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Summary

本稿は，不動産市場で観察される不動産市場情報と，不動産鑑定士が利用可能な情報，
そして，不動産鑑定価格との関係を整理することを目的としたものである。近年，正常価
格の定義の変更によって，不動産鑑定価格は，不動産市場の変化に対して，敏感に反応し
ていくことが要求されるようになった。そのようなことは，本当にできるのか，市場に向
き合う覚悟をしたときに，そのための情報インフラを持ち得ているのか。不動産市場で観
察される情報の種類とその性質を中心に整理することを目的とした。
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1 不動産市場分析と情報選択

不動産市場を分析するにあたり，不動産取引価格情報は，最も重要な情報源であることはい

うまでもない。

不動産鑑定評価においても，「取引事例」の収集と分析は，業務を行っていくうえでの生命

線であるといわれる。しかし，近年においては，不動産価格に関する情報は，「取引事例」以外

にも，収集・整備されるようになってきている。ここで，取引価格の定義を「市場価格情報」

と拡大すれば，さらに，情報源は多様となる。

証券化市場では，上場不動産投資信託市場 (REIT)で取引がされた価格情報は，キャッシュ
フローと合わせて公開されているし，日経不動産マーケット情報のような媒体も誕生してき

た。住宅市場においては，新築マンション価格のデータベースを扱う会社が複数あり，情報誌

やインターネットなどでも多くの情報を見ることができる。また，古くから，不動産流通業者

の間では，レインズ (REINS: Real Estate Information Network System)と呼ばれる情報シ
ステムが存在する1。

一方で，不動産鑑定評価においては，「正常価格」に関する定義を，「あるべき価格」として

決定すべきか，「あるがままの価格」として決定すべきか，といった長く続いた議論に終止符
∗本稿は，Shimizu, Nishimura and Watanabe(2011), “House Prices at Different Stages in Buying/Selling

Process ,” 一橋大学物価研究センターWorking Paper,No.69を加筆修正したものである。また，同研究は，国土交
通省の研究プロジェクトの一部として実施されたものである。一連の研究に対して，Erwin Diewert 氏 (University
of British Columbia)，Davis Fenwick氏 (UK Statistics Office), Mick Silver 氏 (IMF)に適切なコメントをいた
だいた。ここに記して御礼申し上げます。なお，本稿のすべての誤りは，筆者の責任であることはいうまでもない。

†麗澤大学経済学部，ブリティッシュコロンビア大学経済学部 教授，PhD,CRE,FRICS
1レインズは，近年においては，新しいシステムへと移行することで，分割されていたデータベースが統合される

とともに，様々な機能強化が進められた。
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を打ち，「あるがままの価格」を追求していくこととした (清水 (2011)参照)。それは，不動産
鑑定価格の決定においては，不動産市場と対峙し，市場の動向に敏感に反応した価格を決定し

ていくことを決めたこととなる。近年では，不動産証券化市場の発達が，さらにこの動きに拍

車をかけた。

このような流れの中では，不動産鑑定評価は，市場の動きを正確に追随していくことが要求

されるために，不動産鑑定士は，日々刻々と変化する不動産市場と常に向き合っていくといっ

た緊張関係が生まれることとなる。具体的には，鑑定誤差問題 (Valuation Error)，平滑化問
題 (Smoothing Problem)と呼ばれる問題にも対応しなければならないのである。
このような問題と真剣に向き合うためには，日々，市場で発生している不動産取引の動向や

そこから生まれる取引価格などの不動産市場情報を網羅的に収集し，分析することが要求さ

れる。

この流れを踏まえたときに，不動産鑑定評価業務のよりどころとなっている「取引事例」と

いうデータベースは，この目的を支えるような情報インフラとなっているのであろうか。

様々な不動産市場情報が存在する中で，それぞれの情報に対しての批判があることも確か

である。もっとも代表的なものは，売り希望価格と取引価格の違いである。情報誌やインター

ネットなどによって公開されている情報は，売却を行うための売り手の売り希望価格である。

その価格は，実際に取引がなされた価格ではないために，鑑定評価などでは利用できないとい

われることがしばしばある。

一方で，登記簿情報をもとに収集されている取引価格情報のデータベースにおいても，ここ

で記載されている情報が本当に正しいのか，といったことも指摘されている。米国や英国など

では，この取引価格情報が，課税制度と連動しているために，虚偽の申告をしていることも少

なくないといわれている2。また，日本の取引事例の収集においても，課税とは連動していな

いものの，アンケートによって収集されていることから，正しい申告がなされているという保

証はない。

そのために，取引価格情報の正確性 (Accuracy)または精度 (Precision)は，精査できないの
である。また，不動産市場分析を行う際には，そのデータの選択においては，それぞれの情報

