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　上方の山城国（京都）に生まれた一人の

芸能者。初め大蔵流の狂言師だった彼は、

時流に乗って若衆歌舞伎に転じ、『猿若』を

創演して人気を得ます。興行師としても類い

稀なる才を見せた彼は、生涯古都にとどまる

ことを良しとせず、当世勢いづく東国の新興

都市で、さらに一旗あげてみようと考えました。

彼の名は、猿若勘三郎こと初代中村勘三郎。

元和８年（１６２２）のことです。�

　勘三郎が東に下ったころの江戸は、開幕

から数えて１９年、城下町としての威容もまだ

整っていない殺風景な新興都市でした。慶

長１４年（１６０９）ころに来日したイスパニア（ス

ペイン）人ドン・ロドリゴの見聞録によれば、当

時の江戸は人口１５万人くらい。これは独眼竜・

伊達政宗の城下町仙台とほぼ同じで、人口

３０万人以上だった京都出身の勘三郎の眼

には、江戸が田舎町に映ったのかもしれません。

江戸が城づくり・街づくりに長けた大名・藤堂

高虎らの功により天下の総城下町として形を

成すためには、徳川将軍家康、秀忠、家光の

三代と３０年を超える歳月が必要でした。い

わゆる天下普請です。�

　家康が江戸に入城したのは天正１８年（１５９０）

８月朔日（８月１日）。以来徳川家ではこの日を「関

東御入国」あるいは「江戸御討ち入り」と言い、

大切な行事になります。�

この御討ち入りの際、家康とともに入城した

のが旗本たちです。旗本は、もともと合戦場

において、本陣の旗のもとに、大将を守って

戦う側近の武士。つまり、精鋭による親衛隊

です。御討ち入りにあたって家康は、東海道

ではなく八王子・府中から甲州街道づたいに

入ってきて、現在の新宿通りから半蔵門へと

いう道筋を選びます。そこで家康は、入城直

後の文禄元年（１５９２）、親衛隊である大番組、

書院番組、小十人番組などと呼ばれる旗本

をそのまま半蔵門外に駐屯させました。これ

が今の番町界隈にあたります。�

　半蔵門というのは江戸城において特異か

つ重要な門です。江戸城の表玄関は、主要

街道の起点・日本橋に通じる大手門であり、

半蔵門は裏口になりますが、軍事的にはむし

ろ急所かつ要所でした。まずここを親衛隊で

固めなくてはなりませなん。また、入城に用い

た門は、非常時には退城門としても機能します。�

　さらに半蔵門は、他の城門とは異なって、

地名ではなく人名を冠する城門です。しか

も姓ではなく名を冠したことからも判るとおり、

家康が特別の信頼を寄せた個人、服部半

蔵に由来します。服部半蔵は、伊賀衆の忍

者として一般に知られていますが、それ以

上に与力３０騎、同心２００人を率いる諜報

部隊の将校でした。したがって「祭りの際、

象をかたどった山車が半分しか通れなかっ

た」という半象由来は、江戸っ子らしい俗説

に過ぎません。�



　半蔵門の背後に控える陣営地、それが番

町の始まりでした。天下普請に先駆けるどこ

ろか、天下はまだ豊臣秀吉の時代です。�
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　御討ち入りまでの番町あたりは、高燥という

地の利に恵まれ、５０ほどの寺が点在していま

したが、ほとんどが雑草の生える原野だったよ

うです。『岩淵夜話別集』では「（江戸城の）

西南の方は、平 と々萱原武蔵野へ続き、どこ

をしまりというべき様もなし」と伝えています。

そもそも江戸城からして石垣などが一つもなく、

土塁に竹林が茂る小さな砦に過ぎず、かなり

荒廃した土地でした。�

　やがて天下普請が始まって、しまりを造る

べく江戸城の外郭の工事も進みました。西南

は市ヶ谷、四谷から赤坂見附という今も残る

濠の線が通り、番町あたりは郭内となり、上級・

中級の旗本の居住地となります。これが寛永

年間（１６２４～１６４３）のことです。�

　当初の番町は、江戸城から見て四番、三番、

六番、一番、二番、五番の順に並んでいました。

これは、御討ち入りの際、大番組が露営した

配置を残したものだと言われています。また、

一番から三番は台地に、四番から六番は谷間

にあたるとも言われてます。江戸の都市計画は、

上方の古都、たとえば奈良の平城京や京都の

平安京のように、思想をベースに街路を幾何

学的に配置していったものではありません。け

れども、無秩序だったわけではなく、番町に代

表されるように現実社会の制度や担うべき機

能に基づきながら、自然とできあがった地形や

水脈、道路に対応させたものでした。�

　存外起伏の多い土地である番町では、古

来の甲州街道を活かしながら、尾根筋と谷

筋にできるだけ平坦になるよう東西に道を通

し、それと交わる南北の線は坂道になってい

ます。そして、尾根筋の道からの奥行京間

三十間の屋敷地、谷筋の道からの奥行京

間三十間の屋敷地をもうけ、この二つが接

する線で土地の高低差を処理するなど、いく

つもの細かい工夫が凝らしてありました。京

間は江戸の街づくりの設計基準で、およそ六

尺五寸（１.９７メートル）です。実は、徳川家

が江戸を造り変えるにあたって起用した大

棟梁は上方の出身でした。�

　徳川家康の信頼篤い大工頭に、上方の

中井正清という人物がいました。法隆寺村

出身の中井家は、父正吉のころよりすでに秀

吉に召し抱えられた名匠で、たびたび伏見

城の造営を手がけ、関ヶ原の戦いの後は、

家康に作事方として仕えます。以来、二条

城の建設に活躍し、江戸城、知恩院、駿府

城の天守を建て、増上寺、名古屋城、内裏、

日光東照宮など、徳川家関係の重要な建築

を担当しました。その一つに江戸の町割りが

あったのです。�

　徳川幕府は寛永２年（１６２５）、旗本の家

禄高と拝領屋敷地の規模の関係を明確に

するため、奥行を京間三十間と法制化し、屋

敷の規模は間口の大小で調整することにし

ました。たとえば、屋敷の広さは三百石～九

百石で５００坪、千石代で７００坪、二千石代

で１,０００坪という基準でした。番町には、こ

のクラスの旗本が多く住まうことになります。ま

た、街路の間隔は七十間ほどで、これが背割

りになっていましたから、それぞれの旗本屋

敷の奥行きは三十五間くらい、実に整然とし

た宅地割りです。これは現在でも基本的に

変わっていません。番町より西の四谷門外には、

旗本よりも身分の低い御家人たちの住まい

が置かれ、１００～２００坪くらいの敷地が割り

当てられました。このことからも番町が比較

的高級な武家地であったことが判ります。�

　番町の旗本屋敷は、道路に面して門を構

え、あるじの社会的地位を表現しました。また、

上級の旗本屋敷は屋根付きの築地塀（土塀）

で、下級の旗本は板塀で敷地を囲います。

塀の内側には、立派な庭を造るか、自家用

の畑にしていました。このような一戸建て庭

付き、門構えという住まいは、江戸時代のみな

らず明治以降も庶民の羨望の的となり、理想

的な邸宅の姿として全国に浸透してゆきます。�

　また、濠端を臨む閑静な屋敷町としての

優れた環境は、明治維新後、元勲や高級官

僚、そしてイギリスを筆頭とする外国から、邸

宅や公使館として選ばれる大きなアドバンテ

ージにもなりました。さらに、武士階級がなく

なった明治時代初めの空白期、旧武家地に

桑や茶を植える「桑茶政策」が、緑を増やす

ことになります。�
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　泰平の江戸時代になってから、旗本の定義

