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はじめに

建物の経済的減価および土地と建物の比率は

さまざまな経済的な分析や意思決定に重要であ

る。例えば、土地・建物の比率と建物減価率は

経済成長モデル、確率的一般均衡動学モデルに

おいて設備投資量を決定する重要な要因である。

また減価率は住宅消費額や物価上昇率に大きく

影響する要素であり、ひいては金融政策や社会

保障費などの重要な政策決定を左右する

（Ambrose, Coulson, and Yoshida 2015）。特に

日本の建築物は頻繁に建て替えられることでよ

く知られており、近年国際的な関心も高まって

いる（Freakonomics Radio 2014）。さらに二酸

化炭素排出量のうち不動産関連の排出は全体の

約40% を占めるため、頻繁な建て替えは環境

問題の面からも強い関心がもたれている（The

Guardian 2014）。

日本の建物の経年減価率（償却率）の水準に

ついては、実のところまだ研究者の間で合意に

至っていない。住宅については非常に小さな

1-2%の減価率（瀬古 1998）から極めて大きな

15% の減価率（吉田・哈 2001）まで推計値に

幅がある。国民経済計算ではその中間的な水準

の5.3%程度の水準となっている。また減価率

は都道府県、区分所有と賃貸専用の別、環境不

動産と通常不動産の別で水準が大きく異なる

（吉田・哈 2001; Yamazaki and Sadayuki 2010;

Yoshida and Sugiura 2014）。商業用不動産の減

価率に至っては、推計そのものが不足している。

他方、アメリカにおける減価率の推計値は一定

の合意を見ている。住宅建物の減価率は1.89%

（Knight and Sirmans 1996）から1.94%（Harding

et al. 2007）と推計されている。商業用建物の減価

率は約�％（Hulten and Wykoff 1981; Geltner

and Bokhari 2015)で、集合住宅についてはさ

らに Fisher et al. (2005)および Geltner and

Bokhari(2015)が3.25-3.95%と推計している。

減価率の推計値が大きく異なる原因の一つは、

推計方法によっては推計値に大きなバイアスが

生じることによる。特に、築年数の異なる不動

産の取引価格を横断面で比較する場合、いくつ

かのバイアスに留意する必要がある。第一に、

不動産全体の経年減価率は土地の存在によって

建物の減価率と異なる。第二に、建築年のビン

テージ、築年数、取引時点の三要素のうち二つ

の要素は共線形となるので、いずれかの要素を

簡略化する、または長期の取引データを使用す

る必要がある（Coulson and McMillen 2008）。

第三に、売り手と買い手の間に情報の非対称性

があるため、実際に取引される不動産の品質が

不動産全体のストックの品質より低くなる逆選

択および維持管理に関するモラルハザードの可

能性がある。第四に、市場に残存している不動

産は除却されずに生き残った物件だけだという

生存バイアスがある(Hulten and Wykoff 1981）。

本研究は Yoshida et al.（2009）が分析した

日本の不動産取引価格データを用いて、住宅お

よび商業不動産の両方について経年減価率の分

析を詳細に行なうものである。まず、簡単な理

論モデルを用いて、築年数の係数には、土地比

率による影響、生存バイアス、建設費用増加率

の影響のバイアスが存在することを明示し、こ

れらの三種類のバイアスを補正する新しい方法

を提案する。この補正方法は、Hulten and

Wykoff（1981）の提案する方法とは異なるも
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のである。なお取引時点の効果と建設年のビン