に一長一短があることを理解しておかなければならない。この問題を整理することが，本稿の

第一の目的である。

加えて，不動産鑑定評価業務は，対象物件の価格を決定することである。その価格決定のプ

ロセスにおいては，単に不動産価格情報を収集分析するだけでなく，マクロまたはマイクロな

市場動向を観察し，分析していくことで，その価格決定が可能となる。

例えば，経済分析においては，先行指標や一致指標などのその他の指標との関係を見ながら

分析を進める。不動産市場分析の難しさは，地域性が強く同質の財が存在していないといった

マイクロな問題と合わせて，その価格が資産価格であるために，その他の経済活動から得られ

る各種経済指標の先行指標となってしまっているということである。つまり，不動産価格その

ものが，経済活動の先行指標 (Leading Indicator)であるために，その他の経済活動から得ら
れる指標から不動産市場の変化を分析することが困難であることが指摘されている3。

2そのために，英国や米国において住宅価格指数を作成する際には，登記簿データではなく，金融機関に蓄積され
たモーゲージ (住宅ローン) の審査データを用いている。また，中国では，政府によって価格を修正していることも
あると聞く。

3Reinhart and Rogoff (2008) では，多くの国の経済データを網羅的かつ長期の時系列で比較分析し，金融危機
(Banking Crisis)がもたらされる背後には，多くの共通する経済現象が発生していることを明らかにした。その一つ
の事象が，資産価格，なかでも不動産価格が，賃貸料と比較して大きく上昇していることを指摘した。さらに，住宅
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それでは，不動産価格と合わせて，不動産市場分析をしていくうえで，どのような指標を選

択し，収集・分析していけばよいのであろうか。不動産鑑定士は，業界全体として，取引事例

以外にどのようなデータベースを構築していかければならないのか。この問題に関して整理

を行うことが，第二の目的である。

2 取引価格は正しい価格か?

市場情報と取引価格 不動産の取引価格の発生は，一連の取引行動の中で発生してくること

は言うまでもない。計量経済学の分野においては，このような問題をデータの発生プロセス

(Data Generating Process)と呼ぶ。ここで，取引価格の発生プロセスを考えてみよう。
不動産取引活動は，不動産の所有者である売り手が，売却希望を持つところからから始ま

る。住宅市場を例に挙げれば，多くの場合で，売り希望を持った売り手は，不動産仲介会社に

売却依頼を出す。ここで，初期の価格設定が行われる。

この価格は，売り手にとっての最高売り希望価格 (Celling and Researvation Price)であり，
取引価格からは上方にかい離するとともに，初期に設定した価格は長い時間売れない限り，売

り手はなかなか変更しない (この価格では売れないことを認識するまでに時間がかかる)こと
が知られている (Horowitz (1992),Stanley,et al (2009))。そのために，不動産鑑定評価では利
用できないという意見が多い。しかし，本当にそうであろうか。

取引価格が，初期の売り希望価格から出発して，一定の時間や経済活動を経て成約に至った

段階での価格ということを考えれば，初期の売り希望価格と取引価格が独立に決定されてい

るとは考えにくい。むしろ，両者に一定の関係があると考えたほうが自然であり，初期の売り

希望価格は，取引価格の先行指標として考えたほうがよい4。

ここで重要となるのが，売り手の売り希望価格として出された価格が，どのように取引価格

へと到達していくのかといったことである。そして，初期の売り希望価格の設定やそれを変

更していく手続きは，取引価格に到達するまでの時間 (以下，市場滞留時間 (MOT:Market on
Time))や成約確率に影響を与えることが考えられる (Stein(1995))。このような市場滞留時間
の存在は，売り手にとって機会費用となるばかりか，買い手にとっても探索費用が発生して

いる (Shimizu, Nishimura and Asami(2004))。そのため，市場での滞留時間が増加していけ
ば取引量が減少し，時間が短くなっていけば取引量は増加していくこととなる (Genesove and
Mayer.(2001))。
さらに，この初期の設定価格と市場滞留時間は，初期の設定価格だけではなく，売り手の背

後にある個別性によって変化してしまう5。

例えば，住宅ローンの残高が多く残っているような家計では，売り手の売り希望価格 (Seller’s
Researvation Price) を高く設定し，その価格をなかなか引き下げようとはしないであろう

価格の変動が，金融危機の Early Warning Signal であることを指摘している。
4Knight,Sirmans and Turnbull (1994)では，売り希望価格が取引価格の先行指標 (Leading Indicator)である

