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            要旨 

 

 

 日本の不動産業はバブル経済前の急速な発展を経て、バブル崩壊の被害を

受けた。景気回復の対応として、日本政府と不動産会社は様々な措置を講じ

たが効果が微々たるものである。しかし、日本不動産は魅力的なところがあ

り、発展を妨げる問題を解決すれば、新たな発展を迎えることができる。 

 最近、新しい購入ブームが起きた。日本の不動産業は回復の兆しが見え始

める。また、今後のきつい震災復興の現状の下で、福岡の経験を参考にして、

被災地の復興方針を先に立てるということが分かった。そして、不動産のグ

ローバル化の下で、今後の日本不動産は他国の発展モードに基づいて、豊か

な創造力や文化力、健全な運営、安定的な価値という方向に進むべきである。 
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１．はじめに 

 ９０年代ごろ、日本におけてバブル経済が崩壊した。経済発展の重要な一

環として、不動産も大きなショックを受けた。日本政府は経済回復のために

いろいろな政策を講じていたがあまり効果が見えなかった。日本経済はどの

ような道を歩むべきか。また、日本不動産の将来はどこにあるか。本論は不

動産の景気、衰退及び復興から、不動産の発展道と未来を検討したい。この

発展道を明らかするために、まず、日本不動産の景気と崩壊から着手しなけ

ればならない。その景気の市場状況と崩壊の状態を対比することによって、

日本不動産の発展ぶりを紹介する。また、日本政府は経済危機にどのような

政策を立てたか。企業側もどのように新たな道を開拓していたか。その実績

はどうだったか。つぎ、日本不動産の長所と短所を述べるつもりである。こ

の部分は日本市場、経済政策などの面から進めたい。そして、日本政府は不

動産の優劣を調和するため、努力した成果を見てみよう。  

 そのほかに、近年、起きた不動産購入ブームを述べるつもりである。その

ブームは以前の投機熱と比べて、どのような新たな特徴をつけられているか。

また、その原因は一体何であるか。それをはっきり説明するために、ほかの

国の投資者と比較し、答えを探す。この部分は中国の投資環境、アジアほか

の国の投資者の考え、ヨーロッパ投資の減少という三つの面から進めたい。

そして、このブームに対する考えは日本政府、企業の場合からそれぞれ説明

したい。８０年代のブームを経験した日本は今度のブームに謹慎になった。

日本不動産の未来に積極的な意見、心配的な見方に分けられている。それは

何であるか。最後に、今後きつい震災復興の現状に直面する日本はどうする

か。その状態を脱出するために。日本不動産の新しい試しを述べりたい。そ

の試しからどのような示唆をもらえるか。また、今後の不動産にどのような

方向を示すか、日本不動産はどのような発展道を歩むべきか。 



 

２．経済危機からショックを受けた不動産業 

2.1.危機前不動産業市場情況 

日本政府は 1985年のプラザ合意による急速な円高で景気が悪化することを

恐れて、国内需要を拡大する政策を立てた。したがって、1980 年代後半、土

地と株式を対象として投機熱が盛んになった。特に「土地は必ず値上がりす

る」といういわゆる「土地神話」に支えられ、転売目的の売買が増加した。

地価は高騰し、数字の上では東京 23区の地価でアメリカ全土を購入できると

いわれるほどとなり、銀行はその土地を担保に貸し付けを拡大した。「1985

年から東京、大阪、名古屋などの六大都市は地価が毎年、二桁の数で上がっ

た。1986 年に日本の土地総額は 1322 兆円でした。これが 1990 年には 2456 兆

で、4年間でなんと 1134 兆円も増加したのである。ピーク時、日本の土地総

額は 2500 兆円に近づき、アメリカ全土の 5 倍近い値段と同じである。」地

価上昇につれて、都市近郊に適当な戸建住宅を取得する事が困難になった。

日本のような戸建主義的な都市構造において、戸建住宅を取得することが人

生の夢、目標の一つであるとされ、それを動機として貯金に励む事も行われ

ていた。しかし過度の地価上昇を見て、これ以上値上がりする前に一刻も早

く住宅を取得すべきだと考える人も増えた。その行動はまた地価上昇に拍車

をかけた。 

2.2. 危機後深刻になった不動産 

不動産市況はバブル経済崩壊後、日本経済の「失われた 10 年」とともに長

い不況を経験した。1991 年ごろ、日本不動産市場が崩壊し始めた。巨大なバ

ブルは東京をはじめ日本全国に波及した。 土地と住宅は全然売れなくなり、 
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空房は所々見えた。不動産価格も暴落し、当時六大都市の地価は 15%－

20%ほども下がった。2005 年日本国土交通省の地価統計データにより、日本

全土の平均地価は 14 年間引き続き下落していた。1991 年と比べて、住宅地

価はすでに 46%下がり、不動産バブル発生 の 1985 年の水準に戻った。商業

用地も 70%も下落し、1974 年来の最安値となった。「東京圏の商業地の地価

は 1983 年初めを 100 とすると、ピークの 1991 年には 341.5 にも達していた。

商業地の全国平均地価は、1992 年が-4.0％、1993 年が-11.4％、1994 年が-

11.3％にも達し、同じく東京圏では 1992 年-6.9％、1993 年-19.0％、1994 年-

18.3％というたいへん大きなものになった。」この不況の下で不動産会社が

相次ぐ倒産していた。一つの要因は設備の過剰であって、これは景気の後退

局面で普通に見られる。もう一つの要因は金融機関からの融資不可能になる

のである。「バブル崩壊前に銀行やノンバンクは不動産の開発のために巨額

の資金を融資したが、バブルの崩壊によってその内の相当額が回収不能にな

り、多額の不良債権をかかえ込んだ。」従って、不動産業の不況がこれ以上

深刻になった。 

   2.3.今まで危機による被害と余波 

  バブル崩壊後、1990 年代に、日本経済は「失われた 10 年」と呼ばれた長

い低迷期を経験した。第一、バブル崩壊の１０年間、不動産会社及び金融機

関は数多く倒産した。例えば、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行、日本債

権信用銀行などが不良債権の増加や株価低迷のため破綻した。第二、危機前

金融機関から多額の融資をしていた不動産会社はバブル崩壊に伴い、業績も

悪化し、返済が出来なくなった。実際に返済が滞った場合には不良債券とし

て処分すべきである。しかし、金融機関側は危機の深刻さを十分に意識しな

かった。景気はすぐに回復できると期待し不良債権はこのように額を積み重

ねて深刻になった。また企業、個人の経済活動は慎重になり、金融機関もお

 
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012256775  [EB/OL]. 

 東京書籍編集部.『現代社会』[M].東京書籍，1993,P92. 

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E6%99%AF%E     

6%B0%97[EB/OL]. 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E6%99%AF%25E


金を簡単に貸さなくなったのである。特に中小企業は担保などによる資金を

失い、倒産の問題に直面していた。第三、バブル時期に起きた過剰な不動産

投資により、企業はほとんど借金だらけで、これも１９９０年代日本企業投

資不振の大きな要因の一つである。第四、不動産価格の引き続き下落によっ

て、日本平均預金率も下がり、国民の生活水準も向上できなかった。そし

て、危機前お金を借りて土地を購入した人はバブル崩壊後に同じような資産

が安値で売り出されても、資産価値下落の補償を受けられないので大損にな

った。第五、「土地神話」、「銀行不倒」がついに崩れたので、国民と企業

は経済的な不安が大きくなった。 

3.危機に対する対策 

 3.1.日本政府側の政策 

「プラザ合意によって円高は急ピッチに進行した。当時の世論は「円高不

況論」（円高によって日本の輸出が減り、国内産業が不況に陥るという考

え）が支配的であり、日本政府は円高に対する総合経済政策を決定し、低金

利による内需拡大・公共事業投資・住宅および都市再開発事業の促進などを

実施した。」「92 年以降、60 兆円を超える「総合経済対策」費が建設国債

の発行によって調達され公共事業に次き込まれて何回となく景気回復が指摘

された。景気回復策として、総合経済対策 10.7 兆円（92 年 8 月）、総合経済

対策 13.2 兆円（93 年 4 月）、緊急経済対策 6.0 兆円（93 年 9 月）が実行され

た。」1986 年 1 月末から 1987 年 2 月まで約 1 年間のうちに公定歩合が 5 回

にわたって 5％から 2.5％という低水準まで半分も下がった。このように過剰

貯蓄を個人消費と設備投資などの内需の拡大に振り向けられる。また、通過

供給量の拡大、金利引下げ、公共事業への何兆円もの投資、政府支出の増大、
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企業への政府からの資本貸出、銀行の救済策などが実施された。日本政府は

