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１. 視察の目的 

（１） 視察の目的 

当協会では、2 年に 1回、海外不動産流通市場調査視察団派遣を行っており、本年度は米国西海岸のカ

リフォルニア州のサンフランシスコ及びロサンゼルス、ハワイ州のホノルルの三都市を巡り、米国の既存

住宅流通における不動産テックに関する状況や、営業現場で行われている取引の実態、実情を調査し、日

本の不動産流通業の発展と新たなビジネス展開の可能性を模索する目的で視察を行った。 

 
（２） 視察の行程 

本視察は、P4 で示すように、まずサンフランシスコで NAR サンフランシスコリアルター協会を訪問し、

MLS や既存住宅流通市場の現状について取材、その後、テクノロジーを活用する不動産流通企業を訪問し

た。ロサンゼルスでは、地元で不動産業を営む Jack 才田氏から、米国の不動産流通の仕組みやテクノロ

ジーの活用の実態等について、詳細なレクチャーをいただくとともに、不動産企業を訪問し、米国の不動

産流通業を営業レベルにおいて肌で感じ、実際の営業手法等について説明を受けた。また、ホノルルでは

コンドミニアムを視察し、マーケットの状況等についてヒアリングを行った。 

   

 ［地図］1 

         ：視察先の都市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 地図および各都市のイメージ写真は各下記の HPより引用した。 

地図：https://www.google.co.jp/maps/@39.9251719,-120.8422727,5z?hl=ja 
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［視察団集合写真］ 
 

 

前列左から：山代社長、榊社長、外川社長、大原社長 
 
後列左から：田家参事、内倉本部長、薗田部長、田島社長、赤木本部長、前田社長、神野部長 

海江田部長、岩瀬副本部長、桑田専務理事、樋谷参事 
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＜2018ＦＲＫ米国視察団メンバー＞  

会社名 参加者 

東急リバブル（株） 

代表取締役社長 榊 真二 

関西支社 流通第二部部長 海江田 伸夫

住友不動産販売（株） 

執行役員 法人営業本部長 赤木 義治 

営業推進本部  

営業企画部長 営業推進部長  
神野  金之助

（株）久松商事 代表取締役社長 外川 隆康 

三井不動産リアルティ（株） 

代表取締役社長 山代 裕彦 

執行役員 リテール事業本部副本部長 岩瀬 泰 

三菱地所リアルエステートサービス（株）

代表取締役社長 田島 穣 

流通事業グループ 投資営業一部長 薗田 雅樹 

大原不動産（株） 代表取締役社長 大原 正則 

野村不動産アーバンネット（株） 代表取締役社長 前田 研一 

住商建物（株） 取締役 不動産営業本部長 内倉 正博 

（一社）不動産流通経営協会 

専務理事 桑田 俊一 

参事 樋谷 安晃 

参事 田家 邦孝 
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＜視察日程＞ 

訪問日 滞在地 訪問・視察先 

10/28(日) 
東京(成田)発 

サンフランシスコ着 
 

10/29(月) サンフランシスコ滞在 

NAR サンフランシスコリアルター協会 訪問 

Movoto 社訪問 

Agentlogy 社（Movoto 社にてテレビ会議対応）

10/30(火) 
サンフランシスコ発 

ロサンゼルス着 
エー・ディー・ワークス訪問 

10/31(水) ロサンゼルス滞在 

米国不動産流通講座（Part1） 

Lennar Amazon Experience Center 訪問 

アーバイン・ウエストパーク地区物件視察 

Keller Williams Realty 社訪問 

 

11/1(木) ロサンゼルス滞在 

米国不動産流通講座（Part2） 

Harcourts 社訪問 

Abrams Coastal Properties 社訪問 

 

11/2(金) 
ロサンゼルス発 

ホノルル着 

WARD VILLAGE 視察 

PALK LANE-ALA MOANA 視察 

11/3(土) ホノルル滞在 ホノルル市内視察 

11/4(日) ホノルル発  

11/5(月) 東京(羽田)着  
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２. 米国の不動産市場の解説 

今回の視察においては、ロサンゼルスでエージェント業を営む、PRIME ASSOCIATES 社社長の Jack 才田

氏に、「米国不動産流通講座」と題して、10月 31 日・11月 1 日の 2回に分けて、米国の不動産市場の現

状、今後の動向について詳しく解説していただいた。同氏は 30 年に渡りアメリカで不動産業を営み、今

回の視察では、ロサンゼルスにおいてコーディネーターを務めていただいた。 
本講座の内容は、米国の不動産流通市場の全体像を捉えており、本報告書では、各視察先の調査内容を

紹介する前に、当該レクチャー内容について 初に紹介することとする。 

 
（１） 米国における不動産ビジネス 

まず、米国における不動産ビジネスの市場規模や特徴について紹介する。 
 
不動産ビジネスの経済規模は、不動産市場に関連する建設・保険・モーゲージ等の業種を含めて、2兆

2,600 億ドル（2017 年）となっており、米国全体の GDP の 20%と大きなシェアを占めている。またそれに

加え、日本と同様に住宅購入により家具・家電製品等の消費を生み出す効果があり、市場に与える影響は

大きなものとなっている。 

米国では住宅は一生に一度だけ買うものではなく、自分が住んでいる家を商品として考え、買替を繰返

しながら自分の資産を増加させていくことが一般的となっている。平均すると、一生のうちに 4 5 回移

り住むことが多い。つまり、一顧客に対する仲介ビジネスチャンスが複数回あることから、エージェント

（後述）にとっては、取引における満足度を高めて顧客をストックしていくことが重要となっている。 

 

（２） 日本と米国の不動産仲介ビジネスの違い 

不動産仲介ビジネスにおける日本と米国の違いについて、不動産事業者の役割や取引関係者の種類、イ

ンスペクション等、項目に分けて解説する。 
 

① ライセンス制度と不動産関連法 

米国の不動産事業者のライセンス（資格）制度と、不動産に関連する法律の違いに関する部分について

解説する。 

 

米国におけるライセンス制度は州ごとに設けられており、制度内容もそれぞれ異なる。大抵の場合、エ

ージェントは、自ら居住しビジネスを行う州だけでライセンスを所有している。ライセンスはブローカー

ライセンスとセールスライセンスの２種類存在する。セールスライセンス所有者はブローカーに属さな

ければならないこととなっており、自分のオフィス（会社）を持つ場合には、別途ブローカーライセンス

が必要になる。 

ほとんどの州ではライセンスは 4 年更新となっている（例外として、ハワイ州は 2年更新）。また、ラ

イセンス所有者のみ、以下のビジネスを行うことが可能となっている。 

 不動産鑑定 

 ローンエージェント（ローン業務を行うエージェント） 

 不動産管理 
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不動産関連の法律は州ごとで異なっている。カリフォルニア州でいえば、米国連邦憲法からカリフォ

ルニア州 DRE（不動産局）に移された法律が４～５つあり、連邦憲法から州ごとにバリエーションを付

ける形となっている。 

その他に関連する州法としては、Civil code（民法）及び Business and profit code（商法）がある。

また、Local code（市、町、郡法）として建築基準法がある。建築については国の建築基準が無く、多

くは市か郡で定められている。そのため、建築許可申請は市もしくは郡に提出することが多い。 

 

② ブローカーとエージェント 

ブローカー（組織）とエージェント（個人）のそれぞれの役割や関係性、特徴等について解説する。 
 

1) 完全コミッション制 

エージェントは基本的には完全コミッション制となっている。顧客から受けるコミッションは買

い手が支払うことはなく、通常売り手が全額支払う。現在、住宅の場合、コミッションは 7割以上が

5%である。売り手が払ったコミッションを 2.5%ずつ売り手側のエージェントと買い手側のエージェ

ントで分けるシステムが一般的となっている。 

完全コミッション制の元では、コミッションはまずブローカーに入り、エージェントとブローカー

間での取分に関する契約（コミッションスプリット）を元に配分されることとなる。通常、取分に関

する契約はエージェントがブローカーに所属する際に交わされ、実績に応じて改定されていく。経験

の少ないエージェントは 50%の配分となることが多い。例えば、 20 万ドルの物件取引時でいえば、

片側のコミッションは2.5%で5,000ドルとなり、コミッションスプリットが50％配分の契約の場合、

ブローカーに 2,500 ドル、エージェントに 2,500 ドルが配分されることとなる。 

 
2) 独立採算制 

エージェントは独立採算制であり、ブローカーの従業員（給料制）ではない。個人事業主というこ

とになる。そのためエージェントは健康保険、車の支払い等の各種経費を自己負担していて、さらに

訴訟責任も負う。 

 
3) チーム制 

エージェントはチームを組んで活動している（チーム制）ケースが多い。チーム内で専門分野を分

け、それぞれ業務を分担して取引を成立させる。例えば、リスティング担当、物件調査担当、内覧担

当、契約担当等がある。 
物件情報サイトの広告で良い位置に掲載されるエージェントはチーム制の場合が多い。また、チー

ム制の場合、皆同じブローカーに所属しているが、チーム単位で移籍を行うことも多い。チームがブ

ランドになっており、消費者側にとってはブローカー自体に価値はあまり無いため、チームにとって

は良い条件で契約を交わせるブローカーを選び移籍を繰り返すこととなる。 

そのため、エージェントには差別化を図るためのマーケティング戦略が求められ、有力なチームは

ブローカーとの契約でコミッションスプリットの配分比率が高くなる傾向にあり、90％以上取る場

合もある。チームメンバー間での配分は、リーダーを中心にして事前に決めている場合が多い。その

意味において、ブローカーの存在意義は低く、優秀なエージェントが大きな力を持っていると言える。 
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4) 両手仲介 

物件情報サイト等から消費者が直接売り手エージェント（リスティングエージェント）にアクセス

した場合など、米国でも両手仲介を行うケースはある。また、ディスクロージャーして買い手が承知

した場合や、同一ブローカー内での別エージェント間仲介も可能である。しかし、その場合、利益相

反と判断されないよう特にディスクローズに留意する必要がある。利益相反と判断されトラブルと

なった場合、エージェントが責任を取らざるを得ない場合も多く、両手仲介よりも片手仲介で、そう

したリスクを避けて取引を行うことを優先するエージェントも多い。また、両手仲介の場合、売り手

からコミッションの値引きを要求されることが多い。 
 

③ サードパーティー 

ブローカー、エージェント以外に、不動産仲介取引に関わる第三者的プレイヤー（サードパーティー）

が存在し、日本での取引と大きく異なる点である。以下のプレイヤーがサードパーティーとして取引の

サポートをするシステムとなっており、それぞれのプレイヤーの役割について解説する。 
 

1) エスクロー 

売買契約の調整に係る第三者組織で、金銭の授受の会計機能、契約書類等の授受・代行機能、不動

産ビジネスに関連する各委託先（アフィリエイト）との連絡機能が主な仕事となっている。私企業が

担当していることが多い。 

手付金の段階から 後の決済まで、金銭の授受は全てエスクローが行うため、通常 20 億円程度の

債券(bond)を購入し、問題があった場合の保険金の原資としている。各州の商務省でライセンスが発

行されていて、エスクローを利用する州は現在 40 州以上ある。残り 10 州はほとんど東部のエリア

で、ニューヨーク、ボストン、マサチューセッツ州等がある。この場合、弁護士の元に関係者が介し

て契約・決済を行うこととなる。 

エスクローを利用している関係もあり、 近は売り手と買い手が同時に会うということはほとん

ど無くなっている。売り手不在時に内覧、仮契約等は全てエージェントを通じて行い、インスペクシ

ョン実施時も売り手は不在となってきている。 

 
2) タイトルカンパニー 

日本では司法書士業務を行う機関に相当し、権原に関する仕事を行う。権原に関し調査し、問題が

無いか確認する責任を負うタイトル保険を扱っている。保険の内容としては、権原に関し売買成立後

に万一問題があれば、修正を行い、それでも改善しない場合の損害賠償に対応するための保険となっ

ている。 

業務としては、郡・市等にある登記情報の取得代行を行う。アメリカでは物件に関する情報が全て

登記されており（例 売買情報、ローン登記情報）、また、1970 年代頃からデータベース化され、デ

ータベースはタイトルカンパニー内のコンピューターと連動しているため、リアルタイムで登記さ

れた情報がタイトルカンパニーのデータベースに入る形となっている。 

登記情報はアメリカの独立以前まで、土地の権原、所有権等、遡ることが可能となっており、1物

件の権原の繋がり（チェーン）を 200～300 年トラッキングできる。登記情報に間違いはほぼないた

め、タイトル保険から保険料が支払われるケースは少ない。例えば 30 万ドルの物件で売り手は保険
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料を 1,200 1,300 ドル払い、買い手が物件を保有している間もしくはローン借換時まで有効な保険

となっている。 

タイトルカンパニーはエージェントに無償で様々なサービスを提供している。以下にサービス例

を記載する。 

 プロパティプロファイル 

オーナー名、住所、築年、ゾーニング、専用地域、建物全体の大きさ、土地の大きさ、売買履

歴、固定資産税評価額、学校区、人種構成、所得水準等をスマートフォンで確認できる。 

 トランザクションヒストリー 

物件売買履歴（売買価格、ローン契約、周辺事例等）がスマートフォンでリアルタイムに検

索可能。Zillow 等の不動産ポータルサイト（以下、「ポータルサイト」）にはこれらの情報

が連携されており、エンドユーザーも全て見られる（直近 4～5 年）。このサービスにより、

消費者がエージェントと同様のデータを取得可能となり、こうしたことが仲介業を変化させ

ている要因となっている。 

   
3) モーゲージブローカー 

日本とは違いモーゲージだけ取扱う銀行が米国にはあり、モーゲージローン契約の仲介を専門に

行う業者（ブローカー）。借り手から申請書等を預かり、貸し手となる複数のレンダー（銀行、保険

会社、投資家 等）に案件を相談し、 も借り手に合ったローンのプログラムを選び契約する。成約

した時点で、レンダー、借り手の双方から手数料を得る形となっている。 

現在、ダイレクトレンダーといわれるレンダーが直接借り手とローン契約する場合と、モーゲージ

ブローカーを使う場合が同等の割合となっている。特に住宅産業ではモーゲージブローカーを利用

するケースが多い。 

 
＊モーゲージ 

モーゲージとは，簡単にいえば，住宅など不動産を担保とする貸付債権に有価証券性を付与したものといえる。

モーゲージは，不動産の所有権を，抵当権設定者(債務者)が抵当権者(債権者)に，債務返済により無効となる条件

付きで移転する契約である。しかし同時に，モーゲージは，債務者から債権者へ交付される書類一式(借入金額記載

の約束手形，権原保険証書，火災保険証書など)を指す概念でもある。債務者から債権者に対して、上記の書類一式

を交付することによりモーゲージ金融が行われる。 （出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第２版）  

 

4) インスペクター 

インスペクションを行う業者。米国では 40～50 年前からインスペクションを行うシステムがある。

インスペクションでは売り手とも買い手とも利害関係のない第三者のインスペクターを雇う必要が

ある。基本的にインスペクション・調査関係はすべて買い手が仮契約時にオプションで実施すること

になっている。ライセンスを持つ建設・修繕に関わった経験者がインスペクタートレーニングを受け、

認定を受ける場合が多い。資格を認定する協会が存在する。 
調査では小型ラップトップや iPad 等を使い、専用ソフトウェアに項目を入力すればレポートが完

成する形が現在は一般的となっている。調査時間は通常の住宅で２～３時間程度。インスペクション

にも調査項目によって種類がある。以下、種類ごとに調査内容を紹介する。 
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 フィジカルインスペクション 

建物の状況について調査する。買い手が費用負担して実施。費用は戸建で 400～500 ドル程

度となっている。仮契約後に調査し、インスペクションレポートが出た時点で不具合等が有

れば価格の再交渉もしくは指摘箇所修繕を売り手側に依頼することが一般的。詳細なレポ

ート（100 ページ超）が調査翌日には完成する。現在ではデューデリジェンスの大きなポイ

ントとなっている。 

 ターマイトインスペクション 

シロアリ等に関連するインスペクション。シロアリの他、蜂の巣、ネズミ、蟻等もチェック

する。費用は 70 80 ドル程度。シロアリ等については米国でよくある処理方法はヒューム

ゲーションと呼ばれるもので、建物全体を密閉しガス注入によりシロアリ他生物全てを駆

除する。約 48時間程度かかる。インスペクションレポートに駆除費用が記載され、通常売

り手が支払って駆除を実施する。 

 地質調査（ソイルレポート、ジオグラフィックレポート） 

 カビ調査 

近年、仲介時に非常に問題になる部分となっている。有害なカビ（約 10種類）の状況を調

査する。有害だと判断された場合、対策に相当の費用を要するため、クレームになりやすい。

保険の適用もカビの場合が多く、近年は一切取扱わない保険会社が大半となっている。 

 

インスペクションのレポートには、以下のような内容が記載されている。 

 インスペクション実施日、免責事項等が 初に必ず記載 
 Summary（要約） 

全体要約+注意点を総括して記載。エージェント・消費者が も確認する部分となる。修理

が必要であるなどの問題がある場合には、ここに記載される。 
 基礎躯体、屋根防水、床下等の状況 
 インテリア、内装関係、窓、ドア等の状況 
 水道の水圧、ダクトの詰まり、配電盤、電気配線、暖炉等の設備の状況 

実際に稼働させ、動作状況・温度管理等の状況も記載される。 
 デッキの腐食、煙突、ガレージ、フェンス等の状況 
 問題があった場合、スペシャリストへの再確認推奨 
 シロアリ検査結果 
 

5) その他 

その他のプレイヤーとして、鑑定士（アプレイザル）、弁護士等がいる。 
 

④ MLS 

MLS のシステムの特徴や掲載されている情報等について解説する。 
 

売り手エージェントが物件情報を掲載するオンラインサービスで、エージェントの加入率がほぼ 100%。

元来は日本のレインズと同様に、業者間の不動産情報交換システムであるが、仲介業者は IDX（Internet 
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Data Exchange ：P13 参照）システムを使い、MLS からポータルサイトに情報を全て掲載している。現在

では消費者に MLS の存在が認知され、ポータルサイトと MLS がほぼ同一の情報となっている。 

MLS に掲載されている情報・機能としては以下のものがある。 

 マップ表示 

検索条件を設定し、結果をマップ上に表示。 

 ディスクリプション（物件概要） 

部屋数、間取、設備、土地建物の大きさ、HOA（管理規約：P11 参照）等 

 エージェント向け情報 

 コミッションスプリット（P6参照）、物件掲載日、内覧情報（必要書類等）、オファー書式 

 タイトルカンパニーからの情報…オーナー名、居住者情報、居住時期、売買価格実績、ロー

ン情報、登記情報 等 

 DOM (Days on Market) 