ことを明らかにしている。Knight,Sirmans and Turnbull (1998) では，より大規模なデータで取引価格の先行指標
になっていることを確認しているが，水準そのものにはバイアスがかかっているために，鑑定評価などの価格水準の決
定に利用する際には，注意が必要であることを指摘している。ただし，Dubin(1998)では，米国の不動産業者のデー
タベースである MLS を用いて住宅の予測モデルを構築し，一定の精度で予測 (鑑定) 可能であることを示している。

5Glower,Haurin and Hendershot (1998) では，電話調査を用いて，売り手の売却動機を調査し，売り希望価格
と市場滞留時間の関係を調べている。得られた結果を見ると，転職などで早く住宅を売却しないといけない人は，そ
うでない人と比べて 30% 程度価格が安くなっていることを示している。鑑定評価でいう，取引事情による差を実証
的に調べている先駆的な研究である。
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(Genesove and Mayer.(1997),(2001)，Engelhardt,(2003))。しかし，その初期売り希望価格の
設定は，住宅ローンの残高 (LTV: Loan to Value)が高い家計ほど，慎重 (正確)に，設定して
いることも知られている (Salter,Johnson and King (2010))。
加えて，標準的な物件と大型物件のような特殊物件では市場滞留時間が異なり，特殊なもの

ほど長い時間がかかることは，我々の経験からも明らかである (Haurin(1998))。このような
ことを含めて，鑑定評価では，「取引事情」として扱っている。

ここで，より問題を複雑化する要因が外部性の存在である。一つの例を挙げれば，長期間，

売れ残ってしまった住宅は，そのこと自体によって価格を引き下げたり (Knight(2002))，市場
滞留時間をさらに引き伸ばしたりする (Turnbu and Herberte (2011))。このような外部性は，
風評被害 (Stigma)と呼ばれている。
このような特性を考えたときに，取引価格をどの範囲で信じてよいのかといった問題が出て

くる (清水 (2011))。取引価格として観察できる価格は，たまたま取引として発生しているも
のであり，その背後には多くのストックが存在している。また，その取引がランダムに発生し

ていればよいが，市況によって，売り手が取引市場に参加してくる確率が大きく変化してしま

う。そうすると，市場で観察される取引価格は，売り手の売り希望価格と買い手の買い希望価

格が一致した点であるが，売り手と買い手に，それぞれの不均一性が存在するときに，そこで

成立している価格を完全競争価格として考えてよいのか，といった疑問が出てくる。

とりわけ下落局面で売却をすれば損が出てしまうようなときに取引市場に参入してくる売

り手には強い個別事情が存在しており，そのような市場で観察された価格だけで鑑定評価額を

決定してしまうことで，誤ったシグナルを市場に示してしまうことはないか (Goetzmann and
Peng(2006))，といったことを考えなければならない。
その一方で，市場に初めて提示される売り希望価格や，取引価格に至るまでの時間，そし

て，取引量は，鑑定評価が想定している完全競争価格である「正常価格」を推し量るうえでの

重要なシグナルとなっていることも理解できよう。

つまり，不動産鑑定を含めて，不動産市場を分析する際には，「取引価格」だけをもって分析

を行うだけでは不十分であり，その取引価格が発生してくる過程と，その他の指標を合わせて

分析していかなければならないのである

取引事例の誤差 それでは，実際に，わが国の不動産市場に当てはめたときに，どのような

時間軸の中で，それぞれの情報が生み出されていくのか，そして，それぞれの情報の間には，

どのような関係があるのかを見てみよう (図 1)6。
まず，住宅を売却しようと思った売り手は，不動産業者に売却の依頼を出し，媒介契約を結

ぶことが一般的である。そして，売却依頼を受けて不動産業者は，広告を出すことで集客を図

ろうとする。この段階 (ここでは T1とする)で，売り手の最初の売り希望価格 (ここでは，P1
とする)が設定される。
さらに，このような売り希望価格は，買い手が登場してこない限り，適宜，変更されてい

く。そして，買い手が登場したときや，売り手が売却を断念した場合には，データベースから

抹消されることとなる (このタイミングを T2とする)。ここでは，最終的な売り手の売り希望
価格 (P2とする)が存在しており，P1と同じか，一般的には引き下げられたりしていること
が多い。

6本分析は，国土交通省の 2010 年度の研究プロジェクトの一環として実施したものである。詳細は，Shimizu,
Nishimura and Watanabe(2011) を参照されたい。
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図 1: 取引価格の発生プロセス

さらに，買い手が登場したのちには，様々な交渉が始まる。物件の品質を精査したり (In-
spection)，住宅ローンの申請をしたりする。多くの買い手が住宅ローンを利用することが一
般的であることから，ローンが承諾された後 (T3)で初めて契約が成立し (T4)，すべての売却
活動が完了する (T5)。その段階での価格 (P3)は，P2からさらに変化していることもある。
このようなプロセスを経て契約が成立したのちに，不動産登記が行われる (T6)。そして，そ