が変わってきます。将軍の直属の家臣で、禄

高一万石未満のうち、将軍が出席する儀式

等に参列できる家格、格式を持つ武士の総称

を旗本とするようになりました。（ただし例外も

あったようです）。俗に「旗本八万騎」と呼ば

れますが、確認されている史料によれば、江戸

中期で５２０５人と八万にはかなり遠く、おそらく

家臣や家族も含めると、ようやく八万に届くの

ではないかと言われています。�

　江戸時代の武士は、元和偃武（げんなえんぶ）

以来、戦功で出世する道が途絶え、俸禄を上

げづらくなっていました。旗本も例外ではなく、

居留守役や側衆を最高職とする官職を求めま

す。いわば今日で言う官僚です。しかし、旗本

の数に比べて役職の数が少なく、日頃の努力

が必要とされました。できるだけ加棒を増すた

めには、礼儀作法と学問を身に付けて、教養の

高い士大夫にならなくてはいけなかったのです。

このような事情が、番町の知的水準を高め、教

育と文化が根づき、花開く街への土壌となります。�

　主人が武官から文官に転じる一方で、妻

の方にも変化が現れました。旗本屋敷の中で

あるじは殿様、妻は奥様と呼ばれるようになり、

「専業主婦」が出現します。武家屋敷で町人

の子女が女中奉公、小間使いとして雇われ、

エレガントなマナーを学ぶことが定式になって、

あるじの妻が家事その他の労働から解放さ

れたのです。自ら動かず奥にいる専業主婦な

ので、「奥様」と呼ばれたのでしょう。ちなみに、

御家人屋敷では「旦那様」と「御新造」と呼

ばれていました。�

　旗本屋敷の暮らしは、生産にも流通にも直

接関わらない消費者のライフスタイルです。し

たがって、番町は「江戸のベッドタウン」であり、

ロイヤルカスタマー（上級顧客）が集まってい

る街だったと言えるでしょう。これを背景にして、

隣接する麹町では商業が発展します。�

　大名屋敷のある街は顧客が超富裕層とは

言え密集度が低く、また参勤交代もあり、別邸

もあるため、大名屋敷というのは広い敷地の

わりに居住者も多くありません。それに比べて、

番町のような旗本屋敷は程良い広さで並ん

でいたので、商人にとっては大変魅力的な市

場でした。さらに、旗本は下級武士と違って

贅沢な品を求め、お勤めの性質上、御用命も

多かったと言われています。�

　西から上物を仕入れる呉服屋、出前で成

り立つ寿司屋やうなぎ屋などの料理店、菓子

店などが麹町で繁盛したのは、旗本あっての

ことです。衣は参列には欠かせませんし、美

味な出前料理は来客対応、上品な菓子は引

き出物として必需でした。訪問の手土産に

菓子折を持ってゆくというのは、旗本の生活

文化が生みだしたものなのです。このため、

麹町には京都から多くの老舗が出店したと

言われています。�

　旗本屋敷には御用聞きの商人のみならず、

様々な人が訪れました。その中には医者も含

まれていましたが、五代将軍綱吉の生類憐

れみの令が発せ去られてからというもの、屋

敷内で犬を飼う旗本が多く、獣医がたずねる

こともしばしばありました。小島屋太兵衛が麹

町に開いた動物病院が繁盛したのは、このよ

うな理由からです。�

　また、一番町から六番町まで分かれていな

がらも、それらの町域が入り組み、しかも今と違

って屋敷に表札のない番町では、目的地にた

どり着くのが難しい街でした。「番町にいて番

町知らず」という言葉があったくらいです。そ

のため、切絵図なる当時の世界でも稀な地図

が生まれることになります。切絵図は、江戸なら

江戸を一枚で表さず、使用頻度の低い場所を

省略し、エリアごとに拡大したものです。麹町

には江戸を代表する地図出版業者（金吾堂と

金鱗堂）が二つありましたが、いずれも最初に

制作したのは番町の切絵図でした。�
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　江戸歌舞伎を完成させる初代中村勘三郎

が見た江戸は、人口が京都の半分しかない地

方都市でした。その後、江戸は人口１００万を

超える世界一の大都市となり、東京と名を変え

た現在に至るまで、発展を続けています。�

　そのような歴史の流れの中で番町界隈は、

大火や維新など幾多の危機を乗り越えながら、

他の街に先駆けた独自の風土を培ってゆきます。

御討ち入り以来の屋敷町でありながらも、伝統

をそこなわずに西欧文化の取り入れた懐の深

さは、外国大使館と国立劇場を擁する姿からも

十分に伝わります。歌舞伎座と並ぶ舞台である

国立劇場では、今も初代勘三郎の至芸を引き

継ぐ者たちが大見得を切っていますが、舞台が

はねた後の居場所として番町に住まいを構える

役者も後を絶ちません。また、芸術文化だけで

なく、政治経済を担う人たちにも依然として番町

は愛され、邸宅地としての誇り高き佇まいを保っ

ています。４００年の永い時を経てもなお、羨望

の的であるブランドエリア、それが番町です。�



　皇居に近接し、内堀と外堀に囲まれた高台に広がる閑静な高級住宅街・番町。江戸時代は旗本の武家

屋敷が建ち並び、明治維新後は、政治家や文化人が居を構え、由緒正しき邸宅街として時を重ねてきました。

歴史ある名門校の存在も、番町の魅力を倍加させています。�

　この風格と気品に満ちた趣深い街にセンターを設立することは、私たち「三井のリアルプラン」にとって年

来の宿志でありました。数世代に渡って番町にお住まいの皆様や、番町の確かな価値を知り新たにお住ま

いをご購入のお客様に対して、ご家族の将来までも見据えた適確なコンサルティングを行い、末永く確かな

信頼関係を築くこと。この知る人ぞ知る真のブランドエリアのプレミアム・マンションを、身近に扱うエキスパー

トとして資産家の皆様にご提案すること。また、近隣の市ヶ谷・四谷は、再開発や整備が進み生まれ変わりつ

つあり、近年資産価値が変化してきております。このエリアに資産をお持ちの方には、最新のマーケット動向

を捉え、情報力、企画力、実行力を駆使して、お客様の大切な資産を活かすプランをご提案すること。そういっ

た繊細かつ密度の濃いコンサルティングを行うには、お客様に身近に感じていただける環境が必要でした。�

　その大望を果たすべく現在準備を進めており、１１月に「番町リアルプランセンター」のオープンを予定し

ております。大きな意義を持つ新たなセンターの開設を機に、より多くのお客様に末永くご愛顧を賜りますよ

う一層努力する次第ですので、よろしくお願い申し上げます。�

�

※掲載の内観完成予想CGパースは図面を基に描き起こしたもので実際とは多少異なります。�
�

※上記絵図は図面を基に描き起こしたもので実際とは多少異なります。�
�
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　ひとつの名曲が音楽の教科書から消え