市場掲載後の経過日数。通常より日数が長ければ問題視され、売却しづらくなる。 

 

⑤ ディスクロージャー 

日本では重要事項説明にあたる。対象となる情報や現在の傾向について解説する。 
 

米国ではディスクロージャーの歴史は長く、日本の重要事項説明よりもかなり以前から義務付けられ

ている。取引に関わる全ての関係者がサインをするため、売り手や買い手のエージェントだけでなく、

サードパーティーも含めて内容に関する責任が発生することになる。ディスクローズされる内容は増加

傾向にあり、資料は現在 100 ページ超となる場合が大半となっている。買い手と売り手が対面する必要

はなく、買い手の書類受領サインをもって説明が完了したこととなる。 

ディスクローズされる情報の種類には以下のようなものがある。 

 売り手からのディスクロージャー 

も活用される情報。物件の状態、付属設備の詳細な使用状況等に関する情報が記載される。 

 ゾーンディスクロージャー 

ハザードマップ等に関する情報 

 タイトルレポート 

タイトルカンパニーからの物件不具合に関する情報 

 エージェントによる家具点検に関する情報 

 ステートワイドディスクロージャー 

 アフィリエイツディスクロージャー 

サードパーティーとの資本関係の有無を示す。資本提携をしているエスクロー、モーゲージ

等の会社は完全なサードパーティーではないため、この情報開示が必要となる。 

 性犯罪者データベース 

性的犯罪者の居住地が網羅された公表データベースを基に、性犯罪者の近隣居住状況を示

す。性的犯罪者は再犯率が高いため、仮釈放された時点で住居届出が義務付けられ、監視さ

れている。 
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 HOA（Home Owner's Associations：マンション・一戸建て団地の管理組合規約等） 

マンションや団地の管理に関して問題点があるか否か把握ができる、重要な情報。一取引あ

たり約 400 500 枚程度に及ぶ。 

 

上記のうち、HOA については掲載されている情報の種類が多く、また、重要な情報であるため、どの

ような情報が掲載されているか詳細を紹介する。 

 CC&R（規約） 

禁止事項等が記載。特に、Architecture Control（改装ルール）、共有施設の使用ルールは

説明が必要な事項となっている。 

 Meeting Minutes（議事録） 

1か月に1度行われる、住民集会にあたる会議の議事録。提出することが必須となっている。

議事録を確認することで、積立金を支払わないオーナーへの処置内容等が確認できる。 

管理情報の議事録の場合は、HOA が雇っている管理会社にコンタクトすれば必ず送付される。

エージェント等が請求した場合には費用が 5～6万円ほど必要となる。 

 Annual Budget 

組合の予算・決算に関わる書類。毎年必ず送付され、重要な書類となる。 

 Article Incorporation 

管理会社設立当時の規約が記載。 

 デザイン・ガイドライン 

リフォーム、リモデルする時のガイドライン。 

 Financial Statement 

毎年の経費・収入等を見直す HOA 専門のアナリストの分析結果に関する情報が記載。 

 Operating Rules 

共有施設使用時のルールを記載。 

 Reserve Reports  

預貯金や資産の償却に関する情報が記載。 

 

⑥ 取引トラブルに関する補償・法的解決 

取引トラブルに対応するための補償や法的解決策で米国の特徴となる部分について解説する。 
 

1) ホームプロテクションプラン 

引渡し後に家の問題点に気づいた場合に、修理費用をカバーするための保険。売り手が売買後１年

間分負担することとなっている。買い手からのクレームにも保険により対応できるため、住宅売買の

場合は大半で利用されている。 

 

2) リキデーティットダメージ 

買い手の契約不履行により取引が破棄される場合、売り手は手付金もしくは売買価格の 3%いずれ

か少ない金額を代償として与えられる。手付金は通常購入価格の 1 3％となっている。 



 
 

12 

 

3) アービトレーション 

争議が生じた場合に、訴訟の時間と費用を削減するため、第三者機関が解決を図る仕組みがアービ

トレーションである。これは、調停とは異なり法的執行力を有しており、買い手と売り手が合意した

場合のみ行われる。 

 
4) 訴訟と法的解決 

米国ではトラブルが発生した場合訴訟に発展するケースが非常に多く、エージェントも巻き込ま

れる可能性が高い。特に、カリフォルニア州は全米でも訴訟が多いエリアとなっている。近年多くみ

られる訴訟としては、重要事項説明不足、欠陥建築（建築基準法違反・地滑り関連等）、カビ等があ

る。 

また、差別的言動・行動は現在非常にセンシティブな問題となっており、意図的に訴訟するよう仕

向ける消費者もいる。社会的弱者を守る大前提に立ち、エージェントは常にフェアに、ディスクロー

ズして仕事する必要がある。特に賃貸におけるテナント属性に係る部分で問題となるケースが多い。

入居希望者の職業、宗教、出身国も確認できないが、それに代わりクレジットスコアを調査して、職

業等も含めた信用情報を照会する。信用データ会社に照会すれば、客観的な信用情報が確認でき、ク

レジットスコアを理由に取引を断ることが可能で、訴訟の際の判断材料として扱われている。 

新築住宅物件の場合は、躯体は 10 年の瑕疵保証がある。通常のデベロッパーは将来的なリスクヘ

ッジのため LLC（合同会社）を組み、売れた時点で LLC を解散する。訴訟に対応する弁護士は不動産

関連の中でも様々なカテゴリがあり、専門化されている。 

訴訟になった場合の費用、賠償額のダメージのリスクを低減させることがエージェントにとって

重要であり、そのため、エージェントは日常業務の記録保存・損害賠償保険加入を行っている。 

 
（３） 米国の不動産 IT 化の動向 

近年、取引においては IT化が進み、ペーパーレス化や、電子署名が一般化してきている。また、積極

的に AI 関連等の先端技術に投資し、投資家から評価されて投資資金を集めることが現在の不動産企業

には重要となっている。さらに、IT 技術を活用したツールをエージェントに提供し、優秀なエージェン

トを自社に囲い込んでいる。 

以前のIT企業のビジネスモデルはカテゴリが明確だったが、現在はビジネスモデルが拡大しており、

１社が様々な機能を提供することを目指す傾向になっている。 

特に IT 化が進むカテゴリについて以下で紹介する。 

 

① 検索 

物件情報の検索は IT 化がかなり進み、消費者とエージェントで収集できる情報に差が無い状態へと

変わってきている。 
 

現在、住宅購入者のうち、不動産情報検索時のネット利用者の割合は 95%超の水準に至り、ポータル

サイト等で情報を得ることが当たり前の時代となっている。IT 環境が整う以前は、不動産情報所有者は

エージェントに限られ、情報共有のために MLS の前身に当たるものが各リアルター協会にあったが、そ

の後、コンピューター使用やエージェントライン（MLS の先駆け）が始まった段階でも、消費者は情報
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に触れず、また、限られた地域でしか情報を得られなかった。 
消費者が MLS からの情報をポータルサイトを通じてリアルタイムに取得できるようになったのは 5～

6 年前のこと。この時、リアルター協会は反対したが、現在は消費者がほぼ全ての MLS 情報に事実上ア

クセスできる時代になった。非常に大きな転換期だといえる。消費者がインターネットで詳細な物件情

報をリアルタイムに見られるようになり、特に買い手エージェントにとっては不利な状況となった。差

別化が困難であり、エージェントを雇う必要性を問われる時代となっている。相対的に売り手エージェ

ントが優位な時代となった。 

買い手はポータルサイトで気に入った物件を探し、内覧希望時点では選別がほぼ完了しているため、

内覧時に買い手エージェントを雇わず、売り手エージェントに直接アプローチをするケースも見られる。

買い手は、売り手エージェントに両手仲介を打診する代わりに、エージェントが受け取るコミッション

の事実上の還元交渉を行うことが一般的。以前は、Redfin 等、一部の会社がコミッションのディスカウ

ントを行っていたが、こうした実態が昨今見られるようになった。 

代表的なポータルサイトとしては、Zillow、Trulia、Realter.com、Redfin 等がある。Realter.com は

リアルター協会から派生した会社で、元々MLS に近い情報が出ているが、今はどのポータルサイトもほ

ぼ出ている情報は同一。Trulia は Zillow に買収され、Trulia・Zillow は大手２社だったため、ポータ

ルサイトは現在 Zillow が 大の会社となっている。 

 
 

② ポータルサイト（パブリッシャー）との情報共有 

以下で紹介する技術を活用することで、エージェントの保有情報とポータルサイトの情報がほぼ同一

になり、消費者とエージェントの情報格差が無い状態を生み出している。 
 

1) Syndication 

リスティング時にどのパブリッシャーを利用するかブローカーが選択でき、すぐに情報がアップ

されるシステム。通常エージェントはエクスポージャー（全てのポータルサイトに情報掲載）するた

め、即日 MLS に出たと同時に 60 社以上のポータルサイトに、情報がリアルタイムで提供できる。 
 

2) LISTHUB 

Syndication をする際に、各 MLS とポータルサイトとのまとめ役を行うサービス。ポータルサイト

にとっては各地の MLS 掲載情報をまとめることで全米規模のポータルサイトを維持することができ

るため、LISTHUB が各ポータルサイト、MLS と契約を結び実施している。全米レベルで各地域のあら

ゆる物件の情報がスムーズにリアルタイムに提供できるベースとなるサービスであるが、独自技術

のため、民間企業が１社独占状態となっている。 

 
3) IDX（Internet Data Exchange） 

MLS のリスティング情報を、エージェントサイトでも共有できる技術。特定のエージェントサイト

でも、独自物件以外の MLS 掲載情報を取得できるようになるため、MLS の情報が幅広く共有されるよ

うになった。 
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③ 代表的ポータルサイト実例 

ここでは、代表的なポータルサイトである Zillow を中心に取り上げてポータルサイトの特徴を紹介

する。その他のサイト例についても紹介する。 
 

1) Zillow 

 掲載されている情報 

学校評価、犯罪率、規則違反率、周辺サービス業評価、年齢層、婚姻率、大卒率、持ち家率 等。

数十㎡単位で物件情報を表示できる。 

 Zestimate 

Zillow の特徴となる機能。AI を使い価格査定を瞬時に行うことができ、当初は精度が低かっ

たが、この数年で向上されている。今後 AIが進化し、データベース等を更に有効活用すれば、

Zestimate が実際の査定と限りなく近づくと言われている。 

 Premier Agent 

広告サービス。物件情報にエージェントが自身の広告を出すことができる。売り手側のエージ

ェントも表示でき、消費者は直接コンタクトすることも可能となる。Zillow 社は提供する全サ

ービス使用料無料であるため、収益は広告宣伝料で、今 も大きいのはこのサービス。統計的

に若年層が特に Premier Agent にコンタクトする可能性が高くなっている。そのため、広告料

を毎月支払って（5～20万円程度）でも掲載したいエージェントは多い。 

Premier Agent で重要なのはレビュー（評価）。高い評価で無ければ消費者から選ばれない。ミ

レニアル世代は直接の対応よりもよりデータを信用する傾向が強いため、重要な情報となる。

評価項目は４項目ほどある。（Communication Skill、Local Knowledge、Process、Negotiation 

Skill） 

 
2) その他のポータルサイト 

その他のポータルサイトとしては Trulia、Redfin、Realter.com 等があるが、掲載されている情報

の内容に基本的に差はない。 

 
 

④ リード情報・CRM・取引管理 

顧客管理や物件情報管理に関するサービス。様々な企業が特徴あるサービスを展開しているため、サ

ービス例について以下で紹介する。 
 
 
 

表 リード情報・CRM・取引管理に関するサービス例 

サービス名称 or 

サービス提供企業名 

サービスの特徴 

PREMIER AGENT ・CRM プラットフォーム    ・アポや顧客へのお知らせ機能 

・データベースの整理     ・Zillow 社傘下 
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RPR ・NAR の会員向けアプリ   ・地域や各市場データの収集と整理 

Microsoft ・マイクロソフトワンノート 

・インターネットから得たメモや写真をアプリで利用 

・全てのマイクロソフトアプリやデバイスでシンク（同期）が可能 

keeper ・数多くのパスワードを安全なクラウドで管理 

・スマホの指紋認証で本人確認 

・写真やビデオの保管も可能 

Dropbox ・デジタルファイルの保管に利用 

・いつでもどこでもどのデバイスでも利用可能 

・メールができない大容量のファイル共有に便利 

Rescue Time ・時間有効活用のためのタイムマネジメントツール 

・ホームページやアプリの利用でユーザーが費やした時間を報告 

・生産性や効率の分析 

Adobe PHOTOSHOP 

LIGHTROOM CC 

・提供元の Adobe 社は画像ファイルの管理と編集の 大手 

・クラウド保管スペースは 低１TB と大型 

matter port ・バーチャルツアーで 3Dや VR を取り入れたアプリ 

・高額物件ではマーケティングのために広く利用 

・実際に物件に足を運んだような臨場感 

facebook business ・ネット広告 大手 

・広告のターゲットをどこにするかなどアドバイス 

・費用対効果分析も可能 

Hootsuite ・SNS において優勢なポジションを保持するサポートツール 

・ダッシュボードで管理 

・大小 250 以上の SNS 関連アプリをサポート 

slack ・エージェント同士でチームとして機能するときに使うツール 

・グループ内で写真、ファイルをアップロードして共有 

・複数チャンネルが使えるため、グループチャットやインスタントメッセー

ジより有効 

Expensify Docs ・経費が素早く出せるアプリ 

・スマホでレシートのスナップショットを撮るだけで経費の報告書まで作成

できる 

・クレジットカードへのリンクも可能 

Waze ・リアルタイム交通情報アプリ 

・常に 短距離（時間・距離）を検索できる 

・ガソリンスタンドの位置や価格も表示 

KeyMe ・物件の合鍵を作るときにオーナーから鍵を借りなくても良い合鍵ソフト 

・鍵の写真を撮りイメージを送ればキオスクで鍵の受け取りが可能 

・合鍵のイメージは同社サイトに保管され、後日追加注文できる 
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Chime ・リード情報が CRM とセット 

・クライアントのコンタクト方法、回数などをモニター 

・クライアントの連絡先管理 

・リードとしての評価を偏差値で記録 

Listing2Leasing ・賃貸取引管理 

・テナントのスクリーニング、信用調査 

・契約書、ディスクロージャーなどの書類管理 

・ユーザーへの通知、電子署名、記録保存 

Dotloop ・チームでのコラボが可能   ・ファイル、電子署名、取引管理 

・取引のプロセスごとにスケジュール通知機能 

・大手 FCが採用       ・Zillow 社が買収 

LIVESTREAM REAL 

ESTATE 

・ホームツアーアプリ 

・ライブビデオストリーミング 

 

⑤ 広告・宣伝 

エージェントの広告・宣伝方法が大きな変化を遂げている。不動産業界全体の動向と、広告 大手で

ある Zillow 社の動向に分けて紹介する。 

 
1) 不動産業界の動向 

紙媒体の広告が減少している。新聞広告で住宅を見る人はほとんどいなくなっている。一方、広告

費全体が減少傾向の中で Web 系の広告費は増加傾向にある。エージェントホームページ作成が 95%、

SNS 利用が 88%という統計結果がある。 

近年急増している物件の宣伝方法として、「エージェント E メールサービス」がある。エージェン

トデータベースを保有する会社に依頼し、ターゲット範囲を決めて、売却依頼の物件情報の宣伝Ｅメ

ールを送信するサービスである。 

 
2) Zillow 社の動向 

エージェント向けに広告の場を提供していたが、現在はベンダー、銀行、プロパティ・マネジャー

等、不動産関連のビジネスを拡大している。また、Premier Agent（P14 参照）を傘下に置いて取引ビ

ジネスを展開するという話も聞く。 

また、物件募集時にテナントから費用を取り、信用調査するサービスを無料で開始した。借り手が

直接 Zillow のサイトに入って実質的には自らの信用調査をやってくれるので、プロパティ・マネジ

ャーにとっては、その手間が全くかからないようになった。サイトを通じて信用情報を確かめるため、

差別的な扱い等に関するトラブル回避にもなる。 

 

⑥ 電子署名 

電子署名が普及して一般的となり、また消費者にとっても利便性の高いものとなっている。以下で特

徴等を紹介する。 
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2000 年に電子署名は法制化され、不動産の世界で普及したのはこの 4～5 年のことである。現在では

ほぼ 100%のエージェントが使用している。電子署名を扱う も大きな会社としては、DocuSign という

会社がある。 

消費者はインターネットを介して書類を受領し、電子署名依頼を受けて DocuSign サイトでサイン登

録、必要な個所を選ぶだけでサインが完了する。個人が持つソーシャル・セキュリティー・ナンバーで

本人確認を行う。スマートフォンでも利用可能であり、不動産業界に限らずあらゆる業界で利用されて

いる。通常の契約では処理が数分で完了し、クラウド・ベースで瞬時に手続が完了する。基本利用料は

無料で、オプションサービスで利益を得るモデルだが、オプションを利用する人はほとんどいない。

DocuSign と同種サービスである ZipLogix は MLS と提携し、MLS が費用負担している。 

また、Ｅフォームというサービスがある。各リアルター協会にある電子標準書式（統一フォーム）の

システムで、現在、住宅取引では 100%のエージェントがこの統一フォームを使用している。1回の取引

に使用したフォームが全てクラウド・ベースで確認できる。契約書は買い手もしくは売り手に E メール

の形で届き、サインした時点で契約が完了することになる。電子署名をセットアップすればサイン完了

時点でクラウドに保存される。E フォームは何百種類とあり、どんなケースの取引にもほぼ対応可能と

なっている。新しい法令等による改訂も自動更新される。 

電子署名はコスト・時間の削減に大きく繋がっているサービスである。尚、登記書類・ローン抵当権

設定書については非常に重要な書類のため、電子署名が出来ず、公証人の前でのサインが必要である。 

 

⑦ ペーパーレス 

電子署名も一つの要素であるが、各種の IT 技術の導入によりペーパーレス化が急速に進んでいる。

以下で現状について紹介する。 

 

契約書は、前述のとおり標準書式で統一電子フォームがあり、契約書の送付・サインをクラウド環境

で行うことが通常となっている。エージェント間及び消費者との間のやり取りでは、ファックスは一切

使用せず、E メールかテキスト（ショート・メッセージ）で行うことがほとんどである。エージェント

同士でも一度も会わずに取引完了となるケースもある。オフィス環境についても、ファイル・キャビネ

ットが無くなり、今はほとんどクラウドでデータベース化することが主流となっている。 

 

