが必要な場合もある。そして、この

ような実態にそぐわない形式的なルール（商法の規定等）は、それをどのように実質

的なルールにしていくかということが、昨今のそして今後の商法改正の課題となって

いる。 

前述のとおり、商法は商取引を安全に行うためのルールだが、現実には企業の商取

引における商法の役割としてはあまり重要な役割を果たせなくなっており、形式的な

ルールになってしまっているのであれば、それは取引当事者間でお互いにリスクマネ

ジメントを行う必要があるということになる。また、商法違反をした場合の罰則規定

もそれほど厳しいものではないため、商法の規定を守らない（知らない）中小企業も

多くある。大企業であれば、商法違反があると、株主や債権者若しくは社会から厳し

く追及され、経営者責任が問われる場合もあるので、守らなければいけないのだが、

自分が株主で自分が社長の会社の場合、商法違反をしても追求されない可能性が高い

ので、ルールとしての厳格性があまりないともいえる。 

一方、税法はどうかというと、税法を守らないと大変大きなペナルティーが課され

る。まず法人税や所得税という直接税の税率が高いうえ、過少申告加算税や重加算税

という罰金が重くかかってくる。例えば重加算税の場合、本税の他に 35％の税率の重

加算税がかかり、さらに本税に対しての延滞税等の利息に相当するペナルティーがか

かるので、実効税率が 100％を超えてしまう可能性が出ている。税率が 100％を超える

というのは所得課税において不合理なのだが、課税の公平を守るための罰則規定と考

えれば仕方がないともいえる。つまり、税法違反に対するペナルティーは経済的に大

きなリスクが伴う。もちろん、税金の追徴だけのペナルティーでは済まなくて、刑事

罰も発生する。脱税事件で経営者が逮捕されるということが発生すれば、社会的信用

も失墜し、その面からも経済的なリスクはさらに大きくなる。このように脱税に対す

るペナルティーが大きいことは、中小企業の経営者でも理解しているので、税法は守

らなければいけないと考えており、そのことから中小企業の会計ルールが税務会計中

心となることは仕方がないことかもしれない。 

では税務会計は何を目的としている会計かというと、税金を正確に計算することを

目的としている。従って、本来株主や債権者から見れば、表面化する可能性が大きい

リスクについては、早めに損金や引当金計上して、リスクの分散化を図りたいわけだ

が、税法は実現していないリスクを損金化することについては、厳しい姿勢を取って

いる。 

一つの例で銀行の不良債権処理の問題を取り上げてみよう。銀行も営利企業である

ので、確定決算に基づき納税額を計算して国や地方自治体に税金を納めている。一方、

銀行は金融庁（国）の管轄下にあるので、不良債権の早期処理に関しては、債権区分
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に応じた引当金等を当てて早期処理をすることを求められる。ここでは金融庁が一般

企業でいうところの株主や債権者にあたるものといえるかもしれない。つまり、株主

から適正な債権の額の表示を求められていることになる。引当金の計上により、債権

の額を圧縮して回収可能な適正な債権額に修正すると同時に、引当金相当額が損金に

計上され、資本の部はその分減少することになる。したがって、貸し倒れは発生して

いないが、将来発生する可能性の高い債権の一部を早期に引当金で損金経理して、償

却しておくことで、実際の貸し倒れが発生した場合の損金額を緩和（圧縮）する機能

を求めている。もう少し具体的にいうと、例えば、将来 100 万円の損失が発生する可

能性がある債権に対して、40万円相当の引当金を計上して早期に損金算入しておけば、

将来 100 万円の損失が実際発生した場合、40 万円は引当金を充当して、差額の 60 万

円だけがその期の損金になるということで、損金の計上額を分散することで、リスク

マネジメントを行う目的で使われる。そのため、銀行の保有する債権についても、債

権区分に応じた一定率の引当金を当てることを義務付けている。 

では、任意でまたは金融庁の指導基準で引き当てられた引当金は、税法上の損金に

該当するかというと、税法ではもっと厳格な貸倒金額の損金算入規定があり、債権の

回収が原則としてできなくなった時点でしか貸し倒れの損失の計上を認めていないの

で、税務上の損金に該当しない。つまり、不良債権の早期処理に伴う引当金計上は、

有税による償却ということになる。有税償却を行うと会計上は損金が計上されるが、

税金計算上はそれを損金としないで税額を計算するので、償却により損金の計上と税

金という損金の計上のダブルで資本の部が減少する。銀行にとって、資本の部が減少

することは、自己資本比率規制（BIS 規制）に影響が出てくるため、深刻な問題とな

る。 

それを救済するのが、税効果会計という会計制度である。不良債権の償却と税金と

いう損金のダブルパンチを避けるために、有税で計上した引当金に対応する税金相当

額を、損金ではなく、資産として認識するのが税効果会計のポイントである。つまり、

有税償却部分の税金相当額に対して、損金計上のダブルパンチを避けることで、資本

が減少しすぎるのを防ぐことができる。結果として、自己資本比率が維持できるとい

う会計ルールである。 

その税効果会計の適用を会計士監査により否定され、経営破たんした金融機関があ

るが、このように税効果会計の計上を認められなかった場合、自己資本比率が守れず、

経営破たんする可能性があるのも事実である。金融機関の経営破たん処理は、国がそ

の金融機関に対し、資本を投入して、自己資本比率を基準以上に高めないといけない。

それを行わないと預金の保護ができなくなる可能性があるため、国がその補償をする

ことが必要となる。 

一つの事例をあげて説明をしたが、税法の基準はあくまでも税金を取るための基準

なので、企業の健全性を保ったり、株主や債権者を保護するための会計、もしくは相

手企業と安全に取引をするための会計とは乖離している可能性がある。先ほどの例の

ように金融機関は、金融庁の厳しい規制から有税で貸倒引当金を計上しているが、一
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般の中小企業は貸し倒れになりそうな債権を抱えていても、税法がむしろ実質的に貸

し倒れの事実が発生したと認められるまでは損失計上を規制しているため、あえて有

税で計上する企業はほとんどないといえる。 

したがって、実際には財務諸表から、債務超過ではなく、利益も出ている会社であ

っても、実態は債務超過であったり、実質的に損失であったりする会社が存在する。

それが見抜けないと、安全な取引や企業投資はできないということになる。以上のよ

うに企業の業績や経営状態を示す財務諸表を完全に読み取るためには、残念ながら、

会計制度の知識とそこから本当の情報を読み取る経験がないと企業の実態が見えてこ

ないということになる。 

(2) 財務リスクマネジメントに必要な会計制度の活用 

では、具体的には企業に対して財務リスクマネジメントを行うためには、財務会計

が求めている通常の会計だけでは物足りなく、その企業の業種や規模または個別事情

に合わせた独自の管理会計を導入して企業の財務安全性をチェックすることが必要と

考える。また、既存の会計制度でも最近導入された新しい会計制度を活用または援用

することも有効である。 

それでは、ここで、財務リスクマネジメントに必要な最近の会計制度の機能や特徴

を見てみよう。 

① 連結会計（決算）制度 
支配関係のある企業群を一つの企業と捕らえて連結決算により、企業グループ全

体の経営状態を把握しようとする制度が連結会計（決算）制度である。上場企業は、

この連結決算が主たる財務諸表とされており、中小企業で通常行われている単体の

決算は従たる財務諸表とされている。 

連結決算が導入されるまでは、独立した企業ごとに単体の決算をしており、グル

ープ企業が複数ある会社の場合、グループ内取引の金額を調整することで、決算内

容を良くみせたり、悪くみせたりすることが可能となってしまう。例えば、グルー

プ内に上場企業と非上場の企業があった場合、上場企業の業績が悪化すると非上場

企業から利益の移転をしたり、グループ内で資産を譲渡して譲渡益を計上したりし

て、業績の悪化を隠す傾向が見られた。しかし、連結決算では、グループ内の取引

はなかったものとして計算されるので、内部取引を使った利益調整はできない制度

となっている。 

また、同じように思われる「連結納税制度」は、連結決算とは違って、企業グル

ープを一つの会社とみて、納税額を計算する制度で、あくまでも税金の計算を子会

社と一緒に一つの会社とみなして計算する制度である。この制度制定の目的は、会

社分割制度等が活用され、新規事業や採算性の悪い部門を子会社に分社してリスク

マネジメントを行ったりする場合、子会社が赤字で親会社が黒字ということになり、

納税額の計算上は収益性の悪い部門を子会社に切り離してしまうのは、デメリット

となってしまうため、事業の独立採算化や効率化のための企業再編成を促進するた

めに、赤字会社と黒字会社を一つの会社とみなす納税制度を確立する必要があった



 
 
 

 - 33 -

ためである。 

連結決算と連結納税の違いは、連結決算が資本や取引又は人事等から支配関係が

あると認められた企業を強制的に連結して決算する必要があるのに対し、連結納税

は 100％子会社（完全子会社）しか連結対象企業とはならず、連結納税を選択する

かどうかもその企業の選択に任されているところである。つまり、連結決算をして

いる会社がすべて連結納税を行うわけではなく、もし選択により連結納税を行う場

合でも連結対象となる企業の範囲が異なることになる。 

また、財務リストラを行っている企業では、親会社が多額の含み損の処理のため、

赤字に陥っている会社もある。例えば、導入が予定されている減損会計に対応する

ために含み損のある資産を徹底的に売却したり、採算の取れない子会社も売却した

り清算するなりして、財務健全性を高めるために、徹底的に不良資産等の処理をし

た結果として、多額の損失が計上される結果となる。通常の単体企業の納税制度の

場合、不良資産を処理した際発生した損失は、繰越欠損金としてその企業の今後の

利益で消していくことになるが、税務上の繰越欠損金の控除期間は５年（平成 16

年改正で７年）間となっているため、事業利益に対して、高額な損失が計上された

場合、５年（又は７年）で控除しきれない可能性がある。その場合、黒字子会社の

利益を活用するために、連結納税制度を選択するメリットが生じる。このように含

み損の資産処理や不採算部門の売却や精算を行う場合に連結納税制度が活用できる

可能性がある。また、このような含み損の資産処理は減損会計をはじめとする時価

主義会計の流れの中で、企業に早期処理を求める傾向にある。 

② 時価主義会計制度 
次に時価主義会計という制度である。現在の会計制度の原則は保守主義に則った

取得原価主義会計を原則的に取っている。取得原価主義会計は、資産や負債を取得

原価により計上する制度である。取得原価とはその資産を取得したときの価額つま

り取得時の時価で表示をし続けるということであるから、その資産の評価が上がっ

ても下がっても評価損益を認識しないということになる。この制度では売却等によ

って確定してない時価という概念を持ち込むと資産の評価額に恣意性が介入し、損

益調整がされてしまうことを回避する目的を持っており、保守主義に則った会計制

度となっている。 

しかし、逆に値下がりした資産の処分を見合わせ、値上げした資産だけを売却し

て売却益を計上するという処理により、利益が出続けていることを演出し、含み損

の資産だけになった時点で経営破たんする企業も出てくるため、売却を目的とした

資産を中心に時価主義会計の必要性がクローズアップされてきた。日本でも、きわ

めて狭い範囲だが、保有している有価証券が売買目的の有価証券であったときには、

期末時点における時価で評価をした金額を財務諸表に表示するという時価主義会計

が導入されている。今後導入されようとしている減損会計は、適用期日の先送りが

されているが、保有している固定資産（不動産を含む）が、時価の 50％以下に下落

した兆候がある場合には、時価で評価して強制的に評価減をさせる制度で時価主義
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会計の一種といえる。 

例えば、現在は所有している不動産が取得原価主義で財務諸表に計上されている

ため、地価高騰時に 100 億円で取得した不動産は 100 億円と表示されている。減損

会計では、たとえばその不動産の現在の時価が 30 億円だとするならば、50％以上下

落しているので、減損の兆候がある資産については時価で表示することが強制され

るので、70 億円を評価減（損失）を計上することが強制されるのが減損会計である。 

この減損会計は、前述したように時価主義会計の一つであるが、保守主義の考え

方を入れたものである。本来の時価主義会計は、評価損も評価益も計上するが、減

損会計は損だけを認識するため、保守的となっている。つまり、評価益を認識した

ために、債権者や株主に過剰な利益を表示してしまう可能性があるため、損失だけ

認識して保守主義の原則を守ろうとする考え方が減損会計に現れている。 

しかし、減損会計では、含み益のある資産を沢山所有していても損のある資産が

存在すると、その損失だけ計上することが強制されて、益の表示は認めてくれない

ということになる。そうなると所有する不動産に損や益がある場合、両方売却して

損と益を実現しておいた方が、減損会計の導入対策として有効であるといえる。そ

のため、ここ数年、上場企業の資産処分が促進されてきたのも事実で、減損会計の

導入が企業の資産処分を加速化させているともいえる。 

③ キャッシュフロー計算書 
三つ目のキャッシュフロー計算書は、財務リスクマネジメントにおいて、もっと

も重要と思われる。上場企業においては連結ベースでのキャッシュフロー計算書の

表示が義務付けられている。つまり、連結決算、時価主義決算、キャッシュフロー

計算は、現在では上場企業に義務付けられている会計制度といえる。しかし、非上

場の会社はそのいずれも導入していない会社が多く、管理会計上のキャッシュフロ

ー計算書の必要性も理解していない場合が多いのが実情である。つまり、経営者が

キャッシュフロー計算書で自社の今期のキャッシュフローの動きを認識しようとし

ていないのと同時に金融機関もその提出を求めていないというのが実態である。 

キャッシュフロー計算書の構造は、企業の一事業年度のキャッシュの流れを性質

の違う３つのキャッシュフローの動きに分析して、計上することで企業の財務状況

を表示しようとする計算書である。３つのキャッシュフローとは、事業収益等の営

業活動から生じたキャッシュフローを表示するのが「営業キャッシュフロー」、借

入金による資金調達や返済等の財務活動から生じたキャッシュフローを表示するの

が「財務キャッシュフロー」、設備投資や投資資産の売却等の投資活動から生じた

キャッシュフローを表示するのが、「投資キャッシュフロー」である。 

営業キャッシュフローがプラスの会社は、営業活動から確実にキャッシュを生み

出している企業と言うことができる。そのキャッシュを投資にまわしていれば、投

資キャッシュフローがマイナスとなる。投資意欲が強い会社の場合は、営業キャッ

シュフローに借入金等の資金調達である財務キャッシュフローを加えて投資にまわ

している場合もある。営業キャッシュフローのプラスにより、借り入れの返済をし
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ている会社は財務キャッシュフローがマイナスとなる。一方、営業キャッシュフロ

ーがマイナスで借入金の返済が間に合わず、投資資産を売却（投資キャッシュフロ

ーをプラス）して、財務キャッシュフローのマイナスを埋めている会社もある。 

そのように、それぞれの活動別のキャッシュフローの動きをみることで、その企

業の経営状況や資金状況、投資状況を判断することができるのが、キャッシュフロ

ー計算書の優れた部分である。金融機関がキャッシュフロー計算書を求めないとい

うのは本来おかしく、なぜなら、その会社の返済能力を判断するのにキャッシュフ

ロー計算書は、実際のお金の動きを表示しているため、もっとも恣意性が介入しに

くいデータであるためである。 

例えば、営業キャッシュフローで1000万円を3年間続けて生み出している会社は、

今後も 1000 万円のキャッシュフローを生み出せる可能性が高く、その金額はそのま

ま借入金の返済額に回せる資金を生み出していると判断できる。ということは、た

とえば 5000 万円を 10 年返済する場合、営業キャッシュフローの中から十分返済で

きる会社と見られて、非常の融資のリスクが少ないと判断できる。担保資産の価値

や経営者の保証といった保全策も大切だが、生み出せるキャッシュフローをベース

にした無担保、無保証の融資をもっと企業に対して実現することが今後の金融機関

の使命だとも考えられる。資産を保有しない戦略や優秀な経営者を同族外から起用

する戦略の企業は現在の担保及び経営者保証をベースとした融資制度では、資金調

達がしにくいためである。未上場会社の事業を評価して、10 億円を無担保、無保証

で貸せるような審査基準をもっている金融機関が今後求められる金融機関の姿かも

しれない。 

また、逆にみると、金融機関や取引先企業がキャッシュフロー計算書を重要視し

始めると営業キャッシュフローを効率よくそして安定的に生み出せる企業でないと

融資や取引が拡大できない可能性が出来てくる。決算書の利益は確保できていても、

営業キャッシュフローはマイナスという「勘定あって銭足らず」の企業は沢山ある

ので、利益が確保できていても資金繰り倒産のリスクのある会社と見られてしまう

わけである。 

また、現在すでに借入金により、多額の投資を行った会社の財務状況を判断する

のに、営業キャッシュフローで現在の借入残高が何年で返済できるかをチェックす

る必要がある。営業キャッシュフローで有利子負債が 10 年内に返済できる会社は、

健全性が高いといえるが、返済に 30 年も 50 年もかかる会社は、営業活動だけでは

返済不能の会社と判断せざるを得ない。しかし、もう一つの判断がある。営業キャ

ッシュフローのみでは返済ができない場合、資産の売却により返済が可能かどうか

を判断する必要がある。仮にすべての売却可能資産を売却して、返済を行ったのち

に、残った有利子負債の額を営業キャッシュフローにより 10 年で返済できるならば、

経営破綻を回避できるというような判断が必要になってくるわけである。 

地価高騰期の融資がキャッシュフローでの返済を無視して、担保主義でしかも資

産の値上がりを想定した融資となっていたことが中小企業の財務状況を悪化させた
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原因であることは明確だろう。ではなぜそんな融資をしたのかというと、元金の返

済を前提としないで、金利の負担のみをベースにした融資であったものも多いと思

われる。元金の返済は税務上の損金ではないので税引後の利益（キャッシュ）から

返済をしていかなくてはならないが、金利の負担は税務上の損金となるため、金利

が例えば４％でも実質負担は 2.4％（法人税率 40％とすると）程度ということにな

る。しかし元金の返済は 10 年で返済しようとすると元金均等で 10％、さらに税引

き後の 10％の資金を確保するためには、税引き前で 17％程度の利益が必要なことに

なる。 

キャッシュフローに与えるインパクトは、10 億円借りた場合、金利だけなら 2400

万円の実質の支出となるが、10 年で元金を返済しようとすると、1 億円の元金を税

引き後で確保するために1億7000万円くらいの税引き前のキャッシュフローが必要

となる。しかも 2400 万円の金利がつくから、2 億円弱のキャッシュフローがないと

返済できないことになる。10 億円換算で約 20％相当なので、全額借入金で賃貸不動

産投資をしたと仮定すれば、利回りが 20％の賃貸不動産でないと元利返済ができな

いことになる。 

そうだとすれば、そのような融資で不良債権が出てくるのは当たり前のことで、

キャッシュフローの概念と財務的な視点がない投資はきわめて危険といわざるを得

ない。しかし、デフレ経済になると、一転してキャッシュフローとなり、不動産の

値段を決めるのもキャッシュフロー評価、Ｍ＆Ａもキャッシュフロー評価となって

いる。例えば、不動産価格を決めるのも、商業不動産に関しては収益還元価値がベ

ースである。利回り何％かと利回りの大きさで値段が決まるのだが、それはリスク

プレミアムを含むところである。Ｍ＆Ａにおける企業評価に使われる DCF 法と同様

に、リスクの大きい不動産はディスカウント率が高く、利回りも最低でも 10%以上

ないとだめだとか、しかしリスクの少ない不動産であれば 6%とか 8%でも十分商品

価値があるという判断になってくる。ただし利回り計算の留意点は、現状では賃料

の変動が大きく、現行賃料が本来の利回りかどうかを判断する必要がある。例えば、

新規でテナントを入れた場合に成立する賃料をベースにして利回り計算をして、そ

れをベースにすることが収益価値で不動産価額を決める場合に必要となる。 

企業の評価や売買（M&A）のときも、キャッシュフロー計算がベースとなる DCF

方式を使う場合が多くなっている。例えば、毎年 1000 万円のキャッシュフローを生

み出す会社の営業権の継続期間を５年分程度とすると、５年分のキャッシュフロー

をベースにして、５年間で 5000 万円となる。5000 万円に対して５年間のリスクを

金利相当分とリスクプレミアムでディスカウント率を決定して、その額を控除（デ

ィスカウント）して計算した結果、算出された価額が DCF による企業価値となる。 

キャッシュフローのみを重視した企業や不動産の評価は、極端すぎる可能性があ

るが、理論的には確立しつつある方式となっているので、中小企業であっても、キ

ャッシュフロー計算を無視できない時代が来ていると考える。当然、資金調達もキ

ャッシュフローの状況次第で貸出額と金利が決まる日も遠くないと思われる。 
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TOB という株式の公開買付け制度があるが、新聞の社説によると、ソニー社の株

をマイクロソフト社が買おうとして TOB をかけると、ソニーの株式時価総額３兆

5000 億円を全額現金で買い取れる資金力をマイクロソフト社は持っているため、そ

れが脅威となるわけである。TOB は 100％の取得はしないから、30％、40％の取得

をすることで、簡単にソニー社はマイクロソフト社のグループ会社になってしまう

という恐怖がある。それだけの資金力があれば、ライバル企業の脅威となってしま

うということである。 

また、マイクロソフト社は最近やっと株主配当を実施した。それまでは全部内部

留保を高めて開発費の先行投資を行っていたわけである。つまり次期の利益を生み

出すための投資を行い、一方で、内部留保を高め自己資本を高めることで株価を高

める。株主に配当を実施して、内部留保が減り、企業の価値が減少するより、内部

留保や無形固定資産を高めることで株式の価額を上昇させる戦略をとっている。で

はなぜ最近初めての配当をしたかというと、株価の上昇が止まったためである。株

価が上がらなくなれば、当然のことながら株主は配当を求めるので、配当をせざる

をえない状況になったと考えられる。 

日本の企業はいままで現金を軽視してきた。なぜかというと、日本経済において

インフレが続いていたからである。インフレとは、モノの価値が上昇して現金の価

値が下落する現象であるから、現金で持っているよりも、インフレに強い資産にシ

フトしたほうが財務戦略上はよかったわけである。つまり 10 年前の 100 万円よりも

いまの 100 万円のほうが、価値が低いわけであるから、100 万円を現金で持ってい

るよりも、値上がりをする可能性がある不動産や株に投資をしていて、インフレの

波に乗って値上がりしたほうが財産が増えるということになり、現金はできれば持

たないで、値上がりをする資産に転換しておく戦略が財務戦略として効率がいいこ

とになる。 

資産投資をするときに、１億円の自己資金で投資した場合、２倍に値上がれば２

億円になるが、銀行から９億円借りてきて 10 億円にして投資をしたら 20 億になる

わけである。20 億になった資産を売却して、税金を考えなければ、９億円の借入金

を返済しても 11 億の現金が残るということになり、１億円の現金が 11 億円になっ

たことになる。自己資金なら１億円の現金が２億円にしかならないが、借入れをし

てきてインフレに強い資産に投資をするとレバレッジ効果により、投資利益が上昇

することになる。 

(3) 財務諸表の構造とメカニズム 

前述の会計制度により作成される主要な財務諸表は、貸借対照表と損益計算書であ

る。その機能についてみてみよう。また、財務状況の認識に非常に重要な役割を果た

すキャッシュフロー計算書は第３の財務諸表といわれているので、その関係もみてみ

よう。 

① 貸借対照表 
貸借対照表は、企業の事業年度末における財産と債務の状況を示しているもので
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ある。その構成は、向かって左側に資産の部、右側に負債と資本の部がある。右側

の負債と資本の部は、その企業がどのように資金を調達してきたかということが示

されている。そして、その調達した資金が左側の資産の部で、どのような資産で蓄

積されているかというのが示されている。つまり調達してきた金額と蓄積されてい

る金額は同額にならなければいけないので、貸借が一致している表として貸借対照

表又はバランスシートという。 

さらに詳細に見ていくと、右側には負債の部と資本の部と二つ項目がある。これ

は調達方法の違いを示している。負債の部は別名「他人資本」、資本の部は別名「自

己資本」という。自己資本というのは、読んで字のごとく自分の資金であるから、

返済の必要がない資金ということになる。負債の部で調達した資金は他人資本であ

るから、将来返済しなければならない資金である。つまり資産や事業に新たな投資

を行うときに、返済の必要がない資金で投資されている場合は、リスクが少ないわ

けだが、返済が必要な資金で投資されている場合、投資した資産や事業から生み出

されるキャッシュフローで返済ができるかどうかをチェックする必要があり、当然、

キャッシュフローリスクが大きくなることになる。つまり、調達方法の違いによっ

て、事業リスクが違ってくるということになる。 

そのような資産投資と資金調達の状況を創業から今までの総資産と自己資本の比

率で見ていくのが、自己資本比率というものである。自己資本比率が高いほど、自

己資金で資産投資がされている企業であるため、企業の財務体力は高く安定性があ

るという見方ができる。自己資本比率を高めるには、資本の部を増やすか、資産と

負債を両建てで減らすかどちらかの方法しかない。資産と負債を両建てで一気に減

らす方法として、保有資産の証券化や会社分割等が実施される場合も少なくない。

資本の部を増やすにはどうしたらよいだろうか？ 資本の部の中を詳しく見ていく

と、資本金と資本準備金、さらに利益剰余金（利益準備金）というものがある。利

益剰余金はどこから来ているかというと、次に説明する損益計算書の未処分利益か

ら来ている。つまり、毎年の利益の余剰分である。  

つまり、資本の部を増やすためには、増資により資本金や資本準備金を増加させ

る方法と利益を蓄積して増やす方法があることがわかる。 

資本の部の金額は、その企業のリスク（損失）に対する許容能力を示している。

例えば資本の額が１億円の会社と５億円の会社では、リスクに対する強さが違う。

資本の額が１億円の会社と５億円の会社に災害や突発的な事故で 3 億円の損失が同

様に発生したとする。その損失を計上することにより、１億円の資本の会社は２億

円の債務超過状態となり、５億円の資本の会社はまだ２億円の資本が残っているこ

とになる。つまり、５億円の会社は健全性が保てるけど、１億円の会社は経営破た

ん状態になってしまうということである。つまり、リスクに強い会社を作ろうとす

れば、いかに資本の額（又は比率）を高めるかということを検討する必要があると

いうことである。 

一方、資本の部には表示されていないもので隠れた武器となるものがある。それ
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は含み益という隠し兵器である。先ほどの１億円の資本しかない企業であっても、

簿価２億円、時価５億円の不動産を所有していて、その不動産を売却することで３

億円の売却益（含み益）を計上できる場合、その不動産を売却して３億円を損失の

穴埋めにすれば、１億円の資本を維持できることになる。 

このように資本の額プラス売却可能資産の含み益の金額が、正確にいえば企業の

リスク許容能力となる。そのリスクを超えるリスクが発生したときには、企業自身

の自己治癒能力を超えた病気で、自己回復不能に陥る。そのリスクを回避する方法

がもう一つある。リスク自身を企業内に保有しないで、企業の外に移転してしまう

方法である。理解しにくい言い方であるが、一番使われている方法が保険による損

失の補填である。毎年キャッシュフローの中から払える保険料の金額で、３億円の

損失が生まれたときに、３億円の保険金が入るような仕組みがつくれれば、リスク

の移転ができたことになる。 

保有できるリスクの額や移転すべき性質のリスク等をきちんと判断して、リスク

マネジメントを行うことが、財務リスクマネジメントの基本となる。 

② 損益計算書 
企業の財務内容（企業体力）を示している貸借対照表に対して、損益計算書は体

力の強化に貢献する利益をその事業年度の事業活動からどの程度生み出すことがで

きたのかといういわば成績表（通信簿）みたいなものである。損益計算書は、売上

高、売上原価（製造原価）、販売費および一般管理費、営業外損益、特別損益等か

ら構成されている。商品やサービスを提供して売上を計上するわけであるが、その

売上を計上するためにかかった費用（コスト）を差し引いたものが、利益金額（所

得金額）となる。その利益から税務調整計算後に算出された課税所得から税金（法

人税等）の額が計算され、その税金を差し引いたのちの利益が処分可能利益となる。

この処分可能利益から株主配当をしてもいいし、役員賞与や決算賞与を支給しても

いいし、利益処分の方法がいくつか選択できる。当然、配当等で外部流出するばか

りでなく、利益剰余金として企業内部（資本の部）に内部留保として蓄積し、企業

体力を高めることも可能となる。 

貸借対照表と損益計算書のそれぞれの目的と性能及びその相互関係を説明してき

たが、リスクマネジメントにもう一つ必要な概念がキャッシュフロー概念である。

そのキャッシュフローの状況を示すのが、前述したキャッシュフロー計算書である。 

③ キャッシュフロー計算書 
キャッシュフロー計算書については、前に概要を説明したが、ここでは貸借対照

表と損益計算書との関係をみてみよう。 

キャッシュフロー計算書は、損益計算書の利益金額と貸借対照表の資産負債の残

高の推移から作成することができる。キャッシュフロー計算の最終的な「答え」は

貸借対照表の現預金の残高金額である。期首と期末の現預金残高を比較して、その

差額がキャッシュフロー計算書の答えとなる。例えば、期首に１億円の現金残高が、

期末に１億 2000 万円になっていれば、トータルのキャッシュフローの金額は 2000
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万円増加したというのが答えとなる。では、その 2000 万円の現預金の増加が何によ

って生み出されたものなのかということを分析するのがキャッシュフロー計算書の

役割である。たとえば不動産を売却して売却代金で 2000 万円の現金が増えたのか、

営業利益によって生み出された現金が 2000 万円あるのか、その内容を見るのがキャ

ッシュフロー計算書の目的である。逆にいうと損益計算書の営業利益が 6000 万円あ

るのに現金が 2000 万円しか増えていないとすると残りの 4000 万円の現金はどこに

いったのかということを知るためにはキャッシュフロー計算書が必要ということに

なる。 

キャッシュフロー計算書を間接方式で作成する場合、まず、損益計算書の利益金

額をスタートとする。そして、損益計算書の利益金額を算出するのに使われている

データのうち、キャッシュフローに直接影響を与えないデータを不純物として取り

除く。例えば、減価償却費等の償却費の損金計上はキャッシュアウトの伴わない損

失なので、除去する。また、資産の売却益や売却損も実際の現金の動きとは異なる

数値を示しているので、いったん除去しておいて、実際の売買で動いた現金の金額

を後で加算する。そのようにまず損益計算書の利益金額を純粋な現金の増減に置き

換える。次に貸借対照表の資産の増減、負債の増減がキャッシュフローに影響を与

えるので、資産の増はキャッシュのマイナス、資産の減はキャッシュのプラス、負

債の増はキャッシュのプラス、負債の減はキャッシュのマイナスというのに処理を

して、最終的なキャッシュのプラスマイナスが現預金の増減と一致していれば答え

があっていることになる。 

次にキャッシュフローの性質を分類する。前述のようにキャッシュフロー計算書

は三つの項目に分かれている。営業キャッシュフローと投資キャッシュフローと財

務キャッシュフローである。営業キャッシュフローは、営業から生み出しているお

金のことである。投資キャッシュフローは、設備投資や不動産投資をした場合、ま

たは投資した資産を処分して現金を捻出した場合などの現金の動きを示している。

例えば営業キャッシュフローが 1000 万円あって、設備投資を 500 万円したといった

ときに、営業キャッシュフロー1000 万円増、投資キャッシュフロー500 万円減とい

うように表示される。財務キャッシュフローは、借入金等による資金調達や返済等

による現金の動きを示している。財務キャッシュフローがマイナスの企業は借入金

の返済等をしていると考えられる。財務キャッシュフローがプラスの会社は、借入

金等で資金を調達していると考えられる。 
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 図表 3-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例を挙げてみよう。営業キャッシュフロー(＋)1000 万円、投資キャッシュフロー

(－)5000 万円、借入金による財務キャッシュフロー(＋)5000 万円という場合、投資

などを行うのに営業から生み出されたキャッシュフローを超えた金額の投資がされ

ており、その資金は、借入金等の財務キャッシュフローで生み出したお金で行われ

ているということがわかる。その場合のチェックポイントは、調達した財務キャッ

シュフローの金額が営業キャッシュフローの金額で返済していける額であれば問題

ないが、返済できない額が調達されていると、リスクがあるということである。そ

のような情報がキャッシュフロー計算書でわかる。よってキャッシュフロー計算書

は、現金の動きをその性質ごとに三つの項目に分けて分析することで、様々な財務

情報を得ることができるツールとなるので、非常に重要な第３の財務諸表といって

もいいだろう。 

また、企業の成長過程をキャッシュフロー計算書の状況から推定することもでき

る。例えば、創業期にある企業は、営業キャッシュフローはマイナスで、コスト先

行になっている場合が少なくない。当然、事業を成功させるための投資も行ってお

り、投資キャッシュフローもマイナスになっている。その資金の出所は資本金で調

達したり、借入金で調達してきたりしているので、財務キャッシュフローがプラス

となる。成長期になってくると、営業キャッシュフローがプラスになる。やっとコ

ストよりも収益が上回ってくるわけである。利益を生じてきても、まだ投資意欲は

盛んで、設備投資を追加で行っている場合が多いので、投資キャッシュフローはマ

イナスとなっていると思われる。そして、その資金を財務キャッシュフローで調達

している可能性も高くなる。成熟期に入ってくると、営業キャッシュフローはプラ

スだが、投資意欲が減少する。逆に過剰投資となってしまった資産を売却して整理

したりするので、投資キャッシュフローがプラスになる場合もある。営業キャッシ

ュフローと投資キャッシュフローのプラスで成長期に借入金等で調達した資金の返

2
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出典：ＭＢＡ財務会計（日経ＢＰ社）
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済をすすめていく場合、財務キャッシュフローがマイナスとなる。最後に衰退期に

なると、売上の減少等により、営業キャッシュフローがマイナスとなる。そして、

営業キャッシュフローの赤字を埋めるために新たな借入れをして、資金繰りを回し

たりするが、最終的に金融機関から調達もできなくなると、所有資産を処分して、

そのマイナスを埋めることになる。資産の処分で借入金が返済し終わればよいのだ

が、残ってしまうと、営業キャッシュフローをプラスにしない限り返済ができず、

資金繰り倒産する可能性が高くなってくる。 

もちろん、キャッシュフロー計算書の情報だけでは、すべての判断はできないが、

企業の状況をある程度予測（推測）することができる。 
 

3. 企業評価と財務改善によるバリューアップ 

自社の価値（価額）はいくらか？ という質問に対して答えられる経営者は少ない

だろう。上場会社であれば、マーケットで流通している株式の時価総額が、その会社

の価値ということになるが、非上場の会社にとって、会社の価値を認識することは非

常に難しいと思う。唯一企業価値や株式の評価額を出す機会があるとすれば、オーナ

ー経営者が自社の株式を後継者に贈与をしたり、相続により株式が移転したりする場

合に相続時の評価額（相続税評価額）を算出するので、その場合に評価額を認識する

ことになる。ここでは、中小企業の企業評価の方法と財務改善による企業価値のアッ

プについて検証する。 

(1) 金融機関の債権分類にみる企業評価 

金融機関が取引先（融資先）の企業をどのように評価しているかということは、そ

の企業にとって、生命線でもある資金調達に影響が出る可能性があるため、非常に重

要な情報となる。金融機関は一般的に次の５つの分類で融資先企業に対する自社の債

権を評価して、引当金等の計上割合を決めている。 

① 正常先債権 
ａ．経営状態に重要な問題が生じていない。 

ｂ．財務内容に問題がない。 

② 要注意先債権(及び要管理先債権） 
 ａ．金利の減免等、貸出条件に問題がある。 

 ｂ．業績が低調で不安定である。 

 ｃ．財務内容に問題がある。 

③ 破綻懸念先債権 

 ａ．破綻懸念先で現在は経営破綻にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい。 

 ｂ．債務の弁済に重要な問題が生じている。 

④ 実質破綻先債権 
 ａ．法的、形式的な経営破綻の事実は発生していないが、深刻な経営難の状態にあ

る。 

 ｂ．再建の見通しがつかないなど、実質的に経営破綻に陥っている。 
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⑤ 破産更生債権 
 ａ．法的、形式的な経営破綻の事実が発生している。 

 ｂ．破産、清算、会社整理、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の法的手続き

が開始している。 

⑤の破産更生債権というのは、法的な破産事実が発生していて整理等に入っている

企業に対する債権である。④の実質破綻先債権は、法的な手続きには入っていないけ

れども、実質的にその手続きが必要になってしまっている企業に対する債権である。

③の破綻懸念先債権は、経営上に著しい問題点があって、経営破たんに陥る可能性が

非常に大きい企業つまり実質破綻先になる可能性が非常に高い企業に対する債権であ

る。②の要注意先債権は、金利の減免や貸出条件に問題があるため、現状の返済条件

だと返済できない可能性が高く、返済条件を変更してあげれば返済が可能となる企業

に対する債権である。①は正常先債権で何の問題もなく融資の継続ができる企業に対

する債権である。 

実は②と③とでは、大きな違いがある。③より後の債権に分類されるといわゆる不

良債権という認定となり、厳しい対応を迫られる可能性が出てくる。また、②の債権

をさらに要管理先債権という分類でより厳しい措置を行う債権に分類する傾向にあり、

②の場合でも要管理先債権に分類されると不良債権と同じ扱いがされる。 

この債権分類に従って金融機関は一定の引当を当てることを金融庁から求められて

いるが、前述のとおり、その計上額は税務基準とは別の引当基準である。いわゆる有

税引当となるので、金融機関の財務体力に大きな影響を与える。つまり、銀行が一番

大事にしている自己資本比率に影響がでるわけである。 

不良債権が多く発生するほど、自己資本比率が減少することになり、金融機関自身

が経営破たんする可能性が発生するため、債権分類は金融機関にとっても重要な基準

となるわけである。従って、金融機関は自社の融資先企業に対する債権について、で

きるだけ債権分類を落としたくないわけだが、金融庁から厳しい基準を突きつけられ

ているため、それを遵守しなければならないという狭間に立たされる。 

そして、そのような金融機関の立場から財務改善のニーズが発生するわけである。

もうお分かりのとおり、債権分類が落ちてしまう前に融資先企業の財務改善を行い、

債権分類が落ちてしまうことを未然に防ぎたいというニーズがある。 

(2) 企業分析による評価基準 

企業の評価方法は一つではない。その企業の状況や何のために評価をするのかによ

って、選択される評価方式が変わってくる。 

一般的な企業の分析方法と評価方法を挙げてみると次のようなポイントとなる。 

① 財務健全性分析 
ａ．流動比率（当座比率） 

ｂ．固定比率（固定長期適合率） 

ｃ．自己資本比率 

② 収益力分析 
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ａ．総資本事業利益率（ROA） 

ｂ．自己資本利益率（ROE） 

③ 成長力分析 
ａ．成長性分析 

ｂ．R&D 投資比率 

④ 付加価値・生産性分析  
ａ．付加価値分析 

ｂ．生産性分析 

⑤ キャッシュフロー分析 
ａ．キャッシュフロー分析 

ｂ．DCF（割引キャッシュフロー） 

⑥ 資産評価価値 

ａ．時価純資産価額 

ｂ．株式時価総額 

ｃ．不動産等の所有資産価値 

 
収益力の分析の中では、ROA と ROE という資産や資本に対する収益力を表す数値

が株価に影響を与える。また、最近では企業評価の定番となっているキャッシュフロ

ーの額をベースとした DCF 法（割引キャッシュフロー）というのが重要となる。さら

に財務的な視点では、財務健全性を判定する流動比率、固定比率、自己資本比率が重

要となる。 

企業の価値を評価するときには、企業の経営を継続することを前提とした収益力、

成長力、付加価値、キャッシュフロー、財務健全性の分析が必要だが、もう一方で企

業の清算価値を分析する時価純資産価額というのが中小企業の評価で使われる。これ

は、すべての資産を時価で置き直して、そこから負債総額を差し引いた残りの金額を

純資産価額という。つまり、資産をすべて売却して借金を返済して、株主に分配でき

る金額が１株当たりいくらという計算である。これはその会社を清算価値で見ている

ことになる。税務上は、この純資産価額を重視する傾向にあり、キャッシュフローを

ベースとした評価方式はほとんど使われていない。しかし、実際には事業の継続を前

提とした M&A の場合には、企業をゴーイング・コンサーンでみるので、経営を続け

ている間は、資産の清算価値をみる時価純資産よりも、事業から生み出されるキャッ

シュフローの金額で企業の価値を決める方が適正であるという考え方から、DCF 法が

使われる可能性が高くなっている。企業評価にはルールがなく、鑑定評価基準のよう

なものが存在しないので、その企業の状況や評価目的によって評価方法が変わる。 

例えば、創業期にある企業評価の実例として、創業５年程度の企業で、毎年赤字経

営で、債務超過状態になっている企業が高額に評価されて他の企業に買収される場合

がある。当然、債務超過で含み益のある資産を保有しているわけではないので純資産

価額を通常に評価すると価値はゼロとなる。また、DCF 法によっても、毎年赤字経営
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でキャッシュフローを生み出していないので、評価額が算出できない。では、何故高

額な評価額が付くのかというと、キャッシュフローのマイナスが何に使われていたの

かにポイントがある。つまり、意欲的な投資により、商品開発を行ってきて、その開

発された商品や技術が非常に価値のあるもの（将来大きなキャッシュフローを生み出

すもの）である場合、無形固定資産としての価値がある。では、何故将来性のある企

業が売買の対象となるのかというと、その企業が現在の経営者の元に経営を続けてい

くと資金調達に行き詰ってしまう場合の解決方法ともいえる。つまり、債務超過状態

で、毎年の決算書は赤字、キャッシュフロー計算マイナスという企業がこれ以上資金

調達できない可能性があるためである。資金調達ができなくなれば、せっかく開発さ

れた商品をマーケットに売り出すチャンスを失うだけではなく、企業の存続の危機と

なる。つまり、その企業にとって、無形固定資産の価値を認識できて、資金力のある

企業への売却という選択がベストの選択もしくは唯一の選択である場合が考えられる。

経営者が事業の途中で企業を売却してしまうことを非難される可能性があるが、その

経営者が頑張ってその企業を経営し続けた結果、企業の存続の危機に立たされる可能

性があるとすれば、その選択は間違っていないという評価がされなくてはならないか

もしれない。 

また、企業価値を収益力で見た場合、次のような事例も出てくる。例えば、A 社は

総資産 100 億円、営業利益４億円、B 社は総資産 10 億円、営業利益２億円という２社

の場合、一般的には、A 社の規模が大きく、B 社の規模が小さいと見られるので、A

社が B 社を買収するのであれば、理解されるが、B 社が A 社を買収するとなるとどの

ように思われるだろうか？ しかし、収益力を見てみると、総資産利益率（ROA）は、

A 社は４％、B 社は 20％となる。ROA の評価だけでみれば、B 社の株価は A 社の５

倍の価値があることになる。企業買収の方法の一つとして、株式交換による M&A と

いう方法がある。B 社が A 社の株を買収するときに、A 社の株式を B 社が取得するわ

けだが、買収代金として金銭を A 社の株主に渡す代わりに、B 社の株式を A 社の株主

に発行する方法である。その場合、B 社の株価が A 社の株価の５倍の価値があるとい

うことは、自社の株式１株に対して、相手の株式５株が取得できることになる。つま

り、自社の支配権を A 社の株主に渡すことなく、B 社の株式を取得することが可能と

なる。 

また、日本で最も価値のある上場会社のトヨタ自動車は、株式時価総額で約 11 兆円

～12 兆円程度である。NTT ドコモもほぼ同額である。トヨタ自動車は平成 14 年と平

成 15 年の定時株主総会で「自己株取得の決議」を行っている。14 年の株主総会で決

議した金額は、自己株取得額 6000 億円で、15 年の株主総会で決議した金額は、4000

億円である。合計１兆円もの自己株式取得であるから株式時価総額の 10％近くにもな

る。トヨタの連結税引き前利益は去年が約１兆円だが、それに対して 6000 億円と 4000

億円の買収金額の規模は、法人税率を 40％と考えると税引後利益のすべてを使って、

自社の株式を買い集めるということになる。では、何故そのような規模の自社株取得

をするのかというと、自社の株式を取得した場合、資本のマイナスとして貸借対照表
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に計上されるため、資本の金額がその分減少するということになる。トヨタ自動車は

大きな利益を生み出しているが、資本の金額も大きく、利益の蓄積がその額をますま

す大きくする。つまり、毎年生み出す利益の額を資本に蓄積して行くと、蓄積した分

だけ資本の金額は上がる。利益が同額なら、資本の金額が大きくなれば、総資本利益

率（ROE）が低くなる。そこで、自己株を取得することによって、資本の額が増加す

るのを防いで、総資本利益率を維持しようとしているわけである。株価を維持するた

めの行動といえる。税引後の利益のほとんどを使って、自社の株式を取得して残った

株価を維持するという行動を日本一の規模であるトヨタ自動車でさえ行っているとい

うから、企業がいかにROEやROAを高めることに努力しているかということになる。

また、別の視点では、資本の金額が大きいトヨタ自動車だからこそできるという見方

もある。通常の非上場の中小企業がそれを行うと資本の額が低くなり、自己資本比率

が下がってしまう。つまり、前述の財務健全性（安全性）が低くなるので、企業評価

はむしろ下がってしまうという結果になる。 

もう一つの自動車会社である日産自動車は、カルロス・ゴーン社長の下で、企業価

値の改善を見事に実行したが、その中の一つとして、本社ビルの証券化があった。当

時、「本社ビルまで売却するのはイメージダウンになるのではないか」という声や「そ

こまでしてコストダウンが必要なのか」という声が社内外から出たようだが、その目

的は、企業の総資産を圧縮することで、総資産利益率（ROA）をあげることにあると

考えられる。本社ビルを売却してもコストダウンにはならない。なぜなら、売却後も

本社ビルを使い続けるのであれば、新しい所有者に対して家賃を支払わなくてはなら

なくなり、金利や維持管理コストよりも支払家賃の額が大きくなるためである。つま

り、証券化の目的は ROA のアップや自己資本比率のアップという目的であることは明

確である。ここでもROAやROEの数値が企業価値の維持に重要であることがわかる。 

さらに日本の企業に多い持ち合い株だが、持ち合い株は最近解消されていく傾向に

ある。なぜなら、会計基準も持ち合い株を実質資本と認めない方向であるので、資本

として認められない株式を発行して、収益性の少ない持ち合い株を所有しているメリ

ットが少なく、むしろデメリットの方が大きくなってしまうためである。その意味で

も日本の株式投資の方法又は資本マーケットが変化しつつあるということになる。 
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図表 3-3 ROA と ROE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、貸借対照表の分析をもう少し詳細に見ていくと、資産の部を流動資産と固

定資産、負債の部を流動負債と固定負債というようにさらに細分化して分析するこ

とで、企業の資金状態がより認識しやすくなる。流動資産に対して流動負債がどれ

くらいの割合なのかとか、固定資産が資本の部から投資されているのか、固定負債

から投資されているのか。さらには資本の部と固定負債を足しても投資額は足りな

くて、流動負債で固定資産が投資されているというのは非常に危ない状態である。 

 
  図表 3-4 財務能力の尺度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

総資本事業利益率＝
事業利益

総資本

（注） 分母の資本項目は、通常、期首と期末の平均を用いる

※実務上は経常利益
とする場合もある

損益計算書（Ｐ／Ｌ）

Ⅰ 売上高 ×××

Ⅱ 売上原価 ×××

売上総利益 ×××

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ×××

営業利益 ×××

Ⅳ 営業外収益

受取利息 ×××

受取配当金 ×××

有価証券利息 ×××

その他 ××× ×××

Ⅴ 営業外費用 ×××

経常利益 ×××

Ⅵ 特別利益 ×××

Ⅶ 特別損失 ×××

税引前当期純利益 ×××

法人税等 ×××

当期純利益 ×××

事業利益

(ROA: Return on Assets）

★企業全体の経営成果を見る、

収益性の総合指標

資 産

負 債

（他人資本）

資 本

自己資本

株主資本

貸借対照表（Ｂ／Ｓ）

株主資本利益率＝

（税引後）当期利益

株主資本

(ROE: Return on Equity ）

★株主による投下資本に対する収益性の指標

株
主
資
本

総
資
本

出典：ＭＢＡ財務会計（日経ＢＰ社）  

安
全
圏
に
あ
る

安
全
圏
に
あ
る

１．設備の稼働率が悪い。

２．遊休資産（土地･車両）がある。

３．回収不能な長期貸付金がある｡

４．経営不振の子会社への投資がある｡

５．ゴルフ会員権の時価が取得時の半分である｡

含み負債になっている可能性がある｡
（実質的に自己資本が減少している｡）

含み負債になっている可能性がある｡
（実質的に自己資本が減少している｡）

・時価負債経費表の
作成が必要。

・事業構造及び資本
内容の改善が必要

自己資本利益率
の改善

自己資本利益率
の改善

資
金
繰
表
で
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要

１．受取手形の期日が長い。

２．売掛金の滞留分が３０がある。

３．割引手形が受取手形に含まれている｡

流動負債 ８０
流動負債 ８０

Ｂ／Ｓで見る長期支払能力の尺度Ｂ／Ｓで見る長期支払能力の尺度 Ｂ／Ｓで見る短期支払能力の尺度Ｂ／Ｓで見る短期支払能力の尺度

流動資産 ２００

固定資産 ４００

流動負債 １００

固定負債 ２００

自己資本 ３００

流動資産

当座資産 １００

棚卸資産･その他 １００

４００

３００

３００

６００

４００

３００＋２００

しかし

２００

８０

１００

８０

固定比率＝ ×１００＝１３３．３％

固定長期適合率＝ ×１００＝８０％

自己資本比率＝ ×１００＝５０％

※この計算は簡便法により算出しています｡

流動比率＝ ×１００＝２５０％

当座比率＝ ×１００＝１２５％

日々の資金繰りが苦しい可能性がある｡日々の資金繰りが苦しい可能性がある｡

しかし
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これは建設会社などによくみられる。建設会社は固定負債で資金を調達しないで、

短期の借入金で資金を調達している場合が多く、その資金で固定資産の投資をして

いたりする。 

短期借入金は元金返済を行わないため、金利の負担のみとなっていることが多い

ので、低金利時代にはその負担が非常に少ないように思われ、資金繰りは悪化しな

い。しかし、これは非常にリスキーな投資といえる。固定資産そのものは長期保有

を前提とした資産であるから、その資産を短期で調達してきた資金で投資すること

が財務健全性を悪化させ、リスクが大きくなると考えられる。例えば、財務健全性

の悪化を理由に、融資していた金融機関が短期借入金の返済期限における折り返し

融資を止めたときに、固定資産を売却して返済する必要が発生する。売却したこと

によって損失が発生した場合は、その損失によって、建設会社の利益状況が悪化す

るので、工事受注等に影響が発生する。 
(3) 企業評価の必要な局面とその評価方式 

次に企業評価の方法をどのような局面で使うかを見てみよう。 

① 相続・遺産分割  
非上場株式を所有している者（オーナー経営者等）に相続が発生した場合、所有

株式の評価額に対して、相続税の課税が発生する。相続税法においては、相続発生

時の財産の時価に対して相続税を課税する（相続税法 22 条）としている。さらに、

財産評価基本通達において、「（時価の意義）財産の価額は、時価によるものとし、

時価とは、課税時期（相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日等をいう。）

において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行

われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定め

によって評価した価額による。」としている。 

つまり、財産評価基本通達により、定められた評価方法で評価された価額を相続

税課税上の「時価」とするとしている。では、その評価方式を見てみよう。 

ａ．相続税評価額（原則的評価方式） 
株式保有によって、会社を支配している同族一族（オーナー一族）が株式を

取得する場合又はその取得によって会社を支配することになる場合には、その

株式の評価額は原則的評価方式によって評価することになる。 

原則的評価方式には、会社の純資産（資産－負債）から評価額を算出する「純

資産価額方式」と類似した業種の上場企業株価と比準して評価額を算出する

「類似業種比準価額方式」の二つがあり、会社の規模に応じてその二つの価額

を折衷する方式をとる。 

ｂ．相続税評価額（例外的評価方式） 
会社を支配できない少数株主が取得する場合には、会社の価値をベースとし

た原則的評価額と違い、株式を保有することで得られる配当の額をベースとし

た評価額の算出方法である「配当還元方式」という例外的評価方式が取られる。 
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② M&A・株式交換・ MBO 
第三者間において、企業の売買が行われる M＆Ａ等の場合、その企業を買収後ど

のように利用するかによって、買い手側の評価額の算出方法が異なる。 

ａ．DCF 法 
企業が生み出すキャッシュフローの額から企業そのものの価値を算出しよ

うとするのが、割引キャッシュフロー（DCF）法である。現在の営業を継続す

ることを前提に企業売買する場合に使われる。 

ｂ．時価純資産価額 
企業が保有している資産の時価から負債の額を控除した純資産価額で企業

の価値を評価する方法である。企業を清算価値で評価するため、資産の取得を

目的とした企業売買等に使われる。 

③ グループ内の会社分割・合併  
企業グループ内で組織を再編成するために、会社分割や合併をする場合、その企

業の価値を算出し、その価値に見合う株式を発行したり、合併比率を決めたりする。 

ａ．相続税評価額 
同族関係者が企業の株式を保有している場合、新たな株式を発行したりする

際に、親族間で価値の移転があると贈与とみなされる場合がある。そこで、相

続及び贈与時に評価される価額である相続税評価額を使って株式の発行数や

合併比率を決めることで、株主間の贈与が発生することを防ぐ場合がある。 

ｂ．時価純資産価額 
企業グループ内であっても、株主が親族だけではなく、企業や第三者が存在

する場合、公平な株価を算出するために「時価純資産価額」をベースにするこ

とがある。 

④ 共同事業型の会社分割・合併  
企業間で共同事業を行うために会社分割や合併が行われる場合、M&A と同様に

企業間において適正と思われる評価方式が採用されるが、その評価方式も M&A と

同様に「DCF 法」や「時価純資産価額」が採用される。 

⑤ デット型投資 
企業に対して融資（貸付等）をする場合やデット型証券（社債等）を取得する場

合、その企業の安定性や健全性をチェックする必要がある。そこで、企業の財務諸

表からチェックできる「財務健全性」「収益性分析」「生産性分析」を中心に企業

の経営内容の評価をする。 

⑥ エクイティ型投資 
企業の資本に対して投資（出資等）するエクイティ型投資の場合も、前述の企業

の経営内容とその成長性をチェックする必要があると同時に取得する株式等の証券

の価値等もチェックする必要がある。そのためには、「成長性分析」「収益性分析」

「付加価値分析」とともに「DCF 法」や「時価純資産」等の株式評価もチェックす

る必要がある。 
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2 不良債権処理と企業再生 

 

2-1 不良債権処理と企業再生 

1. 不良債権と企業再生 

(1) 不良債権とは 

金融機関が企業や個人に資金を貸し付ける場合、その貸し付けた金は将来返還さ

れるものなので、その金融機関にとっては債権となり、その金融機関の資産として

計上されることになる。 

利息を稼いでくれる債権は収益を生む資産であるから、金融機関にとって正常な

債権といえるが、期日どおり利息が支払われないものや元金の返済すらあやしいと

いう債権は不良債権ということになる。金融機関がこのような不良債権を保有する

ことは、一般の企業が売れない在庫を抱えることに等しい。 

金融機関が不良債権を抱え続けることになれば、金融機関の体力を奪い、経営を

悪化させることになる。そこで、早急な不良債権処理が必要となる。 
(2) 不良債権の分類 

平成 11 年 7 月に金融監督庁（現金融庁）が金融検査のためのマニュアルとして整

備・公表した銀行の自己査定の基準をもとに不良債権を分類すると、次のようにな

る。 

＜銀行の自己査定の基準＞ 
① 破綻先 破産、会社更生、民事再生などの法的破綻に陥っている債

務者 

② 実質破綻先 法的な経営破綻には至っていないものの、深刻な経営難の

状態にあり、再建の見通しがないと見られるなど、実質的

に経営破綻に陥っている債務者 

③ 破綻懸念先 現在経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経

営改善計画などに沿って再建途上にあるが、その進捗状況

が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと見ら

れる債務者 

④ 要注意先 金利減免、棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある

債務者や、元本や利息の支払いが事実上延滞しているなど

債務の履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調な

いし不安定な債務者、または財務内容に問題がある債務者

など、今後の管理に注意する必要のある債務者 

⑤ 正常先 業績が良好で、財務内容にも特に問題のない債務者 

        

銀行は、この査定に基づき、返ってくる目途が低い不良債権ほど多くの引当金を
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計上しなければならない。 

また、金融再生法による開示債権という分類もある。銀行の自己査定基準は銀行

自身が適切な引当償却を行うための基準であるが、銀行の財務内容の透明性を確保

することを目的として、金融再生法開示債権の分類（破産更生債権、危険債権、要

管理債権、正常債権という分類）が定められている。破産更生債権には、おおむね

銀行の自己査定基準における実質破綻先、破綻先の債権が該当し、危険債権には破

綻懸念先の債権が該当する。要管理債権とは、自己査定基準による要注意先の債務

者に対する債権のうち、元本や利息の支払いが３ヶ月以上延滞している債権（３ヶ

月以上延滞債権）、または貸出条件を当初の約束よりも緩和している債権（貸出条

件緩和債権）をいうので、要管理債権には要注意先の一部が該当し、正常債権には

正常先と要注意先の一部が該当することとなる。 

(3) 不良債権の現状 

① 全国銀行の金融再生開示債権残高 

     平成 14 年 3 月期  43.2 兆円 

     平成 15 年 3 月期  35.3 兆円   ▲7.9 兆円 

② 不良債権比率（金融再生法開示債権ベース） 

     平成 14 年 3 月期  8.4％ 

     平成 15 年 3 月期  8.1％ 

③ 増減の内訳（単位：兆円） 

     ＜要管理債権＞               ＋0.1 

       債務者の業況悪化等           ＋4.1 

       査定の厳格化等             ＋0.6 

       危険債権以下からの上方遷移       ＋1.5 

       健全債権化               ▲2.3 

       返済等                 ▲0.7 

     要管理債権から危険債権以下への下方遷移 ▲3.1 

   ＜危険債権以下＞              ▲8.0 

     オフバランス化             ▲15.1 

     債務者等の業況悪化等          ＋6.7 

     特別検査の影響             ＋0.4 

                          金融庁のホームページより引用 

(4) 不良債権処理 

金融機関が不良債権を処理するための方法としては、その債権を回収し回収不能

額を損失として処理して銀行のバランスシートから除く方法（直接償却）と、将来

の債権回収不能による損失に備えて貸倒引当金を積立てる方法（間接償却）がある。

直接償却はその債権を銀行のバランスシートから外すことになるので、最終処理と

いわれている。 

直接償却に至るには、抵当権の実行、破産など法的手続を経る法的な整理と、金
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融機関と債務者の交渉により回収をする私的な整理がある。法的整理は透明性が高

