








　時に文政、江戸の医者、加藤曳尾庵（えびあん）の

手記『我衣』によれば、当時の銀座はすでに流行の

中心にあり、羽振りの良い者たちで賑わっていたと言

います。いわば銀座は関東で初めての「都会」であり、

高級志向だったのです。�

　そもそも江戸前の埋め立て地であり、土と農業の

記憶を持たない銀座は、商業と文化の街として栄え、

今に至ります。その素地は、鋳造所と銀職人たちによ

って形成されたとは言え、幕末の開国から明治の文

明開化が厚い基層をつくったと言えるでしょう。�

　明治二年から五年にかけて立て続けに起こった

大火災は、銀座一帯を焼け野原にしました。しかし、

これがきっかけとなり、不燃化都市の実現を目指す官

僚たちは、当時の東京府知事、由利公正を中心にし

て西洋風の煉瓦造りの街並みを造りあげます。江戸

を一掃するような都市計画は、イギリス人の建築家、ト

ーマス・ウォートルスの設計により、八十五基のガス灯

と白亜の煉瓦に象徴される近代的な街区となりました。�

　すでに明治元年、銀座近くの鉄砲州の明石町（中

央区明石町、聖路加国際病院のあたり）には、米国

使節ハリスとその約束を実施に移した外国人居留

地がもうけられ、ミッションスクールや外国語学校、教

会なども立ち並ぶ「西洋文化」がありました。�

　さらに、古くからの繁華街、日本橋に隣接していた

銀座は、新たにもう一つの交通要所を傍らに持つこと

になります。明治五年、隣の新橋に鉄道駅ができたの

です。横浜から陸蒸気に乗って十七マイルを走って

きた「西洋文化」は、新橋駅で馬車に乗り換え、銀座

通りを往来しました。これにより、他に類を見ない商都�
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が育ち、明治も末期になると、経済や文化の中心として、

