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 特集　不動産研究におけるデータ資源【論説】

不動産価値の経年減価をもたらす要素は、賃料水準の低
下と、建物の残存期間の減少であることがわかる。築年
の経過とともに、より新しい不動産に対する競争力が低
下し賃料が相対的に低下するのに加え、賃料を獲得でき
る期間は短くなる。建物の残存寿命が短くなることの影
響は、キャップレート（還元利回り）の上昇として観測
される。これが経年減価の生じる主なメカニズムである。
　不動産の経年減価率を把握することは、以下の点から
重要である。第一に、不動産投資における投資判断に寄
与することである。商業用不動産は機関投資家の投資対
象として重要性が増しており、近年では公的資金を運用
するGPIFなどの長期投資家も商業用不動産に積極的に
投資している。こうした投資家が不動産の将来の価値を
見定め投資判断を下すために、資産価値の経年減価率を
知ることは重要である。第二に、経年減価率は地球環境
問題とも関連する。我が国の建物寿命は他国と比較して
短いことが指摘されており、資源の有効利用のため、ス
クラップアンドビルドを抑制し、建物を長寿命化するこ
とが求められている。建物寿命と経年減価率には密接な
関係があることから、不動産の経年減価率の把握は地球
環境問題にも関連する指標であると言える。第三に、国

1 ．はじめに

　商業用不動産は住宅に比べてデータ資源の質、量の両
面でさまざまな制約があり、商業用不動産市場を対象と
した研究は相対的に少ない。これは、住宅と比較して商
業用不動産はストック量も取引数も少ないこと、また秘
匿性が高くデータの入手が困難であることに起因するも
のと考えられる。また、商業用不動産は 1 棟ごとに規模
や形状、設備状況が多様であり、単純に類型化できない。
このような個別性の高さもデータの分析を困難にする要
因となっている。本論考では、現在筆者らが取り組んで
いる経年減価率の推計というテーマを取り上げ、日米の
対比を通じて商業用不動産市場のデータ資源の状況と課
題を整理する。

2 ．経年減価率の把握の重要性1

　不動産の価値は建物の築年数とともに減価する。経年
減価率は、不動産価値の 1 年あたり変化率から市場環境
の変化による変動を除いたものである。不動産の価値が
将来に亘る賃料収入の現在価値であることを想起すれば、
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1 なお、不動産の減価率として、企業会計における減価償却費、税制における減価償却、そして経済価値の減価が明確に区別されないこと
も多いが、これらはそれぞれ目的を異にする概念である。例えば、企業会計における減価償却のスケジュールが、経済的な減価率を決め
るわけではない。本稿で論じるのは、経済的な経年減価の推計である。
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民経済計算や物価統計などのマクロ経済指標を正確に算
出する際に、資本ストックや消費支出の主要要素である
不動産の経年減価の影響は無視できない。このように経
年減価率は、政策的観点と実務的観点の両面から正確な
把握が望まれる指標である。

