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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
ここ数年で大きく変化している。
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チームは
Real Estate Predictions 2019
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
お役に立てれば幸いである。
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1. データ主導のビジネスモデル
テクノロジーが進歩し、新旧構造物の両方にとって
より手頃なものとなり、共同作業プラットフォーム、
センサー、スマートデバイスの進化が続く中、ビルが
生成するデータの量は飛躍的に増大している。不動
産市場の参加者（投資家、資産運用会社、不動産管
理会社、テナント）がこうしたデータを有効活用し、
ユーザーやオーナーまたは不動産そのものの固有
のニーズに焦点を当てたデータ主導のサービスと
新たなビジネスモデルを開発すれば、競争上の優
位性を獲得し、破壊的影響から逃れることができ
る。とはいえ、データを最適化してパフォーマンスと
収益性の改善につながる知見を生み出せるのは、
すべての不動産ステークホルダー（建設事業者、投
資家、オーナー、テナント、サービス提供者）が共同
で取り組んだ場合に限られる。

2. 不動産におけるデジタルツイン
テクノロジーの普及やスマートビルディングの発展
に伴い、不動産企業は物的資産のデジタル化を推
進するようになるだろう。それにより、ビルの運用や
管理を一元的に集約させて、テナントがどのように
ビルを利用しているかリアルタイムなデータを取得
することで付加価値の高いサービス提供が可能に
なったり、ビルのセンサーに基づくデータからコスト
や稼働停止時間を削減するなど予測的なビルメン
テナンスを実行することが可能になるなど、全体的
に顧客体験を良いものにすることができる。

3. 産業用不動産：もはや「低成長セクター」ではない
最近まで、産業用不動産市場は不動産業界における
「低成長セクター」と見られていた。ところがここ数
年で、産業用倉庫と配送センターは企業不動産に
おける最も優良な資産として注目されるようになっ
た。賃貸率が上昇し、リターンは他の主要な企業不
動産セクターを上回っているからだ。これはすべて、
電子商取引（EC）の台頭によるものである。

4. 不動産における循環型経済
世界中の政府、企業、非政府組織（NGO）が不動
産・建設業界における建材使用量の最小化に力を
注いでいる。例えばオランダでは近年、建設や改修
に要する建材使用量を2030年までに50％の削減
を目指すことが合意された。循環型経済を作る上で
の障壁と機会について考察したい。

5.1 サイバーセキュリティの課題１：企業を守る
広範なテクノロジーの進歩が企業不動産（CRE）の
従来のビジネスモデルを転換しようとしている中、
オーナーと運営事業者は、サイバー攻撃に対する
情報セキュリティやデータ機密性などの新たな形態
のリスクに対処する必要がある。例えば、センサー
によって実現されるビル管理システムなどに見られ
るモノのインターネット（IoT）の利用拡大は、CRE
企業への攻撃対象領域を広げる可能性がある。す
なわち、オーナーと運営事業者およびテナントに財
務的および風評的ダメージを引き起こしかねない
機密データへのアクセスを増加させる。ここで浮上
するのが、CRE企業はサイバーリスクに対処する準
備を整えているのかという疑問である。

5.2 サイバーセキュリティの課題2：ビルのライフ 
サイクルにおけるサイバーリスク
現代のビルがテクノロジーへの依存を強め、相互の
結びつきが深まる中、サイバーリスクに対するビル
の耐性に関して多くの疑問が沸き起こっている。不
動産企業はビジネスリスクや脅威を理解しなけれ
ばならない。

6. 不動産におけるブロックチェーンは成熟している
ブロックチェーンへのさらなる実践的なアプローチ
を求められており、不動産業界におけるブロック
チェーン・テクノロジーの採用に向け、プライバ
シー、データのオーナーシップ、国際標準に基づく
データ交換、データ品質の改善といった点で、アプ
ローチを加速する為には多くの課題がある。

7. 不動産マネジメントに柔軟性を持たせる
不動産ビジネスにおける需要は今や、従来の事業
運営モデルからより柔軟なソリューションへとシフト
している。技術進歩とデジタル化、持続可能性への
要求、ユーザーのライフスタイルの変化のすべてが、
不動産戦略マネジメントと価値創造における適応
性の向上を促す要因となっている。

8. 仕事の未来は変化している
仕事を取り巻く環境は変化している。あらゆる業界
のクライアントは、破壊的要因がもたらす課題や機
会に直面している。不動産業界も例外ではなく、破
壊的要因が物理的な職場にも同じように大きな影
響を及ぼすと考えられており、入居企業、デベロッ
パー、投資家は、その影響を注意深く考慮すべきで
ある。デロイトは、業務の自動化と置き換えからダ
イバーシティと世代交代まで主要な破壊的要因を
踏まえ、不動産業界が2019年に対応すべき主要な
トレンドを4つ特定した。

9. 不動産テック：デジタル不動産を推進する
企業不動産（CRE）関連の企業は、「不動産テック
（PropTech）」と呼ばれる比較的最近になって台頭
してきた不動産テクノロジー・スタートアップにどう
対処すべきか、まだ理解していない。より広範な金
融サービス分野の大半がパートナーシップ・メンタ
リティー（取引先や利害関係者をパートナーとみな
す考え方）に移行する中、CRE企業は依然として不
動産テックを潜在的な協力相手ではなく、ディスラ
プター（破壊者）とみなしている。

10. 都市化と公共交通指向型開発（TOD）の未来
次世代のアーバン・モビリティは世界中の都市にま
たとない機会をもたらす。自動運転車、ライドシェア
リング・サービス、さらには様々なテクノロジーの導
入によって交通エコシステムが変化しようとしてお
り、それに伴って都市の景観も一変しつつある。未
来のスマートシティの活動を支えるのは、コネクティ
ビティ、創造的コラボレーション、ネットワーク化さ
れた地域社会のレベルアップと、大幅に進化した複
雑な交通エコシステムである。
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データ主導のビジネスモデルが 
不動産業界を変える

テクノロジーが進歩し、新旧構造物の両方にとってよ
り手頃なものとなり、共同作業プラットフォーム、セン
サー、スマートデバイスの進化が続く中、ビルが生成す
るデータの量は飛躍的に増大している。不動産市場
の参加者（投資家、資産運用会社、不動産管理会社、
テナント）がこうしたデータを有効活用し、ユーザーや
オーナーまたは不動産そのものの固有のニーズに焦
点を当てたデータ主導のサービスと新たなビジネス
モデルを開発すれば、競争上の優位性を獲得し、破壊
的影響から逃れることができる。とはいえ、データを
最適化してパフォーマンスと収益性の改善につながる
知見を生み出せるのは、すべての不動産ステークホル
ダー（建設事業者、投資家、オーナー、テナント、サー
ビス提供者）が共同で取り組んだ場合に限られる。

A constructive view on real estate | Real Estate Predictions 2019（和訳版）

06



資産運用や不動産管理の日常業務の中で生まれる
利用可能なデータの増加は様々な機会をもたらす。
例えば、建築物のコンポーネントに関するテクニカ
ルな記録や現状データをリアルタイムで確実に生
成することにより、ビッグデータをデューデリジェン
スの自動化に活用できる（こうした目的ではビル
ディング・インフォメーション・モデリング（BIM）やブ
ロックチェーンなどのテクノロジーが役立つ）。

予測分析も大方の予想より早く標準化されようとし
ている。予測分析には、過去の情報を使用してテク
ニカルコンポーネントの保守・補修時期を予測する
取り組みも含まれる。こうした可能性により早く挑
戦しているサービス提供者は、効率性を高め、より
良いサービスを提供するようになるだろう。また、成
功報酬に基づくビジネスモデルはデジタル・サービ
サーにとって、より一般的となり、これら事業者の利
益率を押し上げるだろう。こうした技術の進歩は
サービス提供者のビジネス環境に変化をもたらす
ため、市場の喪失や業界再編につながる可能性が
ある。

ビルのテナントの視点から見た予測分析は、発展に
より長い時間を要するものの、新たな可能性をもた
らし、中でもコワーキングスペースでの重要性が増
すだろう。投資家と資産運用会社が、収集したデータ
（例えば稼働率や使用されたサービス）に基づいて
テナントがレンタルスペースを最適に利用している
かどうかを評価できれば、こうした3つの当事者の
間で完璧なウィン-ウィン-ウィンの関係が成立する
だろう。

今後を見通すと、人工知能と機械学習の出現も影
響を及ぼすと考えられる。例えば、これらのテクノロ
ジーは、サイバーセキュリティに関する現存の課題
の一部を特定し追加解析することにより得られる利
点は、様々な側面において活用されるだろう。

不動産のステークホルダーは、以上のようなデジタ
ル化の利点を生み出すため、共同で取り組むため
の様々な方法を見いだす必要に迫られるだろう。不
動産市場の参加者は、テクニカル・イネーブルメン
トの費用を誰が負担し、データの所有者が誰である
かを議論する代わりに、デジタル化とは統合とネッ
トワーク化を意味することを理解すべきである。ビッ
グデータにおける成功は、これまでのように各関連
者の業務連携の妨げとなっていた隔離データ（デー
タ・サイロ）の継続利用をやめることによりもたらさ
れる。