つつあります。「春高楼の花の宴」という歌

いだしで知られる『荒城の月』が、新学習

指導要領の必修（共通）教材から外されま

した。理由は歌詞が難解すぎること。元々

旧制中学の生徒のために土井晩翠が書き

下ろした七五調の詩ですから、現代の子供

たちには敷居が高いと、考えたのでしょう。�

　『荒城の月』の詩は、和魂洋才の唱歌を

求めていた東京音楽学校（現東京藝術大

学音楽学部）が、作曲コンクールの課題と

して、晩翠に依頼したものでした。このコン

クールで入選したのが２１歳の瀧廉太郎です。

　明治３２年（１８９９）から２年間、廉太郎

は一番町の従兄宅に寄宿して、東京音楽

学校（以下、音校）の研究科に籍を置きな

がら、ドイツへの留学準備を進めていました。

この渡航前のわずかな期間に『荒城の月』

『箱根八里』『花』『お正月』『鳩ぽっぽ』と

いった代表作を書き上げています。つまり、

これらの愛唱歌は番町で生まれたものなの

です。中でも『荒城の月』は、海外でもよく

知られ、ヨーロッパの教会では、讃美歌とし

て演奏されることもあるそうです。�

　ただ日本人が海外で演奏される『荒城

の月』を耳にすると、歌い出しの旋律に違

和感を持ちます。「花の宴」の「え」が半音

上がっているからですが、実はこちらの旋

律が廉太郎の譜面どおりで、日本人が一般

に慣れ親しんでいる旋律は、後に作曲家の



山田耕筰が編曲した際、改めたものです。�

　耕筰は日本最初の正式な作曲家と言わ

れています。廉太郎と同じ音校を卒業した

後、明治４３年（１９１０）、岩崎小弥太の後

援を受けてベルリン高等音楽学校に留学、

その卒業制作で日本人として初めて交響

曲を書きました。帰国後は作曲にとどまらず、

日本初のオーケストラを結成するなど楽壇

を牽引。日本近代音楽の巨匠として、大正・

昭和と長い間、国内外で活躍しました。�

　その耕筰が音校に通っていた頃、妙齢

の自転車美人が話題になります。彼女は

新進のソプラノ歌手で名は環（たまき）、の

ちの三浦環です。当時環は音校を卒業し

て母校の教務嘱託になったばかり。最初

の教え子が耕筰たちでした。とは言え、兄

弟ほどの年齢差、彼らの悪戯で泣いたこと

も一度ではありません。�

　この泣き虫先生が、世界の桧舞台に立ち、

２０年以上に渡って欧米で活躍する歌手に

なります。ことにオペラ『蝶々夫人』のプリマ

ドンナとして、作曲者プッチーニが絶賛する

ほどでした。その一方で、恋多き歌姫として

も知られています。やっかみ混じりの噂や醜

聞報道に悩み、それで音校を辞職しますが、

晩年自伝の中で廉太郎から求愛されたと

明かすようなところもあり、屈託ない面があっ

たのかもしれません。そのあと環は三浦氏

と結婚（再婚）、新居を東郷公園そばの四

番町で始めます。また、長い欧米生活を経

て帰国したあとも四番町に居を構えました。�

　環の騒動で、とばっちりを受けたのが、

当時「上野の西太后」と呼ばれ、音校で

権勢を振るっていた幸田延（のぶ）です。

旧幕臣の幸田家に生まれた延は、幼少より

琴や三味線をたしなみましたが、小学校で

米国人メーソンと出会い、洋楽に目覚めます。

メーソンは当時、ニューイングランド音楽院

より招かれて音校の前身、文部省音楽取

調掛の初代音楽教師に就任、そのかたわ

ら東京女子師範学校付属小学校などで唱

歌教育を行っていました。�

　優れた素質に加えてメーソンらの個人

授業を受けた延は、天才少女として頭角

を現し、音楽取調掛を経て、初の官費留

学生に選ばれます。明治２２年（１８８９）

から６年間、欧米で一流の授業を受けた

延は、ことにウィーン音楽院ではオール優

をもらうほどでしたから、帰国すると２５歳

にして洋楽の第一人者となり、音校の教

授に迎えられます。�

�



　この延の就任を誰よりも喜んだのは、作

家になった兄・成行（露伴）ではなく、妹の

幸（こう）でした。姉を追いかけるように洋

楽を学び、音校に進学していた幸は、バイ

オリンの演奏に優れていましたが、世界標

準を知る教授を渇望していたのです。とは

言え、二人は行儀作法のできた武家の娘。

身内で馴れ合うようなことはなく、師弟とし

て一線を引きます。ただし、一点を除いて。�

　幸は８歳上で音楽一途の延と違って、

勉強熱心であっても新時代の乙女でした。

男女同席が不純と言われる時代ですから、

一緒にテニスを楽しむのも教職員立ち会

いのもと。幸の場合は、延に頼んでいたよ

うです。このときのテニス仲間の一人が廉

太郎でした。ところが数年後、幸と廉太郎

は同時に第２回官費留学生の候補となり、

幸にドイツ行きの切符が渡されます。それ

は男女、血縁等、世間に話題を提供する

ことになりましたが、当の二人にライバル意

識はなく、むしろ誰よりも幸を祝福したのが

廉太郎でした。さらに１年遅れでドイツに

渡った廉太郎は、留学先のライプツィッヒ

に行く前、幸が住むベルリンに２週間ほど

滞在しています。また、幸も病床に伏した

廉太郎のもとに手作りの福神漬を持って

見舞いに行きました。しかし、これが今生

の別れとなったのです。�

　帰国した幸は母校の教授となりますが、

まもなく女性教授陣へのバッシングが強く

なります。特に延が矢面に立ちました。圧

倒的な女性優位が、賛辞を誹謗中傷に変

えたのです。さらに弟子の環の醜聞報道も、

火に油を注ぎました。このような嵐が２年

間も吹き荒れ、ついに延は音校を退職。傷

心を癒し、音楽に浸るため欧州に渡ります。�

　延は１年ほど滞在しますが、この間ベル

リンで一人の教え子と再会します。ベルリ

ン高等音楽学校の入学試験を受けにきた

耕筰です。このとき「あなたが作曲ですって？

難しいわね」と延に冷水をかけられた耕

筰は、逆に発奮して難関を突破できました。�

　念願の留学を実りあるものにした耕作は、

昭和１０年代、一番町に居を構え、大作オ

ペラ『夜明け』を書き上げるなどキャリアを

積み重ねます。この頃、耕筰の家の近くに、

新進気鋭のチェリストで指揮者でもあった

斎藤秀雄の邸宅がありました。�

　晩翠の師で高名な英語学者だった斎

藤秀三郎の長男として、父から家督を引き

継いだ秀雄は、戦後まもなく三番町の東京

家政学院の教室を借り、「子供のための

音楽教室」を始めます。これを継承発展さ

せたのが、桐朋学園大学音楽学部です。

秀雄の門下からは中村紘子、小澤征爾、

岩城宏之、堤剛、藤原真理など、現代を代

表する音楽家が巣立っています。�

　音楽教育といえば、音校を辞して在野

に下った幸田姉妹も後進指導に情熱を傾

けました。延は紀尾井町の自邸敷地内に

民間初の音楽堂を建て、ピアノ教室を開き

ます。一方の幸は安藤氏と結婚し、５人の

子供を立派に育てながら、日本人としては

初めて国際音楽コンクールの審査委員に

なるなど、音楽活動を続けました。その幸

が戦前・戦後を通じて暮らしていたのが四

番町です。�

　このように番町は、洋楽黎明期の温床

の一つとして、音楽家たちを迎え入れてき

ました。また、今回は詳しく触れられません

でしたが、邦楽においても名人・巨匠が住

まう土地でもあります。これは、伝統文化と

近代（西欧）文化が共生し、かつ豊かで

穏やかな生活環境を保つ番町だからあり

えた歴史でしょう。ブランドエリアとしての

真価と可能性は、そこにあります。�

　�

　�



　美しい万年筆が多くの人 を々魅了したのは、１９２０年代から１９５０年代。こ

の黄金期に、貴金属とならんで胴軸を華やかに飾った素材がありました。豊

かな色彩再現力を持ったセルロイドです。しかし、より安価で量産が容易なプ

ラスチックが導入されると、セルロイドの加工機械は廃棄され、匠たちは次第

に一線を退いていきました。�

　この失われた美を現代に甦らせたのが、万年筆蒐集家の二人、ダンテ・ベ

ッキオとルイージ・ポリです。彼らは１９８８年、イタリアの古都フィレンツェに残る

メディチ家の邸宅でビスコンティを設立。なかば道楽で３９本の美しい伝統的

なセルロイド製万年筆を製造します。これが万年筆ルネサンスの幕開けでした。�

　その後ビスコンティは、エボナイトやルサイト、ベークライト、象牙といった古典

的な筆記具素材も手がける一方で、ジュエリー製作で使われていた技術や、

銃の製造に使われていた機械を改良するなど、新しい可能性に挑戦し続け

ています。結果、後発でありながらも創造力と美意識にあふれ、卓越した技術

力を持つブランドとして、唯一無二の存在となりました。�

　懐古趣味を超え、新たな系譜を創りだしているビスコンティ。その逸品の中

から自分に相応しい艶と粋を求めるなら、最適なペン・ブティックがあります。青

山の骨董通りの路地に佇む、モダンアートのギャラリーのような外観、それが「書

斎館」です。細部にまでこだわりが宿る空間には、世界各国から集めた万年

筆と骨董文具が並べられています。筆記具を扱うというよりも、知性の起源に

つらなる文化を紹介する書斎館。お気に入りの万年筆と出会えたら、併設の

カフェで、便りをしたためてみてはいかがでしょう。�



日本が関ヶ原の戦いをしている頃に、イギリ

スやオランダは株式会社形態の東インド会

社などのようなものを作り植民地政策とあ

いまって東洋との貿易・投資をしてきました。

日本の明治維新に先立つこと約２８０年も

前のスタートです。�

ここで生まれた第一の投資基準、それは

情報の大切さです。西欧の海外進出の先

兵は宣教師です。宣教師はこまめに赴任

地の政情・民情を本国政府に送ります。本

国政府は商人や宣教師などと緊密な連携

をとり、これらの情報を分析しIntelligence

のレベルまで高め次の一手に活かしていき

ます。日本ではIntelligenceも情報と訳され

ていますが、本質は違います。断片的な知

識・情報を総合して高度な投資判断に昇

華させたものがIntelligenceです。日本は

Intelligenceの分野では大きく遅れをとり、

今日まで尾を引いています。�

さて先般日本の石見銀山が世界遺産に指

定されましたが、ここで大量の銀を産出する

ことはフランシスコ・ザビエルが情報をキャッ

チし、この銀を中国大陸に運び、銀の交換比

率を利用してマカオの発展に役立てたこと

が分かってきました。この種の経験は第二

の投資基準を育成します。それは各国によ

って物価水準・交換比率は異なり、この差を

利用して儲けることができるということです。

他国との国境が自宅のすぐ近くにあるような

欧米では、隣の国の物価水準が安いとなれ

ば車で国境を越え買物に行くことが常識のよ

うになっています。物価や為替に敏感なのです。�

もう一つ大きな日本との違いがあります。それ

は特に欧米では狭い地域に多くの国がひし

めきあい、つい数十年前までは平和な状態よ

り戦争状態の方が多かったことです。このよう

な混乱がその後も続いていることは、ソ連崩

壊やユーゴスラビア、チェコスロバキアといっ

た国家の分裂からも分かります。戦争にあえ

ば生命・財産を一瞬にして失ってしまうのです。

ここから第三の投資基準が生まれます。

それはリスクを常に見越して先手を打ってリ

スクを回避・軽減するとの考えです。リスクの

代表は国家間の戦争でありカントリーリスク

です。日本は徳川約２５０年の平和を享受で

きたことで自然災害や経済的リスクには敏感

になりますが、政治的・社会的リスクの分析

には疎くなります。�



昨年村上ファンドが阪神電鉄を買収しようとしました。外見は株式の買い取りですが、土地という含み資産に着目してのものでした。このよ

うな視点は外資でも同じです。かつて大手スーパーであるダイエーの買収候補に外資の名前がいくつかあがったのもダイエーが都市部で

立地条件のいい所に土地を所有していたからでした。実物資産としてのめぼしい土地や建物がないとなると間接的な手法で土地・建物を

手に入れようと企業買収という形をとっているのです。�

日本に投資している海外不動産投資家の投資形態は３つ

に分類されます。【表１】の取得型はどちらかと言うと韓国・

欧州系企業に、開発型は中国・香港・シンガポール系企業に、

また金融型は米国系企業に多く見られた形態です。�

さて次に海外投資家の投資理論・行動の特徴を述べる前に実態としてどのような

投資がなされてきたかを見てみます。【表２】は外資による過去の代表的な日本不

動産取得事例です。�

香港資本の日本パシフィックセンチュリーグループが取得した八重洲地区の土地は、

その後隣接したJR東日本の土地と一体として開発され、東京駅ホームからよく見え偉

容を誇る超高層オフィス（パシフィックセンチュリープレイス丸の内）となっています。こ

れは【表１】の開発型の代表例です。 注）八重洲地区ですが住居表示では丸の内に入ります。�

品川シーサイドイーストタワーとウエストタワーの２棟は、シンガポール資本の外資が

購入しており、ステイタスのあるビルです。これは【表１】の取得型の代表例です。

キャピタランドは東京、大阪、名古屋など主要都市の中級賃貸マンションや商業施

設を購入しています。セキュアードキャピタルが平成１０（１９９８）年に不良債権絡み

で担保不動産を安く取得した事例は【表１】の金融型の代表例です。�

この投資基準が日本人の血や肉にまでなっていないことは、昭和４６（１９７１）年のニクソン大統領による金・ドル交換停止後、日本政府が

固定相場制にこだわり、大損をしたこと（第２の投資基準関連）や湾岸戦争・地下鉄サリン事件・ニューヨークの９.１１テロ後のリスクにうま

く対応できなかった（第３の投資基準関連）等からも明らかです。�

なお３つの投資基準から必然的に求められている投資基準として、グローバルな視点というものがあることをここで見落してはならないでしょう。�



これまでも都市再生プロジェクトのいくつかを紹介しましたが、平成１７（２００５）年～

平成１８（２００６）年にかけて都心の一等地でめぼしいものは非常に少なくなりま

した。そこで投資ファンドはJ－REIT（日本版不動産投資信託）に目をつけます。�

J-REIT市場は平成３（１９９１）年９月に２銘柄で始まり、平成１９（２００７）年５月

時点で４１銘柄型が上場されています。【グラフ１】はこの市場の総売買代金に

占める外国人投資家のシェアを示しています。平成１６（２００４）年には２４.４％

であったものが平成１８年には４６.０％に上昇しています。�

証券取引は「売り」と「買い」が交錯するので専門家は「売り越し」と「買い越し」

の内容を重視します。これを見たのが【グラフ２】です。【グラフ２】はX軸ゼロを

中心にプラスとマイナスに分かれますが、「買い－売り」がマイナスを売り越し、

プラスを買い越しと表現しているので、グラフのプラスに出てくるものが市場拡

大の牽引役ということになります。それをふまえてグラフを見直すと平成１８年５月

時点から外国人投資家の買い圧力が強くなっていることが分かります。�

つまり平成１７年の中頃から国内の投資家より外国人投資家が日本のJ－REIT

市場に大きな魅力を感じ始めたということになります。では何故この時期から

どういう理由で買い越しを多くする投資判断をとったかを考えてみましょう。�

第一には、前述の第２の投資基準に関連し、日本が未だ外国と比べて超低

金利であり、J－REITを購入しても利ざやがとれることにあります。つまり調達

金利よりも予想利回りの方が大きいという点です。東京における貸出金利と

キャップレートの差であるイールド・ギャップは、平成１７年の時点では世界一で

した。この時期から外国人投資家のJ－REIT買いが始まったのにはこういっ

た背景もあります。�

なお一般論としては住宅系よりはオフィスビル系の方が高利回りを得られ易いこ

とから外資はオフィスビル系のJ－REITを選択する傾向が強いようです。�

第二に、日本の不良債権処理にめどが立ち、資産デフレがほぼ終わるであろう

と判断したためです。本誌No.８７では公示地価が全国平均でもプラスになった

ことを解説、さらに平成１７年発行の本誌No.８０では、都心主要区部で地価が

反転上昇し始めたことを解説しましたが、まさにこの時期から、日本の地価の将