3 ．不動産価値の減価推計に用いられるデータと
課題

　ここで、不動産価値の経年減価率の推計を題材に、研
究に用いられるデータとその制約、またそれに伴う分析
の課題について、過去の研究事例を交えながら整理する。

⑴　データ
　商業用不動産の経年減価率を推計した先駆的な研究と
して、Hulten and Wykoff （1981）は米国で住宅と併せ
て商業用不動産の経年減価率を推計している。この研究
では、米国財務省が商業用不動産の所有者に対して1972
年に実施した調査のデータを使用している。所有してい
る建物の建築年、購入年、土地を除外した建物の価格と
して支払った金額を聞いた調査である。彼らは、この
データを用いて、店舗、オフィス、倉庫、工場の 4 つの
建物タイプの経年減価率を推計している。
　後年の研究においては、不動産の取引価格や鑑定評価
額のデータが使われていることが多い。不動産取引価格
データは個別の不動産の属性情報を含むことが多いため、
様々な不動産の属性を考慮して多角的な切り口で分析を
することが可能となることが利点である。他にも、定期
的に更新される鑑定評価額のデータを用いる方法があり、
Diewert and Shimizu （2017）は、不動産価格指標につ
いて論じる過程で、価格指標を設計する際に考慮すべき
重要な要素として経年減価率を挙げ、J-REITの鑑定評
価額のデータを用いて推計した経年減価率を示している。
　また、マクロの資本ストック統計も経年減価率の推計
に使用されている。例えば、Hayashi （1991）は、日米
の資本ストック統計を用いて日本の不動産の経年減価率
が米国より大きいことを指摘し、それが日本の家計の貯
蓄率の高さの主要因であることを論じている。また、
Yoshida （2016）は、日本の民間企業投資・除却調査の
データを用いて、除却時の建物年数に基づいて年平均の
経年減価率を推計している。同調査は、国民経済計算に
おける資本ストック統計作成のための基礎資料とするこ
とを目的として、2005年から内閣府が実施している調査
で、日本の公的統計の中では資産の除却、すなわち建物
の滅失を定量的に把握することができる数少ない情報源
のひとつである。

⑵　経年減価率推計の課題
　次に、経年減価率の推計にあたっての課題について述

べる。推計には大きく分けて 2 つの方法がある。一つ目
は、同じ不動産の価値を異なる時点で観察し、価値の時
系列を基にして推計する方法である。経年減価の概念か
らすると、この方法が最も直接的である。しかし、同じ
不動産が継続的に何度も取引あるいは評価されることは
少なく、また何度も取引される物件は特殊であることか
ら、この方法はあまり用いられることがない。二つ目は、
ある時点の市場において、築年数は異なるがそれ以外の
面ではほぼ同一と見なされる物件の価格を横断的に比較
する方法である。異なる時点に類似の建物が建設された
団地などであれば正確な推計が可能となるが、それが難
しい場合でも多変量回帰分析や傾向スコアによるマッチ
ングなどにより、特性の違いを補正することができる。
この方法には、市場環境の変化が自動的に排除されるメ
リットがある。それでも商業用不動産は個別性が高いた
め、以下に挙げる課題に特に留意する必要がある。ここ
では限られたデータ資源の中で様々な分析手法を用いて
これらの課題に取り組んだ研究事例を紹介し、商業用不
動産のデータ資源の課題について論じる。

①土地と建物の分離
　経年減価率の推計においては、土地の価値の変動を除
外する。そのため、土地と建物を一体として取り扱った
経年減価率と、建物を独立して取り扱った経年減価率と
は、同じ基準で相互に比較することができない。例えば、
不動産全体の価値が建物価値の 2 倍である物件について、
建物の価値が年率10％で減価するならば、不動産全体の
価値の減価は 5 ％となる。しかし、取引価格や鑑定価値
のデータの多くは、土地と建物を合算した数値が記録さ
れており、それらの内訳が示されていない。そのため、
このようなデータを推計に用いる場合、何らかの方法で
土地と建物の価値を分解する分析手法がとられることが
多い。
　例えば、Yoshida （2016）は、日本と米国の住宅の取
引価格を用いて経年減価率を推計する際に、建物と土地
の価値の比率を推計し、日米の土地価格比率を比較して
いる。その結果、米国の地方都市における住宅では住宅
価格に占める土地の価格の比率が10％程度なのに対し、
日本では60％〜70％に達することを指摘している。また、
Diewert and Shimizu （2017）は、詳細な属性情報を持
つJ-REITの開示データを活用し、ビルダーズモデルと
名付けられた手法により、鑑定評価額を土地と建物の価
格に分解し、建物の経年減価率を推計している。

