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不動産の未来を 
垣間見る
不動産と建設の市場は 
ここ数年で変化している。 
そうしたあらゆる変化が 
起きる中でデロイトの 
不動産セクターはReal Estate 
Predictions 2018を発行する
ことになった。この予測が 
不動産業界における 
ビジネス機会の探索に 
一役買うことを願っている。 
是非、ご一読いただければ 
幸いである。
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1 ウェルネス、仕事、不動産
従業員のウェルビーイングと生産性の関係への認
識と理解の高まりを受け、企業と不動産デベロッ
パーはどのようにすればオフィスビルがウェルネス
を増進できるのかを模索している。ウェルネスを改
善できる要因には、自然光、空気の質、騒音、オフィ
スデザインなどがある。新たな基準の導入はより多
くの企業の参加を促すはずである。

2 コワーキングスペースの拡大とスマートビル需要
コワーキングへの人気が高まっており、この分野で
競争上の優位を維持するにはモノのインターネット
（IoT）が重要である。そのため、不動産投資家はサ
イバーリスクとプライバシー保護を最重要の取り組
み課題と考えなければならない。

3 不動産に関する将来の意思決定者
テクノロジーの変化が加速し、働き方の柔軟性が増
し、仕事の内容が変化しており、そうしたトレンドの
いずれもがワーカーと職場の関わり方に影響を及
ぼす中、企業の組織設計は進化している。不動産に
関する意思決定に関与したいという要求が企業の
様々な部門から出され、意思決定者の顔ぶれが変
わろうとしている。最終的には、CTO、CIO、CEO、
人事部門が意思決定者に加わろうとしている。

4 フィンテック：不動産のエコシステムを補完する
フィンテックは不動産業界で急速に根付きつつあ
る。一般的な認識としては、「革新的なソリューショ
ンを提供し、比較的低いコストと短い期間でユー
ザー体験を改善するスタートアップが既存の不動
産会社への脅威となる」というものが多い。だが、
伝統的な不動産会社でも、フィンテックを活用して
営業効率を高め、素晴らしいテナント体験を創造す
ること、あるいは既存の事業を多角化して新たな収
入源を生み出すことさえ可能である。不動産会社が
フィンテック分野に参入する際のアプローチには
様々なものが考えられる。

5 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
テクノロジーの持続的な進歩は、ますます多くの構
造化データと非構造化データの創出および分析を
可能にしている。不動産セクターには、そうしたテク
ノロジーの一つであるロボティクス＆コグニティブ
オートメーション（R&CA）を営業効率の改善、生産
性の向上、大規模な一連のデータからのインサイト
抽出に活用する機会が存在する。

6 不動産サービス向けロボティクス
デジタル化が不動産業界を変えようとしている。建
物が最終的に私たちのビジネスプロセスよりスマー
トになったらどうなるのか。こうしたロボティック・プ
ロセス・オートメーション（RPA）を日常業務に適用
し、従業員の効率を引き上げ始める不動産会社が
増えている。だが、業界固有のプロセスとプロパティ
マネジメント関連の管理業務に目を向けると、こう
したトレンドはまだ始まったばかりであることも明
らかである。

7 公共部門における不動産オペレーションモデル
の変革
公共部門の不動産組織は、デジタル・ディスラプショ
ン（破壊的変革）を全面的に受け入れ、資産運用と
ポートフォリオを変革し、民間部門から学んだこと
を生かすことができる。現在の伝統的な公共部門の
不動産組織では、通常、地域社会に幅広い恩恵を
もたらす多くのプログラムを通して複数のクライア
ントにサービスを提供している。

8 商業不動産の未来
社会、経済、環境保護、政治、テクノロジーにおける
ディスラプションは、仕事、生活、買い物の仕方を変
える。こうした動向は、商業不動産業界の既存プ
レーヤーとそのバリューチェーンにおけるシェアに
大きな影響を与えると考えられる。当社が予想する
未来の不動産の世界での勝者は誰か、そして時代
遅れな存在となるのは誰だろうか。

9 不動産業界におけるブロックチェーンの現実を
見据える
ここ数年、ブロックチェーン・テクノロジーが不動産
業界で導入されている。ところがその導入ペースは
急加速しており、伝統的な組織の役割は崩壊しつつ
ある。
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オックスフォード英語大辞典はウェルネスを「良好
な健康状態、特に、積極的に追及すべき目標」と定
義している。ウェルネスは総じて誰もが個人生活の
中で追い求めていることである。とはいえ、職場に
おいてウェルネスを維持することの重要性が軽視さ
れることも少なくない。健康的な従業員は幸福な従
業員であり、それがひいては生産性と仕事への満
足度の向上につながる可能性がある。ウェルネスは
すべての雇用主が追求すべき目標である。

職場におけるウェルネス増進への関心はますます
高まっている。単に新鮮な果実を毎日提供したり、
気分転換のできる快適なブレイクアウト・エリアを
設けたりするだけではなく、職場、より正確にはオ
フィスビルそのものがウェルネス増進の原動力とな
り得る。

ウェルネス認証
新たなビルの持続的な開発とグリーンアジェンダの
推進が追求される中、デザインや建設、その後の使
用に関していくつかのグローバル・スタンダードが
ベンチマークとして確立されている。こうした基準
の認証を受けることで、新たなオフィススペースへ
の潜在的入居者の健康とウェルビーイングにある
程度は対処することができる。だが、それ以上に従
業員のウェルネスへの認識は高まる一方である。

International WELL Building Institute（IWBI）
はこうした動向に対応するため、物理的環境に関す
る基準を初めて策定した。この基準は、空気、水、

食べ物、照明、フィットネス、快適性、精神状態など
様々な要因を対象としている。これに基づくWELL
認証は、数年にわたる研究と医療・科学・不動産分
野からの情報提供に基づいており、従業員の身体
的・心理的健康に貢献すると同時に、従業員の疾
患による組織の財務的負担を軽減することを目的
としている。このテーマの重要性が増していること、
ビジネスにおける優先順位が高まる可能性がある
ことを背景に、これ以外のウェルネス認証プログラ
ムを創設する機運も高まっている。

従業員が健康であることのメリット
オフィススペースを典型的な職場と位置づけ、「照
明と暖房が機能し、自分の机があれば従業員は満
足である」という考え方が長く続いてきた。だが、テ
ナントの期待は高まる一方である。オフィスビルの
機能と性能が健康に及ぼす影響に関する知識や
データへのアクセス量が増加しており、それに呼応
する形でウェルネスに関心を持つテナントが増えて
いる。

職場環境の質の低さ、不十分な換気、騒々しいレイ
アウトが症状の原因となる「シックビルディング症候
群」などが起こる医学的条件への関心が高まってい
る。それは、こうした要因のどれもが社員の健康に
マイナスの影響をもたらすためである。一般的な症
状をいくつか挙げると、腰痛、倦怠感、頭痛、眼精疲
労、ストレス障害などがある。企業はデザイン、備
品、テクノロジーなどをより重視することにより、職
場での従業員の健康の質を大幅に改善することが
可能である。

テクノロジーは、従業員が自分の職場環境（例えば
暖房や照明）を自ら管理し、テナント企業や貸主が
オフィスビルの機能を追跡・把握することを可能に
しつつある。従業員を教育し、職場環境の維持・改
善に関与させることが、職場におけるウェルネスの
増進につながる。空気清浄システム、ビル内の水質
向上、照明デザインの改善、運動器具の提供と活動
的なオフィスレイアウトによるフィットネスの促進
は、いずれもWELL認証の取得に向けて必要な物
理的変更点である。新築オフィスビルに入居予定の
テナントは、不動産デベロッパーと一緒に「何も描
かれていないキャンバス」に描くことができるという
メリットがある。一方、あらゆるオフィスビルはリノ
ベーションが可能であるため、古いスペースを持つ
企業も対処を遅らせるべきでない。

従業員にとって魅力的な職場にする
職場の魅力は、従業員と入社志望者の両方にとっ
て、その会社を選ぶ決定的要因となり得る。従業員
は週の大半を職場で過ごすため、健康的で魅力的
な環境を提供することは企業の利益になる。今や
従業員の間では終身雇用へのこだわりが薄れ、ど
の企業でどのような職に就きたいかが明確に自覚
されている。優秀な人材を惹きつけたいと考える企
業は、物理的スペースを差別化要因と考え、相応の
投資をするべきである。