の登記が完了したのちに，「取引事例」の情報生産が始まる。

わが国においては，価格調査をアンケート調査に頼っていることから，アンケートを発送

し，回収して初めて価格 (P4)を知ることができる (T7)。
ここで，それぞれの情報が入手できるタイミングを，度数分布 (比率)として見てみよう (図

2)7。
まず，市場に初めて売り希望情報 (P1)が提示されてから，平均で 10週間で買い手からオ

ファーがくる。この段階の価格は最終的な売り希望価格であり，買い手の最初の買い希望価格

(P2)となる。さらに，物件調査が完了し，住宅ローンの申請などを含めて，その後の媒介契
約が完了するまでに平均で 5.5週間が必要になっている。この段階で，レインズに成約価格登
録が行われる。

多くの場合，契約日 (登記原因日)と登記日が同じであったが，中には，契約完了後から登

7本分析では，東京都区部のマンション価格情報に関して，０次データと呼ばれる東京都区部の国土交通省によっ
て収集された取引価格データ (後に事例として作成される)，東日本不動産流通機構のレインズデータ，リクルート社
が収集した情報の３つのデータを比較分析した。リクルート社のデータが 155,347件，レインズデータで 122,547件
に対して，アンケートで回収できた取引価格情報は，58,949件にとどまる。情報網羅性といった意味で，取引価格収
集制度は，改善の余地が大きいものと考えられる。一方，レインズデータでは，成約価格報告が少ないといわれてい
るが，極めて高い確率で報告が行われていることが確認できる。本分析では，それぞれのデータベース間を比較する
ことから，同一取引を特定化し，その情報入手時点と価格水準を比較している。

5



図 2: 情報入手時点の時間分布

記がなされるまでに，数か月が過ぎているものも散見された。ここに，第一の時間ラグが発生

する。

さらに，アンケートを実施し，価格情報が回収できるまでに，15.5週間が費やされている。
これが第二の時間ラグである。これは，平均的な時間差であるが，それを分布としてみると，

アンケート調査によって収集される取引価格情報においては，どの時点を起点に置くかによっ

て変化してしまうが，最初に価格情報が提示されてから１年以上が経過したのちに情報入手

している比率も少なくない。さらには，取引事例の作成といった工程が入るために，T7以降
でも時間が必要になる。これが第三の時間ラグである。この 3つのラグをどのように短縮して
いくのかは，以降で見るように，取引事例の情報価値を高めていくうえで極めて重要になって

くるのである。

それでは，価格情報はどうであろうか。ここでは，アンケートで回収された価格 (P4)が正
しい情報であると仮定して，最初の売り希望価格 (P1)，買い手が最初にオファーを出した時
点での価格 (P2)，そして，住宅ローンなどの申請が通り，契約が完了した時点での価格 (P3)
について比較した (図 3)。
しばしば指摘されていることではあるが，最初の売り希望価格は最終的な取引価格と比較し

て，高いもので 40% を超えているものもある (P1/P4)。しかし，20% を超えて価格が異なる
ものは，累積でも 5% 程度しかない。最終的な売り希望価格であり買い手の最初のオファー価
格 (P2)になれば，８割以上でその誤差が 10% 以内に収まる (P2/P4)。
レインズで回収された成約価格情報 (P3)とアンケートで回収された取引価格情報 (P4)は，

極めて高い確率で一致している (P3/P4)。これは，レインズデータおよびアンケートで回収
されている取引価格ともに，正確な情報が収集できていることを示しているのである。

また，不動産業者が申告した取引価格にはバイアスがあり，信頼できないといったことを不

動産鑑定士から聞くことがある。しかし，このような指摘は，一部のサンプルだけを取り上げ

たものであり，このような大量のデータで比較してみれば，そのようなサンプルそのものが外

れ値のようなものであるといってよいことがわかる。レインズデータは，統計的に検証してみ

ると，極めて精度の高い情報であるといってよい。

一方で，アンケート調査によって回収されている価格情報も，欧米諸国で批判されているよ
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図 3: 取引事例価格から見た価格比

