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はじめに

○鴇澤（司会）　司会の中央日本土地建物グループの
鴇澤省一です。よろしくお願いいたします。
　2001年 ９ 月に三井不動産，三菱地所をスポンサー
とする 2 つのＪ－ＲＥＩＴ投資法人が上場してから，
今年で20周年を迎えました。本日は，「Ｊ－ＲＥＩＴ
20周年――証券化不動産と鑑定評価」をテーマとし
て，鑑定セミナーを開催させていただきます。
　私は，1９９0年代後半より，日本土地建物でＡＲＥ
Ｓ（一般社団法人不動産証券化協会）の前身である
不動産シンジケーション協議会の不動産証券化に関
する活動を始めました。その後，1９９９年に新設され
た証券化部署で証券化業務に携わり，2000年にＳＰ
Ｃ法（特定目的会社による特定資産の流動化に関す
る法律）に基づく ７ 番目の設立となるネオパス川崎
特定目的会社で銀行店舗の証券化を担当しました。そ
の後，オリジネーター，スポンサーとして，証券化，
ファンド事業に携わり，2013年から今年 3 月まで鑑
定部の担当役員として証券化不動産の鑑定評価に携
わっていました。 ４ 月からは中央不動産グループと
経営統合したホールディングカンパニーで経営情報
部門を担当しております。
　それでは，本日の出席者の自己紹介を兼ねて，こ
れまでのＪ－ＲＥＩＴ，証券化不動産との関わりに
ついてお話しいただきたいと思います。
　本日は，鑑定評価の依頼者，利用者として，Ｊ－
ＲＥＩＴ運営会社に加えて，不動産証券化の黎明期
から携わってきた 3 名の方に御出席いただいており
ます。最初に，丸紅をスポンサーとしたユナイテッド・
アーバン投資法人の資産運用会社であるジャパン・
リート・アドバイザーズの代表取締役である臥雲敬

昌さん，お願いいたし
ます。
○臥雲　ありがとうご

ざいます。ジャパン・リート・アドバイザーズ株式
会社の臥雲敬昌と申します。スポンサーの丸紅に
1９９0年に入社をいたしまして，30年超，ずっと不動
産畑でビジネスをしております。
　最初に ８ 年，大阪におりまして，当時は建設の請負，
土地オーナーに対して有効活用の提案等をさせてい
ただいて，商業施設の誘致，特定優良賃貸住宅制度
を使ったような賃貸住宅，あるいは物流等々の施設
の建設を担当し，また，分譲マンション事業では，等
価交換事業や多数の土地所有者と組合による再開発
事業を手掛けてまいりました。
　その後，東京に戻り丸紅で，フィットネスクラブ
の開発などを担当した後，当時マンション管理を行
っていた事業会社に出向し，マンション居住者向け
の新規ビジネス立ち上げに取り組み，三菱地所や東
京建物とご一緒しながらマンションに光ファイバー
を引いて，常時接続のインターネットサービスを提
供する新会社「つなぐネットコミュニケーションズ」
の営業統括として黒字化に貢献しました。
　2005年から今の不動産証券化ビジネスの業務を担
当することになります。当時，すでにジャパン・リ
ート・アドバイザーズはユナイテッド・アーバン投
資法人を上場（2003年）しておりましたが，私自身
もユナイテッド・アーバンや丸紅が運用する私募フ
ァンド等が取得可能な優良賃貸不動産の開発を担当
させていただきました。
　2013年には，ジャパン・リート・アドバイザーズ
ならびに，私募系不動産運用会社である丸紅アセッ
トマネジメントの非常勤役員を担当し，201４年には
私募系ＲＥＩＴとして丸紅プライベートリート投資
法人の組成を起案・主導しまして，2016年にジャパン・
リート・アドバイザーズに出向し，201８年より社長
を拝命して現在に至っております。
　本日，運用会社の中で唯一お声がけいただいたの
は，ユナイテッド・アーバンが総合型ＲＥＩＴであ
るということと，また，2010年には日本コマーシャ
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鴇澤　省一（ときざわ　しょういち）
中央日本土地建物グループ株式会社　常務執行役員 経営情報部担当
不動産鑑定士

1983年日本土地建物株式会社入社。鑑定，仲介，コンサルティング，土地開発，住宅開発，不
動産証券化，プロパティマネジメント，アセットマネジメント，環境推進業務に従事

2015年～ 2019年公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事，調査研究委員会委員長 
一般社団法人日本経済団体連合会都市・住宅政策委員会委員
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ル投資法人との合併の経験も持っているといった観
点かと思っておりますので，経験してきたことが共
有できればと思っています。
○鴇澤　続きまして，制度面，リーガル面で豊富な
知見を有する牛島総合法律事務所のパートナー弁護
士の田村幸太郎さん，お願いいたします。
○田村　私が不動産証券化に関係を持ったのは，
1９８７年に登場した不動産小口化商品というものでし
た。その関係で，不動産特定共同事業法（不特法）
の制定過程で不動産シンジケーション協議会のお手
伝いをしました。残念ながら，1９９5年に不特法の施
行がされたときには，もう小口化商品は販売されて
いなかったと思います。その後，1９９７年頃から，い
よいよ日本の金融安定化のために税金を投入しない
といけないという事態になり，その頃から不動産証
券化が本格的に開始されたと理解しています。
　当時，旧大蔵省主導の下ではありますがＳＰＣ法
の議論がなされ，それが制定されて，やがては投資
信託法が投資法人という制度を導入し，その後，す
ぐに対象を不動産現物にも広げて，冒頭ご紹介があ
った 2 銘柄のＲＥＩＴが上場したのが，まさにアメ
リカの ９ ・11事件の直前でした。それから20年とい
うことですが，考えてみれば20年しかたっていない
のかという感があります。その間マーケットの大き
な変動としては，やはり200８年のリーマン・ショッ
クということがあります。2021年においてはコロナ
禍，パンデミックの挑戦ということがありますが，思
ったより市場は安定している中で，そろそろ次のリ
スク管理をする時期かと思うところです。
○鴇澤　続きまして，ＳＰＣ（特別目的会社）の運営，
会計，税務に加えて，鑑定評価にも詳しい，さくら
綜合事務所代表の杉本茂さん，お願いします。

○杉本　杉本です。私がキャリアを開始したのは，今
のＵＲ都市機構（独立行政法人都市再生機構），当時
の住宅・都市整備公団からになります。その当時，都
市開発の資金調達，あるいは地価上昇がまだまだあ
った時期ですので，地価の上昇が顕在化しないため
の手法としての証券化が随分議論になっておりまし
て，その当時から関心を持っておりました。
　その後，大手監査法人を経て独立しましたが，業
界は1９９７年に山一證券が破綻するような経済状態の
時期がありました。その頃から急に，不動産の証券
化が今までのトーンとは全く変わりまして，資金調
達や不良債権の処理ということで，一気に制度化さ
れてきたような気がします。私自身のビジネスとし
ては，それ以前も小口化商品のことで携わってきま
したが，この頃から，特に不良債権，担保不動産を
いかにして流動化するかということが，急拡大して
きました。それは資金調達の側面もあったのではな
いかと思います。
　その当時，研究題材になったのは，アメリカでは
どうなっているかということでした。当時の企業会
計分野では，アメリカでの実務を輸入してくるとい
うトレンドがありまして，随分アメリカのことを研
究していたような気がします。
　1９９８年にＳＰＣ法が施行されましたが，それより
少し前ぐらいから，特に匿名組合と信託受益権を組
み合わせたような証券化スキームを試行していまし
た。
　それ以降，当時は多分，具体的な数は忘れてしま
いましたが，ＳＰＣの役員をやっていたのが何百と
いう数になっていたと思います。特に不動産の証券
化，開発型不動産の証券化がだんだんはやってきて，
豊洲などに自分の名前が書かれた建設看板があちこ

臥雲　敬昌（がうん　のりまさ）
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社　代表取締役社長兼ＣＥＯ
宅地建物取引士，不動産証券化協会認定マスター

1990年丸紅株式会社入社。不動産開発・建設工事請負事業等を担当後，不動産賃貸・建物管理
事業会社に出向して新規事業立上げに従事。集合住宅向けインターネット・サービス・プロバ
イダー事業会社の創業メンバーとして黒字化を実現。2005年からオフィスビル・商業施設，賃
貸マンション等の開発や不動産証券化業務に携わり，2014年には私募リート「丸紅プライベー
トリート投資法人」組成を起案・主導。ジャパン・リート・アドバイザーズ（以下ＪＲＡ）な
らびに丸紅アセットマネジメント社外取締役を歴任後，2016年ＪＲＡ取締役チーフ・インベス
トメント・オフィサー，2018年代表取締役社長に就任，現在に至る

手掛けた開発プロジェクト：梅田ゲートタワー，Ｌｕｚ心斎橋他
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ちに立ち豊洲にあるお客様のところに行ったときに，
「何かいろいろなところに名前が書いてあるよ」と聞
いて，びっくりした思い出があります。
　そういうことで当時，非常に多くの証券化スキー
ム，この座談会で具体的に名前が挙がる予定のスキ
ームに随分関与させていただき，経験を積ませてい
ただいた時代で，とてもありがたいことだったと思
っています。
　オフバランスを目的としたような証券化スキーム
については，特に2001年のエンロン事件があり，風
向きが急に厳しくなってきたんですね。多数のＳＰ
Ｃを使って粉飾をしていたと評価されていて，その
粉飾決算の結果，アーサー・アンダーセンという大
手会計事務所が 1 社なくなってしまいました。それ
くらいの大事件で，そのころからアメリカではだん
だん規制が厳しくなると見込まれていました。
　逆に日本はマイカル事件（2001年）で倒産隔離が
認められたということがありましたので，どんどん
促進する方向で制度ができていきました。ちょうど
エンロン事件とマイカル事件についての和解が成立
したのが，ほぼ同じ年だったんです。それからアメ
リカでは少しずつ厳しくなったのですが，日本はむ
しろ信認を得たような感じで大きく拡大していった
という，両方の方向性が随分変わってきた時代だっ
たと思います。2000年前後でＳＰＣの数が非常に増
えていったという記憶がありますし，会計制度もだ
んだんしっかりと組み立てられていったころだった
のではないかと思います。
　200７年ころにサブプライムローン問題というのが
ありました。この問題が出たので，恐らくアメリカ
の当社会計事務所の米国ヘッドクオーターのほうで
も，ストラクチャード・ファイナンスについてはト
ップレベルのウオッチが必要だという時代になりま

した。そのため，一時
ＳＰＣを利用した取引

が大きく減りました。
　特に日本でオフバランスを目的とした証券化は減
りましたが，むしろ開発のため，あるいは取得のため，
特に海外投資家が日本に投資する場合には，ＳＰＣ
を設立して不動産投資をするのは，ごく一般的なプ
ラクティスだと思いますが，そういうものについて
は，むしろＳＰＣを安定的に運用していくことが定
着してきたと思います。私たちのビジネスもだんだ
んそういうものが多くなっていった感じです。最近
ではクラウドファンディングといった新しい技術，Ｄ
Ｘ（デジタルトランスフォーメーション）といって
いいのでしょうか，そういうものが出てきて，ある
いはＥＳＧのための不動産投資が出てきて，海外か
らの不動産投資と並んで，そういうものへの対応も
ビジネスとして取り扱えるようになってきたという
変化を感じているところです。
○鴇澤　最後に，不動産鑑定士として証券化不動産
の鑑定評価に精通していることに加えて，東急不動
産でＪ－ＲＥＩＴでの業務経験もお持ちの，公益社
団法人日本不動産鑑定士協会連合会（以下，法人格略）
の前会長である熊倉隆治さん，お願いいたします。
○熊倉　熊倉でございます。私は，1９７3年に東急不
動産に入社しまして，すぐに鑑定業務に従事しまし
た。 2 年間不動産鑑定に従事して，不動産鑑定士の
資格はそのときに取得しました。その後，不動産販
売を手掛け，さらにバブルの時代にはリゾート関連
の仕事をずっとやっておりました。
　平成に代替わりして，先ほど皆様は，大体1９９0年
前後から不動産証券化の仕事に携わっているという
話でしたが，私は1９９0年にインドネシア共和国に住
宅開発を目的に赴任し，1９９6年まで 6 年間駐在して
いました。したがって，この間の日本の状況につい
ては，ほとんど関与しておりませんので，不動産流
動化事業の黎明期の事情には疎いところです。
　1９９6年に帰国しまして，ここからさまざまな形で

P RO F I L E

熊倉　隆治（くまくら　たかじ）
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会　顧問
不動産鑑定士

1973年 3 月東北大学経済学部卒業。同年 4 月東急不動産株式会社入社，営業部鑑定課勤務。
1977年 4 月不動産鑑定士登録。住宅販売，リゾート事業，海外事業を経た後，鑑定部復帰。
2000年～ 2007年まで地価公示に従事

