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　両の掌をひろげて、その中心に玉を戴く。

これが山の手と皇居（江戸城）の「見立て」

です。風水で「仙掌格」という吉相を意識して、

天海僧正のもと徳川家が江戸の街を築いた

のかは定かではありませんが、平和と繁栄が

長く続く理想的なレイアウトだと言われていま

す。赤坂台地から南東に張り出た麻布台地

は、右手の指にひろがる地域です。�

　江戸は、家康が入府した天正１８年（１５９０）

から約３００年かけて築き上げた巨大な城下町。

中世までの都市に比べると、計画的な土地

の利用が見られ、武家地、寺社地、町人地な

どが明確に区分け配されています。武家地

には大名屋敷と、旗本や御家人の組屋敷が

あり、大名屋敷は寺社と同様に広大な敷地を

持って独立していましたが、組屋敷は一定の

単位で振り分けられていました。格子状に街

路が通され、短冊状に割られた街区が特色

です。下級武士の屋敷と言っても１単位２００

坪を超えているので、現代なら豪邸と呼ばれ

るに違いありません。�

　麻布一帯の開発も、江戸時代の初期にさ

かのぼります。それまでにも寺社が点在して

いましたが、飯倉片町・神谷町の西久保八幡

宮のあたりまで江戸前の海が入り込んでいた

こともあり、本格的な開発は江戸時代から。そ

のきっかけになったのが「明暦の大火」です。�

　火事は江戸の華と言われるほどよく起こっ

ていましたが、そのなかでも明暦３年（１６５７）

３月の大火は最大のものでした。外堀以内の

ほぼ全域、天守閣を含む江戸城や多数の大

名屋敷、市街地の大半を失います。この火

災は、関東大震災や東京大空襲といった自

然災害・戦禍をのぞけば日本の歴史上最大で、

「ローマ大火」「ロンドン大火」とならんで世界

三大大火の一つに数えられることもあります。�

　家康入府以来の天下普請、全国の大名

たちを動員して築いた江戸が、あらかた焼失

したため、江戸城に近接・密集するのを避け

た都市計画が始まります。これにともない、比

較的平坦な台地の尾根筋に沿って武家地と

寺社地を置き、大火以前には未利用だった

斜面地や谷筋を組屋敷にしました。たとえば

麻布では、今の麻布台１丁目のあたりに、組

屋敷の面影を見ることができます。�
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　明暦の大火のあと、武家屋敷の御用を請

ける出入り職人が住む町家や、小さな商店な

ども必要になってきました。また、武家地のあ

る高台は水が乏しい場所でしたが、台地の

谷間や窪地には泉が湧きました。そのような

理由から、低地に町人地が形成されていきます。�

　当初、武家地と町人地は急斜面や崖によ

って隔てられていました。そのため、台地の上

と下をつなぐ坂道がつくられていきます。とこ

ろどころの地形を生かした坂道は、それぞれ

に個性的でした。麻布では暗闇坂が好例です。



慎ましい門や階段があり、他の坂道や路地と

つながっています。山の手と言うと崖や坂道

が思い浮かびますが、それは、このような経緯

で生まれた景観なのです。なかでも麻布は、

山の手本来の景観をとどめた街の一つと言

えるでしょう。かつての麻布市兵衛町に「偏

奇館」なる居を構えていた永井荷風は、随筆

のなかで『坂は日和下駄の散歩に尠からぬ

興味を添えしめるもの』であり、また『坂は平

地に生じた波瀾である』と記しています。�

　江戸の低地に形成された町人地を「下町」

と呼ぶこともありますが、もともとは江戸城を仰ぎ、

そのすぐ近くの城下にある町人の住むところ、

商いする町屋の集まるところを指す言葉でした。

ですから、将軍様の御城下町として他とは一

線を画す呼び名であり、実は「山の手」よりも

古くから使われていた言葉でありました。�

　下町は、江戸の川舟による水運流通に欠

かせない場所でした。江戸は明暦の大火の

あと、ますます太平に向かっていきますが、そ

の消費生活を支えていたのが町人です。また、

商品経済の発達により財力をつけた町人た

ちは、自分たちの拠点・下町で、町人による町

人のための文化と娯楽をつくりだします。その

なかから抒情的な風景画や相撲、芝居、水茶

屋、花火などが生まれました。�

　一方、武家の文化や娯楽は太平が続くに

つれて熟成し、深化や洗練に向かいます。と

は言え、武家の人々すべてがそれで満足す

るはずもなく、坂道を通って下町に出て、町

人の文化や娯楽を利用する人たちも現れま

した。麻布に見られる屋敷町と下町の共存

共栄は、ここに始まるのかもしれません。�
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　現在、下町の代表の一つに数えられる麻

