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昭和41年8月17日生まれ、兵庫県出身。平成2年3月早稲田大学
政治経済学部卒、同年4月建設省採用。平成16年7月国土交通省
総合政策局政策課長補佐、平成18年7月内閣官房都市再生本部
事務局企画官、平成22年8月国土交通省総合政策局建設業課入
札制度企画指導室長、平成24年6月同土地・建設産業局建設市
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同大臣官房審議官（住宅局担当）、令和4年7月同住宅局長。

今後は流通を通じた既存住宅の
活用をさらに拡大すべき
流通の機会がストックの

質を高める良いきっかけになる

―― 住宅行政の立場から見た既存住

宅流通市場の現状や課題などについ

て。

塩見氏　一番の課題は現在のストッ
クを良質なものにして将来世代にき

ちんと受け渡していくことです。日
本の住宅ストックは、数はあります
が、質の面では特に耐震性、バリア
フリー、環境性能の三点に関しては
まだまだ不十分です。これらの質を
高めるためには、建替え・新築の推
進と、一定程度性能が備わっている
住宅はリフォームをして流通市場に
ふさわしいストックに変えていくこ
とが大切になります。住宅政策とし
ては建替え・新築、リフォームと合
わせて、数の面では空き家が増えて

いますので、空き家対策を加えた三
点が主要な柱であるべきだと考えて
います。空き家対策は比較的後ろ向
きに理解されることが多いですが、
空き家を有効活用して多様なニーズ
に応えていく前向きな取組でもあり
ます。そのためには所有者にご理解
いただき、流通を促すことが大事で
す。新築、リフォーム、空き家とい
う取引・流通を全体的に活性化させ
て経済を前に進めていくことが住宅
政策として非常に大切ではないで

住宅政策にとって究極の方向性は
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システムの構築
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さかのぼりますが、管理が不十分な
古いマンションの増加に伴い、さま
ざまな問題が顕在化しています。管
理組合が自発的に自分たちの財産を
守り資産価値を維持する活動をして
もらうことが基本ですが、高齢の居
住者や区分所有者が増えると、それ
も難しい面があると思います。一定
のインセンティブを付けることで判
断を促すのは有効だろうと考え認定
制度を設けました。認定を受ければ
対外的に「管理がしっかりしたマン
ション」だと分かり、安心して購入
してもらえるという差別化を図るこ
とが可能です。管理の見える化は、
資産価値を維持する意味でも非常に
有効な手法でしょう。

塩見氏　既存住宅が安心して取引で
きる対象になるために、インスペク
ションの仕組みを使うことが既存住
宅流通市場の拡大には非常に大切
で、インスペクションの必要性を多
くの人に理解してもらい、使い勝手
をさらに良くしていかなければなり
ません。2018年4月に施行した改正
宅建業法でこの制度が導入され、そ
れからまもなく5年です。これまで
の状況を改めて点検して、今後の方
向性をしっかり検討したいと思って
います。これは宅建業法の中の仕組
みですので、住宅局
だけに限らず不動産
業を担当する他のセク
ションともしっかり連
携を取りながら、イン
スペクションをさらに

普及させるという方向
でどうすべきかを考え
てまいります。やや先
行的に今年度、建物状
況調査の調査基準の見
直しを進めており、使
い勝手の向上を図るこ
ととしているほか、マ
ンションの共用部と専
有部を別の主体が調査
する場合の手順の具体
化・明確化を図ること
で、マンションでのイ
ンスペクションの使い

　2023年度の税制改正では、新しい
税制もつくりました。きちんとした
マンション管理がなされ必要な積立
金を確保してもらい、マンションを
長く使ってもらうために必要な工事
を適切なタイミングでしっかり行っ
てもらうための税制です。組合の合
意形成を税制で後押しして長寿命
化につながる工事を推進していきま
す。老朽化が進んだマンションが周
囲に与える影響は非常に大きく、ひ
いては行政が対策を取る際の費用も
少なくありません。周囲に迷惑をか
けないマンションにするというのも

目的の一つです。
　一方で、この税制は、流通をより
促す側面もあると思います。管理の
しっかりしたマンションを市場によ
り多く供給することで、マンショ
ンに安心して住めることを多くの
人に感じてもらうことが重要です。
近年、「マンションの管理は大丈夫
か」「管理組合における意思決定が
難しいので戸建てと比べて将来が非
常に不安」など、マンションの諸問
題に焦点が当たっています。そうい
う問題提起に対し、一定の対応がさ
れているマンションは安心で決して
劣っていないことをわかってもらう
必要があり、適正に管理されたマン
ションを流通に乗せ、流通市場を活
性化させることも今回の税制の大き
な目的です。多くの管理組合に税制

しょうか。
　流通の実態については、新築と比
べるとシェアは14％程度、欧米諸国
と比較しても1/5～1/6と低い数字
です。今後は流通を通じた既存住宅
の活用をさらに拡大すべきであり、
質を向上させた上で多くの人に活
用いただけるように、流通を促すた
めの仕組みを充実させる必要があり
ます。流通の機会がストックの質を
高める良いきっかけにもなりますの
で、流通の機会をとらえて将来世代
にふさわしいストックに切り替えて
いくことが重要です。流通業を担う
みなさまは、既存住宅の流通だけで
はなく質を高めるという点でも貢献
されている、住宅政策における重要
なパートナーだと思っています。

管理のしっかりしたマンションを
市場により多く供給することで、
マンションに安心して住めることを
多くの人に感じてもらう

―― マンション管理の見える化を推

進することが既存マンションの流通

市場に及ぼす影響は。

塩見氏　マンションを適切に管理し
ている管理組合が管理計画をつくり
行政が認定する管理計画認定制度が
2022年4月からスタートしました。
マンションの歴史は昭和30年代に

を利用してもらい、市場からも評価
がされるマンションになってほしい

と思っています。
　これから管理の見える化をさらに
進める必要があります。管理状態を
示す情報に消費者がアクセスしやす
い環境を整備することは、きちんと
管理されているマンションを市場で
適正に評価することにつながりま
す。「消費者のためによりアクセス
しやすい環境」というのがキーワー
ドになると考えます。管理を見える
化しようという当事者の気持ちを促
すために今回の税制は非常に有効で
ありましょう。長寿命化工事は望ま
しいことだという国からのメッセー
ジを、多くの管理組合や消費者に伝
えることにもなります。流通業者の
皆様から、こうした国の施策をぜひ
管理業者や管理組合の方々に伝えて
いただけるとありがたいです。

マンションでのインスペクションの
使い勝手を良くする

既存住宅流通市場の実態に
応じた保険商品の開発を促進

―― 2023年に制度開始から5年目

を迎えるインスペクション（建物状

況調査）をもっと使い勝手が良くな

るようにするための見直しの方向性

は。

住宅政策にとって究極の方向性は良質なストックを市場で循環させるシステムの構築

勝手を良くすることも方針として決
めています。これらを含めて、取引
現場の意見を踏まえ、さらなる普及
拡大のためにどうすべきか検討して
いきます。

――既存住宅流通市場を活性化する

ための瑕疵担保保険制度のさらなる

活用方策について。

塩見氏　制度をつくるのが行政の仕
事で、その枠組みの中でどういう商
品をつくるかは保険法人のアイデア

Interview
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宅流通市場の実態に応じて保険商品
の開発が今後も引き続き行われるよ
う促していきたいです。制度をつく
る行政とそれを現場に合わせて活用
する民間は車の両輪ですので、現場
の声を聞いた上で、制度の見直しが
必要であれば、必要な対応を進めて
いきます。
　国土交通省も新しい体制を昨年7
月にスタートしました。保険制度を
しっかり活用してもらうことが大切
で、そこは引き続き努力していきま
すが、保険に限らず既存住宅流通を
促すという全体にも目配りし、さら
に既存住宅市場を広げるにはどうす
ればいいかを広い視野で考えること
が必要だと考え、体制をより強化し
ました。

より効率的に消費者ニーズに合った
リフォームをした上で
流通市場に出すことが
期待されている

――既存住宅流通市場を拡大・活性

化するための税制のあり方について。

塩見氏　既存住宅の流通の観点から
言うと、一番大きいのは、新築のみ
ならず既存住宅の取得にも活用でき
る住宅ローン減税だと思います。
2021年には、対象となる既存住宅の
範囲について、より簡便に制度を活

たいと思います。

――不動産流通業界の役割と今後期

待することは。

塩見氏　住宅政策にとって究極の
方向性は良質なストックを市場で
循環させるシステムの構築だと思い
ます。良いストックをつくるのが新
築・建替えやリフォームであり、流
通・循環を促すための仕組みはイン
スペクションや安心R住宅制度、長
期優良住宅のように質を高める施策
であります。さまざまな市場環境整
備に取り組んでまいります。不動
産流通業界のみなさまは、良質なス

用できるよう改正を行いました。非
常に地味かもしれませんが、活用に
当たってのハードルをかなり下げる
改正であり、耐震証明を取らなくて
も新耐震であれば構わないとするこ
とで、ローン減税が非常に使いやす
くなっています。積極的に活用いた
だきたいと思います。
　空き家と関連するかもしれませ
んが、既存住宅は気持ちよく住む
ための手直しが一定程度必要になる
ことが多いと思います。それができ
るのは不動産業に携わる方々で、プ
ロの目でより効率的に消費者ニーズ
に合ったリフォームをした上で流通
市場に出すことが期待されていま
す。いわゆる買取再販と言われる業
態で、既存ストックを有効活用する
上では非常に大切な事業形態ですの
で、税制で応援する必要があると
思っています。2022年は、2021年に
続いて、買取再販税制を延長できま
した。これは非常に大切な税制であ
ります。
　次に、空き家税制については、制
度を延長・拡充しました。相続した
空き家を譲渡した場合、その譲渡所
得から3,000万円特別控除する仕組
みがあります。これは3年以内とい
う比較的早い段階で有効活用を促
す税制です。相続した住宅が対象な
ので空き家全般ではありませんが、
空き家の大半は相続を機に発生し、

トックの情報を購入者に伝える情報
のプロの役割を担っており、良質な
ストックが市場で循環するシステム
を構築する上で必要不可欠な存在で
す。私たち行政も引き続き既存住宅
流通市場の活性化に向けて取り組み
ますし、みなさまも知恵とアイデア
を活かして市場活性化に取り組んで
もらうことを期待します。
　ストックの質を高めることも流通
業界に期待される大きな役割の一つ
であります。税制等で精一杯サポー
トしてまいりますので、将来の国民
にとって良い住環境が実現するよう
に、一緒に取り組んでいけるとあり
がたいと思います。

どう使うかについて早い意思決定が
しにくいとも聞いています。所有者
にとっての税制メリットがあること
で、空き家を活用した既存住宅流通
を拡大する大きな効果があると判断
し、4年間の延長を要望・実現しま
した。
　延長に加えて、拡充も行うことに
しました。従来は必要な除却等の工
事を売主側（相続人）が譲渡前にし
ないと税制の適用を受けられなかっ
たのですが、今回の拡充案では、譲
渡後に購入側が必要な工事をする場
合でも売り主側に3,000万円の控除
が適用できる制度になります。売れ
るかわからない段階で売主側が除却
工事を行うのはハードルが高いです
し、一時的な工事費の立替えも負担
が大きいと思います。相続人が遠隔
地にいる場合、除却工事の発注も非
常に大きな負担だったのではないで
しょうか。拡充後の仕組みでは、工
事は譲渡契約後に購入側が希望する
工事と一括して行うことが可能とな
りますので、使いやすくなり、空き
家問題の解消や流通の拡大に大きく
寄与すると期待しています。
　いろいろな税制を用意し、徐々に
拡充しています。既存住宅を上手に
活用すべきという時代の大きな流れ
が背景にあると思いますので、今後
もその方向で、現場のニーズに真摯
に耳を傾け、制度の見直しを検討し