1999年～ 2005年東京都不動産鑑定士協会理事。2005年日本不動産鑑定協会理事就任，2015年 6
月～ 2019年 6 月公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会第 9 代会長
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不動産証券化に関与していくことになります。帰国
してすぐに不動産鑑定業に従事することになりまし
て，並行して，不動産の証券化業務，あるいは鑑定
協会の会務，それから鑑定評価基準の策定等の事業
に参画しました。
　今，鴇澤さんからもお話がありましたＪ－ＲＥＩ
Ｔ，証券化不動産との関わりということでいきます
と， 1 つは，東急リアル・エステート投資法人，こ
の運営会社の投資委員会の委員を ４ 年程やりました。
ここで不動産の取得や，あるいは売却に関する投資
委員会として意思決定に参画したり，あるいは運営
業務についてのさまざまな審査を経験させてもらい
ました。
　その後また，「アクティビア・プロパティーズ投資
法人」，これは東急不動産のＲＥＩＴ会社で，臥雲さ
んがよくご存じだと思いますが，この運営会社の役
員も一時期やっておりました。その関係で，このと
きに，田村さんや杉本さんも関連しているＡＲＥＳ
の資格制度「不動産証券化協会認定マスター」，これ
の 1 期生ということで，今年まで認定マスターの資
格を持っておりました。
　それから，この間にちょうど「（株）ＴＬＤＢパー
トナーズ」という，皆様はご存じだと思いますが，ド
イツ銀行，ドイツ証券と合弁の私募ファンド会社の
役員をやっておりまして，ファンドマネジメントの
実務，まさに証券化のプレーヤーという形で実務に
携わりました。先ほど出ましたリーマン・ショック
の前後ということで，前半は非常に好調でよかった
のですが，後半になると融資の継続ということで，先

ほど杉本さんからも話がありましたが，非常に苦し
んだ記憶があります。
　そういう経緯で，証券化についてはＪ－ＲＥＩＴ，
私募ファンド等，さまざまな分野で関与をしました
ので，杉本さんや田村さんとはまた少し違った立場
での関わり方もしております。
　一方，日本不動産鑑定士協会連合会については，前
身の日本不動産鑑定協会（鑑定協会）に1９９6年に入
会し，現在も会員です。同会の委員会活動には，会
社の了解の下，積極的に参加することができました。
その関係もあり，所管庁の旧国土庁，あるいは国土
交通省の委員会にも多く参加する機会を得ることが
できました。杉本さんとは，その委員会でたびたび，
いろいろと議論をさせていただいたと思います。随
分お世話になりました。
　1９９８年11月に，鑑定協会の法務鑑定委員会でＳＰ
Ｃ特別委員会が組成されまして，これが私の証券化
鑑定関連のスタートになります。ちょうど特定目的
会社のＳＰＣ法が1９９８年にできて，その後2000年に「資
産の流動化に関する法律」（資産流動化法）と「投資
信託及び投資法人に関する法律」（投信法）ができ，
後を追いかけていくわけですが，その時に，ちょう
ど資産流動化法と投信法の留意事項の作成に参画す
るために，この委員会に入ったという経緯です。
　その後，法務鑑定委員会と，そして，それを改組
した証券化鑑定評価委員会の委員長として，連合会
の各種研究成果物や実務指針等々の作成の計画，あ
るいは草案の検討に参画しました。また，国土審議
会の土地政策分科会，こちらの不動産鑑定評価部会

杉本　茂（すぎもと　しげる）
さくら綜合事務所　代表　
不動産鑑定士，公認会計士，税理士

1982年早稲田大学法学部卒業。同年住宅・都市整備公団，1985年太田昭和監査法人を経て，
1988年に株式会社さくら綜合事務所設立。1995年監査法人さくら綜合事務所設立，1998年

「Horwath International」に加盟，さくら萌和監査法人へ名称変更。2008年さくら萌和有限責
任監査法人へ名称変更，2018年さくら綜合事務所グループ株式会社設立

日本公認会計士協会信託監査専門部会委員，国土審議会不動産鑑定評価部会委員，経済産業省「新
たな自社株保有スキーム検討会」委員，事業再生ＡＤＲ資産評定基準委員，ＯＥＣＤ（経済協
力開発機構）ＲＥＩＴに係る租税条約上の問題検討委員など、関係省庁・団体の委員会に多数
参画
ＲＩＣＳ（英国王立チャータード・サベイヤーズ協会）フェロー，不動産証券化協会フェロー

主な著書：『ＳＰＣ＆匿名組合の法律・会計税務と評価』（清文社），『不動産共同投資事業の法律・
会計税務と評価』（住宅新報社），『実務・不動産証券化』(商事法務，共著)，『特定目的会社の実
務ハンドブック（第 2 版）』（中央経済社，監修，さくら綜合事務所編）など

P RO F I L E
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 HOME  初めてのJリート  Jリート銘柄情報  JリートETF  レポート  マーケット概況  統計データ

English

他のマーケット概況を見る 統計データを見る

TOP　>　マーケット概況　>　J�	E�T時価総額・上場銘柄数の推移

J�	E�T時価総額・上場銘柄数の推移

J-REIT全体の投資口時価総額と上場銘柄数の推移を表示しています。

J-REIT時価総額・上場銘柄数

（出所）不動産証券化協会
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J-REIT時価総額・上場銘柄数の推移
統計データ

【資料 １ 】Ｊ－ＲＥＩＴ時価総額・上場銘柄数の推移

出所：ＡＲＥＳ「マーケット概況」

【資料 ２ 】Ｊ－ＲＥＩＴ保有不動産額・物件数の推移

（注）取得価格ベース� 出所：ＡＲＥＳ「マーケット概況」

 HOME  初めてのJリート  Jリート銘柄情報  JリートETF  レポート  マーケット概況  統計データ

English

他のマーケット概況を見る 統計データを見る

TOP　>　マーケット概況　>　J�	E�T保有不動産額・物件数の推移

J�	E�T保有不動産額・物件数の推移

J-REIT全体の用途別保有不動産額（取得価格ベース）と物件数の推移を表示しています。

J-REIT保有不動産額・物件数の推移

（注）取得価格ベース　（出所）不動産証券化協会
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に部員として長らく関与しまして，不動産鑑定評価
基準の各論第 3 章の策定や，その後の「平成26年基準」
改定などにも参画をしてまいりました。ここ 1 ～ 2
年はちょっと離れておりますが，そんな形でさまざ
まな関与をしてきた次第です。

Ｊ－ＲＥＩＴ，不動産証券化の現状

○鴇澤　それでは，Ｊ－ＲＥＩＴ，不動産証券化と
鑑定評価の現状について，お話しいただきたいと思
います。まず，臥雲さんから，市場規模を中心に，Ｊ
－ＲＥＩＴ，不動産証券化市場の現状についてお願
いいたします。
○臥雲　まず，足元のＪ－ＲＥＩＴの状況（2021年
6 月現在）についてですが，上場銘柄数は全部で62
銘柄，また時価総額としては1７兆円に到達している

という状況です（資料 １ ）。2020年の新型コロナウイ
ルス感染症の発生によって昨年の 3 月には株式市場
の変調と合わせまして，ＲＥＩＴ市場も急落を余儀
なくされた状況になりましたが，おかげさまでその
後，急速に持ち直した結果，現状におきましては，コ
ロナ前の水準まで，投資口価格がすでに戻っている
銘柄が多数出てきているような状況です。増資につ
きましても，物流銘柄はもちろんですが，その他の
総合型あるいはオフィスや住居等の専業ＲＥＩＴに
ついても，可能な環境になってきているところです。
　また，保有物件数としましては４,300件，金額に直
しますと21兆円というところまで増えてきている状
況になります（資料 ２ ）。
　用途別の構成としましては，オフィス４1％，商業
1７％，住宅1４％，物流1９％，ホテル ８ ％，ヘルスケ
ア 1 ％ということで，引き続き，オフィスの割合が
トップを占めているところは不変でございますが，足

P RO F I L E

田村　幸太郎（たむら こうたろう）
牛島総合法律事務所　弁護士

1983年弁護士登録(第35期)。同年アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ法律事務所（現アンダー
ソン・毛利・友常法律事務所）入所，1985年牛島総合法律事務所入所，1990年同事務所パートナー
就任

2015年国土交通省「不動産投資市場政策懇談会」座長，2018年同省「不動産クラウドファンディ
ング等検討会」座長，2019年同省「ＥＳＧ投資を踏まえた不動産特定共同事業等検討会」座長，
2020年同省「不動産特定共同事業（ＦＴＫ）の多様な活用手法検討会」座長に就任。2018年公
益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会「不動産鑑定評価における環境性，快適性，健康性の
評価に関する検討業務有識者委員会」委員就任
一般社団法人不動産証券化協会　正会員

主な著書：『不動産証券化の法的基礎』（剄草書房），『不動産共同投資の実務』（中央経済社），『不
動産証券化の法務』（シグマベイスキャビタル），『不動産証券化のための最新ＳＰＣ法解説』（大
成出版），「日本版ＲＥＩＴの現状と課題　日本版リートの概要／情報開示」（ＮＢＬ2001年／
2002年執筆，商事法務）等

【資料 １ ・ ２ （補足データ）】　マーケット指標

月次データ（2021年 6 月）� （金額の単位：百万円）
J-REIT市場 東証REIT指数（配当なし） 投資口価格関連指標

銘柄数 時価総額 指数 騰落率（対前月）予想分配金利回り NAV倍率
2021/06 62 17,528,675� 2,150.73� 3.72% 3.34% 1.18

（注）月末時点

年次データ（直近 5年）� （金額の単位：百万円）
J-REIT市場 東証REIT指数（配当なし） 投資口価格関連指標

銘柄数 時価総額 指数 騰落率（対前年）予想分配金利回り NAV倍率
2016 57 12,123,315� 1,855.83� 6.20% 3.52% 1.24
2017 59 11,475,087� 1,662.92� -10.39% 4.19% 1.03
2018 61 12,970,262� 1,774.06� 6.68% 4.18% 1.05
2019 64 16,438,044� 2,145.49� 20.94% 3.60% 1.20
2020 62 14,398,010� 1,783.90� -16.85% 4.15% 1.01

（注）各年末時点� 出所：ARES「J-REIT�Databook」
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【資料 ３ 】Ｊ－ＲＥＩＴ保有不動産の用途別比率（２0２１年 ６ 月末時点）

（注）取得価格ベース� 出所：ＡＲＥＳ「マーケット概況」

English

他のマーケット概況を見る 統計データを見る

TOP　>　マーケット概況　>　J-REIT保有不動産の用途別比率

J-REIT保有不動産の用途別比率

J-REIT全体の保有不動産の用途別保有額（取得価格ベース）の割合を表示しています。

J-REIT保有不動産の用途別比率

＜重要なご連絡＞　Jリート保有不動産検索システム提供終了について（詳細はクリックしてご確認ください）

2021年6月末時点

（注）取得価格ベース （出所）不動産証券化協会

J-REIT保有不動産の⽤途別⽐率
統計データ

 HOME  初めてのJリート  Jリート銘柄情報  JリートETF  レポート  マーケット概況  統計データ

【資料 ３ （補足データ）】　運用資産額（ポートフォリオ）
月次データ（2021年6月）� （金額の単位：百万円）

取得価格合計 物件数
オフィス 商業 住宅 物流 ホテル ヘルスケア その他 合計 オフィス 商業 住宅 物流 ホテル ヘルスケア その他 合計

2021/06 8,445,952� 3,428,765� 2,924,571� 3,857,168� 1,634,615� 263,818� 276,279� 20,831,168� 1,020 557 1,819 457 312 136 48 4,349

（注）月末時点

年次データ（直近5年）� （金額の単位：百万円）
取得価格合計 物件数

オフィス 商業 住宅 物流 ホテル ヘルスケア その他 合計 オフィス 商業 住宅 物流 ホテル ヘルスケア その他 合計
2016 7,078,525� 2,937,533� 2,498,744� 1,907,774� 825,011� 103,671� 157,276� 15,508,534� 882 443 1,603 259 199 68 33 3,487
2017 7,202,034� 3,130,879� 2,564,249� 2,209,657� 1,138,145� 122,088� 162,378� 16,529,430� 886 475 1,610 296 232 78 34 3,611
2018 7,651,665� 3,218,243� 2,724,693� 2,722,741� 1,344,359� 144,796� 171,226� 17,977,723� 960 495 1,694 360 265 89 37 3,900
2019 7,929,561� 3,367,799� 2,767,121� 3,079,798� 1,595,885� 183,696� 202,681� 19,126,541� 994 538 1,745 398 304 102 44 4,125
2020 8,178,386� 3,411,386� 2,861,839� 3,683,988� 1,631,434� 261,028� 259,951� 20,288,013� 1,015 552 1,788 444 312 133 47 4,291

（注）各年末時点� 出所：ARES「J-REIT�Databook」

 HOME  初めてのJリート  Jリート銘柄情報  JリートETF  レポート  マーケット概況  統計データ

English

他のマーケット概況を見る 統計データを見る

TOP　>　マーケット概況　>　J-REIT保有不動産の所在地別比率

J-REIT保有不動産の所在地別比率

J-REIT全体の保有不動産の所在地別保有額（取得価格ベース）の割合を表示しています。

J-REIT保有不動産の所在地別比率

＜重要なご連絡＞　Jリート保有不動産検索システム提供終了について（詳細はクリックしてご確認ください）

2021年6月末時点

（注）取得価格ベース （出所）不動産証券化協会

J-REIT保有不動産の所在地別⽐率
統計データ

【資料 ４ 】Ｊ－ＲＥＩＴ保有不動産の所在地別比率（２0２１年 ６ 月末時点）

（注）取得価格ベース� 出所：ＡＲＥＳ「マーケット概況」

 HOME  初めてのJリート  Jリート銘柄情報  JリートETF  レポート  マーケット概況  統計データ

English

他のマーケット概況を見る 統計データを見る

TOP　>　マーケット概況　>　投資部門別REIT保有金額

投資部門別REIT保有金額

＜重要なご連絡＞　Jリート保有不動産検索システム提供終了について（詳細はクリックしてご確認ください）

2021年2月末時点（出所）東京証券取引所

投資部⾨別REIT保有⾦額
統計データ

 初めてのJリート

 動画でわかるJリート

 Jリート銘柄情報

 銘柄一覧（基礎情報）

 JリートETF

 JリートETFとは

 レポート  マーケット概況  統計データ

 ARESJ*RETDatabook

 免責事項

【資料 ５ 】投資部門別ＲＥＩＴ保有金額比率（２0２１年 ６ 月末時点）

出所：ＡＲＥＳ「マーケット概況」
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令和２年度 「不動産証券化の実態調査」の結果 