いものの時間とコストがかかるといわれており、私的整理は不透明であるものの柔

軟性があるといわれていたが、私的整理ガイドラインが作成されたことなどにより、

透明性が確保された私的整理も増えている。 

政府は、金融機関に対し、これまで、次のような不良債権処理促進ガイドライン

を示している。 

① 平成 14 年４月６日「緊急経済対策」 
破綻懸念先以下の債権に区分されるにいたった債権について、原則として 3 営業

年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる。 

オフバランス化につながる措置としては、破産、清算（特別清算を含む）、会社

整理、会社更生、民事再生手続などの法的整理や、民事調停（特定調停を含む）、

裁判上の和解などの法的整理に準ずる法的手続が典型。 

② 平成 14 年４月 12 日「より強固な金融システムの構築に向けた施策」 
主要行の新規発生分の破綻懸念先以下の債権のオフバランス化を一層加速するた

め、原則１年以内に５割、２年以内にその８割目途について所要の措置を講ずる。 

③ 平成 14 年 10 月 30 日「金融再生プログラム」 
平成 16 年度までに、主要行の不良債権比率を現状の半分程度に低下させる。 

④ 平成 15 年３月 27 日「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」 
不良債権処理は、地域経済に与える影響を念頭に置きつつ、貸し手、借り手双方

が十分に納得のいく形で進められる必要がある。適切な償却、引当により、金融

機関の健全性を確保しつつ、一定期間内に不良債権処理の体制整備を含むリレー

ションシップバンキングの機能強化に向けた具体策を実施することを基本にすえ

ることが適当である。 

 
不良債権処理は 10 年越しの問題だが、遅々としてすすまない感があるといわれて

いる。平成 15 年５月には、不振企業の中から見込みのあるところを選び、企業とメ

インバンクで再建に取り組ませひいては日本経済を再生させようという目論見のも

と、産業再生機構が業務を開始した。また、銀行などの金融機関から不良債権を買

い取り、その債権を回収することを主な仕事としてきた整理回収機構(RCC)も、近

年、企業の再生に積極的に取り組んでいる。RCC の企業再生事例については項をあ

らためて紹介することとする。 

また、民間でも、不良債権処理ビジネスが盛んになってきている。その手法には

さまざまな方法があるようだが、たとえば、企業再生ファンドを設立してその資金

で不良債権を廉価で買い求め、高度な金融・経営戦略を駆使して債権の価値を高め

たり、破綻企業そのものの買収を行い、大規模なリストラや事業の再構築を行って

組織をよみがえらせたりして、莫大な利益を上げるといった方法がある。 

日本の不良債権処理ビジネスでは米国や欧州に本拠を構える外資系金融機関が主

導権を握っているといわれる。企業買収の例としては、GE キャピタルが平成 11 年
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に行った日本リース、平成 12 年の東邦生命、リップルウッドが平成 12 年に行った

日本長期信用銀行、平成 13 年のフェニックスリゾート、サーベラスが平成 12 年に

行った長崎屋、平成 14 年の木下工務店、ローンスターが平成 13 年に行った東京相

和銀行などが著名である。 

 
2-2 企業再生 

1. 企業再生とは 

長期の経済低迷下、経営破綻・不振企業が増加している。過剰債務を抱える企業は

そのままでは倒産してしまう。しかし、事業にそれなりの存続価値が認められ、清算

価値よりも存続価値が高いという場合がありえる。その場合には、何らかの形でその

企業を存続させることは、債権者にとって不利とはいえないし、従業員の雇用確保や

取引先に対する影響も少なく抑えることができるので国民経済的にも望ましいといえ

る。そのような観点から、企業再生が叫ばれている。 

金融機関からみた過剰債務を抱える企業に対する債権の処理は不良債権処理の問題

として論じられるが、その状況を、過剰債務を抱える会社が、債権者の協力を得てど

のように処理していくかという視点から考えると企業再生の問題とみることができる。 

(1) 私的整理と法的整理 

一般に、過剰債務を抱える企業を再生させるためには、一定程度の債権カットあ

るいは債務弁済のリスケジュールが必要になる。その債権カット等の方法としては、

債務者が各債権者と交渉し各債権者と個別合意を締結する方法（私的整理）がある

が、債権者の合意が得られない場合でも法律（民事再生法や会社更生法など）に定

められた再生手続によることができる。 

私的整理はあくまでも債権者と債務者の個別的合意であり、不透明な場合もある

が、その透明性をできるだけ確保し、不誠実な債務者の跋扈を防ぐために、平成 13

年 4 月、私的整理ガイドラインが定められた。私的整理ガイドラインとは、政府経

済閣僚会議の緊急経済対策を背景として、学識経験者を委員とし、財務省、金融庁、

経済産業省、国土交通省、日本銀行、預金保険機構をオブザーバーとして組織され

た「私的整理ガイドライン研究会」によって発表されたものであり、法的拘束力の

ない紳士協定である。 

私的整理ガイドラインでは、実質債務超過を３年以内に解消すること、経常利益

を３年以内に黒字化すること、支配株主の権利消滅、既存株主の希薄化のための処

理をして株主責任を果たさせること、経営者の退任により経営責任も果たさせるこ

となどを再建計画の条件とし、おおむね５年以内を計画期間と定めている。 

他方、裁判所の関与する法的倒産処理手続には破産、民事再生、会社更生、特別

清算、会社整理がある。そして、破産と特別清算は清算型の処理、民事再生、会社

更生、会社整理は再建型の処理と分類されている。 

再建型の手続のうち会社更生は大規模な株式会社の倒産を対象にした再建型の手

続である。大規模会社の倒産は社会や経済に大きな影響を及ぼすため､会社更生法も
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強い手続として構成されており、経営者の交代が行われ、債権者だけでなく担保権

者の権利を変更することなども可能となっている。 

会社整理は会社更生と同様に株式会社の再建を目指す制度だが、株主の権利を変

更したり、経営者を交代したりすることは予定されていない。また、整理案には原

則として債権者全員が同意することが必要とされている。このような手続は使い勝

手が悪いこともあり、現在ではほとんど活用されていない。 

民事再生は､平成 12 年から施行された新しい手続であり、再建型の基本法として

個人から大企業までこの手続を用いることができる。民事再生においては迅速かつ

機能的な再建が目的とされるため、手続も柔軟性をもって定められている。たとえ

ば、東京地裁の定めるタイムスケジュールは下記のとおりであり、かつての和議手

続に比較するとかなり迅速である。また、抵当権などの担保権は破産手続同様別除

権とされ、民事再生手続に拘束されずに権利行使できることとされているので、債

権者の権利行使の点で会社更生と様相が異なる。もっとも、担保権の設定されてい

る物件が今後の事業に不可欠のこともあるので、民事再生においても、その本来の

手続とは別に担保権者と債務者とで別途弁済に関する合意を締結する場合も多いよ

うである。なお、申立費用として裁判所に予納金を納付することが必要だが、その

額は負債総額に基づいて細かく定められている。たとえば、負債総額が 5000 万円以

上 １億円未満の場合には予納金は 300万円、５億円以上 10億円未満では 500万円、

500 億円以上 1000 億円未満では 1200 万円とされている。 

＜民事再生手続（東京地裁標準スケジュール）＞ 

   手続             申立日からの通算期間 

申立、予納金納付            0 日 

     保全処分発令・監督員の選任       0-2 日 

 第 1 回打合せ期日(債務者、監督委員が裁判所にて進行の協議)    2 週間 

民事再生手続開始決定          2 週間＋1 日 

 債権届出期間              6 週間  

   財産評定書・手続報告書提出期限     7 週間 

    再生計画草案提出期限          2 ヶ月 

   第 2 回打合せ期日            2 ヶ月 

債権認否書提出期限           9 週間 

一般調査期間              10-11 週間 

再生計画案提出期限           3 ヶ月 

第 3 回打合せ期日            3 ヶ月 

 監督委員意見書提出           3 ヶ月＋1 週間 

債権者集会招集決定           3 ヶ月＋1 週間＋2 日 

債権者集会・再生計画認可または不認可  5 ヶ月 

  再生手続の終結             認可から 3 年 
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(2) 企業全体の再生と事業再生 

企業再生は、会社更生法や民事再生法を活用したり、私的整理によって債務負担

を軽減することで企業の再建を図っていこうとするものだが、その一手法として、

最近その企業の有力事業を事業部門ごとに再生させる手法が活用されている。事業

部門の切り離しとしては、商法の規定する営業譲渡や会社分割の手法が用いられる

こととなる。実務では、平成 10 年の大倉商事（破産手続）や日本リース（会社更生

手続）といった大型の倒産事件で事業部門ごとに分割して営業譲渡を行う手法がと

られて以降注目されており、最近では、ヴィクトリアの私的整理や新潟鐵工所の会

社更生手続などもこの手法に近いといわれ、推奨されているようである。 

営業譲渡は、買収者が引き継ぐ企業の資産や負債の内容を当事者間で自由に選択

し特定して営業譲渡契約を締結するので、譲渡企業のかかえる偶発債務に対する責

任を負わされる事態を回避できる点に大きなメリットがあるとされている。なお、

商法上、営業譲渡には煩雑な手続が求められているが、平成 12 年商法改正により、

簡易な営業譲渡については手続が簡素化された。 

会社分割は、会社の営業の全部ないし一部を新設または既存の会社に承継させる

ことをいう。これまで、事業部門を分けるには別に会社を設立する等の手続をした

うえで特定部門を現物出資、財産引受、事後設立、営業譲渡等するという方法しか

ないという不便があるとされてきたが、その不便を解消し、迅速かつ効率的な組織

再編を実現するため、平成 12 年商法改正により定められたものである。商法上、会

社分割には物的分割（対価である新株を会社自身に割当てる）と人的分割（その新

株をもとの会社の株主に割当てる）が定められているが、倒産に立ち至った場合に

はその倒産会社の株主に新会社の株式を与えるというメリットを与えることはあり

えないので、人的分割がなされることはないと考えられる。また、会社分割の場合、

資本充実の原則から債務超過でないことが求められるので、商法的には先立って再

生計画によって債務超過を解消することが必要である。もっとも、旧会社の債務を

新会社がどの程度引き継ぐかは現実には債権者との交渉によることとなる。なお、

会社分割においてはその対価は株式の交付であり、現金が流出しない点に特徴があ

るが、民事再生手続等の中で会社分割をすることに債権者が納得するかという問題

がある。 

事業部門の再生は、再生の見込みのない事業まで抱え込む可能性のある企業全体

の再生にくらべ早期に着手が可能なこと、早期にできれば人材、資金といった事業

基盤を損なうことなく業績回復を目指すことが可能であることなどが指摘されてい

る。しかし、一方では、事業を細分化しすぎて本来一体として再生すべき部分まで

事業を分離しようとするケースも増えているといわれている。場合によっては、事

業再生をしようとしてなした事業の一部切り離しによって、これまで無意識に発生

していたシナジー効果がはがれおち、予想以上のマイナス効果を生じることもある

ので、各事業の将来性を詳細に調査し、企業のどの部分が付加価値を生んでいるの

かを確認し、貴重な経営資源を有効に活用することが必要である。 



 
 
 

 - 56 -

２. 企業再生事例 

1  企業再生はさまざまな手法で行われているが、RCC では大口債権者として企業再

生にとりくみ、その実績を公表しているので、これに基づき、実際に行われた企業再

生事例を紹介する。これらの事例では、RCC が私的整理による一部債務免除をなして

いる。 

① 債務免除とリスケジュールによる債務の再構築 
事案は、債務者の業種は繁華街に立地するソシアルビルの管理業者、年間売上高

約４億円、金融債務 40 億円（内 RCC 残高 20 億円）および簿外負債として実質破綻

した子会社の保証債務 10 億円を負担しているというものである。 

この債務者はソシアルビルの企画力・運営力には定評があり、また、これまで誠

意も認められ、安定的なキャッシュフローもあったので、過剰債務の圧縮を図れば

事業の採算性もあると見込まれた。 

再生の方法としては、子会社の清算と不採算資産を処分して損失を実現化するこ

と、債務者の営業資産の時価を精査し不足部分について RCC は先行して大幅な債務

免除をするとともに残債務の早期支払いを受けること、他の金融機関は RCC が大幅

な債務免除をすることによって利益を受けることとの代償として返済資金を捻出す

るためのリスケジューリングに同意することを骨子とした方法をとっている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 営業譲渡および免責的債務引受 
事案は、債務者業種は全国に販売ネットワークを有し確立したブランドイメージ

を持つ小売業者、年間売上高は 50 億円、店舗数は全国に 70 店舗、従業員数は約 500

名、営業資産は 50 億円（内訳 商品 15 億円、保証金 15 億円、固定資産 20 億円）、

株式会社整理回収機構編 「RCC における企業再生」より引用 
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金融債務は 200 億円（内訳 RCC 残高 162 億円）、RCC 担保処分での回収見込み額

は５億円程度というものである。 

債務者の事業そのものは採算性があり、従業員数も多いため、地域の雇用状況へ

の影響も配慮する必要があった。 

再生の方法としては、債務者の休眠子会社を第 2 会社として債務者と同じ商号と

し、第２会社は営業の買取資金 10 億円をスポンサーとなる銀行から新規に借入れそ

れを債務者に支払うとともに債務者の債務の一部を引き受け、債務者は第２会社か

ら支払われた営業譲渡代金を弁済に当て、営業譲渡後に商号を変更したうえ、特別

清算するという方法がとられた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 証券化の活用 
事案は、債務者業種は消費者金融、店舗数全国に 500 店舗、社員数 1000 名、総資

産約 1500 億円（大半は個人向け貸付金）、金融債務 600 億円（内 RCC 分 240 億円）、

金利収入年間約400億円、貸倒引当金控除後の利益水準は70億円というものである。 

この事案では、現状の財務内容は比較的健全であること、しかし今後も安定的に

利益を確保し債務の弁済を継続するには新規資金が必要であるところメインバンク

が破綻し新規資金の調達が難しくなったこと、このままでは金融債務の弁済が続か

ないこと、けれどもキャッシュフローもあり事業価値そのものは高いと見込まれる

こと、社員の雇用を確保する必要があることなどに配慮する必要があった。 

再生の方法としては、債務者の資産である小口ローン債権を証券化するという金

融手法を用い、その証券を売却することで新規資金を調達するとともに、RCC との

株式会社整理回収機構編 「ＲＣＣにおける企業再生」より引用 
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間で債務弁済方法や期間等について弁済契約を締結するという方法がとられた。具

体的には、債務者は資産である小口ローン債権を信託会社に信託して信託会社から

信託受益権を取得し、債務者はその信託受益権の一部を特別目的会社（SPC）に売

却して売却代金を取得し、特別目的会社においてはその信託受益権をバックにした

債券を発行してその債券を投資家に売却するという方法がとられており、その結果、

債務者の倒産等の信用リスクに左右されない資金調達が可能となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  企業再生計画立案にあたっては現状の分析と将来の予測が不可欠の前提である。

すなわち、企業競争力の分析、赤字原因の分析、収益構造の検討、同業他社との比較、

不採算部門の発見、業界の需要や供給構造の変化についての情報分析などを行って企

業競争力の分析を行うとともに、予想売上高の算定、変動費・固定費・一般経費の削

減、資産処分、目標利益を算定して合理的な将来の収益計画を立て、そのうえで、債

権者の協力を得て過剰債務を圧縮して企業を再生する計画を立てることとなるわけで

ある。 

また、企業再生計画作成に当たっては、運転資金、設備資金、弁済資金、リストラ

資金等の資金が必要であるため、その調達のめども必要となるが、資金調達方法は単

なる新規融資だけでなく、増資や社債発行、事業の一部門の売却や自社資産の証券化

などいろいろな方法がありえる。資金を拠出する者はその企業のビジネス・会計・税

務・法務といった各方面からデューデリジェンスを行うこととなり、グループ企業が

あればグループ全体を連結したデータも必要となる。 

企業再生計画の作成は以上のような専門的な知識を多く要するものであるため、企

業再生にあたっては、処々の面で、弁護士、公認会計士、税理士、監査法人、不動産

カウンセラー、デューデリ・アドバイザリー会社など専門家の活躍が期待されており、

株式会社整理回収機構編 「RCC における企業再生」より引用 
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しかも、再生が成功するかどうかは営業資産の劣化をいかに防ぐかという視点も不可

欠なために早期迅速な作業が必要とされているのである。 

 

2-3 土地区画整理事業の破綻処理 

(1) はじめに 

土地区画整理事業に参画する不動産カウンセラーは相当数にのぼるものと推測され

る。それは土地区画整理事業が市街地再開発事業として最も歴史が古く、全国の市町

村の津々浦々まで普及しているため、施行事業数が極めて多いことによるものと思わ

れる。 

従前標準地評価のみを業務とする不動産鑑定士から、自ら土地区画整理士の資格を

もって技術士を採用し、業務の大半が土地区画整理事業である不動産カウンセラーま

で、その受託業務の濃淡は様々であるが、現在この事業が施行中のまま立ち往生して

おり、解散も清算もできない状況となっている。私達は、この難問に解を作ることに

よって、専門家としての地位を確保していきたいと考え、数年前から研究を行ってき

た。 

ここでは、解決案の検討結果を、①現在施行中で行き詰まっているものは破綻処理

する方向と、②今後施行するものについては企業会計を導入し、毎年事業評価を行う

方向との二つに分けて提案することとしたい。 

私達の研究提案によれば、膨大な不動産鑑定需要が発生することになり、直接的に

不動産鑑定業務の領域を拡大しようとするものである。 

(2) 土地区画整理事業（組合施行）の現状 

土地区画整理事業は、市街地整備開発手法として最も歴史が長く、また、施行例も

最も多く、大都市のみならず全国的に広範な街づくり手法として定着し、大きな実績

を上げてきた。ところが、バブル経済崩壊後の地価の急激な下落によって、保留地を

売却して事業を回転完了させるという土地区画整理事業スキーム自体が機能不全に陥

っている。 

事業の計画段階から、着工、清算、解散までの実施期間が一般的に 10 年以上かかる

土地区画整理事業において、当初計画は極めて安定的で事業安全度を折り込んだ事業

計画であったにもかかわらず、その後の急激な地価下落によって保留地処分ができな

くなり、さらに地価下落が続いているので、ますます事業完了ができなくなるという

悪循環に陥っている。もはや、誰の目にも保留地処分ができないことが明らかになっ

ているにもかかわらず、値下げすることもできなければ、清算、解散することもでき

ない状況となり、全国的に停止状態となっている。 

組合施行の区画整理事業の大半は、都市計画事業として実施されているにもかかわ

らず、組合事業費等の借り入れについては、組合理事が連帯保証人になっているケー

スが多い。借入金等の返済については、組合が誠実に、必死になって利子を払ってい

るため、現在までのところ大きな社会問題にはなっていないが、元金の返済はかなり

厳しい状況にある。 
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農協・地銀等からの借り入れ総額は、現時点でおよそ 6,000～7,000 億円以上と推計

される。 

(3) 破綻処理についての検討方向 

全国的に機能が停止となっている組合施行の区画整理事業を再生させるためには、

区画整理事業の手法の中で法定の処理手続を段階的に実施することが最善の方法であ

り、土地区画整理事業の現行法の事業スキームを変更することは極めて困難である（例

えば借入金部分について、公的資金の注入又は特別償却処理をしようとすれば、モラ

ルハザードを起こしかねないために土地区画整理事業のみ、それが可能であるかにつ

いて、社会的説明が必要であり、法制度の大改正が必要となる。）との認識から、 

① 地権者、金融機関、行政等を含め、関係者が応分の負担を三方一両損的に行う方向

を確認することが社会的に妥当な解決方法ではないか。 

② 都市計画事業として実施してきているのに、個人財産をもって理事が連帯保証を行

ったからといって、当該土地区画整理事業によって丸裸にされるのは、余りにも酷

ではないか。個人的に担保される不動産の範囲は、当該土地区画整理事業地内の不

動産を限度とすべきではないか。 

③ 仮換地権者を含め、組合員への賦課金は、宅地の増進がゼロとなるまでが負担の限

度ではなかろうか。 

等々の検討を行った。 

(ｱ) 破綻処理のためのガイドライン 
土地区画整理事業を再生するための手法は、調停法及び民事再生法等とし、その

場合不良債権処理の金融機関に対する無税償却のスキームのガイドラインを提示し

ていくことが有用であると判断した。尚、これについては、金融機関の特別損失処

理と同様に閣議決定が必要である。 

① 公共性が極めて高い都市計画事業として実施されている組合施行土地区画整

理事業を当面の対象とし、 

② 組合理事の個人連帯保証の範囲は最大でも当該土地区画整理事業施行区域に

所有する不動産価値に限定するものとし、 

③ 組合員の賦課金は、最大でも増進ゼロを想定した負担を限度とすること。 

④ 上記を前提として、組合総会決定を受けることによって事業計画の変更を行い、

保留地処分を行う場合には 

⑤ 行政、金融機関等、関係者はこれを尊重するものとする。 

なお、金融機関の損切り分に対しては、特別損失処理を同時に行える方向は他の

不良債権処理の例と同様とする。 

(ｲ) 付帯税制要望 
上記①～⑤の要件を満たすことを前提として、土地区画整理事業を収束する上で

現在支障となっている税制についても、以下について要望する。 

保留地に対する固定資産税の減免 

保留地は、換地処分するまでは登記できないため、保留地購入資金の担保価値が
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なく、保留地販売に支障が出ている。そのため、組合としては早期に換地処分をす

る必要があるが、換地処分により保留地は組合所有地として登記され固定資産税が

かかることとなり、さらに経済的負担が増すことになる。 

したがって、都市計画事業として実施された組合事業に対しては、その公共性に

かんがみ、固定資産税の減免措置を図るべきである。固定資産税は地方税であり、

ごく一部の市で条例により減免措置が規定されているが、この問題は全国問題であ

り、地方税法での対応が望まれる。 

(4) 今後計画施行される土地区画整理事業の方向 

(ｱ) 企業会計導入による財務諸表の作成 
土地区画整理事業の事業スキーム、手法、手続は、専門用語や専門概念も多く、

一般市民だけでなく、行政経験者や議会関係者においても理解が困難な面を持って

いる。この様な状況では、当然、土地区画整理事業の進捗状況がどの様な状況にあ

るのかについて市民了解を得て公的資金を注入したくても、それ自体賛同を得るこ

とが困難である。また、今日までの土地区画整理事業の事業計画は、事業計画につ

き認可を一度受けたら5年でも7年でも変更せず完了、清算に至るものが多かった。

せいぜい、換地処分段階となって、事業計画を最終着地に向かって変更することが

あるだけであった。そこで、今後の土地区画整理事業については、企業会計を導入

し、公開に耐える財務諸表を毎年作成することを提案している。 

(ｲ) 時価会計による企業会計（組合会計）の意義 
毎年、事業計画における保留地処分価格（当該時点で確実に売却可能な保留地価

格を毎年不動産鑑定評価により求めることになる。）を確定することによって、当

該土地区画整理事業の進捗状況が青信号なのか黄色なのか、はたまた赤なのかを客

観的に知ることができ、事業計画を必要により軌道修正することが可能になる。私

達不動産カウンセラーが事業計画変更のための方針作成、手続調書作成、合意形成

会議運営、認可事務代行などに主体的に参画できることになる。 

また、地価下落の場合、早期に欠損金が明示されるので、当該時点での賦課金、

再減歩等の予測が可能となり、対策の検討等、自己責任を全うする条件が整うこと

になる。これは、組合施行だけでなく、公共施行への土地区画整理事業でも同様で

あり、マクロの国家経済に与えるダメージを予測することが可能となる（ダメージ

の予測により、災害復旧と同様に国民の支持の下に公的資金の導入や金融機関の一

部債権放棄などを現実的に可能なものとするインセンティブとすることができる）。 

(ｳ) ケーススタディ（詳細は省略） 
Ａ県で実施された５ha の組合施行土地区画整理事業（７年で換地処分、８年目と

なり清算段階となっている）の成功例をモデルとして企業会計を導入し、バランス

シートを作成した。資産の項目は、①組合員が土地を現物出資したとみなした従前

地評価額、②保留地造成支出金、③保留地処分回収見込額（正味）、④公共施設（補

助金に対応）とし、負債の項目は、①金融機関からの借入金、②資本の部は、会員

出資金、補助金、欠損金等として貸借対照表を作成した。この結果、当該モデルは
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成功例で、７年で事業は完了し、現在清算事務を残すのみとなっているが、事業認

可から７年目の換地処分時に保留地処分価格が当該予定価格の 50％に下落したと

仮定すると、施行の第２年度から赤字が発生することが判明した。 

今後の土地区画整理事業においては、保留地処分価格を毎年的確に把握すること

（不動産鑑定によって）によって、当初減歩率に対する再減歩を検討し、新たな補

助金や同時施行の道路事業、街並み整備事業を実施する等、柔軟で弾力的かつスピ

ーディーに事業計画を変更していく必要があることがわかった。 

これらの一連の事務作業は、地権者間相互と行政との間における合意形成を伴う

業務となるが、不動産市場を見据えた不動産カウンセラー業務として最適である。 

なお、ケーススタディから予測される今後の土地区画整理事業の方向は、一定規

模以上の財政規模の公共団体で、できるだけ小規模な施行面積で、他の公共事業等

と同時合併施行が可能なプロジェクトでかつ換地処分と同時に保留地が処分できる

（デベロッパー等から見て、保留地購入価格が予測できる期間内）ような、土地区

画整理事業のみに限定して、土地区画整理事業の不動産カウンセラー業務を行うべ

きと考える。 

 

３．不動産に関するファイナンス 

【総論】不動産証券化のファイナンス  

昨今、不動産を取り巻く環境は大きく変化してきている。不動産ビジネスは金融ビ

ジネスそのものとなり、不動産とファイナンスというものは、切っても切れない関係

になってきている。 

(1) 多様化する資金調達手法 

企業が様々な経済活動をするうえでは、当然、資金の調達が必要になる。これまで、

日本の企業の場合はほとんどが間接金融という、市中銀行や政府系金融機関、ノンバ

ンクからの事業資金を借り入れる形態を続けてきた。 

しかし、一方で、銀行などを介せずに市場からダイレクトに資金調達を行う直接金

融の手法も一般化してきており、株式や転換社債といった、いわゆる資本（エクイテ

ィ）として資金を調達する手法、もしくは負債（デット）として社債とか CP により

資金を調達する手法も一般化している。そして、近年、新たな資金調達の手法として

注目されてきたものが、アセット型資金調達（アセットファイナンス）と呼ばれる手

法である。 

通常、企業が資金を調達する場合には、一般的にはその企業の信用力を基礎とした

調達になるが、アセットファイナンスは企業の信用力ではなく、企業が持っている資

産の価値や信用力をベースに資金を調達する手法となる。 

このアセット型資金調達の一つが、「資産流動化（証券化）」という手法である。

アセット型の資金調達は、別名オフバランス型資金調達とも呼ばれるとおり、企業の

バランスシートから資産を売却して外すことで資金を調達していくというものである。

これが新しい考え方のファイナンスとして脚光を浴びている。 
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(2) 資産流動化の目的 

では、なぜ企業は資産流動化に取り組むのだろうか。もっとも単純な目的として資

金調達であることは当然である。 

もう一つの理由が財源の捻出である。通常の運転資金等の資金調達ではなく、ある

年度に特損を出さざるを得ないが赤字決算は避けたいとか、退職給付の財源が足りな

いなど、単年度に必要なキャッシュフローを資産の売却により含み益を吐き出すなど

して捻出するための手法である。 

それから３点目にあげられるのは、信用力の強化という目的である。これがいまま

での資金調達とは違う側面であり、近年の資産流動化の目的はこの信用力の強化が最

も多いといえる。たとえば、ある会社の財務体質が悪化してしまい、企業の信用力で

は低利で貸せないけれど、その企業が保有する一部の資産は非常に高収益である場合

に、その資産の収益を使って資金を低利に調達するということが考えられる。また、

借入金が多いことで企業の信用力が低下し、格付が下がっているのであれば、資産を

オフバランスして資金を調達すれば、資産と借入をバランスシート上から減らすこと

ができ、信用力が上がるので、コーポレートベースの調達がやりやすくなるという考

え方である。 

オフバランスというのは、バランスシート（B/S）上から資産を外すという考え方で

ある。資産を B/S から外すというのは、要は資産を売却することである。その売却益

で、B/S 上の借入（負債）も併せて圧縮することができる。 

当然、負債や資産が減れば、ROA も向上するし、借入額の圧縮にもなるということ

で、最終的には格付、市場からの会社のコーポレートベースの評価が上がることにな

る。これがオフバランスの最大の目的である。 

昨今の日本の企業の場合には、単にお金を借りる、資金を調達するだけではなく、

このオフバランスを進めて B/S を軽くし、格付を向上させたいという理由で資産流動

化（証券化）に取り組まれるケースが非常に増えている。 

(3) 外部格付と資産流動化 

資産流動化というのは、企業の格付という概念が日本に浸透してきたのと同じよう

なタイミングで普及してきた経緯がある。格付機関は何を見て企業の格付を行うかと

いうと、社債の償還可能性という視点から財務諸表を分析し、企業の財務内容を評価

する。 

基本的には格付というのは事業規模、キャッシュフロー、ROA、有利子負債依存度

というものを重視している。これらに指標を改善するには、資産のオフバランスと負

債の圧縮が非常に大きく効くことになる。日本の企業は、これまでは間接金融が中心

であり、さらに含み益経営が主流であったことから格付をあまり気にしてこなかった

のだが、直接金融へのシフトにより格付を重視する必要に迫られ、資産流動化の手法

の活用を活発化させた。当然、格付がよくなれば企業の信用力が上がり、資金調達コ

ストが下がることになるので、企業活動全体に対して非常に大きなインパクトがある

ということになる。 
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(4) 不動産業者における資産流動化への取り組み 

不動産の流動化は日本ではまだ10年弱ほどの歴史だが、最初に始めたのは不動産賃

貸事業者である。不動産賃貸業は不動産を貸すことで収益を得るビジネスであるので、

収益の源である資産をなぜオフバランスしまうのかという疑問がわいてくると思う。 

不動産賃貸業というのは非常にハイレバレッジ、いわゆる資産・借入過多の業種で

あり、非常に少ない資本で大きな借入をして、ビジネスをどんどん拡大するというタ

イプの事業の部類に入る。しかし、バブルの崩壊の中でハイレバレッジ型のビジネス

モデルが市場から否定され、さらに資産価値の低下による大きな損失が発生したこと

も加わって、不動産賃貸業者の生き残りには市場から評価され信用される財務体質へ

の転換が求められた。 

このため、資産と借入が多い不動産賃貸業者は、資産流動化という仕組みを活用し、

含み益を吐き出すことにより損失処理の財源を確保し、かつ債務をできるだけ外に出

し、B/S を軽くすることで格付の維持を図るという必要に迫られて、自ら商売の元で

ある不動産を流動化していったといった経緯がある。 

近年では、不動産賃貸業者においても以前のような財務体質改善の必要に迫られた

資産流動化への取り組みは減少しつつあり、代わって、ハイレバレッジな財務体質で

は良好な格付が得られないことによるオフバランスニーズが主流となっている。 

(5) デベロッパーに見る開発型ファイナンス 

不動産賃貸業における資産流動化への取り組みは、B/S 上の資産と借り入れを圧縮

して格付けを向上するということに主眼が置かれているが、一方、同じ不動産業でも

デベロッパーという、新たにキャッシュフローを生む資産をつくり出す業種において

も、オフバランス型の調達が指向されてきている。 

これまでは、デベロッパーは自社の信用力でお金を借りて、リスクをとりながら開

発をしてキャピタルゲインを得ていくというのが基本的なビジネスモデルである。企

業の信用力とか規模に比べて非常に大きな案件を手がけることはハイリスクとなるこ

とから、デベロッパーのビジネスモデルもハイレバレッジという側面を持っていると

いえる。このような場合に、銀行からの借り入れができなかったり、もしくは自社の

信用力を非常に大きなリスクを伴う開発案件に投下することで、自社の格付が大幅に

低下してしまうというような事態が想定される。このため、自社の信用力による資金

調達により信用力を消費することをせず、将来的にキャッシュフローが見込まれる資

産の信用力を活用し、自社の信用力から切り離すかたちで新しい開発の資金を調達す

るというのが、この開発型ファイナンスという考え方である。 

この資産の信用力を活用して調達するということについては、資産流動化とまった

く同じ考え方になる。最も違う点は、この資産の信用力はこれから新しく開発する資

産であるために、キャッシュフローの安定性が見えていないという問題があるという

ことである。よって、開発型ファイナンスの場合には、一般の投資家を対象とし、格

付を取って実施する安定的な調達スキームよりは、どちらかというとプロジェクト・

ファイナンスなり不動産投資ファンドという、ある程度リスクを持ってくれる資金供
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給源から調達するほうが望ましいといわれている。 
 

以上に述べてきたように、これからの不動産業においては、不動産企業が資産をオ

フバランスすることによりアセットファイナンスとして資金調達を行い、格付を向上

するということと、これから新しく取り組む開発プロジェクトの資金需要に対し、デ

ベロッパーが自分の信用力ではないところで資金を調達するという、この二つの考え

方が不動産の新たなファイナンスの流れになってくると考えられる。 
 

3-1 不動産証券化（各論） 

１. 資産流動化手法の仕組み 

(1) 資産流動化とは 

資産流動化とは、下図に示したとおり、原債権者の資産を小口化（証券化）して

投資家に譲渡（販売）することが基本となる。この際、原債権者から資産を譲受し、

債権を発行させるための証券発行専門体が必要となる。証券発行専門体としては、

一般的には、「SPC（Special Purpose Company）」と呼ばれる特別目的会社や信託の

形態をとる。 
資産流動化の原則としては、下記の 3 点が上げられる。 
 
 
 
 
このように、原債権者から資産譲渡によりリスクを切り離し、オフバランス化（貸

借対照表上からはずすこと）したうえで、その資産及び収益の信用力により資金調

達を行うことが資産流動化の基本的考え方である。流動化の対象となる資産は不動

産など大口のものから売掛債権など小口のものまで多岐にわたる。しかし、原則と

しては、「大数の法則８」によるリスク把握、リスク分散を図る観点から、小口の債

権を多数組み込むことが理想的な形態となる。 

 

【資産流動化の考え方】 

 

 

 

 

 

                                                      
８ 大数の法則…個別に見ると予測不可能な事故も、集団として社会現象を観察すると、一定の確

率が予想できるという法則。 

原債務者 原債権者 
（資金調達者）

証券発行専門体 
（信託またはＳＰＣ） 

投資家

資産の

譲渡 

○ 資金調達者のリスク 

○ 資産から発生する収益のみに依存する 

○ 小口・多数債権組み込みによるリスク分散  
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(2) 資産流動化の基本的仕組み 

下図は、資産流動化の一般的な仕組みである。原債権者である企業（オリジネー

ター）は、債権を流動化するための特別目的会社 SPC（SPV）を設立し、そこに債権

を譲渡（売却）する。特別目的会社に譲渡された債権は、証券会社や投資銀行など

（アレンジャー）の金融機関により、特別目的会社が発行する証券として小口化さ

れ、投資家に売却される。この際、特別目的会社はペーパーカンパニーであり、資

産は資本金および譲受債権しかないため、同社が発行する証券に対して信用補完や

流動性補完がなされる。この証券は、原則として、格付会社により格付がなされる

ことが必要であり、リスクに対する利回りなど投資家の判断基準となるわけである。 
原債権者である企業において、流動化した債権は基本的には売却されているが、

債権の回収業務を行う主体（サービサー）としての役割は継続する場合が多くみ

られる。また、債権回収者が原債権者と別になるケースもある。 
 

サービサー

同一の場合が
多い

ＳＰＣ

（ＳＰＶ）

（特別目的会社、

　　信託、組合など）

債

務

者

投

資

家

格付け会社

証券発行

証券発行代金

格付け付与

元利金

信用補完・
流動性補完

銀 行 な ど

代金

債権債務
関　　係

元利金

オリジネーター
Ａ社（原債権者）
プール化

元利金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：用語の解説】 

◇オリジネーター 

 ・流動化する資産を所有する企業。 

◇SPC（SPV） 

 ・特別目的会社（ Special Purpose Company(Vehicle)）の略で、オリジネーターか

ら資産を譲り受け、証券を発行するために設立される。 

◇サービサー 

 ・特別目的会社に代わり、譲受債権の回収・管理を行う機能。（通常はオリジ

ネーターが行うケースが多い） 
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(3) 証券化の対象となる資産の条件 

資産の証券化は、基本的にはキャッシュフローを生む全ての資産が対象となるが、

実際の流動化商品の設計にあたっては、ある一定の基準を満たす必要がある。特に重

要なポイントとしては、ある程度の収益性が見込め商品化に必要な利回りを確保でき

ること、投資リスク判断のための情報が整っていることなどがあげられる。 

一般的に、資産流動化に求められる条件は下記に示すとおりである。 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) わが国における代表的な資産流動化手法 

わが国における代表的な資産流動化手法としては、「特定債権等に係る事業の規制

に関する法律」（以下「特定債権法」という）があげられる。同法により、資産流動

化に係る事業者への必要な規制、その業務の適正な運営の確保および投資家の保護

を図る資産流動化の法的枠組が整備され、さらに資産担保型証券の発行も解禁され

ている。 
特定債権法において、大きく分けて「資産担保証券（ABS）」および「小口債権」

の２つの流動化手法が位置づけられている。 
 
 

①資金コストに対して、十分な利ざやが確保されている金融資産 
 →例：米国のクレジットカード債権証券化 

・ 一般受け取り金利： 18～22％ 
    ↓「証券化」 
・ 損失見込み（ 6％）、管理費用（2％）、利払い（8％）、超過キャ

ッシュ（2～8％） 
②リスクに見合う収益の期待できる金融資産 
 →つきあい上での低利融資などは対象外となる 
③貸付条件、審査条件等が定型的で均質な資産（プール）の組成が可能な金

融資産 
 →商品設計の際の資産からのキャッシュフロー分析に必要 
④１件あたりの債権額が小口であること 
 →リスク分散効果、「大数の法則」によるリスク把握 
⑤対象資産における延滞、倒産及び期限前償還などの過去の情報記録（パフ

ォーマンスレコード）が整備されていること 
 →商品設計の際のリスク分析に必要 
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 概  要 規 制 等 

【資産担保証券】 

 ＡＢ社債 

 

・発行の額面が１億円以上

・特定有価証券として扱う

・指定機関の格付けが必要

ＡＢＣＰ 

 

特定事業者（クレジット業者等）が

保有する特定債権を特定債権等譲受

業者に譲渡し、特定債権等譲受業者

が譲り受けた資産を裏付けとして発

行する社債、CPのこと。資産担保証

券（ABS）という。 ・特定有価証券として扱う

【小口債権】 

譲渡方式 

 

特定事業者が保有している特定債権

等を特定債権等譲受業者に譲渡する

際に発生する譲渡代金債権を分割し

て小口に販売する方式。 

信託方式 

 

特定事業者が保有している特定債権

等を信託銀行に信託し、信託受益権

を小口に販売する方式。 

 組合方式 

 

特定事業者が保有している特定債権

等を複数の投資家が形成した商法上

の匿名組合もしくは民法上の任意組

合に譲渡する方式。 

・販売単位、償還期間、中

途解約、譲渡制限等に関す

る規制 

・書面による情報開示 

・クーリングオフ 

・バックファイナンス（流

動化商品を担保とした貸

金）の禁止 

 

(5) 資産流動化によるオフバランスについて 

オフバランスとは、会計制度に則り、貸借対照表（バランスシート）上の資産

を、単体・連結の貸借対照表から除外することである。証券化では、オリジネー

ターが出資する SPC（特定目的会社）に、資産を売却することによって、オフバ

ランス化を行う。 
通常、資産のオフバランスを行うに際しては、その資産の売却代金によって自

身の借入金の返済をセットで行うことが多く、格付向上策としてバランスシート

から資産・借入額の双方とも圧縮することが多く行われている。  
オフバランスを行うに際しては、会計制度上、オフバランスと認定される要件

は厳格に設定されていることに留意が必要である。不動産の場合、物件評価（譲

渡）価格の５％を超えて SPC に出資すると、オフバランスと認められなくなる。

このため、債券発行や銀行借入で調達する金額（優先借入部分と呼ばれる）と物

件価格の５％相当の自己出資額との差額があると（例えば、優先借入額が物件価

格の７割とすると、差額の 25％相当額）、第３者の出資者を募る必要がある（劣

後部分と呼ぶ）。劣後部分は出資である場合と劣後借入である場合があるが、配

当・金利（ハイクーポン）の形で収益を吐き出す必要が出てくる。なお、貸付債

権の流動化の場合は会計上、議決権などコントロールを持たない形での出資・劣
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後借入には制限がない。 
 

２. 不動産証券化 

(1) 不動産小口化と証券化 

前項で述べたとおり、資産流動化というのは資金調達者の資産を小口化して投資家

に譲渡する資金調達手法である。よって、証券化というのは何も目新しい手法ではな

く、単に不動産の売買と考えることもできる。不動産売却に際し、小口化をして幅広

く資金を調達する考え方が証券化ということである。 

この際、不動産を単に売却せず、SPC を活用するかという最大の理由は、不動産が

「物権」であるからである。不動産の場合、売買に関しては不動産取得税や特別土地

保有税など様々な税金がかかり、さらに不動産という物権になっていることで、さま

ざまな取引について、いろいろな手続きが必要になるという、いわゆる「流動化性が

低い」状態になってしまう。 

証券化では、資金調達者から資産を SPC に売却するが、売った段階ではまだ物権の

売買である。しかし、SPC は、購入した不動産を小口化して、物件のまま小口化して

投資家に売るのではなく、SPC が社債を発行して投資家から資金を調達する。投資家

が購入する際には、社債という形態になっているから、ここで物権が債権に変換され

るということである。債権になれば、債権を売買する手続きや税負担が非常に軽くな

るため、流動性が高まる。 
(2) 不動産証券化の原則 

不動産証券化の原則としては、資金調達者のリスクから切り離すこと、資産から発

生する収益のみに依存するという考え方があげられる。 

資金調達者のリスクからの切り離しというのは、ビルを証券化した A 社が倒産した

場合、A 社の債権者に証券化したビルを差し押さえられるといったことがないという

ことである。よって、A 社のデフォルトリスクと証券化商品のリスクの完全な分離が

必要となる。リスク分離がしっかりと担保されていない限り投資家は安心して証券化

商品に投資できないということである。もし、リスクが分離されていない状態であれ

ば、投資家は A 社の信用力も考慮に入れる必要があり、いわばコーポレート・ファイ

ナンスと同じリスク管理を行うことが必要になってしまう。 
後者の資産から発生する収益のみに依存するという考え方だが、あるビルを流

動化した場合、このビルの賃料だけからしか、この投資家への利払いを前提とし

ないということである。オリジネーターである A 社が、SPC に代わって投資家に

利払いをすることはない。よってリスクを切り離せるかわりに、収益リスクも切

り離されているということになる。逆にいうと、この流動化した資産のビルが、

たとえば空室が多くて投資家に十分なリターンを出せないといった場合でも、A
社はそれに対して特に責任を負う必要はないことになる。 

(3) 基本的仕組み 

流動化する不動産を持っている会社はオリジネーターと呼ばれる。オリジネーター
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が流動化するための SPC（特別目的会社）を設立し、保有している不動産を SPC に売

却し、SPC が資本市場から資金を社債等で調達し、SPC は不動産の運用益から投資家

に利払いを行うという仕組みが不動産証券化の基本的な流れになる。 
 

 

 

この SPC というのはあくまでも証券発行体であるので、基本的にはペーパーカンパ

ニーになる。不動産証券化の場合、オリジネーターとサービサーは同じ主体となる場

合が多くみられる。サービサーが別になるケースとしては、不動産ファンドや REIT

などがあげられる。 

SPC が社債の形態で資金調達を行う場合には、私募債の場合を除き、格付をとる必

要がある。格付会社がどんな格付をするかで、資金調達コストが決まることから、SPC

が保有する不動産が抱える様々なリスクを減らすことができれば、投資家からは非常

に安い金利で調達できることになる。 

(4) 証券化が可能となる不動産 

証券化は投資家にとって魅力ある商品として仕立てなければならないので、商品化

が可能な不動産証券化はどのような条件が必要かについて説明する。 

まず、第一にはキャッシュフローの有無である。利用のめどが立っていない塩漬け

の土地があって、まったくキャッシュフローを生んでいないというものについては対

象にならない。しかし、たとえば３年後に売却することが決まっている不動産を流動

化するということはできる。それは売却という将来のキャッシュフローが見えている

からで、塩漬けの不動産でも、買取が確約されているものであれば流動化の対象にな

る。 

第二には、収益性の視点である。キャッシュフローを生んでいればいいというわけ

ではなく、当然ある程度の収益性が見込めることが必要である。SPC が発行する社債

は、当然、投資家に約束した利払いをしなければいけないことから、利払いをするの

に十分な収益性が見込めないと証券化の対象にはならない。例えば、マーケットで３％

の金利で商品化ができたということになっても、その不動産が３％以上収益を生んで

いなければ逆ざやになり、その社債はすぐにデフォルトしてしまう。 

第三には、投資リスク判断のための情報が整っていることがあげられる。投資家は

格付けに基づいて社債を買う形になるので、対象となっている不動産の詳細な情報は

投資家独自ではどうなっているか調べることはできない。よって、投資家と格付機関
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が投資リスクを判断するときの、判断のための情報がきちんとあるかということが非

常に重要になる。不動産の場合、収益物件であれば過去 10 年間の空室率がどうなって

いるかとか、もしくはその近隣の不動産の空室率なり利回りがどうなっているかとか

という情報も、投資を判断するうえで必要になる。たとえば去年は満室だったけれど、

それまで 10 年ずっと空いているなどという物件は、投資リスクが高いという判断をさ

れるということもある。 

第四には、将来的なキャッシュフローの担保がある。証券化の対象となる物件が 10

年の証券化の期間であれば、10 年間きちんとキャッシュフローを生み続けるのに必要

なだけの機能を備えているかということである。３年したらもうボロボロで使えなく

なってしまうとか、もしくは耐震性能が低く地震でビルが壊れてしまう恐れがある物

件などには、その不動産が収益を生まなくなる、キャッシュフローを生まなくなるリ

スクがあるという判断がなされるわけである。 

このように、空室が多く見込まれたり、地震で建物に大きな被害が予想されるよう

な不動産は、非常にハイリスクの資産とみなされ、格付が悪くなる、もしくは格付が

取れないことになる。一般的には BBB 以上の格付が取れなければ証券を発行できない

ので、このような不動産は証券化の対象外となる。 

不動産を流動化する場合には、質の良い物件を流動化するということがまず基本で

ある。いい物件を流動化すれば、いい格付が得られるので、オリジネーターから見れ

ば安いコストで資金調達ができる。 

 

３. 地域開発事業における不動産証券化手法の導入方向 

(1) 地域開発事業におけるビジネスモデルの変容   

地域開発事業をめぐる状況は大きく変貌してきている。一つはコーポレート・ファ

イナンスからプロジェクト・ファイナンスへの展開があげられる。企業が自社の信用

力の中で信用力を消費しながら開発をしていくような時代ではなく、プロジェクトの

将来的なキャッシュフローの期待値でファイナンスをする時代に入ってきている。さ

らに、含み経営のようなキャピタルゲインだけでデベロップメントするのではなく、

将来のキャッシュフローを現在価値換算して評価をしていくような考え方、インカム

ゲインの時代に入ったといえる。 

また、これまでの不動産業は、デベロッパーと銀行というプレーヤーが貸し手、借

り手という両輪で事業を担ってきたが、これからは参加者が多様化していくという視

点も重要である。地域開発事業はハイリスクなビジネスといえるが、当然リスクがあ

るところに収益はあるから、いろいろなところにリスクを分散することでリスクテイ

クをする主体がかなり広がってくることが期待される。 

デベロッパーとしての開発能力というものは当然必要だが、開発による地価の上昇

を期待することだけではなく、プロジェクトの計画の内容、期待されるキャッシュフ

ローについて評価をして、さまざまな投資家にリスクテイクしてもらうことでリター

ンを配分していくという、新しいビジネスモデルが確立されつつある。このビジネス
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モデルを推進するための仕組みとして、証券化が注目されている。 

(2) 地域開発事業における不動産証券化の課題と可能性 

地域開発事業における不動産証券化はいくつか事例が出てきているが、導入にはか

なり難しい面がある。一般的な不動産の流動化というのは、すでに稼働している不動

産を対象としている。よって、キャッシュフローの見込みが立てやすいわけである。

10 年たっているビルであれば、10 年間のキャッシュフローは投資家に開示できる。 

しかし地域開発事業で不動産を新規開発する場合、これからビルをつくるわけであ

るから、そのキャッシュフローの予測はあくまでも事業計画上のキャッシュフローの

予測にすぎず、実績に基づく情報の開示ができない。よって、その収益予測の困難性

というものを、どういう形で投資家に納得してもらうかというのは非常に大きな、難

しいポイントになる。 

すでに証券化が導入されたケースでは、開発に係るリスクが限定されたプロジェク

トであり、事業スキームが非常にシンプルで、優良な条件で、許認可やテナントのめ

どもついている事業である。非常に信用力のある商業のオペレーターの出店が 100％

決まっている商業ビルの流動化というのは、竣工時期さえ確定していれば、リスクを

限定できるし、流動化しやすいといえる。 

また、既存の稼働物件と新規開発物件を組み合わせリスクの分散化を図ることも考

えられる。たとえばビルが 10 棟あって、１棟だけ新規で建設するという流動化スキー

ムであれば、９棟分は今までのキャッシュフローが見えているから、１棟の予測収益

の振れは他の物件の収益である程度吸収することができる。 

あとは一定の信用補完を行うことも考えられる。例えば公的機関から債務保証など

があるようなプロジェクトについてはデフォルトリスクがかなり低下するので、流動

化しやすくなる。 

また、逆の発想で、ハイリスクを前提に私募債やエクイティ投資の形態で格付を取

らないという方法も考えられる。ハイリスク・ハイリターンでいいという投資家のリ

スクマネーを地域開発事業に呼び込むことも重要な視点であるといえる。 
 
【総論】REIT と投資顧問業 

１. 不動産投資顧問業とは 

投資顧問という言葉が不動産の中に出てくる場合、主に２つの種類がある。一つは

国交省に登録申請をして登録をする不動産投資顧問業登録、もう一つが金融庁の登録

や認可を必要とする証券投資顧問業である。前者には一般不動産投資顧問業登録と総

合不動産投資顧問業登録の 2 種類の登録があり、一般登録は助言業務、総合登録は助

言も含めた一任取引業務である。一任取引とは、投資家からお金を預かって、自分の

裁量で不動産に投資をしていく運用取引のことである。2003 年６月末現在全国で一般

不動産投資顧問業登録をしている個人・法人は 588 社となっている。総合については

信託銀行も入れて14社である。 

一方、後者の金融庁管轄の投資顧問にも２種類あって、やはり助言と一任がある。
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助言については登録制を取っているが、一任については認可制を取っている。不動産

ファンドのうち、J-REIT の運用会社は一任取引の認可取得が義務付けられているが、

私募の不動産ファンドのほとんどは、一任取引の認可を取得していない。J-REIT の運

用を手掛けるためには、この一任取引の認可に加えて、宅建業の免許と国交省の一任

代理の認可が必要になるなど、かなりハードルが高くなっている。 

２. 拡大する不動産証券化の実績 

『土地白書』によると、1997 年度から 2001 年度までの 5 年間に証券化された不動

産の資産価額は、６兆 4000 億円にのぼるとのことである。おそらく 2002 年度まで入

れると 12 兆円くらいの不動産がすでに証券化されていると推測される。 

その内訳を見ると、オフィスが圧倒的に多く、次に商業施設（スーパー、デパート、

専門店等、リテールと呼ばれているもの）、住宅、ホテル、その他の順である。 

 

2001 年度 2 兆 9660 億円（219 件） 

2000 年度 1 兆 8670 億円（161 件） 

1999 年度 1 兆 1670 億円（ 74 件） 

1998 年度  3090 億円（ 25 件） 

1997 年度 620 億円（ 9 件） 

             累 計     6 兆 4000 億円（488 件） 

 

  2001 年度までの 5年間の累計 6兆 4000 億円の内訳 

 ①J-REIT 6100 億円 

②不動産特定共同事業 2900 億円 

③TMK（資産流動化法上の SPC） 1 兆 2300 億円 

④SPC 等（TMK 以外） 4 兆 2700 億円 

  

2001 年度までの 6 兆 4000 億円の証券化実績の内訳は、J-REIT、不動産特定共同事

業、TMK（SPC 法上の SPC）、商法上の SPC（有限会社、もしくは株式会社）の四つ

に分けられる。2001 年度には J-REIT の運用資産額は6100 億円くらいしかなかったの

だが、2004 年 2 月時点では約 1 兆 4000 億円に拡大している。不動産特定共同事業は

ほとんど住友不動産 1 社しか手掛けていないから、今後の成長はあまり見込めない。

そして、TMK、いわゆる SPC 法上の SPC が1兆 2300 億円、そうではない商法を使っ

た証券化商品が4兆 2700 億円くらいである。証券化のために急遽導入された資産流動

化法上の TMK が、意外と普及していないことがわかる。 

３. ２つの不動産証券化スキーム 

不動産証券化スキームには、主に資産流動化型と資産運用型の２種類がある。運用

型はファンド型と呼ばれることもある。資産流動化型というのは、物件ありき型、す

なわち、最初に物件を特定して、その物件以外は入れ替えをしないスキームである。



 
 
 

 - 74 -

ある特定の不動産を本体から分離して SPC に譲渡し、SPC がそれを裏付けにして社債

とか株を発行して資金調達を行うスキームを資産流動化型と呼んでいる。TMK は流動

化型の代表的なビークルである。 

一方、資産運用型はカネありき型と呼ばれるもので、物件を決めずに、最初にまず

投資家から金を集め、それをプロのファンドマネジャーが一任で運用し、その運用か

ら上がった果実を投資家に定期的に分配するスキームである。不動産私募ファンドや

J-REIT がこの代表ということになる。 

4.  デットとエクイティの関係 

デットとは社債に相当する部分、もしくはローンの部分のことを指し、エクイティ

は株に相当する部分を指す。不動産から上がる収益はまず初めに社債やローンの元本

と利息の払いに回る。この裏側には、これを貸している銀行がいたり、もしくは社債

を持っている投資家がいたりする。そして、この元利払いをしたあとに残った部分を

投資家に分配する。これをエクイティという。株の部分、もしくは優先株の部分であ

る。 

一般的にデットは優先順位が上なので、ローリスクだが、金利しか入ってこないか

らローリターンである。一方エクイティのほうはキャッシュフローの分配の順番が一

番下であるからハイリスクだが、将来値上がりしたときのキャピタルゲインは全部独

占できる。 

５. 実物不動産と不動産証券化商品 

不動産投資商品もしくは不動産金融商品といわれているようなものと実物不動産は

どう違うのだろうか。実物不動産に投資する人は、土地と建物の価値、すなわちスペ

ースの価値を見ている人であるから、その価値はスペースの需給関係で決まる。一方、

不動産証券化商品、金融商品化された不動産の価値は何で決まるかといえば、もちろ

んその裏側にある不動産の需給関係に大きく影響されるが、実はもう一つ、資本市場

の需給関係というのが非常に大きいファクターとなっている。簡単にいうと、キャッ

シュフローの大小や資本市場の期待利回りの水準によって決まるのである。 

６. 不動産投資信託（J-REIT）の定義 

日本には制度上、もしくは法律上、不動産投資信託という名前の金融商品はない。

一般に不動産投資信託とか J-REIT とか呼んでいるのは、「主に不動産に投資をする投

資信託、もしくは投資法人」のことを指す。日本の投資信託は基本的に証券投資信託

を意味するので、不動産投資信託というカテゴリーはない。あるのは主に不動産に投

資をする投資信託、もしくは投資法人である。「主に」というのはどういう意味かと

いうと、50％以上と解釈されている。また、制度上 J-REIT は投資法人という会社型で

やっても、投資信託という契約型でやってもいいが、いまのところ投資法人しか存在

しない。 

７. J-REIT の市場規模 

J-REIT は 2004 年２月末現在 11 銘柄が東証に上場している。時価総額は１兆 1000

億円くらいである。時価総額とは株価と発行済みの株式数を掛けたものである。これ
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以外に次なる上場候補として４つの運用会社が投資法人を組成している。 

 

図表 3-5 上場 J-REIT 11 銘柄の概要 

資産運用会社 投資法人 

    ファンド規模 対象物件  

資産運用会

社名称 
出資比率 認可取得日 投資法人 上場時 04/2時点 設立時 04/2時点 上場企業 

日本ビルフ

ァンドマネ

ジメント㈱ 

三井不動産43％

／住友生命保険

35％他 

2001/3/7 

日本ビルフ

ァンド投資

法人 

2300億円 2857億円

オフィス

ビル24棟 

オフィスビ

ル33棟 
2001/9/10 
上場済 

ジャパンリ

アルエステ

イトアセッ

トマネジメ

ント㈱ 

三菱地所36％／

東京海上火災保

険27％／第一生

命保険27％他 

2001/3/7 

ジャパンリ

アルエステ

イト投資法

人 

1000億円 2105億円

オフィス

ビル20棟 

オフィスビ

ル34棟 2001/9/10 
上場済 

三菱商事・

ユービーエ

ス・リアル

ティ㈱ 

三菱商事51％／

UBSAG49％ 

2001/4/5 

日本リテー

ルファンド

投資法人 400億円 1433億円

商業施設 

ショッピ

ングセン

ター等4

棟 

商業施設 

ショッピン

グセンター

等15棟 

2002/3/12 
上場済 

オ リ ッ ク

ス・アセッ

トマネジメ

ント㈱ 

オリックス100％ 

2001/6/20 

オリックス

不動産投資

法人 
1000億円 1415億円

オフィス

ビル 

ホテル等

40棟 

オフィスビ

ル 

ホテル等46

棟 

2002/6/12 
上場済 

㈱東京リア

ルティ・イ

ンベストメ

ント・マネ

ジメント 

東京建物26％／

安田生命24％／

大成建設20％他 2001/6/20 

日本プライ

ムリアルテ

ィ投資法人 920億円 1396億円

オフィス

ビル 

商業ビル

等27棟 

オフィスビ

ル 

商業ビル等

32棟 

2002/6/14 
上場済 

プレミア・

リート・ア

ドバイザー

ズ㈱ 

ケンコーポレー

ション27％／日

興ビルディング

18％／中央三井

信託5％他 

2002/2/19 

プレミア投

資法人 
461億円 657億円

オフィス 
・住居等

11棟 

オフィス・

住居等20棟 2002/9/10 
上場済 

東 急 リ ア

ル・エステ

ーと・イン

ベストメン

ト・マネジ

メント㈱ 

東 急 グ ル ー プ

100％ 

2003/6/16 

東 急 リ ア

ル・エステ

イト投資法

人 803億円 1035億円

オフィス 
・商業ビ

ル等10棟 

オフィス・

商業ビル等

12棟 2003/9/10 
上場済 

グ ロ ー バ

ル・アライ

アンス・リ

アルティ㈱ 

日本 
GMACCM15％／

近鉄10％／明治

生命10％他 

2003/4/2 

グ ロ ー バ

ル・ワン不

動産投資法

人 

398億円 632億円

オフィス

ビル3棟 
オフィスビ

ル4棟 2003/9/25 
上場済 

野村不動産

投信㈱ 
野村不動産100％ 

2003/7/23 

野村不動産

オフィスフ

ァンド投資

法人 

1042億円 同左 

オフィス

ビル 
ホテル等

40棟 

同左 
2003/12/4 
上場済 

 