が活かせるところです。瑕疵担保保
険制度は、法律改正をして、昨年10
月から大規模修繕工事やリフォーム
の瑕疵保険等、いわゆる2号保険に
加入している住宅を、紛争処理制度
の対象に追加しました。これも安心
して既存住宅を取引しやすくするた
めの一つの手段であり、万一の場合
に手軽に相談できる体制を整えるこ
とでより多くの人に既存住宅の流通に
関わってもらいたいと思っています。
　具体的な商品は保険法人が検討し
ていると思いますが、マンションの
大規模修繕工事は周期が非常に長い
ので、それに対応した保険商品を求
める現場ニーズがあると思います。
一部の法人では保険期間が長い商品
を販売する事例もあります。既存住

Interview 住宅政策にとって究極の方向性は良質なストックを市場で循環させるシステムの構築



8 9

図1　【マンション購入予定者】共用部分の状態への関心

図2　【中古マンション購入者】共用部分の状態への関心（築年数別）

論 点　1

　本調査は、「 FRK提言2020 」（2020
年11月）において提案された「マンション
流通支援政策パッケージ」の具体化の
一環として、宅建業法の改正による導入
後5年を経過する建物状況調査制度の
点検・見直しやマンションの共用部分の
見える化に向けた基礎資料とすべく、共
用部分の建物の状態・管理に関する消
費者の意識を把握するために行ったもの
である。
　建物状況調査制度は、主に戸建住
宅において使われており、マンションにつ
いては、建物状況調査（住戸型）が、住
宅ローン減税の築年数要件（令和4年
実質廃止）に代えて、既存住宅売買瑕
疵保険に加入するために使われたケー
スが見られる程度と言われている。住戸
型の建物状況調査の調査対象となるマ
ンションの共用部分は、「主要な出入
口から当該対象住戸に至る経路上及
び当該対象住戸から確認できる部分」
に限定され、マンションの共用部分全
体の建物の状況を把握する情報として
充分とは言えない。一方、建物の一棟全
体を調査する建物状況調査（住棟型）
は、調査に莫大な調査費用と調査日数
を要し、一住戸の取引においては現実
的ではないためにほぼ使われていない。
なお、一部の不動産仲介会社が顧客
に対して行っている建物補償サービス
は、マンションの場合は専有部分を対象
として行われ、共用部分は対象外であ
る。
　したがって、マンションの共用部分の
状態については、売主・買主ともに、わから

マンション共用部分の状態について、
購入者の関心はやはり高かった

ＦＲＫ「マンションの共用部分に関する消費者意識調査」から

ないまま取引をしている可能性がある。
　本調査によって、明らかになった消
費者の意識は、おおむね、次のようなも
のである。

１	共用部分の状態への
	 関心

　マンションの共用部分に対するマン
ション購入予定者の関心は、「とても関
心がある（35.6%）」と「やや関心がある
（47.7%）」を合わせて8割強と、非常に
高い（図１）。
　マンションの共用部分に対するマン
ション購入者の関心を築年数別で見る
と、築浅の中古マンション購入者ほど、関
心が高い傾向にある（図２）。築浅の物
件ほど購入した価格に占める建物の価
格が大きいため、建物の状態に対する意
識が高いと考えられる。

図3　【マンション購入予定者】共用部分のうち把握しておきたい部位

調査の方法
・調査対象者：	一都三県に現在お住まいの方（回答するマンションの所

在地は不明）
・本調査対象者条件：世帯主の年齢が２５歳以上
・調査実施期間：スクリーニング調査	令和４年１１月７日～９日
・　　　　　　　本調査	令和４年１１月７日～	８日
・調査手法：インターネット調査
・回収数：スクリーニング調査・本調査　5150	サンプル
・　内訳：	５年以内のマンション購入者	 新築	 515	サンプル
	 	 中古	 1,545	サンプル
	 １０年以内のマンション購入希望者	 新築	 515	サンプル
	 	 中古	 1,545	サンプル
	 ５年以内のマンション売却経験者　515	サンプル
	 ５年以内のマンション売却予定者　515	サンプル

２		共用部分の状態の	 	
				把握に関する意識

　マンション購入予定者が共用部分の
うち把握しておきたい部位は、上位２つ
が「給排水設備の詰まりや劣化の状態
（57.3%）」「屋根や外壁等のひび割れ、
雨漏りの状態（55.8%）」であり、自分だけ
では把握しにくい部位が上位にきている。
次に、「エントランス、共用廊下の老朽化
の状態（41.7%）」「エレベーターのメン
テナンスの状態（37.4%）」と、生活していく
うえで目に付く部位が続く（図３）。
　マンション購入者が共用部分のうち把
握しておきたい部位を築年数別にみると、
築浅の中古マンション購入者ほど、「エ
ントランス、共用廊下の老朽化の状態」
「エレベーターのメンテナンスの状態」
など、生活していくうえで目に付く部位が高
い。また「給排水設備の詰まりや劣化の

今後【新築または中古】を購入するに当たって、マンションの共用部分の状態に関心がありますか
（n=2060)

【新築または中古】を購入する際に、マンションの共用部分について、しっかりと把握しておきたいと思う部位はどこですか。
最大3つまでお選びください（n=2060)

今回の中古マンション購入時に、マンションの共用部分の状態に関心がありましたか。（n=1545）

※その他【 】として、耐震性、郵便ポストの安全さ、大浴場が特記された。
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用部分の管理に関して問題があった
か」との問いについては、「特に問題は
なかった（中古のみ58.7%）」が高い結
果を得た一方で、問題があったとする
回答の中では、「修繕積立金や管理
費が思った以上に値上がりする」が約 
16％とやや高く、築年数別でみると、築
5年未満の新しいマンション購入者で
最も高いスコアとなっており、次いで築5
～10年未満のマンション購入者が高い
（図７）。

状態」は、築20～ 30年の中古マンショ
ン購入者が高いスコアである（図４）。こ
れは、明確な理由は定かではないが、大
規模修繕の時期を意識しているためと考
えることはできる。
　中古マンション購入者が購入時に共
用部分の状態を把握したかどうかについ
ては、「充分できていた」と「まあまあでき
ていた」が約6割である一方、「あまりで
きていなかった」と「全くできていなかった」
も約3割を占め、「把握できている」と「把

握できていない」とに二分されている。築
年数別では、築20年未満の中古マンショ
ン購入者は、「充分できていた」と「まあ
まあできていた」の割合が全体よりも高く
なっている（図５）。
｠

３	建物状況調査に関する
売却者等の意識

　マンション売却予定者に「共用部分
の建物状況調査を実施したいか」尋ねた

ところ、「実施したい」（27.8％）」は3割弱
と、建物状況調査の必要性の認識が乏
しい結果となった（図６）。実施したくない
理由としては、「費用がかかるから」がか
なり高いスコアが出ており、これが売却者
側の意識を端的に示したものと言える。

４ 共用部分の管理に
	 関する意識

　マンション購入後に、「マンション共
5		まとめ

　以上のように、マンションの共用部分の
建物の状態について買主の関心は総じ
て非常に高いという結果であった。そうし
た中で、築浅のマンションの購入者ほど、
目に付く部位を中心に関心が高く、また
築古の購入者は、購入時において建物
の状態に対して「関心が低い」という傾
向であったが、その裏返しでマンション共
用部分の建物の状態について「把握で
きていなかった」という認識が示された。
　マンションの共用部分については、これ

まで売買取引の中で建物の状態が重
要事項説明などで示されるという慣行が
ほぼなかった。５年前の宅建業法改正
で建物状況調査の仕組みが導入され
たが、冒頭で述べたようにマンションの建
物状況調査は課題が多く残された状態
となっていた。近年、新築マンション価格
の上昇に伴い供給数も減少傾向にある
分中古マンションが検討されるケースが
多くなっている状況と考えられる。これまで
に建築されてきたマンションがストックとし
て積みあがっていく中にあって、築30年
以上、あるいは築40年以上といった高
経年マンションの流通が増えていくことも
必然である。築年数が経過した高経年
マンションを含めてマンションの流通を円
滑化するためには、マンションの資産価値
が維持されることが重要であり、そのために
マンションの共用部分の建物の状態の
維持、保全がしっかり行われるとともに、消
費者に対して的確な情報を提供できる
か、が政策的には大きな課題である。

論 点　1

図5　【中古マンション購入者】購入時の共用部分の状態の把握について（築年数別）

図4　【中古マンション購入者】共用部分の状態のうちよく知りたいと思う点（築年数）

図6　【マンション売却予定者】建物状況調査の実施の意向

売却の際、建物状況調査を実施したいと思いますか？
（n=501)

図7　【中古マンション購入者】購入後に、共用部分の管理に関する問題（築年数別）

中古マンションの共有部分の状態のうち、よく知りたいと思う点はどこですか。優先順位の高い方から3つまででお選びください。

中古マンションの購入後に、マンションの共有部分の管理に関して以下の問題がありましたか。最大 2 つまでお選びください。

中古マンションの購入時、共用部分の状態について、充分に把握できていたと思いますか。

※その他【　】として、住民が共用部分の使用ルールを守らない、共用部分のルールが厳しい、悪臭などが特記された。
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論 点　2

株式会社野村総合研究所　チーフリサーチャー　

谷山 智彦

１	日本における不動産
DXの進展と現状

　DXの読み方が「デラックス」から「デ
ジタルトランスフォーメーション」に変わっ
たのは一体いつからだろうか。いつの間
にか世の中ではDX（デジタルトランス
フォーメーション）やGX（グリーントランス
フォーメーション）、そしてSX（サステナビ
リティ・トランスフォーメーション）など、様々
な変革（トランスフォーメーション）が必要
とされ、それに向けた戦略指針などが議
論されるようになってきている。
　それは不動産流通業においても例外
ではなく、いよいよDXの波が本格的に
押し寄せようとしている。このような不動
産DXの端緒としては、2014年度から
オンラインによる重要事項説明（いわゆ
る「IT重説」）や書面の電子化の検討
が始まり、数年間の社会実験等を経て、
2022年5月18日に「デジタル社会の形成
を図るための関係法律の整備に関する
法律（デジタル社会形成整備法）」注1 が

施行され、宅地建物取引業法も改正さ
れた。これによって賃貸・売買ともに不動
産取引の電子契約が解禁となり、脱はん
こやペーパレスが進展する等、デジタル
社会に対応するための業務の見直しが
急速に進んでいるところである。
　そして不動産流通業界に限らず、今後
も幅広く建築・都市・不動産分野のDX
を政府としても推進しており、データ連携
による都市開発・まちづくりのスピードアッ

不動産DXの最新動向と
不動産流通業が目指すべきDXの方向性

プ、官民連携やオープンイノベーション
による新たなサービス・産業の創出が加
速されることが期待されている。具体的に
は、2022年6月7日に閣議決定された「経
済財政運営と改革の基本方針2022」
（骨太方針2022）注2 において「建築・都
市のDX」の方向性が示されており、生
産性を高め、経済社会を支える社会資
本の整備を進めることとなっている。この流
れは国土交通省の2023年度予算案注3 

においても示されており、建築分野のデジ
タル・インフラとなる建築BIM（Building 
Information Modeling）、都市分野の
デジタル・インフラとなる3D都市モデル
PLATEAU、土地・建物の情報連携の
キーとなる不動産IDの活用等が検討さ
れている。つまり、建築・都市・不動産それ
ぞれの分野を横断し、単なる業務のデジ
タル化ではなく、それらの産業自体のDX
を一体的に推進しようとしている。
　しかし、このDXの推進に関して、実際
どこまで日本企業は取り組んでいるのだろ
うか。総務省「令和3年版　情報通信
白書」注4 によると、全体の約6割の企業
がDXについて「実施していないし、今後
の予定もない」と回答している。そして、東
京23区の大企業では約７割がDXに取
り組んでいるのに対し、地方圏の中小企
業では約3割弱に留まるなど、企業の規
模別および地域別に見るとDXへの意識
の差が極めて大きいことも見て取れる。そ
の中でも不動産業について見てみると、
実際にDXへの取り組みを実施している