 

１．不動産証券化の市場規模 

令和２年度に不動産証券化の対象として取得された（証券化ビークル等（※）が取得した）不動産又は信託受益権の資産額は 

約 3.9兆円となった。また、証券化ビークル等が譲渡した資産額は約 3.0兆円であった。 

※リート（私募リートを含む）、不動産特定共同事業、その他私募ファンド（TMK及び GK-TKスキーム） 

 

図表 1 証券化の対象不動産の取得・譲渡実績の推移 

    

 

 

 

 

注 1：平成 30年度以降において、その他私募ファンド（TMK及び GK-TKスキーム）が取得・譲渡した資産額は推計値である。 

注 2：平成 22年度～29年度において、リートの取得額は匿名組合出資分等（平成 22年度約 150億円、平成 23年度約 30億円、平成 24年度約 30億円、 

平成 25年度約 100億円、平成 26年度約 26億円、平成 27年度約 1億円、平成 28年度約 101億円、平成 29年度約 188億円）を含まない。 

注 3：平成 15年度～21年度調査までの資産額には資産の取得・譲渡を伴わないリファイナンスを含む。 

  

証券化された資産額 

証券化ビークル等により譲渡された資産額 

別紙 – 1 

資産額（兆円） 

出所：国土交通省「令和 2年度『不動産証券化の実態調査』結果」

【資料 ６ 】　証券化の対象不動産の取得・譲渡実績の推移

【資料 7 】　私募ファンドとＪ－ＲＥＩＴの市場規模推移

- 1 -

2021 年 4 月 28 日

一般社団法人不動産証券化協会

私募リート・クォータリー No.22 （2021年3月末基準）

一般社団法人不動産証券化協会（ARES）では、私募リートの資産運用会社から提供を受けたデータ（注１）をもとに

私募リート市場の規模や投資家分布状況等の情報を取りまとめ、2016年より四半期毎に公表しています。

この度実施した第22回調査の結果は以下のとおりです。

2021 年年 3 月月 3 ヶ月前（20 年 12 月）比 1 年前（20 年 3 月）比

投資法人数 38 投資法人 + 1 投資法人 + 1 投資法人

資産総額 (注 2) 4 兆 1,791 億円 + 2，580 億円 （+ 6.6%） +4,706 億円 （+ 12.7%）

物件数 1,082 物件 + 92 物件 + 157 物件

出資総額 (注 3) 2 兆 4,606 億円 +1,195 億円 （+5.1%） + 1,980 億円 （+ 8.8%）

（注1） 私募リートの定義および集計対象の投資法人については次頁をご覧ください。なお、調査基準時点の直前に運用を開始した投資法人などは含まれて

いない場合があります。また、新規の投資法人が集計対象に追加された場合など、集計値を過去に遡って修正することがあります。

（注2） 資産総額は保有物件の取得価格の合計です。

（注3） 出資総額は投資口の払込金額の合計です。

【私募リート】 保有物件のアセットタイプ 【私募リート】 投資家分布状況

（注 1） 複合物件は主たる用途に基づいて分類しています。物件数

   （1,082 物件）のアセットタイプ別内訳は、オフィス 216、賃貸住宅

464、物流施設 122、商業施設 204、ホテル 59、その他 17 です。

なお、海外資産はアセットタイプを問わず、「その他」に分類してい

ます。また、今回 No.22 より、底地物件（2,286 億円（5.5％））は底地

上の建物の主たる用途に応じて分類しています。

（注 2） 端数処理の関係上、分類別の各比率や数値の合計が 100%に

ならない場合や総額と一致しない場合がございます。

【私募リート】 投資法人数と資産総額の推移

（注1） 各投資法人における投資家属性別の投資口保有比率を出資総額で

加重平均して算出しています。中央金融法人は銀行（地銀を除く）・生保・

損保・系統中央機関等、地域金融機関は地銀・信金等を指します。

（注 2） 端数処理の関係上、分類別の各比率や数値の合計が 100%に

ならない場合や総額と一致しない場合がございます

【資料 8 】　【私募リート】 投資法人数と資産総額の推移

出所：ＡＲＥＳ「私募リート・クォータリー�No.22（2021年 3 月末基準）」
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元では物流やホテルの割合が，高まってきています。
特に，物流については勢いが現状も続いているとい
ったところかと思います（資料 ３ ）。
　また，所在地別では，都心32％，東京都内４８％，
関東圏で７2％ということで，その他，地方の割合が
2８％といった状況になっております（資料 ４ ）。こち
らもＪ－ＲＥＩＴ市場20年ということで，経年変化
とともに，東京中心は変わりませんが，全国に投資
ができるような状況に推移してきております。
　Ｊ－ＲＥＩＴの投資部門別の保有金額については，
金融機関56％，外国法人等25％ということで，おお
むね ４ 分の 1 は，海外の投資家に参画いただいてい
る状況です（資料 ５ ）。
　Ｊ－ＲＥＩＴ関連につきましては，以上となります。
※その他の証券化市場の現状については，資料 ６ ～ １0を参照

証券化対象不動産の鑑定評価の現状

○鴇澤　続きまして，鑑定評価の対象となる証券化
不動産および証券化不動産の鑑定評価の件数，報酬
などの市場規模について，熊倉さんからお願いいた
します。
○熊倉　ただいま臥雲さんから不動産証券化の現状
についてご説明いただき，市場は大変な規模になり，
地域も全国に拡大していること，対象不動産の種類
も多様化していることが確認できました。当初は，投
資家は機関投資家に基本的には限定されていたと思
いますが，Ｊ－ＲＥＩＴの上場を機に，個人投資家
へも広がり，不動産証券化の市場が成熟していった
ということだと思います。

　こういう状況の中で，証券化不動産の不動産鑑定
評価書は，不動産証券化取引市場の取引の中で，そ
のスキーム組成の基礎的条件の 1 つということで，
他の弁護士や会計士，あるいはエンジニアリング・
レポート作成者などさまざまな専門家による業務と
ともに，不動産投資市場の基盤を支えるものとして
位置づけられているのだろうと思います。取引価格
面での公正性を，第三者として客観的に評価をする
ということで，利益相反を回避して不動産証券化市
場全体の信頼性を確保する上で，極めて重要な役割
を果たしているということです。こういうことから，
鑑定評価基準において各論第 3 章が設けられたわけ
です。ほかの一般鑑定と異なり，詳細な規定が定め
られているという特徴があり，各論第 3 章では証券
化対象不動産の範囲を冒頭で定めております。それ
が，資料１１にまとめてあります。
　まず，資産流動化法によって，流動化される場合
の不動産，これは例えば本社ビルをセール＆リース
バックするというような場合が当たるのだと思いま
す。次に，Ｊ－ＲＥＩＴや私募ＲＥＩＴが該当しま
すが，投信法に規定する不動産取引ということにな
ります。それから，不動産特定共同事業法による小
口化というのも該当し，さらに金融商品取引法での
該当取引，例えば不動産私募ファンドなども範囲に
含まれます。各論第 3 章ができた当時は，まだ不動
産抵当証券もあったわけですが，もう現在はほとん
どないと思います。
　証券化目的の鑑定評価の件数，報酬については，資
料１２をご覧ください。資料１２は，国土交通省が鑑定
法（不動産の鑑定評価に関する法律）の定めで不動
産鑑定業者から毎年事業実績を集計して発表してい

【資料 9 】　資産流動化法の特定目的会社（TMK）による不動産証券化の実績（ストックベース：資産対応証券）（毎年 9 月末時点）

（出所）「金融庁の 1年」資産の流動化の状況よりARES作成� 出所：ＡＲＥＳ「不動産証券化ハンドブック2020」
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ます。201９年（令和元年）の実績は，件数ベースで
1 万４,163件，報酬ベースで6９億5,４00万円となって
おります。これは価格評価の依頼目的別の，報酬ベ
ースでいきますと，分類では 2 番目のシェアという
ことで，鑑定士にとっては非常に大きな仕事と位置
づけられると思います。特に大臣登録の鑑定業者に
限ると，実は ４ 割弱の報酬シェアとなるわけです。
ただ，件数ベースでは，実は 2 番目のシェアという

ことで，これは 1 件当たりの報酬単価が高いことか
ら，こういう状況が生まれております。
　冒頭でご説明しましたように，私は東急不動産の
出身でございまして，資料にはございませんが，同
社では「ＴＯＲＥＩＴ」というＪ－ＲＥＩＴ市場の
証券化不動産のデータベースを作成し事業化してお
ります。このデータをお借りして，Ｊ－ＲＥＩＴの
鑑定評価はどんな状況かを，全体の事業実績と絡め
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【資料１0】　不動産特定共同事業法施行後商品募集額および累計の推移（２0１9年 ３ 月末現在）

国土交通省提供データに基づきARES作成� 出所：ＡＲＥＳ「不動産証券化ハンドブック2020」
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てご説明したいと思います。
　Ｊ－ＲＥＩＴの鑑定評価は，201９年（令和元年）
では約８,000件超です。内訳は，継続評価といわれる，
半年ごとに鑑定評価を実施するものが９6％ほどあり，
新規取得での鑑定評価は約300件， ４ ％ぐらいのシェ
アとなるわけです。ただ実際には競争入札の場合で
すと，落札できない人も鑑定評価を取っていると思
いますので，もう少し増えると思いますが，そんな
状況だということです。
　件数ベースでは，全体の 1 万４,000件のうち８,000
件ということでいくと， 6 割弱のＪ－ＲＥＩＴ関連
の鑑定評価が証券化不動産のシェアとなるわけで，Ｊ
－ＲＥＩＴ市場の仕事が，鑑定士または鑑定業界に
とって大きなウエートを占めていることになります。
ただ一方では，これに携わっている人は実は極めて
限られているという現実があり，そのギャップがあ
る状況となっています。
　残りの ４ 割弱は，恐らく私募ＲＥＩＴと私募ファ
ンドの鑑定評価というような状況かと思われます。

※「ＴＯＲＥＩＴ」の購入は東急不動産にお問い合
わせください

不動産の投資商品化，証券化の始まり～Ｊ－
ＲＥＩＴスタートまで（～ 2001年）

○鴇澤　Ｊ－ＲＥＩＴ，証券化不動産，そして鑑定
評価についての現状を，お二方にお話しいただきま
した。それでは，Ｊ－ＲＥＩＴ20周年ということで，
その歴史を，各時期で順次振り返ってみたいと思い
ます。
　最初の期間は，不動産の投資商品化，証券化が始
まった1９８0年代から，Ｊ－ＲＥＩＴがスタートした
2001年までの期間になります。
　1９８0年代に，新たな不動産投資商品として，鑑定
評価が義務づけられた抵当証券が発行ブームを迎え
ました。一時は，発行残高が 1 兆円を超えるという
ように，市場規模が拡大しましたが，問題業者によ
る詐欺事件も多く発生して，一気に市場が縮小して，

【資料 】不動産鑑定評価基準における証券化不動産

①「資産の流動化に関する法律」に規定する資産の流動化

②「投資信及び投資法人に関する法律」に規定する投資信託に係る不動産取引並びに同法に規定す

る投資法人が行う不動産取引

③「不動産特定共同事業法」に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引

④「金融商品取引法」第２条第１項第５号、第９号（専ら不動産取引を行うことを目的として設置

された株式会社（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条第１項の規定によ

り株式会社として存続する有限会社を含む。）に係るものに限る。）、第１４号及び第１６号

に規定する有価証券並びに同条第２項第１号、第３号及び第５号の規定により有価証券とみな

される権利の債務の履行等を主たる目的として収益又は利益を生ずる不動産取引

【資料１１】　不動産鑑定評価基準における証券化不動産

不不動動産産鑑鑑定定評評価価基基準準にに則則っったた鑑鑑定定評評価価

件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬

大臣登録業者

構成比（％）

知事登録業者

構成比（％）

合　　計

構成比（％）

件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬

大臣登録業者

構成比（％）

知事登録業者

構成比（％）

合　　計

構成比（％）

不不動動産産鑑鑑定定評評価価基基準準にに則則ららなないい価価格格等等調調査査

件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬

大臣登録業者

構成比（％）

知事登録業者

構成比（％）

合　　計

構成比（％）

件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬

大臣登録業者

構成比（％）

知事登録業者

構成比（％）

合　　計

構成比（％）

件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬

大臣登録業者

構成比（％）

知事登録業者

構成比（％）

合　　計

構成比（％）

件 数 報 酬 件 数 報 酬 件 数 報 酬

大臣登録業者

構成比（％）

知事登録業者

構成比（％）

合　　計

構成比（％）

（単位：件、千円）

出所：国土交通省「令和元年不動産鑑定業者事業実績」

（単位：件、千円）

【【資資料料1122】】証証券券化化目目的的のの鑑鑑定定評評価価件件数数、、報報酬酬

計その他資産評価
区　　　分

財務諸表証券化

財務諸表
区　　　分

売　　買 担　　保 補　　償 証券化

区　　　分
資産評価 その他 計

区　　　分
売　　買 担　　保 補　　償

証券化 財務諸表

区　　　分
資産評価 その他 計

区　　　分
売　　買 担　　保 補　　償

【資料１２】　証券化目的の鑑定評価件数，報酬（２0１9年）
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現在ではほとん
ど商品が供給さ
れていないとい
う状況になって
おります。当時
は，証券化不動
産，投資不動産
の鑑定評価基準
や各種規定も，
未整備な部分も
ありまして，ゴ
ルフ場の鑑定評
価において，原