⑧ 新業態の出現 

これまで紹介したサービス以外に、新しい業態も生まれてきている。そのうち、以下で代表的なもの

を 2 種類紹介する。 

 

1) ハイブリッドブローカー 

従来型仲介とネット中心ビジネスの両方の機能を持つブローカー。Redfin、Compass 等がこのカテ

ゴリにあたる。IT サービスを活用することで手間を減らし、エージェントのコミッションをディス

カウントして消費者に売り込む場合が多い。 

例えば、Compass 社の ITサービスとしては、「コンパスコレクション」というツールがある。これ

は、エージェントと顧客が一つのプラットホームを使って様々な物件情報を共有し、コミュニケーシ
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ョンも全てアプリ上で行うことができるシステムである。エージェント向けのツールが、顧客向けの

ツールにもなるようにデザインされている。 

 
2) iBuyers 

AI・アナリティクスを多用し、物件を AI により自動査定し、自社にて現金買取のオファーをする

ビジネスモデル。買取資金は投資家から取得している。投資家には不動産仲介の世界は遅れて見える

ため、新しいニーズ喚起を狙って資金流入が起きている。当該資金を基にテスト・マーケット的に全

米各地で展開が始まっている。代表的な会社としては、Opendoor 社（ も有名な企業）、オファーパ

ッドがある。Zillow も参入予定との話もある。Opendoor 社の場合、コミッションを取らない代わり

に、サービス・フィーとして 7％程度を取っている。 

現金売買で直接買取るため、すぐに売却できる（現金化できる）ことが売り手にとっての 大のメ

リットとなっている。テスト・マーケットとして、査定しやすい、歴史の浅い同時期に大量開発され

たエリアを中心にスタートしている。すぐに売却したい層は一定層いるため、ニーズがある。インス

ペクションは買取業者が実施し、すぐに売却することができる。 

 
（４） 米国の不動産業界の動向 

不動産市場に関連する近年の動向について、経済、市場、政策の観点から解説する。 
 

① 全米の経済動向 

現在の全米の景気指標は悪い状態には無いと思われる。ただ、就業率は上昇しているが、フルタイム

雇用ではなく充分な所得は得られていない可能性も高い。しかし、 低賃金は上昇の傾向がある。 

失業率は現在3.4 4%弱で非常に低い水準となっている。これまでは全米やカリフォルニア州でも10%

近い水準が続いていた。消費動向は上昇傾向にあり、物価水準も上昇している。 

インフレ率は非常に低い水準となっている。住宅ローンは約 2年前の 2016 年が も低い水準で 3.2 

3.3%で、現在上昇傾向で 4%後半。来年は 5%程度まで上昇すると予測されているが、その後同水準で推移

する可能性が高いと思われる。過去 30 年の金利の動きで見ると、1980 年代初頭が も高く、現在は歴

史的に見ると低水準。人口動態は不動産価格・動向への影響度が高いが、現在の人口流出エリアとして

は、全米で見ると東・北のエリアとなっている。流入先は 3ベルトと言われる南エリアか西海岸。今後

20 30 年先を考慮しても同様の傾向が続くものと予想されている。 

 

② 不動産流通市場の動向 

続いて、不動産流通市場に関する動向について、全米とカリフォルニア州に分けて解説する。 
 

1) 全米 
全米では住宅の中間価格は約 25 万ドル。リーマンショック後の 2008 年頃は問題物件取引の場合

が多かった（銀行主導による担保割れ物件の売却であるショートセールの取引が 7～8 割）が、現在

はかなり健全化した。持ち家率は低下傾向で、全米では 60%を超えているが、カリフォルニア州では

50%程度。価格上昇が原因と考えられる。 
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物件価格の上昇とともに、ローン金利の利上げが続く可能性が高く、物件購入より賃貸を選択す

る消費者が増えてくると言われている。人種別の持ち家率を見ると、比率が高いのは白人層、アジア

系。黒人が も低く、人種ギャップは解消されていない。賃貸の増加傾向が近年続き、持ち家率は 40%

台になる可能性が高くなることで、賃料が上昇。平均的な所得層に支払えない水準に達している状況

にある。 

 

2) カリフォルニア州 

現在問題視されるのは、利息と物件価格のカリフォルニア州等の一部地域での上昇傾向。平均的な

価格の物件を中間所得層が購入できない状況になっている。カリフォルニア州の売買件数はリーマ

ンショック時に大きく減少し、現在まで増加が続いていたが、 近は購入可能な物件が無いというこ

とで、価格は上昇しても売買件数は伸びていない。スローダウンの兆候だと考えられる。今年初めに

比べ在庫数が 2割程度増加しており、対前年比で見ると、販売件数が減少し、価格の伸びも鈍化して

いる。 

カリフォルニア州の平均価格は約 60 万ドルまで上昇しているが、来年度は横ばいかもしくは下が

る可能性がある。カリフォルニア州全体ではリーマンショック前の水準に戻ったが、地域内でかなり

の格差が生じている。オレンジカウンティやサンフランシスコ等は遥かにリーマン前を超えている

が、例えばオレンジカウンティがある南カリフォルニア全体で見た場合には、まだマイナス 5.9%で

ある。特に内陸部には仕事に就ける企業が少ない地域があり、2時間程度の車通勤が必要となる不便

さから、まだ価格が戻っていない。今の 18歳から 30 歳台前半までのミレニアル世代は郊外に行って

大きな家に住むよりも、利便性の高いエリアでマンションを選ぶ傾向にあり、今後もその傾向は続く

と思われる。 

ベイエリアは全米でも価格上昇エリアとなっている。新築の許認可規制が厳しく、新築戸建ての場

合では建築中に約 30 回のインスペクションが必要となることや、エリア開発に対して反対する町も

多くあることから許認可に時間とコストがかかる。また、そのため、デベロッパーの新規供給が少な

いことが価格上昇の理由となっている。現在、エントリーレベルホームプライス（ 初の住宅購入価

格）がカリフォルニア州では 50 75 万ドルと高価格だが、今後も上昇し、エージェントの売上が下

がる可能性が高い状況となっている。 

 

③ トランプ税制について 

次に、トランプ税制改革による不動産市場への影響について解説する。 

 

住宅ローンの元本 100 万ドルまでの利子支払いがこれまで全て所得から控除できたが、トランプ税制

改革により控除金額の合計が元本 75 万ドルまでの借入に対する利子に下げられた。これにより も影

響を受けるが、不動産価格が高いカリフォルニア州だと考えられる。今後、高額物件に関しては取引件

数が減少する可能性が高い。 
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【終わりに】 

 
不動産取引のビジネスモデルは IT 化によって大きな変化の時を迎えており、現在は買い手エージェ

ントに比べ、売り手エージェントが相対的に有利な状況にある。また、消費者は自分で検索して物件・

エージェントに関する情報を収集・調査でき、直接エージェントにコンタクトも取れるため、強い立場

となっている。不動産仲介ビジネスで今後重要となるのはリスティング受託であり、買い手エージェン

トの存在理由が無くなる可能性すら考えられる。 

 
【Ｊaｃｋ才田氏の米国不動産流通講座の模様】 
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３. NAR サンフランシスコリアルター協会 訪問 

10 月 29 日に NAR サンフランシスコリアルター協会を訪問し、同協会 MLS 委員会委員長の Robert 

Kinoshita 氏と、全米リアルター協会日本大使の Mark 北林氏より説明を受けた。 

 
（１） NAR（全米リアルター協会）の概要 

NAR は、アメリカの郡または市ごとに支部組織があり、その上に州、更に上に国全体として NAR があ

る。NAR は、現在約 133 万人の個人会員がいる。サンフランシスコには、約 7400 人のエージェントがい

る。 

アメリカの場合、約 80％のリアルター協会が MLS を持っている。NAR サンフランシスコリアルター協

会は、サンフランシスコ市だけをカバーし、会員になると MLS を利用できる。周辺の他の郡・市と提携

して、相互に情報を見られる。 

 

 

（２） NAR サンフランシスコリアルター協会 ヒアリング要旨 

① 不動産テックに関する NAR の取組（MLS） 

今回は不動産テックがテーマということなので、エージェントが日々の仕事を効率的にできるように

する様々な MLS の機能を紹介する。 

MLS でいちばん大切な部分は会員がデータを入れることによって、過去の事例等の取引データが蓄積

されるということ。サンフランシスコでは個人売買が多いため、およそ 90％強の売買記録が MLS に蓄積

される。MLS では、24 時間のスナップショットで、何件新しい物件が出たか、何件が売れた、契約済み

になったか等の物件情報に関する動向データが確認できる。特にサンフランシスコはマンションが多い

ため、 新の物件売買状況を知ることは、エージェントとしても、また消費者としても大切なことにな

る。尚、MLS に載せる前に、まだ準備ができていない物件、公表したくない物件など、エージェントだ

けが見られるという、MLS のプラスアルファのサイトもある。 

MLS には、スマートフォンでの操作ができる、多様なアプリがある。 

機能の一つに「ジップフォーム」がある。これはカリフォルニア州の協会が運営しており、売買・賃

貸ともに、州で統一されている契約書類を取り出すことができる。契約書類は州または郡ごとで異なる

が、地域ごとで統一されたフォームがあり、全てここから取得できる。この契約書類等は、全部電子署

名で処理でき、法律上も認められている。ほとんどの契約が、お客様と対面で会わなくても、この電子

署名を使って処理できる。 

「リアリスト」は、税金のデータ、謄本等の公共のデータを集めて分析し、細かい公共のデータをま

とめたレポートができるシステム。また、MLS のデータを使い、例えば中間価格、平均価格等について、

地域でどのような不動産の動きがあったかを示すことができる機能もある。エージェントはこのデータ

を使い、例えば売り手との価格設定折衝を実施する。MLS には約 20年の情報が蓄積されており、これら

のデータを使うことができる。 

次に「CMA（コンペラティブ・マーケット・アナリシス）」。売り手が価格設定をするときに、エージ

ェントがお客様に出すレポートで、実際にその地域でどのような家が売れたかなど、MLS のデータを対

比して詳細なレポートを出すことができる。 
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「リマイン」は、 近出来た機能で、地域の不動産のデータと消費データ、例えばスーパーでどのよ

うなものを購入しているかなど、それらを合わせることによって、物件のセルスコア（売却予測時期）

を示すことができる。例えば、この家はオムツを買う量が増えている。そうすると、子供ができたので、

おそらく家が手狭になり、この 1～2 年なり 6 か月の間で売るだろうというようなスコアを出す。それ

によって、エージェントがそこをターゲットとして、営業することができるという、今、いちばん 新

のシステムである。 

今この地域で利用が伸びているのが、ディスクロージャーのために必要な公表データを集約し、電子

的に関係者へ送付できるシステム。ディスクロージャーはアメリカの場合、売り手が家の状況に関し自

分が知っている限りのことをディスクローズし、それをフォームに記入して提出しなければいけない。

アドレスを入れることによって、そのディスクロージャー、過去に修理したデータ等が全て集約され送

付できるシステムがある。 

また、MLS は基本的に BtoB、エージェントが使うサイトだが、MLS の情報を普通のウェブサイトだけ

ではなく、お客様が見やすい形にしてその情報を出すことができる機能もある。「グライド」は、消費

者が様々な関係書類を電子的にファイリングできるシステム。その他、ソーシャルメティアに簡単に情

報掲載ができるようになっている。 

さらに、各地の MLS によって、サービスに違いがあるが、エージェントがトランザクションの管理を

するシステムがあり、スケジュールや必要書類を全て集約、電子署名にも対応し、ブローカーがそこを

確認することで、所属エージェントの業務管理ができるシステムもある。 

このように、全体 7,000 人強のメンバー全員がこのプラットフォーム、同じシステムを使い、個人の

エージェントにとっては、ワンストップでの業務処置や管理をすることができることで、仕事がやりや

すくなる。そして大切なことは、この結果、消費者にとっては、いつも同じ形の書類が使われることな

どにより、手続きが分かりやすくなることが、消費者保護に繋がっているということである。 

 

② MLS に関する質疑応答 

（Q） エージェントだけ見られるサイトについて、見るための基準は何か。 

（A） 通常 MLS は MLS の会員にならないと見られない。サンフランシスコではリアルター協会の会員

になれば MLS を見られる。基準その他、きっちりルールがある。アメリカの MLS でいちばん大切な

のは、実はルール。コンピューターのない時代から MLS があったのは、正しい情報をエージェント

が共有し、明確なコミッションのルールを決めていたため。セラーはいくらバイヤーのエージェン

トに払うかが決まっているため、交渉の余地がない。アメリカの場合、ほとんど、90％ぐらいが片

手仲介。そのため、MLS があることで、売り手のエージェントとしても、ルールがあることでコミ

ッションが確実に見込めることは重要な部分である。 

今、MLS の協会・NAR を含めて、それぞれの MLS で、データ入力方法・システム・項目が異なる部

分を共通化する動きをしている。データをアメリカ全体でシェアしやすい形にするため。 

 

（Q） 公開前情報が MLS で見られるということだが、エージェントが見る物件情報と、公開されている

物件情報に、どのぐらいの差があるのか。 

（A） 情報の違いがある部分として、例えば売り手の名前、コンタクト情報、電話番号、住所。あとは

コミッションの金額もエージェントしか知らない。MLS からいろいろなポータルサイトに情報を出
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すときに、MLS のルールでは、お客様の連絡先情報は控えている。物件に関してのデータは、ほと

んどエージェントと同様の情報が閲覧できる。 

尚、ポケットリスティングの場合、つまり MLS には載っていない、エージェントしか見られない

ような情報もある。しかし、MLS によってシステム・ルールが違い、例えばシアトルの MLS では、

ポケットリスティングは基本的に禁止。例えばマーケットに出る前のものを広告したりすると、だ

いたい 50万円の罰金になる。いろいろルールの違う MLS があるため、今統一する動きがある。 

尚、RPR という NAR が持っているエージェントだけが見られるシステムがある。これは、アメリ

カ中の不動産データを集めているシステムで、自分たちの MLS に限らず、物件として出ていない家

の情報も確認できる。 

 

（Q） 売り側のエージェントが、皆同じツールを使って提案をしているなら、消費者はどうやってエ

ージェントを選ぶのか。 

（A） 信用等によって、お客様は 終的に判断する。もちろん、与えられたツールをうまく使って、

どれだけ的確な情報を出せるかということも 1 つである。しかしテクノロジーというのはツール

であって、不動産取引というのはやはり 終的には信用である。いろいろなソーシャルメディア

等によるものも含めて、お客様は信用度によって選んでいる。その部分では日本と同様かと思わ

れる。サービス業であるため、どれだけ同じツールを使っていても、どれだけ自分がサービスで

きるかをお客様に説明する部分が重要になる。 

 

（Q） これだけのシステムが整っているが、店舗等、実際にお客様と会う窓口がある意味は変わって

来ているのか。 

（A） エージェントは昔のようにオフィスにいて、コンピューターに向かっていることは確かに少な

くなっている。様々なテクノロジーによってどこでも仕事ができるようになってきている。しか

し、それでもやはり、エージェントが構えた事務所等、まずお客様が来られる場所というのには、

まだまだお客様のニーズがあると思われる。 

 

（Q） 将来売却予測のサービスは実際に、どれぐらいの実績が出始めているのか。また、これはサー

ビス提供企業からそのシステムをエージェントが購入し、アップロードするという理解で良いの

か。また、実際、これがどれぐらい稼働しているのか。 

（A） 「リマイン」というプログラムは始まって約 1 年程度。ほとんどの MLS が使い始めたのは、今

年の後半だと思われる。そのため、実績もまだ上がっていないが、基本機能（例えば、月何件ま

では予測の利用ができる）は MLS の会費の範囲で利用できる。それ以上利用したい場合は、費用

を月だいたい 35～100 ドルを払う。今は、どれだけのレベルの情報を得られるか検証していると

いう状態。今まで不動産だけのデータを集める会社は様々あったが、それを消費者データと繋げ

たことは画期的な部分。アメリカでも始まったばかりだが、これも今、日本に入ろうとしている。 

 

（Q） SNS 等に移動できる画面があったが、あれはエージェントが SNS に情報を出すのではなく、売り

手が出すのか。 

（A） エージェントである。もちろん、お客様の許可を得ている。 
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（Q） 基本機能は無料サービスで、紹介されたほとんどのツールはプラスオプションがある設定か。 

（A） リマイン、ディスクロージャー等はベースの上にプレミアムバージョンがあり、エージェント

がプラスアルファを払っている。他のほとんどの部分は会費に含まれる。エージェントが払わな

くてはいけない会費は現在 3 カ月で 162 ドルとなっている。 

リマインは様々な会社と提携して、エージェントがプレミアムを払うことによって利益を生ん

でいる。ほとんどこの MLS に対して料金をチャージしていない。無料で MLS と提携し、プレミア

ムサービスで収益を得る形が多い。 

 

（Q） 同じエリアのなかで、例えば、知らない間に重なって物件が登録されることはあるのか。 

（A） このエリアではない。地域によっては登録物件が重なっている MLS がある。そのため、今デー

タ統一が進められている。地域的に二つの MLS の境界線、カウンティに重なるエリアは登録物件

が重なる場合が多い。アメリカの場合、不動産免許は州単位のため、州ごとで違う。そのため、1

人のエージェントが複数のカウンティの MLS に入ることもある。 

 

③ 米国住宅不動産・投資事情 … 米国不動産のトレンドと課題 

まず、トレンドについて。全米リアルター協会の会員数は約 133 万人で、個人会員（リアルター）に

なっている。それぞれの事務所単位で全員がリアルターかリアルターでないかは地域によって違う。例

えば、サンフランシスコのように、MLS にアクセスするためにリアルターに入らなければいけない地域

は全ての業者がリアルターとなる。シアトルの近郊では MLS は別の団体のため、リアルター協会に入ら

なくても MLS にアクセスでき、リアルターの割合は 65%程度。全米リアルター協会は、アメリカの企業

団体（全業種含む）でいちばん大きな組織体となっている。そのため、組織改革が課題となっている。

情報化が進む中で、どのようにして組織が対応しスピーディーに結果を出していけるか、もちろんテク

ノロジー対応も含めて考えている。 

今年の 8 月に、サンフランシスコで初めて IOI サミット（Innovation, Opportunity & Investment の

略：不動産テックに関わる仕事をしているイノベーターと、それに投資する人が一同に会する、NAR 主

催のイベント）を開催し、お互いにテクノロジーを共有した。NAR はそれぞれの傘下組織があり、団体

としてテクノロジー対応が困難。そのため、NAR がイノベーター（テクノロジーを持つ者）と投資家を

繋げ、それをマネジメントして機会を与えることで、協会としてテクノロジーに関わっていく形に変え

た。 

Realter.com は元々2000 年の初め頃までは、リアルター協会がもっていた BtoC のコンシューマーサ

イトだったが、2002 年、ムーブインクというところに売却した。だが、当時、サイト売却について会員

の方々からかなり批判を受けたため、契約上は、Realter.com はリアルターのサイトという形を取って

いた。しかし、今になると、Zillow・Trulia 等、莫大な投資をかけて運営する巨大サイトが存在してお

り、もしまだ我々がサイトを保有しているとすると、会費を相当値上げしないとサポートできない可能

性があった。実際、ムーブインクも、ニュースコープ（オーストラリアの会社で、フォックス・ニュー

ス、ウォールストリートジャーナルを保有する会社）が親会社になることによって、サイト運営が出来

ている。そのため、 終的には、売却を判断して良かったことになる。 

政治関連について、団体として も重要な部分だが、課題のひとつとしてトランプ政権がある。日本

でもトランプ政権による不動産業界への影響を聞かれるが、実際、基本の部分ではほとんど変わってい
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ない。今、いちばん大切なのは、中間選挙。ここで、共和党・民主党のバランスによって、これから政