布十番は、麻布山善福寺の門前町に起源が

あります。震災後から戦前にかけては神楽坂

とならぶ山の手の代表的な繁華街として栄え、

今でも山の手はもちろんのこと、東京の外から

も多くの人 を々引き寄せて、にぎわっています。�

　また、麻布には維新後の一時期、飯倉狸

穴に「森元三座」と呼ばれる城南唯一の劇

場が三つできました。いずれも引幕と廻舞台

の御馳走がないにもかかわらず、大歌舞伎を

かけたり、後期には一流の役者が名前を変

えて出演するなど、大繁盛した記録が残って

います。江戸時代、この森元町（東麻布２丁

目付近）には新庄藩の大名屋敷や幕府の下

級役人が町屋敷を持っていました。ですから、

本来下町とは呼べない土地ですが、すぐ近く

には江戸時代の盛り場、飯倉四辻土器町が

あり、それにあやかった興業だったのでしょう。�

　ちなみに、森元町は二代目広重の『江戸

名所四十八景』にも描かれた景勝地。日当

たりの良い緩斜面だったので、江戸中期より

学者や書家が多く住み、「先生小路」とも呼

ばれていました。江戸後期になると、寺子屋

や私塾がつくられ、文教地区に発展します。

それが明治維新後には、打ってかわって将

校たちが邸宅を構えました。�
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　三島由紀夫の遺作『豊饒の海』第一巻『春