価法のみ適用して，収益還元法は不適用とした事案
で裁判になり，違法性なしという判決が出されたケ
ースもありました。
　その当時，業界団体の取り組みとして，不動産シ
ンジケーション協議会が1９９0年に発足して，大手不
動産会社を中心に，国，行政とも連携して，新たな
不動産の投資商品化，証券化の市場確立に向けての
動きが活発になりました。その中で日本にふさわし
い新たな不動産ファンドを検討するに当たって，ア
メリカのＲＥＩＴをはじめとして，オーストラリア
のリミテッドパートナーシップ，ドイツのオープン
エンドファンドなど各国の制度の研究をしました。こ
の研究の成果が，その後のＪ－ＲＥＩＴ構想につな
がりました。
　また，不動産シンジケーション協議会では，テナ
ントの賃料，その他賃貸借条件の情報開示の在り方
についてさまざまな議論が重ねられ，ビルオーナー，
テナントの活動の利益を害さない範囲で，投資家の
ためにできるだけ多くの情報開示をすべきであると
の観点から，情報開示に関する自主ルールも制定さ
れました。
　そして，具体的な不動産会社からの投資商品の供
給としては，まず，不動産特定共同事業では，1９９８
年に東京建物が投資ファンド第 1 号を供給しました。
現在まで匿名組合出資， 1 口500万円で商品供給が続
いています。
　一方，ＴＭＫ（特定目的会社）では，1９９８年11月
に第 1 号となる東京建物の高輪アパートメント特定
目的会社が供給されました。この他，資産流動化法
に基づかない信託受益権と匿名組合出資を活用した，
いわゆるＹＫ－ＴＫ（有限会社＋匿名組合）スキー
ムにおいては，大和生命の大和生命ビル，東急不動

産の新南平台東急ビル，ＮＥＣのＮＥＣ本社ビル等
の流動化型の証券化が数多く見受けられました。
　この時期にさまざまな法制度が整備されましたが，
この点について，田村さん，お願いいたします。
○田村　まず，1９９5年に不動産特定共同事業法が施
行されました。これは1９８0年代後半から1９９0年代に
出てきた不動産小口化商品を対象にしております。次
に，1９９８年にSPC法が施行されましたが，この使い
勝手をよくするために，2000年に資産流動化法へと
改正されました。いわゆるＴＭＫの根拠となる法律
です。
　これらはある特定の資産を対象にした法定スキー
ムということです。
　それ以外では1９９７年頃から，いわゆるＹＫーＴＫ
方式というもので，有限会社をＳＰＣとして匿名組
合出資を受けるという，今のＧＫ－ＴＫ（合同会社
＋匿名組合）スキームがすでに存在していました。法
定スキームとしてはＴＭＫが最初で，次に2000年に「証
券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に投資
法人という媒体がつけ加わったということになりま
す。これが2001年のＲＥＩＴの根拠となる投信法と
いうことで，運用対象として初めて宅地建物が追加
されて，ここにいわゆるＲＥＩＴが誕生する法制度
が出来上がりました。言ってみれば，不動産証券化
の基本スキームが，2000年までにはもう確立をされ
たということです。
○鴇澤　ありがとうございました。それでは，この
時期のもう 1 つの動きとしまして，証券化の非常に
大きなファクターである配当の非課税，真正譲渡，オ
フバランス等の税務，会計と鑑定評価の関係につい
て，杉本さん，お願いいたします。
○杉本　今，田村さんから不動産特定共同事業法が
1９９5年に施行されたということが説明されましたが，
その前の1９９3年に，田村さんのご協力を得て『不動
産共同投資事業の法律・会計税務と評価』（住宅新報
社刊）を出版させていただきました。その当時，ま
だ匿名組合を不動産の開発，不動産事業に使うとい
うプラクティスがあまりなかったんです。航空機と
か，ほかのものではあったんですが，あまり世の中
に知られてはいませんでした。
　そもそも匿名組合というのは，パス・スルー型に
近い仕組みですが，不動産特定共同事業法が施行さ
れ，標準約款ができました。それまでは匿名組合契
約の要件が，あまりつまびらかではなくて，どうし
たら匿名組合と認めてもらえるのだろうということ



Appraisal & Finance  2021. 922

がわからなかったんです。それが国土交通省も関与
して，東京大学の商法・会社法専門の岩原紳作教授が，
これこそが匿名組合だという標準約款を，田村さん
と一緒に策定されました。これによって，安心して，
この契約だったらば，みんなが匿名組合と認めても
らえるということがわかって，急に普及していった
ような気がします。
　ＳＰＣ法も，極めて画期的な法律でした。従来か
らアメリカＲＥＩＴは，内国歳入法のサブ・チャプ
ターＭで配当を損金に算入できることになっていま
す。これは非常にアメリカ的な考え方で，「不動産し
か持ってない媒体であれば，それは共有不動産を持
っているのと変わらないのだから，そこに法人税が
かかるのはおかしいよね」という基本的な考えです。
当時，会計のほうにも似たような考え方がありまし
て，アメリカの場合には税制のほうではＲＥＩＴに
近いものだけですけれども，日本の場合には流動化
型スキームや投資法人にも，そういう考え方を適用
して，資産を持っているだけであれば，そこには法
人税をかけなくてもいいわけだから，配当損金算入
してあげるよ，というものをつくったんだと思います。
　1９９７年の山一證券事件の不良債権処理のころから，
ビークル（特定目的事業体）が倒産隔離されている
かどうかが，組成上も非常に大きな問題でした。
1９９９年に「金融商品に関する会計基準」ができまし
たが，その中で，債権の譲渡について，財務構成要
素アプローチが適用されるようになりました。これ
は特に銀行のローンの譲渡についてですが，譲り受
けたビークルのほうが，譲渡人あるいは関係者から
見て，倒産隔離されている。つまり，関係者が倒産
しても，そのビークルの持っている資産には影響を
及ぼさないという状態の時価譲渡であれば，原則と
して真正譲渡，トゥルー・セールとして認められる
というものです。これはアメリカで出来上がった理
論だったのですが，それが日本にも輸入されてきた，
そういう時代でした。
　不動産についてもその考え方が一部応用され，オ
リジネーターからビークルに対する譲渡が真正譲渡
であるかどうか，トゥルー・セールであるかどうか
が極めて重要なポイントとして認識された時代でし
た。なかでも，譲渡したときの価格が時価であるか
どうかが最大のポイントですから，必ずビークルに
対する資産譲渡は，日本では不動産の場合には不動
産鑑定評価を取らなければ話にならないということ
が，プラクティスでも確立しました。

　もちろん，それだけではなくて，金融検査マニュ
アル，あるいは日本公認会計士協会の不動産譲渡に
関する監査基準などもありましたが，流動化取引を
念頭においたものはありませんでした。資産流動化
法施行以降になってはじめて，2000年に会計士協会
から「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係
る譲渡人の会計処理に関する実務指針」（流動化実務
指針）が公表になりました。いわゆる今，ちまたで
言われている「 5 ％ルール」です。この 5 ％ルールは，
実は当初10％だったんです。10％ルールが 5 ％ルー
ルに変わったのですが，その後2001年にＱ＆Ａが公
表されまして，さらに議論が緻密になりました。そ
こでも主として取り上げた課題は，不動産の評価が
適正に行われているのかどうかだったと思います。
　一方，鑑定評価のサイドでは，まだまだその頃は，
ビークルへの不動産譲渡が，ビークルが一般の不動
産マーケットの中で，一般のプレーヤーと同じだと
は恐らく考えられていなくて，今でも考え方として
は残っていると思うのですが，求める価格の種類は
特定価格だという整理をしました。
　当時はそういう側面もあったのかと思いますが，い
ずれにせよ，鑑定評価がビークルへの譲渡について
必ず求められる，あるいはビークルからの売却につ
いても必ず求められるということが，プラクティス
として出来上がっていきました。2001年はアメリカ
ではエンロン事件があり，同時多発テロの年でもあ
りましたが，日本ではこの年にＪ－ＲＥＩＴが初め
て上場しました。ほかの国で起きていたようなビー
クルを使っての不正が日本で起きにくかったのは，鑑
定評価の採用，あるいは制度としての枠組みが確立
していたということがあるのではないかと思ってお
ります。
○鴇澤　それでは，2001年までの期間で，鑑定協会
の証券化不動産の鑑定評価への対応（資料１３），そし
て，東急不動産の証券化ファンド事業について，熊
倉さんお願いします。
○熊倉　私はもうこのときには，不動産鑑定を鑑定
部門でやっておりました。1９９７年ぐらいのときには
もう何件か，いわゆる個別企業から鑑定を頼まれて，
流動化目的の鑑定評価をやった記憶があります。た
だ，まだ従来型の鑑定評価を，これでいいのか悩み
ながらもやっていて，徐々に変わっていったという
タイミングでした。
　鑑定業界にとって，不動産の証券化に関してエポ
ックメーキングという意味では，先ほどお話が出ま
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した「特定目的会社による特定資産の流動化に関す
る法律に係る不動産の鑑定評価の留意事項」を1９９９
年11月に（ＳＰＣ法は1９９８年に成立し1９９９年に施行）
鑑定協会として初めてとりまとめ，会員に通知しま
した。
　このとき会員は，私もそうだったのですが，恐ら
くいろいろ個別に流動化の案件をやったりしていた
のが，留意事項で考え方が整理されて出てきたとい
うことで，会員も大歓迎ということだったと思いま
す。東京と大阪，延べ ９ 会場で研修会を実施して，
2,130名ほどの参加を得ました。このときに，基本的
にＤＣＦ法に準じた形でやるというスタイルが，会
員の中でほぼ浸透していったと思います。その後の
資産流動化法と投信法で形が確立したという経緯だ
と思います。
　不動産鑑定士にとっては，実は前年の1９９８年に，「不

良債権の担保不動産の鑑定評価の留意事項」がとり
まとめられ，これもやはり全国で研修会をやりまし
た。このときに，物件調査を非常に詳しくやるという，
不動産鑑定士は必ず役所に行って，いわゆる法的規
制や何やらを調べるというのは当然やっていたわけ
ですが，それ以上に「デューデリジェンス」という
概念で，地価から何からいろいろ調べることが，我々
の業務の中にビルトインされてきたわけです。しか
もその言葉が片仮名用語ということで，この当時の
不動産鑑定士は大体，ドメスティックな人種が多い
ものですから，困惑していた記憶があります。そう
いう不動産鑑定士ですが，広く金融との接点に触れ
て，ＳＰＣ法のスキームに馴染むのにてこずる方が
多かったと思いますが，徐々に馴染んでいったとい
うことだと思います。
　先ほど申し上げましたように，私は法務鑑定委員

【資料 】証券化不動産に関する鑑定評価の取り組み

◎国土交通省

①不動産鑑定基準改正（2002年）

②不動産鑑定基準改正（2007年）

③不動産鑑定業者の業務等の検査実施要綱（2008年）

④平成２０年度における不動産鑑定業者に対する立ち入り検査の実施方針（2008年）

⑤証券化対象不動産の継続評価の実施に関する基本的考え方（2009年）

⑥不動産鑑定基準改正（2014年）

⑦証券化対象不動産の継続評価の実施に関する留意点（2014年）

◎日本不動産鑑定士協会連合会（日本不動産鑑定協会）

①資産流動化法に係る不動産の鑑定評価上の留意事項（ 年）

②投信法に係る不動産の鑑定評価上の留意事項（ 年）

③投信法における不動産鑑定士が特定資産の価格等の調査上の運用指針（ 年）

⑤資産流動化法による開発型証券化に係る未完成建物に関する調査について（ 年）

⑦不動産の証券化に係る鑑定評価等の留意事項（  年）

⑧証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価手法適用上の留意事項（ 年）

⑨開発型証券化における鑑定評価にかかる留意事項（ 年）

⑩証券化対象不動産に係る不動産鑑定評価手法適用上の個別論点整理（ 年）

⑪不動産鑑定業者の業務実施体制に関する業務指針（ 年）

⑫証券化対象不動産の鑑定評価に係る実務上の論点と対応（ 年）

⑬資産流動化法における不動産鑑定士が行う特定資産の価格等に関する実務指針（ 年）

⑭証券化対象不動産の鑑定評価に関する実務指針（ 年）

⑮証券化対象不動産の鑑定評価業務を実施する場合における不動産鑑定業者の業務実施体制に

関する業務指針細則（ 年）
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会のＳＰＣ特別委員会の委員として，研究会に参画
して留意事項の作成に関与して，全国研修会の講師
として説明も行いましたが，各地で不動産鑑定士の
皆様の熱気を強く感じたことは，今でも記憶に残っ
ています。
　ＳＰＣの鑑定評価の留意事項は，田村さんもお話
しになりましたように，2000年に資産流動化法とし
て改正をされたため，「資産流動化法に係る不動産の
鑑定評価上の留意事項」と，「投資信託及び投資法人
に関する法律」（投信法）と改正されたものを受けた「投
信法に係る不動産の鑑定評価上の留意事項」という
形で， 2 つの留意事項を全国に周知しました。これ
は全国15会場で研修会を開催し，約3,４00名の参加を
得ました。
　留意事項の中では，杉本さんからお話がありまし
た，求める価格の種類は特定価格ということで，正
常価格とは異なるという規定になっておりました。こ
のことについては，実は委員会の中で激論になりま
して，正常価格にすることのほうが正しいのではな
いかという空気が大変強かったことを覚えています。
所管部署と侃