治の世界がどう動くかというのがいちばん重要。アメリカは議会制度のため、実際には大統領よりも議

会のほうが力を持っている。 

その他で今いちばん大きい点は、特にこのサンフランシスコ等を考えると、連邦の税制改革で住宅関

連の税金控除対策が変更になった点。今までアメリカは住宅ローンの利子部分は住宅ローン元本 100 万

ドルまでは全額控除できた。それが今回の改革で 75 万ドルの上限が設定された。サンフランシスコで

だいたい今、平均価格が 130 万ドルであり、75 万ドル以上のローン元本の利子部分を控除できなくな

る。価格が高いエリアでは消費者に影響が出ている。もちろん安いエリア（例：オクラホマ）で平均価

格 20万ドルというようなエリアは全然関係ない。 

もうひとつは移民法。どのような形でこれから移民を受け入れるのか。また、アメリカに 50 万ドルを

投資して雇用を生むことで永住権にあたるビザを発行するシステムがあるが、それがなくなる、あるい

は、50万ドルでなく例えば 100 万ドルに上げるという話も出ている。それによって不動産市場に影響が

出る可能性もある。 

その他、今いちばん不動産業界での大きな問題は在庫不足である。アメリカは現在新築物件が足りな

い状態。リーマンショック時、それまでに宅地化された土地が大量にあり、それらの住宅建設が終わり、

今は開発から始める必要がある。また、銀行は住宅建築用のローンは 3 か月 6 か月の間で回収できる

ため貸出すが、開発の場合 2 3 年を要するため貸さない。中堅の不動産会社は株式市場から資金を得

られないため、融資が必要になるが借りられない。今年に関しては年間約 150 万棟の新築が必要である

が、約 120 万棟の供給に終わると予想される。去年は 100 万棟までいかず、その前年は 80 万棟。その

しわ寄せで結局、年間 650 万 700 万棟の売買があるなか、新築物件が少ない影響で在庫不足になり、

価格高騰になっている。サンフランシスコはリーマンショックのときも住宅価格は少し下落しただけ。

現在バブル状態なのかという意見もあるが、我々としてはバブルではないと考えている。 

もうひとつアメリカで大きな問題として、学生ローンがある。アメリカの場合はほとんどの方が大学

に行くために自分でローンを借りる。今、平均して卒業時に学生ローン残債を 3 万 6000 ドル保有して

いる。学生ローンは、入学時の借入の返済開始が卒業したときからで、その時の条件が適用されるため、

金利が上がったら大変になる。また、アメリカの場合、ローンは破産申告をすると免除される場合が多

いが、学生ローンは破産申告をしても無くならない。負債をもった学生が社会に出ることが、住宅を買

う時期を遅らせる大きい理由となっている。 

 

④ 米国住宅不動産・投資事情 … ＩＴ関連企業の不動産進出 

これから起きる問題として考えられるのは、IT関連企業の不動産への進出がある。例えばアマゾン等、

今まで不動産業界ではなかった IT 関連の企業が不動産業界に入ってくることが、ひとつの大きなこれ

からのトレンドであると思われる。それの良し悪しはまだ分からない部分がある。ITに関してのトレン

ドは、リアルエステートテクノロジー、リアルテック、不動産テックなどと呼ばれているが、先程のリ

マインなどがエージェント支援で 新の情報を保有していると考えられる。今不動産テックの動きを見

てみると、 終的に成功している不動産テックの企業は、元々は不動産エージェントをしていて、エー

ジェントのニーズを満たしている企業が多い。消費者向けのサービスも数多くあるが、どの企業も伸び

ているというわけではない。アメリカの場合、だいたい 7 年に 1回ぐらいのペースで買い替え、一生に

5 回ぐらい買い替える。消費者にとって も大きい投資であり、不動産を買う場合、自分のマイホーム
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を買うという意識はアメリカも変わらないため、 終的に何で購入判断するかといえば、やはりフィー

リングのようなかたちで家を決める。その部分は、まだ AI やテクノロジーではカバーできない部分だ

と考えている。 

NAR も、3 年ほど前にミレニアル世代（コンピューターを持って生まれてきたような世代）の方たち

に、あなたは物件を売買するときに、リアルターを使いますかと質問をした。我々はそういう質問をす

るのがものすごく怖かった。どういう答えが返ってくるか分からなかったからである。結果、実は、約

83%のミレニアル世代の方たちは、私たちはリアルターを使いますと回答した。同じ質問を一般消費者

全体にした場合は 63%ぐらい。ミレニアル世代の方たちは、情報はいくらでも自分で得られるが、どの

情報が正しいかというのは分からない。そういうときにやはり私はプロに頼みますと。そういう部分で

は、医者や弁護士と同じような結果がでた。 

アメリカのマーケットの 30 40%は、これからミレニアル世代に入っていくと言われている。そのた

め、これから不動産業界で生き残っていくためには、ミレニアル世代を掴まなければいけないというこ

とを考えている。大切なのは CRM（顧客関係管理）にビッグデータをうまく使っていくことにある。例

えば我々の MLS で CRM の 1 つとして、お客様の住所郵便番号・e メールアドレスがあれば、その郵便番

号区域内で起こった不動産の状況のレポートが、毎月自動的にお客様に送られるというサービスがある。

私は今、700 名ぐらいに送っている。それを送ることによってコネクションが生まれ、アメリカの場合、

過去のお客様でも買い換えが多くあるため、その状況が見られるということが 1つ大きなメリットにな

る。 

次に、バーチャルオフィス。例えば、EXP という会社がある。この会社は事務所・店舗がなく、州に

1 人ブローカーがいて、所属エージェントは自分の家から仕事をしている。成長している企業で、フィ

ーが安いことが特徴。アメリカの場合、エージェントがエージェンシーにお金を払って働かせていただ

いている形になる。どこかの会社に所属し、その人たちにお金を払っている。私の場合年間に約 2万 5000

ドル位を払って名前を借り、テクノロジーを使わせてもらっている。その中において、バーチャルオフ

ィスが増えてきている。仕事をする環境が、テクノロジーによってどこでもよくなった。この動きは今

後も増えると思われ、ある程度の部分までは伸びると考えている。しかし、 終的に一生にいちばん大

きい買い物をするため、事務所があってきっちりした人と取引をしたいというニーズに、今のところあ

まり変わりはない。 

次に、トランザクションマネージメント。電子署名やペーパーレス化がものすごく進んでいる。その

ため、お客様に会う回数も減り、エージェントとしてはすごく楽になった。お客様がどこにいても、ス

マートフォンがあれば、サインすることができるようになった。大きな変化である。 

情報管理については、ブロックチェーンの活用がアメリカでは進み始めている。登記に関する部分は

州と組むことによってブロックチェーンを利用できるようになると考えている。例えば、バーモント州

はブロックチェーンを使って、登記の登録等ができるようになった。ブロックチェーンの中で情報管理

が保証されたものでできるという判断がある。ブロックチェーンに関しては日本のほうが伸びるのでは

ないかと考えている。アメリカの場合、MLS がいろいろなシステムを作っており、まだまだブロックチ

ェーンのあり方が必要でない部分がある。 

あとは、ドローン。アメリカの場合、ドローンを商業用に使う（例：物件の写真を撮影）ためにはド

ローンを持つライセンスが必要になる。個人情報の問題もあるため、その点をどうするかがこれから大

きな課題だと思われる。 
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⑤ 米国住宅不動産・投資事情 … 統計で見る米国住宅事情 

統計によると、アメリカ全体で も売れている価格帯は 10万～50 万ドルの間。これが約 70％を占め

ている。うち、10 万～25万ドルの間が 40%。アメリカはマーケットにより状況が全く異なり、アメリカ

の不動産マーケット・不動産業界を一概に説明することは難しい。しかし、やはり高価格帯の割合が少

し伸び始めていて、価格が高騰することで更に伸びていくと思われる。2018 年 7 月で見ると、10 万ド

ル以下の価格帯は 13.1%販売戸数が減っている。2018 年 9 月では、総じて数が落ち込んでいる。マーケ

ットがスローダウンしているということになる。 

普通アメリカの住宅販売ピークは 6月・7月になる。9月に学校が始まるため、7月ぐらいまでに契約

をして全部クロージングするのは 8 月末で学校が始まる前に終えるというパターンが多いためである。

しかし、今年は 5月がピークで、その後少しずつ下がってきている。ひとつには、あまりの価格上昇と

在庫不足のため買い渋り、今年は諦めようという方が多かった。また、中間選挙があるため、金利など

が変わるかもしれないとの期待もある。そして、株式市場は変動が大きい。 

2018 年 4月と 9 月の既存住宅関連情報の違いを比較すると、4 月時点は年間の売買件数予想が 546 万

戸、9 月時点は 515 万戸と予想が減っている。対前月比 3.4%減、対年比で年間 4.1%減、9 月は落ち込む

と予想されている。平均在庫数について、アメリカでは在庫数がだいたい 5 7 か月になるとバランス

が取れたマーケットだと言われており、こちらは 7 月時点と 9 月時点の年間予想で比較すると、在庫数

は 4.3 か月と 4.4 か月であまり変わっていない（図 1）。やはりまだまだ在庫不足であるという部分が

ある。 

 

図 1 既存/中古住宅年間販売予想指標（2018 年 4月/7 月/9 月） 

   
（出典：NAR サンフランシスコリアルター協会提供資料） 

 

アメリカ国内に対して海外からの住宅関係の投資を見ると、海外バイヤーの購入中間価格は国内バイ

ヤーに比べ 400 万円程度高い。購入先のトップ 5の州は、フロリダ、カリフォルニア、テキサス、アリ

ゾナ、ニューヨーク。今、日本人は、投資をする時は、例えば、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニ

ューヨークといった、アメリカについてのイメージが頭に浮かぶエリアに投資している。全て高いとこ

ろばかりである。 近はダラスが多い。というのは、ダラスに米国トヨタの本社が南カリフォルニアか

ら移ったためである。しかし、ダラスはまだ土地が安いため投資については出口の部分が見えない。例

えば、サンフランシスコ・シアトルはもうあまり投資する物件がなく、簡単に需要と供給で価格がある
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程度上がっていく。日本人は、加速度償却も欲しいしキャップも欲しいし、出口もいい物件を求めるが、

そういう物件は基本的にない。ダラスは価格が安くてキャップはまあまあ良く、加速度償却にも問題な

いが、サンフランシスコの方が償却できる額は大きい。見方の問題で必ずしもダラスが良い、サンフラ

ンシスコは良くないというものではない。尚、アメリカの住宅価格が主要都市で上昇しているなかで、

ニューヨークだけは下がっている。 

今年の第 2 四半期の主要都市圏内の中間価格を見ると、対前年比で、サンフランシスコでは 1.07 ミ

リオン、12.6%上がっている。シリコンバレーはアメリカの中でいちばん高い。しかし、実はアメリカで

主要都市になり始めた、メンフィス、テネシーなどは中間価格が 18万 9000 ドル程度。これらのデータ

を見ると、アメリカもまだまだ投資ができるところがある。日本人は彼らが思うアメリカにしか投資し

ないが、中国人は全然関係ない。どこに行っても中国人が投資をしている。中国人の投資家で今話題に

なっているのは、例えば、カナダのバンクーバー。1 棟約 60 70 戸ほどある新築マンションを、ほとん

ど中国からの投資家が買われる。しかし、それを賃貸に出すわけでもなく保有している。居住していな

いため、ゴーストタウンのようになっていて、バンクーバーなどでは問題視されている。 

 

⑥ 質疑応答 

（Q） CRM で月に１回消費者に取引の情報を流すという話について、今売却活動中の方々に対するサー

ビスか。 

（A） 今売ろうとしている方に限らない。アメリカの場合はリピーターが多いため、売買成立した後

が、本当のマーケティングになる。買い替えや紹介があるためである。自分のデータベースに登録

すれば自動的にいくようにしている。 

他には日本と同じようにアメリカのマーケティングでも、私の場合は DM も使って、先程のジッ

プコードサービス、eメール等、様々な方法を取る。e メールだけだと無視されるが、毎月自動で出

しているマーケティングレポートは、ほとんどの方が見ている。お客様からの送信拒否は今まで１

件もない。それはやはり皆住宅に関しては情報だけは知りたいと考えているため。それがあること

によって、お客様を顧客として管理する形になっている。 

営業として、私が今強化している部分は日本的な営業で、アポイント無しでお客様に訪問する日

を多くしている。アメリカの場合は電子サインもあり、実際のお客様に会わなくても全部仕事がで

きる。今年も会わずに取引した方が 2 件いる。家も見ていない方もいる。写真や動画で確認して契

約は全部電子、お客様に初めて会ったのは引越の時だった。そういう時代ではあるが、不動産に関

してはいちばん大きな買い物なので、やはり人と人の接点というのは、そう簡単には AI ではまだ

まだできない部分であると個人的には考えている。 

売り手が OK であれば、買い手が直接売り手とコンタクトを取って家を見る、というようなシス

テムが出てきている。しかし、セキュリティの面に関して、知らないバイヤーの人が直接誰かの家

に行って家を見て回るのは、お客様サービスとしてはいかがなものか思う。もちろん、それも気に

ならないという人もいるが、そこはあまり伸びないように感じる。その会社もやはり IT 企業で、

不動産業者が考えたものではない。不動産業者は絶対にそういうことは考えない。テクノロジーの

使い方の問題である。 

アメリカのテクノロジーはエージェント・MLS が基礎にあって、それにまつわるプラスアルファ

のサービスが多いということだけは分かっていただければと思う。 
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（Q） CRM システムは協会が持っているのか。それとも個別のブローカーが持っているのか。 

（A） 協会でやらず、個々の会社・自分でやりたいという意見がある。ほとんどの方が、ミニマムな部

分は協会 MLS で持っていて、プラスアルファの部分は個別の業者が持っている形が多い。それがひ

とつの有名ブローカーの売りになる。それでも、皆同じシステムを使ってどうやって自分を売るか

と言ったら、自分の信用度を上げて、鍵を預けられるぐらいになる必要がある。アメリカの場合だ

いたい 70%ぐらいはまだお客様が住んでいるうちにリスティングするため、やはりエージェントの

信用が重要。 

 

（Q） 7 年に 1 回ぐらい買い替えるということだが、なぜアメリカ人はそんなに買い替えるのか。  

（A） アメリカでは簡単な話、生活の用途によって家を買い替える。一生に１回という考えがない。例

えば独身で住んでいるときは１LDK のマンションでいい、夫婦で 2LDK になって、子どもができれば

戸建てになって、子どもが増えればベッドルームが 3 つか 4つにするという生活のパターンで家を

大きくしていく。また、もちろんステータスでもあるため、収入の変化でも買い替える。世帯数＋

ライフスタイルの変化によって買い替える。ただ、今いちばん大きな問題は、大学に行った子ども

が、家を買えずに戻ってくる。しかし基本的には、親世帯は老後は 2階屋から平屋になって小さく

なるというのがパターンである。 

 

（Q） 日本だと家族に変化がある場合、賃貸でもいいという考え方もあるが、アメリカではやはり、買

い替えなのか。 

（A） アメリカン・ドリームなのでしょう。家を買えるのであれば、誰でも買いたいと思うのは、これ

は世界的に皆同じ。アメリカはローンも基本的には借りやすいため、その点は大きいと思われる。

日本の場合は、一応住宅ローンといっているが基本的に個人保証で、物件に対しての比率は少ない。

アメリカの場合はだいたい 80%が物件に対しての保証比率のため、個人の支払い部分は 20% 25%ぐ

らい。そう考えたときに、リーマンショックがあっても、潰れないし、個人で返せなくても物件が

あればそれを売るという形があるため、そこは大きな違い。破産してやはり 3 年か 5年後には、ま

たローンは簡単に借りられる。日本の場合は 1 回破産申告すると、借りられない。アメリカの場合

は物件保証のため、査定したときに銀行が貸すお金と同じくらいの価値があれば問題ない。そのた

め、20 30%頭金を出していれば支払能力があればどの家でも購入できる。 

 

（Q） ニューヨークだけ価格が下がっているという話だが、要因としてはどのようなことが考えられ

るか。 

（A） ニューヨークは基本的にあまりにも高い物件が多すぎるためである。やはり海外の資本、ニュー

ヨークでいちばん大きく入ってきている資本はロシアだが、それもだいぶ減ってきている。もうひ

とつは、マンハッタンには MLS がない。昔ながらのやり方である。アメリカの中でも違うシステム

であることがひとつの大きな要因。MLS で情報を皆で共有することによって、それで価格も決まっ

てくるが、うまく価格が見えていない部分がある。ニューヨークはとにかく物件が高く成り過ぎた。

そして大会社も郊外に出始めた。これが一番大きな要因である。 
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【NAR サンフランシスコリアルター協会にて】 
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４. Movoto 社訪問・Agentlogy 社テレビ会議 

10月 29日、Movoto社を訪問し、同社の概要と不動産市場に関するテクノロジー活用の動向について、

Movoto 社代表取締役の竹内士郎氏、同 CEO の Imtiyaz Haque 氏から説明を受けた。また同社のパートナ

ー企業である Agentlogy 社の副社長ヒラリー アン氏がテレビ会議にて同席し、Agentlogy 社のサービス

の概要について説明いただいた。 

 