ジャパン・

リート・ア

ドバイザー

ズ㈱ 

トリニティ・イン

ベストメントト

ラストLLC44％／

丸紅36％他 

2003/3/19 
 

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｱｰ

ﾊ ﾞ ﾝ投資法

人 602億円 同左 

オフィス

ビル 
商業ビル

等12棟 

同左 
2003/12/22
上場済 

 

森ﾄﾗｽﾄ･ア

セットマネ

ジメント㈱ 
 

森トラスト65％
／パルコ10％／

損 保 ジ ャ パ ン

10％他 
 

2001/6/20 

森ﾄﾗｽﾄ総合

ﾘｰ ﾄ投資法

人 1072億円 
同左 

 
 

オフィス

ビル 
商業ビル

等4棟 

同左 
 
 

2004/2/13 
上場済 
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図表 3-6 未上場 J-REIT3 銘柄の概要  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

将来はどうなるかわからないが、いま公開されている情報だけで15銘柄、合計総資

産１兆8000 億円くらいの規模にはなりそうである。２年半前にはゼロだったマーケッ

トであるから、そこに１兆8000 億円相当の不動産をプールした商品市場ができるとい

うのは、不動産および金融市場全体に大きな影響を及ぼしているはずである。もっと

も、東証の株式市場全体から見れば、J-REIT は 0.3％くらいの小さなシェアしかない

し、全上場不動産の時価総額に対しては３割弱程度を占めるに過ぎない。他国の例で

は、米国 REIT は172 銘柄くらい上場していて、時価総額は21兆円くらいである。韓

国 REIT5 銘柄上場、シンガポール REIT は3銘柄ほど上場している。 

８. Ｊ－ＲＥＩＴ6銘柄の出来高／売買回転率 

日本ビルファンドからプレミア投資法人までの6銘柄の出来高平均、売買回転率を、

既存の不動産会社と比較すると別表のとおりになる。（図表 3-7） 時価総額が違う

から銘柄によって違うが、概ね売買回転率は0.2％から 0.3％くらいである。それは三

井不動産の売買回転率、三菱地所の売買回転率に比べると、やはり物足りない水準だ

が、 たとえばダイビルとかサンケイビルディングのような、J-REIT に非常に近いビ

ジネスモデルの上場企業に比べればはるかに活発に売買されていることがわかる。 

 

 

 

 

 

資産運用会社 投資法人 

資産運用会社

名称 出資比率 認可取得日 投資法人 ファンド規模

（上場時） 
対象物件 
（設立時） 上場時期 

パ シ フ ィ ッ

ク・インベスト

メント・アドバ

イザーズ㈱ 
 

パシフィッ

クマネジメ

ント100％ 2002/9/27 

日本レジデンシャ

ル投資法人 400億円 
（予定） 

住居系不動産 

04/03 
（予定） 

カナル投信㈱ 轉充宏23％
／伊藤忠フ

ァイナンス

12％／イン

ボイス11％
／平和不動

産5.8％ 
 

2001/9/14 

クレッシェンド投

資法人 

未定 

オフィスビル
50% 
マ ン シ ョ ン 
50% 

未定 

住友不動産投

資顧問㈱ 
住友不動産
100% 2003/11/17 

東京オフィスビル

ファンド投資法人
未定 

オフィスビル 
 

未定 

㈱ﾊﾟﾜｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒ

ﾝﾄ 
 
 

ヱスビーア

イ 不 動 産

55％／東京

リート40％
／アパマン

5％ 
 

2001/9/14 

東京グロースリー

ト投資法人 

未定 

オフィスビル 
マンション等 

未定 
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図表3-7 2003 年 11 月末時点の J-REIT8 銘柄と上場ビル賃貸会社等との比較 

出来高  売買回転率         出来高   売買回転率 

ＮＢＦ  500 口   0.18％   三井不動産  2513 株   0.33％ 

ＪＲＥ  491 口   0.23％   三菱地所   3615 株   0.29％ 

ＪＲＦ  354 口   0.36％   住友不動産  2381 株   0.58％ 

ＯＪＲ  357 口   0.27％   ダイビル    92 株   0.08％ 

ＪＰＲ  668 口   0.21％   サンケイビル  23 株   0.05％ 

ＰＩＣ  201 口   0.33％   ＴＯＣ      71 株   0.11％ 

ＴＲＥ  232 口   0.24％ 

ＧＯＲ  109 口   0.23％ 

出所：野村證券 

※ダイビルは大証のデータを採用。 

※出来高は取引単位あたりの平均出来高を表す。J-REIT8 銘柄は上場後 1 ヵ月経過

後から2003 年 11 月末までの平均値。その他の銘柄は2002 年の平均値。 

９. 市場インデックスとの相関関係 

J-REIT と株式市場との相関性は非常に低いといわれ、むしろ反対の相関性を示すこ

とが多いようである。米国 REIT などは、ディフェンシブ銘柄という言い方をされる

ことが多いのだが、これは株式市場が下がってきたとか調整に入ったときに買われる

性格の銘柄という意味である。また、J-REIT の価格推移はだいたい長期金利の水準、

すなわち 10 年物長期国債の相場とリンクしていることがわかる。ということは、

J-REITは債券相場に近い動きをしていることになる。J-REITは基本的には上場株だが、

株全体の相場とは反対の動きをしながら、債券と似たような動きをする金融商品だと

いえる。 

    図表 3-8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

市場インデックスとの相関関係市場インデックスとの相関関係

野村證券の資料より
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    図表 3-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 米国 REIT 市場の推移と直近のパフォーマンス 

REIT というのは 1960 年代にアメリカで初めてできたマーケットだが、しばらくは

泣かず飛ばずだった。それが 1992 年くらいから飛躍的に拡大に転じた。J-REIT は始

まってまだ３年足らずだが、拡大ペースはこの頃の米国 REIT に近いので、今後もア

メリカのように10年でこれくらい拡大してほしいと関係者は願っている。 

米国 REIT 拡大の最大のファクターは、不良債権問題の解消だといわれている。ア

メリカがいまの日本のような状態になってしまったのが 1989 年から 91 年くらいであ

る。それを RTC、日本でいう RCC を国策でつくって、アメリカ中の銀行を接収して

整理・清算していった。それによっていち早く不良債権問題が解消し、米国 REIT は

拡大基調に入ったのである。 

ちなみに、2003 年の米国 REIT の総合利回り（配当利回り含む）は37.5％と大きく

上昇し、ハイテク株中心のナスダック、小型株中心のラッセル2000 に次ぐパフォーマ

ンスを記録している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長期国債（長期国債（1010年）との利回り比較年）との利回り比較

資料:野村證券
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  図表 3-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. J-REIT の改善点について 

そうはいっても、この２年間で J-REIT の制度上のインフラ基盤は随分と改善された。

税制では投資家の配当課税、譲渡課税が軽減された。いまは両方とも10％である。し

かも申告義務がないから、J-REIT をいくら買っても 10％の源泉徴収で終わりである。

それから J-REIT の不動産流通課税は発足時から軽減措置がとられているが、昨年その

ほとんどが延長された。これにより、登録免許税が 0.6％（本則１％）、不動産取得

税が本則の３分の１に軽減されている。 

また投資家サイドでは、銀行協会の通達により、J-REIT を国債と同じ勘定区分に入

れることが可能になったことで、銀行は J-REIT の値上がり益を本業の営業利益にカウ

ントできることになった。地銀が積極的に J-REIT に投資するようになったのはその直

後のことである。さらに、J-REIT を組み入れたファンド・オブ・ファンズか解禁され

たことで、１口１万円から世界中の REIT のポートフォリオに投資できるようになっ

たことも追い風となった。 

12. J-REIT の今後の課題 

J-REIT の制度上の課題として改正要望が一番多いのは、物件を J-REIT に譲渡して

も、その J-REIT の株を買替資産として取得すれば課税の繰り延べを認める措置、いわ

ば日本版の UP-REIT 制度を創設してほしいという声である。もっとも、当局にはこれ

を導入しようという気はまったくないようである。前述した米国 REIT が1990 年代に

飛躍的に拡大した背景に、このUP-REIT制度の創設があったことを忘れてはいけない。 

 
3-2 J-REIT（不動産投資信託） 

1. J-REIT（不動産投資信託）とは 

不動産を主な投資対象とする投資法人、投資信託を総称して一般的に J-REIT（不動
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産投資信託）という。 

2000 年５月、「投資信託及び投資法人に関する法律（2000 年 11 月施行）」の改正

に伴い、従来では、主として株式や国債・社債等の有価証券とされていた投資信託の

運用対象の範囲が不動産等に拡大されたことで新たに登場した投資信託である。 

2. J-REIT（不動産投資信託）誕生の背景 

日本での J-REIT 誕生の背景には「不動産証券化スキームの整備」と「集団投資スキ

ーム関連の法制度整備」の二つの要因があるといわれている。 

「不動産の証券化」とは「不動産の売買に金融取引の仕組みを合わせ、資金調達の

一環として有価証券を発行する」と定義付けられる。実際には 1990 年後半から金融機

関の不良債権処理で注目された。 

また、「集団投資スキーム」とは、多数の投資家から資金を集め、市場で専門家が

管理運用する仕組みである。個人にとっては１件あたりの投資額が大きく投資対象に

なりにくかった不動産に個人の資金を呼び込むことも企図して作られた制度ともいえ

る。「不動産特定共同事業法」（1995 年施行）から始まり、「特定目的会社による特

定資産の流動化に関する法律」（1998 年施行）、「資産の流動化に関する法律（改正

SPC 法）」（2000 年施行）へ続き、不動産投資信託へとつながっていった。これら一

連の法律はバブル崩壊後の日本経済システムにおいて集団投資スキームを活用した不

動産投資に対するニーズを反映し、整備されてきたものと考えられている。 
3. J-REIT（不動産投資信託）の意義 

不動産投資信託は、投資家から資金を集めて不動産等で運用する投資商品であり、

証券取引法上の有価証券と認定されていることに加え、証券取引所に上場されること

によっての高い流動性という優位性を持っている。また、税法の規定により課税所得

の90％超を分配すれば二重課税が回避されており、不動産の節税効果ではなく収益（主

に家賃）という不動産が生み出すキャシュフローに着目した投資商品である。これら

の点からも不動産投資信託はいままでの証券化商品とは特性が大きく異なっていると

いえる。 

また、従前の不動産証券化は金融機関の不良債権処理問題や事業会社のリストラ、

財務内容の改善、資金調達等のために特定の不動産を流動化するスキームが多く、発

行された証券は、いわゆる機関投資家向けへの販売が一般的で流動性も低いものであ

った。 

これに対し、不動産投資信託は今までは大型の優良な不動産投資へのアプローチを

持てなかった個人投資家にも参加（中心的な投資家層になることが期待されている）

できる途が開けるとともに、個人金融資産が活用され、不動産市場、証券市場の活性

化に資するという点で意義深いものと考えられている。 

4. J-REIT（不動産投資信託）の現状と課題 

J-REIT は時代の要請を受けて登場した金融商品といえる。2001 年 9 月の 2 銘柄の上

場後、すでに 11 銘柄の J-REIT が上場（平成 16 年 2 月時点）しており、今後も数件の

上場が予定・計画されている。最近においてはいくつかの要因（株式市場の低迷、長
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期金利の低下、税の軽減等）により J-REIT マーケットは比較的好調に推移してきてい

るが、株式市場において安定した 1 セクターとして認識されるまでには、資産規模、

トラックレコード等の面でまだまだ時間が必要と思われる。  

不動産を合理的で透明性の高い投資商品に仕上げ、市場機能を通じてリスクマネー

を健全に循環させ、日本の不動産市場を活性化させるという意味で J-REIT の存在・影

響力は大きくなっていくものと考えられる。そうした使命を成就させるうえで、J-REIT

にはまだ多くの課題が残されていると考えられる。 

バブル崩壊後において不動産は、土地神話に支えられてきた絶対的な投資対象とし

ての地位が崩れ、いまなお地価は下落傾向にある。しかしながら、このことは不動産

が投資対象として不適格であることを意味するものではない。不動産は個別性が高く、

立地条件・管理状況等によっては十分な収益が期待できる。実際、価格が上昇する事

例も散見され始めている。 

投資対象としての不動産の将来性はどうか。身近にありながらもそのメカニズムを

よく理解できない不動産に対して、わかりやすい説明が必要と考えられる。実際、あ

るアンケートによれば J-REIT への投資を手控えている理由として不動産の先行き不

安が挙げられている。不動産の特性やメカニズム等が一般投資家に理解されてこそ、

J-REIT の各銘柄の個別評価・分析が一層の意味を持ってくるものと考えられる。  

これらの研究・啓蒙活動は各方面（シンクタンク、不動産実務関連の方々、大学の

不動産学部等）でなされてはいるが、一般投資家との関わりにおいて不動産カウンセ

ラーの持つ影響力は大きいものと考えられる。 

不動産市場は二極化、あるいは個別化が進行しており、従前のように平均化・標準

化されたデータや指標では市場を正確に評価できない状況にあるといえる。不動産カ

ウンセラーとしては個別不動産の持つ価値がその生産性に見合ったものであるかどう

かをできる限り個別情報（データ）に基づいて解明していくことが重要となってきて

いる。 

次に個別の J-REIT 分析においては、以下のような項目が課題として考えられる。 

① ポートフォリオのリスク・リターン特性分析  
② 評価手法（FFO、配当利回り、NAV 等） 
③ 資産運用会社の能力査定     等 

 

(1) ポートフォリオのリスク・リターン特性分析 

J-REIT の価値を評価するためには、運用される不動産ポートフォリオの中身を検

討・分析する必要がある。この不動産ポートフォリオの中身とは個々の不動産の質で

あり、個々の不動産により構築されるポートフォリオ全体のリスク・リターン特性と

いえる。J-REIT の投資家には独自で不動産評価を行うスキルを有する企業等も多くあ

るが、11 銘柄も上場するようになると、個々の不動産を見て評価することは難しくな

ってきていると思われる。また、証券会社内外のアナリストも詳細な J-REIT レポート

を作成し、投資家の投資判断のサポートを行っているが、同様にすべてをカバーする
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ことは困難になりつつある。 

個々の不動産の分析においては、立地、築年数、フロアープラン、設備（スペック）

グレード、入居テナントの分散状況・信用状況、不動産管理会社の能力等が総合的に

検討されなければならない。 

また、個々の不動産評価の次に「分散効果」の分析が必要となる。現在上場してい

る 11 銘柄の中には、オフィス、商業、住宅等に特化している銘柄もあるが、多くはオ

フィスと商業といったような複合型あるいは総合型となっている（いわゆるセクター

分散）。また、特化型の J-REIT を含め多くの J-REIT では地域分散もなされている。 

セクター分散においては、各セクターのリスク・リターン特性の分析は十分になさ

れておらず、定量的なセクター分散の効果を説明することはまだ難しい状況にある（実

務上は定性的な説明が中心となっていると思われる）。 

J-REITでは金融工学を取り入れた定量分析をシンクタンクと共同して行っていると

ころもある。この分野は今後不動産投資市場において発展が望まれる重要な領域であ

り、実務家としての不動産カウンセラーの関与が期待される。 

また、多くの J-REIT では地域分散を図っているが、日本においては各都市間の経済

構造に違いは見出しにくく、果たして分散効果がどこまで期待できるかはなかなか検

証しづらい状況にある。明確に地域分散効果が現れるのは地震に対する点からのみと

考えられている。分散効果も定量的に評価するためには、不動産インデックスが重要

な情報になるが、現状日本ではやっとインデックスを整備しようとする動きが出始め

たところであり、情報保有者（ビル所有者ほか）のインデックスへの協力の程度・意

識はまだまだ低いものである。不動産カウンセラーとしてインデックスの意味を十分

に理解し、その整備に対し積極的にサポートし、情報提供者に対し啓蒙活動を行うこ

との必要性は言うに及ばない。  

(2) 評価手法 

ポートフォリオの内容を把握した上で、J-REIT のバリュエーションを行うことにな

るが、評価手法として配当利回りからのアプローチ、収益（キャッシュフロー）から

のアプローチ、資産価値（NAV）からのアプローチ等が代表的なものである。 

J-REIT は当初から相対的に高い配当利回りが魅力であるといわれ、その比較優位性

が強調されることが多かったと思われる。ただ配当利回りを見る場合には、表面上の

単純な利回り比較ではなく内在するリスク（レバレッジ水準、リスク・リターン特性

等）とそのリスクによる配当利回りへの影響度を考慮する必要がある。 

現状の配当利回りを見ると、10 年国債とは３％～４％程度のスプレッドがあるが、

この水準が適正か否かは議論の余地があるものと考えられる。 

NAV はいわゆる不動産投信の清算価値をあらわしているものといえる。NAV は不

動産ポートフォリオの価格から借入額を控除したものだが、当該保有ポートフォリオ

価格が適正に評価されなければ意味を持たない。実務上はアナリスト等が市場の動向

から推定したキャップレートを採用しているケースが多く、十分な客観性が担保され

てはいない。これも不動産インデックスの整備が遅れているためといえる。ただ、近
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年アメリカにおいてはREITの株価がNAVに対し一定の幅の中で変動しているという

実績もあり、J-REIT にとって一つの指標として参考になりうるものと考えられる。不

動産カウンセラーのネットワークが機能すれば、地域分散、セクター分散されている

個々の不動産に適切なキャップレートを適用することも可能となり、NAV 手法の精度

が向上するものと考えられる。 

J-REIT は最近、利回り株としての評価が定着しつつあるともいわれているが、不動

産カウンセラーとしては複数の指標を用いて総合的に判断する姿勢を常に持ちつづけ

ることが大切であると思われる。 

(3) 資産運用会社の能力査定 

J-REIT は外部成長と内部成長により成長していくと考えられている。内部成長は賃

料収入の増加と管理の効率化による不動産運営経費の削減によるキャッシュフローの

増大をいい、外部成長は収益性の高い物件の追加取得、物件入れ替えによる利回り向

上及び売却益の計上、資産規模拡大に伴うファンド運営経費の低減等により具現化さ

れる。実務上これをいかに実現していくかが資産運用会社の能力と考えられる。J-REIT

は資産運用会社にその運用が委託されているが、J-REIT を評価する上でも運用会社の

能力査定は必要と考えられる。すでにいくつかの J-REIT では投資法人債の発行に伴い、

格付を取得しているが、将来的には資産運用会社の格付も実施されていくだろうとい

われている。 

不動産カウンセラーは不動産の実務経験を豊富に有する者として資産運用会社のノ

ウハウ・スキルを評価するには適任であり、この意味でも不動産カウンセラーの果た

す役割は広がっていくものと思われる。 

5. まとめとして 

J-REIT が初めて上場してから２年半になろうとしている。いまだ個人投資家の認知

度は低く、また、不動産の先行きの対する不安から投資対象としてまだ十分な認識が

されていない状況にある。機関投資家においては地銀を中心に投資されてはいるが、

資産規模が小さい、トラックレコードが少ない等の理由で投資を見送られている機関

投資家もまだ多くある。 

J-REIT は実務面でも制度面においてもまだ発展途上であり、市場の発展のためには

基本的に投資家の立場にたった評価者の存在が必須であると考えられる。J-REIT の投

資対象はオフィス、商業施設、住宅、ホテル等多肢にわたり、その評価においては各

分野での高度な専門性が必要とされている。現状、J-REIT を大局的に分析・評価でき

る人材・機関等はまだ多くない。不動産カウンセラーには J-REIT と投資家の間にあっ

て、資産運用会社の投資行動やポートフォリオの内容等をわかりやすく分析・説明す

る役割を担っていくことが期待される。 

 

【総論】PFI 

1. PFI スキームの概要 

PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） は、公共施設等の設計、建設、
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維持管理・運営に民間資金とノウハウを活用し、公共サービス提供を民間主導で行う

ことにより効率的・効果的な公共サービスの提供を図る手法である。我が国では、国・

地方公共団体の財政悪化、新たな社会資本整備不足、既存社会資本の更新時期到来等

から PFI への関心が高まり、平成11年 7月に「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律 」（PFI 推進法）が成立した。同法では対象施設として、

公立学校、公営住宅、福祉施設、上下水道施設、公立病院、庁舎、火葬場、鉄道、廃

棄物処理施設等が想定され、PFI 適用可能範囲は広い。 

近年では土地区画整理事業・再開発事業への PFI 適用事例や、公共施設の統合整備

により生じた余剰公有地の有効活用・処分も PFI に含まれるなど、PFI での不動産カ

ウンセラーの関与が期待されつつある。 

PFI には、事業期間中、民間事業者が施設の所有権を持ち運営を行う BOT 型（Build 

Operate Transfer）、施設の所有権を公共セクターが持つ BTO 型（Build Transfer Operate）

等の種類があるが、どの場合でも PFI により提供される公共サービスの独立性を確保

し、民間企業の倒産リスクから PFI 事業を隔離することを目的として、特別目的会社

（SPC：Special Purpose Company）を活用することが原則である。 

 

 図表 3-11 PFI 事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFI の実施プロセスは概ね次の通りである。 

① 公共セクターでの「社会資本整備ニーズ」の発生 

② PFI 導入可能性の検討（コンサルタント会社等の活用） 

③ 事業実施者の選定（企業グループ（コンソーシアム）単位での募集） 

④ 選定事業者による「特別目的会社（SPC）」の設立 

⑤ 公共セクターと特別目的会社の「事業権契約」締結 

⑥ 特別目的会社と金融機関の「融資契約」締結（プロジェクト・ファイナンス） 

公共セクター

公共サービス
整備ニーズ

事業者公募

特別目的会社
（ＳＰＣ）

出資･設立

補助金等
国　等

（融資団）
■市中銀行
■政府系金融機関

建設会社
プラントメーカー

ビル管理会社等

配当金支払

交付税措置
　アドバイザー・
コンサルタント

整備手法検討

ＰＦＩ事業化支援

出資者・スポンサー

（コンソーシアム）
■設計会社
■建設会社
■プラントメーカー
■事業運営会社
■ビル管理会社 等

事業権契約

サービス料
施設整備費用支払

土地・施設賃借料

借入返済
利息支払

融資契約

直接協定

利 用 者
公共サービス提供

利用料等

設計会社 運営事業者

設計契約 建設請負契約 運営契約 維持管理契約
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及び金融機関と公共セクターの「直接協定」締結 

⑦ 特別目的会社が施設の建設、事業の運営等をコンソーシアム構成企業へ委託、

施設整備後、公共サービスを住民へ提供 

⑧ 整備完了後、公共セクターは、特別目的会社に対し、事業権契約に基づき提供

される公共サービスの対価として「サービス料」を支払い、PFI 事業会社はサ

ービス料、利用者利用料収入等により借入金返済・配当金支払を実施 

2. バリュー・フォー・マネー（VFM）の考え方 

PFI の中心となる考え方は、「バリュー・フォー・マネー（ VFM：Value for Money）」

すなわち「一定の支払に対し最も価値の高い公共サービスを供給する」という概念で

ある。公共セクターは、VFM の検討を行い、PFI による事業実施の可否判断を行う。 

VFM の検討では、公共セクターの費用負担額を、「従来型公共事業」として整備し

た場合と「PFI 事業」として整備した場合で比較し、PFI での費用負担が公共事業より

小さいと見込まれる場合は PFI により事業を実施することになる。この費用の比較は、

施設の整備、運営、維持管理を含むライフサイクルコストベースで行う（図表3-12）。 

図表 3-12  VFM の概念① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 公共セクター、民間事業者間でのリスク分担 

PFI では事業に関する様々なリスクを「最も適切に管理できる主体に移転する」こ

とにより VFM の極大化を図る。事業に関連する各種リスクを抽出し、民間ノウハウ

により対応できるものが民間事業者への移転が可能なリスクとなる。民間事業者はリ

スクを引き受ける対価として事業利益を得、一方、公共セクターは民間へのリスク移

転により、リスク回避（予定外の費用負担発生の回避）が可能となる（図表 3-13）。 

民間事業者が管理できないリスクは、法制・税制、環境分野での法定基準値の変更

公共事業 ＰＦＩ事業

費
用

施設整備費
施設整備費

維持管理運営費用

維持管理運営費用

利息支払

利息支払

公
共
セ
ク
タ
ー

の
負
担
額

リスク

リスク

トランザクションコスト

ＶＦＭの達成

利益・税金等

※トランザクションコスト
　　ＰＦＩ事業化に伴い必要となる費用で、公共セクターのＰＦＩアドバイザー委託費、民間事業者の
　企画提案費用、公共・民間双方の法務費用等が含まれる。
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に伴う費用増大、災害による施設損傷等が考えられる。但しこうしたリスクについて

も、公共セクターが無条件に引き受けることなく、民間事業者の協力・努力によりリ

スク軽減が可能な場合もあると考えられ、官民間での慎重な検討・調整が必要となる。 

図表 3-13  リスク分担の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 新たな局面を迎える我が国の PFI 

平成 16年２月末時点で、PFI 推進法に則り実施されている事業は全国で約 140 件に

達しているが、一方では PFI 導入を断念する例も見られるようになっている（図表

3-14）。 

図表3-14  PFI 導入断念事例 

（事例 1）周辺住民への調整不十分 

廃棄物処理施設 PFI で、民間事業者募集を行い、事業者が決定したものの、事業予定

地周辺の住民の反対運動が発生し施設着工ができず、事業実施場所の変更、時間の経過

により当初事業条件の同一性が失われたため、事業者募集を再度行わざるをえない状況

となった。 

（事例 2）民間事業者参入意欲の把握不十分 

行政庁舎 PFI で、規模が小さく、民間にとりリスク／リターンの観点から参入意欲が

喚起されず、事業者募集を行ったものの、民間からの応募がなく、事業中止に至った。

公 共 民 間

制度・法令リスク ○
予め変更が予想できる場合は民間の責任分
担部分を検討、国庫補助制度等の大幅変更
等が生じた場合は基本的に公共リスク

経済リスク (○) (○)
独立採算型事業はは民間リスク、サービス
購入型事業では公共リスク、ハイパーイン
フレ等の激変は基本的に公共リスク

（公共側の事由による場合） ○
公共側が事業打ち切りを決定した場合、民
間に対し期待収益を含めた額を支払　等

（民間側の事由による場合） ○
金融機関と公共間の直接協定の発動による
別会社への事業権譲渡　等

不可抗力リスク ○
基本的には公共側が主体。民間の分担範囲
につき協議が必要。損害額の1～2%民間
負担、以降公共負担とする例あり

（公共側の事由による場合） ○
民間事業者決定後、公共が民間に提供した
資料に実際との乖離があった場合等

（民間側の事由による場合） ○

（公共側の事由による場合） ○
公共側の事由による当初の要求性能変更等
に伴う費用等

（民間側の事由による場合） ○

資金調達リスク ○ 経済的合理性を持った事業計画策定

（公共側の事由による場合） ○
公共側の事由による当初の要求性能変更等
に伴う費用等

（民間側の事由による場合） ○

需要リスク (○) (○)
独立採算型事業はは民間リスク、サービス
購入型事業については公共リスク

性能リスク ○

想 定 さ れ る
リ ス ク 分 担 注 記

共
通

関係法令・許認可・税制の変更等に係るリスク。
当該法令、制度等の変更により事業遂行不能と
なった場合の損害等の負担について

インフレ・デフレ、金利変動、為替変動　等

デフォルトリスク
事業破綻、
事業打切り　等

工事･運営期間中の大規模災害･戦争等による損害

段
階

リ ス ク の 種 類 リ ス ク の 概 要

計
画
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設
計
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設
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（事例 3）国庫補助の認識の誤り 

国庫補助の適用を想定した社会福祉施設の整備にあたり、BOT 方式でスキームを

組み立て、事業者募集を行い事業者が決定したが、当初スキームが国庫補助要件に適

合していないことが判明し、公共セクターと民間事業者の契約締結ができない状況と

なった。 
 

これら導入断念例は、公共セクターと民間事業者（及び金融機関）間のリスク・役

割分担、民間事業としての面を有する PFI の特質把握の不足等に由来すると考えられ

る。 

図表 3-12 は公共セクター視点による VFM の概念であるが、PFI は公共セクター、

民間事業者、及び金融機関がそれぞれの立場から参加するプロジェクトであるため、

これらプロジェクト参加者が満足しうる状況でなければ PFI は成立しない。この観点

での VFM の考え方が図表 3-15 であり、各参加者が「Win-Win-Win」の関係を築くこ

とが必要である。 

公共セクターの場合は図表3-15の考え方に基づく VFM が達成されることが当然に

必要である。さらに民間事業者の立場での、コンソーシアム構成企業が特別目的会社

から受託する業務（建設・維持管理・運営等）での利益確保、及び特別目的会社への

出資に対する内部留保利益率（E-IRR）５～15％程度（事業リスクの度合いにより相当

幅がある）、金融機関の場合での相応の金利（スプレッド１～３％、事業リスクの度

合いにより異なる）・手数料収入、適切な融資債権保全が、 PFI 成立、すなわち公共

セクターでの VFM 達成のために必要な条件となる。 

 

図表 3-15  VFM の概念② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者は、大手企業を中心としてこれまで実績獲得の観点から、PFI へ参加し

てきた傾向がある。実績獲得も一巡し、現在は民間事業者による PFI 事業選別が始ま

っている。こうした状況下、我が国の PFI 推進のためには、原点に立ち返り官民協力
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のあり方を再認識することが重要な局面となっている。 

PFI 推進法の改正により、現在は 1 棟の建物において PFI による公共施設と民間施

設の合築が可能となっている。また地方自治法の改正も行われ、これまで「公の施設

の管理受託者」が公共または第３セクターに限られていたものが、「指定管理者」と

して PFI での特別目的会社を含む株式会社等にも門戸開放されている。また、日本経

済団体連合会の提言では、運営・維持管理等の業務のみ（施設の整備を伴わない）に

ついても、PFI 推進法の対象とすべきとの提言もなされており、PFI 推進法を母体とし

て、更に進んだ民間活用が可能な環境の整備が行われつつある。 

また、「地域完結型 PFI」として、地域の公共セクター・民間事業者・金融機関が

プロジェクトを支える考え方が提唱されている。今後 PFI は、PFI の実施自体を目的

とするのではなく、PFI と切り口とするより広い官民協力（PPP：Public Private 

Partnership）により地域再生・まちづくりを行う手法の一つとして、一層重要となるも

のと考えられえる。 
 

４ アセットマネジメント 

【総論】不動産資産管理（アセットマネジメント）とリスクマネジメント 

1. 不動産資産管理（アセットマネジメント）とは 

アセットマネジメント（以下、AM とする）とは、広い意味では「資産管理」のこ

とであり、オーナーに代わって全ての資産を管理運用し、所有者の意向に沿った最適

なキャッシュフローを生み出すことを目的としている。この AM は、不動産の用途や

性格によりその目的が大きく異なる。具体的には、不動産証券化のスキームの中で用

いられる AM は、①比較的短期間に高い家賃収入を上げる事、②大きな売却益を得る

事、が主たる目的となっている。従ってアセットマネジャーは、投資家の運用資産の

パフォーマンスを最大化することが職務であり、一般的には IRR（投資収益率）とい

った、購入から保有そして売却までを含めた客観的な利益指標によって評価される。

本社ビルや個人オーナービルに見られる投資目的ではない建物（自己所有建物）の AM

では、基本的に売却を前提としない長期保有型であり、IRR のような利益指標で評価

されることは稀有である。 

２つの AM の大きな相違はリスクマネジメントの考え方にも現れている。一般的な

建物の耐用年数は通常30年以上となっており、長期間にわたって資産価値を維持して

いくために様々なサービスを継続的に提供する必要がある。しかし、証券化建物のよ

うに購入から売却までが短期間のスキームではリスクマネジメントを積極的に行うと

いうよりも、むしろ「短期間しか保有しないのだから、将来発生しそうなリスクは次

の購入者にヘッジしてもらいたい」というインセンティブが強く働く。当然ながら、

彼らは必要であっても短期的に利益を圧迫する大きな支出（リスク）を歓迎しない。 

一方、長期保有型の AM では、「不動産固有リスクについてはそのライフサイクル

の過程で全てを処理する必要がある」という前提があるため、長期的な見通し（シミ
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ュレーション・プロジェクション）や現状のリスク診断を実行する事に積極的である。

すなわち「将来発生するリスクはヘッジできないのだから事前に調査し、段階的に処

理をしよう」といった考えが一般的である。このように短期投資型の AM と長期保有

型の AM とは視点が大きく異なっている。 

また、ビルの所有と経営の分離という流れのなかで、AM の下位に位置付けられる

プロパティマネジメント（以下、PM とする）という職種も脚光を浴びている。PM と

は、アセットマネジャーの方針・戦略に沿って、各建物のマネジメントを担い、個々

のキャッシュフローを最大化し、資産価値の維持・向上を図るのが職務となっており、

プロパティマネジャーは、賃料収入の安定確保、コストパフォーマンスの高い維持管

理、ビルの競争力を維持するための長期修繕計画の策定等が要求される。 

このように AM・ PM 共に、不動産評価においては収益の変動リスクにかかわる要因

が重視されるため、リスクマネジメントについての知識が必要不可欠となる。 
2. 資産管理業務におけるリスクマネジメント 

不動産の運用には不確実性が伴い、数多くのリスクに囲まれているのが現状である。

本稿で取上げる「リスク」とは、例えば証券投資等で「β」「σ」という数値化され

たリスク／リターン上のリスクを表すのではなく、あくまでも「建物全般的に発生す

る様々な不確定要素」という意味で用いている。そしてリスクマネジメントとは、リ

スクが現実化した際に、最少のコストで最大限の効果を上げるべく処理しようとする

ことを目的としている。このリスクマネジメントは、①リスクの発見、②リスクの評

価、③リスクの処理といった実施プロセスをとる。①のリスクの発見は、損害をもた

らす要因がないかを確認すること、②のリスクの評価は、発見されたリスクを分析し、

リスクの性格と大きさを検討して影響度を測定すること、そして③のリスクの処理は

「コストを最少にしながらどのような手段で損害を最少にするか」という考えに基づ

き処理を実行していくことである。リスクの処理は「リスクコントロール（リスクの

制御）」と「リスクファイナンス（財務）」に大別される。 

リスクコントロールとは損失資産の予防・軽減を具体的に策定する手法で、リスク

の発生しそうな機会を分離・分散し、また逆にリスクの発生しそうな施設を統合する

ことによりリスク管理の集中化を図る等の手段がある。一方のリスクファイナンスで

は、リスク保有とリスク移転の２つの手段が挙げられる。リスク保有とはリスクが発

生した場合の復旧コストに対する引当金及び準備金であり、リスク移転とは外部から

資金を調達する方法で、建物に関連する例として火災保険や地震保険等が挙げられる

(図表 3-16）。 

図表 3-16 リスクマネジメントのフロー 

リスクの発見リスクの発見 リスクの評価リスクの評価 リスクの処理リスクの処理 リスクコントロール
（リスクの制御）

リスクコントロール
（リスクの制御）

リスクファイナンス
（リスクの財務）

リスクファイナンス
（リスクの財務）

リスク保有リスク保有

リスク移転リスク移転

リスクの発見リスクの発見 リスクの評価リスクの評価 リスクの処理リスクの処理 リスクコントロール
（リスクの制御）

リスクコントロール
（リスクの制御）

リスクファイナンス
（リスクの財務）

リスクファイナンス
（リスクの財務）

リスク保有リスク保有

リスク移転リスク移転
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なお、近年の不動産売買や証券化の場面で必須となっているデューデリジェンスは、

買主もしくは投資家が物件の状況を物的／法的／経済的という 3 つの側面から調査し、

投資判断を行う一連の手続きであるが、不動産投資を行う際に想定されるリスクを調

査・分析してレポーティングを行う作業であるとも言い換えることができ、リスクマ

ネジメントにおける①リスクの発見、並びに②リスクの評価に相当している（図表

3-17）。 

図表 3-17 デューデリジェンスの概要一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 所在、地積等（登記簿等による権利調査）

② 境界調査（境界確認状況や紛争の有無）

③ 埋蔵物等の調査（埋蔵文化財等の調査）

④ 地質地盤調査（地盤の強度や質、沿革等）

① 建物及び設備調査（竣工図書調査、現地実査）

② 修繕・更新費用（短期修繕費用・長期修繕費用の算出）

③ 地震リスク調査（耐震性の判断とＰＭＬ算出、営業中断期間算定）

④ 遵法性調査（法令との適合状況等）

⑤ 再調達価格算出（現在建て直した場合の建設費用）

① アスベスト等の調査（アスベストやＰＣＢ等の有害物質調査）

② 土壌・地下水汚染等の調査（重金属や有機塩素化合物による汚染調査）

③ 周辺環境への影響調査（周辺への日照、電波障害等の影響調査）

① 権利関係調査（登記簿等による所有権、抵当権等の影響調査）

② 賃貸借契約関係調査（賃貸借契約書等による賃料、期間等の調査）

③ 占有関係調査（占有状況のチェック）

④ 売買等の契約書チェック（売買等の各種契約書のチェック）

① 一般的要因（不動産市況に影響のある経済的状況の分析）

② 地域要因調査（近隣的な要因を分析し、現状を把握）

③ 市場調査（賃貸市場等の分析や開発動向の調査等）

④ 個別的要因分析（物件の個別要因の調査）

① 賃貸収入調査（テナントとの契約内容についての詳細調査）

② 運営支出調査（物件管理状況、修繕状況・計画、その他動力費、保険、公租公課等の調査）

出典）　 「不動産証券化ハンドブック2001」（不動産シンジケーション協議会）を元に作成

経営調査

物的調査

法的調査

経済的調査

土地の状況調査

建物の物的調査

環境調査

マーケット調査
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デューデリジェンスのようなリスク調査が一般化した直接の原因は欧米投資家の国

内参入であるが、裏を返せば、それ以前は地価の上昇がリスクをカバーしていたために

必要とされていなかったのもまた事実である。建物価値がその収益力で判断されるよう

になった現在においては、デューデリジェンスの実施は不可欠となっている。 

また、PFI 事業においては、長期間にわたるプロジェクト遂行の過程で数多のリスク

が発生するために、これらを適切に管理可能なプレーヤーが当該リスクを負う必要があ

る。維持管理・運営段階においては、以下のようなリスクが挙げられる（図表 3-18）。 

図表 3-18 PFI における維持管理段階のリスク一覧 

発注者 事業者

支払遅延・不能 発注者のサービス対価の支払遅延・不能に関するもの ○

事業内容の変更 用途変更等、発注者の責めによる事業内容等の変更に関するもの ○

上記以外の要因による事業内容等の変更に関するもの ○

性能 要求水準等の不適合 ○

仕様不適合による施設・設備への損傷、施設運営への障害 ○

維持管理・運営費の増大 発注者の責めによる事業内容等の変更等に起因する維持管理・運営費の増大 ○

上記以外の要因による維持管理・運営費の増大（物価・金利変動によるもの ○

を除く）

施設の損傷 劣化による施設・備品等の損傷 ○

事故・火災等による施設・備品等の損傷 △ ○

修繕費の増大 修繕費が予想を上回った場合 ○

需要の変動 利用者数等の減少 △ ○

物価変動 インフレ・デフレ ○ △

金利変動 金利の変動 ○

負担者　　○：主分担　　△：従分担

負担者
リスクの内容リスクの種類

 

 

このリスク分担表では、要求水準未達や維持管理費の増大、施設の損傷がリスクとな

っているが、これらには建物の物理的劣化や修繕が大きな影響を及ぼしている。この建

物の劣化及びその修繕は、建物資産特有のリスク要因であり、修繕費の発生が一時的（特

定年）に集中することはキャッシュフローの低下要因となるため、デューデリジェンス

においても、修繕費の算出は重要度の高い項目となっている。さらに AM や PM サービ

スにおいても長期修繕計画（リスク予測）と維持管理（リスクコントロール）は重要な

業務の一つである。将来発生するコスト（＝リスク）を管理するということは、品質（＝

顧客満足度や収益性）にも大きな影響を及ぼす。このような、品質／コスト／時間の最

適化を行い、当該施設における生涯コスト（LCC：Life Cycle Cost）をマネジメント（適

正管理）する手法をライフサイクルマネジメント（以下、LCM とする）という。 

3. ライフサイクルマネジメント 

建物設備は、外装や内装と比較して劣化・老朽化がより早く進行する。例えば空調設

備の交換時期は 15 年～20 年程度をめどとしており、法定耐用年数上からも、建物躯体

が RC 造や SRC 造が50年であるのに対し、設備は15年程度となっている。外装におい

ても、タイル張りやアルミパネルと比較して吹付タイルのような塗装仕上げは劣化の度

合いが早い。この建物の劣化は、物理的劣化と社会的劣化、経済的劣化の３つに分類さ
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れる。ユーザー側のニーズに応え、不動産の競争力を高めるためには、これらの劣化を

考慮して的確に修繕や改修を実施することが重要となる（図表3-19）。 

修繕計画は、このような建築物の各部位の経年劣化に対し、新築当時の性能を付与し、

そして維持するために必要不可欠な修繕・更新工事の適切な実施時期を予測し、それに

伴う適正な費用を把握する計画のことであり、長期修繕計画や中長期修繕計画とも称さ

れる（図表3-20）。こうした修繕計画を作成することにより、将来発生する修繕・更新

工事の適切な資金計画を策定することが可能になる。その中でも、築 15 年を越えたあ

たりから発生する空調設備の更新や外部足場を用いた外装部の改修といった大規模修

繕は、建物を使用していく上で必要不可欠なものではあるが、投資額が大きいために事

業の性格や事業者の投資行動等の状況を十分考慮した上で計画・実施する必要がある。

このようにLCMとは、経営・経済的視点と建物ハードに関わる技術的視点を融合した概

念であり、不動産収益の最大化という目標において、建物の使用価値や満足度を最大化

し、建物に関わるコストを最小化していくことである。コスト削減には、省エネルギー

化によるエネルギー消費量の削減、地球環境負荷の削減といったテーマも含まれる。 

 

図表 3-19 建物の劣化と修繕の概念図 
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図表3-20 修繕計画例 
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こうしたリスクマネジメントや LCM を、技術的な見地からサポートするのがエンジ

ニアリングサービスである。オーナーや投資家などに対する AM レポートや PM レポー

ト、デューデリジェンスにおける物的側面を調査するエンジニアリングレポート等、あ

らゆる局面でレポーティング機能が不可欠な要素となっている現在においては、客観的

かつ信頼性の高いデータの提供や技術的裏付けのあるノウハウを提供するという意味

においても、エンジニアリングサービスの重要性は今後益々重視されていくものと考え

られる。 

 

4-1 建物関連サービス 

コーポレートローンからノンリコースローンへと不動産ファイナンスがその手法を大き

く変えた事で、建物関連サービスは近年非常に高度化・複雑化してきている。 AM 会社・ PM

会社・メンテナンス会社といった、本来それぞれ異なったサービスを提供していた企業間の

垣根が低くなりつつあり、企業 PR 上は非常に似た建物関連サービスを提供している例もし

ばしば見うけられる（図表 3-21）。このサービス分類表では縦軸に建物関連サービスを列

挙し、上位概念のサービス（アセットマネジメント）が下位のサービス（ビルマネジメント）

を包括していることを示しているが、近年各社が対応する領域を広げ始めたことでサービス

がオーバーラップしてきている。 
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図表 3-21 建物関連サービスとその分類 
 

資産管理業務 アセットマネジメント プロパティマネジメント ビルマネジメント
投資 ●
投資計画作成 ●
ＳＰＣ管理業務 ●
ファイナンス ●
ＳＰＣ財務報告書作成 ●
アレンジメント業務 ● ▲
物件取得・売却 ● ▲

建物運営業務
建物運営計画作成 ▲ ● ▲
建物運営報告書作成 ▲ ● ▲
リーシング業務 ▲ ● ▲

建物管理業務
修繕計画管理 ▲ ● ▲
テナント・区分所有者対応 ● ▲
賃貸借契約管理 ● ▲
入出金管理 ● ▲
総合メンテナンス管理 ▲ ●

建物サービス
設備 ▲ ●
清掃 ▲ ●
警備 ▲ ●
人材派遣 ●

● コアのサービス業務
▲ 付加的に提供している場合が多くなってきたサービス
↑・↓ 拡大方向のサービス

証券化における分類

不動産資産管理（アセットマネジメント）

不動産会社・インベストメントバンクが得意な分野であり、
ファイナンス的な知識が必要になるサービス。

収入面でのサービスであるリーシング、エンジニアリング的
なサービスである修繕計画、そしてマネジメントサービスを
包括的に提供している。
自己所有者建物に対してはほぼ資産管理業務に近い。

清掃会社、警備会社といったメンテナンス会社が従来から
提供していた建物サービス

 
 

このような状況でリスクマネジメントを行うには、建物関連サービスの特徴を理解し「ど

の企業が何のサービスを得意としているのか」ということを正確に把握することが極めて重

要になる。また建物に対し長期間にわたってサービスを提供する必要があるため、各企業の

中長期ビジョン、並びに将来的に発展させていくと予測されるサービスの見極めも重要なポ

イントである。 

(1) 高度化・複雑化するサービス 

従来わが国における建物サービスは「建物をメンテナンスする」という考え方が基本

であり、リスクマネジメント的な観点からサービスを提供していた企業は皆無に近かっ

た。リスクマネジメントの概念が建物サービス会社の存在意義の一つとして「本当の意

味で」認識されたのは、金融機関等がデットファイナンスやエクイティファイナンスに

おけるリスク分析を行う際、「保険等でヘッジできない不動産固有リスクをオンサイト

でコントロールできるのは建物サービス会社が有効である」と判断した時からであると

思われる。確かにオンサイトでリスクをコントロールするにあたって、建物サービス会

社は極めて効果的なポジションを確保しているが、高度化・複雑化しつつある建物サー

ビスはリスクマネジメントの観点からの要求に応える形で発展してきてはいない。むし

ろ既に提供している建物サービスについて、合理的にそのサービスを体系化・組織化し、

実行することが主眼であったといえる。すなわち建物サービスの高度化はクライアント

の要求の変化に沿った否応ないものであったともいえるのだが、ここでは国内経済状況

の変化に応じた形で順に説明したい。 
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高度経済成長期の建物サービスは、主たるサービスである清掃業務、設備管理業務、

警備業務等を極力分離せず、1社で総合的に提供することが求められていた。土地価格が

年々上昇し、ビル経営においてキャピタルゲインを求めるだけであった多くの不動産所

有者は、本来自分達で対応すべき建物サービスに価値を見出さず、取りまとめも煩雑で

あったこれらのサービスを極力外部へ委託する傾向が強かった。この現象はコアコンピ

タンシーへ注力することが目的ではなかったにせよ、そのコンセプトはアウトソーシン

グ的発想の先駆けであったといえる。この時期における建物サービスの特色は、体系化

／均一化されたサービスを提供していたということではなく、どちらかというとオーダ

ーメイド的に顧客が要望する複数のサービスをまとめて管理していた程度にすぎない。

当然ながら品質についてはサービスを提供している作業員の能力次第であり、評価を決

定するサービス基準等についても存在はしなかった。 

建物サービスの内容が変化してくるのは、不動産開発が活発化していたバブル期にお

いてである。それは、分散されていたサービスを統合するだけではなく、価格水準や品

質面でのコントロールがより重要視されることとなり、作業員の能力に強く左右されて

いた高度成長期型のサービスではなく、企業として品質をコントロールしうるマネジメ

ントサービスを提供する必要性が生じたことによる。特に信託銀行が中心となって進め

ていた土地信託事業は現在の不動産証券化スキームに類似しており、建物サービス会社

として提供する基本的な内容の差異はあまり見られないものの、こうしたマネジメント

サービスへの要求が強くなっていった。また、エンジニアリング的な要素についても重

要視され、建物サービスの品質をコントロールするといった当初の目的だけでなく、新

しい付加価値についても提供するようになってきた。例えば設備管理業務における BMS

（ビルマネジメントシステム）の導入や、警備業務における機械警備装置等は代表的な

ものである。総合管理サービスが一般的にビルマネジメントという言葉で使われ始めた

のはこの時期からであり、建物サービス会社においてマネジメントサービスとエンジニ

アリングサービスの融合が活発に検討されていた時期である。 

バブル期を経て一転、わが国は長引く国内経済の低迷期に突入した。すなわち不良債

権というバブル期の後遺症に悩む日本企業の再生手法として不動産証券化が脚光を浴び

てきた時代、米国の80年代と同じような過程を経て建物サービスにも変化が現れてくる。

建物サービスにとってあまり関連がなかった「ファイナンス」という手法が「不動産の

所有と経営」を分離する事になり、複数のレンダーやエクイティホルダーといったステ

ークホルダーに対しても建物関連サービスを提供する事になったためだ。AM におけるリ

スクマネジメントについてもこの時期に深く検討されており、金融機関では複雑難解で

ある不動産リスクコントロールについて試行錯誤していた。例えば PFI や証券化において

不動産固有リスクを分析するために、建物調査、PML、土壌調査、管理状況調査等がこ

の時期以降活発化することになる。この段階に至って建物サービス会社は、今までクラ

イアントであった一般的な不動産所有者以外の企業、つまり不動産ファイナンスに携わ
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図表２ 建物関連サービスの基本要素図表２ 建物関連サービスの基本要素図表２ 建物関連サービスの基本要素図表 3-22 建物関連サービスの基本要素 

る企業に対しても建物サービスの幅を広げる機会を得ることとなった。このことは、既

に金融機関へ建物関連サービスを提供していたファイナンスやエンジニアリング分野で

活躍していた企業とも競合する時代に入ったことを意味している。 

このような過程を経て、REIT が一般消費者にとってもかなり身近になりつつある近年、

建物サービス会社の役割はリスクをコントロールする立場から、リスクテイカーへと大

きくその存在意義を変化しつつあるといえる。前述のようにファイナンス関連企業へサ

ービスを提供する段階に入り、同業他社といわれる企業との競争以外に、これまでとは

違った他業種の企業との競争に巻き込まれ始めた。すなわち不動産業界において、デベ

ロッパーを頂点とする従来のピラミッド体系が徐々に崩壊し始め、各分野のスペシャリ

ストが同一平面上で競合する新しいフィールドが生まれはじめたことになる。結果、不

動産サービスプロバイダーと称される多くの企業がサービスのフルライン化を目指すこ

とで差別化を図ったため、さらに価格競争が激化するに至っている。利益相反といった

証券化初期に見られたストラクチャー上の問題点を回避するよりも、より費用対効果の

高いワンストップサービスがマーケットから求められたためである。この厳しい価格競

争から抜け出し有利な条件でサービスを受託するため、建物サービス会社も積極的にエ

クイティポジションを取る傾向が最近顕著であり、PFI や証券化において株式や TK 出資

等のリスクを取っているのはその端的な例といえるであろう。 

「20 年前、建物サービス会社では大卒すら少ない時代だったが、今日では修士・博士

号を持つ社員も珍しくなくなった」という米国建物サービス会社社員がコメントするよ

うに、わが国の建物関連サービスの高度化はまだ緒についたばかりである。業界内にお

いて、過当競争と高度化・成熟化が同時進行しているという興味深い状況は、今後もし

ばらく続くものと思われる。 

(2) 建物サービス内容の基本要素 

時系列的に建物サービスの発

展過程を紹介したが、基本要素と

しては、インベストメント的サー

ビス、マネジメント的サービス、

エンジニアリング的サービス、の

３つのサービスによって構成さ

れている。現在活躍している企業

のほとんどは、いずれかのサービ

スを核として、他のサービスを包

括していると言っていいだろう

（図表3-22）。 

インベストメント的なサービ

スを中核とし、建物関連サービス
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の幅を広げてきている代表的企業は不動産会社、インベストメントバンク、不動産ベン

チャーである。彼らのビジネスインセンティブはキャピタルゲインが基本であり、全て

の建物関連サービスは効果的にその投資収益率を高めるために構成されているといえる。

このグループに属する企業は、海外における証券化ストラクチャーについて熟知してい

るだけでなく、国内証券化市場のリーディングカンパニーとして、企業再生が活性化し

てきた初期に大きな利益を享受してきた。しかし、国内経済が低迷した時期に限定的な

エクイティリスクを取る事で利益を得る事ができたスキームはもはや通用せず、建物関

連サービスの幅を広げる事でビジネスオプチュニティの優位性と継続性を確保しようと

試みている。 

マネジメント的なサービスを中核としている代表的企業は、建物総合管理会社、メン

テナンス会社、独立色の強いグループ子会社である。これらの企業におけるビジネスモ

デルの基本は長期間の人材派遣型（厳密には人材派遣業とは契約形態を異にするが）で

あり、キャピタルゲインに代表される極端で不確実性の高い利益を確保する戦略は取ら

ず、長期間にわたるコンスタントな利益獲得を目標としている。アウトソーシング請負

会社といってもよいこれらの企業では、売上高と比較して従業員数が多いことからも分

かるように、近年においては企業再生における一つの「雇用の受け皿」的存在でもある。

またオンサイト型ビジネスが基本であり、建物の運営・管理について緊急時における連

絡・応援体制の徹底や、協力業者・下請業者とのネットワーク構築等、組織的に見て非

常に体制が整っている反面、建物以外のファイナンス的な側面については、そもそもビ

ジネス領域ではなかった事もあり、充分な知識と経験を有していない場合がある。 

ゼネコン、メーカー、セキュリティ会社はエンジニアリング的なサービスを中核にし

ている代表的な企業である。非常に多面的かつ多角的な戦略を取りつつも、それを本業

へと結びつけるスペシャリストであるこれらの企業の特徴は請負型／受注生産型ビジネ

スであるといえる。建設・製造といったビジネスモデルでは特に建物が新しく建設され

る場合に大きな需要が発生するが、景気後退局面では厳しい価格競争にさらされ、収益

の逼迫へとつながる。人的・資金的にも余力があるこれらの企業は幅広い建物関連サー

ビスを提供することで、本業に近いビジネスオプチュニティの獲得を目的としながらも、

一方ではサービスを通じて社内及びグループ内における余剰人員の有効活用をも目的と

していることが一つの特徴である。 

図表3-23では建物ライフサイクルに沿ってこれら３つのサービスにおける本質的な性

格を企業体質とともに表現したものである。リスクマネジメント上、どのような資産管

理形態を目指すかによって、当然のことながら重視すべき建物関連サービスの要素も変

わってくる。企業の利益構造や企業体質等の、いわゆるファンダメンタル的な要素はす

ぐには変えられないためである。建物の所有形態や用途等によって、優先されるべき要

素のバランスを考慮し、効果的なリスクマネジメントを実践すべきであろう。 
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図表 3-23 建物ライフサイクル上のビジネスインセンティブ 
 

マネジメント的
サービス企業

マネジメント的
サービス企業

エンジニアリング的
サービス企業

エンジニアリング的
サービス企業

インベストメント的
サービス企業

インベストメント的
サービス企業

計画・設計 建設 竣工 運用開始 解体

購入 売却

改修工事等

更新等

立上期間企画提案

解体

終了

建設工事

業務開始

マネジメント的
サービス企業

マネジメント的
サービス企業

エンジニアリング的
サービス企業

エンジニアリング的
サービス企業

インベストメント的
サービス企業

インベストメント的
サービス企業

計画・設計 建設 竣工 運用開始 解体

購入 売却

改修工事等

更新等

立上期間企画提案

解体

終了

建設工事

業務開始

 

 
(3) これからの建物関連サービス 

① 不動産投資ビジネスへの対応 

不動産へのデッドファイナンスやエクイティファイナンス等の知識をしっかり把握し

ていなければ、このビジネスへ対応した建物関連サービスの提供は難しい。しかしなが

らファイナンスだけを理解していればよいという単純なサービスでもなく、ファイナン

ス的な知識を核とした不動産全般の知識が必要とされる。近年特にこのビジネスにおけ

る建物関連サービスは発達してきており、証券化ストラクチャーやファイナンススキー

ムの変化に応じて進化してきている。 

② PFI への対応 

ファイナンスの知識は必要であるが、より行政施設の本質を理解したマネジメント的

サービスを提供していく必要がある。SPC を使ったストラクチャーは不動産投資スキー

ムと非常に似ているが、根本的な建物関連サービスの考え方はまったく異なるものであ

り、指定管理者制度の改正と同様に「行政サービスのアウトソーシング」的な性格が強

い。SPC の収益向上と良質な市民サービス提供のバランスは難しく、サービス会社は「市

民」という一般消費者へのサービスを進化させていく必要がある。 

③ アウトソーシングへの対応 

民間企業におけるアウトソーシングは既に進展中であり、それをさらに発展させたフ

ァシリティマネジメントという概念が様々な企業において積極的に活用されている。経

営戦略への関与まで前提としているこの種のサービスは概念的な完成度が高く、新しい

建物関連サービスは生まれにくい。しかし様々なアウトソーシングを一括してコントロ

ールできる企業はまだ少なく、ビジネスアライアンス的な異業種との連携強化が必要に
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なってきている。 

④ 企業再生への対応 

不動産処理に伴う雇用対策といった側面でも建物関連サービス会社の果たす役割は大

きい。不動産処理に直面している企業の多くは、所有している不動産に携わる人材の雇

用問題・組合問題に直面しており、財務体質を改善する上では非常にセンシティブな問

題となっている。また雇用受入を前提とした企業・公的機関再生手法は、海外の行政施

設において数多くの事例があり、労務面での法改正の推移とともに今後さらに進展する

ものと思われる。 

⑤ その他 

教育機関の法人化や病院経営の改革等、建物関連サービス会社の潜在マーケットは広

がりを見せている。インベストメント、マネジメント、エンジニアリングの基本３要素

を核として発展してきた建物関連サービスではあるが、今後はホスピタリティ等の新し

いコンセプトが必要となってきている。 

 

