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不動産の証券化事情を視察して

　　建設省住宅局住宅政策課住宅経済対策官
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1はじめに

　昨年12月に良質な賃貸住宅等の供給の促進

に関する特別措置法いわゆる定期借家法が制

定され、本年3月1日より同法のうちの借地借

家法を改正する部分が施行された。正当事由

制度により契約の存続保護が極めてあついわ

が国の借家市場に、いわば英米型の定期借家

契約が導入されたことは画期的な出来事であ

る。この定期借家権の導入に積極的な役割を

果たした人々が、この新制度を日本の借家市

場にいかに定着させるか、活用していくかに

ついて先進事例を米国に探るという問題意識

をもって参加したのが、今回の米国視察調査

であった。

　米国の借家制度や証券化についてはさしあ

たり次のような文献を参照していただくこと

にして、この稿においては私のメモに基づい

て訪問先のヒアリング内容の紹介とそれに関

する私のコメントを中心に述べさせていただ

きたい。

○英米の借家制度については、住宅経済政策研究会監

修『新たな賃貸住宅の市場環境に向けて～定期借家

権一英米の制度に学ぶ』（平成10年、株式会社住宅産

業新聞社刊）参照。

○不動産特に賃貸住宅の証券化については、建設省住

宅局住宅政策課『金融環境の変化に伴う住宅政策等の

あり方に関する調査検討業務報告書』（平成12年、ニ

ッセイ基礎研究所に委託して岩田・政東大教授を座長

とした研究会の報告書）参照。

2米国の借家市場について

（1）日米の借家契約と借家事情

　米国は州により法制度が異なるが、特徴を

一言でいうと、コモンローの原則である契約
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自由、自由な借家契約がベースにあるという

こと。その上で、人種や障害や年齢等で入居

差別等の不利な取り扱いが禁じられたり（マ

リナ・デル・レイのアパートで有色人種への

入居拒否がおとり捜査で摘発され、数千万円

の賠償金と半分近くを有色人種入居義務付け

されたという未確認の話を聞いた）、低所得者

に住宅切符（バウチャー）等を支給し適正な

家賃と負担限度との差額を補助する制度が行

なわれたり、大都市の一部で家賃規制が行な

われたり、弱者に対する保護策が行政当局に

より講じられている。

　対比して日本はどうか。借家人はすべて弱

者という前提に立って契約期間を定めても更

新が原則、家主が更新を拒絶するには正当な

事由が必要であるという借家人の保護に手厚

い制度ができあがっている。家主から見ると

「一度貸したら戻ってこない」と言われる日本

の借家事情は既存の借家人には有利だが、弱

者保護の責務を負わされた家主は良質な借家

を経営する意欲は失せて、市場には独身者や

新婚世帯向けの狭い借家ばかりが供給された。

ファミリー向けの広い借家を求める世帯には

極めて不利な状況となっていた。この日本的

な現象の一因は戦時立法として戦中戦後の住

宅難の時代に借家人保護に大きく貢献した正

当事由制度と言われてきた。

　米国は借家人はすべて弱者で保護すべきだ

という前提には立っていない。当事者の合意

に基づく自由な契約を前提として、経済的、

社会的な要請、供給する家主側の事情と需要

する借家人側の事情に即して契約条件が工夫

される。市場原理が基本にあるとはそういう

ことだと思うが、米国を視察調査して、一部

に借家人を弱者として保護する制度が存在し

ていることも事実である。ニューヨーク、ワ

シントンD．C．、ロサンゼルスと、大都市中心

部の賃貸住宅の多くが家賃規制によって借家



人を保護しているという実態がある。日本で

は既に廃止された地代家賃統制令に類する統

制経済が残っている。

　市場におけるセーフティネットというには

余りにも直接的な市場介入である家賃規制と

いう手法、大都市の低所命乞の既得権を擁護

する性格の強いこの政策は、市民の間におい

ても大きな政治問題として論争の的となって

きた。家賃規制といっても、新築住宅を対象

外にしたり、家賃水準を決めるのではなく家

賃上昇率を合理的な範囲に止めるよう規制す

るものであったり、規制の弊害を除去しよう

と、たとえば空き家になれば規制を解除する

といった合理化の手法も模索されている。一

律に論じられないので個別のヒアリングの内

容を要約して紹介するに止める。

（2）ワシントンDC政府家賃規制部局

　貫禄のある課長から演技たっぷりのプレゼ

ンテーションを聞かされた。家賃値上げ上限

を行政委員会が賃金、物価上昇率を元に決め

る。今年は1．8％。地域別に市場家賃を調べる

家賃表方式ではない。この上昇率の範囲内に

アパートの維持経費が納まらない場合は委員．

会に申し立て、家主、借家人を呼んで公聴会

を開き仲裁する。

　規制対象住戸について例外的に解約できる

3つの理由は自己居住、修繕、建替えである。

改修後元の借家人の入居は優先される。家賃

だけでなく解約申し入れを巡るトラブルの相

談なども行政が受け付ける。市場家賃が家賃

上限まで追い着かない状況、中流所得層が恩

恵を受けている点など規制目的を達していな

い問題は指摘されている。

　75年に創設された規制は85年に改正され、

今年で期限が切れる。その存続の可否は政治

が決める問題だが、行政としては継続が妥当

との姿勢を強調。しかし業界のプロパガンダ、

政治の保守化で高所得層の規制はなくなるの

ではとの見方。その背景として、家主の組合

はよく組織され政治的に強力だが、借家人の

組合は387あったものが10に減り政治力もな

いという。

（3）ニューヨーク市家賃規制委員会

　委員長のほか家主代表委員、借家人代表委

員が規制存続の是非をそれぞれの立場から論

じ、演台上でお互いに相手をけなし、ほめ、

批判する、というちょっとドラマ的な構成で

この問題の政治的構造を見せてくれた。ニュ

ーヨーク市の借家のブームは過去2回あり、

1920～30年代と1947～70年。そのブーム

写真1ワシントンDC政府家賃規制部局

螺灘

羅
柵
下

写真2ニューヨーク市家賃規制委員会

写真3ニューヨーク市家賃規制委員会のホームページ（http：〃www．　housingnyc．　com／）
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音瀬　均

（おとせ　ひとし）

　1956年生れ、東京大学

法学部卒、81年建設省人

影、95年米国派遣、99年

住宅局住宅政策課住宅経済

対策官着任。99年以降、

定期併家権導入問題への政

府側の対応に携わる。

に家賃規制が導入された。空室率が5％以ヒ

になると家賃規制は外れる仕組みだが、これ

まで3．5～4％で推移しており、5％になる

ことはないという。

　規制住戸と規制外住戸と家賃を比較すると、

市全体では数十ドルと大きな差はないが、マ

ンハッタンに限れば自由住戸は1200ドル

（所有者協会で聞くと1800ドル強）に対し、

規制住戸は700ドルと抑えられている。新築

は対象外といっても制度変更リスク、建替え

ができないことで、家賃規制が借家供給の阻

害要因になっているかとの質問にはそのよう

なことはないと否定、借家供給は経済情勢、

税制、金利によって左右されるとの説明であ

った。

（4）ニューヨーク家賃規制アパート所有者協

会

　規制を受ける家主の話を聞いた。大体が20

戸以下のアパートを1棟だけ所有するような

中小業者の団体だ。その所有者の典型は、移

民で成功した小金持ちがアメリカンパイ（ド

リームの成果物）として規制をよく知らない

まま購入したもの。同じ建物に住みながら掃

除などファミリーでこなしつつ、家賃や建替

えが自分の自由にならないことにいらだって

政府の奴隷だと不満を抱いている。

　家賃規制法は家賃だけでなく解約も規制し

ており、低家賃の入居者を追い出せない法で

ある。規制の下で業者の約1割は赤字、全体

的には経営は成立っている。60年代にあった

所有者のアパート「放棄」は沈静化しており、

規制撤廃を期待した投資目的で所有している

ことはない。規制が建替えを阻害している

（この主張は規制委員会の説明と食い違う）。

ニューヨーク市内借家200万戸の半分が規制

住戸で、うち半分はマンハッタンにある。93

年の改正時期に空き家規制解除制導入（71年

ニューヨーク州法で導入され2年後廃止され

た経緯あり）が世論調査の支持を受けたが、

実現しなかった。次回2003年にも導入の可

能性は極めて少ない。

　規制は借家人の生活の一部になっており、

政治家は家賃規制を支持しないと議席を失う。

規制対象住戸の居住者とそれ以外で収入差は

ない。規制の受益者は低所得層でなくマンハ

ッタンに長く住み続けている人にすぎない。

借家契約について大家は一般に借家人に長く

いてもらう方が良いと認識している。商業ビ

ルもアパートも同じ。理由は借家人募集広告

の費用、修繕手直しの費用がかかること、困

った人が入居しないかという不安等々がある

からだ。

（5）ロサンゼルス市家賃安定化部局

　親切な女性課長と盲目の専門家による説明

をうかがった。制度創設の1979年以前の住

宅が規制対象で、市内借家70万のうち40万

戸に達する。1年1回3％から8％までの間で

物価上昇率を参考に市が決めた値上率の範囲

でしか家主は値上げできない。解約には11の

理由が定められ、そのひとつ、建替え取り壊

し、1万ドル以上の工事の場合には借家人に

5000ドルの立退料を支払って宣言すれば解

約可能。空家になれば新規家賃は自由だが、

その後の継続家賃は規制対象となる、ニュー

ヨークとはやや異なる空き家規制解除の仕組

みを取る。

　借家人は低所得層が多いが中流所得層もい

る。州法で決められているが、周辺の富裕市

では規制は排除されている。一定の政治的な

理由で導入され、市長、市議会の判断で制度

の存廃が決められるとのこと。

醗
醸
絹

写真4ニューヨーク家賃規制委員会
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3民間賃貸住宅の企業的経営について

（1）賃貸住宅の企業的経営の可能性

　日本の民間賃貸住宅経営の多くは地主の相

続税対策である。土地を取得したなら回収し

なければならない土地コストは、その家賃に

十分反映されているとはいえない。家賃を払

う借家人には地価高騰の影響が緩和されて大

きなメリットを享受したプラス面があったこ

とは確かだが、賃貸住宅の分野で質の高い住

宅サービスを合理的なコストで供給する企業

的経営による革新が行なわれなかったという

マイナス面も指摘される。



　貸したら返してもらえない借家契約制度で

は公団・公社以外に企業的経営に乗り出す事

業主体が登場するのは期待できなかっただろ

うが、定期借家権の導入により将来的には十

分検討の余地があるとも言われている。不動

産を保有した方が有利か、保有リスクを回避

した方が有利かによって、アパート経営の態

様は違ってくる。後者の状況では後に論じる

証券化という資金調達を活用した米国の企業

的経営が参考になる。

（2）賃貸住宅専門アパート経営者ブレネマン

氏

灘

写真5賃貸住宅専門アパート経営者ブレネマン氏

　アパート経営は地域の不動産事情と密接に

関連しており、その辺の話から始まったが、

50～60年代は大成長時代、都市化が急速に

進み賃料上昇。その後郊外化したが石油ショ

ックで都心回帰、80年代が不動産業の黄金時

代で住宅ブーム、住宅ローンは年利18％にな

り、ビル買い漁りが進む。90年代には一転、

新築なしの不況を迎えたが、現在はDC郊外

にインターネット、バイオのハイテク産業立

地が進みオフィス、住宅ともに好況期、空室

なし。12年前に買い取ったケンブリッジとい

うアパート（230室、スタジオと1寝室）の

空室率は88年の1。2％が上昇して、93年に

は8％となるが、今は1％。家賃も月525ド

ルが650ドルに上昇。

　今が売り時と考えて、87年500万ドルで

購入したアパートを1300万ドルで売却。小

さい住戸は人の出入り激しく、空きが出たら

12％または同等の部屋の家賃まで引き．上げる

ことができるから、月家賃3700ドルが上限

となり規制の意味なし。一方古いアパートは

借家人が滞留し家賃規制のワナを抜け出せな

いでいる。家賃規制は政治的ジョークだとい

う。

　小さいアパートが有利かといえばそうでも

ない。新築は対象外、古いものでも空き家が

出れば規制は外れる、規制委員会との交渉次

第で規制は外れるという。借家人募集は新聞

広告週3回が効果的、24時間のマネージャー

スタッフがいるので仲介業者は使わない。使

うとすれば半月分の家賃を手数料として家主

が払う、ちなみに売買は3％。敷金は家賃1か

月分で利子をつけて返す。資金調達はパート

ナーシップ、銀行融資等であるとのこと。

4不動産の証券化について

（1）不動産証券化の背景

　バブルの崩壊は、地価が右肩上がりである

ことを前提に過度に土地に担保価値を認めて

過剰な融資が行なわれた、いわゆる土地本位

制経済の崩壊であった。このことによって不

動産に係わるすべてのビジネスのリスクは増

加することとなった。銀行の貸渋り等間接金

融の機能が衰える中で、低利の資金調達を図

りつつ、不動産保有のリスクを回避するため

には、不動産を小口化し流動化させるなど証

券化による直接金融の手法の活用が極めて重

要なものとなった。

　証券化を進めるためには、資金を供給する

投資家が主役であり、投資家に投資のリスク

を含む適切な情報が提供されなければならな

い。今、政府と業界がなすべきことは市場の

透明性確保のためのいわゆる制度インフラの

整備に努めることである。今回の定期借家権

の導入も、賃料収入というキャッシュフロー

が予測可能である点で大きな前進であったが、

それは一歩前進にすぎない。

　賃料情報開示とインデックスの整備。投資

に値する賃貸住宅を選択し有効活用するため

のプロパティ・マネージャー、アセット・マ

ネージャー等の専門職の充実。賃貸住宅の投

資皆報を適正にチェックし評価する業務方法

の確立。「適切な入念さ」という意味である、

米国のデューデリジェンスという不動産の調

査評価業務ひとつとっても、権利証、詳細図

面、保険書類、テナントとの契約、メンテナ

ンス記録、…膨大なチェック項目に驚かされ

る。不動産の値上がりに期待して不動産ビジ

ネろの採算とリスクをあいまいにしてきたわ

が国の不動産ビジネスにはいろいろ米国に学

ぶべきことは多い。

（2）不動産証券化の仕組み

　企業や金融機関が保有する不動産を他の資

産と区別して特別目的会社や匿名組合、信託

などの投資媒体（ヴィークル）に移し、この
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資産から生まれる収益（賃料収入など）を裏

づけとして社債や株式など有価証券を発行し

て直接的に資金を調達する不動産市場（原資

産保有者、オリジネーター）と金融市場（投

資家）を繋ぐ仕組み。

　米国では投資媒体によって投資家は分配前

利益の法人課税回避、配当利払いの二重課税

回避および原資産保有者の倒産隔離のメリッ

トが得られるという。

　わが国でもSPC（特定目的会社）の設立な

ど不動産流動化法制度の整備は進められ、業

界も少しずつ実績を残しつつあるが、不動産

市場から採算性の高い物件を購入処分してポ

ートフォリオを変更することができる点、株

式の公開市場が整備され証券の流動性が高い

点で日米には大きな開きがあると指摘されて

いた。しかし、先の通常国会で成立した証券

投資信託法等の改正により会社型不動産投資

信託が制度化されたことで、米国のREIT

写真6NAREIT全米不動産投資信託協会
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（Rea】Estatelnvestment　Trustの略でリート

と発音）に似た仕組みが今秋には日本版REIT、

J－REITとして実現される見通しである。

　流動化計画に基づく受動的な経営主体から

自ら経営できるダイナミックな組織へ、投資

商品を提供する投資ヴィークルから多様な資

金調達手段をもち、ショッピングセンターや

賃貸住宅等特定の不動産に対象を特化、分散

投資で地域毎の市場・災害リスク分散できる

などのメリットをもつ仕組みへ、日本版REIT

への期待は高まっている。

　ただし、米国REITも80年代は低迷してお

り、UPREIT（Umbrella　Pertnership－REIT）

というREITに現物出資する際の譲渡益課税

の繰り延べが92年に可能となって今日の隆盛

となったわけで、不動産譲渡益課税、不動産

取得税・登録免許税など、金融資産より重い

取引抑制的な不動産税制、賃貸住宅等の減価

償却制度などの見直しが必要であるとの指摘

もあり、残された今後の課題であろう。

（3）全米不動産投資信託協会

　不動産投資を自ら行なうには十分な資金も

ノウハウもない一般投資家にも容易に参加で

きる小口化された不動産投資商品であるREIT

のメリットを強調、その普及、促進が同協会

の重要な役割と訴えるプレゼンテーションだ

った。

　一株の値の下限もなく、購入階層は年金生

活者から普通のサラリーマンまで、若者でも

貯金すれば買えるという投資の手軽さが強調

される。インターネット株というハイリス

ク・ハイリターンでなくミドルリスク・ミド

ルリターンの投資という説明もあった。最近

の過熱した株式市場ではインターネット株に

投資家の人気が集中、REITが評価されすぎと

いう見方が流れ、2年連続して利回りは赤字、

2割のマイナスとなったという。

　やはり賃料収入のキャッシュフローだけで

はなく、不動産価格のキャピタルゲインがな

ければREIT市場も活況を呈することなく低

迷するとの指摘がある。ただし、賃貸住宅は

好不況の波をもろに受けず、ショッピングセ

ンター、工場などの他の投資先に比べて安定

した賃料収入キャッシュフローが得られる点

で有利であるとのこと。REITのうち不動産を

所有するエクイティ型（事業などに投資する

のはモーゲージ型）が9割を占めるが、この

投資先としては住宅（Residential）が急増、

2000年1月時点で約4割と事務所に対するも

のを上回った。



（4）格付会社スタンダード・アンド・プアー

ズ社

　この賃貸住宅REITの格付をヒアリングし

たが、共同建のアパートを投資対象とする

REITは1999年の証券市場では総合利回り

10，3％と、REIT全体4．6％の中で最良のパフ

ォーマンスを示したと評価されている。賃貸

住宅のメリットとデメリットは以下の通り。

　住居費支出は家計において裁量的に伸縮さ

れない点は景気変動に左右されにくい。また、

アパート契約は通常1年の短期契約であって

市場に連動して家賃を改定しうるが、反面収

入が不安定となる。地域の人口移動が激しけ

れば、入退去が頻繁になり募集や改装などの

管理コストも増加するが、適切な管理レベル

を保てば収益を確保できるという。こうした

事務所や店舗とは違うアパート経営の特質に

見合った投資評価を行なうとのこと。

（5）投資顧問会社グリーンストリート社

　ダウンタウンから約60kmの緑と海に恵ま

れた郊外のニューポートビーチに本社のある

グリーンストリート社は投資顧問会社。英米

の200の投資家のために12人の金融アナリス

トを抱えて70のREIT会社を調査。独立資本

系企業なので利害が絡まず適正な評価ができ

る。投資家に売れ、買え、待てという個別の

情報提供をする点で一般的評価を下す格付会

社と異なる。

　調査の基本はマネジメントとバランスシー

トだというのは当然だが、現場に何度も足を

運び不動産を念入りに調査する点において、

価値のない不動産のレバレッジを重視するウ

ォール山流アプローチとは違うスタイルを売

り物にすると強調。不動産の評価は、地元の

不動産と建築物に詳しい業者を使って調査す

る。

　この会社のヒアリングをして思うのは、

REITの投資方針は不動産の価値を高めること

でもあるが、投資家は賃料収入のみならず転

売益を含めて短期的な利益を重視することも

あるということ。なぜこのようなことを考え

るかといえば、不動産の証券化は住宅政策に

どのような意味を持つかという観点から、良

質な賃貸住宅が市場に供給されることにつな

がるかどうかが気になるからである。

　人々の住宅サービスに対する需要に見合っ

た供給がなされるためには市場の機能を十分

に発揮させるしかないが、不動産のうち賃貸

住宅の証券化の進展はどのような効果をもた

らすか、一時期のワンルームマンションのよ
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写真8グリーンストリートアドパイザーズ社のホームページ

（h旬p：〃www．greenst．com／）

うに投資家が短期的な資金回収に有利と判断

した不動産への投資が選好されることがない

のかどうか、ウォールストリート流はどのよ

うな資金の流れを作り出すのか、政策当局と

しても見守っていく必要を感じるのである。

5おわりに

　他にもヒアリング先はあったが、論旨に直

接からむものに限定した。定期借家権の導入

を機にわが国の借家市場がより人々の需要に

対応する自由で合理的なものに改善されてい

く流れは動き始めたばかりである。もとより

高齢者や生活に困窮する世帯の住宅について

市場のセーフティネットを整備することの重

要性を忘れてはならない。このことは定期借

家権を導入した良質賃貸住宅供給促進法の国

会審議においても、政府の努力義務として強

調された課題である。

　建設省においては、高齢者が安全に安心し

て居住できるシステムの構築をめざすという

住宅宅地審議会の答申を踏まえて、高齢者居

住に関する立法措置を検討中である。その際、

高齢者の生前の居住安定と死後の借家権の相

続性を排除する生涯借家権（仮称）を創設す

るという課題への対応も求められている。

　米国をはじめとする諸外国の借家制度に学

び、わが国の借家居住をどのように豊かなも

のにしていくのか、引き続き検討すべき課題

は多いようである。
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なお、掲載した写真は同行し

た方々から寄せられたもので

す。御好意にあつく御礼申し

上げます。
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