（１） 会社の概要 

① Movoto 社 
月間 9百万セッションを生み出す不動産情報ポータルサイトを持つオンラインブローカーで、仲介

会社の運営するウェブサイトとしては全米第 2 位のポジション。2005 年に成約課金制の不動産情報ポ

ータルサイト会社として創業。2017 年にメディアから一部の地域で不動産仲介に事業モデルを変え、

エージェントを採用し、自社ポータルサイトを活用するオンラインブローカーへ。現在は、ポータル

サイトとオンラインブローカーの両事業を、地域を分けて展開している。 

② Agentlogy 社 

不動産エージェントに代わってネット反響のスクリーニング業務を代行することでエージェントの

業務効率化及び成約率改善を実現するＩＴ企業。 

 

（２） Movoto 社のヒアリング要旨 

① 米国の不動産流通市場の構造 

まずはマーケットサイズ。中古流通市場だけで毎年約 500 万件の売買が成立し、7.7 兆円の手数料。

取引総額で 131 兆円の規模である。手数料の内訳は、7.7 兆円のうちサーチ市場（広宣費）が 8 千億

円、ここには Zillow やチラシの市場が含まれる。他の部分をトランザクションマーケットと呼び、仲

介会社が取るマーケットは、約 7 兆円。この 7 兆円をブローカー、エージェントが分け合う。売上自

体はブローカーにつき、実際中身については按分。全米でアクティブに動いているエージェントが約

139 万人で取り分が約 5兆 8 千億という構造（図 2）。 

仲介事業の日本との違いは手数料は全額売主負担であること。また、不動産営業は業務委託で、社

員ではない。エージェントはひとつの不動産会社（ブローカー）に属して働く。不動産会社の形式は

直営型・ＦＣ型・ブティック（個人経営）型、共通しているのはチーム制であること。トッププロデ

ューサーがチームリーダーの役割で、その下にエクスペリエンスド、ジュニアといわれる若手の 3層

に分かれ、それぞれブローカーに対する支払いが違う。トッププロデューサーはエージェントの取り

分がほぼ 100％である。エクスペリエンスドは 10 20％程度を、ジュニアは 30 50％程度をブローカ

ーに配分する（図 3）。ブローカーの収益は基本的にエクスペリエンスドとジュニアからによる。統計

では、上位 22％のエージェントで、約 82％成約を取っている（*全米 Top120 の MLS データからの推定

値）。ブローカーはかなりの収益をエージェントに還元している。日本と大きく違うのは、アメリカ

はすごくウエッティーな世界で、消費者が成約したエージェントと知り合ったきっかけでは、まだ

『紹介』と『リピート』が非常に多い。優秀なエージェント獲得がブローカーにとっては集客源、収

益源になる。特にトッププロデューサーとエクスペリエンスドのエージェントの集客は非常に大事。 
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図 2 中古住宅流通市場の構造 

 
（出典：Movoto 社提供資料） 

 
図 3 不動産会社の形式類型とブローカー・エージェントの関係性 

 
（出典：Movoto 社提供資料） 

 

② テクノロジー市場の動向 

今、テックベースのブローカーが増加している。不動産会社のサイトの月間流入ランキングで見る

と、Redfin、Movoto のようなオンラインブローカーのランキングが上がり、オフライン系の会社が下

がってきている。  

一つの理由は、サーチ市場が 8千億円あり、うち Zillow・Trulia（グループ会社）で約 70％の集客

を占めている。両社の合併前は、多くのスタートアップ企業がこのマーケットへの参入を繰り返して
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きたが、参入余地がなくなったため、次にトランザクション市場に狙いを定め、ブローカー取り分の

1.2 兆円の市場を取りに来ている。現時点でのブローカーは従来型のオフライン企業が多く、抜け目・

隙があるのではないかということで、スタートアップが生まれ、投資家の投資対象となり資金が集ま

ってきている。ソフトバンクが良い例で、この領域で 1,000 億ドルを超える投資をしている。 

もうひとつの理由は MLS があることで、スタートアップ企業が MLS に接続さえできれば自分たちで

集客ができるようになっているからである。物件の流通情報は、MLS を通して 24 時間以内に登録さ

れ、写真や詳細情報が全部載っているので、その物件情報を使い、さらに他のデータも集約してデー

タマネジメントができれば基本的にはポータルサイトが作れる。だが、簡単に見えるが、実はこれが

難しい。MLS は全米で約 800 あり、それぞれが独自運用し、各 MLS がフォーマットを更新する変化に対

応しデータマネジメントをすることが必要である。Movoto はそれに対応している。全米の MLS のマネ

ジメントをしている会社はあまりない。 

オンラインブローカーは概ね 4タイプに分類され、軸足がカスタマーサイド・エージェントサイド

のどちらかに分かれる（図 4）。 

買い側のカスタマーサイドでいちばん有名な企業は Redfin。自社サイトに MLS の物件情報を掲載し

集客を自分たちで行い、エージェントをチーム制にして生産性を高めてコストを下げ、手数料の一部

を買い手にキャッシュバックして差別化している。アメリカでは、買い側は手数料を払わないため、

Redfin で買うと平均的に 50 万円程度貰える。しかし、伸び悩んでいる。家はやはり大きな買い物であ

り、消費者は手数料をちゃんと払ってでも良い物件を探したい、高く売りたいという志向が強い。 

次は、売り側のカスタマーサイド。いちばん有名なのは Opendoor でソフトバンクが先月 400 ミリオ

ンドル出資した。売主がサイト上でオンライン査定を申請すると、MLS データベースを基にアルゴリズ

ムを使って『適正価格』を算出、当該価格で購入できるということ。翌日には現地調査、不具合があ

れば価格を下げ、購入判断。2日で家が売れるというサイトで有名な会社である。 

3 つ目は、エージェントサイドのモデルで、今 Compass が日本では有名。これもソフトバンクが 850

ミリオンドル出資している。トッププロデューサーのコミッションはブローカー配分 0％で、トッププ

ロデューサーごとエージェントチームを引き抜くというビジネスモデル。ボーナスやストックオプシ

ョンを支払い、効率的にトッププロデューサーを集め、株価が上がるとそのストックオプションがす

ごく効くため、また新しいトッププロデューサーを入れていくという戦略。だがエージェントが所属

を継続するか疑問がある。 

4 つ目もエージェントサイドのモデル。クラウドブローカーというカテゴリであり、Movoto のこと

である。ブローカーのブランディングを全て自前でやり、オフラインの業務は全て切り捨てる。分か

りやすい例がオフィスを無くし基本的に携帯で仕事をするということである。その代わりに、ブロー

カーへの支払はコミッションではなく月会費として、プラットフォームサービスを提供するモデル。 

オンラインブローカーは総じて時価総額が非常に高いが、赤字の会社が大変多い。だが、不動産売

買の成約を取ると他の付随したマーケットでマネタイズできるため、赤字でも参入してくる。特に大

きいマーケットが、仲介手数料と同程度の規模と言われているモーゲージブローカーのマーケットで

ある。オンラインブローカーのなかにはモーゲージブローカーを持っているところもある。不動産仲

介の周辺マーケットは大きく、まずは第一接点である不動産売買の成約シェアを獲得することで、周

辺マーケットでのマネタイズを狙っている。 
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図 4 オンラインブローカーの分類 

 
（出典：Movoto 社提供資料） 

 

③ Movoto 社の事業概要 

Movoto 社は元々リクルートの会社でそこから MBO で独立。事業内容は、成約課金制のポータルサイ

トビジネスからスタートしたが、その後ビジネスモデルを転換し、現在は、カリフォルニアとラスベ

ガスではオンラインブローカーとして不動産仲介業を展開し、その他の地域では、ポータルサイトに

よるメディア事業を反響課金制に切り替えて継続している。売上は約 18.5 億円。ブローカー業は 4都

市で約 200 名程度。 

この Movoto 社のクラウドブローカーとしてのモデルは、基本サービス（反響、契約書チェック、オ

ンライントレーニング等）を月額 400 ドルで使え、アップグレードサービス（電話代行、オフィス）

は有料とするなど、ソフトウェア会社に近い業態（図 5）。エージェントからは、コミッションではな

く基本月額 400 ドルの定額料金を貰うことで、オンライン集客やエージェントのツールといった自社

のプラットフォームを開発し、また、エージェントのブランディングを自社サイト上で展開すること

等により、ブローカーとして反響を獲得してエージェントに繋ぐ。このモデルは、エクスペリエンス

ド・エージェントをターゲットにしている。この層であれば、月額 400 ドルぐらいならブローカーへ

の支払いがかなり削減されるので、所属の動機付けになる。 
尚、アップグレードサービスの電話代行は、反響に対する初期対応をエージェントに代わって行

い、スクリーニングをしたうえで、より確度のある反響をエージェントに繋ぐサービスである。スク

リーニングはもともと自社でやってきたが、オペレーションの負荷が大きく、今後の事業エリアの拡

大に備えてアウトソーシングをはじめている。その委託先が、Agentlogy 社である。 

来年は、このブローカーの事業を広げていく考えで、準備を進めている。都市展開とエージェント

ツールの強化に投資していく考えである。 

Transaction市場を狙ったTech Broker

Redfin

Ibuyer

Compass

買いカスタマー集客をZillowからリプレイスし、
不動産会社の仲介⼿数料を獲得するプレイヤー

カスタマーサイド
に軸足

Agentサイド
に軸足

Cloud 
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売りカスタマー集客をAgentからリプレイスし、
不動産会社の仲介⼿数料を獲得するプレイヤー

Top Producerを大⼿仲介会社からリプレイスし、
不動産会社の仲介⼿数料を獲得するプレイヤー

Experienced Agentを大⼿仲介会社からリプレイスし、
不動産会社の仲介⼿数料を獲得するプレイヤー
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35 

 

図 5 クラウドブローカーのビジネスモデル 

 
（出典：Movoto 社提供資料） 

 

④ Movoto 社の事業戦略 

売り手と買い手双方に信頼されるプラットフォーマーになることが Movoto のビジョンである。ま

ず、Movoto の方針として、データ第一主義。データに基づいて戦略・戦術を決めている。 

特にオンライン・マーケティング予算に関しては、どのように使うかを細かいエリアで分析して投

資の優先順位を決めている。例えば、Movoto では、エージェントノートというオリジナルのコンテン

ツを入れている。このエージェントノートに、個々のエージェントが、実際に見た物件の評価や感想

を記入することによりグーグルの評価が上がるため、彼らのブランディングページへの記入を推奨し

ていることや、SEO(Search Engine Optimization)と SEM（Search Engine Marketing）の効果が地域ご

とに異なるため、カニバリゼーション（食い合い）しないようエリアを細かく分析して効率的に棲み

分けをして実施していること、また、Movoto のウェブサイト上では、資料請求や問い合わせフォーム

が複数あり、１つ１つのフォームを見比べて反響成果を分析し、内見時間帯指定のフォームが一番反

響の質が高かったことからそこを強調していることなど、これらを仮説を立てて検証し、その結果に

基づいて 終的な投資判断を行い、反響総数の 大化を図っている。 

Movoto は、2017 年に事業モデルを変更し、従来からのポータルサイト事業を成約課金制から反響課

金制に切り替え、またカリフォルニアとラスベガスではポータルサイト事業を止めてクラウドブロー

カー事業に切り替えた。 これにより、成約課金での反響後の成約サポートの負荷がなくなったため、

出来た時間でオンラインウェブサイトでの集客、及びその反響獲得に集中し、クラウドブローカー事

業の拡大に注力できるようになった。ブローカーのビジネスに関して異なる都市・価格帯・カスタマ

ー属性等においてテストし、 終的にサブスクリプション（定額料金）モデルが各エリア共通して展

開できる もスケール化の可能性が高いモデルだと結論づけた。プラットフォーマーとして取引から 1

歩引いて必要なサービスを全部提供し、そのサービス価値に見合ったフィーを月額固定で取るポジシ

ョンに変えている。 

Cloud Brokerのビジネスモデルと課題（Subscription Modelの事例）
強み シンプルなオペレーション（売上=Agent数）、Agentにとってコミッションを下げられる
弱み 採用スピードがCompassモデルよりは遅い（無理やりお⾦で釣らないため）

Marketing

Commission
（Broker取り分）

Traditional
Broker Cloud Broker

オフライン/オンライン
含めた集客

3

オフライン->オンラインへ提供価値を移⾏

営業Tool

Office

Compliance

Training

オンライン集客のみ
（自社サイト）

他社ツールを有料にて
使用可能

自社開発の
オンラインツール

Broker負担で
オフィス使用可能 オフィスは基本なし

Brokerとしての
サポート機能あり

Brokerとしての
サポート機能あり

新人向け研修など
充実した研修サービス オンライン講習のみ

仲介⼿数料から
30%程度

Subscription
 ⽉額使用料

加盟時の特典 なし Stock Optionあり

仲介業->Software Serviceへ

Agent

コンプラ
チェック

基本商品
$400/月

反響

契約書
チェック

オンライン
トレーニング

ESO
（団体保険）

弁護士
サポート

アップ
グレード商品

電話代⾏
$5/1件

Office
$65/⽉

Application Platform

登録して
Credit Card決済
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このモデルでは、エージェントと Movoto が本当の意味でパートナーになるということがいちばん大

事。成約手数料が無くても費用が発生するため、エージェントにとってはコスト増となるが、それゆ

えに良いエージェントが集まりやすいメリットがある。ビジネス拡大のためにエージェントが必要と

するサービスを Movoto として責任を持って提供していくことでパートナーシップを組めることもひと

つのメリット。また、お互いにオーナーシップを持って会社を成長させていくことを狙ってストック

オプションを与えるこのも行っている。我々は必要なサービスを全部オンライン経由で提供するとい

うモデルで、スケール拡大のスピードを上げていくことを目指している。 

ファイナンス面については、この 1年の事業の転換によって実質的には黒字化に成功した。 

ポータルサイトビジネスでは、サイトへの訪問数は昨年から右肩上がりで、昨年同月比で 1.5 倍か

ら 2 倍くらい伸びている。コンバージョンレート（反響率）、エンゲージメント（ユーザーとウェブ

サイトとの繋がりの度合）も伸びており、両者が伸びていることで、問い合わせ反響が劇的に伸びて

いる。 

次に仲介ビジネスでは、現在はラスベガス、ロサンゼルス、それにベイエリアとフレズノで、仲介

会社の支援を展開し、サブスクリプション（定額料金）モデルを、計画的に成長させている。 

Movoto の今後の成長可能性には 5 つのポイントがある。まず、Movoto は Redfin に続く 2番目に多

いトラフィックを持っている。2 つ目は、ブローカーとして MLS に直接アクセスできることでリスティ

ング（物件情報）が も新鮮な状態であり且つ全米５０州のライセンスを持っている（Movoto のみ）

こと、3 つ目は、競争力のあるポータルサイトアセットを持つブローカーとしては唯一のサブスクリプ

ションモデルのブローカーであること、4 つ目は、ポータルサイトの成約課金事業の経験を通して蓄積

したエージェントの実際の接客データ等を基に開発した AIを活用してエージェントに対してサポート

ができること、そして、5 つ目は、物件探しから成約まで、ユーザーとエージェントの両方を一気通貫

してサポートできる唯一のオンラインプレイヤーであることである。 

資金調達なしでも来年には黒字化できるが、今後の事業計画では、より増資して成長を加速させ、

トップラインを上げてスケールを取りにいくという積極的戦略を取る。2021 年の売上規模で 200 ミリ

オンドルを目指している。 
 

⑤ 質疑応答 

（Q） 不動産市場構造の部分で、ブローカーがトッププロデューサーを抱えるメリットはなにか。 

（A） トッププロデューサーに紐付く若手たちからコミッションが取れる可能性があるため狙ってい

るのではないかと言われている。トップから仕事の話を得ることができるため、若手はついてく

る。その場合の利益配分についても、例えばトップエージェントが自分で獲得した売り物件のオ

ープンハウスに立たせてもらい買い顧客を獲得するというようなことを、チームで決めている。 

 

（Q） ポータルサイトに来る反響のスクリーニングを一部外注したとのことだが、営業時間外や週末

の集中時間帯に来る反響も含めて、全てカバーできているのか。 

（A） 今のカリフォルニアとラスベガスだけではカバーできている。Agentlogy 社に外部委託する前

には、全部自前でコストの安い国にコールセンターを設けて行っていて、カバーはできていた

が、外部委託することで自社要員を半減することができた。今後の規模拡大に伴い、さらなる外

部委託を進めていくことを検討している。 
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（Q） ポータルサイト事業の反響課金はエージェントが負担するのか、ブローカーが負担するのか。 

（A） パートナー企業がいて、その会社が Movoto に反響課金の金額を払う。そのパートナー企業か

らエージェントが反響を購入するかたちのため、結果的にはエージェントの負担となる。 

 

（Q） 資金調達して規模を拡大したときに、投資資金は何に使うのか。 

（A） エリアを広げるためのリクルーティングに投資する。新規エリアではやはりある程度プロモー

ションしながら取りに行かないといけない。エージェントは、Movoto がどのように消費者向け

の広告をしているのかに注目していて、露出が多いと期待をもって入ってくれることが分かって

いる。だから、エージェント向けに特化するのではなく、基本的には広く消費者向けにプロモー

ションブランディングをやっていくほうが効果的と考えている。 

 

（３） Agentlogy 社のヒアリング要旨 

① サービス概要 

アメリカの不動産業のこの 10年間の大きな変化は、お客様がインターネットからリード（反響）を

上げてくるということである。不動産関係ではこれが問い合わせの 90%を超え、24時間体制で毎日上

がってくる。この状況はエージェントにとって大きな問題である。深夜にもリードが上がってきて充

分早く対応できないと他のエージェント、他の会社にお客様が奪われることがある。実際問題として

45%のリードに対応しきれなくなっている。このリードの 63%が営業時間外もしくは週末に上がってく

る点に対応することが、Agentlogy の仕事である。 

まず、リードに早期対応をするということが重要で、5日以内にフォローアップする。それからパネ

ルを重視して高品質の関係を育んでいくということになる。我々Agentlogy はリードコンバージョンの

トップ企業を目指している。パートナーは誰かというと全米トップレベルのブローカー、それから全

米トップエージェント。Movoto 社はそういうトップの関係のひとつになる。 

我々はリードが入ってくると直ぐにテキストメッセージを送る。そして 2分間反応がないと電話を

こちらから 5 日間で 13回までかける。フォローのかけかたはテキストメッセージ、eメール、電話、

そうやってなんとかしてお客様にリーチする。 初にやるのはテキスティング。これは反応率がいち

ばん多いからである。それだけではなく e メールや電話を使ってフォローアップする。我々は技術を

使ってこれらをブローカー・売り主に全て見えるかたちにし、透明性を担保している。電話について

はリアルタイムでチェックできる。テキスティングについてはバックシステムを使い完全にフォロー

できるようになっている。どの段階でもブローカーが入ってきて 終的に対面アポイントメントを取

る。お客様の 72%の方々はフェーストゥフェースでのエージェントのサポートを希望する。それを我々

のコンシェルジュデスクでは 24 時間毎日対応する。オフィスにいて人間が対応する。質問内容は、バ

イヤーなのかセラーなのか、興味あるエリア、ローンを組むのか、実際に会うことができる状態なの

か、どのような連絡方法が良いか、といったことである。 

通常エージェントのリードに対する平均的な反応時間は 3 時間 8分で、お客様から反応を受ける率

は 50%しかない。そしてそのお客様のリードにタッチしようとする「トライ」は平均 1.3 回しかない。

Agentlogy を使うと反応時間は 2 分。そして 100%お返しする。コンタクトのトライをする回数は 5日

間で 10 回。それに加えて毎日 24 時間対応し、通常に比べて３ ５倍の効果があると考えている。 
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Movoto 社は、我々から見て本当にトップのリードソースで、これはどの他のブローカーのリードよ

