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不動産投資のための
情報インフラの未来

不動産証券化、とりわけJリートの誕生以来、投資不動産に関する情報の整備が進み、それが不動産投資・

証券化市場の成長、透明性の向上に繋がったのではないでしょうか。本座談会では、過去を振り返りつつ、

不動産投資・証券化市場の更なる発展に向けて、どのような情報インフラの整備が必要か議論いただきま

した。

今では当たり前のように利用されている情報やデータが仮にないとしたら、読者の皆さんのビジネスの

やり方にどのような影響があるのでしょうか。また、今はまだない情報やデータが入手できるとすれば、

どんなビジネスが展開できるでしょうか。このような想像をめぐらせながら、この記事を読んでいただけ

れば幸いです。

なお、本座談会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からアクリルパネル設置等の対策を行い実

施いたしました。このため、一部の写真が見づらくなっておりますがご了承ください。
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で調査部長としてご活躍されていた際に、鑑定評
価やインデックスなどについて議論させていただ
きました。続いて、小夫さんお願いします。
小夫　ドイチェ・アセット・マネジメントの不

動産部門でアジア太平洋のリサーチを統括してい
ます。日本以外のマーケットも見ているので、日
本と海外における情報開示の比較から日本の優れ
ている点や逆に気になる点を日々感じており、本
日は自分なりの考えをお話できたらと思っていま
す。またリーマンショック前は、邦銀の欧州拠点
からヨーロッパの不動産を見ていたので、ヨーロッ
パとアジアとの比較も交えてお話できたらと思っ
ています。
山下　ありがとうございます。小夫さんとは弊

所の研究部でも情報交換等で以前よりご協力いた
だいています。

次は私の番ですが、私は今、日本不動産研究所
で研究部と国際部を兼務していまして、研究部で
は「市街地価格指数」、「不動産投資家調査」、「国
際価格賃料指数」など様々な調査を行っています。
不動産投資家調査の結果については、ARESと共
に報告会で皆さんにフィードバックさせていただ
いていますが、この調査は、もともとは投資や鑑
定等の実務家・専門家へのアンケートに基づいて
各地の利回り等を詳細に調査しているアメリカの
リアル・エステート・インベスター・サーベイを
参考に、弊所で 20年以上前から半年ごとに継続
的に実施しているものです。加えて、オフィスの
マーケット予測のほか、土地や住宅の価格指数の
調査も長年にわたり行っています。最近では、不
動産テックやESG、SDGsなどの比較的新しい分
野についても調査研究を進めているところです。
国際部では、主に日本の金融機関、不動産会社、
ファンド運用会社等の皆さんが海外で不動産投融
資や開発・販売を展開する際に、現地の提携先と
連携しながら、市場調査や事業採算調査などのリ
サーチや、投融資・財務報告等のための鑑定評価
等のサービスを行っています。

１. 黎明期を振り返る
～鑑定評価の発展とインデックスの整備～

山下　本日はよろしくお願いします。まずは自
己紹介を兼ねて、過去および現在における不動産
投資・証券化市場とのかかわりについて、本日の
テーマである情報インフラ整備にも触れつつ、お
話いただければと思います。
高井良　現在は三井住友信託銀行で、主に私

募不動産関連のエクイティプロダクト組成や提案、
企業の保有不動産に対する流動化提案、私募リー
ト市場への参入を検討している企業に対するアド
バイザーをしています。約10年前はARESに出向
し、さらにその 10年前には日本ビルファンドマネ
ジメントに出向していました。もう 20年以上この
業界に関わっています。投資情報とのかかわりと
いう意味では、当時なかなか根付かなかった不動
産ファンドインデックスに関し、ARESへの出向
中にAJPIとAJFIを立ち上げました。不動産私募
ファンドを組成・運用している国内の不動産運用
会社各社に参画いただき、システム設計から算出
方法の検討、更にはデータ抽出まで協力して進め
ました。

さらに当時を振り返ると、ARESで私募ファン
ドの発行開示と継続開示に関する「ARES私募不
動産ファンドガイドライン（現在は、私募不動産投
資運用評価ガイドラインに改編）を制定したこと
が記憶に残っています。これは機関投資家が私募
ファンドへの投資を検討する際、運用会社が機関
投資家に開示すべき標準的な項目を示し、両者に
よるコミュニケーションの円滑化などを目的とし
たものです。背景には、Jリートは金商法や投信
法の法定開示資料がありますが、私募ファンドに
ついては商品概要書や運用報告書について業界ス
タンダードがない状況でしたので、当時それを改
善したかったという思いがありました。
山下　高井良さんとは日本ビルファンドに出向