かん

々
かん

諤
がく

々
がく

のやり取りをしましたが，当時
は特定価格で整理がつきました。この価格の論議は，
最終的には15年後の201４年，不動産鑑定評価基準の

「平成26年基準」改正で決着するという経緯になって
おります。

Ｊ－ＲＥＩＴ市場，証券化市場の成長拡大期
～ファンドバブル（2001年～ 2008年）

○鴇澤　続いて，第 2 期として2001年から200８年ま
でのＪ－ＲＥＩＴ市場，証券化市場が成長拡大した
期間，ファンドバブルとも呼ばれた期間になります。
　この期間の証券化スキームとしては，数多く開発
型証券化が供給されました。これは，オフバランス
でのプロジェクト資金の調達を目的としたものです。
大型の複数のデベロッパーのＪＶ開発の器として，Ｓ
ＰＣが活用されました。日本土地建物では，霞が関
コモンゲート，中野セントラルパーク，グランフロ
ント大阪，名古屋ささしまライブ2４のグローバルゲ
ートなどで証券化手法を活用しました。
　そしてもう 1 つ，ＴＭＫによる分譲マンション事
業も数多く見受けられました。宅建業法をクリアす
るために，９９％をＴＭＫ， 1 ％をデベロッパーの共
同分譲事業というスキームも，数多く見受けられま
した。この仕組みはその後の金融緩和，オフバラン

ス基準の厳格化があり現在ではほとんど見受けられ
なくなりました。この時期，丸紅では2003年にユナ
イテッド・アーバン投資法人を上場しましたが，こ
の時期の丸紅での証券化ファンドへの取り組みにつ
いて，臥雲さん，お願いいたします。
○臥雲　先ほど，1９９0年代中盤から2000年に向けて，
さまざまな証券化のベースとなる法整備等の説明が
ありました。バブル崩壊以降，不良債権の立て直し
に時間を要しますが，1９９0年代後半には，さまざま
な不動産業界の皆様が，証券化業務に取り組み，か
つノウハウを蓄積して進んできていたという状況か
と思います。
　我々丸紅も，先ほども名前が出ましたが，東京建
物と商業区分所有に特化したファンドを運営したり，
あるいは安田信託銀行とオフィスやレジデンシャル
を対象にしたファンド運営したりすることで，さま
ざまなノウハウを蓄積しながら，2001年以降に臨ん
できていた状況でした。
　そのプロセスの中では，国内プレーヤーはもちろ
んですが，外資系ファンドも不動産の流動化に大き
く貢献する形になったと思っております。ＲＥＩＴ
の黎明期，ＮＢＦ（日本ビルファンド投資法人），Ｊ
ＲＥ（ジャパンリアルエステイト投資法人）等も，
2001年の上場でスポンサー物件の流動化を中心とす
るオフィス銘柄として業界を牽引いただき，我々総
合商社としましては，自らあるいは外資ファンドが
運用する運用資産をＩＰＯ物件として，ユナイテッド・
アーバンの上場を2003年12月に成し遂げたという経
過となっております。当時，約600億円，12物件での
スタートとなりましたが，象徴的な物件としまして
は，ダイエー碑文谷，こちらはすでにイオンスタイ
ルという形で業態変化が起きていますが，当時，大
型商業施設の流動化ということで非常に話題になり
ました。
　また，ＲＥＩＴ黎明期のタイミングの中では非常
にレアケースだったと思いますが，新宿ワシントン
ホテル本館は1,200室を超える大型ホテルであり，上
場物件の 1 つとして，今日現在もまだ運用が続いて
います。
　また，丸紅単体におきましては，収益不動産開発
について注力いたしました。杉本さんからＴＭＫで
お名前が頻繁に使われたという話もありましたが，
我々もＧＫ－ＴＫスキーム，あるいはＴＭＫスキー
ムを多用しながら，ノンリコースローンを招聘し，一
部はオフバランスを試みながら，大小問わず不動産
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開発に取り組ん
でいた時代にな
っております。
代表的な案件と
しては，みなと
みらいグランド
セントラルタワ
ー，あるいは大
阪では梅田ゲー
トタワーといっ
た，私募ＲＥＩ
Ｔや上場ＲＥＩ
Ｔで運用いただ
いているような物件開発を，私自身も担当させてい
ただいていた状況です。
　先ほど，バブルという言葉もありましたが，振り
返ると，やはりちょっと行き過ぎたタイミングはあ
ったのかという気もします。それの象徴的なところ
では，かなりノンリコースローンが深く入り込んで
組成できるような状況が，2006年後半～ 200８年ぐら
いに見受けられていたような印象を持っております。
通常ですと，ＬＴＶ（Loan To Value Ratio，借入比
率）50％，４0％というのが200４年～ 2005年の状況だ
ったと思いますが，それがかなり活況を呈するに至
り，一番極端な例では， ８ 割ローンといったような
状況もあったのではないかと感じております。
　その後，リーマン・ショックでまた再び厳しい状
況にはなるのですが，とはいえ，やはり200８年まで
のさまざまな企業の取り組みが，その後，試練を迎
えながらも，さらなるＪ－ＲＥＩＴ市場の成熟のた
めに，重要なタイミングであったことは間違いない
のかと思っております。
○鴇澤　この時期，2002年（平成1４年）と200７年（平
成1９年）に，不動産鑑定評価基準が改正されました。
これにより証券化不動産の鑑定評価に関して大きな
動きがありましたので，国土交通省の部会で基準改
正に参画されていた熊倉さん，お願いいたします。
○熊倉　1９９0年（平成 2 年）までの不動産鑑定評価
基準は，いわゆる土地神話の下の地価高騰を背景に，
特に土地評価を中心とした理論構成でつくられてい
たわけです。しかし，それ以降，土地神話の崩壊，長
期地価下落ということで不動産への価値観は，よく
言われますが，所有から利用へとドラスティックに
変化して，しかも金融市場との融合，あるいはグロ
ーバル化の進展において，時代に合わせた不動産鑑

定評価基準にするということで，大幅に改正が加え
られたのが2002年（平成1４年）からの基準です。し
かもこのとき，ちょうど国土庁から国土交通省に変
わるタイミングで，以前は，いわゆる大臣あるいは
長官の諮問に答えるという形で，鑑定評価基準が策
定されてきたわけですが，この時からいわゆる事務
次官通知という形で，「平成1４年基準」から改正プロ
セスが変わり，随時必要に応じて基準を改正してい
くという性格が付与されました。事実，以後 3 回に
わたって，200７年（平成1９年），200９年（平成21年），
201４年（平成26年）と鑑定評価基準は改正が行われ
ております。
　「平成1４年基準」では，証券化鑑定評価に関連する
事項としては，収益還元法の体系的な整理というこ
とで，ＤＣＦ法と直接還元法が区別され，証券化鑑
定評価ではＤＣＦ法の適用を原則とすると定められ
ました。市場分析においては，市場参加者の観点を
把握するためにその属性を十分に分析する，典型的
需要者の行動なども個別的要因に対応させるという
ことで，重視するようになったということです。また，
物件の詳細調査を実施するために，他の専門家の調
査資料の活用，あるいは不動産鑑定士の調査の限界
とその対応法について明確化されたところは，特に「平
成1４年基準」の証券化不動産に関連する部分での中
心的な変更になります。
　冒頭の説明にありましたように，2000年代前半は
不動産証券化市場の拡大が大変目覚ましく，個人投
資家の顕著な増加が見られたということで，鑑定評
価の果たす役割が従前に増して一層重要になってき
ました。これまでの一般鑑定と言われる通常の鑑定
ですと，依頼者と不動産鑑定士とのクローズドな関
係性の中で活用されるということが通常だったわけ
ですが，証券化鑑定，あるいは杉本さんからも先ほ
どお話が出ました，時価会計志向が色濃くなってき
た財務諸表の作成に関わる鑑定評価，こういうもの
は多様な利害関係人が存在するということで，鑑定
評価書のオープンな活用を想定した規定が必要にな
ったという状況がだんだん生まれてきたわけです。
　そこで，「平成1４年基準」「平成1９年基準」と改正
が行われることになり，「平成1９年基準」では証券化
鑑定評価に特化した各論編を加えることとなりまし
た。ご承知のように，各論第 3 章では，証券化対象
不動産の適用範囲，これは冒頭に申し上げましたよ
うに，各論第 3 章の出だしで定めていますが，それと，
対象不動産の確認事項と確認方法の明確化が規定さ
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れております。また，エンジニアリング・レポート
の取り扱いに関する比較事項の標準化，それから，Ｄ
ＣＦ法の収益費用項目の定義，書式の統一化，こう
いうものが定められました。このあたりは会計士協
会からも随分注文があって，一緒に検討させていた
だきました。このことにより，鑑定評価書の比較性
は格段に上がったと思っております。
　連合会では，証券化鑑定評価委員会が中心になっ
て，ほかの専門家との共同研究会を催しまして，同
時に作成した証券化鑑定評価の実務指針の普及に努
めるのと，連合会の枠を超えた働きかけをするとい
うことで，各専門家同士の連携の実を追求するとい
う取り組みをしまして，個人投資家をはじめとする
多様な利害関係者に鑑定評価への信頼性を高めると
いう目的を持って活動を行った，これがこの時期に
なります。
○鴇澤　この時期には，会社法，そして金融商品取
引法が施行され，不動産証券化を取り巻く法体系が
大きく変わりました。この点について，その影響に
ついて田村さん，お願いいたします。
○田村　2000年までに，現在の不動産証券化の基本
的な制度が確立したのですが，実は2000年代に入っ
て，周辺の関連する大きな法改正がなされています。
2005年の会社法改正は，資産流動化法も投信法も，
会社法を多数準用している部分がありますので，当
然影響を与えています。さらに200７年の金融商品取
引法（金商法），これは従前の証券取引法が大改正さ
れて，不動産信託受益権がみなし有価証券になる，ま
たＡＭ会社が投資助言または投資運用業の登録を必
要とされる，あるいは匿名組合の営業者が自己運用
業をしているという位置づけをされるという，極め
て重要な改正があったわけです。それ以外に，破産法，
民事再生法，会社更生法が2000年代初頭にそれぞれ
改正され，不動産証券化の議論が，それらの改正に
かなりの影響を与えました。これはどういうことか
というと，例えば，適正価格での不動産の譲渡につ
いて否認権の行使が難しくなるような要件の整備で，
当時，危ない会社が多数の不動産を売却して，その
売却方法に証券化スキームが使われているという事
態を受けてのものです。それ以外にも，信託法，信
託業法が大改正されました。これも受益権化という，
日本特有のスキームに大きな影響を与えるものです
ので，そういう意味では，2000年代に入ってもマー
ケットはどんどん拡大をして，それに歩調を合わせ
て，インフラとしての法制度も大きく変わったとい

う状況がありました。
○鴇澤　それでは，オフバランス基準などの会計面，
税務面について，杉本さん，お願いいたします。
○杉本　当時は

「特定目的会社
及び事業内容の
変更が制限され
ているこれと同
様の事業を営む
事業体」を受動
的なＳＰＥ（特
別目的事業体）
と呼んでおりま
したが，それに
ついては1９９８年
に財務諸表等規
則 ８ 条 ７ 項により，原則として連結対象ではなくな
るという特例が設けられました。それから，金融商
品会計基準によって，金銭債権については譲受人が，
倒産隔離されたビークルであれば原則として譲渡が
認められるという考え方が，それまでに出来上がっ
ていました。ですが，現物資産について，特にビー
クルへの譲渡が真正譲渡となるかという基準という
のは，それまではなかったんです。流動化実務指針
は10％で始まったと言いましたけれども，2001年に
5 ％基準になりましたので，2001年というのはそう
いう意味では非常に画期的な年だったと思います。
　また，先ほどのマイカル事件がありまして，倒産
隔離は実際にはどうなんだということがわかってき
た。さらに，海の向こうではエンロン事件があったり，
同時多発テロがあったりして，Ｊ－ＲＥＩＴが上場
したのは……。
○田村　前日ですね。
○杉本　そうでした。Ｊ－ＲＥＩＴ上場の次の日に，
同時多発テロで大暴落という，大変な年でもあった
のですが，証券化，流動化ということに関しては，制
度，仕組みがはっきりして，日本の証券化関係では
大発展するという制度的な基盤ができた年だったか
と思います。
　一方で，先ほど申し上げたように，エンロン事件
があったのですが，2003年にエンロン事件に対応す
るような連結基準の改正が，アメリカでありました。
それがすごく厳しくなるのではないのかなと思って
いたのですが，思ったほど大したことはなかったん
です。そういうこともますます追い風になりまして，
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証券化，あるいはファンドの組成がどんどん発展し
てきた時代だったかと思います。
　会計基準的には，2005年は固定資産の減損会計が
初めて適用になるという年になりました。投資法人
や特定目的会社の税会不一致問題が顕在化してダメ
ージを被るケースがありましたが，一つひとつが市
場全体に大きな影響を及ぼすような感じではなかっ
たと思います。しかし，例えば匿名組合について，み
なし有価証券になったり，それから匿名組合で発生
した損失が，税務上，使えなくなることですとか，個
人のほうは雑所得になるとか，若干匿名組合に対す
る厳しい制度改正があったのも2005年ぐらいだった
と思いますが，総じてこれらは徐々に市場にネガテ
ィブな影響を与えていきました。
　200７年から，サブプライムローン問題がいよいよ
顕在化してきました。日本ではその 1 年後のリーマ
ン・ブラザーズが破綻したころから，バッと波が来
たという感じでしょうが，会計基準的にはサプライ
ムローン問題が出てきたときから，エンロン事件に
続いて 2 回目かということで，相当考え方を改めな
ければなければいけないというような国際的な潮流
があったと思います。国内ではＳＰＣの，受動的な
ＳＰＥであれば，基本的には連結対象にしなくても
いいという例外ルールによって，オフバランスにな
っているＳＰＣは開示するということが始まったの
が200７年からだったと思います。ですので，いよい
よ厳しくなってきたという感じでしょうか。
　そして，棚卸資産については，それまでは低価法
適用は任意だったのですが，200８年になっていよい
よ強制適用になったということがあります。この年
に，ニューシティ・レジデンス投資法人の破綻があ