りも上回っている。Zillow、Realter.com、Homes といったところから上がってくるリードよりも圧倒

的に多い。時間別でのリード数の平均を見ると、Movoto 社から来るリードの 50%以上は業務時間のあ

と、そして朝８時前。Movoto 社から来た場合の結果については、10件のうち 7 件が会話に繋がり、10

件のうち 5件でクオリファイ（不動産取引折衝）が行われる。さらに、Movoto 社から来る 70%のリー

ドが、向こう 6ヶ月以内に買おうと思っている方で、50%のリードが 20 万ドルから 40 万ドル台という

ことで全米平均の 2倍ぐらいに達している。これは売り手であろうと買い手であろうと同じである。

Zillow とか Realter.com と比べても優秀な成績になる。 

 

② 質疑応答 

（Q） 受託しているブローカーは Movoto 社だけか。 

（A） これはブローカレージの際にサービスを提供する会社で、Movoto 社以外にもブローカーやエー

ジェントはいる。 

 

（Q） テクノロジーでの対応というのは、 初に基礎メッセージを送ることなのか。そのあとは、コ

ンシェルジュ、人が対応するということか。 

（A） そのとおり。 初のテキスティングはライブでルーティング（routing）をするが、これには

テクノロジーが働いている。ルーティングとは何かというと、毎日 24 時間体制で人が詰めて、リ

ードをすぐに可動できる人に回す、そういうことを自動的にやる。まずはお客様とエンゲージ

し、そのあとはフォローアップしていく。 

典型的な使い方でいくと、Agentlogy がなかったとき、仲介会社の業務では、例えば Zillow か

ら月額の広告課金でリードを買ってきて、これを自分たちの差配でブローカーがエージェントに

渡していた。それには課題が 2つあり、ひとつはリードの質に結構ばらつきがあり、モバイル利

用が増えたことによって、偽の番号など本気じゃない人のリードが、やはりオンラインだと増え

てくる。それにより、エージェントの時間がそれで食われてしまっていて、営業ができなくなっ

ているという課題がひとつ。もうひとつは属人的な差配になるので、本当に正しいエージェント

に正しいユーザーを渡しているのかどうかが分からないという課題があった。Agentlogy を使うこ

とによって、全部のリードをそのままエージェントに渡すのではなくて一度ここを挟むことによ

って本当に質の高い、つまりリード成約率の高いリードのみに絞り込むことができる。これを１

反響あたりいくらという課金モデルで Agentlogy に外部委託している（Movoto 竹内氏）。 

 

（Q） 貴社のサービスをエージェントが直接お金を払って依頼するのか、それとも媒体やサイト側が

お金を払ってその顧客をブラッシュアップし、それらをエージェントに割り振るのか。 

（A） Agentlogy はエージェントとブローカーとだけから仕事を受け、ポータルサイトやメディアか

らは受けていない。Movoto のビジネスモデルではポータルサイト事業と一部地域でのブローカー

事業のうち、ブローカーとして彼らに対してお金を支払う。（Movoto 竹内氏）。 

 

（Q） コンシェルジュデスクでコンバージョン率を 3 5 倍と大幅に上げているが、コンシェルジュ

がコンバージョン率を上げる特殊なノウハウ・工夫を持っているのか。 
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（A） 私はホームズドコンテというところで、インサイトという訓練をする仕事をずっとやってい

た。これは何かというと、職員の研修を通じてセールスプロセスを改善していくことである。特

にお客様とのコネクションを確立すること。それには共感が第一。それからどういったニーズを

もっているか理解すること。そういったことをお客様から上がってくるリードにも適用してやる

ということである。 

 

（Q） エージェントから仕事を受けるときに、エージェントの営業時間のオンタイムとオフタイム

で、オフタイムに相当問い合わせがあるようだが、オフタイムの電話対応はどうしているのか。 

（A） 毎日 24時間体制で公の休日も営業しており、深夜に入ってきたリードに対しては電話をせず

にテキストを送る。大抵の場合はテキストに対しインスタントメッセージに答えがその場で返っ

てくるので、それでリードを取る。電話のフォローアップが必要な場合は、翌朝 9時以降に電話

をする。 

 

（Q） リードから本気の人だけを選別したあと 適なエージェントを探して渡すということに関して

は、どういう基準でやられているのか。 

（A） 我々はクオリフィケーションまでをやる。 適の人というよりは、そのときすぐに対応できる

人にすぐ回すということをやっている。それが、コンシェルジュがやっていること。 

 

（Q） リードをクオリファイして、その次のステップとして 適のエージェントを選んでその情報を

渡すということだと思うが、そこの仕組みとフィーがどうなっているのか。 

（A） ポータルサイトにエージェントが出稿する場合、個人でお金を払って出しているエージェント

もいるし、ブローカーがお金を払って出していることもある。後者の場合、そこに出てくるエー

ジェントは実在ではなく、代表の人を仮で置いておいて、そこへのリードは一旦ブローカーが受

ける場合もある。Movoto の場合には、ポータルサイトにくるのは特定のエージェント宛ではなく

ブローカーの Movoto に対してである。反響が上がってきたらそのまま Agentlogy に回す。すると

彼らがテキストを相手方に出す。そのあとフォローアップのために電話をして、こういったこと

を全部やってクオリファイをやる。クオリファイが終わったデータが全部 Movoto に上がってくる

ので、Movoto の AI テクノロジーを使いその時点での適切なエージェントに割り振る。割り振るた

めの基準というのは住宅の場所、価格やタイプなどである。（Movoto 竹内氏） 

【Movoto 社にて】 
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５. エー・ディー・ワークス LA オフィス 訪問 

10 月 30 日、ロサンゼルスのエー・ディー・ワークスを訪問し、ADW Management USA 社の奥田貞沖社

長、同 橋爪厚貴マネジャーの両氏より不動産市場に関する動向について説明を受けた。 

 
（１） エー・ディー・ワークスの概要 

エー・ディー・ワークスは、1886 年に興した染色業から始まり、1975 年以降不動産業に専念、不動産

鑑定や土地活用コンサルティングと事業領域を広げ、現在では個人富裕層向け収益不動産ビジネスに特

化。国内の収益不動産事業を主としてきたが、2013 年に海外事業部を発足。米国カリフォルニア州に現

地子会社を設立し、日本国内の個人富裕層に対し、ロサンゼルス地域の収益不動産を販売、プロパティ・

マネジメントを含め一貫したサービスを提供している。2015 年に東京証券取引所一部銘柄指定。 
 

（２） エー・ディー・ワークスのヒアリング要旨 

① カリフォルニア不動産市場について 

カリフォルニア州は日本の面積とほぼ同じで、一つの国として見れば英国を抜いて世界５位の GDP

に匹敵、既存住宅の価格平均が 58.4 万ドルで、全米平均の 2倍強に相当する。米国の国内景気は良好

で、失業率は過去 低水準（3.8%）、ローン金利水準は若干上昇基調だが 4.75%(30 年型固定レート)

は依然として低水準にある。 

米国では既存住宅が主流で市場取引の 80 85%程度を占める。築古となっても適切にメンテナンスさ

れ、周辺環境が変わらなければ価格が上昇する市場が形成されている。2008 年 8月のリーマンショッ

クからの回復が進み住宅価格・賃料ともに上昇基調で推移している。これはカリフォルニア州での人

口流入及び資金流入による市場の活性化に起因する。 

カリフォルニア州経済の成長ペースは、ここに来て若干落ちてはいるが、基本的に景気動向は上向

き。失業率も過去 19 年間で 低。不動産市場では、売り物件の価格が上昇、在庫逼迫が顕著になって

いる。特に初期購買層向けの手頃な価格帯となる 35-45 万ドルまでの価格帯の物件が少なく、必然的

に購買層が減少する傾向にある。ロサンゼルスを中心とする南カリフォルニア地域は、同州の中でも

住宅価格が高い地域で、一戸建て住宅が買い難くなっており、コンドミニアム（日本のマンション）

や集合住宅に相当するタウンハウスを選択する人が増え、これにより一戸建て住宅と比べはるかに安

かった価格の差が縮小している。米国の住宅市場の流れをみると価格が高くなる一方、所得格差が進

む中で若い人達がマイホームを買えなくなっており、開発が進むダウンタウンのような地域の賃貸物

件に住んで、生活の利便性を優先する傾向がある。そのため、自宅を持てない、車を持たない（不

要）、結婚しない（所得から見て出来ない）という 3 つの傾向が出ている。 

北カリフォルニア地域の中でも特にサンフランシスコ市内は圧倒的に住宅価格が高いので、一般的

な人は持ち家でなく賃借族になってしまう。 近の傾向では、マイクロアパートといって、個人部屋

のサイズは 20㎡ぐらいで共益スペースが完備された一人暮らし向けのアパートが人気だが、好立地と

もなれば家賃が月額で 15万円近くになる。今後もこうした小型物件への需要が同市のダウンタウンで

は増えていくと思われる。 
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カリフォルニア州の主要都市では、販売戸数が前年比で若干上昇傾向にあるが、在庫不足が久しく

続いている。在庫状況を見ると、 近になって若干売り物件が増える傾向にあるが、中間所得層向け

の物件数は少ない。また、高額物件ほど在庫が多い状態にある。 

自宅物件を例に取ると、取得から売却までの所有期間が伸びている。米国の場合、まず夫婦でアパ

ートの賃借から始まり、コンドミニアムの購入を経て、一戸建て住宅の取得となる。さらに家族構成

から広い家に引っ越し、そして子供達が独立したら自宅を売却し小さな家やコンドミニアムに引っ越

すといった、７年程度のサイクルが多かった。ところが 近は、売るのはよいが買い換え物件がな

い、といった事情から所有期間が平均で 10年以上と長くなっている。 

販売開始から成約までの期間は平均で 16 日間程度、中には売り出した途端に売れてしまうこともあ

る。物件の立地と価格が良ければ即成約のケースも珍しくない。MLS（不動産業者の販売ネットシステ

ム）で迅速に物件情報が開示され市場価格が確認出来るので、適性価格であれば短期間で成約とな

る。 

市場取引価格はおそらく、2019 年にかけて少し落ち着いていくとみている。賃料はどうかという

と、カリフォルニア州内には、賃料規制が施行されている地域があり、ロサンゼルス市の場合は現行

では前年比 3％の上昇制限とする賃料規制がある。逆に 3％の中でなら上げてもよいということで、そ

の範囲の上昇ペースにあると見る。ちなみに入居者が退去した場合の新賃料は 5％上昇、場合によって

は 1 割上がる可能性もある。築古になってもメンテナンスをしていれば家賃が上る特性は、新築志向

の日本とは逆の市場が形成されている事である。 

 

② エー・ディー・ワークスの事業紹介 

エー・ディー・ワークス海外事業部では、主に既存アパート物件を購入後リノベーションして賃貸

管理を付け、日本の富裕層のお客様に販売するという事業を行っている。ここロサンゼルス地域から

だいたい 40 キロ圏を中心に、主に 1.5 ～3 億円程度の物件を購入している。現在、購入ベースで 60

棟、販売実数ベースで 42棟となっている。 

米国の市場で日本と大きく違う点は、年々上昇していく家賃、低い空室率、築年数に拠らない稼働

率、貸主の強い権利の 4点。 

1 点目の米国全体の家賃は、26 年間で 2.3 倍になっており、年平均で 3.3％上昇している。人口はロ

サンゼルスのある西部では 16年間で 20%増加していて、予測ではアメリカ全体で 2050 年には 2010 年

と比べて 28%増加し、人口が増えて家賃が上がっていくというマーケットが形成される状況にある。 

2 点目の空室率は、ロサンゼルスで平均して 2.9%と言われている。実際、弊社で販売済みの 42 棟の

空室率は 1.9%となっている。 

次に 3点目、築年数に拠らない稼働率。ロサンゼルス地域のアパートストックの 71％が築 29年以上

であるが、築年代別の空室率は、1970 年以前が 2.4％、1970 年台 2.5％、1980 年台 2.8％、1990 年台

3.4％、2000 年台 4.0％と古い物件ほど空室率が低くなっている。尚、こうした米国不動産のメリット

として、木造で 22年以上経った建物は日本の税務上 4 年間での償却が可能であり、税務メリットをと

るため、なるべく古すぎず新しすぎずというように物件を仕入れる視点を考慮している。 

後に 4 点目の貸主の強い権利としては、入居者に対して 24 時間前に通知をすれば室内に立ち入る

ことができ、投資家は購入前に全物件を内覧することが可能となる。賃料改定については、通常 1年

契約終了後は月極契約になり、その後は６０日通知をもって賃料が改定できる。入居者は貸主の提示
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を受け入れるか、退去するかの選択となり、日本と比べて賃料の値上げが容易にできる。弊社では年

間 3％を目途に賃料を上げていくような状況で、マスターリース契約後の家賃の平均上昇率は 2 年以上

経過した物件でだいたい 10%以上になっており、要求利回りベースが同じであれば、なかなかキャピタ

ルロスには成り難いマーケットが形成されている。 

買主責任が基本の現地では考えられないといわれているが、弊社では、バリューアップ済みの物件

に瑕疵担保保証に近いかたちの 1 年間の保証を付け、価格の透明性を高めるために不動産鑑定評価書

の鑑定額を上限に価格設定をしている。一括借上のようなかたちで家賃保証を付けて販売しており、

今までの購入者は全て一括借り上げを選んでいる。大きな特徴として、借り上げるかわりに修繕費用

を一定額弊社で保証するサービスを付けている。 

 

③ 質疑応答 

（Q） 商品化されて販売までの期間は、だいたいどれくらいか。 

（A） だいたい半年から 1 年程度。家賃が安いテナントについては一度退去いただいてからすべての

部屋を入れ替える。基本的にリノベーションを施すのが前提条件で、法令で 30-60 日前、場合に

よっては 90 日前の事前通知が必要で、その間に改装計画や調査、場合によっては耐震改修の対応

もあり、物件によっては少し時間がかかる。購入してから工事が終わって入居者の手配が全部終

わるまで、理想は 6ヶ月前後というのが目標となる。 

 

（Q） 日本の投資家向けにということだが、アメリカ人の投資家動向はどうなのか。 

（A） 米国は日本より投資が頻繁に行われていて、実際 1～3億円ぐらいの弊社が買っているアパート

物件が取引市場に出ると、競合しながら売れていく。弊社は、 近では現金購入のお客様が多い。

日本の投資家は手元の現金を不動産に投資するかたちだが、米国の一般的な投資家は、借り入れ

によりレバレッジを効かせるのが普通である。もっとも、 近では地元投資家でも、オールキャ

ッシュで買って、リノベーションをして、バリューアップしてすぐに転売するケースも見られ、

これをフリッパー（FLIPPER）と言い、こうした業務を専業とする不動産会社もある。 

 

（Q） 今後の事業展開はロサンゼルス近郊のほうに広げていくかたちになるのか。  

（A） まだまだロサンゼルス近郊でも取りきれてない契約があり、足元はまずロサンゼルス地域をも

う少し固めながら、他州も調査してエリアを広げる動きをしている。ロサンゼルス地域は圧倒的

に市場が安定し、人口の流入がある。基本的には、ロサンゼルス周辺を中心として事業展開中で

ある。一方で西海岸をベースにした“サンベルト地帯”と言われる隣接のネバダ州、アリゾナ州、

ニューメキシコ州、さらには 近ホットなテキサス州などが将来的には事業展開の延長線上にあ

るかと思う。気候が良く人の流れがあるところは不動産の需要がやはり伸びていくのではないか

と考え、今リサーチをしている。 

 

（Q） 日本の投資家が、資金をアメリカの銀行で借りることは可能か。 

（A） こちらの銀行でも、借り入れは可能だが、LTV でいうと 50%ぐらいになってしまい、金利が 4％

程度なので、今のロサンゼルスのマーケットを考えるとキャッシュフローがとんとんか、若干マ

イナスというかたちになってしまう。為替リスクは取るが日本の低金利で資金調達されて、ドル
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転換して米国の物件を買われるか、または自己資金での全額キャッシュか、どちらかが多い。な

お、リーマンショック以降は日本以上に不動産融資に対する貸し出し規制があり、事業用物件に

ついてはいわゆる都市銀行にあたる現地大手銀行からの融資には個人保証を含めた厳しい融資条

件が前提となる事が多く、ノンバンク系になると日本と比べ高めの金利問題がある。 
 

【エー・ディー・ワークス ＬＡオフィスにて】 
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６. Lennar Amazon Experience Center 視察 

10 月 31 日、オレンジカウンティ・アーバインのグレートパーク地区において、Jack 才田氏のコーデ

ィネートにより Lennar Amazon Experience Center を訪問した。 

 

（１） Lennar Amazon Experience Center 概要 

米国 大の住宅デベロッパーである Lenner 社と米国 大のオンラインショッピング業である Amazon

社が新築モデルホームのオートメーションをテストし始めた。 

Amazon Experience Center と名付けられたプロジェクトは家のあらゆる部分に IT スマートホーム 

技術が駆使されている。 玄関にはキーレスエントリー(鍵なしでドアを開けられるシステム)やビデオ

ドアベルが装着されている。入り口ではアレクサの名前を呼ぶように促される。アレクサは Amazon 社

が持つ音声入力アシスタントで同社製エコーデバイスを使って稼動する。 

 