4-2 プロパティマネジメント 

1. 日本のプロパティマネジメントの特徴 

「プロパティマネジメント」（以下、PM とする）という言葉が国内不動産マーケット

で広く使われ始めたのは５年ほど前からであるが、これは不動産証券化が脚光を浴び始

めた時期と一致している。当時の関係者の間では、PM は不動産証券化における一つの新

しい特殊サービスであるとの解釈が少なからず存在していた。しかし、そもそも英語で

あるこの不動産専門用語に対する米国等での理解はそれとは異なり、むしろ日本のビル

マネジメントやビルメンテナンス会社と称される企業の業態に近いものである（図表

3-24）。 

 

図表3-24 各国プロパティマネジメント業務における比較 

ビルマネジメント
日本 豪州 米国 日本

建物運営業務
建物運営計画作成 ● ▲ ▲
建物運営報告書作成 ● ● ● ▲
リーシング業務 ● ● ● ▲

建物管理業務
修繕計画管理 ● ▲ ●
テナント・区分所有者対応 ● ● ● ●
賃貸借契約管理 ● ● ● ●
入出金管理 ● ● ● ●
総合メンテナンス管理 ● ● ● ●

建物サービス
設備 ● ●
清掃 ●
警備 ● ●
人材派遣 ● ●

● コアのサービス業務
▲ 提供している場合もあるサービス

プロパティマネジメント
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不動産証券化が活発化してきた時代は、建物関連サービスを提供していた国内企業に

とっても一つの大きな変革期であったため、一般的に流通していたビルマネジメントや

ビルメンテナンスという言葉を用いず、新しいサービスイメージを先行させるために PM

という用語を利用してきたと考えられる。海外においては既に10数年以上も前から使わ

れていた古くまたなじみ深い言葉だが、当時の国内マーケットではまったく使われてお

らず、新しいコンセプトを売り出したい企業側の思惑にも合致した。既に建物関連サー

ビス会社ではファシリティマネジメントという概念こそが新しい時代のビジネスモデル

ではないかと検討されてはいたが、更なる新しいコンセプトについても不動産証券化を

契機に取り組みを始めることになった。後述するがこのような背景から日本の PM はイン

ベストメント的なサービスを提供している建物関連サービス企業により近い形態と認知

されることとなる。 

図表 3-24 では米国、豪州、日本の PM サービスの相違を各業務内容で比較している。

米国・豪州といった国々で特に国内と違う点は、清掃業務と警備業務の扱いである。米

国・豪州において PM 会社が自社の社員で清掃業務を実施することはほとんどないが、海

外 PM 会社に近い業務を実際に提供している国内ビルメンテナンス会社においては「清掃

業務の実施は当然である」との認識が高い。移民政策が進んでいる米国・豪州において

は、清掃業務はファーストフード業界同様に単純労働しか提供できない外国人労働者に

とって生活を維持するための大切な受け皿となっている。一方で警備業務については、

不動産所有者や PM 会社が外部委託することの多い日本とは実情が異なり、海外において

は積極的なアウトソーシングは進んでいないものと思われる。「自分の身は自分で守る」

といった自己防衛意識の高い国々では、警備業務に自前で対応することが当然であり、

リスクマネジメントの観点からも、全面的に他社に任せようという発想は非常に少ない。 

このように海外と国内の PM サービスには随分大きな相違があるため、メーカーのよ

うな統一的品質基準に基づいてグローバル的に各国企業のサービス比較をすることは困

難である。言葉が表しているサービス内容の解釈が各国によって乖離し過ぎていること

がその要因であるが、不動産という非常にローカル色の強い有形固定資産を管理するた

めには国によってサービス内容が異なるのは当然ともいえる。 

2. 不動産証券化におけるPM 

わが国の建物関連サービスの多くは長い契約期間を前提にサービスを提供してきたに

も拘らず、不動産証券化において10年にも及ぶ長期契約が前提である事は、一部のリー

スバック方式の案件を除いて稀である。通常、不動産証券化スキームにおける投資戦略

の決定は、不動産ポートフォリオをマネジメントしている企業によってなされ、彼らの

采配一つによって売買が短期間のインターバルで繰り返されているため、一旦サービス

が開始された建物であっても所有者が頻繁に変わる状況では PM 会社が発揮できる能力

は非常に限定的になってしまう。これは、所有者が交代した段階で PM 契約が新しい所有

者に継承されない場合が多いからである。このため、多くの PM 会社ではクライアントで
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ある AM 会社が敬遠する業務を被アウトソーシング的に引き受けることで収益を確保し

ようとしている。この観点から証券化における PM の特性を考えると以下のようになる。 

① リーシング 

建物から発生する主な収益源は、テナント賃料と、売却時におけるキャピタルゲイン

から構成される。このリーシングについて単純に考えた場合、不動産の収益を最大化す

るためには賃料をできるだけ高い金額で契約し、有効スペースを最大限活用し、空室率

を極限まで低下させることで達成する、ということになる。この一連のリーシング業務

を担うのが PM 会社であると現在広く認識されているが、収益に直結するリーシング戦略

を立案・実行できない AM 会社はリスクマネジメントを積極的に実行しているとはいえ

ない。投資家やレンダーといった SPC のステークホルダーの立場からは、プロパティマ

ネジメント会社へ重要なリーシング業務をアウトソーシングしているようにも見えるの

である。ただし、リーシングを得意とする PM 会社も少なからず存在し、「AM 会社は

PM 会社個々の特性を見極め、リーシングは委託した方がよい」という理論は幅広く受け

入れられている。 

リーシング戦略は、「複数ある仲介会社を活用する方法」と「自社で直接探す方法」

に大別される。どちらを選択した場合であっても、実際に管理を遂行している建物属性

や建物競争力を深く認識し、かつ建物の魅力を充分に PR できなければ、テナント誘致は

非常に困難なものとなる。この点において日常的に建物サービスを提供しオンサイトに

人材を派遣している PM 会社は、リスクコントロールを実践する以外にも、建物から発信

されている様々な情報を素早くキャッチし得るという立場にあり、本質的な建物競争力

等を理解しやすいポジションにいることが分かる。AM 会社にしてもこのような優位性を

持つ PM 会社は重要であり、その存在意義を明確に認識している。 

不動産仲介会社が PM を担えばリーシングは一番効率的ではないかという意見もある

が、前述のように建物競争力の把握が不十分であれば、リーシング戦略の立案は非常に

困難なものとなる。リーシングには不動産証券化において配当を捻出するための安定し

た賃料を確保するという重要な目的があるが、AM 会社は売却するための有利なテナン

ト・賃貸借契約の確保をも同時に目指しているため、テナントとオフィスを機械的にマ

ッチングさせる仲介業務とリーシング業務のスタンスは基本的に異なる。投資家の性格

や投資スキームをよく理解し、リーシング戦略を立案・実行することが肝要である。 

② 不動産売買仲介業務 

本来管理物件の売買仲介業務は PM 会社の業務ではないが、フィー競争が激化する中、

売買手数料を新しい収益機会として積極的に対応している会社も多い。日常的に建物情

報を集約している PM 会社であれば、他の仲介会社と比較してアドバンテージを有してい

るともいえるが、必ずしもそうではない。確かに建物競争力等の「商品価値」を理解し

ていれば売却は比較的容易であるものの、むしろ、より高値で購入する買手を探すこと

に労力が費やされるためである。特に信託受益権を利用しているプロフェッショナルな
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投資家の数は限定されており、不動産仲介会社に依頼せず、仲介手数料を削減する目的

で所有者がそのような企業へ直接交渉している例も多い。 

インベストメント的なサービスを提供している建物関連サービス会社は、不動産仲介

を業として行っていた企業が多く、昔から培っていた顧客基盤も広いため売買仲介業務

において優位性を有している。ただし不動産証券化のストラクチャー上、利益相反事由

に抵触する場合があり、せっかくの経営リソースを効率的に利用することができない場

合もある。 

③ 支出コントロール 

SPC の税務や会計上の損益まで把握している AM 会社と異なり、PM 会社は単純にキャ

ッシュベースの収入と支出のコントロールを求められる場合が多い。経常的に発生する

管理コストについては予算との乖離も少ないため、PM 会社の裁量内でその業務をコント

ロールしているが、問題となるのは大規模な工事を伴うリニューアル等の扱いである。

これらの支出は会計上資本的支出に分類される工事であり、大きなキャッシュアウトが

発生するだけでなく、B/S 上においては資本化し、将来は減価償却費が発生する。投資対

象が不動産である以上、このような資本的支出計画を回避することは困難で、リスクマ

ネジメント上は AM 会社が積極的に関与する事が望ましい。ただし資本的支出とはいう

ものの、本質は建物ハードの経年劣化・機能劣化に対するコントロールであり、リーシ

ング業務と同様、建物サービスを提供している PM 会社が多くの情報を収集・監視する機

会を持っている事に変わりはなく、この資本的支出コンサルティング的なサービスを提

供しているPM会社も存在する。詳しい内容は4-3エンジニアリングサービスで説明する。 

 

(1)  自己所有建物における PM（不動産資産管理） 

不動産リスクを様々な形で分散している証券化とは違い、自己所有建物では最終的

に所有者が全てのリスクに長期間さらされることになる。しかしこのリスク／リター

ンの関係は証券化商品ほど厳密な理論があるものでもなく、かなり主観的に不動産所

有理由が決定されている場合が少なくない。このため不動産投資において重要視され

るリーシングのように短期的に収益へ直結するサービスも重要であるが、特定の専門

サービスを得意とする企業よりも、建物全般に関わるリスクマネジメントを長期的に

サポート・実行可能なビジネスパートナーが好まれ、実際に有効である。  

①  企業としての信用力 

長期的なビジネスパートナーとしての条件は建物関連サービス会社に限ったことで

はないが、企業としてのブランド力や信用力は重要な要素の一つである。特に所有者

が建物に対して十分な知識を有していない場合は（むしろこちらのほうが多いのだが）、

どうしてもアナリスト的な視点で建物関連サービス会社を評価する傾向にある。すな

わち「上場企業なのか、財務体質はどうか、経営方針はどうか、企業イメージはどう

か」等という公開情報を中心に判断がなされることが多い。例えばマンション管理会
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社として大手不動産会社系列が多いのは、マンション分譲を手がけているという要素

も強いが、分譲後もサービスを継続的に提供できているのは、管理会社の企業信用力

を区分所有者が高く評価しているからでもある。 

②  総合的なサービス提案力 

インベストメント的、マネジメント的、エンジニアリング的な建物サービスを網羅

しておく必要はあるが、自己所有建物ではこの要素に含まれるサービスだけに留まら

ない場合が多い。そもそも極端にキャッシュフローの最大化だけを目的として不動産

を所有していないため、管理方法にいたっても統一的なコンセプトが存在しない。オ

ーナーの数だけ、管理手法が違うといっても過言ではないと思われる。 

さらに、東京地区で発展してきている建物関連サービスが同じように地方で受け入

れられることは少なく、また札幌で需要の高いサービスが他の地方でも同じように提

供されていることもない。国別にプロパティマネジメントサービスの違いを先に説明

したが、国内においても不動産はローカル性が非常に強い資産になっている。特に PFI

のような行政施設への建物関連サービスとなると、サービスそのものが市民を対象と

しているために、地域性の理解が不可欠になってくる。斎場のような建物一つをとっ

てみても、予約の仕方、焼却の方法、会場アレンジメント等の対応方法はまったく異

なる。 

このように所有者・利用者の主観や地域性が建物管理に大きな影響を及ぼす場合、

PM 会社として望まれるサービスは建物に関する相談ではない場合も多い。従って、PM

会社については、そのスタンスを建物ハード／ソフト両面に対するアプローチを基本

としつつ、関連する様々なファクターを熟知した総合的なサービス提案力、及びそれ

を具現化できるだけの能力を有するかどうかが選定時の重要なポイントとなる。証券

化と比較して関連プレーヤーの少ない自己所有建物においては、特に PM 会社があら

ゆる局面で所有者との折衝窓口となることが多い。管理のみならず建物全般に対する

知識とノウハウが要求され、すなわち会社としての「守備範囲の広さ」が重要となる

のである。 

また前述の通りマネジメント的サービス会社は「雇用の受け皿」的側面を有してお

り、所有者もそれに期待している場合がある。所有者の系列会社からの管理引継ぎ等

の際、人員を雇用してもらいたいといった要望が契約条件に含まれる場合がある。当

然のことながら会社規模が大きく、また財務体質の良い「比較的余裕のある」会社に

とって有利な条件ではあるが、そのような面をも含め、PM 会社の「懐の深さ」もまた、

重要とされる局面が少なからず存在する。 

③  ライフサイクルマネジメント 

自己所有建物では、その所有者は当然のことながら建物を「不動産資産」として見

なしており、基本的には解体に至るまで売却を前提としていない。従ってキャッシュ

フローの最大化を目的とする PM においても、「投資対象」である証券化物件とはま
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ったく異なる手法が要求される。特に、スクラップ＆ビルド（解体と新築の繰り返し）

が難しくなった現在、所有者は建物の市場競争力や商品価値、すなわち資産価値を適

宜かつ計画的に向上させ、またその状態を長期にわたって持続させることを建物経営

の命題としている。 

従って、自己所有建物においては前述のライフサイクルマネジメントが経営におけ

る重要なポイントとなることが多い。売却を前提としていないということは、すなわ

ち的確なライフサイクルマネジメントが実施しやすいということである。投資対象で

ある証券化物件等は、購入と売却によってライフサイクルや修繕計画が分断され、ま

た修繕の実施時期がアセットマネジャー等の思惑によって延期されることが少なくな

いのである。 

ライフサイクルマネジメントを実施するにあたっては、所有者が長期的な視点から

建物経営を捉えることが必要であるが、当然ながら PM 会社にノウハウの蓄積がなけ

ればその効果は期待できない。特に築年数の長い建物については設計図書等の図面や

エネルギーや修繕等のヒストリカルデータが紛失している（もしくは最初から存在し

ない）ことも多く、PM 会社が新たに交代した場合など、自社で管理している他物件（規

模や築年数、使用用途が類似）における蓄積データやノウハウの活用をもってライフ

サイクルマネジメントを策定・実施せざるを得ない場合が多い。従って建物データベ

ースが整備されており、かつエンジニアリング部門を内製化している PM 会社が有利

となる。一般的には総合ビルマネジメントのノウハウを有する PM 会社や大手ゼネコ

ンの子会社等がこのタイプに属する。 

 

4-3 エンジニアリングサービス 

(1) エンジニアリングサービス 

AM や PM におけるエンジニアリングサービスとしては、バリューアップ提案や省エ

ネ提案等が挙げられる。バリューアップは不動産の資産価値を上げることにより収益を

向上させるための、また省エネはランニングコストを低減させるためのエンジニアリン

グ的アプローチである。またデューデリジェンスにおいては、物的側面から調査を行う

エンジニアリングレポートがある。 

これらのアプローチは、建築・設備の専門的な知識や技術を必要とするため、不動産

カウンセリングとしては必ずしも詳しい知識を有している必要はないが、妥当性の判断

や比較分析を可能とする指標及び評価指針を有するほうが望ましい。指標としては、一

般に公表されているデータをベンチマークとして用いることが考えられる。エネルギー

に関しては（財）省エネルギーセンター、建設費に関しては（財）建設物価調査会の「ジ

ャパン・ビルディング・コスト・インフォメーション」、維持管理費に関しては（社）

東京ビルヂング協会、等のデータが広く利用されている。 

修繕に関するデータは、（社）建築・設備維持保全協会（ BELCA）や（財）建築保
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全センター等があるが、現時点では、実務で活用するには十分なものとはいえない。さ

らにこのようなデータを活用する際には、算出条件や設定条件によっては単純な比較が

できない場合があることに注意する必要がある。修繕費は年度によって発生する費用が

異なり、維持管理費やエネルギー費の様に毎年ほぼ一定の費用が発生するものとは異な

るため、年・㎡あたりいくらという年単位の均等化が難しい。さらに建物の仕様や大規

模修繕費の有無といった条件によっても大きく異なる。従来、新築案件の事業収支計算

を行う際には、建設費の 0.5％～１％程度を毎年計上していれば問題ないとされていた

が、証券化や流動化においては「既存物件の将来 12 年間の修繕費算出」といった場合

が多く、このような数値の適用はできない。修繕に関しては、建物の個別性が強くデー

タの蓄積も少ないため、データを普遍化することが難しいという課題があるが、修繕積

立金の問題といった関心の高さから、マンションにおいては住宅金融公庫、（社）不動

産協会等で修繕単価等のデータが公表されつつある。またマンションのみならず各種団

体や企業においても、データの蓄積や分析等、修繕に関する様々なアプローチが実施さ

れており、今後に期待が持てる。 

次項からは、「バリューアップ」「省エネルギー」「エンジニアリングレポート」に

関する考え方や評価の視点について概観する。 

(2) バリューアップ 

バリューアップとは、建物の物理的劣化や社会的劣化への対応策の一つで、リニュー

アルや用途変更（コンバージョン）により不動産の競争力をアップする手法であり、大

きく３つの視点に大別できる。 

① 耐震、セキュリティ等の「安全性の視点」 

② IT 対応、空調等の「機能・性能向上の視点」 

③ 外壁、エントランス、エレベーターホール等の「イメージアップの視点」 

ブロードバンド対応化やフリーアクセスフロアの導入、電源容量の向上に代表される

IT 対応や、個別空調方式の導入、セキュリティ対応化等については、テナントニーズも

高く比較的バリューアップ効果が高いとされている。ただし、これらのバリューアップ

実施がテナントの入居率向上や賃料の値上げに直結するとは限らないため、これらには

「費用対効果が不明瞭」という問題点も存在する。結果としてテナント誘致に効果があ

る場合もあるが、入居中のテナントの満足度を上げることによりテナント退去というリ

スクを回避できた、という長期的視点から効果があったという場合もある。設備やシス

テムについては今後の予測も難しく、最新の設備が良いとも限らない。 

従ってバリューアップを行う際には、そのビルの競争力がどこにあるのか（ないのか）

を的確に見極め、どの部分をバリューアップするのかというような、目的や優先順位を

明確にすることが極めて重要となる。建設会社等に提案を求める場合には、最新設備に

よるフルスペック仕様の提案であることも多く、オプション的な仕様はテナント負担と

する等、取捨選択も必要である。 
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さらにリニューアルは新築工事とは異なり、既存テナントが入居したままで工事を行

う等の配慮が必要であり、また実際に工事を実施しないとわからない部分もあるため、

コスト管理や工程管理が重要となる。最近では、発注者の代理人として建設会社の選定

や工事の助言を行う役割として、コンストラクションマネジメント（CM）が注目され

ている。このようなバリューアップの際には、ただ建設会社に全てを任せるのではなく、

CM 方式の導入等を検討することも選択肢の一つである。 

(3) 省エネルギー 

地球環境問題の高まりを受けて、エネルギー使用に関する法規制が強まりつつある。

一つは改正省エネ法で、対象を大規模工場からオフィスビルや店舗などにも拡大し、計

画的な省エネ活動を義務付けるというものである。もう一つは新エネルギーの利用量拡

大を図る法律で、電力会社に一定割合の新エネ利用を課し、風力等の再生可能エネルギ

ーの普及に弾みをつけようとするものである。また省エネルギーに対する助成制度の充

実や、投資負担を行わず省エネ対策を強化できる「ESCO（エネルギー・サービス・カ

ンパニー）」の需要も急拡大しており、省エネは、エンジニアリングサービスの中で大

きなウェイトを占めるようになってきている。 

省エネ提案の評価における最重要ポイントは「費用対効果」である。省エネ効果の評

価指標としては、省エネルギー率と単純回収年数が挙げられる。省エネルギー率は「リ

ニューアル前後のエネルギー消費量の削減比率」を表し、単純回収年数とは「エネルギ

ー費削減分の費用に対する工事費の割合」のことで、投資額が何年で回収できるか、と

いうものである。３年以内程度で投資回収できるものに対しては比較的採用されやすい

が、10年を越える場合には見送られることが多いのが現状である。 

ここで注意すべき点は、省エネ導入コスト及び省エネ効果は建物特性や省エネ手法に

よって様々であるため、一般的なデータに基づいた定性的なものではなく、その建物に

おける費用対効果であることを確認することである。また建設会社や設備機器メーカー

等の提案は、工事受注という目的から機器更新を主とした提案であり、比較的大規模の

投資を必要とすることが多い。省エネは維持管理における見直しでも充分達成できる可

能性もあり、実施に向けては様々な方策を検討することが重要である。流動化の手法に

よって所有者が変わったある事務所ビルでは、従来の設備管理者から新しい設備管理者

へ引継ぎがなされた際にエネルギー診断を行ったところ、設備の能力や設計意図を十分

に反映していない運転によるエネルギーロスや、運転スケジュールを見直すことで十分

な省エネ効果が期待できること等が判明した、という実例もある。このように、省エネ

手法（省エネ対応）の設備を導入してあっても、それを的確に活用した運転を実施しな

ければ省エネは達成できない。建物の能力や設計意図を理解した運転が重要であり、か

つきめ細かな対策を積み上げていくことが重要である。 

省エネを評価するためには、機器の更新のみに目を奪われることなく、費用対効果も

含めて様々な角度から検討していくことが必要であるといえよう。 
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(4) エンジニアリングレポート 

総論で述べたように、不動産の売買取引を実行する前には、リスク開示を目的として

デューデリジェンス（以下、DD とする）と称される調査が行われる。DD の発注者は、

主として金融機関（アレンジャー）やノンリコース融資窓口、アセットマネジャー（フ

ァンドマネジャー）、相対取引の不動産購入者等である。一方、DD の実施者は法的側

面では法律家、物的側面では建築・設備等のエンジニアリング会社、経済的側面では不

動産コンサルタント会社や不動産鑑定士といった各分野の専門家が対応することが一

般的である。その中で、物理的側面の調査レポートはエンジニアリングレポート（以下、

ER とする）と呼ばれている。 

ER は、具体的には建物の目視調査や確認申請書類、定期点検等の書類の確認を行い、

建物の劣化具合の調査、将来（12年が多い）の修繕・更新費用算出（中長期修繕計画）、

地震リスク調査、遵法性の照合、再調達価格（調査時点において調査物件と同じ建物を

建設した場合の建設費）の算出、土壌環境調査等を実施するものである（図表3-25）。 

図表 3-25 エンジニアリングレポートの概要一覧 

 

地震リスク調査とは、地震 PML 値（Probable Maximum Loss：予想最大損失率 ＝ 再

現期間457年に対する地震推定損失率）を算出することで、地震発生時による建物の予

想損失額を算出し、地震リスクを定量的に評価することである。PML 値は、証券化す

る際の評価額や保険コスト、ひいてはキャッシュフローにも大きな影響を及ぼす。有害

物質調査や土壌汚染調査等の環境調査は、法規制の強化（土壌汚染対策法）や地球環境

問題等により関心が高まっている。なお土壌汚染に関しては、後述4-4で詳しく説明し

たい。 

従来の不動産取引においては、賃料収入（キャッシュインフロー）に関するリスク分

析に重点を置く傾向が強かったが、近年では維持管理費や修繕費のようなキャッシュア

ウトフローへの関心が高まりつつある。これは、現在のような社会情勢ではキャッシュ

インフローの伸びがさほど期待できず、収益の増加を図るには、結果的にランニングコ

ストの見直しや削減に解決策を見出す必然性があることが要因となっている。従って

ER はアレンジャーや金融機関のキャッシュフロー算出時のみに使用されるのではなく、

AM や PM のような不動産マネジメントや、また維持管理や修繕の実務プレーヤーにも

利用されるという役割・意味合いも有する。 

残念なことに、とても実務上での利用ができない「内容の薄い」ERが横行していこと

もまた事実である。ER が注目され始めた当時は、修繕計画に代表される「社会的にデ

ータの蓄積がなく、また妥当性を判断する指標も存在しなかった事項」について、算出

値の評価が困難であった。しかし近年では「修繕費が高すぎるのではないか」「算出根

拠や精度が不透明である」といった声も聞かれるようになり、信頼性を向上させる目的

で同じ調査を複数社に依頼するケースも増えつつある。一般的に ER では、提示した修

　① 建物及び設備調査（竣工図書調査、現地実査）

　② 修繕・更新費用（短期修繕費用・長期修繕費用の算出）

　③ 地震リスク調査（耐震性の判断とＰＭＬ算出、営業中断期間算定）

　④ 遵法性調査（法令との適合状況等）

　⑤ 再調達価格算出（現在建て直した場合の建設費用）

　① アスベスト等の調査（アスベストやＰＣＢ等の有害物質調査）

　② 土壌・地下水汚染等の調査（重金属や有機塩素化合物による汚染調査）

　③ 周辺環境への影響調査（周辺への日照、電波障害等の影響調査）

建物の物的調査

環境調査
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繕費用等に関しては責任を負わないという前提条件になってはいるものの、今後、ER

の結果に基づく予定修繕費と実際の修繕費との乖離が顕在化する等、大きな問題が発生

する可能性もある。 

そこで、ER における信頼性と品質を見極めるチェックポイントを、修繕計画を中心

に説明したい。 

① 現地目視調査の診断結果が修繕計画に反映されているか 

修繕計画は、現地目視調査やヒアリング等により、建物の不具合箇所を「緊急修繕項

目（緊急を要する修繕項目）」「短期修繕項目（1年以内に必要となる修繕項目）」「中

長期修繕項目（５年から 12 年程度）」に分類し、修繕費用とその修繕時期を時系列に

プロットするものであるが、不具合箇所の写真とその所見、修繕計画が対応していない

ことが多い。これは修繕計画プログラム（②参照）を使用して修繕費を算出しているた

めに現況への対応ができないことや、現地調査スタッフと修繕費算出スタッフが異なる

ために情報伝達が的確になされていないこと等が要因として考えられる。 

また、緊急修繕費や短期修繕費は、査定価格からそれらの費用を差し引く場合があり、

取り扱いには注意が必要であるにも拘らず、使用上特に問題のない壁面の小亀裂等も緊

急修繕項目に含めるというような、修繕行為の実態とかけ離れている例も見受けられる。

ゼネコン、設計事務所のような建物情報を熟知している会社が必ずしも修繕計画のノウ

ハウを有しているとは限らないということを留意すべきである。 

② 修繕費の算出根拠はどうなっているのか 

修繕費にはいくつかの算出方法があるが、その算出方法や提供されるデータによって

精度は異なる。現地調査により修繕箇所の数量・仕様を確認し修繕費用の見積を行う方

法が最も精度が高い。工事請負契約書の内訳書がある場合には修繕部位の建設費をピッ

クアップし、物価補正を行った上で修繕率や更新率、経費率を掛け合わせ、修繕費・更

新費を算出する方法もある。この修繕率や更新率は、（社）建築・設備維持保全推進協

会（BELCA）や建築保全センターで公表されているが、独自に設定している企業もある。

内訳書がない場合には、各部位の建設費や数量を想定した上で、修繕率や更新率を掛け

合わせることになるが、当然のことながら精度は低いものとなる。この建設費と修繕率

等を用いて計算する方法は、各社がプログラム化して作業の省力化を図っているが、プ

ログラムや公表されているデータを信頼するあまり現実的なコストとなっていない場

合もあるので注意が必要である。従って、修繕費の算出方法を確認することが重要であ

る。 

③ 修繕費用の項目レベルはどうなっているのか 

修繕計画表の項目分類が、「外装」「内装」「電気設備」「給排水衛生設備」「空調

設備」といった大項目にしか分類されていない場合がある。このようなレポートは修繕

箇所や内容が不明瞭で、実務上での使用はできない。この項目レベルは修繕費の算出根

拠にも関係しており、項目レベルが算出精度と考えていい。 
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④ 修繕履歴が修繕計画に反映されているか 

２～３時間の現地目視調査のみでは建物の現状を知るには限度があり、築 15 年以上

の建物になると既に相当の部分で修繕や更新が実施されているものと考えてよい。一般

的な修繕周期や更新周期は、建築保全センター等で公表されてはいるものの、立地条件

や設備機器の使用頻度や使用時間、保守点検の頻度やレベル等の要因によっては、同一

の部位や機器においても修繕時期や更新時期が異なる。従って修繕履歴が存在する場合

には、その建物固有の修繕・更新周期がわかり、修繕計画を実態に近づけることが可能

になる。また修繕履歴を確認することによって、当該建物固有の修繕項目を把握や、過

去の修繕費用に基づいた今後の修繕費用の想定等が可能となることから、修繕計画策定

の重要な手がかりとなる（図表3-26）。 

現状においては、修繕履歴を確実に集計・保管しているビルは稀であるが、実際に修

繕履歴がある場合でも、それを活用してあるレポートはまだまだ少ない（ER の参考資

料として添付することはある）。修繕履歴の有効活用の可否は、ER 作成会社が有する

修繕計画ノウハウのレベルを判断する重要な材料となる。 

 

図表 3-26 修繕履歴と修繕計画の関係一覧図例 
 

修繕項目
（中項目レベル）

修繕計画修繕履歴

建物固有の周期

特徴的な修繕項目

更新済み

修繕頻度が高い
システム変更提案

修繕項目
（中項目レベル）

修繕計画修繕履歴

建物固有の周期

特徴的な修繕項目

更新済み

修繕頻度が高い
システム変更提案

 

 

主なチェックポイントは以上であるが、本来、修繕の考え方は一つではない。不確定

要素も多く、担当者の見方により修繕時期も費用も異なることは避けられず、同じ建物

であっても修繕計画は担当者によって十人十色である。大規模修繕を前提としているの
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か、もしくは数年後に解体を予定しておりミニマムな修繕で済ませたいのか、というよ

うな前提条件によっても大きく異なるものである。依頼を行う側においても修繕費に対

する思惑は異なり、立場によって修繕費が高く見積もられることを期待したり、逆に低

い見積を期待したりする。「低い修繕費＝良い修繕計画」と解釈される風潮もあるが、

それも大いに問題であり、本来は算出した費用に対するアカウンタビリティこそが重要

なのである。 

ER 作成会社を選定する際には、第三者的な客観性・透明性を有していることは当然

のこと、確実な根拠に基づいたデータを提示できるかどうか、また発注者の意向に左右

されないエンジニアとしてのノウハウを保有しているかどうかを見極めることが重要

である。 

 

【概論】土壌汚染地のバリューアップとリスクマネジメント 

土壌汚染は不動産の価値（バリュー）を低下させる要因にほかならない。 

したがって、バリューがマイナスの状態を回復させ、さらに価値を生むような不動産の

用途を設定してこれを実現させていくことが、本質的な意味で土壌汚染地のバリューアッ

プということができる。そのためには、①土壌汚染状況を評価し、その影響を金銭単位に

置き換えるなどして土壌汚染によるリスクを見切ること、そして、②対象不動産に関する

最有効使用を土壌汚染リスクを考慮して再評価することが必要となる。 

1. 土壌汚染状況の評価 

土壌汚染状況の評価は、入手可能な行政資料や過去の住宅地図等の情報を利活用して

土壌汚染の発生しているおそれのある範囲を把握（履歴調査）し、実際に土壌を採取・

分析して、汚染の有無や程度を調査（確認調査）するといったフローで進められる。 

一般に、履歴調査において土壌汚染のおそれがないと判断された場合、ひと通り汚染

の問題はないであろうとされ、土地取引等が進められる。一方、汚染のおそれが否定で

きない場合は、確認調査を実施し、その分析結果が環境基準値等を満足した場合、どう

やら問題はなさそうだということで話が進められる。 
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図表 3-27 土壌汚染評価・措置の流れと周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認調査の結果、基準値を超過する分析結果が得られた場合、覆土や封じ込め等のリ

スク低減措置、あるいは必要に応じて土壌汚染の除去が実施されることとなる。リスク

低減措置を適正に行った段階で不動産取引が進められるケースは、たとえば工場跡地に

おける住宅・マンションの販売に見られることがある。土壌汚染の除去に多大な費用が

かかるが、住居系の需要の高い土地に対して、人の健康に対する影響を引き起こさない

ように覆土や舗装を行い、買い手に対してその旨を説明し販売するような事例である。

この取引は土壌汚染による潜在的リスクが最も高い場合といえるが、環境の専門家、弁

護士、不動産鑑定士等によるオピニオンを有効に活用し、売り手や買い手、行政を含め

てリスクを分散させるような方法で解決することができると考えられる。９ 

2. 想定浄化費用 

履歴調査や確認調査において得られる情報から、土壌汚染の発生過程や発生状況に関

するシナリオを想定し、その対策のためにかかる費用を算定することがある。 

履歴調査による評価： たとえば、土地等を所有することを前提としない、不動産証券

化や PFI 事業に対するリスクファクターのひとつとして評価を行う場合や、金融機関の

融資担保物件や競売物件など対象不動産において確認調査ができない場合では、履歴調

査の結果をもとに想定浄化費用を求めることがある。また、企業等が保有する複数の不

動産について土壌汚染リスクの順位付けするような場合、あるいは、M&A 対象企業の

                                                      
９ 現時点では、土壌汚染の認められた範囲を全て除去することが一般的である。 

シシシロロロ   

履履履歴歴歴調調調査査査   

NNNooottt シシシロロロ  

シシシロロロ   

確確確認認認調調調査査査  

クククロロロ  

済済済みみみ   

リリリスススククク低低低減減減措措措置置置  

しししななないいい///一一一部部部  

GGGOOO!!!

GGGOOO!!!

GGGOOO!!!

済済済みみみ   

土土土壌壌壌汚汚汚染染染ののの除除除去去去  

しししななないいい GGGOOO!!!

＋保険 

＋保険 

＋買手の承諾 
＋行政の確認 
＋専門家のオピニオン

＋行政の確認 
＋保険 

土地取引等の場合証券化等の場合 

想想想定定定浄浄浄化化化費費費用用用   
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抱える環境リスクの定量化の一項目として評価を行うこともある。 

確認調査による評価： 確認調査によって得られる情報から算出した浄化費用は、履歴

調査から得られる結果よりも精度が高いと考えられ、その評価を行う機関がメーカー系

や施工系であれば見積金額に近い位置づけと捉えられる。 

評価の流れ： 想定浄化費用を評価する際の基本的なシナリオは、想定される土壌汚染

を全て取り除くもの、すなわち、最大リスクを見込む目的で、最も費用がかかるがほぼ

全てのリスクを除去することができる方法を基本としている。土壌汚染対策法施行規則

（別表第五）に示される 11 の措置方法は、①対象地に土壌汚染は残るが十分管理しよ

うとする方法と②土壌汚染を根本から除去しようとする方法の２つに大きく分けるこ

とができ、後者の方法が想定浄化費用における基本的なシナリオとなっているわけであ

る。 

しかしながら、この方法ではリスク（想定浄化費用）が非常に大きく、取引や事業が

成り立たなくなる可能性もあり、また、土壌汚染のリスクを測るシナリオが一つだけで

は、不動産の最有効使用を評価するに不十分との指摘もあるなど、今後は、複数のシナ

リオに対する土壌汚染リスクの評価が必要になると考えられる。いずれにしても、現時

点では、想定浄化費用の評価に関する規格あるいは基準は定められておらず、いくつか

の提案された手法をもとに試行錯誤が行われている状況である。 

3. 土壌汚染評価行為に関するリスク 

履歴調査で非常に多くの情報を集めても、あるいは、確認調査で法規制等に示される

以上のサンプリング・分析試験を行なっても、土壌汚染がまったくないことを保証する

ことはできない。たとえば、対象地における産業活動（業種）を過去にさかのぼって特

定できたとしても、汚染の発生につながる造成時の盛土材の性状や、化学物質を含むよ

うなちょっといらなくなった物をちょっと捨てる行為まで把握することは難しく、履歴

調査で問題なしと判断した土地に後日土壌汚染が見つかり、調査･評価行為に対する不

備を指摘されることもありうる。 

このようなリスクに対抗する方法として、たとえば、①保険によるリスク転嫁と②専

門家のあいだでのリスク分散が考えられる。図表 3-27 に記す「保険」は、一定の技術

的水準をもった調査機関等により一定の評価手法がとられる場合、保険機関がリスクを

引き受けるものである。現在は、まだ利用されるケースは少ないようだが、土壌汚染地

に関する取引が現在よりオープンで頻繁に行われるようになれば、一般的な商品として

の成熟が期待できる。また、②については、汚染原因者の責任を明確にしたうえで、十

分にディスクローズされた情報をもとに環境の専門家が汚染のリスクを評価し、これを

もとに、不動産鑑定評価の専門家が資産価値に関するリスクを評価し、この過程の正当

性に関する根拠を法律の専門家が裏付ける、といった仕組みを例として挙げることがで

きる。 
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4. 最後に 

「土地取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告書（平成15年6月）」

（宅地・公共用地に関する土壌汚染対策研究会）の第２章「基本的考え方」において、

「土地取引市場において問題とされる土壌汚染は、経済社会の中に広汎に存在するさま

ざまなリスク（各主体に不利な影響を生じる可能性のある不確実性）要因の一つにほか

ならない。リスクに適切に対処するためには、リスクを軽視することでも過剰なリスク

回避行動を行うことでもなく、適切な「リスクマネジメント」（リスクの存在を認識し

たうえで、リスクに見合った科学的で合理的な対応を行っていくこと）を確立すること

が必要」とある。 

国内においては土壌汚染対策法が施行されたとはいえ、土壌汚染に対する大半の人の

認識は NIMBY１０
状態にある。上記報告書に述べられていることの言い換えに過ぎない

が、土壌汚染は特殊な問題ではなく、一般的な問題との意識転換を行い、誰かがそのリ

スクを抱え込むことなく、適正なマネジメント手法のもとに問題が解決されることが重

要と考える。 

土壌汚染対策法施行規則 別表第五 （第 28 条第 1 項関係） 

汚染の除去等の措置の種類 汚染の除去等の措置の実施の方法 

1 地下水の水質の測定 当該指定区域において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確

に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初1年は4回以

上、2年目から10年目までは1年に1回以上、11年目以降は2年に

1回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害

物質の量を、第5条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測

定すること。 

2 土壌汚染の除去 1 汚染土壌の掘削による除去 

イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土

壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 

ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された場所を汚

染土壌以外の土壌（汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しない

ように性状を変更して汚染土壌以外の土壌となったものを除

く。以下同じ。）により埋めること。 

ハ 第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっ

ては、ロにより土壌の埋め戻しを行った後、埋め戻しを行った

土地に1以上の観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水

を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第

2項第2号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染

が生じていない状態が2年間継続することを確認すること。た

だし、現に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を

行う場合にあっては、地下水汚染が生じていない状態を1回確

認すること。 

                                                      
１０ “Not In My Back Yard” 生活環境に影響を与えるような施設は自分の住む場所の近く（バ

ックヤード：裏庭）には御免である、という考え方。ここでは、土壌汚染にはかかわりたく

ないという心情を表す言葉として意味を拡大して用いている。 
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ニ 掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合に

は、次に掲げる措置（以下「汚染土壌の適正な処分等」という。）

を講ずること。 

（1）汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を

講ずること。 

（2）搬出先において周辺環境に特定有害物質による汚染が拡散し

ないよう、環境大臣が定める方法による汚染土壌の処分を行

うこと。 

（3）（2）により汚染土壌の処分が適正に行われたことについて、

環境大臣が定めるところにより確認すること。 

2 原位置での浄化による除去 

イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土

壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 

 ロ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は

分解する方法その他の汚染土壌を掘削せずに行う方法により、

イにより把握された汚染土壌から特定有害物質を除去するこ

と。 

 ハ 第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっ

ては、ロの汚染土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イ

により把握された汚染土壌のある範囲に1以上の観測井を設

け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含

まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣が定

める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が2年

間継続することを確認すること。 

 ニ 第18条第2項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあっ

ては、ロの汚染土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イ

により把握された汚染土壌のある範囲について、100平方メー

トルにつき1地点の割合で深さ1メートルからイにより把握さ

れた汚染土壌のある深さまでの1メートルごとの土壌を採取

し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第5条第4項第2

号の環境大臣が定める方法により測定し、当該基準に適合する

汚染状態にあることを確認すること。 

3 原位置封じ込め イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌

の採取及び測定その他の方法により把握すること。 

ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、

汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して

第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。 

ハ 汚染土壌のある範囲の側面を囲み、汚染土壌の下にある不透水

層（厚さが5メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒100ナ

ノメートル（岩盤にあっては、ルジオン値が1）以下である地層

又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。）であっ

て最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効

力を有する構造物を設置すること。 

ニ ハの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが10センチメー

トル以上のコンクリート又は厚さが3センチメートル以上のアス

ファルトにより覆うこと。 

ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずる

こと。 

ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でない
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と認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ

ニにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆う

こと。 

ト ハの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁に

1以上の観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、

当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の

環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない

状態が2年間継続することを確認すること。 

チ ハの構造物により囲まれた範囲に1以上の観測井を設け、トの

確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認するこ

と。 

4 遮水工封じ込め イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌

の採取及び測定その他の方法により把握すること。 

ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌の

うち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについて

は、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して第二溶

出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。 

ハ 当該指定区域に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シート

を敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有

する遮水工を設置し、その内部にロにより掘削された汚染土壌を

埋め戻すこと。 

ニ ハにより埋め戻された場所を、厚さが10センチメートル以上の

コンクリート又は厚さが3センチメートル以上のアスファルトに

より覆うこと。 

ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずる

こと。 

ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でない

と認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ

ニにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆う

こと。 

ト ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に一以

上の観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当

該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環

境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状

態が2年間継続することを確認すること。 

チ ハにより埋め戻された場所の内部に1以上の観測井を設け、ト

の確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認する

こと。 

5 原位置不溶化 イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌

の採取及び測定その他の方法により把握すること。 

ロ 第18条第1項の基準に適合しない汚染状態にある土地にあって

は、汚染土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水

に溶出しないように性状を変更して第18条第1項の基準に適合す

る汚染状態にある土地とすること。 

ハ ロにより性状の変更を行った汚染土壌のある範囲について、100

平方メートルごとに任意の地点において深さ1メートルからイに

より把握された汚染土壌のある深さまでの1メートルごとの土壌

を採取し、当該土壌について特定有害物質の量を第5条第3項第

4号の環境大臣が定める方法により測定し、第18条第1項の基準
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に適合する汚染状態にあることを確認すること。 

ニ ロにより汚染土壌の性状の変更を行った範囲について、当該指

定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するた

め、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 

ホ ロの汚染土壌の性状の変更を行った場所の地下水の下流側に1

以上の観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、

当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の

環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない

状態が2年間継続することを確認すること。 

6 不溶化埋め戻し イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌

の採取及び測定その他の方法により把握すること。 

ロ イにより把握された汚染土壌を掘削し、掘削された汚染土壌を

薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないよ

うに性状を変更して第18条第1項の基準に適合する汚染状態にあ

る土壌とすること。 

ハ ロにより性状の変更を行った土壌について、おおむね100立方

メートルごとに5点から採取した土壌をそれぞれ同じ重量混合

し、当該土壌について特定有害物質の量を第5条第3項第4号の

環境大臣が定める方法により測定し、第18条第1項の基準に適合

する汚染状態にあることを確認した後、当該指定区域内に埋め戻

すこと。 

ニ ハにより埋め戻された場所について、当該指定区域外への汚染

土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆

うことその他の措置を講ずること。 

ホ ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側に1以上の観

測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当該地下

水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環境大臣

が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が2

年間継続することを確認すること。 

7 遮断工封じ込め イ 汚染土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌

の採取及び測定その他の方法により把握すること。 

ロ イにより把握された汚染土壌を掘削すること。 

ハ 当該指定区域に、汚染土壌の投入のための開口部を除き、次の

要件を備えた仕切設備を設けること。 

（1）一軸圧縮強度が1平方ミリメートルにつき25ニュートン以上

で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚

さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の

遮断の効力を有すること。 

（2）埋め戻す汚染土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力

を有する材料により十分に覆われていること。 

（3）目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であるこ

と。 

ニ ハにより設けられた仕切設備の内部に、ロにより掘削した汚染

土壌を埋め戻すこと。 

ホ ニにより土壌の埋め戻しを行った後、ハの開口部をハ（1）から

（3）までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。 

ヘ ホにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずる

こと。 

ト 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でない
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と認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ

ホにより設けられた覆いの表面を汚染土壌以外の土壌により覆う

こと。 

チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に1以

上の観測井を設け、1年に4回以上定期的に地下水を採取し、当

該地下水に含まれる特定有害物質の量を第5条第2項第2号の環

境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状

態が2年間継続することを確認すること。 

リ ニにより埋め戻された場所の内部に1以上の観測井を設け、チ

の確認がされるまでの間、地下水位の上昇がないことを確認する

こと。 

8 土壌入換え 1 指定区域外土壌入換え 

 イ 地表面を50センチメートル高くすることにより当該建築物

に居住する者の日常の生活に著しい支障を生じさせないよう、

必要な範囲内で、土壌を掘削すること。 

 ロ 当該指定区域の土地（地表から深さ50センチメートルまでの

うち汚染土壌がないことが確認された範囲を除く。以下同じ。）

を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが

50センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌（当該土地の傾斜

が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であ

ると認められる場合には、モルタルその他の土壌以外のもので

あって、容易に取り外すことができないもの（以下「モルタル

等」という。））により覆うこと。 

 ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ず

ること。 

 ニ 掘削した汚染土壌の当該指定区域外への搬出をする場合に

は、汚染土壌の適正な処分等を講ずること。 

2 指定区域内土壌入換え 

 イ 当該指定区域において、深さ50センチメートルまでの汚染土

壌を掘削すること。 

 ロ 当該指定区域の土地にイにより掘削した汚染土壌を埋め戻す

こと。 

 ハ ロにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土

壌以外のもので覆い、次に、厚さが50センチメートル以上の汚

染土壌以外の土壌（当該土地の傾斜が著しいことその他の理由

により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、

モルタル等）により覆うこと。 

 ニ ハにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ず

ること。 

9 盛土  イ 指定区域の土地を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、

次に、厚さが50センチメートル以上の汚染土壌以外の土壌（当該

土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが

困難であると認められる場合には、モルタル等）により覆うこと。

ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずる

こと。 

10 舗装 イ 当該指定区域の土地を、厚さが10センチメートル以上のコンク

リート若しくは厚さが3センチメートル以上のアスファルト又は

これと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの（当該土地

の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困
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難であると認められる場合には、モルタル等）により覆うこと。

ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずる

こと。 

11 立入禁止 イ 当該指定区域の土地の周囲に、みだりに人が指定区域に立ち入

ることを防止するための囲いを設けること。 

ロ 当該指定区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止

するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 

ハ イにより設けられた囲いの出入口（出入口がない場合にあって

は、囲いの周囲のいずれかの場所）の見やすい部分に、関係者以

外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設けるこ

と。 

 

4-4 土壌汚染 

変化する位置付け： 1990年代から都市部の工場跡地での再開発事業が増加するにつれて

土壌汚染事例が顕在化し、その対応が急務となっていったこと、また、外資系資本による

不動産取得の際にデューデリジェンスが必要事項として実施されてきたことなど、この10

年間ほどで土地取引にあたって土壌汚染の事前評価は「やらざるを得ない」ものとして認

識されるようになってきた。 

さらに、このような流れを決定付ける意味で、平成 15 年 2 月に「土壌汚染対策法」が

施行され、従前は自主的な取り組みとして位置付けられてきた汚染調査が、土地取引の際

に必要不可欠なものとして多くの人が考えるようになってきている。１１また、不動産評価

や不動産売買に関する業務についても、表 3-28 に示すようにいくつかの法改正や指針の

制定が行われ、土壌汚染が制度面で組み込まれようとしており、不動産鑑定評価における

土壌汚染の位置付けはこの１年で大きく変化してきている。 

 

図表 3-28 土壌汚染に係る最近の法規制や指針等の整備 

平成14年 5月 土壌汚染対策法成立 

平成14年 12月 「不動産鑑定評価上の運用指針Ⅰ」(社)日本不動産鑑定協会 

平成15年 1月 「改正不動産鑑定評価基準」施行 

平成15年 2月 土壌汚染対策法施行 

宅地建物取引業法政令改正 

平成15年 4月 「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」 

平成15年 6月 「土地取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告書」 

平成16年 3月 「公共用地の取得における土壌汚染への対応に関する基本的考え方」 

                                                      
１１ 正確を期すと、土壌汚染対策法による調査は土地取引の場合に必ず行わなければならない、と

いうことにはなっていない（「土地取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告

書」）。土壌汚染対策法が施行されてほぼ1年が経過した平成16年 1月末現在において、実

施された法定調査の数は38件、指定区域は全国で9箇所と報告されており、土地取引の数と

比較するとかなり小さな値となっている。 
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土壌汚染地の鑑定評価： 「改正不動産鑑定評価基準」において、「土壌汚染の有無及び

その状態」は不動産の価格形成要因の一つとされ、以降の鑑定評価では、評価時点での土

壌汚染対策法上の特定施設の有無だけではなく、過去の土地利用履歴（有害物質使用特定

施設に相当する工場又は事業場、廃棄物等の埋め立て等の有無）まで調査されるようにな

ってきている。 

この段階の調査は、一般に「資料等調査」あるいは「フェーズ1調査」と呼ばれており、

土壌汚染の可能性を評価することを目的としている。具体的には、不動産登記簿、住宅地

図、あるいは地方自治体が公表している地下水観測データ等の調査を行い、土壌の化学的

分析は実施しない。また、上述した資料等の精査のほか、現地踏査や土地所有者及び利用

者へのインタビューまで含む場合は、専門的な知識を要するかどうかを判断し、必要に応

じて専門家への依頼を行うこととなる（土壌汚染の可能性があり、確認調査１２を実施する

場合も専門家への依頼が必要となる）。 

確認調査の結果、「土壌汚染が存することが判明した土地については、原則として汚染

の分布等の状況、除去等の措置に要する費用等を他の専門家が行った調査結果等を活用し

て把握し、鑑定評価を行うものとする」（「改正不動産鑑定評価基準」）。また、「汚染

が存することが判明している土地の鑑定評価を行う場合、土壌汚染対策が講じられた後の

土地利用と当該対策に係る費用、時間等の相互関係を考慮し、土壌汚染対策も前提とした

その土地の最有効使用を判定した上で、鑑定評価手法を適用することとなる。」（「土地

取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告書」） 

専門家（環境コンサル）とは： 前項に示される「専門家」は土壌汚染に関係する業務に

通じた個人あるいは法人（以下、総称して「環境コンサル」）と定義することができる。

土壌汚染地の鑑定評価に関して、環境コンサルに求められる役割は、各種調査の実施、除

去等の措置に要する費用の算定、及び土壌汚染に関する専門的な知識の提供であり、以下

に示すような項目について具体的な依頼を受け、専門的な見解を述べることとなる。 

・ フェーズ1レベルの調査結果に基づいた土壌汚染状況の想定 

・ 既存の調査結果に基づく措置の概念設計と費用の想定 

・ 実施中の措置内容に関する浄化効果の評価 

・ 法律や条令等に照らし合わせた、現状あるいは想定状況の是非の判断 

環境コンサルの選定： 環境コンサルを選定するには、例えば、土壌汚染対策法における

                                                      
１２ 土壌汚染に関する文献や資料には様々な調査名が出てくる。その位置付けを含め下にいくつか

の調査名を整理する。なお、土壌汚染対策法上の「土壌汚染状況調査」は、下の①、②の調査

を一連の流れで実施する調査のことを指す。 

①資料や既存データをもとに実施する調査：履歴調査、文献等調査、フェーズ1 

②土壌を分析し汚染の有無を確認する調査：土壌汚染確認調査、概況調査、フェーズ2 

③措置方法の計画のために必要な情報を得る調査：詳細調査、フェーズ3 
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「指定調査機関」リスト１３をもとに、以下の項目を指標として利用することが考えられる。 

・ 所在地（気軽にフェーストゥフェースでコンタクトできるかどうか） 

・ 評判（期待するコンサルティング内容について経験を持っているか） 

・ 第三者性（公正な立場に立った判断が可能な位置付けにあるかどうか） 

数社への絞込みの後、各社に具体的なニーズを伝え、対応方法等について話を聞いて

みるのが良い方法だろうと考えられる。コンサルティング実務担当者の氏名や資格、コ

ンサルティング費用を確認することも忘れずに行う。 

不動産鑑定士等と環境コンサルのコラボレーション（協働）： 「不動産鑑定評価上の運

用指針Ⅰ」では、不動産の鑑定評価に関して、環境コンサルへの調査を依頼することなく、

土壌汚染を価格形成要因から除外して鑑定評価を行うことができるケースとして、 

① 法令等により汚染が除去されたことが確認できる場合 

② 過去に法令等で規定された基準を満たす調査がなされ、その結果汚染されていない

ことが確認できる場合 

③ 地歴をさかのぼって、対象不動産の敷地が、過去に、土壌が汚染される可能性が高

い用途で用いられたことがないことが確認できる場合 

の３つの場合を挙げている。これら以外の場合、すなわち、法令等による汚染の有無の

確認を行うことができず、地歴を調査しても土壌汚染の可能性が判断できない場合、ある

いは、すでに土壌汚染が存在する場合、さらには、対策中／済みの場合等には、コラボレ

ーション（協働）による作業の余地が生まれてくる。 

協働の例： 「協働」は、基本的には、現状の不動産鑑定評価フローの中に、環境コンサ

ルの意見や見解を取り込んだ新たなフローのもとに実施されると考えられる。以下では、

ひとつのケーススタディを用いて、環境コンサルの評価手法を2通り例示し、鑑定評価フ

ローへの取り込みについて論じてみる。 

 

  「ケーススタディ」 

昭和 47 年より金属加工工場として利用されてきた工場用地に対して、不動産鑑定士等に

より履歴調査が行われ、その結果以下の事実を確認した。 

・ かつて、工場内東側において、めっき工程が存 在していた（既に撤去されている）。 

・ ５年前に工場建屋の改築を行った際に、地方自治体の条例により土壌調査を実施し、

鉛と砒素による汚染が見つかったため、その対策として500m3（500㎡×1m）の土壌入れ替

えが行われている。 

工場用地は、都市部への通勤に便利な駅に徒歩でアクセスできる範囲にあり、約 8000 ㎡

のまとまった土地である。 

                                                      
１３ 環境省の HP から調べることができる。平成 16 年 2 月 1 日現在、1324 の機関が登録されてい

る。（http://www.env.go.jp/） 
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このような場合、環境コンサルに期待しうるサービスとして以下が考えられる。 

【問題①】めっき工程が土壌汚染を引き起こしているかどうか評価してほしい。また、

対策に費用がかかるなら、その費用を算定してほしい。 

【問題②】鉛と砒素による土壌汚染の対策が適切に行われたかどうか判断してほしい。 

 

環境コンサルの対応には大きく２つが考えられる。すなわち、現時点で入手可能な情報

に基づいて評価する方法、そして、土壌汚染対策法に準じた方法で調査を行い、その結果

に基づいて評価を行う方法、である。 

前者の対応方法は、フェーズ1的な手法を用いて、環境コンサルの目で見て、必要な情

報を入手し、吟味し、現地踏査やインタビューを行い、その上で、想定される汚染の内容

を評価するものである。ケーススタディの場合、めっき工程を含む全ての工程について、

使用された原材料や工程フロー、あるいは、当時の写真や工程管理者へのヒアリングと併

せて、現地の地質状況（漏洩等があった場合にどこまで浸透するか）を考慮して、汚染の

発生しうる範囲を想定し、その対策に必要な費用を算定する。たとえば、問題①について

は、汚染はめっき工程の存在した 120 ㎡の範囲（配管を含む）において、深さ１m 付近の

粘土層まで到達しており、一部に濃度の高い部分が存在する可能性はあるものの、比較的

簡単な工事でこれを除去することができるので、１m3あたり 10 万円、すなわち、120×1

×10 万円＝1200 万円を想定浄化費用とする、といった評価が行われる。また、問題②に

ある汚染対策に不適切な部分があれば、それに関する費用もある想定条件の下で算定する。 

後者の対応方法では、たとえば、問題②の鉛や砒素の土壌汚染について、すでに対策が

行われたとして、その範囲を除く8000－500＝7500㎡を対象に、10m×10mの単位区画を基

準とした土壌サンプリングとその分析を行う。その結果とボーリングを伴う調査の結果を

もとに汚染範囲を定め、その対策費用を見積もる。 

 

 

前者あるいは後者、どちらの方法が良いか一概には言えないが、いくつかの観点からこ

れらを比較したものを図表3-29に整理する。 

 

図表 3-29 ２つの環境コンサルの違い 

 前者 後者 

方法 フェーズ1レベルの調査結果で判断 実際の分析調査結果で判断 

期間 意見書レベル：数日～1週間 

フェーズ1報告書：3～4週間 

1ヶ月～3ヶ月 

結論(¥)の位置

づけ 

想定浄化費用は上限保障ではなく、リスク

量として扱うべきもの。 

見積書は一種の価格上限保証。
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環境コンサル

の力量 

環境コンサルの力量によって、算定結果に

違いがでる。 

環境コンサルの力量によるぶ

れは少ない。 

協働の意味 評価結果に付随するリスクを協働により低

減する、あるいは、相互に分担する。 

あまりない。 

 

土壌汚染の存在や状態を、調査によって全てを明らかにすることは非常に難しく、これ

を鑑定評価に組み込んでいくには、必ずリスクを扱う仕組みが必要となる。「後者」の方

法では、そのリスクを環境コンサル側が引き受けることで、鑑定評価側にリスクの残らな

い方法を提供しているが、「前者」の方法では、鑑定評価に新しい考え方を導入すると同

時に、環境コンサル側の評価手法について信頼性を高めるような相互の努力が求められる。 

最有効使用： ケーススタディにあるような土地（駅に近いまとまった土地）について、

土壌汚染が存在する場合と存在しない場合において、最有効使用の検討に大きな違いが発

生するか。先の検討例にあるように、1200万円で対策が終了すると仮定するとどうか。確

認調査を実施した結果、土壌汚染は覆土や舗装で対応できると判断できる場合、最有効使

用はどうなるのか。―――いまのところ、不動産鑑定士等と環境コンサルの間で、「土壌

汚染がない場合の土地用途はこうだ」vs.「土壌汚染が存在するとこのような制約を受け

る」といった意見のキャッチボールを行わない限り、結論は出ないようである。 

 

最後に： 日本政策投資銀行駐在員事務所報告１４（2002年 12月）に以下の文がある。「環

境リスクの定量化を容易とするために重要なのは、規制当局における汚染修復基準が明確

であること、それを着実に実行する能力を有する事業者が存在していること、～（中略）

～である。一方で、米国を反面教師として学ぶことができる点もいくつかある。例えば、

汚染物件の担保評価については、米国でもようやく研究が本格化してきたところであるが、

この研究が遅れた原因の一つは、環境の専門家と不動産鑑定士の意思疎通の悪さといわれ

ている。当初から、協調関係が作り上げられていれば、もう少し進んだ担保評価手法が実

用に供されている可能性もあったと考えられる。」 

土壌汚染対策法施行から約1年が経過し、不動産の鑑定評価や取引に少しずつ変化が出

てきている。法務、税務まで協働の枠組みを広げてゆく中で土壌汚染地を有効に利用する

知恵を出し合い、事例を積み重ねる中でベストプラクティスを抽出し、無理なく活用でき

る社会的な仕組みや手法を整えていくことが重要と考える。とくに、不動産カウンセラー

にはその中心的な役割を担っていくことが期待されている。 

 