谷山　智彦（たにやま　ともひこ）
ビットリアルティ株式会社　取締役副社長
株式会社野村総合研究所　チーフリサーチャー
日本不動産金融工学学会　副会長
早稲田大学大学院経営管理研究科　非常勤講師

2002 年慶應義塾大学総合政策学部卒業、2004 年
同大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了、
2010 年大阪大学大学院経済学研究科博士課程修
了。博士（経済学）。2004 年に株式会社野村総合
研究所に入社後、主に不動産・インフラ分野に関する
調査研究及びコンサルティング業務に従事。主な専門
分野は、不動産に関わるデジタル戦略及びデータサイエ
ンス、不動産ファイナンス、金融経済学等。2017 年
11月よりケネディクス株式会社との合弁会社であるビット
リアルティ株式会社の取締役に就任し、2020 年 3 月
より取締役副社長として不動産等に関わるデジタル戦略
を推進。また、国土審議会土地政策分科会企画部会
専門委員、内閣府「都市再生の推進に係る有識者ボー
ド」委員、日本不動産金融工学学会（JAREFE）副
会長等の他、早稲田大学ビジネススクール等で非常勤
講師を務め、著書や論文多数。他に、日本 FP 学会
賞最優秀論文賞受賞（2010 年）、情報処理推進機構

（IPA）未踏クリエータ（2003 年）等。

とが多い。売買契約の締結時や法人
間取引、投資目的の取引等では非対
面での取引が多く、そこでは電子サイン
（eSignature）が用いられ、取引プロセ
スのオンライン化、迅速化が進んでいると
いうものである。実際にNAR（全米リアル
ター協会）の2021年の会員調査注6 で

は、83％の企業が電子サインを、80％
の企業が電子契約を利用しているという
結果が示されている。これは2013年の
同様の調査注7では電子サインの利用率
が56％だったことから見ても、米国におい
ては急速に不動産取引のデジタル化が
進展していることが分かる。
　同じくNARの2022年のテクノロジー調
査注8では、不動産取引ビジネスにおける
テクノロジーツールの活用に関して、直
近12カ月で最も影響があったツールと今
後24カ月において影響がありそうなツール
について示している（図１）。その結果を

　それでは、この不動産DXの進展に
伴って、今後の不動産流通業にはどのよ
うな影響があり、どのように変わっていくの
だろうか。以下では、まずは先進事例とし
て米国等における不動産DXの現状と
今後の動向を踏まえ、DXの推進に伴っ
て不動産流通業が目指すべき今後の方
向性と、近年になって客観的に検証され
つつある不動産流通業におけるテクノロ
ジー活用の課題等について紹介する。

２	米国等における不動産
DXの現状と今後

　JLLが2年毎に発表している「グロー
バル不動産透明度インデックス」注5 の

2022年版では、日本市場が調査開始以
降で過去最高の12位となり、透明度の
高い上位12カ国の「高」市場に入ったこ
とが大きなニュースとなった。従来まで日

本の不動産市場は不透明だと揶揄され
ることも多かったが、今ではシンガポール
や香港よりも上位の市場に位置付けられ
るまで透明性が向上している。しかし、そ
の中で示されたテクノロジースコアのラン
キングを見ると、日本市場は上位20カ国
にも入っておらず、デジタル化やテクノロ
ジーツールの普及が諸外国に比べて進
んでいないことが分かる。テクノロジースコ
アのランキング上位に並ぶのは、英国、
米国、フランス、オランダ、そしてスペイン
等であり、不動産テックのエコシステムや
デジタルインフラ、ベンチャー投資ファン
ドの存在、そしてビッグデータの入手可
能性や取引プロセスの迅速性等が評価
されている。
　このような不動産取引におけるテクノ
ロジーツールの活用としては、従来から
米国における非対面取引や電子サイン
の利用が先進事例として紹介されるこ

図1　過去12ヵ月で最も影響したテクノロジー（左）と、今後24ヵ月で影響を与えると思うテクノロジー（右）

注 1  https://www.digital.go.jp/laws/
注 2  https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/decision0607.html
注 3  https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_002459.html
注 4  https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/r03.html
注 5  https://www.joneslanglasalle.co.jp/ja/trends-and-insights/research/global-real-estate-transparency-index
注 6  https://www.nar.realtor/research-and-statistics/research-reports/profile-of-real-estate-firms
注 7  国土交通省「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」第三回資料１（https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000097.html）
注 8  https://www.nar.realtor/research-and-statistics/research-reports/realtor-technology-survey

企業は約２割に留まっており、未だ道半
ばの状況となっていることが分かる。金融
業・保険業では約５割がDXに取り組ん
でいることを考えると、不動産業における
DXは今後の伸び代が大きいとも捉えら
れ、新たなイノベーションや新サービスの
登場が期待できる余地があるとも言えるだ
ろう。折しも先述したように2022年5月に改
正宅建業法が施行され、またコロナ禍に
伴う新しい生活様式（ニューノーマル）の
浸透も見られることから、不動産DXはまさ
に今がスタートラインとも言えるのではない
だろうか。

出所）NAR(2022) Technology Survey より作成
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見ると、最も影響のあったものは電子サイン
（eSignature）であり、回答者の86％が
ビジネスに影響があったと答えている。次
にロックボックス（Lockbox）、MLSアプ
リ（Local MLS Apps/Technology）の
順に影響があるとされているが、これら上
位3つのテクノロジーが直近12カ月にお
いて大きく不動産取引を変えたことが分
かる。先述したように、まさに日本も不動産
取引において電子契約が認められるよう
になったばかりであり、今後は先行する米
国と同様の動きが日本国内でも進展する
ことが想定される。
　さらに今後24カ月において影響を及
ぼすと思われるテクノロジーについて見
てみると、メディアをよく賑わせている人工
知能（AI）やIoT、ブロックチェーンやメ
タバースという流行りの技術ではなく、サ
イバーセキュリティや5G、そしてドローン等
が影響を与えるという意見が多いことが
分かる。これらは実際にビジネス応用が
拡大しつつある技術であり、まだ海の物と
も山の物ともつかない最先端技術ではな
く、地に足のついたテクノロジーツールを
用いて、不動産ビジネスを着実に効率化
していく動きだと見ることができる。
　今後の日本においても、すぐにブロック
チェーンやメタバースが不動産流通業
を大きく変革するということは考えにくく、まず
は着実に業務プロセスの効率化を進め
つつ、将来における本当の変革に向けて
着実に備えるべきだと言えるだろう。

３	不動産流通業が目指す
べきDXの方向性とは

　電子サインのようなテクノロジーツール
が現場のビジネスで利用可能になりつつ
ある現在、今後の不動産流通業はどのよ

必ずしも他の業界と同じ方向性に進むも
のでもない。実際に、内閣府「令和4年度 
年次経済財政報告（経済財政白書）」注

9では、不動産業界の関係者にとって興
味深い分析結果が掲載されているので、
ここで紹介したい。図２は、デジタル化の
進捗度と売上高の関係を示したものであ
り、デジタル化が進んだ企業ほど、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大後の
売上高が優れる傾向が見られるというも
のである。しかし、製造業やサービス業等
の他の産業とは大きく異なり、建設・不動
産業だけは唯一の例外であり、デジタル
化が進んだ企業はデジタル化が進んで
いない企業よりも売上高が上がっていな
いという逆の結果が示されている。
　その背景としては、デジタル化が進ん
だ企業はオフィスやホテル等のコロナ禍
の直撃を受けた用途の不動産を多く取
り扱っているのかもしれない等の様々な
要因が考えられるところではあるものの、デ
ジタル化やDXの目的が企業や産業の
成長だとすれば、これを機に冷静に日本
の不動産業界としてのDXのあるべき姿
を再考すべきなのかもしれない。

４	不動産流通業は、なぜ
難しいのか？

　不動産テックという言葉が流行り始め
た2016年頃から約6、7年が経過し、先
進的なテクノロジーを活用した革新的な
サービスやスタートアップ企業の登場も
以前に比べれば落ち着いてきたように思
う。そして、この6、7年の実績に基づいて、
その果たしてきた役割や効果について
データに基づいて検証することが可能に
なってきている。今はテックやDXというバ
ズワードに惑わされず、冷静にそのメリッ

論 点　2

ト・デメリットを判断できる段階になってき
ていると言える。
　例えば、2022年にNBER（全米経済
研究所）のワーキングペーパーで示され
た論文に「住宅の仲介はなぜ難しいの
か？」というものがある注10。これは人工知
能を活用した不動産の買取再販ビジネ
スであるiBuyerがなぜ失敗したのかを
データとモデルに基づいて検証した学
術論文であり、従来の人間が担ってきた
不動産仲介ビジネスが果たしている役
割を再認識することができる。このiBuyer
というビジネスモデルは、オンラインの価
格査定アルゴリズムを活用して最短2日
で物件を売却・現金化できるというもので
あり、OpendoorやZillow等の大手テッ
クプレイヤーが相次いでサービスを展開
したことから、不動産テックのなかでも非
常に注目されていた。しかし、近年ではこ
のiBuyerビジネスからの撤退を表明す

る企業が多く、人工知能のビジネス応用
における失敗例の一つとも言える状況に
なっている。
　この論文では、中古住宅市場は情報
の非対称性が強く、「逆選択」が強く
働くため、機械学習による流動性の改善
と情報量の低下がトレードオフの関係
にあったとしている。つまり、最先端の人
工知能というテクノロジーを活用しても、
iBuyerが利益を生み出せるのは、最も
流動性が高く、価格査定が容易な住宅
に限られることになる。このiBuyerというビ
ジネスモデル自体は、市場に流動性を
供給することはできたものの、それは比較
的価値が低い住宅市場に対してのみで
あり、結果としては人間が仲介するビジネ
スには敵わなかったことが示唆されてい
る。やはり全てをテクノロジーが代替して
しまうのではなく、人間が担うべき業務は
存在しており、そこで付加価値を生み出す

ことが必要だという当たり前のことが改め
て分かるのではないだろうか。
　このように、一見すると最先端のテクノ
ロジーを活用した不動産仲介ビジネス
のように思えてしまうビジネスモデルであっ
ても、後になって客観的かつ理論的に分
析されてみると、それほど大きなイノベー
ションではなかったということも多く見られ
る。風が吹けば桶屋が儲かると言うが、
最近はDXやテックという風が不動産業
界に吹いていないだろうか。そして、風が
吹いて儲かっている桶屋は、本当に皆さ
んのような不動産プレイヤーなのだろう
か。もしかして、システム開発を請け負うシ
ステム会社だけが儲かっていないだろう
か。システム会社に丸投げのDXをする
のではなく、不動産プレイヤー自らによる
DXが必要なのではないだろうか。日本に
おいても本当の不動産DXが進展するこ
とを期待したい。

うに変わっていくのだろうか。ここで日本の
不動産流通業が目指すべきDXの方向
性において重要な点は、単なるツールの
導入がゴールではないということである。
　現在の不動産流通業における業務
プロセスは、一般に人間が担うことを前
提に構築され、過去からの業務改善を
幾度も重ねて最適化されているものであ
る。そこにテクノロジーツールを導入した
としても、人に最適化された業務プロセ
スのままであり、その一部のタスクが効率
化されるに過ぎない。労働時間の削減と
しての働き方改革の一助になるかもしれ
ないが、それは単純な自動化であり、新
しいイノベーションが創出されているわ
けではない。本来のDXとは、業務プロセ
スとその担い手の両方をテクノロジーに
よって再構築し、最適化する取り組みで
ある。つまり、前提として人間が担うという
業務プロセスから、人と機械が分担して
業務を担い、部門や会社全体という単
位でタスクと人員を最適化させ、質的
な面での働き方改革にも繋がるような取
り組みが必要になるだろう。したがって、
今後の不動産流通業が目指すべきDX
の方向性とは、電子サイン等のテクノロ
ジーツールを導入することによる個別タ
スクの単純自動化に留まらず、業務フ
ロー全体を再構築し、必要な人員リソー
スを再配置することによって人間が担う
べき新たな業務を生み出し、最終的に
はデジタルなプラットフォームを構築する
ことと言えるだろう。
　しかし、このようなDXの進展に伴うビジ
ネスモデルの変革は、当然ながら一朝
一夕に進むものではない。不動産業界に
おけるDXは、まだスタートラインに立った
ばかりである。また不動産業界には他の
業界とは違った側面も多く見られるため、