様々なステークホルダーが提供するビル内外の（技
術、テナント、サービス、および市場レベルのデータ
で構成される）総合的なデータに基づく意思決定
は、競争上の優位性をもたらす。中でも、上記のす
べての（そしてより多くの）恩恵を内包する不動産資
産の「デジタルツイン」（サイバー空間上に物理世界
の情報を全て再現したもの）を構築するには、共同
作業プラットフォームを使用して、データの受容、透
明性、相互関与を確保することが必要不可欠であ
る。要は、テナント、投資家、サービス提供者は将来
的に戦略的パートナーとならなければならない。

ハイテク業界は、ビジネスチャンスが極めて大きい
不動産データ市場に参入してシェア拡大を目指す
だろう。こうした財務的に健全で十分な知識を備え
たハイテク・リーダーは、データの活用を通じて収
益を生むという独自のビジネスモデルをベースに、
世界的に標準化されたサービス戦略を不動産業界
に提供できる。それによって不動産業界の資産運用
会社とサービスプロバイダーは破壊的影響を受け
る可能性がある。不動産業界のステークホルダーが
こうしたハイテク・リーダーとの競争を回避するた
めには、投資家、資産運用会社、不動産管理会社の
それぞれが迅速に行動し、ビッグデータの潜在力を
理解して、ビッグデータをスマートデータに転換する
方法を学ぶことが必要となる。

同様に、テナントは、ビッグデータを活用することに
より、将来的にターゲットとなる不動産のロケーショ
ン、要求されるスペース、必要なテクノロジーの判
断ができるようになる。それにより、テナント獲得を
巡る競争への参加が可能となるばかりか、費用効
率の高いこれからの不動産資産が多くの利益を生
むことになるだろう。さらにテナントも、他の不動産
ステークホルダーと同様に、貸主やサービス提供者
と連携し協力していくことになるだろう。

執筆者：
Hendrik Aholt
Jörg von Ditfurth
Volker Wörmann（ドイツ）
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ハイテクを活用したスマートビ
ルが業界標準となる中、「デジ
タルツイン」が不動産イノベー
ションの次の段階を形づくろう
としている。デジタルツインは、
物的資産、プロセス、またはシ
ステムをデジタル化したもので
あり、資産に予見的な調整を加
えるための予測モデリングを可
能にし、不動産業界全体の戦略
的価値を高めることができる。
デジタルツインは、業務運営を
最適化して顧客体験を改善す
るという点ではスマートビルと
似通っているものの、複雑なシ
ナリオをシミュレーションするこ
とにより、ビルの全ライフサイク
ルを通じて恩恵をもたらすこと
が可能という点で、単なるス
マートビルと一線を画する。

ビルは単なる資産ではない
複合的で資産価値が高く、ライフサイクルが複雑な
ビルは、デジタルツインの恩恵を実現するための理
想的な機会を提供する。だが、ビルは単なる物的資
産ではない。ビルは人が暮らしたり働いたりする環
境であり、社会的交流を促進し、コミュニティを形成
する。さらに、個人の成果を改善し、ロイヤリティを
高め、ブランドを構築し、より健康的かつ幸福で生
産性の高い人を育む可能性をビルは秘めている。
デジタルツインの構築に際しては、ビル全体のエコ
システムを視野に入れたアプローチを取ることによ
り、エネルギー使用などの単純な活動だけでなく、
それをはるかに超えた広い範囲の活動を最適化す
ることが可能になる。こうしたアプローチを取るこ
とで、空気の質、温度管理、備品、設備などの重要
な側面を人の感性や個性に適合するように徹底的
に見直すことができるようになる。

デジタルツインをモジュールに分解する
上記の恩恵を実現できる完全なデジタルツインを
構築する過程は複雑である。むしろ、プロジェクトを
より小さなモジュールである「デジタルツインズ」に
分解し、最終的に統合するのが得策である。これに
より、ユースケースの優先順位を決め、構築の進捗
を速めることができる。また、短期的な価値創造を
実現し、さらにはビルの全ライフサイクルを通じた
デジタルツインの構築に向けたロードマップの作成
が可能となる。こうしたプロセスは、最終的には不
動産ポートフォリオ全体のデジタルツイン構築をも
可能とする。

例えば、ユースケースとしてHVAC（暖房、換気、お
よび空調）と照明を最適化しても業界を再定義する
ほどのインパクトはないかもしれないが、戦略的な
意味はある。標準的な商業ビルの場合、運営費用
の約10～15％を電気代が占め、そのおよそ70％
がHVACと照明に関連している。つまり、こうした多
大な費用がテナントによるビルの使用によって発生
している。デジタルツインは、テナントのビルの使用
状況をより正確に可視化させ、テナントの行動や交
流をシミュレーションしたり予測したりする能力の
構築を可能にする。それにより、テナントの期待に
応えつつ、HVACと照明の管理の効率化や、最適な
清掃対応ができるようになる。このように、ユース
ケースが直ちに持続的なコスト節減を推進し、デジ
タルツインへの信頼を築くことにより、さらなる複合
的なユースケースの創出につながるだろう。

デジタルツインが可能にする未来
デジタルツインは、新たなシミュレーションとユース
ケースを取り込むに従って拡大する。デジタルツイ
ンの構築は対象物のライフサイクルを通じて緩やか
に進行し、やがてその全体像を現すことになる。そ
の過程では、異なるシステムが統合され、すべての
データと意思決定を一元的に扱う場（こうした場は
しばしばデジタルスレッドと呼ばれる）が提供され
る。デジタルツインとデジタルスレッドの両方が揃う
ことで、真の産業構造の転換が始まる条件が整う。

全く新しいビル設計の方法は、設計者が複合的なシ
ミュレーション環境を備えたサンドボックスにアクセ
スすることにより、建設プロセス全体について計画
し、可視化し、着工前に最適化することさえ可能と
なる。遅延や判断が全体的な建設プロセスにどの
ような影響を及ぼすかを正確に予測する能力が備
わることで、建設現場のマネジメントが効率化され
る。また、安全性や法令順守状況をリアルタイムで
監視する能力は、緊急事態を未然に予測することに
より、人命を救うことさえ可能となる。

自律的な維持能力を備えたビルは、デジタルツイン
により、問題の発生時期を予測し、請負事業者の予
定を確保し、修復対象の資産に案内し、仕様と過去
の履歴を提供して、作業が終了したら請求書を作成
するといった対応が可能になるため、より実用化さ
れるだろう。職場の設計にシミュレーションが活用
されることにより、職場スペースの構成の仕方やダ
イナミックな再編成の方法が見直され、様々なチー
ム固有の要求にリアルタイムに近いスピードで対応
できるカスタムメイドのスペースと多用途の仕事場
への転換が起きるだろう。小売店はシミュレーショ
ンを活用して新たな店舗レイアウトを検討し、消費
者との関係をより有意義なものにするスペース設
計に取り組むようになる。医療セクターでは、シミュ
レーションを使用してスタッフの患者分担状況を予
測し、衝突や障害を最小化したり、スペース全体に
おける医療用品の配置を効率化したり、患者の現
在と予測されるニーズに応えられるように勤務スケ
ジュールを最適化したりする日が訪れるだろう。

不動産におけるデジタルツイン 
―人との親和性を高めるインダストリー4.0時代のビル
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業界全体を巻き込む次なるディスラプション
不動産資産の「スマート化」は業界全体で徐々に進
行している一方で、デジタルツインは、その強力な
予測能力により、次に来る変化の大きな要因となっ
ている。業界は現在、完全なデジタルツインの構築
が複雑さを伴うことを踏まえ、デジタルツインにお
けるより小規模で具体的なユースケースの価値の
実現に注力している。こうしたユースケースは、業
界を完全に破壊するほど規模は大きくないものの、
ユースケースが完全なデジタルツインに徐々に組
み込まれるに従い、企業がビルや区域およびポート
フォリオの全体最適化をライフサイクルの各段階で
行うことを可能にする。

スペースの設計および構築方法が再定義されるに
つれ、新たなビジネスモデルが登場し、市場に新た
な製品やサービスが投入される。ビルは、人間の感
性を理解し、豊かなエコシステムを育む能力を備え
ることで、人との親和性を強めるだろう。もはや単
にスペースを設計し、建設し、賃貸するだけでは不
十分である。スペースが自ら考え、周囲の環境に反
応することが必要となる。そして、デジタルツインの
予測能力によってもたらされるこうした大きな変化
は、不動産業界で今後数年以内に起きる劇的な破
壊の原動力となるだろう。

執筆者：
Alex Collinson
Robbie Robertson
Jeremy Pitchford
（オーストラリア）
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産業用不動産： 
もはや 
「低成長セクター」 
ではない

最近まで、産業用不動産市場
は不動産業界における「低成
長セクター」と見られていた。と
ころがここ数年で、産業用倉庫
と配送センターは企業不動産
における最も優良な資産とし
て注目されるようになった。賃
貸率が上昇し、リターンは他の
主要な企業不動産セクターを
上回っているからだ。これはす
べて、電子商取引（EC）の台頭
によるものである。

執筆者：
Bo Glowacz（英国）
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産業用不動産のイメージは、かつては騒がしいト
ラックと散乱した置き場と同義語だった。だが今や、
自動化やロボットなどのハイテクの進歩が産業用
不動産に変革をもたらしており、そうした見方は変
わろうとしている。

とどまることのない電子商取引の台頭
小売りのオンライン取引が衰える兆候はない。その
背景には、利便性、価格、無料配達など、いくつか
の要因がある。オンラインショッピングの最も盛ん
な国の一つである英国では、2020年までに電子商
取引が小売取引全体の20％（金額は約230億米ド
ル）を占めると予想されている。今年だけをとって
も、オンライン販売の半分以上がスマートフォンで
行われており、ソーシャルメディアを含むモバイルア
プリが小売取引に与える影響が増大していることを
示唆している。

