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万葉集の歌にも詠まれた多摩川左岸。奈良時代には、

砧で叩いた手織りの布を洗いざらし、それを調（税と

しての特産物）として納めていました。そのため、これ

に由来する調布という地名が多摩川沿いにいくつも

見られます。�

　現在の田園調布本町、田園調布南の一帯は、最も

古いの文献によると「荏原郡沼部郷」と呼ばれてい

たようです。これが江戸期に入ると、上沼部村と下沼

部村の2つが並立するようになり、維新後の1889年（明

治22年）には、市町村制の施行にともなって、先の2

村は、上沼部、下沼部、鵜ノ木、嶺の4村が合併、荏

原郡調布村となります。�

　明治も20年代になりますと、人々は東京の都市部

に集中し、生活環境としては悪化する一方でした。鴎

外森林太郎が公衆衛生学の立場から警鐘を鳴らす

発言をしたのもこの頃です。けれども、鴎外の都市論

にはまだ「郊外」の話が出てきません。イギリスではす

でにボーンヴィルなどの郊外に衛生的都市の理想型

が建設されてましたが、西洋通の鴎外の耳には届い

ていなかったようです。�

しかし、当時の指導層のあいだでは、都市の生活環

境に対する問題意識が共有されていたのは間違い

ありません。�

　一方、文士による郊外への憧れ、「自然美の発見」

が始まりつつありました。田園趣味の嚆矢、国木田独

歩の『武蔵野』が出版されたのは1898年（明治31年）

のことです。そして同じ年、イギリスで画期的な書物

が世に出ます。エベネザー・ハワード 『明日』、のちに

『明日の田園都市』と改題される名著です。�

　ハワードは近代都市計画の祖と呼ばれる社会改

良家で、その田園都市論は、ライト兄弟の飛行機とな

らんで『20世紀の初頭に現れた、偉大な二つの発明

である』（ルイス・マンスフィールド）と謳われています。�



　『明日の田園都市』は、世界中に田園

都市運動を巻き起こしますが、これが日本

に紹介されたのは明治も末期になってから

でした。明治期、日本経済界に大きな足跡

をしるした実業家、澁澤榮一（号は青淵）

がハワードの著作そのものに目を通してい

たかどうかは記録がありません。ただ1907

年（明治40年）に内務省地理局によって

訳出紹介されたセネットの田園都市論には、

触れていたはずですし、欧米視察の経験

も豊かな澁澤榮一のこと、常日頃から田園

都市運動が念頭にあったことでしょう。何

よりも彼は、明治の早い時期から東京の改

造に力を尽くしてきました。「兜町ビジネス

街開発」「銀座煉瓦街計画」「市区改正

計画」「丸の内オフィス街計画」「東京築

港計画」「東京不燃化計画」等々、都市

計画の名だたるプロジェクトにおいて、推

進役はいつも澁澤榮一でした。しかし、い

ずれも頓挫、立ち消え、主役交代等、苦汁

をなめていました。�

　古稀を超えたこともあり、公職を退いて

公共事業に徹しようと夢を描いていた澁

澤榮一。そんな彼の前に、畑彌右衛門な

る男が現れます。およそ山師と言って良い

畑は、たびたび澁澤榮一のもとを訪れては

田園都市構想を語り、影響を与えたと言わ

れていますが、その軽重の程は明らかでは

ありません。しかし、澁澤榮一と畑の出会

いによって、東京郊外における田園都市の

実現が加速したことは確かです。時に

1915年（大正4年）、理想的な郊外住宅地

の開発を行うための組織づくりが始まります。�



　1918年（大正7年）、下準備に3年ほど費

やして、田園都市株式会社が創立されます。�

　資本金500万円、1万株はたった11人の出

資でした。取締役は中野武営（商業会議所

会頭）、服部金太郎（服部時計店創業者）、

柿沼谷雄（洋糸業）、緒明圭造（東京横浜

電鉄経営者）、星野錫（東京印刷社長、澁

澤榮一の娘婿）、竹田政智の6名、監査役は

伊藤幹一（株式取引所代表）、市原求（豊

国銀行創業者）の2名。澁澤榮一自身はす

でに現役を退いていたこともあり、相談役とし

て後衛に回ります。役員に名前を連ねたメン

バーは、いずれも日本を代表する財界人であ

り、利益以上の価値を企業活動に求めてや

まない人物、いわゆる「紳商」でした。また、

彼らは澁澤榮一と共に、明治23年創設の伝

統ある「日本橋倶楽部」の仲間たちでもあり

ました。前述の畑は、主に地主との売買交渉

という実務にあたり、献身的な努力を尽くした

と言われています。�

　創立の翌年、表立って動けない自分の代

わりに、澁澤榮一は四男の秀雄を取締役総

支配人として入社させます。秀雄は早速、欧

米に向けて視察に旅立ち、イギリスの元祖田

園都市レッチワースをはじめ、各地を回りました。

その中で、秀雄の心を捉えて離さなかったのは、

米国サンフランシスコ郊外のセント・フランシス・

ウッドです。ゆるやかな起伏があり、樹木や草

花が茂り、街の中心にはパリの凱旋門にある

エトワール式の道路が放射線を描きます。「カ