確固たる地位を築きます。�

　この間、モダンな舶来品に目をつけて、開業したの

がサエグサ、千疋屋、山野楽器、伊東屋などです。逆

に、本邦を代表する宝飾品を扱うミキモトも、同じ頃に

真珠専門店を開いています。後に小売部門が和光

として独立する服部時計店が銀座に移り、初代の時

計塔を建設したのもこの時期でした。�

　ちょうど鹿鳴館外交が終わり、外国人居留地が開

放され、日清・日露の二度の戦勝を経て、日本が国際

的に認められてきた時代。大正デモクラシーの足音

が聞こえてきた頃です。銀座から東京中に流布した

西洋文化も、いつしか同時代のモダニズムが中心と

なり、社会と生活に浸透していきます。�

　大正に入ると、百貨店が建ち、洋食を供するレスト

ランやパーラー、カフェーなどが林立。「銀ブラ」という

言葉が生まれます。その下地をつくった一つ木村屋

総本店は、明治三年より銀座に店を構えています。また、

資生堂パーラーの前身、ソーダ部は明治三十五年の

開業です。�

　明治十三年、福澤諭吉翁の発案により、日本で初

めて紳士のための社交クラブ「交詢社」が、銀座六

丁目に誕生します。そのチューダー朝様式の建物は、

銀座モダニズムの象徴として長く愛されていました。�

�



　銀座が、全国の中心となる背景の一つには、

マスコミの拠点が多く置かれていたことが挙げ

られます。すでに明治の半ばには、毎日、読売、

朝日をはじめ三十数社の新聞社が銀座に集ま

っていました。和魂洋才を地で行く記者、文人

文士たちは、いずれも文語から口語への移行

を促すソフトウエア開発者であり、進取の気性

に溢れていました。彼らも、銀座モダニズムを牽

引したのです。�

　また、銀座に新聞街ができた理由の一つには、

四丁目の大日本印刷がありました。「いつか英

国の右に秀でよ」との願いを込めて勝海舟が

名付けた秀英舎は、大日本印刷の前身で、関

東大震災による市谷移転までは、銀座の顔の

一つでした。�

　さらに銀座は、明治以来、広告のための情

報発信地として重要な地位を保っています。

現在も広告界で大きな力を持っている電通や

資生堂広告部は、いずれも明治の頃から銀座

に拠点を持っています。�

　その一方で、明治天狗煙草で知られる岩谷

松平、目薬を売り出した岸田吟香などが、セン

セーショナルな宣伝活動を展開し、大きな話題

を呼びました。彼ら個人商店主の活躍から銀

座というエリアをのぞいたとき、その文化的地

層の裂け目に、見え隠れする一人の先達がい

ます。江戸時代の絵師、戯作者として知られる

山東京伝です。彼は幼い頃より画才に恵まれ、

浮世絵を学んで北尾政演（まさのぶ）と号して

絵師になりますが、一方で艶のある戯作で名を

なしています。さらに、京伝は、今の銀座一丁目

に店を出し、紙製煙草入れと煙管を商い、知

恵と趣向を凝らして宣伝活動を行いました。た

とえば、煙草入れの包み紙を開くと、その中か

ら芝愛宕神社の引き札が出てくるなど、人々の

心をくすぐるようなヒット商品を生み出しています。

いわば京伝は、プランナーであり、イラストレータ

ーであり、コピーライターでもあったわけです。�

�

　あらゆる芸術分野で、美術が一番早く時代

を先取りすると言われます。その意味で、日本

のモダニズムをリードしてきた銀座に、画廊が

建ち並ぶことになるのは、やはり必然だったの

かもしれません。�

　本格的なギャラリー日動画廊が数寄屋橋際

にオープンしたのは昭和六年のこと。これはま

た銀座に洋画商が登場した第一号でもありま

した。すでに世界は動乱の時代を迎えつつあり、

日本も軍需景気だけが頼りの経済下、銀座の

モダニズムにとっては不遇な時期が近づいて

いました。決して好条件でスタートしたわけでも

ない日動画廊が、挫折せずに今日まで続いて

いるのは、開廊まもない頃に主（あるじ）が出会

った一人の著名な画家のおかけだと言われて

います。画家の名は藤田嗣治。すでに海外で

名声を得ていた画伯の個展『藤田嗣治帰朝

第一回展』を開催、日動画廊は一躍名を高め

ました。また、藤田の紹介によるフランス帰りの

画家たちの個展も成功し、経営が安定路線に

乗り、「画廊の街・銀座」の基盤ができていきます。�

　銀座は、美と価値を愛し、護る街である一方で、

美と価値から愛され、護られている街でもありま

す。だからこそ、大火や震災、政治経済の変動

を乗り越えて、今も昼夜輝き続けているのです。�



歴史と伝統を重んじる「銀座」。都心で最も新しい

都市「汐留」。銀座・汐留リアルプランセンターが得