出所）内閣府「令和 4 年度年次経済財政報告（経済財政白書）」より作成

図 2　デジタル化の進捗度と売上高の関係

注 9  https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je22/index_pdf.html
注10  Buchak, et al (2022) “Why is Intermediating Houses so Difficult? Evidence from iBuyers” NBER Working Paper Series.（https://www.nber.org/papers/w28252）
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ワーク実施率は、年収に比例して高まり、
首都圏が最も高く、高学歴で年収の高
い正社員のホワイトカラーがテレワーク
実施者の中心であることが示されている。
そのためメディア関係者や大企業の社
員からすれば、さも世の中がみんなテレ
ワークしているかのような錯覚に陥るのも
無理はないが、実際には、医療関係者や
交通事業者といった社会インフラを支え
ている人達を含む世の中の多数派はテ
レワークとは無縁なのだ。

住みここちの良い街に
人々は集まってくる

　コロナ禍は街への評価をあまり変えて
いないが、東京都への人口流入が一時
的に減少したことは事実である。それが回
復基調にある理由の一つは東京都だけ
のことではないが、都市
部の居住満足度の高
さだろう。
　実際、筆者の「地域
の居住満足度と人口
増減の関係」という論
文では、「住みここちラ
ンキング」の個票デー
タを用いて自治体毎
の人口増減率を散布
図にしており綺麗な相
関が見られる。
　都市部は物価や家
賃、不動産価格が高く

千葉県の1都3県で見れば、2019年度
の転入超過数14万9,779人に対して、
2020年度は7万5,350人と半減しているも
のの、東京都ほどの減少率ではなかった。
2021年度は8万8,826人と回復基調にあ
り、2022年度は10万人台に回復する可
能性もある。首都圏全体でみれば、人口
流入は継続していたのだ。
　さらに、外国人の入国者数はコロナ禍
前の2020年1月までは月間400万人前後
だったが、2020年4月以降は月間数万
人規模に激減した。しかし、2022年8月
以降は50万人を超えるようになっている。
これも東京都の人口の増加に寄与する
だろう。

テレワークは
大企業ホワイトカラー中心の

特殊な働き方

　コロナ禍の影響で最も分かりやすい
のは、テレワークの普及だろう。コロナ禍
後のテレワーク率は、様 な々調査による
様々な数値が報告されており、例えば、
東京都の2022年8月の調査では従業員
30人以上の都内企業のテレワーク実施
率は58.6％と非常に高く、テレワークを実
施した社員の割合も39.2％と高い。
　一方で、冒頭で引用した意識変化調
査では、全国ベースでテレワーク実施率
は22.8％となっている。
　これを詳細に分析した筆者の論文「テ
レワークに関する実証分析」では、テレ

人々のマインドは
コロナ禍以前に戻りつつある

　最初の緊急事態宣言が発出された
のは2020年4月7日だったが、それから3
年近くが過ぎ、人 の々マインドは少しずつ
コロナ禍以前に戻りつつあるようだ。大東
建託賃貸未来研究所が2022年9月に
発表した7回目となる「新型コロナウィルス
による意識変化調査」の結果を見ると、コ
ロナ禍によって「社会が大きく変わる」とい
う認識は低下しており、「不動産価格は
下がると思う」という見通しも大きく低下し
ている。

　そして、TV等のメディアで一時期盛
んに扱われ、一部の有識者・コメンテー
ターが期待した地方や郊外へのテレ
ワーク移住はトレンドにはならなかった。
各種調査では確かに、地方や郊外への
移住に【興味がある】という回答は増加
傾向にあるようだが、【興味がある】という
単なる関心と、【実際に移住する】という
行動の間には大きな壁がある、ということで
もある。
　また、地方や郊外への移住というベク
トルとは反対の、都会や都心への移住
に関してはほとんど調査されていないが、
前出の意識変化調査の結果を見ると、
郊外への引っ越しを考えている：10.1％
に対して都心への引っ越しを考えている：
9.3％、地方への引っ越しを考えている：
10.8％に対して都会への引っ越しを考え
ている：8.6％と、双方向の引っ越し意向
があることが分かる。例えばテレワークでき
ない人にとっては、通勤時間を短くできる
都心居住という選択肢も検討されている、
ということである。

そもそも街への評価も
変わっていない

　全国を対象とした調査である「いい部
屋ネット街の住みここちランキング」の結
果のうち、コロナ禍前の2019年版（2018
年12月調査）とコロナ禍中の2020年版
（2020年3月調査）の首都圏版の結果

を比較してみると、顔ぶれはあまり変わっ
ていない。
　2019年版の駅1位は広尾、2位：市ヶ
谷、3位：北山田、自治体1位は中央
区、2位：文京区、3位：千代田区であり、
2020年版では駅1位が半蔵門・麹町、
2位：築地・新富町、3位：世田谷代田、
自治体1位が中央区、2位：文京区、3位：
目黒区となっている。
　こうした傾向は2021年版、2022年版で
も変わっておらず、地方や郊外の街の評
価が高まったという傾向もない。
　また、冒頭の意識変化調査では、「コ
ロナをきっかけに今住んでいる街が良い
と思うようになった」という設問にyesを回
答した人の割合は7割弱と非常に高く
なっている。コロナ禍による外出の自粛等
もあり身近な地域が再評価された、という
ことのようだ。
　それでも、個別の事例としては、テレ
ワークによる移住や、郊外での若干の人
口増加もあったが、結局、コロナ禍によっ
て街への評価が大きく変わったわけでは
ないのだ。

東京都への人口流入が
再び始まっている

　人々のマインドが少しずつ元に戻りつ
つあるのと同時に、首都圏、特に東京都
のコロナ感染者数の多さ（人口も多いの
だから当たり前なのだが）への警戒感も
薄れているようだ。
　東京都の転入超過数は、コロナ禍前
の2019年度の8万3,455人が、2020年
度には7,537人に激減したものの、2021
年度に1万5,244人、2022年度は4月か
ら10月までで6,227人と前年の4月から10
月までのマイナス1万2,018人から明らか
な回復基調にある。このペースでいけば、
2022年度の東京都の転入超過数は4
万人を超える可能性もある。
　そして、東京都・神奈川県・埼玉県・
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コロナで社会は大きく変わると思う
これから不動産価格は下がると思う

生活費負担も大きいが、交通・生活利便
性は高く、適度な匿名性がある比較的
距離感のある心理的負担が少ない人
間関係があり、イベント・コンサートといっ
た娯楽・文化の面でも人 を々引き付ける
魅力がある。
　こうした都市の暮らし方を地方へ移植
することは簡単でない。そして、東京は住
みにくいのに仕事があるから仕方なく住ん
でいる、もしくは仕事を求めて仕方なく人
が集まってくる、というイメージがあるかもし
れないが、実際には仕方なく住んでいる
のではなく、住みここちに満足しているから
こそ、人が集まってくるのだ。
　そうした街への評価は変わっておらず、
だからこそ東京を中心とした首都圏に人
が集まり続けているということになる。おそらく
この傾向はまだまだ続くだろう。
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いが、実は昨年の秋以降あらゆるデータ
でも、名古屋市のみにある変調が出てお
り、この点に注目していた。ほぼ1年経過
してもこの動きに改善の兆しが見られず、
データにも変化が現れない。

1．中古流通戸数の伸びがない

　他の圏域との比較においてまず指摘し
たいのは、月ごとにどの程度の住戸が市
場の中で動いているかを示す「中古マン
ションの流通住戸数」の変化である。
　グラフ-2は主要三大都市（東京23
区、大阪市、名古屋市）の戸数の推移
の2021年1月から23ヵ月追ったものであ
る。中古市場において極端な“品不足”
状態となっていた2021年5月までの流れ
が反転したのが同年6月で、各都市とも

住戸数は増加した）。この経験があるた
め、流通戸数が増えないことが悪いことで
はないことを私たちは知っている。しかし
名古屋市では買住戸数の数も極端に増
えておらず、増加傾向に戻った東京23
区と大阪市とは明らかに異なる動きとなっ
ている。名古屋市で何が変化したのであ
ろうか。

2．消滅住戸（≒買住戸）の
価格が上昇しない

　中古市場において価格の動きを詳細
に見ていくときに、重要なのはどのような属
性の物件によって価格（坪単価）の上昇
などの動きが起こったのかである。そのた
めに中古住戸をひとつひとつ分類してい
るのだが、他の都市と異なり、名古屋市
において最初に変化が出たのは「消滅

住戸」の坪単価の変化であった。「消
滅住戸」とは中古市場において当該月
には存在していたが翌月に姿を消した住
戸のことである。
　先に述べた通り、「中古流通戸数」は
「新規売戸数」と「在庫数」との合計とな
るが、「消滅住戸数」に着目すると、ある月
の「消滅住戸数（翌月に消えてしまった住
戸数）」は翌月の在庫数の合計値と一致
する。この手法で集計をすれば1戸の誤差
も出すことなくあまねくデータを集計できる。
　グラフ-4からわかる通り緑色で示し
た消滅住戸の平均坪単価は2021年9
月以降上昇がほぼ止まった状態で推移
している。紫色の名古屋市中古流通全
住戸の平均坪単価の動きは明らかに上
昇しているのに、市場から消えていく住戸
の価格は上がらないという、不可解とも言

える状況となっている。さらにこの動きは愛
知県というエリアをさらに広げて見た場
合もグラフ-5の通りほぼ同様の動きで
ある。2022年11月における愛知県の中
古流通住戸数は4,288戸、名古屋市は
2,679戸となっている。当然名古屋市の
シェアは62.5％と高いのだが、名古屋市
以外の県下都市にも一定の中古流通
住戸数がある。
　愛知県の動きは名古屋市よりもさらに
明確になる。緑色で示した消滅住戸の
平均坪単価はほぼ横ばいである。紫色
の同県中古流通全住戸の平均坪単価
は明らかに上昇しているため、この2つの
数値は月を追うごとに乖離が激しくなって
いる。消滅住戸はほとんどが当該月に成
約に至ったため市場から姿を消した住戸
と考えられる。

　通常であれば首都圏の中古流通市
場について、この場でデータを使い考察
するのだが、今回は名古屋市のマンショ
ン流通市場にスポットを当てたいと考え
る。その理由は、名古屋市の中古マンショ
ン市場が現在、必ずしも好調とは言えな
いからである。
　グラフ-1を見る限り、名古屋市の中
古マンション坪単価は下がっていない。
東京23区や大阪市の方がむしろややも
たつき感が出ているくらいの感じで、それほ
ど悪い動きではない。名古屋市の中古マ
ンション坪単価は例外的な月はあるもの
の、ほぼ毎月上昇が続いているが、それ
ほど安定して上昇が継続しているにもか
かわらず、あまり好調であるという話を聞
かない。これは単に私の感想かもしれな

に中古流通戸数自体は増加している。
　しかしグラフ-3で名古屋市だけ抽出
して見てみると、増加しているのではある
が、名古屋市の増加は、東京23区や
大阪市と比べ明らかに「もっさり」とした
鈍い増加に留まっている。この数値は市
中の在庫数ではない。新規住戸数と在
庫住戸数の合計数であり、その月に市
場に存在した中古流通の全住戸数であ
る。よって当該月に成約してしまう住戸も
含んだ数値である。
　記憶に新しいところだが、コロナ禍で中
古マンション市場は2020年6月～2021
年5月までの期間に、「売住戸数」を「買
住戸数」が凌駕して在庫が減少する“品
不足”の状況となった（しかしこのような
状況は2021年6月に終わり、以降在庫