（２） エリア・物件に関する解説 

アーバインという町は全体が計画都市である。今ここは、学校区の評価が非常に高くて犯罪率が少な

いということで有名で、住居希望者が増えている。特に、この数年で増えたのは中国系の方。中国政府

がかなり今規制を入れているが、まだまだ中国からの投資、もしくは住みたい方が減らない。 

 Lenner 社では、ここグレートパーク地区で、この辺一帯の土地を買収し宅地開発を行い、半分は他の

デベロッパーに売却した。まずここは学校区が良い。オレンジカウンティの中でもトップクラスのスク

ールがあり、学校のためだけにここを選ぶ方がいる。こちらでは、戸建住宅を買う場合、必ず消費者が

見るのが、学校区と犯罪率、この 2 つが大きなファクターになる。ここは、オレンジカウンティのなか

でもロケーションがいちばん理想的な土地である。 

この団地には、コミュニティ全体のゲートが有り、公園や遊歩道が整備されている。Lenner 社は、品

質の良いものを作ることで有名である。今回案内するのはエクリプスというコミュニティにある建物。

ここは比較的大きな一戸建てが多いエリアで、Lenner 社でエクリプスに 60 戸の住宅を作り、7 つの工

期に分けて分譲している。今ファイナルステージとなっており、1 年でほぼ完売の状況である。販売中

の物件は、だいたい建物が 300～350 ㎡で 1.6～1.7 ミリオンドル台。 

この住宅は、IOT を使った、いわゆるスマートホームと言われる家である。IOT については、Amazon と

のコラボレーションでアレクサが入っており、例えば、音声ひとつでブラインド、ライト、音楽等が操

作できる。デベロッパーが IT 企業と協業したことは大きなニュースである。レナーのような大手デベ

ロッパーがこういった IOT を取り入れて、しかもスタンダードにしたのはここだけである。 

たとえば、映画を見る際に、音声でライト等をまとめて操作でき、ブラインドも落ちる。ほとんどリ

モコンが必要なくなり、セキュリティシステムとも連動しており、ロックも全部 IOT で作動させる。夜

は「グッドナイト」と言ってからロックが締まるが、朝の場合は自動的に開けない。ホテルやオフィス

に使っている強い Wi-Fi が家中を回っている。 

モデルホームに付いている家具や家電は、ほとんどの物が標準装備。今までは何でもオプションであ

ったものを、Lenner 社ではできるだけ多く標準にして、写真と違うということが無いようにしている。 

キッチンは家の中心なので、大きなアイランドを置く。昔のようにリビングルームは重視されていな

い。キッチンがいちばん大切な場所、2 番目にマスターベッドルーム。アイランドの周りに家族やお客
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様が集まる。暖炉はほとんど使わないが、飾りとして家のバリューが上がる。今のアメリカの家は、昔

と比べて、手入れが楽なように庭は小さく、プールが付いているものも少ない。 

職場は近くにある方が多く、ロサンゼルスまで行っている人はほとんどいない。アメリカではホーム

オフィスを持っている人が多く、例えば、IT系の方では、週 1 回だけ会社に行くが、あとは自宅で仕事

をする人が結構多い。家を充実させて、家のなかにオフィスをひとつ置けば良いわけで、そのような人

がたくさんいる。 

 

【Lennar Amazon Experience Center モデルホームにて】 
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７. アーバイン・ウエストパーク地区 物件視察 

10 月 31 日、オレンジカウンティ・アーバインのウエストパーク地区において、Jack 才田氏のコーデ

ィネートにより売り出し中の既存一戸建て住宅を視察した。 

 

当該物件は、公園、プール、テニスコート、ピクニックエリアに隣接し、学校、映画館、レストラン、

Alton Square ビジネス複合施設は徒歩圏の立地。 

建物の大きさは約 190 ㎡、築 30 年、4 ベットルーム、広いプライベート裏庭付き。販売価格は 1.07

ミリオンドル。リビング＆ダイニングエリアは、フォーマルな高いカテドラル式（聖堂式）天井があり、

キッチンには御影石のカウンター、メインフロアは全て大理石のフローリング仕上げで、暖炉が付いて

いる。マスタースイートルームは新しく塗装されている。 

 

【ウエストパーク地区の売り出し物件にて】 
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８.  Keller Williams Realty 社訪問 

10 月 31 日、Jack 才田氏のコーディネートにより Keller Williams Realty 社を訪問し、Dan Peart リ

ーダーより不動産市場に関する動向について説明を受けた。 

 
（１） Keller Williams Realty 社の概要 

Keller Williams Realty（一般に Keller Williams と呼ばれる）は、テキサス州オースティンに本

社を持つ米国のインターナショナル不動産フランチャイズ。 2017 年には全米 大の販売数量で、フラ

ンチャイズ店舗数も 1位をマーク。1983 年にオースティンで単一オフィスからスタートし、約 940 カ

所以上のオフィスに成長をとげた、従来型の全米チェーンである。 

2012 年にインターナショナル化を果たし、ケラーウィリアムズワールドワイドを国際フランチャイ

ズ管理部門として立ち上げる。インドネシア、南アフリカ、ドイツ、オーストリア、スイス、トル

コ、イギリスでフランチャイズ契約が締結されている。2018 年、世界中で 18 万人以上の従業員が勤務

しており、Forbes を含む多数の出版物で「 も幸せに働ける企業」の 1 つに選ばれている。現在、

177,000 人以上のアソシエートたちと、790 以上の市場センターが Keller Williams と提携している。

US マーケットだけでの数値をとると、2017 年の販売量は 3,034 億ドル。利益は 1億 7,110 万ドルとな

っている。 

 

 

（２） Keller Williams 社のヒアリング要旨 

①  事業概要 

Keller Williams 社は、会社全体でエージェントチーム制をとっている。営業が中心の会社であり、

トップからボトムまで、全て営業経験者で成り立っている。ブローカーとエージェントは、共存し合

うはずが競争相手になってしまうことも有るため、チームを組みゴールをうまく設定して、同じベク

トルにチームを進ませ利益配分をしていくことは、非常に意味がある。リクルーティングは、まずエ

ージェントの来たい理由を確認して、移籍するメリットを確認する。当社はそういった人たちのため

のツール等準備をしている。 

業界の今の一番の課題は、消費者に情報がすべて行ってしまうポータルサイトの存在である。今ま

でエージェントがやってきた部分に取って代わって、IT カンパニーが、エージェントを一つのツール

のように使おうとしているところがある。そのため、Keller Williams はまず AI を作った。消費者と

直結できるようなシステムにしようというのが一つの狙いで、このシステムをケリーと呼んでいる。

他の IT カンパニーが作っているものと同じように、消費者にダイレクトにアピールできる。 

このシステムには、CRM、つまりエージェントの顧客管理ツールがある。クライアント情報を全て入

れておき、例えばソーシャルメディアやオンラインショッピングなどのビッグデータと合わせて消費

者性向を複合的に見る。会社として消費者の性向を見ながら、エージェントのコミッションを守りた

いと考えている。不動産テックには複数のものが混じって使いにくいことがあるが、ケリーの場合

は、1つで対応し、忙しいトップエージェントにも向くように作られている。そのため、ケリーを使う

と非常にエージェントの仕事がやり易くなる。 
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基本は、とにかく今のトレンドに遅れないことにある。テクノロジーだけが先走ってもだめであ

り、それを使い切るエージェントがそこに介在しなければならないと考えている。エージェントが

大限利用しやすくするため、消費者と双方向のコミュニケーションを図ることができ、リスティング

情報掲載、物件比較に活用できるようになっている。また、他のエージェントにリファーラル（紹

介）する際もこのシステムを使うと簡単にでき、エージェント自体の取引事例等が一目でわかるよう

な一覧のデータ抽出ができ、一つ一つの取引について全容が簡単に分かるようになっている。 

3 年かけて、社内全体でこの AI を作った。従来型の不動産企業はテクノロジーに関して今まで大き

な動きをしていなかったが、当社は先駆けて AIを使った新しい取り組みを始めた。他社のエージェン

トからも興味を持たれている。 

 

② 質疑応答 

（Q） チームで営業する場合、リーダーは具体的にどういう役割なのか。 

（A） チームの中の役割は以下のものがある。リーダー、アドミニストレータ（総務）、TC（書類代

行アシスタント）、エージェントにもリスティングエージェント（媒介担当）、バイヤーズエー

ジェント、そしてショーイングエージェント（内覧担当）がいる。一番多いのが 1 チームで 4

人、例えばバイヤーズエージェント 2 人とアドミニストレータ 2人で 4 人。これだけで年間 100

件以上の取引が簡単にでき、利益率も高いし効率も良い。数を増やせばよいというものではな

い。 

そして、チームがまた違う場所・違うマーケットでブランドを立ち上げる場合、これをエクス

パンション（拡張）と言っているが、遠くのエージェントでもここのアドミニストレータや TC

を利用することが可能であり、この仕組みをハブと呼んでいる。エージェントは、Keller 

Williams の機能をうまく利用しながら、ブランドを使って 大の利益を得て成長していくこと

ができる。 

  

（Q） チームは幾つぐらいあるのか。 

（A） こちらのオフィスだけで 12チームある。オレンジカウンティだけで、今、1 万件ぐらいのリス

ティングがあり、少しマーケットがスローダウンしている状況で、在庫増への対応策を練ってい

るところである。特に 150 万ドル以上の高額物件の在庫増が激しく、在庫全体の 43％ぐらいを

占めている。これまでは、海外の投資家に売れていたが、送金規制が厳しくなったこと、それか

ら価格が高くなり過ぎたことが原因と考えられる。こうした物件を買える層はだいたい購入希望

顧客の 16％ぐらいなので、来年も恐らく今の調子で在庫は増え、少し値下がりが起こると予想

される。 

 

（Q） エージェントが御社を選ぶ理由は何か。 

（A） Keller Williams そのものが非常にブランドとして世界的にも認知度は高く、それを使いたい

エージェントがいる。当社は売り上げを上げてくれるエージェントを狙っていて、新人は 35～

40％で、そのほかはほとんど経験者。大体、新しくライセンスを取った方の 80％が失敗して、

エージェントを辞めるため、育てるだけのお金と時間がもったいないわけで、経験者を採用する

ほうがよい。 
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（Q） 業界として、チームで動くことのほうが多いのか、御社の特徴として、チーム制をかなり強く

推し進めているのか。 

（A） チーム制をとる会社は他にもないことはないが、Keller Williams はチーム作りのモデルを持

っていることが強みの部分。他社は、だいたい間違ったやり方でチームを作ってしまう。アドミ

ニストレータとか TC といったコアな部分を作らないでエージェントを雇っている。ハブを確立

することが一番大事になる。 

ハブの中では、インサイドセールスとアウトサイドセールスで全く業務が異なる。インサイド

エージェントはインバウンドのリード（反響）をもってくる。アウトサイドは、こちらから電話

してリードを取ってくるもので、テクノロジーを使った働きかけを委託することができる。そし

て、リードが入ってきたときに、すぐに対応する形になる。尚、TCはライセンスを持っている

場合も多いが、無くてもできる。他社では、こういったチームコンセプトというものをまず教え

ていない。 

当社にはチーム作りのマニュアルがあり、それを学べばクリエイティビティがなくてもビジネ

ス規模は大きくなり、自分のファイナンシャルベースを確立して不動産の営業から離れることも

できる。つまり、リーダーはオーナーで会社の運営だけをするようになるという形も可能であ

り、会社として奨励している。このビジネスモデルだと、自分がデイリーの仕事から外れても、

こういった形でチームさえうまく運営すれば、全部うまく回っていく。 

 

（Q） 御社自体で、リーダーが会社のオーナーになることを奨励しているということか。 

（A） 奨励している。会社といっても、このオフィス自体、全部独立している。それぞれのオーナー

が運営して、ロイヤリティを払っているので、増えれば増えるほど Keller Williams にはプラス

となる。 

 

（Q） AI のシステムは完全に外注でやられたのか。また、ビッグデータから営業へ繋げる分析はどの

ようにやっているのか。 

（A） シリコンバレーからかなりリクルートして、特別の専門家を入れた。彼らのインターナショナ

ルオフィスに行くと、600 人以上の専門家がこういったシステムを毎日作っている。今まで持っ

ているすべてのデータが活かされるよう、ビッグデータをうまく使うことにテクノロジーの意味

がある。他の会社は、いろいろ取り組んでいるが全部バラバラである。システムの統合性・整合

性について当社は非常に進んでいると自負している。 

 

（Q） ソーシャルメディアやネットショッピングなどから見える消費者行動を、ビックデータから取

り込んで活かしているとのことだが、実際のターゲテｲングや成約に結び付けることをどのよう

にやっているのか。 

（A） アプリを使ってクライアントに情報を入力してもらい、エージェントと繋がって管理する。そ

こで情報の交換をしていく中で、それらを取り込んでいく。例えば、消費者が学校区や偏差値を

見てエリアを探し、その中から取引事例を見ているとか、閲覧履歴にトラッキングを掛けてどう

いう動きをしたかが全部わかる。 
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KW コマンドというシステムを使えば、チームの動き全体が分かる。お客様をトラッキングす

れば、だれが今動いているのか、誰が連絡したかなど全部出てくるので、エージェントが効率的

に動きやすい。 

また、KWLS は、リスティングを取る方のシステムであり、シンジケーションと言って、いろ

いろな形で統合された一つの物件の情報を 340 以上のサーチサイトに送って、消費者にさらなる

情報を知ってもらうことができる。 

  

（Q） チームリーダーは、メンバーのモチベーションをどのように高めているのか。 

（A） まずビヘイビア・プロファイリング（行動体系プロファイル）をよく見て、エージェントによ

って買い手とやるのが得意な方、売り手とやるのが得意な方など、チーム内で得意分野を決め

て、役割を与える。ずっと電話ばかりしていた人が、エクスパンションエージェントになること

もある。役割はフレックスで変わる可能性がある。常に大きくなるためには、チームメンバーが

辞めず一人ひとりの能力が 大限に発揮されるということがどうしても必要である。 

 

（Q） シリコンバレーからかなりの専門技術者をリクルートしてシステムを構築したということだ

が、費用回収はどうしているのか。 

（A） 約 10 億ドル使っているが、会社利益から捻出している。コミッションスプリットに影響はな

く、取引を上げれば上げるほど率は上がる。ベンチャーキャピタルのように利益が出にくいビジ

ネスモデルではなく、常に利益を出しているため、資金が使いやすい。持続して投資ができるか

が重要になる。 

 

【Keller Williams 社にて】 
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９. Ｈarcourts 社 訪問 

11 月 1 日、Jack 才田氏のコーディネートにより、Ｈarcourts 社を訪問し、Ben Brady ディレクター、

及び Rob Forde ディレクターの両氏より、不動産オークションの現状と、同社マーケティング戦略につ

いての説明を受けた。 

 
（１） Ｈarcourts 社の概要 

1888 年、ニュージーランドに創業し、 Harcourts International において 新事業の 1 つとしてオ

ークション事業を展開。オーストラリア流に物件をオークションする方法は近年アメリカ、特に南カル

フォルニアで大きな成功を収めている。 

もともとアメリカでは物件のオークションは誰も購入していない物件を売る 終手段としてマイナ

スなイメージが強かったが、リアルタイムで他の買い手が提示している価格を把握することができると

いう透明性、そして 終的な買い手が決定するまでスピーディー等のメリットもあり、不動産業界でも

大きな注目を集めている。 

Harcourts Auction が主催するライブイベントは開催するごとに集客も増えてきていて、今では 1 

回のイベントについて、総合価格が 500 万ドル を超える物件もオークションをしている。 

 

（２） Ｈarcourts 社ヒアリング要旨 

① 事業概要 

我々は特徴ある事業で参入するためオークションモデルを始めた。アメリカにおけるオークションは、

ディストレス（ワケあり物件）を扱うことが一般的であるが、当社はそういった物件ではなく、普通の

物件をオークションで売るビジネスモデルである。できるだけガラス張りで、公平に競争できるシステ

ムを作り上げた。 

オークションは、値段を上げていく形式のため、ユニークな物件や高額物件などの値付けが難しい物

件にも適している。例えば、夕焼けのきれいな海沿いの物件などは、オークションにかけて値段を上げ

ていくことによって、真の価格が出てくると私たちは信じている。 

当社では従来型の不動産の仲介も行っているが、ノンディストレスと言われるオークションのビジネ

スモデルは当社だけであり、米国内では大きな特徴になっている。Harcourts International では、 1

年間に 1万 3,500 件のオークションをやっていて、この数は世界一の規模。南カリフォルニアでは、ロ

サンゼルスを中心に、年間 1187 件のオークションを行い、1087 件が成約した。売り手の満足度を見て

も 91％の売り手が満足している。通常の売り方では満足度は 30～40％程である。オークションは物件

に問題があるイメージを受けやすいため、当社では一切そういった物件は扱わず、Harcourts リアルタ

ーが物件を調査し、売り主は通常の売り方とオークションのどちらを選ぶこともできる。 

 

② オークション事業に関するシステム解説 

エージェント向けツールの専用アプリがある。オープンハウスをした物件情報や顧客とのやり取りの

履歴等、オープンハウスに来た消費者・エージェント含めて全員が記入し、その情報をフィードバック

することにより、売り手に正しい価格情報・物件情報を渡すことができる。オープンハウスに来ていた
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だいたお客様（他の物件オーナー）をフォローすることで、新たなリスティングを取れる可能性が広が

るため、エージェントにとって非常に重要な場である。そして、アプリによりオープンハウスの状況を

記したフルレポートがすぐに作成されて、リアルタイムで売り手に報告書が渡される。 

大体、オークションの全プロセスは 4 週間になる。4 週間の間にいろいろな買い手が見に来るので、

この人たちの間で競争を作り出す。そしてある程度いい値段さえ出せば、オークション前の時点で決ま

るということだ。物件の売却時期には 3つのステージがあり、オークション前に売れる物件、オークシ

ョン時点で売れる物件、そして、オークション後に売れる物件に分かれるが、実際は、半分以上はオー

クション前に売れている。つまり、買い手は、オークション時点での買い競争を嫌う。そして、もし買

いたい人が複数いる場合には、実際のオークションを行って、そこで決めてしまう。 

オークションのやり方は二つある。一つは物件でオークションをする場合で、家の前の一番目立つと

ころで行い、人々の感情に訴えかける。商業物件と違い、感情に訴えかけることが大切である。もう一

つは、部屋に集まってビデオなどで複数の物件のオークションを行い、数をこなすやり方である。 

ローンの事前承認書を取っていれば、誰でも参加でき、現況で買うことが条件。勝った人はその場で

手付金を入れる。買う能力のない人は参加できないため、通常の売り方と比較してキャンセルが非常に

少ない。もし売れない場合には、従来型の売り方に切り替える。オークションを通じて正しい価格、売

れる価格は大体わかる。希望価格で売れないこともオークションでわかるので、成功率が高くなる。 

 