意とするのは、異なった特性を持つこの2つの街。今、

東京で最も注目を集めるエリアであり、国内でも有名

な商圏といえるでしょう。日本一の商業圏である銀座

に関しては、事業用のご相談が多く、汐留は「東京

ツインパークス」をはじめとする居住用物件が中心で

す。なかには、ひとりのお客様から銀座に事業用、汐

留に居住用のご相談を承る場合もあります。ですから、

銀座・汐留リアルプランセンターでは、事業用、居住

用と専門性を高めた2つの部署を設け、どちらのご

相談にも最善のご提案ができる体制を整えております。

これは銀座・汐留リアルプランセンターならではの大

きな特徴です。�

「不動産に関してのご相談はすべて承る」というの

が開設当初より私たちスタッフが掲げるモットーです。

売買だけでなく、どんなに些細な事でもお手伝い致し

ます。どうぞお気軽にお問い合せください。�





文豪や詩人が愛したパリのドゥ・マゴ�

　『若い頃にパリで暮らしたことがあるなら、

その後の人生をどこで過ごそうとも、パリはあ

なたと共にある』と書き記したヘミングウェイ。

彼のパリ暮らしが、これほど印象深いものにな

ったのは、カフェ・オ・ドゥ・マゴに通ったせいな

のかもしれません。�

　1875年開店のドゥ・マゴは、サンジェルマン・

ドュ・プレ教会のすぐ近くにあり、パリでは最も

観光客が訪れるカフェの一つ。初めて来店

する人は、メニューとレシートに目を見張ります。

メニューの表紙には詩人として高名なランボー、

マラルメ、ベルレーヌが懇親している光景が

描かれ、レシートには『文学者カフェ』『知的

エリートが集うところ』と印刷されているからで

す。実際、19世紀末から20世紀の初頭にか

けて、ドゥ・マゴには、ヨーロッパ中から前衛的

な文学者・芸術家が集まって、議論に明け暮

れていました。彫刻『考える人』で有名なロダ

ンの秘書としてパリに滞在していたドイツの詩

人リルケ、そしてピカソら、実に多彩な面々がド

ゥ・マゴの談論風発に加わったのです。さらに、

若き日のサルトルとボーヴォワールも常連でした。�

　このように芸術と自由を愛する者たちは、19

世紀末から20世紀の初めにかけて、ヨーロッ

パ各地で、カフェに溜まりました。パリのモンパ

ルナス界隈は、カフェを中心に芸術の街へと

変貌していったといっても過言ではないでしょう。

そして、ヨーロッパのカフェ文化は、時に「黄金

の」と呼ばれる1920年代に至って、一つの爛

熟期を迎えます。�

�

ベルリンのロマーニッシェスは業界の待合室�

　『ベルリンは都会ではなく、人が集まる場所、

特に才能豊かな人間が多く集まる場所を提

供しているに過ぎない』。1829年、詩人のハイ

ネは、こう書き残しています。それから1世紀を

経て、その言葉を裏付けるかのように、ベルリ

ンのカイザー・ヴィルヘルム記念教会向かいに

あったロマーニッシェス・カフェには、文学者、

芸術家、新聞・出版関係者などが集まりました。

ただし、パリのカフェのように国際色豊かな顔

ぶれではなく、どちらかと言うとベルリンで活躍

する人たちが中心です。�

　店名ロマーニッシェスの由来は、ネオ・ロマ

ネスク風の建物にあり、内装や調度は悪趣味

で、料理もひどいなものだったと伝えられてい

ます。しかし、それらは客にとって二の次、三

の次のでした。客の主な目的は「どこに座って

誰と話すか」だったのです。�

　ロマーニッシェスでは、成功者は「泳ぐ者の

プール」と呼ばれる小部屋に入り、予備軍は「泳

がぬ者のプール」と呼ばれた大部屋に腰をお

ろしました。ロマーニッシェスでは、時事放談

や芸術論争はあまり見られず、どちらかといえ

ば情報交換とプレゼンテーションの場所でした。

夢見る若者たちにとってロマーニッシェスは

企画を売り込み、作品を披露し、自分自身を

気に入ってもらい、「泳ぐ者のプール」に入る

チャンスにあふれていたのです。�

　また、チャンスといえば、「小娘のテーブル」

というのも存在し、冒険心に富み、自由で活発

なお嬢さんたちが、ひそかに出会いを狙って

いました。その他にも「解放された女性たちの

テーブル」や『三文オペラ』の作家にちなんだ

「ブレヒトのテーブル」もあったといわれています。

しかし、ブレヒト本人は、そのテーブルにつくこ

とはなく、別のテーブルに座っていました。自

分の崇拝者たちに囲まれるのがイヤでイヤで

仕方がなかったのです。�

�

カフェそのものを文化に高めたウィーン�

　今やカフェを語る時、ウィーンをはずすこと