テージ効果については前者がより重要であると

みなし、取引時点の効果のみをコントロールす

る。逆選択の問題は Hulten andWykoff (1981）

と同様に考慮しない。

次に、2005年から2007年の国土交通省の不動

産取引価格情報データを用いて実証分析を行な

う。まず、理論モデルの予想の通り、不動産の

見かけの減価が築年数が増えるにつれて低下し

ていくことを確認したあと、土地割合、建物建

設費用の増加率、そして生存バイアスを補正し

た減価率を推計する。併せて不動産価値に占め

る建物と土地の割合を、築年数別に推計する。

推計結果は、バイアスを補正した平均減価率

は住宅で年率6.1%（東京）から6.5%（全国）

で、商業不動産で年率 15.1%（東京）から

9.9%（全国）である。これらに対応する半減

期はそれぞれ26年、25年、11年、16年である。

日本の不動産の減価率はアメリカに比べて大幅

に大きい（寿命が短い）ことが確認される。こ

の理由としては、文化的、歴史的、制度的な要

因なども考えられるが、日本の建築物の寿命に

大きな影響を及ぼしていると考えられるのが耐

震性能に関する技術進歩である。特に、福井、

十勝沖、宮城県沖、阪神・淡路の地震のあとに

建築工学的な知見が蓄積され、1950、1971、

1981、2000年に建築基準法の耐震基準が大幅に

改正された。大地震により被災した建物自体は

全国の建物数に比べて多くはないが、築年数の

大きな建物には基準改正後の耐震性能を満たさ

ず既存不適格建築物となっているものも多く、

経年減価の要因となっている。

また、新設不動産の価値における土地の割合

は、住宅で47%(東京)から42%(全国)、商業不

動産で53%(東京)から52%(全国)であるが、築

年数が増えるにしたがい土地割合が増加する。

土地割合はアメリカに比べて大幅に高く、これ

は日本において土地が相対的に希少で地価が高

いことを反映しているものと考えられる。不動

産を融資の担保としてとらえる場合には、減価

する建物の比率が比較的小さいため、不動産担

保には有意性があることが確認される。本研究

は、従来の研究に比べて建物の減価率推計にか

かるバイアスをより注意深く補正していること、

鑑定評価価格ではなく実際の取引価格を用いて

いること、住宅だけでなく商業建物の減価率を

推計していること、減価率に加えて不動産価値

に占める土地と建物の割合を推計していること、

により既存文献に貢献するものである。

1 経年減価のモデル

不動産価値を建物築年数に回帰して推計され

る不動産の経年減価率と、建物の経年減価率と

の乖離の特性を明らかにするため、不動産価値

の連続時間モデルを考える。新築建物と土地の

価値は時間とともに変化するが、ここでは簡単

化のためにそれぞれ一定比率 βと γで変化す

るとする。すでに建設された建物は一定割合 δ

で経年減価する。時点 tにおける築年数 uの土

地、建物、不動産の価値をそれぞれ L、S
、

P
とすると、以下のようになる。

L=Leγ ⑴

S
=S

eβδ ⑵

P
=S

+L ⑶

2 土地比率の影響

まず土地比率の影響を明確に見るため、単一

の建物 u=tについて土地の価値変化がない

γ=0ケースを考える。表記を簡潔にするため

上付きの築年数を省略すると、t年後不動産価

値 Pは P=Seδ+Lとなり、土地比率は、

λ≡
L

P
=

λ

1−λeδ+λ
=1+

S

L
eδ



⑷

で表される。λは新築時の LPから徐々に

増加し�に漸近する。微小な時間経過 dtによ

る不動産価値変化を対数線形近似すると、

不動産の経年減価率 21

よしだ・じろう

1970年岩手県生まれ。1992年東

京大学工学部卒業。MIT 修士、

カリフォルニア大学バークレー

校修士・博士。日本政策投資銀

行調査役等を経て、現在、ペン

シルバニア州立大学助教授。

2007年米国不動産都市経済学会

最優秀博士論文賞受賞。