来性を見越していち早く買いの行動を決めていたのです。日本人は大勢を見

極めてから行動を起こす傾向が強いのに対し、「先手を取る」ことを重視する

欧米人の投資行動がここで見てとれます。�

平成１８年１２月には、モルガンスタンレーが世界中から１兆円を集め不動産ファ

ンドをスタートさせ、そのうち４割を日本に投入するとの噂が流れました。その後

の新聞報道では１～２兆円になるのではとの観測記事も出ています。モルガンス

タンレー社やゴールドマンサックス社は、平成１８年より遥か前、日本の地価が大

底のときから不良債権処理絡みで日本の不動産市場に参入しています。地価

が下落している時期には（不良債権の重圧もあり）日本人は恐くて手が出せま

せんでしたが、一定のリスクプレミアムを上乗せした利回りが得られ、かつ景気

の長期循環から底根圏と判断すれば買いに入るのが外資の投資戦略なのです。

外資が不動産証券化の技法にたけていたことも外資躍進のベースとなりました。

つい最近モルガンスタンレーはANAのホテル群を約２,８００億円で買ったことも

大きな話題となりました。さて海外から日本の不動産への投資は欧米的投資方

式をとるアジア勢も含まれるため以下欧米の用語は「外資」として解説します。�

�



日本ではリスクは避けるべきものと受け取られています。カントリーリ

スクのリスクは日本人も欧米人も同じ意味で使います。しかし外資が

資産運用で使うリスクの概念は微妙にニュアンスが異なります。「報

酬やメリットを享受するプラスの可能性」も含めたのが資産運用上

のリスクの概念です。リスクテイカーというと無謀な挑戦者のイメージ

がありますが、成功すれば大きな利益を得られるチャンスをも考慮し

た投資行動家のことです。リスクを負うほどリターンも多くなると考え、

ここからハイリスク・ハイリターン、ミドルリスク・ミドルリターン、ローリスク・

ローリターンの用語が生まれます。�

リスクについては本誌No.８５Real Plan Columnで、不動産固有のリ

スクについて細かく記載していますので参照してください。リスクに

は「純粋リスク」と「ビジネスリスク」の２つがあり、後者の予測は難し

いとあります。要はこのビジネスリスクを欧米人がどう考えているかが

ポイントなのです。�

不動産マーケットには一定の循環（サイクル）が認められます。したがって、マーケット分析においては、

当該マーケットが現在どの局面にあり、今後どうなるかについて理解することが重要です。�

�

数年来「失われた１０年」「失われた１５年」などという言葉がマスコミでよ

く取り上げられているように、バブル崩壊後の日本への批判的な考えが日

本人の多くを支配しています。しかし欧米人の見方、特に不動産分野で

は全く逆のようです。外国人の著書やマスコミの発言からは、ここ十数年

間で東京のオフィス市場が大きく変貌した点を評価していることがうかが

えます。具体的には本誌No.８６でも取り上げた都市再生プロジェクトが挙

げられます。「丸の内や東京ミッドタウンなどの再開発は欧米型と同じく都

市の文化的機能・情報発信機能を高めたものとなっており、東京がアジア

のマンハッタンになる可能性を高めた」と、アジアの他の巨大都市と比較し

ても東京は高く評価されており、外資が日本の不動産に注目しています。�

「今後の投資対象としてブラジル、ロシア、インド、中国の４ヶ国が注目され

る」とし、BRICs（ブリックス）なる言葉が登場したのは平成１５（２００３）年

でした。命名したのは米国の投資銀行ゴールドマンサックス社です。「中

国は２０１６年に日本を抜いて世界第２位に、２０４０年前後には米国も

抜く。そしてインドは２０３０年前後に日本を抜き、２０５０年頃には米国に

迫る」というのが調査レポートの概要です。このようなデータに基づき、

現在、およそ２万社もの日本企業が中国へ進出しており、アメリカと中

国の貿易上の結びつきも強くなっています。�

しかしここで見落としてはならないのは、「調査レポートはあくまでも経済

的な将来予測であり、カントリーリスクは考慮されていない」ことを欧米

では当然の前提条件としていることです。�

平成１７（２００５）年４月に中国で日本製品の不買運動など反日的行動が

表面化し、カントリーリスクが再認識され、日本企業による他のアジア諸国

へのリスク分散も見られるようになりました。外資はこれらの事件をあまり

声には出しませんが、日本よりは重大視しているようで、これが日本の不

動産等への投資を加速させてもいるようです。前頁【グラフ２】で示した�

J－REIT買い越しの平成１７年５月とJ－REITへの投資本格化の時期

はあまりにも一致します。�

参考までにカントリーリスクについて日本に進出している米国大手保

険会社の関係会社であるプルーデンシャル不動産投資では【表４】の

ように分類しています。【表４】のカントリーリスクはDCF法の還元利回

りでは、例えばコアマーケットでは１%、コアプラスマーケットでは２%、エ

マージングマーケットでは４%～１０%などのような数値として代入され計

算されることになります。�

�



ビジネスリスクの最たるものはマクロの日本経済の将来をどう見ているかということです。これについて一つの外資の見方・分析を紹介します。以下は
全ての外資に共通するものではないことを前提にご覧ください。あくまでも一部の外資へのヒアリングと資料からのものです。彼らは今後
の日本経済を占う上で一番注意すべきは、国と地方の累積債務約８００兆円の問題としています。これが行き詰まれば国債パニックを起こし、日本経済が
破綻してしまうと考えるからです。そして、この問題解決のために向かう方向性について、彼らなりに一定の推論をしています。要旨は次のようなものです。�

【グラフ３】は本誌No.８７に掲載したものに、円・ドルの為替レートを加えたものです。

外資にとって投資行動を決める上で、一番重要なのは為替です。�

【グラフ３】と【表２】を対比しながら外資の過去の投資行動を見てみます。日本

のバブル崩壊後、一番活躍したのは不良債権処理に伴う担保不動産の取得

でした。地価の下落が日本全国をおおい日本企業の資金力が枯渇した中で、日

本の金融機関が不良債権を叩き売り、外資はここから大きな利益を上げます。

この間国内の景気引き締めで円高が進行し、為替差益を得る会社も出ます。そ

して、橋本内閣の頃で景気に少し明るさが見え始めた平成９（１９９７）年頃から

は、不動産の取得事例も現れ、優良不動産が東京都心に少なくなると地方都

市の物件やリートという不動産の間接取得・運用に資金を投入したのです。�

本原稿執筆中の８月中旬に世界同時株安で東証株価は大幅に下落しました。

外資も日本株の売りに回り、日本人の間に不安心理が大きくなっています。今

後どうなるかは全く不透明です。しかしながら資本は利息のつかないまま寝る

ことはありません。市場を相対的に分析しながら必ずどこかの市場に流れ込

みます。為替では円安説、円高説の両者の意見があるようです。先手をとるこ

とを心掛ける外資が、今後どのような行動をとるかは興味あるところです。�

この説をご紹介した理由は、決してこの説への賛同を得るためではありません。欧米人が将来のマクロの経済予測をビジネスリスクに取り入れる際
の、推論プロセスをご紹介するのが目的です。（※上記は一部の外国人投資家の推論プロセスであって、本誌が今後の日本経済を推論したものではありません）しかし、
この推論プロセスから日本人が学ぶべき点があります。それはマクロ経済の根幹となる要素に注目し、枝や葉に相当する部分は切り捨てる手法です。日本人
はともすれば枝葉にこだわり、時代の大きなトレンドを見失いがちになります。株価で諸外国のマーケットの影響を受け、日本の株価が下落した時に大騒ぎを
しますが、後々気づくと上昇していたということがよくあります。欧米人は推論に大きな影響を与える変動があった場合にはこの原因をさぐり考えを修正します
が、そうでなければじっくり腰を落として待つ行動をとります。先に述べた短期決戦型のTOB・M&Aを仕掛けるのも外資なら、じっくり待つのも外資なのです。�
�



本年６月、自民党の住宅土地調査会（福田康夫会長）から「２００年住宅ビジョン」が公表されました。本ビジョンは本誌NO.８８でご紹介し

た「住生活基本法」の具体的肉付けの性格を有するものともいえ、今後ここに示された施策実現のための新規立法、税制改正等も検討

されています。ビジョン検討の事務局を担当した国交省職員の話によれば、「２００年住宅とはロングライフの象徴であり、１００年を超える意

味での２００年である」とのことで、年数にとらわれるのは問題あるものと考えます。本調査会では３つの小委員会（超長期住宅、住宅流通、

住宅金融）も含め、多くの議論、各種団体にヒアリングが展開され、「より長く大事に、より豊かに、より優しく」と題されたビジョンが取り纏めら

れました。本ビジョンの理念は、「フロー中心、消費型の社会から、良いものを作り手入れをして長く使う、ストック社会への転換が急務」で

あるとし、超長期に渡って循環使用できる質の高い２００年住宅を目指すべきとしています。�

２００年住宅の具体的なイメージとしては、①構造躯体（スケルトン）と内装・設備（インフィル）の分離。スケルトンについては耐

久性・耐震性を重視し、インフィルについては社会の変化に対する可変性の確保。②維持管理の容易性を更に追求。③省エネ・

バリアフリー性能等も含めた質の確保。④計画的な点検、補修、交換等の適切な維持管理の推進。⑤周辺の街並みとの調和。

以上を例示しています。当然、二次流通市場において取引し易い普遍的な住戸プランとすることも含まれます。�

またその実現を確実なものとするため、２００年住宅の建設、維持管理、流通、金融、都市基盤・街並み等が一体となったシステムを構築

するとし、実現・普及に向けた１２の政策提言を示しています。そのうち主要なものは以下の通りです。�

以上のように、より良い住宅整備や望ましい居住環境確保のための象徴として、ハードとしての２００年住宅を掲げ、併せてこれからの住宅を

より豊かに、より優しいものとするためのソフトとしてのリフォーム、管理、流通、金融等について、幾つかの具体的提案を挙げている点がポイン

トと言えます。これらの提案の大部分については、すでに議論されていたものも多い訳ですが、一体のシステムとして提示することにより、意

味合いと必要性がより明確となりました。場合によっては早期の導入も可能であり、またそうすることが望ましい項目も見られます。但し、少子・

高齢化等を始め、今後極めて変化の大きな社会・経済情勢や、急速かつ激変の可能性ある地球環境問題等考えても、超長期を目指すこと

のみがベストとは断言できません。全体の建物建設に占める超長期住宅のウエイトをどの程度に想定するのか、構造別、規模別のウエイト

の考慮が必要でしょう。本ビジョン推進に際しては、昭和５０年「ハウス５５」、５５年「センチュリー・ハウジングシステム（CHS）」、平成１２年「資

源循環型住宅技術開発プロジェクト」、スケルトン＆インフィルの「つくば方式」等々の成果も踏まえ、効率的効果的な対処すべきと思われます。�

また、最終的には超長期住宅のコストが、市場的には最大の問題といえます。本ビジョン中の住居費負担コストの試算では、仮に現行の

２割増しとしていますが、現実にはこれを大きく上回る可能性もあります。コスト上昇と建物耐用年数の大幅増加に対応して、例えば取得

税の課税標準はどうするのか、長期に渡る固定資産税の負担にどのように対応するのか、当然消費税負担の適否も含めた各種税制の

抜本的見直しも必要となります。環境面では既に建築物総合環境評価システム（CASBEE）が環境性能評価手法として整備され、各自

治体等でも活用されていますが、今後は住宅バージョンの整備による配慮も求められるものと考えられます。�

本ビジョンは、正に良い住宅がより良い評価を受けて長く流通する、そして住宅に関する各種の新しいサービスが増加していく流れを、

強くバックアップすることは確かです。単なる理想像、未来像に止まらず、現実を動かす大きな力となることを期待したいものです。�

�

以前、新潟にある明治期前後に建てられた農家の邸宅にて、「古い建物の無い街は歴史

を忘れた街である」との東山魁夷画伯の色紙を見て、正に至言と感動したものです。我国

では、自然環境や社会環境、構造部材の相違等を背景に、滅失住宅の平均築年数は３０

年程度で、米国の５５年、英国の７７年と比べて極めて短くなっています。その結果、建設・

管理の住居費負担の高額化、建物取壊に伴う廃棄物の増大、国富に占める建物ウエイト

バランスの崩れ（米国３０.８%、日本９.４%）等の問題点が指摘されています。�



最近、富裕層に適した資産運用として注目されている手法に、「親の

相続税の節税をせずに相続人となる子の財産を殖やそう」というも

のがあります。これは、親の資産を担保にして子の名義で海外の不

動産や債券に投資し、労せずして子の資産を殖やすというものです。

この手法ですと、親の相続税は減りませんが、子の財産が殖え、相続

発生時の相続税の納税資金を準備できる利点があります。また、こ

の手法は相続税の節税を目的としませんので、税制改正の影響を受

けないという利点もあります。�

上記１は、海外の不動産や債券へ投資する形態ですが、親が所有

する国内の賃貸建物を子に贈与することによっても、子の財産形成

を図ることが可能です。特に、特別控除枠が２,５００万円ある相続

時精算課税制度が創設されたことにより、評価額の高い賃貸建物

の贈与が容易になりました。�



親が賃貸建物を子に贈与すると、次のような利点があります。�

�

賃貸建物の贈与の最大の利点は、賃貸建物に係る家賃収入を子に移転できることです。特に、６
５歳以上の親から２０歳以上の子に対する賃貸建物の贈与について、相続時精算課税制度を選
択すれば、建物評価額が２,５００万円以下のときは贈与税の負担がゼロとなります。�
将来、自分の相続税が心配だという不動産オーナーの場合は、この手法で家賃収入を子に移し、
相続税の支払い原資を準備させることが可能です。�
�

贈与税の計算上、建物は固定資産税評価額で評価します。この固定資産税評価額は通常、建物の
建築価額の概ね６０％ほどです。賃貸建物の場合は、さらに借家権（３０％）相当額を控除できますので、
贈与税の課税対象額は建物建築価額よりも格安となります。�
�

中古物件については、親が物件のリフォームをしてから子に贈与することがポイントになります。親の資
金負担でリフォームすることにより、賃貸建物の収益力をアップさせた後で、子に贈与します。なお、「増
改築すると固定資産税評価額がアップするのではないか」と心配される方がいますが、修繕程度のリ
フォームであれば建物の固定資産税評価額はほとんどアップしませんので、心配する必要はありません。�

賃貸建物贈与の目的が親から子への家賃収入の移転であれば、建物の贈与だけで実現できます。
したがって、わざわざ土地を贈与して贈与税の負担を多くする必要はありません。�

賃貸建物の敷地は、相続の際に「貸家建付地」として、更地価額から「借家権割合（３０％）×借地
権割合（地域によって３０％～９０％）」相当額が控除されます。しかし、賃貸建物を子に贈与し、その
後に親が子に土地を使用貸借している場合は、原則として更地評価となります。ただし、贈与時点か
ら相続発生時まで賃借人に異動がない場合には、更地評価とならず、貸家建付地として評価されます。
したがって、賃貸管理を業とする同族会社がある場合は、贈与前にその同族会社を介してサブリー
スをして賃借人を固定しておけば、贈与後も土地が貸家建付地として評価されます。�

親が高額所得者で、子は所得が少ないという場合には、家賃収入を子へ移すことによって、親の所
得に対する税率と子の所得に対する税率の格差が利用できます。所得税は累進課税ですから、所
得が多いほど高い税率が適用されます。高額所得者の親から所得の低い子へ家賃収入を移すこと
で、家族全体の所得税負担を少なくすることができます。�
例えば、親の課税所得が１,８００万円を超える場合には、超過部分の税率は５０％（所得税と住民税
の合計税率）にもなります。この超過部分を、税率３０％（所得税と住民税の合計税率）の子に移転し
たとすれば、親子二代で２０％の節税が可能です。年間５００万円の家賃収入の賃貸物件を贈与し
た場合には、１００万円の節税効果となります。�
�

賃貸建物を贈与することで、建物を取得した子が減価償却費を計上できます。�
相続時精算課税制度を選択すれば、評価額２,５００万円の賃貸建物を贈与した場合、贈与税はゼロ
です。しかも、子は賃貸建物の取得に関して全く支出をしていないにもかかわらず、親の未償却残高
を引き継ぎ、建物の減価償却費を計上することができます。�

親から子へ賃貸建物を贈与することは、前述のように大きな利点がありますが、�
さらに次のような点に注意して対応すると、より大きな効果が期待できます。�
�



　「遺言の書き直しはできるのですか？」

こういう質問を受けることがあります。�

　民法は「遺言者は、いつでも、遺言の方式

に従って、その全部又は一部を撤回すること

ができる。」（第１０２２条）と規定すると共に、「前

の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵

触する部分については、後の遺言で前の遺

言を撤回したものとみなす。前項の規定は、

遺言が遺言後の生前処分その他の法律行

為と抵触する場合について準用する。」（第

１０２３条第１項、第２項）と規定しており、遺

言の書き直しができることに争いはありません。�

実際に、毎年、年始に書き初めではなく、遺

言の見直しをされている方もいらっしゃるよう

で、それはそれで１つの考え方なのかな、と

思うこともあります。�

　しかし、遺言の書き直しをしたことが、後日、

相続人間でトラブルを発生させることもあ

るのです。�

　鈴木さん（仮名）は、中小企業のオーナー

社長です。婦人服のデザイン・販売で成功

を収め、会社経営は極めて順調でした。子

供にも恵まれ、長男は大学教授になり、次男

は父親と共に営業部門で手腕を発揮し、三

男は経理を担当し、四男はデザインを担当し

ていました。「suzuki」ブランドの婦人服は、

根強い人気を持っており、事業不振や後継

者難に悩む同業他社の経営者からは垂涎

の的となっていました。�

　鈴木さんは、６０代後半になるころには次

男を後継者にしようと考え、次男に対しては「俺

に万一のことがあったら、会社はお前に任せ

るからな」と述べ、鈴木さんがちょうど７０歳の

誕生日を迎えた日に、会社の株式は全て次

男に、自宅の土地建物は四男に、その余の

預貯金は長男と三男に、それぞれ相続させ

る旨の公正証書遺言を作成し、その遺言を

次男に預けました。�

　その頃、次男は、専務として事実上会社を

切り盛りしていたのですが、遺言を預かるに

際し、鈴木さんに「親父ももう７０歳なんだし、

社長を俺に譲って、親父は会長にならないか。

少しは楽をしてくれよ。」と言い出しました。

鈴木さんは、次男が自分のことを思ってくれ

ているのだと思い、次男が４０歳の誕生日を

迎えた日に社長の座を譲り、自分は代表権の

ない会長に退くことにしました。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



　しかし、その日から次男の鈴木さんに対す

る態度が変わり始めたのです。次男は、社

長になると、急に鈴木さんの意向を無視し、

独断で会社経営を行うようになりました。鈴

木さんは、次男のやり方に不満を持ちましたが、

経営が傾くということはなかったため、経理を

担当している三男は次男に従い、職人肌の

四男はマイペースにデザインを続け、鈴木さ

んは自分の不満を彼らに相談することができ

ませんでした。また、時を同じくして、鈴木さん

は、最愛の妻を病気で亡くし、急に老け込ん

でしまいました。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　結果的に、鈴木さんの相談相手は長男しか

いないことになり、長男に相談を重ねるうちに、

自分の相談を親身になって聞いてくれる長男

に会社を譲った方が会社のためになるのでは

ないか、と鈴木さんは考えるようになったのです。�

　鈴木さんは、その後間もなく、遺言を書き

直しました。その内容は、会社の株式は全

て長男に、自宅の土地建物は四男に、その

余の預貯金は次男と三男に、それぞれ相続

させるというものであり、遺言の末尾には、

会社は長男に継いで欲しい、と書かれてい

ました。そして、この遺言は公正証書ではなく、

自筆証書遺言だったのです。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　その時点で、鈴木さんは正常な判断能力

