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戦後の経済成長期から1990年代までの約半世紀の間、日本で不動産投
資を評価する際の主要な評価手法は投資回収期間法だった。投資回収期間
法とは、投資した事業が生み出すキャッシュフローの累積が当初の投資額
を超えるまでに何年かかるかを見積もる方法である。この方法では、投資
収益性の高さは、どれだけ短い年数の投資回収期間が見込まれるかで測ら
れる。したがって、収益性指標の単位は年である。

図表1は、投資回収期間法を示すために想定した簡単な事業キャッシュ
フロー表である。当初に、100億円事業に投資し、その資金のうち60％を
借入で賄っている。簡略化のために一般の不動産事業の収益構造とは若干
異なる。事業開始後1年目には、170億円の事業収入に対し100億円の事業
費用が現金ベースでかかり、残りの事業キャッシュフローは70億円であ
る。現金ベースとは、事業費用には減価償却費などの非現金費用を含めな
いことを意味し、したがって事業キャッシュフローは償却前の事業収益に
相当する。事業全体としての回収期間を計算するときには通常この事業キ
ャッシュフローを用いる。この例では、1年目で投資額の70％を回収し、2
年目で累積のキャッシュフローが投資額を超えるため、投資回収期間は2
年となる。なお、月単位で表を作成すれば、投資回収期間は24か月より短

1990年代までの投資評価手法1
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いものになる。
借入の元利支払額は毎年30億円である。キャッシュフローの見通しにお

いて、借入返済額を約定金額より少なく見積もる（債務不履行を当初から想

定する）ことはないので、元利支払額は約定金額である。支払額は累計で
60億円であり当初借入額と同じなので、金利0％の融資を行った金融機関
が2年で全額返済を受ける契約であることがわかる。簡略化のためにエク
イティ投資家の法人税をなしとすると（JREITなどを想定すればよい）、税引
き後収益は初年度が40億円で、投資額の全額を初年度で回収する見込みと
なっている。つまりエクイティの投資回収期間は1年である。

この投資回収期間法は、エクイティ資金の投資主体も長期融資の主体も
用いていた。無論、借り手と貸し手ではキャッシュフローの見通しには隔
たりがあるのが普通だが、手法としては同じものを用いることで共通の土
俵で議論することが可能となる。借り手と貸し手が同じ投資回収期間法を
使うようになった理由は、戦後日本における企業の資金制約の中で、長期
不動産担保融資を行う金融機関が用いていた評価手法が一般化したためと
考えられる。1990年代にかけて投資回収期間法を用いて長期融資を主に行
っていた金融機関は、長期信用銀行（いわゆる興銀、長銀、日債銀）、日本開

単位：億円
投資時点
（t＝0）

1年目
（t＝1）

2年目
（t＝2）

投資額 100

借入額 60

事業収入 170 150

事業費用 100 100

償却前事業収益（事業CF） 70 50

借入元利支払額 30 30

法人税 0 0

税引後収益（エクイティ CF） 40 20

　図表 1　  簡単なキャッシュフロー想定 発銀行（現日本政策投資銀行）、生命保険会社などである。企業に短期資金
を融通する金融機関（都市銀行、地方銀行、信用金庫等）は、特定の事業の将
来キャッシュフローを評価するよりも、企業企業全体の資金繰りと根抵当
のついた資産の鑑定評価額を把握するのが中心であった。

しかし、1990年代初めのいわゆるバブル崩壊、1997─98年の金融危機を
経て以降、不動産投資の評価方法に大きな変化が生じた。特に、1998年の
日本長期信用銀行と日本債券信用銀行の経営破綻により、従来長期融資機
関が行ってきた事業評価に対する信用が大きく損なわれた。さらに、金融
機関の保有する不良債権を処理する過程で、2000年代に入り欧米系の投資
銀行や投資ファンドが日本での事業を活発化させた。そのため、戦後半世
紀にわたり主要な評価手法であった投資回収期間法から、海外の投資家が
用いる評価手法や投資概念が一気に一般化していった。