の海』は、麻布が主要な舞台の一つとなって

います。男性主人公・清顕の家、松枝侯爵邸

は郊外渋谷の高台（松濤）ですが、女性主人

公・聡子の家、堂上綾倉伯爵邸は鳥居坂上

にあったとされています。また、二人の密会場

所も当時の麻布三連隊裏の軍人下宿でした

（旧 東京大学大生産技術研究所、現在 国

立新美術館のあたり）。�

　この小説に描かれたように、維新後の麻布

には皇族・華族の邸宅がありました。なかでも

戦前まで麻布市兵衛町と呼ばれていた現在

の六本木１丁目、アークヒルズがある土地は、

江戸時代までは岩手盛岡の南部家が地所と

屋敷の主でたが、維新後、皇族賜邸地として

静寛院宮のお屋敷になります。この静寛院宮

というのが皇女和宮、明治天皇の一代前、孝

明天皇の妹宮です。�

　和宮は、有栖川宮熾仁と婚約していたに

もかかわらず、公武合体政策のため、徳川

家に降嫁することになり、将軍家茂夫人とな

りました。ところが４年後、家茂は長州征伐

で大阪在陣中に死去。ここで仏門に入って

静寛院となり、宮は落飾しますが、追い討ち

をかけるように明治維新。京都の宮家に戻

るも遷都で再び上京し、麻布市兵衛町の御

殿に入ります。しかし、ここで暮らしたのは３

年足らず。３２歳でこの世を去ったのです。�

　一方、和宮の許嫁だった熾仁は、反幕府・

尊王攘夷派の急先鋒となり、戊辰戦争の際

には官軍の征東大総督として、和宮のいる

江戸に攻め上がります。この時、勝海舟と共

に江戸城の無血開城に尽力したのが静寛

院宮でした。熾仁は明治元年（１８６８）に江

戸城に入り、明治５年（１８７２）には麻布盛

岡町（現 有栖川宮公園）を拝領しましたが、

すぐには移らず、山の手の中を何度か転居

したあと、明治２９年（１８９６）に邸宅を構え

ます。麻布市兵衛町とは２kmほどの距離。

しかし、その頃にはもう御殿の主（和宮）は

いませんでした。�

　麻布市兵衛町の御殿はその後、梨本宮が

一時住んでいたことがありましたが、大正３年�

（１９１４）には東久邇宮（ひがしくにのみや）家

が移り住みます。新しい主は、後に総理大臣とし

て終戦処理にあたる東久邇宮稔彦でした。稔

彦が首相として守ることになのが昭和天皇。そ

して、皇后良子（ながこ）妃は麻布鳥居坂町の

久邇宮邸で育ちます。前は明治の元勲、井上

馨が住んでいたところで、後に民有地となり、岩

崎小弥太が住みました（現在　国際文化会館）。

　大正８年（１９１９）、久邇宮家は、良子姫の皇

太子妃教育のために、東京市外渋谷町宮代

に新邸を建て、麻布鳥居坂町を離れました。こ

の新邸は現在、渋谷区広尾４丁目、聖心女子

大学のキャンパスになっています。つまり、二代

続けて皇后を育て場所なのです。�

　荷風が歩いた路地の世界、三島が描いた

高台の世界、そのいずれも麻布なのです。麻

布台地の起伏は３０mほどあると言われますが、

それは一見アンビバレンスに思える二つの文化

を坂道でつなぐ麻布、その奥行きを象徴してい

るのではないでしょうか。�



日本有数の高級邸宅街として名高い「麻布」。その名を

冠することは、お客様から長きに渡り信頼を寄せていた

だいている歴史とともに、私たち麻布リアルプランセンター

の誇りでもあります。ですから信頼関係でつながるお客

様のご要望に、常に最善のご提案でお応えすることを

第一としております。�

麻布リアルプランセンターでは、麻布をはじめ広尾・六本

木を中心とした都心部高級邸宅地と、「三井のパーク・�

マンションシリーズ」や「広尾ガーデンヒルズ」などのハイグ�

レードマンションを主に扱っております。居住用不動産は大

切なお客様が長くお住まいになるものですから、常にお客

様と同じ気持ちになり、親身な対応と細かな配慮を大切に

しております。もちろん不動産の売却・購入だけでなく、大

切な資産の有効活用や税務対策などのご相談も承ります。

お客様が安心してご利用いただける、不動産のコンサル

ティング窓口です。どうぞお気軽にご相談ください。�

�





空海の見た風景�

　佐伯真魚。現代でも通用する名前ですが、

時は遥か千年を超え、真言宗の開祖空海の

俗名です。もっとも、死後に醍醐天皇より贈ら

れた弘法大師の方がおなじみでしょう。この

お大師さんによって天長元年（８２４）開山とさ

れるのが麻布山善福寺です。所在地の元麻

布は、南麻布とならんで縄文時代前期すでに

集落があったと言われています。したがって、

土地の歴史は格別古く、善福寺そのものも関

東では浅草寺に次ぐ最古の寺の一つです。

のちに親鸞が布教して、現在の浄土真宗に

あらためました。なお、境内にある柳の下の井

戸は、空海が柳の小枝で払った地面から湧き

出したとされ、また樹齢７００年を超える逆さ銀

杏（天然記念物）は、親鸞が土に刺した杖が

根付いたものとされています。�

�

揺れる幕末の柳の下で�

　嘉永７年／安政元年（１８５４）黒船が浦賀

に来航し、その蒸気で善福寺の柳も揺れました。

開国後、首都に拠点を求めた米国が、善福

寺を暫定公使館に指定したのです。これは日

米和親条約調印の功労により、総領事から公

使に昇格したタウンゼント・ハリスの要求に応

えたものでした。この時から善福寺が、ひいて

は麻布が、世界史に記述されることになります。

�幕末の開国交渉期、善福寺をはじめとす

る麻布・高輪の寺院が外国公館に選ばれま

したが、それは、いざというと時に避難しやす

い海に近く、大人数の外交使節団を収容す

るのに適していたからです。これが「大使館

の街」のルーツと言えるでしょう。�

　善福寺に住むことになったハリスは、奥書

院と客殿の一部や本堂南の脇の上段を居

所とし、次の間を応接室に、外陣の南縁側を

食堂に使っていたと云われてます。来日当初

の下田時代は、ハリスも日本人側も、文化の

衝突や風俗習慣における誤解があったようで

すが（唐人お吉は後世の創作）麻布時代に

なると、ハリスの日本理解も進み、また日本人

側もハリスの高潔な人柄、勤勉な仕事ぶりな

どに触れ、しだいに好感を持つようになりました。

この頃、ハリスに接した日本人の一人に、三

井物産の社長として三井財閥の礎をつくっ

た益田孝がいます。�

　当時、善福寺の幕府役人に英語を習って

いた益田はハリスについて『今と違ってその

頃は樹木が鬱蒼として昼でも薄暗く、まるで

深山にいるようであった。ハリスはそこに（善

福寺の書院に）たった独りでおった』と回想し

ています。ちょうど、下田時代から頼りにしてい

たオランダ人書記官ヘンリー・ヒュースケンに