うなうその申告が多いといった批判に当てはまらないのである。

わが国の不動産市場は，取引価格情報が登記簿などに記載されていないなど，その整備が遅

れているために，他の先進主要国と比較して，透明性が低いといった批判がしばしばなされる

ことがある。しかし，様々な情報整備の状況を見ると，信頼できる正確な不動産価格情報が整

備されている，「不動産情報先進国」であるといえるのである8。

それでも残っている両者の差はどこから発生しているのであろうか。

例えば，両者の差を比較すると，アンケート調査によって回収された取引価格情報では，

3,000万円，3,500万円といった切のよい数値であるものが多い9。また，中には各種手数料な

ども含めて回答していると思われるものもある。情報誌の最終掲載価格とレインズの価格が一

致しているにもかかわらず，取引事例のデータだけが異なっているというものも少なくない。

これは，回答者が不動産取引の専門家ではなく，どの数値を回答してよいのか混乱していた

り，契約書などを見ることなくおおよその数字で回答してしまうことがあると予想されよう。

一方，レインズや情報誌に掲載されている価格は，不動産仲介業者といった不動産取引の専

門家によって情報生産が行われている。そのような意味で，正確な情報生産が可能になってい

る。しかし，ここでの誤差は，不動産市場分析を行う際には，まったくの影響がない範囲のも

のであるともいえる。

ここで問題として残ってくるのが，やはり先に見た情報入手のタイミングである。

取引事例の価格 (P4)が正しいとして，情報誌の最初の売り希望価格 (P1)や買い手の最初の
オファー価格 (P2)に一定の誤差が存在していたとしても，それらの情報が入手されてから，6
か月以上，中には 1年も経過したのちに正しい価格情報が入手できたとしても，その間に市場

8本研究の報告を，EU 統計委員会 (2011 年 2 月，国連統計委員会 (2011 年 5 月) の会議で行った。出席した各
国の担当者は，日本の情報整備の高さに驚くとともに，自国ではそのような整備が困難であるといったことを指摘し
ていた。これは制度的な問題ではなく，その制度を支える国民，不動産仲介業者，レインズの運営主体，不動産業界
団体の努力と体質によるものと言えよう。

9一方で，情報誌などの広告で，3000 万といった表示をしないで，2,980 万円などと表示することが多いため，
そのようなところに価格が集中してしまっている (Price Point が存在する) ことが明らかになった。これは，Allen
and Dare (2004)が指摘した Charm pricingと呼ばれるものである。そのため，取引価格に近似できているものの，
一定の誤差が生まれている原因の一つとなっている。
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が大きく変化していたとしたら，その価格水準そのものも正しい情報とは言えない。つまり，

情報には，賞味期限が存在していることに注意が必要である。ダイナミックな不動産市場の変

動を分析しようとしたときに，賞味期限切れの情報では，分析することができないのである。

何よりも，情報網羅性が極めて低いといった意味で，大きな問題を抱えている。時間のラグ

は構造的に解決できないのであれば，せめて情報網羅性だけでも高めていかなければ，公的資

金を用いて情報を収集していくことの意義は薄れてしまっていくものと考えられる。

3 変動する不動産市場

インターネットデータは信頼できるのか? 先の分析でも明らかなように，取引事例が入手で

きるまでには多くの時間を要してしまっている。このような問題が内在しているときに，取引

価格だけを見ていては，特に，取引事例を見ていては，市場の動向に敏感に反応することはで

きない。

この問題は，国際住宅価格指数ハンドブック (EuroStat(2011))，またはそれを作成する一
連の会議のなかでも多くの議論がなされてきた。そこで注目が集まりつつあるのが，インター