ったのですが，同じ年にＡＳＢＪ（企業会計基準委
員会）から連結子会社の範囲に関する適用指針が出
まして，いよいよ連結についても，今までどおりに
はいかなくなってきたという制度改正があった年で
もありました。

リーマンショック～停滞期（2008年～2012年）

○鴇澤　第 3 期は200８年10月のリーマン・ショック
から2012年までの停滞の期間です。この時期，Ｊ－
ＲＥＩＴでは，ニューシティ・レジデンス投資法人
が破綻したほか，モリモト，リプラス，クリード，パ
シフィックホールディングスなどのスポンサー企業
の破綻も相次ぎました。東証ＲＥＩＴ指数も 2 ,600
から７00まで落ち込みました。この時期のＪ－ＲＥＩ
Ｔ市場について，臥雲さんお願いいたします。
○臥雲　200８年秋のニューシティ・レジデンス投資
法人，Ｊ－ＲＥＩＴ初の破綻がマーケットに大きな
影響を与えたのは，皆様からお話があったとおりか
と思います。当ＲＥＩＴの資産規模は，当時約1,８00
億円でしたが，それに対して池袋の大型タワーマン
ションのフォワードコミットメントで2７７億円と，か
なり規模が大きな物件の決済が不幸にもこのタイミ
ングと重なってしまったと記憶しています。
　もうすでにＪ－ＲＥＩＴ市場は，その 1 年前，サ
ブプライムローン問題の懸念を反映して，市場はか
なり下がっておりましたけれども，200８年のこの事
案を機に，もう一段厳しい状況になったことはご案
内のとおりです。
　ユナイテッド・アーバン投資法人の運用について
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は，保守的に対応してきていたことが幸いしました。
総合型ＲＥＩＴということで，あらゆる用途，あら
ゆる地域の不動産を対象にしていたところがありま
したので，この厳しい状況下において，少しでも市
場の活性化に寄与できるような取り組みはできない
かと，このタイミングからスタディーをしていた状
況でした。
　結果としましては，2010年12月に日本コマーシャ
ル投資法人との合併がうまく進められる形となりま
した。当時，被合併側の日本コマーシャル投資法人
の資産規模のほうが大きいという状況ではありまし
たが，この合併を通じてユナイテッド・アーバンは
大きくＡＵＭ（運用資産残高）を伸ばしながら，ポ
ジションを上げることができました。我々の取り組
みに限らず，先ほどから幾つか破綻銘柄の話が出て
おりましたけれども，Ｍ＆Ａの取り組みが進んだ結
果，少しずつＪ－ＲＥＩＴ市場が上向きに動いてい
くことになったと思います。その間，官民の市場安
定化ファンド等，さまざまな取り組みが，こういっ
た合併の契機になっていったと考えております。
　一方で，リーマン・ショックの 2 年後に，東日本
大震災が発生しましたので，その後もまだ引き続き，
Ｊ－ＲＥＩＴの市場は，リーマン前の巡航水準にな
かなか戻らないという状況がありましたが，2012年
の後半から，アベノミクスによる日銀の超金融緩和
策などが不動産市場にプラスの影響をもたらすこと
になりました。そこからまたＲＥＩＴ市場も，新た
な銘柄の上場，あるいは，既存銘柄の規模拡大の取
り組みといったところに向かっていくことができた
と考えております。
○鴇澤　2011年に資産流動化法の大きな改正があり，
使い勝手がかなり良くなりました。この点について，
田村さん，お願いいたします。
○田村　リーマン・ショックのときに，安定化ファ
ンドのお話も今ありましたが，ＲＥＩＴの制度改正
という側面では，ガバナンスの問題が取り上げられ
たり，合併しやすくなったりという投資法人制度の
改正が2013年にあったのですが，資産流動化法も
2011年に使い勝手をさらによくする改正が行われて
います。特定資産を追加で取得することができるよ
うになったり，特定資産の売却によって得た資金で，
別の特定資産を取得することができるようになった
りという，大きな改正でした。
○鴇澤　200８年のリーマン・ショック，そして2011
年の東日本大震災といった大きなマイナスの事象が

あったわけですが，この影響がファンド，証券化ビ
ークルの運営についてどのような影響があったのか
について，杉本さん，お願いいたします。
○杉本　200７年，200８年と，会計基準はどんどん厳
しくなっていきました。棚卸資産の低価法の強制が
あったのも，ニューシティ・レジデンスが破綻した
200８年でしたが，同じ200８年，それから再度2011年
にも改正がありました。いわゆる企業会計基準22号，
連結会計基準と言われるものですけれども，これが
今まで受動的なＳＰＥについては，例外的に非連結
でいいという扱いになっておりました。しかしなが
ら，この 2 回の改正で， 5 ％ルールの適用を受けて
いる譲渡人は例外として，それ以外は支配力基準で
連結をするという考え方が出てきました。
　この支配力基準というのは，先ほど言いました，リ
ーマン・ブラザーズ破綻に先立つ，サブプライムロ
ーン問題が出てきて，いよいよアメリカの証券化関
係の実務に問題があるのではないかという疑問が非
常に大きくなってきたことが背景にあります。もと
もとイギリスで発展してきた会計基準をもとにした
国際会計基準と米国会計基準を統合する，コンバー
ジェンスするということが，アメリカの会計基準を
検証するという意味もあったのかと思います。
　その当時，アメリカの会計基準は，例えば今まで「166
号」と番号で呼んでいた会計基準の構成も，基準自
体も本当に解体・再整理されてしまいました。それ
までの会計基準自体がわかりにくいということで，
コ-ディフィケーション（ codification，編さん），何
条何条という立てつけに再構成し，見た目も大きく
変わった年が200９年でもありました。
　そういうこともあって，ＳＰＣ関係に関しては非
常に規制が多くなったころでもありまして，従来型
のビークルの件数は大きく減ってきた時期だったか
と思います。
　一方で，例えば，海外から日本に投資するビーク
ルは，むしろ増えてきたのかもしれません。しかし，
これまでの非連結，あるいはオフバランスという目
的でのＳＰＣを使うということは，なかなか難しい
時代になったと思います。
　このころ，むしろ制度的に規制されているビーク
ルのほうが，ビジネス的に使いやすいのではないか
ということもあって，世界のいろいろな国において
もＲＥＩＴ制度がどんどん広がっていきました。先
進国のモデル租税条約をつくるＯＥＣＤ（経済開発
協力機構）も200８年に「ＲＥＩＴをめぐる租税条約
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の問題」を発表しまして，多国間のＲＥＩＴの投資
について，基本的にはファンドとして各国で非課税
扱いを認められていることを前提とする租税条約の
解釈指針（コンメンタリー）を出してきた年でもあ
りました。
○鴇澤　リーマン・ショックの影響によって，鑑定
評価の信頼性がより一層求められることになったと
思います。鑑定業界としてどう取り組んだのかにつ
いて，熊倉さん，お願いいたします。
○熊倉　今いろいろお話を伺いまして，思い出しな
がら，そうだったなと思っているのですが，200８年
のリーマン・ショックが起きる前，景況感は，やや
過熱していたというのが実態だと思いますし，臥雲
さんも言われましたが，一部にはミニバブルという
ようなこともありました。証券化不動産の鑑定評価
において，いくつかの不適切なものが見られて，鑑
定協会に，注意喚起を会員に徹底してしっかりやれ
というお話がございまして，私が証券化鑑定評価委
員長ということで，対応にいろいろ走り回らされた
記憶もございます。
　それから，証券化の鑑定評価ではありませんが，会
社法における現物出資での詐欺まがいの事案が，実
は近畿のほうでありまして，これは刑事事件として
立件されました。こういうことが重なって，今，鴇
澤さんがお話しされたように，不動産鑑定への信頼
に揺らぎが少し見られるということが起きてきた状
況があるわけです。
　こういうことを背景に，先ほど申し上げましたよ
うに，200７年（平成1９年）に不動産鑑定評価基準を
改正しました。実際に，この基準改正というのは
200８年以降，ちょうどリーマン・ショック以降の中で，
しっかりと不動産鑑定士がこれを実践していくこと
によって，初めて効果が生まれるわけですので，改
定の議論を重ねている中で，どうやって不動産鑑定
業務の適正な取り組みを確保するか，その取り組み
のための仕組みづくりを考える必要があるのではな
いか，こういう声が議論の中で出てきたわけです。
　この議論を重ねていくうちに，だんだんと方向感
としては，改正基準をそれぞれの鑑定業者がしっか
り受け止め，咀

そ

嚼
しゃく

していくよう促すために，モニタ
リングを検討するということになってまいりました。
ただ，実施体制も含めたモニタリングの在り方をど
ういう形でやるのかという議論を重ねて，200８年か
ら，結論的にはリーマン・ショックの影響もあると
思いますが，国土交通省の担当官による業務実施検

査を行い，その
検査結果を踏ま
えてＰＤＣＡサ
イクルで回して
いくことによる
改善，取り組み
をやっていこう
と。こういうこ
とが同委員会で
決まり，始めら
れました。当面
は，証券化の鑑
定評価のみを対
象にするということで，徐々に財表関連の鑑定評価，
それから次に一般の鑑定評価と，範囲を広げていく
ことになりました。
　このころ，もう 1 つ，ＲＥＩＴでは継続評価とい
うことで，当該不動産を保有している間，決算期ご
とに鑑定評価を取り，その結果を開示することにな
っていますが，その依頼状況についての議論が起こ
されました。この継続評価の在り方について，会計
士協会における，依頼会社との監査の継続の在り方
の議論と同様の問題があるので，同じように不動産
鑑定業者についても，例えば 5 年というような期間
を設けて，交代させるような制度をつくるべきでは
ないか，依頼者とのいわゆるなれ合いが発生しない
よう抑止するということで，ルールをつくったほう
がいいのではないかという意見が，監督官庁に寄せ
られ，委員会を通じて，意見交換が活発に行われた
経緯があります。
　不動産鑑定の場合は，会計監査の場合と違いまし
て，実際には不動産鑑定士が交代する場合が結構多
いので，図らずも不動産鑑定業者のローテーション
というような，同様のことが効果として見られると
いうことで，ＡＲＥＳなどからも「必要性は，必ず
しもないのではないか」という意見もありまして，結
論的には現行のような形で，取りあえず進めている
ということになりました。
　それから，このころにもう 1 つありましたのが，
継続評価をよりしっかりやるという意味で，200９年
に「証券化対象不動産の継続評価の実施に関する基
本的考え方」が国土交通省から示されたのです。こ
の中で記述されているのは，内覧を確実に実施して
いく，未完成建物についての取り扱いを丁寧にやる，
記載事項についてもしっかりと定められたとおり丁
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寧にやろうということで，そういうことを整理して
提示されたのです。業界としても，証券化鑑定評価
の信頼性の向上を目指すために，委員会で仕組みを
含めて検討し，取り組みを始めたということです。こ
れらのことが，リーマン・ショック以後の低迷期に
おける前向きな取り組みの経緯です。また東日本大
震災の対応では，ちょうど当該時期に決算期を迎え
るＲＥＩＴの鑑定評価をどうするのかということが
大きな問題でした。結論として現地調査についての
特例を認めてもらって，例外的な対処を行ったこと
は今でも記憶にあります。

Ｊ－ＲＥＩＴ市場，証券化市場の再拡大期
（2012年～ 2019年）

○鴇澤　次の第 ４ の期間は，停滞期を経て，2012年
からのＲＥＩＴ，証券化市場の再拡大期になります。
この時期は，アベノミクスによって，景気上昇，経
済拡大期に入り，東証ＲＥＩＴ指数は， 1 ,000を下
回っていたものが 2 ,000を超えるところまで上昇回
復した他，ヘルスケア，再生可能エネルギー施設等，
Ｊ－ＲＥＩＴの資産が多様化し，私募ＲＥＩＴ市場
も拡大した時期になります。
　この時期の状況について，臥雲さんお願いします。
○臥雲　先ほども少し申し上げましたが，2012年の
タイミングから，かなり多数の新規の上場が順調に
進むような市場に回復します。東急不動産のアクテ
ィビア・プロパティーズ投資法人，コンフォリア・
レジデンシャル投資法人も2012年から2013年にかけ
て上場ということですが，それ以降も星野リゾート，
イオンリートなど，今までの上場ＲＥＩＴのケース
と少し異なる特徴のＲＥＩＴも上場できるような環
境になっていきました。やはり一番大きなところは
日銀の買入れが段階的に規模も拡大しながら進んで
いったこと，また加えて，ＮＩＳＡによるＲＥＩＴ
投資が可能になり，また，ＧＰＩＦ（年金積立金管
理運用独立行政法人）もＲＥＩＴ投資に足がかりを
つけるといったところが，市場の拡大に大きくつな
がっていったのではないかと考えております。
　また，ユナイテッド・アーバン投資法人につきま
しても，スポンサーの物件はもちろんですが，自ら
の情報ネットワークからのソーシングによる優良物
件の取得といったところが，このタイミングで大き
く進むような状況になります。加えまして2012年に
は環境方針を定め，また翌年にはサステナビリティ