不幸な事件が起こったあとだったのです。�

�

外国公館のメッカに�

　善福寺のほかでは、ロシア領事やプロイ

セン使節が滞在した赤羽接遇所（外国人

旅宿）があります。現在の飯倉公園です。こ

こにはオランダ人医師、シーボルトも幕府の

顧問として半年近く滞在していました。また、

のちにプロイセンの宿寺になる春桃院も麻布、

仙台坂です。�

�



　維新後はしばらくは、麹町界隈に公館

を構える国が増えますが、昭和に入って

からは再び麻布界隈が外国公館のメッカ

になります。�

　戦後は、連合軍が進駐してくると、麻布の

高級住宅地では、接収を受けたものが多く

ありました。特に西町（元麻布）や本村町（南

麻布）等では、接収が解除されたあとでも、

そのまま外国人住宅になったケースが見ら

れます。外国公館は戦後もしだいに増加して、

現在は２０カ国近くあり、スイスのように日本

的な建築を大使館に使用している国もあれ

ば、ドイツのように立派なビルを建設した国も

あります。�

　現在ドイツ大使館および大使公邸の置

かれているところは、江戸時代には将軍綱

吉の別荘をはじめ武家屋敷があった地で、

大正時代には政友会の重鎮、小泉策太郎

邸が建てられました。現在もその由緒を物

語る史跡・骨董などが保存され、国籍を問

わず見学者が多い場所です。�

�

�
　幕末より外国人の居住者が多かった麻

布には、彼らの暮らしを支える店舗や教育施

設ができます。その嚆矢（物事のはじめ）の

一つが大正１２年（１９２３）西麻布に開設さ

れたマリールイズ美容講習所、のちのマリー

ルイズ美容専門学校です。マリールイズ、本

名 相原美禰は、日本での洋髪の普及に尽し、

「近代美容の母」とも言われます。また、時

代はずいぶん下りますが、昭和３７年（１９６２）

にナショナル麻布マーケットが南麻布に開店

します。「日本に在住する外国人ビジネスマ

ンや大使館関係者に母国の食生活を提供

する」という営業目的は、トランスナショナルと

いう麻布界隈の特徴をふまえたものです。

　麻布ならではの施設という意味では、西

町インターナショナルスクールが最も代表的・

象徴的なのかもしれません。この学校は、昭

和２４年（１９４９）エドウィン・ライシャワー博士

夫人の妹、松方種子女史により創設され、

校舎の一部には、大正１０年（１９１１）完成

の松方正熊邸がそのまま利用されています。�

　ちなみに、松方正熊邸を設計したのは�

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ。メンソレータム

の近江兄弟社の創業者にして、山の上ホ

テルや明治学院大学のチャペル、東洋英

和女学院・旧校舎などの西洋建築を全国

各地で設計しました。米国カンザス州出身

のヴォーリズは、日本人女性と結婚して帰化、

終戦直後は昭和天皇とマッカーサー元帥

の会見を実現するために尽力するなど、日

本と外国の架け橋になった人物です。その

ヴォリーズが手がけた建築を校舎する西町

インターナショナルスクールもまた、民間外交

に存在感を示します。�

　東京大空襲の傷跡がまだ癒えない戦後

４年目、焼け残った松方ハウスで、わずか�

４人の日本人生徒からスタート。現在は生

徒の国籍数３０カ国、在籍数４００名以上、

卒業生は４０００名を超えるまでになり、麻布

の国際色を豊かにする役割をにない続け

ています。�

　このように麻布は、貝塚が発掘されほど

人間の生活に適した環境を持ち、武家地

の伝統が脈 と々流れるなか、近代史の叡智・

狡智に翻弄されつつ、独自の豊かさを獲得

してきたブランドエリアなのです。�



　銀座交詢ビルにある「THE CARAT」は、まだ日本では

知られていない、クオリティの高いニューブランドの揃うセレ

クトショップです。「CARAT」とは、ダイヤモンドなら質量、ゴー

ルドなら純度を表す言葉で、店名には、「THE CARAT」

が発信するモノやコトが美しさや価値の始点となり、「輝き

や魅力を組成するエレメント」であるように、という想いが込

められています。�

　「THE CARAT」がアドレスに選んだ銀座交詢ビルは、

かつて日本に社交という新しい文化をもたらした場所でした。

パートナーである平和堂貿易にとっても、銀座は発祥の街

であります。その歴史ある場所から、いち早く世界のハイ

ジュエリー＆ウォッチを紹介してきた平和堂貿易の確かな

眼を受け継ぎ、美しい意志と強いパワーに満ちたアイテム

を厳選して紹介すると同時に、新たなライフバリューをも発

信しています。�

　日本の、とりわけ東京のような都市に暮らす女性たちは、

あらゆる上質なものに触れる機会が多いことでしょう。ファッ

ションはもとより、食や住まい、仕事、遊び方まで、様々な分

野で洗練された経験を得るチャンスに恵まれ、身につける

ものや身のこなしの中に、個性と感性を含ませた女性たち。

自分を表現するための基準が、ほかの誰かではなく「私」

にある人。「THE CARAT」は、そんな女性たちのために

生まれたブティックなのです。�

　見る者の眼を惹きつけ、身につける人の創造力をかき

たてるマジックをもったジュエリーやバッグは、ワードローブ

のアクセントとしてではなく、装いや振る舞い、マインドまでイ

ンスパイアする歓びを与えてくれることでしょう。�

�

�



相続税・贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価

の平成１８年分が昨年８月に国税庁より発表されました。�

前号ではバブル崩壊後、地価がGDP水準をはるかに下回る水準まで

下落し、その後徐々に下落率を縮小させ、地域によってはプラスに転

じつつ今日に至ったことを解説しました。このような流れを受け東京圏

は平成１８年には１６年ぶりに上昇となりました。上昇といっても東京圏

は３.５％、東京都は５.４％、都区部は６.１％と今までの景気状況からは

大幅な上昇と言える数値です。天気にたとえるならば、どしゃぶりの雨

のあと小雨になり急に快晴になったような変化です。圏域を東京圏か

ら都区部へと狭くとるほど上昇率が高いのはまさに都心回帰現象が

本物であることを示しています。今後もこの上昇モーメントが続くのか

どうかが最大の関心事になってきました。�

（表１）は主要都区部の最高路線価所在地を変動率（上昇率）の大き

かった順に並べたものです。都区部平均が６.１％といっても大きな幅に

分布していることがわかります。（表２）は、参考までに、地価公示、基準