従業員のウェルビーイングと 
生産性の関係への認識と 
理解の高まりを受け、 
企業と不動産デベロッパーは
どのようにすればオフィスビルが 
ウェルネスを増進できるのかを
模索している。ウェルネスを 
改善できる要因には、自然光、
空気の質、騒音、オフィス 
デザインなどがある。新たな 
基準の導入はより多くの企業
の参加を促すはずである。

執筆者：Martin Laws、Chris Robinson、
Shaun Dawson（UK）

ウェルネス、仕事、不動産
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ウェルネス・プログラムに取り組むこと、すなわち実
際にウェルネス認証を目指す作業がオフィスビルの
テナントの手に委ねられていることは明らかであ
る。また、コストの多くを負担するのはテナントだ
が、それ以外にも当事者が存在する。具体的には、
貸主はテナントと協力して既存のビルでも改修が
行えるようにすべきであり、不動産デベロッパーと
設計者はウェルネスの要素が設計段階で反映され
るようにすべきである。こうした取り組みには、「健
康的なビルを開発していない」という理由で生じる
ブランド・レピュテーションのリスクを低減する効果
もある。

ウェルビーイングにおける基準は近い将来、英国建
築研究所の建築物性能評価制度（BREEAM）や
LEED（Leadership in Energy and Environmental 
Design）といった建設基準、あるいはWired Score
などのデータ接続に関する基準と同様、主流となる
だろう。従業員のウェルネスへの関心は、その恩恵
を理解する企業が増えるにしたがって高まり、ひい
てはテナントがビルによるウェルビーイング面での
サポートを期待するようになる。ウェルネスへのさら
なる取り組みがビルの付加価値となることを裏付け
るビジネスケースは、明らかに強化されている。

物理的スペースは従業員の仕事に対する満足度に
も大きな影響を与える。従業員が身を置きたいと思
う健康的な労働環境、すなわち不満の原因がほと
んどない中で効率的に職務を遂行できる場所を提
供することは、スタッフの繋ぎとめと離職者の減少
にある程度貢献するだろう。

未来への効率的な投資
世界のいくつかのビルがWELL認証を取得してい
る。こうした取り組みは、オフィスビルによるウェル
ネス改善方法に関して市場での先導的な役割を果
たしていると思われる。他にも、デロイトのロンド
ン・オフィス（ワン・ニュー・ストリート・スクエア）を
はじめ、いくつかの計画が今後数年内のWELL認証
取得を目指している。

企業ではコスト削減が最も重視され、職場環境に
対するウェルネス・プログラムへの投資の優先順位
は必ずしも高くない。だが、常習欠勤、退職、採用な
どによるビジネス機会損失に伴うコストは高く、そ
の一部は、労働環境における従業員の健康と幸福
を確保することによって削減でき、同時に企業の社
会的責任に関する目標も達成される。

Building the Future | Real Estate Predictions 2018（和訳版）
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コワーキング市場の拡大
近年のコワーキングスペースへの関心の高まりと、
その展開のスピードには目を見張るものがある。コ
ワーキングに参加するテナントやメンバーは、伝統
的な賃貸オフィスのモデルと異なり、家具やプリン
タ、電話、業務サポートやテクニカルサポートといっ
た一連の設備やサービスだけでなく、インターネッ
ト設備、エネルギーなども共同利用する。メンバー
シップに基づくオフィススペースのリースは通常の
オフィス賃借料よりも安くなるケースが多い。このよ
うにオフィススペースを効率的に共同利用する方法
は、急成長するスタートアップ、フリーランサー、ハ
イテクまたはメディア企業のように柔軟な働き方を
求める企業にとって魅力的である。特に、ミレニア
ル世代のワーカーが主な担い手となっている企業
や、嗜好の似通った人が集まる活気あるコミュニ
ティで働きたい人々にとっては魅力的だろう。協業、
ネットワークづくりといった要素に加えて、言うまで
もなく「クールさ」がコワーキングにおけるキーワー
ドである。

大企業も傍観者として取り残されまいと、コワーキ
ングスペースの採用を検討している。コストと柔軟
性は重要な要因だが、カギを握るのはこうしたコ
ミュニティへのアクセスである。大企業はスタート
アップや成長企業とのつながりを持つことにより、
新たな関係を早い段階で築くことが可能となる。大
企業が次世代の企業とパートナーシップを組めば、
中小の企業でも事業の規模を拡大しやすくなる。大
企業はより若い企業やワーカーと接することで、ト
レンドとビジネスチャンスをより効率的に見いだす
方法を学ぶことになる。

近年のコワーキングの台頭は、オフィススペースの使い方を変えている。 
コワーキングスペースは柔軟であると同時に最適化される必要がある。 
そのためには、ビルの頭脳としてモノのインターネット（IoT）を使用して 
新たなニーズと問題を見定めることが重要である。

執筆者：Rinse Bruggeman, Desie Driever, Wilfrid Donkers（NL）

コワーキングスペースの拡大と 
スマートビル需要
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データにアクセスすることがあってはならない。特
に複数の企業が事業を行うコワーキングスペース
ではデータの機密性が重要である。したがって、現
代的なワークスペースではサイバーリスクとプライ
バシーが最大の懸念事項でなくてはならず、不動産
会社、運営事業者およびIT企業が協力してセキュリ
ティを確保する必要がある。

コワーキングスペースは新しい概念ではないが、そ
れに対する関心は高まり続けると思われる。コワー
キングスペースの成功の可否は、このモデルが提供
する柔軟性とオフィススペース最適化にあり、さら
にはIoTを中心とするテクノロジーがいかに職場を
変え、理解を広げられるかにかかっている。テナント
がニーズに応じて柔軟にスペースを拡大・縮小でき
るようにし、既存の賃貸契約条件の制約を受けない
ようにすることにより、コワーキングスペースは不動
産市場で確固たる地位を築くだろう。

争の激しいコワーキングスペースでは、こうした深
い知見が求められる。

また、作業スペースや会議室の稼働状況のデータを
分析することにより、ワークスペースの最適化が可
能となる。具体的には、様々な日時における稼働状
況をセンサーで把握してユーザーの動きを計測し、
その結果から例えば特定の作業スペースの稼働率
が低下する特定の日時が分かり、改善の余地が生
まれる。

IoTはビルの運営費用の管理にも貢献する。光熱費
などの公共料金はビルの運営費用の大きな部分を
占める。IoTはビルの利用状況を一覧化し、ビル内
の管理区域における照明、暖房、空気清浄、清掃、
セキュリティなどを状況に応じて変化させることが
できる。これによってビル内の公共料金の使用状況
が調整されてエネルギー保全とコスト低減がもた
らされ、結果的にビルの運営費用が大幅に削減さ
れる。

IoTがもたらすビジネス機会
IoTは多くのビジネス機会を提供する。だが、スマー
トビルの台頭は、デロイトがリリースした「Real 
Estate Predictions 2017」で指摘したように、サ
イバーリスクなど新たなリスクをもたらす。注視すべ
きもう一つの重要な点はビルユーザーのプライバ
シーである。センサーがあらゆる情報を集めること
から、プライバシーは最も優先順位の高い課題と
なっている。IoTはビルをユーザーフレンドリーなも
のにするべきであり、従業員以外の何者かが個人

ハイテクが実現するスペース
コワーキングスペースが可能となった背景にはテク
ノロジーの進歩がある。信頼性の高い高速インター
ネットを備えた先進的なITインフラは、コワーキング
スペースを成功させるための基盤である。コワーキ
ングスペースのプロバイダー間の競争が激化する中
で、コワーキングスペースの運営事業者はテクノロ
ジーがスペースをいかに差別化し得るかを的確に
判断できるようにならなければならない。その次の
ステップはモノのインターネット（IoT）の導入であ
る。ビルがよりスマートになり、企業がスペースのよ
り有効な利用方法を学び始める中、IoTは現代の
ユーザーニーズを満たすために必要なテクノロ
ジーとなるだろう。