③ 質疑応答 

（Q） リザーブ価格も何もないのか。 

（A） 低落札価格の提示はない。買い手は金額を見ずに来る。ただし、エージェントと売り手だけが

知る 低売却希望価格がある。そのなかで、スタートはなるべく低くして、競争を通じいろいろ

なデータを入手する。 

 

（Q） 絵画のオークションとは異なる手法か。 

（A） 基本的には同じである。 

 

（Q） オープンハウス中に売れる時はどうやって決めるのか。 

（A） オープンハウス中に買いたい場合、売り主が納得する価格が一人の買い手から提示されれば、売

却される。オークション前で売れても、現況で買う条件は変わらない。オークション前に売れる

ということは、非常にオファーがよかったということ。 

 

（Q） Harcourts 社の落札手数料はどうなっているのか。 

（A） 普通の不動産の場合は、大体、売り手が仲介手数料を 5～6％支払い、このうち 2.5％が買い手に

行く。この仲介手数料とは別に、売れた場合だけオークションカンパニーである当社が、売り手

から 0.5％のフィーをもらう。 

  

（Q） エージェントが付いている買い手は、エージェントと一緒に来るのか。 

（A） そのとおり。どの会社でも誰でも、とにかく参加できる。その時点でほとんどディスクロージャ

ーやいろいろなインスペクションが完了済で、その場で情報を全部お渡しできる。もし買い手側
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エージェントがその場に来ることができない場合でも、先に登録しておけば全部プロテクトされ

て、コミッションを支払う。 

 

（Q） 一回入札をやって落札者がいなかった場合、もう一度オークションを行うケースはあるのか。 

（A） 約 2～3 週間置いてやる場合があり、 大 2 回まで行う。売り手にとって、4 週間で売れること

は非常に大きな魅力。早く売れれば売れるほど、いい値段で売れる。高額物件も低額も関係なく、

オークションを通じて売れる。 

 

（Q） 参加する基準は何か。 

（A） 買い手側の銀行からの事前承認だけでなく、彼らが使っているレンダーからも事前承認を取っ

てもらい、ローン承認を確認する。そして、ディスクロージャーを確認したサインがないと参加

できない。また、当日、支払える現金小切手かキャッシュが必要（価格の 3％）である。落札した

ところで、契約して支払いとなる。 

 

（Q） 将来的には仲介マーケットだけでオークションのシェアはどれぐらいになると予想しているか。 

（A） 今後、アメリカでこういった売り方が増えるとは思ってる。実際に少し競争相手が出てきている

が、相手はトレーニングを受けていないため、こういったオークションをすると非常に間違った

売り方になっている。 

 

（Q） 人気のある物件だと、どれくらい参加するのか。 

（A） 多くのバイヤーが来場するが、登録するのは 3～4 人程度。従来のやり方よりも来られるお客様

は多く、オークションに興味を持っている。買い手にとってはオークションと聞くと、安く買え

る意識がある。 

 

（Q） オークションをやるという告知は物件情報に掲載されるのか。また、いつ頃までに調査内容やオ

ークションの開始を確認できるのか。 

（A） ホームページ上に掲載する。オークション前に買えることも告知する。4 週間前にオークション

を告知し、当日までに調査やディスクロージャー確認を行ってもらう。Zillow に物件情報が載る

ことはあるが、広告はしない。物件が載る場合、必ずオークションの説明書きがある。 

 

（Q） 日本への進出は検討されていないのか。 

（A） 中国、香港、インドネシアは既に入っている。新しいマーケットでは、必ずローカルのパートナ

ーを探している。 

 

（Q） オーストラリアやニュージーランドでは、このオークションの売り方と伝統的な売り方の割合

はどれぐらいなのか。 

（A） オーストラリアでは 50～60％がオークションで、大都市が中心であり、メルボルンでは 90％が

オークションである。オーストラリアやニュージーランドでは、オークションのやり方に規制が

あり、現在アメリカでは規制がない。いずれにしても、毎年のようにオークションのシェアが増
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えていることは事実。一番大事なことは取引の透明性である。顧客には、他の競争相手が常に存

在し正当な競争だと評価されている。エージェントにとってはオークション成功率が高く、コミ

ッションが得やすいという利点がある。ブローカーとしては新しいエージェントにオークション

でチャンスをあげることができる。クーリングオフのような制度はオーストラリア、ニュージー

ランドにもあるが、オークションは除外されている。従ってエージェントが好む。買い手にとっ

ても、不満が少なく、買った後にもまたオークションを希望される方が多い。 

 

（Q） フィーが物件価格の 0.5％では低いように感じるが。 

（A） オークションの経費で、仲介手数料は別途いただく。フランチャイズ形式で、米国 30カ所あり

それぞれ違うブローカーにロイヤリティを払っている。ロイヤリティが 0.5％にあたる。 

 

【Harcourts 社にて】 
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１０.  Abrams Coastal Properties 社訪問 

11 月 1 日、Jack 才田氏のコーディネートにより、Abrams Coastal Properties 社を訪問し、同社オ

ーナーの Don Abrams 氏より、会社概要と同社マーケティング戦略についての説明を受けた。 

 
（１） Abrams Coastal Properties 社の概要 

ニューポートビーチを中心に、コロナデルマール、ニューポートコースト、コスタメサ、ラグーナビ

ーチ、アーバインの住宅の売買を行う。民泊や賃貸・管理を含めて対応し、ニューポートビーチのバル

ボア島に事務所を置いて事業を展開している。 

 

（２） Abrams Coastal Properties 社ヒアリング要旨 

① 事業概要及び市場動向 

弁護士や大きなインテリア会社の経営の経験を活かして、1998 年にバルボア島の個人経営の不動産会

社を買い取り、不動産業を始めた。初年度でこの島の売却件数の 25％を売り、現在では 50％以上のシ

ェアを持つ。今年は好調な年で 1 億ドルを売り上げた。利益も十分出ている。 

バルボア島には、1,500 戸の家があり、年間で 50 件の売り物件が出る。価格は 2～10 億円。土地は大

変小さく 80 坪程度、建物は 70坪程度が平均である。 

成功の要因の一つはマーケティングにある。大手の会社でマーケティングを専門にやっていた方に来

てもらった。他に特徴的なのはバケーションレンタルで、Airbnb の賃貸・管理も行っている。これには

大きな会社はタッチしていないので、差別化になると考えている。あまり利益が出るものではないが、

非常に収入が安定している。 

私は島の中に住んでいて 2 件所有しているが、島の中の出来事等を掲載したニュースレターを 2～3

か月毎に発行し、住宅のオーナーに配布することで、強い繋がりを築いている。また、ある程度コスト

をかけて物件カタログを作ったり、SNS でのマーケティングも行っている。通常だと 10 億ドルの高額物

件にしか使わないようなストーリーが入った物件ビデオを全ての物件に使っている。ビデオは、この島

でどのような暮らしができるかといったライフスタイルを見せて、買い手のエモーションにアピールす

るもので、ドローンを使った撮影なども行い、全部自分で作っている。また、近々、Zillow のプレミア

ムエージェントになる予定である。毎月 1,500 ドルかかるが、プレミアムエージェントになるとビデオ

が出せることや、カミングスーンが使える。まだ MLS にリスティングしていない物件でも、カミングス

ーンという一言が出せるので、実際に MLS に出る前に売れてしまうということもある。 

後に、市況についてであるが、来年は市場のスローダウンが予想されている。このニューポートビ

ーチは活況にあるが、８月だけを見ると前年比で 40％ダウンしている。我々はとにかくマーケットの先

を走るため、売り手にはできるだけ値段を下げるように強く勧めている。前回もこういった景気停滞の

時期があったが、問題なく乗り越えられた。景気停滞の時期でも売りたい人、買いたい人は常にいて、

そのニーズをうまく合わせて、自分が機会を取っていくことをすれば問題ない。 

   

② 質疑応答 

（Q） 島の中にはどのような競合会社があるか。 

（A） コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナルが大きな会社。その他、2～3 社小
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さい独立系の会社があり、5～6 の会社は入っている。エージェントの数にして、約 200～300 人が

競争している。我々がそのうちのマジョリティで毎年、半分以上は必ず売っている。 

 

（Q） MLS で検索したとき、ビデオも掲載されるか。 

（A） 掲載される。ブランド訴求に使うプロモーション用と、MLS に付ける物件映像と 2 種類を作成し

ている。 

 

（Q） SNS でもライフスタイルを相当発信しているのか。 

（A） SNS マーケティングも相当やっている。費用対効果はまだわからない。ソーシャルメディア自体

は非常にサブリミナル的な性格があり、エージェントに対しての効果が大きい。エンドユーザー

よりエージェント向けに発信していることが多い。 

 

（Q） 買い手は米国の人か、それとも海外から来るのか。 

（A） バルボア島は、この南カリフォルニア地域から来ている人が多い。島以外では、海外の人が多い

エリアもある。買い手は、40 歳～70 歳ぐらいと幅広く、後々リタイアしたときに使う考えで買っ

ておいて、居住するまでの賃貸・管理を我々が受ける。 

 

（Q） 今回の市場のスローダウンは何が原因なのか。 

（A） いくつかあり、まず、トランプ減税がカリフォルニア州にとっては非常に悪い。ローン利子控除

の借入額制限が 75万ドルに引き下げられたことで、カリフォルニアの高額物件では 100％落とせ

なくなりマイナスに働いている。２つ目は、住宅ローン金利が上がっていて、過去 10 年で一番高

いレベルに来ている。3つ目が、いわゆる景気後退への先行き不安。過去 10 年間、非常にずっと

右肩上がりできたが、エコノミストもほとんどが、景気後退に入るのではとみている。もう一つ

が、政治的な混乱がある。 

 

【Abrams Coastal Properties 社にて】 

 

  

  



 
 

57 

 

１１. ホノルル 物件視察 

 11 月 2日、List Sotheby's International Realty 上席副社長の武田麻美氏のコーディネートによ

り、ハワイ州ホノルルで 2 件のコンドミニアムを視察した。 

（１）  WARD VILLAGE 視察 

WARD VILLAGE（ワードビレッジ）は全米屈指のデベロッパー「ザ・ハワードヒューズ・コーポレーシ

ョン」が手掛ける、大規模な都市開発計画。『全ての物が手に入る街』をコンセプトとして、アラモア

ナショッピングセンターすぐ西のカカアコ地区約７万坪を舞台に、高級コンドミニアムや大型商業施設、

オフィスなど数多くの施設が、今後 20 年以上に渡り開発されて行く予定。万全に練られた計画体制の

もと、街の景観や人の流れすらも変えてゆくこの WARD VILLAGE は、ハワイの新たな中心として期待が

高まっている。建設中のモノレールの新駅設置も計画されており、これによりホノルル国際空港とのア

クセスが大幅に良くなる予定。 

コンドミニアムは全部で 5 棟（ハワイ州民対象の分譲棟を除く）、2,300 戸超に及ぶ。 

1 棟目が約 2 年前にできた、ワイエア。全部で 174 室あり面積的には 190 ㎡台～900 ㎡台、2 ベットル

ームで 200～300㎡と広く、価格も440万ドルからグランドペントハウスの 3,600 万ドルの部屋もある。 

 2 棟目はアナハ、317戸で昨年 9 月に完成した。共用施設が充実していて、ビーチバレーコート、ゴル

フシミュレーター、ビリヤードルーム、バーベキューエリアやダイニングルームにはパーティ会場にも

なる空間もある。こちらもかなり面積が広くて、紹介中の物件はグランドペントハウス 2 つと、あと 1

つ 35 階の普通のペントハウスがあって、約 480 万ドル。ほかの住戸は全部、開発業者が持っていて売

却済。 

 3 棟目、アエオ。466 戸で面積は 50～120 ㎡台、価格は 70～190 万ドル台。オーガニックスーパーの

ホールフーズマーケットが併設されている。完売済みで、もうすぐ入居可能となる。  

4 棟目、アアリイ。751 戸とかなり規模が大きい。面積的には 20～70 ㎡とコンパクトで、スタジオタ

イプも多くあり、スペースを有効に利用したシンプルライフというテーマになっている。鍵を引き渡し

た瞬間から使えるという、家具や食器などの生活用品一式のパッケージ販売が人気。完成は 2021 年。 

5 棟目、これから販売となるコウラ。565 戸で 2022 年完成予定。 

以上の他、ハワイ州民限定の分譲住戸が大半を占めるケキロハナがある。こちらも完売済み。 

 
【WARD VILLAGE にて】 
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（２） PARK LANE - ALA MOANA 視察 

PARK LANE - ALA MOANA（パークレーン アラモアナ）は 8階建ての建物 7 棟からなる低層コンドミニ

アム。アラモアナセンターの海側に建設されるというハワイ史上この上ない好立地に建設された、高い

都市生活の利便性とハワイの自然を 大限享受できる希少な物件である。1 階 2 階がアラモアナショッ

ピングモールで 3 階から始まる。総戸数は 217 戸、100 以上に及ぶ間取りがあり個性的。ハワイで実績

があるデベロッパーのコバヤシグループ他 3社合同により開発され、2017 年に完成した。海外からの購

入者では日本人が大半である。 

各棟のエレベーターから自由にアラモアナショッピングモールへの出入りができるようになってい

る。1 つのエレベーターはハイエンドのデパートであるブルーミングデールの裏玄関につながっていて

住民の方のみドアを使える。スーパーマーケットが下にあり、そこから総菜・野菜を配達してもらえる。    

デベロッパー販売のユニットは 4 戸。このうち一番低い価格が、3ベッドルームの約 270 平米、約 880

万ドル。ペントハウスで 2,900 万ドル。 

アメニティについて、25メートルのプールと隣にスパ。奥に子供の遊具とバーベキューカバナ。プラ

イバシーを重視してプールを配置。 

2,900 万ドルのペントハウスは、専用のエレベーターにより 8 階の部屋に行く。カーポートはシャッ

ター付き 2 台含めて 4台付。面積は 6,200 スクエアーフィート、580 ㎡ほど。大型バルコニーも 3 つあ

り、2 つバーベキューコーナーが付いていて、ベッドルームの数は 4 つ。管理費は１スクエアーフィー

トあたりで 1 ドル 22 セント。 

尚、PARK LANE の再販価格は、オリジナルプライスから大体 20～30％は上がっている状況で取引がな

されている。 

後にハワイの市況について、今年後半ぐらいから少し冷えてきたように感じている。2020 年頃には、 

売り側から買い側のほうにマーケットが転換するのではないかとの話を聞く。そうなると、売る必要性

が弱いオーナーの売り控えが起こり、良い在庫は手に入り難くなってくると思われる。 

尚、ハワイの不動産バイヤーの中で、日本人は大変重要である。海外の買い手は、日本からの購入者

が圧倒的多数を占めている。 

  
質疑応答 

（Q） 今までは良い市況が続いてきたのか。 
（A） 今までは、上がったり下がったりしながら、右肩上がりのトレンドが続いてきた。今後少し落ち

るかなと思っている。ハワイの市況は、従来は大体、カリフォルニア州の市況が少し遅れてやっ

てくるというのが通常であったが、インターネット等による情報化の進展に伴い、今はあまり差

がなくなっている。 

 

（Q） 今見学した物件はいわゆるプレミアム物件であるが、一般的な、平均的な既存のコンドミニアム

は、例えば 2 ベットルームであると、どの程度の価格帯か。 

（A） 物件によるので一概には言えないが、例えばお客様からの問い合わせでご予算が 3,000 万円ぐ

らいであると紹介は難しい。いわゆる普通の投資物件で 80万ドルが目安、ご自分で住まわれるも

のですとやはり、150～250 万ドルぐらいは必要かと思う。 
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【PARK LANE - ALA MOANA にて】 
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１２. 米国不動産流通市場視察を終えて 

今回の視察を通じ、米国の不動産業界では、IT、AI 等の 新技術を駆使し、個々の物件情報はもとよ

り、学区の優劣、犯罪のリスクなど、幅広い分野の膨大な公開データを捌くことにより、透明で消費者

から信頼される、活発な流通市場が形成されつつある様子を概観することができた。 

 もちろん、わが国の不動産流通市場は米国とは異なる点も多く、米国の流儀をそのまま輸入すればい

いというものではない。事業者サイドでは、ブローカーとエージェントを軸としつつ、エスクローなど

様々な関連サービス提供者が補完することで不動産取引を推進する米国の仕組みは、日本とは大きく異

なっている。 

 また、消費者サイドでは、わが国では、住宅は一生に一度の買い物、と考える人々がまだまだ多いの

に対して、米国では、一生に家を 5回程度買い替える（裏から見れば、一生に 5回程度、既存住宅の供

給者になる）のが普通とのことである。そのためか、わが国の消費者は、成約価格など自らの物件に関

する情報を公開することへの抵抗感が大きいのに対して、米国の消費者にこうした抵抗感は少なく、そ

れどころか、これらの情報に対する感度がとても高いように見受けられる。 

 これらの差異があるとはいえ、 新のテクノロジーと大量のデータを活用して、消費者の保護や満足

の拡大を図るとともに、業界の生産性の向上を実現しようとする米国のチャレンジから学ぶべきことも

多い。 

 例えば、電子書式や電子署名の活用は米国事業者の生産性の向上に大きく貢献している。また、不動

産取引の透明性に対する消費者の意識の高まりに対応して、 近、「ディスクロージャー」が研修の

重要テーマになってきたとのことである。こうした論点は、今日、わが国の不動産流通業界が直面して

いる重要課題でもあり、今後さらに理解を深める価値のあるテーマと言えよう。 

  

 

後になりましたが、今回の米国不動産市場視察にあたっては、2 日間にわたり 6 時間の講義と不動

産会社 4 社にご案内をいただいた Jack 才田氏をはじめ、NAR サンフランシスコリアルター協会並びに日

米不動産協力機構、Movoto 社並びに Agentlogy 社、エー・ディー・ワークス、 Lennar Amazon Experience 

Center、Keller Williams Realty 社、Ｈarcourts 社、Abrams Coastal Properties 社、List Sotheby's 

International Realty 武田麻美氏及び WARD VILLAGE 並びに PARK LANE - ALA MOANA の皆様には、情報

提供や現地でのアテンドなど、多大なご尽力を頂きました。ここに厚く御礼申し上げます。 
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１３. 参考資料（英文） 

 
■Overview of Real Estate Trading in Japan 2018 
  
  



 
 

62 

 

 
  



























 
 

75 

１４. 参考資料（事前調査資料） 

 
■米国の不動産流通市場動向・日米比較及び取引制度概要 
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