地価の変動率を示したものです。�

�

注）地価公示は平成１８年１月１日時点、基準地価は平成１８年７月１日時点。�

�



Real Plan Market Report

路線価の上昇は一面では資産形成にプラスですが、土地をご所有の方々

にとっては、相続税負担の増加というマイナス面も伴ないます。�

現在の地価体系は実勢価格を反映して、まず地価公示価格が決められ

ます。基本的には実勢価格≒地価公示価格となりますが、地価上昇期に

は実勢価格＞地価公示価格となり、両者の差は地価上昇幅に比例して

大きくなり易くなります。実際に、港区渋谷区の一等地では、住宅地で路

線価の２～３倍、商業地では路線価の４倍以上という価格で取引されてい

るところもあるようです。今年（平成１９年）の地価公示価格は、このような

実勢価格が反映されて決定され、その８０％水準が次の路線価となります。

路線価が、今後上昇していくことは、まず間違いないでしょう。特に、都心

部については２～３年先に路線価が３倍になるという事態も考えられます。

また、地価公示価格の７０％水準が固定資産税評価額となりますので、土

地の保有税である固定資産税も必然的に上昇することになります。�

したがって�

ということになります。�

ところで前号でも解説のように地価がGDP水準に回復する起点となるの

が平成１８年としても、今後どのような紆余曲折を経て回復するかを地価

以外の要因とも関係づけて見通しを立てておかねばなりません。�

地価は物価の一つの指標です。それではその他の物価との兼ね合い

ではどうかを見ておきましょう。（表４）はバブル崩壊後の国内企業物価�

（＝卸売物価）と消費者物価のトレンドを見たものです。�

バブル崩壊はまず国内卸売物価で表面化し平成１５年までマイナス基調

が続きます。消費者物価は平成１０年からマイナスに転落、平成１６年まで

マイナス基調となり、双方の物価指数がマイナスになった平成１０年頃か

ら日本経済は真正のデフレに入ったとようやく認識されるようになりました。

平成１７年には両物価がプラスで足並みを揃えますが政府は消費者物価

の下落にも歯止めがかかったのを見届けない限りはデフレ脱却宣言を軽々

とは出せないと考え、慎重な姿勢のまま現在に到ります。�

平成１８年の両物価もプラスとなる見込です。平成１７年の物価がようやく

マイナスから脱却したのを見届けたかのように路線価がプラスに転じたの

です。経済学者の斎藤精一郎氏は物価動向に大きな潮流の変化が起き

たと論じ「デフレ経済は平成１８年の秋には終息した。平成１９年は日本

経済史に残る年になる。日本の新成長神話はここからはじまる」（「大転換」

PHP研究所）と述べています。ともあれ今後の両物価の推移がプラスで

安定してはじめてデフレ脱却宣言がなされるのではないでしょうか。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

この結果、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と考えられます。�

視点５を個人資産家・投資家のベースで考えるならば�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ということになります。�

さて、以上のようなデータに接しマスコミでも“バブルの再来か？”のような記事も見られるようになりました。�

しかしこの点は既に本誌でも解説してきましたように�

�

�

�

以上のことからも、バブルの再来とは言えないというのが多くの専門家の一致した見解のようです。�

さて前頁（表１）から読み取れる第１の視点は�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ということですが、�

第２の視点としては�

�

ということです。地価上昇は複利計算ですから一つの仮定として、都区部の上昇率（６.１％）が今後も続くとすると次表（表３）のようになります。�

�

�

�

左表からは７年後には資産価値で約１.５倍にもなります。�
売買・買換えの諸費用に５～７％をかけても十分に回収できる差と�
なります。�
�

視点２を敷衍するならば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  といえるのではないでしょうか。�

�

資料：総務省。データは年度（４月～翌年３月）ベース。　注）Ｈ１８は９月時点の速報値を基に年率換算。�



ご存知のように日本銀行の金利政策は昨年に大きく舵が切り替えられ
ました。平成１８年３月に量的緩和策の解除がされ、同年７月にはゼロ
金利政策が解除されました。これらの施策は主として資金の短期市場
を主眼にしたものですが、長期金利にも影響を与え、長期金利は若干
ですが上昇しました。前号でも解説の貸出約定平均金利のその後の
データを追加すると、ここ１０年間の状況は（表５）のようになっています。
なお都区部の商業地と住宅地の地価公示の変動率も参考までに付
記しました。�
長期金利は、今後幾分かは上昇するとの見方が強いとはいえ、グロー
バルな視点では、かつては資金の借り手だった発展途上国の貯蓄率
が高まり、今や資金の貸し手にまで成長し世界の平均としての貯蓄率
が上昇したことで、短期金利が長期金利に与える影響は低下してきて
おり、各国の長期金利は歴史的な低水準ともいえる２％～３％へ収斂し
てきているといわれています。�
また国内的には景気回復を大企業から中小企業まで本格的に見極め
るまでは金利という手綱を急に緩めるわけにはいかない事情があります。
失業率が４％以内、希望的には３.５％前後まで回復するのを見極める
のも一つの判断材料になるとみられます。�
更に世界各国の中でGDP比でも最高の約７７０兆円という公的債務を
抱えていることからも長期金利を引き上げにくい状況にあります。単純
計算ですが長期金利が２％上昇するだけで約１５兆円（７７０兆円×２％）
も政府の財政を圧迫します。金利が今より２％も上がれば財政再建が
大変困難になってしまいます。また民間金融機関の貸し出し競争も厳
しく長期金利を一挙には引き上げにくくなっています。�

以上のことからも一挙に今の長期金利水準が３％を超えて上昇するこ
とは考えにくい状況といえます。調査機関の今年の予測でもほとんどが
２％以内にとどまるとしているようす。長期金利３％以上が過去の経済
政策上の常識だったとはいえ、以上の諸情況からも今の消費税５％を
引き上げる税制改正が国会でに乗るまでは、３％を超えない経済運営
がされると見ていいのではないでしょうか。�
�

過去の常識からは、地価が２桁の上昇を示せば、金融政策上、長

期金利の引き上げなど急激な金融引き締めがされます（パターンＡ）。�

しかし、デフレ不況の後遺症が大きく、長期に渡ってGDP水準より大き

く下回った地価が回復プロセスにある限り、金融引き締めを実施しにく

い状況にあります（パターンＢ）。株価や地価という資産価格が上昇す

ることはある面では望ましいという暗黙の諒解があるようです。�

これは、資産の売却、購入、組み換えの点で非常に有利な状況といえ

ます。また、この状況は、短期的でははく中期的に続きそうです。この時

期を、豊かな資産形成の機会に利用することを考えてみてはいかがで

しょうか？ただし、いくら地価上昇のトレンドが強くなろうともキャピタルゲ

イン狙いの投資は原則おすすめできません。あくまでも収益還元法によ

る手堅い計算をした上で結果としてキャピタルゲインを手にすることが

できるようにすることが必要です。�

前回のバブルとは違って一様に地価が上昇するわけではないのです。

本当にいいもの、よりいいもの、が求められる時代であることを認識し、

よりよい選別をすることが大切なのではないでしょうか。�

以上をまとめると�
�
�
�
�
�
ということになります。�

資料：日本銀行　注）金利は各年末の時点。2006年は8月時点�

�

�



最近、不動産のリスクについて語られることが多くなりました。�
この背景としまして次の二点が考えられます。一つには、フィナンシャル・プランニングの一般
化により、不動産も他の金融資産と同じリスク資産として捉え、より望ましい資産取得やポー
トフォリオを行なうことが必要との考えが普及したため。二つには、不動産証券化市場の拡大、
ワンルームマンションをはじめとする、個人の投資用不動産に対する需要が増大する中で、
リスクの存在を明示することにより、一般投資家を保護するという意味合いもあります。�
今回は、そういった背景を踏まえて、不動産取引におけるリスクについて検討してみます。�

例えば、Ｊリート商品新規上場に際しての目論見書には、当該商品

が有する一般的リスク、不動産固有のリスク、商品設計に関する

リスクなどについて、詳細な解説がなされております。そのうち「不

動産固有のリスク」は【表１】の通りです。�

リスクとは「ある障害により、損失をともなう危険な状態が発生する時、

その損失と発生確率を考慮した総量」と言うことになります。現に

起こったことではなく、今後起こるかも知れない不確定の事象が対

象とされます。語源的には、「絶壁の間を縫って航海する」とか、「勇

気をもつて試みる」などの意味もあるというのは興味深いことです。�

バブル崩壊以前の我が国の不動産市場に於いては、地価の右

肩上がりの上昇が不動産の本来有するリスクを覆い隠しました。

不動産はなるべく早めに取得した方がベター。場合によっては、

本来取得すべきでないケース、つまり判断ミスさえも、その後の地

価上昇により結果オーライとなる状況がしばしば見られました。�

このように以前の不動産取得は先手必勝こそ重要で、リスクを考

える必要はほとんどなかったわけです。�

しかし、その後、地価や賃料の長期下落や低迷、土壌汚染サイト

の多発、地震や自然災害の猛威、建物の耐震性やアスベスト問

題の発生など、不動産には実にさまざまなリスクがあることが明ら

かになりました。また問題のあるリスクについては、その実態を正し

く認識し、適切に対応しないと多額の損失が生じる可能性がある

ことを、経済の長期低迷の原因ともなった莫大な損失の発生ととも

に明らかにしました。�

�

�

リスクには大きく、損失の可能性のみもたらす「純粋リスク」と、損失

も利得ももたらす「ビジネスリスク」の二つがあります。前者のうち、

自然災害や事故等は反復継続して多数起こりますので、統計的に

発生確率が測定可能となり、「大数の法則」が成立し、保険の対

象にすることが出来ます。しかし、後者についてはそれが成り立たず、

損失額の予測も困難です。この投資はハイリスクハイリターンだとか、

リートはミドルリスク、ミドルリターンの商品という話になります。しかし、

リスクを取らなければリターンもありえないのです。そこで、リスクを

取るためには少なくとも二つの点について考える必要があります。

それは「慎重な対応」と、「リスクを取る覚悟」です。�

�

慎重な対応とは、不動産取引の透明性を確保することであり、さま

ざまな事前の調査、投資行動の場合にはデューデリジェンスと呼

ばれる、法的・物的・経済的精査が必要となります。デューデリ結果

に大きな問題があれば取引の中止も考慮すべきでしょう。当然ここ

では重要性の原則に従い、対象案件によってかけるコストと時間を

考える必要があります。リスクを取る覚悟のベースは現状と今後に

関する様 な々情報の取得、分析、判断であり、それを基本としてこ

れからの流れを考え、自らの能力がその不動産取得、投資に耐え

られるか否かも含めて、投資等の可否を決断することになりましょう。�

つまり、多くの分野の専門家、信頼でき情報豊富なプロとのコラボ

レーションこそが、リスク回避のポイントなのです。�



５年前に父が亡くなり、父の不動産を母、

兄と私の３人で相続しました。不動産の

内訳は、母の自宅、貸地５件と時間貸駐

車場２件です。不動産の所有関係は、「親

子３人で先祖代々の不動産を守ってくれ」

という父の遺志にしたがい、すべて母２分

の１、兄と私が各４分の１の持分で共有と

なっています。�

母が高齢であることから、私も兄も母親の

相続税のことを心配しています。特に母の

金融資産が少ないので、納税資金の確保

で頭を痛めています。駐車場を売却すれ

ばなんとか相続税の納税ができますが、２

物件とも立地がよく収益性が高いので、兄

も私もできれば売らずに残しておきたいと考

えています。これに対して、貸地は父の代

からの借地人が多く、利回りが低いので、

兄も私も扱いに困っています。このような状

況の中で、母の相続税対策として、不動産

をどのように活用すればよいのでしょうか。�



この事例の場合は、「残す物件」と「処分する物件」とを区分することが最大のポイントとなります。具体的には、次の方針により所有

不動産の所有関係の整理と有効活用を実行すればよいでしょう。�

① 自宅は母親の単独所有とする。「固定資産の交換の特例」を活用して、3人の持分を交換し、自宅を母親の単独所有にする。

② 収益性の高い貸駐車場は、子供２人の単独所有とする。駐車場は子供2人がそれぞれ単独で所有する。
 　そのために「固定資産の交換の特例」を活用して、3人の持分を交換する。