ーブのある道はゆく手が見通せないから人

に好奇心と、夢を抱かせる」との思いを強くし

た秀雄は、開発中の田園都市に半円の小規

模なエトワールを採用するよう提案しました。

これにより田園調布の印象が決定したわけ

です。若い頃は画家を目指し、のちに達者な

随筆でも知られる文人気質の秀雄でしたが、

血は水よりも濃し、だったのでしょうか。�

　一方で、宅地の開発は難航していました。

ライフラインの整備は遅 と々して進まず、最も

頭を抱える問題が鉄道の敷設です。もともと

田園調布株式会社は、宅地開発と鉄道施

設をセットとして考えていわけではなく、パンフ

レットの中でも「東京市内との交通の便が不

完全」と明記してあるくらいでした。�

　そこで澁澤榮一に請われた矢野恒太は、

関西の鉄道王、阪急の小林一三を三顧の

礼で招きます。さらに、小林の紹介で、元鉄

道院監督総務課長の五島慶太を引き抜き、

鉄道部門を任せます。これが1923年（大正

11年）の目黒蒲田電鉄の設立につながります。�

　1924年（大正12年）8月、前年の洗足地

区についで多摩川台地区（現田園調布）の

分譲が開始されます。ちょうど関東大震災

のひと月前のことです。壊滅的なダメージを

受けた都心に比べ、田園都市株式会社の

物件はひとつも倒壊しませんでした。この実

績が評判を呼び、また震災の2ヶ月後に全通

した目黒－蒲田間の鉄道のおかげて、分譲

に拍車がかかります。なお、田園調布駅は同

年3月に建設され、当初は地名にちなんで調

布駅と呼ばれていました（3年後に駅名変更）。

ここに至って、田園調布の特徴である同心

円パターンの街割り、赤い屋根の駅舎が揃う

ことになります。�

　田園都市株式会社は1928年（昭和3

年）、当初予定した洗足と田園調布の分

譲をほぼ販売したところで、その使命を終

えます（すでに分離独立していた目黒蒲

田電鉄に合併吸収）。生活基盤の不備、

分譲には不経済な同心円放射線状プラン、

小林一三があきれたという道路の広さ（道

路率18％）などなど、とても本邦有数の資

本家たちが立ち上げたとは思えない田園

調布。先走る理想主義を貫き、それを受

け継いでいる街は、ほかに見当たりません。

ここには、成功を持続する都市のモデル

があるのです。�



どなたでもご存知の高級住宅街「田園調布」。�
ここは国内有数の高い価値を持つエリアだ
けに、愛着と誇り、そして羨望を寄せる方々が
たくさんいらっしゃいます。それだけに、私たち
田園調布リアルプランセンターと長いおつきあ
いになるお客様も珍しくはありません。ですから、

お客様それぞれのご希望を真摯に受けとめ、
様々なご事情に対して細やかな配慮で接す
ることが何よりも大切です。その上で、お客様
にとって最適なご提案をできる体制でお応え
しております。�
田園調布リアルプランセンターでは、専門知
識と経験が豊かなスタッフを揃え、不動産の
売買をはじめ資産に関するお悩みごとまで、
ご相談はすべて承っております。また、定期
的にセミナーを開催しておりますので、個人的
なご相談に限らず、不動産や相続・税務に関
して一般的な疑問をお持ちの方でも気兼ね
なくお立ち寄りいただけると思います。どうぞ
お気軽にお声をかけてください。�
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　アントニオ・ストラディバリ作のヴァイオリンを愛

器とし、余暇には見事な演奏を聴かせることも

あったシャーロック・ホームズ。彼が生きたとされ

る19世紀後期のロンドンは、スモッグの空や、汚

物が散乱する道路、スラムの拡大など、不衛生

と貧困層に悩んだ都市でした。また「切り裂きジ

ャック」のような犯罪者も跋扈、名探偵でもゆっく

り音楽を楽しんでいられません。そんなロンドン

の都市問題に、憂いのまなざしを向けていたの

がエベネザー・ハワードです。�

　ハワードは「都市と農村の結婚」こそが解決

策だと考えて、都市郊外に公園や森林の緑に

囲まれた住宅を建設し、住民コミュニティによる

公共施設の整備などを進める提案をします。そ

れは当初、画餅に過ぎぬと批判されていましたが、

ハワードは夢想家ではありませんでした。1903年、

みずからロンドン北郊のレッチワースに田園都

市を建設し、その運営を軌道に乗せたのです。�

　その後、田園都市は世界中に飛び火。北米、

ヨーロッパ、ロシア、日本などに出現します。けれ

ども、現実はハワードの理想と異なり、脱-都会志

向のベッドタウンに終わるケースがほとんどでした。

実は、ハワードの考える田園都市には、生活と

美意識を結びつける街のデザイン（造形）が重

要だったのです。その意味で、田園調布が数

少ない成功例となったのは、経済ではなく理想

を追求し、デザインが施されていたからでしょう。�
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　田園調布の同心円パターンを設計したのは、