はできません。けれども、実はカフェ先進国で

はなかったのです。�



今では、ヴェニス、ロンドン、パリ、ハンブルク

などの方がウィーンよりも早く珈琲に親しん

でいたことが判っています。にもかかわらず、

ウィーンというブランドエリアは、重層的な潜

在能力を発揮して、カフェを一つの様式に

まで高めていきます。珈琲のバリエーション

や高級菓子の開発、店構えの趣き、給仕の

作法等々、カフェはウィーンで進化しました。�

　19世紀半ば、ウィーンの王宮から伸びる

ヘレンガッセの通りには、オーストリアの文学

やジャーナリズムのエリートたちがこぞって

集まります。その頃、芸術カフェの頂点に立

ったのがカフェ・ツェントーラルです。ちなみ

にツェントーラルは、一人の施主によって銀

行や商店街と共に建てられ、そこには今で

言うデベロッパーや資産活用の考え方があ

ったと言われています。�

　ツェントーラルは、放浪自由人の溜まり場

でもありました。後にロシア革命で活躍する

トロツキーも、長い間ウィーンのホテルでくす

ぶっていましたが、ツェントーラルは行きつけで、

よくチェスを愉しんでいたと言われています。

そして、レーニンがウィーンに来るたび、ツェ

ントラールで会っていました。�

カフェが銀座の光芒に不可欠な理由�

　レーニンたちが見切りをつけることになる

大国ロシアとの戦争が終わり、米国ポーツマ

スで苦渋の選択を迫られた日本。帰朝した

全権大使・小村寿太郎は、毅然と新橋駅に

降り立ちます。それから6年後の1911年、新

橋に近い日吉町（今の銀座八丁目あたり）に、

日本初のカフェ「プランタン」がオープン。フ

ランス帰りの洋画家・松山省三が開いた店

でした。会員制にもかかわらず、モダン銀座

で溜まり場を欲していた人たちを集めます。

文学の森鴎外、永井荷風、泉鏡花、谷崎潤

一郎、美術の黒田清輝、演劇の小山内薫、

歌舞伎の羽左衛門、左団次ら当代きっての

文化人・芸術家が足を運び、世代と分野を

超えた交流が銀座のカフェで始まります。�

　プランタンに続き、日東紅茶の前身「パウ

リスタ」や今も続く「ライオン」が誕生。これら

のカフェにやや遅れて銀座六丁目の角に「コ

ロンバン」が開店します。ここはフランスの一

流菓子店で修業した門倉国輝が、純フラン

ス菓子を供するカフェでした。そして、この

店に大きな華を添えたのは、門倉がパリ時

代に知り合った画家、藤田嗣治です。彼は

自ら絵筆をとって、コロンバンの2階、カフェ・

フロアの天井に6枚の画を描きました。�

　カフェが花開いた四都の街は、いずれも

モダン都市の中核をになって発展します。

近世まで城や王宮のサロンに囲い込まれて

いた芸術文化は、近代になって街に流れ込

みますが、その受け皿となったのがカフェで

した。このような同時代の世界的な変化に、

銀座は見事反応します。文壇、画壇が銀座

というブランドエリアに欠かせない要素だと

すれば、カフェの誕生と隆盛は、とても大きな

資産を残してくれたと言えるでしょう。�



アメリカを代表する美術工芸品として名高いスチューベングラス。

1903年の創業以来、クリスタルガラスの可能性を追求し、厳格

に品質基準を守りながら、数々の優れた作品を発表し続けている。�

その表現の幅は実に多彩。都会的なセンスに満ちたモダンなも

のから、斬新な視点で自然界をとらえたものまで多岐にわたる。

また、それらのデザインに基づいて施される表現は、サイズの異

なる約50種類以上ものコッパーホイール（銅板）を使い分ける職

人の手仕事から生み出される。それはデザイナーの希望通りに

クリスタルガラスを加工、製品化する高度な技術を持ったクラフト

マンなしには実現し得ない。スチューベングラスの置物の鉛含

有量は30％以上。世界最高の透明度と輝きを誇る。鉛が多す

ぎるとガラスは黄色くなってしまうので、配合のバランスは大変難

しい。また、鉛の多いガラスは柔らかく、加工には高度な技術を

要する。そしてわずかでも曇りや傷、気泡があった場合、その作

品は直ちに破棄される。�

「量より質」の理念を徹底した最高の品質。オリジナリティーあふ

れるデザイン。そしてクラフトマンシップの伝統が息づく丹精込め

た手仕事。「アメリカン・トレジャー」と称えられるのには、歴然たる

理由があるのだ。�

1937年のパリ万国博覧会にて金賞を受賞。その出品作がアンリ・

マチスの目にとまったことがきっかけとなり、1940年に「現代巨匠

27人のデザインによるクリスタル展」が開催された。マチスをはじめ、