委員会をタスクフォースとして立ち上げるといった
動きもしておりまして，昨今につながっていくさま
ざまなＥＳＧ関連の取り組みも，このタイミングぐ
らいから少しずつ定着し始めてきた状況になってい
たかと考えています。
○鴇澤　この時期，投資市場の拡大を目的とした，会
社法，投信法，不動産特定共同事業法の改正があり
ました。そしてまた，田村さんが座長を務められて
いる国土交通省の不動産投資市場政策懇談会によっ
て，不動産と市場の成長に向けたアクションプラン
がとりまとめられました。この点について，田村さん，
お願いいたします。
○田村　2013年初頭からアベノミクスが本格化され，
その年は金商法でインサイダー取引規制がＪ－ＲＥ
ＩＴにも正式に適用されるようになったり，また，先
ほど述べましたが，投資法人の財務的な手法として，
自己投資口を取得したり，新投資口予約証券を発行
することができるようになったりしました。一方で
ガバナンスの問題として，ＲＥＩＴが資産運用会社
の利害関係人等と取引をする場合に役員会の承認が
必要となったりしました。
　一方で，Ｊ－ＲＥＩＴとは全く異なるスキームで
ある不動産特定共同事業法（不特法）も，2013年に，
いわゆる倒産隔離型スキームができるようになりま
した。つまり，ＧＫ－ＴＫ方式では，資産対象は信
託受益権化して，規制としては金商法でやるという
ことだったのですが，ＧＫ－ＴＫ方式で現物不動産
を投資対象とする場合に不特法が適用されるような
仕組みが導入されてきたということです。
　不特法は，さらに201７年に小規模不動産特定共同
事業，あるいはいわゆるクラウドファンディングの
基になる電子取引業の導入などがなされて，結構 2
回とも大きな改正でした。
　今，不動産投資市場政策懇談会についてお話があ
りましたが，これは2015年に立ち上がったものです。
5 年先を見据えて，つまり2020年，もう過ぎてしま
いましたが，オリンピックの年をめどにＲＥＩＴ資
産，ＲＥＩＴの投資口の価格ではなく運用資産の残
高ですが，運用資産を30兆円にするという目標を，
政策懇談会の中で議論をして，目標として公にされ
たということです。
　この懇談会は，2015年に第 1 回が行われて以降，
今年 6 月22日の13回まで不動産投資市場に関する政
策について議論をしてきました。
　その中では，例えばＲＥＩＴにおいては，対象資
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産の多様化とい
うことで，ヘル
スケアＲＥＩＴ
等の議論，ある
いは地方創生と
いうことで，地
方にある資産の
証券化に関する
ものとして不特
法のより多様化
された使い方の
検討をしました。
先ほど言った小

規模不動産特定共同事業の導入や，さらにはＥＳＧ
投資ということで，不動産投資を促進するという面
では，質の向上という観点から，ＥＳＧ投資につい
てどう対応していくかという議論が，これも最近は
かなり活発に行われるようになりました。この点は，
不動産鑑定にどのようにＥＳＧ投資の評価を反映さ
せるのかという，非常に難しい議論があると思いま
すが，個人的には大変関心のあるところになってお
ります。
　そして，最近の議論としては，不動産情報という
ことで，今までは価格情報であるとか，透明性の向
上であるとかいう観点から議論されてきたものが，不
動産データの大量処理という側面から，必ずしも国
によるデータベース化，例えばマイナンバーカード
のような仕組みではないのですが，いわゆる不動産
登記上の番号を利用しながら，不動産のＩＤに関す
るルールをつくるというような議論をしています。要
するに不動産の流通，賃貸市場において，かなり重
要な名寄せ作業ができるとか，それをデータ化して
一括処理できる，その際のルールづくりをするとい
うことを議論しているところです。
○鴇澤　またこの時期は，インバウンド投資，アウ
トバウンド投資が拡大した時期になります。会計，税
務の国際化という視点で，杉本さん，お願いいたし
ます。
○杉本　200７年のサブプライムローン問題に端を発
して，アメリカ的な会計基準，特に証券化関係，連
結会計について，国際会計基準とのコンバージェン
スが図られてきた時期だったのですが，ちょうど
2011年にいったんそれが一段落するといいますか，
国際会計基準の連結財務諸表，それから日本でも連
結財務諸表の会計基準が改正になりまして，若干の

差異はあるものの，一応支配力基準をベースにした
考え方が，アメリカでも日本でも，あるいは国際会
計基準でも，採用されたという時期が2011年でした。
　実はここから10年間というのは，証券化がらみで
は大きな会計基準の改正が国内でも国際的にもあま
りなかった時期でした。あえて言うと，201９年に国
際会計基準やアメリカでも新しいリース会計基準，ま
だ日本ではできてないのですけれども，そういうも
のが201９年に導入されたというくらいでした。
　会計基準的にはとても平和な期間でしたが，日本
のＲＥＩＴにつきましては，アベノミクスもあって
絶好調という時代でもありました。金融市場でのプ
レーヤーとしての位置づけが認められた時期でもあ
ります。税制の改正でも，今までＪ－ＲＥＩＴとい
いますと税会（不一致）問題というのが，どうして
も根っこにあってオペレーションに多少の影響を与
えていたと思うのですが，2015年に，「一時差異等調
整引当額」が導入されまして，一定レベルで，税会
問題が，ＲＥＩＴについては解決されたということ
になるかと思います。
　その後さらに，「買換圧縮積立金」が税制的に導入
されまして，これはまだまだテクニカルな制約はあ
るとはいうものの，買換特例で取得した資産につい
ては，含み益を顕在化しないでもいい仕組みも導入
されたという時代でした。また制度的にも，インフ
ラ投資法人の新規上場についての新しい仕組みが生
まれて，今までのＪ－ＲＥＩＴの税制上の問題がま
だまだあるとは思いますけれども，かなり解決され
た，そういう時代だったかと思います。
　それとはまた別の側面として，先ほどもお話があ
ったように，ＥＳＧの考え方が，投資の世界にもど
んどん入ってきまして，例えば2013年には国際統合
報告フレームワークが発表されているのですが，日
本で環境不動産普及促進機構（Re-Seed機構）が設立
されたのも2013年でした。
　国際統合報告書とは，今までの環境報告書と財務
報告を一体化したものでして，今では日本の上場会
社は多くがこれを出していると思いますけれども，こ
ういうようなＥＳＧに対する開示等がどんどん導入
されてきました。
　それから201９年には，ついにビジネス・ラウンド
テーブルで，会社の目的というのは，それまでは株
主中心だった基本的な考え方が，国際統合報告の中
でもうたわれているように，会社は株主だけのもの
ではなくて，関連しているステークホルダー全員の
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ものだという考え方が，ビジネスサイドからも言わ
れるようになってきたという世の中の流れの変化が
あったのかと思います。証券化に関する会計基準的
には平和な時代だったのですけれども，それより少
し大きな側面で，ＥＳＧ等，環境や社会的貢献を何
とか数値化できないのかというようなことにトライ
してきた，この10年間だったというような感じがし
ております。
○鴇澤　そして，201４年（平成26年）に，現在も適
用されている鑑定評価基準が改正されました。証券
化資産の多様性への鑑定評価の対応等，改正の内容
について，熊倉さん，お願いいたします。
○熊倉　近年，ファンドビジネス全体では順調に推
移しています。その背景には，国際化というキーワ
ードがあると思います。不動産市場での国際化の進
展の 1 つに，資産評価におけるＩＶＳ（国際評価基準）
の取り組みがあります。会計基準とは別に，資産評

価の世界の物差しとしてＩＶＳの採用が浸透してき
ました。それとの整合性への要請は，国際化・一体
化の流れの一環として，その動向が顕在化してきた
ということです。
　それから，皆様からのお話にもあるように，環境，
防災，省エネということで，ストック型社会での進
展に合わせた内容を追求していくことが背景にあり
ます。また，証券化対象不動産に係るニーズの多様
化もありまして，これは冒頭に臥雲さんから，不動
産の種類が多様になってきたことが説明されました
が，そういうものに対応していかなければいけない
ということを背景に，201４年（平成26年）に鑑定評
価基準の一部改正が行われたわけです。これは，「平
成1４年基準」からいくと ４ 回目の改正で，先ほども
申し上げましたように，必要に応じて随時改定して
いく表れだと受け止めてください。
　具体的にどういう内容か，証券化鑑定評価に関連

（表）不動産鑑定評価基準、価格等調査ガイドライン、本実務指針等の位置づけ

＜主に鑑定士向け＞

不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の

業務提携に関する業務指針

（不動産鑑定士の役割等に関する部分）

「価格等調査ガイドライン」の取扱いに関する実務指針

（記載例）

・　成果報告書記載例

＜主に鑑定業者向け＞

不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針

不動産鑑定士の役割分担等及び不動産鑑定業者の

業務提携に関する業務指針

（不動産鑑定業者の業務提携に関する部分）

価格等調査業務の契約書作成に関する業務指針

「価格等調査ガイドライン」の取扱いに関する実務指針

（記載例）

・　業務の目的と範囲等の確定に係る確認書

.証券化対象不動産の鑑定評価に関する実務指針

（本実務指針）

不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針

【証券化対象不動産の鑑定評価業務を実施する場合に

証券化対象不動産の継続評価の実施に関する留意点 おける不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務

指針細則】

国 土 交 通 省 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会

価格等調査ガイドライン
（ガイドライン運用上の留意事項を含む）

国土審議会土地政策分科会不動産鑑定評価部会報告書「社会の変化に対応したよりよい鑑定評価に向けて」

不動産鑑定評価基準

に則った鑑定評価
不動産鑑定評価基準に

則らない価格等調査

※ 不動産の鑑定評価に関する法律上では鑑定評価

※ 業務になる場合もある

a. 鑑定評価基準に則ることができない場合

b. 鑑定評価基準に則ることができるにもかか
ｱｱわらず則っていない場合

a. 不動産の利活用等に係るコンサルティング
b. 担保物件等のデューデリジェンス
c. 時点修正等の意見書

〈価格等を示すことが最終的な目的でない場合〉

〈価格等を示すことが最終的な目的の場合〉

基準各論第３章等

（証券化対象不動

産の価格に関する

鑑定評価を行う場

合）

不動産鑑定評価基準、価格等調査ガイドライン、本実務指針等の位置づけ

出所：日本不動産鑑定士協会連合会「証券化対象不動産の鑑定評価に関する実務指針」
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する事項に絞って申し上げますと，まず国際化への
対応ということで，スコープ・オブ・ワークという
概念で調査範囲などを条件として明確にすることが
導入されました。次いで，市場の特性に応じた複数
手法の適用ということですが，従来，鑑定評価基準
では， 3 つの手法を適用することが基本であったわ
けですが，それを有効性の乏しいものについては除
いてもいいということで，複数手法での適用にスタ
ンスが変わったわけです。それから，対象確定条件
での未竣工建物などの鑑定評価，これは開発型とい
うことですが，そういうものについての鑑定評価を
やりやすくするための条件整備。最後は正常価格と
乖
かい

離
り

しなければ特定価格と呼ばれている証券化鑑定
評価の価格の種類についても，これを正常価格とし
て表示するということで，修正されました。これで
ＩＶＳとの整合性も，非常に取りやすくなったとい
うことがあります。
　証券化対象不動産の多様化に対応して，もう 1 つ，
事業用不動産に係る収益還元法の規定が追加されま
した。ホテルやヘルスケアなど，あまり事例がなくて，
まだまだ収益費用項目についても非常に個別性が強
い案件について，それをやりやすくするための規定
が追加になったということで，ストック型社会の進
展への対応として，建物の価格形成要因の充実，原
価法の規定の見直し，この辺は環境，省エネという
側面からもアプローチをさせていただいたものにな
ります。以上，このような改定が行われて，現在に
至っているところです。
○鴇澤　私もこの時期，連合会の調査研究委員会委
員長として，資産の多様化に対応し，「ホテルの不動
産鑑定評価」，再生可能エネルギー施設などの「不動

産と一体として機能を果たしている動産等を含めた
鑑定評価における基本的な考え方」，さらに「ＥＳＧ
不動産投資の不動産鑑定評価への反映」などの研究
報告もとりまとめました。

今後の課題，そして期待

○鴇澤　さて，ここまでＪ－ＲＥＩＴ，証券化不動
産の鑑定評価の歴史を振り返ってきましたが，最後
に，今後のＪ－ＲＥＩＴ，証券化不動産と鑑定評価
について，課題そして期待することについて，皆様
からお話をいただきたいと思います。
　それでは，まず臥雲さん，お願いいたします。
○臥雲　コロナの状況は，残念ながらまだ収束のタ
イミングが不透明な状況が続いているところですが，
不動産の用途あるいはテナントの業種等によって，す
でに正常化しているところと，引き続き大きな影響
が続いているところと，ある意味二極化している印
象を持っております。また，コロナが終わった後も，
社会の変化に伴って，不動産の活用方法にどういう
変化をもたらすのかといったところが，各社が頭を
悩ませながら試行錯誤していくプロセスに入ってい
くという印象です。
　ＲＥＩＴ業界では，資産の入れ替えが行われてお
りまして，これは草創期から20年が経過してきたと
ころも大きな要因かと思いますが，物件の入れ替え
を通じながらポートフォリオの質を改善し，かつ，収
益基盤を強化するといった取り組みになっています。
　加えて，デベロッパーサイドでも，アフターコロ
ナを見据えた新たな商品づくりということで，サテ