②建物の除却の取り扱い
　また、建物が除却される際の残存価値をどう扱うかと
いう問題がある。既存建物で引き続き収益を得ることが
できる場合、すなわち残存価値がある場合でも、再開発
が合理的であれば既存建物は取り壊される。しかし、不
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動産は寿命が長いことから、データの観測期間に除却が
記録されることが少なく、除却率を推計可能なデータは
乏しい。そのため建物は経年減価が進んでその価値がゼ
ロになった時点で除却されることを前提としている研究
も多い。除却時点での残存価値がゼロになるとした場合
のライフスパン全体の平均経年減価率は、除却時に残存
価値が残っているとした場合の平均経年減価率より大き
くなる。このような残存価値の想定の影響を考慮するた
めに、築年数ごとの建物の滅失率を想定する必要がある。
Yoshida （2016）は、民間企業投資・除却調査のデータ
を用いた分析において、築年数ごとの除却率を推計した
うえで、残存価値についていくつかのケースを想定して
年平均減価率を推計している。Diewert and Shimizu 

（2017）はKomatsu, Kato and Yashiro （1994）の建物の
生存分析をもとに、築年数別の建物の滅失確率を想定し
滅失による影響を考慮している。なお、Komatsu, Kato 
and Yashiro （1994）は、自治体が保有する固定資産台
帳のデータを使用して、建物寿命を生存分析により明ら
かにした研究である。

③生存者バイアス
　生存者バイアスにも注意が必要である。経年減価率の
推計をすると、年あたり経年減価率が築年数を経るにつ
れて低下したり、一定の築年数を超えると減価率がマイ
ナス、つまり価値が増加したりするような推計結果が得
られる場合が多い。この要因の一つは、建物の築年が高
くなるにしたがい、建物価値は減少する一方土地の価値
は再開発期待により増大することから建物価値の割合が
低下していくことである。しかし、一時点での横断面分
析においては、これに加えて築年数の大きな物件の減価
率が低く見積もられるバイアスが存在する。市場では物
理的劣化や陳腐化の早い建物から順に取り壊され市場か
ら退出していく。そのため築年数が大きくなるにしたが
い高品質の建物だけが残されていく。この影響を生存者
バイアスという。Yoshida （2016）は生存者バイアスを
考慮した経年減価率を推計し、日米の比較を行っている。
その結果から、日本では米国に比べて寿命の短い建物が
多いことから生存者バイアスの影響が大きいことを指摘
している。

④資本的支出の考慮
　物理的な経年劣化を修復したり、陳腐化した機能を補
完したりする目的の資本的支出は、経年減価により低下
した資産価値を回復させる効果を持つ。修繕行為等の追
加的な資本的支出により、経年減価した資産価値が一定
程度回復する効果も、経年減価率の推計にあたって考慮
すべき要素である。観察される価格は資本的支出を行っ
た後のものなので、推計された減価率は一般に資本支出
後の純減価率となる。Bokhari and Geltner （2019）は、

米国Real Capital Analytics社が提供する取引価格デー
タを用いて住宅と商業用不動産の経年減価率を推計する
にあたって、米国不動産投資受託者協会（NCREIF）の
データから推計した資本的支出の経年変化を加味し、資
本支出後の純減価と資本支出前の粗減価を分けて推計し
ている。

⑤国際比較の視点
　また、前述のHayashi （1991）が資本ストック統計を
用いて日米の不動産の経年減価率を比較したように、経
年減価率の国際比較から導かれる考察は、実務面および
政策面における示唆に富んでいる。経年減価率を実務面
および政策面で活用するためには、基準を合わせて国際
比較をすることが重要である。近年では、Yoshida 

（2016）が、日米の取引価格のデータを用いて経年減価
率を推計し、日米の経年減価率の比較をしている。
Yoshida （2016）は、米国の経年減価率の推計にMLS 