ラウル・デュフィ、イサム・ノグチなどの世界的に有名な画家や彫

刻家が参加し、スチューベングラスのために彫刻用の原画を描

いたことで、スチューベングラスの名声は不動のものとなった。そ

して、1947年にアメリカのトルーマン大統領が、イギリスのエリザ

ベス王女のご成婚に際し、『The Merry-Go-Round Bowl』を贈

呈して以来、スチューベングラスの作品は、歴代大統領の公式

ギフトに選ばれている。�

また、メトロポリタン美術館やルーブル美術館、エルミタージュ美術

館など、世界各地の著名な美術館に収蔵されているという事実が、

スチューベングラスの芸術性に対する高い評価を物語っている。�

現在、日本で取り扱いがあるのは和光のみ。この世界最高級の

比類なき透明感と輝きに、会いに出かけてみてはいかがだろうか。�

�



　21世紀を迎えた今、少子高齢化、情報化、

国際化といった社会経済情勢の急速な変化

の中で、都市政策は大きな転換を迫られてい

ます。災害に対して脆弱な都市構造、慢性的

な交通渋滞、都市景観の混乱、中心市街地

の空洞化などの課題を克服し、新しい都市の

創造が求められています。�

　このような時代背景を受け、“都市再生”と

いう言葉が正式に位置づけられたのは、2001

年に内閣総理大臣を本部長とする都市再生

本部が設置されたことに端を発します。都市

再生本部では都市再生プロジェクトを決定し、

2002年に制定された都市再生特別措置法に

基づき、時間と場所を限定して、都市再生緊

急整備地域に都市再生特別地区を指定しま

した。既存の都市計画を適用除外し、民間事

業者、ディベロッパーが自由度の高い計画を

立案できるようにしたため、都市計画の権限が

官から民へ、公共の福祉から経済効率性優

先に転換され、巨大開発が各地で実現するよ

うになりました。�

�

■都市再生プロジェクト
内閣主導で強力に推進する国家的プロジェク

トです。都市生活に過重な負担を強いている

20世紀の負の遺産を解消し、国際競争力の

ある世界都市、安心して暮らせる美しい都市、

持続発展可能な社会、自然と共生した社会の

形成といった、21世紀の新しい都市創造を目

的としています。これまでに20プロジェクトを選定、

推進しています。�

■都市再生緊急整備地域
都市再生の拠点として、緊急かつ重点的に

市街地の整備を推進すべき地域です。都市

開発事業などの早期実現の見込みや、都市

全体への波及効果などを基準に指定されます。

都市計画の特例が適用され、金融支援や税

制措置が行われるなど、様 な々メリットがあります。

2002年に東京都で7地域が、2005年に1地域

が指定されています。�

■都市再生特別地区
都市再生緊急整備地域において、都市開発

事業などを迅速に実現するため、都市の再生

に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利

用を図る建築物の誘導を目指した地域地区

です。用途規制や容積率制限、斜線制限など

を適用除外とした上で、特定行政庁の許可な

どによらず建築確認のみで都市再生特別地

区の内容を実現できます。�

�



都市再生プロジェクトの急速な進行の秘密は、

都市再生特別措置法に盛り込まれた、手続き

の短縮化・期間の明確化や民間の創意工夫

を活かせる対応にあります。民間都市開発投

資を促進するため、以前は従来事業認可まで

約2年8カ月かかっていたものを、約6カ月に短

縮しました。また、各プロジェクトの検討にあた

っては、民間事業者などによる提案制度を創

設し、積極的にプロジェクト内容を公募させる

形をとっています。このような施策のバックアッ

プで、行政の効率化と官民の役割分担は驚く

ほど進んでいます。�

また、都市再生のスピードアップにより、ディベロ

ッパーの資金負担が軽減し、比較的低廉な家

賃・分譲価格という形で個人や法人に還元さ

れたことが、都心回帰をより促したと考えること

もできます。かつて大規模プロジェクトでは、地

方公共団体と事業者との調整から事業計画

等の認可まで約14年かかることもありましたが、

都市再生の枠組みができてからのスピードに

は隔世の感があります。�

�

丸の内の代名詞だった「丸の内ビル」通称「丸

ビル」をはじめ、今後も新超高層ビルの建て替

えがなされる予定です。2011年春には、赤レン

ガ造りの東京駅丸の内駅舎が約90年前の創

建当時の姿に復元されます。ここでは東京駅

駅舎の容積率を近隣のビル用地に移転し、歴

史と最先端が同居するエリアを創出する手法