されていた時に初めてお会いしましたが、ARES
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私の現在の担当業務の紹介は以上ですが、不動
産証券化市場と情報インフラに関わる経験につい
て、少しお話したいと思います。90年代の後半、「証
券化とは何だろう、果たして日本でできるのか？」
と言われていた当時からほぼ 10年、私は日本不動
産研究所で証券化関連の鑑定評価を、日本でノウ
ハウがほぼゼロの状態から現在行っているような
実務を定着させるところまで担当しました。当時
をふり返ると、日本で不動産証券化を定着されよ
うとする場合、二つの情報インフラが絶対的に足
りないと多くの識者から言われていました。一つ
は鑑定評価、もう一つはインデックスです。

まず鑑定評価の方からお話しますと、90年代後
半、日本の不良債権を狙った海外投資家が参入し
てきた際、彼らにとっては日本の鑑定評価、特に
収益還元法が自国のそれとかなり流儀が違うもの
に見えたようです。われわれ不動産鑑定士はマー
ケットを離れて独自の見解を述べるのではなく、
基本的にはマーケットで特定の物件についてどう
いう価値が成り立つのかを分析し、報告するのが
仕事です。当時の日本は、それまで右肩上がり
のマーケットでしたので、不動産の収益性ではな
く、将来の値上がり期待のもとでの資産性によっ
て価格が形成されていましたので、収益アプロー
チは不動産の評価にはなじまず、適用しても現実
のマーケットを説明できないことが多かったため、
結果的に収益還元法の実務的な精緻化が進んでい
ませんでした。収益還元の方法としては、DCF法
であれば、将来キャッシュフローを予測して一定
の利回りで割り戻して合計するという非常に単純
なものですが、その裏付けとなる数字をほとんど
持っていませんでした。実際、多くの不動産を賃
貸していた不動産会社や保険会社の現場でも、現
在のように収支データを物件毎に管理していたわ
けではなく、わざわざレントロールを作成するこ
ともありませんでした。ですので、現在は複数の 
Jリートや私募ファンド等を運用している会社で
も、私たちが鑑定評価のために個別のテナントと

の契約条件を調べるためには、書庫に行って厚い
ファイルを何冊も調べなければなりませんでした。
当然、将来キャッシュフローや利回りのベンチマー
クとなる指標もありませんでした。

そのような状況の中で、90年代後半に日本不動
産研究所が組織をあげて取り組んだことが二つあ
ります。一つは、利回りのベンチマークに関して、
冒頭触れた「不動産投資家調査」を開始し、さら
にロンドンに本部があったIPDと提携をして、イ
ギリス中心にヨーロッパで利用されていた不動産
インデックス（収益率の指標）を日本にも導入する
という野心的な試みに挑戦しました。もう一つは、
将来キャッシュフローに関して、家賃や稼働率（空
室率）などオフィスマーケットの将来動向を予測す
るという、これも非常にチャレンジングな試みを
三鬼商事さんの協力を得て取り組みました。それ
まで将来予測というのは、鑑定評価の世界ではタ
ブー視されていましたが、価格自体を予測するの
ではなく、家賃や稼働率（空室率）について、きち
んとした裏付けなり、合理的な前提条件つきで将
来を予測することはDCF法を適用するためには不
可欠な取り組みでした。
小夫　不動産で収益還元法や利回りを用いると

いうのは、日本にまだ不動産神話があったバブル
時代からするとコペルニクス的転換だったと思い
ます。それが 2000年代のファンドブーム以降、折
り込みチラシでも収益不動産の利回りを出すよう
になり、徐々にデータも整備されました。リート
が誕生したことが大きいとは思いますが、過去20
年でかなり進んだ部分だと思います。
山下　高井良さんはインデックスをARESで整

備した際、かなりご苦労されたと思います。当時
の問題意識などお話いただけますか。
高井良　ARESに出向する前、具体的には 2000

年代リーマンショックの前後ですが、年金資金を
お預かりして不動産へ投資する仕事に 8年ほど携
わっていました。当時は、業界全体としても、年
金等の機関投資家の資金をどうやって日本の不動
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小夫 孝一郎氏