（Multiple Listing Service）の取引価格データを用いて
いる。MLSは、米国で古くから存在した仲介業者間で
情報共有を行う仕組みが発展したものである。また、日
本の取引価格については国土交通省が提供する不動産取
引価格情報のデータを用いている。国土交通省は、不動
産取引市場の透明性の向上のため、2006年度より、法務
省から不動産登記に異動があった場合に通知を受け、不
動産取引の当事者を対象に、価格や取引された不動産の
情報をアンケート調査している。調査結果は、匿名化し
た上でデータベース化され、国土交通省のウェブサイト
で公開されている。

4 ．キャッシュフローと経年減価に関する研究

⑴　賃料およびキャッシュフローの経年変化
　以上、国内外の不動産の取引価格および鑑定評価額の
経年減価率の推計に関する研究を紹介したが、賃料も価
格と同じように経年減価し、築年とともに低下していく
ことが知られている。建物の築年の経過に伴う機能的な
劣化により、築年の経過した建物は賃料が低下する。さ
らに、もし運営経費や資本的支出が築年数とともに増大
していくと、賃料から運営経費と資本的支出を除いた純
キャッシュフローは大きく経年減価することになる。資
産価値の経年減価は、純キャッシュフローの経年減価と、
建物の残存寿命が短くなることによるキャップレート

（還元利回り）の上昇により生じることから、純キャッ
シュフローの経年変化は不動産の資産価値の経年減価に
強い影響を及ぼしていると考えられる。
　しかし、商業用不動産のキャッシュフローに関する
データ資源は限定されており、賃料収入、運営経費、資
本的支出、そしてその結果としての純キャッシュフロー
の詳細がわかるデータの入手は困難である。そのため、
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取引価格や鑑定評価額の経年減価と比較して、商業用不
動産のキャッシュフローの経年変化についての研究は非
常に少なく、その実態は明らかになっていないことが多い。
　ただし、賃料の経年減価について研究した事例は僅か
な が ら 存 在 し、 英 国 で はCrosby, Devaney and Law 

（2012）が、英国のREITのデータから得られる賃料の経
年減価率を推計している。また、米国の住宅の賃料に関
しては、Lane, Randolph, and Berenson （1988）が経年
減価を推計しており、米国消費者物価指数の賃料上昇率
を推計する際には、現在でもこの推計結果が用いられて
いる。米国の住宅賃料に係る経年減価の研究は、実質的
にこの他にはないと言ってよく、新しいデータを用いた
今後の研究が待たれる。

⑵　ザイマックスのデータを用いた商業用不動産の
キャッシュフローに関する研究

　そこで、筆者らは現在、賃料をはじめとしたキャッ
シュフローの構成要素の経年変化から不動産の経年減価
率にアプローチする研究に取り組んでいる。この研究で
は、日本で商業用不動産を主に取り扱う不動産管理会社
である株式会社ザイマックスが保有する 2 種類のデータ
を使用している。ひとつめは、ザイマックスの仲介サー
ビスを通じて蓄積された新規成約賃料に関する情報であ
る。ふたつめは、ザイマックスのプロパティマネジメン
トサービスを通じて会計処理から得られたデータである。
これには、東京23区の200棟以上のオフィスビルにおけ
る月ごとの賃貸収入と運営費用および資本的支出の記録
が含まれる。これら 2 つのデータはともに、ザイマック
スが蓄積しているビルの建物属性情報を紐付けることが
できる。これらのデータより得られた賃料（共益費を含

む）、運営経費、運営収支、資本的支出、純キャッシュ
フローについて、建物ごとに延床面積 1 m2あたりの年
間平均値を算出し、パネルデータ化したデータを用いて
分析している。
　この研究では、建物の寿命を通じて平均的に観測され
る経年減価率を線型モデルにより、また築年数に応じた
より詳しい経年変化の様相をスプラインモデルにより推
定している。【図 ₁】はスプラインモデルにより推定さ
れた経年減価を示している。
　運営収支から資本的支出を除いた純キャッシュフロー
の平均的な経年減価率は年0.6％であった。この経年減
価率は、既往研究から知られている価格や鑑定評価額の
経年減価率よりもはるかに小さいことがわかった。今後
も本研究を継続し、純キャッシュフローの経年変化と価
格の経年減価の関連性を明らかにしていきたい。純
キャッシュフローと経年減価、およびそれに介在する
キャップレートの経年変化の様相を明らかにすることで、
不動産の経年減価の背景を明らかにすることにつながる
ものと考えられる。