ln P≈ln P−δ1−λdtであるから、不動産

の経年減価率は、

dln P

dt
=−δ1−λ ⑸

となる。1−λ ∈0, 1, d1−λ dt<0なので、

不動産の減価率の水準は建物の減価率の水準よ

り常に低く、さらに建物の減価率は時間一定で

も土地建物一体の不動産価値の経年減価率は漸

減していくことがわかる。

また、不動産の減価率がゼロとなるときの土

地比率は λ=1であり、その時点の不動産価格

は土地価格に等しい。実証分析においては、築

年数が多く減価率がほぼゼロとなっている不動

産の価値から土地の価値の水準を推計すること

ができる（例えば Yoshida et al. 2009; Geltner

and Bokhari 2015）。この場合の土地の価値は、

現行の建物から得られる賃料収入の現在価値で

はなく、将来最適なタイミング、規模、用途で

再開発することのできるオプションの価値を反

映したものとなる。

3 地価と新設建物価値の変化の影響

実証分析においては、ある時点 tにおいて、

築年数が異なる不動産の価格比を用いて建物の

減価率 δを推計しようとする。土地と新規建

物の価値がそれぞれ年率 γおよび βで変化し

ているとすると、築年数が uの不動産価値と

新築の不動産価値との t時点での比率は、

P


P
 =

S
eβδ+Leγ

S
eβ+Leγ =λ

+1−λ
eβeδ

⑹
となる。ただし新築物件の土地比率は

λ
=1+

S


L
e βγ



である。したがって、異なる

築年数の物件の価格比は、土地比率および建物

の減価率だけではなく、建設されてから評価時

点に至るまでのすべての期間の土地と新築建物

の価値変化にも依存することがわかる。⑹式を

δについて解くと

δ=−
1
u ln

P


P
 −λ

−ln 1−λ
−β ⑺

が得られる。⑺式により、土地比率と地価と建

設価格上昇の影響を補正することができる。

4 生存バイアスの影響

土地を除いた建物部分の経年減価率が物件に

よりばらついていると、時間経過に連れて生存

バイアスの問題が生じる。減価率の高い物件は

早い時期に除却されるため、時間経過とともに

減価率の低い物件だけが市場に残るためである。

アイディアを具体的にするため、物件 iの建物

の減価率が δで、当初 t=0時点で市場に存在

する建物の減価率 δは δ, δの上で一様分布

しているとする。当初の平均減価率は
δ+δ

2

で あ る。建 物 iの 価 格 は S=Seδで、

ln S−ln S≤εのときに除却されるとする。

除却される時点の築年数は u=−εδである

（た だ し、∀i : u ∈ −εδ, −εδ）。時 点 t

で（u=t）残存している建物の比率 rは

r=
1 もし t <−εδの場合

−εt−δ

δ−δ
もし t ≥−εδの場合

⑻

である。残存建物の平均減価率 δは、

δ=
δ+δ

2
もし t <−εδの場合

−εt+δ

2
もし t ≥−εδの場合

⑼

である。個々の物件の減価率は時間により変化

しないにもかかわらず、市場に残存している建

物の平均減価率は時間経過とともに δへと漸

減する。他方、すでに除却されたが残っていれ

ば築年数uであったであろう建物の平均減価率

は、
−εu+δ

2
（ただし u ≥−εδ）であるか

ら、補正された平均減価率は、

δ=rδ+1−r
−εu+δ

2
⑽

である。この方法は、Hulten and Wyckoff

（1981）の方法とは異なる。彼らの方法では除

却済みの物件の減価率をゼロと設定するのに対

し、本稿の方法では除却された物件の高い減価

率を考慮することにより、当初の全物件が生存

していた時の平均減価率を復元している。

5 数値例

上で分析した経年減価率の推計への各種影響

を数値例で確認する。設定は次の通りである。
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時点は�年から100年間とし、経年減価率が年