ネットデータである。

しかし，インターネットで入手可能な多くのデータは広告データであり，売り希望価格であ

る。その売り希望価格の誤差については先に見たとおりであるが，それ以上に，一部の消費者

や専門家の中には，インターネット情報は信頼できない，といったことが指摘されている。

その背景には，インターネットを通じて配信される情報の信頼性が低いのではないか，とい

うネット情報全体に対する不信感が存在しているものと予想される。

確かに，インターネット上には，様々な情報が発信されている。その情報発信の主体が，情

報管理ルールを明確に定めている情報ベンダーから，個人に至るまで様々であるため，中には

不正確な情報が入り混じっていることも確かであろう。しかし，そのようなことだけを取り上

げて，インターネットデータ全体，またはその広告データが信頼できないと考えるのは早計で

ある。

ここで注目しなければならない点は，情報生産の工程である (情報生産プロセス)。この情
報生産工程は，取引事例の生産工程に対して多くの示唆を与える。

多くのインターネット広告を扱う会社では，不動産業者が自らで専用の端末を用いて広告

入稿を行い，それを広告企業の中での内部審査を経て，インターネット広告またはフリーペー

パーの広告が作成されていることが多い。そうすると，情報の品質を担保するためのシステム

がどのようになっているのかといったことが重要になる。

不動産広告情報の品質が悪いのではないかと危惧される典型的な事例が，「おとり広告」と

呼ばれるものである。実在していないにもかかわらず，割安な架空の物件を作り上げ，集客を

促進しようとする行為である。これは，インターネットが普及したことで始まった問題ではな

く，古くから存在していた問題である。

このような問題への対策として，消費者保護のために，業界全体で厳格に取り締まる制度が

整備されてきた。たとえば，広告を扱う各社には審査部門が設置され，常にチェックが行われ

ている。誤った広告を出すことの最終的な責任を負う義務があるためである。さらには，広告

を扱う業界での取決めがなされていたり10，公的機関によってチェックがなされていたり，行

10また，不動産情報を適正かつ公正に不動産会社から一般消費者に伝達するために、事業者 (リクルート・アット

8



政による指導があったりと様々な対応がとられてきた。いくつかの例を挙げれば，不動産広告

は，公取協 (不動産公正取引協議会連合会 http://www.rftc.jp/)と呼ばれる組織によって監視
されている。公取協では，広告に記載される情報の細部に至るまで，多くのルールを定めてい

る。たとえば，表示すべき項目である11。そのような規制は，インターネット広告も例外では

ない。そして，常に公取協は監視をしている。

これに加えて，行政による指導も加わる。不動産流通を業として行うためには，「宅地建物

取引主任者」と呼ばれる国家資格が必要となる。その資格は，国土交通大臣，または都道府県

知事の認可となっていることから，国土交通省または各都道府県によって，宅地建物取引主任

者を指導・監督する体制が整備されている。各都道府県は，「不動産相談」窓口を設置し，消

費者からの苦情を受け入れる体制が設置されている12。これらの主体が情報生産において，虚

偽の情報を作成した場合には処分を受けた不動産業者を公開するなど，様々な措置がとられて

いる。

各広告企業の監視，公的機関の監視，行政の監視，そして，誰よりも消費者の監視の目にさ

らされて情報生産がなされているのである。このように考えれば，インターネットデータは，

一定の正確性と精度を具備した情報であるといえる。

それでは，取引事例はどうであろうか。不動産鑑定士という同じく国家資格を持った主体が

情報生産を行うといった点では同じであるが，生産された公法上の規制や交通利便性などの情

報の品質を担保する仕組みは存在していない。不動産広告などのように，各種団体や，何より

も消費者の目といった厳しい監視を受けることが想定されていないために，誤った情報が記載

されていたり，情報が欠損していたり，測定された情報の誤差が大きかったりすることも少な

くない。

もちろん，情報生産そのものをビジネスとしている不動産仲介会社とは，情報生産の目的や

その背後にあるモチベーションが異なることは承知している。しかし，国民への情報開示とい

う枠組みの中で始まった現行の新スキームにおいては，改善の余地が大きく，何らかの情報の

品質を担保していくような制度を整えていくことが急務である。つまり，現行制度では，公示

地価や不動産鑑定業務を遂行していく目的の達成も難しく，また，総合規制改革会議から始

まった情報開示といった当初の目的も十分に達成できていないと考えたほうがよいであろう。

この問題を解決していくためには，現行の不動産鑑定士だけに過度の負担をかけた情報生産

体制では持続可能性はなく，公的部門による政策対応が必要になってきているものと考えられ

よう。

刻々と変化する不動産市場 経済市場は日々刻々と変化している。不動産市場もまた，同様に

大なり小なりの変化が起こっている。

不動産鑑定評価が，市場の変化に対して，敏感に反応していくといったときには，どの程度

の時間軸での変化に対応していくのかといったことを明確にしていかなければならない。

ホーム・ネクスト等)が集まり，ネット広告における自主管理ルールを事業者自ら策定、遵守している (不動産情報サ
イト事業者連絡協議会 http://www.rsc-web.jp/index.html)。

11例としては，不動産の表示に関する公正競争規約 第６章 表示基準 第１節 物件の内容・取引条件等に係
る表示基準（物件の内容・取引条件等に係る表示基準）では，取引態様，物件の所在地，交通の利便性，各種施設ま
での距離又は所要時間，面積，価格・賃料などについて，表示の仕方が規定されている。

12(東京都の場合は，http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku seisaku/300soudan.htm) このような苦
情の中には，広告に対するものも含まれるため，不当な広告が存在した場合には，行政からの指導・処分などが行わ
れている。

9



図 4: 取引価格と市場滞留時間の推移

また，不動産市場の変化を分析する際には，前節での整理で見たように，不動産価格が粘着

性を持つことに注意する必要がある13。

先にも指摘したように，不動産価格は，資産価格であることから，将来の期待も価格に反映

されているために，財・サービス市場での価格変化よりも，先行性を持つ。しかし，価格とし

て成立するまでには，また，価格情報として，我々が市場で観察できるまでには，様々な時間

ラグが存在しているために，価格の変化だけを見ていては市場の敏感な変化を捕捉すること

はできない。

ここで，多くの研究者が注目した市場滞留時間と価格の変化を見てみよう (図 4)。
両指標を比較してみると，米国の住宅市場を中心として行われてきた研究と同様に，価格変

動に先立ち，市場滞留時間が伸縮している様子が理解できる。1980年代のバブル期には，市
場滞留時間が大きく低下したのちに，一気に価格の上昇が起こっている。そして，市場滞留時

間が上昇したのちに，価格の下落が続いている。また，2000年代半ばのファンドバブルとい
われた時期には，同様の市場の伸縮が観察できる。

ここで，市場滞留時間と売り手の初期の売り希望価格と最終末梢価格との比率を見たもの

が，図 5である。市場滞留時間は，上から下へと基準を逆転させているが，同指標が一致して
動いていることは，極めて興味深い。つまり，市場が加熱するときには，売り手の売り希望価

格が割安感を持って市場に受け入れられるために早く売却することができる。一方，市場が冷

え込むときには，売り手の売り希望価格が市場で受け入れられる価格よりも高い水準で設定

されてしまい，その調整に時間がかかっている。このようなマイクロな構造を通じて，取引件

数に影響をもたらすこととなる。

13家賃の粘着性の構造については，Shimizu,Nishimura and Watanabe(2010b)を参照。また，Shimizu,Nishimura
and Watanabe(2010a) では，特に，取引価格の中でもリピートセールスデータでラグ構造が存在していることを明
らかにしている。
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図 5: 市場滞留時間と売り希望価格比の推移

この二つの事象から，売り手の売り希望価格は，市場滞留時間というフィルターを通すこと

で，取引価格へと変換していくことができる。つまり，実際の取引価格ではないという理由だ

けで，数か月，または１年近くも前に入手が可能な情報を利用しないということは，不動産市

場を分析するものにとって，極めて重要な情報を切り捨ててしまっているのである。

そこで，情報媒体別に売り手の最初の売り希望価格 (P1)と買い手の最初の買い希望価格と
してオファーした成約売り希望価格 (P2)との関係を見たものが，図 6である。両者の動きは
ほぼ一致しており，より注意深く見れば，どちらの情報媒体でも最初の売り希望価格である

P1の変動が，買い手の最初のオファー価格である P2に先行していることがわかる。
不動産鑑定評価実務において，とりわけ公示地価の決定においては，市場の転換点を的確に

とらえることと，時点修正は，極めて重要な分析の一つとして位置付けられている。このよう

な分析を行うに当たり，様々な指標を総合して勘案していかなければならない。ここで示した

分析例は，すでに多く北米を中心とした研究者によって明らかにされてきたことである。

これらの知見を踏まえて，総合的に市場を分析していくことで，より正確な市場分析ができ

る体制を整えていかなければならないのではないか。

東日本大震災の影響をどのようにとらえたか? 3月 11日に発生した東日本大震災は，日本経
済に対して甚大な影響をもたらした。直接的な被災地だけでなく，程度の差こそあれ，日本全

体に対して影響をもたらしたことはいうまでもない。

東日本大震災は，東京の住宅市場に対してどのような影響をもたらしたのか。ここで，東京

都マンション価格週次指数を用いて，市場の変化を見てみよう (図 7)。東京都区部の住宅市場
は，2010年の 10月から，金融危機の影響から少しずつ回復を始めており，地震が発生した３
月に向かって価格が上昇していた。

地震の発生は，3月 11日と月半ばに差し掛かっていたために，直後にはわずかな下落は観
察されるが，すでに多くの契約が終わっていたこともあり，すぐには市場価格に対して大きな
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図 6: 新規売り希望価格と成約抹消価格の推移

影響は出てきていなかったことがわかる。

しかし，ゴールデンウィークを過ぎた 5月から一気に下落に転じる。電力不足などが長期化
することがわかり，景気全体への影響が明らかにされ始めたころと重なる。また，市場滞留時

間も上昇に転じていることが合わせて観察できる。

これは，インターネットデータを用いた週次指標であるため，1週間のラグを持って市場動
向を捕捉することができる14。また，利用している価格情報は，買い手からのオファーがあり

成約する可能性が高まったという理由でデータベースから抹消された時点での価格 (P2)を用
いている。取引事例との価格差は，平均して 3% 以内である。
一方，取引事例ではどうであろうか。この段階では登記すら終わっていないために，価格情

報が入手できるのは，それに遅れること，最短でも 3か月程度，平均では 6か月が経過しない
と入手ができない。また，品質を調整しようとすれば，公法上の規制や立地条件などの住宅に