神宮外苑の絵画館、上高地の旧帝国ホテル、

伊東の川奈ホテルを設計した矢部金太郎。

田園調布駅を小住宅ふうにデザインしたのも

矢部でした。とはいえ、分譲ですから各戸のデ

ザインも重要です。そのため田園都市（株）か

ら最低限の建築ルールが示されていました。

それは土地購入者への信頼に基づいた紳士

協定でした。結果、モダンな洋館あり、瓦葺き

の日本家屋ありと、スタイルの統一はなされて

いません。ただし、いずれも低層で広い庭を持

ち、低い塀や生け垣に囲まれているなど、街並

みを大切にする精神は共有されました。このよ

うなコンプライアンスが保たれたのは、開発側

の中心人物が自邸を構えたことに加え、一般

購入の住民によるところが大きく、実際、田園

調布会の前身となった住民協議会は一般住

民の尽力で設立したものでした。�

　都心から移ってきた住民にとって、当時の

田園調布は、道路や上下水道が未整備で、

ガスの供給も遅れ、使えるのは電気だけという

田舎でした。「まずは井戸掘りから始めた」と

回想する第一世代は、文字どおり草を分けて

住みついた人たちだったのです。�

　そもそも田園調布は、都心勤務の中流サラ

リーマンに向けて売り出した分譲地でしたが、

住民第一号は神田教会の牧師でした。関東

大震災で教会が全焼したことをきっかけに、

1923年（大正12年）、住まいを田園調布に移

したのです。都心から1時間、100坪から500

坪の分譲という条件は、当時決して高級志向

とは言えないものでした。ところが、実際の購

入者は上級ビジネスマン、政財界人、海軍将官、

学者、文化人等々だったのです。皆、田園都

市の理想に共感した人たちで、海外生活の

経験者も多く、街全体がフランクに付き合うこ

とができました。�

　このような草分け住民が、インフラの整備や

街づくりのために話し合う場を持ち、やがて住

民協議会に発展します。最初の会合は1924

年（大正13年）の暮れ、会場は赤い屋根の駅

舎の二階、洋食・喫茶のジグス堂です。この店

名は朝日新聞に連載されて人気のあった漫

画『ジグスとマギー』の主人公から頂戴したも

のでした。�

　年が明けて青泝（せいそ）婦人会が発足。

名付け親は歌人の与謝野晶子で、多摩川の

水にちなんだものでした。続く1925年（大正14

年）には、調布村の分割により、地名としての「田

園調布」が誕生。さらに1926年（大正15年）、

住民コミュニティ「田園調布会」が設立されます。�
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　当初、駅前の一等地は高値すぎて売れ