₅ ．不動産の研究におけるデータ資源の重要性

　このように、経年減価率の推計に用いられるデータは、
取引価格データや鑑定評価額を収集したものなど様々な
ものがあるが、一般に公開されたデータは僅かである。
特に、キャッシュフローに関わるデータは、守秘性の観
点から公開されることが希で、研究者にとって入手が難
しい。またデータにはそれぞれ特性と制約があることか
ら、研究者は様々な工夫をしながら推計をしている。こ
れは、経年減価率の推計に関する研究のみならず、商業

図 ₁　キャッシュフローの経年変化の推計結果

新規成約賃料 支払賃料 運営経費

運営収支 資本的支出 純キャッシュフロー
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用不動産に関する様々な研究に共通する課題と言える。
　取引価格のデータは、特に商業用不動産については、
その取引量の少なさからデータの件数が限定される傾向
にある。米国では、大手の仲介業者が顧客向けに取引情
報データを販売しているほか、先に紹介したMLS 、
NCREIF、全米不動産投資信託協会（NAREIT）といっ
た業界団体がデータを収集して提供している。また、米
国では登記情報に価格情報が含まれていることが多い2。
そして、Real Capital Analytics、Costar、Compstakな
ど、これらを基にしたさまざまなデータ提供サービスが
存在する。そのため、入手容易性の面では、米国では取
引価格データが比較的入手しやすいと言える。
　一方で、日本の商業用不動産の取引情報データとして
は、国土交通省が提供する不動産取引価格情報や、日経
BP社の提供する「日経ディールサーチ」等のデータソー
スがある。しかし、取引情報の秘匿性が高い日本の不動
産商慣習の影響もあり、そのデータ量や網羅性の観点で
は米国のデータ資源の水準には及んでいないのが現実で
ある。その一方で、鑑定評価額については、日本では
J-REITに組み入れられた物件の半期ごとの鑑定評価額
が一般社団法人不動産証券化協会を通じて公開されてお
り、比較的入手しやすい。J-REITの情報開示は他国と
比較しても高い水準にあると言える。
　キャッシュフローに関するデータも、日本では
J-REITの物件については半期ごとの賃料収入などが公
開されている。また、これらの公開情報を整理して提供
するJapanREIT.comのようなサービスも存在する。し
かしJ-REIT以外の物件については、キャッシュフロー
に関するデータの入手は極めて困難である。米国でも
キャッシュフローを構成する要素の内訳が分かるレベル
のデータ資源は限定されているのが現実である。
　以上に述べた日本と米国を不動産のデータ資源を比較
すると、米国では民間企業が収益事業として取引情報を
収集して販売するサービスが複数あり、比較的取引情報
のデータが充実しているのに対し、日本ではJ-REITの
情報開示レベルが高く、鑑定評価額やキャッシュフロー
のデータが比較的充実している。
　このように、データの公開のレベルや内容の詳細度が
日米でも異なり、制度や不動産商慣習も異なることから、
国際比較の視点では同一の基準で比較分析をすることは
容易ではない。不動産市場のグローバル化が進展するな
かで、多国間の比較から知見を得るためにも、国際的に

一貫した基準に基づく不動産のデータ資源の構築が望ま
れる。特に商業用不動産においてはデータ資源が限定さ
れており、研究者は推計手法に様々な工夫を施して推計
を行っている。これらの課題が解決され、商業用不動産
のキャッシュフローの詳細および取引価格に関するデー
タ基盤が整備されることで、本稿で紹介した経年減価率
の研究のみならず、商業用不動産に関する様々な研究が
進展するものと期待する。
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