20 兆円を用意し、潰れかけた企業を助ける資金とした。そして、日本政府は

金融業界の諸々の制限を緩和し、投資者の不動産投資信託の設立に手伝い始

めた。次に、政府は開発者の項目開発の便利さを図るため、建築業の標準を

調整した。例えば、住宅の高さなどである。実際にはこれらの措置は日本不

動産に資金を注ぎ、活力を与え、また再開発を易しくとなったのである。日

本の不動産も新たな持続可能な発展段階を迎えてきた。 

3.2.業側踏み出した新しい道 

大手の企業で人件費の削減と大規模な合理化 ・リストラが実行されたが、

それによっ てもたらされた円高を利用した日本企業の海外とくにアジア諸国

への進出が急増してきた。「また、東南アジア地域からの低価格製品の大量

輸入によって、 規制緩和と「価格破壊」が一層顕著に進んでいくことになっ

た。国内需要材（国内品、輸入原材料、輸入中間財）の卸売物価（1990 年平

均 ＝100、日本銀行調べ）は 91 年 100.8、86.1 、87.7、92 年 99.8、82.3、82.0、

93 年 98.0、68.7、72.7、94 年 96.7、65.7、75.8、95 年 95.9、66.8、75.2 と急落

していったが、なかでも輸入原材料と輸入中間財の下落が著しい。これによ

って、低価格輸入製品 ・部品を利用した大企業の輸出品の徹底的なコストダ

ウンが実現された。」また、「規制緩和の一環として不況下の経費削減、殊

に固定費削減のため企業の業務を担う人員や業務そのものを企業そのものか

ら切り離し、外部から調達する方法も取られるようになった。人材派遣業会

社から人員を調達して企業の業務に当たらせることで雇用を流動化させた。

企業にとって派遣は保険や年金等の社会保障を省略できる事、定年までの雇

用の義務が無い事から、年金に対する負担が無い事、景気に応じて雇用の調

整弁として有用なこと、そして、能力に応じた賃金を支払えば良く、年功序
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列に応じた高賃金の支払いを免れる利点がある。会社の所有する不動産等が、

本当に経営に見合うものかを精査する傾向が出てきた。保養地等を売却する

動きが出たほか、オフィスをより賃料の安い場所に移して固定費を削減した

り、本社ビルを売却して獲得した資金で経営の立て直しを図る会社も現れ

た。」日本の不動産会社はこのように新しい道を開いてきた。 

3.3. 実績、得た回復の割合 

バブル崩壊後、日本政府は様々な政策を講じたが初期の金融政策や財政政

策による景気刺激が小規模であったことが指摘された。公共事業への投入が

逆に財政赤字の拡大を招いた。また日銀は 1991 年 7 月に公定歩合を 0.5%引

き下げたが金融緩和の速度が遅かったと考えられている。これらの政策は外

国から「政策規模が小さすぎ、実行が遅すぎ、そのため効果的な政策ではな

い」と批判された。次第に大規模な財政刺激は必要があると考えられる。

「1993 年 10 月を底に景気は回復するが、政府は財政赤字の縮小を急ぎ、

1997 年 4 月から消費税率を 2%引上げ、2 兆円の特別減税を廃止するなど、約

9 兆円の負担増を実施した。ところが、同年にはアジア通貨危機が発生した

ことや、年末には金融機関の経営破綻が続いたことなどから、景気は極端に

悪化することになった。二度目は金融政策の失敗である。1999 年 1 月を底に

景気は回復しはじめ、日銀は政府の反対を押し切って 2000 年 8 月にゼロ金利

政策を解除した。」 

「1980 年代のバブル経済が派手に崩壊した後、15 年に及ぶ低迷と衰退を経

た日本経済にもようやく回復の兆しが見え始めた。不動産価格も回復しつつ

ある。デフレは制御されているように見え、5 年以上実質ゼロだった金利も

まもなく上昇し出すようである。1999 年以来、政府は大手銀行の資本を上げ

るために公的資金を注入し、不良債権を減らすことに便宜を図り、保有債権
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を転換権付優先株にスワップすることを承認した。」バブル経済後、日本経