を有していましたが、ストレスのせいか、周囲

からは痴呆症が始まったのではないかと思

われるような行動を取ることが目立つように

なっていました。�

　このような状況の下、鈴木さんは、自筆証

書遺言を作成した３日後に、この遺言を作成

したことは誰にも知らせることはなく、脳梗塞

で倒れ、その２か月後には不帰の客となって

しまいました。�

　鈴木さんの初七日の日、次男は、他の兄弟

に対し、鈴木さんから公正証書遺言を預かっ

ていることを告げました。「親父が書いた遺

言なんだから。」と、特に異議を述べる者は

いませんでしたが、鈴木さんの四九日を前に、

遺品を整理していた長男と四男は、母親の

アルバムが入っている本棚に、鈴木さんの自

筆証書遺言があるのを発見したのです。長

男が次男にこのことを告げたところから、兄

弟間での大喧嘩が始まったのです。�

　兄弟は、次男・三男のグループと、長男・四

男のグループに分かれ、その後、自筆証書遺

言の効力を巡る争いから、会社の支配権を巡

る争いに発展しました。�

　経営能力はあっても商品開発力がない次男・

三男グループ、商品開発力はあるものの、大学教

授とデザイナーで経営のイロハを知らない長男・

四男のグループ、その後の「suzuki」ブランドがどう

なったかはお話しするまでもないでしょう。�

　鈴木さんは、少なからぬミスを冒しました。

次男を後継者に指名し、その旨の公正証書

遺言を作成したにもかかわらず、誰にも話すこ

となく、全く異なる内容の自筆証書遺言を作

成したこと、これは、鈴木さんが生前に株主と

して次男を後継者から外す、その旨の遺言を

作成したことを説明する、などの方法を取る

べきであったと思われますし、後に作成された

遺言が公正証書遺言であれば、鈴木さんの

遺言能力（完全な意思能力があったかどうか）

が争点になる可能性は低かったと思われます。�

　それから、長男を会社の後継者にしようと

考えたことは、本当に会社のためだったので

しょうか？ これは、非常に難しい問題ですが、

鈴木さんがもっと上手な方法を取っていれば、

鈴木さんの死後、兄弟間でこのような紛争は

起こらなかったように思われますし、「suzuki」

ブランドにも不幸な事態は起こらなかったの

ではないでしょうか？ �

�



【表２】の通り、東京都の最高路線価は銀座５

丁目銀座中央通り、具体的イメージでは「鳩

居堂」と「和光」に代表される場所で、１┃ 当
たり２,４９６万円と昨年比３３.３%の上昇です。

昨年には２３.８%上昇していますので２年間で

１.５倍になった計算です。収益還元法による

評価からは高過ぎるとの声も聞かれますが、ル

イ・ヴィトンやカルティエ、グッチ、ティファニーなど

錚々たるファッションブランドが軒を連ね、リッチ

な顧客が集まる銀座は、地価上昇も当然の結

果と評価する声もあります。今後「アルマーニ

銀座タワー」「ブルガリ銀座タワー」の開業も予定

されており、バブル時代の最高路線価３,６５０万

円/┃ に近づく可能性もあるかもしれません。�

【表１】が示すように、今年は東京都全体で

１７.０%、都区部で１８.７%の上昇となってい

ます。神奈川県は３.７%、埼玉県は１.７%と

それぞれ昨年の△１.８%からプラスに転じま

したが、上昇率は東京都と比べ小幅にとど

まりました。千葉県は平均額が神奈川県・埼

玉県と比べて小さいためか、上昇率はこれ

らの県よりはやや高く５.２％となっています。

上昇率は、公示地価では各地点の変動率

を単純平均して算出するのに対し、路線価

では各地点の価額を合計してから変動率を

算出します。そのため路線価の変動率は公

示地価変動率よりは高めに出ますが、路線

価は公示地価の８０%水準となるよう計算さ

れることから、今年の３月２２日に発表された

公示地価上昇率（本誌No.８７掲載）から、

今回のような数値となることは十分に予想さ

れていました。�

【表1】東京都の路線価

【表2】東京都・神奈川県・千葉県の最高路線価

東京圏

東京都

都区部

神奈川県

埼 玉 県

千 葉 県

区　分
平成１９年分

302千円/㎡

570千円/㎡

748千円/㎡

169千円/㎡

118千円/㎡

102千円/㎡

平成１９年分

13.1％

17.0％

18.7％

3.7％

1.7％

5.2％

33.3％

35.9％

7.4％

23.8％

11.5％

2.3％

平成１8年分

3.5％

5.4％

6.1％

▲1.8％

▲1.8％

1.0％

平成１8年分

267千円/㎡

487千円/㎡

630千円/㎡

163千円/㎡

24,960
千円/㎡

5,260
千円/㎡

1,450
千円/㎡

18,720
千円/㎡

3,870
千円/㎡

1,350
千円/㎡

116千円/㎡

97千円/㎡

評価基準額の平均額 変動率

都市名

東京 中央区銀座５丁目
銀座中央通り

横浜

千葉

西区南幸１丁目横浜駅
西口バスターミナル前通り

中央区富士見２丁目
千葉駅側通り

最高路線価の
所在地

最高路線価 変動率

平成19
年分

平成18
年分

平成19
年分

平成18
年分



なおここで非常に興味ある現象が出ています。

それは全国の大都市、特に政令指定都市で

は昨年は東京と名古屋だけが最高路線価

で上昇率２０％超だったのが、新たに札幌、

仙台、横浜、京都などが加わって９都市にな

ったことです。【表３】�

従来地価分析において二極化というと特定

の大都市中心部の地価が大きく上昇し、この

周辺の地価との比較で二極化と言われてい

たのが、東北、中部、北九州、近畿、北海道、

広島などのブロック圏の中核都市では地価

が上昇し、その周辺との比較でも二極化が

起きていることがはっきりしました。�

さる７月末の参議院選挙では地方経済の疲

弊が叫ばれ、格差是正が大きなテーマとなり

ました。このような実態が現実にあり、できる

だけこれを是正していくことは勿論必要です。

しかし、最近の都市経済学の理論では、世

界的に見ても都市の成長は均等ではなく、逆

に特定の大都市がその周辺よりも高い成長

を示すことで、特定の大都市が成長の牽引

役となることが重視されるようになっています。�

日本においてもこの理論が当てはまり東北ブ

ロックでは青森、秋田等の県庁所在地の路

線価は下落を示す中で仙台のみが大きな地

価上昇を示しています。【表３】の大都市は

いずれも人口１００万人レベルの政令指定都

市であるのも興味深い現象です。�

かつて「IT化により地域間格差は縮小し地

価は均等化し易くなる」との説が出されまし

たが、IT化時代といえども知識集約型→特

定地域集約型が有利なことが示されてきて

いるようです。�

２３区内の各税務署管内の最高路線価は、上

昇が４７地点と昨年より６地点増え下落地点は

引き続き出ませんでした。上昇率トップは港区

内の表参道交差点付近【表４⑧】の４６.６%で、

これに池袋駅東口【表４⑩】の３５.７%、渋谷

駅前【表４⑤】の３４.６%が続きます。�

本誌No.８６にて解説した副都心線（渋谷→

新宿三丁目→池袋→和光市）が、来年８月に

開通することも大きく影響していると思われます。�

また、人気エリアであるにも関わらず地価上

昇では目立たなかった下北沢については、駅

周辺を大々的に整備する方針が決定したため、

下北沢駅前の路線価は昨年の１,２４０千円か

ら１,６００千円へと２９.０%も上昇しています。

地価公示追随型の路線価といえども、下北沢

のように再開発情報が先行して路線価に反

映されることもあります。多摩地区のJR立川駅

前が１５.９%、八王子駅前が１２.２%上昇した

のも大規模再開発計画によるものと考えられます。�

路線価上昇に伴い、上昇率が高い土地を所有している方々は、相続税が想像以上にかかる可能性があります。相続財産のうち大きな

ウエイトを占めるのが不動産であり、不動産の評価で相続税は大きく変わります。将来を見据えた相続対策が、緊急の課題となってきます。�





※本誌掲載のシミュレーションは一例で、ご所有物件、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。�

�



日本橋で花開いた�
江戸文化�
�

　豊臣秀吉から関八州の支配を任され

た徳川家康は、江戸の街づくりをまず日本

橋から始めました。外堀に接する城の玄

関口であり、城下町としての日本橋にまず

求められたのは、江戸と地方を結ぶ交通

輸送路の確保です。日本橋川の整備と架

橋により、１６０３年に日本橋が誕生。五街

道の起点と定められたところから、この街

は交通の要衝としての役割を果たすこと

となりました。すると自然と全国から人、物、

金が集まるようになり、幕府はここに金貨を

鋳造する金座を設置。本格的に金融の中

心地として歩み出し、江戸の町人の大部

分は日本橋周辺に集まりました。そして、

京から呼ばれて日本橋に移り住んだ幕府

お抱えの工芸師は、豪華絢爛な元禄文化

の担い手に。人形町界隈の芝居小屋か

ら生まれた役者のファッションと下町の美

学は、江戸文化の真髄ともいえる化政文

化を育みます。こうして日本橋は、商業、金

融、文化の中心地として成長していった

のです。�

�
三井家と日本橋�
�

　その日本橋に縁の深い三井家は、江戸

時代初期に伊勢国松坂出身の家祖・三井

高利が１６７３年に江戸本町（現・日本銀行

新館のあたり）に、呉服店「越後屋」を開

店したことに始まります。「店前現銀無掛値」

と「小裂何程にても売ります」、つまり店頭

販売と切り売りで江戸町民の人気を集め

繁盛し、その後、各地で呉服と両替店を開き、

幕府・朝廷の御用を受けるほどに発展しま

した。高利の子ども達の時代に、長男高平

が惣領家北家、三男高治が新町家、四男

高伴が室町家、九男高久が南家など11家

とされ、各三井家がそれぞれ美術品を収集。

特に享保から元文年間の営業収益が伸

びた時期は、茶道具を主とする名物道具

の収集が盛んでした。�

　１９７４年、三井呉服店のあった地に擬

洋風の「為替バンク三井組」が、１９０２年

には同地に日本初の本格的鉄骨構造物

である旧三井本館が完成。しかし関東大

震災で被害を受け、当時の三井組の理事

長であった團琢磨により、瓦礫と化した帝

都の速やかな復興を期して建て替えられ

たのが現在の三井本館です。アメリカン・

ボザール・スタイル新古典主義の、昭和初

期の日本を代表する洋風建築として、１９９８

年には国の重要文化財に指定されました。

２００５年、その三井本館の中に建物を活

かしながら「三井記念美術館」を新たに

創設。収蔵されている美術品は、江戸時

代以来３００年におよぶ三井家の歴史のな

かで収集され、今日まで伝えられた、日本

でも有数の貴重な文化遺産です。�

�
三井家のコレクション�
�

　三井記念美術館が所蔵する美術工芸品

は、北家から約１９００点、新町家が約１０５０点、

室町家が約７００点の寄贈品などから構成

されており、国宝６点、重要文化財２１点、

たなさきげんぎんかけねなし�



重要美術品４４点が含まれています。所蔵

品の中核をなす茶道具には、国宝「志野

茶碗 銘卯花墻」や重要文化財「黒楽茶

碗 銘俊寛」、「大名物 唐物肩衝茶入 北

野肩衝」をはじめとする名品・優品が含ま

れています。絵画は、円山応挙の代表作 

国宝「雪松図屏風」など円山派の作品が

多く、三井家が積極的に応挙を庇護してい

た関係も興味深いところです。拓本では、

中国古拓本の聴氷閣コレクション、書跡は

藤原定家筆国宝「熊野御幸記」など、能

面は重文「孫次郎」に代表される金剛流

伝来の５０数面があります。また、国宝２点・

重要文化財７点を含む刀剣類、国宝の日

本最古の墓誌、世界的な切手コレクション

約１３万点も所蔵しています。�

　魅力ある建築と恵まれた都市環境とい

う舞台の上で、所蔵する優れた美術品を

展示の主役とする「三井記念美術館」。

近代建築と現代建築、さらに日本と東洋

の古美術のコラボレーションは必見であり、

日本橋地区にとっても歴史的、文化的意

義のある貴重な空間です。�

�

�



　世界中のバラ愛好家憧れのローズガーデンで名高い、

パリ郊外ブーローニュの森にあるバガテル公園。公園

の歴史は、ルイ１６世の弟であるアルトワ伯爵が、義妹マ

リー・アントワネットとの賭けに勝つために、わずか２か月

で城館とともにつくらせた庭にはじまります。庭は少しず

つ拡大され、入り組んだ野道や自然の風景をいかした

公園となりましたが、１９０５年、パリ市の所有となると、天

才造園家フォレスティエによって、芸術性と伝統が見事

に融合した公園へと変化していきます。なかでもローズ

ガーデンは、フォレスティエの親友だったモネら印象派

の画家たちから強く影響を受けて設計され、より華やか

な雰囲気をたたえる美しい庭へと姿を変えていきます。

　ローズガーデン内に植えられた約１万本のバラは、品

種もバリエーションも豊富。毎年、「国際バラコンクール」

が開催され、世界で最も権威あるローズガーデンとして

知られています。その一方で、「小さくて愛らしいもの」

という意味の“バガテル”という名の通り、バラ以外にも、

花菖蒲やヒヤシンス、スイートピー、ライラックなど季節に

よって色とりどりの可愛らしい花々が咲き乱れ、バガテル

公園独特の１８世紀のパリのムードと穏やかな田舎の

雰囲気を愛するパリ市民の憩いの場となっています。�

�

�
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