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ハドソンヤードをはじめとするいくつかの先進的な開発プロ
ジェクトでは、人の混雑具合やエネルギー使用量を追跡する
ヒートマッピング、ユーザーの健康状態や活動状況に関する
データ収集に役立つオプトイン型のモバイルアプリ、マイク
ログリッドを利用した省エネなどに重点を置いている。この

ような魅力的なイノベーションの数々が示すように、不動産
会社が展開しているイニシアチブの一部は、過去 2 年間に
我々が発表した業界の展望に関する報告書の重要なテーマ
⸺エコシステムを変革しつつあるテクノロジーの進歩とダ
イナミックな未来に向けて企業が効果的に備えるために役
立つイノベーション⸺に対応している。

今日の都市がもはや単なる建物と人の集まりではないこと
は明白である。不動産会社は今後、業界がスマートシティや
モビリティに備えるにつれて、この要求の多いエコシステム
における新たな動きを常に意識せざるを得ないものと思わ
れる。より広いレベルでは、モバイルコンピューティング
（5G
技術）やコグニティブ、人工知能の急速な進歩と、センサー
などの高度なデータ収集ツールの利用により、テクノロジー
とビジネスの生産性との間にあるギャップの拡大が進んで
いる
（図1参照）。多くの場合、労働力の世代、性別、人種の
推移も急速な変化の要因となり、ビジネスのあり方に影響
を及ぼすとともに、文化的規範と
「仕事・キャリアに対する
満足」
の両方を再定義しつつある。

図1：テクノロジーの変化とビジネスの生産性との関係

Figure 1: Change in technology vs. business productivity
テクノロジーの変化

変化の度合い

人材と文化について再考する：人事の優先度を引き上げる

不動産業界では創造的破壊が加速度的に進んでいるよう
だ。これは、テナントの力学が急速に変化していること、顧
客が人口統計学的に推移していること、サービス・快適さの
向上を可能にするためにデータアクセスを改善・高速化す
る必要性が高まり続けていることによって浮き彫りになって
いる。適例は、ニューヨーク市で進行中の 1,800 万平方
フィート
（約1.67平方キロメートル）におよぶハドソンヤード
地区の大規模再開発プロジェクトである1。マンハッタンのウ
エストサイドにおけるこの250億ドルの多目的再開発プロ
ジェクトは、テクノロジーと不動産開発を融合している。ハド
ソンヤードは、住宅・商業用ビル（リテール、ホテル、オフィ
ス）、街路、公園、公共空間が一体化した、コネクテッドで持
続可能な地区となる見込みだ2。

技術革新と
実体的生産性の
ギャップ

ビジネスの
生産性

時間
出所：
Josh
Bersin
、BillBill
Pelster
、Jeﬀ
Schwartz
、Bernard
、
「“2017
Source:
Josh
Bersin,
Pelster,
Jeﬀ
Schwartz,
Bernardvan
vander
derVyver
Vyver,
2017Deloitte
DeloitteGlobal
Global Human
Human Capital
Capital Trends:
Trends:
”2017
February
28,日2017.
Rewriting the
therules
rulesfor
forthe
thedigital
digitalage
age,
Rewriting
」、
年2月28

原著：
「2018 Real Estate Outlook Optimize opportunities in an ever-changing environment」

注意事項：本書はDeloitte Center for Financial Servicesが2017年10月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳したものです。
和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。

2

1

業界展望2018 不動産 | 絶えず変化し続ける環境で機会を最大限に活用する

業界展望2018 不動産 | 絶えず変化し続ける環境で機会を最大限に活用する

REITの潜在価値を解き放ち、
成長を加速させる

このようなエコシステムの動向は、変化が加速し不確実性
が高まっていることの表れであると見受けられ、不動産業界
の経営幹部の多くを混乱させ、進むべき最善の道が見えな
い状態にさえしている可能性がある。我々が思うに、企業は
社内の現在のプロセスと人材に目を向け、テクノロジーの
進歩とビジネスの生産性との間のギャップを埋めるための
様々な方法を評価することを検討すべきである。徹底的な
調査・分析と、業界専門家との広範囲にわたる議論に基づ
いて、我々は次のように予想する。不動産会社は今後12～
18カ月間の計画を策定するに当たり、以下の4つのテーマ
を優先すれば、価値創造と成長を最大化できるだろう。

価値に関する市場の新たな期待とは？

現在、多くの従来型REITは、純資産価値（NAV）を大幅に下
回る価格で取り引きされている。以下に挙げる統計データに
ついて検討したい。2017年7月26日時点で、S&P500指数
は前年比で14.2%上昇しているのに対し、SNL米国REITエ
クイティ指数（SNL US REIT Equity index）は前年比で
5.6%減少している3。アセットタイプではリテールとオフィス
が最も打撃を受け、利回りは前年比でそれぞれ25.5%減お
よび7.8%減となった4。REIT全体はNAVを4%下回る価格で
取り引きされ、リージョナルモールREITは33.3%と歴史的
に高いディスカウント率を記録している5。商業不動産のファ
ンダメンタルズは依然として堅調であり、ほぼあらゆるア
セットタイプで賃貸需要は堅調に推移し、空室率は低位で
安定しているにもかかわらず、REIT投資主価格にその価値
は反映されていない6。一方で、通信タワーやデータセンター
のような新しいアセットタイプのREITは、従来型REITに加
え、より広範な市場指数を上回るパフォーマンスを上げ続け
ている。例えば、2017年7月31日時点で、S&P500指数が
前年比13.7%増となっている一方で、インフラREITとデータ
センターREITのFTSE NAREIT指数は、前年比でそれぞれ
14.4%増および20.2%増を記録している7。

成長を加速させる：不動産投資信託（REIT）の潜在
価値を解き放つ

資金に関する新たな選択肢を活用する：不動産
フィンテックのスタートアップに注目する

生産性を高める：ロボティクス＆コグニティブオー
トメーション
（R&CA）を採用する

人事の優先度を引き上げる：人材と文化について
再考する

大まかに言えば、あらゆるレベル⸺中核ビジネス、テナン
ト、人材⸺で絶えず変化が起こる環境において、不動産会
社はある程度リスクを取ることで、変化を受け入れて将来に
適応することができる器用さを発揮する必要がある可能性
がある。
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不動産業界では創造的破壊が加速度的に
進んでいるようだ。
これは、テナントの力学が急速に変化していること、
顧客が人口統計学的に推移していること、
サービス・快適さの向上を可能にするために
データアクセスを改善・高速化する必要性が
高まり続けていることによって
浮き彫りになっている。

では、従来型REIT投資口について、投資家と市場を不安に
させている可能性は何だろうか。我々は、3つの要因があり
得ると考えている。
第一に、市場は金利の上昇、貸出基準の厳格化、不動産価
格の過熱感といった、より広範なマクロ経済トレンドを理由
に、従来型 REITの投資口価格を割り引いている可能性が
ある。

第二に、REIT投資口は、テナントに影響を及ぼしている市場
トレンドに影響されている可能性が高い。変革によって最も
打撃を受ける業界であるとのメディア報道や根強いマイナ
スイメージは、高パフォーマンスの大手REITにとって、Aクラ
スの不動産を保有していてもなお、アキレス腱となり得る。
AクラスのモールREITにおいては特に当てはまる可能性が
ある8。

第三に、不動産業界におけるアクティビスト的な投資家行動
の高まりが、長期的な投資主価値の向上のための意思決定
を遅延させているとも考えられる。これを視野に入れて数字
を眺めると、アクティビストの活動件数は、2010年にはわず
か3件だったのに対し、2016年には23件に増加している。
また、他のいくつかの見積もりによると、2016年における全
アクティビスト活動の15%は、不動産業界を対象としている9。
これらの活動の多くは、短期的な利益を得ることだけを目
的としているものや、資本配分やコーポレートガバナンスを
めぐる懸念に関連したものである10。例えば、
「メリーランド
敵対的買収法（Maryland Unsolicited Takeover Act）」
（REITが独立した立場で取締役の任期に差を設けることな
どを認めている）の規定に基づき、REITの役員会が投資主
の承認を得ることなく内規を改定する権利を有していること
に対し、多くの投資家は懸念を示す傾向がある11。さらに、
世界産業分類基準（GICS）において不動産が独立したセク
ターとして分類されるようになったことで、ゼネラリスト型投
資家の関心は高まったが、そのような投資家は、REIT専門
の投資家が有しているような高度な知識を持ち合わせてい
ない場合が多いだろう。その結果、多くのREITは、アクティビ
スト投資主に対応するために短期的な問題を優先すること
と、長期的な価値の向上につながる可能性のあるテクノロ
ジーなどに必要な投資を行うことの間で、均衡点を見出そ
うと奮闘している。
いずれにしても、上記のマクロ経済トレンドとセクター特有
のトレンドは、REITセクターにおけるM&A活動を活発化さ
せている。2016年、M&A取引額は前年比44.2%増の669
億ドルに達し、2006年以降の最高額を記録した12。興味深
いことに、2016年のM&A取引件数は前年からわずかに減
少している。これは、平均的な取引規模が拡大したことを示
すものである。2017年上半期の取引額は、2016年上半期
比では減少したが、2016年下半期比では増加している。詳
しくは図2を参照されたい。
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図2：REIT価格への影響要因

マクロ経済環境

M&A取引額は2016年に急増。17年上半期は16年上半期比では失速も、
16年下半期比では増加
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企業は対応をどのように始めるべきか

不動産ポートフォリオを最適化する：戦略的ポートフォリオ
の最適化も、投資主価値を解き放つために取り得る方法の
従来型 REIT が潜在価値を解き放つ方法は多数存在する。 一つである。企業は、不動産ポートフォリオを再評価して、非
コーポレートガバナンスとコミュニケーション戦略の見直 中核的不動産を特定・削減するか、あるいは、スピンオフを
し、不動産ポートフォリオの最適化、公開状態の再評価がそ 通じて潜在価値を解き放つことを検討することもできる。不
の例である。
動産やポートフォリオを処分する際は、複雑な財務モデリン
グを行って現在および将来の財務予測を分析することで、非
コーポレートガバナンスとコミュニケーション戦略を見直す： 中核不動産と、それがREITの今後の財務成績に及ぼす影響
投資家の人口統計学的属性の変化とアクティビズムを考慮 を特定しなければならない。スピンオフは、さらに込み入っ
すれば、REITは既存の企業統治慣行とコミュニケーション たものになる可能性もある。REITは、切り離す予定のポート
戦略を再評価して透明性を向上させることによって利益を フォリオが、独立した事業体として成功するために必要な規
得られるだろう。投資家の信頼とリスク認識をいかに上手く 模と経営陣を有しているか否かを評価すべきである。また、
マネジメントできるかは、あらゆる公開企業にとっての重要 その取引の財務上の利益を投資主や投資家に納得させる
なテーマだ。REITは、役員の選定や、ガバナンスの再設計、 必要もあるだろう。
役割・責任の割り当てを行う際に、包括性と透明性を高める
必要があるだろう13。
あるいはREITは、資本コストで競争し、長期的なマルチチャ
ネルの関係を築き、効率的かつ効果的な経営を行い、重要
REITの役員会は、経営陣、規制当局、投資家といった様々 な人材を引き寄せるために、どの程度の規模や程度を達成
なステークホルダーとの連携を強化するとともに、コミュニ する必要があるのかを評価することもできる。また、投資家
ケーションの頻度を高める必要もあるだろう。目的に応じた コミュニケーションに関する上述の考察にあるように、REIT
頻繁で時宜を得たコミュニケーションを行うことで、REITは の経営幹部は、規模の具体的な利益を投資家コミュニティ
コミュニケーションのチャネルと内容も評価すべきである。
に伝えることができなければならない。実際、2017年上半
期に発表された米国のREIT合併10件中6件は、新たな地理
チャネルの観点から言えば、REITは対面とオンラインの投資 的市場や不動産タイプにおけるプレゼンスの拡大によって
家コミュニケーションを組み合わせることによって利益を得 規模を増大させることを狙いとするものだった15。
られる可能性が高い。NAREITが2017年3月にREITの投資
家向け広報（IR）専門家を対象に実施した調査によれば、回 最後に、REITはポートフォリオ全体を最適化する一環として
答者の3分の2はIR戦略の一環としてソーシャルメディアを テクノロジーへの投資を拡大し続けることで、経営効率を高
利用することはなく、その大半は伝統的なコミュニケーショ め、収益の成長を拡大させることを目指すこともできる。例
ン手法を好んでいる14。
えば企業は、ポートフォリオにおけるスマートビルディングの
割合を高めることを目標とすることにより、光熱費などの営
内容の観点から言えば、REITには最新の視覚化・分析ツー 業費の削減や、暖房・換気・空調（HVAC）および照明のさら
ルを利用してビジネスインサイトを提供するという手もあ なるスマート化による健康・生産性上のメリットの向上、リア
る。そのためにテクノロジーへの投資を増やし、自社と市場 ルタイムの監視と緊急事態対応システムの高速化を目的と
のパフォーマンスを絶えず測定・分析すれば、予測能力が向 したセキュリティの強化という形で、オーナーと入居者に提
上する可能性もある。
供する価値を高めることができる16。企業が収益を最適化す
るには、IoTセンサーから得られるデータおよび洞察や、賃
貸物件比較などの透明な市場情報に基づき、より多くの情
報を踏まえた意思決定を行うという手もある。企業は、テナ
ントその他のステークホルダーが行動予測を改善し、その結
果として意思決定を向上させるために活用できる形で、一連
の大規模なセンサーデータから得られた洞察を組み合わ
せ、分析し、提示することもできる17。
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上場公開・私募状態の是非を問う：上場REITには、資本へ
のアクセスのしやすさと流動性という利点があるが、管理・
規制上の要件に関するコストが増えるという欠点もある。ま
た、公開市場では現在および将来の開発機会の価値が正当
に評価されず、私募市場よりもディスカウントされていると
考える向きも多い。市場評価が低下した場合、REITは現在
の規模と評価が上場し続けるためのコストに見合うもので
あるか否かを見極めるべく、費用対効果分析を行うのが賢
明だろう。ときには、米国の証券取引委員会（SEC）および
サーベンス・オクスリー法の規制を遵守するためのコストや、
IR部門および公開報告書作成部門の維持費など、上場を維
持するためのコストが資本コスト上のメリットを上回ること
もある。コストが上昇していて、なおかつステークホルダー
が私募化に対して抵抗していない場合、企業は戦略的また
は財務的な買収取引を検討するのも手である。というのも、
民間機関投資家は引き続き、公開市場における機会を探し
求めているからである18。それどころか、REITのビジネスの
中でも評価が難しい、開発などのセグメントに民間資本を
呼び込むことにより、開発機会の価値を示す指標を改善し、
場合によっては資本コスト全体を低下させることのできる機
会が存在する可能性さえある。例えば、REITは機関投資家
から、または、プライベートエクイティ投資家との合弁事業
によって資金を調達することで、開発プロジェクトの資金を
賄うためのファンドを組成することもできる。

従来型REITが潜在価値を
解き放つための方法として
検討できることは多数存在する。
コーポレートガバナンスと
コミュニケーション戦略の見直し、
不動産ポートフォリオの最適化、
公開・私募状態の再評価が
その例である。

要点

かつてとは異なり、今日のREIT価格は、アクティビスト
やメディアの影響をますます受けやすくなっている。こ
の状況を悪化させているのは、実態価値と財政基盤の
改善が、認識されている価値と食い違っているという、
多くのREITが現在直面しているジレンマである。潜在
価値を解き放つべく、企業は投資主の関心を高めるた
めに様々な方法を検討すべきである。そのためには、
既存のコーポレートガバナンスおよびコミュニケー
ション戦略に加えて、現在の運用状況、成長機会、戦
略的代替案を批判的に評価することが必要になるだ
ろう。その結果、M&Aまたは企業ストラクチャリングを
検討することになる可能性がある。
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不動産フィンテックのスタートアップに注目する：
資金に関する代替選択肢の活用

企業はなぜ不動産フィンテックのスタートアップに注目すべき
なのか

テクノロジースタートアップはすっかり定着したように見受
けられる。テクノロジーの急速な進歩により、テクノロジース
タートアップの参入障壁は下がった。過去15 年間で、イン
ターネットベースのスタートアップを設立するためのコスト
は、1990年代の300万ドルから、今日のわずか300ドルま
で大幅に低下した19。そして近年、テクノロジースタートアッ
プはますます、創造的破壊とイノベーションの代名詞的存在
になっている。

過去10年間で、不動産テクノロジースタートアップは急増し
た。世界全体で、2008年に176社だった不動産テクノロジー
スタートアップの数は、2017年には1,274社まで増えている
20
。これらのスタートアップへの累積投資額は同期間で、24
億ドルから337億ドルに急増した21。資金源としては依然と
してベンチャーキャピタル（VC）が優勢だが、REIT、既存の不
動産サービス会社および投資家、プライベートエクイティ会
社、個人富裕層といったVC以外の投資家からも、かなりの
資金が流入している。2011～16年の5年間で、不動産テク
ノロジースタートアップに対するVC以外からの資金提供は
65.7%の年平均成長率（CAGR）で増加し、2016年には23
億ドルに達した22。そして、2017年9月18日時点では、年初
来の金額としては史上最高の58億ドルを記録している23。

フィンテックの勢いを
無視することはできない。
伝統的な不動産会社がフィンテック
スタートアップと関わることによって
様々な恩恵を得ることが出来る。
企業は、自社の投資能力、
スタートアップが提供する
サービスの有用性、
資金調達ニーズなどに応じて、
様々な基準でサービスの選択を
行うことができる。
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本レポートでは、不動産テクノロジースタートアップを
「不動
産オペレーション」
と
「不動産フィンテック」
の2種類に分類し
ている。

• 不動産オペレーション関連のテクノロジースタートアップ
は、物件検索、賃貸、施設管理、スマートビルディングに関
わるテクノロジー、ホームサービスといった、中核的な不
動産ビジネスに重点を置く。

• 不動産フィンテックのスタートアップは、不動産における

資金調達と投資に対応している。不動産取引サービス、商
業不動産オーナーと貸し手向けのデジタル融資プラット
フォーム、個人向けのオンライン不動産投資の選択肢、機
関投資家向けの戸建て投資など、多種多様なサービスや
ソリューションを提供する。

スタートアップは一般的に、既存の不動産会社に対する脅
威とみなされることが多い。そして、この通念は正しいとも
いえる。というのも、スタートアップは現に、テクノロジーの
力を借りることにより、比較的低いコストと速いペースで、
ユーザーフレンドリーな環境を利用して、革新的なソリュー
ションと顧客体験の向上を実現しているからだ。商業不動産
投資をオンラインで行う手段を個人に提供することで、REIT
と直接競合しているスタートアップを例に取ろう24。そのよう
なスタートアップのソリューションはeREITとも呼ばれ、私募
REITとクラウドファンディングの特徴を兼ね備えており、手
数料は低めに設定されている25。ただしeREITは、従来型の
クラウドファンディングベンチャーとは異なり、多種多様な資
産担保融資サービスを提供している。これまでのところ
e R E I T の 旗 振り役 となって いるの は 、F u n d r i s e や
RealtyMogul.comのような大手クラウドファンディング会
社である26。RealtySharesのような企業さえも、同様の商業
不動産投資機会を提供し、従来型REITと競争する可能性に
目を向けている。したがって、不動産フィンテックのスタート
アップが世界の不動産テクノロジースタートアップ全体への
投資額に占める割合はわずか3.2%で、その資金調達額は
今のところ11億ドルにとどまっているが、不動産フィンテック
のスタートアップが従来型のビジネスモデルを変革しつつあ
ることは確かである27。

逆に、不動産フィンテック会社が提供するソリューションから
従来型の不動産会社が恩恵を受けられる可能性も多く存在
する。不動産フィンテック会社が提供するプラットフォームに
よって、貸し手基盤は拡大・多様化し、不動産に接触できる
個人と機関が増える可能性がある。これは、米国を拠点とす
る企業にとっては特に有意義なことである。というのも米国
企業は、厳しい資金調達環境に直面しているからだ。米国で
は、銀行のような従来型の貸し手が貸出基準の厳格化を進
めている。また、2008年の金融危機を受けて新たな規制が
導入されたことで、商業不動産担保証券（CMBS）の発行額
は史上最高値をはるかに下回る水準で推移している。2016
年に400億ドル規模だった世界のオンライン融資産業が、今
後5年間で1兆ドル以上の規模まで成長する見込みであるこ
とを踏まえると、商業不動産の資金調達分野の成長はおそら
く、こうした不動産フィンテックによって牽引されるだろう28。
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図3：不動産フィンテックの概要

投資額

テクノロジースタートアップの数

総額：337億ドル
うち不動産フィンテック：11億ドル

総数：1,274社
うち不動産フィンテック：178社

不動産フィンテックのスタートアップは主にVC投資家から資金提供を受け、
その額は年々増加し続けている。
投資家タイプ別「不動産フィンテック」に対する年間投資額*

300
単位：百万ドル
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0
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ベンチャーキャピタル

投資する：スタートアップのビジネスを十分に理解し、相当
な資金力があり、リスク選好度がしかるべき水準にある不
フィンテックの勢いを無視することはできない。伝統的な不 動産会社は、強力な提供価値を備えたフィンテックに投資す
動産会社がフィンテックスタートアップと関わることによって ることもできる。不動産会社がこの道を選ぶ理由としては、
様々な恩恵を得ることが出来る。企業は、自社の投資能力、 様々なものが考えられる。既存のビジネスまたは将来の戦
スタートアップが提供するサービスの有用性、資金調達ニー 略との関連性、スタートアップのテクノロジーやその他の知
ズなどに応じ、様々な選択を行うことができる。そして、不動 的財産に関する知識を得たいという願望などがその例であ
産会社はエンドユーザーとして、重要な物件に関する意思 る。あるいは不動産会社は、自社の専門知識や関係を共有
決定のために一部のオンラインサービスやソリューションを したり、さらには相手の製品やサービスの顧客になることに
活用することもできる。また、不動産フィンテックが提供する よってそのビジネスに貢献したりすることで、スタートアップ
革新的な資金調達・投資プラットフォームを利用して、資金 のために価値を創出したいと考える場合もあるだろう。
にアクセスすることも出来る。あるいは、資金調達・投資ニー
ズを満たすために、不動産フィンテックとパートナーを組む
のもいい。最後に、不動産フィンテックに投資することで、そ
要点
の成長の恩恵を受けるのも手である。
不動産業界は激動の時代にある。毎日のように、デジ
タルイニシアチブ、デジタルインキュベーターやデジタ
不動産フィンテックのサービスを利用する：商業不動産オー
ルイノベーションチーム、敏捷なフィンテック会社の買
ナー、デベロッパーおよび投資家は、賃貸、不動産取得、不
収またはコラボレーションなどに関する新たな話題が
動産処分に関する意思決定、投資分析プロセスの管理、不
報じられている。スタートアップは、絶えず新しいアイ
動産資金調達のための詳細な財務モデルの評価など、様々
デアを形にしながら、規模とサービスを拡大し続けて
なサービス向けの不動産フィンテックプラットフォームを利
いる。そのため、従来型の不動産会社は、フィンテック
用することができる。最も明白かつ重要なメリットは、効率
スタートアップとのコラボレーションによって利益を得
と利便性だろう。というのも、これらの共有可能なオンライン
られる可能性がある。ただし、フィンテックスタートアッ
ソリューションは、より素早く低コストで効率的に分析を提
プは、伝統的な不動産会社とは経営スタイルが大きく
29
供する能力を備えているからである 。例えば、Assess+RE
異なる。
したがって、伝統的な不動産会社側がスタート
は、不動産レベルの査定モデルやそれに関連した財務分析
アップ側とどのような関わり方をするつもりなのかを
30
といったサービスを、クラウドベースで提供している 。
評価する必要があるだろう。
企業は対応をどのように始めるべきか

2013

2014

デットファイナンス

2015

シードマネー

2016

2017 YTD

その他

*1998年以降に設立されたスタートアップに基づく分析。Venture Scannerのデータは2017年9月18日時点のもの。
出典：Venture Scanner、Deloitte Center for Financial Servicesによる分析

不動産フィンテックの代表的なモデル
1. 商業不動産オーナーと貸し手向けの

不動産フィンテック上位5社

3. 機関投資家向けの商業不動産・

1.
2.
3.
4.
5.

4. 物件取引サービス

投資を受けた額の合計に基づく*

デジタル賃貸プラットフォーム

2. 個人向けのオンライン不動産投資
ソリューション

住宅投資の選択肢

Cadre
Money360
HouseCanary, Inc.
RealtyShares
Better Mortgage

パートナーを組む：商業不動産オーナー、運営業者および
デベロッパーは、スタートアップと協働して、自己資本の調
達や合弁事業パートナーの確保、さらには、認可された投資
家および機関投資家へのアクセスを獲得することによって
不動産の売却を行うこともできる。1億3,330万ドルの資金
を調達したCadreは、そのようなプラットフォームの一つで
あり、商業不動産オーナー、運営業者、投資家の橋渡しをし
ている31、32。商業不動産オーナーはまた、スタートアップと
パートナーを組んで、銀行、プライベートエクイティファンド
会社、クラウドファウンダーといった様々な貸し手から融資
を受け、プロジェクト資金を調達することもできる。例えば、
StackSourceのようなデジタル融資市場は、商業不動産
オーナーと貸し手の仲介をしている33。

*2017年9月18日時点のVenture Scannerのデータに基づく分析。
出所：Venture Scanner、Deloitte Center for Financial Servicesによる分析
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ロボティクス＆コグニティブオートメーション
（R&CA）
を採用する：生産性を高める

人間が関わる度合いが高まると、不正やミスが起こる可能
性も高くなる。調査結果が示すように、会計・税務機能にお
オートメーションは不動産業界を変容させ、仕事の本質を変 けるミスの大半は、表計算ソフトで計算式の削除や誤った手
え、企業が従来の障壁を越えるための後押しをしつつある。 動計算を行ったり、複数の入力元からデータを入力したり、
不動産会社はこれまで、テクノロジーを効果的に採用するま 安全ではない電子媒体にセンシティブなデータを保管する
でにかなり時間を要してきた。このことは、今日の業界には など、人間が関与した結果として起こったものである傾向が
びこる様々な経営非効率に反映されている。例えば、コスト ある34。
の集計、賃貸契約管理、請求書、買掛金、査定、予測のため
のデータの記録・照合・分析に表計算ソフトを使い続けてい R&CAテクノロジーは、この進化の途上にある環境のゲーム
る不動産会社は多い。しかし、他の業界における企業の多く チェンジャーとなる可能性がある。ロボティック・プロセス・
（そして、不動産業界におけるテクノロジーリーダー企業の オートメーションとコグニティブオートメーションを組み合わ
一部）は、収集したデータに高度な分析ツールを利用するこ せたこのテクノロジーは、人間の行動と判断を途方もないス
とで、ビジネスインテリジェンスと視覚化を向上させている。 ピードと規模と質で、しかも比較的低いコストで再現するこ
とによって、不動産会社がミスを減らし、経営効率を高める
また、一例として、不動産会社の賃貸契約の会計・管理プロ ための助けになる。
セスを詳しく見てみると、賃貸契約書、権利証書、仲介契約
書、仕入・与信審査申請書、プロパティ・マネジメント契約 この2つのテクノロジーを詳しく見ていこう。
書、固定資産税評価書といった多くの文書が、依然として物
理的な（スキャンされた、あるいはスプレッドシートの）形式 1つめのロボティック・プロセス・オートメーション
（RPA）は
で維持管理されている。その結果、しかるべき情報を得るた 基本的に、ソフトウェアを利用することによって、様々な手動
めに紙またはデジタルの文書を読んだり、処理したり、要約 の反復的な、そして多くの場合は規則に基づくプロセスやタ
したりすることに大量の時間が費やされているのが通例で スクを自動化するというものである35。RPAテクノロジーは
ある。不動産会社はまた、データが望ましい形式で体系化さ 莫大な可能性を秘めており、その市場は2016～24年の間
れていないことから、高度な分析を行う際に困難を伴う場 に47.1%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2024年には
合も多い。そのため、分析を専門とするチームを雇っている 169億ドル規模に達するものと見込まれている36。
のが一般的である。さらに重要なのは、情報に基づく意思決
定を行うために、手持ちの文書に封じ込められた洞察を引 2つめのコグニティブオートメーションは、判断に基づくプロ
き出し、利用することが、不動産会社にとっては容易ではな セスや予測型意思決定に機械学習の機能を利用するという
いということだ。
ものである。不動産エコシステムに革命をもたらす可能性の
あるコグニティブ機能としては、自然言語処理、自然言語生
成、機械学習、コグニティブアナリティクス、センシングなど
が挙げられる。
企業はなぜR&CAを検討すべきなのか
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R&CAを導入すれば、賃貸契約の会計・管理、請求書処理、 • 情報に基づく意思決定の実現：不動産会社は、自然言語
給与管理といった、多くの財務・会計タスクに特有の非効率
処理（NLP）のようなコグニティブな抽出テクノロジーを利

を解消できる。これは、以下を通じて実現される。

• コストの最適化：RPAを導入すれば、コストを劇的に削減

することができ、オフショアリング以上に安上がりになる場
合もある37。R&CAソフトウェアは、休憩や休暇を取ること
なく24時間年中無休で処理を行うことを可能にする。

• スピードと正確性の改善：RPAは、賃貸契約書や請求書

用すれば、体系化されていない文書から該当するデータ
や情報をかなり素早くピックアップできるようになるだろ
う。その上で、体系化されていないデータを様々なツール
やテクノロジーを使って体系化された形式に変換し、さら
には実用的なインサイトを視覚化・生成することもできる40。
例えば、賃貸契約データを体系化された形式に変換すれ
ば、データを一元化し、より集中的に保管することが容易
になると考えられるため、プロパティ・マネジメントや賃貸
契約管理、請求プロセスにも役立つ可能性がある。

からデータを抽出してデジタル化する作業のような退屈で
煩雑なタスクを、人間よりも素早く正確に遂行することが
できる38。体系化されていない文書から実用的なデータを 不動産会社はいずれ、生産性を総合的に向上させ、より有
生成するためにコグニティブテクノロジーを利用すれば、 意義なタスクの遂行に従業員を活用することができるよう
従来型のプロセスに比べて効率が4.5 倍アップすること になるだろう。
が、調査によって明らかになっている39。
不動産会社はまた、人材戦略を見直す必要に迫られる可能
• 記録管理の合理化：コグニティブテクノロジーによる光学 性がある。というのも、R&CAテクノロジーを利用するには、
式文字認識（OCR）を利用すれば、賃貸記録や請求書と 気配りや判断力が求められる次元の高い作業を行うための
いった、手作業で記録するかスキャンするのが一般的な必 訓練を従業員に施す必要が出てくることもあるからだ。この
要不可欠な文書を、報告や分析に適した形式に変換する 点に関する詳しい解説は、本レポートのこの後のセクション
ことができる。
「人材と文化について再考する」
を参照されたい。

• コンプライアンスとリスクのモニタリングの強化：規則に
基づくというRPAの性質を踏まえると、不動産会社は、リ
スクとコンプライアンスのモニタリング活動の多くを自動
化することができる。例えば、契約条件の遵守状況を確認
するために請求書を追跡する作業や、テナントによる契約
上の義務不履行の潜在的なリスクを回避するために賃貸
契約書を定期的にレビューする作業は、容易に自動化す
ることができる。

R&CAを導入すれば、

賃貸契約の会計・管理、
請求書処理、給与管理といった、
多くの財務・会計タスクに特有の
非効率を解消できる。
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図4：不動産業界における主要な職種が自動化される可能性と、RPAの導入によるコスト削減
主要な職種がオートメーションの影響を受ける可能性

81%

物件・不動産・
自治会管理者

90%

不動産鑑定士・査定者

94%

予算アナリスト

企業は対応をどのように始めるべきか

RPAの導入によって期待されるコスト削減

不動産会社は、R&CAテクノロジーがもたらす明白なメリッ
トを踏まえ、自動化可能なプロセスおよびタスクと、R&CA
テクノロジーの導入アプローチとを評価すべきである。

9%
20%

27%

45%

98%

経理・会計・
監査事務員

98%

購買担当者

99%

権利審査官・
権利書作成者・
権利調査員

注：上記の数値は、研究論文「The Future of Employment：How
Susceptible Are Jobs to Computerization?」に基づく

出所：Frey, C. B., および Osborne, M. A.（2017年）。The future
of employment：How susceptible are jobs to computerisation?
Technological Forecasting and Social Change、114、254–280。

http://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
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プロセスとタスクを評価する：不動産会社はまず、現行のプ
ロセスとタスクを評価し、RPAとコグニティブオートメーショ
ンのどちらかまたは両方に適したタスクを特定すべきであ
る。考慮すべき重要な点としては、例えば、大量で反復的な
作業であるか、労働力の追加によって拡張できるか、ミスが
発生しやすいか、従来型のワークフローツールを使用してい
るか、現行システムの刷新を制限している予算上の制約が
存在するか、異なる複数のシステムに基づいて意思決定が
行われるワークフローであるか、などが挙げられる。筆跡や
顔の識別のような知覚的な人的スキルや、計画や推論のよ
うなその他の認知能力が必要とされる役割も、検討対象と
して考えられる。我々は、不動産業界における主要な職種の
一部（図4で取り上げている）を独自に分析した結果に基づ
き、査定、予算分析、会計・経理・監査およびプロパティ・マ
ネジメントに関連したタスクの多くは、RPA活用の機が熟し
ていると考えている。不動産会社はさらに、将来のキャッシュ
フロー予測、請求、債務処理、給与計算のアプリケーション
にR&CAテクノロジーを利用することも検討できるだろう。

不動産会社はそれと同時に、金銭的な問題以上に重要な2
つのことも考慮すべきである。第一に、R&CAテクノロジー
を利用して処理されるテナントおよび従業員の個人情報
（PII）の量に基づいて、データのアクセス、保護およびプライ
バシーに関する対策を評価・実施することは、企業にとって
不可欠だろう。第二に、不動産オーナーが認識すべきなの
は、R&CAテクノロジーを利用すると、異なる機能を横断し
た情報利用と分析が可能になるということだ。これにより、
様々なステークホルダー間のコラボレーションがこれまで以
上に必要になるだろう。
要点

新たなテクノロジーの例にもれず、R&CAも定型的な
タスクのスピード、コスト効率、正確さを向上させるこ
とにより、それらのタスクを根本的に改善する可能性
を秘めている。不動産オーナーは、オートメーションを
採用することによって経営効率と生産性を高めること
ができる機会を有している。企業は、コスト効率のみな
らず意思決定も改善することで、より多くの価値を生み
出すことを目指し、R&CAの利用を徐々に検討すべき
である。

導入アプローチを評価する：不動産会社は、プロセスとタス
クを評価するだけでなく、推進したいテクノロジー導入アプ
ローチを評価する必要もあるだろう。これは、予算および投
資対効果と、既存のタスクを自動化することの緊急性によっ
て大きく左右されることになる。

組織はRPAテクノロジーにより
大幅なコスト削減と生産性向上が
期待される

組織が予想するコスト削減率

10%未満
10-20%
20-40%
40% +

出所：Deloitte Global Shared Services Survey、2017年
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人材と文化について再考する：
人事の優先度を引き上げる

それに対し、20～24歳の労働者が占める割合は、建設業界
が7.3%、不動産業界が4.3%となっており、2011～16年の
不動産・建設会社は、今日のダイナミックなデジタル環境に 期間で変化していない47。この原因として考えられるのは、
適応すると同時に、人材をめぐる独特の厳しい状況に対峙し 多くの不動産・建設会社が人材の誘引・維持と組織管理に
なければならない。労働者は、世代や性別などの人口統計 対し、従来型の時代遅れのアプローチを取り続けていること
学的属性ごとに、ますます多様化しつつある。その一方で、よ である。それゆえ不動産・建設業界は、前途有望なミレニア
りハイパーコネクテッドでグローバルな環境において、機械 ル世代とZ世代の従業員にとって魅力が薄い、またはまった
と隣り合わせで働くことが増えており、多くの従業員が持つ く魅力のないものになっているのだろう48。不動産・建設会
既存のスキルは、賞味期限が短くなる可能性が高い。こうし 社はその結果、熟練した若手の人材を採用することに苦労
たビジネスの変革と人材の変革の勢いが一点に集中するこ しているように見受けられる。米国建設業協会（AGC）が
とで、不動産・建設会社にとって最悪の事態が起こっている。 2017年に実施した調査の結果が示すように、建設土木会社
の73%は、熟練労働者の採用に困難を感じている49。
不動産・建設会社は、様々な人材問題に直面している。その
問題とは、熟練労働者の不足が進んでいること、労働者全 また、エンプロイー・エクスペリエンスへの関心、正確に言
体の比較的多くの割合を占めるベビーブーム世代の引退が えばそれへの欠如も、不動産・建設会社の文化に悪影響を
迫っているのに対し、その後を継ぐべきX 世代の人口がベ 及ぼし得る注目すべき要素である。本レポートでは、従業員
ビーブーム世代に比べて大幅に少ないこと、不動産・建設業 が成長機会やスキル開発、エンプロイー・エンゲージメント、
界全体がミレニアル世代にとって魅力に欠ける業界とみな 今の会社への勤続意欲に関して、雇用主である組織につい
されていることである41。現に、
『MITスローン・マネジメント・ て抱いている意識を指す用語として、
「エンプロイー・エクス
レビュー（MIT Sloan Management Review）』
とDeloitte ペリエンス」を使用している50。企業の変化適応力やワーク
Digitalが2017年に実施したデジタルビジネスに関する世 スタイル、リーダーシップスタイル、意思決定、さらにはリス
界的調査に参加した世界の不動産・建設業界関係者のう ク選好度をも含む従来の文化的特性は、仕事の進化と人材
ち、自社がそのデジタルビジネス戦略を支えるための人材を 獲得競争の激化につれて、効力を失う可能性がある。
現時点で十分に擁していると
「思う」または「非常に思う」と
答えた人の割合は、わずか10%にとどまっている42。
次のことについて考えてみよう。
『MITスローン・マネジメン
ト・レビュー』
とDeloitte Digitalが2017年に実施したデジ
不動産業界の労働者の現時点における年齢構成は極めて タルビジネスに関する世界的調査に参加した不動産・建設
示唆に富み、人によっては不安を覚えるだろう。建設業界で 業界関係者のうち、デジタルビジネスを指揮するために必
は、55 歳以上の労働者の割合が 2011 年の 16.8% から 要なビジョンをリーダーが持っていると
「思う」または「非常
2016年には21%まで増加している43。不動産業界は、55歳 に思う」と答えた人の割合は、わずか38%にとどまっている。
以上の労働者の割合が2011年の32.1%と比べて2016年 そして、デジタルビジネスの潮流の結果、今後3～5年間で
では35.7%と、さらに不安な状況にあるだろう44。調査結果 自分の仕事が大きく変化することが予想されると
「思う」ま
が示すように、多くの不動産・建設会社はリーダーが終身制 たは「非常に思う」と答えた人の割合は、77%にのぼる。そ
であるにも関わらず、次世代のリーダーを効果的に育成でき の一方で、デジタルビジネス環境で成功するために必要な
ていない45。また、不動産・建設会社のリーダーは、スキルや スキルを開発するに足るリソースを自社が従業員に提供し
実力ではなく、地位に基づく権限主導で意思決定が行われ ていると
「思う」または「非常に思う」と答えた人の割合は、
るような、従来型の階層的アプローチでマネジメントする わずか30%となっている。このように、デジタルレディネスと
ケースが多い46。
エンプロイー・エクスペリエンスに対する企業の関心は欠如
していると考えられる。現在多くの企業が悪戦苦闘している
人材の「定着性」の欠如という問題は、これが一因となって
いる可能性がある。詳しくは図5を参照されたい。
企業はなぜ人材と文化に注目すべきなのか
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図5：不動産・建設業界が直面する人材、リーダーシップおよび文化に関する課題
不動産・建設会社は、人材、リーダーシップおよび文化に関するいくつかの課題に直面している。それらの課題は、
業界のデジタルトランスフォーメーションが進む中で成長の妨げとなる可能性がある
高齢化

従来型のリーダーシップモデル

不動産・建設業界の労働者に占める
ベビーブーム世代（55歳以上）の
割合は上昇中

32.1%
16.8%

リーダーシップにビジョンがない1

35.7%

21.0%

77%

わずか38%

建設

2011

の不動産・建設業界関係者が、
デジタルビジネス活動を指揮するために
必要なビジョンを
自社のリーダーが持っていると
「思う」
または「非常に思う」
と回答

不動産

2016

20～24歳の労働者の割合は、

後継者育成計画に対する
関心の低さ2

どちらの業界でも同期間で
基本的に横ばい

7.3%

4.3%

建設

不動産

の不動産・建設業界関係者が、デジタル
ビジネスの潮流の結果、今後3～5年間で
自分の仕事が大きく変化することが
予想されると
「思う」
または
「非常に思う」
と回答
しかし…

そして…

わずか29%

の不動産・建設業界関係者が、デジタル
ビジネス環境で成功するために必要な
スキルを開発するに足るリソースを自社が
提供していると
「思う」
または
「非常に思う」
と回答
そして…

わずか11%

出所：Bureau of Labor Statistics、
2017年7月30日にアクセス

の不動産会社上級幹部が、
不動産業界はCEO継承に向けた
備えを十分に整えていると考えている
出所：1 MIT Sloan Management ReviewおよびDeloitte
Digitalが2017年に実施したデジタルビジネスに関する世界的
調査、Deloitte Center for Financial Servicesによる分析

「 Avoiding Vacancy: Becoming a “ Succession
Leader” in the Real Estate Sector」、Russell Reynolds
Associates
2

16

エンプロイー・エクスペリエンスの
軽視

59%

の不動産・建設業界関係者が、
今の会社で3年以上働く見込みは
ないと回答

出典：MIT Sloan Management ReviewおよびDeloitte
Digitalが2017年に実施したデジタルビジネスに関する世界
的調査、Deloitte Center for Financial Servicesによる分析
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企業は対応をどのように始めるべきか

不動産・建設会社は、デジタルトランスフォーメーションが進
む業界で生き残りたいと考えるならば、人材、エンプロイー・
エクスペリエンス、組織文化に対する自社のアプローチの再
考を検討すべきであることは明らかである。この絶えず変化
し続ける環境で成功するために、最優先しなければならな
いことが3つある。それは、オープン・タレント・エコノミーを
活用すること、既存のリーダーシップモデルを再定義するこ
と、エンプロイー・エクスペリエンスを強化することである。

オープン・タレント・エコノミーを活用する：不動産・建設会
社は、ボーダレスなタレント・エコノミ―が定着していること
を理解し、受け入れるべきだろう。労働者は今や、従来型の
「バランスシートに載るタイプの」従業員、
「ギグ」エコノミー
の一部である臨時雇用労働者、業務委託契約者すなわち
「サービスとしての」労働者、そして自律型の機械やロボット
と、様々な形を取る。不動産・建設会社が進むべき最善の道
は、おそらくオープン・タレント・エコノミーの概念を人材戦
略に取り入れることだろう。この新たに登場したオープン・タ
レント・エコノミーは、
「協調的かつ透明で、テクノロジーに
よって実現する、サイクルの速いビジネスのやり方の一つ」
で
ある51。オープン・タレント・エコノミーには、給与労働者、時
間給従業員、フリーランサー、臨時労働者、独立型従業員、
オープンソース人材など、従来型の労働形態と新たな労働
形態の両方が含まれる52。興味深いことに、米国における
2005～15年の正味新規雇用の94%は、新たな労働形態に
よるものだった53。企業は、この働き方の急速な進化を踏ま
えて、ビジネス機能や人事機能といった関連する機能を巻き
込んだ、より協調的な採用アプローチを検討すべきである
54
。そして、不動産・建設業界のリーダーは、デジタルな雇用
主としてのブランドを生み出すとともに、前途有望なミレニ
アル世代とZ世代の求職者を引き寄せ、そのような求職者と
関わり合うために、採用プロセス全体を通じてオンラインの
ソーシャルテクノロジーを利用することを検討すべきである。
既存のリーダーシップモデルを再定義する：すでに取り上げ
たように、不動産・建設業界の既存のリーダー層が、デジタ
ルトランスフォーメーションが進む業界で組織のかじ取りを
するための準備ができていない可能性があることと、確固た
る後継者育成計画の欠如がまん延していることは、大きな
悩みの種となる可能性がある。
『MITスローン・マネジメン
ト・レビュー』
とDeloitte Digitalが2017年に実施したデジ
タルビジネスに関する世界的調査によれば、不動産・建設

業界の回答者は、リーダーが企業のデジタル・ビジネス・ト
ランスフォーメーションに関する目標を達成する能力を発揮
するために最も重要な3つのリーダーシップ特性として、実
験精神、リスクをいとわない姿勢、進んで意見を述べようと
する意志を挙げている55。今日のリーダーが、デジタルリー
ダーへと変容する必要があることは間違いない。そのために
リーダーは、考え方、行動の仕方、反応の仕方を変える必要
に迫られる場合もある56。不動産・建設会社は、リーダーシッ
プ構造を比較的フラットな協調型の構造に合理化すること
を検討するとともに、将来のリーダーを早期に特定するプロ
セスをスタートさせるといいだろう。また、不動産・建設会社
は、既存および将来のリーダーが必要なリーダーシップスキ
ルを磨くことのできる体験的学習の機会を設けるべきであ
る57。

エンプロイー・エクスペリエンスを強化する：不動産・建設
会社は、エンプロイー・エクスペリエンスの向上に向けて全
体論的なアプローチを検討すべきである。エンプロイー・エ
クスペリエンスが向上するのは、企業が自社の文化を、進化
し続けるビジネスモデル、業務モデル、顧客モデルに沿った
ものにすることに成功したときだろう58。企業は、自社の中
核的な文化的特性の一部を組み替えて、アジリティ、コラボ
レーション、リスク選好度の高さ、分散型の組織構造、デー
タ主導型の意思決定を組み入れることを検討すべきである。
これらの 特 性 に 関しては 、我 々のレポ ート「 D i g i t a l

transformation in ﬁnancial services: The need to rewire
organizational DNA」で詳しく解説している。

また、不動産・建設会社は、エンプロイー・エンゲージメント
の向上自体をビジネス上の優先事項にすることで、それを
実現することもできる。Deloitteのフレームワーク
「Simply
Irresistible OrganizationTM（とことん魅力的な組織）」
は、企業がエンプロイー・エンゲージメントを向上させるた
めに役立つと考えられる5つの要素⸺有意義な仕事、現
場主義の管理職、前向きな職場環境、成長の機会、リーダー
シップに対する信頼⸺を示したものである59。企業がこれ
を実践する方法としては、従業員がワークライフバランスを
改善できるように勤務の時間と場所に柔軟性を持たせるこ
と、会社とその従業員をコミュニティとつなぐことによって目
的意識をもたらすようなCSR（企業の社会的責任）の機会を
設けること、労働者の多様化に対応するために学習・人材
育成プログラムをカスタマイズできるようにすることなどが
挙げられる。
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事 例 を挙 げ れ ば、商 業 不 動 産 サー ビス会 社 の C B R E
Group, Inc.は、エンプロイー・エクスペリエンスを向上させ
るために、コラボレーションを促すべく職場の再設計を進め
ている60。同社は、エンプロイー・エンゲージメントの改善に
向けて幅広いアプローチを採用している。例えば、柔軟な勤
務体制の選択肢を設けるとともに、的を絞ったコミュニティ
改善活動を実施している61。CBREはまた、しっかりした学
習・人材育成プログラムおよびプラットフォームを設けること
で、自分のペースで進められるトレーニングや、没入型学習
とメンタリングの手法を用いた体系的な職能開発プログラ
ムを実現している62。
要点

不動産・建設会社にとっては今こそ、人材、エンプロ
イー・エクスペリエンス、革新的リーダーシップ、文化
を戦略的優先事項とするのに適したタイミングである
ように見受けられる。企業はそれを実行すれば、デジ
タルな将来に向けた備えを強化するとともに、競争力
のある人材差別化要因としてこれらのケイパビリティ
を構築することができるようになるだろう。前途はおそ
らく平坦とは言えない。多くの不動産・建設会社は、こ
れまでの行動を見直して、人事機能の重要な側面―
―例えば、採用、エンプロイー・エクスペリエンス、組
織設計、リーダー育成など⸺を再構築する必要があ
る可能性がある。しかし、コグニティブテクノロジー、機
械学習および人工知能の加速度的な発展と、オープ
ン・タレント・エコノミーとともに仕事の未来が展開す
るにつれて、不動産・建設会社は、プラスの財務的影
響をかけた競争において競合相手の先を行き続ける
ために、アジャイルで、革新的で、なおかつ協調的な組
織になることを迫られる可能性が高い。選ぶべき道は
明らかだ。自社を取り巻く環境の変化についていこう。
さもなければ、徐々に時代遅れの存在と化すことになる。

方法論：人材と文化について再考する

本レポートは、
『MITスローン・マネジメント・レビュー』
とDeloitteが実施した
「2017 Digital Business Global Executive Study and Research Project
（2017年度デジタルビジネスに関する世界の経営幹部意識調査・研究プロ
ジェクト）」
で得られたデータを利用している。デジタルテクノロジーの利用に
関係した課題と機会を理解するために、
『 MITスローン・マネジメント・レ
ビュー』はDeloitteと共同で、今回で6回目となる年次調査を、世界中の組織
に属する企業経営幹部、管理職、アナリスト3,500人以上を対象に実施した。
2016年秋に完了したこの調査では、117カ国29業界の様々な規模の組織に
属する個人から洞察が得られた。回答者の3分の2以上は米国以外から参加し
ている。サンプルは、
『MITスローン・マネジメント・レビュー』
の読者、Deloitte
Dbriefsのウェブキャスト視聴登録者、その他の関係者などの多数のソースか
ら抽出されている。調査結果とは別に、今日の組織が直面する実務上の問題を
理解するために、テクノロジーベンダーはもちろんのこと、様々な業界の企業
経営幹部にもインタビューを実施した。これらのインタビュイーの洞察は、デー
タへの理解を深めるための助けとなった。

本レポートのために、我々は不動産・建設業界に属する回答者81人を分析した。
世界の不動産・建設業界に属する回答者の国別内訳

5%
23%

72%
米国

米国以外
不明
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価値創造と成長への道筋を描く
不動産会社は今日、業界のあらゆる側面へのテクノロジー
の入り込み方から、文化的変革に至るまで、数え切れないほ
ど多くの課題に直面している。そして、これらの課題を受け
入れなければ、企業とその企業が提供しているサービスは
過去のものとなる恐れがある。このような状況で、企業はい
かにして価値を高め、成長を促すのだろうか。

文末脚注
1
2

不動産会社は、価値創造と成長のあり方が急速に変化し続
けていることを抜け目なく認識すべきである。テクノロジー
とデータを利用することによって、テナントエンゲージメント
だけでなく業務や従業員のパフォーマンスも向上させること
は、今や標準となったように見受けられる。
しかし、視野が狭
くなるリスクは常に存在する。価値創造とは、単に新たなテ
クノロジーに投資すること以上のものであるはずだ。価値を
生み出すためには、マインドセットを変えなければならな
い。企業は、人とプロセスを隔てている既存の縦割り組織に
よる連携機能不全を打ち壊す必要がある。社内（異なる機
能）と社外（フィンテックスタートアップ、顧客およびテナン
ト、政府、同業者）の両方とのコラボレーションの方法を意識
的に学ばなければならない。また、プロセスと人材の流動
性を高める必要もある。最後に、企業は社内外の様々なス
テークホルダーとのコミュニケーションをより頻繁かつ定期
的に取るべきである。
不動産業界の経営幹部は一歩退いて、自社の現在の経営モ
デルと、その経営モデルが変化し続けるゲームのルールに今
すぐ適応できる状態にあるのかについて、じっくり検討すべき
である。万能なアプローチは存在しない。我々が思うに、こ
れまでとは違う新しい方法でビジネスを行うことに対してい
かに集中的に取り組み、いかに大胆にリスクを取ることがで
きるのかが、おそらくは勝敗を左右する要因となるだろう。
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