�％、�％、�％、11％、14％の�棟の建物が

毎年建設される。時点�における新築物件の土

地比率は0.6であるが、土地の価値は年�％、

新築建物の価値は年�％上昇するため、100年

経った時点での新規物件の土地比率は0.8とな

る。建物は残存価値が当初の0.1となった時点

で除却されサンプルから外れる。

図�は、t=100年時点で市場に存在している

不動産について、隣り合う築年数の平均価値の

比をとることにより不動産の減価率を計算し、

補正前と補正後の減価率を比較したものである。

薄い色の点線で示されている�％の線が、数値

例で設定した真の平均建物減価率である。細い

実線が築年数の係数から求めた土地建物複合不

動産の経年減価率である。真の建物減価率に比

べて水準が著しく低くまた漸減している。破線

は、新設物件の土地比率だけ調整した減価率で

ある。階段状の実線は、⑺式に基づいてさらに

地価と新設建物価値の変化について補正したも

のである。この補正により、それぞれの築年数

で残存している建物の平均建物減価率が正しく

推計されていることが確認される。さらに⑽式

を用いれば、すべての築年数について正しい減

価率�％を求めることができる。

6 実証分析

東京および日本全国の住宅および商業不動産

の取引価格を用いて、不動産の経年減価率およ

び不動産価値に占める土地の比率を推計する。

データは、2005年から2007年の期間の国土交通

省の取引価格情報である。取引価格情報は、国

土交通省が法務省から提供を受けた登記異動情

報に基づき、不動産の購入者にアンケートを実

施することにより収集する。

表�は分析に用いる変数のうち主なものにつ

いての記述統計である。平均取引価格は東京都

住宅が約8000万円、全国住宅4000万円、東京都

商業�億円、全国商業�億円である。平均築年

数は住宅が約11−13年、商業が22−23年、床面

積は住宅が約160平米、商業が約600−800平米

である。住宅は、容積率の低い住居専用地域に

立地する�階建て以下の木造が主で、商業は比

較的駅に近く容積率の高い商業系地域における

�階建て以上の木造以外の構造が主である。

本研究では、3年間の取引をプールし、以下

のヘドニック方程式を推計する。

ln P=a+fA +aln S+aln L+Xb

+N+Q+ε ⑾

ここで ln Pは、地区 jに立地する物件iが四

半期 tに取引された際の対数価格、fAは築

年数の関数、ln Sは対数床面積、ln Lは対数

敷地面積、Xは物件 iの属性、Nは地域（東

京においては市区町村、全国においては都道府

県）の固定効果、Qは取引時点（四半期）の

固定効果、εは誤差項である。属性変数 Xに

は、最寄り駅までの道のりとその二乗項、敷地

の間口とその二乗項、敷地形状（正方形、不整

形など）、前面道路種類（国道、私道など）、物

件種類（建付け地または貸家建付け地）、建物

構造（鉄骨鉄筋コンクリート造、木造など）、

地上階数、用途地域（商業、第一種低層住居専

用地域など）、容積率制限のカテゴリ（100%

未満、100−200%等）、建蔽率制限のカテゴリ

（40%、50% 等）のダミー変数、および特殊事

情の補正係数を含める。築年数の関数 fAと

して、①線形（fA=aA）、②築年数グルー

プごとの線形関数（fA=∑ aA×I、た

だし Iは�年の幅の築年数グループに対応す

る 指 示 関 数）、お よ び ③ ス テッ プ 関 数

（fA=∑ aI、ただし Iは各築年数に対応

する指示関数）の�種類の関数を用いる。

本研究においては、土地比率も二通りの方法

で推計する。第一に、減価率がゼロに近い築年

数の大きな（y≡y）不動産の価値はほぼすべ

て土地価格と考えられるため、推計した築年数
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図� 数値例による減価率の比較



のステップ関数に基づき、PPを各築年数 y

について計算し、土地比率とする。第二に、不

動産価格の建物床面積と敷地面積に関する弾性

値 aは建物比率、aは土地比率と考えられる

（Yoshida et al. 2009）。しかし⑾式ではすべて

の築年数の平均的な弾性値が推計されるため、

さらに次の式で新築および�年幅の築年数のグ

ループごとに弾力性を推計する。

ln P=a+fA +∑ aln S×I

+aln L×I+Xb+N+Q+ε.

⑿

7 推計結果

不動産の見かけの減価率

表�は東京都の不動産価格を用いた⑾式の

OLSによる推計結果で、住宅価格について列

⑴⑵に、商業不動産について列⑶⑷にまとめて

いる1)。築年数の関数を線形関数とした列⑴の

築年数の係数によると東京における土地建物一

体の住宅としての減価は平均的に年率1.6%で

ある。しかし、築年数のカテゴリ別に築年数の係

数を推計した列⑵から、理論モデルの予想通り

見かけの経年減価率は築年数とともに低下して
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表� 記述統計

表� 東京都の不動産価値の経年減価 表� 全国の不動産価値の経年減価

注）括弧内は不均一分散に対して頑健なWhiteの標準誤差。

***、**、*はそれぞれ�％、�％、10%水準で有意であるこ

とを示す。

注）括弧内は不均一分散に対して頑健なWhiteの標準誤差。

***、**、*はそれぞれ�％、�％、10%水準で有意であるこ

とを示す。



いることが確認される。例えば、築年数�年ま

での物件は年率3.6%の減価率だが、築年数46

年以上では年率�％の減価率である。対数床面

積と対数敷地面積の係数から、残存している平

均的な不動産について、住宅価値に占める建物

と土地の割合はそれぞれ28％と67％と推計される。

列⑶および⑷の築年数の係数によれば、東京

の土地建物一体の商業不動産としての見かけの

減価は平均的に年率1.0％で、築年数とともに

5.8％から�％に低下している。また、残存し

ている平均的な不動産について商業不動産価値

に占める建物と土地の割合はそれぞれ26％と

78％と推計される。商業不動産のほうが土地比

率が高く、また新設不動産の減価率も高いこと

から、新設物件全体の平均建物減価率は商業不

動産のほうが高いことが類推される。次節では、

より正確に建物減価率を推計する。

表�は全国の不動産価格を用いた⑾式の

OLSによる推計結果である。列⑴および⑵の

築年数の係数によれば、土地建物一体の住宅と

しての見かけの減価は平均的に年率2.1％で、

築年数とともに3.9％から1.2％に低下している。

対数床面積と対数敷地面積の係数から、建物と

土地の住宅価値に占める割合はそれぞれ43％と
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図� 新設不動産に対する価値の比率（ステップ関数、点線は95％信頼区間）