が注目されています。�

�

防衛庁跡地の再開発が中心となり、「東京ミッドタウン」の名称で、高級賃貸住宅

とオフィスや店舗が建設されます。2007年春の全面開業に向け、工事も順調に進

んでおり、オフィス面積は六本木ヒルズよりは大きな規模となります。「六本木ヒルズ」

と合わせて、都心の新名所になると期待されています。�

「旧同潤会青山アパート」の再開発により、「表参道ヒルズ」

が2005年11月にオープンし、ファッションやアートの情報発信

基地として話題を呼んでいます。さらに、2008年度には池袋

～渋谷間を東京メトロ13号線が開通予定です。�

「三井本館」「三越本店・新館」及び、2005年にオープンした「日本橋三井タワー」、

2012年に全体竣工予定の「室町東地区開発計画」により、中央通りに約400メ

ートルに及ぶファサードが実現します。また、首都高移設問題など、日本橋の歴史

や文化を尊重しながら、より魅力的で多様性に富んだ街づくりが検討されています。�



制度的枠組みと再生プロジェクトの始

動で、都心部の人口増が顕著になり、

地価も上昇傾向にあります。地価公

示と人口統計とをグラフ化したものを

基に、都心回帰と不動産市場につい

てみていきましょう。�

人口は千代田区、港区、中央区にお

いて、いずれも順調に増加傾向を示

しています。人口増加分は、これらの

地域性からほとんどがマンション形態

のもので吸収されていると思われます。�

住宅地と商業地の変動率の推移に

関しては、地域によって格差が生じて

います。千代田区では、住宅地の変

動率は2004年から、商業地は2005年

からプラスに転じており、住宅地の回

復の方が、商業地より一歩先行して

います。一方港区では、住宅地と商業

地の変動率はほぼ並行する形で回

復しています。また、中央区の商業地

の変動率は、2006年に一挙に住宅地

の変動率より高くなっています。このよ

うな傾向は、先に紹介した再生プロジ

ェクトの進行状況にほぼ合致していま

す。ただし都心部の地価が回復して

きたとはいえ、全般的に回復している

わけではありません。都市再生プロジ

ェクトの影響を受けつつ、二極化や選

別化を伴いながらの回復といえるでし

ょう。�

�

近年の地価回復は、かつてのバブル

期のような投機的な需要によるものと

は異なり、堅実な需要に支えられてい

ることがわかります。ただ2006年には、

はっきりとした地価回復傾向にあること、

都市再生がスピードアップしてきている

ことなどを勘案すると、地価上昇が、特

に住宅系のマンション市場に近々反

映してくることは避けられないようです。

オフィス市場は、右④のグラフに見ら

れるように都市再生プロジェクトで新

築オフィス供給が多い割には、全般的

に回復傾向を示しています。一方で

既存オフィスでは新築オフィスの人気

に押されて苦戦し、リニューアルや賃

料調整、さらには建物コンバージョン

で対策を迫られているところも出てき

ています。�

本誌では政府の指定した都市再生

プロジェクトを中心に取り上げましたが、

民間プロジェクトとして注目される大

規模プロジェクトも数多く見られます。

今後は、個人投資家・資産家も、資産

運用の評価尺度として、これらの都市

再生プロジェクトに注目していく必要

がありそうです。とはいえ、再開発地

域においても二極化や選別化が伴う

ため、一朝一夕に判断するのは危険

です。最新の情報とノウハウを持つ専

門家の目で、真に将来性のあるものを

見極めた上での資産形成が重要な

のではないでしょうか。�

�

�

（右①②③参照）�



都心一等地で続出する
高額取引の背景
平成18年2月末、中央区銀座7丁目中

央通り沿いの「シャディー銀座ビル」が

総額95億、地積73.5坪での土地値1

億3000万円の高額で外資系SPCが

購入との報道がなされ、昨今のファン

ドバブルを象徴するのではないかとの

話が聞こえる。�

同ビルは元中央三井信託銀行店舗を

建替えたもので平成15年3月に坪

7,140万で取引されている。�

昨今の不動産価格議論のベースは、

土地建物一体としての収益性に着目

したものであり、単純土地値の議論は

意味を持たない。このケースでも建物

建築コスト外が有り、あえて土地値と

いう事であれば1億2000万程度に成

ろう。確かに大きな上昇ではあるがシ

ャディーは当時大きなリスクを負った事

も事実である。先般オープンの表参道

ヒルズの路線沿い店舗賃料は坪20万