③ 収益性の低い貸地は、納税用として処分する。具体的には売却できるものは共有のまま売却して換金するか、利回りの 
　 高い物件に組替えることを考える。�

なお、今回のように親族間の等価交換について「固定資産の交換の特例」の適用を受ける場合には、交換資産の時価の算定が重

要になります。したがって、交換する土地の時価につき不動産鑑定士による鑑定を行い、時価の算定根拠を明確にして交換すること

が大切です。�

この方法により不動産の所有関係を整理しますと、次のようなメリットが得られます。�

① 「残す物件」と「処分する物件」を決めることで、不動産の活用法が明確になります。

② 収益性の高い２つの駐車場を子がそれぞれ単独所有することで、将来の相続問題の解決になります。
 　また、収益源の駐車場の母持分を子の持分にすることにより、駐車場収入が母から子に移転しますので母の相続財産  
　 増加の歯止めにもなります。

③ 収益性の低い貸地を売却することにより、母親の相続税の納税資金を確保することができます。

以上のように、共有で相続した不動産については、「固定資産の交換の特例」を活用することにより、�

所有関係を整理し物件の収益性を高めることができます。�



不動産を多数所有されている方であれば、相続税をお金

以外のモノで納める「物納」の制度について関心が高い

と思います。また、相続税の納税の最終手段として、この「物

納」を検討されている方もいらっしゃると思います。�

税制改正により、平成１８年４月１日以降開始した相続に

ついて、この「物納」の取扱いが変更されました。今回の

物納にかかる改正は、実は納税者にとって非常に厳しい

内容になっています。�

物納に関する改正のうち、納税者に大きな影響を与えるも

のは次の通りです。�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　  あります。したがって、改正前までは、「とりあえ

ず物納申請」をしておいて、ゆっくり時間をかけて利害関

係者との交渉をおこなうことがほとんどでした。�

今回の改正により、物納の可否判断の期限と必要書類の

提出期限が短く規定されました。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

物納を検討する場合には、相続発生前から物納予定地

の選定、整備が必要となります。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　は利害関係者の意向に

左右されますから、より一層、�

また、物納できる財産には、種類と順番が決まっています。�
第一順位の財産がある場合、第二順位の財産を物納することは認め
られておりません。�

不動産を物納する場合には、上記（４）の要件を充たす必要があり、こ
の条件を充たせない不動産の場合、最悪、税務署長により物納申請
が却下されます。（４）の要件を充たさないため、物納に充てることがで
きない不動産には、以下のようなものがあげられます。�





相続税は、原則として相続開始から１０カ月以内に、現金で一括納付
しなければなりません。仮に相続対策を実行して相続税を１億円から
５千万円に軽減ができても、納税資金を現金で用意できない場合には、
自宅等の資産を売却して相続税を納付しなければならない場合も考

えられます。�

相続財産全体の内訳は、平成１５年では約６１%が土地・家屋等の不
動産であり、現金等の資産は約１８%を占めるに過ぎません。相続人
が複数の場合に、不動産中心の相続財産を公平、円満に遺産分割
することは困難です。例えば、長男が被相続人と同居していた自宅等
を相続する場合等には、兄弟姉妹をはじめとする他の相続人がいる
場合には、現金等の代償資産が必要になります。�

�

相続対策として不動産投資をお考えになる方も多いと思いますが、実
際の相続では不動産の早期現金化には困難を伴う場合があります。
一方で現金性の資産は流動性には優れておりますが、相続評価が
高いことがネックです。生命保険の特徴は「評価減」が可能な現金
性資産であることです。また長期の資金運用も併せて狙えることから、
資産ポートフォリオを考えた場合に大変効果的な資産となります。�
�

平成１５年の相続では、生命保険を利用されていた被相続人は８,８３５
名、全体の約２０%でした。この数字は生命保険金に相続非課税枠
が利用できるということを考えると少ないように思われます。相続人の
数から推定すると、実に約６,０００億円以上の非課税枠が未利用とい
うことになります。�
実際は制度を理解している方でも健康状態を理由に加入を断念した
ケースも多いようです。しかし最近では、一時払いとすることで、無告知、
無診査で５億円まで加入可能な商品（終身保険）も販売されています。�



Seminar

保険金を年金形式で受け取る形にすると、相続評価が抑えられる場合があります。年５００万円を２０年間で受け取る場合（確定年金）、総額は１億
円です。しかし、相続税法第２４条では、年金受給権のような定期金の評価方法を定めています。期間２０年の場合は年金総額の４０％で評価しま
す。具体的には、一時払い終身保険または変額年金保険（一時払い）の運用期間中に「年金支払い特約」を付ける方法があります。代償分割資
金の準備等には評価減も活用できるため大変有効です。�

せっかく多額の保険料を支払っていても「定期保険」等では一

定の年齢になると保険の更新ができません。�

相続のための保険は、一生涯にわたって「万一（相続）の際

には必ず保険金が支払われる保険」でなくてはなりません。

そして、それが「終身保険」なのです。保険金額に対する保

険料は定期保険等よりも高くなりますが、「遺す」ことが目的に

なりますので「保障のための費用」ではないことを理解する必

要があります。終身保険に加入することで、前述の「納税資金

確保」「代償分割資金の確保」が可能になり、併せて「非課

税枠」の活用もできます。�

�
右の事例.１では「不足する納税資金」を相続評価の増加なし

に生命保険金で補った場合です。�

さらに、納税資金そのものを終身保険による生命保険金で確

保し、相続資産を確保するという手法もよく採用されています。

もちろんこの場合は保険金の受取による相続評価額の上昇も

考慮しなくてはなりません。このため、右の事例（相続評価資産

４.６億円）で４,３００万円の相続税を準備するには、５,９３８万円

の保険金額が必要となります。�

�
相続税は国に対する「隠れた借金」ともいわれます。こうした形

で納税資金対策をすることで「残りの資産と収入は用途が自由」

と考えることができますので、相続税を恐れない積極的な生活が

送ることができます。もちろん都度の資産状況の査定は必要です。�

�



従来の贈与税は、相続税の課税を免れるための生前贈与を防ぐという趣旨から、高い税率が課せられていました。�
このため、高齢者から次世代への財産継承は、相続を通じて行われるのが一般的でした。�
このような状況のもと、平成１５年度税制改正において、「相続時精算課税制度」が創設されました。�
創設の目的は、高齢化の進展を踏まえ、相続を待たずに高齢者の保有資産を次世代に円滑に移転（生前贈与）することにより、�
その資産の有効活用を通じた経済社会の活性化に資することにあります。�
相続時精算課税制度は、相続の前倒しであり、一般的には節税対策にはなりませんが、ケースによっては、�
多大な相続税の圧縮につながることも考えられます。�



路線価は地価公示価格を１００とすると、大体８０％水準で設定されます。

毎年８月に発表される路線価は、同年１月１日に発表される地価公示

が基準となっています。地価公示は実勢価格（時価）を反映して決定

されます。つまり路線価は実勢価格の動きよりも遅効性があるという性

質があるのです。�

本号マーケットレポートでも述べたとおり、今年の路線価は、東京圏に

おいて１６年ぶりに上昇を示しました。特に都区部は、６.１％の上昇です。

一方、過熱している都心では、路線価の３倍近い価格で取引されて

いる地域もあります。この状況を鑑みると、時価が路線価に影響する

２～３年先には、路線価が３倍になるという事象も考えられます。つまり、

地価上昇にともない所有不動産の資産価値が上がることによって、

相続税が思っていた以上に多くかかる可能性があるのです（表１）。

相続財産のうち大きなウェイトを占めるのが不動産であり、不動産評

価ひとつで相続税が大きく変わります。将来の保有コスト増加を見据

えた対策が必要といえます。�

�

相続時精算課税制度を選択して生前贈与を行なった場合、上記のように地価が上昇し、相続時に不動産評価額が３億円から４億円に上昇し
たとすると、結果として５,０００万円の節税になります。特に、地価上昇が激しい都心エリアの不動産については、相続時精算課税制度を活用
して、次世代への資産移転に利用すると効果的です。路線価の遅効性のメリットを活かせる今年は、まさにチャンスといえるでしょう。�
�
�





相続対策は、　遺産分割対策　納税対策　節税対策が３つの柱です。本来、相続時精算課税制度の立法の趣旨である、住宅ローンやこどもの
教育資金など、最もお金が必要な人に対し、必要な時に、資産移転する遺産分割、承継対策としてはもちろんのこと、地価上昇が激しいエリアの
不動産については、今年は相続時精算課税制度を利用することにより節税対策にもなり得る時代といえるでしょう。ただし、前述の注意点のとおり、
相続時精算課税制度は、一度選択すると、途中変更できません。将来の相続税と関係がある制度などで、慎重に選択する必要があります。必要
なのは資産全体とライフプランをトータルに考慮、検討することなのです。�

※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条件により適合しない場合があります。�

�







　フランス・パリの西約８０kmの郊外にあるジヴェルニー。�

　ここに、印象派の巨匠クロード・モネが晩年を過ごした家があります。

１８８３年にジヴェルニーにやってきたモネは、家のまわりに広がる３.５

ヘクタールの敷地に自らの手で庭をつくりました。セーヌ川の支流から

枝分かれした小川をせき止めて池を掘り、そこに日本風の橋をかけ、

シダレヤナギやキショウブ、スイレンを植えた「水の庭」。そして、バラ、

チューリップ、サクラ、ライラックなどの色彩豊かな花 を々植えた「花の庭」。�

　『睡蓮』の連作をはじめとした多数の名作は、この美しい庭園から

生み出されたものでした。�

　モネの没後、娘のブランシュ・オシュデや息子のミシェルが亡くなると、

ジヴェルニーの庭を維持する者はいなくなり、放置されたままの状態が

しばらく続きました。しかし１９７０年代に入ると、モネや印象派の画家

たちの作品を愛する人々から寄付が集められ、庭は復元されることに。

ジヴェルニーの様子が残された膨大な数のモネの作品から、色彩の

組み合わせの研究が重ねられ、ついにモネの庭は甦ったのです。�

　モネが選ぶ自身の生涯最高傑作。それは『睡蓮』ではなく、この

ジヴェルニーの庭園だったと言われています。�








