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第 4 次産業革命が不動産産業に 

及ぼす影響と対応方向 

－仕事の変化を中心に－ 
 

 イ・ヒョンチャン センター長 

国土研究院住宅土地研究本部 

土地政策研究センター 

 

Ⅰ．序論 

 
物理学、デジタル、生物学の融合により

出現してきた人工知能(AI)、ロボット工学、

物のインターネット(IoT)、自律走行自動車、

3D プリンティング、ナノ技術、生命工学、

材料工学、エネルギー保存技術等は相互間

の連係性を持って各分野の成長を増幅、発

展させている。このような分野別相互交流

と連係は技術的融合を通じて歴史的発展

段階の変曲点を発生させていわゆる第 4 次

産業革命時代が到来している。WEF[仮訳者

注：世界経済フォーラム／ World Economic 

Forum.URL, http://www.weforum.org/]会長で

あるクラウス シュバプ(Klaus Schwab)は
第 4 次産業革命が以前の他の産業革命とは

‘根本的に次元を異に’することと主張す

る。 
したがって第 4 次産業革命は産業内、産

業間構造を急激に変化させると予想され

て世界の主要国家は民間または民間と政

府のコンソーシアム、政府主導等の多様な

方式で対応策を提示して施行している。 
韓国は 21 世紀初期国家的情報化を推進

し て ICT[ 仮 訳 者 注 ： Information and 

Communication Technology（情報通信技術）の略]

インフラを構築して国家競争力を強化し

てきた。しかし産業構造と共に社会経済的

構造変化が予想される第 4 次産業革命の時

代を迎えるために国家的対応策が必要な

時点である。 
産業構造の変化は直接的に一国経済に

影響をもたらすだろう。不動産産業は不動

産仲介業や不動産評価業等の伝統的分野

において人工知能技術の発達と適用で大

きな影響を受けるものと考えられる。反面

不動産開発のデザインやスマートシティ

分野は科学技術の影響を肯定的に受ける

ものと展望される。 
本文は第 4 次産業革命にともなう不動産

産業の影響と対応方向について仕事を中

心に調べる。このために先に第 4 次産業革

命時代の一般的意味と歴史的意味を探っ

てみてこれに伴う仕事の変化を考察する。

そして第 4 次産業革命に対応している世界

主要国家の現況を調べる。第 4 次産業革命

が不動産産業に及ぼす影響を調べてみる

ために不動産産業の一般的現況と展望を

分析する。最後に第 4 次産業革命にともな

う不動産産業の仕事の変化に対する対応

方向と政策的意味を探ってみる。 
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Ⅱ．第 4 次産業革命時代の意味 

 

1．第 4 次産業革命の意味 

 
2016 年 1 月第 46 回世界経済フォーラム

(World Economic Forum;WEF)1 において

クラウス シュバプ(Klaus Schwab)は“第 4
次産業革命の理解(Mastering the Fourth 
Industrial Revolution)”というテーマで技

術革命が今後私たちの世代にどのような

影響と変化をもたらすのかを議論して“第

4 次産業革命”という話題を投げかけた。

WEF は世界経済を低成長と変動性拡大

(slow-growth and choppy market)、中国経

済のリスク拡大、低油価、グローバル生産

性低下、産業競争構図の深刻化等により診

断してこれを克服するための代案として

第 4 次産業革命を核心議題として選定した。 
第 4 次産業革命は“より新しくて多様な

方式にすべての技術が融合して物理学

(physics) 、デジタル (digital) 、生物学

(biology)領域の境界が消えて相互交流して

はるかに複雑な形態を指向するよどみな

い転換”で従来のどのような産業革命とも

根本的に次元を異にする 2。 
クラウス シュバプは過去の産業革命と

は異なり線形でない幾何級数的で、画期的

な技術進歩の速度(velocity)、デジタル革命

を基に多様な科学技術の融合がすべての

産業分野に及ぼす範囲と深さ(breadth and 
depth)、国家間企業間、産業間社会全体の

                                                   
1 クラウス シュバプ(Klaus Schwab)が 1971 年

創立した世界経済フォーラムは当初ヨーロッ

パ経済人の友情を確かめる親睦団体性格の非

営利財団で出発したが最近世界経済が直面し

た問題に対して意見を交換する国際会議性格 

で活用されている。1982 年からスイス高級休

変化を伴うシステム衝撃(system impact)
を第 4 次産業革命の特徴として説明した。 
 

2．第 4 次産業革命の歴史的意味 

 
歴史的には蒸気機関の発明で始まった

第 1次産業革命(1784年)は機械的装置によ

り製品を生産した。第 2 次産業革命(1870
年)は電気の発明で大量生産体制に転換さ

れて、第 3 次産業革命(1969 年)は半導体と

コンピュータを基に情報通信技術の発達

により自動化生産が進行された。反面、第

4 次産業革命は物のインターネット(IoT)の
発達で多品種多量生産、3D プリンティン

グ技術の発達で複雑な組み立てと加工を

通した迅速な生産が可能となった。時期別

産業革命の主な歴史的内容と特徴は次に<
表 1>を参考にするように願う。 
 

3．第 4 次産業革命と仕事の変化 
 

物理学、デジタル、生物学の融合とこれ

に伴う科学技術の発達で出現した第 4 次産

業革命は労働の代替と補完が発生すると

展望される。すなわち一部の職業は消滅す

るか新しい職業が現れて職業の性格も変

わるだろう。これと関連して新しい職業を

創出して仕事が増加するという楽観論と

既存職業を技術革命に変えて仕事が減少

するという悲観論が存在する。 
 

養地であるダボスでこの財団の年次総会が開

かれてダボス フォーラム(Davos Forum)で有

名になる。 
2 クラウス シュバプ(ソン・キョンジン翻

訳),2016,クラウス シュバプの第 4 次産業革

命、新しい現在：26。 
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<表 1> 産業革命の主な内容と特徴 

区分 内容 特徴 

1 次産業革命

(1784) 

－高エネルギー燃料(石炭と石油等)の使用を通じて蒸気機関およ

び蒸気機関車の時代が開始 

－基盤施設建設(橋、トンネル、港湾等)が拡散 

機械的生産、 

蒸気機関 

2 次産業革命

(1870) 

－品質基準、運送方法、作業方式等の標準化は局所的な機能の自

動化を企業－国家水準の自動化された大量生産で発展 

－自動化された大量生産は企業内の供給網から他の企業および他

の国家を包括する国家的で国際的大量生産の供給網に拡大 

－自動化を通した大量生産は労働部門で効率性を強調 

大量生産、 

電気エネルギー 

3 次産業革命

(1969) 

－1969 年インターネットの前身であるアルファネットが開発さ

れてデジタルおよび情報通信技術時代の序幕を開く 

－デジタル時代の爆発的発展と向上した計算能力はより精巧な自

動化を可能 

電子装置、 

IT 

4 次産業革命

(現在) 

－極端な自動化は自動化できる作業の幅を大きく広げて、低級水

準の技術だけでなく、中級水準の熟練技術に対しても適用される

ものと展望 

－人工知能(AI)が適用された自動化は言語とイメージを含むビッ

グデータを分析して、処理する等の人間の固有業務中相当部分を

ロボットが代替するものと展望 

－極端な自動化を通じて低級および中級技術者の業務をロボット

が代替することになって経済的不平等の問題をより一層触発 

人工知能、 

ビッグデータ 

資料：チャン・ピルソン、2016,2016 ダボスフォーラム：近づく 4 次産業革命に対する私たちの戦略

は?、科学技術政策、第 211 号.2016.2:14 を再整理する。 

 
楽観論によれば人間の言語を理解して

判断するのに最適化された人工知能シス

テムである IBM の‘ワトソン(Watson)’
は多様なことができるが、人間に代わるの

ではなく人間に使われるように機械が人

間のすべての労働を代替しないという展

望である。返って新しい技術の発達でロボ

ット コンサルタント、遠隔外科医等の新

生職業が登場して仕事が増加するという

話である。GE(2016)は AI、3D プリンティ

ング、ビッグテータ、産業ロボット技術等

の分野で 200万個余りの新しい仕事が創出

されてその内の 65%は新しい職業になる

ものと展望された。また BCG(2015)によれ

ば第 4 次産業革命によりソフトウェア開発

と IT 技術力量を持つ人材需要が増加して

今後 10 年間ドイツの製造業人材が 39 万人

増加することと展望した。 
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反面 WEF(2016)は AI とロボットが活用

されて 2020 年までに全世界の仕事は 200
万個創出される反面 710万個が減少して全

体的に 510万個が減少するものと展望した。

野村総合研究所(2015)は今後 10～20 年間

に日本の労働人口の 49%が従事する職業

がAI とロボットに代替されると見通した。

ドイツ労働市場と職業研究所(2015)によれ

ば 2025 年までに 43 万個の新しい仕事が

創出される反面 49 万個の仕事が減少して

全体的に 6 万個の仕事が減少すると展望し

ている。また Frey & Osborne(2013)は今後

10~20 年内にアメリカ国内職業の 47%が

コンピュータにより自動化されるものと

展望した。 
クラウス シュバプ(2016)は自動化にと

もなう労働の代替を労働力の危機と診断

した。第 4 次産業革命で創出される職業は

過去の産業革命で発生した職業の数より

少ないものと見通して 3 情報技術等の破

壊的技術革新[仮訳者注：既存事業の秩序を破壊

し、業界構造を劇的に変化させるイノベーション

をいう]により生産性が上昇した理由を、労

働力を多く必要とする財貨が登場したこ

とではなく既存労働を代替するところで

始まると主張した。彼はオックスフォード 
マーティン  スクール (Oxford Martin 
School)のフレイ&オスボーン (Frey and 
Osborne) の研究 結果 を引用 して今後

10~20 年内にアメリカ国内職業のうち

47%が自動化により消滅の危機にあると報

告している。結局過去の産業革命に比べて

広範囲の仕事が崩壊してその速度もまた

速く進行して急激な労働市場の変化をも

                                                   
3 クラウス シュバプ(ソン・キョンジン翻

たらすものと評価することができる。また、

労働市場の両極化が深刻化するものと予

想される。 
 
<表 2>自動化にともなう高危険職業群と低

危険職業群 

高危険職業群 低危険職業群 

可能性 職業 可能性 職業 

0.99 
テレマーケ

ター 
0.0031 

精神健康お

よび薬品乱

用治療 

社会福祉士 

0.99 税務代理人 0.0040 振付師 

0.98 保険調停人 0.0042 
内科および

外科医 

0.98 
スポーツ審

判 
0.0043 心理学者 

0.98 法律秘書 0.0055 
HR マネジ

ャー 

0.97 
レストラン

従業員 
0.0065 

コンピュー

タシステム

分析家 

0.97 
不動産仲介

業者 
0.0077 

人類学者お

よび考古学

者 

0.97 

外国人労働

者農場契約

者 

0.0100 

船舶機関士

および造船

技師 

0.96 秘書職 0.0130 
セ ー ル ス 

マネジャー 

0.64 配達職 0.0150 専門経営者 

注：数値が高いほど自動化により代替される危

険が高まることを意味する。 

資料：クラウス シュバプ(ソン・キョンジン翻

訳),2016：68。 
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訳),2016:70,再引用. 

 
韓国の場合、韓国雇用情報院(2016)によ

れば人工知能技術の導入により代替確率

が高い上位 30 個の業種を分析した結果、

コンクリート工業、屠殺員、製品組立員等

が代替確率の高いことが分かった。特に不

動産コンサルタントと不動産仲介業の場

合、99.05%で代替の可能性が非常に高い職

業に分類されている 4。 
キム・ハンジュン(2016)の調査結果 5 は

第 4 次産業革命により大きな打撃を受ける

こととなる職種として金融・保険職種

(81%)、化学関連職(63.6%)、材料関連職

(61.4%)、機械関連職(55.8%)順に分析して

いる。 
 

Ⅲ．主要国家の第 4 次産業革命

に対する対応現況 

 
1．各国の第 4次産業革命対応現況 

 
世界各国の第 4 次産業革命の対応現況を

調べればアメリカとドイツ等が先導して

日本と中国等も対応する戦略を用意して

いる 6。 
アメリカは民間企業が先端技術と資金

力 を 基 に 自 律 走 行 車

(Google,Tesla,Ford,GM)、物のインターネ

ット(GE)、人工知能(Google)、3D プリンテ

                                                   
4 韓国雇用情報院、2016,“AI.ロボット-人、協業

の時代がきた! 
5 国内韓国雇用職業分類 23 個の中分類に従事す

る 1,006 人を対象にアンケート調査した結果

である。 
6 イ・ジェウォン、2016,第 4 次産業革命:主要国

の対応現況を中心に、韓国銀行。 
7 例えば GE などが主導して産業インターネット 

ィング(Stratasys)、共有経済またはオンデ

マンド経済(AirBnB)等の技術革新を通じ

て第 4 次産業革命を主導している。また、

民間企業間には自律的にコンソーシアム

を構成して共同対応している 7。政府は製

造業の競争力を強化する戦略を用意して、

公共の性格が強い技術開発(R&D)投資を拡

大し、または公共データ開放等のインフラ

を拡充することを間接的に支援している。 
ドイツはグローバル競争と高齢化にと

もなう社会変化に危機感が高まっていわ

ゆる“industrie 4.0”8 を通じて製造強国

として競争力向上に重点を置いている。こ

のために物のインターネット(IoT)、ビッグ

データ等の ICT 融合を通じて産業全般に

亘る生産性向上戦略を推進中である。ドイ

ツは民間主導で中小企業の拡散、標準化遅

延等により成果が振るわないと民官協同

“platform industry 4.0”を構成して核心

推進課題を推進している。2015 年 4 月、規

格と標準、新しいビジネス モデルの発掘、

セキュリティー、人材養成および教育、法

的条件、研究および革新等の 6 大主要核心

推進課題を選定した。 
日本は 2015 年 6 月“日本再興戦略 2015”

を通じて第 4 次産業革命が経済社会全般に

わたって変化をもたらすと予想してこれ

に対する対応策を用意した。このために民

官が共同で社会全般の国家改革に重点を

置いて 2016 年 4 月“第 4 次産業革命先導

コンソーシアム(Industrial Internet 
Consortium)を構成して物のインターネット主

導権を確保するために対応している。 
8 製造業と ICT の融合を通じてスマート製造シ

ステムの垂直統合、global value chain による

水平統合、先端技術を通した高速化、ライフ 
サイクルを対象にするエンジニアリングを主

な内容としている。 
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戦略”を通じて産業構造の改革と雇用、教

育、金融市場改革、脆弱階層支援等の社会

制度改善を併行して推進中である。また、

民官が合同で“第 4次産業革命民官会議 9”

を構成して日本国内第 4 次産業革命コント

ロールタワーの役割を遂行している。 
中国は中国式“Industry 4.0”を通じて製

造業の革新能力を向上することに重点を

置いて量的成長の‘製造大国’から質的成

長の‘製造強国’を推進している。2025 年

までにグローバル製造強国に進入すると

いう目標に“中国製造 2025”により 5 大重

点プロジェクト計画と 10 大育成産業を明

示した。中国政府はインフラ、革新、規制

緩和、国際協力、人材育成等の様々な側面

で政策支援を拡大している。 
 

 
<表 3> 世界の主要国家の第 4次産業革命対応 

 
区分 アメリカ ドイツ 日本 中国 

民官の役割 
民間主導－政府支

援 

民間主導→民・官共

同 

民官共同主導－共同

実行 

政府主導－民間実

行 

ガバナンス 

－民間コンソーシ

アム 

－民・官パートナ

ーシップ 

Platform Industry 

4.0 (政府・企業・学

界) 

第 4 次産業革命官民

会議(政府・企業・学界) 

政府(国務院、工業新

式化部) 

核心戦略 AMP 2.0 Industry 4.0 4次産業革命先導戦略 中国製造 2025 

特徴 

－技術と資金を保

有した企業主導 

－製造業中心 

－製造業と ICT 融

合 

－国際標準化先導 

－フラウンホーフ

ァー研究所 

技術、人材育成、金融、

雇用、地域経済等の総

合対応 

－製造業発展を通

した競争力向上 

－規模の経済が可

能な内需市場 

限界 

仕事、所得分配等

の多様な波及影響

に対する総合的対

応 

製造業中心で経済

全般での技術発展

のシナジー向上必

要 

社会構造的課題解決

が容易ではなくて財

政余力悪化等の政府

支援持続の限界 

貧困、地域格差、老

齢化等と同時に対

応しなければなら

ない複雑な状況 

資料：イ・ジェウォン、2016,第 4 次産業革命：主要国の対応現況を中心に、韓国銀行：15. 

 
2．韓国の第 4次産業革命対応現況 

 

                                                   
9 第 4 次産業革命に対応するために内閣内経済再

生本部に第 4 次産業革命民間会議を設置して

韓国は政府が第 4 次産業革命に対応する

ための戦略準備が至急だと指摘されてい

業務を総括して日本経済団体連合会長、企業

の最高経営者、研究所長等の民間が参加す

る。 
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る。スイス 連邦銀 行 (Union Bank of 
Switzerland;UBS)は第 4 次産業革命にと

もなう各国の適応順位 10 で新興国家のう

ち韓国を台湾(16 位)、マレーシア(22 位)、
チェコ(24 位)より低い 25 位と発表した 11。 
 
<図 1> 各国の第 4 次産業革命適応順位 

 
 

 
注：影響総点(overall impact)が低いほど適応度が

高い順位である。 

資料：UBS、2016,UBS White Paper for the World 

Economic Forum Annual Meeting 2016:25.再構

成. 

 
韓国は国家的情報化推進を通じて世界

水準の ICTインフラを構築して産業と ICT
の結合を誘導して国家競争力強化のため

に努力してきた。しかし第 4 次産業革命は

過去とは‘根本的に次元を異に’して経済

社会構造の激変をもたらすものと予想さ

れて国家的な対応策を準備する必要があ

る。 
このために第 4 次産業革命に対応するた

                                                   
10 UBS は労働市場の柔軟性、技術水準、高等教

育および訓練水準、社会間接資本、法的保障

等を基準として第 4 次産業革命にともなう各

国の適応程度の順位を発表する。 
11 UBS、2016,UBS White Paper for the World 

めの汎省庁推進システムを構築しなけれ

ばならない。そしてこれを支援するための

総括(コントロールタワー)－部門別 TF を

構成して運営しなければならない。汎省庁

コントロールタワーにおいては第 4 次産業

革命のビジョンと政策方向を設定して、ロ

ードマップを基に中長期政策課題を選定、

部署間の政策調整の役割を遂行する。また、

部門別 TF は関連産－学－研機関で構成し

て主な政策課題と政府支援方案用を提案

する。 
 

Ⅳ．不動産産業の現況と展望 

 

1．不動産産業の現況 

 
韓国において不動産資産の規模に比べ

て不動産産業は業種別仕切り式運営、零細

性、競争力弱化、消費者の信頼度問題等を

現わしている。この章では不動産産業の現

況を診断する 12。 
不動産産業の売上額は 2006 年 38.2 兆ウ

ォンで 2010 年 59 兆ウォンまで上昇して

2012 年 50 兆ウォン規模に減少し 2014 年

55.5 兆ウォン規模に若干上昇した。不動産

産業の売上額減少は世界金融危機以後の

国内不動産市場の沈滞に影響を受けたも

のと考えられる。不動産産業の 1 人当り売

上額は 1.5 億ウォンで全産業平均(2.5 億ウ

ォン)や金融保険業(10.5 億ウォン)、製造業

(4.3 億ウォン)、建設業(2.3 億)に比べて低

い方である。 

Economic Forum Annual Meeting 2016:25. 
12 詳しい内容は第 1 回不動産産業の日カンファ

レンス(2016.11.11.コエックス)の“不動産産業

の現在そして未来戦略(イ・ヒョンチャン)”を

参照するように願う。 
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不動産産業の業種別売上額は開発およ

び供給業が 51.4%を占めていて、管理業

(25.6%)、諮問および仲介業(11.1%)、賃貸

業(10.5%)、鑑定評価業(1.4%)順を現わして

いる 13。 
不動産産業の業種別事業体数は諮問お

よび仲介業が全体不動産産業の 65.5%を占

めて高い比率を現している。その他に不動

産管理業(23.8%)、不動産賃貸業(7.1%)、不

動産開発および供給業(3.0%)、鑑定評価業

(0.6%)順である。 
また、従事者数は不動産管理業 52.0%、

諮問および仲介業 31.5%、賃貸業 8.1%、開

発および供給業 6.8%、鑑定評価業 1.7%順

である。 

また、不動産産業の業種別事業体当たり

の従事者数を調べてみれば全体 3.46 人で

製造業 9.96 人、建設業 8.6 人に比べて低い

水準であり平均雇用人数も持続的に減る

傾向を現わしている。 
特に不動産仲介業事業体当たり従事者

数が 1.66 人(2014 年)と最も少ないゆえ、

不動産仲介業の売上額と企業当たり従事

者数が小さい反面、全体従事者数は相対的

に多くて不動産仲介業が主に 1 人企業形態

の零細性を有しているということが分か

る。 
 

2．不動産産業の展望 

 
<表 4> 不動産産業業種別従事者数および企業当たり従事者数現況(2014 年) 

 

KSIC 
従事者数

(名) 

従事者比率

(%) 

企業当たり従事者数

(名) 

不動産業 435,852 100.00 3.46 

 

不動産賃貸および供給業 64,682 14.84 5.12 

 

不動産賃貸業 35,171 8.07 3.95 

 

住居用建物賃貸業 2,338 0.54 2.66 

非住居用建物賃貸業 32,329 7.42 4.10 

その他不動産賃貸業 504 0.12 3.25 

不動産開発および供給業 29,511 6.77 7.91 

 

住居用建物開発および供給業 11,408 2.62 6.25 

非住居用建物開発および供給業 5,064 1.16 6.13 

その他不動産開発および供給業 13,039 2.99 12.07 

不動産関連サービス業 371,170 85.16 3.28 

 

不動産管理業 226,487 51.96 7.55 

 
住居用不動産管理業 147,059 33.74 7.45 

非住居用不動産管理業 79,428 18.22 7.75 

不動産仲介および評価業 144,683 33.20 1.74 

                                                   
13 統計庁、サービス業調査 市道/産業別総括、 国家統計ポータル参照。 
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不動産自問および仲介業 137,325 31.51 1.66 

不動産感情評価業 7,358 1.69 10.39 

資料：国家統計ポータル、事業体調査、市道・産業・事業体区分別事業体数、従事者数. 

 
今後、不動産開発需要減少により仲介業、

開発供給業、鑑定評価業等の伝統的な不動

産産業は成長が停滞する展望なので不動

産産業の構造変化が予想される。例えば不

動産開発事業の縮小は補償評価等の需要

を縮小させて鑑定評価業の規模を減少さ

せる可能性があって、不動産の利用および

管理行為が重要になりながら仲介業の活

動領域もまた減る可能性が高い。また不動

産景気の沈滞だけでなく ICT および情報

業の発達でインターネット等を通した当

事者間の直接取引が増えて仲介業市場の

業務もやはり減るだろう。 
反面、不動産産業が ICT、金融産業、空

間情報産業等と融合して発展していて、賃

貸業等の新しい不動産産業の成長を期待

することができる。不動産業はすべての IT
製造分野業種等との低い産業融合度を記

録したが、付加通信および情報サービスと

は相対的に高い融合を見せることができ

る 14。特に情報通信技術の進歩とビッグデ

ータの活用により不動産情報提供業に新

しい転機を付与することができる。 
低金利基調と住宅価格上昇期待減少で

伝貰住宅の家賃転換が早く進行していて、

収益型不動産市場に需要増加により商店

街とオフィステル等の持続的賃貸収益を

                                                   
14 コ・デヨン他、2014,サービス-IT 産業融合活

性化戦略：サービス-IT 産業融合度分析を中心

に、産業研究院：134。 
15 イ・ヒョンチャン、2016,人工知能と不動産サ

ービス産業の未来、不動産フォーカス 96：74-

基盤とする賃貸市場の拡大が展望される。

また、賃貸収益基盤の収益型不動産で賃貸

収入変化分析、財務分析、金融調達等の専

門的資産管理に対する需要が大きくなる

と予想される。 
 

Ⅴ．第 4 次産業革命にともなう

不動産産業分野の展望 

 
人工知能(AI)、物のインターネット(IoT),

コネクティッドホーム(connected home)等
のデジタル技術の発達にともなう第 4 次産

業革命は不動産産業分野のうち不動産仲

介取引業、そして賃貸管理業、資産管理業、

施設管理業等の不動産管理等に大きく影

響を及ぼす可能性が高い 15。 
先ず、不動産仲介業は人工知能が実生活

に 導 入 さ れ る こ と が で き る 分 野 で

Forrester Research(2015)は工事労働職、

単純事務補助、営業販売職と同じく高危険

職業群に分類している 16。第 4 次産業革命

の到来に、制限された情報を通じて地域性

という不動産の特徴を基に販売、賃貸、取

引をおこなう不動産仲介業は他の不動産

産業の業種と比較した時に大きな打撃を

受けるものと考えられる。第 4 次産業革命

時代に不動産仲介業は中長期的に威嚇要

75 再整理する。 
16 Forrester Research、2015,“The future of 

jobs、2025:working side by side with 
robots” 
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素として作用する可能性が最も大きい業

種であり、短期的には不動産仲介業体の効

率性や生産性向上を通じて業種内競争力

を図るものと展望される。 
不動産管理中の施設管理業、賃貸管理業

等は不動産全般において体系的で科学的

な管理が可能になるものであり需要者オ

ーダーメード型サービスに転換される可

能性が高くて第 4 次産業革命のデジタル技

術の影響を多大に受けるものと展望され

る。併せてサービスの範囲的拡大は価値鎖

の関連業種を総合化し、またはネットワー

ク化した規模の経済を図ることによって

不動産関連企業が大規模化するものと予

想される。 
不動産金融業も仲介業、管理業と共に短

期的に第 4 次産業革命時代を迎えて科学技

術の助けを受けるものと考える。金融に対

する需要者である消費者や企業の効率的

な資金調達と最適組み合わせが人工知能

技術等を通して提供されるはずである。多

角化される金融市場の需要を反映するた

めにビッグデータ等の活用が広がるだろ

う。 
デジタル技術を土台としたバーチャル

リアリティ(VR;Virtual Realization)のコ

ンテンツを活用してインテリアやリモデ

リング作業をデジタルシミュレーション

で実現することによって不動産販売とマ

ーケティング業に影響を及ぼすだろう。 
他の不動産関連産業に比べて不動産開

発業の企画、デザイン等の分野は第 4 次産

                                                   
17 グーグルの持株会社であるアルファベットは

良い未来都市を建設するために 2015 年設立し

たサイドウォーク ラボ(Sidewalk Labs)を通じ

てアメリカの大規模新規住宅課事務室、商業

団地開発社業提案書を提出する計画でありサ

業革命の影響を受けるのに一定の時間が

必要とされるものと考えられる。ただし、

大容量の資料と機械的学習を通じて企画

段階で開始して開発事業推進段階まで影

響力を育てていくと展望される 17。 
概して自動化と知能化による第 4 次産業

革命は生産要素の限界生産性低下に現れ

る収穫逓減の傾向(diminishing returns to 
scale)から資本蓄積とこれに伴う技術進歩

で収穫渋滞の傾向に転換されることが展

望される。不動産産業において収穫渋滞の

経済は産業間だけでなく業種間格差を増

加させるものであるから技術革新または

業種間融合一体化により競争力を確保す

ることが重要である。 
 

Ⅵ．第 4 次産業革命と仕事の変

化にともなう対応方向 

 
第 4 次産業革命により未来不動産産業の

仕事と関連して基本教育と生涯学習シス

テムに対する長期的計画準備が必要であ

る。 
このために先ず不動産産業の実態調査

を通じて不動産産業の概念と領域を再確

立しなければならない。不動産産業の経営

実態や産業構造を通じて仕事の変化に伴

う対応策を準備するためには実態調査が

先決されなければならない。 
不動産産業分野における人材管理を再

編しなければならない。短期的に企業は人

材と職務能力間の格差を調査して組織の

イドウォーク ラボは既存まちづくりにモバイ

ルと物のインターネット技術を結合して交

通、エネルギー、健康生活領域全般にわたっ

た 6 都市構築プロジェクトを推進する計画で

ある。 
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事業と人材管理戦略方向を一致させてデ

ジタル人材プラットホームを通じて独立

的専門担当者との協業を拡大しなければ

ならない。長期的には生涯学習のための再

訓練教育システムを強化して人材活用の

ための民－官－企業パートナーシップを

必要とする。 
不動産産業で仕事の変化と市場の需要

に対応するために既存関連人材を持続的

に再教育することや企業と大学間協力を

通じて柔軟性ある職務能力強化体制が優

先的に必要である。第 4 次産業革命による

産業構造および雇用市場変化に対応して

グローバル産業をリードできる核心技術

開発と人材再教育システム改善等の努力

が要求される。 
第 4 次産業革命は技術間融合を通じて進

歩を基に体系化されると考えられるとき、

現在の不動産産業分野の業種別仕切り式

運営は持続可能が困難であることが現実

である。産業間または産業内融合を誘導で

きない構造で産業の仕事は萎縮するほか

はない。したがって今後開発－生産－販売

－仲介－管理－維持管理等の不動産商品

のライフ サイクルが近接した価値連鎖間

の融合を図ることは自明である。さらに人

工知能技術の発展、バーチャルリアリティ

の適用、他の分野の技術の融合はこのよう

な傾向を加速化させるだろう。 
最後にこのように第 4 次産業革命にとも

なう不動産産業の仕事の変化に対応する

ために今後政府が推進する計画である“不

動産サービス産業振興基本計画”に具体的

実行方案とロードマップを提示する方案

も考慮してみる価値はある。 
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