                                                      
１４ 「米国金融機関の環境リスク管理」日本政策投資銀行ワシントン駐在員事務所（2002 年 12 月）  

http://www.dbj.go.jp/japanese/download/br_report/was/070.pdf  
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５ 不動産に関する有効活用 

【概論】不動産に関する有効活用概念の変化 

(1) 不動産の有効活用概念の誕生 

「不動産の有効活用」、もしくは「土地活用」という概念が一般化したのは、昭和50

年代前半以降のことと考えられる。この時期、租税特別措置法の特例を利用した、いわ

ゆる「等価交換方式」という概念が生まれ、大手デベロッパー等が個人地主に、この等

価交換方式による事業を勧めたのである。また、ハウスメーカー各社が個人地主向けの

賃貸アパート商品に注力するようになり、不動産の有効活用、もしくは土地活用という

概念が、広く一般の方々に浸透したのもこの時期である。その後、昭和 50 年代半ばに

は、土地信託方式や新借地方式、総合受託方式といった事業方式が誕生し、さらに、昭

和 50 年代後半からの地価の高騰期に、相続税対策として借入金で賃貸用建物を建てる

ことの節税効果が喧伝され、空前の不動産有効利用ブームとなったことは周知の通りで

ある。下図は、昭和 55 年以降の利用関係別新設住宅着工戸数の推移を示したものであ

るが、昭和 61 年から平成 2 年までのいわゆるバブル期を中心に、貸家着工数が急増し

ていることがわかる。 

このバブル期までは、日本経 

済は、土地担保融資を中心とし 

た信用創造を原動力として、ほ 

ぼ一貫して右肩上がりの成長を 

遂げ、それにつれて、地価も必 

ず上昇するという、いわゆる土 

地神話が健在であった。このた 

め、不動産の有効利用に伴う借 

入金の返済リスク等の様々なリ 

スクについても、その大半が顕 

在化せずに済んだのである。 

 

 

 

(2) 不動産の有効利用に係る事業リスクの顕在化 
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しかし、バブルの崩壊とともに、このような不動産を取り巻く社会経済環境は一変する。経

済の長期的な低迷とともに地価の長期的な下落傾向が鮮明になり、バブル期に相続税対策とし

て全額借入金で建設された賃貸用不動産は、賃料の低下と空室率の増加の影響で、その多くが

資金繰りに窮し破綻したものも少なくない。土地さえあれば誰でも簡単に有効活用ができた時

図表 3-40  新設住宅着工戸数の推移 
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替わり、いかに円満に相続財産を分割するかという分割対策や、相続税をいかにして納

めるかという納税対策に主眼が置かれるようになったのである。この結果、不動産の有

効活用を安易に図るよりは、まず、物納用の資産としての更地を用意するのが望ましい

という風潮を生むようになった。 

しかしながら、物納用に更地を確保しても、平置きの駐車場程度にしか利用できない

ケースが大半であり、固定資産税等を差し引けば、評価額に対する収益性はきわめて低

く、資産価値の下落に歯止めが掛からないのが現実なのである。 

(3) バランスシートを含めた総合的な視点からの不動産の有効活用へ 

これまでの不動産の有効活用、あるいは土地活用の検討においては、主として、損益

計算書と資金計算書からなる長期事業収支計画と、相続税の節税効果の検討に主眼が置

かれてきた。これは、土地の所有継続を前提として、不動産賃貸事業の収益性と、その

節税効果を主たる目的として展開されてきた不動産の有効活用の歴史からみて当然の

ことであった。しかしながら、今日の不動産を取り巻く社会経済状況を鑑みると、より

幅広い視点からの総合的な検討が不可欠と考えられる。すなわち、個々の不動産や土地

の有効活用だけを独立して考えるのではなく、その所有者である個人や企業の保有する

資産全体の中での個々の不動産や土地を、資産全体の収益性、流動性、安全性の各視点

からみて、いかに活用すべきかを検討するという視点である。例えば、個々の土地活用

不動産の有効活用に伴う主な事業リスク 

 □初期投資上のリスク 
  ・立地判断、投資規模の誤り  
  ・建物等の高値での取得  
   ・過度に借入金に依存した資金調達、不利な資金調達条件での投資  
  ・事業開始までの時間的リスク（地権者合意、許認可、近隣同意等）  
  ・事業開始までの法的リスク（借地問題、借家問題、抵当権・不良債権処理等）  
  ・建物の設計・機能上の設定条件の誤り、施工不良等  
 □資金返済上のリスク 
  ・テナントの退出による敷金、保証金等の予期せぬ返済  
   ・借入金元利の返済不能  
 □マーケットリスク 
  ・空室率の上昇、テナントの退出  
  ・賃料の値下がり、地域の活力低下  
  ・賃貸需要そのものの縮小  
   ・市場慣行の変化  
  ・担保価値低下  
 □法的リスク 
  ・賃料の不払い  
  ・保証金・敷金等の返還請求権の質入れ、債権譲渡等  
  ・テナント企業の倒産等  
  ・無断転貸、無断増改築等  
  ・借地借家法によるテナント立ち退きコスト  
 □制度的リスク 
  ・借地借家法等の法制度の改変  
   ・税制、会計制度等の改変  
  ・耐震基準の変更等による陳腐化等  
 □物理的・機能的リスク 
  ・建物自体の耐震性、耐久性の問題  
  ・老朽化に伴う維持管理費用の増加  

・建 物の機能低下・ 陳腐化に伴うリニューアル費用の増加 

が終焉したのである。すなわち、

不動産の有効活用に伴う様々な

リスクが顕在化し、不動産の有効

活用を行うためには、まず、立地

と市場ニーズを十分に分析し、立

地と市場ニーズに適合した事業

計画のもとに、こうした事業リス

クを最小限にとどめるマネジメ

ント能力が求められるようにな

ったのである。右表は、こうした

不動産の有効活用に伴う主な事

業リスクを例示したものである。

また一方で、バブル期に実施され

た相続税対策としての不動産の

有効活用の失敗例が続出したこ

とにより、相続税対策の考え方が

大きく変わることとなった。すな

わち、従来の節税第一的な考え方

に
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としては、収益的にも資金的にも成立し、相続税の節税効果のある土地活用であっても、

資産全体の中では、そもそも建物を建てて活用すべき土地ではなく、相続税納税等の資

金需要に備えて、流動性を確保するために更地として確保しておくか、機を見て売却す

べきであるといったケースはきわめて多いのである。こうしたことから、個々の不動産

や土地の有効活用を検討する前に、所有する資産全体の収益性、流動性、安全性につい

て、現況の診断を行うことが必要になってくる。たとえば、収益性については、所有す

る資産ごとに、各年度の償却前営業利益 NOI を分子に取り、相続税評価額を分母に取っ

た利回りを求め、収益性に問題のある資産を明確にする必要がある。不動産の価値が、

その不動産自身の生み出す収益性で決まる時代においては、この収益性を高めることこ

そ、資産価値を高める最大のポイントになるのである。また、資産の売却や活用を行う

際には、原則として収益性に問題のある資産から検討することになる。流動性について

は、資産全体のバランスシートを作成し、１次相続、２次相続を併せた相続税を債務と

して計上し、現金、預貯金、更地などの流動性の高い資産で、相続税債務を負担できる

ようにバランスシートの流動性を保つことが大切である。安全性については、各賃貸用

不動産について、各年度の NOI をその資産に係わる借入金の元利均等返済額で除した

DSCR を算出し、DSCR が1以下の資産については、早めの資産処分や借入金の早期返

済を検討するといった対策を実施するのである。こうした総合的な検討の結果、資産全

体を、保有すべき資産（自宅敷地等）、活用すべき資産（保有し続け土地活用を図るべ

き資産）、流動性を保つべき資産（もしくは、売却すべき資産）に分類し、活用すべき

資産について有効活用のあり方を検討するわけである。 

(4) 「土地活用」から、「不動産活用」、「不動産投資」へ 

これまで、「不動産の有効活用」といっても、実態は、更地に賃貸用建物を建設する

という「土地活用」を指すことが多かった。この「土地活用」という概念は、ある意味

では奇妙な概念である。というのは、所有している土地は今後も所有し続けることを前

提に、土地上の建物建設のみを事業として捉えるという考え方であるからだ。通常の投

資行為であれば、投資期間中のインカムゲインと最終的には投資対象を売却して換金す

ることによるキャピタルゲインの両方の投資成果を期待するのに対し、この「土地活用」

では、事業期間中のインカムゲインのみで、最終的に土地を売却することは考えていな

いのである。しかし、地価の下落が進行する中で、こうした土地保有の継続を前提、も

しくは目的とする土地活用の考え方だけでは、資産の目減りを防げないのが実態である。

資産全体の収益性や効率性の観点から、場合によっては、所有している土地を売却して

他の収益資産や金融資産に買換えるといった不動産投資的な柔軟な発想が求められる

のである。また、いわゆるストックの時代を迎え、更地の活用のみを考える「土地活用」

という考え方ではなく、土地上の既存建物までも含めた広い意味での「不動産活用」を

考えることが時代のニーズである。すなわち、既存建物をそのままにしておくのか、同

用途でリニューアルするのか、他の用途に転換（コンバージョン）するのか、取り壊し
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て売却するのか、建替えを考えるのかといった、総合的な検討が求められているのであ

り、そこには、不動産の価値評価の専門家としてのカウンセラーが有する専門的な知見

と経験が求められるフィールドが大きく広がっているのである。 

 

5-1 有効活用 

(1) 当該分野が急増した背景と成立要件及びクライアントニーズ 

不動産の「有効活用」という分野が急増した背景と、その有効活用概念の変化につい

ては、概論で述べたとおりであるので、ここでは、不動産の有効活用が成立する条件と

クライアントニーズについて、整理をしておきたい。 

ａ．不動産の有効活用の成立要件 

不動産の有効活用が成立するためには、大きくは、「土地」、「需要」、「資金」、

「事業主体」の 4 つの要素が揃うことが必要である。これらのうち、今日では特に、

「需要」と「資金」が重要な要素となっている。すなわち、バブル崩壊後は、企業の

土地売却、都市農家の農地転用等により、「土地」の供給は十分にある状況であるが、

人口減少時代を目前に控え、賃貸需要そのものが減退しつつあり、それとともに、有

効活用に係る事業リスクが顕在化している。また、金融機関からみると、担保として

の土地価格の継続的下落と事業リスクの顕在化のため、不動産の有効活用に対する融

資審査は、これまで以上に厳しいものにならざるを得ない状況にある。このように、

「需要」と「資金」に不安があるため、土地所有者も、「事業主体」として、安心し

て事業に取り組めないわけである。こうしたことから、現状で、不動産の有効活用を

成立させるためには、まず、「需要」と「資金」についての目安を付けることがキー

ポイントとなっている。そして、「需要」と「資金」についての目安の立たない「土

地」については、その土地自体での事業化を図るべきではなく、むしろ、その土地を

売却して、需要の高い都心部の事業用資産への買換えを提案したり、相続税の納税用

資産として、その土地を活かすといった組み立てが必要となる。 

ｂ．クライアントニーズ 

不動産の有効活用に係わる主なクライアントニーズを整理すると次の通りである。 

・安定収入の確保、老後の収入確保 

・相続対策（分割対策、納税対策、節税対策、相続財産の評価） 

・資産の保有、次世代への承継 

・遊休地の活用、保有資産の活用 

・所得税・法人税等の節税、固定資産税等の節税や更正 

・借地関係（地代改定、更新料・承諾料、地代不払いの解消、借地の解消等） 

・借家関係（家賃改定、家賃不払いの解消、原状回復、借家立ち退き交渉等） 

・権利関係の明確化（敷地境界の確定、地積更正、私道、地役権等） 

・既存建物の改修、建替え 
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・資産の売却、買換え、組替え 

・資産経営計画の策定（現況資産の評価、収益分析、流動性分析、個別資産の活用等） 

実際には、これらのニーズが複合化して、クライアントのニーズとなっている。 

(2) 考えられるカウンセリング・メニュー 

（1）で示したクライアントニーズに対応するためには、建築、不動産、税務、法律

等に係わる専門知識が必要となり、不動産カウンセラーだけで対応することは、困難で

あるとともに、ふさわしくもない。しかしながら、不動産の評価の専門家としての不動

産カウンセラーの専門能力が発揮できる分野も少なくないと考えられる。特に、相続財

産の評価、借地関係・借家関係・権利関係等に関するアドバイス、資産の売却・買換え・

組替えや資産経営計画の策定に関するアドバイス等については、不動産カウンセラーの

能力と経験を大いに活かせる分野と考えられる。 

なお、安定収入の確保や遊休地の活用といったニーズに対しては、前述のように、「需

要」と「資金」についての見極めが重要となる。この場合、「需要」については、5-2

で詳しく解説しているので、そちらを参照されたい。また、資金については、「需要」

についての見極め、すなわち、しっかりとしたマーケティングと需要予測に基づく事業

収支計画を策定したうえで、金融機関との交渉を行うことが必要であり、その場合、特

に、住宅金融公庫等の公的融資の導入可能性について、十分な検討を行うことが有効で

ある。というのは、事業リスクが高まっている今日、事業リスクを軽減するためにも、

長期の低利な固定融資を導入することが求められており、公的融資導入のメリットが大

きいためである。 

(3) 異業種とのコラボレーションの可能性 

（2）で述べたように、不動産の有効活用分野のカウンセリングを行うためには、建

築、税務、法律等の異業種の専門家とのコラボレーションが不可欠である。具体的には、

一級建築士、宅地建物取引主任者、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、土地家屋

調査士、測量士、ファイナンシャルプランナー等の専門家とのコラボレーションを行う

ことになる。すでに、この有効活用分野でのコラボレーションを行うために、業種の枠

を超えてコンサルタント事務所等の組織を設立して活動している事例や、業務提携を行

っている事例も見受けられる。しかしながら、不動産カウンセラーが、こうしたコラボ

レーションに加わって成果を上げるためには、単にコラボレーション組織に名前を連ね

るだけでなく、自らの専門性と得意分野を、異業種の専門家に納得させるだけの実績と

実力が必要であることは言うまでもない。 

(4) ケーススタディ 

ａ．地主名義の賃貸建物建設を法人名義にして、相続税対策を行った事例 

 （カウンセリングの概要） 

都内Ｍ区に10か所余りの土地を所有するＫさん（63歳）から、相続税対策のため、

所有地の１か所に、全額借入金で賃貸マンションを建てる計画についての相談があっ
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た。Ｋさんは、10年ほど前に相続で母親から資産を受け継いでおり、その際の苦労か

ら、相続税対策の必要性を実感しており、ハウスメーカーや地元の工務店の勧めもあ

って、賃貸マンションによる相続税の節税対策を検討していたのである。マーケット

調査を行った結果、計画地は立地的にも優れており、全額借入金による事業化を実施

した場合でも、毎年の借入金返済後・納税後の剰余金が順調に貯まり、採算的には十

分に成立することが検証できた。しかしながら、Ｋさんの資産全体のバランスから見

ると、賃貸マンション建設のための借入金による相続税の節税効果はごく限られたも

のであり、Ｋさんの年齢が若いこともあって、毎年の剰余金がＫさんの下に貯まり、

借入金の返済が進むと節税効果が減退するこの方式は、相続税対策としてふさわしく

ないものと判断された。替わりに提案した案は、Ｋさんのお子さん３名が法人を設立

し、この法人が K さんの土地の上に賃貸マンションを建設する案である。法人は、所

轄の税務署に無償返還の届け出を提出し、Ｋさんの土地を担保に借入れを行い、建物

を建設して賃貸事業を実施するのである。賃貸事業の収益は、法人の中でＫさんのお

子さんに役員報酬の形で分配され、K さんは、法人から地代を受け取るのである。こ

の方式では、賃貸事業から生まれる収益の大半が財産を受け取る相続人（K さんの子

供３名）に移行しており、K さんの相続財産が増加する心配はない。また、土地の評

価額も、自ら賃貸事業を行った場合の貸家建付地評価とほぼ同等の、自用地の80％で

評価されるので、節税効果もあり、しかも、長生きすればするほど、納税資金が子供

たちに貯まるので、安心感のある相続税対策となり得るのである。このカウンセリン

グに要した期間は、K さんの相談を受けてから、法人の設立、さらには事業着手（建

物着工）まで、約１年ほどであった。 

（案件処理の留意点、カウンセラーに求められるスキル、必要なパートナー構成） 

本案件のポイントは、計画地の事業性についての見極めが十分にできたことである。

すなわち、マーケット調査の結果、将来にわたり、根強い需要と高い収益性が確信で

きる立地であったことが、この「所有型法人による建物賃貸スキーム」を実現できた

最大の要因である。この方式は、収益性の高い資産は、被相続人が所有するよりも相

続人が所有している方が相続上有利であるという事実に基づいており、将来的にも収

益性の高い資産であることの見極めが最も重要なのである。また、事業実施において

は、Ｋさんの所有資産全体のバランスを考える必要があり、所有資産の評価等の面で、

カウンセラーの経験と能力が有効であった。また、税務上の判断も重要なポイントで

あり、資産税に強い税理士をパートナーに迎えることができて、はじめて実現した事

業である。このほか、マーケット調査を委託した調査会社、建築計画を立案した設計

事務所等との協力関係も不可欠であった。カウンセラーとして求められる能力は、不

動産の評価以外にも、マーケット調査結果の分析、不動産に係わる税務、事業収支計

画や建築に係わる基本知識などが挙げられよう。異分野の専門家とのコラボレーショ

ンをスムーズに実施するためには、異分野についても、最小限の基本知識を持ってい
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ることが大切なのである。 

ｂ．事業的には成立する賃貸マンション事業を取りやめた事例 

 （カウンセリングの概要） 

都内 S 区にお住まいの T さんは、自宅の他、貸し駐車場を２か所、数か所のアパー

ト、賃貸マンションを所有されていた。T さんからの相談内容は、所有する貸し駐車

場のうちの1か所についての、賃貸マンションを建てた場合の採算性の検討であった。

マーケット調査の結果は、それほど高収益とはいえないものの、全額借入金で事業を

実施しても、十分に事業的に成立する案件であった。しかし、T さんの所有資産全体

のバランスから見ると、この事業を実施することには、やや疑問な点があったため、

T さんに、所有資産全体についてのリストを見せて頂くようにお願いした。T さんは、

はじめは、そこまでの相談はしていないと所有資産全体を開示することを拒んでいた

が、この土地の有効活用を考える上でも、資産全体の状況を見ることが不可欠である

ことをねばり強く説得した結果、ようやく、T さんから確定申告や固定資産税の名寄

せ帳等の資料を見せて頂くことができた。資料を基に、資産ごとの収益性（償却前営

業利益を相続税評価額で除した利回り）を評価するとともに、T さんの所有資産全体

の相続税評価額を算出した結果、相続税評価額の合計は、約 13 億 5 千万円、T さん

の奥様はすでに他界されていたので、T さんの 2 人のお子さんが支払う相続税は約 5

億3千万円あまりと試算された。これに対し、自宅敷地の相続税評価額は約3億2千

万円、2 か所の駐車場は、それぞれ、約２億８千万円、約１億６千万円、納税に充て

られる金融資産は約３千万円で、他の資産は物納も売却も困難な状況であった。した

がって、現状で相続が発生した場合には、２か所の駐車場が相続税評価額の２割増し

以上の価格で売却できれば、金融資産と併せて納税は可能なものと判断された。 

計画地は、このうち、相続税評価額約２億８千万円の土地であり、この上に賃貸マ

ンション（建設費約３億円）を借入金で建設しても節税効果は約 9500 万円程度しか

なく、現時点で計画地に賃貸マンションを建設すると、万が一相続が発生したときに

は、納税のためには、残された駐車場１か所以外に、自宅敷地の売却か物納で賄う必

要が生じるものと考えられた。この点について、Ｔさんと十分に相談した結果、やは

り、自宅敷地は何とか手放さずに残したいとの意向であったので、今回の駐車場の有

効活用計画は取りやめることになった。ここまでのカウンセリングに要した期間は約

3ヶ月であった。 

また、今後の方策としては、自宅敷地を手放さずに相続税の節税を図り、かつ資産

全体の収益性を改善する方法として、自宅敷地についての有効活用案を検討する運び

となった。さらに、既存の賃貸物件については、収益性を高めるために必要な改修工

事等を実施する他、特に老朽化して空室率の高かったアパートについては、入居者の

他の賃貸物件への移転や転出等を図り、取り壊し更地化して、都心部の収益物件への

買換えを図ることになった。こうした都心部の収益物件であれば、収益性とともに、
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いざというときの換金可能性も兼ね備えているからである。 

（案件処理の留意点、カウンセラーに求められるスキル、必要なパートナー構成） 

この事例のように、カウンセリングの結果として、当初の計画を取りやめるような

アドバイスを行う場合もある。これも、クライアントのニーズを満たし、利益を守る

というカウンセラーの立場からは、ある意味で当然のことであり、むしろ、止めたほ

うがいいものは止めさせることにこそ、専門家としてのカウンセラーの存在価値があ

る。また、個々の土地の土地活用であっても、所有する資産全体のバランスの中で、

その土地の活用を図るべきか否かという視点をもつことが重要である。こうした点に

おいては、資産全体の評価を得意とする不動産カウンセラーの果たしうる役割はきわ

めて大きいものと考えられる。 

ｃ．借地関係の処理に関する事例 

（カウンセリングの概要） 

Y 市にお住まいの F さんは、自宅や駐車場、賃貸アパート数か所の他、貸地を十数

か所所有されていた。借地人のひとりに相続が発生し、借地権を買い取ってほしいと

の相談が寄せられたが、F さんには手持ち資金がなく、どうすればよいか相談に来ら

れた。カウンセラーとしては、まず、対象地の完全所有権としての価格及び、借地権

の価格についての評価を行ったが、現在の金融情勢の下では、担保の取れない借地権

の流通性はきわめて乏しく、借地権割合60％の地域であったが、更地価格の５割でも

買い手が付かないものと思料された。しかし、市場価格で評価しても、借地人の売却

希望価格を相当下回ることになり、話がまとまらない可能性が高く、F さんとしても、

この際、借地権の解消を是非行いたいとの強い希望もあり、借地人と F さんの両方の

ニーズを満たす解決策を考える必要があった。具体的には、F さんが底地を、借地人

が借地権を同時に第三者に売却する方法を採用した。この場合の F さんと借地人の売

却金額の配分については、カウンセラーが意見書を書き、両者の合意を得た上で、地

元の不動産会社の仲介で、第三者に対して、ほぼ希望価格で売却することができた。

当初の相談から物件の売却まで要した期間は、約６ヶ月であった。 

（案件処理の留意点、カウンセラーに求められるスキル、必要なパートナー構成） 

この案件のポイントは、借地人と地主の双方に納得のいくように、物件売却価格の

配分ルールを論理的に定めることである。こうした不動産の価格に関する専門知識や

経験は、カウンセラーの最も得意とする分野であり、他の専門職能には果たし得ない

分野と考えられる。借地借家関係は、土地オーナーにとっての悩みの種であり、それ

だけに、経験豊富なカウンセラーの活躍できる分野といえよう。なお、借地関係の処

理方法としては、他にも、底地と借地権の交換や、地主と借地人の共同ビル事業等が

あり、ケースバイケースで適切なソリューションを提供する必要がある。また、この

分野のパートナーとしては、税理士の他、借地借家関係に詳しい弁護士がいることが

望ましい。 
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※有効活用に関する参考文献 

 

 

 

 

5-2 コンバージョン 

(1) 当該分野が急増した背景とクライアントニーズの共通点 

ａ．コンバージョンの背景と意義 

コンバージョンとは、建物の用途を転用（用途転換）することにより、建物を再生

することである。たとえば、オフィスを住宅に転用したり、倉庫を商業施設に転用し

たりすることは、コンバージョンの一種である。 

このコンバージョンが注目されるようになったのは、ここ2、3年のことであるが、

その背景には、いわゆる「2003年問題」と呼ばれた老朽化オフィスの空室問題がある。

すなわち、2002 年から2003 年にかけて、東京都心部では、汐留地区、品川駅東口地

区、六本木ヒルズなどの大規模開発が相次いで完成し、バブル期以来のオフィスの大

量供給が行われたのである。その結果、都心3区のオフィスビルのストック量は、2001

年末の約2500 万㎡から、2003年末には約360万㎡（14.4％）増加して2860万㎡に、

うち、延床面積3万㎡以上の大規模ビルに限ると、2001年末の約1250万㎡から、2003

年末には約 300 万㎡（24％）増加して 1550 万㎡に達したのである。また、新橋・汐

留地区や六本木地区に限ると、ビルストック量が約２倍に、大規模ビルのストック量

では約５倍にも急増したのである。この結果、既存ビルの家賃は下落傾向を強めると

ともに、オフィスの空室率も急増したのである（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-31 東京ビジネス地区のオフィス平均空室率（単位：％） 

三鬼商事「調査月報」より 

 （注）・東京ビジネス地区は千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区。  

    ・調査対象ビルは基準階面積１００坪以上の主要貸事務所。  

Ⅰ．「都市・建築・不動産企画開発マニュアル  2004-05」エクスナレッジ 

Ⅱ．「これからの賃貸住宅ビジネス」三井不動産編 ダイヤモンド社 
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この 2003 年問題の影響により、既存ビル、とりわけ、老朽化した中小ビルの賃貸

経営は厳しい状況を迎えつつあり、既存オフィスビルを住宅に転用する「コンバージ

ョン」が、にわかに注目されてきたのである。海外でも、イギリス、オーストラリア、

米国等多くの国々において、90年代前半のオフィスビル不況期に似たような状況が生

まれ、オフィスを住宅に転用するコンバージョンが相当規模で実施されたのである。 

しかし、「コンバージョン」をこうした、老朽化した中小ビルの空室対策と捉える

ことは、コンバージョンの本質を矮小化することになるのではないだろうか。「コン

バージョン」は、より大きな歴史的な文脈の中で位置づける必要がある概念なのであ

る。 

コンバージョンの意義としては、次の５点を挙げることができ、一言で言えば「土

地活用」だけでなく、これからは、コンバージョンに象徴されるように、「既存のス

トックとしての建物を活用」する時代に入ったと考えることができよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．クライアントニーズ 

一般にビルオーナーがコンバージョンの実施を検討する場合、既存の賃貸ビル事業

が賃料水準の下落や空室率の増加などにより、行き詰まっていることが前提となろう。

その際のビルオーナーのニーズとしては、次のようなものが想定される。 

・ビルの収益性の向上 

・ビルの資産価値の向上 

・ビルのリニューアル資金の捻出 

・安定的な収入の確保、空室率の改善 

・ビルの売却による現金化 

・ビル経営の煩わしさからの脱却 

(2) 考えられるカウンセリング・メニュー 

上記で、ビルオーナーが取りうる選択肢を示すと、大きくは次の４つのパターンに分

けることができる。 

ⅰ．追加投資を行わずに、従来通り、賃貸ビル事業を継続する 

ⅱ．追加投資（リニューアル投資）を行い、賃貸ビル事業を継続する 

コンバージョンの意義 
①ストック型社会における都市再生・建物再生のモデル  
②産業的にも多様なコンバージョンマーケットの誕生が期待される 
③従来の“新築信仰”を見直し、ストックを活用する時代への契機 
④都市居住の新しいスタイルを提供する 
⑤コンバージョン可能なことが今後の建築の一つの標準となる 
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ⅲ．追加投資（コンバージョン投資）を行い、建物のコンバージョンを実施し、賃貸

住宅事業を行う 

ⅳ．既存ビルを解体し、更地にする 

カウンセラーに期待されることは、上記の各ケースのプロジェクト価値を評価し、有

利な選択肢を提示することである。なお、上記の各ケースにおいて、事業を継続する（賃

貸経営）の場合と第三者に売却する場合とが考えられるが、第三者への売却価格が収益

還元価格であれば、売却ケースと事業を継続する（賃貸経営）ケースとは、理論的に等

価であると考えられる。したがって、上記ⅰ～ⅲの各ケースについては、賃貸事業をビ

ルの耐用年数等によって定まる一定期間継続し、その後、更地化して売却するものと想

定し、ⅳについては、更地化後ただちに売却するものとして比較検討することができよ

う。なお、参考のために、以下に、上記の各ケースの比較を行うためのモデル式を提示

することにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業成立性モデルを検討するために、各ケースの事業価値を構成する要素について以下のよ

うな定義を行う。 

Ｃo＝オフィス追加投資（リニューアル投資）額 
Ｃj＝コンバージョン投資（住宅への用途転換投資）額 
ｎ＝今後の投資期間（ⅰ～ⅲの各ケースについての仮定値） 
Ａk＝このまま追加投資を行わずに、ｎ年間に生み出されるキャッシュフローの現在価値 
Ａo＝オフィス追加投資を行うことにより、リニューアル後ｎ年間に生み出されるキャッシ

ュフローの現在価値 
Ａj＝コンバージョン投資を行うことにより、リニューアル後ｎ年間に生み出されるキャッ

シュフローの現在価値 
Ｋ＝単位面積あたりの既存建物解体費用＋借家人立退費用 
Ｔ＝単位面積あたり土地価格 
ｉ＝割引率 
Ｐ1＝ケースⅰによる投資価値 
Ｐ2＝ケースⅱによる投資価値 
Ｐ3＝ケースⅲによる投資価値 
Ｐ4＝ケースⅳによる投資価値 
以上のように定義すると、 

Ｐ1＝Ａk＋（Ｔ－Ｋ）／（１＋ｉ）
ｎ 
  

Ｐ2＝－Ｃo＋Ａo＋（Ｔ－Ｋ）／（１＋ｉ）
ｎ 
  

Ｐ3＝－Ｃj＋Ａj＋（Ｔ－Ｋ）／（１＋ｉ）
ｎ 
  

Ｐ4＝Ｔ－Ｋ 
と表すことができる。 
次に、コンバージョン事業が、採算的に他の選択よりもメリットがあるために

は、以下の条件が成り立つ必要がある。 
Ｐ１＜Ｐ３ かつ Ｐ２＜Ｐ３ かつ Ｐ４＜Ｐ３ 
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従来の土地活用に関する相談ニーズだけでなく、これからは、既存ストックとしての

建物を再活用することに関する相談ニーズが急増するものと考えられる。コンバージョ

ンは、こうしたストック活用の一つの手段であり、必ずしもコンバージョンがソリュー

ションとして最適でない場合もあり得るのである。不動産カウンセラーとしては、既存

ストックおよび既存ストックに加える投資が将来生み出し得るキャッシュフローの現

在価値を適切に評価することにより、こうした相談に対応することができるはずである。 

(3) カウンセリングの進め方 

実務として、上記のような既存建物（以下、ベースビルと呼ぶ）のコンバージョンに

係わるカウンセリングを実施する場合、(2)で示した選択肢の評価を行う前に、ベースビ

ルに関する現状の評価を行う必要がある。その評価は一般に次の３つの視点から行う必

要があろう。 

イ．ベースビル周辺地域の立地性評価 

ロ．ベースビルの適性評価 

ハ．ベースビルの権利関係、契約関係、管理形態等の評価 

イは、ベースビルの存する地域に係る一種の地域分析である。既存用途（オフィス）

と転用後用途（住宅）のそれぞれの立地性からどのように評価できるかを明らかにする

わけである。ロは、ベースビル自体が、コンバージョンに向いているか否かの建築的な

評価である。建築基準法、消防法等の法規制からのコンバージョンのしやすさ、構造補

強、外壁改修、設備取り替え等のコンバージョン工事に要するコスト、コンバージョン

後の住宅の商品性などについての評価が主体となる。ハは、ベースビルの土地建物の権

利関係、既存担保権の有無、既存テナントとの契約関係、現状の管理形態と維持管理コ

スト等についての評価である。これらは、一種のデューデリジェンスであるが、ベース

ビルの適性評価に係わる部分に、特に法律面や商品性を含めた建築的な専門性を必要と

する点が異なるといえよう。 

こうした事前評価を前提として、先に述べたような各ケースの比較評価を行うことに

なるが、実務的には、その後に、事業実現への事業化プロセスが必要となる。具体的に

は、コンバージョンが有利と判断された場合、コンバージョンの実施設計を行うととも

に、そのコストを算出し、資金調達を行い、コンバージョン工事を実施し、賃貸住宅事

業等を行うことになる。実務的には、この間に、既存抵当権の調整と資金調達、既存借

家問題の解決、事業採算性を維持するための建築コストの削減、賃貸事業を安定化させ

るためのサブリース等の導入など、多くの現場作業が必要となるのである。 

(4) 異業種とのコラボレーションの可能性とカウンセラーに求められるスキル 

（3）で述べたように、既存ビルの活用に係わるカウンセリング、もしくはその結果

としてのコンバージョンの事業化に係わるカウンセリングを実施するためには、きわめ

て多くの分野にまたがる実務的なノウハウを必要としている。プロジェクトや投資が生

み出す将来のキャッシュフローの評価は、不動産カウンセラーの担うべき分野であるが、
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その前提条件となるベースビルの評価や具体的なコンバージョンの設計や事業実施の

プロセスには、建築分野を中心として、法律、税務や不動産実務に係わる様々な専門家

の協力が不可欠である。また、カウンセラーが不動産の専門家を名乗る以上、これまで

以上に強化すべきスキルは、建築実務に関する専門知識と経験であることを指摘してお

きたい。従来は、不動産の評価といっても、実質は土地の評価であり、建物に関する専

門的な知識が不十分であっても不動産鑑定士や不動産カウンセラーが務まったのが実

情である。しかし、既存ストックを活用する時代に入り、また、収益還元法が重視され

る時代にあっては、建物そのものや建築に関する専門知識が不足したままでは、不動産

の専門家としての地位を保つことは困難になるのではないだろうか。コンバージョンに

係るカウンセリングを実施するためには、建築分野の専門家とのコラボレーションが不

可欠であるので、コンバージョンに係わるカウンセリングは、不動産カウンセラーが自

らの専門領域を広げ深めていくために、ある意味では最適の題材といえるであろう。 

(5) コンバージョンに関する参考文献 

コンバージョンは、わが国ではまだまだ始まったばかりの分野であり、その実例も乏

しく、参考となる文献も少ないのが実情である。そこで、コンバージョン実務を理解す

るための参考文献を 2 冊紹介する。いずれも、国の研究予算補助を受けた「建物のコン

バージョンによる都市空間有効活用技術研究会」の研究成果をまとめたものであり、

2004 年春に刊行される最新の研究成果である。Ⅰは、主に建築設計、建築技術的な観点

と事業化手法に関する研究成果であり、Ⅱは、法律や制度面からの研究成果である。コ

ンバージョンの実態を理解するために、また、今後のストック時代のカウンセリング業

務を考える上で、大いに参考になるものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

【総論】マーケティング 

日本経済は回復軌道を歩み始めた。しかし、二極化は一段と進み、どの業界も「能力

構築競争」の段階に入った。デフレモードからインフレモードへの切り替え準備も必要

になってきた。デフレの元凶といわれた中国が物価上昇率 5％台に近づき、一転インフ

レ懸念が台頭したからである。株式市場も不動産・建設株が上昇、地価底入れ先取りの

動きも見られる。最近の法人企業統計でも、従来の大企業製造業の回復だけではなく、

非製造業や中小企業の経常増益率の拡大が注目されている。特に、中小企業の前年同期

比 37.5％増は全産業 16.9％増を大きく上回る。一方、企業に比べて個人、家計の回復ス

コンバージョンに関する参考文献 

Ⅰ．「コンバージョン［計画・設計］マニュアル」松村秀一監修 エクスナレッジ

Ⅱ．「サスティナブル・コンバージョン―――不動産法・制度面から見た課題と
20 の提言」丸山英気・武田公夫他著 株式会社プログレス  
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ピードは遅れ気味だ。雇用者報酬の回復力はまだ弱く、食費は前年比 3.6％減、被服費

は６年前の４分の３のレベルにとどまるが、個人消費支出の指標そのものは改善の兆し

を見せ始めている。 

このような中で、日本人のモノに対する消費は１人当たりでみると、すでに世界最高

水準にある。ビジネスの拡大には「モノづくり」だけではなく、「構想・企画づくり」

「サービスづくり」までを視野に入れた、よりサービス化に重点を置いたスタンスが必

要になっている。情報・知識・知恵を活用して、「量」を増やすのではなく「質」を高

める事業に絞り込む。従来の仕事の進め方は「業界」単位の厚い壁の内側で行われてき

たため、他業界のことについては特別の関心をもたなくても仕事はできた。しかし、「構

想・企画づくり」「サービスづくり」では、さまざまな専門分野との連携と融合が不可

欠になる。異業種からいろいろなアイデアやヒントを得ながら、お互いに学習しつつ仕

事を進める形態になる。これがこれから求められるマーケティングである。 

マーケティングを考える場合、「経営」という言葉から最も遠い病院の例をみるのが

わかりやすい。医療は保健、福祉と合わせて、高齢化社会における重要分野である。長

野にある諏訪中央病院では、「365 日、24 時間サービス」「生きるか死ぬかというとき

に一番信頼できる病院になる」をモットーとしている。そこでは、名医もすばらしいが、

良医が特に大切と考えられている。不動産カウンセラーにも一脈通じる。この病院にお

ける良医の条件は図表 3-32 の 10 項目である。これらの項目は、どのビジネスであれ、

戦略やマーケティングを考える大前提になる。 

マーケティングの肝とは、「お客様を味方にする」「お客様と一緒に栄える」という

ことである。右肩上がりの時代は、突っ走れば利益がついてきたが、知識資本主義の時

代では、顧客のほうも情報・知識・知恵で武装したうえで会社や商品を選択する。こち

ら側も、それに負けない情報・知識・知恵の武装が必要になる。そうなると、専門性を

今まで以上に高めていかないと高い評価を得ることは難しい。これからのマーケティン

グは「口コミ」が最も強力な武器になる。「ビジネススタイル」「ライフスタイル」「顧

客のめざすビジネス内容」など、顧客について心底から理解を深めることだ。すべて学

習であり、どのビジネスも仕事と学習が一体化する。  
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図表１．図表１． マーケティングの真髄マーケティングの真髄 －－ 「名医」より「良医」「名医」より「良医」

話をよく聞いてくれる

わかりやすく説明してくれる

薬に頼らず、生活上の注意をしてくれる

必要があれば専門医に紹介してくれる

家族の気持ちまで考えてくれる

地域の医療・福祉を熟知していて必要なときにつないでくれる

医療の限界を知っている

患者の悲しみ・つらさを理解してくれる

他の医者の診察（セカンドオピニオン）を快く受け入れてくれる

本当のことをショックなく伝えてくれる

鎌田 實（諏訪中央病院ＣＥＯ）

話をよく聞いてあげる

わかりやすく説明してあげる

ビジネスや生活の中で気がついた点を伝えてあげる

必要であればその道の専門家を紹介してあげる

周囲の思いや期待も併せて考えてあげる

地域の事情に精通し、必要な時に必要なところへつないであげる

サービスの限界を承知の上で、最大限サービスしてあげる

顧客の大変さ・苦しさを理解してあげる

他社の意見（セカンドオピニオン）もできるだけ考慮してあげる

リスクを正確に伝えてあげる

 

将棋界の第一人者である羽生善治名人は、「ひらめきやセンスも大切であるが苦しま

ないで努力を続けられるということが何より大事な才能だと思う」と語っている。また、

中小企業を代表する経営者の一人である東京都墨田区にある岡野工業の岡野社長は、痛

くない注射針を開発した人で、現在の携帯電話のパッケージは岡野工業の深絞り加工技

術による。岡野社長は、なぜそんなにアイデアが出るのかと問われて、「ただ机に座っ

ていてひらめくのではなく、自分は毎日長時間仕事をする。けれどもそれは嫌ではない。

それくらい仕事をやらないとアイデアなどは出てこない」と言い放つ。マーケティング

の話は１日聞けばおおよそのことはわかるが、実行し続けることがいかに難しいことか。 

もう一つ考えなければいけないのは、顧客が望んでいることを、こちらで勝手に決め

つけないということだ。右肩上がりの時代は世の中の動きが一本道だったため、顧客の

動きも読みやすく十分利益につながった。ところが今は顧客自身が自分の欲しいもの、

必要なものを自分で説明できない時代である。それは企業、個人、自治体を問わない。

といって、何も欲しいもの、必要なものがなくなったわけではない。したがって、最初

から決め打ちするのではなく、顧客の潜在ニーズや思いに耳を傾け、少しずつ顧客の懐

に踏み込み、仮説を組み立てる。その上で、できることとできないことをはっきりさせ

る。透明であることが大切だ。 

マーケティングとは、「ものやサービスを求めている顧客に対して、商品やサービス

を、納得してもらえる価格で提供する活動やプロセス」をいう。日頃やっていることで

ある。しかし、「マーケティングの理論、考え方は一日で勉強できる、しかしそれを有

効活用するには一生かかる」といわれる。継続的かつ効率よく実行し続けることは至難

 図表 3-41 マーケティングの真髄 「名医」より「良医」 
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の技である。 

このように、マーケティングというのは、組織の特定機能というよりは、全社の総合

的な機能と考えたほうがいい。したがって、マーケティングの最終責任者は当然経営ト

ップである。 

また、「マーケティング」と「販売」はどう違うのかとの疑問が生まれる。マーケテ

ィングと販売は大きく異なる。基本的に販売というのは、すでにある商品・サービス・

物件を顧客に売り込むという行為をいう。しかしマーケティングは、商品・サービス・

物件の存在が前提ではなく、まだ商品やサービスとして存在しない段階から仕込んでい

く過程も含めた広範な概念である。 

マーケティングでは、「３Ｃ」と「４Ｐ」という言葉が使われる。３Ｃはビジネスの

主要プレーヤーである顧客、企業、競争相手（Customer、Company、Competitor）の頭

文字をとったものである。４Ｐは商品、販売促進、場所・チャネル、価格（Product、Promotion、

Place、Price）からなる。商品・サービス・物件を、販売に工夫をこらしながら、どのよ

うなルートやネットワークを通じて、いくらで売るかを決めていくことがマーケティン

グの基本である。マーケティング・ミックスという考え方は、この４つの P をどのよう

に組み合わせていくかという考え方であり、その組み合わせの度合いによってマーケテ

ィングの展開は大きく異なる。  

したがって、顧客層を絞ることなくやみくもに突進するのでは効率が悪い。対象を絞

りこむ必要がある。標的（ターゲット）を明確にしたターゲット・マーケティングであ

る。的を絞らないマス・マーケティングでは、もはや成果を期待することはできない。

そのため、顧客をグループ化、セグメント化する必要が出てきた。さらに、ワンツーワ

ン・マーケティングでは、特定の顧客に絞って展開する。そのためにも、顧客層を分類

し、マーケット・セグメンテーション（市場細分化）が欠かせない。性別、年齢、職業、

所得、学歴、家族構成、既婚未婚、居住地、勤務地から、ライフスタイル、生き方、行

動、宗教、価値観、ものの考え方や個性、心理的属性などの個人要因から、業種／業界、

ビジョン／戦略、商品／サービス、事業規模、得意分野、組織風土などの企業要因にい

たるまで、その切り口は多様である。ビル・コスビーという米国の有名なコメディアン

は、「こうしたら成功するということはいえない、自分にもわからない。しかしこうし

たら失敗するということは、自分も繰り返し失敗しているから断言できる。それはコメ

ディアンとしてすべての人を喜ばそうとしたことだ」と語っている。コメディアンも顧

客の絞込みが不可欠なのである。 

さて、21 世紀は今までの産業資本主義の時代から知識資本主義の時代への移行が始ま

り、技術／スキル、知識、ノウハウが最も重要な経営資源になる時代である。知的資産

と物的資産の構成はこの 20 年で２対８から８対２に逆転しており、「知的資産」の重

みは今後一段と加速する。更に、中国・インド、中・東欧がグローバル市場の中心プレ

－ヤーとして登場し、競争激化と事業／業務の高度化、複雑化、多岐化、ハイスピード
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化が強まる。そのためのマーケティング環境の分析は図表 3-33 のように、６つの切り

口からアプローチすることができる。 

その中で、「人口」「地価」「金融資産」「情報インフラ」の側面から不動産ビジネ

スを取り巻く事業環境を整理する。 
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図表２．マーケティング環境図表２．マーケティング環境

人口動態的環境

経済的環境

生態学的環境

技術的環境

政治的環境

文化的環境

市場は人によって構成されている
・出生率 ・高齢化 ・世帯／家庭
・非家族世帯 ・地域移動 ・教育制度

市場は購買力を必要とする
・所得／職業 ・デフレ／インフレ ・貯蓄／ローン
・消費支出 ・ＧＤＰ ・政府支出／投資

市場は環境問題に敏感に反応する
・地球環境 ・環境破壊／汚染 ・天然資源管理
・エネルギー革命 ・ＩＳＯ１４０００ ・ＳＲＩ（社会的責任投資）

市場は技術によって劇的に変化する
・技術革新 ・研究開発（Ｒ＆Ｄ） ・ＩＴ・ナノ・バイオ
・技術／スキルの棚卸し ・改革と改善 ・人間－技術インタフェース

市場は政治システムによって大きな影響を受ける
・マニフェスト ・規制緩和 ・規制強化
・公共事業 ・ＮＧＯ（非政府組織） ・無党派

市場は人間の文化的側面を色濃く反映する
・文化 ・風土 ・価値観
・規範 ・世間 ・村社会

 

日本の人口は 2006 年前後をピークに、減少に陥る見通しである。出生率（女性ひと

りが生涯に産む子供の数）は、2003 年では 1.3 を下回った可能性が高く、東京都だけで

みると 1.0 前後と想定される。2040 年代に高齢化のピークを迎えることになるが、その

時点の生産年齢人口（15 歳～64 歳）は約 5500 万人、就業率を現在と同様の 70％前後と

考えると、就業人口は約 3800 万人、高齢者人口は約 3600 万人と予想される。 

また、地価公示価格は 1992 年以降、12 年連続の下落を続けている。東京都心部の一

部商業地ではいくつかの上昇地点がみられるが、全国平均では、この 3 年に限っても全

体では下落幅が拡大している。もともと、土地は個別性（場所ごとに固有で同じものは

ない）、非移動性（移動できず、立地や環境が重要）などの特性を持っている。土地は

国土という限られた資源の代表格である。しかし、工場の海外移転が当たり前になり、

移動のみならず、輸入・輸出ができないと思われていた土地も、工場移転という別の形

でそれが可能なことがわかった。海外の工場で生産された製品も、海外の土地で栽培さ

れた農産物も、それを日本に輸入することにより、それらの土地は日本の土地というこ

とになる。土地はグローバル商品になったのだ。ただ、世界同時経済回復の動きが台頭

し、地価底入れ（ただし、二極化）につながる可能性が出てきた。日本国内での高付加

図表 3-33 マーケティング環境 
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価値志向製品の国内工場増強の流れも戻ってきている。 

一方、1400 兆円といわれる個人金融資産についても状況は大きく変わっている。2002

年度における個人金融資産の世帯平均は 1688 万円になる。しかし、勤労者世帯だけで

みると 1280 万円とより低くなる。また、貯蓄率は半減し７％を切りはじめた。日本は

少し前までは貯蓄大国だったが様変わりの状況である。これは個人だけの問題ではなく、

自治体や企業にも大きく影響する。自治体には税収の問題と関連するし、企業では需要

や売り上げに影響する。日本は約 4500 万世帯からなるが、4 階層の分類でみると、第１

階層の 1125 万世帯は、貯蓄額が 400 万円以下の状態にある。また、貯蓄額 1000 万円以

下の世帯数は 2300万存在する。働き盛りの 30代は純貯蓄額が唯一マイナスに陥る一方、

50 歳以上は金融資産 1400 兆円のうち 900 兆円を保有するといわれる。     

企業は、80 年代までは、家計部門の貯蓄を、銀行を通じて借り、投資にまわした。政

府も、健全財政といわれる財政赤字３％内を堅守してきた。90 年代にバブルが崩壊した

が、貯蓄や所得も 90 年代前半はまだ増加した。しかし、90 年代後半は失速し、企業は

投資を絞り込み、借金による投資はストップした。内部留保の範囲内に抑えたのである。

政府も景気の浮揚を図るべく、公共事業を含めた積極的な投資をした。その分、国も国

債などで 700 兆円規模の借金を抱えることになった。 

最後は「情報インフラ」である。技術面では、「環境にやさしいエネルギー」と併せ

て、「どこでも、いつでも情報を入手できるユビキタス社会」「より薄型のデジタル機

器」がこれからの社会の主役になる。日本の情報インフラはインターネット時代を迎え

ながら、最近までは、「費用が高い」「スピードが遅い」と評判が悪かった。しかし、

ADSL の設置台数が 1000 万台を超え、インターネット利用が日本にも定着してきた。

今では、利用料の低額化・定額化、高速化が進み、世界でもまれにみるブロードバンド

大国になった。インターネットは、社会の高度化・複雑化への対応、個人の能力向上に

もなくてはならないものになっている。都市やまちが適切な情報インフラを提供できる

かどうかで都市やまちの評価が大きく変わる。ある調査では、都市の評価でサンフラン

シスコが世界一位になっている。不動産価格の上昇率は全米でもトップクラスにある。

最近は文化施設、観光施設、教育施設、福祉施設などのインフラ充実がめざましい。ま

た、ニューヨークは 11 位、東京は 15 位に入っている。税収で伸び悩む都市は、他の都

市やまちに負けない独自の競争力をもたないと縮小均衡に陥る。近隣の都市やまちとの

比較だけではなく、全国、場合によっては、世界の都市やまちと比較した競争力が求め

られはじめた。 

このように、日本経済の構造を眺めると、従来のビジネスの進め方がほとんど通用し

なくなっていることは明らかである。単に「モノづくり」だけで勝負するのではなく、

「構想・企画づくり」に力を入れ、つくった後の「サービスづくり」でソフト・サービ

ス化の徹底をはかる。不動産カウンセラーも「モノ」だけにとらわれるのではなく、「企

画」「知恵」「ソフト」「サービス」をとり込んだビジネス展開に工夫を重ねる。ここ
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にこそ不動産ビジネスの活路を見出すべきであり、それだからこそ、マーケティング･

スキルが欠かせなくなっているのである。 

マーケティングの展開方法では、まず顧客を絞り、顧客に対する優先順位をつける。

手元の商品・サービス・物件をむやみに売り込まない。まず、顧客が何を求めているか

をもう一度明確にし、そこを徹底して追求する。「顧客の価値を認識できているか」「顧

客にどれくらい深く入り込んでいるか」「更に深く顧客に入り込むには何をすべきか」。

その中で、何を競争優位と位置づけるか、何によって差別化をはかるのか。「コスト」

で勝負するのか、「付加価値」で勝負するのか、「集中」戦略で立ち向かうのかのスタ

ンスをはっきりさせる。 

不動産関連ビジネスで「構想・企画づくり」や「サービスづくり」が不可欠になると、

複数の事業をどう動かしていくかのマネジメントが重要になる。それぞれの事業の現状

はどうか、今後どう推進するのかの全体を評価／分析するポートフォリオ分析が欠かせ

ない。ポートフォリオ分析は、タテ軸に「自社の競争力」、ヨコ軸に「事業の成熟度」

を置く場合もあれば、タテ軸とヨコ軸を「収益」と「リスク」で評価／分析する方法も

ある。これにより、事業を優先順位づけし、どこに資金と人を優先的に投入するかを意

思決定する。 

また、プロジェクト・マネジメントも重要になってきた。従来のプロジェクト・マネ

ジメントと違うところは「モノづくり」だけではなく、マーケティングやサービスまで

を取り込んでいることである。環境変化に柔軟に対応するためのプロジェクト型経営で

ある。最近、ビジネスの世界でダーウィンの言葉がよく使われる。「生き残るやつは誰

だ、一番強いやつか、No だ、一番環境に適応するやつだ」というものである。一番強

いやつが生き残るのなら、今頃、地球上には恐竜が跋扈していたかもしれない。けれど

も、恐竜は環境に適応できずに滅びた。生き残るやつは強いやつではなく、環境に最も

適応するやつなのである。 

環境適応を考える場合、柔軟性に欠けるハードウェア一辺倒ではなく、比較的柔軟性

に富むソフトウェアやコンテンツの活用に知恵を絞ることである。その本質が「構想・

企画づくり」と「サービスづくり」なのである。サービスの内容一つとっても、「付加

価値を提供する」「技術、ノウハウを移転する」「「プロセスを提供する」「さまざま

な結びつきを実現する」などがある。収益還元法の登場も、モノそのものの担保価値で

はなく、そこから生み出される付加価値を問うものである。収益還元法は、証券分野や

金融の世界で 20～30 年前から議論されている。方法論に格別新しさはないが、「不動

産のパフォーマンス評価」という点では大きな意義がある。 

次に、カストマー・リレーションシップ・マネジメント（ CRM）について触れる。こ

れは顧客との関係づくりと維持・強化をはかるものである。どの業界も新規顧客を獲得

するのに既存顧客の 5 倍以上のコストとエネルギーがかかっている。いかに新規顧客の

獲得が大変なことか。だからこそ重要既存顧客を大事にして、そこに資金や人を投資す
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る必要があるのだ。不動産ビジネスもモノをつくって終わりではなく、つくった後のサ

ービスが全体の収益を支える時代に入ったのだ。パソコンのプリンターそのものは赤字

だが、プリンター用インクは粗利が 60％を超え、これがプリンター･ビジネス全体を支

える。また、顧客との関係作りにも IT が極めて有効な道具になりつつある。お互いの

顔が見え、信頼関係ができてくると、実店舗とインターネット店舗のそれぞれの強み･

弱み、役割分担が明確になり、不動産ビジネスのカバーするエリアが格段に広くなる。 

これからのビジネスは、業界を問わず、ますます多くのステークホルダー（利害関係

者）が関係をもつ。したがって、自分だけのことを考えるのではなく、他のステークホ

ルダーのニーズや思いも無視できない。自治体のニーズはどこにあるのか、民間顧客の

ニーズは何か。パートナーや取引先の人たちは何を期待しているのか。それらのニーズ

を明確にすることにより、ビジネスの成功要因がよりはっきりする。顧客の潜在ニーズ

を目に見える形に掘り起こしていくことが「マーケティング･イノベーション」である。 

 

5-3 マーケティング 

(1) マーケティングが求められる背景と顧客ニーズ 

不動産ビジネスは多岐にわたるが、大きく分類すると「開発」「仲介」「賃貸」「管

理」の４部門に分類できる。その中で、都市再開発やまちづくり・まちおこし、環境・

エネルギー対応、ユビキタス・ネットワーク対応、 PFI、不動産証券化などの新しいう

ねりが台頭している。 

「開発」は、都市再開発、宅地開発、マンション開発からリゾート開発まで幅広い。

最近は都市部における超高層マンションに人気があり、ワンルームマンションも元気を

取り戻しつつある。また、地方発のまちづくり・まちおこしも活発で、モノマネではな

く、世界に一つのオンリーワンによる産業・観光・教育の個性化に懸命だ。 「仲介」は、

不動産流通に関わり、売主と買主の不動産売買や貸主と借主の間の仲介業務を担う。仲

介市場は地価と不動産価格の低迷から低空飛行が続いたが、コンバージョン市場、リフ

ォーム市場などの整備により市場活性化を狙う。「賃貸」は事務所、住宅などの賃貸を

通じた事業を展開する。その規模は千差万別であるが、住宅市場では定期借家権制度が

導入され、経済合理性に則ったビジネスが可能になった。一方、事務所やオフィスはテ

ナント側のニーズが具体的･個別的で、「近・新・大」（近くて新しくて大型）への人

気が高い。ユビキタス・ネットワーク社会対応は不可欠になってきた。「管理」はビル

や事務所、住宅などの管理業務を担う。ビル管理とマンション管理の２つに分類される。

オフィスや事務所向きのビル管理では IT対応やアメニティの充実・維持は欠かせない。

マンション管理では、管理組合との連携による居住環境の向上・維持が住民の評価を決

定する。 

このように、不動産価格の上昇が前提となっていた時代の不動産ビジネスと、不動産

市場が優劣二極化する時代のビジネスでは、不動産ビジネスの事業展開は大きく異なる。
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不動産の「量」ではなく「質」が問われる時代では、ハードウェアとしての「モノ」だ

けでは大きな付加価値を生み出すことは難しい。従来の延長線上ではない、「あるべき

論」を踏まえた学習と知恵出しが欠かせない。また、不動産ビジネスを行うにあたり、

不動産だけのことを知っていればいい時代も終わった。不動産に関わる情報は市況を含

め欠かせないが、より広い視野で世の中全般の推移や変化に目を配る必要がある。首都

圏、特に東京の中心地は地価の高騰が見られるが、それは東京の中心地に住みたいと思

っている人が多いということである。文化、教育、知的な楽しみ重視が垣間見える。21

世紀の世界は変化が常態化する。最初から、あまりものごとを決め打ちしないことだ。 

そのためにはまず、「顧客を味方にする」ことである。 

マーケティングにおいて、顧客を味方につけるための10の鉄則がある。 

 

① 常に顧客のメリットになるアイデアを提供する 

顧客のニーズはさまざまである。顧客はビジョンや計画に夢を織り込む。しかし、時

には、市場の動向を無視した要望をぶつけること無きにしもあらずである。100 坪の土

地も、交通の便、生活環境などにより、有効活用できる場合とできない場合がある。顧

客の所有する土地に固執するのではなく、場合によっては他の土地との交換を通じて顧

客ニーズを実現するのも一つの方法である。 
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図表３．顧客を味方にする１０の鉄則図表３．顧客を味方にする１０の鉄則

１ 常に顧客のメリットになるアイデアを提供する

２ 高度な専門知識（得意分野）を持っていることを都度伝える

３ 「質」を重視し、その点を強調し続ける

４ 顧客のビジネス又はライフスタイルを徹底的に理解する

５ 常に学び成長していることを示し続ける

６ 社内外のコミュニケーションを密にする

７ 顧客のビジネスステージ又はライフステージの一翼を担えるところまで食い込む

８ 世の中の新しい流れに目を向け続ける

９ 顧客が望んでいることを、こちらで勝手に決めつけない

１０ 顧客を支援できそうもない時は正直にそのことを伝える

 