関する属性情報を収集するのに，さらに時間がかかる。広告データでは，品質に関する情報が

成約価格が決定される前に生産されているために，価格が決定すれば品質調整を速やかに実

施できる。

変動する不動産市場と向き合うといったことは，極めて重要なことである。しかし，それを

実現するためには，変動する市場をとらえることができる情報インフラを整備していかなけ

ればならない。

改善が遅れている現在の取引事例収集システムでと，インタ―ネットなどの普及と技術革新

の下で日々進化してきている新しい情報生産体制の下で構築されている情報インフラとの間に

は，大きな溝が広がりつつあると考えなければならないであろう。

14たとえば，この原稿の執筆時点 (2011年 12月 15日)では，12月第一週までの不動産市場の変化を見ることが
できる。
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図 7: マンション価格指数・週次指数の推移

4 不動産鑑定価格は市場を追随することができるのか?

「正常価格」が，市場を「あるがままに評価する」と決めたときに，その「あるがまま」に

向き合うことに対して，どの程度の覚悟があったのであろうか。また，その定義を，時間軸を

含めてどのようにしていたのであろうか。それを実現するための情報を含めた制度インフラ

を用意していたのであろうか。

「あるがまま」といったときには，売り手・買い手，そして，不動産物件の特性それぞれの

個別の事情をも包含していかなければならない。代表的 (平均的)な市場参加者を想定すると
いっても，そもそもが不均質な財を取引する不動産市場において，その前提そのものに無理が

ある。

また，不動産は資産であると同時に，住宅であれば住まうことで我々に効用を与え，事業用

のオフィスや工場であれば，そこからサービスや製品を生み出す資本として利用されることで

収益をもたらしている。日々，取引市場にさらされているわけではない。利用を前提としたと

きに，それが売却，取引が発生するといった背景には，様々な個別の動機が存在していると考

えたほうがよい。各種個別事情がなければ，不動産の取引そのものが発生しないことを考えれ

ば，多くの特殊性に配慮しなければならないこととなる15。

そのような中で，現在，不動産鑑定士が利用可能な情報インフラはどうであろうか。現在で

は，「取引事例」だけが共有できる情報インフラであり，極端なことを言えば，この情報インフ

ラだけで，日々刻々と変化する不動産市場と対峙していかなければならない。

以上の一連の整理からも明らかなように，取引事例と呼ばれる情報インフラは，変動する市

場と対峙するためには，情報網羅性，情報入手のタイミング (賞味期限切れ)，情報の品質 (公
法上の規制などの属性情報の網羅性と精度)，それぞれにおいて改善をしなければならない点

15協会を代表するような，洗練された市場と向き合っている鑑定士の方のお話を聞けば，当該地域の不動産取引の
各種事情を勘案されて，事例と向き合い，そして鑑定実務に当たっている。すでに，多くの良い事例が協会内部に存
在していることを考えれば，決して難しいことではないと考える。
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が多く存在している。

かつては，このような情報インフラから生み出される製品となる「不動産鑑定評価書」で

も，高い価値を認めていてくれたかもしれないが，これからの経済社会において許容し続けて

くれる保証はない。また，今後の経済活動から生まれてくる各種不動産調査需要に対応するこ

とは困難であろう。情報インフラの制約から，不動産鑑定士または業者は，社会的な役割を果

たしていくことが限定されてしまう可能性が大きい (業務が縮小する)のである。
不動産鑑定士または業者単独では，これらの問題への対応は困難であろう。しかし，なお残

る不動産鑑定評価の公益性を考えれば，協会だけではなく，国との連携の中で，さらには国が

主体となって必要とされる情報インフラを整備していかなければならないのではないか。

取引事例においては，その情報生産体制そのものを見直していくべきであろう。価格情報の

回収率を高めるような制度改正と，その後の品質情報の生産を行うための制度を再構築して

いく必要がある。

また，取引価格情報だけでは，市場と向き合うことは難しい。市場滞留時間や売り手の売り

希望価格情報，または，それと密接に関係する取引件数 (いわゆる 0次情報)などを，収集分
析するような枠組みが必要になる。不動産市況 DIのような指標開発も有用である。
もちろん，それらの情報を読み解き，分析する能力を各鑑定士が身に着けていかなければな

らないことは言うまでもない。

刻々と変化する市場と向き合う覚悟を決めた時には，経済社会の中での活動領域の拡大が期

待される一方で，リスクも増大する。それができないときには，鑑定評価制度そのものの信頼

が失墜してしまう可能性もある。そのようなリスクと向き合うために，どのような不動産市場

情報インフラを整備し，どのような専門性を身に着け，どのような役割を経済社会で果たして

いくのかを，将来へのビジョンと合わせて整備していかなければならないのではないか。(バ
ンクーバーにて)
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