おぶ　こういちろう
1995年東京大学経済学部卒、住友銀行（現三井
住友銀行）入行。同行の欧州駐在シニア・アナリ
スト（欧州不動産・テレコムセクター）、同行企
業調査部建設・不動産チームのグループ長などを
歴任。2007年よりドイツ銀行グループ所属。
2013年よりオルタナティブ部門でアジア太平洋
リサーチ＆ストラテジーヘッド。2015年よりド
イチェ・アセット・マネジメント所属。国内・海
外のセミナー・大学などで講演・講義多数。アジ
ア市場及び国内向け不動産レポートを英語・日本
語で執筆する。

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
オルタナティブ調査部長

アジア太平洋不動産リサーチヘッド

産投資市場に持ってくるかというのがテーマでし
た。年金基金は、当時から海外資産への投資が豊
富で、運用手法も欧米型で先進的な機関投資家で
あり、海外にある投資インフラを日本でも整備し
ていくことが必要でした。当時、欧米にあって日
本にないものの一つがインデックス、もう一つは
私募リートという商品でしたが、こうして振り返
ると徐々にキャッチアップされていったのではな
いでしょうか。2000年代前半と比べると国内外の
機関投資家の資金は桁違いに不動産市場に入って
いますし、GPIF等の有力な国内の機関投資家が
参入する市場にまで成長した。もちろん、それら
が全てインデックス等のおかげだとは思いません
が、最低限の情報インフラの整備は機関投資家が
参入する土台となったのではないでしょうか。
山下　ありがとうございます。不動産投資イン

デックスは、ファンドベースでも、実物ベースで
も年金等の長期資金を運用する機関投資家にとっ
て、とりわけ有用であると言えますね。

２. 利用者にとって有用な情報インフラとは
－欧米との比較の観点からも

山下　これまでのお話で、過去をふり返ると鑑
定評価やインデックスなど情報インフラの整備が
不動産証券化が普及するための基礎的な情報イン
フラであったことや、それらが不動産投資市場の
拡大に寄与してきたことを再認識できました。様々
な情報を分析し、解釈して、それを投資家の皆さ
んに伝えるという意味でリサーチという分野も重
要な情報インフラの一つではないかと思いますが、
小夫さん、例えば、機関投資家が不動産投資のメ
インプレイヤーであるヨーロッパの不動産リサー
チがどのようなものであるか、少し教えていただ
けませんか。
小夫　よく驚かれるのですが、ヨーロッパを始

め欧米における不動産リサーチの仕事は、一言で
言うとトータルリターンを予想することです。当
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然、賃料や空室率、キャップレートの予想もしま
すが、もう一段進んで「投資家に毎期いくら返っ
てくるのか」、賃料収入と物件のキャピタルゲイン
を総合した市場のトータルリターンを予想します。
ARESのデータでいうとAJPIの将来予想をする
ことに相当します。日本でもインデックスの整備
はかなり進んでいるのですが、どうもそれが業界
に広く浸透するところまで至っていない印象です。
リサーチの仕事でも市場トータルリターンの予想
を行っている会社は国内だと非常に限られ、多く
はキャップレートの予想で止まっています。「実物
不動産のトータルリターン？なにそれ？」のような
反応をされることが多くあります。新聞でも業界
誌でも扱われることはほとんどありません。
山下　ヨーロッパでは、リサーチという専門領

域の役割として、トータルリターンの予想が主で、
インデックスをはじめとするデータの使われ方も
日本とは異なるのですね。その理由はどこにある
とお考えですか。
小夫　日本では、持ち家や自社ビルなども含め

て 2千数百兆円ともいわれる国内不動産の総額の
うち、証券化された不動産は全体の 1％程度でし
かなく、残りの大半がバランスシートで保有され
ているというのが大きな理由と思います。つまり、
不動産の所有と経営の分離があまり進んでいな
い。Jリートの資産総額は年々拡大していますが、
そこにも日本独自の「スポンサー制」が介在してい
るので、この 1％の部分ですら本来の証券化なの
かと外国人には訝しがられることもあります。バ
ランスシートで保有する場合、空室率や賃料をみ
ればそれで十分なのですが、証券化不動産の場合
はそれだけでは足りません。機関投資家はトータ
ルリターンの数字を見ますし、その数字をふまえ
て不動産・株式・債券のベストアセットミックス
はどうなるのかという計算をしています。これを
行うには実物不動産においてもインデックスの整
備と運用が必要です。その辺の市場構造の違いが
普及の遅れに影響しているのではと思います。こ