② 高度な専門知識（得意分野）を持っていることを都度伝える 

どの業界も勝ち残りに向けた競争は一段と熾烈になっている。そこで勝ち残っていく

図表 3-34 顧客を味方にする 10 の鉄則 
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ための条件は得意分野を絞り込み、その中では誰にも負けないだけのスキルと専門性を

身につけることである。「借地・借家相談」「不動産評価」「不動産利用の企画提案」

「事業用不動産の企画・運営」「不動産運用管理」「相続・相続税対策」「産業廃棄物

に関する調査・研究」など、何でも OK である。その際、それぞれの得意分野に関する

知識やスキルの体系化をはかること、知識やスキルの棚卸しを怠らないことである。棚

卸しは商品や部品だけに行うものではない。これからは知識やスキルにも棚卸しは欠か

せない。 

③ 「質」を重視し、その点を強調し続ける 

提供できる質はモノであれ、サービスであれ、その時点で可能な最高のものを提供す

る。不動産にいくつもの在庫があれば、優良不動産から積極的に市場や顧客に提供すべ

きである。売り手市場では、条件の良くない不動産を先に裁くということが行われたが、

今はそれでは何も動かない。不動産が足りない時代から余る時代に入り、質が伴わない

物件は放置される。不動産ビジネスの環境が今後改善しても二極化は一段と進む。グロ

ーバル商品になったからである。特に、これからは「サービス」の内容を深掘りしてい

きたい。ここで、サービスとは、「不動産に関わる何らかの付加価値を提供する」「不

動産に関わる技術、ノウハウを提供する」「不動産に関わる特定の業務を提供する」「不

動産に関わるモノ、人、スキルなど、さまざまな組合せやセットを提供する」などを指

す。その場合もメニューの多様さだけではなく、質の充実を大事にすべきである。 

④ 顧客のビジネスまたはライフスタイルを徹底的に理解する 

不動産に関わる専門性は言うに及ばず、組織のビジネススタイル、個人のライフスタ

イル、組織のビジネス・ニーズ、個人の生活ニーズなどを押さえる必要がある。顧客に

ついての理解はどのビジネスにおいても一段と重要性を増している。スーパーやコンビ

ニが POS を利用して顧客の購買行動をコンピュータで分析し、販売促進、新商品開発、

需要予測、在庫削減に大きな成果をあげていることは有名な話である。不動産ビジネス

においても、IT 活用の度合いは別にして、顧客に関する情報収集、更には情報解析にも

っと力を入れるべきである。情報解析は習熟するに従い、顧客への理解は間違いなく深

化する。結果としてビジネス成果に大きな相違をもたらす。1990 年代の失われた 10 年

といわれる期間においても、住宅バブルは発生している。そこでの顧客層は 30 代を中

心とする比較的若い層と女性だった。 

⑤ 常に学び成長していることを示し続ける 

常に学び、成長を続けることはある面では大変な負担であり苦しい。しかし、天才タ

イガー･ウッズといえども、それなしにトップ･ゴルファーの地位を維持することはでき

ない。仕事をすることと学ぶことは表裏一体になる。大田区や墨田区は中小企業のメッ

カであるが、得意分野を持ち学び続ける中小企業は大企業に負けない。痛くない注射針

の開発で有名な岡野工業の岡野社長はその代表例である。現在、日本で人が住んでいな

い住宅の数は約 600 万戸あるといわれる。継続的に倦むことなく学び続け、モノマネで
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はなく、どこにもない有効活用のアイデアを生み出していくしかない。地方も厳しいと

いってばかりもいられない。「田舎の魅力が武器になり、価値にもなる」例が輩出し始

めているからである。 

⑥ 社内外のコミュニケーションを密にする 

コミュニケーションはお互いの意思疎通をはかる上で欠かすことができない。コミュ

ニケーションを通じて実態を把握でき、さまざまな課題解決につながる。特に、これか

らは多くのステークホルダー（利害関係者）との連携プレーが増えてくる。しかも、ス

テークホルダーの一人一人は異なる分野の専門家であることが多く、文化風土が大きく

異なる。その意味では異文化コミュニケーションになる。少人数だと、コミュニケーシ

ョンは蜜で、大組織だとコミュニケーションが悪いと思われがちだが、実態は逆のこと

が少なくない。小さい組織ほど、実際はコミュニケーションが悪いことが多いのである。

したがって、意識的にコミュニケーションの浸透をはかる必要がある。 

⑦ 顧客のビジネスステージまたはライフステージの一翼を担えるところまで食い

込む 

顧客との関係性が一段と重要になっている。顧客との良好な関係を維持し、ビジネス

を成功に導くプロセスを押さえる必要がある。顧客は今までと違って、自らのニーズを

すらすらと語ってくれない。場合によっては、語りたくとも顧客自身が語るべきニーズ

を見出せていなかったり、わかっていないことも多い。あらゆる分野で、顧客は自らが

欲するものを自らの口を通じて的確に説明できなくなっている。そのため、不動産ビジ

ネスにおいても、中長期的な視点から社会や経済の流れをにらみ、不動産の新たな付加

価値を考えださなければならない。顧客は何も考えていないのではなく、何らかの潜在

ニーズをもっている。それを従来のように整然と語れないだけなのだ。だからこそ、顧

客と一緒になって、顧客が潜在的に持つ不動産ニーズ、不動産用途、不動産活用イメー

ジを具体的に、目に見える形にまとめていくアプローチが必要となる。これを「アプリ

ケーション・コンセプト」の可視化という。不動産ビジネスにおいても、仮説と検証に

よるコンセプト化のスキルを意識的に鍛えていくべきである。 

⑧ 世の中の新しい流れに目を向け続ける 

長引く不況から、全国のオフィスや工場の閉鎖が続いている。閉鎖されれば、職を失

う社員が多く出るのは避けられない。その影響から、周囲の商店街は低迷や閉鎖に追い

込まれている。各地の一等地のシャッター通りがそれを如実に物語っている。それによ

って、不動産価格は大きな影響を受けることになり、不動産価格の低迷は免れられない。

そこに、産業、観光、娯楽、教育などの多機能型施設が導入されると都市やまちの様子

は一変する。工場、商業、物流、観光、レジャー、医療、福祉、教育の各分野で個性的

な取組みが各地で始まっている。それにより、多くの人を呼び込むことにつながり、人

の大きな流れができ、都市やまちが生き返る。足が地に付いた形で進めるためには、不

動産市場はもちろんのこと、他業界の動きにも関心を持つことである。日本では、どの
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業界も業界間の壁が厚く、それぞれが独自の世界を持って走ってきた。しかし、ビジネ

ス環境は激変した。環境適応による活性化は、異業種・他業界との連携や融合にある。

異業種・他業界はどの分野にとっても宝の山なのである。  

⑨ 顧客が望んでいることを、こちらで勝手に決めつけない 

顧客が望んでいることは何でもかなえてあげたいところであるが、下手をすると、自

分に都合がいいほうに顧客を引っ張っていきかねない。こちらの都合がいいように勝手

に決めつけてはいけない。右肩上がりの時代はある程度まで顧客の動きも読めたし、こ

ちらも何をやればいいかがわかりやすく、それだけで大きな利益につながった。ところ

が顧客のほうは、企業であれ、個人であれ、自治体であれ、いろいろなものが充足して

おり、充分な選択の余地が生まれている。顧客の声をもう一度白紙の状態でじっくり聞

いてみることだ。社会経済の構造が大きく変わっている。土地は輸入できないといわれ

てきたが、工場の海外移転により、実質的には、土地の輸入と同じようなことが起こっ

た。あらゆることに決め打ちは禁物である。 

⑩ 顧客を支援できそうもない時は正直にそのことを伝える 

顧客の要望をすべて対応できればこれほどすばらしいことはない。しかし、現実には、

中々そうもいかない。自らの強みを明確にし、できることとできないことをはっきりさ

せておくことは顧客の信頼を得るためにも欠かせない。できない場合でも、ネットワー

クを活かして、その道のプロを紹介してあげることができれば更にすばらしい。それが

実行できるためには、人的ネットワーク、人脈の強化が怠れない。あるデパートでは、

顧客の要望する商品が用意できない場合、ライバルのデパートに連絡をとり、顧客をわ

ざわざライバル店に案内することを始めた。顧客自身がまず驚くが、その顧客は逆にそ

の店に信頼を深め、決して他のデパートには心変わりしないそうである。 

 

結局、顧客ニーズを把握するためには、顧客を含むステークホルダー（利害関係者）

全体のニーズを確認することが重要だ。それによって、不動産ビジネスの事業成功要因

に対する認識が深まり、結果として、不動産ビジネス展開のアクション・アイテムの明

確化につながる。 

不動産における主要ステークホルダーには、顧客、パートナー・取引先、社員、地域

社会、金融機関など、多様なプレーヤーが存在する。ここでは、特に、顧客、パートナ

ー・取引先のニーズの一端を以下に示す。  

例えば、 

【顧客】ニーズでは、 

・評価のスピードアップ・高品質・低価格  

・周辺ニーズ（土壌汚染、証券化など）へのコンサルティング  

・特化したノウハウ（病院、工場などの高難易度物件）  

・地域の地価評価のバランス確立  
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・業務の継続性と迅速なサポート／サービス  

・ PFI などの活用 

などがあげられる。 

【パートナー・取引先】ニーズでは、  

・地域・他業種の最新情報共有  

・他業種・弁護士・会計士などとの連携  

・業務プロセス（仕事の段取りと手続き）の標準化  

などがあげられる。 

これらのニーズや期待・思いに応えるべく、不動産ビジネスの事業成功要因としては

以下の項目があげられる。 

・ニーズを反映した商品／サービスの開発  

・異業種との連携強化  

・物件／商品の知識充実と分析深化  

・業務（段取りと手続き）の標準化  

・社員教育の重視と人事評価の透明化  

成否は、ここからどのようなアクション・アイテムを抽出するかにかかっている。  

事業成功要因はビジネス活用で目標とすべき「的」にあたる。マーケティング

（Marketing）のマーク（Mark）は「的」を意味する。的を定め、それへ命中しない限り、

最終的な利益につながることはない。的をはずした形で大量の資金や人を投入しても成

果は期待できないのである。 

(2) 考えられるカウンセリング・メニュー 

カウンセリング・メニューを考える前提として、「人口」「地価」「金融資産」「情

報インフラ」のポイントをもう一度整理しておく。 

・ 日本の人口は 2006 年前後をピークに減少に陥る 

・ 2040 年代に高齢化のピークを迎えることが予想される 

・ その時点の生産年齢人口（ 15 歳～64 歳）は約 5500 万人 

・ 就業人口は約 3800 万人になる。その時点の高齢者人口は約 3600 万人 

・ 地価公示価格は 1992 年以降、12 年連続の下落を続けている 

・ 人口減少とアジア経済圏が地価下落要因になる  

・ 土地は個別性（場所ごとに固有で同じものはない）、非移動性（移動できず、立

地や環境が重要）の特性をもつという見方は必ずしも正しいとは言えなくなった 

・ 世界同時経済回復でデフレ脱却の兆しが一部に見え始め、地価下落に歯止めがか

かる可能性もでてきた 

・ 2002 年度における個人金融資産の世帯平均は 1688 万円 

・ 勤労者世帯だけでみると 1280 万円 

・ 貯蓄率は半減し 7％を切った 
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・ 自治体では税収減、企業では需要や売上減  

・ 日本の世帯数は約 4500 万世帯、4 階層で分けると、第 1 階層の 1125 万世帯は貯

蓄額が 400 万円以下 

・ 貯蓄額 1000 万円以下の世帯が 2300 万世帯もいる 

・ 働き盛りの 30 代は純貯蓄がマイナス 

・ 一方で 50 歳以上が金融資産 1400 兆円の中の 900 兆円を保有 

・ ADSL の設置台数が 1000 万台を超えた 

・ 世界でもまれに見る定額・低価格のブロードバンド大国になった  

・ いつでもどこでものユビキタス・ネットワーク社会に入り、ＩＴは社会や経済の

高度化・複雑化への対応、個人の能力向上になくてはならないものになった  

・ 都市やまちが IT を始めとするさまざまなインフラ機能を提供できるかどうかが、

都市やまちの評価を左右するようになった 

・ 都市の評価ではサンフランシスコが世界一位、ニューヨークは 11 位、東京は 15

位、環境、文化、教育、生活、観光、福祉、ビジネスなどのインフラ強化が決め

手 

・ 個人や企業をひきつけられない都市やまちは取り残される、競争はグローバルへ  

・ 不動産はグローバル商品  

 

このような状況を踏まえて今後期待される不動産カウンセリング・メニューを考える。 

通常、ビジネス展開においては、「事業ドメインの明確化」「その中でのポジション

の設定」「ターゲット顧客のプロファイリング」「事業ポートフォリオの構築」「ビジ

ネスモデルの構築」「組織／業務プロセスの設計」「人材教育／人材育成計画」などの

検討が行われる。 

・ 事業ドメイン － どの事業分野で戦っていくかを明確にする  

・ ポジションの設定 － どのセグメントの顧客層に訴え、他社との差別化をはか

るかを明確にする 

・ ターゲット顧客のプロファイリング － 顧客の特徴、ニーズを把握する  

・ 事業ポートフォリオの作成 － 事業の組合せを検討する  

・ ビジネスモデルの構築 － 顧客に提供する価値、収益構造などを明確にする  

・ 組織／業務プロセスの設計 － 顧客の視点から、組織形態と仕事の進め方を明

確にする 

・ 人材教育／人材育成計画 － 顧客の高い評価につながるサービス提供のための

人材教育／人材育成計画を検討する 

 

不動産カウンセリングの対象となる領域は、従来の「開発」「仲介」「賃貸」「管理」

分野に加えて、新たなビジネスも次々と生まれている。J-REIT をはじめとする不動産小
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口化商品、特定目的会社（SPC）法にもとづく商品、都市再開発やまちづくり・まちお

こし、環境・エネルギー対応ビジネス、ユビキタス・ネットワーク（情報化）対応ビジ

ネスまで広範囲にわたる。 

これらの状況を踏まえて、不動産カウンセリングのビジネス展開マトリクス例を作成

すると図表 3-35 のようになる。 

例えば、カウンセリング・メニューとして、「事業活動支援」「ファイナンス（資金・

税務）支援」「不動産取得・売却・運用支援」「余暇活動支援」「保険・医療・福祉支

援」「教育・生涯学習支援」「雇用・キャリア形成支援」「法律・社会生活（まちづく

り）支援」「家庭生活支援」「IT 活用支援」をとりあげる。このようなビジネス展開マ

トリクスは、事業の目的と対象範囲に応じて作成する。 

また、このマトリクスでは、カウンセリング･メニューごとに、「戦略レベル」「計

画レベル」「管理レベル」「実施レベル」ごとに作業内容の詳細を定義する。 

・ 戦略レベル － 中長期からみたビジネスの継続と成長の方向付けに関わるもの  

・ 計画レベル － 中長期の目標を達成するための計画立案に関わるもの  

・ 管理レベル － 個々の活動が効果的・効率的に行われるための管理に関わるも  

の 

・ 実施レベル － 個々の活動に関わるもの  

例えば、 

「事業活動支援」の場合は、 

戦略レベルでは、事業方針確立、事業ニーズ把握、 
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図表４．ビジネス展開マトリクス例図表４．ビジネス展開マトリクス例

事業活動
支援

ファイ
ナンス
支援

不動産
開発・仲介
賃貸・管理

支援

余暇
レジャー活動

支援

医療・保健
福祉
支援

教育
生涯学習

支援

雇用
キャリア
形成支援

法律
社会生活
支援

家庭生活
支援

IT活用
支援

サービス

ビジネス
レベル

戦略レベル
（Ｓ）

計画レベル
（Ｐ）

管理レベル
（Ｃ）

実施レベル
（Ｏ）

・事業方針
確立

・事業ニーズ
把握

・事業計画
立案

・資金運用
調達計画
立案

・業績管理
・資金管理
・リスク管理

・事業活動
カウン
セリング

・資金運用
調達方針
確立

・資金ニーズ
把握

・資金運用
計画立案

・資金調達
計画立案

・資産負債
管理

・キャッシュ
フロー管理

・リスク管理

・開発・仲介
賃貸・管理
ニーズ
把握

・商品計画
立案

・資金計画
立案

・市場情報
管理

・資金管理

・活動方針
確立

・余暇活動
ニーズ把握

・活動計画
立案

・進捗管理

・医療･保健
福祉方針
確立

・医療･保健
福祉計画
立案

・医療･保健
福祉
情報管理

・教育方針
確立

・教育計画
立案

・学習計画
立案

・教育情報
管理

・学習進捗
管理

・キャリア
形成方針
確立

・キャリア
形成計画
立案

・雇用情報
管理

・社会生活
支援方針
確立

・相談ニーズ
把握

・社会生活
支援計画
立案

・支援情報
管理

・家庭生活
支援方針
確立

・家庭生活
支援計画
立案

・家庭情報
管理

・情報化方針
確立

・情報化
ニーズ把握

・情報化
計画立案

・情報化
進捗管理

・ファイナンス
カウン
セリング

・不動産
開発・仲介
賃貸・管理
カウン
セリング

・余暇
レジャー
活動
カウン
セリング

・医療･保健
福祉
カウン
セリング

・教育・学習
カウン
セリング

・雇用
キャリア形成

カウン
セリング

・法律
社会生活
カウン
セリング

・家庭生活
支援
カウン
セリング

・情報化
カウン
セリング

 
計画レベルでは、事業計画立案、資金運用調達計画立案 

図表 3-35 ビジネス展開マトリクス例 
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管理レベルでは、業績管理、資金管理、リスク管理 

実施レベルでは、事業活動カウンセリング 

 

「ファイナンス（資金・税務）支援」の場合は、 

戦略レベルでは、資金運用調達方針確立、資金ニーズ把握 

計画レベルでは、資金運用計画立案、資金調達計画立案 

管理レベルでは、資産負債管理、キャッシュフロー管理、リスク管理 

実施レベルでは、ファイナンス・カウンセリング 

  

「不動産開発・仲介･賃貸･管理支援」の場合は、 

戦略レベルでは、開発・仲介･賃貸･管理ニーズ把握 

計画レベルでは、商品計画立案、資金計画立案 

管理レベルでは、市場情報管理、資金管理  

実施レベルでは、不動産開発・仲介･賃貸･管理カウンセリング 

  

「余暇・レジャー活動支援」の場合は、 

戦略レベルでは、活動方針確立、余暇・レジャー活動ニーズ把握 

計画レベルでは、活動計画立案 

管理レベルでは、活動進捗管理 

実施レベルでは、余暇・レジャー活動カウンセリング 

 

「医療・保健・福祉支援」の場合は、 

戦略レベルでは、医療･保健・福祉方針確立 

計画レベルでは、医療･保健・福祉計画立案 

管理レベルでは、医療･保健・福祉情報管理 

実施レベルでは、医療･保健・福祉カウンセリング 

 

「教育・生涯学習支援」の場合は、 

戦略レベルでは、教育方針確立 

計画レベルでは、教育計画立案、学習計画立案 

管理レベルでは、教育情報管理、学習進捗管理 

実施レベルでは、教育・学習カウンセリング 

 

「雇用・キャリア形成支援」の場合は、 

戦略レベルでは、キャリア形成方針確立 

計画レベルでは、キャリア形成計画立案 
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管理レベルでは、雇用情報管理 

実施レベルでは、雇用・キャリア形成カウンセリング 

 

「法律・社会生活（まちづくり）支援」の場合は、 

戦略レベルでは、法律・社会生活支援方針確立、相談ニーズ把握 

計画レベルでは、法律・社会生活支援計画立案 

管理レベルでは、法律・社会生活支援情報管理 

実施レベルでは、法律・社会生活カウンセリング 

 

「家庭生活支援」の場合は、 

戦略レベルでは、家庭生活支援方針確立 

計画レベルでは、家庭生活支援計画立案 

管理レベルでは、家庭情報管理 

実施レベルでは、家庭生活支援カウンセリング 

 

「IT 活用支援」の場合は、 

戦略レベルでは、情報化方針確立、情報化ニーズ把握 

計画レベルでは、情報化計画立案 

管理レベルでは、情報化進捗管理 

実施レベルでは、情報化カウンセリング 

 

例えば、このビジネス展開マトリクスから主要なカウンセリング・メニューを絞り込

むと以下の 12 個になる。 

(1) 民事再生／事業再生 

・民事再生手続きを通じた事業再生支援  

・経営改革手法を用いた事業再生支援  

(2) 業務改善／改革 

・業務プロセスの見直し  

・業務組織の見直し  

(3) PFI 活用 

・ PFI 導入支援 

・ PFI 的手法の推進支援 

(4) まちづくり 

・グランドデザイン作成支援  

・建物・施設・設備構築支援  

・産業、文化、観光、レジャー、教育などのソフトウェア・コンテンツ開発支援  
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・ IT インフラ構築支援 

(5) 医療・保健・福祉  

・高齢者介護／リハビリ支援  

・保育／子育て支援  

・障害者支援  

(6) 不動産証券化 

・事業計画／資金計画支援  

・プロジェクト法律支援  

・プロジェクト技術支援  

(7) 不動産開発／仲介／賃貸／管理 

・不動産開発  

・不動産仲介  

・不動産賃貸  

・不動産管理  

(8) 教育・学習  

・教育・学習環境整備支援  

・教育・学習コンテンツ作成支援  

(9) 余暇・レジャー  

・余暇・レジャー施設整備支援  

・余暇・レジャーコンテンツ作成支援  

(10) 家庭生活 

・生活基盤整備支援  

・生活コンテンツ活用支援  

(11) 雇用創出 

・就職・転職支援  

・職業訓練施設整備支援  

・メンタリング／コーチング推進支援  

(12) IT 活用 

・ユビキタス・ネットワーク構築支援  

・情報・知識コンテンツ共有／再利用支援  

 

ここであげたカウンセリング・メニューは、従来の不動産ビジネスの領域を大きく超

えている。これは不動産ビジネスの世界だけの問題ではない。他の業界でも同様のこと

が起こっている。顧客ニーズが高度化、複雑化、多岐化しており、ソリューションを求

めているからだ。すべてを自前でカバーする必要はない。それは大企業においても難し

い。中小企業においてはなおさらである。そこにはアライアンス（戦略的提携）が必要
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だ。その形態は、ジョイントベンチャーもあれば、コンソーシアム、パートナーリング、

アウトソーシングに至るまで様々である。どのようなカウンセリング・メニューを導入

するにしろ、不動産ビジネス戦略の中心にアライアンスを据えることが不可欠となる。 

 

(3) カウンセリングにあたって不動産カウンセラーに求められるスキル 

不動産カウンセラーのメニューはカウンセリングのビジネス展開マトリクス例でも

わかるように、今後ますます多岐にわたる。そこから絞り込まれたカウンセリング・メ

ニューは以下の12個である。 

① 民事再生／事業再生 

② 業務改善／改革 

③ PFI 活用 

④ まちづくり 

⑤ 医療・保健・福祉  

⑥ 不動産証券化 

⑦ 不動産開発／仲介／賃貸／管理 

⑧ 教育・学習  

⑨ 余暇・レジャー  

⑩ 家庭生活 

⑪ 雇用創出 

⑫ IT 活用 
 

これらのメニューを実行していくには、それぞれのメニュー個々に対応した技術やス

キルが求められる。ただ、それをすべて自前で対応することが必要とは限らない。多く

の場合はアライアンス（戦略的提携）の形で行われることが多くなるからである。その

意味では、今後、最も求められるスキルとは、顧客が抱えるさまざまな課題から、何が

最も重要で優先度が高い課題かを抽出・設定できるスキルといえる。昔から、試験問題

を解くよりも試験問題を作るほうが難しいといわれる。不動産カウンセラーも同じであ

る。課題解決能力が重要なことはいうまでもないが、課題を設定し、それを顧客に納得

してもらい、ビジネスとして成立させることはより高度なスキルを必要とする。課題が

適切に設定できた段階で、課題の半分以上はすでに解決できたといえるからである。市

場では、課題を解決できるカウンセラーよりも、課題を設定できるカウンセラーのほう

が希少価値をもつようになる。しかし、不動産カウンセラーの多くの仕事は、顧客から

持ち込まれる課題を顧客が納得する形で解決していくことにあることは言うまでもな

い。 

それでは、顧客が喜んでくれる、納得してくれるカウンセリング業務を実行していく

ためには、具体的にどのようなスキルが求められるのだろうか。カウンセリング・メニ
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ューに関する基本知識や専門スキルは言うまでもないが、これだけでは充分とはいえな

い。もっと、総合的なスキルが併せて大切になる。それは、大きく「プロジェクト・マ

ネジメントに関わるスキル」「事業開発に関わるスキル」「人材教育や人材育成に関わ

るスキル」「情報・知識管理に関わるスキル」である。  

まず、「プロジェクト・マネジメントに関わるスキル」については、成果が顧客に満

足してもらえること、採算がとれること、リーダーシップが発揮できること、知識やノ

ウハウをチームで共有できること、プロジェクト活動がドキュメント化できることがこ

れに該当する。その際の具体的なスキルとしては、業務分析スキル、ドキュメント化ス

キル、プロジェクト・マネジメント・スキル、プレゼンテーション・スキルなどがあげ

られる。 

「事業開発に関わるスキル」については、営業活動ができること、主要顧客との関係

づくりができること、新規顧客開拓ができることがこれに該当する。その際の具体的な

スキルとしては、課題解決の手順構築スキル、交渉スキル、顧客との関係性構築スキル、

営業スキルなどがあげられる。 

「人材教育や人材育成に関わるスキル」については、プロジェクト・チーム編成がで

きること、不動産カウンセリング・メニューに関するスキル教育計画が作成できること、

仕事の成果を評価できることがこれに該当する。その際の具体的なスキルとしては、教

育計画作成スキル、トラブル対応スキル、人間関係構築スキルなどがあげられる。 

「情報・知識管理に関わるスキル」については、不動産カウンセリング・メニューの

スキル高度化に貢献できること、情報・知識の蓄積・再利用を推進できること、 ITイン

フラ整備を推進できることがこれに該当する。その際の具体的なスキルとしては、専門

分野の高度化開発スキル、情報・知識の再利用化推進スキルなどがあげられる。  

OECD（経済協力開発機構）は、ミレニアムの 2000 年に、21 世紀の人材に必要な能

力に関するレポートを発表している。要約すると、以下の３つに絞ることができるが、

その内容は、不動産カウンセラーにそのまま当てはまる。 

第一は、経験したことのない状況に直面する中で、そこでの課題を的確に設定するこ

とができる能力である 

第二は、自分とは違う文化的背景を持っている人とチームを組み、適切なコミュニケ

ーションをはかりながら仕事ができる能力である 

第三は、何を学ぶ必要があるかを絞込み、それを持続的・効率的に学ぶことができる

能力である 

第一の課題設定能力は、顧客自身が自らの課題を的確に設定できないことが多くなっ

ていることと関連する。その課題を設定できる能力の提供は大きなビジネス機会につな

がる。それには顧客が潜在的にもっているニーズを目に見える形にするコンセプト可視

化のスキルが求められる。 

第二の異文化コミュニケーション能力は、海外はいうまでもなく、国内においても重
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要になる。アライアンス（戦略的提携）の重要性が増し、多くのプロジェクトでは、さ

まざまな文化風土のもとで育ったメンバーが集まる。そのため、海外プロジェクトだけ

ではなく、国内プロジェクトにおいても、文化風土の違いから仕事の進め方や受け止め

方が大きく異なってくる。また、仕事をする場所、時間、メンバーが常時変動し、仕事

の内容もその都度変化する。それによって、求められるスキルも絶えず変化する。 

第三は、不動産カウンセラーとして学ぶべき内容の見極めと優先順位付けを明確にし、

学ぶからには持続的かつ効率的に実行することが必要になる。時間やお金も無限ではな

い。何を優先的に実行し、何を延ばすのか、または何を思い切って切り捨てるのかを決

めることになる。やる以上は効率的に実行し、成果につなげるためには継続することも

欠かせない。「継続は力」なのである。 

この３つの能力は、不動産カウンセラーの行動特性（コンピテンシー）と密接に関係

する。不動産カウンセラーの行動特性（コンピテンシー）は以下の12個からなる。 
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図表５．不動産カウンセラーの行動特性図表５．不動産カウンセラーの行動特性（コンピテンシー）（コンピテンシー）

不動産カウンセラーの不動産カウンセラーの
行動特性行動特性

（コンピテンシー）（コンピテンシー）

顧客志向

プレゼンテーション

変化への柔軟性

判断・意思決定戦略的思考

チームワーキング

コミュニケーション

リスクテイク 知的好奇心

リーダーシップ

ナレッジ変換・コンセプト化 ファイナンス

 

① 【顧客志向】 

徹底的に顧客と向き合う。顧客とのコラボレーションをはかる。 

② 【戦略的思考】 

与えられた仕事をきちんとこなすだけではなく、目標を立て、それを達成する

手立てを日々工夫する。 

③ 【判断・意思決定】  

目線をできるだけ高くもち、自分の領域の外側にまで目配りする。環境変化に

敏感に反応する。 

図表 3-36 不動産カウンセラーの行動特性（コンピテンシー） 
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④ 【チームワーキング】 

他に負けない得意技を磨く。それをチームに持ち込み、コラボレーションに参

加する。 

⑤ 【変化への柔軟性】 

21世紀は変化が常態化する。変化に柔軟に対応するには継続的な学習以外に道

はない。 

⑥ 【ナレッジ変換・コンセプト化】  

情報をそのまま抱え込むのではなく、それをもとに行動につながる仮説を立て

検証する。これを繰り返しながらコンセプトを作っていく。 

⑦ 【ファイナンス】 

お金は待っていても手に入らない。お金を生み出す仕組みづくりはプロジェク

トづくりと平行して進めなければならない。 

⑧ 【コミュニケーション】 

旧来の仲間内だけで価値創造の仕事はできない。異質なメンバーとの良好な環

境作りが避けられない。 

⑨ 【リーダーシップ】 

目標を掲げること。それを達成する手立てをわかりやすく示すこと。フォロー

やケアを忘れないこと。 

⑩ 【リスクテイク】 

リスクは常に存在する。どのリスクには敢然と立ち向かうのか、どのリスクは

回避するのかを明確にマネジメントすること。 

⑪ 【知的好奇心】 

知識資本主義におけるビジネス基盤。専門分野は当然。専門外への好奇心が総

合力と創造力の強化につながる。 

⑫ 【プレゼンテーション】 

自分が考えていることをわかりやすく相手に伝える。そのためには、自分の考

えが整理できていること。 

 

この12個がすべて完璧であればスーパー・パーソンであるが、現実にはなかなかそう

もいかない。しかし、この中のいくつかについては自信を持てるようにしたい。それに

よってはじめて、プロフェッショナルの条件とクロスさせることができる。プロフェッ

ショナルの条件の中で最も重要な項目は、「仕事が大好きなこと」である。 

大リーグで活躍するイチロー選手は繰返し一つのメッセージを発信する。それは、「高

い目標を設定し、日々できること、しなければいけないことを地道にやる。それが苦に

ならないのは好きなことをやっているからだ」というものである。あとは不動産カウン

セラーとして誠意をもって顧客とがっぷり四つに組む。ミュンヘン・オリンピックの男
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子バレーボールで日本に大逆転の金メダルをもたらした松平康隆監督は次のように語

っている。 

「いつでもどこでも勝負は自分の得意技できめるものだ。たとえ相手がこちらの得意

技をすみからすみまで調べ尽くしたとしても、なお得意技で押しに押す。それ以外に道

はない」。 

カウンセリング・メニューが人材教育／人材育成の出発点となる。メニューを再点検

し、それを展開するに必要なスキルの体系化をはかり、それをもとにスキルの棚卸しを

行う。そこから、自ずと強化すべきスキルと教育プログラムが生まれてくるはずである。 

 

(4) 顧客と不動産カウンセラーとのコラボレーション 

どの顧客がかかえる課題も、一段と高度化、複雑化、多岐化し、ビジネスを取り巻く

環境は不確実性を増している。これは業種、業界を問わない。不動産カウンセラーは、

顧客から相談を受け、まず顧客が解決すべき課題を定義する。その課題を分析し、具体

的な対策案を提示する。また、要求に応じて、その課題の解決を担当する。不動産カウ

ンセラーは社外の人間として顧客の依頼に応じてサービスを提供するが、判断・意思決

定やビジネス上の最終責任はあくまでも顧客側にある。しかし、不動産カウンセラーに

使命と固有の責任が伴う。 

顧客が不動産カウンセラーを活用するメリットは何だろうか。社内や知人に適材がい

ない、社内や知人では効率が悪い、社内や知人では不可能な専門知識が必要などの理由

が考えられる。また、社内や利害関係者より課題に対してフェアであり、第三者の視点

がより効果的ということもあるかもしれない。 

通常、顧客側は不動産カウンセラー活用のメリットについて、以下のように考えるは

ずだ。 

・専門性の高いスキルや経験を活用できるのではないか  

・過去の成功体験に囚われない視点や洞察を得ることができるのではないか  

・異業種を含めたベスト・プラクティスを学ぶことができるのではないか  

・外部情報が入手しやすいのではないか  

・中立性・客観性を踏まえた判断が期待できるのではないか  

・組織や人間係におけるコーディネーション機能を期待できるのではないか  

・社内同士で言いにくいこと、やりにくいことを頼みやすいのではないか  

・他社で培ったさまざまな経験や知見を利用することができるのではないか  

・しがらみのないカウンセラーのほうが内部で受け入れやすいのではないか  

・外部のカウンセラーが入ることで組織の活性化を図ることができるのではないか  

 

このような顧客側の意向を真正面から受けとめ、誠意を持って顧客とコラボレーショ

ンをはかっていくには、以下の基本理念や基本姿勢を再確認する必要がある。 
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・課題を断片的ではなく包括的に捉え、顧客自らが課題の全体像を整理し把握できる

ように支援する 

・人材を重視し、人間関係を大切にする 

・単に、求められる成果物を提供するだけではなく、顧客の学習を支援する仕組みを

提供する 

・個々の顧客のニーズや文化風土に合った解決策を提案する 

・測定可能な成果をあげることを目標とする 

・目標とする成果は、早期に実現し、ベネフィットが継続するように工夫する 

 040308 1©2004,大浦総合研究所
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図表６．顧客が期待する不動産カウンセラー活用メリット図表６．顧客が期待する不動産カウンセラー活用メリット

専門性の高いスキルや経験を活用できるのではないか

過去の成功体験に囚われない視点や洞察を得ることができるのではないか

異業種を含めたベスト・プラクティスを学ぶことができるのではないか

外部情報が入手しやすいのではないか

中立性・客観性を踏まえた判断が期待できるのではないか

組織や人間系におけるコーディネーション機能を期待できるのではないか

社内同士で言いにくいこと、やりにくいことを頼みやすいのではないか

他社で培ったさまざまな経験や知見を利用することができるのではないか

しがらみのないカウンセラーのほうが内部で受け入れやすいのではないか

外部のカウンセラーが入ることで組織の活性化を図ることができるのではないか

 

顧客は、時には、お金を出すスポンサーは自分たちだという意識に傾きがちである。

しかし、めざす成果を実現するためには、顧客もまた、カウンセラーと一緒に仕事の土

俵にのぼる必要があることを認識してもらうことだ。顧客側と不動産カウンセラーとの

コラボレーションである。この際、不動産カウンセラーは、どういうバックグラウンド

と実績・経歴をもっているかをきちんと相手側に伝えることが大切である。顧客は、社

外のカウンセラーの専門知識やスキルに期待する。一人では不可能な広範囲の専門知識

やスキルを必要とする場合はチームやプロジェクトの形で対応すればいいのだ。 

しかし、思うように成果が出ない、当初考えていたことと別の方向にプロジェクトが

走っている、カウンセラーのやっていること／言っていることが理解できないなど、顧

客側と不動産カウンセラーとのミスマッチは時に起こりうる。その原因はさまざまであ

る。大事なことは、カウンセリングをスタートする前に、「今回の仕事の論点（イシュ

ー）は何か」ということを双方で共有できているかどうかである。目に見える形で論点

図表 3-47 顧客が期待する不動産カウンセラー活用メリット 
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が整理できているかをスタート時に確認することである。よく、コミュニケーションが

悪かったからということで片付けられることが多いが、その本質は、単なるコミュニケ

ーションの有無や優劣ではなく、実際は、「論点は何か」「成果物は何か」が目に見え

る形で合意形成できていないことに原因がある。コミュニケーションは大切であるが、

論点を明確にするためのコミュニケーションでもある。しかし、どうやって目に見える

形で合意形成するか。カウンセラーが扱うテーマは今後ますます高度化、複雑化、多岐

化する。したがって、今まで以上に、「仮説」と「検証」のサイクルを徹底させる必要

がある。さまざまなプロジェクト経験から得られる教訓の一つは、フィージビリティス

タディの不足である。それを徹底させるには、論点の整理と、それを踏まえた「仮説」

と「検証」のサイクルを、カウンセリングの仕事全体の中に織り込んでいくことだ。そ

の過程で納得いかない点が出てくるとすれば、プロジェクトのどこかに無理があると考

えたほうがいい。それは必ず失敗につながる。 

しかし、「仮説」と「検証」のサイクルをうまくまわしていけば、それですべてが万

全というわけではない。プロジェクトの範囲の拡張を求められたり、作業内容に双方の

誤解が生じたりする場合も出てくるからである。また、カウンセラーの仕事の進め方が

顧客側のメンバーと波長が合わず、進め方に理解が得られなかったり、不可能な作業指

示が出てしまう場合も起こりうる。単なる仲良しクラブのコミュニケーションではなく、

あくまでもやるべきことをはっきりさせた相互信頼にもとづくコラボレーションであ

ることを肝に銘じたい。 

 最近は顧客側もコラボレーションの成果については極めて敏感である。顧客がコラ

ボレーションで強く意識する項目を抽出すると以下のようになる。 

・不動産カウンセラーのスキルや経験を有効活用できるか  

・不動産カウンセラーから、さまざまな知見や洞察を得ることができるか  

・不動産カウンセラーを通じて外部の事例やベスト・プラクティスを学ぶことができ

るか 

・内部では難しい企業風土や仕事の進め方の改革をゆだねることができるか  

顧客の求めるものが高度化・複雑化、多岐化し、不動産カウンセラーの通常のアウト

プットでは顧客が納得しないことも増えていく。そのためにも、上記の項目に対する満

足度向上は欠かせない。 

不動産カウンセラーも他の業種と同じく、顧客ニーズをまるごと請け負う「ソリュー

ション」ビジネスの方向に向かう。一つひとつの技術やスキルの専門性は欠かせないが、

その他の技術やスキルも併せたソリューション向けの統合化スキルが求められるよう

になる。しかし、これは言うは易く行うは難しで、多くの組織や個人が七転八倒してい

る。そのため、多くは看板ではソリューションをうたいながら、戦う武器はいまだ要素

レベルの技術やスキルという場合が少なくない。逆にいうと、だからこそ、この領域に

大きなビジネス機会が埋もれているともいえる。 
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不動産カウンセラーがコラボレーションを通じてめざすべきことを整理すると以下

のようになる。 

・顧客が得る利益は、カウンセラーが商品・サービスから得る利益より優先すべきこ

と 

・顧客は単にモノやハード・ソフトにお金を使うのではなく品質、価値、信頼に対価

を支払うこと 

・ビジネスモデルには、今までの延長線上ではないスピードとイノベーションが不可

欠なこと 

・膨大かつ多様な情報を知識や知恵に変換するスキルを継続的に磨いていくこと  

・サービスの質を追求しながら、そこから着実に収益を生み出す工夫をすること  

・草の根による「コミュニティ」活動を重視すること  

 

(5) マーケティング計画とケーススタディ  

マーケティング計画では、「商品・サービスのポジショニング」「ターゲット顧客の

絞込み」「販売チャネルの選定」「プロモーション」「収益構造」「その他」を検討し

ていく。それを進めるには、4 つのスキルが重要となる。 

① 商品コンセプトが明確化できること 

② 適切な顧客チャネルが選定できること 

③ 有効なプロモーションの手が打てること 

④ 状況に応じた計画変更ができること 

 

ここでは「医療・保健・福祉サービス併設住宅サービス」の内容を通じて、マーケテ

ィングの重要性を確認する。 
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図表７．マーケティング計画と必要なスキル図表７．マーケティング計画と必要なスキル

商品・サービスのポジショニング

ターゲット顧客の絞込み

販売チャネルの選定

プロモーション

収益構造

その他

商品コンセプトが
明確化できること

適切な顧客チャネルが
選定できること

有効なプロモーション
の手が打てること

状況に応じた
計画変更ができること

医療・保健・福祉サービス併設住宅サービス  
【背 景】 

工場の海外進出が進展し、工場用地、物流用地、倉庫用地の需要は限られたものにな

っている。また、東京都心部を除いて、住宅地への需要も限定的だ。日本の人口はピー

クを過ぎていよいよ下降線に入る。高齢化が一段と進み、医療･保健・福祉に対するサ

ービスニーズは激増する。平成 12 年 4 月から介護保険制度がスタートしたが、高齢者

はそれだけでは安心できなく、老後の生活に不安があるため、一生懸命預金をしている。

日本全体の個人金融資産 1400 兆円の 60％前後は 65 歳以上の高齢者のものといわれる。

高齢者が死亡した時の平均所持金は 2000 万円を超える。それだけの貯金をしているた

め、満足のいく老後生活を送ることができるのであれば何事にも出費は惜しまない。 

 

【商品・サービスのポジショニング】 

医療・保健・福祉サービスの価値を決定するのはサービスの内容と質に大きく依存す

る。ここで用いられる建物は医療・保健・福祉サービスの提供を行うための入れ物であ

り、あくまでも仕掛け部分に位置づけられる。この部分が従来の不動産ビジネスと一番

大きく異なる点である。「モノづくり」が中心ではなく、「構想・企画づくり」であり、

「サービスづくり」が売りなのである。サービスの価値が高いということは、このよう

な「構想・企画づくり」や「サービスづくり」が充分になされているということが前提

になる。 

特に、医療・保健・福祉サービスは、現在、全国的にどの地域とも関心が高い「まち

づくり」において欠かせない要素である。これらは、従来、公共事業で行ってきたが、

図表 3-38 マーケティング計画と必要なスキル 
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PPP、PFI などの公民協働型プロジェクトで推進するのが一つの流れになっている。 

高齢化社会は待ったなしである。毎年、高齢化率は0.5％ずつ上昇し、毎月換算では、

月ごとに約８万人の高齢者（65 歳以上）が誕生しているといわれる。2025 年には人口

の４人に１人、2050 年には３人に１人が高齢者となる。2025 年には、総世帯のうち、

高齢者が世帯主の割合は 30％を超え、その中で 75歳以上が世帯主の割合は半数を超え

ると予想される。といって、政府がその点を考慮し、面倒を見てくれるわけではない。

自助努力が基本である。 

まず、このサービス事業でどのような価値を提供し、顧客に喜んでもらうかである。 

（ａ）利用者本位で、安心して生活できる施設であること 

人生が終盤に入り歳を重ねると、だれでも将来に対して漠とした不安をもつ。特

に、医療・保健・福祉の分野で、良質なサービスが受けられるかどうかは老後の生

活において最も重要な課題といえる。ということは、サービスを提供する側として

は、いかに顧客や利用者のニーズや思いを汲みとり、心豊かで穏やかな生活ができ

る施設や集合住宅の開発が極めて価値が大きいことがわかる。 

（ｂ）多くの人が気楽に利用できる施設であること 

質の高い医療・保健・福祉を実現することは何よりも大切であるが、それをいか

に安価、あるいは適正な価格で提供できるかがポイントになる。豪華で質も高いが、

価格も驚くほど高いということであれば、高齢者にとっては手を出しにくく抵抗が

ある。高齢者は必ずしも所有形態にこだわらない。したがって、賃貸でもかまわな

いと考えている高齢者も多い。入居時の負担が少なくてすむことも魅力だ。また、

介護保険対応は欠かせない。 

（ｃ）オーナー・サービス事業者・管理運営会社を結ぶ総合価値を提供すること 

例えば、入居は夫婦、友人、兄弟姉妹すべて良しとし、安心･豊かさ・便利・プ

ライバシーを重視する。そのためには、オーナー・サービス事業者・管理運営会社

の一体となった連携プレーが欠かせない。三者間で必要な仕事ごとにRAEW（責任・

権限・専門性・実行）を明確にし、オープンでフェアな仕組みを構築する必要があ

る。やるほうが満足していないのに、サービスを受ける側が満足することはありえ

ない。米国では、最近、顧客満足度以上に社員満足度の向上に力を入れている。そ

れは別に顧客満足度がどうでも良くなったというわけではなくて、社員満足度の向

上なしに顧客満足度の向上はありえないことがわかってきたからである。 

 

【サービスの特徴、ターゲット顧客、プロモーション】 

・建物は賃貸借契約で自由な居住空間とプライバシーの保護、備品の持ち込みも可

能とする 

・夫婦、友人、兄弟姉妹、一人者 すべて OK 

・費用は毎月支払い まとまった費用は不要 
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・退去もいつでも OK 通常の賃貸住宅と同じ 

・食事は自分で作るのも可能、また給食サービスもあり 

・入浴はオール電化で安全性を考慮し、ヘルパーの支援も可能 

・介護保険によるサービス適用も可能 

・日常の相談業務もあり 

・24時間体制 

・デイサービスもあり 

・医師会など、必要な専門家組織とのネットワーク連携を構築 

・さまざまなイベントの企画・実行  

 

【収益構造（ベネフィット）】 

それでは、オーナーやサービス事業者が事業に関わるベネフィットはなんだろうか。 

＜オーナー側のベネフィット＞ 

・安定収入がある  

・建物を含む不動産・入居者管理のわずらわしさがなくなる  

・税の軽減措置がある  

・社会的貢献の満足感がある  

＜サービス事業者側のベネフィット＞ 

・一緒に入居することにより、身近な形で安定したサービスの提供が可能になる  

・医療・保健・福祉サービスをほぼ独占した形で提供できる  

・料金が未回収になるリスクがほとんどない  

・付加サービスの提供も可能である  

・オーナーが存在することにより、初期投資の軽減が可能になる  

・医療・保健・福祉に関する各種ユーティリティ販売が可能である  

 

このような事業を進めるに必要なスキルには、法律、税制、経済、建築、事業、金融

などの統合的な知識やスキルが求められる。特に、我々はハードウェアや入れ物につい

ては得意であるが、ソフトウェアやコンテンツは経験が浅く弱い。もはや土地神話は崩

壊しており、人口減少とアジア経済圏の枠組み強化は地価下落を更に推し進める。した

がって、不動産を持つだけでは、税金やその管理だけで大変な負担と手間を強いられる

ことになる。だからこそ、不動産カウンセラーは、不動産有効活用に知恵とアイデアを

注ぐべきなのである。めざすべきは、付加価値の高い用途を追求する「アプリケーショ

ン･コンセプト」によるビジネスモデルの構築である。 

ビジネスモデルの構築には、少なくとも以下の要件を明確にする必要がある。 

・顧客は誰か 

・どのような価値を提供するか 
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・価値創造の連鎖をどのように組み立てるか 

・収益構造をどう設定するか 

・どのような経営資源を活用するか 

・経営資源はどこから手当するか 

・顧客とどのようなリレーションシップを構築するか 

・どのような形で顧客に提供するか 

・競合は誰か 

・パートナーは誰か、どう連携するか 

 

5-4 立地条件 

「個人または企業が所有している土地をどのように生かすことができるか」の場合であ

れ、「企業が開発事業を行うときに、その事業に即した土地をどのようにして選定するか」

という場合であれ、立地条件は事業の成否を分ける決定的なポイントになる。 

地方の１ヘクタールの土地よりも、銀座の１平方メートルの土地のほうが高いのは、そ

れだけ銀座の土地の利用価値が高く、用途範囲が広いからである。マクドナルドは周辺人

口や通行人などのデータをもとに新規店舗の売上高をかなり正確に予測できるといわれ

る。その場合も、マクドナルド固有の店舗特性があるため、マクドナルドには適した土地

であっても、「パチンコ店」「そば屋」「花店」にも全てあてはまるとは限らない。立地

には、このように店舗特性を含む用途・業種が大きく影響し、そのほかにも様々な条件や

評価項目を検討していく必要がある。 

また、マクドナルドのような店舗系とマンション系の場合では大きく違ってくる。駅に

近いことはマンションにとって望ましいことであるが、店舗などとは異なり、駅のすぐそ

ばが一番適切とは必ずしも言いがたい。駅のすぐそばよりも、歩いて数分離れたほうが、

それだけより静かな居住空間を確保できる可能性が高いからである。 

更に、住宅地になると、そこに住む快適性（アメニティ）の問題が大きく影響する。そ

の場合も、家族構成や価値観、ライフスタイルにより、評価の基準は大きく異なる。教育

環境を重視するケースと買物の便利さを重視するケースとでは、立地条件の評価が大きく

違ってくる。エリアの特定、駅からの距離、広さ、建物のグレード、環境などの条件まで

考慮すると、評価の幅はさらに大きくなる。特に、住宅用は、比較物件が多く存在するた

め、１つでも優れた項目があれば、その評価項目が高得点となり有利に働く。また、商業

用では、テナントの継続的な確保のためのプロパティ･マネジメントの優劣が評価を分け

る。 

このように、保有不動産であれ開発事業用不動産であれ、不動産活用を成功裡につなげ

るには、立地を含めた広範な調査が欠かせない。しかも限られた時間のなかで行う必要が

ある。そのため、調査の目的・進め方に関して、統一した考え方とプロセスのもとで効率

的・効果的に行うことが求められる。  
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「個人または企業が所有している土地をどのように生かすことができるか」の場合であ

れ、「企業が開発事業を行うときに、その事業に即した土地をどのようにして選定するか」

という場合であれ、立地条件は調査の中で重要なポジションを占めるが、その他の諸項目

とも密接に関連するため、それらを踏まえた多面的な視点が前提になる。また、その内容

は、事業構想策定や企画提案書作成に反映されることになるため、その点も意識しながら、

総合的に検討を進めることだ。 

通常、立地条件を始めとする標準的な調査のプロセスは以下の通りである。 

（1）事業仮説の設定 

（2）仮説に基づく物件調査 

（3）市場調査 

（4）事業構想策定 

（5）企画提案書作成 

 

(1) 事業仮説の設定 

ａ．具体的な用途・活用イメージ  

「個人または企業が所有している土地をどのように生かすことができるか」の場合で

あれ、「企業が開発事業を行うときに、その事業に即した土地をどのようにして選定す

るか」という場合であれ、一旦、法規制や市場動向を離れて、あるべき、あるいは望ま

しい姿や方向を検討する。ただ、少なくとも、保有不動産または開発事業用不動産周辺

の地域の特徴や状況などについては、おおよそのことを頭に入れた上で仮説設定するこ

とが望ましい。 

その場合、「個人または企業が所有している土地をどのように生かすことができるか」

の場合は、以下の用途・業種から２～３種類選ぶ。「企業が開発事業を行うときに、そ

の事業に即した土地をどのようにして選定するか」の場合の不動産取得の場合は、該当

する用途に絞って仮説設定する。 

たとえば、用途・業種としては、以下の分類が考えられる。  

＊住居系 

＊事務所系 

＊店舗系 

＊余暇・宿泊系  

＊医療・介護・福祉系  

＊研究･学校系 

＊その他 

それぞれについて、具体的なテーマ例を抽出すると以下のようになる。 

＊住居系 － 賃貸マンション、アパート、社員／学生寮 

＊事務所系 － 一般事務所、貸ホール・貸スタジオ、 SOHO オフィス 
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＊店舗系 － スーパー、コンビニエンスストア、レストラン、飲食店、 

小売専門店 

＊余暇・宿泊系 － スポーツクラブ、カルチャーセンター、ホテル、  

健康センター 

＊医療・介護・福祉系 － 病院、診療所、高齢者ホーム、リハビリセンター  

＊研究･学校系 － 研究所、大学、専門学校、保育所、 

＊その他 － 倉庫・配送センター、研修センター  

 

この際、保有不動産または開発事業用不動産を含む広域のエリアを、上空から俯瞰

する形の資料として作成する。この資料を活用することにより、立地条件、敷地条件、

環境条件などを踏まえた市場の現状把握と、対象地に対する活用イメージ作りにつな

げることができる。 

(2) 仮説に基づく物件調査 

保有不動産の有効利用または開発事業用不動産における物件調査の項目は以下の通

りである。 

ａ．物件特性 － 適正用途の判定につなげる 

地積、敷地形状、道路幅員、接道状況、地盤高、日照、隣接地の状況 など 

ｂ．地域特性 － 地域の成熟度、富裕度、購買力などを把握する 

人口・世帯・所得・事業所、交通、周辺施設・利便施設、まち並み、自然環

境、都市計画、事業 など 

ｃ．法的規制 － 法的緩和・制限などの状況を把握する  

都市計画、建築規制、条例、指導要綱 など 

ｄ．権利関係 － 関係当事者からのヒアリングや裏付資料を確認する 

単独所有、共有、低地、借地、借家 など 

ｅ．税金関係 － 相続税対策、固定資産税／都市計画税動向を把握する 

路線価、固定資産税評価額 など 

ｆ．対象地の価格 － 担保や等価交換などに向けた評価額を把握する 

 

なお、立地条件を中心とする調査の留意点としては以下のことがあげられる。 

＜立地条件＞ 

・最寄り駅までの距離・所要時間はどうか  

・都心・ターミナル駅との関係はどうか  

・前面道路の歩行者通行量はどうか、歩行者動線との関係はどうか  

・車両通行量はどうか  

・仮説の施設は隣接地イメージと合っているか  

・集客力のある施設はあるか、客層はどうか  
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＜敷地条件＞ 

・敷地面積は施設用地として妥当か  

・用途地域の制限上や用途上の問題はないか  

・妥当な床面積がとれるか  

＜環境条件＞ 

・競合状況はどうか  

(3) 市場調査 

市場調査は保有不動産または開発事業用不動産における用途の仮説にもとづき、主と

して、需要動向、賃貸条件、分譲条件などについて情報を収集し分析する。 

ａ．住宅系の調査 － 情報誌と業界ヒアリングを中心に情報を収集する 

＊賃貸情報誌の活用 

＊地元業者へのヒアリング 

ｂ．事務所系の調査 － 情報誌、新聞情報、業界ヒアリング、地域のニーズ／特性

を収集する 

＊情報誌の活用 

＊新聞情報の整理 

＊賃貸仲介業者へのヒアリング 

＊地域特性の把握 

ｃ．需給動向賃貸条件の調査・分析 － 保有不動産または開発事業用不動産の周辺、

または立地特性の類似する他の地域における賃貸物件の供給状況を分析のうえ、

企画に反映させる 

＊賃貸供給状況 

＊賃貸需要の予測 

＊適正な賃貸条件 

ｄ．分譲市場の調査・分析 － 担保としての評価、等価交換の手法を採用する

場合の市場性の検討などに反映させる 

＊分譲供給状況 

＊分譲マンション需要予測 

(4) 事業構想策定 

事業構想とは、マクロ環境分析で把握された都市環境、社会的背景、経済動向に加え、

調査･分析及び保有不動産または開発事業用不動産の用途からくるさまざまなニーズを

総合的に集約して作成するもので、具体的には、以下の３つの項目を柱とする。 

・どのような建物を建築するか（適正用途・適正事業規模・入居テナント）  

・所要資金の調達方法  

・事業収支計画  
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ａ．適正用途の判定 

 評価項目として、例えば、法的規制、交通条件、環境対応、市場性、規模、競合状

況、将来性を抽出し、できるだけ定型フォーマットを活用して仮説による用途・業種

の妥当性を検討する。更に、立地条件の用途判定では、より詳細に検討する場合は、

用途・業種を問わず、以下の項目を評価／分析する。  

・最寄り駅までの距離  

・ターミナル駅までの距離  

・前面道路歩行者通行量  

・車両通行量  

・隣接地ゾーン利用状況  

・周辺（例えば半径２ｋｍ）の大規模施設状況  

 

図表 3-39 は用途判定フォーマット（立地判定テーブル）を用いた評価の一例である。 

立地判定テーブルでは、タテ軸に用途･業種の候補を並べる。例えば、住居系、事務

所系、店舗系という具合である。更に、事務所系の中での二次絞込みの場合は、一般事

務所、貸ホール・貸スタジオ、 SOHO オフィスなどが並ぶことになる。テーブルのヨコ

軸は評価項目を並べる。例えば、法的規制、交通条件、環境対応、市場性、規模、競合

状況、将来性などが並ぶ。次に、各評価項目の重要度を設定する。全体の持ち点（合計

点）が 100 となるように評価項目をウェイト付けする。その上で、用途･業種ごとの評

価項目を 5 点評価する。マス目の 5 点評価が行われると、それに各評価項目の重要度ウ

ェイトを乗じ、ウェイト付き得点を算出する。これをタテとヨコで集計すると総合評価

の得点が得られる。 
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図表８．立地評価テーブル（例）図表８．立地評価テーブル（例）

住居系

４

事務所系

店舗系

チェック
項目

法的規制 交通条件 環境対応 市場性 規模 競合状況 総合評価将来性

スコア ４ ２ ３ ５ ３ ２

評価項目
総合得点

５スコア

ウェイト付
得点

４ ４ ５ ４ ４ ４

４スコア

ウェイト付
得点

４ １ ２ ２ ２ ２

２６０
ウェイト付

得点 ６０ １７５ １５０ ５５ ９０ １６０

用途適正 立地条件 周辺環境 市場適正 敷地規模 競合度合 成長度合

８０
ウェイト付

得点 ２０ ５０ ４５ ２５ ３０ ４０

１００ ２０ １００ ７５ ２０ ４０ ８０

８０ ２０ ２５ ３０ １０ ２０ ４０

２９０

４３５

２２５

２０ ５ ２５ １５ ５ １０ ２０ （１００）

 

ｂ．適正規模などの判定 

＊適正事業規模 

適正規模の判定には、以下の２つの側面からの見当が必要になる。 

・事業収支面からの判断 － 概算収支による事業成立可能規模の把握  

・市場性からの判断 － 期待される収入から逆算した限界投資額の把握  

＊建物の基本プランの検討 

有効（専有）面積、間取り、付帯設備などの検討を行う。 

＊グレード 

建物・設備の材質、外観、設備の等級などの検討を行う。  

(5) 企画提案書作成 

「個人または企業が所有している土地をどのように生かすことができるか」の場合で

あれ、「企業が開発事業を行うときに、その事業に即した土地をどのようにして選定す

るか」という場合であれ、これまでに収集した情報の分析を踏まえてカウンセリングの

成果を明確に説明できなければならない。立地条件についても、企画提案書の中で評価

結果として反映させる必要がある。 

立地条件の評価を含む企画提案書の構成は以下のようになる。 

ａ．企画提案書の基本構成 

・はじめに  

・対象地の概要（立地条件、敷地条件）  

・市場動向  

図表 3-39 立地評価テーブル（例） 
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・事業の基本的な考え方  

・建物計画  

・概算事業収支計画  

・今後の検討課題  

対象地の概要の中の立地条件については、立地評価を織り込む必要がある。 

例えば、賃貸マンションと賃貸事務所のケースにおける評価の一端を紹介すると以下

のようになる。 

＜賃貸マンション＞  

・最寄り駅にも近く、中心部への接近性に優れた、極めて交通至便な立地  

・日常の生活利便性に富み、教育、文化施設など、あらゆる面で恵まれている  

・沿線イメージが高く、特に若者に人気  

・前面道路の交通量が多く、夜間も騒音が気になる  

・１階については、利便性を重視した店舗も充分成立可能  

・南側道路の向かいに６階建て住宅があり、計画する上で下層階は日照の影響がある  

「強み」としては、交通の便、生活利便性、地域イメージ、閑静 

「弱み」としては、騒音、日照やや難 

「計画コンセプト」としては、立地の強みを活かした建物にする、利便性を重視する、

小家族層をメインターゲットにした小型タイプの賃貸マンションにする。 

＜賃貸事務所＞ 

・交通利便性 駅から徒歩５分  

・駅から中心部へのアクセスは 30 分（直通） 

・周辺施設としては、駅ビルに百貨店、商店街も整備。銀行などの金融機関も多     

い 

・飲食店は駅ビル内及び近くの商店街  

・総合病院、クリニックは徒歩 10 分内  

・業務施設として上場企業本社ビル及び会員制スポーツクラブ  

・環境条件としては前面道路の交通量が多い、人通りも多い  

・徒歩５分内に公園  

「将来動向」としては、２年後地下鉄との相互乗り入れ予定 

「強み」としては、最寄り駅が近い、中心部へのアクセスに優れている、駅周辺の

商業、飲食店も充実、前面道路は 10 メートル、街路樹などの緑多い 

「事業の基本的考え方」としては、ライフサイクルを踏まえたビルとする、情報化

社会に対応したビルとする、近隣と調和したビルとする。 

ｂ．作成上の注意点 

企画提案書における立地条件に関わる部分では、以下の点について漏れがないよう

に留意すべきである。 
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＊交通利便性 － 主要交通機関からの距離、中心部へのアクセス、交通量など 

＊周辺施設 － 商店街、周辺利便施設など 

＊環境条件 － まち並み、公園、自然環境など 

＊将来動向 － 用途規制の変更、都市計画事業、都市計画道路、区画整理など 

 

以上、立地条件に関わる基本項目について、「個人または企業が所有している土地を

どのように生かすことができるか」の場合及び「企業が開発事業を行うときに、その事

業に即した土地をどのようにして選定するか」の場合の両側面から整理した。両方に共

通する部分もあれば、異なる部分もある。最後に、それぞれ固有に検討すべき項目をと

りあげる。 

 
「個人または企業が所有している土地をどのように生かすことができるか」の場合に

は、 

・不動産有効利用の際の建築名義と税務上の効果  

・不動産管理会社の設立  

についても併せて検討する。 

「企業が開発事業を行うときに、その事業に即した土地をどのようにして選定する

か」の場合には、立地判断や用途選定と併せて 

・事業手法として自主開発方式、定期借地権方式、等価交換方式  

についても検討する。 

 

【参考文献】 

｛１｝（財）不動産流通近代化センター、“不動産コンサルティング実務講座”、 

大成出版社、2003 

｛２｝にじゅういち出版編、“21 世紀の不動産コンサルティング”、 

にじゅういち出版、2001 

 

６ タウンマネジメント 

【総論】都市再生とまちづくり 

(1) 都市再生とまちづくりコンサルティング 

まちづくりコンサルティングは、まちづくり活動の立ち上げから、まちのビジョンづ

くり、計画の策定、そして継続的に活動する組織づくりまでの総合的な支援を行うこと

である。 

国は、地方都市を再生するために、中心市街地活性化基本法を制定して、市街地整備

と商業活性化を一体的に取り組むことを支援している。この法律を受けて、市町村が主

体となって、商店街活性化と市街地整備を一体的に進めている。中心市街地活性化基本
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法関連では、まちづくりコンサルティングとして、市町村の中心市街地活性化基本計画

の策定から、商工会議所のタウンマネジメント計画の策定、そして TMO（タウンマネ

ジメント機関）の支援などの仕事がある。また、市街地再開発事業の関連では、基礎調

査から、準備組合などの組織づくりの支援などの仕事がある。それから、都市再生や都

市核づくりなど、都市の中の核づくりの仕事も増加している。 

図表 3-40 中心市街地活性化基本計画の調査フロー 

 

 

商店街活性化のテーマは地方都市だけではなく、大都市圏でも多数存在している。大

 

 
・現状分析  
・関係者ヒヤリング  
・地域資源調査  

・商業者、行政、住民、民間団体等  
・地域資源の再評価  
・ビジョンや目標の共有化  

・住民ニーズ  
・商業者  

 

中 間 提 案 

・ 中心市街地の位置及び区域 

・ 中心市街地活性化の基本的な方針 

・ 中心市街地活性化の目標 

・ 市街地整備改善のための施策 

・ 商業等の活性化のための施策 

・ 公共交通体系のための施策 

・ 情報通信高度化のための施策 

・ ＴＭＯについて 

５．基本計画策定作業 

 
最 終 提 案 

１．現状調査 ２．多様な主体参加型ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

４．方向性検討作業 

中心市街地活性化の方向性の確認 

中心市街地活性化基本計画 

中心市街地の現

状と課題 
中心市街地活性

化の方向性 
中心市街地活性化の活力

源の考察 

第
１
ス
テ
ッ
プ
（
調
査
段
階
）

第
２
ス
テ
ッ
プ
（
方
向
性
確
認
段
階
）

第
３
ス
テ
ッ
プ
（
計
画
段
階
） 

３．ｱﾝｹｰﾄ調査 

 
・リーダーやグループの発掘と育成  
・地域の共通課題の確認  
・情報の公開  

まちづくりフォーラム 

 
まちづくり推進体制づくり 

タウンマネジメント構想・ＴＭＯの組成 

実
行 

導
入
ス
テ
ッ
プ 
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都市では、都心の再生事業が増加しており、丸の内、六本木、汐留、品川などの大規模

開発により、人の流れが変わりつつあり、銀座など既存の都心の繁華街は、新しい開発

エリアや渋谷、新宿、原宿、青山などの繁華街との競合が激化している。また郊外では、

マンション開発などで建物の高度規制や町並み景観の問題が起きている。大型ショッピ

ングセンターは、都市中心部の大型店が撤退して空きビルの活用を検討する場合もある。

また、再開発ビルのリニューアルに取り組むといったテーマもある。このように都市再

生とまちづくりに関わるコンサルティングは多岐にわたっている。 

(2) 都市の空洞化の現状と課題 

都市の空洞化については、地域で都市の必要性について合意を形成することが求めら

れる。郊外に道路が整備され、大型ショッピングセンターやロードサイド商店街が集積

した。このような状況で、なぜ都市を再生するのか、駅前などの中心市街地は住民の生

活に必要かといった議論が必要である。住民が、都市をどうとらえるか、まちをつくる

必要があるのかないのかという議論が必要とされている。 

中心市街地は、商業や業務などの様々な都市機能が集積している。中心市街地は住民

の生活や娯楽や交流の場であり、長い歴史の中で地域の文化や伝統を育んできた。つま

り都市はそのまちの顔でありシンボルといえる。たとえば都市に行くと、駅、市役所、

大きな病院、デパート、神社やお寺、劇場などがあるように様々な都市機能が集積して

いる。 

しかし、近年、都市内部の道路整備が遅れて、駐車場が不足しているなど、車利用者

にとってアクセスの不便な場所となった。一方で、国は、大型店出店の規制を廃止して、

原則自由にしたため、郊外に大型店が増加した。そして郊外商業集積が中心市街地の商

業を上回るという状況になった。商業だけでなく、住宅を求める住民も、郊外の住宅地

に移り住んできた。 

このような傾向の中で、都市の中心市街地をどのように位置づけていくのか、何が期

待されているのか、ということを地域の多様な主体間で確認する必要がある。 

まず、中心市街地は商業・業務などの都市機能が集まっていて、まとまったサービス

が受けられることから暮らしやすい場所である。65 歳以上の方が３人に１人の高齢社会

においては、高齢者は車を運転しなくなるなどの状況があり、高齢者にとって暮らしや

すいまちが求められるが、店舗・病院などの施設が身近にある中心市街地は生活しやす

いところで、都心の集合住宅に移り住む高齢者が増加すると予想される。 

もう一つは、中心市街地は生活や産業の面で交流する機会を提供するということだ。

社会人が異業種交流や勉強会を開催する場合や、関係者が協働でプロジェクトを立ち上

げようといった場合、郊外は集まりにくく不便な場所である。公共交通機関が発達し、

コンベンションセンターがあり、ホテル、ショッピングセンター、オフィスもある。こ

れが、都市が提供する重要な役割である。 

今後は成熟社会となり、財政難から公共投資があまり期待できないことから、これま
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で投資された公共施設が多数まち中に残っていることに着目して、これをどう活用して

いくかということが必要になってくる。 

(3) 都市再生のアプローチ 

まず、一点目は人を集めるということである。人を集めるためには、商業の魅力を高

める必要がある。現在、各地で取り上げられているテーマは、空き店舗や空きビルの有

効活用である。最近では、プロジェクトにデザイナーを入れて新しい価値を創造したり、

また若い人にチャレンジショップの機会を与えるといった、新しい試みが増えている。 

二点目は、都市に商業と文化・交流・福祉などの複合機能をつくることである。地方

都市の中心市街地の再開発では、百貨店や大型量販店に出店を要請しても、なかなか出

店できない経済情勢にある。そこで地元商業者が力を合わせて専門店街をつくる。それ

からローカルスーパーに、核店舗として入居を要請する。こういったテナントミックス

を基本としながら、上層階に駅前図書館や交流センターやミニホール、インターネット

やケーブルテレビ・スタジオといった情報コーナーを設けた複合ビルをつくって集客拠

点にしていくのが再開発の大きな目玉になっている。 

三点目は、ハード投資が限定される場合、イベントの開催など、ソフトでにぎわいを

出そうというアプローチがある。お祭りはいろいろなかたちで、各地で取り組まれてい

る。お祭りというと、遊びと思われがちであるが、まちづくりに取り組んでいくうえで、

住民をはじめとする多様な関係者の協働のきっかけづくりや、活動の組織化、テストマ

ーケティングの場として、大いに活用できるものである。また、祭りやイベントは、ま

ちに多数の参加者を引き込み、まちの再活性化につなげることも可能である。 

四点目は、まちが持っている地域資源を活用して観光客を集めようという動きである。

まちには、探せばいろいろな宝、歴史、魅力といったものがある。そういった地域資源

を磨いて、まちの人がすばらしいものだと気づくと同時に、人に見てもらう、楽しんで

いただくといった取り組みである。実際に経済効果を高めることができた事例が滋賀県

長浜市の黒壁だ。長浜市の黒壁館は、元銀行の空き店舗を取得して、ガラス工芸の館と

して活用したところ、観光客が 100 万人近く集まるようになり、同種の店舗をたくさん

つくるところまで拡大した。このように、まちに観光的な魅力を高める方法がある。 

五点目は、消費者が快適に過ごせる環境を整えることである。コミュニティ道路や歩

道を整備して歩きやすくするとともに、街路灯をつけて安全なまちとする。また、公園

やカフェテラスをつくり休憩できるようにする。また、高齢者や障害者のためにバリア

フリーのまちづくりに取り組む、美しい景観をつくりあげるなどである。よく商店街に

行くと、お店は並んでいるけど休憩する場所もないと言われる。こういったかたちでま

ちの中に、ほっとするような空間をつくって、まちに遊びに来てもらうということが重

要である。 

六点目は、交通アクセスを改善して来やすくするために、公共交通機関を整備するこ

とで、コミュニティバスや、市電を復活するということも活発に行われている。中心市
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街地は道路整備が遅れており、自動車によるアクセスについては非常に弱いため、これ

からは駐車場をつくるとか、道路を広げるということは難しいと考えるべきである。狭

いまちなかで、車に依存しないまちをどうつくるかが求められてくる。 

七点目は住む人を増やすということである。駅の周辺に高層マンションをつくって、

都心居住者が増加するという傾向が強まっている。住む人を増やすという流れは、これ

からも続いていくと予想される。 

以上、都市再生のアプローチを検討した。まちづくりといっても、非常に幅が広いこ

とがおわかりになるだろうか。単に住宅をつくるとか、ショッピングセンターをつくる

のではなく、交通アクセスの問題や公園など都市のアメニティの問題といったまちの環

境全部を考えることが求められる。 

この都市再生とまちづくりをどのように進めていくか、以下で検討する。 

 

6-1 都市再生 

1. ニーズ急増の背景とニーズの共通点 

都市再生は、我が国の活力の源泉である都市について、情報化、国際化、少子高齢化

等の社会経済情勢の変化に対応して、都市の魅力と国際競争力を高めることを基本的な

意義としている。そして、都市再生は、民間の資金やノウハウなどの力を、都市に振り

向けて、新たな需要を喚起して、経済を再生するとともに、土地の流動化を通じて不良

債権問題の解消に寄与するものである。 

そのため、政府は、環境、防災、国際化等の観点から、都市の再生を目指す 21 世紀

型都市再生プロジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的

かつ強力に推進することを目的として、平成 13 年５月８日、内閣に都市再生本部を設

置した。その後、平成 14 年 6 月 1 日、都市再生特別措置法が施行され、都市の再生に

関する施策を迅速かつ重点的に推進するための機関として、法律に位置づけられた。 

2. カウンセリング・メニュー 

都市再生は、都市中心部の商業集積や商店街の再生、都市中心部の低未利用土地の高

度利用、駅周辺の再開発や高度利用の促進、都心部の大型空き店舗の再生などのカウン

セリング・メニューが想定される 。 

(1) 都市中心部の商業集積や商店街の再生 

大都市圏、地方都市を問わず、バブル経済崩壊後、不動産価値の下落と経済の低迷

にあり、中心市街地の商業集積や商店街の業績が悪化している。 

経営者の高齢化、後継者難などの原因で商店街活動が低迷し、商店の魅力も低下し

ているが、一方でコンビニエンスストアや外食チェーンなどの新業態が増加し、ます

ます商店街の魅力が低下している。しかし、都心の地価が下落した結果、集合住宅が

増加し、人口の増加というチャンスもある。そこで、このような地域では、今後の商

店街のビジョン、まちづくりのビジョン、計画づくり、推進組織の支援が求められて
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いる。 

(2) 都市中心部の低未利用土地の高度利用 

都市の中心部には、産業構造の転換により空地となった工場跡地や、人口減少によ

る学校跡地などの低未利用土地が発生している。 

このような土地の利活用は、単に経済ベースで活用を図るのではなく、本地域の将

来的な発展に寄与するような利用形態を検討する必要がある。 

たとえば産業構造の転換により本地域の産業が空洞化しているのであれば、将来の

産業を創造・育成するような産業支援施設を整備することが期待される。そこで、地

域の発展方向を踏まえた土地利用計画を策定することが求められる。 

(3) 駅周辺の再開発や高度利用の促進 

駅周辺は、鉄道やバス会社の施設のほか、公共の広場空間、商店街、大型店などが

集合した複合的な利用をしている空間であるが、土地利用の密度は低い所が多かった。 

しかし、都市における駅周辺は、通勤・通学者の通過地点として利便性が高く、商

業、サービス、行政、教育、娯楽、居住、その他、様々なニーズに対応できる場所で

ある。 

そこで、駅を中心とした生活利便性の高いまちづくりに取り組むことが求められて

おり、全国で駅周辺のまちづくりが活発に行われている。 

本テーマでは、駅を地域交流のセンターとして位置づけ、様々な機能を複合化して、

多様な消費者のニーズにこたえられるような事業企画が求められている。 

(4) 都心部の大型空き店舗の再生 

郊外の大型ショッピングセンターの増加や、新たなショッピングセンターの開発増

加に伴い、都心の古い百貨店や量販店などの大型店が撤退するケースが増加している。

これは、次々に生まれる新しい業態に対して、古い店舗が変化対応できないことによ

るもので、空き店舗となった物件は、小売店舗として活用しにくいものが多い。 

しかし、都心部の大型店はまちのランドマークであったり、商店街にとって集客の

核であったため、閉店後のマイナスの影響は非常に大きなものである。そこで、早急

に活用を図り、集客力を回復して、まちの衰退を食い止める必要がある。 

そこで、このような物件が生じた場合は、商業利用だけでなく、公共利用など、総

合的な利用方法を、行政、住民、異業種企業などと協力して検討する必要がある。 

 

3. 不動産カウンセラーとのコラボレーションの可能性 

都市再生においては、行政、商工団体、商店街、企業、商店、自治会などの利害関係

者とともに、市民まちづくり活動団体、NPO など多様な主体との接点も多いが、主たる

顧客は、行政、商工団体、商店街、企業などである。 

本業務を推進するうえで、コラボレーションする相手としては、シンクタンク、コン

サルタント、都市計画プランナー、再開発コーディネーターなどである。シンクタンク
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やコンサルタントは、行政または団体、商店街の依頼を受けて、まちづくりのビジョン、

基本構想、基本計画を策定する。都市計画プランナーや再開発コーディネーターは、行

政、再開発準備組合などの依頼を受けて、ハード系のまちづくり計画や施設計画を策定

する。 

本業務において、コンサルタントや都市計画プランナーと協働して、主として地権者

等の利害関係者のカウンセリングを支援することは、都市再生事業のなかで重要な役割

であると考えられる。 

 

＜都市再生に関係する主体＞ 

・市町村：都市整備、産業振興  

・商工会議所、商工会、 TMO 

・商店街組織、自治会  

・企業、商店  

・市民まちづくり活動団体、 NPO 

・民間デベロッパー  

・都市計画プランナー、再開発コーディネーター  

・建築士  

・コンサルタント、シンクタンク  

 

4. ケーススタディ 

① 東京都中央区日本橋の活性化 

日本橋といえば、江戸時代には、諸街道の起点として商業の街で栄え、明治時代に

は、経済の中心地として栄えた歴史ある街である。しかし、最近は、大手百貨店が撤

退したり、空き地や空きテナントが増加する等、地域一帯に沈滞ムードが漂っていた。

こうした状況に危機感を持ち、「日本橋をもう一度活気ある街にしよう！」と立ち上

がった室町地区の地域商業者 44 店舗で構成される団体が「日本橋一歩会」である。 

以来、「日本橋一歩会」は、日本橋を活性化させるための勉強会を開いたり、諸国

の物産品を集めた集客イベントを開催したりと、様々な取り組みを行ってきた。時に

は活性化に成功した地域への視察を行い、いくつかの取り組みを参考にすることもあ

った。 

しかし、こうした取り組みを続けていく中で、「地域商業者だけで街の活性化を行

うには限界があるのではないか。」とある種の手詰まり感を感じるようになった。ま

た、一歩会も「従来までの箱物中心の活性化策では、仏造って魂入れずになってしま

い、活性化が持続しない」と考えていた。 

 

そこで一歩会は、地域活性化の活動に「まちづくり」の視点を入れることを決めた。
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そこで、コンサルタントに「日本橋活性化プランを策定してほしい」と依頼した。こ

うして日本橋活性化プロジェクトは始まった。 

 

まちづくりは住民を巻き込まなければ成功しないため、今回のプロジェクトでも、

「日本橋の現状」を調査したり、「一歩会との会合」を重ねる度に、「商業者以外の

意見を取り入れる必要がある」と考えた。そこで、住民が少ない「日本橋」という地

域特性を考慮して、普段、日本橋で勤務している一般のビジネスパーソンを巻きこん

で、活性化フォーラムを行うことを決めた。フォーラムには、募集枠 30 名のところ

50 名も集まった。集まったメンバーも、日本橋に勤める大手金融機関や建設会社のビ

ジネスパーソン、公務員、大学講師など、多彩な顔ぶれだった。 

フォーラムは原則、月１回の割合で、約２時間行われていった。プログラムは、基

本的には、討議テーマの説明後、グループ毎の討議（グループワーク）を行い、グル

ープワークの成果発表を行って終了するという形式を取っていた。フォーラムでは、

自由な雰囲気の中、様々な意見が交換された。実際メンバーの一人は「活発に意見が

出て面白かった」と感想を述べている。自由な意見が飛び交うとはいえ、議論は白熱

したものになった。「時間が足りなかった」「参加者のエネルギーが感じられた」と

いうメンバーの言葉は、議論にかけるメンバーの「真剣さ」を物語っている。 

フォーラム終了後はメンバーの間で討議された内容やメンバーのアンケートの結

果を「かわら版」という形でまとめた。約 100P にまで膨らんだ膨大なフォーラム活

動記録には、参加メンバー50 人が考えた様々な活性化策が記録されており、「今とな

っては大変、貴重な記録」となっている。半年で６回開催されたフォーラムの討議内

容は、最終的に、以下に示す「４つの提案」にまとめられ、2002 年３月、提案発表会

が行われた。発表会は様々なメディアにも取り上げられ、注目を浴びた。参加者は、

発表会終了後、「メンバーが新しい力、新鮮な発想でまちを考えてくれて、とても良

い方向に進んだ」とこのプロジェクトを評価した。 

「日本橋活性化フォーラム」は、その後新たな参加者を募集して継続しつづけてお

り、現在第４期目に入り、４つの活性化プランをより具体化し、日本橋室町地区にお

いて実行に移している。 

その後、商店街活性化に取り組む行政の注目するところとなり、「中央区観光まち

づくりフォーラム」の企画運営や、「中央区商店街振興プラン」の策定など、中央区

の商店街再生の支援につながっている。 

 

・案件処理に要した標準的な時間  

第 1 期は６ヶ月間、毎月１回３時間のフォーラムを開催した。毎回準備に１日、開

催日に１日、終了後の整理に１日、合計３日必要であり、第１期は６回で合計 18

日要したことになる。その間、企画と運営を行うリーダーと、当日の取材とかわら
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版を編集するスタッフの２名を必要としている。第２期は 12 ヶ月で、12 回開催し

たので合計 36 日要したことになる。 

 

・案件処理の留意点  

本件は、日本橋室町の商業者との勉強会からスタートし、日本橋活性化フォーラム

ではビジネスパーソンや日本橋学生工房の学生と協働するなど、多様な関係者とゆ

るやかな関係をつくりながら拡大してきた。都市再生といえども、少数の特定地権

者だけではなく、多様な主体が関わる案件が多いことから、フォーラムのような開

かれた議論の場を用意するとともに、楽しく活動しながら実績をあげていくことが

重要である。 

 

② 尼崎市阪急塚口駅前再開発ビルのリニューアル 

本物件は、尼崎市の北の玄関口である阪急塚口駅前に位置し、昭和 53 年 7 月に開

業以来、駐車場やデッキの整備を行いながら、尼崎市有数の商業集積として発展して

きた。しかし、近年、長引く不況による消費の落ち込み、消費者のライフスタイルの

多様化、周辺地域への大型店の進出、都市整備への対応など、当商業集積を取り巻く

環境は激変し、マンネリ化による集客力の低下、空き店舗の増加、個店の経営悪化な

ど、多くの問題が顕在化してきた。また施設面でも改修と変更が必要な時期にきてい

た。 

当商業集積は開業後 25 年を迎える節目の年であることから、当商業集積の現状と

課題、将来の発展の方向を検討することを目的として、本コンサルティングを実施し

た。本コンサルティングは、行政施行の市街地再開発事業で誕生した当物件を、尼崎

市塚口のまちづくりの視点から検討した。本物件は、区分所有型のビルであり、個々

の所有者がそれぞれの区画で商売をしている形態のため、全体を総合的に管理するデ

ベロッパーが不在で、抜本的なリニューアルに取り組めない状態にあった。そのため、

検討に際しては、管理会社である尼崎都市開発株式会社が中心となりつつ、地権者、

商業者とともに検討した。また、当商業集積を利用する消費者からみた意見や要望を

収集して、消費者に支持される商業集積を目指すとともに、尼崎市のまちづくりの考

えなどをヒアリング調査しながら、まちづくりとしての当商業集積の位置づけや方向

性を探った。 

本コンサルティングでは、関係者参加型の計画策定プロセスを実現するために、シ

ョッピングセンターの関係者とコンサルタントの調査検討作業を一体の活動と位置

づけて、同時並行的に推進した。また、多様な生活者の意見を集めるために、消費者

グループインタビュー調査や大学生ワークショップを実施した。さらに、地権者やテ

ナントの主体的な活動や判断を引き出すために、コンサルタントがたたき台を用意す

るのではなく、地権者やテナントが主体となって学習、調査、検討し、交流して学び
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あうようなシステムとするために、ワークショップ方式でオープンな議論を行った。 

第１期は６ヶ月の期間をかけて、商業集積の現状と問題点および将来の方向性を明

らかにするとともに、今後、どのように活性化に取り組んだらよいか、代替案を整理

して、関係者の合意形成を図った。 

 

    図表 3-41 再開発商業施設の調査フロー 

 

・案件処理に要した標準的な時間  

本件はコンサルタント２名でチームを編成し、事前準備の会合に３回、３日間を要

した。コンサルティング決定後は、６ヶ月間、毎月１回ワークショップを開催した。

その他、現地および周辺環境調査に１日、消費者グループインタビュー調査に２日、

消費者ワークショップに２日、先進事例調査に１日、その他毎回の「かわら版」と

報告書作成に時間を要した。全体としては、２名で合計 50 日程度投入した。 

 

・案件処理の留意点  

 本件では、一般的な商業ビルのリニューアルと異なり、区分所有形態のビルであり、

権利者の合意形成が、リニューアルの大前提にあるという点が、大きな留意点であ

った。そのため、商業施設の評価診断だけでなく、関係者の合意を形成するための

プログラムを用意して、関係者が自分で問題を整理して、決断する環境づくりを行

った。ワークショップ手法を活用することが大いに有効であり、１回だけ従来型の

委員会形式の進行をしたところ、会議が大いに荒れてしまったことがあった。その

ため合意形成のための手法というものが重要である。 

 

5. 不動産カウンセラーに求めるスキル 

都市再生・まちづくりにおいて、不動産カウンセラーに求められるスキルは、関
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係者の合意形成の支援スキルである。都市再生・まちづくりにおいては、地域の多

様な主体が存在し、これら主体との協働が求められる。具体的には、行政、商工団

体、商店街、企業、自治会、住民などが関わってくる。 

関係者の合意形成をスムーズに行うためには、関係者参加型の会議を運営して、

情報を公開・共有しながら、オープンな議論を行うことを重視する。そのため、ワ

ークショップといわれる参加型会議の形式を有効活用することを勧める。ワークシ

ョップでは、コンサルタントにかわって、ファシリテーターと呼ばれる中立的な立

場から進行を支援する司会を起用する。ファシリテーターは、関係者の意見を引き

出し、関係者自ら意見を整理統合することを側面から支援する。コンサルタントが

たたき台を先行作成して、提示していく手法を取るのに対して、ファシリテーター

は、関係者自身が考え、決断することを支援する。不動産カウンセラーには、不動

産に関するコンサルタントのスキルに加えて、ファシリテーターのスキルが求めら

れる。 

 

6. 必要なパートナー構成 

本業務においては、以下のパートナーと連携して取り組むこととなる。 

(1) 国、都道府県、市町村 

都市再生とまちづくりのビジョン、計画を策定するのは市町村である。また国、都

道府県の法律、規制なども関係してくる。しかも、市町村が主として業務の発注者と

なる。具体的には、商業振興、産業振興は経済産業省、都道府県の商工部、市町村の

商工課となる。また都市整備は、国土交通省、都道府県の都市整備部、市町村の都市

整備課となる。 

(2) 第 3 セクターの管理運営会社 

行政は土地開発、住宅開発、施設開発などで第３セクターを設立して開発運営して

いる場合が多い。そこで、第３セクターを窓口として、土地利用、再開発事業に取り

組むことがある。 

(3) 商工会議所、商工会、TMO 

商店街活性化、まちづくりは商工会議所、商工会、TMO の担当分野でもある。こ

れら組織は業務が多岐に渡っているため、専門人材が内部に不足しており、コンサル

タント、中小企業診断士を起用して取り組むことが多い。そのため、当該地域のこれ

ら団体とパートナーシップをつくりあげることは重要である。 

(4) 大学 

都市再生・まちづくりにおいて、大学が参加するケースは非常に多い。まちづくり

活動は、基礎調査、イベント、ワークショップ、社会実験など、いろいろな活動があ

り、人材と時間を必要とするが、費用が充分にない場合、コンサルタントに有償で多

数の業務を委託することはできない。そこで大学の研究室とパートナーシップを形成
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して、指導教授と学生に研究テーマとして取り組んでもらい、現地に入り、活動して

もらうことが有効である。 

(5) 都市計画プランナー、再開発コーディネーター 

都市計画の専門家はその資格により、国土交通省の事業スキームに従って、制度的

な委託資金を受けて活動することができる。しかし、商業、資金調達、販促など、専

門分野以外のノウハウについては、個別の専門家とパートナーシップを組んでいる。 

 

6-2 まちづくり 

1. ニーズ急増の背景とニーズの共通点 

街は、人々が繰り出し、遊び、集うことで、活気ある空気が通うようになる。中心市

街地は、地域の顔であり、人々の生活拠点としての役割を担っている。その中心市街地

で、人々の意識が街から離れていく一因として挙げられるのが、成熟化し多様化した生

活者のニーズに応えられない、従来型の商業集積や期待感の持てない旧態然とした街の

あり方にある。 

まちづくりは、中心市街地に新しい息吹を吹き込み、地域の持つ固有の歴史や文化を

継承できる街をつくることを目指す。居住している人々にとっては自らの生活の基盤で

ある中心市街地に愛着を持ってもらうこと、観光客など外から訪れる交流人には、地域

の魅力的なイメージを伝えることで“ぜひ行ってみたい街”としての意識をもってもら

うこと、これら街の利用者の視点に立った街のあり方を模索し、それらを具体的な形と

して提示することで、魅力的な中心市街地活性化を打ち出す。来街者にとって魅力的な

街のあり方を考えるとともに、商業者の投資意欲が高まるような都市基盤整備の位置付

けをしないかぎり、街の活性化にはつながらない。そこで、まちづくりは、人々が楽し

みながら来街することのできる、にぎわいのある街として再生させることを基本姿勢と

して、将来を見据えた商業活性化事業の検討を併せて行うものである。 

 

●まちづくりの視点 

・商業中心地としてのにぎわいづくり  

街がにぎわい、人々が楽しみながら回遊できる中心市街地を目指し、今後ますます

多様化する生活者の期待に応えられる、商業地のあり方を検討する。 

・中心市街地型ライフスタイルの提案  

中心市街地という将来性をふまえ、高齢者をはじめとする多様な住民の中心市街地

居住など、新しい中心市街地型ライフスタイルを実現させる地域へと活性化させ、

より良いまちを創造する視点から検討する。 

・地域の個性を活かした魅力づくり  

地域の個性を活かし、他の地域にはない楽しさを創造することで、全国から観光客

をはじめとする交流人を引きつけることのできるまちづくりを行う。そのため、地
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域資源を発掘し、活性化の活力とするべく検討する。 

 

●まちづくりのアプローチ 

中心市街地では、核店舗の計画撤退に伴う再開発事業の頓挫や、大型店の撤退と空

き店舗化などが発生しており、今後も大型店が中心市街地に立地することは考えにく

いことから、大型店に依存せず、商業者が主体的に独自の計画を作成することが求め

られる。 

・地元商業者主導の計画づくり 

  大型店を核店舗とする商業施設開発では、テナント部分は大型店のマーチャンダイ

ジングを基本として調整することで成立してきたため、地元商業開発組織にテナン

トミックスの能力は必要とされなかった。しかし、核店舗を持たない複合商業施設

では、地元商業者が中心となって、ターゲットの設定からテナントミックスまで推

進することが求められる。 

・多様な事業参加者の統合 

  商業施設事業主体の設立においても、大型店の資金、人材、ノウハウに依存できな

いため、地元の行政、商工団体、商店街組織、商店、企業などの多様な事業参加者

から、資金、人材、ノウハウを調達するとともに、多数の参加者を統合していく必

要がある。 

・地域密着型の商業施設 

 消費者行動は、大都市、郊外、中心市街地、近隣などの商業集積を選択的に利用す

る傾向を強めている。このような広域的な競合の中で、中心市街地の商業施設は、

中心市街地の住民と通勤・通学者や観光客などの来街者を対象とした地域密着型の

テナントミックスを検討する必要がある。 

・地元商業者の業態転換の促進 

  地域主導の複合商業施設開発では、地元商業者の出店が前提条件とされている。し

かし、地元店の既存業態は必ずしも住民ニーズに合致しておらず、既存業態のまま

でテナントとして受け入れることは難しい場合がある。そこで、複合商業施設開発

を契機に地元店の業態転換を促進することが必要であり、複合商業施設開発のテナ

ントミックスは、地元店の業態転換の筋道を明示するものでなくてはならない。 

 

2. カウンセリング・メニュー 

地元主導の複合商業施設の開発ステップは、従来の大型店主導の開発ステップと大き

く異なる。地域主導による複合商業施設開発は、地元商業者が主体的に考える場づくり

から始めて、住民ニーズを探る調査、商業者・コンサルタントの共同作業、そして計画

案の検証調査といったステップをとる。 

  



 
 
 

 - 184 -

・商業者ワークショップ 

  大型店が計画から撤退した再開発事業などでは、再開発組合活動が休止もしくは低

調となり、地元商業者の間に無力感やあきらめ気分が漂っている場合が少なくない。

このような事業は、核店舗や行政または企業の支援に依存していることが多く、地

元商業者が計画づくりに参加して主体的に考えることが少なかった。 

  このような場合、従来の商業施設計画を白紙に戻して、地元商業者主体で新たな視

点から商業施設開発に取り組む必要がある。商業者が現状の商業の問題点や課題を

考えて、複合商業施設の今後の方向性を見出すことができるように、商業者が主体

的に考える参加型会議（ワークショップ）を開催する。ワークショップとは、参加

者みずから討議・作業しながら計画などを作成する参加型の会議形式で、コンサル

タントなどが作成した事務局素案に対して意見を述べる従来の委員会形式と区別

される。 

  商業者でワークショップを開催しているとやがて議論も煮詰まるため、市民や各種

団体と交流して意見交換を行うフィールドワークの場づくりを行うことも重要で

ある。 

・住民グループインタビュー調査 

  大型店を持たない複合商業施設は広域的な集客力を発揮することが難しいため、地

域密着型の商業施設として中心市街地の住民と来街者ニーズにきめ細かく対応す

る必要がある。たとえば若者や女性など特定の顧客ターゲットに絞り込むのではな

く、子供から高齢者まで、多様な世代が多様な目的を持って訪れることを想定した

商業施設とすべきである。 

  そこで、中心市街地の住民や来街者を多数のクラスターに分けて、それぞれのニー

ズを探ることが必要である。調査方法は、住民と来街者をクラスターに分類して、

グループインタビュー調査を実施する。グループインタビュー調査は、くつろいだ

雰囲気の中で、毎日の生活や、個人の意識、関心からはじまって細かな消費行動ま

で聞き取る方法である。 

・商業者、コンサルタントの共同作業による計画案作成 

  商業者ワークショップの成果を踏まえて、コンサルタントが複合商業施設計画案を

整理し、商業者ワークショップで提案説明、商業者とコンサルタントが討論して計

画案を深める。商業者の検討成果とコンサルタントの計画案は方向性において一致

することが多く、このことで商業者は大きな自信を持つことができる。 

・計画案検証のためのヒアリング調査 

  計画案に対するテナント誘致および消費者の受容性について、あらかじめ検証して

おく必要がある。検証作業は、テナントの出店可能性評価と、利用する住民や来街

者の利用意向評価の 2 つを実施する。 
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3. 不動産カウンセラーとのコラボレーションの可能性 

まちづくりにおいては、行政、商工団体、商店街、企業、商店、自治会などの利害関

係者とともに、市民まちづくり活動団体、NPO などとの接点も多いが、主たる顧客は、

行政、商工団体、商店街、企業などである。 

本業務を推進する上で、コラボレーションする相手としては、シンクタンク、コンサ

ルタント、都市計画プランナーなどである。シンクタンクやコンサルタントは、行政ま

たは団体、商店街の依頼を受けて、まちづくりのビジョン、基本構想、基本計画を策定

する。都市計画プランナーは、行政、再開発準備組合などの依頼を受けて、ハード系の

まちづくり計画や施設計画を策定する。 

本業務において、コンサルタントや都市計画プランナーと協働して、主として地権者

等の利害関係者のカウンセリングを支援することは、まちづくりのなかで重要な役割で

あると考えられる。 

  

＜まちづくりに関係する主体＞ 

・市町村：都市整備、産業振興  

・商工会議所、商工会、 TMO 

・商店街組織、自治会  

・企業、商店  

・市民まちづくり活動団体、 NPO 

・都市計画プランナー、再開発コーディネーター  

・コンサルタント、シンクタンク  

 

4. ケーススタディ 

① 神奈川県秦野市シビックマート構想 

人口 16 万人の地方都市秦野市における取り組みを引用しながら紹介する。秦野市

では、行政施行の市街地再開発事業が大型店の計画撤退で頓挫、地元商業者がリーダ

ーとなって市の支援のもとにまちづくり協議会を設立、当該地区だけでなく周辺の商

業者・住民の参加のもとに、ワークショップ形式で複合商業施設開発の計画作成を行

った。 

最初に商業者・住民でワークショップを４回開催して、「お客様本位のまちづくり」

「文化と情報のまちづくり」「観光的な魅力のあるまちづくり」「生活快適なまちづ

くり」の４テーマごとに問題点や課題を整理した。 

次いで、高校生、OL、主婦、高齢者など、さまざまな住民と意見交換するフィー

ルドワークを 11 回開催した。その結果、商業者は自分たちで整理した課題や方向性

を住民との対話で再確認するとともに、複合商業施設の方向性に自信を得ることがで

きた。高校生、大学生、OL、主婦、サラリーマン、高齢者の６つのクラスターに分
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けて、グループインタビュー調査を実施、複合商業施設のターゲットを 12 のクラス

ターに細分化して、それぞれのニーズを明らかにした。 

また、約 20 社のテナント候補企業をリストアップして、訪問調査を実施、立地や

計画案に対する支持を確認するとともに、いくつかの要望や意見を今後検討すべき課

題として整理した。その結果、まちづくり協議会で計画案を短期間に合意することが

できた。 

 

・案件処理に要した標準的な時間  

 第 1 期は「まちづくりビジョン」を策定するために、2 名のコンサルタントで 6 ヶ

月を要した。第 2 期は「特定街区のまちづくり基本計画」を策定するために、5 名

のコンサルタントで 1 年間を必要とした。 

・案件処理の留意点  

 本件は商業施設開発であったので、実現可能な商業施設のテナントミックスの検討

が求められた。そのため、コンサルタントは、商業プランナーとパートナーを組ん

でテナントミックス調査を実施した。 

 

② 山口県防府市駅前再開発事業 

防府市は、山口県央部に立地して、豊かな歴史や自然をもとに、地域固有の文化を

育んできた。近年は山陽自動車道が整備され、高速道路へのアクセスが容易であるこ

とから、県内外との広域交流が活発化している。生活者ニーズの多様化・高度化、自

動車社会の進展、大店法の廃止と大店立地法の制定などにより、防府市においてもス

ーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの出店が増加して、中心商店街の空洞

化が顕著になった。また、中心市街地の空洞化を引き起こしたのは商業問題だけでな

く、各種公共施設や、企業などの事業所、学校なども相次いで旧市街地から郊外に移

転して、中心市街地の空洞化に拍車をかける結果となった。 

防府市は中心市街地に新しい息吹を吹き込み、防府市の持つ固有の歴史や文化を継

承できる街の基盤をつくることを目指して、中心市街地活性化に取り組んでおり、商

店街・市民・自治会・商工会議所・市が一丸となり長期的視野に立って「新生 防府

市」を具現化するために「TMO 構想」を作成した。その中で防府駅北東地区は、そ

の中心的な事業としての役割が期待されていた。本調査は、防府駅北東地区における

公益施設について、施設整備の内容や民間活力の活用に関する検討を行うことにより、

本地区にもっともふさわしい施設整備の手法及び方針を作成することを目的とした。 

 調査は以下の内容を実施した。 

 

・前提の整理   

全国の公共公益施設、特に駅前における施設立地の状況と施設内用を把握した。当
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該地区を取り巻く周辺環境を広く把握し、総合計画等の上位計画や都市基盤整備事

業、その他の関連計画から当該地区の現況を読み込んだ。また、防府市の公共施設・

公共サービスの現状と課題を整理した。防府市を取り巻く県内の広域的な公共公益

施設やサービスの状況と連携について検討した。 

・関係者意向調査  

市民ニーズを利用と参画の両面から把握し、公共施設や公共サービスに対する市民

の利用ニーズを明らかにした。特に、子供、若者、女性、高齢者など世代別にきめ

細かくニーズを把握した。市民が公共施設や公共サービスに参画したい意向を明ら

かにした。特に、既存の団体だけでなく、具体的な市民グループ、NPO など、幅

広くとらえて、調査した。 

また、公共施設ゾーンにおいて、施設やサービスを提供しようとする企業や団体を

調査する。防府市が本事業において関与しようとする事業を整理した。 

・方向性検討作業  

市民の公益施設に対する利用ニーズ、公益施設の運営に対する参加意向を把握整理

した。企業・団体の公益施設整備に対する参加意向や参加方式を整理した。防府市

関係部課の公益施設整備に対する予定事業を整理した。 

・整備手法の検討  

整備手法として、公設公営、公設民営、３セク、PFI（BOT、BTO）それぞれの手

法の比較検討を行った。 

PFI 先進事例調査  PFI に関する先進事例を調査した。施設内容ごとの民営又は

PFI 方式導入の適否を検討した。PFI 導入による VFM の把握、民間事業者選定の方

法を検討した。民営又は PFI 方式の導入に係る諸課題を整理した。 

・事業計画策定作業  

公共施設のあるべき姿を鮮明にするためのコンセプトを設定し、当事業の軸とした。

行政・商業者・団体・住民が一つの方向に向かって協力体制をとるための基本的考

え方を形成し、街の人々や利用者にとってのまちづくりを推進した。当該施設を利

用する市民を、子供、若者、女性、高齢者などきめ細かく分類して、それぞれの利

用イメージを具体的に描く。導入機能と内容を具体的に整理した。導入機能ごとに、

施設規模を算定した。施設やサービスを提供する主体を整理した。公設公営、公設

民営、３セク、PFI 手法を比較検討した。本事業では、行政だけでなく、公益的な

団体、民間企業、市民団体 NPO、市民ボランティアなどが多面的に事業に参加す

ることを想定した。行政、団体、企業、市民などが参加した運営体制を整理。公益

施設整備のスケジュールを整理した。 
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     図表 3-51 タウンマネジメントの概念 

 

 

5. 不動産カウンセラーに求めるスキル 

特定地区のまちづくり事業では、実践的な計画が求められることから、行政、再開発

コーディネーター、建築家、商業プランナー、金融関係者など、各分野の専門家とのコ

ラボレーションの機会が非常に多くなる。日頃から、専門家のネットワークを広げてお

き、必要な時に的確な情報が得られるようにするとともに、いつでもプロジェクト・チ

ームを結成できるように信頼関係を築いておく必要がある。 

 

6. 必要なパートナー構成 

本業務においては、以下のパートナーと連携して取り組むこととなる。 

 

 
市 

中心市街地活性化基本計画の推進 

市民・商業者・企

業・行政の交流・

連携による街づ

くりの中核組織 

企業

市民まちづくり

支援センター 

タウン・マネジメント組織（TMO）

支援 

人材育成 
活動支援 

社会貢献活動

市 民 商工会議所 

市民グループ

ＮＰＯ 

市民 

新規起業家 

市民活動

の活発化 
市民ビジネ

スの創造 

市民のまちづく

り提案や活動 

商業会 

商店

空き店舗

の活用 

新規起業家の育成 
チャレンジショップ 

市民参加型まちづ

くりの推進 

庁内の横の連携強化

(庁内検討委員会) 

国・県 関係団体
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・商業プランナー  

 商業施設の経営分析、消費者調査、商圏分析、テナントミックスなどの業務に精通し

たプランナーを導入して、商業施設としてのしっかりとした経営計画を策定する必要

がある。 

・再開発コーディネーター  

 まちづくりを市街地再開発事業で取り組む場合は、再開発コーディネーター人材を必

要とする。 

・建築家  

 施設計画と事業費の見積は早期の段階で求められるため、建築家と協働する必要があ

る。 

・金融関係者  

銀行借入だけでなく、不動産証券化、PFI など、多様な資金計画手法について、専門

家とパートナーを組む必要がある。 

 

6-3 再開発関連 

全国的にデフレ傾向が長く続き地価が下落しているときには、再開発事業の出現の可能

性は低いと考えられている。法定再開発事業のように長期間にわたり多数の地権者をまと

めていく場合に、権利床や譲渡を予定する保留床の価格が変動し、権利調整ができないば

かりか保留床の買い手も見つからない状況となっている。特に地方においては、経済力も

弱く地元の地域開発の意欲も減退しているところが多いため従来の再開発手法が適用で

きる可能性は極めて低いものと考えられる。 

一方、大都市圏では、プロジェクト・マネジメントや PFI の手法で新たな開発が進んで

おり不動産証券化に伴う開発手法や定期借地権を利用する PFI 事業など再開発事業の多様

性が高まりつつある。 

したがって、再開発関連の事業に対するニーズや規模、手法等について大都市圏と地方

都市において同一の基準でその事業出現の可能性を追及することは困難であり、ここでは

地方の都市再生をイメージした再開発関連手法について検討するものとする。 

(1) 地方の実情にあった身の丈の再開発 

全国の地方都市のほとんどが少子高齢化社会やモータリゼーション社会の影響で旧

来の中心市街地にある商店街が郊外に集積した SC（ショッピングセンター）に顧客を

奪われ賑わいを失いシャッターロード化しているのが実情である。本来であればこのよ

うな時期こそ商店街の振興組合等が商店街の近代化事業や再開発の構想を掲げて地域

再生への意欲を示さなければならないものであるが、後継者問題、将来への不安等によ

り業種業態の転換や協業化、協同化ができない状態になっている。また、昔からの店舗

併用住宅や小規模工場等の跡地が空き地になり青空駐車場が点在し、地域の空洞化を象

徴する状態になっている。 
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このような状況の市街地の再開発に適するのは法定再開発よりも任意の再開発事業

（優良建築物等整備事業等）が事業実現の可能性が高い。特徴は、少人数で、民間主導

で、スピードが早くできる再開発事業である。 

次のようなときに事業の導入を検討してみる必要がある。 

○ 敷地が狭く、不整形で個別の建替えが難しいので隣人と共同でビルを建てて土地

の有効活用を図りたい。 

○ みんなでつくったルール（建築協定、地区計画等）に沿って建替えして、良好な

街並みを整備したい。 

○ 店舗を共同建替えして、魅力ある商店街づくりをしたい。 

○ 公共事業に土地を提供し、敷地が狭くなったので、共同ビルを建替えたい。 

○ マンションが古くなったので建替えたい。 

優良建築物整備事業の概要は、次のとおりである。 

■優良建築物等整備事業 

優良建築物等整備事業は基礎要件＋タイプ要件を満たす必要がある。 

     ○基礎要件 

施工 

面積 

おおむね 1,000 ㎡以上 

ただし、市街地総合再生計画区域内等の場合は 500 ㎡以上 

なお、施工面積には敷地に接する道路の一部も含まれる。 

空地 

面積 
一定規模以上の空地を確保すること。 

接道 6m 以上の道路に 4m 以上接すること。 

階数 地上 3 階以上にすること。 

構造 耐火建築物または準耐火建築物にすること。 

 ○タイプ要件（事業の 3 タイプ） 

 共同化タイプ 

２人以上の地権者が、複数の敷地に共同ビルを建設する事業（ただし、地権者が２

人の場合は 200 ㎡未満の狭小敷地又は不整形の土地を含むこと） 

 市街地環境形成タイプ 

  次のいずれかの要件に該当するもの 

① 建築協定等に基づく壁面の位置、建物の形態、意匠等の制限を受けるもの。 

② 日常開放された有意義な公共的通路等を整備するもの。 

③ 事業認可前の都市計画施設用地等を歩行者空間として確保するもの。 

④ 一定台数以上の公共駐車場と一体的に整備するもの。 

 マンション建替えタイプ 

  次のすべての要件に該当するもの 



 
 
 

 - 191 -

① 市街地総合再生計画区域内にあること、又は公開空地の確保等により周辺市

街地の整備に寄与する事業であること。 

② 法定耐用年数の３分の１以上を経過していること。 

③ 区分所有者が 10 人以上であること。 

④ 区分所有者全員の総意による建替え決議等がされていること。 

⑤ 建替え後の延べ床面積の２分の１以上を住宅の用に供し、かつ従前の戸数ま

たは延べ床面積以上であること。 

(2) 地方分権と地域再生 

国が進めている地方分権化により、市町村の合併と補助金、交付税の見直し等により

地方自治体の行財政改革が求められている。ほとんどの自治体が、過去の大型投資事業

により公債が増え続け新規の投資的事業の展望が開けない状況下にある。しかし、高齢

化社会が進行する状況は、年々スピードアップし介護や福祉にかかわる事業の施策は、

緊急性が高い。 

このように、行政に金がない状況で中心市街地や高齢者対策の事業を進めるときに有

効な事業が PFI や定期借地権等を使った公有地の有効活用事業である。また、NPO が急

速に組成され、行政の合理化と併せて官民の協働化が進んでいくものと見込まれる。 

不動産カウンセラーが、行政等に対して先導的に着手すべき主な事業を掲げると次の

ようなものがある。 

・ 少子化に伴い小、中学校の廃校跡地の活用  

・ 高齢者の都心居住施設整備  

・ 公的施設の統廃合計画  

・ 公営住宅の更新計画  

・ 移転後の大規模施設跡地の利活用  

・ 区画整理地域内の未利用地の活用  

(3) 中心市街地活性化事業 

全国的に市町村の中心市街地活性化事業計画の策定が進行している。背景には、地方

分権の進展により、地方の「自立」と「責任」が求められ、自らの力で地域再生を図ら

なければならない状況に追いこまれている。 

また、国は地方再生を重点政策に掲げ、「特区」や「まちづくり交付金」の制度を整

え「地域再生計画」を支援する態勢にある。 

これらの再生計画の作成にあたって地域の実情を知り尽くした不動産カウンセラー

の役割は、重要な位置を占め行政や民間が進める地域再生事業のコーディネーターに最

適である。市町村や地元の商工会、商店会、観光協会等と地域住民の間に入って調整す

る役割が重要であり、スピードが求められる業務は、不動産カウンセラーの本来の役割

であるとともに使命感を持ってその任に当たるべきである。 

また、これからの社会は、地域住民で組織する NPO やコミュニティービジネスにか
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かわる人々の連携が最も重要になる。したがって、不動産カウンセラーは、常日頃地域

住民との交流を深め、不動産や商売に対する相談にていねいに対応し、専門家とのネッ

トワークをつくりながら地域の発展に尽くす姿勢が必要である。 

 

6-4 市町村合併 

1. ニーズ急増の背景とニーズの共通点 

●背景 

社会経済情勢の変化に伴い、市民の価値観やライフスタイル、就業形態等は多様化し

ており、市民の行政に対するニーズも高度化、複雑化している。また、少子・高齢化の

進展は、若者を中心とする生産年齢人口の減少等により地域活力の減退を招くとともに、

医療や福祉等の社会保障制度の面からは財政需要の増大をもたらす。こうしたなかで、

地方自治体の自主財源になる地方税収入は、景気の長期低迷等の影響を受け、非常に厳

しい状況にあり、また国においても、財政事情が苦しいことから、地方行政に対する従

来通りの手厚い支援は望めない状況となっている。 

地方自治体においても、財政状況は非常に厳しく、将来にわたって現行の行政サービ

ス水準を維持していくことは困難な状況になりつつある。こうした課題を解消するため

には、簡素で効率的な行政体制の確立に努め、行財政基盤を強化し、自治能力を高める

なかで、総合的な住民福祉の維持向上を図っていく必要がある。 

また、我が国の地方自治体は、時代の流れのなかで、住民自治の範囲の拡大や自治体

の健全運営という観点から行政システムの構造的な改革を迫られる厳しい局面を迎え

ている。合併は、自治体規模の拡大、再編により行政システムの抜本的な改革をめざす

ものであり、都市の自主性、自立性を高めるとともに自己決定権を拡充し、自己責任を

踏まえた地方分権時代に対応する積極的なまちづくりを可能にするものである。 

今後、市町村合併が推進されて、スケールメリットを生かすことはもとより、国・県

の財政支援措置も活用しながら、地域の振興や発展を促すための諸施策を総合的に展開

することで、都市間競争に打ち勝つことが可能となる。 

 

・合併のメリット・デメリットをわかりやすく提示  

合併のメリット・デメリットは地域によって大きく異なる。当該地域にとって、な

ぜ合併が求められているのかについて、住民にわかりやすく提示する必要がある。 

 

・新市（町）で求められる将来ビジョンと戦略プロジェクト（主要事業）の提案  

新市（町）建設計画で最も重要なのは、将来ビジョンとそれを実現するための事業

である。旧市町村の総合計画の枠組みだけでは、合併後の地域を網羅する広域的な

観点が不足してしまいがちである。また、建設計画に盛り込まれる事業はハード事

業に偏重する傾向があり、魅力的なソフト事業が求められている。 
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そこで、合併効果を最大限に発揮することができる事業を、地域特性に応じながら、

住民に約束できる合併公約という形で提案する。 

 

・効果的なワークショップを企画・運営  

限られた時間の中で住民参加を実現するため、地域に応じたワークショップを企画

運営する。 

 

2. カウンセリング・メニュー 

本業務は、合併ビジョンの策定、新市建設計画の策定、事務事業一元化に係る調整、

研究会、任意協議会、法定協議会などの事務局支援から構成される。 

 

●合併ビジョンの策定 

    任意の合併協議会で、新市の合併のビジョンを策定する。 

・現状分析  

・他事例の分析  

・合併のメリット・デメリット  

・上位計画・関連計画の分析  

・市町村長ヒアリング  

・住民アンケート調査  

・住民ワークショップ  

・課題検討  

・地域の特性  

・新しいまちづくりの視点  

・新しいまちづくりの将来ビジョン  

・分野別施策の方針  

・地域別施策の方針  

・戦略プロジェクト（主要事業）  

 

●新市建設計画の策定 

法定協議会で、新市の重要事項を定めた建設計画を策定する。 

・合併のメリット、デメリット  

・将来フレーム（人口、産業等）の予測  

・新市（町）のビジョン  

・新市（町）の主要施策・事業  

・地域別整備方針  

・財政シミュレーション  
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・財政計画  

 

●事務事業一元化に係る調整 

合併作業に伴う事務事業の一元化に係る調整を支援する。 

・調査票の作成、実施要領  

・事務事業現況調査報告書作成  

 

●研究会、任意協議会、法定協議会などの事務局支援 

合併市町村で構成される団体の活動を支援する。 

 

3. 不動産カウンセラーとのコラボレーションの可能性 

合併ビジョンや新市建設計画の策定作業においては、広域的な市域における総合的な

まちづくり計画の策定作業であり、特定地点の開発事業ではないため、不動産カウンセ

ラーとコンサルタントのコラボレーションの可能性は低いと考えられる。 

 

4. ケーススタディ 

① 山口県岩国地域市町村合併協議会 

県東部の１市５町１村（岩国市、由宇町、本郷村、周東町、錦町、美川町、美和町）

は、市町村合併の実現を目指して、合併に向けての協議・調整を進めている。１市５

町１村が一つの都市として、どのようなまちづくりをしていくべきか、その基本的方

向を決める指針となる「将来構想」を策定することになった。 

本調査は、市町村と住民のパートナーシップ精神を基本理念として、新たな視点か

ら基礎調査を実施するとともに、住民参加の場づくりを通じて市町村と住民が協働し

て、「将来構想」を策定する総合コンサルテーションを実施した。 

 

・将来構想策定と住民参加の場づくりを一体的に推進  

 住民参加型の将来構想策定プロセスを実現するために、市町村とシンクタンクの策定

作業と、住民参加の検討の場づくりを一体の活動と位置づけて、同時並行的に推進し

た。 

 

・全体を２ステップに分割  

 前半ステップでは、関係市町村の現況調査及び住民参加の場（ワークショップ）づく

りを行い、後半ステップで関係機関との調整を実施して、将来構想案を策定した。 

 

・多様な民間の参加を促進  

 多様なニーズを持つ多数の民間団体や住民が直接・間接に参加でき、内容のある質的
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な議論を深められるように、民間団体への提言依頼、住民ワークショップ、情報発信

を実施した。 

 

・住民へ情報を積極的に発信  

 住民が知りたいことに対して市町村が早く的確に回答するなど、情報のキャッチボー

ルが可能となり、相互の信頼関係を築くことができるような、双方向性かつ多面的に

広がりを持つ情報発信活動を支援した。そのため、ワークショップを通じて得た質問

や意見を、「かわらばん」に反映して、市町村における配布、広報誌への掲載など、

活用した。 

 

・案件処理に要した標準的な時間  

 2 名のコンサルタントが 6 ヶ月で処理した。投入総日数は 50 日程度である。 

 

・案件処理の留意点  

 合併作業については、行政当局の作業はもとより、住民の意見を充分聞いて、住民の

理解を得ることが重要である。そのため、住民の意見を聞く懇談会を、合併対象地域

の各地で開催した。本件では４回、会場を移動して開催した。住民ワークショップの

企画・運営については、行政経由で関係住民に広く参加を呼びかけるとともに、公募

形式で若者や女性、高齢者など多様な意見を持つ住民を集めることが重要である。ま

た、ワークショップの開催については、１回 50名から 80名近い住民が参加するため、

司会のほか５名から７名のサポートスタッフを必要とする。ワークショップを開催で

きるチームを日頃から編成しておく必要がある。 

 

5. 不動産カウンセラーに求めるスキル 

市町村合併コンサルティングは、複数の市町村のスタッフから構成される協議会をク

ライアントとして、比較的短期間に「新市建設計画」というまちづくり総合計画を策定

するため、各種統計の分析、広域的な視野に立った地域戦略の立案、斬新なアイデア構

想力、住民参加型ワークショップの企画と運営力などが求められる。 

 

・各種統計の迅速な分析力  

  合併市町村の各種統計の整理、事務事業の整理、人口の将来推計など、統計処理の

業務が非常に多いため、迅速で正確な分析力が求められる。 

 

・広域的な視野に立った地域戦略の立案  

  複数の市町村が合併するため、対象となる面積は広大であり、広域的な視野に立っ

た地域戦略の立案が必要である。そのため、現地調査を、産業、生活、交通、観光
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など多方面から実施するとともに、各地の先進事例を知る必要がある。 

 

・斬新なアイデア構想力  

  合併作業の過程においては、新市に対する行政、住民の期待は大きく、そのため、

従来の地域にないような新しいアイデアが要求されるので、斬新なアイデア構想力

が求められる。 

 

・住民参加型ワークショップの企画と運営力  

  住民の不安や合併に対する期待を引き出すために、ワークショップを効果的に運用

する必要があり、そのための企画と運営能力が要求される。 

 

6. 必要なパートナー構成 

本業務は、シンクタンクやコンサルタントが主として取り扱うが、ほかにワークショ

ップを運営するファシリテーターも参加する。 

 

・シンクタンクまたはコンサルタント  

 各地の市町村合併を多数取り組む実績のあるコンサルタントが取り上げる場合と、

地域の市町村計画を多数作成したコンサルタントが取り上げる場合の２つがある。 

 

・ワークショップファシリテーター  

 市町村合併のテーマに沿ったワークショップを企画運営できるファシリテーター

と、サポートスタッフを必要とする。ワークショップを得意とする大学の研究室、

ワークショップを専門にするファシリテーターのほか、市民活動支援センターやま

ちづくり支援センターの専門スタッフなどが対応可能である。 
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7 その他 
 

7-1 カウンセリング価格と簡易評価との違い 

不動産カウンセラーがカウンセラー業務として行う「いわゆる簡易な評価」は、不動産

鑑定士が行う「簡易評価」との違いを明確にするために、これを「カウンセリング価格」

とする。 

(1) 簡易評価 

不動産鑑定評価基準の基本的な考え方に依拠しつつ、ケースに応じて、ある手順を省

いても重大な問題が生じないかを的確に判断し、一部の手順を省略して行われる不動産

の価格評価をいわゆる「簡易評価」と位置付ける。 

(2) カウンセリング価格 

「鑑定評価との違い」ですでに述べられているように、現行不動産基準に基づいた鑑

定評価では対応できないような特別な不動産の評価を求められる場合がある。それは

「正常価格」や「特定価格」といった不動産鑑定評価基準の価格概念の範囲から飛び出

した分野の不動産の評価である。 

 これは「将来時点における不動産の価格予測を含んだ評価」であるとか「予想される

リスク変量に応じた価格帯を示す評価」などクライアントが依頼にあたって示す特定条

件下で成立する特別の目的を持った評価である。 

 また、このような特別の目的を持った価格についても「おおよその価格レベル」を知

りたいというニーズが、「鑑定評価」に対する「簡易評価」と同様に存在する。 

つまり、カウンセラー業務においてもクライアントには「大量の不動産について」あ

るいは「短時間に」、上記の「特別の目的を持った評価」についての「おおよその価格

レベル」を知りたいというニーズはあり、このような場合には、「簡易評価」に類似し

たカウンセリング業務が発生する。 

(3) 「簡易評価」と「カウンセリング価格」の相違点 

「簡易評価」も「カウンセリング価格」も、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価で

はないが、不動産鑑定評価基準の基本的な考え方に拠って立つ不動産の評価であるとい

う点においては共通点をもつ。 

 異なる点は、「簡易評価」によって求められる「おおよその価格レベル」が、不動産

鑑定評価基準の「正常価格」及び「特定価格」を意識したものであるのに対し、「カウ

ンセラー価格」によって求められる「おおよその価格レベル」は、必ずしも不動産鑑定

評価の価格概念に捉われない、特定のクライアントのニーズに応じた特別の目的を持っ

た評価という点である。 

(4) 「カウンセリング価格」の特徴 

「カウンセリング価格」が「簡易評価」と決定的に異なる点は、「カウンセリング価

格」は特定のクライアントのニーズに応じた、特定のクライアントに独自の評価という
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点であり、次のような特徴が認められる。  

① カウンセリング価格（評価）は、「不動産鑑定評価基準」に完全に準拠せず、特定

のクライアントのニーズに応じて不動産価格に関し簡易な方法で求めた価格である。 

② カウンセリング価格（評価）は、カウンセリング業務のきっかけ（呼び水）として、

クライアントが抱える不動産の各種問題の解決方法を、コーディネーターとして提

供する役割を視野に入れたものである。 

③ カウンセリング価格（評価）は、「おおよその価格レベル」のみを知りたいために

行われるいわゆる「簡易評価」で求めた価格とは異なるものである。 

(5) 「カウンセリング価格」のカウンセラー業務としての必要性 

企業等の所有する不動産について、事業スキーム等の企画・立案・収支採算等のシミ

ュレーションを作成して、最適な解決方法を提供する場面が出てくる中で、時間価値を

入れたカウンセリング価格の必要性があると思われる。 

① クライアントのニーズ 

・ 企業等が所有する不動産のポートフォリオ検討  

・ 企業再生、 M&A、企業合併等 

・ 金融機関の不良債権処理  

・ 事業性評価、最適解決戦略  

・ 相続対策  

・ 資産運用管理  

② 「カウンセリング価格」の区分け 

・ 将来カウンセリング業務を受ける呼び水的なカウンセリング価格  

○不動産鑑定評価基準に依拠しない不動産価格（基本的部分は依拠） 

○計画事業の将来見通しのための将来時点の不動産価格 

○各種リスクを反映した不動産価格等 

・ 大量受注に対応するシステム体系に基づく不動産価格  

(6) カウンセリング価格の受託条件 

カウンセリング価格は、区分けで掲げられた通り、動態的な価格を主体とすることか

ら、１）不動産鑑定評価基準の基本的な考え方に依拠すること、２）簡易な評価である

ために、ある手順を省いても重大な問題が生じないかを判断していることにより受託す

るものとする。 

（例） 

(ｱ) 一般的・地域・個別的要因の想定条件が、実現性、合法性、関係当事者及び第三者

の利益を害する恐れがないか。 

(ｲ) 他分野の専門家の協力を得ても能力の限界を超えていると思われる恐れはないか。 

(ｳ) 公平な調査を害する恐れはないか。 

(ｴ) 手順の省略が、関係当事者及び第三者の利益を害する恐れはないか。 
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7-2 カウンセラー価格に伴う法的責任 

(1) 依頼目的と使用の制限 

「カウンセラー価格」の性格からして、その評価結果を依頼目的とは異なる目的に使

用することは許されることではない。クライアントとの約束で使用目的を限定したとし

ても、もし仮にクライアントが依頼目的と異なる目的にその結果を使用したとすれば、

あるいは何らかの事情でその結果のみが一人歩きしたときに、善意の第三者に対して、

カウンセラーは責任をとらなければならないか等の評価者が負わなければならない責

任に関する問題がある。この問題は「カウンセラー価格」を評価するうえできわめて重

大な問題である。 

(2) カウンセラー価格への対応 

「カウンセラー価格」の評価を的確に行ううえで評価者の責任を考えると、少なくと

も次のような対応が必要である。 

① クライアントからの「カウンセラー価格」評価の依頼に対し、「カウンセラー価格」

評価が可能であるかを明らかにし、依頼を受ける場合の基準と責任を明確に示すこ

と。 

② 「カウンセラー価格」評価を行うための手順と方法を定めた基準あるいは留意事項

を明示すること。 

③ 「おおよその価格レベル」であるからといって、結果が適切さを欠くことはこの業

務の信頼性を低下させ、ひいてはカウンセラー全体の評価につながる。したがって、

業務の質を落とさずに行うための条件整備（データ整備や研修制度）についての仕

組みを検討すること。 

(3) 不動産鑑定書と異なることの警告文の記載 

「カウンセリング価格」報告書は、①不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価ではない

点及び②クライアントの特別の目的を持った評価依頼に対応したものであるという点

で、鑑定評価書と比較した場合に①内容の完全性に欠けるところがあり、②特定の条件

下における個別性の強い価格といえる。したがって、「カウンセリング価格」報告書を

発行する場合には依頼者が「カウンセリング価格」報告書を不動産鑑定評価書と誤認し

て使用することのないように、不動産鑑定評価書ではないことが明らかになるような警

告文を、ケースバイケースに応じて「カウンセリング価格」報告書に記載する必要があ

る。 

例えば、「名宛人のみが依拠できること」、「不動産鑑定評価書と比較してどの点が

欠落しているか」、「評価の前提としてどのようなことを前提としたか」、「使用目的

はどの範囲に限るか」、「クライアントの特定のニーズに対応した価格」といった各々

の「カウンセリング価格」報告書の内容に応じて最適の警告文言を記載することが必要

である。 



 
 
 

 - 200 -

(4) 警告文のない「カウンセリング価格」報告書を依頼者が不動産鑑定評価書と誤認し

て使用し損害を被った場合の専門家責任 

上記のような警告文のない「カウンセリング価格」報告書を発行し、依頼者が不動産

鑑定評価書と誤認して使用し損害を被った場合には、委任または準委任における善管注

意義務違反として損害賠償の対象となるリスクがある。 

(5) 「カウンセラー価格」報告書の依頼者である名宛人以外との第三者との関係 

「カウンセラー価格」報告書にはその価格の性格から、当然に当該報告書の受取人し

か依拠することができず、第三者は依拠できない旨が記載される。名宛人以外の第三者

との関係では、この「第三者は依拠できない旨」が記載されていなかった場合や記載さ

れているが報告書の内容に誤りがあった場合が考えられる。 

 特に後者の場合には、受取人から内容に誤りのある報告書をもらってそれを信じて行

動した第三者が損害を被った場合が考えられる。この場合に第三者から当該報告書を発

行した不動産カウンセラーに不法行為による損害賠償の請求が可能かという問題が発

生する。 

結論としては、単なる第三者が当該報告書を利用して損害を被った場合には不動産カ

ウンセラーに第三者に対する過失は認められず、また報告書の誤りと損害の間には直接

の因果関係も認められないことから、一般的には不動産カウンセラーに対する損害賠償

請求はできないものと考えられる。 

しかし、誤った報告書に名宛人（依頼者）が依拠した場合で、名宛人と同様の利害関

係に立つ第三者が登場することが依頼を受けた不動産カウンセラーとして予見可能な

場合には、過失及び因果関係が認められる場合がある。 

 

７-３ 簡易評価書（調査報告書）を名宛人ではない第三者が利用して損害を被

った場合の専門家責任 

簡易評価書は、不動産鑑定評価基準に完全に依拠していない点でその内容の完全性には

はじめから欠けるところがある。従って簡易評価書を発行する場合には依頼者が当該簡易

評価書を不動産鑑定評価書と誤認して使用することのないように、正式の不動産鑑定評価

書ではないこと、不動産鑑定評価書と比較してどの点が欠落しているか、評価の前提とし

てどのような事実を前提としたか（例えば、有効な土地利用権が存在することを前提とし

て評価したとか）、使用目的はどの範囲に限るか等、ケースバイケースにて最適の警告文

言を簡易評価書に記載しなければならないと考えられる。そのような警告文のない簡易評

価書を発行し、依頼者が不動産鑑定評価書と誤認して使用し損害を被った場合には、委任

又は準委任における善管注意義務違反として損害賠償の対象となるリスクがある。それで

は、簡易評価書の依頼者である名宛人以外の第三者との関係はいかなるものになるか。簡

易評価書の最後に、この簡易評価書は簡易評価書の受取人しか依拠することができず第三

者は依拠できないことが記載されている場合、仮定の議論として、受取人からこの簡易評
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価書をもらってそれを信じて行動した第三者（A社）がいたとして、仮に簡易評価書が誤

っていて、A社が損害を被った場合、A社は簡易評価書を発行した不動産カウンセラーに不

法行為による損害賠償請求できるか。できないとするとどの要件が欠けるのか。不動産カ

ウンセラーを守るためにさらに簡易評価書に警告文言を追加する必要があるか。 

(1) 不法行為の成立要件 

不法行為の成立要件は、①故意又は過失、②行為者の責任能力、③権利侵害ないし違

法性、④損害の発生、⑤行為と損害の因果関係、である。 

本件においては、②は問題なく認められると考えられ、④は前提とされているので、

その他（①、③及び⑤）の要件につき検討する。 

(2) 故意又は過失 

過失とは、自己の行為により一定の結果が発生することを認識すべきであるのに、不

注意のためその結果の発生を認識しないでその行為をするという心理状態であり、不法

行為における過失では、その職業・地位におかれた通常人に通常要求される注意義務（結

果発生予見可能性を前提とした結果発生回避義務）が基準とされる。 

カウンセラーがその簡易評価書中において、名宛人を明示するとともに、名宛人のみ

が依拠できるとの文言により簡易評価書の利用範囲を限定した場合には、一般的に、そ

の簡易評価書を名宛人以外の第三者が利用する予見可能性は認められず、原則として、

予見可能性を前提とした注意義務は認められないと考えられる。 

しかし、ある種の取引にカウンセラーとして関わる場合、簡易評価書に直接依拠する

のでなくとも、簡易評価書に依拠して開始された取引が有効であることを前提として、

名宛人と同様の利害関係に立つ第三者が登場することが予見可能な場合があると考え

られ、この場合には、このような第三者が簡易評価書に依拠することを防止する措置を

とるべき注意義務があったと認められる可能性がある。 

(3) 因果関係 

不法行為における因果関係は、民法416条が類推され、当該行為により生じることが

社会通念上相当と類型的に認められる損害及び当事者が予見し得べき特別事情によっ

て生じた損害について、加害行為と損害との因果関係が認められる。 

これを本件にあてはめると、簡易評価書の最後に、この簡易評価書は簡易評価書の受

取人しか依拠することができないことが記載されている場合に、本簡易評価書を名宛人

以外の第三者が依拠し、そのことにより第三者に生じた損害は、社会通念上類型的に生

じる損害とは言い難い。 

しかし、（2）の要件において検討した限定的な場合については、名宛人以外の第三

者が、名宛人が本簡易評価書に依拠したことを誘引として何らかの行動に出ることにつ

いて不動産カウンセラーとして予見可能性が認められる特別事情にあたり、加害行為と

損害との因果関係が認められる場合があると考えられる。 

(4) 権利侵害ないし違法性 
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誤った簡易評価書を提出したことは、名宛人との間では、委任契約違反(債務不履行)

であるが、第三者との関係で違法性を有するかが問題となる。 

本件における被侵害利益は、第三者の財産権であり、侵害行為は、誤った簡易評価書

を名宛人に対して提出したことである。侵害行為の態様は、狭義の権利侵害・法規違反・

公序良俗違反に分類されるが、本件侵害行為は、これらの類型のうち、第三者の権利を

侵害する行為にあたり、また、弁護士法1条の弁護士の使命を弁護士倫理の問題ではな

く法的義務であるとした判例（昭和 62 年 10 月 15 日東京地裁）に鑑みれば、職務誠実

執行義務違反として法規違反とも分類され得る。 

この点に関連し、２番抵当権設定登記のために虚偽の保証書を作成した司法書士は、

その内容を信頼して３番抵当権設定登記をし、融資をしたにもかかわらず回収不能とな

り損害を被った者に対して損害賠償責任を負うとの判例（神戸地裁平成２年９月26日）

がある。 

よって、簡易評価書が名宛人による利用に限定して提出されたものであるとしても、

その内容が誤っており、第三者が具体的な損害を被ったことが証明されれば、第三者が

損害賠償を求めることができる程度の違法性を有するといい得る可能性がある。 

(5) 結論 

以上により、本件の場合にも、単なる第三者が本簡易評価書を利用して損害を被った

場合に過失及び因果関係は認められず、一般的にはカウンセラーに対する損害賠償請求

はできないと考えられるが、将来的に本簡易評価書に名宛人が依拠したことが取引当事

者以外の第三者が債権の譲渡を受けるという行動に出る誘引となったといい得る場合、

カウンセラーとして予見可能であり、過失及び因果関係が認められる可能性がある。 

よって、このような第三者であっても本簡易評価書に依拠できないことについての警

告文言（あるいはこのような第三者のみが依拠できるとの具体的な状況・範囲について

の限定）を追加するべきと考えられる。 

また、簡易評価書の名宛人に対する契約不履行責任を回避するためには、法律意見書

を発行する弁護士がその意見書の中で、前提事実と留保事実を明記した上で意見を述べ

るのと同様に、カウンセラーが簡易評価書を発行する場合、当該簡易評価書が正式の鑑

定書とはどの点で異なり、正式の鑑定書でとるべきプロセスのうちどの部分を省略して

いるか、またどの事実を前提としているかについて明示することが必要と考えられる。

例えば、土地の利用関係を調査せずに、土地利用権はあるものとして、建物価格を算出

したのであればその旨を明示的に前提事実または留保事実として記載しておかないと、

簡易評価書の受取人が正式な鑑定書に準じるものと誤解して取引をし、損害を被った場

合に損害賠償請求をしてくるおそれがある。 
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第４章 不動産カウンセリング業務の展開 

 

1 アライアンス 
(1) はじめに 

土地資産の下落と同時に、地価の上昇を前提として成り立っていた多くの事象は機能

不全に陥り、所得の拡大を見込んでいた制度が崩壊しつつある。 

企業を取り巻く環境は激化し、多くの企業は生き残り策を求めて競争をしている。 

顧客志向を主とする不動産市場においても発想の転換が必要であり、技術の進歩は地

域を超えた企業間の情報共有を促進し新たな市場を創出している。 

多くの企業は構造改革の中ですべての資源を自社で保有することを止め、従たる事業

を整理するとともに、本業に集中する動きを加速化してきている。 

激化するビジネス環境では企業は必要とする全ての資源を自前で調達することは不

可能となってきている。 

これからは多くの業種においてビジネス環境の変化に対応しつつ、外部と提携しその

関係に基づき双方に利益供与が行われるような良好なパートナーシップを構築しなが

ら業務の遂行をいかになすべきかに力点が置かれよう。 

不動産カウンセラーが関与しうるカウンセリング業務のビジネスモデルとして、不動

産証券化、都市再生に基づく跡地利用、土壌汚染、企業評価等が予想されるがいずれの

業務にせよ各種専門家との提携が必要になろう。 

(2) アライアンスの形態 

異業種との提携について各事業プロジェクトの特質や状況によって大別すれば次の

戦略を持ちながらの形態が挙げられよう。 

  

①ジョイントベンチャー 単一のプロジェクトであり単独企業でリスクが大きい

場合にリスクをヘッジするために、複数の同種企業が

共同でプロジェクトを受注し利益分配を行う。 

②コンソーシアム  ダム建設等の大規模なプロジェクトで複数の異業種や

技術分野を必要とする場合には、複合型プロジェクト

がそれぞれ採用される。 

③戦略的アライアンス 自分の立場を有利にし、将来の安定的地位を図るため

の企業提携を行い、各企業の持つ競争力ある技術や企

業文化を共有する。 

④アウトソーシング 主たる業務以外の部分で十分な資源を持たずそのノウ

ハウの蓄積を重要としない場合に業務の一部を抽出し
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それを外部に求め外部資源で遂行する。 

⑤パートナーリング アウトソーシングにより高度な委託契約でオーナーと

コントラクター間の信頼関係に基づき、業務遂行の質

を向上させる場合に、両者間で3年から5年の期間にわ

たり特定業務に関する包括委託契約を結ぶ場合であ

る。 

 

図表 4-1 不動産プロジェクトにおける様々な立場の専門家の係わり合い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 不動産カウンセラーの基本姿勢 

カウンセラーは外部の専門家と提携し、顧客からのプロジェクトの進捗状況にあわせ

て助言や指導を受けることが求められている。 

異業種との情報交換を行い、交流会を主宰するなど積極的に活動して、双方が利益を

享受できる良好な関係を維持しつつ、プロジェクト遂行を図る必要があろう。 

たとえばカウンセラーは弁護士、公認会計士あるいは建築士等々の専門家集団と提携

を組み、各プロジェクトへの対応に関して歩調を合わせる必要があろう。 

戦略的に顧客関係を良好に維持するには、多面的な関係の構築や情報技術の活用によ

る営業活動の強化を図る必要がある。 

企業間の提携関係やパートナーシップを結ぶことによって、より強固な長期間の関係

を築いていくことが可能となる。 

結果的に長期の顧客や供給者の関係などを通じて、そのプロジェクトの全般的なアド

バイザーとしての立場をより強固にする契約を結ぶことも可能となろう。 
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証券化やPFIの事業への参加あるいは再開発の面において、異業種と直接提携し、管

理計画や効率化を考える場面も出てきている。 

グローバルな競争は全ての自前主義を捨てて他者との補完関係を結ぶことを要求し、

強者同士による良好な提携関係もますます多くなるであろう。 

市場の変化とともに、カウンセラーが業務を展開したいと考えている分野は、異業種

も同様に考えている分野と競合する市場であり、参入のためには不断の鍛錬と実力のみ

が力を発揮するのであることを認識すべきである。 

(4) 不動産カウンセラーへの期待 

土地の右肩上がりの時代は変化し、不動産環境自体への的確な状況把握、リスク評価、

豊富な経験を抜きにして不動産の価値判断ができない時代になっている。 

現況において顧客がカウンセラーに期待するものは、それは保有不動産の持っている

価値を正確に把握し、有効活用が行われる場合の利益の予測とその確率はどの程度のも

のであるかについてのリスク予測であろう。 

すなわち顧客が不動産投資に関する意思決定を行う際の、的確な助言とそれに関連す

る提案を行えるかどうかが求められるのである。 

不動産に関する種々の投資プロジェクトにおいては種々の専門家がコンサルタント

として登場する。 

各専門家はそれぞれの専門領域においてよりどころとなる法規、規範に基づき専門性

を保持しつつ、不動産プロジェクトの中で各種のリスク分析を行い、与えられた役割を

果たしている。 

不動産カウンセラーもまた不動産鑑定という専門領域は当然のこととし、関連の領域

に係わるコンサルティング機能を高め、不動産プロジェクトの中での役割の拡大を図り

つつある。 

不動産カウンセラーには不動産鑑定士の立場を超える不動産の価値の評価を担うプ

ロとして、リスク評価や将来性動向をはじめとする顧客の期待にこたえられる判断資料

を提供することが望まれる。 

今日ではプロジェクト・マネジメントやプロジェクトコーディネートそのものがすで

に一種の専門領域となりつつあり、そのためにはジョブトレーニングによる研鑽努力が

不可欠となっている。 

(5) 終わりに 

最近の顧客のニーズはその内容において多様化している半面で業務処理の迅速化や

計画の業務処理体制の変革が求められている。 

この相反する課題を解決するうえで業務の効率化を目指し、さまざまな分野の専門家

の協力体制が重要である。 

この中では、カウンセラー自身が業務内容の多様化に対応しうる、多様な分野の知識

や技能習得により、一員として各分野の専門家との協調関係を確立していくことは不可
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避となる。 

その際は各自対応可能な業務範囲を適切に認識する必要があり、独自で行える業務範

囲の処理能力を高めるための研修を重点的に行うべきであろう。 

また全体のアドバイザーとしての立場で、複数分野の専門家と協同する場合、各分野

の意思を統合し、全体のベクトル統一が必要になる。 

この際の留意すべき事項としては 

① 発信課題や提言に対する理解力 

② 価値観についての相互情報力 

③ 解決の方向性の想像力 

④ 方向性を共有させる指導力 

に関する力量が問われよう。 

ただ一員として参加する場合には、専門家ごとに業務独占規定に抵触することがない

ように注意することが必要である。複数専門家相互の方針についての取り決めも重要で

あり、カウンセラー報酬についても明確にすべきであろう。 

 

2 営業ツール 
(1) カウンセラーに必要な営業ツール 

不動産カウンセラーの営業ツールとして必要なものは、クライアントに自分の能力を

売り込むための自分のスキルとプレゼンテーション能力である。営業は必須である。 

個々のカウンセラーが如何に自分の能力をセールスできるか。このために必要な補助

的なツールは何かを考えると、例えば、「名刺」「業務案内」「ホームページ」などが

挙げられる。 

【名 刺】 

名刺は自分が何をするのか、何ができるか、が一目瞭然となるような名刺を作らなけ

ればならない。日本社会では名刺は非常によく使われている媒体と考えられる。この名

刺を利用して、自分のスキルを明確に伝えるようにすることが一番の営業ツールである。 

名刺サイズの営業パンフレットをイメージして少ない空間を上手に利用することを

考えよう。 

【業務案内】 

業務案内は「不動産カウンセリング業務検討委員会報告書」にも記載されていたよう

に、レストランのメニューと同じである。クライアントが仕事を依頼するためには仕事

の内容と料金が示されたメニューが必要である。この両方を満足させる業務案内を自分

のスキルと共に示すことで、大きな営業ツールを作ることが可能である。 

【ホームページ】 

ホームページは IT が活躍する現代の社会では非常に大きな営業ツールである。ホー

ムページは、業務案内や名刺をデジタルで作成すればできあがる。初めから立派なもの
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を作ろうとしないでまず立ち上げることが大事である。 

個々の事務所をアピールするための手段として一番の効果があるものと考える。この

ホームページに相談窓口を開設するなどすれば営業窓口の一つとなりうる可能性も大

きい。ただし、ホームページはケアが必要となることを十分理解しないと逆効果となる

こともあるので、注意が必要である。 

(2) その他の営業ツール 

（1）で述べた営業ツールは、個々のカウンセラーが独自に作成するものであるが、

「不動産カウンセラー」の認知度が低い現在では、カウンセラー会を認知させること

も同時に行う必要がある。 

不動産カウンセラー会は、個々のカウンセラーの営業ツールのひとつとして利用でき

るように、平成 15 年度に「ホームページ」の全面リニューアルをした。カウンセリン

グ業務の詳細を掲載したり、会員の情報を掲載したりして大きな営業ツールとして利用

できるようになった。 

このリニューアルには、カウンセリング業務は個人でできるものは非常に少ないし、

カウンセラーが人の輪であり、ネットワークを持って事に当たる。この精神をピーアー

ルし、一人でも多くの人がカウンセリング業務に参入できるようにと考えて行われたの

である。 

カウンセラー会にも個人と同じように「業務案内」が必要であるが、（1）でも述べ

たのとは反対に、デジタルで作成してあるものを印刷物として逆利用することで作成が

可能である。この作成には、今年度着手し、会員へも有料頒布を行うこととしている。 

また、個々の会員がホームページを立ち上げた場合には、当会のホームページとリン

クをさせてクライアントに見せることも可能である。 

 

以上のように、営業ツールとは、個人、団体共に「何ができるか」をいかにアピール

するか。クライアントの心をいかにつかむことができるか。このための媒体を作成し、

営業ツールとすることが必要であると考える。 

また、良い営業ツールを作成してもそれを利用するすべを知らなければ価値は生まれ

ない。営業し、仕事を得るためには常日頃の自己研鑽が必要であることはいうまでもな

い。 

 

3 セミナー 
(1) 研修の必要性 

前章のカウンセリング事例に見るように、不動産カウンセラーの業務は、企業・会計

に関する不動産カウンセリング、不良債権処理と企業再生、ファイナンス、マネジメン

ト、有効活用、都市再生・まちづくりと多岐にわたり、その業務を遂行するためには、

高度な知識と専門性が必要になる。また、先に見たように、今後は、異業種と提携し、
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良好なパートナーシップを構築しながら一つの不動産プロジェクトを遂行していく場

面も増えていくものと予想され、当該不動産プロジェクトの全体像やパートナーとして

組む相手（異業種）の業務内容等も最低限把握しておく必要がある。 

不動産カウンセラーは、その資質として、広範な文化的事象についての認識力と理解

力、旺盛な知的好奇心を持つ、熟練した分析能力のある人間であることが要求される。

加えて、近年における世の中の変化は激しく、この激しい変化に常に対応できる柔軟性

と適応力が要求される。そのためには、継続的に研鑽を重ねる必要があるが、各個人で

変化の激しい広範な領域の全てを認識し、理解・分析することは不可能であり、個人の

学習・研鑽を助ける組織的な取り組みの一環として不動産カウンセラーの研修制度が位

置づけられる。 

また、今後は、不動産カウンセラーを社会に広く認知させ、その活動の場を更に広げ

ていく必要があり、カウンセラー会における公益活動の一環として、あるいは、カウン

セラー会からの情報発信の手段として、外部向けのセミナー等も積極的に位置づけてい

く必要がある。 

(2) 研修の目的と種類 

一口に研修（セミナー）といっても、その目的は様々であり、その目的に応じて次の

ように多様な形態が考えられる。 

 ○対象者による区分：会員向け研修と外部向け研修 

 ○研修内容による区分：一般研修と特別研修、基礎研修と応用研修 

 ○研修場所による区分：屋内研修と屋外研修、国内研修と海外研修、 

 ○制度による区分：義務研修と任意研修 

 ○参加形態による区分：講演会・シンポジウムとワークショップ 

 

① 内部研修と外部研修 

これは、研修対象者の違いによる区分であり、内部研修はカウンセラー会会員また

は準会員を対象とし、外部研修はそれ以外を対象とする。 

外部研修については、今後、カウンセラー会に入会する可能性のある会員予備軍と

しての不動産鑑定士等を対象に行うことも考えられれば、カウンセラー会の公益活動

の一環として、まったくの外部を対象とすることも考えられる。いずれも、不動産カ

ウンセラーが行っている活動内容や業務内容の宣伝や PR の機会にもなる。 

② 一般研修と特別研修 

研修内容による区分で、一般研修はカウンセラー会員全員を対象とするのに対し、

特別研修はその研修内容に興味を持つ特定の会員を対象とする。 

一般研修は、カウンセラーとしての高度の専門性を確保・維持するとともに、日々

新たに生じてくる新たな業務の可能性に関する基礎的な研修といえるが、特別研修は、
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特定の業務について、川上から川下まで掘り下げて行うことにより、カウンセラーの

実務能力を向上させるためのより実践的な研修と位置づけることができる。 

③ 屋内研修と屋外研修 

まさしく研修を行う場所による区分で、一般的には屋内の研修がメインとなるが、

場合によっては、その研修目的を達成するために、視察等を含めた屋外研修も有益と

なる。 

屋外研修については、今後、カウンセラーとしての知見を更に広いものとするため、

国内だけでなく、海外研修も積極的に行っていく必要がある。 

④ 義務研修と任意研修 

いずれも、カウンセラー制度を存続させるために不可欠な研修であるが、カウンセ

ラー会としてより必要性が高いものが義務研修と位置づけられる。 

義務研修は、カウンセラーとしての資質を磨き、会員全体の知識や能力の底上げを

図ることを通じて、カウンセラーの権威を高め、依頼者等の信頼を獲得するために不

可欠な研修ということができる。 

⑤ 講演会・シンポジウムとワークショップ 

受講者の参加形態による区分であり、受講者が多数の場合は、講演会やシンポジウ

ム等、受講者にとっては受け身の研修にならざるを得ない。一方、受講者が少数の場

合には、受講者が自ら研修に積極的に参加し、体験するワークショップ形式の研修が

効果的と考えられる。 

(3) 今後の研修のあり方 

これまで、日本不動産カウンセラー会が行っている研修は、大きく「一般研修」と「特

別研修」に分けられ、更に、新規入会の会員・準会員を対象とした「実務研修」が行わ

れているが、上記の検討を踏まえ、これまでの内容を更に発展させた次のような研修体

系が望まれる。 

① 一般研修 

［対 象 等］ 多数の会員及び準会員を対象とした内部向け研修。テーマによっ

ては不動産鑑定士等に対象を広げることも考えられる。 

［目  的］ 日々新たに生じてくる新たな業務の可能性に関する研修。その業

務がどの様なものであり、どの様な知識と能力が必要であるか等

についての研修であり、カウンセラーが常にカウンセリングの最

前線に立っていられるようにすることが研修の最大の目的とな

る。 

［形  態］ 講演会形式の屋内研修が主体となるが、場合によっては、まちづ

くり事例の視察等、屋外研修を行うことも考えられる。 

［開催頻度］ 年間に２テーマ程度 
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［受講義務］ ２年間に１回程度の受講義務を課し、資格維持制度の一環として

位置づける。 

② 特別研修 

［対 象 等］ 比較的少数の会員及び準会員を対象とした内部向け研修。 

［目  的］ 特定の事業・事例について、基礎から応用まで掘り下げて検討す

るスキルアップ研修。会員が実際に行ったカウンセリング事例等

に基づき、集団検討等により互いに切磋琢磨することを通じて、

カウンセリングの実務能力を向上させる。 

［形  態］ 報告者の報告に対して、質疑応答・集団検討を重視。ワークショ

ップ形式も有効と考えられる。 

［開催頻度］ 適宜開催 

［受講義務］ 自由参加の任意研修 

③ 基礎研修 

［対 象 等］ 新規入会の会員及び準会員を対象とした内部向け研修。一般会

員・準会員の聴講も可能とする。  

［目  的］ 新規入会の会員・準会員に対して、カウンセラーとして最低限知

っておくべき基礎的な知識・心構え等を身に付けさせることを目

的とする。 

［形  態］ 講演会形式の屋内研修 

［開催頻度］ 年１回程度 

［受講義務］ 義務研修 

④ 外部向けセミナー 

［対 象 等］ 会員外の人間を対象とした外部向け研修。 

［目  的］ カウンセラー会における公益事業の一環として、広く一般に開

放。不動産カウンセラーが行っている活動内容や業務内容の宣伝

や PR の機会にもなる。 

［形  態］ 講演会・セミナー、シンポジウム  

［開催頻度］ 適宜開催 

［受講義務］ 自由参加の任意研修 

 

4 バーチャル共同事務所 
不動産カウンセラー業務には個人のレベルで対応が可能なものと、個人のレベルでは対

応が難しく、組織としての対応を迫られるものがある。 

カウンセラー会としては、個人レベルでは対応し難い業務に関し、現実的課題を解決し

ていくための組織作りと情報の集積のための組織作りの両面から、共同受注体制の確立に
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ついて早急に検討を開始する必要があると考える。バーチャル共同事務所はこの一環とし

て検討されるべきものであり、その概要は下記の通りである。 

(1) カウンセラー会が運営するバーチャル共同事務所 

不動産カウンセラー業務に関しては、従来から、関連する多分野の専門家が共同で事

務所をもち、受注拡大を図るという考え方があり、実施例もいくつか見られる。 

しかしながら、現実には、事務所運営の責任者が不明確、受注業務を行う仕組みや業

務報酬の分配ルールが不明確、事務所維持経費が多大である等の理由により、当初の目

論見どおりの運営を行っているケースはそれほど多くないものと思料される。 

こうした点を踏まえ、一案としてカウンセラー会の中に、バーチャル共同事務所を立

ち上げ、会員の受注拡大と相互交流を図ることを検討すべきである。以下にその概念図

と概要案を示す。 

図表 4-2 バーチャル共同事務所の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ カウンセラー会の会員のうち、参加を希望する者は、バーチャル共同事務所に正

会員として登録し、自身の得意とする専門分野、関連資格等を届け出る、不動産

の価格評価にかかわる分野でも、特に得意とする特殊な分野があれば、そうした

項目も登録する。 

・ 正会員で特にカウンセラー業務の経験豊富な者、もしくはカウンセラー業務の拡

大に熱意を持つ者の中から運営委員を選び、運営委員会を組織する。バーチャル
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共同事務所の運営、業務拡大について審議し、運営の方向性について提言する(運

営委員会はバーチャル共同事務所の運営の責任を負わない。バーチャル共同事務

所自体に責任体制を設けることが妥当と考える)。なお、学識経験者、他分野の専

門家等の中から、若干名を運営委員会の特別委員に任命し、運営委員会の運営に

ついてアドバイスを求めることができる。 

・ バーチャル共同事務所においては、他分野の専門家の事務所を協力会員として登

録する。協力会員は、原則として、他分野の専門家の中から特に優れた実績、ノ

ウハウを有する専門家で協力会員として登録する意志をもつ者を、運営委員、特

別委員もしくは、正会員が推薦し、運営委員会において承認する。 

・ バーチャル共同事務所の営業体制、責任体制、事業採算性、事業化のスケジュー

ル等については、別途、準備委員会を設け、十分な検討を行い、その詳細を明確

にする。なお、バーチャル共同事務所の性格としては、次の２つの方向が考えら

れる。 

（1）業務主体としてのバーチャル共同事務所 

自ら営業活動を行い、カウンセラー業務を受注し、会員にその業務の一部

または全部を発注する。  

（2）情報提供の場としてのバーチャル共同事務所 

会員間の情報交換、業務紹介(受注紹介)をメインの業務とする。 

・ バーチャル共同事務所においでは、インターネットサイトを主たる情報交流

の場として位置付け、会員相互の情報交流はもちろん、具体的な相談案件等

の処理の場として、インターネットを活用する。 

 

以上はカウンセラー会内部にバーチャル共同事務所を設ける構想であり、規模的

にもかなり大がかりになることが予想される。 

(2) 地方や個人が中心となって運営するバーチャル共同事務所 

このほか各地方等において、地域単位ないし個々の事業所が、任意に他分野の専門家

の事務所と提携して、より小規棋なバーチャル共同事務所を立ち上げる方法もある。 

この場合もその性格としては、上記同様業務主体としての共同事務所と情報提供の場

としての共同事務所の２つの方向が考えられ、さらに特定の業務を受注した時にのみ組

成される期間限定的な共同事務所と長期的に組織を継続する共同事務所とに大別され

る。 

いずれの場合においても、事務所運営の責任や業務報酬分配等について、明確なルー

ルを確立しておくことが肝要である 

 

5 ワンストップカウンセリング 
ワンストップカウンセリングは、インターネット・ホームページを活用し、クライ
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アントが求める不動産カウンセリングを、究極的には 1 箇所または 1 回で解決するサ

ービスを提供することにより、利用者の負担軽減、利便性の向上及びカウンセリング

の効率化を目的とするものである。 

 

すなわち、ワンストップカウンセリングは、IT を活用したサービスシステムを経由する

ワンストップ制度によるカウンセリングである。 

 

 ワンストップカウンセリングの構想図は以下の通りである。 

 

（現状） 

・社会構造等の変化に伴

い不動産問題の多様

化、複雑化。 
・不動産問題を、どこで、

誰に相談するのか分か

らない。 
・身近に相談できる不動

産カウンセラーがいな

い。 
・報酬がどの位か分から

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （解決策－IT の活用）

・ 相談窓口（アクセスポイ

ント）の設置 

－国民・企業への周知（広

告等） 

－相談受付 

－会員への振分け、既存

の組織への道案内 

－アクセス情報（相談後

の処理結果等）の集約・

整理・提供  

・運営主体の組織の確立  

－公正中立な判断ができ

る組織 

 －運営責任の明確性と透

明性－カウンセリングの

質と効率を確保する仕組

み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （問題点・課題）  

・常勤スタッフの確保。

・各種相談機関とのネッ

トワーク化。 

・相談窓口とカウンセリ

ングの提供との連動－

アクセス情報の活用。

・経済的理由から受けら

れない事案の対処（手

数料規定－公的機関は

無料）。 

・対処できる事案の特定

（会員の得意分野の登

録、関係機関との調

整）。 

 

ワンストップサービスは、IT 技術を活用し、一度の手続きで、必要とする関連作業を

すべて完了されるように設計されたサービスで、各種の行政手続きを１箇所または１回

で行える「ワンストップ行政サービス」のことを指す場合が多い。民間で使われる場合

は、総合性・包括性を強調することにより、顧客の囲い込みを図るためのマーケティン

グメッセージとして利用される。 

（例）（財）京都市中小企業支援センター「窓口ワンストップサービス（相談は無料）」 

Web 上の予約（電話・ FAX も可）をして、経営・経営法律相談利用者がセンター

に出向くシステムで、中小企業診断士・弁護士が担当する。予約のみが IT 対応であ
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る。 

（例）青森県企業誘致東京情報センター「青森県企業立地ガイド」 

青森県に企業が立地する際の許認可、人材確保、融資相談等について、特別顧問を

配置し、当センターがワンストップサービスで対応する。…行政の企業誘致の窓口案

内が IT 対応である。 

今回検討しているワンストップカウンセリングの様な、国家資格者が関与するインタ

ーネットサイトを主たる交流の場として位置づけるバーチャル共同事務所に繋がるワ

ンストップサービスシステムは、現段階では出現していない。 

今後、このようなワンストップカウンセリングを導入・定着するためには、相談窓口

（バーチャル共同事務所が役割を担う）とカウンセリングの処理体制が鍵となる。 

特にカウンセリングの質を確保する意味から、相談者へ合目的的な回答を「適切な報

酬」により迅速に提供することを前提に、検討する必要がある。 

 

有償で行うことに伴うワンストップカウンセリング業務の義務としては、 

①公正・的確な業務を確保する規定の作成－相談受付手続・関与する会員の選任手

続・終了手続・記録の作成保存手続・質の向上の研修等  

②業務内容の公表－一般的な情報・業務に関する規定・登録会員の経歴  

③相談者からの苦情の適切な処理 

等がある。 

 

従って、本会としては、当該制度の導入に関する諸問題を検討し、当該制度の定着化

に向けて支援を行う役割を果たすこととなる。 



あとがき 

 

 本会に設置した「不動産カウンセリング業務検討委員会」から平成 15 年 4 月に答申を受

け、本答申に基づき、佐藤会長から各委員会へ「緊急に検討すべき課題」が提示され、研

修委員会に与えられた課題の一つが「実務ガイダンス」を作成することであった。 

 研修委員会では実務ガイダンスの作成に当たって、まずアンケート調査を実施して会員

のカウンセリング業務の実態を調査することから始め、当会会員以外の専門家の方々へ原

稿依頼を行うなどして、このように成果を取り纏めた次第である。 

 本書は、まだまだカウンセリング事例を更に追加していかなければ実務基準とは言い難

いところではあるが、不動産カウンセラーがカウンセリングを行うための拠りどころとし

て有用に活用できる実務資料と考えている。今後は、第 3 章にある「カウンセリング事例」

を補充するために、当会会員の実例を基にした「事例研修会」を実施するとともに、これ

らを本章に追補していくことを考えている。 

 このように今後も本書の充実を図るための努力を重ね、「実務図書」として出版すること

を視野に置きながら情報収集を行っていく所存であるので、会員各位の積極的な協力をお

願いしたい。 

 本書の発行に当たり執筆いただいた諸氏を以下にご紹介するとともに、関係委員会委員

の皆様に心からお礼申し上げます。 

  

平成 16 年 3 月 

日本不動産カウンセラー会 

研修委員長 江見 博 

 

 

 
執 筆 者 一 覧 

 

浅井 敏博（株式会社浅井不動産鑑定事務所、不動産カウンセラー）..........第 3 章 6 

阿部 啓治（南四国不動産鑑定株式会社、不動産カウンセラー）..............第 4 章 4 

飯田 恭一（財団法人日本不動産研究所西東京支所、不動産カウンセラー）....第 4 章 5 

池田 太一（株式会社財団評価研究所、不動産カウンセラー）................第 4 章 1 

井出 保夫（井出不動産金融研究所）......................................第 3 章 3 

遠藤 幸子（小川綜合法律事務所、弁護士）................................第 3 章 2 
大浦 勇三（有限会社大浦総合研究所）....................................第 3 章 5 

金子 和夫（株式会社日本総合研究所）....................................第 3 章 6 

河野  擴（財団法人日本不動産研究所、不動産カウンセラー）............第 1 章 1,2 



木内二三夫（木内わがまち綜合鑑定株式会社、不動産カウンセラー）........... 第 2 章 

窪田 豊信（日本管財株式会社）..........................................第 3 章 4 

谷中 博史（日本管財株式会社）..........................................第 3 章 4 

田村 誠邦（株式会社アークブレイン）....................................第 3 章 5 

坂野 且典（株式会社イー・アール・エス） ................................第 3 章 4 

平川  茂（税理士法人平川会計パートナーズ、税理士）....................第 3 章 1 
平澤 春樹（株式会社都市開発研究所、不動産カウンセラー）................第 3 章 2 
日吉  淳（株式会社日本総合研究所）....................................第 3 章 3 

茂木  泰（財団法人日本不動産研究所さいたま支所、不動産カウンセラー）..第 4 章 3 

山本 宏一（日本技術開発株式会社）......................................第 3 章 3 

業務委員会 ..........................................第 1 章 1、第 3 章 7、第 4 章 2 

国際委員会 .............................................................第 1 章 1 

不動産カウンセリング業務検討委員会報告書から抜粋........................第 3 章 7 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不動産カウンセリング実務ガイダンス 

平成 16 年 3 月 初版 

                               日本不動産カウンセラー会編 

                 東京都港区虎ノ門 3-11-15 SVAXTT ビル 

            電話 03-3578-9781 

            FAX 03-3578-9790 

  

 
本書の全部または一部を無断で複写複製（コピー）することは、

禁じます。本書からの複写を希望される場合は、日本不動産カ

ウンセラー会事務局（03-3578-9781）にご連絡ください。 





不動産カウンセリング事例（一覧）

事　　例 カウンセラー名

企業評価 山田　嘉重

企業評価 山田　嘉重

企業評価 山田　嘉重

企業評価 山田　嘉重

盛業中の店舗（チェーン）の企業評価（ノレン代） 戸川　英二

北九州法華クラブ（都市ホテル）のＭ＆Ａによる買収（30億円） 藤井　正基

ホテルの企業再生 長嶋　敏行

病院から老人ホームへの利用転換 長嶋　敏行

学校法人資産の処分方法の検討 増田　修造

リゾート宿泊施設経営の問題点とその改善策について 安藤　元二

オフィスビルの多用途コンバージョン 木内　二三夫

民事再生法による企業再建 平澤　春樹

マンションを建替えるか大規模修繕するか 佐藤　實･佐藤　桃江

不良債権にからみ不動産売買及び工事請負等に関するカウン
セリング

加藤　弘之

地場大手企業における新規事業のサポート業務（3件） 江見　博

産業廃棄物最終処分場事業予定地の投資採算価格。 藤井　一嘉

土地、建物の交換について提案、実施 髙木　一博

不動産を含んだ会社のＭ＆Ａの提案、実施 髙木　一博

不動産を含んだ会社の合併提案、実施 髙木　一博

企業の遊休地の有効活用についてのコンサルティング 福田　勝法

遊休山林6000㎡の有効活用と売却 平野　富夫

遊休地の処分方策の検討業務 佐藤 晃紀

不良債権にからみ不動産売買及び工事請負等に関するカウン
セリング

加藤　弘之

地場大手企業における新規事業のサポート業務（3件） 江見　博

産業廃棄物最終処分場事業予定地の投資採算価格。 藤井　一嘉

土地、建物の交換について提案、実施 髙木　一博

不動産を含んだ会社のＭ＆Ａの提案、実施 髙木　一博

不動産を含んだ会社の合併提案、実施 髙木　一博

企業の遊休地の有効活用についてのコンサルティング 福田　勝法

遊休山林６０００㎡の有効活用と売却 平野　富夫

遊休地の処分方策の検討業務 佐藤 晃紀

大阪府営東大阪島三内住宅民活プロジェクトアドバイザー業務 中村　博

競売入札のコンサルティング 田中　秀夫

レジャーホテルの証券化（物件と資金調達） 田中　秀夫

項　　　目

新会計制度に関
連した業務等

再生対象となる赤
字企業に関して、
再生を可能とする
シナリオ等、提案
等についてのカウ
ンセリング

不良債権等の実
務的処理方法及
び関連評価等に
ついてのカウンセ
リング

新しい資金調達を
伴う不動産に関す
るさまざまな提案

企業関連

再生関連

財務関連

ファイナン
ス関連



不動産カウンセリング事例（一覧）

事　　例 カウンセラー名項　　　目

全国規模の賃貸物件の証券化アドバイス 田中　秀夫

開発型不動産証券化に伴うマーケティング及び評価（３件） 江見　博

収益用不動産の取引利回り、還元利回りの分析検討。 藤井　一嘉

高齢者向けリバースモーゲージ融資制度の策定 平野　富夫

不動産投資に関するアドバイス業務 中野 豊

ホテルの評価と共に買収とカウンセラー 安田　冨介

百貨店屋上にあったジムの立ち退きの評価と共に交渉の依頼を
受け、10年来の抗争の和解を行った。

安田　冨介

事務所ビル等の投資採算分析（各種事業を前提に） 大西　和幸

貸家（20数件）の一括売却 立花　義生

中規模工場の処分プロジェクト 寺島　鐐太

中規模工場の処分プロジェクト 寺島　鐐太

借地権と底値の等価交換の完全履行のカウンセリング 加藤　弘之

借地人の底地購入の際のカウンセリング 杉浦　明

バブル期のゴルフ場素地の価格推移のレポート作成。 杉浦　明

相続税、貸しビル解体費、立退料などの支払い債務を吸収しな
がら居宅と収益用不動産を確保する集合住宅ビルの開発を立
案、実現した（等価交換方式）。

内海　節隆

土地区画整理事業地区の中で借地権と更地の交換契約を勧
め、公正証書契約を実現した。

内海　節隆

借地・底地整理による等価交換マンション分譲 田中　秀夫

普通財産貸付料率等の見直しに関する調査 茂木　泰

担保評価（担保評価については個々に様々な問題を抱えてお
り、カウンセリングの力を必要と実感しております。）

西村　伸裕

建築条件付の分譲地の一部の候補地の将来を予測として優劣
の比較検討意見のカウンセリング

加藤　弘之

仮差押債権の事実上の承継・所有権の取得に関するカウンセリ
ング

加藤　弘之

事業用定期借地権設定契約コンサルタント 麻生田　栄壽

定期借地権セミナーの開催 麻生田　栄壽

自用資産を残した収益資産への変換コンサル 平野　富夫

小規模・アパートマンションのＰ・Ｍ業務のシステム化。 渡辺　晃

団地区分所有法§65に基づく管理規約 二木　憲一

複合ビル管理規約作り 二木　憲一

上記ビルの開発と運営 藤井　正基

各種施設のテナ
ント管理における

ＳＣ内の店舗賃料の分析 増田　修造

ナー側･テナント
側両面からのソフ
ト･

激安コスメ化粧品の開発と販売方法の確立。これをシステム化し
Ｆ・Ｃ事業に全国展開。

渡辺　晃

ソフト・ハードの両
方に関して、対象
項目・範囲・費用
算定方法等に関
するカウンセリング

テナント管
理関連

AM関連
（売買代理
等を含む）

実物不動産を中
心とした全般的な
ポートフォリオの分
析・提案について
のカウンセリング

PM関連



不動産カウンセリング事例（一覧）

事　　例 カウンセラー名項　　　目

施設内店舗の入れ替えに伴う費用、方法に関する相談。 江見　博

商業ビルの一括貸しに関る改訂賃料評価の中で、敷金現状回
復費相当預り金を重視し改訂を進言した。

内海　節隆

既存市街地内宅地をスーパーマーケット賃貸管理 松浦　英彦

投資アドバイス 佐藤　實・佐藤　桃江

本社ビルの賃貸条件のあり方の検討業務 佐藤 晃紀

家賃改定のための標準家賃調査 佐藤 晃紀

商業ビルの賃料改定に関するコンサル業務 中野 豊

貸家建付借地権の処理。相続対策。 中井　詔太郎

区分所有跨り建物の相続対策 中井　詔太郎

相続問題。相続を承認するか、限定承認するか、放棄するかの
判断。

中瀬　成明

相続に伴う土地分割案の作成 杉浦　明

事業承継のための株価評価、指導 髙木　一博

ショッピングセンターの定期借地相続 神田　博美

大邸宅の固定資産税の節税対策 大多和　徳弘

老人ホーム建設に伴う用地買収の節税対策 大多和　徳弘

遺産分割に関するアドバイス（評価、分割、課税、登記等） 福田　勝法

色・層別路線価図各種による価格検証システム 堀江　行一

普通借地権より定期借地権への契約変更 池田　太一

農地地域の状況類似区分図の作成 中瀬　成明

路線価の画地認定業務 薮崎　久夫

路線価の状況類似設定区分図作成業務 薮崎　久夫

平成１５年度固定資産税（土地）の評価替えに係る路線価付設
業務

中村　博

固定資産税評価システム業務 石橋　勲

固定資産評価における路線価新設業務 夏原　達雄

固定資産評価審査申出の為、建物価格の意見書 田中　栄

新築時点の建物の固定資産税評価額に関し、適正な時価とは
何か？７件。

内海　節隆

固定資産税路線価の付設 平澤　春樹

相続に当たっての不整形土地の平等分割の提案 平野　富夫

共同ビルにおける権利形態の確認と権利移動に伴う権利調整 茂木　泰

再開発計画にか係る事業採算性の検討 茂木　泰

再開発事業における敷地利用権の検討と地役権設定対価に関
する調査

茂木　泰

土地価格、分譲マンション価格、賃貸住宅家賃の個別格差率 大西　和幸

共同ビル事業の事業シェアー等の調査 大西　和幸

有効利用活用関連

その1

ハード面での権利
調整などに関する
カウンセリング

個別～街区規模
レベルの新規最
適活用分析及び
既存不動産の建
替え及びリニュー
アル分析などの提
案、更地ケースに
おける最適有効
活用並びに既存
建物所在のケース

税務関連 相続対策を中心と
した上記項目の全
ての分野を含む
税務上の問題点
の指摘等に関す
るカウンセリング



不動産カウンセリング事例（一覧）

事　　例 カウンセラー名項　　　目

マンション建設に伴う日影阻害の補償（近隣対策費）の調査 大西　和幸

工場跡地の活用 池田　太一

共同住宅分譲事業実施可能性検討調査 増田　修造

遊休地の有効利用及び需給調査 増田　修造

市街地再開発事業において地権者の代理として組合との折衝
業務

立花　義生

配送センターの建設プロジェクト 寺島　鐐太

事務所ビルの移転プロジェクト 寺島　鐐太

共有となっている共有通路部分の管理・保全等に関するカウン
セリング

加藤　弘之

優良建築物等整備事業 麻生田　栄壽

もやい住宅（コーポラティブ住宅） 麻生田　栄壽

駅前共同ビルの不動産価格の基礎資料作成 杉浦　明

金剛山関連事業活性化検討業務 中村　博

再開発組合の管理規約案及び諸規則案作成に関する業務 中村　博

工場の建物詳細調査 佐藤 晃紀

土地区画整理事業における計画変更の従後評価への影響 夏原　達雄

地方都市の大規模宅地見込地の投資採算価格。 藤井　一嘉

共有ビルのフロアーごとの単独所有への権利変換。 藤井　一嘉

マンション建替 二木　憲一

マンション建替コンサル 二木　憲一

再開発事業完成後の販売価格の予測 戸川　英二

土地区画整理事業完了後の住宅団地販売価格の予測 戸川　英二

不動産開発マニュアルの作成。 藤井　正基

新幹線駅前ビル（複合）開発企画 藤井　正基

現況林地と戸建住宅の混在する地区を一括して、開発する権利
調整を提言した。開発後は公共土地となる。

内海　節隆

７人位の老人グループホーム建設 木内　二三夫

市街地再開発業務全般（上田・郡山・伊那・米沢） 平澤　春樹

再開発による効用増加率分析 平澤　春樹

マンション立地事業アドバイスと協力 松浦　英彦

ホテル立地プラン作成と有効利用アドバイス 松浦　英彦

大規模物流センター開発コーディネイト 松浦　英彦

定借による中規模量販店の進出に関するアドバイス 矢野　統一

有縁、無緑墓地の既存する市街化区域内の山地の開発の支援 矢野　統一

開発予定地の資産保有的価値と開発見込地としての価値の比
較及び法規制の状況調査報告

福田　勝法

アル案などに関す
るソフト･ハード両
面（マーケッテイン
グ、収支予測等を
含む）からの検討
についてのカウン
セリング



不動産カウンセリング事例（一覧）

事　　例 カウンセラー名項　　　目

埋立地、公営住宅跡地等の有効活用のアドバイス 福田　勝法

土地の有効利用 佐藤　實・佐藤　桃江

共同ビルにおける従前･従後評価、管理規約作成 長田 保夫

共同ビルにおける従前･従後評価、管理規約作成 長田 保夫

多数企業による共同ビル事業におけるコーディネート業務 福本 泰

土地の有効活用に関するコンサル業務 中野 豊

定期借地権に関するコンサル業務 中野 豊

事業用定期借地権の設定アドバイス 増田　修造

中古物件に伴う仲介業者に対する重要事項説明。違反に対す
る現実的な対処方法等に関するカウンセリング

加藤　弘之

農地取引の実例分析 平澤　春樹

大規模住宅団地開発の需要予測 大西　和幸

海面埋立中の港湾の完成時の価格と競争力の推定 戸川　英二

市街化調整区域における合法的宅地開発の方法案の策定 矢野　統一

大規模新規開発地における土地評価のシステム作り 福本 泰

地域の土地価格の成立ち、特徴と原因の分析 安藤　元二

まちづくり 地方都市の中心市街地活性化のための街づくりコンサル 福本 泰

市町村合併 町村合併後の公共施設ＰＦＩ建設 木内　二三夫

ゴルフ場の評価と共に建築をめぐる紛争解決 安田　冨介

地代の値下げをめぐる裁判事件に評価のみならず弁護士説得
も行う。駅前商業地の病院敷地。

安田　冨介

建物取り壊しに伴う立退料に関する調査 茂木　泰

景観紛争原告側アドバイザー 増田　修造

同一案件についての二社の鑑定書の比較 立花　義生

その他

その2 中～大規模レベ
ルの広域的な新
規最適利用分析
及び既存エリアに
関する再開発･リ
ニューアル分析な
どの提案、更地
(新規供給及びクリ
アランス後のケー
スを考慮)のケース
における各種土地
利用ミックスをし勘
案した新規での最
適有効利用の提
案、並びに既存土
地利用の再開発
手法的な検討に
基づく建替え・リ
ニューアル案等に
関するソフト・ハー
ド両面(マーケティ
ング・収益予測・
地域経済への波
及効果･Ｂ/Ｃ等）
の検討について
のカウンセリング



不動産カウンセリング事例（一覧）

事　　例 カウンセラー名項　　　目

中古マンションの資産価値の評価手法に関する調査業務 中村　博

法定外公共物評価基準調査業務 竹野　満

建物新築に伴う周辺家屋の被害調査及び交渉業務 江見　博

公法上不適法な開発計画・建築設計を推進していた争訟に関
し、両当事者の和解につながる評定をした。

内海　節隆

戸建住宅（複数）の地震災害に関わる争訟の中で、建物の被害
額の細部を離れて宅地造成の欠陥について具体的に調査結果
を提示した。

内海　節隆

競売に付した場合の予想価格 神田　博美

借地権紛争解決 佐藤　實・佐藤　桃江

能楽堂の移転に関するコンサル 吉村 彰彦
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