そのため、小売業者は実店舗への投資を控える一
方で、ウェブサイトとアプリ、さらには電子商取引向
けの配送センターや在庫を保管する物流施設に投
資している。1億平方フィートの産業用不動産ス
ペースは10億米ドルのオンライン売上高に相当す
ると推定されることから、小売業者は今後も倉庫ス
ペースの拡大を模索する可能性が高い。

店舗が減少する中、都市部の物流網は拡大？
ショッピング習慣の変化と大都市圏人口の急増が
物流スペース需要を押し上げている。だが、スペー
スの確保という点で、産業用地は過去数十年にわ
たり他用途に転用されてきたため、倉庫の供給が
需要の伸びに追い付いていない。では、小売セク
ターに解決策はあるのだろうか。そのチャンスをも
たらすのは余剰となった小売スペースであろう。と
いうのも、小売市場は現在、事業用資産（事務所、

店舗、倉庫、工場など）に対する固定資産税や賃金
などのコストが上昇する中で実店舗の売上高が減
少し続けており、大規模な店舗閉鎖に直面している
からだ。つまり、小売セクターは本質的に顧客に
サービスを提供しやすい状況であるのに対し、物流
セクターはそのような状況ではない。

顧客からの距離が近い都市部の物流拠点
顧客が2日以内の配達を求め、一部の小売業者が1
時間以内の配達を提供する中、「ラストワンマイル」
の配達を支える物流スペースの重要性はますます
高まっている。ラストワンマイルの物流は最もコスト
が高くつき、非効率である場合が多い。したがって、
オンライン小売業者はラストワンマイルの物流を最
適化するソリューションを模索しており、その結果と
してサプライチェーンはかつてないレベルに複雑化
するだろう。これは、顧客がオムニチャネルでシーム
レスなサービスを享受する中で既に具体化している
現象でもある。都市部に建設される倉庫は規模が
比較的小さくなることから、在庫を絞り込むことで
効率化されると考えられる。抑制された在庫は予
測分析を利用して変更され、3Dプリンティングに
よって補完されるだろう。

土地利用の集積化
都市部における限られた産業用地は土地利用のさ
らなる集積につながると考えられる。具体的には、
駐車場などの地下施設の利用、より多くの階層を備
えた倉庫の開発、軽工業用区域と居住用区域を備
えた多目的構造ビル（いわゆる「ベッド・アンド・
シェッド」）などだ。産業分野のテナントがサービス
共有モデルに移行し、他の企業との配送の共同化
を目指す可能性も高い。これはサードパーティ・ロ
ジスティックスが現在進めている貨物の統合と同様
の考え方だ。

自動化とロボティクス
新たなテクノロジーは産業用不動産に大きな影響
を及ぼしているが、破壊的な影響をもたらす可能性
があることを過小評価してはならない。完全に自動
化された倉庫や配送センターに見られるように、自
動化は産業用施設の設計や利用の方法を急激に変
えようとしている。これにはトラック間の積み荷の移
動、在庫管理、棚からの商品の積み出しなどの作業
を省力化するロボティクスの使用も含まれる。デベ
ロッパーは、倉庫が高度化するにつれ、先進技術に
対応して設計された商品を取り扱う必要に迫られ
るだろう。

自動化、ロボティクス、拡張現実、モノのインター
ネット（IoT）の可能性は計り知れない。その半面、こ
うしたテクノロジーは導入に時間を要する可能性
があり、万能なものとはならないと考えられる。そ
のため、他社に先駆けてテクノロジーに投資する企
業は競争上の優位性を得るだろう。最先端のテクノ
ロジーをいち早く取り入れることによって、最大手
のオンライン小売業者の運営が向上していることは
既に知られている。データとアナリティクスの利用
拡大によって効率が大幅に高まり、ビジネスインテ
リジェンスが強化され、最終的には顧客体験が改
善される中で、産業用不動産は他の不動産と何ら
変わりないものになるだろう。
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こうした動きは、再利用と再生が可能な資源とエネ
ルギーがサプライチェーンに還流される循環型経
済への急速な移行を決定的なものにしている。循
環型経済への移行はいくつかの障壁に直面してい
る一方で、機会をもたらしている。その機会の一つ
は、財務報告における建材の「活性化」である。
近年のユースケースは、不動産オーナーがしばしば
不動産資産における建材の金銭的価値に気付いて
いない、あるいはそれを過小評価していることを示
している。そうであるがゆえに、不動産を解体する
際に発生する建材は、解体や輸送および再利用の
コストを勘案しても大きな金銭的価値をもたらす可
能性がある。このような未利用価値は財務報告に
影響を与え、不動産・建設セクターを循環型経済に
移行させるのに必要な金銭的インセンティブとなり
うる。

循環型経済への移行を促進する
不動産・建設セクターで循環型経済が導入された
場合のプラスの影響は非常に大きい。調査による
と、ビルは全てのエネルギーの約40％、また全ての
一次建材の約40％を消費している。同時に、循環
型経済は材料の再利用と効率の改善が組み合わさ
ることで達成される一方、循環型経済が実現可能
な抜本的変化は、厳格な規制や金銭的インセン
ティブがなければ達成できないことも忘れてはなら
ない。

だが、規制を通じてビルの循環型経済を促進する
のは、最終的には政治的意思であり、それがすぐに
具体化するとは思えない。今のところ、循環型経済
を促進する金銭的インセンティブは循環型オフィス
ビルがブランドに与える影響ほど明確でなく、直接
的でもない。そのため、全ての利害関係者が循環型
経済への移行を支持する動機を持っているわけで
はない。多くの利害関係者が待ち望んでいるのは、
実践的な手段の登場である。

不動産における循環型経済

世界中の政府、企業、非政府組織（NGO）が不動産・建設業界に
おける建材使用量の最小化に力を注いでいる。例えばオランダでは
近年、建設や改修に要する建材使用量を2030年までに50％の削減
を目指すことが合意された。
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循環型経済の金銭的インセンティブ
不動産・建設セクターで循環型経済を実現するため
に追求可能な金銭的インセンティブにはいくつかの
種類がある。1つの例は、ビルの適応性を高めるこ
とである。ビルが時間の経過とともに要求の変化に
簡単に対応できるようになれば、コスト削減につな
がる。ビルの適応性を高めることによって、ビルの使
用期間が延び、リノベーション・コストが削減され、
そしておそらくは定期保守の頻度が減少するため、
不動産の期待耐用年数が延びるとも考えられる。

循環型経済によるアプローチは、特に学校、介護施
設、オフィスなど保守コストのかさむ不動産に適し
ており、他用途利用が可能なビル設計は使用に伴
う定期的なコストを低減する可能性がある。循環型
経済によるアプローチが新しい建築物に適用でき
ることは確かだが、既存のビルにも適用できるのだ
ろうか。可能性のある解決策は、建材に金銭的意味
を与えるマテリアル・パスポートの適用である。

マテリアル・パスポートの可能性
マテリアル・パスポートは建材にIDを付与し、製品
の再利用を促すとともに建材の破壊を阻止するこ
とで廃棄物削減を容易にする。マテリアル・パスポー
トはビル環境で使用される建材のオンライン・ライ
ブラリーとして設計されており、あらゆる不動産
データを一元的に管理する貯蔵庫（レポジトリ）を
提供する。蓄積されるデータには、ビルの管理・保
守のプランニングおよび実行フェーズにおけるあら
ゆる関連情報が含まれ、その文書とデータはリノ
ベーション、解体、または新規開発の入札書類の作
成のほかに、認証や売却・賃貸の目的でも使用でき
る。このアプローチにおける主導的な団体の一つが
マダスター・ファウンデーション（Madaster 
Foundation）で、この団体が運営するマテリアル・
パスポートは急速に世界標準となりつつある。例え
ば、世界有数のハイテク企業の1社が最近、マダス
ターのマテリアル・パスポートを業務に採用し、マダ
スター・ファウンデーションを可能な限り支援すると
発表した。

不動産のマテリアル・パスポートは建材の金銭的価
値を確認する新たな手段をもたらす可能性もある。
研究されている1つの可能性は、マテリアル・パス
ポートで特定した素材の価値を財務報告にどのよ
うに取り入れるか、すなわち建材が持つ金銭的価
値をいかに活性化するかである。その考え方はシン
プルで、世界的な価格ベンチマークをベースに、解
体や輸送および再利用に伴うコストを調整して建
材の残存価値を割り出すというもので、これにより
不動産資産の価値はより正確に計算される。もちろ
ん、不動産資産の評価と償却に関する規則は分野
によって多種多様であるため、影響は分野によって
異なるものとなろう。

建材の持つ価値を顕在化する
オランダで建材の金銭価値の活性化とバランスシー
トおよび財務報告への影響に向けた研究を率いて
いるのは、著名建築家のトーマス・ラウ氏と、循環
型経済への移行の先頭集団となることを目指すグ
ループであり不動産・建設セクターの異なる分野に
おける最も著名な7団体で構成される「サーキュ
ラー7」（C7）である。C7に様々な利害関係者が参加
している理由は2つある。第1に、不動産の評価と償
却に様々な規則があることから分かるように、規制
に基づく建材の金銭的価値の活性化方法は分野ご
とに異なるものになるからである。第2に、C7では
それぞれのメンバーが持つ各分野に固有の知見と
ベストプラクティスが共有され、それによって不動産
における建材の評価に関してより包括的な見解が
提供されるからである。

C7の研究は2019年第2四半期に公表され、世界
中で閲覧可能となる。これは、資源効率が高く持続
的成長が可能な低炭素経済への長い道のりの第一
歩である。そしてこの研究は、不動産・建設セクター
における循環型経済の潜在力を大きく広げるもの
となる可能性が非常に高い。

執筆者：
Thomas van Bergen
Desie Driever
（オランダ）

Building phases from a circular perspective 
（Sander他、2016年）

（再）建設

（再）設計

再利用

解体

（再）利用 &
（再）運営
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進化するテクノロジー、ビジネスモデル、リスク
広範なテクノロジーの進歩が企業不動産（CRE）の
従来のビジネスモデルを転換しようとしている中、
オーナーと運営事業者は、サイバー攻撃に対する
情報セキュリティやデータ機密性などの新たな形態
のリスクに対処する必要がある。例えば、センサー
によって実現されるビル管理システムなどに見られ
るモノのインターネット（IoT）の利用拡大は、CRE
企業への攻撃対象領域を広げる可能性がある。す
なわち、オーナーと運営事業者およびテナントに財
務的および風評的ダメージを引き起こしかねない
機密データへのアクセスを増加させる。ここで浮上
するのが、CRE企業はサイバーリスクに対処する準
備を整えているのかという疑問である。

デロイトは、この疑問に対するより正しい回答を引
き出すため、2018年に500社の機関投資家を対象
とした調査を実施した。この調査から明らかになっ
たのは、CRE企業のサイバーリスク対応について非
常に満足していると回答した割合が、地域によって
異なるものの、全体で25％にすぎないことだった
（図1）。こうした評価を踏まえると、CRE企業は、高
まる一方のサイバーリスクへの対応能力とテクノロ
ジー投資とのバランスをどのように取るのかを検討
すべきと思われる。

企業を守る：
企業不動産のサイバーリスクを評価する

A constructive view on real estate | Real Estate Predictions 2019（和訳版）

14



図1：投資家の意向：サイバーリスク・マネージメント
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53%

38%

37%

36%

35%

ITの急速な変化と複雑性の高まり

CRE企業の経営陣によるきめ細かな対応の欠如
機能性と互換性の問題による非効率な

セキュリティ・ソリューション
サイバーリスクとサイバーセキュリティへの理解不足

サイバー・プロフェッショナルの不在

注）図表のカテゴリー項目はそれぞれ調査回答者に関する次の属性を示している。
関心の高い資産：投資家が専門にしている不動産のカテゴリー
関心の高い地域：投資家の母国
運用資産：投資家の規模

出所： Deloitte Center for Financial Services
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サイバーリスクに対処する
サイバーリスクの脅威が高まる中、調査対象の投資
家は、投資先企業がサイバーセキュリティを経営陣
主導の優先課題に据え、サイバーリスクを定期的に
評価し、潜在的な攻撃に対する影響の受けやすさ
を評価する啓蒙活動に取り組むことを期待してい
る。CRE企業にとって、能動的なアプローチを取り、
サイバーリスクに対する適切な対応を判断し、より
安全で注意深く弾力的になることは必要不可欠で
ある。

サイバーセキュリティを経営陣主導の 
ビジネス優先課題に据える
サイバーセキュリティをビジネスにおける戦略的優
先課題に据え、さらにその取り組みを継続するに
は、経営陣と取締役会による関与が極めて重要と
なる。米証券取引委員会（SEC）の「サイバーセキュ
リティ開示に関する指針」の最新版は、サイバーリス
ク軽減のための統制と手続きを策定・監督する全
責任は取締役会にあると強調している1。そのため、
CRE企業の経営陣と取締役は、方針の策定に深く
関与する必要がある。具体的には、サイバーセキュ
リティに関する方針、役割、責任の枠組みを決め、
予算を割り当てるとともに、全体の進捗を追跡して
説明責任の確立と維持に取り組まなければならな
い。さらに、サイバーリスク戦略を策定・実行し、中
心的な責務と合致させるため、サイバーリスク・スト
ラテジストであり経営陣への助言者でもあるサイ
バーセキュリティ・オフィサーの任命を真剣に検討
すべきである。これを実行するため、CRE企業の経
営陣と取締役は部門を限定することなく、組織全体
で連携・協働しなければならない。

サイバーリスクを定期的に評価する
企業は、詳細なシナリオを練り、サイバーリスクを
評価することによって、サイバー攻撃に対する影響
の受けやすさを評価し、適切な対策を見いだすこと
が可能となる。したがって、企業は脅威の状況の評
価とリスク管理に必要となる適切なリソース配分の
ための指針となるサイバーリスク評価フレームワー
クを策定する必要がある2。CRE企業は、リスクを排
除することはできないことを念頭に、人工知能など
の先進的検知技術を配備して潜在的な脅威とその
影響を感知し、アナリティクスを使用して適切なレ
スポンス・マネジメント戦略を立案すべきだ3。サイ
バーリスク評価は、単一の活動としてではなく、企
業のサイバーセキュリティ方針とフレームワークに
おける定常的な取り組みの一環として扱うことが
重要である。

啓蒙活動を行う
CRE企業は従業員がサイバーリスクにさらされる
可能性を認識すべきである。そして、従業員が様々
な種類のリスク、中でもサイバー犯罪が自分たちと
会社にもたらす潜在的な脅威を理解するために、ト
レーニングを実施する必要がある。また、組織内で
サイバーリスク担当者を訓練する、または新たに雇
用することも検討すべきだろう。最後に、すべての従
業員の間でリスク管理への責任と相互説明責任を
醸成するため、行動の変化を促すことも重要な課
題であることを指摘しておきたい。

まとめ：考え方を変える
明確なのは、CRE企業の経営陣と取締役会が優先
すべき現在のリスクを再評価する必要があること
だ。経営陣と取締役会が検討すべき主な質問には、
例えば以下のようなものがある。

 • リスク管理上の課題として、サイバーリスクなど
の新たなリスクを含めようとしているか？

 • CRE企業の経営陣と取締役会は、そうした新たな
リスクに対する責任を負い、説明責任を果たす準
備はできているか？

 • リスク管理に対するアプローチとして、集中型と
分散型のいずれを検討しているか？

機関投資家のCRE投資に関する判断に今後18カ
月にわたり影響を及ぼす可能性の高いその他の要
因の詳細を知りたい方は、デロイトのレポート：
2019 Commercial Real Estate Outlook: 
Agility is key to winning in the digital era 
をご覧いただきたい。

執筆者：
Surabhi Kejriwal
Lauren Hampton
（米国）

1 “Commission Statement and Guidance on Public 
Company Cybersecurity Disclosures”, 米商品取引
委員会(SEC）, 2018年2月26日

2 “3 types of cybersecurity assessments”, 
threatsketch.com, 2018年5月16日

3 Carlos Molina, “Next-generation cyber attacks 
call for next-generation solutions”, CUNA Mutual 
Group, 2018年9月3日
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CRE企業は従業員がサイバーリスクにさらされて
いる可能性を認識すべきである。
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ビルのライフサイクルにおけるサイバーリスク：
さらにスマート化したビルは
より多くの情報を理解するようになる

現代のビルがテクノロジーへの依存を強め、相互の結びつきが
深まる中、サイバーリスクに対するビルの耐性に関して多くの疑
問が沸き起こっている。その背景には、管理を最適化し、コスト効
率を高めつつ、適応性のある快適な生活空間と職場スペースを
利用できるようにするため、ビルの構造に関する情報だけでなく、
人に関する情報（例えば氏名、ID、写真、ビデオといった個人に関
するデータ）が収集され処理されていることがある。こうしたデー
タの生成から格納および廃棄に至る過程でリスクから守ること
は、よりスマートになった新しいビル管理システムの必須要件で
ある。不動産企業、サードパーティ・サプライヤー、IT企業はそう
した要件を満たすため、ビル開発のライフサイクルに「セキュア・
バイ・デザイン」および「プライバシー・バイ・デザイン」のルールを
組み込まなければならない。

執筆者：
Marcin Ludwiszewski（ポーランド）
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脅威の状況
不動産企業は戦略の立案に際し、ビジネスにおけ
るリスクの特性と脅威の状況を理解する必要があ
る。インターネットを利用するスマートビルとビル管
理インターフェースの場合、システムが脆弱かどうか
を「確認」するために（システムが混乱を引き起こす
かどうかを必ずしも知らずに）時折現れるハッカー
だけでなく、金銭を奪うために行動する金目当ての
犯罪グループの関心を引く可能性がある。こうした
犯罪グループは、単にビルの運用の仕組みを変えて
テナントや来訪者またはサードパーティが利用でき
ないようにするだけでなく、健康や安全性に影響を
及ぼすことさえあるだろう。不動産企業がこうした
脅威を認識し、セキュリティ防御線の設定と導入に
よって脅威に対応するには、戦略的な計画に脅威
情報やリスク分析を組み入れることが基本となる。

クラウド・セキュリティ
CRM、ERP、販売、財務、予算作成、あるいは報告
などに使用されてきた伝統的なオンプレミス（自社
保有型）のシステムはすべてクラウドに移行しつつ
あり、それによって長期的な予測プロセスや計画立
案プロセスが改善される可能性がある。クラウドに
は一元管理、拡張性、格納データの信頼性、自動処
理の促進など様々なメリットがあるものの、クラウ
ドへの移行はサイバーリスクを伴うことがある。ク
ラウド移行戦略にはクラウドのセキュリティ分析を
組み入れるべきであり、事業や基盤的技術に大き
な変更を加える場合は、セキュリティに関するリス
ク分析を実施する必要がある。

相互接続性
新たなビルに標準的なプロトコルを導入すると、他
のスマートビル、スマートシティのエコシステム、
サードパーティ、サプライヤー、あるいはテナントと
のデータ交換が促進される半面、攻撃対象領域は
拡大すると考えられる。このことによって、移行にお
いて情報はどのように保護されるのか、接続された
システムやインターフェースはどのように保護され
るのか、接続されたサプライヤーはリスク特性を増
大させるのかどうか、といった疑問が提起されるこ
とは明らかだ。テナントやサプライヤーが同様に接
続対象に加わるには、不動産企業が契約サイクル
を通じてリスクを管理できるように所定のセキュリ
ティ要件を遵守する必要がある。また、不動産企業
はサイバー攻撃を防ぐだけでなく、サイバー攻撃を
検知して対処するため、成熟した組織的な能力を
養い、サードパーティやテナントと協力する必要に
迫られるだろう。

サイバーレジリエンス
ビルは人間の行動だけでなく、行動の様式やタイミ
ングも把握するようになる。例えば私たちがオフィ
スに出勤するたびにビルはそれを認識するようにな
るだろう（商業用およびオフィス用のスペースでは
顔による生体認証が現実のものとなっている）。問
題は、来訪者がビルによって認識されない場合に何
が起こるのかである。誰かが、特定の人間に対する
ビルの反応の仕方をコントロールすることは可能に
なるのか。テナントはどうすればビルがサイバー攻
撃に対して弾力的であると確信できるのだろうか。

これまで、主に金融業界など、リスク感応度の高い
セクターだけがセキュリティ慣行に従い対策を講じ
てきていたが、リアルな懸念に対処するため、不動
産企業もセキュリティ対策を取り入れる必要があ
る。レッドチームの編成やサイバー攻撃シミュレー
ションなどの活動は、不動産企業がサイバー攻撃へ
の耐性を備えているかどうか、また、従業員がそう
した脅威を警戒しているか、適切な訓練を受けてい
るか、効率的に対処する能力を備えているかどうか
を検証するのに役立つだろう。
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このReal Estate Predictionsシリーズで不動産
におけるブロックチェーンについて予測するのは今
回で4度目となる。そして2019年はブロックチェー
ン・テクノロジーの影響に関する認識が「革命から
発展へ」健全に変化する記念すべき年となるだろ
う。当社は2016年の予測で不動産市場におけるブ
ロックチェーンの大きな可能性を浮き彫りにした1。
2017年の予測では、第1世代の応用が構築され、
幅広いユースケースで多くの概念実証が行われる
年になると予想した2。2018年の予測では、ブロッ
クチェーン・テクノロジーを巡る期待は現実主義的
な考え方に基づくべきだと主張し、不動産企業の日
常業務に実用的なソリューションが組み込まれるま
でには数多くのステップを踏む必要があると結論づ
けた3。新たな概念は毎日のように生まれており、ブ
ロックチェーン・テクノロジーへの実践的なアプ
ローチとして強い後押しとなっている。

2018年の予測では、不動産業界におけるブロック
チェーン・テクノロジーの採用に向け、プライバ
シー、データの所有権、国際標準に基づくデータ交
換、データ品質の改善といった点で取り組みが必要
なことについても取り上げた。

不動産におけるブロックチェーンは 
成熟している：無数のユースケース 
から現実的な発展と応用へ

1 2016年：next game changer for real estate? 
2 2017年：done talking start building
3 2018年：Rome wasn’t built in a day
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不動産業界への導入が始まろうとしている
ブロックチェーンにとってエコシステムの形成が必
要であることは明らかである。業界のリーダー、ブ
ロックチェーンの専門家、利害関係者の間で知識を
交換することが重要であり、そうした輪は地域的に
も国際的にも広がるだろう。これからの話題の中心
はエコシステムの革新である。テクノロジーの適応
と改善はもちろん必要であり、実際に実行されるだ
ろう。その重要性は過小評価されてはならないが、
ブロックチェーンが不動産業界で成果を上げるた
めの最も重要な要因ではない。カギを握るのは、自
らのイノベーションの遂行にとどまらない広い視野
のイノベーション戦略を採用することだ。一緒に取
り組まなければならないパートナーとの協力体制
を整えることが最も重要な課題だ。
イノベーターとアーリーアダプターはブロック
チェーンの技法を研究し、概念実証から貴重な教訓
を学んだ。ブロックチェーンの有用性についての結
論は今後数年で導き出されるだろう。不動産に対す
るブロックチェーンのこれまでの応用事例は玉石混
淆であり、不動産におけるブロックチェーンは次の
発展段階に入ろうとしている。

現実的な応用が注目されている
得られた知見と教訓の結論は、もはやブロック
チェーンそのものが目的ではなく、業界はやがて空
騒ぎから覚めるというものだ。いくつかのユース
ケースについては、ブロックチェーンが解決したい
問題に対する最善のソリューションにならないと結
論付けられるだろう。アーリーアダプターの間では、
ブロックチェーンの恩恵を享受するために、数年内
に取るべきステップに関する合意形成は既に始まっ
ており、今後も形成がなされるだろう。大手不動産
企業がブロックチェーンを広い範囲で導入したり、
徹底的に調査したりする兆候がある一方、エコシス
テムの担い手が登場しようとしている。不動産業界
では今後、ブロックチェーンに関する無数のユース
ケースが実用的な応用方法として、特定の課題を
解決するようになるだろう。ブロックチェーンはもは
や革命ではなく発展であるとの見方がますます主
流となるだろう。

既成の体制の一部であるOSCRE（Open Standards 
Consortium for Real Estate＝不動産のための
オープンスタンダード・コンソーシアム）や英王立公
認不動産鑑定士協会（RICS）などの機関もブロック
チェーンについて調査しており、この技法の使用は
業界全体のためになるという立場を取っている。ま
た、ニューヨークで開催される（2019 World Built 
Environment Forum Summit）では主要なテー
マの一つとして不動産の投資と取引におけるブロッ
クチェーンの影響について議論される予定である。
米国電気電子学会（IEEE）のブロックチェーン・イニ
シアチブも不動産業界に関連した活動である4。

不動産業界向けのブロックチェーンに焦点を当てた
「ブロックチェーンと不動産専門知識に関する国際
的ネットワーク」（FIBREE）5などの新たな構想も不
動産業界全体にとって有益である。状況を一気に変
えるのは容易でないし、今後数年は進捗状況に失
望することもあるだろう。だが、イノベーションのラ
イフサイクルにおいて幻想が崩壊する期間があるの
は健全であり、むしろ歓迎すべきことだと考えられ
る。失敗なくして学ぶことはできない。

原則と野心の共有が革新的ソリューションの第二
の波の基礎となる
新たなソリューションが開発・導入される数年後に
向けて考慮すべきと考えられる主な原則と課題は
以下のとおりである。

 • 様々なステークホルダー間のデータ共有を統制
する

 • データ検証は1度限りとし、繰り返し再利用する
（その逆は不可）

 •（データを保管するシステムとは関係なく）データ
は情報源から直接入手する

 • 資格を持つ専門家により信頼されたデータ検証
プロセスをデジタル化する

 • ビルのライフサイクルを通じて不動産データを提
供できる単一の情報源を共同で構築する

 • 不動産に関するライフサイクルのデータ移動を容
易に行えるようにする

 • データの交換と真正性検証にブロックチェーンの
テクノロジーを使用する

 • データ所有者がデータを保有し、共有を管理する
ことを前提に、アプリケーションとユーザーグルー
プとの間における不動産データの可搬性に注力
する

4 https://blockchain.ieee.org/standards 5 https://fibree.org/

執筆者
Jan-Willem Santing（オランダ）
Tinus Bang Christensen（デンマーク）
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不動産ビジネスにおける需要
は今や、従来の事業運営モデ
ルからより柔軟なソリューショ
ンへとシフトしている。技術進
歩とデジタル化、持続可能性へ
の要求、ユーザーのライフスタ
イルの変化のすべてが、不動産
戦略マネジメントと価値創造に
おける適応性の向上を促す要
因となっている。

不動産、ウェルビーイング、人材
従業員は今や、より高い水準のウェルビーイングを
求めるようになり、より高い柔軟性を備え、より健康
的で、持続可能な職場環境を求めている。雇用主
は不動産を創造的に使用することでこうした従業
員の要求に応えやすくなり、ひいては人材の雇用と
繋ぎ留めにおける優位性を確保できる。

コワーキングスペースはここ数年で人気の高まって
いるオペレーションモデルである。その基本的な考
え方は、似通ったニーズや関心を共有するものの、
雇用主は必ずしも同じでない「人々のコミュニティ」
を創造するためにスペースを使用するというもの
だ。コワーキングのコンセプトは、今日の従業員の
ライフスタイルと働き方における根本的な変化から
生まれている。最も注目すべきは、コワーキングス
ペースを効果的に使用しているのがスタートアップ
と中小企業（SME）、さらにはフリーランス、契約社
員、在宅勤務者といった独立した労働者である点で
ある。

研究によると、コワーキングは雇用主と従業員の両
方にウィン-ウィンの関係をもたらす。離れた場所で
勤務するプロフェッショナルが他のプロフェッショナ
ルと同じスペースで、特に近代的で革新的なスペー
スで一緒に働くことにより、従業員の生産性と創造
性が向上する。企業不動産マネジメントの観点から
は、コワーキングスペースのメンバーシップを付与
することにより、不動産契約に柔軟性を持たせられ
る（例えば固定期間で借りるオフィススペースを縮
小できる）ため、コストが削減され、さらには賃貸可
能面積の効率性が増し、結果的に従業員1人当た
りが利用するスペースを縮小できる。

とはいえリスク管理の観点からは、コワーキングと
いうビジネスモデルは、安定的とはいえない事業者
（スタートアップ、SME、フリーランス）が主なユー
ザーであるため、景気後退の影響に対して脆弱であ
る可能性がある。加えて、このビジネスモデルの運
営事業者の契約の拘束力は通常、従来の商業不動
産における契約よりも弱い。固定費が高くて収入が
変動するビジネスモデルの場合、収益性と持続可
能性を確保するためには規模の拡大が必要だ。そ
のため、コワーキング運営事業者間の垂直統合に
向けた流れが起きており、規模が大きくて複数の拠
点を持つ運営事業者がより大きな成功を収めよう
としている。

不動産における持続可能性
持続可能性の強化には、コミュニティや企業および
ステークホルダーに長期的価値をもたらすうえで、
多くの効果がある。例えば企業が優秀な人材を引
き付けて繋ぎ留めたり、ブランドの評判を高めたり
するのに役立つ。さらに、新しい概念である「グリー
ン・ファイナンス」（環境問題の解決に資する投資の
ための資金調達）は、持続可能な活動に取り組む企
業による資本アクセスの拡大を容易にする。世界の
二酸化炭素排出量の3分の1以上がビルによるもの
であることを鑑み、自社の不動産のために持続可
能な活動に取り組む企業が増えている。スマートビ
ルも、ビルにおける非効率的な問題の解決に役立
つ可能性のあるデータの収集、管理、分析を効率的
に行うことができる。

テクノロジーを活用した革新的なソリューションが
市場で利用可能であることから、スマートでグリー
ンなビルの建設は実際には想像よりも簡単である。
デロイトのアムステルダム・オフィスが入居するビルは
その一例だ。このビルの名称は「The Edge」で、イギ
リス建築研究所建築物性能評価制度（BREEAM）
が世界で最もグリーンでスマートなビルとして認定
したことに由来する。同ビルでは、個人のスケジュー
ルに応じてスペースを提供する「ホット・デスク」な
ど、スペース効率を高めるソリューションが活用さ
れている。The Edgeにおけるデロイトのオフィスは
以前のオフィスの半分のスペース（デスク数も半分）
で同じ数の人員を収容し、しかもより改善された職
場環境を提供している。

資産／ポートフォリオの最適化
ここ最近のデジタル・テクノロジーの発展により、企
業は不動産ポートフォリオ・マネジメントからより多
くの価値を引き出すことが可能となっている。不動
産における価値創造の源泉には、収益拡大とコス
ト削減の2つがある。これら２つのトレードオフを最
適化するには分析と専門知識が必要だ。不動産
ポートフォリオ・マネジメントの様々なアプローチの
中からどれかを選ぶ際の重要な考慮事項は、投資
家がポートフォリオのあらゆる側面を効率的に管理
するために必要な知識、スキル、時間、動機を備え
ているかどうかである。投資判断を下す前に適切な
デューデリジェンスを行い、取引後は、価値を最適
化するために、不動産およびテナントを効率的に管
理することも必要である。

不動産マネジメントに柔軟性を持たせる

執筆者：
Jean Pierre Lequeux 
Francois Guiot 
（ルクセンブルク）
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今やデジタル・テクノロジーは、プロセス全体の効
率性と有効性の向上に役立てることができる。標準
化されたレポーティング・ソリューションからクラウ
ドベースのプラットフォームに至る一連のポートフォ
リオ管理ツールは世界のどこからでも利用可能で
ある。手作業のプロセスを撤廃し、完全なデジタル
化に移行するには時間を要するものの、柔軟なアプ
ローチを取ることによって移行作業はより簡単にな
るだろう。

結論
こうした市場の変化を踏まえると、不動産ビジネス
モデルの破壊はさらに進行すると予想される。多く
の企業は、自らのポジションを維持するため、こうし
た新たな環境に順応しなくてはならない。市場のト
レンドは複雑に見えるかもしれないが、市場は新た
な機会を生み出しており、積極的に順応しようとす
る市場参加者は見返りを得ることになるだろう。
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仕事を取り巻く環境は変化している。デロイトでは、仕
事の未来に影響を与える主要な破壊的要因は７つあ
り、それには業務の自動化と置き換え、人工知能（AI）
とロボティクスの進化、ダイバーシティと世代交代、臨
時労働力の台頭などがあると考えている。

あらゆる業界のクライアントが、こうした破壊的要因
がもたらす課題と機会に直面している。組織内で完結
する仕事の内容や、その仕事を行うのに必要な労働力
に対して破壊的要因がどのような影響を及ぼすのか、
多くの考察がなされている。具体的には、仕事の進め
方、事業計画の立て方、従業員の指導方法や関与の
仕方、就労の場所・時間・方式などである。

こうした破壊的要因は物理的な職場にも同じように
大きな影響を及ぼすと考えられており、入居企業、デ
ベロッパー、投資家は、その影響を注意深く考慮すべ
きである。不動産業界が2019年に対応すべきと当社
が考える主要なトレンドは、次の４つである。

仕事の未来は 
変化している：
不動産も変化する 
必要がある

執筆者：
Ana Virginia P. Carnaúba（ブラジル）
Chris Robinson
Russell McMillan（英国）

A constructive view on real estate | Real Estate Predictions 2019（和訳版）

24



立地戦略が重要
立地戦略の重要性がかつてなく高まっており、その
要因は、スキルを備えた人材確保の必要性、よりコ
ストの低い立地エリアへの移転による財務改善の
必要性、または地政学的なイベントへの対応の必
要性である。

過去には、立地戦略がその場しのぎの対応として立
案されることが少なくなかった。今後は、入居企業
による定期的な見直しが必要である。それにより、
事業拠点の面積を最適化することができ、さらには
適切なペースで、将来の必須要件を予想し、計画を
練ることが可能になるだろう。

デベロッパーと投資家にとって非常に重要なのは、
新たに注目すべき立地エリアを把握し、そうした場
所で必要となる不動産を提供することである。そう
した対象に成長途上の市場への投資が含まれる場
合、新たなリスクがもたらされる一方で、市場が成
長する中で需要を捉える機会が生まれるかもしれ
ない。

不動産はバリュー・ドライバーと考えるべき
多くの組織は依然として、不動産を管理対象のコス
トとみなしている。将来は、不動産をバリュー・ドラ
イバーと考えなければならない。不動産のバ
リュー・ドライバー化は、エンプロイー・エクスペリ
エンス（従業員が企業や組織の中で体験する経験
価値）を重視し、目的の明確化、積極的な関与、協
業の深化、イノベーションの促進を意図して設計さ
れた物理的環境を提供することで可能となる。テク
ノロジーに支えられた世界の要求は急激に変化し
ており、未来の組織がそうした変化に対応するうえ
で、こうした物理的環境が重要な役割を持つからで
ある。

そうした物理的環境を設計するには、入居企業が
職場で実現したい価値を具体化して追求できなけ
ればならない。デベロッパーと投資家の課題は、単
に短期的なリターンの最大化を目指すのではなく、
入居企業が重視する特徴を備えたビルを市場に供
給することである。

スペースの使われ方は変化する
過去においては、コストを削減するために在宅勤務
が推奨されていた。現在、アジャイル的な働き方を
望んでいるのは従業員の方である。こうしたトレン
ドは、従来型のオフィススペースの必要面積を縮小
し、チーム作業、協業、コワーキングを支える非従
来型のオフィススペースが大幅に拡大すると予想さ
れる。

入居企業には、こうした労働力の将来の期待に応
えるため、スペースを実際にどのように使うのかを
より深く理解することが求められる。そのための手
段の一つに、センサーをはじめとするビルテクノロ
ジーの活用がある。ビルテクノロジーを活用するこ
とで、異なる種類のスペースがどのように使用され
ているかに関する知見が得られ、ビルをより高い稼
働率で運営することが可能となる。

加えて、入居企業はコスト効率を高めることのでき
る設備・什器ソリューションを採用する必要がある。
ただし、こうしたソリューションの採用に当たって
は、会社の伝統的で硬直的な基準を撤廃する必要
に迫られるだろう。

デベロッパーと投資家の課題は、基本構造のレベ
ルでより幅広い形態への柔軟な対応能力を持つビ
ルを提供し、インテリジェントビルのデータを取得
し、分析・予測することである。

フレキシブルなオフィススペースは 
戦略的ソリューションの一部となる
サービス付きのオフィススペースはかなり以前から
不動産企業のポートフォリオの一部となっているも
のの、プロジェクトや不足スペースに対応するため
の戦術的ソリューションとして使用されているケー
スが多い。だが、柔軟性の高いフレキシブルオフィス
の市場がより高度化する中、入居企業はこうしたオ
フィススペースの戦略的な使用を視野に入れてお
り、急速に成長するデジタルビジネスを収容するた
めに使用するケースが目立つようになっている。組
織がよりダイナミックになり、未来がより不確実にな
る中で、不動産企業のポートフォリオにおけるフレ
キシブルスペースの持つ役割はかつてなく大きくな
ると考えられる。

入居企業の課題は、長期契約に基づく従来型のス
ペースに対するものを上回るコストプレミアムが柔
軟性の高まりとアメニティの向上によって正当化さ
れるのかどうかを自ら確認することである。この点
は、貸主と投資家に対して「入居企業が喜んで支払
おうとするプレミアムをどのように獲得するか」とい
う問題を提示している。そのため、多くの貸主と投
資家が、より短期間で柔軟な賃貸契約への移行や、
フレキシブルオフィスの独自ブランドの立ち上げを
検討している。

結論
不動産業界における意思決定は、多額の支出とコ
ミットメントを伴い、長期的に拘束されるものであ
る。イノベーションや「フェイルファスト」（誰よりも早
く、多く失敗する）といった考え方は、数百万ポンド
の建設契約、マルチアセットのグローバル・ポート
フォリオ、あるいは投資家のセキュリティと長期保有
への要求とは相いれない。

とはいえ、仕事の未来を避けて通ることはできな
い。さらに言えば、仕事の未来は、自動化の影響を
受ける製造業組織のオペレーションモデル、あるい
は店舗とオンラインの消費者データ収集・活用能力
の強化が求められている小売業のオペレーション
モデルの変革を通じて、商業用オフィス以外の市場
にも影響を及ぼすだろう。

デベロッパーと投資家にとって、仕事の未来とは、
将来の人材が働くビルを開発して投資することであ
ろう。未来のビルは入居企業が重視する要件に基
づいて設計されるべきであり、ビルはフレキシブル
で、未来の職場を管理するのに必要なテクノロジー
を十分に活用できるものでなければならない。

入居企業は、不動産が自社の組織に提供する価値
が最大化するかどうかに注目すべきだ。具体的に
は、戦略的な立地、長期と短期の賃貸契約のバラン
ス、物理的な職場と仮想の職場の整合性について
最適化への取り組みを継続するとともに、職場設計
の中心にユーザー・エクスペリエンスが置かれてい
るかどうかを確認する必要がある。
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企業不動産（CRE）関連の企業は、「不動産テック
（PropTech）」と呼ばれる比較的最近になって台頭
してきた不動産テクノロジー・スタートアップにどう
対処すべきか、まだ理解していない。より広範な金
融サービス分野の大半がパートナーシップ・メンタ
リティー（取引先や利害関係者をパートナーとみな
す考え方）に移行する1中、CRE企業は依然として不
動産テックを潜在的な協力相手ではなく、ディスラ
プター（破壊者）とみなしている2。

対照的に、機関投資家が不動産テックの価値を理
解していることは明らかである。当社が世界のCRE
機関投資家500社を対象に行った調査では、不動
産テックがCRE業界にある程度ないし大きな影響
を及ぼすと考えている回答者は90%近くに上った

（図1）3。世界の投資家はCRE資金の約14％を不動
産テックへの投資として計画しており、新たに創業
する不動産テックが急減しているにもかかわらず、
不動産テックへの新規投資額は2014年の30億ド
ルから2018年に180億ドルに増加した（図2）4。

だからといって投資家がハイテクのトレンドを単に
やみくもに追いかけているわけではない。投資家は
資金をより成熟した不動産テックに振り向けてい
る。具体的には、不動産テックが2018年に調達し
た資金のうち、レイトステージ（基本的にシリーズC
以上）の資金調達額が71％を占めた。調査対象の
機関投資家の3分の1近くが、既存のCRE企業と不
動産テックとの現在の協業が将来の投資判断に影
響を及ぼすと回答した5。

不動産テック： 
デジタル不動産を推進する

1 Sam Friedman, Michelle Canaan, “Closing the gap 
in fintech collaboration: Overcoming obstacles to a 
symbiotic relationship”, Deloitte Center for 
Financial Services, 2018年10月

2 Audrey Baverel, Silicon Luxembourg, 2018年5月17日

3 Surabhi Kejriwal, Saurabh Mahajan, “2019 
Commercial Real Estate Outlook: Agility is key to 
winning in the digital era”, Deloitte Center for 
Financial Services, 2018年10月

4 Venture Scanner Database, 2018年12月31日
5 同上
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不動産テックによる資金調達は、新たに創業する企業が急減しているにもかかわらず継続的に上昇している

投資家は不動産テックがCREに及ぼす影響の度合いを「ある程度」ないし「大きい」と評価している

より成熟した不動産テックに投資を配分しているベンチャーキャピタル投資家*

投資家はCRE資金の平均14％を不動産テックへの投資として計画

65
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大きい

ある程度

21

13

回答者の割合 回答者の割合

回答者の割合
関心の高い資産

影響の度合いを「ある程度」ないし「大きい」と評価した回答者の比率 投資枠の割合が最も高い回答者のカテゴリーと最も低い回答者のカテゴリー
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図1：投資家は不動産テックがCREに与える影響を楽観的にみている

図2：投資家はより成熟した不動産テックを選好している

出所：Deloitte Center for Financial Servicesの分析

出所：Venture Scanner Database（2018年12月31日） * 開示されていないカテゴリーにおける数値は除外
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投資家の不動産テック選好が高まっている 
理由は何か？
不動産テックが投資家を引き付ける主な要因は、
不動産テックが既存の技術と発展途上のテクノロ
ジーを用いて新しい革新的なアイデアを育んでいる
ことであろう。不動産テックは透明性とオペレーショ
ン効率を高めるためだけでなく、テナント・エクスペ
リエンスと情報の流れを改善するためにもテクノロ
ジーを利用している。こうした取り組みは、最終的
に不動産の収益性と投資家リターンの両方を高め
るだろう。

例えば英国のOpen Boxは、不動産企業を対象に、
ロボット・アズ・ア・サービス（RaaS）モデルをベー
スとした業務自動化サービスを提供している6。同
社の不動産オートメーション・エンジンは予算編成
部門から査定部門へのデータ伝送を自動化し、数
時間を要していた手作業による単調な業務を撤廃
する7。もう一つの例は深層学習アルゴリズムを使用
して不動産文書の抄録サービスを提供するドイツの
Leverton8で、同社のプラットフォームは購入と売
却、賃貸、権原保険、モーゲージ・ローンの契約に
関する複雑な文書から関連情報を抽出して構造化
するために自然言語処理などの機械学習能力を使
用している9。

また、多くの不動産テックが、CRE資産を単なる物
理的スペースではなくサービス・ハブと位置づけて
ビジネスを再定義している。不動産テックは通常、
チェンジエージェントとして活動し、不動産ビジネ
スの中心的な価値観であるロケーションの重要性

を維持しつつ、物理的スペースの使い方に関する認
識を変える。例えば米国のWeWorkが、絶え間なく
活動する働き手のために活気に満ちた環境、座席
レイアウトの様々な選択肢、アメニティ、ネットワー
クづくりの機会を提供することにより、単なる機能
的な体験以上の実現を目指していることは明らか
である10。

不動産テックが不動産ビジネスにアプローチする
際の人材に関する考え方も従来のCRE企業と異な
る。不動産テックではデータサイエンスやテクノロ
ジーの経験を持つ従業員の比率が高く、技術ベー
スのソリューションを既存のCRE企業より短期間で
開発できる。また、従来のCRE企業に比べ、組織が
リーンで意思決定が早い。

不動産テックが以上のような優位性を持つ半面、業
界知識の不足、既存CRE企業の技術導入の遅さ、
時宜を得た資金調達ができないといった理由で生
き残るのに苦労する不動産テックは多い。

CRE企業と不動産テックが共同でデジタル不動産
を推進するにはどうすればよいのか？
すべての不動産テック投資が望ましいリターンを創
出するわけではないため、不動産テックに投資する
CRE企業は、リスクをより積極的に取り、フェイル
ファストのアプローチを採用する姿勢を持つ必要が
ある11。さらに、不動産テックとの間でより成熟した
パートナーシップを構築し、単なる戦略上の投資を
超えた関係に発展させることを検討すべきである。

投資家にとって、不動産テックへの投資がもたらす
リターンを測定する量的および質的な指標の確立
も重要だ。CRE企業の場合、市場への浸透度に応じ
た売上高およびコスト削減の目標を検討してみて
はどうか12。あるいは、質的な指標にテナント・エク
スペリエンス、透明性、効率性、あるいは革新レベル
の漸進的な変化を加えるのもよいかもしれない。

不動産テックと世界的なフィンテック・エコシステム
に対する投資家の関心の強さについてより詳しく知
りたい方は、当社のレポート2019 Commercial 
Real Estate Outlook: Agility is key to winning 
in the digital eraおよびFintech by the 
numbersをご覧いただきたい。

6 Open Box社ウェブサイト, 2018年8月15日
7 同上
8 Leverton社ウェブサイト, 2018年8月15日
9 同上

10 Surabhi Kejriwal, Saurabh Mahajan, “2019 
Commercial Real Estate Outlook: Agility is key to 
winning in the digital era”, Deloitte Center for 
Financial Services, 2018年10月

11 同上
12 同上

執筆者
Surabhi Kejriwal 
Saurabh Mahajan
（米国）
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不動産テックは通常、チェンジエージェントとして活動し、
不動産ビジネスの中心的な価値観であるロケーションの
重要性を維持しつつ、物理的スペースの使い方に関する
認識を変える。
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次世代のアーバン・モビリティは世界中の都市にまた
とない機会をもたらす。

自動運転車、ライドシェアリング・サービス、さらには
様々なテクノロジーの導入によって交通エコシステム
が変化しようとしており、それに伴って都市の景観も
一変しつつある。未来のスマートシティの活動を支え
るのは、コネクティビティ、創造的コラボレーション、
ネットワーク化された地域社会のレベルアップと、大
幅に進化した複雑な交通エコシステムである。

だが、近未来の都市の姿が明らかになろうとしてい
るにもかかわらず、現在の都市部の通勤にはなお
平均で数時間を要し、持続可能な地域づくりの実現
は依然として課題となっており、都市は交通インフ
ラのコストと格闘している。交通機関をより手頃な
ものとしつつ使い勝手を高めるには、土地と不動産
の持つ高い価値を解き放つことが重要な要素とな
ろう。こうした観点から見た場合、市民、地域社会、
都市のそれぞれの価値を同じように解き放つことの
できる革新的なパラダイムは存在するのだろうか。
答えは、都市中心部の交通ハブのあり方を公共交
通指向型開発（transit-oriented development
＝TOD）を通じて見直すことで、見つかる可能性が
ある。

TODと都市の未来
現代の都市は急激に進化しており、テクノロジーの
飛躍的な進歩が生活と仕事や娯楽など変えてい
る。新世代の働き手は、職場から近い場所に住むの
を好むだけでなく、職場により近い場所に住もうと
積極的に行動する。一方、世界中の都市における公
共交通機関の利用者数は2000年から2015年の
間に20%近く増加した。例えばカナダでは、トロン
ト、モントリオール、バンクーバーの3大都市だけで
公共交通機関の利用者数の70％を占めている。

こうした状況は、未来の交通ハブ（鉄道の駅やモビ
リティ・ハブなどの主要な結節点）を計画する都市
に非常に大きな機会があることを示している。この
機会を最大化するには、持続可能な都市の未来に
関する展望を盛り込むための戦略的思考が必要
だ。TODを注意深く設計することにより、近隣地域
を再活性化し、高度につながった地域社会を実現
できる。

では、TODとは何か？
TODは地域社会開発手法の一つで、その基本的な
考え方は、質の高い公共交通機関のノード（結節
点）から概ね１キロ以内を目安とした徒歩圏に住
宅、オフィス、小売り、その他考え得る施設を多目的
開発によって統合するというものである。TODはそ
れ自体が生態系であり、すべての参加者に対して相
互的な利益を提案する。例えば、通勤者は公共交
通機関のノード設備が改善するメリットを享受し、
小売業者は徒歩圏内の来客者による恩恵を受け、
コネクテッドビジネスは徒歩で通勤できる優れた人
材のプールを確保できる。さらに住民は、汚染レベ
ルが低く、価値が増大する可能性が高く、活気に満
ちたコネクテッド・コミュニティを通じて恩恵を受け
る。総合すると、高密度で価値を生み出す近隣地域
と土地開発利益還元（LVC）による利益が都市にも
たらされる。TODには、すべての人の利益となる真
の都市建設とスマートシティを加速する潜在力があ
る。

TODはライフスタイルから環境、経済に至るまで、
次のようなメリットをもたらす。

都市化と公共交通指向型開発
（TOD）の未来
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TODがもたらす機会
問題は、都市はどのようにすればTODの機会を活
用し最大化できるのかである。

現時点における選択肢の一つは、駅の鉄道駅の平
面駐車場および立体駐車場の空間を高密度な多目
的施設に変更することだ。そのために必要となる大
規模なインフラ投資の資金調達には、多くの場合、
公共部門と民間部門のジョイント・ベンチャー（合
弁事業）を役立てることができる。カーシェアリング
や自動運転車の台頭によって駐車場の重要性は急
速に低下しており、鉄道駅周辺の駐車場の面積を
縮小して代替用途に転用する可能性が広がろうと
している。ただし、代替用途の開発には慎重で戦略
的な計画が必要だ。シンガポールのマス・ラピッド・
トランジット（MRT）と香港のマス・トランジット・レ
イルウェイ（MTR）は、公共交通志向の開発プロ
ジェクトを進める中、プランニングとゾーニングを十
分に検討している。

地下鉄の場合、トンネルや基地の上の空中権の売
却などによりが新たな機会が提供される。例えば、
ニューヨーク市の過去最大の開発プロジェクトであ
るマンハッタン地区のハドソンヤード。このプロジェ
クトでは、メトロポリタン・トランスポーテーション・
オーソリティー（MTA）がマンハッタンのファー・ウエ
ストサイド地区で所有する遊休車両基地を開発と
商業活動のハブに転用した。空中権を貸す側の
MTAは、プロジェクト関連企業およびカナダの不
動産投資会社であるオックスフォード・プロパティー
ズとの間で、新しい文化施設とオフィス／店舗／居
住スペースを併設した総床面積100万平方メート
ル超の施設の開発に向けた長期契約を締結した。

市民には：

 • 運転時間の短縮、ひいては生産性の向上

 • 通勤時間が短縮された分を生活の質（生活、仕
事、遊び）のための時間に充てる機会の増加

 • 低コストの移動手段の選択肢が拡大し、可処分
所得が増加する

 • 徒歩圏に収まった地域社会でより健康的で活動
的なライフスタイルが可能

地域社会には：

 • 近隣地域の長期的に持続可能な開発

 • 自動車による大気汚染および温室効果ガス排出
量の削減

 • 地域社会の商業地域における資産評価額の改善

都市には：

 • 利用者数の増加と運賃収入

 • 都市の集積率の上昇とそれに伴う土地の価値の
捕捉

 • 経済的機会およびアクセスの改善
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TOD：経済成長の触媒
都市とアーバン・モビリティは驚くべき速さで変化し
ており、その速さは加速する一方であろう。TODに
関して最も期待される点は、TODが活気に満ちた
人間中心の地域社会の構築に役立つ様々なソ
リューションを揃えていることである。

世界の都市は今後、新たな時代のアーバン・モビリ
ティとスマートシティの枠組みに挑戦するに当たり、
全く新しい一連の課題に向き合うことになる。TOD
は、 地方自治体の介入、スマートな戦略のプランニ
ング、方針の明確化に支えられることで、持続可能
な未来に向けた成長の触媒として機能する。

TOD基準3.0は以上の二つの重要な側面に加え、
メリットを最大化するプロジェクトを実現するため
に開発のプランニングとデザインに盛り込まれる可
能性のある要素として、以下の8点を概説している。

 • ウォーク：歩くことを促す近隣地域を開発する

 • サイクル：自動車に頼らない輸送ネットワークを
優先する

 • コネクト：街路や歩道の高密度ネットワークを構
築する

 • トランジット：開発対象の場所を高品質の公共交
通機関に隣接させる

 • ミックス：多目的利用を計画する

 • デンシティ：密度と輸送能力を最適化する

 • コンパクト：通勤時間の短い地域をつくる

 • シフト：駐車場や道路の利用を規制することによ
りモビリティを高める

成功するTODのプランニング
TODプロジェクトが成功することにより、二酸化炭
素排出量の削減から持続可能で生活に適した都市
に固有の社会経済上のメリットに至るまで、様々な
成果を享受できることは明らかだ。だが、TODを成
功させるには、注意深くプランニングし、戦略的に
資金調達に取り組み、施設の設計に即したマーケ
ティングを実施する必要がある。では、成功する
TODの重要な要因とは何だろうか。交通開発政策
研究所（ITDP)の報告書によると、政府の介入と土
地の潜在力が重要な二つの要因である。

TODの成功にとって最も重要なのは、政府による
介入と奨励である。地方自治体がTODのために効
果的な奨励策を取らなかった事例では、新たな交
通路線の開設が生み出す経済効果は投資額そのも
のにすぎなかった。例えば米国のピッツバーグ市の
南部と西部で運行するバス路線は乏しい支援しか
受けられず、TODへの投資による経済効果は限定
的だった。だが、市からある程度の支援を得た東部
のバス路線では9億300万ドルの経済効果がもたら
された。

TODを成功させるうえで2番目に重要な要因は土
地の潜在力、すなわち地域市場の強さ、予想される
不動産の成長、交通ルートの質、望ましい商業地域
までの近さなどである。ITDPの報告書によると、土
地の潜在力はTODの成功において必ずしも直接的
な役割を果たさない。すなわち、土地の潜在力が小
さいロケーションであっても、地方自治体が開発を
支援し、プロジェクトのマーケティングと推進で主
導的な役割を果たせば、やはり成功する可能性が
ある。

TODによる価値創出のもう一つの代表例は、ロン
ドンのボンドストリート駅である。この事例では、世
界で最も不動産価値の高い商業不動産地域の一つ
である同駅の2つの地下鉄切符売り場が再設計さ
れ、その上に新しい高付加価値の施設が建設され
た。この機会提供に伴う収益は、地下鉄運営当局
に大きな経済的効果をもたらし、交通計画用資金
の調達を支えた。

TODは自動車による輸送への依存を減らし、ひい
ては大気汚染を減らす。それによって実現される環
境上のメリットは、TODという考え方への関心が高
まっている主な要因の一つとなっている。中国の成
都市は、環境に優しい持続可能な開発の基盤とし
て、高密度で多目的の都市環境に大量輸送機関へ
の容易なアクセスを結び付けるTODの一例であ
る。 政府当局は、成都市で驚くべき成果が幅広くも
たらされたことから、主要な交通ハブの近辺への経
済活動の集積を促進する政策としてTODの価値を
理解し始めている。
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問題は、都市はどのようにすればTODの
機会を活用し最大化できるのかである
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