前半と言われるが、かように都心一等

地店舗賃料は希少性と旺盛な需要を

反映して極めて高額なケースが多々

見られる。本件ビル至近の募集賃料も

1、2階で実質坪25万円程度である。

その様な情報により仮に対象ビルの

NOI（年間純収益）を算定すれば3億

円前半。これをキャップレート3.5%とす

れば90億台、3.0%とすれば100億前

半の総額と成り、充分説明の付く価格

と言える。公示価格も発表と成ったが、

長期地価低落から脱却し、経済の先

行きも明るく、カントリーリスクの低い日本。

その中の銀座は正に世界の資本を呼

び寄せる魅力的な投資対象である証

明とも言えよう。�

以前のバブルとは
明らかな違いが・・・
バブルとは正に実態を伴わないが故の、

いつか弾けざるを得ない泡であるの

に対して、現在の不動産市況は完全

に実態が伴っている。確かに、今後竣

工の都心大型ビル、または、複合施設

賃料については、以前の感覚からす

れば、驚異的な水準をつけている事

例が多々ある。ただし、それは、魅力あ

る土地、トータルの質の高さが旺盛な

需要に繋がっている訳であり、正に不

動産価格は、土地建物・施設一体とし

ての個別価格形成に突き進んでいる。

つまり、価格形成は経済的な合理性

の下に組み立てられており、一般論と

して、これをバブルと言う事はできない。

低下しているキャップレートにしても、

長期金利とイールドギャップ（不動産

の利回りから借入金利を差し引いた

数値）を見据えた今後の賃料を予測

した上での市場におけるギリギリの競

争の結果であり、際限なき価格上昇は

有り得ない。�

以前のバブルの時は、間接融資の無

定見な増大を背景に、地価は更地を

最高として何処でも何でも買い進まれ

た。銀座と名が付けば坪１億という様

な話だった。�

しかし、現在はその状況にはない。上

がる物もあれば下がる物もある、上が

る処もあれば下がる処もあるといった

中での、優勝劣敗の限定的な動きとな

っているのである。�

つまり、現在はより、冷静な市況の観察

と目利きが必要される時代なのである。�



等価交換方式とは、土地所有

者がディベロッパー等と共同

で建物を建設する事業方式

の一つで、土地所有者は土地

を、ディベロッパー等は建物の

建設資金をそれぞれ出資し、

土地所有者の土地の一部と

ディベロッパーの建物の一部

を等価になるように交換し、双

方が土地・建物を所有するこ

とにする事業方式です。�

等価交換方式を利用すると、

仮に土地所有者の資金力が

ゼロであっても、借入金ゼロ、

あるいはわずかで建物を建て

ることができます。また、土地所

有者が自分の力だけでは建て

られないような、大規模な建物

を建てることも可能になります。�

ただし、土地をディベロッパー

等に譲渡することになりますの

で、譲渡所得への課税が行わ

れます。しかし、譲渡税繰り延

べの特例措置を適用すること

ができれば、大部分の課税を

繰り延べることができます。�

�



等価交換方式の検討

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

1.  等価交換の事業シミュレーション�
等価交換方式によると、建物建設後は土地所有者とディベロッパーの建物が共有（あるいは分有）

することになります。ディベロッパーは建物を分譲、または賃貸することにより不動産事業を行い、土地

所有者は自己利用する部分を除いてディベロッパーにその運用を委託するケースが多く、等価交換

事業の事業性の成立は、建設後の延床面積、分譲価格、または賃貸料と土地価格、工事費のバラ

ンスによって決まります。このため、当該地域の不動産市場、土地利用規制などの立地条件により、事

業成立性が大きく左右されるので、これらを十分加味した事業シュミレーションの検討が必要です。�

�

⒉  土地所有者の採算性の考え方
土地所有者は等価交換によって取得した床を分譲又は賃貸することにより、収益を得ることができま

すが、等価交換事業を行わなくとも、土地を更地で売却し、または借地にすることにより収益を上げる

こともできます。この２つの収入を比較し、どちらの方法を選ぶかの判断を行います。�

土地所有者は、 分譲収入≧更地売却収入 となる交換比率以下では、等価交換事業のメリッ
トはないということになります。�

本当に的確で効果的な事業方式かどうかを考えるにあたってのポイント。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