既存マンション市場の動向
株式会社東京カンテイ 市場調査部 上席主任研究員 井出　武

名古屋市の中古マンション
市場変化の要因を探る
～坪単価の上昇が続く中で見えてきた変化の要因～

井出武（ いでたけし）
中央大学法学部卒、89年
マンションの業界団体に入
社、以降不動産市場の調
査・分析、団体活動に従事、
01年株式会社東京カンテ
イ入社、現在市場調査部
上席主任研究員、不動産
マーケットの調査・研究、講
演業務等を行う。
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グラフ-2　主要三大都市　中古流通市場における流通住戸数推移

表-1　主要三都市の中古流通戸数の変動率（単位：％）
21 年
1 月

2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 22 年
1 月

2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月

名古屋市
前月比 -8.6 5.8 -2.4 -4.8 0.0 1.2 0.8 4.1 1.8 0.8 -1.3 -2.6 -0.9 5.3 1.4 0.7 1.6 2.4 -2.8 1.3 2.8 -1.4 3.0 

前年同期比 21.7 1.2 -0.5 -6.9 -10.0 -10.6 -8.4 -3.5 -2.0 2.8 4.5 -5.8 2.1 1.7 5.6 11.7 13.4 14.7 10.6 7.6 8.7 6.3 10.9 

東京 23 区
前月比 -5.8 4.4 -0.9 -5.0 -2.9 2.0 3.1 2.9 6.3 1.5 4.7 -1.5 -0.6 5.9 1.2 2.6 1.8 0.7 -1.0 2.4 3.5 -0.2 3.2 

前年同期比 -20.5 -20.9 -19.4 -19.6 -21.9 -22.4 -17.5 -10.1 -2.9 0.7 7.0 8.0 14.0 15.8 18.3 27.7 33.9 32.2 27.0 26.3 23.0 20.9 19.3 

大阪市
前月比 -7.8 2.3 -2.5 -3.7 -0.1 -1.5 2.5 2.1 2.3 1.2 0.9 -3.4 -0.8 6.7 2.2 2.3 1.6 0.8 0.9 1.1 3.4 -0.7 3.4 

前年同期比 -3.5 -8.8 -13.8 -13.1 -15.1 -19.5 -14.6 -11.5 -8.2 -3.4 -3.0 -8.0 -1.0 3.2 8.1 14.8 16.8 19.6 17.6 16.5 17.8 15.6 18.6 

※専有面積 30㎡以上を集計
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グラフ-3　名古屋市　中古流通市場における流通住戸数推移
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グラフ-4　名古屋市　中古マンション流通形態別坪単価推移（単位：万円）
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【参考】グラフ-6　東京23区　中古マンション流通形態別坪単価推移（単位：万円）
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グラフ-5　愛知県　中古マンション流通形態別坪単価推移（単位：万円）

　今回は詳しく述べないが、価格を前月
から下げて市場に継続して出した場合
に翌月消滅する場合が多い。価格を下
げることで買い手が見つかったためであ
る。名古屋市と愛知県で2021年の秋以
降起こった消滅住戸の平均坪単価の伸
び悩みは、一定の坪単価水準を超えて
しまうと成約に至らなくなるということを示し
ており、名古屋市では120万円、愛知県
では100万円あたりに「壁」が存在して
いるように映る。

3．新規中古流通住戸の
平均坪単価の動向

　では、仮に名古屋市では坪120万円
以上の坪単価では売れなくなるという状
況になった場合、どのようなことが起こるだ
ろうか。市場において一定の価格以上
になると売れなくなってしまうということがわ
かった段階で、新規売住戸の価格に影
響が出る。名古屋市では（条件や属性
にもよるが）坪単価120万円以上の値付
けでは売るのが難しいとなると、新規売住

戸が強気で売り出せなくなる。価格の上
限が設定されたような状況であるので、
比較的低坪単価水準の物件が市場に
投入されるようになる。これが青色で示し
た新規住戸の平均坪単価の変化であ
る。2021年9月から弱気の値付けをした
新規物件が多くなったため、青色の新規
坪単価が流通全住戸平均の紫色の線
を下回る月が増えるようになる。このような
現象が名古屋圏でも愛知県下でも頻繁
に確認されている。
　対比のために東京23区の同グラフ

（参考グラフ-6）を見てみよう。2021年
5月と翌6月にほぼ例外的に青色の線が
紫色を下回ったが、ほぼ一貫して新規
住戸の平均坪単価（青色）は中古流通
全住戸の平均坪単価（紫色）より高い
状況を維持している。また同時に、東京
23区では、消滅住戸の平均坪単価（緑
色）の上昇もほぼ継続している。これらの
坪単価水準に大きな乖離も発生していな
い。このような理由で、市場に「健全性
がある」と判断している。

4．「売れて消える住戸」と
「売れずに残り続ける住戸」の分断

　名古屋市の動向に戻ろう。新規住戸
の平均坪単価が中古流通市場に存在
する全住戸の平均坪単価を下回るという
のはどのような状況であろうか。

　再度グラフ-4に目を戻していただき
たいのだが、紫色の平均値がどんどん
上昇している中で緑色の消滅住戸の坪
単価との乖離が大きくなり、最終的には
新規住戸の坪単価を押し下げる圧力と
なっている。これは売れる住戸と売れずに
在庫化する住戸が完全に分断しているこ
とを示している。売れる住戸の坪単価は
低い水準となっているわけだから、売れず
に在庫として残る住戸は高額になっていく
のはなぜだろうか。中古流通住戸数のう
ち新規住戸数を引いた残りは2ヵ月以上
市場に滞留する住戸＝在庫住戸数とし
て分類している。中には12ヵ月以上滞留
している住戸もあり、決してレアケースで
はない。この新規住戸数と在庫住戸数
の比率は月により変動するものの、おおむ
ね2：8の比率となっている。つまり中古流

通全住戸の80％は在庫住戸であり紫色
で示した数値はほぼ在庫住戸の平均
坪単価に近いのである。
　青色の線が紫色の線の下に来ること
は、市場に在庫として滞留している物件
と、新規→消滅という循環にある住戸と
の坪単価の断絶を意味する。簡単に言
うと在庫化している物件は割高すぎて市
場ではなかなか買い手が見つからない
（またはそれを是としている）住戸であり、
売れる住戸は割安であっという間に市場
から姿を消す。中古市場の中でこの2つ
の異なる流れが生み出された状況に他
ならない。このようなことが名古屋市や愛
知県で起こっているので、平均坪単価こ
そ順調に上昇を続けているのであるが、
楽観視していることが難しいと感じている。
　東京23区はこのような名古屋市で見
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られる状況とは明らかに異なっている。
2022年11月に平均坪単価が下落した
があまり悲観視していないのはそのため
だ。市場に存在する住戸の中で単価の
安い住戸のみが市場から消えていくと、
在庫の平均坪単価は上昇する。これは

名古屋市の平均中古流通坪単価が上
昇を続けている主たる要因である。

5．「安い新規住戸」は
どのような属性か

　名古屋市の新規住戸がどのような属

性かを詳しく調べてみてもあまり大きな傾
向は出てこない。単価を安くするためにで
きることは駅からの所要時間を長くすること
や専有面積の狭めの住戸を売りに出す
ことなどが考えられるが、このような属性や
最高階数（タワーマンションか否か）など

に大きな違いは出ていない。考えられ得
る他の選択肢は「築年」である。築年
の古い住戸は相応に価格が安くなるた
め、そのような条件下の市場では多く売り
が出ている可能性があるために十分考え
られる。その分析のため集計したのがグ
ラフ-7およびグラフ-8のデータである。
　分析の結果は全く逆の結論である。
名古屋市では築5年未満の築浅物件
の中古流通が増加しているのである。
　グラフ-7は実数（住戸数）、グラフ
-8は戸数シェアである。データは中古流
通全住戸を対象にしたものである。
　グラフ-8で特に注目されるのは前
述の通り築5年未満の住戸数シェアが
2022年5月以降築5年以上10年未満
のシェアを超えてさらに拡大を続けている
ことである。中古市場全体の住戸が月を
追うごとに若返っているということになる。こ
のような傾向になるには、新規住戸の築
年が築浅に振れる傾向となるか、消滅住
戸が築古住戸を多く含むようになる傾向
となるか、あるいはこれらが同時に起こる
かである。
　表-2の通り、大きな変化は起こってい
ない。新規で中古市場に登場するマン
ションの平均築年は25～26年程度、売
れて市場から消えていく住戸の平均築
年は26～27年程度だ。この1年程度の
ずれによって在庫の平均築年が築浅の
方に振れている可能性はある。しかしそ
の程度のわずかな変化である。

6．名古屋市の不動産市場の
伝統的な特徴

　名古屋市をはじめ愛知県は首都圏
や近畿圏とは異なり、伝統的に戸建ての

優位性が高い。企業城下町としての色
彩が濃く、クルマ産業が強いため、必然
的にクルマ社会が形成されている。名古
屋市を訪れると、車道の広さに驚く方も多
いだろう。当然クルマの保有率は高くな
り、住まい方も車庫付きの一戸建て住宅
に人気が集まる。
　当社の調べでは2021年の愛知県
における新築マンションに分譲戸数は
6,058戸（前年比2.4％減少）であるのに
対して、新築一戸建て住宅は1万1,245
戸（同8.2％増加）が分譲されている（※
新築マンションは専有面積30㎡未満を
含む数値。一戸建て住宅は土地面積
50㎡以上300㎡以内が対象）。実にマン
ションの1.86倍の一戸建て住宅が供給
される市場である。このような中では「終
の棲家」の選択肢は依然として一戸建
てとなっているのが現状である。
　愛知県および名古屋市の不動産市
場では、マンション価格が高額になった
場合、一戸建て住宅に容易にシフトしや
すい。そもそも一戸建てが「終の棲家」と
して認識されていることを考えると、「マン
ション」と「一戸建て」との違い（違いは
小さくないが）はあまり抵抗にはならないと
思われる。2022年11月までの速報値集
計では、愛知県において新築マンション
は6,035戸、一戸建ては1万35戸の新
規分譲が確認されている。概ね前年の
水準と変わらないペースの供給が続いて
いる。
　一方、前段で述べたとおり、名古屋市
における中古マンションの流通住戸数は
2021年1月～12月は2万8,144戸である
のに対し、2022年1月～11月は2万7,960
戸に留まっている。12月のひと月分少ない

のであるから、通年では2021年の数値は
超えてくると思われるが、11月末までの集
計で東 京23区が2021年：12万7,265
戸 →2022年：14万2,564戸、大 阪 市
が2021年：3万7,604戸→ 2022年：3万
9,057戸と、東京23区と大阪市では、すで
に11ヵ月で前年の数値を大きく超えてきて
いることから見ても、名古屋市の中古流通
住戸数の戸数増加ペースは他の都市と
比べて鈍くなっていることは明らかである。

まとめ

　主として名古屋市で2021年秋以降起
こった変調はどのような原因によるものか。
今後どのような影響が出るのか、に関して
はまだ判然としない。中古マンションの売
住戸の平均坪単価は上昇を続けている
からだ。
　しかしながら、

このようなデータはコロナ禍でも名古屋市
および愛知県以外では起こっていない。
1年間このような状況が継続すると中古マ
ンション市場にマンションを売りに出した
場合に言い値で決まりにくく、成約までに
時間がかかったり、「買ったときの価格よ
り高値で売れる」という感覚が薄まってい
くだろう。これがさらに継続すると、一部の
既存ビジネススキームを崩してしまう恐れ
があるため警戒感を持っている。繰り返し
になるが、決して価格（坪単価）が下がっ
ているわけではない。そのために大変見え
にくい動きとなっている。

①�他の圏域都市と比べ売住戸全数の
伸び悩み
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グラフ-7　名古屋市　築年帯別中古マンション流通戸数推移

グラフ-8　名古屋市　築年帯別中古マンション流通戸数シェア推移（単位：％）

表-2　主要三都市の中古流通戸数の変動率（単位：％）

都市 21 年
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 22 年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月

名古屋市
新規 26.7 25.3 24.3 26.0 26.4 26.4 25.4 24.9 26.1 26.6 26.6 25.2 26.7 26.8 24.9 26.9 25.4 26.6 27.5 25.9 26.2 26.1 24.9 