残っていました。そのため、田園都市（株）

の澁澤秀雄は自宅を建てることにします。し

かも、どうせ建てるなら、すぐに入居しないで

モデルハウスとして利用しようと考えたのです。�

　このキャンペーンで澁澤に協力したのは、

マツダランプ（東芝の前身）、建築会社アメ

リカ屋、東京日日新聞社（毎日新聞社の前身）

の3社。モデルハウスには照明器具から電

熱調理器、洗濯機、暖房器、加湿器、扇風

機などを入れ、各部屋にはコンパニオンを

付けて電化の利点を説明。さらに当時唯

一のマスコミともいえる新聞が加担した

だけに、この「電気ホーム」は評判を呼び、�

1万人を超える見学者を集めます。このキ

ャンペーンが「モダンなライフスタイル」とい

うイメージの浸透に大きく貢献しました。�

　キャンペーン期間を終えて、電気ホームに

移り住んだ澁澤秀雄は、月々の電気代の高

さに驚いて、かたっぱしから電化製品を取り

外し、照明もマメにスイッチを入れたり切った

りしたという逸話が残っています。�

　電気ホームの庭は最初モデルハウスだ

ったこともあり、木も花もない無粋な更地で

した。そこにいつのまにか100mほどの短

い走路が出来て、住民運動会も開かれま

した。その他、在りし日の田園調布では、庭

にテニスコートのある家が多く見られ、庭先

でのスポーツは日常風景だったと言われて

います。昭和のスポーツ史を彩った田園コ

ロシアムが、粗末な野球場から洗練された

テニス場へと変身し、かつ田園テニス倶楽

部が発足したのも、一つの道理と言えるで

しょう。ちなみに、倶楽部の創設者は夏目

漱石の娘婿、松岡譲でした。�

�
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　戦時下も変わらぬ絆で助け合った田園

調布の住民たち。しかし、街のシンボルの一

つ、田園調布小学校の青塔をはじめ多くの

ものを失いました。ただ幸いなことに、大空

襲による壊滅的な被害はなく、「米軍は占領

統治に備えて、欧米風の住宅街を残した」

という風説が後年流れます。それというのも、

進駐軍の個人宅用として田園調布の50戸

以上の住宅が接収されたからです。�

　そのような雌伏を乗り越え、街にも住民た

ちの表情にも明るさが戻ってきた頃、世は映

像の時代を迎え、「西欧風の高級住宅地＝

田園調布」というイメージが日本中に行き渡

ります。たとえば、小津安二郎監督の映画『麦

秋』（1951年）には、こんなセリフがあります。

『あなたが結婚するとしたら、田園調布に家

があって、白いスピッツがいて、白いテラスに

立って“ハロー”というような男の人だと思っ

てた。白い電気冷蔵庫があって、開けるとコ

ーラがずらっと並んでいるような家にお嫁に

いくと思ってたのに』。小津自身は、松竹蒲

田がしばしば撮影で田園調布を使っていま

したし、何よりも実兄が田園調布に住んでい

たため、知らない街ではなかったものの、世

間の田園調布に対するイメージを脚本に落

とし込んでみたのでしょう。�

　また、作家の石坂洋次郎は田園調布在

住でしたが、彼の代表作『陽のあたる坂道』

は1958年初めて映画化され、石原裕次郎

が主演したこの作品は、田園調布が舞台

となっていて、街のイメージを定着させます。�

　一方、音楽界では1950年、芥川龍之介

の長男、芥川也寸志が「NHK放送25周年

記念懸賞募集管弦楽曲」に『交響管絃楽

のための音楽』で特選入賞、作曲家として

の足がかりを得ましたが、その時の賞金で

田園調布に家を買ったことが話題になります。

彼にとっては、田園都市生活のための交響

楽だったのです。その後も著名人が続々

移り住み、そのたびに話題となります。�

　田園調布には、先行して開発された桜

新町や目白文化村、そして田園都市（株）

が同時期に開発した洗足など、共に新しい

時代の幕開けを飾った街があります。にも

かかわらず、今なお田園調布がより多くの

羨望を集めてしまうのは、これまで紹介して

きたような住まう人々による熟成を重ねてき

たからです。あらゆる伝説には運命の妙手

が介在し、田園調布神話もまた例外ではあ

りませんが、戦後この街のブランディングを

支えてきたのは間違いなく住民たちだった

と言えるでしょう。�



壁面収納は急速に進化してきましたが、見た目の美しさも機能も要求されるだ

けに、その選択は難しいもの。ですが、AREA TOKYOが贈る壁面収納「AREA 

WALL SYSTEM」は、あなたの理想を叶える数少ない手段かもしれません。�

置き家具から造作家具まで幅広く扱い、空間設計までをトータルに行うAREA 

TOKYO。家具製作に携わる職人たちが立ち上げた店から歴史をスタートした

だけに、物や空間に対し徹底的にこだわります。国産の、それも職人の手を重

んじ、和と洋の融合を追求。一つ一つの商品が、綿密な打ち合わせからデザイ

ンされ、工房の職人により丹念に制作されます。だから素材の使い方やデザイ

ンに、外国製とは一線を画す美しさが生まれています。日本の家具職人の素晴

らしさを再認識させてくれるインテリアです。�

そうして創られた収納は、日常を露呈してしまうものを押し込むものではなく、日

常に＋αの魅力をもたらす、意義ある空間であるべきです。趣味や生活習慣に

沿って自分のライフスタイルに何が大切かを整理し、理想的な住まい方を見極

めていく――すると自ずと自分自身のイマジネーションが空間に投影されます。

例えば、家族の写真を置くように、自分が読んできた本を並べておく。見せない

収納と書斎を共存させる。そんな自己表現も可能になります。住まい手が多様

化した今、こういう感性もひとつの選択肢なのです。�

そういった中で、既存の商品ではカバーしきれない個人の要望に応えてく

れるのが、AREA TOKYOです。後はぜひショップへお出かけになって、

AREA TOKYOのスタッフとともに、理想の住まいを存分に思い描いてみ

てはいかがでしょうか。�



　株価水準を決定する要因には多々ありますが、端的には企業業績とその業種や企業の将来性を主たる指標として決まるといってもい
いでしょう。上場企業の企業業績は四半期ごとに発表されるようになったので株式投資判断の指標は比較的に短期のものですみます。�
これに対し不動産投資の環境を見極める要因は少し複雑です。不動産投資の成果に大きな影響を与える重要な指標を株式よりは長
期の視点で眺め分析し、投資地域と投資対象を決定しなくてはなりません。それでは不動産投資に大きな影響を与える要因とその
位置付けをここで整理しておきます。�

借入れを利用する場合に、金利は

その他の要因は別として低ければ低い程、

不動産投資には有利な環境となります。今号

では日本銀行より発表される「貸出約定平均

金利（国内銀行）」でこのトレンドを見てみる

ことにします。�

地価がデフレ期にあれば投資リスク

は大きくなります。インフレ期には実態経済と

かけ離れた地価上昇が起きれば懸念材料と

なります。ともあれ地価公示に代表される地

価動向が重要な指標となります。�

次に重要なのは税制です。取得・保

有・譲渡の3つの段階における税制が強化さ

れているのか、緩和されているのかの判断で

す。税制を考える重要な視点としては、税制

改正は国会決議による法律の変更という形

をとるので強化と緩和の判断材料となる市場

動向に対しどうしても遅れがちになります。税

制改正内容は比較的早く情報が分かること

が多く、これに注目することで早目の対処が

可能になります。具体的には税制が強化され

る直前はもしキャピタルゲインが得られるなら

譲渡のチャンスであり、緩和の直前は譲渡の

様子見ということになりますが、地価変動との

比較も必要です。取得・保有の税制が緩和

されていれば買いのチャンスです。�

また以上の指標は一つの国

の経済動向として一番重要な名目GDPとの

バランスで相対的にどのような位置にあるの

かを見極めることも必要です。�

�



各指標を今からほぼ30年前の1977年（昭和52年）

を基点に指数化したものが表1のグラフです。�

政府の経済政策は名目GDPの成長と諸物価が

乖離しないようにするのが主目的です。1977年

から1985年までは地価は名目GDPの成長にス

ライドして上昇しました。しかし株価は1984年頃

から名目GDP成長率を超えて大きく上昇し始め

ます。1985年はプラザ合意で時代を大きく区切

る年となりました。当時1ドル240円の為替レート

はプラザ合意に基づき、この年以降急速な円高

にみまわれ、政府は円高不況を回避するために、

低金利政策による内需拡大を図ります。金余り

現象が顕著となり株価と地価は名目GDP水準

を大きく上回って上昇し始めます。�

いわゆるバブル景気のスタートです。景気過熱

を恐れた政府は土地に対する税制強化と不動

産融資の総量規制を実施し、1991年（平成3年）

にバブル景気は終焉を迎えます。その後、株価

と地価は長期下落傾向を示します。東京圏の

商業地と住宅地はそれまで全国平均と比べて

特に地価上昇が顕著でしたが、商業地は1995

年（平成7年）には名目GDP水準に戻ります。�

株価も含めどの位のインフレになり、次に続くデフ

レでどの辺の水準まで下落したかを数値で示し

たのが（表2）です。直近のデータは集計作業上

で最新の2004年（平成16年）のもので示してい

ます。株価は、時価評価としては約400兆円の

下落で土地は約1,200兆円の下落、合計で

1,600兆円もの資産が失われたことになります。

日本のGDPが約500兆円ですからこの約3倍も

の額が消滅しました。バブル分の消滅は仕方な

いにしても名目GDPを下回って下落が続いたた

め、1,600兆円の数割は下落し過ぎ分と考えられ

ます。住宅地の地価が名目GDP水準にほぼ戻

った1996年（平成8年）からでも既に10年が経

過し、ようやく調整過程が終ろうとしています。�

�

それでは次に金利と地価を比較してみます。次頁（表3）は一般企業が銀行から事業資金を借り入れる時の�

「貸出約定平均金利」に参考として公定歩合を示しつつ、地価水準と比較して何が見えてくるかを示したものです。�

一般論として金利は常態としての経済状況下では3％から9％の間で変動します。6％を超えると投資には抑制的に働くようになります。�

金利が3％以下（1995年以降）になれば、本来は企業による投資が活発になるはずですが、バブル崩壊ショックによる�

バランスシート回復＝借入金の減少を最優先させるため相対的に価格の高い都心部の土地を泣く泣く手放さるを得なくなります。�

この企業活動が今日までにどのような影響をもたらしたかを次に見てみます。�

�
1995年（平成7年）に東京圏商業地の地価は名目GDP水
準に戻ります。この状況を見てディベロッパーは土地の買
いに転じます。土地供給が殆んどないと思われていた都心
部にマンション供給が多くなり、1993年（平成5年）までは首
都圏マンションの供給レベルはせいぜい4万戸台だったの
が次項（表4）に示すように一挙に倍の8万戸前後となり、こ

の勢いは現在まで続きます。�

マンション販売の好調さを如実に見たオフィスビル供給業
者はマンションディベロッパーよりはやや遅れますが、1999
年（平成11年）頃から立地条件のよい場所に大規模、超
高層のオフィス供給を増やし始めます。次項（表5）は都心5
区の事務所着工床面積の推移を示しています。1999年（平
成11年）からのトレンドで大きく変わったのは都心5区（新宿、
渋谷、千代田、中央、港）の中でも都心3区（千代田、中央、港）
の比率が高くなったことです。竣工ベースでは2003年（平
成15年）問題と言われ、大量供給がされますが、この危機
も何とか乗り切り、通常Aクラスビルといわれるビル（主要5区
で延床面積1万坪以上、天井高2.6ｍ以上など）の空室率
は2006年（平成18年）3月時点で0.8％になりました（CBRE
社調べ）。この数字は実質空室率ゼロと言ってもいい水準
です。リストラに目処のついた企業は賃料も下がった地の

利が良くグレードの高いビルに移転をし始めます。�

�
不動産の証券化にはいくつかの形態がありますが、その証券が上場され一般人に
とって取引が容易なのがJリート（日本版不動産投資信託）といわれるものです。次
項（表6）はリート市場が2001年（平成13年）以降急成長した推移を示しています。
昨年末時点では4兆円を超える規模になっています。Jリート登場の意義は上場さ
れることにより多くの不動産指標が情報公開されることにあります。Jリートで公開さ
れる指標をその他の不動産投資の目安とすることで地価下落基調下においても投
資のリスクが大きく減少するようになりました。2005年（平成17年）ではJリートに組み
込まれる物件のほぼ半分が都心5区のものとなっており、Jリートはマンションとオフィ

スの都心回帰と軌を一にするかのように急成長をしてきました。�



以上説明した3つの大きなトレンドが（表3）

のフェーズIVにて起きました。3つのトレ

ンドが相互に関連し合いながら地価の

急激なデフレスパイラルをかろうじてス

トップさせる作用をしたといえるでしょう。

デフレの効用といっては語弊があるか

もしれませんが、都心部での職住近接

が進み住みよい街に変貌したことも事

実です。�

しかしながらフェーズIVは今年3月の量

的緩和策の解除と7月14日のゼロ金利政

策解除で新たな局面を迎えようとしてい

ます。フェーズIVでは金利は本来の金融

政策としてはあり得ない3％を割っています。

金融当局としては早く3％以上の正常な

状態に戻したいのが本音でしょうが、よう

やくここまで回復した経済の腰を折る懸

念も強く、当分3％以下又は3％前後の

金利水準が維持されそうな気配です。�

2006年（平成18年）に地価公示が東京圏

商業地でプラスに転じたことはプラスの投

資環境です。しかも長期譲渡税率は2004

年（平成16年）から過去最低の20％へ引

き下げられています。譲渡益が出る場合に

は税制上恵まれた環境にあり、資産組み

替えのチャンスとなります。�

不動産投資は短期、中期、長期のトレンド

をバランス良く把握しておくことが大切です。

欧米では産業革命後の長期トレンドから

何を学べるかを重要視します。日本人は長

期の戦略に弱いといわれますが、過去の

長期トレンドから学び、長期マクロの視点を

まず押さえておくことで、短期的に一喜一

憂しない投資マインドを持つことができるの

ではないでしょうか？�

以上のような投資環境をどう生かしていくか、

今年はその大きなチャンスの年であること

は確かなようです。�



�

次は、ニッセイ基礎研市況アンケートの結果を見てみまし

ょう。平成16年10月より開始され、ファンド等、不動産実務

家150名に対する調査です。私も回答していますが、平

成16年調査時に大きな話題となった「理解を超えた価

格の取引増加」が翌17年調査では減少し、逆に「高値

ではあるが適正範囲内」との回答が増え、専門家の見

方にも落ち着きが出ていることがうかがえます。�

最後は、今後の不動産価格の参考に、国交省「土地投資動向調査」を見てみます。これは、上場企業および資本金10億

以上の非上場企業約7,200社に対し、年2回、取引状況、地価水準、土地売買動向等に関し、東京23区、大阪府内、その

他地域につき、アンケート調査を行っています。下表にはこのうち、1年後の地価見通しを示しています。東京23区では、平

成16年9月で上昇が下落を上回りました。平成18年3月の調査では、１年後の地価上昇を考える企業は6割近い数値となっ

ており、大手企業の地価見通しが劇的に改善し、強気の

予想を立てていることが明らかです。一方、大阪は平成

17年9月、その他地域は平成18年3月に上昇が下落を上

回りましたが、横ばい予測が過半数から7割近くあり、東

京23区との差が示されています。しかし、昨今の大阪御

堂筋の取引では坪4,000万円後半も現れ、底値の1,000

万台から、大きく伸びていることも事実であり、主要都市

の一等地の復活傾向も明らかとなっています。�

以上のように、データでみる市況も実勢の動きからは相当の遅れはあるものの、力強く改善しております。�

当然地域による濃淡はありますが、我が国の経済の回復と相まって、長期的な上昇トレンドに乗っているものと考えます。�

�

�

初めは、（財）土地総合研究所の不動産業業況指数です。本調査は、三大都市及び地方主要都市で不動産業を営む

業者を対象に、180社程度にアンケート調査しているものです。�

平成5年1月より開始し、指数は全員が良いと答えれば+100、全員が悪いとなると－100、普通は0となります。�

Aのビル賃貸業が平成17年7月に+3.1となったのは、実に調査開始以来初のプラスでした。平成18年4月は現状、3カ月見

通ともにますます改善の方向が見え、不動産流通業・商業地と共に昨今の市況を象徴する数値と言えます。�

Bの不動産流通業・商業地は年2回の調査です。平成

16年初めより指数が急騰し翌17年7月には、現状で

+83.3の驚異的な数値をつけました。ほとんど大多数の

人が現況の状況は良いと判断しています。ただし今後

の予測に関しては、高めの数値ではあるものの、平成16

年7月以来、数値はやや下がり気味であり、市場の加熱

に対する警戒感もうかがえます。�

我が国の不動産市況は、東京都心部、地方中核都市の業務物件を中心に活況を呈しており、
これが一部住宅地・マンションに拡大の様相を呈しています。�
では、このような市況を不動産業界や企業経営者はどのように見ているのでしょうか。�
商業地を中心に、いくつかのデータを検討してみます。�



遺産相続において最近目立っているのが、 

　 「親の世代が遺したい財産と子の世代が

相続したい財産が異なる」ということです。つ

まり、遺産を遺す側（親）と、遺産を相続する

側（子）の意識のズレが大きいのです。�

そこで今回は、最近の「相続事情」について

解説をし、そのうえで遺産を遺す側、遺産を

相続する側それぞれにとって満足できる相続

のあり方について考えてみたいと思います。

これには、遺産相続をめぐる親子間の価値

観の違いによることが大きいようです。�

親と子の遺産相続に関する価値観の違いを

まとめると、表1のようになります。�

 　  なお、「親の世代」というのは、だいたい60歳
代以上の方、「子の世代」というのは、だいたい50
歳代以下の方と考えてください。�
�

つまり、「子の世代」は、不動産であれば喜んで

相続するというような考え方をしません。財産と

して価値があるかどうか、維持管理が面倒でな

いかを基準に、「相続したい財産」と、「相続し

たくない財産」を選んでいます。維持管理が面

倒でない現金が一番で、不動産については物

件の内容次第、ということになります。�

では「子の世代」に望まれる不動産は何かとい

いますと、表2のような物件となります。�

「親の世代」からすれば、「なんとわがままな」と

思われるような希望が、実は不動産を相続する

「子の世代」の本音なのです。不動産を相続

する人にとって、受け継ぐ物件が収益を生まず、

保有コストがかかるのでは、負担だけを背負う

ことになるのですから――。相続対策を考える

場合、次世代のこのような心情を理解しておく

ことが、不動産オーナーにとって極めて重要です。�

�

注1

注1



Seminar

「子の世代」が相続したい不動産とは、具体的にどのようなものでしょうか。�

基本的には、前頁の表2［1］～［4］で挙げた条件にマッチする不動産であればいいことになります。

そして、この4つの条件に合う不動産として、都心の高額賃貸用不動産が挙げられます。�

都心の高額賃貸用不動産には、次の2つの点において、大きなメリットがあります。�

都心の高額賃貸用不動産を購入することは、評価引き下げ対策に非常に有効です。�

土地は、貸家建付地となり、借家権割合（30％）×借地権割合（都心70％位）＝21％が控除されます。�

また、不動産賃貸用の宅地の場合、小規模宅地の評価減特例により、200㎡まで評価額の50％相当額の評価減がとれます。�

なぜ、このような評価減の効果があるかというと、相続税の土地評価がいまだに「路線価×面積＝評価額」という計算方法をとっているか

らです。一般に都心の高額物件は、その収益性の高さに基づいて㎡単価が高くなり、これが時価評価額の高騰につながっています。�

しかし、相続税における軽減措置は、あくまで面積に応じてなされるので、㎡単価が高かろうが低かろうが直接関係がありません。�

ということは、㎡単価の低い土地よりも単価が高い都心の土地の方が何倍も有利なのです。�

さらに、建物にも評価減の効果があります。�
建物は、固定資産税評価額（時価の60％位）を基に、その金額から借家権割合（30％）が控除されます。�

以上のように、５億円で取得した賃貸マンションの土地と建物の相続税計算上の評価額が、�
最大で５億円×40％＝2億円くらいまで軽減される可能性があるのです。�

相続人にとって、確実な収益力のある不動産を相続することは、大変嬉しいことです。仮に兄弟で共有することになったとして
も、家賃を分配することが可能であり、遺産分割をめぐって揉める可能性が少なくなります。さらに、収益力が確実であれば、売
却も可能です。また、最近の高額賃貸物件であればたいてい管理会社が物件の管理を行っていますから、維持管理に手間が
かかるということもありませんので、相続人に喜ばれる相続財産となります。�

相続は本来、親が苦労して遺した財産ですから、子はありがたく相続すべきです。つまり基本的には、親の世代の意向に沿って行われるべきもの

です。ただし、「子が相続するのを躊躇する」「相続して維持管理に苦労する」のでは、円満な相続とはいえないでしょう。�

せっかく遺産として遺す不動産ですから、次世代に喜んで相続してもらいたいものです。したがって、所有不動産の収益性を高め、必要に応じて

維持管理しやすい物件に組み替えていくことが、これからの相続対策として大切なポイントとなります。�

注2 具体的な相続税軽減額の算定については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。�

�



本号マーケットレポートでは、長期トレンドのマクロ的指標において、マーケットを検証いたしました。�
ここで、もう一度、都心不動産を取り巻く各種指標、トレンドを整理してみます。�

平成18年度地価公示では、東京都は住宅地、商業地とも上昇に転じています。（下〔表1〕参照）特に都心部は、規制緩和による日本国内外の機

関投資家・個人投資家の資金が、リート・ファンドを通じて、不動産マーケットへ大量流入。開発事業資金としても活用され、再開発などの大型プロ

ジェクトが目白押し、続 と々ブランドエリアが創出され、都心部の魅力が増し、地価上昇傾向にあります。地価上昇の影響として、売却資金増加に

よる資金的余裕が出てくる反面、相続税負担増加、固定資産税など保有コストアップに対する懸念も発生します。�

オフィス、マンションとも、良質で高級なスペックを備えた新規供給が増加してお

り、それに対する需要は高く、空室率は減少しています。ただし、賃貸需要のパ

イ自体が大幅に拡大しているわけではなく、借り換え需要が中心と思われます。

よって、いわゆる勝組、負組の二極化傾向は否めず、商品力が劣る老朽化物

件については、空室率上昇、稼働率及び、賃料低下の懸念が出てきました。�

住宅ローン金利などの借入金利は、過去の水準からみると、格段に低いレベルで推移しています。当面は、低金利水準が維持されると予想されますが、

今年3月の量的緩和解除、7月の0金利解除に伴い、今後は金利上昇気運にあり、低金利のメリットを享受するには、早めの行動が有利でしょう。�

�
�
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バブル崩壊後、景気を下支えするべくさまざまな税制が緩和されてきまし