の「1%」の割合が増えてくると日本でもデータをど
う使っていこうかという話に進むのだろうと思い
ます。

私は大学（大学院）で講義を持っているのです
が、アメリカと日本の不動産の授業の大きな違い
は、「不動産市場を金融商品として、ファイナンス
理論を使って分析できているかどうか」です。日
本は物まわりに強いバランスシートプレイヤー主
導のマーケットなので、金融商品として不動産市
場を見るという点ではまだ歴史が浅い。金融と不
動産両方の知見がある人材も増えていますが、欧
米市場には追いついていないと感じる部分です。
山下　Jリートの誕生で本格的に金融と不動産

が融合してから 20年以上経ちましたが、欧米との
差は依然として大きいということですね。インデッ
クスの使われ方に関して高井良さんから何か補足
はありますか。
高井良　日本でみんながインデックスを使って

いるかというと使っていないと思います。小夫さ
んが指摘されたように所有と経営の分離があまり
進んでいないというのもありますが、日本はそも
そも不動産会社のプレゼンスが圧倒的に高いで
す。インデックスは本来institutionalな投資を行っ
ている機関投資家に向けたもので、不動産会社で
はインデックスなどはあまり活用されていないと
思います。ただ、日本の不動産市場も不動産会社
がバランスシートで持つだけでは対応できない市
場規模となってきており、国内外の機関投資家の
資金を取り込む上でインデックスが果たした役割
はあったのではではないかと思います。最近では、
サブインデックスとして私募リートのファンドイ
ンデックス（AJFI）が利用できるようですが、カ
バー率も高くユニバースが限定されたインデック
スですので利用価値も高いと思います。

あと、例えばGPIFの運用資産額は世界一です
が、欧米では運用資産額はGPIFより小さいなが
ら年金基金や財団、学校法人など属性も多様で機
関投資家の数は圧倒的に多い。つまり、日本は不
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動産投資の情報を必要とする機関投資家の絶対数
が少なく、属性の多様化が必要ではないかと感じ
ています。
山下　そのとおりですね。先ほど日本不動産研

究所が 90年代後半に英国ベースで欧州を中心に
不動産インデックスを提供していたIPDと提携し
て、同様のインデックスの開発に挑戦したという
お話をしました。結末としては、独自のインデク
ス開発は断念したけれども、インデックス計算の
基礎とするために始めた不動産投資家調査は今で
は多くのマーケット参加者に利用していただいて
いますし、日本でのインデックス開発の取り組み
はIPDが引き継がれる形となりました。とはいえ
同社も営利企業ですので、いつまでも先行投資を
続けることはできなかったようです。現在はIPD
そのものがより大きな金融メディアであるMSCI
の傘下に組み込まれています。

ちょっと脱線してしまいましたが、なぜ弊所が
不動産投資インデックスの開発を断念したのかと
いうことですが、日本では年金等の機関投資家が
コストを支払ってまでインデックスやインデック
ス等のデータを利用した不動産専門の年金運用コ
ンサルティングを必要としていなかったことが大
きかったと総括しています。もちろん、物件単位
の収支実績の詳細データを継続的に提供いただけ
るような仕組みがなかなか構築できなかったこと
もあります。
小夫　とても興味深い視点と思います。先ほど

高井良さんがおっしゃった、日本では不動産会社
のプレゼンスが高いという話と似ているかも知れ
ません。不動産はローカルビジネスなので、必ず
しも全て欧米市場を模倣する必要はありません。
特にバランスシート型の日本のデベロッパーは「ア
セットを持っているほうが正しい」というメンタリ
ティがあるように思います。これは一般の事業会
社も同じで、日本では本社ビルを自社で保有する
ケースが多いですが、欧米企業ではあまり一般的
ではありません。長期的な時間軸の流れを把握す

るために例えば企業に置き換えてみると、株式上
場を通じて会社の所有と経営の分離が進み、これ
が資本主義の成長を支えてきたという歴史があり
ます。不動産の場合、必ずしも所有と経営の分離
が一本調子で進むことがいいとまでは思っており
ませんが、少なくとも投資家を育てようと思えば、
情報開示は大事な一端かと思います。リートとデ
ベロッパーを比べると、全物件のNOIを開示する
リートの方が投資家にはわかりやすいのは間違い
ない。所有と経営の分離はつまり、市場の透明性
を高める役割を果たしているのではと思います。
山下　ありがとうございます。今後の情報イン

フラのあり方も、この時間軸をどう考えるかに関
連する部分もあると思ったので日頃の疑問をお伺
いしました。自己紹介でもお話したとおり、いま
私は国際部を兼務しており、欧米だけでなく、ア
ジアの先進国や新興国の多くの案件を見ていま
す。そこで感じていることは、所有と経営、さら
に開発という三つの機能が一体となっている新興
国と、これらが分離していて、それぞれをサポー
トする情報サービスやコンサルティング・サービ
スが発達している米国など欧米に対して、日本は
その中間にあるということです。そこで私の日頃
の疑問は何かと言うと、日本は欧米のような三つ
が分離する方向に進むのであろうか、ということ
なんです。方向性としては、そうなんだろうとは
思うのですが、その足跡をそのまま辿るのではな
く、良い意味で日本流の進化形があるのではない
か。実際、今の新興国の不動産ビジネスの姿をみ
ると一昔前の日本に非常によく似ていますが、技
術進歩という時代の違いによる差異も少なからず
見られます。このことは日本が一直線に欧米スタ
イルに向かうのではないということを示している
と感じています。

少し視点を変えて、市場の透明性など情報に絡
んで、例えば欧米との比較で感じていることがあ
れば教えて下さい。
小夫　少し前まで、日本はデータ開示が遅れて
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いる、透明性が低いという見方がありましたが、
ARESが公表しているデータを見ると情報量は素
晴らしいです。Jリートが全物件のNOIなどを開
示しているのを我々は当たり前のように思ってい
ますが、米国リートでも全件の情報開示はしてい
ません。また、オフィスや住宅は当然として、ホ
テルの賃料データを無料で入手できるのはおそら
く世界で日本だけです。ホテル業界の情報開示は
稼働率や客室単価のデータが揃うかどうかがJLL
社の市場透明性の評価項目となっています。この
項目に賃料は入っていないのですが、それが入っ
ていないのはホテル業界に募集賃料というものが
存在しないからです。ただ、募集賃料は存在しな
いとしても、実際にオペレータが払っている賃料

（支払賃料）は存在します。このホテルの支払賃料
のデータが無料で取れる国は日本以外にありませ
ん。これを使うと例えば同じ都市でホテルとオフィ
ス、住宅の坪当たりの賃料推移を横比較すること
ができます。こういった分析は海外にはないので、
外国人にも「こんな分析ができるのか」と非常に驚
かれるところです。日本のデータ開示はアメリカ
基準でみると遅れている部分もあるのですが、よ
くよく見ると本当に素晴らしいと思います。

一方、リートの取得時のキャップレートは、想
定NOIを用いていることもあり、既存賃料がベー
スとなるゴーイングイン・キャップレートではな
いため個人的には使いづらいと感じています。そ
こは他国に比べて弱い気がします。
高井良　想定NOIは、安定稼働後ないし調整

後とされている場合に加え、いわゆるプロフォー
マベースのものが含まれていると思います。各社
の収益見通しの違いがあって比較しづらいところ
もあり、現場では、おっしゃったゴーイングイン
に加え取得時鑑定の還元利回りや鑑定純収益の取
引価格に対する利回りなどを見ています。
山下　用語や計算の仕方を標準化する余地があ

りますね。ただ、日本は無料で取れるデータ範囲
がかなり広いというのは確かだと思います。例え

高井良 博氏

たかいら　ひろし
1991年三井信託銀行（現三井住友信託銀行）入
社。不動産証券化の黎明期より証券化関連業務／
年金・公的資金等の不動産投資に従事。2000年
日本ビルファンドマネジメント株式会社へ出向、
日本初のJリートの上場に関与。その後約8年に
わたり年金資金による不動産投資の投資業務に従
事。年金資金向け業界初の私募リートの開発を先
導。2011年よりARESにて、不動産投資インデッ
クス（AJPI）の開発を先導。現在、証券化や私募
ファンド・私募リート等の組成に従事。不動産鑑
定士。京都大学農学部卒。

三井住友信託銀行株式会社
不動産営業第一部 理事 アレンジメント担当部長
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ば米国では、投資不動産に関してはCoStarのよう
なデータプロバイダーがいて、物件単位の取引履
歴や賃料のほかにフリーレントや契約期間などテ
ナントごとの賃貸情報といった詳細なデータが入
手できます。ただし、それらの情報はタダではな
くて、定期契約のもとで決して安くないデータ利
用料を払う必要があります。先ほどのお話にあっ
たホテルの各種データでも、CoStar傘下のSTR
などの有料のデータ・サービスが広く利用されて
います。その他、情報やデータに関して、諸外国
との比較で何かお気づきの点はありますか。
小夫　「東京の住宅価格は今上がっています

か？」と聞かれたときに上がっているとすぐに答
えられますが、「オフィスの価格（賃料でなく物件
価格）は今上がっていますか？」という質問に答え
るツールはあまり整備されていません。「キャップ
レートは 2年間で一度だけ少し動きました」では正
直わかりづらいですし、AJPIの物件価格データは
公表まで 9 カ月くらいかかってしまうのでどうし
てもタイムラグが生じてしまう。建物の坪単価で
市況を示す指標が普及したらいいなと思っていま
す。異なる物件のデータをどう均質化するのかと
いう点が難しいのですが、大和不動産鑑定様がオ
フィスの床単価指標をすでに出しています。ただ
業界でもまだあまり広まっていないので、使う側
も賢くなるべきと感じています。
山下　オフィスだけでなく色々な用途でそのよ

うな指標が必要ではないかという問題意識は持っ
ています。いま弊所で実施している国際不動産価
格賃料指数は床単価ベースでの指数なので、さら
に細かく日本各地をカバーする形で床単価の動き
を示す指標を開発することも皆さんにとって有用
かもしれません。今、世の中になくて皆さんが困っ
ている情報を広く提供することは私が所属してい
る日本不動産研究所の調査研究部門の役割でもあ
ります。大和不動産鑑定様が出されている指標だ
けでなく、複数の少し特徴の異なる指標があって
もいいでしょうし、両者で連携して取り組むこと

も一案ではないかと個人的には思っています。
小夫　床単価の例を出したのは、日本は公示地

価で地価を出しますが、韓国は建物の床単価を公
示地価で出しているからです。日本もデータで示
せると面白いかなと。
山下　韓国では不動産の取引情報を政府が集め

て、そのうちのマンションの取引情報を政府系の
調査・鑑定機関が分析して、マンションの公示価
格（単位面積あたりの床価格）を公表しています。

日本の不動産の鑑定評価の分野でも、床単価の
インデックスが今後必要になるだろうと思ってい
ます。土地と建物の価格を積み上げる原価法に代
わって、開示されているJリートによる取引情報を
もとに、土地ではなく、床単価を直接比較する取
引事例比較法を適用すべきという議論もあります。
実際、欧米では収益還元法のほかに適用する評価
手法は原価法ではなく、床単価や住戸当たりの価
格を比較する取引事例比較法の方が一般的です。
日本では詳細な取引情報の入手が難しいというこ
とで、投資不動産の鑑定評価に床単価での取引事
例比較法は基本的には適用されていません。東京
都区部など比較可能なJリート等の取引情報が豊
富なエリアから、マーケットでの価格形成を説明
しにくくなっている原価法を取引事例比較法に切
り替えていくような取り組みも必要ではないかと
思います。
高井良　不動産は住宅でもオフィスでもグレー

ドによって床単価は大きく異なりますので、トー
タルのインデックスをつくるのがいいかは検討の
余地があると思います。信託銀行は機関投資家グ
レードの不動産取引の取扱いとしては最大手だと
思いますが、こうした機関投資家グレードの投資
用不動産について床単価のインデックスがあるこ
とは、プレイヤーにとっても有用だと思います。
小夫　グレードによって全く異なるのはおっ

しゃる通りですが、それはオフィスの平均賃料や
マンション価格でも同じです。それでも平均の動
向を数値で示すことに意味はある気もします。個
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人的にはビルの平均床単価の動向が広く認識され
ていくと嬉しいです。
高井良　マンションの販売単価の相場感はあり

ますし、オフィスの床単価に関しても取引現場で
は使われています。指数ではなく、同質の取引事
例として。日常的に見聞きするので、プレイヤー
や業者は体感的にわかっています。
山下　それを一般の人たちにもわかるようにす

る指標が今はないですね。床単価の動きを示す指
標は基本的なマーケット指標の一つとして是非ほ
しいところですし、先ほどお話しましたように鑑
定評価の分野では近い将来に必要となる可能性が
あります。

３. 不動産テックや ESG 投資の
潮流を受けて

山下　それでは、最近のホットイシューでもあ
る不動産テックやESGに絡めて、情報インフラの
観点からご意見があればお願いします。
高井良　この 20年であまり発展しなかったこと

は何かということですが、情報の伝達の部分が非
常に遅れていると思っています。例えば、買い手
に提供する物件情報は、依然として基本的に紙や
PDFベース、収支も独自フォームのスプレッドシー
トで提供され、それが個別にやり取りされていま
す。また、先ほども話題になりましたが、各社の
NOIの出し方も様々で、投資家は自らのフォーマッ
トに入力し直すなど非常に手間がかかります。プ
レイヤーやエージェント全員が同じ情報を提供な
いしアクセスできるプラットフォームが整備され
ると良いと思います。世に言われるDXによる技
術・業務革新以前の問題として、データの伝達・
処理というかデジタル化段階で課題があるのでは
ないかと思います。過去、海外のArgusというソ
フトウェアを日本に導入するという話もありまし
たが立ち消えになってしまいました。
山下　ご指摘にように日本の不動産投資市場の

プレイヤー構造などが影響して、真の意味でデジ
タル化が進んでいないというのはあるかもしれま
せん。米国では、鑑定評価でも広く利用されてい
るソフトであるArgusのデータはマーケットに参
加するプレイヤー間でやり取りされています。日
本でも共通プラットフォームを使った情報の伝達
の必要性は高まっています。

ちなみに、Argusが日本の鑑定評価で定着しな
かったのは、それが日本の不動産の取引や賃貸慣
行に合っておらず、無理に合わせようとすると入
力等の操作がかえって煩雑になってしまうことが
一因です。言い換えれば、わざわざ専用のソフト
を使わなくても、一般的な表計算ソフトで十分に
対応できるということです。例えば、長期の賃貸
契約が主流の米国等では一つ一つの契約内容が将
来のキャッシュフローの大半を規定しますが、日
本では普通借家が一般的で、賃料がどのように改
定されるのか、いつテナントとの契約が終わるの
か確定できません。ですので、市場の一般的なト
レンドをベンチマークとするような前提を置くと
いったArgusの基本思想であるテナントごとの分
析の重要性は欧米ほどは大きくないと言えます。
小夫　DXやデジタル化の話で言うと、アメリ

カの大学院の不動産コースでは「ソフトウェア＆
ツール」という授業が設けられていて、Argusな
どの使い方を学ぶ時間があり、日本との差を感じ
ます。高井良さんのお話の中で賃貸慣行の違いと
いうのがありましたが、不動産事業はローカルビ
ジネスなので細かなルールやソフトの一元化は簡
単ではないと思います。ただ、一度ファンドとい
う金融商品を通すと開示基準がある程度定まって
くるので、投資家に開示する情報は一定化してき
ています。この 10年くらいでかなり標準化が進ん
できたと思います。一方個別物件の話になると、
まだPDFが飛び交っているので、今一つのところ
だと思います。
山下　そのとおりですね。不動産と金融では求

められる情報やスピード感が違うということかも
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しれません。不動産テックは特定のプロが参加す
る不動産投資市場よりも不特定多数のマスのマー
ケットである住宅市場の方が効果を発揮し、かつ
広く薄く投資回収するような一定のボリュームと
成長が期待できるビジネスが馴染みやすいと思い
ますので、その分野からイノベーションが進むの
ではないかと個人的には見ています。

さて、ESGやSDGsも最近のホットイシューだ
と思いますが、情報インフラという観点で取り組
むべきことなどご意見をお聞かせください。
高井良　株のマーケットでは機関投資家の圧力

もあり、環境・ESGの統合報告書が発行されて
います。その流れはJリートや私募にも来ていて、
開示内容も含めて一段上のパフォーマンスを求め
られる時代になってきていると感じます。弊社も
最近は様々な形でカーボンニュートラルへの取組
みを進めています。
山下　弊所がよく聞かれるのは、CASBEEや

DBJグリーンビルディング、LEEDといった認証
を取得すると不動産価値にどれだけ影響するのか
ということです。鑑定評価を行う側としては、投
資家の資金を運用する機関投資家の間では、これ
らの認証の取得等のESGへの取り組みを投資判
断に利用することが一般的となっており、そのよ
うな条件を満たさない物件は機関投資家の投資対
象とはなりにくくなっていることは認識しており、
その範囲において不動産の価値に何らかの影響は
あると考えています。とはいえ、それが広くマー
ケット全体のコンセンサスとなっているとまでは
言えないという見方も依然として多いとう現状で
は、その条件を括りだして積極的にプラス評価す
ることに一歩踏み出すかどうか、微妙な時期だと
思っています。このことについては、欧米だけで
なく、日本でも様々な調査結果が出てきています
ので、このような実証的な調査や利用可能なデー
タが揃ってくるであろう近い将来には、不動産の
価値への影響に関する考え方や見方も定まってく
ると思います。

山下 誠之氏

やました　まさゆき
90年代後半からDCF法など収益還元法の実用化
や評価ツールの開発、市場データの整備や投資イ
ンデックス等の研究開発を担当するなど主に鑑定
評価の立場から不動産証券化市場のスタートアッ
プに参画。世界金融危機前のサブプライム問題へ
の懸念が広がりつつあった欧米及び日本の不動産
及び証券化市場を財務省財務総合政策研究所の特
別研究官として調査・分析。現在は、気候変動、・
ESG・サステナビリティ、不動産データ活用（不
動産テック）といった先進課題に関する調査研
究、海外不動産市場の調査や海外機関との技術協
力などのプロジェクトを推進。

一般財団法人日本不動産研究所
研究部長・国際部長
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高井良　投資家の属性にもよりますが、ESGに
配慮していればリターンが低くても良いとはなら
ないでしょう。ESGだから中長期的に付加価値を
見出すとなるには、ある程度ヒストリカルデータ
が必要ですし、そもそもESGによる付加価値は定
性面では説明できても、定量的には説明しづらい
という点も課題ですね。
小夫　ESGは今一番ホットなテーマで投資家か

らの質問も多いのですが、ESGの観点で優れてい
る案件だからといってリターンを犠牲にはできな
いというのは私も投資家さんから伺います。ESG
でいつも疑問に思うのが、「ESGに配慮した新しい
ビルをつくりました」という宣伝です。たとえ環境
配慮ビルだろうと、新しいビルをつくるのは既存
のビルを直しながら使うより環境に悪いのではと
思うことがあります。ただ欧米ではESGに配慮し
ているオフィスでないと入居の社内決裁が下りな
いテナントや、投資対象も厳選しないと各方面か
ら指摘されるという公的機関もありますので、日
本でもその流れが強まってくるかもしれません。
今のところESGに配慮したオフィスだから何%
賃料を高く払いますというようなレベルの話には
至っていませんが。

ESGに関して最近リサーチ側でよく目にするの
は、各都市の環境・気候変動リスクを数値化する
ようになってきたことです。日本では地震リスク
が高く、オーストラリアだと森林火災リスクがあ

りますが、気候変動リスクを数値化してポートフォ
リオベースで管理していこうという流れがありま
す。これまでは市況変動やボラティリティ、市場
の流動性が主な計測リスクでしたが、今度は環境
リスクもそこに入れましょうと。全体に占める追
加リスクの割合は微々たるものですが、投資判断
の目安の一つになりつつあるので、日本もそちら
に向いていくだろうと感じています。
山下　ありがとうございます。本日は不動産証

券化マーケットについて深い見識と経験をお持ち
のお二人のお話をおうかがいすることができ、私
個人としても非常に刺激を受けましたし、読者の
皆さんもそのようにお感じになったのではないで
しょうか。

今日のテーマは「不動産投資のための情報イン
フラの未来」という日常のビジネスで即使えそう
な話題ではないかもしれませんが、日常を離れて
時間軸や国際比較という観点で皆さんのビジネス
を陰に日向に支えている情報やデータというもの
を改めて考えてみる機会にはなったのではないで
しょうか。今という時代は過去によって形づくら
れていますが、未来は現在を出発点として私たち
が創っていくことができるものです。「意志あると
ころに道は開ける」と言われるとおり、不動産投資
のための情報インフラも志のある者たちをみんな
で支えることで進化・発展するものであると思う
次第です。