図� 床面積と敷地面積に関する不動産価格の弾性値



45％と推計される。東京都に比べて建物割合が

高く土地割合が低いことが確認される。列⑶と

⑷の築年数の係数によれば、土地建物一体の商

業不動産としての見かけの減価は平均的に年率

1.4％で、築年数とともに4.9％から1.2％に低

下している。また対数床面積と対数敷地面積の

係数から建物の商業不動産価値に占める割合と

土地の商業不動産価値に占める割合はそれぞれ

30％と66％と推計される。

図�は築年数の係数をステップ関数により推

計した結果である。東京都の住宅に関する当初

�年の減価は、Yoshida and Sugiura（2014）

が推計した東京のマンションの減価に比べて若

干緩やかである。これはおそらくマンションに

おいては建物比率が高いためだと考えられる。

土地比率

つぎに、土地比率の推計結果をまとめる。図

�によれば、築年数の影響がほぼゼロとなる時

点は住宅で約40年、商業不動産で約30年である。

それらの時点での不動産価値と新設不動産価値

の比率により、新築不動産価値に占める土地の

比率を推定すると、東京都の住宅で約0.5、東

京都の商業不動産で約0.55、全国の住宅で約

0.45、全国の商業不動産で約0.5となる。これ

らの土地比率は、同様の方法で推計されたアメ

リカの不動産における数値よりも相当高いもの

となっている。Geltner and Bokhari（2015）の

推計ではアメリカの不動産の土地比率は商業不

動産で30%、集合住宅で20%である。

図�は⑿式に基づいて、建物床面積と敷地面

積にかかる不動産価格の弾性値（dln Pdln S

および dln Pdln L）を築年数のグループごと

に推計した結果である。弾性値の合計はおおむ

ね�に近い値となっている。理論モデルの予想

通り土地比率は増加している。特に東京都の住

宅は46年以上のものについては建物比率は�％

にすぎない。逆に全国の住宅については46年経

過しても約�分の�が建物の価値となっている。

新設時の土地比率は東京都の住宅で47％、東

京都の商業不動産で60％、全国の住宅で42％、全

国の商業不動産で61％である。この水準は前節
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表� バイアスを補正した建物経年減価率

注）新設物件土地比率には、不動産減価の下限による推計値

と不動産価値の敷地面積に関する弾性値による推計値の低

いほうを採用。新設時の平均不動産減価率は築年数�-�

年の平均値、新設時の建物減価率は⑺式による。減価率上

限は、新設時の減価率の分布が対称であることを仮定し、

2×新設時平均減価率 -減価率下限により設定。建設価格

上昇率には住宅・非住宅別の建設工事費デフレータの築年

数分の平均増加率を利用。平均建物減価率は、⑺式および

⑽式によりバイアスを補正した建物減価率の平均値。

図� バイアスを補正した建物の経年減価率



で不動産価値の減価から求めた数値とおおむね

一致している(それぞれ50％、55％、45％、50％）。

商業不動産についてはずれが生じているが、推

計誤差が大きいため差は有意とは言えない。

補正後の建物減価率

上で推計した土地比率と新設時の不動産減価

率を用いて、三種類のバイアス（土地比率、建

設コスト上昇率、生存バイアス）を補正した建

物減価率を求める。表�に、用いた推計値、追

加の仮定、および結果をまとめている。

また図�は築年数ごとに、補正前（不動産価

値の見かけの減価率：細い点線）、⑺式補正後

（残存建物の平均減価率：太い破線）、そして⑺

式および⑽式補正後（生存バイアス修正後の建

物平均減価率：太実線）の三種類の減価率をグ

ラフ化している。早い時点で除却される建物を

含めた平均建物減価率は、東京の住宅で6.1％、

東京の商業不動産で15.1％、全国の住宅で

6.5％、全国の商業不動産で9.9％である。これ

らの平均減価率に基づくと、建物の半減期は東

京の住宅で26.2年、東京の商業不動産で10.6年、

全国の住宅で24.8年、全国の商業不動産で16.2

年となる。これらの減価率は、瀬古（1998）に

よる推計値より圧倒的に大きいが、他方、吉

田・哈（2001）の推計値より大幅に小さい。

結論

不動産価値の経年減価にかかるバイアスを注

意深く修正した減価率の水準は、他国のものよ

り大幅に高い。今後は、除却建物の情報を取り

入れ、分析を精緻化することが求められる。

注

�）詳細な推計結果は www.personal.psu.edu/juy18か

ら入手可能である。
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