済は緩やかに回復してきた。住宅建設は回復の兆しが見られる。設備投資は

製造業を中心に減少している。公共投資は堅調に推移している。ここ数年、

政府の政策の調整、企業の産業転換などに伴い、日本経済は少し明るい動き

が見えるが任重くして道遠しのである。 

4.日本不動産業の魅力と問題    

  4.1 日本不動産の魅力 

 （1）イールドギャップの魅力。イールドギャップは不動産投資回りと長期

金利のことを指す。外国人投資者が日本の不動産へ投資をする要因の一つに

他の国と比べてイールドギャップの大きさが挙げられる。例えば、オフィス

ビルへの不動産投資のインカムリターンから長期金利を差し引いたイールド

ギャップは日本が約 4.6％、米国の 2.6％、英国の 1.7％と他国と比べて大き

くなっているがキャップレートの絶対水準は米国、英国、日本の順になって

いる。つまり、日本のイールドギャップの大きさは他国の長期金利と比べて

非常に低い金利水準が主因である。 

 （2）為替差益。「外国人投資家の日本への投資意欲を支えるのはイールド

ギャップだけではなく、円安による不動産の取得コストの低下も大きな要因

であると考えられる。」投資者にとって、現在の日本の為替差益を得る好機

となっている。 

 （3）安心できる。「日本の不動産はハード面から見ると、施工技術、設備

等に関して、厳しい設計、評価システムが完備しており、安心な住まいが保

障できる。ソフト面では普段で定期清掃から管理契約、長期修繕計画まで十 

 


  http://knowledge.wharton.upenn.edu/papers/download/JapaneseReport.pdf#search='今回の日本

の景気回復は本物のようだ[EB/OL]. 
  http://www.stbri.co.jp/file/pdf/cafe/RC88.pdf#search='外国人投資家の日本

で不動産市場への投資増加の背景'[EB/OL] 
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分な配慮がなされており、長期に渡り快適な生活が保障できる。」すなわち、

ある安定感が味わえるとうことである。 

 （4）自然の魅力。観光資源が豊富で、自然環境もいい。環境保護を重視す

る国であり、快適な生活ができる。 

4.2経済政策と自然災害による問題 

 （1）アスベスト問題。建物には多くの部分でアスベストが使用されてい

る。アスベストによる健康被害は深刻であり、損害賠償請求されることも増

えてきている。 

 （2）自然災害。日本は地震多発な国である。国土交通省は二十日、東日本

大震災後で初の公的な地価によって、住宅地の全国平均はマイナス 3.2％で

二十年連続、商業地は同 4.0％で四年連続の下落ということが分かった。こ

れを見ると、2009 年前半から縮小を続けた下落率が、震災の影響で拡大に転

じた。  

（3）金融緩和政策 。株式や不動産価格の急落、企業倒産の多発と失業の

増加、金融機関の不良債権問題の深刻化、デフレの進行など、経済の悪化に

伴って、日銀」は、金融緩和を段階的に進めていった。特に、平成 11 年 2 

月以降、一時期(平成 12 年 8 月～平成 13 年 3 月)を除いて、平成 18 年 

7 月まで、短期金利がほぼゼロとなる、超金融緩和政策を続けた。しかし、

ゼロ金利による家計利子収入の減少や、不採算企業の構造改革を遅延させた

などの問題が出てきた。また、量的緩和策の採用は経済活動うや物価などを

押し上げることなく、逆に当座預金残高を増やすことになった。消費者の購

買欲を掻き立てることなく、生産過剰という問題を引き起こした。日本は長

 
  http://nttbj.itp.ne.jp/0355013883/index.html[EB/OL]. 
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引くデフレに陥っている。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已