コワーキングスペースにおけるIoT
ビルにIoTを導入することにより、ワークスペースを
最適化するための柔軟性と可能性が生まれるとと
もに、ビルがユーザーのニーズを満たし、発生した
問題点を発見することが容易になる。では、コワー
キングスペースではIoTに何が期待できるのか。そ
の答えは、まず、ビル内に配置したセンサーが稼働
状況、温度、エネルギー消費といったあらゆる情報
を収集し、そうしたデータをソフトウェアで結び付け、
「ビルの頭脳」を構築する。それにより、ビルは問題
の自己診断と情報の伝達を行うことが可能となる。
そしてビルは「生きた」構造物となり、ビル内コミュ
ニティの問題とニーズを認識する能力を備えるよう
になる。さらに、センサーを通じてデータを捕捉する
ことにより、コワーキングスペース運営事業者は運
営の効率性に関するより深い知見を獲得できる。競
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テクノロジーの変化が加速し、働き方の柔軟性が
増し、仕事の内容が変化しており、そうしたトレンド
のいずれもがワーカーと職場の関わり方に影響を
及ぼす中、企業の組織設計は進化している。不動産
に関する意思決定に影響を及ぼしたいという要求
が企業の様々な部門から出され、意思決定者の顔
ぶれが変わろうとしている。最終的には、CTO、
CIO、CEO、人事部門が意思決定者に加わろうとし
ている。

執筆者：Rob Scopes, Shaun Dawson（UK）

不動産に関する 
将来の意思決定者

Building the Future | Real Estate Predictions 2018（和訳版）



11

不動産に関する意思決定構造の変化
テクノロジーの進歩のペースは速く、企業による導
入と順応のペースはそれに追いついていない。仕事
の種類と職場環境は10年前から一変している。従
業員構成も変化しており、雇用に占める女性の割
合が増加するとともに、退職年齢の引き上げによっ
て今では五つの世代の人が同じ職場で働くことも
珍しくない。

企業が採用している一般的な組織モデルは変革へ
の圧力にさらされ始めている。不動産に関する意思
決定もその一つである。労働の世界は新しい時代
に入ろうとしている。

これからの企業のあり方
未来の組織では、階層構造の最上位の数人が指揮
を執るのではなく、様々なチームがネットワークで
結ばれて意思決定を行う。すなわち、これからの組
織の構築に際しては、事業における機動性が重要
な役割を持つようになる。ネットワークはビジネス
ニーズに応じて変化し、チームは短期間で統廃合さ
れる。こうした新たな組織モデルはリーダーシップ
への新たなアプローチにつながると考えられ、より
高いレベルのインクルージョン、従業員エンゲージ
メント、労働慣行が目標となるはずである。不動産
は、そうした組織の変化が最も促される可能性のあ
る領域の一つである。かつては、不動産に関する意
思決定を所管していたのは最高財務責任者（CFO）
と管財部門ディレクターであり、オフィススペースの
新設や移転といったより大きな意思決定については
より広範な経営幹部の意見を反映するといった形
が取られていた。未来の従業員と職場に対応する
組織設計のあり方がますます流動的になる中、最
終的な判断は引き続き従来と同様の役職者と部門
に委ねられるかもしれないが、より幅広い部門とあ
らゆる階層の従業員からの意見集約が重要となる。

従業員の声を吸い上げる
テレワークや有期雇用の活用などが増えているに
もかかわらず、職場、特にオフィスは企業文化の中
で重要な役割を果たし続けている。職場は従業員
が経験を共有するための一つの手段である。一方
で、ここ数年における職場の進化（あったとすれば）
の方向性を決定づけてきたのは従来の組織制度や
プロセス、階層構造である。今や、職場に関する従
業員の見方を収集する包括的なアプローチを採用
するときである。

職場環境における不平は仕事に対する不満の広が
りにつながる場合がある。組織は、従業員が業務の
やり方を見直す手段として職場を活用すべきであ
る。それにより、従業員の生産性向上と知識習得を
可能にし、働き甲斐を実感してもらうとともに、より
重要なこととして従業員とテクノロジーをかつてな
いレベルで融合することが可能になる。これを実現
するには、従業員と（必然的に）職場の組織設計を
円滑化して調整するうえで、人事部門（HR）とIT部
門が担う役割はますます重くなる。

「舞台装置」としての職場
デジタル時代を迎える中、不動産を厄介な経費と
みなし、オフィススペースの要件を旧来の価値観に
基づいて決める従来の考え方は問題に直面するは
ずである。職場は、ビジネスのニーズに応じて場面
が変わる「舞台装置」と考えるべきであり、従業員の
交流を通じて創造性、協調性、社会性を高めるス
ペースがその職場を21世紀に導くのである。

柔軟性のない職場は多くの場合、特に事業環境へ
の適応を目指している企業の足かせとなる可能性
が極めて高い。機動的な企業になるということは、
意思決定や従業員だけでなく物理的スペースにお
ける柔軟性を受け入れることでもある。

一部の企業では、新たな組織設計の導入がカル
チャーショックとなることがある。だが、職場などの
共通部分を活用することで前向きな従業員体験が
もたらされ、従業員における責任感の強化、ひいて
は生産性向上に寄与する可能性がある。

2018年には、従業員の状況変化がこれまでになく
加速するものと予想され、組織はリーダーシップと
意思決定における既存モデルの変革を余儀なくさ
れるだろう。その結果、職場はその変革の中心的な
役割を担うことになる。

Building the Future | Real Estate Predictions 2018（和訳版）
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統計で見る不動産フィンテックの動向
ベンチャースキャナーの詳細なデータ分析による
と、グローバルにおける不動産フィンテック企業の
数は、2017年第3四半期時点では1,318社で、
2008年の176社から大きく増加した。不動産開発
及び管理に特化したスタートアップの数は、金融・
投資または賃貸・売買取引を目的に設立されたフィ
ンテック企業の数を大きく上回っている（図1）。地域
別に見ると、フィンテック企業の数では米国が明確
にリードしており、インドとドイツがそれに続く。

不動産関連のフィンテックへの累積投資額は2008
年の24億ドルから2017年には337億ドルへと大幅
に増加した。依然としてベンチャーキャピタルが資
金源の大半を占めている一方、REITや既存の不動
産サービス企業・投資会社、プライベートエクイ
ティ・ファーム、富裕層の個人といったベンチャー
キャピタル以外から流入する資金量も多い。地域別
に見ると、投資額では米国とインドが上位を占め、
中国がドイツを抑えて第3位となっている。

フィンテックとどのように関わるべきか?
一般的な認識としては、「革新的なソリューションを
提供し、低コスト、短期間でユーザー体験を充実さ
せるスタートアップが既存の不動産会社の脅威とな
る」というものが多い。だが、伝統的な不動産会社
でも、フィンテックを活用して営業効率を高め、素晴
らしいテナント体験を創造すること、あるいは、既存
事業を多角化して新たな収入源を生み出すことさ
え可能である。さらに、不動産会社はこれまで特定
のテクノロジーの導入に遅れをとっているため、フィ
ンテックは不動産会社の能力を飛躍的に高める可
能性がある。

フィンテックが不動産業界で急速に根付きつつある。 
だからこそ、会社の考え方を守りから積極的関与へと変え、 
会社の戦略をフィンテックとの協働の観点から検証し、 
フィンテックとの関わり方を具体化する取り組みに 
着手する必要がある。

執筆者：Jim Berry, Surabji Kejriwal（US）

フィンテック：不動産のエコシステムを 
補完する
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統計で見る不動産フィンテック（図1）
設立されたフィンテック企業数の推移
合計（1998～2017年）：1,318社

年間資金調達額

企
業
数

資
金
調
達
額

ベンチャーキャピタル

非公表 デット・ファイナンス その他

プライベートエクイティ 流通市場

 不動産開発・管理 賃貸・売買取引 金融・投資  不動産開発・管理 賃貸・売買取引 金融・投資

 不動産開発・管理 賃貸・売買取引 金融・投資

合計（1998～2017年）：337億ドル

103億ドル

223億ドル

11億ドル
単位：10億ドル

単位：10億ドル単位：10億ドル
投資種類別の資金調達額 地域別の成長パターン

出所：ベンチャースキャナーのデータをDeloitte Center for Financial Servicesが分析

すべてのデータは2017年9月18日時点のもの

中国

中国

インド
インド

英国

ドイツ

フィンテック企業の数

米国

米国
米国

739
390

189
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企業がフィンテック分野に参入する際のアプローチ
には様々なものが考えられる。以下にそのいくつか
の例を挙げる。

コーポレート・アクセラレータの立ち上げまたは
参加：不動産会社は、独立系アクセラレータ、また
はコーポレート・アクセラレータを利用することによ
り、自社の事業に関連するアイデアと解決策を早い
段階で得ることが可能である。アクセラレータの利
用は、スタートアップが開発した新しいアイデアを
活用するための効果的かつ経済的な方法であろう。
例えば、欧州の不動産会社であるUnibail-Rodamco
はUR Linkと呼ばれるスタートアップ・アクセラレー
タ・プログラムを運営している。同社は保有する
ショッピングセンターのデジタル対応とユーザー利
便性の改善を目的に、UR Linkを通じてスタート
アップに資金、コーチング、メンタリング、共同ワー
クスペースを提供し、同社の不動産ポートフォリオ
拡大に向けたプロトタイプを共同で開発している。

フィンテックのサービスを利用：不動産オーナー、
不動産デベロッパー、投資家は、フィンテックのプ
ラットフォームが提供する様々なサービスを利用す
ることができる。そうしたサービスには、不動産の賃
貸・買収・売却・契約査定プロセスの管理に関連す
る活動や、資金調達のための詳細な財務モデルへ
のアクセスなどがある。例えばAssess+REは、不動
産の評価モデルとそれに関連する財務分析をはじ
めとしたクラウドベースのサービスを提供している。

投資：スタートアップ・ビジネスに精通し、大規模な
資金調達が可能で、適切にリスクアペタイトを設定
している企業であれば、魅力的な価値を提案する

フィンテックに投資することが可能である。場合に
よっては、スタートアップの価値を創造するため、自
社の専門知識やネットワークを共有し、あるいは自
らがスタートアップの商品やサービスの顧客となっ
て貢献することもできる。例えば2016年には大規
模ショッピングモール・オーナーのグループが、買い
物客向けに即日配達サービスを提供するDelivとい
うスタートアップに投資を行った。

企業買収：資金力があってスタートアップを理解し
ている企業であれば、戦略的な買収を行うことで、
将来の競争を回避し、さらには自社の能力を高め
て、顧客と市場にリーチすることが可能となる。例
えば、JLLは2015年12月、不動産の透明性の改善、
生産性の向上、先進的なアナリティクスの活用を目
的に、クラウドベースの施設管理ソリューションを提
供するCorrigo Incorporatedを買収した。ベン
チャースキャナーのデータによると、不動産関連の
フィンテック分野では、不動産開発及び管理分野の
企業買収が過去4年で急増している。2012年に2
件だった企業買収件数は、2016年に35件、2017
年第1～第3四半期に19件へと大きく増加した。

フィンテック関連事業の評価方法
まとめとして、自社のフィンテック関連事業の評価
に役立つと思われる質問を以下に示す。
 • 自社の考え方を守りから積極的関与へと変え
る。依然として、フィンテックを競争上の脅威と
見なしているか？

 • フィンテックと協働するという観点から現時点の
自社の戦略を検証する。投資または買収に関す
る優先順位が設定されているか？ 現在のコラボ
レーション戦略やエンゲージメント・モデルはど

のようなものか？
 • フィンテックとの関わり方を具体化するための取
り組みに着手する。自社の能力で、契約から始ま
り、コンセプトの実証とパイロットプログラムの
開発、そして成果の提示に至るまで、フィンテッ
クの開発ペースに合わせることができるか？
フィンテックへの理解を深めたい方は、当社のレ
ポート「F i n t e c h  b y  t h e  n u m b e r s  - 
Incumbents, startups, investors adapt to 
maturing ecosystem」（https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/
Documents/financial-services/dcfs-fintech-
by-the-numbers.pdf）および「2018 Real 
Estate Outlook - Optimize opportunities in 
an ever-changing environment」（https://
www2.delo i t te .com/content/dam/
Deloitte/global/Documents/consumer-
industrial-products/gx-fsi-dcfs-2018-
commercial-real-estate-outlook.pdf）をお読
みいただきたい。

参考文献
1. 本レポートではフィンテックを「不動産サービス
を市場に提供する、または主に不動産業界に
サービスを提供するテクノロジーベースの（おそ
らく当初は）小規模なスタートアップ企業のエコ
システム」と定義している。

2. URリンクのウェブサイトhttp://www.ur-link.fr/
3. 同上
4. Assess+REのウェブサイトhttps://www.

assessre. com/index.html（2017年8月4日
にアクセス）

5. ベンチャースキャナー

6. 「JLL to Acquire Technology Pioneer 
Corrigo」、JLLニュースリリース、2015年12月2
日付
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伝統的な不動産会社はフィンテックを導入して
事業の効率性を高めることが肝要である。
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R&CAテクノロジーの潜在力を理解する
現在の状況を考えてみよう。大半の不動産会社は、
財務、アセットマネジメント、ポートフォリオマネジメ
ントといった主要機能において手作業によるプロセ
スまたは半自動化されたプロセスを用いている。例
えば、多くの企業がコストの集計と分析、賃貸管理、
請求書の作成、買掛金、資産評価、予測といった領
域でのデータ照合・分析に今なおスプレッドシート
を使用している。様々な部門が「サイロ（他部門との
連携がない仕事のやり方）」の中で業務を行ってい
るため、結果的にデータと従業員の利用状況が最
適化されたものとなっていない。

賃貸契約、譲渡証書、仲介契約、仕入れ債務・与信
取引申請、プロパティマネジメント契約、資産税評
価などに関するいくつかの文書は依然として物理
的またはデジタルフォーマット（スキャン画像または
スプレッドシート）で保管されている。

こうした物理的またはデジタルフォーマットへの依
存はプロセスの非効率性につながることが多い。例
えば、紙ベースまたはデジタル化された文書から関
連する情報を読み取り、加工し、抽出するのにしば
しば多くの時間がかかる。

不動産会社のもう一つの課題は、データが好ましい
フォーマットで構造化されていない状況で、詳細な
分析を実行して知見を抽出していることである。そ
のため、高度な人の関与が必要になり、不正と人為
的ミスの危険性が高まる。

R&CAテクノロジーのメリット
ロボティクス＆コグニティブオートメーション
（R&CA)テクノロジーを使用すると、データ集計の
手間が大幅に軽減され、人為的ミスを犯すリスクが
低下する。これによりプロフェッショナルは、出力
データの短時間での効率的な分析と、より多くの情
報に基づく意思決定を、いずれも低コストで行える
ようになる。ロボティック・プロセス・オートメーショ
ン（RPA）は、反復的でルールに基づくことが多い手
作業によるプロセスとタスクを自動化できる。コグ
ニティブ・オートメーション（CA）、すなわち自然言
語処理、自然言語生成、機械学習、コグニティブ・ア
ナリティクスなどの機械学習機能を階層的に使用
することにより、予測に基づく意思決定が可能とな
る。

R&CAを導入する理由は何か
スピードと正確性の向上：RPAは日常の面倒なタス
クを実行できる。賃貸契約や請求書からのデータ抽
出とデジタル化を手作業よりもスピーディーかつ正
確に行うことができる。

記録管理の合理化：光学的文字認識とコグニティ
ブ・テクノロジーを組み合わせることで、通常は手
作業で記録またはスキャンされていた賃貸契約記
録、請求書、その他の重要文書を報告・分析に適し
たフォーマットに変換できる。

法令順守とリスク・モニタリングの強化：不動産会
社はRPAを使用することにより、リスクおよび法令
順守に関する定型化されたモニタリング作業の大
部分を自動化できる。例えば、請求書の契約条件の
順守をチェックしたり、テナントが契約義務の不履
行に陥る潜在的リスクを回避するために賃貸契約
を定期的に見直したりするプロセスは簡単に自動
化できる。

ステークホルダー体験の改善：人為的ミスと不正
の低減、迅速な業務処理は社内外のステークホル
ダーによる体験の改善につながる

コスト最適化：RPAによってコストは大幅に削減さ
れ、最終的に海外への業務委託よりも大幅に低く
なる可能性がある。休憩や休日なしに、24時間年
中無休での処理も可能になる。

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：生産性を高める

テクノロジーの持続的な進歩は、 
ますます多くの構造化データと 
非構造化データの創出および 
分析を可能にしている。 
不動産セクターには、そうした
テクノロジーの一つである 
ロボティクス＆コグニティブ 
オートメーション（R&CA)を 
営業効率の改善、生産性の 
向上、大規模な一連のデータ
からのインサイト抽出に 
活用する機会が存在する。

執筆者：Jim Berry, Surabhi Kejriwal（US）
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ることが重要である。最後に、企業は従業員とプロ
セスの中に存在する「サイロ」を打ち壊し、テクノロ
ジーのメリットを完全に引き出さなければならな
い。R&CAへの理解をさらに深めたい方は、当社の
レポート「2018 Real Estate Outlook - Optimize 
opportunities in an ever-changing environment」
（https://www2.deloitte.com/content/dam/
Deloitte/global/Documents/consumer-
industrial-products/gx-fsi-dcfs-2018-
commercial-real-estate-outlook.pdf）をお読み
いただきたい。

参考文献
1. Richard Horton、「The robots are coming」、

Deloitte
2. David Schatsky, Craig Muraskin, Kaushik 

Iyengar、「Robotics process automation: A 
path to the cognitive enterprise」、Deloitte 
Insights、2016年9月14日付

3. David Wright, Dupe Witherick, Marina 
Gordeeva、「The robots are ready. Are 
you?: Untapped advantage in your digital 
workforce」、Deloitte、2017年

R&CAの導入方法：不動産会社は、自動化可能な
プロセスとタスクの評価を行ったうえで、テクノロ
ジー導入のアプローチを検討すべきである。

現在のプロセスとタスクの評価：不動産会社は
RPAやコグニティブ・オートメーションを適用可能な
現行プロセスおよびタスクを評価すべきである。大
量のデータを扱い、反復的性質を持ち、業務の拡大
に人手による作業を要する業務がRPA導入対象の
候補と考えられる（図2）。また、手書き文字認識や
顔認証などの知覚能力、計画立案や推論といった
認知能力が必要な業務も検討対象となるかもしれ
ない。不動産会社は、将来のキャッシュフロー予測、
税の計算、債務処理、給与計算などのアプリケー
ション開発を始める際にR&CAの使用を検討するこ
ともできる。

R&CA導入アプローチの評価：不動産会社は追及
したいテクノロジーの導入にむけたアプローチを評
価する必要がある。R&CAテクノロジーベンダーと
の提携やR&CAに特化した中核的研究拠点の設立
を検討することもできる。どのアプローチを取るか
は、総じて不動産会社の現時点での技術的成熟度、
予算、予想される投資利益率、既存タスク自動化の
緊急度によって異なるであろう。

重要なのは、他の新技術と同様にR&CAでは、ス
ピードアップと低コスト化、正確性の向上を通じて
定型的なタスクの根本的改善が約束されることで
ある。一方で企業にとっては、こうしたテクノロジー
を使って処理されるテナントおよび従業員の「個人
情報（PII）」の量に基づき、データのアクセスと保護
およびプライバシーに関する措置を評価して導入す
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Prohability of key occupations being 
affected by automation

81%

90%

94%

98%

98%

99%

Property, real estate,
and community
association managers

Appraisers ans
assessors of real estate

Budget
analysts

Bookkeeping,
accounting, and 
auditing clerks

Procurement
clerks

Title examiners,
abstractors,
and searchers

Note: The numbers mentioned above are based on
the research paper “The Future of Employment: How
Susceptible Are Jobs to Computerization”

Source: Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future 
of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization ?
Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
http://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019

RPA technology is expected
to help organizations achieve
significantly higher savings and
productivity gains

Expected cost savings through RPA implementation

Savings anticipated by organizations

Less than 10%

10-20%

20-40%

40% +

Source: Deloitte Global Shared Services Survey, 2017.

出所：Deloitte Global Shared Services Survey、2017年

RPAの導入によって期待され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

27%

9%

20%

45%

プロパティマネジャー、
コミュニティマネジャー 経理・会計・監査事務員

不動産鑑定士・査定者 購買担当者

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

予算アナリスト
権利審査官・
権利書作成者・
権利調査員

組織が予想するコスト削減率

10％未満
10～20％ 40％以上

20～40％

注記）上記の数値は調査報告書「The Future of Employment: How Susceptible 
Are Jobs to Computerization」に基づく

出所：Frey, C.B., Osborne, M.A.（2017年）「The Future of Employment: 
How Susceptible Are Jobs to Computerization」
Technological Forecasting and Social Change、114、254～280
http://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019

不動産関連の主な職業におけるロボティック・オートメーション導入による 
自動化とコスト削減効果の見通し（図2）

Building the Future | Real Estate Predictions 2018（和訳版）



20

デジタル化が不動産業界を 
変えようとしている。 
建物が最終的に私たちのビジネス 
プロセスよりスマートになったら 
どうなるのか。こうしたロボティック・ 
プロセス・オートメーション 
（RPA）を日常業務に適用し、 
従業員の効率を引き上げ始める 
不動産会社が増えている。 
だが、業界固有のプロセスと 
プロパティマネジメント関連の 
管理業務に目を向けると、 
こうしたトレンドはまだ始まった 
ばかりであることも明らかである。

執筆者：Hendrik Aholt, 
Volker Wörmann（DE）

不動産サービス向け 
ロボティクス
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不動産業界を他の業界と比較すると、不動産会社
はイノベーションのリーダーまたはテクノロジーの
アーリー・アダプターとして知られていない。ロボ
ティック・プロセス・オートメーション（RPA）と聞く
と、一部の人にとっては依然として遠い未来のテク
ノロジーのように思えるかもしれず、あるいは映画
スターウォーズでお馴染みのR2D2のような機械と
混同する人がいるかもしれない。だが、RPAの対象
範囲は広がりつつあり、ビジネスにおける潜在力は
明確である。そのため、日常業務へRPAを導入して
従業員の能率向上に着手する不動産会社が増えて
いる。だが、業界固有のプロセスとプロパティマネ
ジメント関連の管理業務に目を向けると、こうした
トレンドはまだ始まったばかりであることも明らか
である。

まず、RPAを簡単に説明しよう。RPAの背景にある
考え方は単純であり、基本的にソフトウェアである
RPAは、人手による反復的なルールベースのプロ
セスとタスクを自動化する。RPAは、ERPシステム
やマイクロソフトのExcel、インターネット上のホー
ムページ、あるいは電子メールのプログラムなどの
エンドユーザーが使用するソフトウェアに接続さ
れ、手作業の労働集約的なタスクをRPAソースコー
ドにプログラムされた通りに自動的に実行する。

RPAは不動産会社に何をもたらすのだろうか。
最も多くの取り組みが見られる分野が経理部門な
どのバックオフィス業務であることは明らかである。
経理部門の業務を見ると、反復的で構造化された
プロセスの比率が比較的高いことが多い。あらゆる

請求や支払い、更新、与信申請の記録をつけること
は膨大な作業を伴い、現状では多くの場合、手作業
で行われている。従業員がより複雑で「付加価値の
高い」業務を実行する時間が失われる一方で、人為
的ミスや不正の可能性さえもが深刻なビジネスリ
スクとなっている。

RPAはこうした業務の実行を支援するだけでなく、
様々なシステムから自動抽出したデータを構造化・
フォーマット化してレポートを作成し、自動配信やダ
ウンロードを可能にする。こうした自動化は不動産
ポートフォリオ全体でも、管理ユニットまたは施設
単位でも適用でき、RPAの応用が容易な事例とみ
なすことができる。特に不動産業界では、それ以外
にも様々な応用分野が未開拓のまま残されてい
る。一般的にRPAが適用可能と思われる応用分野
を図3に示す。

将来のRPA普及にむけたキードライバー
前述したように、RPAは体系化されたプロセスに従
う人手によるデータ集約型業務の削減に既に貢献
している。こうしたRPAの機能の重要性は、不動産
業界におけるデジタル化の進行およびスマートビル
の増加と相関関係にある。既に現時点で多くの企
業が、建物と統合テクノロジーが生成する構造化さ
れていない大量のデータの活用に苦慮している。ま
た、データフォーマットの増加は業務量の増大とい
う問題を引き起こし、データの利用を阻害すること
さえある。こうしたデータを意味のある情報に変換
するうえでRPAは重要な役割を担うが、RPAは単独
ではデータを解釈することはできない。

RPAとコグニティブ・インテリジェンスまたは 
人工知能（CI/AI）との併用
そのため、もう一つの飛躍のキードライバーは、コ
グニティブ・インテリジェンスまたはCI/AIによる
RPAの強化である。RPAとCI/AIを組み合わせるこ
とで、単に「ルールに従う」プロセスから、コグニティ
ブ・オートメーションと呼ばれる判断に基づくプロセ
スや予測に基づく意思決定まで応用範囲が広がる。
今のところ、RPAで強化されたプロセスでは何か予
期せぬことが起きたときにそれを停止させ、従業員
に個別に通知するだけである。だが、CI/AIを活用
することにより、意思決定の準備、代替案の論理的
提案と優先順位付け、さらに将来的には意思決定
そのものの実行などが使用事例に加わるかもしれ
ない。こうした意思決定は、様々な期間と地域を対
象とした構造化されていない膨大なデータが含ま
れている多元的なデータセットを取り込むことによ
り、かつてなく正確なものとなるかもしれない。

不動産におけるRPAの潜在能力
RPAの潜在能力は既に高いものの、今後数年で不
動産業界におけるプロセス自動化は力強く発展す
ると予想される。また、CI/AIへの投資は活発であ
り、CI/AIがスマートになればなるほど使用事例は
増えるであろう。したがって、将来的にRPAテクノロ
ジーの重要性が増すことに疑問の余地はない。問
題はむしろ、「どの企業がRPAを最初に導入し、短
期的には効率性向上、コスト削減、リスク軽減がも
たらす恩恵による競争優位を確立するか、長期的に
はCI/AIをRPAと組み合わせて真の意味での競争
優位を確立するか」である。
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企画・設計 調達

建設

設計監理・施工管理 請求・支払い

契約管理

現地調査 現地分析 意思決定

建設 デューデリジェンス

デューデリジェンス 意思決定

監査とコンプライアンス 人事 法務 法務

会計・報告

維持・保全

レイアウト設計・変更

BCP

プロジェクト開発

ロケーション戦略 取引・評価

サポート機能

アセット
マネジメント

プロパティ
マネジメント

ファシリティ
マネジメント

企画調査・分析

ライフサイクル
　マネジメント

（リスク）分析 販売プロセス

物件管理

リーシング

バリュエーション

IT 会計・統制・財務報告 データマイニング・分析

自動化の可能性 低 中 高

RPA導入の一般的な可能性（図3）
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どの企業がRPAを最初に導入し、
不動産業界における競争優位を
確立するか。
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公共部門の不動産組織が、
民間部門から得られた知見を
基に、デジタル・ディスラプション
を受容し、不動産オペレーション
とポートフォリオを変革する
ための概要をまとめた。

執筆者：Sheila Botting（CA）, Francisco J. Acoba（US）

公共部門における
不動産オペレーション
モデルの変革
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過去10年間で、民間部門の多くの組織が不動産オ
ペレーションモデルの変革に取り組んでおり、こうし
た変革は世界における公共部門の不動産オペレー
ションに対して大きな機会と「教訓」を提供してい
る。具体的には、公共部門の多くの不動産組織が、
きわめて分断化された非効率なオペレーションモ
デルを捨てて、一元的に管理されるハイパフォーマ
ンスなオペレーションモデルに転換し、様々な組織
からの不動産への要求に応える幅広いサービスを
提供しようとしている。

デジタル・ディスラプションは実質的に、経済の 
すべての業界と不動産に影響を及ぼしている
世界的に見ると、経済は同期化・広域化するととも
に、成長が加速している。デジタル・ディスラプショ
ンの影響は、あらゆる種類の不動産を含め、実質的
にすべての業界に及んでいる。そのため、公共部門
の不動産オペレーションがダイナミックな経済の中
で重要性と近代性を維持するためには、資産運用
とそのプラットフォームにおいてデジタル・ディスラ
プションとそれが不動産に与える具体的な影響を
全面的に受け入れる必要がある。残念なことに、デ
ロイトの調査レポート「Future of Work」は、公共
政策には技術進歩に遅れを取る傾向があることを
見いだした。このことからしても、公共部門の不動
産組織は、組織として技術変化の受容を促すため、
ハイパフォーマンスな不動産オペレーションモデル
の調査を検討すべきである。

既存の不動産オペレーションモデルの変革
公共部門の不動産サービス提供業務には、組織の
変革と効果的で効率的なサービスの提供を通じて
クライアント組織にメリットをもたらすという点でま
たとない機会がある。公共部門は全体としてみれ
ば世界で最大のサービスプロバイダーであり、公共
サービスの改善は多くの人に好影響を及ぼす一方
で、それを実現するには既存の不動産オペレーショ
ンモデルの抜本的な変革が必要となる。オペレー
ションの一元化、後方業務のコスト削減、非効率性
の最小化は、今やすべての企業にとって標準的に期
待されるものとなっており、民間部門に大きな恩恵
をもたらしている。公共部門はこうした経験から得
られた多くの教訓を学ぶことが可能である。

分散化されたオペレーションモデルは大幅な 
非効率性をもたらす
公共部門における従来の分散化された不動産オペ
レーションモデルは広範囲にわたって非効率性をも
たらしており、それぞれのクライアント組織に以下の
ような影響を与えている。
 • サービス提供においてより多くのリソースを必要
とするためコストが上昇

 • 複数のチームにまたがることによる非効率性と
重複の発生

 • 複数のサービスプログラムを提供するため必要
面積が増大

 • スペースを「保有する」ことによるコスト、義務、
非効率性

 • きわめて複雑なガバナンス、予算、承認プロセス
 • テクノロジー、運用、資本および資産管理のため
の予算の制約

 • 複数の資産クラスにまたがるソリューションを率
先して提供するための不動産に関する専門知識
が限定的

 • 外部委託の調整が断片的であり、コスト面と効
率面での真のメリットが未実現

 • スペースの従来通りの使い方（イノベーションと
新たな思考方法を触発することのできない旧態
化した職場環境を伴うことが多い）

 • ロケーションとそれに対応した包括的な戦略見
通しおよびチームが一般的にもたらす各種機会
の逸失

不動産と建設の市場はここ数年で変化している。こ
の関連で、デロイトの不動産セクターは市場のトレ
ンドを分析するため、多くのグローバル・クライアント
および業界プロフェッショナル組織CoreNet Global
と共同で調査を実施した。
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一元化されたハイパフォーマンスの 
不動産サービス提供モデルに向けて
CoreNet Globalとデロイトによる調査が明らかに
した三つの主な知見は以下のとおりである。

1. 企業不動産（CRE）組織は引き続き直接的／ 
一元的オペレーションモデルを展開している
多くの企業不動産組織がここ最近、不動産オペレー
ションモデルと組織構造の再構築を実施または計
画している。図4に示すように、調査への参加者は、
「戦略の整合性、コスト削減、規模の経済、標準化、
継続的改善を推進するため、一元的オペレーション
モデルへの移行を進めている」と述べている。

2. 分散化された不動産オペレーションモデルは
CRE組織による満足度を低下させる
図4に示すように、調査での回答者の77％が直接
的／一元的オペレーションモデルを展開済みであ
る。また、図5に示すように、直接的／一元的オペ
レーションモデルでは他のより分散化されたオペ
レーションモデルに比べて満足度が最も高いことが
明らかになった（「大いに満足」または「満足」が
70％を占めた）。

和訳版注釈

直接的／一元的モデル ： 地域や業務内容に関わらず、企業不動産に関わる戦略、管理、運用、予実管理等のすべての事項を単一の不動産部門が行うオペレーションモデル

間接的／アドバイザー・モデル ： 中央の不動産部門が設置する不動産オペレーションに関する基準に基づき、現地、現場が裁量を持って不動産運用を行うオペレーションモデル

インフルエンス・モデル ： 地域ごとに不動産に関するアドバイザーサービスを提供する小規模な不動産管理ユニットを配置し、現地、現場の不動産運用をサポートする
オペレーションモデル

21%

36%

49%

67%

36%

17%

18%

6%

33%

9%

6%

企業不動産（CRE）の組織は引き続き直接的／一元的オペレーションモデルを展開している（図4）

分散化されたオペレーションモデルはCRE組織の満足度を低下させる（図5）
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調査では、「CRE組織は旧来型のタスク・マネジャー
として機能しており、主として要望に対応するタスク
志向となっている」とした回答者はごく一部（5％）で
あった。

公共部門にとって、「タスク・マネジャー」の役割から
戦略的パートナーまたはビジョナリーの役割への
転換は非常に大きな機会となり、ハイパフォーマン
スなサービス提供プラットフォームに向けた進化が
可能になる。

まとめ
不動産を扱う組織が分散化された構造となってい
る場合、様々な資産タイプと要件をカバーするため
にゼネラリストを利用することが多い。こうした組織
は、深い機能スキルを保有しているかどうかは別と
して、この能力を第三者のサービスプロバイダーか
ら調達する必要があるかもしれない。これに対し、
直接的／一元的オペレーションモデルを展開してい
る組織は、戦略から計画立案、アセットマネジメン
ト、変更管理までの広範な不動産活動を推進する
ために必要な機能スキルを内部で育成する傾向が
ある。

企業不動産のオペレーションモデルは、テクノロ
ジーの進歩と新たに生まれつつある職場への期待
を背景に、進化し続けている。CRE組織にとって、戦
略を「ステップアップ」させ、幅広い資産タイプと入
居者グループに業界最高レベルのサービスを提供
することが以前にも増して重要となっている。不動
産組織は、絶え間なく変化する環境の中で変革を推
し進めて目標を達成するため、直接的／一元的オ
ペレーションモデルのメリットを検討すべきである。

3. CRE組織の戦略的パートナーとしての役割が 
拡大している
企業不動産はこれまで以上に上流のマターとして
位置づけられるようになってきており、経営幹部の
検討の俎上に載せられることも増えてきた。一方
で、CRE組織が戦略的パートナーとなることを切望
しても、CRE機能の現在の位置づけが足かせとなっ
て課題に直面することも少なくない。業界全体で人
材獲得競争が繰り広げられる中、CREは革新的で
ハイパフォーマンスな職場環境の創出において重要
な役割を果たすことができる。こうした状況はCRE
機能が企業に活気を与え、自らの位置づけを改善
する好機をもたらしている。

図6に示すように、CoreNet Globalとデロイトによ
る調査からは、大半の組織がCRE機能を「戦略的
パートナーシップの形成」という概念を取り込む形
で発展させていることが明らかになった。

回答者の半分近くが、自社のCRE組織はエンドツー
エンドの戦略とソリューションを提供することによっ
て顧客のニーズに応えており、「戦略的パートナー」
として機能している、と述べている。

CRE組織の残りの半分は、「アドバイザー」（組織が
顧客との交流において積極的な役割を果たし、主
に取引とプロジェクトに注力する）または「ビジョナ
リー」（組織が価値の保護者・創造者として、企業価
値を開放すること、および不動産の活用につながる
主要なビジネスパートナーであることに注力する）
としてサービスを提供している。

 

CRE組織の戦略的パートナーとしての役割が 拡大している（図6）
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働き方
オフィスの総床面積は、遠隔地で勤務する傾向によ
り減少する公算が大きいものの、人々が時折オフィ
スに行く習慣は残るだろう。オフィススペースは主に
都心の近代的な新築のハイテクなビルに置かれ、
交流とチームワークを主目的とした非常に効率的
なものとなるだろう。こうしたスペースは、同僚やビ
ジネスパートナーと会ってアイデアを育み、直接的
な社会的接触を持つための場でもある。公共交通
機関と自動運転車によってオフィスに行くまでの時
間と努力は軽減されるだろう。

ショッピングの方法
小売業向け不動産への全体的な需要は、オンライ
ンショッピングや家庭における3Dプリンティングの
広がりによってさらに落ち込むと予想される。ジャス
トインタイムの物流が標準となり、配達はドローン
によって安全かつ迅速に行われる。物流センターは
都市の周辺地域に置かれ、都市中心部のスペース
は他の用途に解放される。目抜き通りの高級店が
“see-and-be-seen”（重要人物や流行最先端の人
物を見たり、自らがそのように見られたりすること）
というレジャー的な役割を持つことにより生き残る
と思われる一方で、目抜き通りから外れた小規模な
店舗への圧力は高まるだろう。ショッピングモール
は、新たな顧客の需要に合わせ、買い物よりも体験
を重視して、イベント主導のコンセプトを開発する
必要があると考えられる。

この不動産予測では、長期的な展望を探るため、デロイトにおける不動産コンサルティングのエキスパー
トがチームを結成した。データアナリティクスを組み合わせたシナリオ・シンキングという革新的なアプロー
チを使用した結果、以下のような予測を商業不動産の未来における最も可能性の高いシナリオとして導き
出した。

デジタル化と自動化の時代における現在のテクノロジーの発展は、不動産業界に大規模なディスラプショ
ンをもたらすだろう。職務については、仕事の仕方が変わるとともに、その職務に対する需要も変化する。デ
ジタル分野の専門知識を持たない熟練度の低いブルーカラーの労働者は時代の流れから大きく取り残さ
れる。ホワイトカラーの仕事はデータに基づく業務が主体となり、しばしば遠隔地で行われるようになり、そ
れに伴ってオフィススペース、その設備やインフラに対する需要が変化すると予想される。高学歴の労働者
と熟練度の低い労働者の所得格差はさらに広がるため、ベーシック・インカムなどの新たな社会的概念が
評価され、導入される可能性が高い。こうした動向は商業不動産の状況を根本的に変え、市場参加者と不
動産バリューチェーンにおけるその役割の大きさを変えるだろう。

執筆者：Jörg von Ditfurth, Hendrik Aholt（US）

商業不動産の未来
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政府はそうした新しいテクノロジーの発展によるメ
リットを逃さないようにするため、新たな課税モデル
（新たなデジタル化課税、または「ロボット税」）を利
用するだろう。これによる新たな税収は、失業者の
増加に起因する社会問題を緩和するための資金源
として必要となる。将来の銀行は、高価な建築技術
の資金調達手段として、高度なデット・ファイナンス
が行われる機会を生かすことができるだろう。一方、
クラウドファンディングとフィンテックが強力な競争
相手となり、バリューチェーンにおける銀行のシェ
アを低下させることになるだろう。

ハイテク企業がもたらす影響
ハイテク企業は今のところ市場参加者とはほぼ無
縁の存在だが、最大の受益者となる可能性がある。
現在の巨大ハイテク企業や専門的なスタートアップ
による不動産業界への進出はほぼ確実であり、そう
した企業にとって、不動産業界がより多くのデータ
を生成すればするほどその魅力が増す。こうしたハ
イテク企業は、テナントに付加価値を提供すると同
時にユーザーデータを収集するというデータ主導
型ビジネスモデルを確立するだろう。現在の市場参
加者がデータという金脈を自ら探り当てて活用でき
なければ、ハイテク環境とデジタルビジネスモデル
における幅広い経験に支えられたハイテク企業が、
建設業界とファシリティサービス業界を制圧し、不
動産業界のバリューチェーンにおけるシェアをさら
に獲得すると思われる。

不動産投資家へのキャッシュバック
現在は不動産投資家への直接的なキャッシュバッ
クは賃貸収入から生まれているが、将来的には第
二の価値の源泉、すなわち収集されたユーザー
データがますます重要になると考えられる。ユー
ザーデータは賃貸に伴う投資家への利益配分の一
つの構成要素となる可能性が高い。現在知られて
いる「昔ながらの賃貸料」は減少するものの、収集
されたデータの付加価値を考慮に入れると、資産
が生み出し得る価値の総額は増加するだろう。デジ
タル化が生産性と効率性を高めて商業不動産への
需要を総じて減退させ、それがスペースの供給過剰
につながるため、賃貸料水準の変化は全体として
緩やかなものとなろう。

不動産業界における個々の市場参加者に関して言
えば、市場の透明性が高まり、自動化が進み、オー
ナーと賃借人が直接賃貸交渉を行うようになるた
め、不動産仲介業者の重要性は低下すると思われ
る。不動産取引はブロックチェーンなどのテクノロ
ジーに基づいて実施され、あらゆる種類の仲介業
務の必要性を低下させるだろう。

不動産資産で将来的に利益を得るのは誰か？
以下に示すチャートは、将来の賃貸収入における市
場参加者別の配分を予測し、現状の推定値と比較
したものである。

基準として、現在の賃貸料の水準を100としている
（図7）。
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不動産バリューチェーン（図7）
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不動産市場は活況を呈しており、主要な市場参加
者の間で短期間での利益獲得に注力したいという
誘惑が生まれている一方で、市場ではプロップテッ
ク（不動産テクノロジー）イノベーションというブレ
イクスルーが確実に始まっている。ほぼすべての不
動産会社のCEOのアジェンダにはブロックチェーン
が挙げられている。とはいえ、ブロックチェーンは必
ずしもそのアジェンダに挙げられているすべての項
目の解決策ではない。

不動産業界ではブロックチェーンが業界にもたら
す大きな潜在力への認識が高まっている。多くのト
ライアルが成功を収め、いくつかの新規仮想通貨
公開（ICO：Initial Coin Offerings）が発表さ
れ、新たなアプリケーションが急増している。だが、
ブロックチェーンの実施例と新たなビジネスモデ
ルは始まったばかりである。

執筆者：Jan-Willem Santing（NL）

不動産業界における 
ブロックチェーンの現実を 
見据える
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言うまでもなく、これらのソリューションのいくつか
は、多くの新たな開発事例がそうであるように、現
状では成熟していないか既存のルールや法律に準
拠していない。状況を進展させるためには、今後数
年にわたり、特にイノベーターの努力、時間、鮮や
かな事例、忍耐、創造性が必要となる。

不動産データ連合ネットワーク（FRED） 
当社は不動産業界を対象とする不動産データ連合
ネットワーク（FRED）の構想を練っている。FREDは
各管理システム（FREDメンバー）同士で不動産情
報を交換する連合型の分散ネットワークである。
FREDのメンバーはいずれも自社の情報を管理し、
構造化された情報・データの交換が可能なアプリ
ケーション・プログラミング・インタフェース（API）を
通じて互いに情報を直接やりとりする。

表者によって捕捉され管理されている実態について
の洞察を提供している。その主な結論は、「本報告
書には、心強い数の適正実施事例と官民イニシア
チブがリストアップされている一方で、そうした良い
面を打ち消す調査結果のメッセージもある。それ
は、不動産業界の特質として知られている分断化と
サイロ的思考がデータの取り扱い方にもそのまま
反映されていることである。効果的なデータ収集と
その後のデータ管理の観点からは、不動産業界に
は依然として進歩の余地があるということが本報
告書の結論である。」となっている。

有望な使用事例
不動産業界におけるブロックチェーン導入はまだ
初期段階にある。本格的な導入を可能にするには、
ブロックチェーンの拡張性が限定的であり、標準化
された使いやすいデータ交換がないという問題に
取り組まなければならない。とはいえ世界を見渡す
と、ブロックチェーンの有望な応用事例がいくつか
見られる。

―ビットコインによる不動産のオンライン購入
―ビットコインによる賃貸契約に基づく諸料金（賃
貸料、サービス料、保険料など）の支払い
―ピアツーピア（P2P）の不動産取引
―所有権の移転
―クラウドによる不動産所有や資金調達
―ブロックチェーンによる賃貸契約
―不動産情報交換プラットフォーム
―自律的スマートビル

ブロックチェーンをはじめとする革新的な技術のお
かげで、データ主導型の不動産マネジメントは「加
速」モードにあり、そうした中で不動産プロフェッ
ショナルの役割は急激な変化に直面している。過小
評価してはならない二つの要因は、不動産会社が
保有するデータの現状での質と、現在の「中心勢力」
がデータ共有を制限しようとする動機である。不動
産業界における透明性の問題はブロックチェーン
以前からの長年の障害であり、今なお難問である。
市場における主導的な担い手のこの問題に関する
姿勢は変わらなければならない。デジタル化が継続
する中では、機密データをそのライフサイクルの中
で他の市場参加者といずれは共有せざるを得なく
なる。機密データの安全で信頼できる形での共有に
積極的でない当事者は、そうした行動によって将来
的に経済的な不利益を被る可能性がある。

プライバシー、データの所有権、国際的に合意され
た標準に基づくデータ交換、データの質の改善は、
2018年以降の主要な問題となるはずである。国際
不動産データ交換協議会（IREDEC）が2017年末
に開始した研究などの国際的な取り組みは、不動
産業界におけるブロックチェーン導入に向けた必
要かつ重要なステップである。IREDECの目的は、
様々な不動産プロセスにおける中核的なデータ
セットを特定し、既存の標準の間で完全なマッピン
グを行うことによって、合意されたデータセットの整
合性を確保することである。英王立公認不動産鑑
定士協会（RICS）が実施したもう一つの重要な研究
は、物理的情報や実績および財務に関する情報を
含む建物の関連データが現在は主要セクターの代
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FREDメンバーは、提供される情報が本物かどうか
を確認するため第二の媒体（ブロックチェーン）を使
用して信頼性を高める。ブロックチェーンとは多く
の場合、単にトランザクションを追跡するための元
帳であり、FREDメンバーは元帳を見ることでトラン
ザクションの有効性を確認できる。FREDの提案は、
ブロックチェーンの上にレイヤーを設け、不動産の
トランザクションが有効かどうかを判断できるよう
にするというものである。他のFREDメンバーがトラ
ンザクションの背景事情を理解できるようにするた
め、ブロックチェーン上の各トランザクションに十分
な情報がタグ付けされる。ブロックチェーン・テクノ
ロジーをこうした形で使用することのメリットは、そ
の透明性、不変性、転送の容易性、偽造防止能力
が信頼できるものであるため、デジタルトークンの
転送において前例のないセキュリティと扱いやすさ
を実現できることである。

FREDを使用すれば、組織間の情報共有が簡単に
なるだけでなく、安全かつ検証可能なものになる。

ブロックチェーンそのものが解決策となることは皆
無ではないにせよほとんどないが、ソリューション
の一つの要素として使用することはできる（APIはも
う一つの要素である）。統一された定義と分類に基
づいて構造化された情報を生成し、手作業での情
報入力に必要な時間を削減することが最善の道で
あろう。人が判読可能なフォーマット（Word、PDF、
Excel）で文書を送る代わりに、APIを備えた相手と
システムを通じて接続する必要がある。それによっ
て人の手を介することなく情報を交換できるように
なる。

結論
ブロックチェーンは均一性、効率性、透明性の点で、
不動産の世界にプラスの貢献をすると思われる。大
きなビジネス機会が広がるエキサイティングな時代
が目前に迫っている。それは誇張し過ぎだとか、現
実は期待を下回るなどと言う向きもあろう。こうし
た悲観論は、情報を持っていないか誤った情報を伝
えられた人々が短期的で非現実的な予想をしてい
ること、および、そのメリットを実証できる事例が乏
しいことに起因している。それよりも、探求を続け、
関心を持ち続けることが重要である。「ローマは一
日にして成らず」である。
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ブロックチェーンは均一性、効率性、
透明性の点で、不動産の世界に
プラスの貢献をするだろう。
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グローバルネットワークの詳細はwww.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体
に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、
関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用
するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、
本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な
専門家にご相談ください。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  
© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.