消滅 25.9 24.5 25.0 25.9 23.7 25.5 27.4 25.5 26.1 25.8 25.9 26.6 25.7 25.3 26.4 26.9 25.8 27.4 26.8 26.8 26.8 27.5 26.6 
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2,000万円。ストックが常にあり中古マ
ンション全体の中で件数が多いゾー
ンだ。当社がメインで扱っているのは
60 ㎡ 前 後、 築20年 前 後 で 価 格 は
5,000万 ～ 6,000万 円 程 度 の ファミ
リータイプ。この価格帯の物件に対す
る反響はとても多い。東池袋・南池袋
のタワーマンションは築年数や面積・
間取り・階層もバリエーションが豊富
で多様な需要があり、成約価格は坪
600万円前後だが幅は広く、総額では
1億円前後になる。東豊島エリアで需
要が高いのは6,000万～ 7,000万円台
で、山手線沿線なので利便性が高く
非常に人気があるが、タワーマンショ
ンや大規模物件は少なく、低層かつ
小・中型物件が中心だ。北豊島の中心
価格帯は5,000万～ 6,000万円台。西
豊島は山手通りの東西で市場性が異
なると言える。池袋駅の西側周辺は
40㎡程度のコンパクト物件が多く、山
手通りより西側は5,000万円前後の
ファミリー需要が多い。
　当社の購入層で一番多いのは、世
帯年収が1,000万～ 1,200万円の会社
員。ほとんどが共働きで、3人家族が
多い。1年前と比較すると、買いが慎
重になっていると感じる。反響自体も
少し減っている。今まではどちらかと
いうと売り手市場で、6,000万円程度

のチャレンジングな価格でもかなり
早く動いていた。それよりもワンラン
ク上の価格帯で売りに出ている物件
が多かったという理由もあるが、今は
売れるまでの期間が長くなっている。
ただ、成約価格は上昇しており、売り
物件も増加気味だ。
　これまでの不動産売買には、買い
替えや実家に戻るなどライフステー
ジの変化などの明確な目的があった
が、最近は高い価格で売却できると
いう期待で売りに出すケースが出て
きた。希望の金額で売れればいいと
いう感覚なので、「 今の金額で反応
がないので少し下げてはどうか」とい
う提案は受け入れられづらくなってい
る。売る理由は「 利益確定、高く売れ
るなら売りたい」で、居住中の住戸を

売って賃貸に移る人が増えている。例
えば10年前に購入した物件であれば
価格は上昇している。数年前までの
売却時には売買価格より住宅ローン
の残債が上回ってしまうケースが多
かったのとは異なり、現在は高く売れ
るため手元にこれだけ残るという説
明や、相場変動を見越した提案がメ
インになっている。
　今後は価格の上げ幅は小さくなる
ものの、まだ上昇するのではないか。
ただ、買いの動きは鈍くなっているの
でそろそろ調整局面に入ってくる可
能性はある。豊島区は実需が多く、購
入層の所得やマインドが大きく影響
する。価格が上昇し続けるといつか購
入層から見限られるときがくるかもし
れない。

マーケット最前線　　主要エリアの店舗に聞く

大京穴吹不動産　
首都圏第三営業部　部長

桃原正和 氏

した東豊島エリア、東上線・三田線沿
線中心の北豊島エリア、西池袋と山
手通りの西側になる練馬区に近い西
武池袋線沿線の西豊島エリアの4つ
に大きく区分でき、エリアにより需給
や市場性が異なる。
　当社が豊島区で取り扱っているの
はほとんどが中古マンションで、築年
数や面積はあまり変わらないが坪単
価が上昇しているため、成約価格は
このところ毎年約1割上昇している。
市場では10年前の坪単価と比較して
1.7倍程度、2年前からは約2割上がっ
ている。取引件数は安定的に推移し
ていたが、現在はコロナ前より5％程
度減少している。これはコロナの影響
に加え、価格上昇により買いづらく
なってきたこともあ
る。特に東池袋では
坪600万円を超える
物件もあるので手が
出しにくいのではな
いか。
　豊島区で最も流通
していて取り扱いが
多いのは20 ～ 30㎡
のコンパクト物件で
価 格 帯 は1,000万 ～

東京・池袋エリア
（ 東京都豊島区）

売買仲介の現場は今どんな状況にあるのか。主要エリアに注目し、実
際に取引されている物件や購入者の動向、マーケット全体のトレン
ドなどを営業の最前線に聞いた。今回は東京・池袋エリア、神奈川県
茅ヶ崎エリア、長野県軽井沢エリアを取り上げる。

　豊島区の中心は三大副都心（ 新
宿・渋谷・池袋）の一つである池袋。豊
島区は南側が都心5区の新宿区と隣
接しているが、北、東、西側は練馬区、
板橋区、北区といった住宅の多い区
と接しているので、都心の要素と良好
な住宅街という二面性があるのがこ
のエリアの特性だ。池袋は新宿や品
川、渋谷等と比べてこれまで再開発が
少なかったが、西側では再開発など
が進んでいるので、これから変わって
くる。豊島区の市場はタワーマンショ
ンが中心の東池袋・南池袋エリア、山
手線沿線の大塚・巣鴨・駒込を中心と

住友不動産販売　
首都圏流通第七営業部長 

天野一伸 氏
首都圏流通第七営業部　第四ブロック
茅ケ崎営業センター所長

林寛 氏

神奈川県茅ヶ崎エリア
（ 茅ヶ崎市）

茅ヶ崎は南側（海側）と北側（山側）で市場性が異なる
南側は旧来の別荘地の名残もあり閑静な住宅街が多く、中古戸建でも
5000万前後の価格帯。北側は商業施設やマンションが多いエリア
築15年以内、70㎡前後のファミリータイプで3500万～4500万位が売れ筋

都心の要素と良好な住宅街の二面性があるエリア
ファミリー向けは60㎡前後・築約20年で5,000万～ 6,000万円が流通

の買い物なども個人経営の店舗が多
いのが特徴で大型のショッピング施
設などもない。それに対して北側は
昔工場が多かったエリアのため、そ
の跡地に大規模マンションが多く建
設されており、総戸数が800戸超の物
件もある。南側と違って大型のショッ
ピング施設等が多いのも北側の特徴
だ。
　南側の新築戸建て（30 ～ 40坪）は
コロナ前には4,000万円半ばで販売
されていたが、今は6,000万円程度と
3割近く上昇している。北側のマン
ションも2割程度上昇し、2008年2月
に発売された大規模マンション（ 全
462戸、16階 建 て）」は、70 ㎡ 台 で
3,000万円前半～中盤ぐらいだったが
今は4,000万円近くになっている。10
階以上の高層階だと4,000万円以下
の売り物件はない。茅ヶ崎駅南側で
は駅から遠く、バスを利用する物件も
あるが、南側は駅から離れるほど海に

　当センターの営業エリアは茅ケ崎
市と寒川町。茅ケ崎は南側（ 海側）と
北側（ 山側）で市場性が異なる。旧来
の別荘地から住宅街に変わってきて
いる南側は、地元よりもエリア外の人

に人気がある。北側は昔からの地主
さんが多く、購入者も地元の人が中
心だ。
　南側のいわゆる湘南エリアは戸建
てが多くマンションは少ない。茅ケ崎
駅から海沿いの134号線まで徒歩30
分程度だが、その間にあるマンション
は数えるほど。最近少しずつ建設され
てはいるが、住居専用地域が多いエ
リアなので駅前以外は高層建築物が
建てられない。そのため20 ～ 30戸程
度の小規模なマンションが中心。日常

天野一伸 氏

林寛 氏
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近くなるという価値が付加されるの
で価格が下がらない希少性の高いエ
リアだ。
　取引の中心となる物件は南側では
築20年以内、4,000万円超の中古戸
建てや、中古マンションで70㎡台・築
20年以内、4,000万円程度の物件。北
側のマンションは築15年以内70㎡前
後で3,500万～ 4,500万円が売れ筋。
70㎡台でも2,000万円台の古い物件
もある。駅から徒歩10 ～ 15分で築年
数が20年以内の大規模マンションは
3,000万円半ばだが、駅から15分以上
離れると2,000万円台のマンションも
増える。
　北側は昔からの地主さんも多く、大
型の遊休地も見受けられるが、南側
は旧来からの開発もあり、北側に比
べ大型の遊休地も少なくこれ以上の
大型物件の開発は難しいのではない
か。物件購入層も南側と北側では異
なる。南側で購入する顧客は30 ～ 40
代が中心となり、リモートワークの導
入もあり、もう一部屋欲しい世帯が都
心部から移住されるケースが多い。
　また50代以上の世帯では別荘感覚
で購入する顧客もいる（ 海に近いエ
リアで趣味のマリンスポーツを楽み
たいという方や都心の喧騒から離れ、
スローライフを楽しみたいという方
たちに人気が高いようだ。）。こういっ
た移住者の方は、東京や横浜圏を中
心とするエリア外からの顧客が約7割

を占めている。
北 側 は 主 に30
～ 40代 が 中 心
で は ある が 地
元 に お 住まい
の 方 が 賃 貸 か
らの住み替えで
マンションを購
入される、お住
まいのマンショ

ンから戸建てに買い替えるなど実需
が中心。南側へ移り住むことを希望す
る方もいるが、昨今の価格高騰により
その価格差を考えて北側で購入する
というケースも数多く見受けられる。
　茅ヶ崎市はJR東海道線1本で都心
に出られるアクセスの良さと、抜群の
知名度を誇っているにも関わらず、近
接の藤沢市に比べると価格がこなれ
ており、金額と場所、ネームバリュー
を総合的に検討して選ぶ人が多い。
海が近いので気軽にオフを楽しめる
エリアで、リゾート性がありながら都
心に近い点が人気の理由になってい
る。実需で購入する人が多いが、セカ
ンドハウスとして購入する人もいる。
その場合は「 海が見えること」が絶対
条件。セカンドハウスのニーズはコロ
ナ禍で大幅に増えたのも茅ヶ崎の特
徴と言える。

　成約件数は好調だった昨年と変
わっていない。コロナ前と比較すると
南側は2 ～ 3割増加した。東京や横浜
から来るお客様のほとんどは南側の
物件を希望し、世帯収入は1,000万円
程度。南側で今年に発売された新築
マンションは100㎡以上の住戸で1億
2,000万円を超える金額だが売れてい
る。海が見える100㎡超のマンション
という比較対象のない条件ではあっ
たが茅ヶ崎市内で億ションが売れた
のは、コロナ禍によるリモートワーク
需要の増加と都心部の価格高騰によ
る移住者の増加が生んだ好例だと思
われる。最近は売りに関する相談が増
えている。これまではまだ高くなるの
ではということで単に「 現在価格を
知りたい」という問い合わせが多かっ
たが、最近は実際に売り出す人が増
えている。コロナ禍による移住も一息
ついたと感じられ、その要因として、こ
れまでは建て売りも中古マンション
も出れば売れるという状況であった
が最近は在庫が少しずつ増えてきて
いる。これまではエリア外からの移住
者による購入が多く高額物件でも売
れていたがその勢いも落ち着き始め
ており、今後はいわゆる地元の実需
中心に戻り、価格も落ち着いてくるか
もしれない。

広まり、積み重なった伝統と歴史がリ
ゾート地として唯一無二の存在感を
示している。コロナ禍で働き方が変
わり、リモートワークが可能な人々
が増えたため、都心から新幹線を利
用すれば1時間で行ける軽井沢とい
う知名度の高いエリアが改めて注目
されている。コロナ禍で経済は減退
したが、このエリアの不動産市況は
非常に活況になった。
　軽井沢をエリア区分すると、最も
有名なのが軽井沢駅北口の旧軽井
沢エリア。次が軽井沢ゴルフクラブ
の人たちが発展させてきた南ヶ丘エ
リア。旧軽井沢は古いぶん道が狭い
が、南ヶ丘側は碁盤の目のように整
備されている。さらに南軽井沢エリア
と有名な別荘地がある中軽井沢エリ
ア、定住者が多かった追分エリア、と
いうように分かれている。西側に行く
ほど価格帯は安くなる印象で、旧軽
井沢エリアが一番高い。
　2021年春から秋にかけてのコロ
ナ最盛期の頃、リモートワークの人々
が物件を希望した。まず良い物件が
なくなり、今までは動きの鈍かった
物件 も売れて、ほぼ在庫がなくなっ
てしまった。 当初は様子見だったが、
7月くらいから動き始め物件不足に
なってきた。
　こうした状況がマスコミで報道さ
れるようになり、物件を保有している
人々が今なら高く売れるのではと考