Appraisal & Finance  2021. 934

ライトオフィス，シェアオフィス，あるいはテレワ
ーク向けの住宅開発，商業ではショールーム化，オ
ムニチャネル化に対応したさまざまな商業施設のＭ
Ｄ（マーチャンダイジング）開発といったところが
新たな機会となっていく様相です。
　またホテル業界につきましては，非常に厳しい状
況が続いておりますが，コロナが収束すれば，間違
いなく回復するセクターだと思いますので，我々総
合型の中では，幅広くあらゆる用途で多くの地域に
投資させていただいていますが，引き続き，投資対
象の拡大が課題と考えています。我々の投資ガイド
ラインでは，海外不動産投資はすでに可能ですし，イ
ンフラ等資産も可能です。加えて，今般新たに開発
不動産に対しての投資についても規定するといった
取り組みを順次進めておりまして，しっかりとリス
クマネジメントを行いながら，投資の幅をさらに広
げていきたいと考えています。
　最後になりますが，ＥＳＧ関連につきましても，
2020年以降，注力する銘柄が多数あります。我々も，
ＰＲＩ（責任投資原則）に署名することはもちろん
ですが，非財務情報の開示につきましては，「ＧＲＩ
スタンダード」（グローバル・レポーティング・イニ
シアチブのサステナビリティ報告書ガイドライン）
やＳＡＳＢ（米国サステナビリティ会計基準審議会）
等の基準に照らし合わせながら，積極的かつタイム
リーで精

せい

緻
ち

な情報開示に努めてまいります。足元で
はＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）
に賛同した銘柄が，もうすでにＲＥＩＴの中でも ９
銘柄ある状況ですので，我々もそれらの動向を注視
しながら，対応していきたいと考えております。
○鴇澤　続いて，田村さん，お願いいたします。
○田村　ＥＳＧを不動産鑑定評価にどう反映するか
という議論には，私も参加させていただいて，改め
て不動産鑑定評価とは何かを考えさせられました。こ
れはこれで難しい問題なので，ここでは深くはお話
しませんが，不動産鑑定士の皆様方と仕事をする機
会が実は意外にないというか，共同してやるという
機会があまりございません。我々からすると，不動
産のことを一番よく知っている，あるいは評価がで
きるのは不動産鑑定士以外に誰がいるのかという思
いでありまして，何かうまく一緒に働けないのかと
いうことを考えさせられております。
　個別の事案についてはお話しできませんが，例え
ば，東京都がオリンピック村を借りて，期間中に一
定の賃料を払うという契約を不動産デベロッパーと

したときに，それを延期するという事態で，どうい
う法的な問題が出るのか，そしてそれが不動産の価
格にどう影響するのか，あるいは，損害の填

てん

補
ぽ

とい
う点でそれをどう評価するのかについて聞かれたこ
とがありまして，不動産鑑定士や鑑定事務所の皆様
方と一緒に対応したときに，やはり議論をお互いに
交わすと，それなりの知見が出てくるのではないの
かと思った次第です。
　そしてこのことは，近い将来あり得るであろう，劇
的な不動産市場の変化においては，両者の知見を有
効に活用できないかと考えています。これはリーマン・
ショックのときに，ローン契約上の重要な財務制限
条項，つまり継続鑑定評価額をベースとした資産価
値の下落に応じて，投資家への配当の停止やＳＰＣ
の破綻が起きたときに見たことです。あまりの急激
なキャップレートの下落をそのまま反映した鑑定評
価が，本来必要のない多数のＳＰＣの破綻を招いた
ような気もいたしました。これは制度上やむを得な
いという評価もあるのでしょうが，もう少しそこを
うまく対応できなかったものなのか，ということを
考えていることが背景にあります。この辺について，
今後 1 ～ 2 年で議論を深められたら，その後に恐ら
く来るであろう劇的な変化に少しでも対応できるの
ではないかと思っております。
○鴇澤　それでは，杉本さんお願いします。
○杉本　これから，Ｊ－ＲＥＩＴがどう変化しそう
かということですけれども，Ｊ－ＲＥＩＴ，投資法
人が税制上，ほかの法人の株式等の過半は原則持て
ないことになっています。しかし，2013年ごろだっ
たと思いますが，海外保有会社や海外不動産に投資
するときに，ＳＰＣを使って投資せざるを得ないの
ですが，そのことが許容されるようになりました。そ
れは不動産鑑定の世界では，海外不動産についての
鑑定評価について手法が確立したということで，Ｊ
－ＲＥＩＴが資産を取得する際に，海外の鑑定評価
を取得しなくてはいけないという要件が解決したと
いうことも， 1 つ支援材料だったと思います。この
ように解禁はされましたが，現在，実際に海外不動
産を持っているＪ－ＲＥＩＴは，まだ少ないのでは
ないかと思います。しかし，日本の不動産を持って
いるＲＥＩＴが海外に上場しているケースは，すで
にかなり前からありまして，今後いよいよ，海外の
ＲＥＩＴとＪ－ＲＥＩＴの制度的競合が目立ってく
るではないかと，自分は思っています。そういう意
味では，ＲＥＩＴの組込資産についても，今後さら
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に海外不動産について，実は2021年までの税制改正
でも，かなり手当てをされてきたという側面もあり
ますので，真剣に考えてもいいのではないかと思っ
ております。
　また，ＥＳＧの反映ということですが，これも先
ほど2013年に統合報告基準ができましたが，市場価
格に直ちに反映するかどうかは別として，ＥＳＧに
ついての貢献度を何らかの形で評価していると思い
ます。例えば，グリーンボンドなどのレーティング
等に反映している部分あると思いますが，今後はさ
らに個々の不動産についても社会的評価を組み込ん
でいく余地があるのではないかと思います。
　2013年に設立した環境不動産普及促進機構が最近，
改めて注目されているところを見ると，Ｊ－ＲＥＩ
Ｔも，環境の改善や耐震建築物の促進等の分野に積
極的に出ていってもいいのではないかと思います。
　より広く，不動産証券化ということを考えますと，
やはりＤＸの活用でしょうか。先ほど田村さんから
もお話がありましたが，201７年，201９年に不動産特
定共同事業法の改正がありまして，小規模不動産特
定共同事業あるいはクラウドファンディングについ
てのガイドラインが策定されました。会計事務所と
しては痛しかゆしのところがあるのですが，ＤＸを
活用すると管理コストが大幅に少なくなる可能性が
あるんですよね。今，非常に複雑な仕組みになって
いる制度をちょっと簡単にして，プラスＤＸを使う
ということで，圧倒的に管理コストを安くすること
ができると思います。“制度の簡素化プラスＤＸ”と
いうことを考えていってもいいのかと思っています。
　私個人的には，最近インターネットなどで不動産
投資，小口投資をうまく勧誘している例を見ますけ
れども，身の回りのことだけで言いますと，割と不
動産の商品知識がない人が，比較的リスクが高いも
のに，少額であるということで飛びついているよう
な気配もないわけでもないのかなと思うんです。で
すが，制度的にはむしろそういう投資家層には，“ぴ
かぴか”の不動産を扱っている大きなＲＥＩＴを，さ
らに小口化した持分に勧誘すべきであって，リスク
が高い商品にはプロに近い人を対象にして，開示要
件を厳しくするなり，不動産鑑定士が仕組み上のリ
スク等を評価するなりすると。むしろ素人の学生や
それに近いような方には，しっかりしたＲＥＩＴの
ほうに誘導していくようになってもいいのではない
かと思っております。
　Ｊ－ＲＥＩＴにつきましては，この10年間で市場

での役割を高く評価されたこともあって，一時差異
調整引当額の制度によって税会不一致の調整が一定
程度できるようになりましたが，ＴＭＫなどのほう
はまだそれができません。ＴＭＫに関与している人
は皆様そう思っていると思いますが，会計基準とか，
いろいろな種類の資産がＴＭＫに入ってくる，ある
いは海外投資家は，今後一層ＴＭＫのほうに集中す
ると思いますが，このようなケースでも説明しやす
い制度になっていくことを希望します。
○鴇澤　最後に，不動産鑑定士の立場から熊倉さん，
お願いいたします。
○熊倉　不動産鑑定士の立場というよりも，社会の
制度インフラとしての不動産鑑定評価制度に関わる
者として，ひたすら信頼性を高めていくことだと思
います。そこが存在価値を高めていく上で目指すと
ころです。そのためにどうするかということを考え，
真
しん

摯
し

にやっていくしかないのだろうと思います。そ
ういう意味では，今までの議論の延長の中で，やっ
ていくということだと考えています。
　それよりも，私が思っているのは，今日はＪ－Ｒ
ＥＩＴがテーマですが，ＲＥＩＴというよりも資産
の保有の在り方，利用の在り方という仕組みを考え
ないと，日本はやっていけないのではないかという
気がしています。先ほどの田村さんのお話がどうい
う意味かを考えていたのですが，政府や自治体が全
部自前の財産を持ってやっているって，無理がある
のではではないか，それだとどんどん野放図になっ
てしまうだろうと。
　実は以前，日本不動産鑑定士政治連盟の皆様と一
緒に議論したときのテーマに，アメリカの公的ＲＥ
ＩＴと同じように，日本でもできないかという話を
しました。結論からいくと，日本では今できない。で
きないというよりも，やっても意味がない。なぜ意
味がないかというと，無制限に起債できてしまうか
ら。これでは国の形が変わっていきません。そうす
ると，ある程度そこを，小さな政府というか，支え
合う中で，どのように役割分担をするかという，資
産の保有，やり方を考えていかないと，インフラの
更新などもできないのではないかと思っています。そ
ういう部分で，ＲＥＩＴの仕組みというのは非常に
うまく使える可能性があります。ただ，福祉とのバ
ランスをどうするかという問題もあると思いますが，
それも含めて考えなければいけないと思っています。
そこで公的不動産の在り方という，ちょっと異質な
議論なのですが，そんなことを考えていました。
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○鴇澤　皆様から貴重なご意見をいただきました。Ｅ
ＳＧやＤＸ，アフターコロナ，いろいろなキーワー
ドが出ていましたが，やはり今後，突き詰めると不
動産の在り方，そして，鑑定評価の在り方に，最終
的には集約されるのかと思います。

　今後も，市場関係者として，力を合わせて，社会
のニーズに応えていくことが必要になっていくと思
います。本日は，ありがとうございました。

（令和 3 年 ７ 月13日，東京・霞が関の霞山会館で収録）
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　セミナーが終わって，出席者の皆様から「証券化の歴史を振り返ってみる良い機会になった」との言葉をいた
だきました。
　私自身も改めて20年前を思い起こすと，当時は証券化市場が確立し，さまざまな仕組みの投資商品が登場し，
ここまで市場規模が拡大することは予想できませんでした。これは官民一体となって取り組んだ法律，業界自主
ルールなどによる普及・振興と規制の成果であると思います。ＳＰＣ法は旧大蔵省銀行局総務課債権等流動化室
長として片山さつき現参議院議員が制定に尽力し，Ｊ－ＲＥＩＴ発足当時は扇千景（林寛子）元国土交通大臣に
強力にバックアップしていただきました。
　不動産の証券化は，新たな投資商品の仕組みであるとともに，不動産を所有する企業にとってもＳＰＣによる
セール＆リースバックによる資金調達の道を開き，ＣＲＥ（企業用不動産）の在り方の大きな変化につながって
います。
　不動産の証券化は，見方を変えると不動産と金融の融合です。これまで不動産の世界にどっぷりつかってきた
私にとって，ｂｐ（ベーシス・ポイント），ＤＳＣＲ（借入金償還余裕率），ＬＴＶなどのアルファベットや，バ
ンクラプシー・リモート（倒産隔離），プロスペクタス，コベナンツなどのカタカナの金融用語は耳慣れないも
ので，用語そのものとともにその背景にある思考に戸惑いました。
　さらに証券化不動産には厳密な遵

じゅん

法
ぽう

性
せい

が要求され，私自身はオリジネーター，アレンジャーとしてビルの袖看
板の工作物確認申請，検査済証取得など，これまで見過ごされていた事項について遵法性を充足するための手続，
撤去，改修工事などに大変な苦労をした記憶があります。
　鑑定評価にとって，証券化不動産は投資商品資産としての価値，土地建物一体としての価値を強く意識しなけ
ればならないものとして，エンジニアリング・レポート，ＣＡＰＥＸ（資本的支出），イールドギャップなどが
改めて認識されることとなりました。
　一方，ある意味，きれいな証券化不動産の鑑定評価を専門に担当していると，鑑定評価の技術が衰えるとの声
も耳にします。
　私が不動産証券化に携わって間もないころの，今でも印象に残っている出来事があります。それは不動産シン
ジケーション協議会で，Ｊ－ＲＥＩＴの情報開示の自主ルールを協議した時のことです。賃貸借の開示項目につ
いて，ビルオーナーの立場から開示に消極的な意見が数多く出る中，ある大手不動産会社のビル事業責任者で不
動産鑑定士の方が「Ｊ－ＲＥＩＴは，ビルオーナーのものではなく投資家のためのものである。投資家のために
なるべく多くの情報を開示すべきである」と力説されました。
　この姿勢こそが，Ｊ－ＲＥＩＴ，不動産証券化市場が健全に発展，拡大した要因であると思います。座談会の
最後でも述べましたが，改めて不動産鑑定士を含む市場関係者が，市場そして社会の要請に真摯に取り組む必要
があることを，深く胸に刻み込みました。
　今回のセミナーで証券化不動産の歴史を振り返ったことにより，「温故知新」さらには“古きを温ねて未来

4 4

を
知る”機会になりました。

（鴇澤　省一）

セミナーを終えてセミナーを終えて