2000年代に入り主要な不動産の買い手になった外国人投資家は、従来の
投資回収期間法とは異なる評価方法を用いて活発に事業を拡大していっ
た。特に、キャップ・レートという、それまではほぼ耳にすることのなか
った指標を日常的に使用していた。不動産の購入や売却にあたっては、キ
ャップ・レートが何パーセントか、という情報が調査や交渉の主題になっ
ていった。キャップ・レートの詳細は後節で詳しく説明するが、それは、
内部収益率（IRR）や正味割引現在価値（NPV）といった概念と整合的なも
のである。これらは欧米の経営大学院で1970年代から主要な投資評価の方
法として教えられてきたものである。実のところ、1990年代以前に欧米の
経営大学院に留学した日本の実務家は、日本における実務と大学院で教え
られている内容との相違に驚くことが多かった。

しかし、投資評価に必要な基本情報は、内部収益率や正味割引現在価値
であっても、投資回収期間法であっても、図表1と同じ事業キャッシュフ
ローである。同じキャッシュフローの見通しを手にした後で異なる指標を
計算することになる。内部収益率は、正味割引現在価値がゼロになるよう

2000年代以降の投資評価手法2
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な均一の割引率と定義されるので、2000年代以降の評価手法を理解するに
は、まず正味割引現在価値の方を理解する必要がある。

割引という用語からわかるように、最も重要な概念は将来の価値を割引
いて分析することである。割引には2種類の異なる割引がある。一つは時
間価値に対する割引であり、もう一つがリスクに対する割引である。将来
の価値を割り引く理由として様々な不確定要素のみを取り上げ、二つの割
引の差を明確に認識していない場合が散見される。しかし、仮に何の不確
定要素もなくても、将来の1円の方が現在の1円より価値が低いのが通常
である（名目金利が正である環境では）。特に、時間価値の割引はインフレの
みによって生じるのではなく、仮に期待インフレ率がゼロであっても割引
は必要になる（実質金利）。

さらに将来の価値に不確定要素があり、特にその不確定要素が何か投資
家にとって好ましくないものであれば、割引を拡大する必要がある。例え
ば将来の確実な100円が現在手元にある90円と同等であるとき、不確実な
将来の100円は現在手元にある80円と同等であるといった具合である。不
確定要素が何か投資家にとって好ましくないものであれば、という留保条
件を付けたのは、不確定要素が投資家にとって好ましい場合もあるからで
ある。例えば、自動車車両保険の保険金支払額は、実際に事故が起こるま
では確定していない。しかし事故の大きさに応じて支払いが増えるような
不確定要素はむしろ好ましいので、割引幅は逆に不確定性により縮小する。

将来のキャッシュフローをすべて現在価値に割り引いて合算した後、当
初の投資額を差し引いたものが正味割引現在価値（NPV）である。正味現
在価値がゼロ以上であれば、時間価値と不確定性への補償が十分であり、
投資を行うことによって投資家は資金を増やすことができると期待される。
これが正味割引現在価値を用いた投資評価の判断基準である。

将来のキャッシュフローを現在価値に割り引く際に、1年あたり何パーセ
ント割引くかを表す比率が割引率である。例えば、2年後の100円を現在価
値80円と割り引く際の1年あたり割引率は11.8％である（100/（1＋0.118）2

＝80）。現在価値80円の資産を70円の投資で手に入れられるとすれば、正
味割引現在価値は80−70＝10円である。

内部収益率は、正味割引現在価値を0にするような均一な割引率で、コ
ンピュータを使うことにより19.5％と計算される（100/（1＋0.195）2−70＝
0）。投資判断は、19.5％という内部収益率が、時間価値と不確定性への補
償を織り込んだ基準収益率（ハードル・レート）よりも高いかどうかによる。
この場合の基準収益率は11.8％なので、19.5％の内部収益率は妥当な水準
以上の収益をもたらすと期待されるため、投資する方が良いことになる。

内部収益率は、基準収益率を設定しなくても簡単に計算できるため、人
気のある方法である。しかし、例えば内部収益率が19.5％の事業と25％の
事業を比較するときに、単純に25％の事業の方が良いとは言えないため注
意が必要である。例えば25％の事業のリスクが圧倒的に高ければ、19.5％
の事業の方が良いかもしれない。つまり、内部収益率自体にはリスクの程
度に関する情報は含まれていないのである。したがって、内部収益率で投
資判断を行おうとすれば、結局リスクに応じた妥当な割引率を設定しなく
てはならない。

これらの新しい価値評価手法を有効に用いるためには、取引事例や収益
性のデータが広く共有されている必要がある。特に統計的に分析できる形
と量でデータが入手できることが望ましい。そのため、2000年代に評価手
法が変わるのと軌を一にして不動産取引などの情報の共有化が徐々に進め
られることとなったのも重要な変化である1）。

投資回収期間法と、正味割引現在価値または内部収益率との大きな違い
は四つである。第一に時間価値を考慮しているかどうかである。当然、後
者はしているが、前者はしていない。投資回収期間法では、遠い将来のキ
ャッシュフローを割り引かずに単純合算するため、回収期間の後半にキャ
ッシュフローが増加するような事業が有利となる。つまり、正味割引現在

投資回収期間法と正味割引現在価値や
内部収益率との違い3

1）　例えば、国土交通省　不動産投資市場研究会（2008年、http://www.mlit.go.jp/report/
press/land02_hh_000025.html）
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価値が同じであっても、回収期間の後半にキャッシュフローが大きく伸び
る事業の方が回収期間が短くなる。例えば、図表1において、事業CFを割
り引くのに適切な割引率が年率10％だとすると、1年目のキャッシュフロー
の現在価値は63.6億円、2年目のキャッシュフローの現在価値は41.3億円
である。事業CFの現在価値の総計は105億円となるが、事業CFの単純累
計は120億円である。

第二は、投資回収した後のキャッシュフローを考慮に入れるかどうかで
ある。投資回収期間法では、回収した後の価値が大きく伸びようがゼロに
なろうが、年数に違いは生じない。例えば、エクイティの投資回収が済ん
だ後の2年目の20億円は投資回収期間法では何の意味も持たない。他方、
正味割引現在価値や内部収益率では、事業期間全体のキャッシュフローが
計算の対象となる。

第三は計測単位が、他の指標と比較可能かどうかである。正味割引現在
価値は単位が金額なので、単純に加算や減算が可能で、収益の規模も明確
である。正味割引現在価値が20円の事業は10円の事業よりも2倍の価値を
もたらす。また、正味割引現在価値の何割をだれが手にするのか（例えばエ

クイティ投資家か融資機関か）などの分析が容易である。この加法性は大きな
利点である。内部収益率には加法性はなく、また規模の情報も含まれない
ので、リスク量が同じであっても20％の事業が10％の事業の2倍好ましい
わけではない。例えば、内部収益率が20％の非常に小規模な事業と、10％
の大規模事業のどちらかしか選べない場合には、大規模事業の方が収益の
金額としては大きいこともありうる。しかし、内部収益率は年間平均期待
収益率なので、金利や株式投資収益率などの情報と直接比較可能である。

最後に、投資すべきか否かの基準が明確かどうかである。正味割引現在
価値では値がゼロ以上であれば、また内部収益率では基準収益率よりも値
が大きければ投資すべきである。しかし、投資回収期間法では何年以内で
あれば投資すべきという明確な基準はない。無論、融資機関の観点からは
投資回収期間が約定返済期間より短い方がよいが、投資の可否を規定する
ものではない。

キャップ・レートは、事業の償却前事業収益（不動産事業ではNOIと呼ば

れる）を資産価格で除したもので、不動産投資のインカム収益利回りであ
る。

キャップ・レート（利回り）＝償却前事業収益（NOI）/資産価格 （1）

例えば図表1のような特殊な短期事業においては、事業CFの現在価値
を105億円とするとキャップ・レートは70/105＝66.7％となる。年間収益
率の一種という意味では、内部収益率と単位を同じくするが、後で見るよ
うに二つの概念（および水準）の間には大きな違いがある。投資家は、市場
で取引された不動産のキャップ・レートに関する情報を（多くの場合有料で）

集めて、自分が投資しようとしている物件に似た物件の平均キャップ・レ
ートを計算する。自分の投資物件も同水準のキャップ・レートをもたらす
ような価格で取引すれば妥当との考えから、その物件のNOIを平均キャッ
プ・レートで除して、投資価格を算定する（NOI/（キャップ・レート）＝価
格）。つまり、1/（キャップ・レート）は、NOIの水準で基準化した物件価
格であり、その市場平均を計算することで、物件価格について取引事例比
較をするのである。

この方法は、不動産に特有のものではなく、株式投資や企業買収の実務
においても広く用いられている。例えば、株式投資における株価収益率

（PER）は、株価を一株あたり純利益で割ったもので、1/（キャップ・レー
ト）に類似した指標である。PER平均との比較分析によって投資判断をす
るのは、キャップ・レートによる不動産投資分析と類似している。また、
企業買収の際にはEBITDA倍数という指標を用いることが多い。EBITDA
とは企 業の償 却前 事 業 収 益であり、企 業 価 値をEBITDAで除した
EBITDA倍率は、1/（キャップ・レート）と同等の概念である。類似企業の
EBITDA倍数を参考に買収価格を算定するのは不動産評価とほぼ同じ方法

キャップ・レート4
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である。ちなみに図表1の例では1/（キャップ・レート）は1.5である。
しかし、投資案件が、築年数、テナント構成、立地、用途規制、構造、

デザイン、規模などの面で、取引事例とは異なる特性を持つ場合、平均キ
ャップ・レートを用いることはできず、調整をする必要が生じる。例えば、
物件のリスクが、取引事例のリスクより高い場合には、キャップ・レート
を引き上げることにより、低い評価額を得ることになる。どの程度キャッ
プ・レートを調整すれば良いかを理解するためには、キャップ・レートと
不動産の投資収益率との関係を理解する必要がある。また、市場取引事例
の価格水準が合理的か分析しようとする際にも、合理的なキャップ・レー
トの水準を別途推計する必要があり、その意味でもキャップ・レートの中
身をよく理解する必要がある。

まず、利回りと総合収益率の関係は、どの資産においても

期待総合収益率＝利回り（キャップ・レート）＋期待価格変化率 （2）

である。先に見たように、キャップ・レートは、不動産のインカム収益に
係る利回りで、それは総合収益率の一部でしかない。それぞれの年におけ
る価格変化率を合算して初めて総合収益率が得られる。

また、割引率には時間価値の要素とリスク補償の要素があることを表す
と、

割引率＝安全利子率＋リスク・プレミアム （3）

となる。割引率は期待総合収益率であるから、（3）式は総合収益率の要素
分解でもある。（2）式と（3）式を組み合わせると、

利回り（キャップ・レート）＝安全利子率＋リスク・プレミアム−
期待価格変化率 （4）

という関係が得られる。つまり、取引事例の利回りとして観測されるキャ

ップ・レートは、時間価値である安全利子率、リスク補償であるリスク・
プレミアム、そして将来の価格変化による収益を暗黙のうちに反映してい
る。したがって、取引事例に比べてリスクが高いようであれば、それに相
当するリスク・プレミアムの年率を足し合わせれば良いことになる。しか
し、価格変化率が差し引かれていることからわかるように、将来の値上が
りが見込まれている場合にはキャップ・レートは内部収益率に比べて低く、
値下がりが見込まれている場合にはキャップ・レートは内部収益率より高
くなる。

図表2は、吉田（2008）から引用した数値例である。総合収益率（内部収

益率）は等しく20％であっても、キャップ・レート（y）と価格変化率（g）
の組み合わせで，投資案件としての見た目が大きく変わることを示してい
る。横軸が時間，縦軸が価値を表している。四つの折れ線グラフは異なる
価格変化を、折れ線グラフと同じマーカーの点は毎期のNOIを表している。
菱形のマーカーのついた黒い実戦のグラフは、キャップ・レートがゼロ（y
＝0）で収益はすべて価格上昇によりもたらされる場合（g＝0.2）である。
不動産投資ではまれだが、割引債や配当の無い企業の株式がこれに該当す
る。
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　図表 2　  異なるキャップ・レートと価格変化の組み合わせ

（出所）吉田（2008）
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四角いマーカーのついたグラフは、10％のキャップ・レートと10％の価
格上昇率の組み合わせである。米国での不動産投資は通常価格上昇を見込
んで行われるので、この組み合わせは米国の不動産投資に対応している。
三角のマーカーのついた点線のグラフは、資産価格が変化しないケースで
ある。×印のマーカーのついたグラフは、キャップ・レートが最も高く（y
＝0.3）、NOIも最も高い水準で推移しているが、価格は毎期減少してい
る（g＝−0.1）。これは不動産が大きく減価する日本の不動産投資に対応
している。不動産は土地と建物から構成されるので、地価の上昇が建物の
減価を上回らない限り、全体の不動産価格は下落する。土地神話が実現し
ていた1980年代までであればともかく、現在では何か大きな市場構造の変
化がない限り継続的な地価上昇は望めない。

キャップ・レートを要素分解する（4）式の中の、期待価格変化率をさら
に詳しく分解しよう。ここで紹介するのは、Campbell and Shiller （1988） 
の価格配当比率に関する恒等式である。この式は、株式、不動産、債券な
ど、あらゆる資産に一般的に当てはまる関係である。

離散時間の設定で、t 期からt＋1期の間の総合収益率Rt＋1は、t 期の資
産価格Ptとt 期からt＋1期の間に生じるキャッシュ・フロー（NOI）である
Dt＋1を用いて次の恒等式で表すことができる。

Rt＋1＝
Dt＋1＋Pt＋1

Pt
 （5）

上で見たように、総合収益率はインカム利回り（キャップ・レート）と価格

変化率からなることを示している。両辺に Pt
DtRt＋1

を乗じ、価格−キャッシ

ュフロー比率つまりキャップ・レートの逆数（Pt/Dt）の式として整理する
と、

キャップ・レートの理論的な背景5

（ ）1
Rt＋1

Dt＋1

Dt

Pt＋1

Dt＋1

Pt
Dt

＝ 1＋  （6）

となる。さらに各変数の自然対数を小文字で表すと、対数価格−キャッシ
ュフロー比率は、

pt−dt＝−rt＋1＋∆dt＋1＋ln（1＋e pt＋1−dt＋1） （7）

と表される。対数価格−キャッシュフロー比率の平均値 p−d の近傍でテ
イラー展開し線形近似を行い、ρ≡1/（1＋ed−p）, κ≡−［（1−ρ）ln（1−ρ）＋
ρln（p）］と表すと、

pt−dt≈−rt＋1＋∆dt＋1＋ρ（pt＋1−dt＋1）＋κ （8）

となる。この式は、対数価格−キャッシュフロー比率に関する線形差分方
程式である。この式を将来に向かって解いて、t 期の情報に基づく条件付
期待値Etをとると、Campbell and Shiller （1988）の式が得られる。

pt−dt≈
k

1−ρ＋EtΣ∞
j＝1 ρ j−1［∆dt＋j−rt＋j］ （9）

となる。さらに、対数収益率rt＋jを安全利子率 i t＋jとリスク・プレミアム
qt＋jに分解して、対数キャップ・レートの形に書き直すと、

（dt＋Et∆dt＋1）−pt≈Etit＋1＋Etqt＋1−
κ

1−ρ
−EtΣ∞

j＝2 ρ j−1［∆dt＋j−it＋j−qt＋j］ （10）

となる。これはキャップ・レートの（4）式に対応するもので、左辺は来期
の期待対数NOIである（dt＋Et∆dt＋1）から現在の対数価格ptを差し引いた
対数キャップ・レートである。右辺の第一項は来期の期待対数安全利子率
Etit ＋1、第二項は来期の期待対数リスクプレミアムEtqt＋1である。第三項は
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水準を規定する定数項、第四項は将来にわたる対数キャッシュフローの期
待対数変化を割り引いたものEt∑∞

j＝2ρj−1［∆dt＋j− it＋j−qt＋j］で、つまり
期待キャピタルゲイン収益率を表している。つまり、期待キャピタルゲイ
ンは、期待される将来キャッシュフローの成長と割引率の低下によりもた
らされる。特に、金利とリスク・プレミアムの情報は来期のものだけでは
なく、将来にわたる全期間の期待値が反映されていることがわかる。なお、

（5）−（10）式は、単に期間収益率の定義式を変形して期待値を取ったもので
あり、特定のモデルに依存した関係式ではなく、あらゆる資産・市場で成
立する恒等式である。

不動産投資評価に、資金の時間価値やリスク補償の概念を導入するとい
うことは、すなわち経済的な機会費用の概念を導入するということでもあ
る。したがって、1990年代までの回収期間法から2000年代の正味割引現
在価値への移行は、経済的機会費用を明示的に考慮する変化ととらえられ
る。その意味で、この変化は単なる評価手法の小手先の変化ではなく、根
本概念のパラダイムシフトである。またこの変化は望ましいものである。

機会費用を認識しない意思決定が極めて危険であることは、企業の過去
の損失を見れば明らかである。例えば1980年代には、低い表面利率に惹か
れて多くの企業が転換社債やワラント債を発行し、その資金を他の金融資
産で運用するといういわゆる財テクを行った。しかし、転換社債やワラン
ト債の表面利率が低いのは、投資家がオプションを与えられているからで
あり、付与したオプションの価値（機会費用）を差し引いて実質的な資本コ
ストを計算すれば、表面利率よりもずっと高い資本コストを認識しなくて
はならなかったはずである。実際に1988年から1990年にかけては毎月
2000億円から6000億円の転換が行われ、転換社債発行企業としては事後
的に高い資本コストを認識しなくてはならなくなった。あるいは、転換社
債の発行に伴う株式の希薄化の懸念（及び有効な資金使途の欠如）から株価
が低迷するという形で資本コスト上昇に結び付いたと考えられる。

経済的評価を重視する流れ6

機会費用を積極的に認識していく動きは会計制度の変更にも表れてい
る。いまだ紆余曲折はあるものの、時価や公正価値をより広範に適用して
いく流れは、より実質的な費用や価値の把握に向けた長期的な趨勢である
と考えられる。言い方を変えれば、かつて簿価に依存して機会費用を軽視
あるいは無視したことによる企業経営のゆがみに対する反省に基づいてい
る。会計における時価または公正価値の扱いをより合理的なものにしてい
くことによって、会計学と経済学が整合的なものになり、企業経営の分析、
判断が高度化されていくものと期待される。

しかし、評価方法を変えただけで投資判断が合理化されると考えるのは
安易である。評価方法はあくまで枠組みであり、合理的な数値を用いない
限りは、仏作って魂入れずの例えの通り、適切な投資判断には至らない。
特に2008年の金融危機は、価値評価技術、金融技術、会計制度等多くの
面で先端的と考えられていた米国に端を発した。手法としては良いものを
用いていても、実際の運用でいくらでも判断結果は変わりうることを示す
良い例である。具体的には、たとえキャップ・レートや正味割引現在価値
という経済的機会費用を正しく認識しうる方法を用いていても、取引事例
比較にのみ依存している限りは、分析により新しい情報が付加されるわけ
ではなく、合理的な機会費用が評価に織り込まれることはなかった。市場
で直近に行われた取引の評価をただ再確認し追随するだけでは、誤差やバ
イアスが拡大されるだけになってしまう。本当に必要なのは、キャップ・
レートを不動産市場での取引以外の情報と照らし合わせて、価格形成の合
理性を評価することである。したがって、キャップ・レートを用いて価格
評価をする際には、取引事例の平均値をそのまま用いるのではなく、本稿
で説明した要素分解により、金利、リスク量、リスクの価格、などの外部
情報に照らし合わせて、市場取引価格が妥当かどうかを常に判断すること
が必要となる。

2008年の金融危機7
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環境に配慮した建築物（グリーンビル）が注目されるようになり、すでに
10年余りが過ぎようとしている。しかし、グリーンビルの追加的経済価値
を巡っては、米国・欧州を中心として多くの研究が報告されているものの、
日本の商業不動産市場においては信頼できる結果が報告されていない。そ
のような中で、グリーンビルが市場の中でどの程度差別化されているのか
を実証的に明らかにすることは、今後のグリーンビル政策を考えていく上
では大きな意味を持つものと考える。本稿は、東京のオフィス賃貸市場を
対象に、グリーンビルの経済価値を明らかにすることを目的とした。環境
認証の有無に関する内生性の問題に対処するため、傾向スコアによるマッ
チングおよび層別化を行い、環境認証のプレミアムがマーケットセグメン
トにより異なることを明らかにした。築年数が若い大規模オフィスビル中
心の市場ではプレミアムは存在せず、築年数が古い中規模のオフィスビル
では10%を超えることがわかった。

Key Words：環境配慮型建築物（Green Building) ; 環境認証（Green la-
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1）　本稿は、Yongheng Deng, Junichiro Onishi, Chihiro Shimizu, Siqi Zhengによる共同研究
論文The Economic Value of Green Office Buildings in Tokyoを要約したものである。