经被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因

为这些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过

购买时间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯

一性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论

文。这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学

购买使用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作

的论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在

同一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②

买断版权，只要出 500-600元即可买断现成论文的版权（6000字内的 500元，6000字以上

的 600元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200元买过省唯一性，就

不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购

买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有

重复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作

服务。 



 

 

 4.3 調和するための日本側の努力 

 「銀行に対し、さらに積極的な金融政策を採用すべきではないか、様々な

主張が聞かれる。たとえば、これまでの量的緩和の経済・物価への刺激効果

があまり強くないというのであれば、もっと思い切って流動性の供給量を増

やしてみてはどうか、その場合、長期国債ではなく、中央銀行が通常は買わ

ないようなリスク資産を買ってみてはどうかという意見もある。」2008 年

８月以降、政府は四度にわたる経済対策を取りまとめ、三回にわたる補正予

算を編成した。こうした中で、定額給付金の配布、住宅ローン減税、環境対

応車購入への補助などの需要刺激策が講じられた。この他、雇用対策、金融

対策なども含め、投じられた国費の総額は約 26兆円にも上っている。 

また、金融市場の潮流に適合するため、新しい銀行法が成立した。重要

なことは日本銀行の金融政策に独立性が与えられるとともに、政策運営の透

明性向上が求められるようになったことである。 

 

5. 昨今日本不動産業に起こる購入ブーム 

5.1ブームの発展、範囲、参加者 

現在、近隣アジア諸国特に中国人の富裕層で、日本国内の不動産購入が新

しいブームになりつつある。ある報道によると、日本にある 1億円以上の別

荘のほとんどは外国人の所有で、中でも中国人が多いという。2008年に大ヒ

ットした中国映画の舞台になった北海道も人気が高い。2010 年 10月の読売

 
  http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~toyohal/JSME/pdf03s/03s200-
fukui.pdf#search='金融政策運営の課題'[EB/OL]. 
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新聞の報道によると、北海道千歳市文京に、中国人富裕層向けの一戸建て別

荘１７棟が完成した。別荘は２階建てで、家具製造の販売大手「ニトリ」の

子会社「ニトリパブリック」が販売や管理する。１棟平均３０００万円程度

で、すでに完売した。同社は将来的に、道内各地で計１０００棟程度の販売

を目指す考えである。 

5.2ブームの原因（日本自身除く） 

  5.2.1中国富裕層の思惑と中国投資環境 

 「中国人が日本の不動産に興味を抱く理由はさまざまであう。まず中国の

不動産価格の急激な上昇を受けて、すでに国内で不動産を所有する企業家や

富裕層が海外に目を向け始めているということがある。こうした人々が感心

を寄せるのは、投資における賃料収入だ。中国では不動産価格の急上昇によ

り、賃料収入が吸引力を失いつつある。」ある不動産仲介業者は「日本では

不動産価格が中国のように 10 倍も値上がりするということはありえない。だ

がこうした投資家が得たいと考えるのは賃料収入だ」と話す。 

「また別の理由としてあげられるのは、日本での不動産投資のビジネスとし

ての潜在力だ。チャイナ・インベストメント・マネジメント不動産部門のマ

ネージャーによると、中国人投資家の中には集合住宅を一棟購入し、これを

富裕層向けマンションに改装して、中国の企業に転売する人もいる。企業側

は顧客やビジネスパートナーの宿泊施設として、これを利用するのだ。中国

人投資家の間では、集合住宅を購入して中国人学生に貸し出すというのもま

た一つの流れだ。日本に留学する中国人は多く、住宅ニーズは相当に大き

い」そして、中国では過剰流動性のため、不動産バブルに対して中国政府が

多角的に不動産バブル規制策をすでに打ち出しており、不動産バブル崩壊の

懸念が高まっているのである。２軒目の住宅購入する時に、頭金として初め

に購入価格の 40％以上を支払うことを義務付ける。従って、中国不動産投資

環境の悪化につれて、投資者にとって日本不動産業の魅力が見え始めている。  

 
 http://j.people.com.cn/94476/7120177.html. [EB/OL]. 

 



5.2.2 アジアほかの国投資者の考え 

日本では不動産価格が軒並み大幅に低下しているが、賃料の低下幅は住宅

価格よりも小さい。そこであるアナリストは、日本では利回り 8-10％の不動

産を見つけることが可能である。アジア他の国投資者の一部の人は移民準備

をしている企業家と金持ちである｡企業の発展のため､あるいは海外先進国の

よりよい教育環境と生活環境を享受するために､多くの企業家と金持ちは海外

で不動産を買い､将来の移民生活に備える｡これらの買い手は､不動産を買う時

に、海外で生活するための基本的保障として､そして移民投資の一部としてい

る｡ 

5.2.3 ユーロッパ投資の減少 

「2007 年は、アジアにおける海外直接投資 の 38％ (1171 件数)を中国が

受入れ、インドが 22％（676 件数）と続いたのに対し、日本は 5％（166 件

数）と 5 位だった。立地要因として、外国企業が最も重視するのが「コスト

削減」で、回答企業の約半数（47％）が選択している。続いて、「既存市場

におけるシェアの増加」、「新規市場の開拓」と市場に起因する要因が、そ

れぞれ 46％と 43％が続いている。この 3 要因は投資誘致を考える際に最も重

要な内容といえる」ヨーロッパ各国自身は雇用の減少、生産性低下の解消、

経済活性化のために対内直接投資を増やすという政策を採った。従って、対

日投資は減少している。 

 

  5.3 ブームに対する日本側の考え 

  5.3.1企業側の予測 

 
 日本貿易振興機構.  平成１９年度対内直接投資促進事業「欧米アジアの外国企業

の対日投資関心度調査」報告書.[2008]P11,P30. 



  中国政府の不動産価格抑制策が次々に実施される中、中国人富裕層による

海外不動産への投資が再びブームになる。それとともに、国内投資環境の悪

化、海外特に日本不動産価格の低下、投資環境の便利さなどの原因で一層海

外への投資を増やしている。従って、日本の中小不動産業者が、中国人顧客

の開拓に熱心している。すでに中国事業部を設立する企業や、中国人社員を

雇って営業活動に乗り出すところもある。さらに、中国人社員を雇って宅建

を取らせる企業もあれば、「重要事項説明会」もある。日本国内の業者も新

たなビジネスとして中国人富裕層をターゲットとした不動産開発や販売、仲

介にすでに着手している。中国からの投資は日本不動産業低迷の一助にする

かもしれない。 

  5.3.2政府の対策 

 「これまでは在日中国人でも永住許可書を持っていないと日本不動産購入

時にローンを組むことができなかったが、永住許可証がなくても、あるいは

大陸に住んでいる中国人でもローンを組んで日本の不動産を購入できるよう

になった。現地での日本の不動産への投資ニーズと合わせて、投資家の受け

皿となる日本国内での体制整備を進める。日本でのプロパティ視察ツアーの

実現に向けて、通訳や物件管理、税務申告の手続き代行、投資対象となる物

件情報の収集やマーケット分析・報告、さらには日本での宿泊の手配や売り

主を含めた顧客とのアテンド等のワンストップサービスの可能性を模索して

いく予定だ。」日本政府は外国人が不動産を購入することに何の制限もない。

しかし、日本で生活したい中国富裕層が日本への移住が保障されない現在の

日本政府の政策を見て、日本の不動産の購入に躊躇するのが事実である。 

 
  http://nsk-network.co.jp/k100815.html.[EB/OL]. 
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  5.3.3不動産業の位置づけの討論 

 資産に占める最も重要なものは不動産だと言われる。日本の金融の量的緩

和も終結しますが、依然として世界のマーケットとの比較では日本の調達金

利はまだまだ低いレートでの推移が続くと考えられ、引き続き投資マーケッ

トにおけて、不動産投資の位置づけは重要かつ不可欠な位置づけである。 

また、ここ数年活発した日本の不動産投資市場も数多くのプレーヤーの台頭

により優良な投資物件の調達の場面においては競争の激化が進んできている

のを実感されていることだろう。不動産は一方利益、リターンを投資家に大

幅に与えるが大損になるリスク高い商品である。中国国土資源部のウン小蘇

副部長が不動産は重要な基礎産業だが、重要な経済の基幹産業になるべきで

ないと発言した。すなわち、住宅供給の確保が主要な存在意義である不動産

業は都市の重要な基盤産業であるが、基幹産業となるべきではない」との考

えを示した。不動産業の位置づけに関する討論を行っている。その結果はど

うか、重要なことではない、重要なのは不動産存在の意味であり、経済発展、

国民生活にどのような役割を果たしているだろう。 

 

 5.4 震災後ブームに異なった見通し 

「日本新華僑報サイトによると、3・11 大地震の後、日本で不動産購入に熱

中していた中国人投資家が一転、慎重な様子見の態度を取るようになった。

日本の不動産価格は底値まで下がっているが、大陸部や台湾地区の投資家は

不動産を見学、購入する気をなくし、「中国資本」の日本流入にストップが

かかった。ただ長期的にみると、日本の不動産は価格、管理の点で、外国人

投資家、特に中国人投資家に魅力であるのは変わりない。なかでも、日本に

留学する子女のために不動産を購入するのが、中国人投資家の間で新たなブ

ームになりつつある。震災で日本留学市場が縮小しているのは確かな事実だ

が、日本の高い教育水準はやはり中国人にとって大きな魅力だ。ある程度の

回復と調整を通じて放射能の霧が晴れれば日本留学は再び活発になるだろう。



そうなれば、日本を訪れる中国人留学生の数はさらに大きな拡大が見込まれ

る。中国の富裕層が子女を日本に送り出す際、子女の留学中の物質的な生活

水準を確保するため、日本の不動産により多くの関心を示すと予想され

る。」その一方、地震後、マンションは売れなくなる心配もある。実際はそ

のことがなかった。 

6.新しい状態の中脱出を求める試し 

6.1福岡市の実例などの分析と示唆 

2005 年福岡県西方沖地震Ｍ７.0 が発生し、博多湾沖の玄界島が襲われた。

214 戸・人口 700 人の小さな漁業中心の島の 107 戸が全壊、被害なかった家

はないという大変な状況であった。その後どのように復旧させるかいろろ検

討した。その結果、島の集落をすべて解体して新しく整地・造成し直し、安

全で生活に便利な島へと 3 年を目標に再生させることに決めた。その中、国

の補助金を含むこの地の復興にとって効率のよい「小規模住宅地区改良事

業」として進めることを提示した。不良住宅が集合することなどにより生活

環境の整備が遅れている地区において、住環境の改善を図るため、健康で文

化的な生活を営むに足りる住宅の建設、建築物の敷地の整備などを行い、も

って公共の福祉に寄与する。また、島民の土地・建物の買収が行われ、急速

に家屋の解体と造成工事が進められることになった。そして島民たちの精神

的な支えとなってきた小鷹神社・若宮神社などの再建と修復を行われた。3

年間 71 億円をかけてすべての復興事業が完了した。 

 地震発生後、全島民を島外避難させることが起きた。それに対して福岡市

では市長を本部長とする「災害復旧・復興本部」が設置された。島民側では

自主的組織として「玄界島復興対策検討委員会」が発足した。その後両者が

 
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/201107/30/content_23106359.htm.[EB/OL]. 
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話合い、対応を検討してきた。復興を目標として、大規模地震の被災地復興

の経験のある地方を訪問し、モデルを学んだ。現在の東日本大地震の現状の

下で、復興の基本方針を示しつつ、市町村が能力を最大限発揮できるよう、

現場の意向を踏まえ、財政、人材、ノウハウ等の面から必要な制度設計や支

援を責任を持って実施するものとする。復興の担い手、資金等の観点から、 

「新しい公共」等の民間の力が最大限に発揮されるよう支援を行う。また、

復旧・復興事業に充てる財源の確保とその使途の明確化をする必要がある。 

6.2中国と日本両方レールをしく工事 

2008 年中国冶金建設研究所、日本の旭化成ケミカル（株）と錦禹王防水建

材株式会社は総合病院"CA モルタルの技術開発の協力協定を締結した。CA モ

ルタルはセメント混合性に優れた「A 乳剤」に、セメント、砂などを混合し

たものです。アスファルトのたわみ性とセメントの剛性をバランス良く兼ね

備えた複合材料で、メンテナンスの縮減を図るスラブ軌道に用いられる。そ

れは直接高速の高速列車の安全な動作に影響を与える。中国南車株式有限公

司は 2004 年、国がうち出した「先端技術を導入し、共同で設計生産に取り組

み、中国ブランドをうち立てる」との要求を踏まえて、日本の川崎重工業株

式会社と協力関係を結び、時速 200 キロメートルの高速列車を導入した。そ

して、中国高速鉄道は橋梁の割合が高く、砂利のないレールが採用された。

それは日本のレール技術を取り入れたものである。 

 

7.これから不動産業の発展方向 

  世界の潮流として、不動産のグローバル化が急速に進展している。この流

れに適切に対応するために日本不動産は新しい道を開く必要がある。ロンド

ン、フランスのまちのつくり方は日本と違って本当に古い建物、あるいはそ

 
 



こに存在する文化的なもの、伝統のようなものがうまくミックスしたまちで

ある。そこでは、建物を資産として運用しているだけではなくて、それを新

しい観光事業に活用している。「この 10年間、大都市への人口集中が進む

一方で、地方の中心市街地はシャッター通りと化し、地域経済の地盤沈下が

著しい。このような地方都市の状況は結果として国全体の成長のマイナス要

因となってきた。地方都市が空洞化した背景には、これまでの国の地域振興

策が、 「選択と集中」の視点に欠け、ハコモノ偏重で、地方の個性を伸ばし

自立を促してこなかったことに他ならない。一方で、地方にはその土地固有

の歴史と文化・芸術がある。例えば、フランスで最も住みやすい街として知

られるナント市が、かつての産業・工業都市から歴史遺産の「文化」と「芸

術」 により都市の再生を果たしたように、 これからの国の地域振興策は、

NPO 等の「新しい公共」との連携の下で特区制度等の活用により、地方の

「創造力」と「文化力」の芽を育てる施策に転換しなければならない。」

「また、「住宅を作っては壊す」社会から「良いものを作って、きちんと手

入れして、長く大切に使う」という観点に立ち、1000 兆円の住宅・土地等実

物資産の有効利用を図る必要がある。このため、数世代にわたり利用できる

長期優良住宅の建設、適切な維持管理、流通に至るシステムを構築するとと

もに、消費者が安心して適切なリフォームを行える市場環境の整備を図る。

また、急増する高齢者向けの生活支援サービス、医療・福祉サービスと一体

となった住宅の供給を拡大するとともに、リバースモーゲージの拡充・活用

促進などによる高齢者の資産の有効利用を図る。さらに、地域材等を利用し

た住宅・建築物の供給促進を図る。 これらを通じて、2020 年までに、中古

住宅流通市場やリフォーム市場の規模を倍増させるとともに、良質な住宅ス

トックの形成を図る。」 今後の日本不動産市場は健全な運営と安定的な価

値が非常に重要なことである。 

8．おわりに 

 
 内閣決定. 新成長戦略について.日本内閣府.2010,P24-P28.  

 



日本の不動産はバブル危機前の繁栄、バブル危機後の崩壊を経験した。そ

の危機による被害は現在まで日本経済に影響を与えている。その危機に対応

するために、日本政府側と企業側はいろいろな対策を講じ、日本経済は少し

明るい動きが見えるが依然として任重くして道遠しのである。しかし、日本

不動産業は自身の魅力を持っているので、大きな潜在力がある。従って、不

動産景気の回復は期待できることである。最近、起こる購入ブームは日本不

動産回復の兆しではないだろうか。それと同時に、日不動産の一層の発展を

妨げる政策、壁もある。それは日本政府が今後対応すべき課題でもある。東

日本の大地震が起きた後、被害地は再建の問題に直面している。そのうち、

不動産は相当な役割を果たすだろう。さらに、日本不動産は今後の発展道は

どこにあるか、どのような方向に進めばいいのか、本論ではわずか検討して

みた。 

これから、世の中はよりいろいろなことが起こるかもしれない。中国のバ

ブルが崩壊するかもしれないし、地震が起こるかもしれない。日本からの経

験を生かして中国不動産自身はどのような道を歩むべきか、どのような政策

を立てるか。これは今後、なお研究すべき課題である。 
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