た。特に、不動産の長期譲渡に関する税率（所得税・住民税）は、現在

20％で、税制上では恩恵が厚い「所有期間10年超の居住用資産の譲

渡税率」と、現時点ではほぼ同水準です。（右〔表2〕参照）�

通常、2億円の所得があった場合、所得税、住民税合わせて最高税率

の50％の税金がかかりますが、個人の長期保有不動産に関する2億円

の譲渡益に対する税率は、所得税、住民税を合わせて現在、20％なのです。�

今後、経済回復が本格化すると、緩和されていた税制の変更・特例適

用期限の満了、延長打ち切り、消費税アップなどの増税路線が予想され

ます。含み益のある遊休不動産や低未利用な資産については、売却の

チャンスといえるでしょう。�

�

国内にある事業用の土地等、建物または構築物で、譲渡年の1月1日に

おいて所有期間が10年を超えるものを、国内にある土地、建物、構築物

または機械及び装置に買換え、事業の用に供した場合に、課税の繰り延

べ（80％）が認められる制度です。�

分かりやすく言い換えると、事業用に利用している土地や建物を売却し、

一定期間内に土地・建物・機械に買換え、事業用に使用した場合に、売

却に関わる譲渡税の課税が繰り延べされるのです。（右〔図1〕参照）�

この特例の適用期限は、平成18年12月31日となっています。特例の適用

期限が延長されるか否かは、平成19年度税制改正の検討事項となりま

すが、期限が満了し、延長されない可能性もあります。�

現在、長期保有の事業用資産の買換えを考えている方には、最後のチ

ャンスかもしれません。�

不動産は、単に保有することに価値がある時代から、ライフプランに合わせて、より有効な資産に組み換えていく時代に変化しています。�

また、上述のように、現在、資産を取り巻く環境は、低未利用であったり、収益性が低い資産の売却、組み換えをするタイミングとしては好機といえます。�



一般的にタワー型マンションの市場価格は、建物価格、土地価格に眺望・開放感等の付加価値がプラスされて

決まります。しかし相続税評価においては、この付加価値が評価として算入されないため、実際の市場価格と相

続税評価額の差額（圧縮効果）が大きくなります。�

例えば、取得価格7,500万円（約53㎡）の都心タワ

ーマンション（賃貸用）の場合、相続税評価額は

1,560万円となり、取得価格の約2割程度に圧縮さ

れるケースもあります。また、建物の減価償却を多

く取れるので、所得税の軽減効果も期待できます。�



資産の見直しをしている場合と、そうでない場合には、大きな差が出てくることは間違いありません。次世代に喜ばれる価値の高い資産を遺すためには、

確かな情報と行動力が必要です。三井のリアルプランでは、各分野のスペシャリストと連携し、将来を見据えた資産形成のお手伝いを致しております。�

※本誌掲載のシミュレーションは一例で、ご売却物件ご購入物件その他諸条件により適合しない場合があります。�



バルセロナ市街から地中海までを一望する高台に広がる

15ヘクタールの土地。多彩色の破砕タイルの壁に囲まれた

グエル公園は、この見晴らしの良い丘にあります。設計を依

頼されたガウディは過度な切り崩しや盛り土を嫌い、本来の

地形を生かす工夫を随所に施しました。列柱上のベンチ

広場や斜めに組み上げられた石の柱廊はその代表例。そ

の造型は周囲の自然との見事な調和をうみ、ガウディらしい

自由な発想と独創性が如何なく発揮されています。さらに

ガウディの右腕ジュジョールが比類なき色彩設計を加えて

います。ただ驚くべきことに、ガウディも仕事を依頼したエウ

セビオ・グエル伯爵も、公園を造るつもりは全くなかったのです。�

「バルセロナに憧れの英国式庭園住宅を！」�

それがグエル伯爵の当初の構想でした。伯爵は特別な注

文を一切つけずに、ガウディに設計を一任。結局、売りに出

されたのは英国式庭園とは似ても似つかぬ斬新な住宅地。

芸術性の高さゆえ、買い手がついたのは60区画のうちたっ

たの２区画。その1つはガウディ自身の購入でした。のちに

世界文化遺産に指定されるグエル公園も、分譲住宅地とし

て売り出すには、いくぶん時代が早過ぎたようです。ガウディ

の偉大なる失敗作は、今日もバルセロナの憩いの場として

たくさんの市民や観光客に親しまれています。�

�

�






