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民間開発者からみた都市開発型プロジェクト推進における課題 

 

“Urban Development Project” – its characteristics and difficulties to proceed 

 

 

 
An  “Urban Development Project” is the one that contributes to a city for its future economic progress.  
In spite of its characteristics, private developers and investors do not dare to proceed the projects.  We 
interviewed some key players in this field and found: 
1) Private sectors want to invest “prime development”; 
2) Urban development projects are risky and low return; and 
3) Public and community supports are needed to make private sectors join the urban development 
projects. 
 
    urban development, risk and return analysis 
   都市開発、投資利回りとリスク分析 
 

 

1 研究の背景・視点 

 バブル期には、ウオーターフロント開発を代表に数々の

大型プロジェクトが進められた。現在、各都市の自立と都

市間競争の激化が進行する中、都市発展のエンジンとなる

大型プロジェクトは、バブル期よりも求められている。し

かし現在の経済・社会状況では大型プロジェクト開発推進

は非常に難しい環境にある。この論文では、都市機能を拡

大・更新・転換していくプロジェクトを都市開発型プロジ

ェクトと定義し、そのプロジェクトの具体化に向けての対

応の方策を民間の立場から検討した。 

 本研究においては、民間開発者・公共・地元を開発をと

りまく 3 者と定義する。この 3 者の既往研究として、ＰＰ

Ｐ（Public-Private Partnership：公共と民間の連携）が

ある。最近ではプロジェクトへの住民参加や民間資金の活

用（ＰＦＩ：Private Finance Initiative）等、より複雑な

協調関係の研究が見られる。しかし、民間開発者から見た

まちづくりへの取組み方策は十分に研究されていない。本

研究では民間開発者実務担当者へのヒアリングを通じて、

プロジェクトへの取組みの変化や詳細な意向を把握し、海

外事例との比較等を通して都市開発型プロジェクトの推

進上の課題を整理した。 

 

２ ヒアリングの体系及び項目 

 ヒアリングは 98 年 10 月～99 年 1 月にかけて、代表的

な不動産会社、金融機関、商業、ホテル及び一般企業の不

動産部門など、民間開発者 11 社の新規開発部門の役職者

に対し実施した。 

 ヒアリング項目は、第一に、投資に際し重視するポイン

ト等、企業スタンスの変化を伺った。一般に、民間開発者

は営利を目的とした法人であり、他の公共、地元と違い、

法人として合理的と考えられる判断基準があると考えら

れる。 

Ａ．プロジェクトの収益判断（ミクロレベル） 

 投資による利潤の追求として、収益性をプロジェクト単

位で判断する。判断の基準として、ＤＣＦ法（１）による

ＩＲＲ利回り、借入金返済の目安として投資回収法（単年

度黒字転換年次、累積損益回収年次、借入金完済年次）が

ある。なお、基準となる利回り水準や年次は投資時期や建

物用途、景気の動向により異なる。 

Ｂ．自社経営の判断（会社レベル） 

 会社固有の経済判断により、資産（B/S）上の課題から

投資行為は大きく変化する。現状では、不動産の借入金圧

縮のため不良債権の償却が多くの企業の一般的な課題で

ある。 

Ｃ．景気動向（マクロレベル） 

 金利動向により資金コストと資金調達の可能性が左右

される。また、GNP が成長している段階では投資資金量

の拡大に伴い、不動産投資に向かう傾向が有り、不動産価

格も上昇する。一般的に欧米では、不動産投資ブームが景

気循環に伴い約 10 年のサイクルで発生するといわれてい

る。 

 これらの判断基準が昨今変化しているかどうかを伺っ

た。 

 次に、都市開発型プロジェクトの具体例として、①地方

都心空洞化プロジェクト、②大都市圏郊外オフィスパーク

開発プロジェクト、③大都市圏都心部大型再開発、の 3 プ



 

ロジェクトについての取組みについてヒアリングした。 

① 地方都市都心部空洞化対応プロジェクト 

 郊外との競合により、空洞化（主要施設と商業施設の撤

退）が進行しつつある地方都市都心部の再生を図る目的の

面的再開発プロジェクト。商業、住宅、公共公益施設、駐

車場、及びホテル、オフィス等の複合施設開発が想定され

る。都市都心部の賑わいを再生させることでは、アメリカ

の都心再生型プロジェクトと共通性がある。 

 

② 産業転換としての大都市圏郊外オフィスパーク開発

プロジェクト 

 製造業から R&D やバイオテクノロジー開発等へ都市の

基盤産業の転換を先導する面的な工場跡地や埋立地の開

発プロジェクト。先端的な技術開発のため、中核となる企

業や大学が中心となり、連担した施設開発が行われる。

（MIT,スタンフォード等）。用途はオフィス、R&D 施設、

ホテル、大学等が想定される。当面我が国での開発事例は

少ないが、都市型観光産業をターゲットとしたコンベンシ

ョン施設を主体とした開発の幕張メッセが一つの事例と

なろう。Ｒ＆Ｄ施設については、高度な専門 

 

知識、研究機関等の基盤となる資質がないと発展しない性

格を持つ。 

 

③ 大都市圏都心部の大型再開発プロジェクト 

 大都市圏においても、新規オフィスニーズと商業売上の

低迷が起こりつつあり、第一級とされる立地であっても新

規物件との競合開発地区への対応のため再開発のニーズ

が発生しつつある。この動きに合わせ、低利用地の面的再

開発や老朽化しつつある既存ビル街区内で連担した建替

えが見られる。用途はオフィスが主体であるが、街づくり

推進のため、商業、ホテル、住宅の併設もみられる。これ

らの開発は都心部機能の更新・拡大と考えられ、都市経営

に対する影響も小さいが活性化の維持という効果を持つ。 

 ヒアリングの性格上、意見は社の代表意見ではなく、実

務担当者が直面している課題等を明らかにすることを目

的に自由意見徴収、という形で行った。 

 

3. 民間開発者の現状 

 ヒアリングの結果を表 1 に示す。まず、投資判断の変化、

企業スタンスに関しては、本業回帰、選別性、資産リスト

ラの併行、の 3 つの項目を抽出することができた。 

3.1 本業回帰 

 景気低迷下、ヒアリングした各企業とも競争力のある本

Ⅰ.企業の動向 Ⅱ.プロジェクトの判断 Ⅲ.都市開発型プロジェクト

業種 1.本業回帰 2.選別性 3.リストラの併行
①地方都心空洞化
②大都市圏郊外オフィスパーク
③大都市圏都心部大型再開発

Ａ．金融①
・販売力と運用力の両立
・不動産も利回り確保必要

・都心立地のﾄﾛﾌｨｰﾋﾞﾙ
・大型、単独、オフィス

・現所有ﾋﾞﾙの一部売却と
　優良物件との入替え

・IRR,賃料水準、賃改率等
・ﾘｽｸｼﾅﾘｵ、ﾃﾅﾝﾄﾘｽｸ等
・相当の利回り必要

①地方：商業、ホテル用途のため不可
②失敗事例多い
③単独所有なら可

Ｂ．金融②
・仲介等フィービジネス
  特化

・パートナーリスクなく、
 テナントの見込める案件
・リースに近いスキーム

・不動産関連の貸し出しを
  縮小
・サブリース等の見直し

・テナント、パートナーリスク
・投資回収型

・基本的に単独ビル
・テナント付きが条件のため、①②③
  とも難しい

Ｃ．物販
・デパート専業
・ＳＣ等は行わない

・郊外で交通がよく商圏人
  口の多い立地

・売上げ低下店の対応
主にﾃﾅﾝﾄ出店だが投資回収（社内ﾚｰ
ﾄ）で判断。売上設定重要。

①賃料安ければ面白い
②③興味なし

Ｄ．電鉄
・関連グループのノウハウ
  活かせる案件

・駅周辺で安い案件
・用途は多様

・現保有物件の売却
・再活用、賃料対応

・投資回収法
①（関連Ｇ等）必然性有れば検討
②収益あり、リストラ貢献なら検討
③興味なし。

Ｅ．ホテル
・需要低迷
・新規投資凍結

・足元回り重要
・業務地に付帯して進出

・海外所有資産の売却
・外資ホテルとの提携

管理しやすくｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｺｽﾄ低いも
の。

①ｺｽﾄ、競合状況次第
②興味なし
③付帯するオフィスの顔次第

Ｆ．デベロッパー
    ①

・デベとして開発推進
・大型開発に特化
　（大都市都心限定）

・老朽ﾋﾞﾙの売却検討
・投資回収型
・新旧の複数ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄあわせて判断

①②興味なし
③特化したい

Ｇ．デベロッパー
    ②

・デベ
・ﾌｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽにも展開

・優良物件の開発、売却 ・借入金削減のためのﾘｽﾄﾗ
・投資回収型
・ｺﾝｻﾙとしては、Cap Rate、IRR等

・利回り、ﾘｽｸ次第。保有以外にも売
  却ｽｷｰﾑも考えられる。

Ｈ．外資① －
・優良物件の購入
　（主に都心）

－ ・Cap Rate主体
・ｵﾌｨｽなら可。ﾎﾃﾙ、ﾃﾞﾊﾟｰﾄはﾘｽｸ大き
  く、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ高い。

Ｉ．外資② －
・優良物件の購入
　（ｸﾗｽBｵﾌｨｽ以上、
　　地方中核都市以上）

－
・Cap Rate
・保有期間15年でIRR、賃改率検討

・利回り、ﾘｽｸﾌﾟﾚﾐｱﾑ次第

Ｊ．設計・建設①
・資産運用、不動産ｺﾝｻﾙ展
開

－ － ・検討中 ・投資家誘導図るも決め手なし。

Ｋ．設計・建設②
・業績低迷
・不動産新規投資凍結
・ﾌｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ試行中

－
・海外所有資産の売却
・人員削減

・投資回収型（市銀ﾚｰﾄ） ・投資家誘導図るも決め手なし。

表 1 ヒアリング対象企業およびヒアリングサマリー  



 

業にシフトを見せている。自社の資質を生かし、さらに現

在の市場を深耕する方針が見られる。その反面、自社が優

位に立てないと考えられる市場への参入はひかえる傾向

にある。更に今後新しい市場と見られる不動産コンサルタ

ント、売却取引の代行等のフィービジネスへの市場開拓も

見られるが、あくまでも本業のノウハウを活かしての展開

である。 

 また、外資系は、ファンドの運用であり、あくまで収益

物件（稼働中の不動産）の取得を目的としており、開発用

地や開発前の案件の取得意向はない。 

３.2 選別性 

 現在の経済動向においても、各開発者の投資意欲は依然

残っている。但し、外資系を除き、本業回帰に合致し、し

かもリスクの少ない優良な案件に限られている。この選別

性の根元は、各事業者でのリスクとリターン（２）の検証

が十分なされ、プロジェクトの審査が厳しくなっているこ

とによる。今まで以上のプロジェクトリスクの回避が求め

られている。ただし、外資系は、リスクに見合うリターン

があれば検討する、とあり、判断が国内企業とわかれた。 

3.3 資産リストラの進行 

 経済の低成長と企業間競争を受け、本業回帰に整合した

部門以外の整理統合もあり、各開発者とも保有不動産をは

じめとする資産の整理（資産リストラ）を進行させつつあ

る。内容は、借入金を減らす目的での稼動不動産の売却と

Ｂ/Ｓ（会計）上の不良債権圧縮のため、未稼動及び低収

益案件の売却が行われつつある。 

 

４ 民間開発者の都市開発型プロジェクトに関する評価 

 都市開発型プロジェクトに関する民間開発者の評価は

厳しい。ヒアリングの結果を取りまとめると 3 つのキーワ

ードが都市開発型プロジェクトのリスクとして抽出され

る。①立地創造、②プロジェクトの複雑性、③開発段階の

長期化である。 

4.1 立地創造のリスク 

 都市開発型プロジェクトは、新しい都市ニーズの創り込

みや、現在消費需要の低迷している地域での開発であり、

まさしく新しい市場形成を主導していく開発である。 

Ａ. テナント確保 

 商業、ホテルでの開発後の売上やオフィスでのテナント

入居率の予測に不確実なところが多く、核となるテナント

（商業、ホテル、オフィス企業）の誘致が難しい。テナン

ト側は、出店に対してリスクを乗り越える必要があり、賃

料の割引や出店コストの低減を出店条件とする意向が想

定される。更にリスクの大きい場所への出店は企業として

相当の体力を要求され、現状では積極的な企業は少ない。 

Ｂ．キーテナント稼動後の撤退等 

 これらは立地創造により集客が見込める予測のもと開

発を行ったが、現状の利用との乖離が大きいため、採算が

見込めず、やむなく撤退となったものである。キーテナン

トの撤退は、ホテル、商業で近年多く見られる（３）。 

 オフィステナントについても、特に郊外オフィスパーク

は限界的立地のため、需給の変動を受けやすい。一例とし

て、東京都心の空室率が高まり、オフィステナントの都心

回帰が発生すると、郊外のオフィスは賃料を下げたとして

もテナントの流出が起こりやすい。都心中心部（ＣＢＤ）

のＡクラスオフィスは安定した入居率となるが、一般的な

都心部（十分なオフィス街として認知されない地区）、都

心外周部（ウオーターフロント地区等）、郊外都心部の順

に、テナント入居率の安定性は低くなる傾向にある（表２）。

また、郊外の開発においては賃料の低下と空室率の増加の

大きい地区が多い。 

 

表２ 地区別の賃料、空室率の経年変化  

上段：月坪当たり平均実質賃料、下段：空室率（毎年 5 月） 

出典：生駒データサービス  

 

Ｃ．新しい施設企画 

 立地創造を図るにあたり、建物の外観や施設の内容に新

規性のあることが必要になる。ついては十分な市場調査と

マーケティングにより提案性のある開発企画が必要とな

る。これらの提案では、一般に公共空間が広く、収益部分

（賃貸向けの床面積）が狭くなり、収益見通しに悪影響を

及ぼす。その反面、新規の提案で既存の競合施設とは差異

化を図り集客を伸ばす必要もあり、ジレンマとなる。この

施設企画は、プロジェクトベースでの検討となり、開発に

あたり乗り越えるべき大きな課題となる。 

 これらを総合すると、立地創造は民間開発者にとっても

テナントにとっても大きなリスク要素となり、都市開発型

プロジェクトへの民間の参入を促進するには特別な仕組

みづくりが不可欠となる。 

 

４.2 プロジェクトの複雑性のリスク 

 都市開発型プロジェクトは立地創造とともに、そこでの

立地 ゾーン 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

都心 丸ノ内、大 94,390 63,110 55,540 51,520 41,970 42,270

手町、有楽町 0.1% 0.3% 1.0% 1.1% 2.5% 2.0% 1.9%

副都心 西新宿 44,020 31,560 25,390 23,080 21,540 22,200

2.6% 6.5% 12.5% 8.8% 5.9% 4.6% 3.7%

都心 茅場町、八 30,440 28,430 21,870 18,610 16,480 15,750

周辺 丁堀、新川 5.3% 11.6% 11.0% 11.2% 9.4% 6.4% 7.0%

郊外 千葉 16,920 16,320 16,940 14,960 13,590 12,890

2.3% 4.8% 23.7% 17.5% 14.3% 16.3% 17.6%



 

集客の動機づけと滞在時間の長期化、オフィステナントへ

の日常対応等の面から、様々な活動が施設の中で充足する

自立的で複合した施設内容を持つことが必要となる。具体

的には、地方都市都心部の再開発では集客の核となる商業

施設のほかに駐車場や文化施設、アトリウムなどの公共空

間や官公庁の窓口等のサービス施設を備えた複合的で一

つの街のような機能と用途が求められる。郊外のオフィス

パークでも同様に、オフィスや研究施設の他に、オフィス

サポート施設として飲食、物販、コピーサービスやアフタ

ーファイブ充実のための文化、娯楽施設も要望される。こ

れらの要件は都心部のオフィスビル開発のように若干の

オフィスサポート施設を付帯する開発より、一層複雑であ

る。その複雑性についてのヒアリング結果を施設企画、関

係者調整、及び開発許認可の面からとりまとめた。 

 

Ａ．施設計画の複雑性 

 複合用途の企画には、単一用途に比して企画、設計段階

で専門領域に対応した商業コンサルタントや駐車場の交

通計画コンサルタント等への委託に加え全体計画を統括

するコンサルタントにも委託する必要がある。つまりは、

用途毎の内容をつめるとともに、全体のバランスと調整を

図る必要があり、単一用途に比べ時間とコストが必要とな

る。また、用途毎の動線の取り合いや搬入路も交錯し、建

物の区分所有の登記、管理、防災計画面からも複雑となる。 

 

Ｂ．関係者の複雑性 

 都市開発型プロジェクトは都市の再生をめざすため、地

元の意向と協力が必要となる。また、民間開発者のみでは

解決し得ないリスクもあり、公共の関与も必要となる。一

般の民間開発がほとんど民間主導でなされるのに対し、都

市開発型プロジェクトは、地元、公共、民間開発者の３者

協調で行う必要がある。図１にその必然性を示す。 

 公共（都市計画）、地元（都市生活）、民間開発者（都市

開発）の３者が、それぞれ都市経営、アメニティと活力、

投資効率を目指しているが、経済の安定化、産業のグロー

バル化による競合、地域内での競合に対応するためには、

３者の利害をとりまとめ、相互利益のために協力する必要

がある。このため、開発に関与する主体が３者となり、そ

れぞれの要望、利害、目的の調整など、たとえば複合した

施設のどの部分を誰が負担するか等を協議する必要があ

り、開発主体レベルでの複雑性となる。 

 次にこれら３者をとりまとめ、かつ、事業を推進する組

識を構成する必要があるが、第３セクターの設立、開発局

の設置、新会社設立などの手法があるものの民間単独の開

発に比べ開発の事前手続きが複雑となる。 

 第３に、複合的な開発であり、都市計画、交通計画、 

防災計画の手続きにおいて、対応すべき外部の関係部門が

増え、しかも相互に関連した施設計画の中、調整を図る必

要がある。 

 

C. 開発許認可の複雑性 

 都市開発型プロジェクトは、容積の上乗せ、公開空地の

図１　開発に関する地元、公共、民間開発者の特性

経済の安定化

・新規開発ニーズ小

　→競合市場におけるプロジェクト

　　の質の評価

・産業のグローバル化による競合

・地域内(ミクロ）での競合

　→都心部空洞化、弱体化都市開発
(投資効率）

都市生活
(アメニティと活力）

公民の協調（PPP)

＝都市経営のキーとなる

　プロジェクトの検討

まちづくりのキーとなるプロジェクトへの連携
◎地元住民、就業者、

コミュニティグループ

・高齢化の進行

・定住化の促進

・都心への住回帰

◎デベロッパー、一般会社

・プロジェクト単位での判断

・リスクに応じたリターンの要望

・投資機会の入手

都市計画
(都市経営）

◎官公庁(都道府県、庁舎）、公社

まちづくりと都市経営からのプロジェクトの創出

・市町村レベルによるマスタープラン立案

・小さな政府を目指し開発プロジェクトの

　誘導と効率的補助

・参入障害の撤廃

・コミュニティから行政への強い要望

　　　 ・民意の反映、確認

　　 ・情報公開

公共

民間開発者 地元



 

設置、公共による開発の一部整備等、特例的な都市計画上

の扱いを要望することが多く、これらの折衝と許認可に複

雑な対応が必要となる。 

 これら複雑性があり、開発についての専門能力を持つ民

間開発者でなければ都市開発型プロジェクトを推進する

ことができない状況にある。つまり、複雑性が民間開発者

の参入障害（エントリー・バリアー）であると考えられる。 

 

４.3 開発段階の長期化のリスク 

 都市開発プロジェクトは開発段階が長期化する傾向に

ある。開発期間の長期化は民間開発者にとって、プロジェ

クトの先行が見えない不安、期限の機会損失（金利）、追

加費用の発生（人件費、保有コスト、税金等）により、プ

ロジェクトの収支の悪化要因と、撤退への理由となりうる。

ここで開発期間が長期化する原因を、立地創造の見極め、

複雑性の影響、長期化する自己メカニズムの３つの面から

分析する。 

 

Ａ.立地創造の見極め 

 プロジェクト推進の見極めとテナントの確保はいわば

鶏と卵の関係にある。そのため、開発の発意から着工前の

キーテナントの確定に至るまでは、プロジェクトの収益性

を見直しつつ、テナントへの打診、調整を行うこととなる。

この中でのスケジュールは目標としてはあるものの、仮定

条件が多く、最終決定は遅れることとなりがちである。 

Ｂ．複雑性の影響 

 事業化が見極められてからも、前述のとおり、開発内容

への対応や開発体制の構築に時間を要する。また、複雑性

は更なる課題の二次的複雑性を呼び、計画の遅れが一段の

遅れとなる可能性を持っている。 

Ｃ．長期化する自己メカニズム 

 これらの長期化する特性に加え、さらに長期化する自己

メカニズムが立地創造型（ウオーターフロント開発等）の

プロジェクトは内包する場合がある。すなわち、プロジェ

クトの初動期が好況であれば更なる収益の最大化を図る

ため、容積の拡大や新規施設の一段の導入を図るべく、開

発計画を見直す方向となり、新たな許認可手続きとマスタ

ープランの見直しの発生により遅れることとなる。この遅

れの中で経済が不況になれば、プロジェクトは中断となり、

さらに遅れることとなる。反対にプロジェクト初動期が不

況であれば、景気の回復をにらみつつ動きの遅い開発着手

となり、開発期間は長期化する（４）。 

 

５ 都市開発型プロジェクト推進のための諸条件 

 上記ヒアリング結果から、都市開発型プロジェクトはリ

スクが大きいと判断がなされていることがわかる。しかし、

都市開発型プロジェクトは①特色ある用途や施設の形状

で今後の都市経営へのインパクトがある。②十分な規模

（クリティカル・マス）があり、集客力や経済力の拠点と

なる。③開発の波及効果（リップルエフェクト（５））が

あり、街づくりと周辺経済の活性化に貢献する。などの特

徴を持ち、欧米では都市活性化（Urban Revitalization）

プロジェクトとして認知されている（６）。 

 以降、民間開発者にとって都市開発型プロジェクトを推

進するための諸条件を、リスクおよびリターンの両面から

分析を行った。 

 

5.1 リスクの検証 

 都市開発型プロジェクトに考えられるリスクを開発フ

ェーズ別に分析したものを表３に示す。地価の更なる下落、

テナント需要の減少、テナント需要全体の縮小均衡を受け、

不動産投資リスクは現在大きくなりつつあり、これへの対

処が課題となる。 

 

Ａ．開発段階 

・スケジュールリスク：開発の先行が不安なリスクであり、

開発期間の長期化による投資資金の金利、税金等の負担の

増大及び予想外の経済状況の変化がある。 

・プランニングリスク：開発行為に伴う、用途・容積の変

化や新しい規制、負担金の追加等がある。 

 リスク対処方策としては、優れた企画力、設計力、行政

対応力が要求される上に、変化へのフレキシブルな対応能

力も問われることとなろう。 

Ｂ．保有段階 

①リーシング 

・テナントリスク：収益の源となるテナント確保の不確定

性で、空室率、賃料水準、賃料改定率および将来的なテナ

ントの撤退がある。 

・立地リスク：都心周辺部等においては、交通機関の整備

計画、周辺市街地の今後の動向により、立地評価そのもの

が変化する、というリスクを加味する必要がある。 

・用途グレードリスク：オフィス、ホテル、商業等、用途

毎にあるテナントリスク。特にホテル、商業でのキーテナ

ントの撤退は専用ビル仕様のため代替テナントを確保し

にくいため、テナント撤退時のリスクが大きいといえる。 

②運営 

・運営管理リスク：非効率なビル運営による収益の損失や

管理ミスからの費用発生がある。 

・法規リスク、破損リスク：ビル状態の物理的・法規的面

からの悪化及び所有者責任がある。 

 このような保有段階でのリスクに対処するには、テナン

ト契約時の契約内容の検討、追加投資を含めた集客戦略の



 

適宜見直し、保険等による事故リスク等のヘッジが考えら

れる。 

 

表３ 開発プロジェクトのフェーズ別のリスク 

   

Ｃ．売却 

・流動性リスク：我が国では一般的に不動産は永続保有で

あったが、会社の状況にあわせて売却も検討される現状で

は、他の債権、証券と同じく現金化できる流動性が新しい

評価軸として挙げられている。この面では、単独、所有権

型がもっとも売却しやすく、共同ビル、借地等、権利関係

が輻輳したビルは売却しにくい。 

・投資回収リスク：投資額より売却額が下落するリスクで

ある。地価は第二次大戦後一貫した上昇が１９９１年まで

継続したが、その後は下落に転じている。長期間の保有に

おいても土地の下落を予想されるデフレ状況が懸念され

ている。 

・処理リスク、劣化リスク：資産としての価値の減少、及

び建築物解体における追加負担がある。 

 売却段階でのリスク対処としては、最近、不動産の証券

化等、流動化手法が徐々にでてきているが、現状では単一

用途、単体建物が中心である。今後都市開発型プロジェク

トへの波及が期待される。 

 

5.2 リターンの検証 

 プロジェクトの評価手法としては、プロジェクトコスト

の全額を借入金により調達することを想定し、単年度黒字

転換年、累積損益解消年、および借入金完済年を指標とす

る投下資金回収法、および投資期間および期間終了後の物

件の処分（売却）を前提条件とし、期間内のキャッシュフ

ローに着目したＤＣＦ法に大別できる。ヒアリングにおい

ても企業毎に評価手法が異なったが、ここでは他の金融投

資案件との比較の容易性、国際的潮流等を勘案し、DCF

法の IRR（７）により検討を行うこととする。 

 ヒアリングにより、一般不動産及び外資系取引では収益

率：Cap Rate（８）(減価償却前)で 5-7％の水準とのこと

である。これを保有期間 10 年とし、IRR で試算すると、

6.6-8.6％（2％/年の賃料上昇で計算）となる。一般に欧米

では、長期国債（10 年物）＋5％が不動産の利回り目標と

いわれている。1999 年初現在、日本の国債利回りが 2％

程度なので、不動産の利回りは十分と考えられる水準にあ

るが、売り手側の実情として、Cap Rate を基準とした不

動産取引の価格設定はほとんどなされていないこと、また、

買い手側の実情として、現状では更なる地価の下落、テナ

ント需要の低迷不安があり、買い手と売り手のミスマッチ

が起こりつつあるといえる（９）。この傾向はリスクが一

般的に大きい都市開発型プロジェクトに顕著にあらわれ、

推進の阻害要因となっている。 

 以下、都市開発型プロジェクトのタイプ別にリターンの

ケーススタディを行う。 

 現状、民間開発者が取得意向を持つものは、東京都心 3

区での大型プロジェクトのような賃料が高くかつ空室率

の低いプロジェクトである。（以下、優先プロジェクトと

呼ぶ）。この優先プロジェクトは、高い賃料を安定的なテ

ナント入居率で支える競争力の高いオフィスビルである

（１０）。このモデルをⅠとする。これは汐留地区（1997

入札）や品川地区（1997 入札）に準ずる内容とし、オフ

ィス特化の用途とした。次に都市開発型プロジェクト 3 種

(地方都市都心部空洞化対策プロジェクト, 大都市圏郊外

オフィスパーク開発プロジェクト, 大都市圏都心部大型

再開発プロジェクト)それぞれをⅡ－①～③とした。プロ

ジェクトの比較を図るべく、建物用途はオフィスとし、各

モデルの地価は、優先プロジェクトは汐留地区の入札結果、

Ⅱ－①では例として新潟市の駅前商業地の路線価、Ⅱ－②

では千葉市幕張の業務地区の路線価、Ⅱ－③では港区赤坂

の中高層業務ビル集積地の路線価とした。賃料については、

大手仲介業者のデータを基とし、建設費は建物グレードに

より設定した。入居率、賃料改定率、開発期間はシミュレ

ーションのための仮定条件であるが、入居率は都心部を高

く、地方を低くした。賃料改定率は地域別ＧＮＰ成長率を

基に、都心部を高く、地方を低く設定した。また、開発期
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間については再開発プロジェクトを長期とした。これらの

条件で全額自己資金とした場合の 20 年ＩＲＲを検証した

結果を、表４に示す。 

 

表４ プロジェクトタイプ別前提条件とリターンの分析 

 

 シミュレーション結果では、やはり民間開発者が優良と

見ている優先プロジェクトの利回りが高い。1999 年 1 月

現在の国債利回り（2％程度）に比して、2％のプレミアム

があり、十分投資対象となりうる。その一方、都市開発型

プロジェクトは長期プライムレート（1998 年現在の 3 ｶ

年平均 3％程度）も下回るケースがあり、借入金によるプ

ロジェクト推進は難しい。この分析より、都市開発型プロ

ジェクトは、利回りの側面からは取組みが難しいことがわ

かる。そのため、公的な補助や地元の協力による利回り向

上への働きかけが必要となる。 

 

5.3 都市開発型プロジェクト推進に向けての課題 

 都市開発型プロジェクトについては優先プロジェクト

に対しリターンは低く、リスクは反対に大きいという劣位

性を持つ。そのため優先プロジェクトの利回り基準 4.2％

に更にリスクプレミアム 1％（11）を上乗せしたリターン

がプロジェクト取組に際しての前提条件となる。 

しかしプロジェクト自体のテナントから入ってくる収益

を増やす方策は実際の市況からは難しい状況である。そこ

で民間開発者の参画を図るべく公共と地元によるプロジ

ェクト全体におけるリターンの向上方策について検討す

る必要がある。 

 投資サイドからみた利回り向上策としては、アメリカの

都市開発におけるＰＰＰの事例等から、土地については所

有方式（借地）、ライトダウン、容積率変更等による実質

的な土地費負担の低減、また、建物については駐車場やデ

ッキ等の都市インフラの開発負担金の減免、さらに資金調

達については低利融資、利子補給、将来的な税収増加分を

償還原資とする地方債を発行しプロジェクト推進を図る

手法（ＴＩＦ）、プロジェクトの信用保証、公共によるエ

クイティの一部分担等が考えられる。我が国においても稼

動後の不動産証券化や開発会社（ＴＭＣ）の活用も今後課

題となろう。以下、各タイプ別に具体的なリターン向上方

策を検討する。 

  

①地方都市都心部空洞化対策プロジェクト 

  賃料水準 10 千円では、建設費の回収のみが行え、土

地費回収を前提とすると要求利回りに到達しない。地方都

市都心部空洞化対策という公的位置づけを最大限活用し、

土地費については無償譲渡（貸与）やライトダウンの検討、

建物費については駐車場や全体共用部分に対する補助等

の大胆な施策が必要となる。（土地費半額補助、建設費 1/3

補助により、賃料 10 千円でも目標利回り 5％に近づく。） 

②大都市圏郊外オフィスパーク開発 

  国策レベルにおける産業育成、アントレプレナーの育

成等の公的位置づけにより、賃料の公共補填を行い、賃料

水準 12 千円を 14.5 千円程度とすることにより、優先プロ

ジェクト並みの利回りが確保できる（4.2％）。上記の国策

的なオフィスパークは自ずと厳選されることとなるため、

開発の需給バランスが保たれるものとみなし、リスクプレ

ミアム 1％は考慮しない。 

③大都市圏都心部大型再開発プロジェクト 

  都市開発型プロジェクトの中では最も期待利回りが

高く、開銀の低利融資等の充実により優先プロジェクトと

同等の利回りを確保可能なタイプである。開銀融資枠は現

状では資産の 40％（必要資金全体の 35％程度）であるが、

これを資産計上対象の 60％とし、かつプロジェクトファ

イナンス（12）により行うことにより、強力なレバレッジ

効果（13）が発揮でき、優先プロジェクトと同等の投資利

回りとなり、プロジェクト推進に寄与すると考えられる。 

 米国のＴＩＦ手法はプロジェクトに民間を導入する方

策として、また、開発利益の活用として、我が国において

も検討に値する。 

 

 都市開発型プロジェクトは都市活性化のきっかけを図

るプロジェクトとして、プロジェクト単体ではなく、将来

的に期待される都市の活性化というものさしで開発が考

えられるべきであろう。そのための補助的資金についても、

優先
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　　　　　都市開発型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

①地方都心
　部空洞化
　対策ﾌﾟﾛ
　ｼﾞｪｸﾄ

②大都市圏
　郊外ｵﾌｨｽ
　ﾊﾟｰｸ開発
　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

③大都市圏
　都心部大
　型再開発
　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

利回り
(20年 IRR)

4.22% 1.96% 2.89% 3.45%

前提条件 　

モデル事例 汐留Ａ街区 新潟駅前 幕張 赤坂

容積率 1000% 400% 400% 500%

地価 2500万円/坪 200万円/坪 220万円/坪 750万円/坪

賃料 30千円/坪 10千円/坪 12千円/坪 22千円/坪

賃料改定率 2%/年 0.5%/年 1%/年 1.5%/年

建設費 100万円/坪 70万円/坪 80万円/坪 100万円/坪

入居率 98% 90% 95% 98%

開発期間 3年 3年 3年 5年



 

開発による効果を受ける地元の資金の活用と、地方の活性

化を図るため一種の所得移転とも考えられる国家レベル

の資金の両方の活用が考えられる。これらの資金の公平か

つ公正な支援が民間開発者を都市開発型プロジェクトに

向かわせ、今後の都市開発型プロジェクト活性化の要点と

なろう。 

 

 

注 

（１）ＤＣＦ法：投資・収入･支出等のキャッシュフロー（資金の流

れ）を年度毎に金利で割り戻し、現在価値で評価するファイナンス

手法。 

（２）リターン：投資からの収益性、収益率 

（３）キーテナントの撤退：新聞検索によれば、90 年以降、ホテル

5 件、商業 17 件が確認されている。 

（４）長期化する自己メカニズム：Implementing Urban Waterfront 

Redevelopment 参照 

（５）リップルエフェクト（Ripple Effect）：開発による二次的な周

辺への波及効果。一般にいう雪だるま方式に街づくりが進む状況。 

（６）都市活性化（Urban Revitalization）プロジェクト：Downtown 

Inc.参照 

（７）ＩＲＲ：（Internal Rate of Return）内部収益率。あるプロジ

ェクトの利回りがその同じ期間の債権においてどれくらいの利率と

同じかを試算する手法。 

（８）Cap Rate：投資収益率。一般に、償却前収益（収入－費用）

／投資額 

（９）ミスマッチが拡大中：日本の不動産取引は閉鎖的として更に

外資の要望する Cap Rate は上がりつつある。（日経 98.11.8） 

（10）高い賃料を安定的なテナント入居率で支える競争力の高いオ

フィスビル：三幸エステート他仲介業者調査報告参照 

（11）リスクプレミアム 1％：1％の根拠として、社債発行において

最も信用の高い水準（ＡＡＡ）と投資適格の最低水準（ＢＢＢ）の

利回り格差（スプレッド）は２％程度であり、この半分をリスクプ

レミアムとした。（98.12.8 日経 総合ページ） 

（12）プロジェクトファイナンス：企業の資産を担保とした銀行等

からの資金調達手法ではなく、プロジェクトの収益力を担保とし、

開発企業の担保は不要（ノンリコース）なファイナンスであり、直

接金融（証券の発行による市場からの直接の資金調達）が多い。コ

ンストラクションローンは銀行等からの開発段階だけの、高いプレ

ミアムのついた金利での資金調達。なお、開発後の資金調達はパー

マネントファイナンスと呼ばれる。 

（13）レバレッジ効果：低利融資制度の活用等により、プロジェク

ト自体の利回りは一定でも、自己投資分の利回りを高める効果。コ

ーポレートファイナンスでは融資分も結局は企業側のリスクとなる

が、プロジェクトファイナンスではリスクを限定することが可能と

なるため、レバレッジの概念がなじみやすい。 
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