え、通常の査定価格よりも高い価格
をリクエストするようになった。価格
はどんどん上昇してそれでも売れる
という状況が繰り返され、平均取引
価格は1年前と比較して約1.5倍、2
年前からだとさらに上昇している。こ
れは土地、戸建て、マンションと種別
を問わない。今まで一番動いていた
5,000万～ 1億円の物件はあまりな
く、出ると取り合いのようになり1週
間 程 度で 決まってしまうことが 多
い。1億円超えの契約も月に1件程
度、それ以上の金額も数カ月に1度
は出ている。
　現在も引き続き在庫不足が継続
しており、競争も激しいため、購入ま
での意思決定時間が早まっている
傾向が見受けられる。 
　主な顧客層は、基本的にはアッ
パー層であまり変わらないが、好調
な業種であるIT関連の方が増えた。
ある程度年配の人が別荘利用とし
て買うケースが一番多いが、20代
や乳幼児のいる30代のファミリーも
増えている。物件価格に幅があるの
で、「 自分でも買える物件があるの
では」と問い合わせをして購入する
人もいる。購入目的として一番多い
のは別荘利用で、これは昔と変わら
ない。リモートワークの拠点として
従前の不動産は手放さず、セカンド

ハウスや二拠点生活として利用する
ケースがほとんどで、完全移住は少
ない。コロナによって二拠点生活者
は増えた。
　駅からの距離はさまざまだが業者
による建て売りの新築物件は多い。
ただ旧軽井沢エリアに近い物件は、
仕入れ値が高すぎるためか、供給数
は少ない。新築のリゾートマンショ
ンも毎年1棟以上売り出され、総じて
ほぼ完売している。以前は坪400万
円程度であったが、今年7月に売り
出され９月に完売した物件はその
価格を上回った。中古マンションも
数はそれほど多くないが出ている。
旧軽井沢エリアは駅近など人気の
ある条件の物件が多い。常に人気の
ある鹿島ノ森エリアの坪単価はコロ
ナ前にはバブル期の約6割減だった
が、現在はバブル期の半分程度まで
上昇し、まだ価格が上がる余地があ
ると考える人もいる。今が売り時な
のか、この後もっと相場が上がるの
ではないかと考え、問い合わせが増
えている。
　さらに温暖化による近年の酷暑
で、夏を都心で過ごすのを避け、都
心から近い避暑地として軽井沢を
選ぶ人も増えている。今後の景気に
左右されず軽井沢の価値は続いて
いくと考えられる。

マーケット最前線　　主要エリアの店舗に聞く

東急リゾート
軽井沢センター　リーダー

石田 会 氏

長野県軽井沢エリア
（ 軽井沢町）

コロナ禍で別荘需要が急増、一時は在庫が枯渇
平均取引価格は1年前と比較して約1.5倍、月1件は1億円超えの契約も

　軽井沢は日本を代表するリゾート
地で、春夏秋冬四季移り変わる自然
や景色が特徴。歴史も古く、明治期の
海外要人向け別荘地や避暑地として
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不動産取得税（前編）

不動産流通税の変遷 第4回

公益財団法人日本住宅総合センター
専務理事　大柿 晏己

大柿 晏己（おおがき　やすみ）
公益財団法人日本住宅総合センター専務理事

中央大学法学部法律学科卒。１９７３年社団法人不動産協会事務局入社。
１９９５年同事務局長。入社以来、土地税制・住宅税制・消費税・地価税等の
税制改正業務を担当。
１９８０年の宅建業法第８次改正に際し、標準媒介契約約款策定ＷＧ、価格
査定マニュアル策定ＷＧ等に業界委員として参画。
２００１年財団法人日本住宅総合センターに移籍。２００６年より現職。

　この措置は昭和６１年度改正でさらに２年間延長されたが、
昭和６３年度改正で猶予期間が「７カ月」に短縮され、バブ
ル期の平成２年度改正でついに全廃された。
　しかし、平成１１年度改正で猶予期間を「１年」とする特例
として復活し、現在まで継続している。
（２）新築住宅の課税標準の控除額の引上げ
　創設時１００万円であった控除額は、その後、固定資産税
評価替えや本則税率引上げ、さらには消費税の導入等、税
負担が増加する際に引き上げられ、現在では１,２００万円と
なっている。（表１）
　なお、長期優良住宅については、平成２１年６月以降、控除
額を１,３００万円とする特例が創設されている。
（３）新築住宅敷地の減額措置の拡充
　本特例の適用対象は、当初は個人の居住目的の取得に
限られていたが、昭和３６年度改正で分譲事業者の用地取
得にも適用されることとなった。
　昭和３９年度改正では、減額の基礎となる６０万円（前記２．
（３）㋑）を１５０万円に引き上げるとともに、住宅床面積の２倍
の数値について２００㎡の上限が設けられた。
　また、本特例の適用要件である住宅の新築とは「着工」で
はなく「竣工」であるため、１年では短すぎるとして昭和４１年
度改正で「２年以内」に伸長された。
　さらに、分譲事業の大規模
化・長期化に伴い、平成１１年
度改正でこの期間を「３年以
内」（平成１６年以降は一定の
場合は４年以内）とする「特例
の特例」が導入された。

４．新築住宅特例の
　 適用対象縮減 
　 ～ 特例適用住宅
　昭和２９年の創設当初、住
宅の課税標準特例と敷地の減
額特例はすべての住宅及び敷
地に適用されていたが、昭和
５５年度改正で、一定要件を
みたす住宅（「特例適用住宅」
という。）とその敷地だけに限定
された。

された住宅について「最初に使用又は譲渡が行われた日」
に取得があったものとみなし、最初の使用者又は譲受人に課
税することとした。完成時点で直ちに課税すると、分譲住宅の
場合には分譲事業者と購入者に短期間のうちに課税が連続
するため、これを避けたのである。
　したがって、新築分譲住宅の納税義務者は分譲事業者で
はなく、それを購入した者である。ただし、完成後６カ月を経過
してもなお使用・譲渡が行われないときは、その時点で分譲事
業者に課税することとした。
（２）新築住宅の課税標準の特例
　個人が住宅を新築した場合、住宅の課税標準から１００万
円を控除する。ここでいう「新築」には、新築住宅でまだ人の
居住の用に供したことのないもの――いわゆる分譲住宅――
の購入を含むものとされた。
　１００万円という金額は、当時の住宅金融公庫建設資金の
貸付限度額（３０坪、標準単価３.３万円/坪）等を勘案したも
のである。
（３）新築住宅敷地の税額の減額特例
　個人が土地の取得後１年以内にその土地の上に住宅を
新築した場合（新築分譲住宅の購入を含む。）、次のいずれ
か高い額を土地の税額から減額する。
㋑ ６０万円×３％
㋺ 住宅床面積の２倍×土地評価額単価×３％
　つまり、住宅延床面積が土地面積の１/２以上であれば土
地の税額は発生しない計算になる。また、６０万円という金額は、
当時の都市部の宅地評価額の平均が６千円/坪であり、住
宅金融公庫宅地購入資金の貸付条件の面積上限が１００
坪であったこと等を勘案したものである（なお、後記３．（３）参
照）。

３．住宅関係特例のその後の改正
　これら住宅関係の特例は、その後の住宅価格や住宅市場
の変化に対応して様 な々改正が繰り返された。
（１）住宅新築に係るみなし取得時期特例の拡充
　みなし取得時期特例があることにより完成後６カ月間は分譲
事業者には課税されないのであるが、住宅市況の悪化に伴い
完成後６カ月を経過しても売れ残る事例が多発するようになっ
た。そのため昭和５９年度改正で、宅建業者に限り「完成後６
カ月」を「同９カ月」に猶予する「特例の特例」が２年間の
時限措置として導入された。

　その理由は高額な豪邸まで優遇するのは不適当だからとさ
れているが、実は、同じ改正で特例対象が既存住宅にまで拡
大されており、地方税収の確保と住宅取得促進という二つの
要請に応えるためには新築住宅の優遇対象を縮減せざるを
得なかったのである。
　一定要件とは「床面積要件」と「価格要件」であるが、そ
の内容は新築住宅と既存住宅とで異なっており、また、新たに
特例対象となった既存住宅についてはこれに加えて「築後年
数要件」が設定されていた。（表２）
（新たに創設された既存住宅特例の内容については次回で
紹介することとしたい。）

１．沿革 ～ 旧不動産取得税の廃止と復活
　不動産取得税は、租税法上の分類では登録免許税と同じ
「流通税」とされている。登録免許税が登記行為に着目する
のに対し、不動産取得税は不動産の取得行為に着目して課
税するものである。
　不動産の取得に対する課税は、もともとは明治の中期以降
に府県や市町村が独自に課税していた雑種税の中の一つに
過ぎなかったが、昭和１６年の地方税法の制定により独立した
税目の不動産取得税となった。
　太平洋戦争後の昭和２４年、シャウプ勧告は「取得時の
重い移転税は不動産の最有効利用を妨げるため、その負担
分を少額に分割し財産税として多年にわたり課税したほうが
資本蓄積政策として適切であり、不動産取得税はこれを廃止
すべき」と指摘した。これを受けて昭和２５年の地方税法改正
で、旧来の地租・家屋税を大幅に改編した固定資産税が市
町村税として創設され、それに吸収される形で不動産取得税
は廃止された。
　しかし、４年後の昭和２９年度地方税法改正で道府県税と
して復活した。これが現在の不動産取得税である。
　納税義務者は不動産の取得者、課税標準は不動産の価
格（固定資産税評価額）で、税率は３％であった。このとき、固
定資産税の税率引下げ（１.６％→１.４％）も行われており、当
時の国会審議では「不動産取得税は固定資産税１５年分
の前取り」と説明された。市町村税の前取りが道府県税という
のは少々論理の飛躍がある気もするが、払う側の財布は一つ
だから妙に説得力がある。
　また、不動産取得税が復活した昭和２９年当時は国民の
住宅建設が重要課題であり、同税がその阻害要因となることも
十分認識されていたから復活に際して多くの特例が設けられ
た。

２．昭和２９年の復活当時の住宅関係特例
　当時の解説書を読むと「この特例により一般の住宅取得は
ほとんど課税されないであろう」といった記述が屡々登場し、同
税が住宅建築を阻害しないよう腐心したことが窺える。当時の
制度は以下のとおりであった。
（１）住宅を新築した場合のみなし取得時期の特例
　住宅が新築された場合、旧不動産取得税では完成時に
取得があったとしていたが、新法ではこれに特例を設け、新築

↟ 开棑ɥ Ӌ ☯ˆ 怐圽倛刲㎬擵昔ˆ ╝ 抖

建築年月日 控除額 控除額引上げの理由

 昭和２９年７月１日 ～ 昭和３８年１２月３１日 １００万円 （創設）

 昭和３９年１月１日 ～ 昭和４７年１２月３１日 １５０万円 固定資産税評価替え

 昭和４８年１月１日 ～ 昭和５０年１２月３１日 ２３０万円 　　〃

 昭和５１年１月１日 ～ 昭和５６年６月３０日 ３５０万円 　　〃

 昭和５６年７月１日 ～ 昭和６０年６月３０日 ４２０万円 本則税率の引上げ

 昭和６０年７月１日 ～ 平成元年３月３１日 ４５０万円 固定資産税評価替え

 平成元年４月１日 ～ 平成９年３月３１日 １,０００万円 消費税の導入

 平成９年４月１日 ～ １,２００万円 消費税率の引上げ

（平成２１年６月以降、認定長期優良住宅については１,３００万円)

別表#$特例適用住宅及,既存住宅特例/床面積要件5価格要件5築後経過年数要件/変遷

　昭和５５年４月１日

　　　　〃　　７月１日　　

!

　昭和５７年１月１日

　昭和５８年４月１日

!

　昭和６０年１月１日

　昭和６１年４月１日

　昭和６２年１月１日

!

　平成元年７月１日

!

　平成３年１月１日

!

　平成５年４月１日

　　　　〃　10月１日

　平成６年１月１日

!

　平成１０年１月１日

　　　　〃　　７月１日　　

　平成１１年１月１日

!

　平成１７年４月１日

!

(※）これらの要件は、登録免許税の特例の要件（第3回の表参照）とは微妙に異なることに留意。また、昭和５５年度改正における新築住宅の
　要件は適用対象縮減であるため55年７月１日から、既存住宅の要件は特例新設であるため同年４月１日から、それぞれ適用された。

価格要件なし
（特例なし）

４０㎡～１６５㎡

（特例なし）

１０年以下

木造１０年、耐火１５年

１５.３万円/㎡以下

４０㎡～２００㎡

８.７万円/㎡以下

適用日
築後経過年数要件床面積要件 価格要件 価格要件

新築住宅 既存住宅

床面積要件

　昭和５４年以前
床面積要件なし

（特例なし）

7.７万円/㎡以下

８.７万円/㎡以下

１０.９万円/㎡以下

１６５㎡以下

木造２０年、耐火２５年

昭５７.１.１以後建築

４０㎡～２４０㎡

５０㎡～２４０㎡

木造１０年、耐火２０年

木造１５年、耐火２０年

撤　　廃 撤　　廃

１１.７万円/㎡以下

１０.９万円/㎡以下

４０㎡～２００㎡

２００㎡以下

４０㎡～２４０㎡

５０㎡～２４０㎡

１５.３万円/㎡以下

１７.６万円/㎡以下 １７.６万円/㎡以下

別表#$特例適用住宅及,既存住宅特例/床面積要件5価格要件5築後経過年数要件/変遷

　昭和５５年４月１日

　　　　〃　　７月１日　　

!

　昭和５７年１月１日

　昭和５８年４月１日

!

　昭和６０年１月１日

　昭和６１年４月１日

　昭和６２年１月１日

!

　平成元年７月１日

!

　平成３年１月１日

!

　平成５年４月１日

　　　　〃　10月１日

　平成６年１月１日

!

　平成１０年１月１日

　　　　〃　　７月１日　　

　平成１１年１月１日

!

　平成１７年４月１日

!

(※）これらの要件は、登録免許税の特例の要件（第3回の表参照）とは微妙に異なることに留意。また、昭和５５年度改正における新築住宅の
　要件は適用対象縮減であるため55年７月１日から、既存住宅の要件は特例新設であるため同年４月１日から、それぞれ適用された。

価格要件なし
（特例なし）

４０㎡～１６５㎡

（特例なし）

１０年以下

木造１０年、耐火１５年

１５.３万円/㎡以下

４０㎡～２００㎡

８.７万円/㎡以下

適用日
築後経過年数要件床面積要件 価格要件 価格要件

新築住宅 既存住宅

床面積要件

　昭和５４年以前
床面積要件なし

（特例なし）

7.７万円/㎡以下

８.７万円/㎡以下

１０.９万円/㎡以下

１６５㎡以下

木造２０年、耐火２５年

昭５７.１.１以後建築

４０㎡～２４０㎡

５０㎡～２４０㎡

木造１０年、耐火２０年

木造１５年、耐火２０年

撤　　廃 撤　　廃

１１.７万円/㎡以下

１０.９万円/㎡以下

４０㎡～２００㎡

２００㎡以下

４０㎡～２４０㎡

５０㎡～２４０㎡

１５.３万円/㎡以下

１７.６万円/㎡以下 １７.６万円/㎡以下
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建築年月日 控除額 控除額引上げの理由

 昭和２９年７月１日 ～ 昭和３８年１２月３１日 １００万円 （創設）

 昭和３９年１月１日 ～ 昭和４７年１２月３１日 １５０万円 固定資産税評価替え

 昭和４８年１月１日 ～ 昭和５０年１２月３１日 ２３０万円 　　〃

 昭和５１年１月１日 ～ 昭和５６年６月３０日 ３５０万円 　　〃

 昭和５６年７月１日 ～ 昭和６０年６月３０日 ４２０万円 本則税率の引上げ

 昭和６０年７月１日 ～ 平成元年３月３１日 ４５０万円 固定資産税評価替え

 平成元年４月１日 ～ 平成９年３月３１日 １,０００万円 消費税の導入

 平成９年４月１日 ～ １,２００万円 消費税率の引上げ

（平成２１年６月以降、認定長期優良住宅については１,３００万円)

（表２）

（表1）



30 31

72.1

43.4

52.2

27.9

56.4

47.6

0.0

0.1

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既存戸建て(N=323)

既存マンション(N=709)

既存住宅(N=1044)

いずれかの検査をおこなった どの検査もおこなっていない 無回答

69.1

37.8

46.6

30.9

61.9

52.9

0.0

0.2

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既存戸建て(N=275)

既存マンション(N=648)

既存住宅(N=937)

いずれかの検査をおこなった どの検査もおこなっていない 無回答

（注1）		[　]内の額は平均売却差額であり、2.5％トリム平均としている（上位2.5％、下位2.5％を排除して計算）。
（注2）	2022年度は、築5年以内が2016年以降竣工、築5年超～10年以内が2011～2015年竣工、以下5年毎。2021年度は、築5年以内が	
	 2015年以降竣工、築5年超～10年以内が2010～2014年竣工、以下5年毎。
（注3）	全体集計には、売却時築年数が無回答のものを含む。

不動産流通業に関する消費者動向調査　

プラスの売却差額発生世帯は約6割

FRK調査・研究報告

る世帯は35.0％（対前年比18.7ポ
イント減）、プラスが発生している世
帯は58.4％（同20.9ポイント増）と
なっている（図1）。
　築年数別の売却差額発生状況を
みると、築年数が古くなるほどマイ
ナスの割合が高くなる傾向はみられ
るが、すべての築年数で2021年度
よりマイナスとなる世帯が減少して
いる。特に「5年超～10年以内」の
築年数では、12.5％とどの築年数帯
よりも低水準となっている（図2）。

　不動産流通経営協会（FRK）で
は「不動産流通業に関する消費者
動向調査（2022年度）」の結果を
まとめた。この調査は、居住用不動
産取得者の取得行動や各種サービ
ス等の利用実態・評価を時系列把
握することで、不動産流通に対する
消費者の行動を捉えることを目的
に、1991年から隔年で調査を開始、
2001年からは毎年行っている。首
都圏1都3県で購入した住宅の引渡
しを受けた世帯を対象にWebアン

ケートを行った。調査期間は2022
年6～7月。回答数は1,311件。

買い換えによるプラスの売却差額
発生世帯は2割増加

　調査結果によると、自己所有し
ていた住宅から現在の住宅に住み
替えた355世帯のうち、238世帯
（67％）が従前住宅を売却してい
る。このうち購入額と売却額の回答
があった214世帯について売却差
額をみると、マイナスが発生してい
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プラスの売却差額発生

図1　調査年度別売却差額の発生状況

図2　売却住宅の売却時築年数別、売却差額の発生状況　

（注）各年度の平均購入額および平均売却額は、2.5％トリム平均としている（上位2.5％、下位2.5％を排除して計算）。

図3　住宅購入にあたっての建物検査＊の実施状況＜既存住宅購入者＞

（参考）昨年度の住宅購入にあたっての建物検査の実施状況＜既存住宅購入者＞
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図5　「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」の利用状況＜既存住宅購入者＞

図6　世帯年収別・購入した住宅の価格の変化
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既存住宅購入時の
建物検査実施率は5割強

　既存住宅の購入にあたり何らか
の建物検査＊をおこなった購入者
は、既存住宅購入者の52.2％となっ
ている。既存戸建て購入者は72.1％
にのぼるほか、既存マンション購入
者は43.4％となっており、戸建て購
入者に関しては、6年連続で増加し

ている（図3）。

既存住宅購入者の
住宅保証利用率は56％

　既存住宅購入者における不動産
会社等による住宅保証の利用状況を
みると、住宅保証の利用率は56.2％、
うち建物保証の利用は37.4％であっ
た。建て方別の利用状況では、既存
戸建てでは建物保証を利用した購

入者が52.0％、既存マンションでは
31.2％となった（図4）。
　また、既存住宅購入者における「既
存住宅売買瑕疵（かし）保険」の利用
率は14.4％となっている（図5）。

※不動産会社等による建物保証及び「既存住
宅売買瑕疵(かし)保険」の利用にあたって実
施された検査、ならびそれ以外におこなった
民間の建物検査（ホーム・インスペクション）。

（注）新型コロナウイルスが住宅購入に「影響した」と回答した者が対象。

（参考）昨年度の世帯年収別・購入した住宅の間取りの変化
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図4　不動産会社等による住宅保証の利用状況＜既存住宅購入者＞

（参考）昨年度の不動産会社等による住宅保証の利用状況＜既存住宅購入者＞
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新型コロナウイルスは
購入住宅価格に影響

　新型コロナウイルスが住宅購入
に「影響した」と答えた（回答者の
34.5％）人で、住宅価格が「当初予
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図7世帯年収別・購入した住宅の間取りの変化

定よりも、高くなった」と回答した割
合は41.4％であった（図6）。また間
取りについては「当初予定よりも、部
屋数を増やした」の割合が17.9％と
なっている（図7）。
	

	

編・集・後・記

　昨今、分譲マンションに適した土地が少ないため土地の仕入値
が上がり、また建築費も上昇する中、新築マンションの価格が随分
と高くなった。そこで区分の中古マンションをリフォームして販売す
るという事業が盛んに行われている。売れ行きも好調だ。リフォーム
の技術は本当に素晴らしいもので、見た目共にだいぶ築古のマン
ションでも、いざ室内に入ってみると、どう見ても新築、という風に仕上
げる。
　我が国最初の民間分譲マンションは昭和31（1956）年で、最
初のブームが昭和40年前後だそうである。これからは築40年以上
のマンションストックが急カーブで増えていく中、そうしたマンションが
空き家にならず、建物全体がスラム化しないよう、資産価値を維持
し、流動性を高めることがよりいっそう重要となる時代の到来である。
　区分所有マンションは言うまでもなく、専有部分と共用部分から
なっている。多くのマンションでは、お隣の家との境の壁は共用部分
であって、例えば勝手にクギを打つことはNGで、コンクリートに貼ら
れている壁紙の厚み数ミリ分までが専有部分ということになる。
　ところで、中古マンションの共用部分は果たしてどういう状態なの
だろう？ 表からはよく見えない天井や壁や床などの状態についてはよ
くわからない。購入を検討する側としては、修繕積立金の額は将来
建物を存続させていくために充分なのか？ そもそも現在の建物の状
態はどうなのか？ 玄関ドアを開ければ新築のようなマンションであっ
ても、共用部分の状態については売買取引の際、現行では充分に
知ることが難しい場合が多い。
　5年前の宅建業法改正で建物状況調査制度がスタートした。
だがこれまでの利用実績を見るとマンションにはあまり使われていな
い。マンションになじむ制度になっていないためである。一般消費者
が、マンションの共用部分について、どのように捉えているか？ 昨年
秋、当協会でインターネット調査した結果を今号でレポートした。
　既存マンションを存続させようとする場合、単に建物の寿命を延
ばすという観点だけでなく、第三者からみた資産価値という観点がど
うしても必要だ。昨年4月に施行されたマンション管理適正化推進
に関する改正法の活用と合わせて、建物状況調査制度の見直しと
拡充策がそのための大きなきっかけになるのではないだろうか。（ひ）
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