⒈  ディベロッパーが建築するので地権者に借入金が発生せず金利変動等の返済リスクがなく安定収入が期待できます。�

⒉  土地譲渡益に対する所得税が、特例により繰り延べされます。�

⒊  マンション建築の専門家が建築するため、そのノウハウが利用でき高い資産価値が期待できます。�

⒋  設計、監理、行政との折衝、近隣交渉、施工管理等の煩わしい業務に携わることなく事業ができます。�

⒌  取得床の資産運用、価値維持にディベロッパーのノウハウが利用できます。�

⒍  自己使用割合の低減により、相続税評価額が軽減されます。�

⒎  区分所有となるために、遺産分割が比較的容易になります。�

⒏  資産の譲渡性が高まり、相続税納付時の換金化が比較的容易になります。�



A氏は複数の借地人がいる底地の所有者です。将来の相続に備え、借地人の要望を満たしつつ、権利関係を整理したいと考えていました。

地主と借地人という関係を解消すれば、売却などがしやすい区分所有権を取得することが可能になり、遺産分割にも柔軟に対応することが

できます。そこで、A氏が持つ底地権の有効活用を図るために、等価交換を用いたケーススタディをご紹介します。�

地権者がいったん土地をディベロッパーに譲渡し、その譲渡対価相当額で、ディベロッパーが建設した建物の一部と、その建物に対応する土地

を買い戻す方法です。つまり、地権者はその土地の譲渡対価として、相当額の土地付き建物を所得するということになります。�



資産形成 事例研究�

等価交換においては、土地の付加価値を高めるほど、地権者の共有持ち分が多くなります。�

また、面倒な事務作業や役所協議、設計計画や許認可の取得、近隣対策などの負担も軽減したいものです。そのためには、プロジェクトの課

題・問題に対して最適な解決策を提案できる、リベラルなコンサルタントが必要です。スムーズで効率的に資産価値の最大化を追求するため

に、私どもが培ってきた経験と実績をお役立てください。�



相続対策には、遺産分割対策、納税資金対策、相続税節税対策の三原則があります。相続対策というと、す

ぐに相続税節税対策と考えてしまいがちですが、相続対策で一番重要なのは、遺産分割対策です。次に重

要なのは、納税資金対策です。この２つの問題を解決した上で、相続税の節税対策を行うべきです。�

遺産分割対策は、財産を相続人にスムーズに承継させるための対策です。遺産分割においては、「相続」が

「争族」にならないようにすることが大切です。具体的には、財産の内容を把握して、それぞれの特性を理解し、

財産を受け継ぐ相続人にとって管理・処分しやすいようにしておきます。最後に、どの財産を誰に残すかという

ことを遺言書で明確にしておきます。�

�

�



納税資金対策は、相続税をスムーズに納税するための対策です。納税資金対策の原則は、相続税に必要な

金銭を確保しておくことにつきます。したがって、不動産を収益性の高い賃貸物件に組み替えて納税資金を

蓄積したり、売却して換金しておくことが必要になります。�

相続税節税対策は、財産の評価を引き下げる対策と、親族への贈与により財産を減少させる対策の2つから

なります。具体的には次の3つがポイントになります。�

相続税の財産評価は、原則として「財産評価基本通達」という通達の規定に従って行います。

この評価通達により算出した不動産の相続税評価額は、不動産の時価と必ずしも一致しません。

この相続税評価額と時価の格差の活用や、法令に定められている評価減の活用によって、次の

通り不動産にかかる相続税の課税対象額を引き下げることができます。�

①  時価と相続税評価額の格差を活用�

例えば、家屋の相続税評価額（固定資産税評価額）は建築（取得）価額の60％程度といわれ

ており、建築価額と固定資産税評価額との差が評価額の引き下げ効果をもたらします。�

②  貸家建付地の評価減の活用

貸アパートなど賃貸建物の敷地については、貸家建付地の評価減の適用があり、具体的には「自

用地評価額×（１－借地権割合×借家権割合×賃貸割合）」という評価額になります。したがって、

更地にアパートを建築すると、土地についてこの貸家建付地の評価減が活用でき、評価を引き

下げることができます。�

③  貸家の評価減の活用

①のとおり家屋の建築をするだけで30～50％の評価圧縮が図れますが、さらに家屋を貸した場

合には、貸家の評価減の適用があります。具体的には「固定資産税評価額×（１－借家権割合

（ほとんどの地域において30％）×賃貸割合）」という評価額になりますので、さらに評価圧縮が

図れることになります。したがって、賃家を建築しますと、約50～65％の評価圧縮が可能になります。�

④  小規模宅地等の評価減の活用

被相続人の居住用、事業用、不動産賃貸用の宅地等のうち200┃（一定の事業用宅地等につ
いては400┃ 、一定の居住用宅地等については240┃ ）までの部分については、一定割合が減
額される特例（小規模宅地等の評価減）があります。したがって、┃単価 の高い宅地について
小規模宅地等の評価減の特例を活用すると、評価引き下げ対策になります。�

⑤  事業収支の検討

賃貸物件を建築しても、空室が多くて家賃が入らず資金繰りに苦しむ結果になっては意味があ

りません。賃貸物件を建築する場合には、収支計画を必ず検討する必要があります。�

�

�



①  贈与税の納税資金�

不動産の生前贈与を行う場合、基礎控除110万円以下に収まる贈与は少なく、たいてい贈与税

がかかります。この場合、贈与税を贈与者が代わりに払ってあげると、その納税資金についても

贈与になります。不動産の贈与の際には、贈与税の納税資金も考慮する必要があります。�

②  登録免許税・不動産取得税�

不動産を贈与により取得しますと、不動産取得税と登録免許税がかかります。登記手続を司法

書士に依頼しますと、その手続報酬も別途かかります。�

評価の高い不動産を一度に贈与する方法として相続時精算課税制度の活用があります。一定

の要件に該当する場合、親子間の贈与についてこの制度を活用することができ、評価額2,500

万円までの不動産の贈与については、贈与税がかかりません。高額の家賃収入を得る賃貸物

件を子に贈与すれば、親の所得を分散し、収益の移転が可能になります。�

ただし、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与をした人の相続開始時にその贈与した不

動産も相続税の課税対象とされます。直接的な相続税の軽減効果はないので、注意が必要です。�

不動産を遺産分割する際のポイントは、「共有名義にしない」ことです。相続財産に不動産がある場合に、「と

りあえず相続人全員で共有」という遺産分割をするケースがあります。しかし、このような不動産の共有は問題

の先送りとなるだけです。�

共有不動産の場合、その不動産から生ずる収入は共有者が持分に応じて取得し、経費も持分に応じて負担

しなければなりません。また、共有不動産を売却しようという場合は、共有者全員の同意が必要です。さらに、

共有者のなかで相続が発生しますと、ますます共有状態の解消が難しくなります。�

したがって、相続人が一つの不動産を単独所有するような遺産分割をすることが、不動産を相続する場合の

大きなポイントとなります。�



古代サクソン語で「森の中で清めること」を意味するシシングハーストは、ケント州の森林地帯にある古城。中世に最初の建物が建築され、現在

も残っている城の建物は1485年頃にベーカー家によって建築されました。７年戦争の間、フランス軍の捕虜の宿舎になったあと、1世紀以上もの

あいだ廃墟になっていました。1930年に城館を買い、残っていた建物を修復し、30年かけて名園を造り上げたのは、貴族で文学者だったヴィタ・

サックヴィル-ウェストと、外交官で評論家でもあった夫サー・ハロルド・ニコルソンです。小さな空間をつないで変化をつけ、ボーダー花壇にカラフ

ルな植物を植え、7エーカーの庭園を構成。コテージ・ガーデンの傑作です。とりわけ初夏、イチイの緑の生け垣に囲まれた白い花と銀葉植物だ

けのホワイト・ガーデン、その中央でランブラー・ローズが咲き誇る光景は圧巻。そして、ライムツリーの並木道、カモミールで覆ったベンチがあるハ

ーブ・ガーデン、オールド・ローズのガーデン、暖色のコテージなど、すべてに優れた色彩計画が施されています。�






