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はじめに

　急速な高齢化社会の進展と社会構造の変化によ

り、高齢者単身世帯が増加している現在、子供世

帯の介護は期待できず、高齢者向け住宅施設の供

給は急務となっている。しかし高齢者向け施設の

供給は需要に全く追いついておらず、特別養護老

人ホームの入居待ちは 40 万人を超すと言われて

いる。

　増え続ける高齢者のニーズなどから質の高い高

齢者用施設の安定供給を目指して国土交通省によ

るヘルスケアリートの立ち上げが進められてい

る。ヘルスケアリート検討委員会では、リート組

成に係るさまざまな問題点が議論されたが、特に

投資サイドからは事業特性ゆえの評価手法の難し

さが挙げられている。委員会の取りまとめの中

でも「福祉、介護サービスに対する第三者評価は

一部にあるものの、投資家のオペレータに対する

一般的な評価の仕組みは存在しない」ことが課題

として挙げられている。施設評価において重要な

キャップレートに関しては、明確な根拠がないな

かでの相対比較によって算出しているのが現状で

ある。そのためオペレータの運営能力や事業収支

について評価する場合に「その評価コストが高く

なってしまうことに加え、投資家が評価しきれな

いオペレータの事業リスクが残るため投資家の求

める利回りが高くなる」と検討委員会では指摘し

ている。

　検討委員会の指摘の通り、ヘルスケア施設に対

するリスク評価の考え方が定まっていない現状で

は、未知なるリスクに対する投資家の不安がプレ

ミアムに上乗せされる可能性は否定できない。本

稿はこのような問題点を解決するため、キャップ

レートを経験的な算出方法ではなく、客観的な方

法で算出するモデルを構築することを試みた。さ

らに、オペレータに関わるリスクを把握し、評価

するための現実的な方向性を提示した。これによっ

て、リスクに見合った利回りの設定と確保が可能

となると考えたからである。

　小論は、このような事業特性を反映したヘルス

ケア施設の客観的な利回り算出方法およびオペ

レーションリスク等の把握方法について、株式会

社立地評価研究所と早稲田大学創造理工学部経営
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特 集 第２章



ヘルスケア施設におけるリスク分析
特 集

 2

システム工学科大野研究室とで行った共同研究の

成果として「不動産証券化ジャーナル 2013 年 9・

10 月号に掲載された論文に一部加筆したものであ

る。

　なお、ヘルスケア施設に対する明確な定義はな

いが、本稿では有料老人ホームに焦点を絞って検

討を行っている。

１．ヘルスケア施設を取り巻く状況

１－１ 高齢化の状況、社会保障にかかる動向

　いうまでもなく急速な高齢化の進展で、単身高

齢者の増加や都市部に高齢者が集中することなど

が予測され、また社会保障費の負担増に関しても

深刻なものがある。

　このような状況を受け、政府は今後の医療・介

護の改革の方向性を打ち出した。

　① 急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の

　　  短縮化

　② 機能分化、機能連携による早期社会復帰等の

　　 実現

　③ 在宅医療、介護の場の整備とサービス充実の

　　 三点が示され、いわゆる「社会的入院」をな

　　 くし「医療」から「介護」へ、介護について

　　 も「施設」から「住宅」へという動きが加速

　　 するものであり、ヘルスケア施設の整備・拡

　　 充を進めていかざるをえない状況にある

　　 （右図参照）。

出典：総務省HP：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
       （平成 24年 1月推計）: 出生中位・死亡中位推計」（各年 10月 1日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」
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１－２ ヘルスケアリート設立への取組み

　以上のように高齢者向けの施設の供給が急がれる

が、介護保険 3施設（老健、特養、介護療養病床）

や特定施設については特養に対する補助金抑制や地

方自治体の総量規制により今後大きな供給は見込め

ない。そのため株式会社等の営利法人が運営できる

介護型有料老人ホームやサービス付高齢者住宅が新

たな高齢者の受け皿として位置づけられている。

　このような状況下国土交通省は高齢者を入居・

利用の対象とした賃貸住宅・有料老人ホーム・病

院等の不動産を対象とした新たな資金調達の手段

として「ヘルスケアリート」を創設するための検

討委員会を立ち上げ、リート組成上のメリット及

び課題等について討議が行われた。討議された主

な概要は下記の通りであるが、一方でオペレータ

や利用者側からは、これらの対応について懸念も

示されていた。

図 1.1　「社会保障・税一体改革で目指す将来像」

厚生労働省「社会保障・税一体改革で目指す将来像（平成 24年 3月 30日）」をもとに㈱立地評価研究所で作成
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・多額の資金調達が可能となることから多様なヘ

　ルスケア施設の供給が進むこと

・リートは長期の運用が中心であるため、質の高

　いヘルスケア施設の促進が進むことが期待され

　こと

・情報開示により運営者側の透明性が高まること

・オペレータの外部評価の必要性等

１－３ 不動産鑑定士協会評価指針について

　上記のようなヘルスケアリート立ち上げへの動

きを背景に、2013 年 4 月に日本不動産鑑定士協

会連合会が「高齢者住宅・施設、病院の不動産鑑

定評価」（以下「不動産鑑定士協会評価指針」とする）

を発表し、評価基準や留意点などを取りまとめた。

そのなかで、評価上着目すべき事業特性や収支構

造について以下の通りとしている。

 

（１）ヘルスケア施設の事業特性

　① 提供サービスの内容等による多様な事業モデ

　　 ルの存在

　② 不動産事業とサービス事業、二つの特性を備

　　 えている点

　③ 入居者コミュニティ価値によって事業価値が

　　 影響を受ける

　④ 経年による稼働率や価格への影響が限定的

　⑤ 事業者によってサービス内容と品質にばらつ

　　 きがある

　⑥ キャッシュフローは入居者属性（年齢、性別、

　　 身体状況等）の影響を大きく受ける

　⑦ 高額一時金等で事業者の収益力や財政力を財

　　 務諸表が表していない場合がある

（２）ヘルスケア施設の収支構造

　オペレータ（事業運営者）と土地・建物所有者

（信託銀行等）との間でのマスターリース契約が中

心であるため、オペレータの負担可能賃料を算定

することの重要性が指摘されている。不動産鑑定

士協会評価指針が考える収支の基本構造は次の通

図 1.2　有料老人ホームの収支構造

不動産鑑定士協会評価指針をもとに㈱立地評価研究所作成
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りである。

２．利回り分析

　不動産評価における一般的なキャップレート（還

元利回り）の求め方は、以下の通りである。

（１）類似の不動産の取引事例との比較から求める

　　  方法

　類似性を有する不動産の取引事例における取引

利回りをもとに算定される内部収益率を活用する

方法である。この方法では事例の買い手がどのよ

うなキャッシュフローを予測したかについて同一

目線での査定の可否が必要であるが、詳細な情報

が得られないケースが多いため、多数の収益用不

動産の取引事例の観察や、これらに対する統計分

析等を適用することで、精度を高めていく方法が

より有効な方法である。

（２）借入金と自己資金に係るキャップレート

　　 （還元利回り）から求める方法

　借入金・自己資金法による方法は、標準的な資

金調達能力を有する需要者の資金割合及び金利に

着目した方法である。

　この方法は、不動産購入者の資金調達コスト

に着目しており、不動産投資に係る利回り及び

資金調達に係る金融市場を反映するものである。

WACC とほぼ同様の考えに立つものである。

　この方法では地域性や不動産の個別性などを反

映させるのは困難であり、何らかの補正が必要と

なる。

（3）金融資産の利回りに不動産の個別性を加味し

　　 て求める方法（積み上げ法）

　国債等の安全資産利回りに、対象不動産の投資

対象としての危険性、非流動性、管理の困難性、

資産としての安全性等の個別性を加味して求める

ものとされている。

　この方法は、対象不動産から生ずる収益予測の

不確実性の程度が金融資産などとの比較から把握

できる場合は有効であるが、現状では不動産投資

市場における情報インフラが未整備であるため、

そのようなリスク分析が行うことは困難である。

　

（４）市場参加者情報を活用する方法

　いわゆる投資家調査の成果を参考とする方法で

ある。機関投資家等への定期的なアンケート調査

の結果を活用するものであるが、ヘルスケア施設

のように投資対象として一般化していない特殊な

アセットについては現時点では本格的な調査が行

われていない。

　ヘルスケア施設自体が、投資対象として一般化

していない現状にあるため、これらの方法を適用

することが困難である。

本節では、ヘルスケア評価の利回りに考慮すべき

リスク要因である事業特性、各種の投資用不動産

と比較するなかでのヘルスケア施設の相対的位置

づけについて述べ、後半でキャップレート予測の

研究成果について紹介する。

２－１ ヘルスケア施設の事業特性の反映

　ヘルスケア施設は、不動産事業というよりはサー

ビス業としての側面、更に社会福祉の性格をも持っ

ており、政府の各種制度（医療介護制度）によっ

て事業者の収支が変動する「評価が難しい」事業

特性を持つ。利回りの査定にあたっては、通常の

不動産と同じく立地条件や建物条件のほか、ヘル

スケア施設としての事業特性を考慮した上で判断

する必要がある。固有の事業特性は以下の通りで

ある。
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２－１－１ オペレーションリスク

　ヘルスケア施設特有のリスクとして以下のオペ

レーションリスクが挙げられる。

（１）制度リスク

　・制度変更が収益へ与える影響の大きさ

　・医療報酬や介護報酬等の定期的な改定実施

　・介護・医療保険ともに今後大きな変更がなさ

　　れる高い可能性

　・介護保険三施設、特定施設は各自治体の総量

　　規制の対象となり、自治体間の運用規定の相違

（２）流動性リスク（用途転換の困難性）

　・特殊な設備水準や構造等が要求されるため、

　　他用途への転用や後継オペレータを見つける

　　ことが困難

　・有料老人ホームに関しては、利用者は終身利

　　用権を有しているため、死亡以外での退出は

　　可能性が低く、ヘルスケア施設の性格上、弾

　　力的な入居者の入れ替えは困難

（３）その他リスク

　医療・介護・生活サービスを含んでいるため、

設備の不備による怪我や死亡、また虐待等が発生

した場合の過失責任が施設所有者に及ぶリスクや

レピュテーションリスクを内包している。

２－１－２ オペレータ信用リスク

（１）事業運営リスク

　有料老人ホームは単独事業者による長期の一括

契約となることが前提であるため、賃料負担能力

は事業者のノウハウや経営状態に大きく依存する。

ヘルスケア施設の特徴を踏まえた事業リスク評価

（デューディリジェンス）を行う必要があるが、施

設ごとの情報開示が進んでいないことや、提供す

るサービス内容や介護度によって事業収支が異な

ることなどからベンチマークも一般化しておらず、

投資リスクの評価手法も確立されていない。

（２）入居一時金のリスク

　入居時に高額な一時金を収受している場合、受

領時点で売上計上せず、償却期間に亘って計上さ

れるため、実際のキャッシュフローと事業者の損

益が乖離することが多い。入居者の入居期間を見

誤ると、一時金計上及び損益水準が予測収支より

大きく乖離することが懸念される。

２－２ 投資家から見たヘルスケア施設の相対的位

　　　 置づけ

　ヘルスケア施設は、レジデンスやオフィスと異

なり事業者の能力によって不動産価値が左右され

るいわゆる事業用不動産（オペレーショナルアセッ

ト）である。「不動産鑑定士協会評価指針」でも、

他のオペレーショナルアセットとの相対的比較や

住宅を想定した利回り水準との対比の中で利回り

を求めるとされている。次図は投資家が考慮する

であろう要素ごとにリスクの大小関係からヘルス

ケア施設の相対的な位置づけを行ったものである。

病院のリスクが最も高く、都心型（銀座・青山）

の商業施設のリスクが最も低いとみている。ホテ

ルのカテゴリーをさらに細かく見れば、は都心の

ビジネスホテル等は安定的であるが、リゾートホ

テルやシティホテルは景気や為替レート、天候に

左右されリスク度は高いアセットとみることがで

きる。

　なお、住宅型より介護型老人ホーム（特定施設）

の方が安定的であるとの意見もある一方で、住宅

型の方が一時金の償却額を長く見込んでおり住宅
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図 2.1　投資サイドからみたヘルスケアアセットの位置付け

㈱立地評価研究所作成

に近いという意見もある。

２－３ 本研究におけるキャップレートの予測方法

２－３－１　モデル構築の考え方など

　ヘルスケア施設の客観的な評価にあたっては、

　① 他の不動産に比べて、事業リスクや制度リス

　　 クなど固有のリスクに関する理論的なモデル

　　 がまだ確立されていない

　② わが国では歴史が浅く、これに関する公開
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　　 データが十分に整っていない

といった理由から、十分な検討や、これに基づく

評価方法が確立されていない状況にある。したがっ

て、キャップレートを存在する様々なリスクの積

み上げによって算出する方法は現段階では採用す

ることができない。

　そこで、本研究では実際のキャップレートを用

いて、これに影響する要因を回帰分析で特定しつ

つ、回帰の精度を高めることによって、ヘルスケ

ア施設のキャップレートを予測するモデルを構築

する。すなわち、実際のキャップレートを目的変

数とし、これに影響すると思われる要因群を説明

変数とする重回帰分析モデルを構築するものであ

る。

　ところで、前述したようにヘルスケア施設の

キャップレートがいかに形成されるかといった理

論的な枠組みが未確定な状況にある。もちろん、

2-1、2-2 で述べたように、ヘルスケア施設を取

り巻くいくつかのリスク要因の抽出はされており

いるといった、定性的な検討はなされているもの

の、個々のリスク要因がどの程度ヘルスヘア施設

のキャップレートに影響を与えているかといった

定量的な検討は十分に行われている段階ではない。

また、議論されているリスク要因を眺めてみると、

他の不動産に共通する要因もあれば、オペレータ

の事業リスクや法規の改正などに伴う制度リスク

等、他の不動産には存在しないヘルスケア施設固

有のリスクも存在している。そしてそのヘルスケ

ア固有のリスク値は、各ヘルスヘア施設の事情に

よって異なる値を採ることになり、それはキャッ

プレートに影響を与えると考えられる。

　以上を勘案すれば、ヘルスケア施設における

キャップレート予測モデルを策定するにあたって

は、予測モデルを不動産種別共通部分とヘルスケ

ア施設固有部分との 2つに分割しながら、最終的

にこれらを統合するモデルとして組み上げること

が妥当ではないかと考える。すなわち、

キャップレート＝ｆ（不動産種別共通モデル）＋

ｇ ( ヘルスケア施設固有モデル ) ＋誤差

という形式をとる。全体モデルのイメージは図2.1

の通りである。

　具体的にはまず下記に記す不動産の種別に共通

と思われるキャップレートに対するリスク要因を

説明変数として用いて、キャップレートを予測す

る重回帰モデルを構築する。次に実際のキャップ

レートと予測されたキャップレートとの偏差は、

ヘルスケア施設固有のリスクと誤差から構成され

るものであるとの仮説をもとに、偏差を目的変数、

ヘルスケア施設固有リスク要因を説明変数とする

重回帰モデルを構築し、偏差の予測値を算出する。

そして最初に得られた不動産種別共通モデルの

予測値と偏差の予測値を合計して、実際のキャッ

プレートとの相関を算出することにより、予測モ

デル全体としての有効性を検証するという構造と

なっている。すなわち、

実際のキャップレート＝不動産種別共通モデル予

測値＋偏差予測値 +誤差

というモデルを構築することでヘルスケア施設の

キャップレートの予測モデルを実現することを目

指している。

　以下に、モデル構築に用いた変数を示す。なお、

評価尺度について記載のないものは 5段階評価値

である。詳細については末尾の参考表１を参照さ

れたい。
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① 不動産種別共通予測モデル

　　目的変数　Z：キャップレート

　　説明変数　X

　　　　立地条件：X1立地の収益獲得能力（立地の良否が利回りに与える影響度）、

　　　　　　　　　X2市場の成長性、X3需給動向の安定性、

　　　　建物条件：X4築年数・耐震基準、X5規模・グレード、X6遵法性、

　　　　用途性　：X7賃料負担能力・賃料原資の安定性（制度変更による影響度の大小）、

　　　　　　　　　X8流通市場の成熟度に応じた市場性（買い手の多様性）、

　　　　　　　　　X9用途転換・転用の困難性、X10後継テナント確保の難易度、

　　　　権利関係：X11完全所有権・共有・区分所有の別、

　　　　　　　　　X12借地権、

　　　　契約形態：X13賃貸借契約の内容、X14賃貸形式、X15契約期間

　　　　オペレーショナルリスク：X16 投資判断に関わるデューデリジェンスの難易度

　　　　　　　　　　　　  （収支情報の開示・ベンチマーク等の有無）

　　　　外的要因による影響度：X17 風評被害、X18天候、X19 為替・対日関係等

　　　　用途属性：X20リスクの安定度

　　　　利便性等：X21駅徒歩時間 ( 実数 log)、X22 建物築年数 ( 実数 )

② 偏差予測モデル

　　    目的変数 v：（実際キャップレート－不動産種別共通モデル予測値 )

　　    説明変数 x：x1 オペレータ格付け等、

　　　　　　　　　x2破綻売却等の取引事情の有無 ( ダミー変数 )、

　　　　　　　　　x3室数 ( 実数データ log)、x4 都市圏 /地方圏 ( ダミー変数 )、

　　　　　　　　　x5圏域内の選好性 ( ダミー変数 )

図 2.1　ヘルスケア施設予測キャップレートモデルの構造

◆立地条件

◆建物条件

◆用途性

◆権利関係

◆契約形態

◆オペレーショナルリスク

◆外的要因の影響

◆用途属性

◆ビジネスホテル

◆シティホテル

◆リゾートホテル

◆一般レジデンス

◆寮

◆ヘルスケア施設

◆ＧＭＳ／ＳＣ

◆都心型店舗

◆その他商業

◆物流施設

ヘルスケア施設の固有リスク不動産投資共通リスク

ファクター 類似アセット

◆オペレーター格付

（事業規模によるランク、バックアップオペレーターの有無等）

◆取引特殊要因

◆室数

◆都市圏／地方圏

◆圏域内選好性

ヘルスケアアセットのリスク

不動産種別共通予測モデル ヘルスケア施設偏差予測モデル

ヘルスケア施設予測キャップレート
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2-3-2　キャップレート予測式に関する実際の構築

方法

　前述した 2-3-1 の考え方に基づいて予測式を策

定し、必要なパラメータを推定する。本研究では、

不動産種別として、ビジネスホテル、シティホテ

ル、リゾートホテル、一般レジデンス、寮、ヘル

スケア施設、GMS/SC、都心店舗、その他商業施設、

物流施設の 10種類を設定した。

　まず、不動産種別共通モデルの作成についてで

あるが、用いるデータはヘルスケア施設と類似性

があるとされるオペレーショナルアセットを中心

とした公表データである。本分析では、J-REIT の

期末キャップレートについては東急不動産による

データベース TOREIT で公表されているデータを、

Parkwaylife　REIT が日本国内で運用している有料

老人ホームに関しては、同 REIT の 2012 年アニュ

アルレポート記載のグロス利回りから推定した利

回りを採用して分析を行った。

　なお公表されているデータ数は不動産種別に

よっては偏りがあり、また極端に公開されている

データが少ない不動産種別もある。重回帰分析で

は最小二乗法によってパラメータ推定を行うので、

サンプルに偏りがあると、サンプル数の多い不動

産種別に偏った推定結果が出てしまい、不動産種

別共通モデルの狙いである不動産全体に共通する

予測モデルの策定とはズレが生じてしまうことと

なる。そこで、もっとも少ない種別のデータ数を

勘案して、一つの不動産種別で５から10のデータ、

合計 92サンプルで予測モデルを作成した。なお、

全国の地域の偏りを排除するために、不動産物件

数に比例的に取り扱い、首都圏 5割、近畿圏 2割、

中部圏 1割、九州圏 1割、東北圏 0.5 割、北海道

圏 0.5 割というサンプル構成でデータを選択した。

　また、説明変数のうち、駅徒歩時間などの実数

については、その値を Log に変換したものも予測

式作成の検討に加えた。さらに、5段階尺度値に

ついては各値の間が等間隔として扱うことがモデ

ルの推定上適切か否かを確かめるために、それぞ

れのデータを

　① 2 乗することで数値の大きな尺度値を大きく

　　 評価する

　② Log に変換することで数値の大きな尺度値を

　　 小さく評価する

ことを試みたが、それらは等間隔と扱う場合とほ

とんど差異が見られなかったので、これらの変換

は採用しなかった。

　実際の予測式を推定するための統計ソフトとし

ては SPSS Statistics 21 の重回帰分析を使用し、変

数選択はステップワイズ法を用いた。

２－３－３ キャップレート予測式の推定結果

　4回の変数選択の段階を経て、以下のようなモ

デルを得た。

表 2.1　不動産種別サンプル数
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　また、この時に選択された説明変数は、表 2上

記表のように、リスク安定度、契約期間、駅徒歩

時間（Log) およびオペレータへの信用リスク投資

判断に関わるデューデリジェンスの難易度の４変

数であった。

　したがって、キャップレート Zの予測式は

Z=5.908-0.0333X20+0.322X15+0.339X21-

    0.132X16

となった。

　次に、偏差予測モデルについては、上述の予測

式にヘルスケア施設の４つの目的変数に対応する

データを与えて、予測値を算出する。使用するヘ

ルスケア施設のデータは公表されているものが極

めて少ないために、今回の分析では 35 サンプル

を用いるに留まらざるを得なかった。そして、算

定されたキャップレートの予測値と実際の値との

偏差を計算して、これらを偏差予測モデルの目的

変数の値として用い、一方で、前述したヘルスケ

ア施設固有のリスク要因として挙げた 5つを説明

変数として用いて、重回帰分析を行い予測式のパ

ラメータ推定を行った。使用した統計ソフトは前

に用いたものと同一である。その結果、2階回の

変数選択法（ステップワイズ法）を適用して段階

を経て、下記表 3（上段）、全変数強制投入法を適

用して下記（下段）のような決定係数となるモデ

ル２を得ることができた。以下の記述は変数選択

法の適用結果を基にしたものである。
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　モデル２で選択された説明変数は圏域内の選好

性および室数であった。

したがって、偏差キャップレート vの予測式は

 v=-2.431-0.933x5+1.453x3

　そして最後に、２つのモデルを合成して、キャッ

プレートそのものを予測するための計算を行った。

その結果、実際のキャップレートと予測値との相

関係数は 0.747 を得ることができた。

　この値は得られた予測値がただちに実務に利用

できるという精度にはない。また偏差予測モデル

ではオペレータ格付け（x1）が高いほどキャップ

レートを低下させ、売却時の事情によってキャッ

プレートを高める回帰係数が求められたが、変数

選択の過程においてこれらの説明変数は除去され

るという残念な結果となっている。しかしながら、

今後新たに増える事例を分析する中で、実務に供

せられることが可能な予測モデルを示すことがで

きたと考えられる。

　なおヘルスケア施設のキャップレート予測結果

については、末尾の参考表２を参照されたい。

３．ヘルスケア施設オペレータに関わるリスク
　　の把握と評価

　ヘルスケア施設を運営するオペレータの財務状

況や施設の事業収支にかかわる情報開示の仕組み

が整備されていないことから、投資対象の選定に

おいて必要な情報を入手することが困難な状況に

ある。結果として、リスクを高く見積もらざるを

得ず、投資家が求める利回りがさらに高くなるこ

とや、デューデリジェンスやモニタリングの費用

も高くなることなどが懸念されている。

　したがって、必要な情報が投資家に対して適切

に開示されることによって、ヘルスケアリートが

投資家に認知され、結果として投資市場の発展に

繋がる。しかし、ヘルスケア施設のリスク評価が

標準化されなければ、オペレータが過度な情報提

供を求められることとなり、情報提供のためのコ

ストがヘルスケア施設運営の収支に悪影響を及ぼ

すことになる。

　以下では、ヘルスケア施設運営におけるオペレー

タに関わる信用リスクのみならず、ヘルスケア施

設の運営、サービスの状況に基づくヘルスケア施

設の収益性に関わるリスクの把握・評価方法を検

討する。その際に、金融機関などで通常行ってい

るリスクマネジメント手法を参考にしつつ、情報

提供側であるオペレータの負荷が少なく、かつ評

価者にとっても複雑ではない現実的な方法を提示

したい。

　

３－１ 与信供与検討の際のリスクの把握と評価

　金融機関が与信供与を検討する際に、与信を供

与する取引先（債務者）とその取引（案件）の信

用リスクを客観的に評価する制度が、信用格付制

度である。信用格付には、取引先の今後数年間に

亘る信用力を把握・評価し分類する「債務者格付」

と、与信取引の質を把握・評価し分類する「案件

格付」の 2種類がある。案件格付を付与する代表

的な例に、プロジェクトファイナンスや債権の流

動化を代表とする、ストラクチャードファイナン

スがある。ストラクチャードファイナンスの代表

例であるプロジェクトファイナンスは、プロジェ

クトを実施する主体（スポンサー）のリスクのみ

ならず、そのプロジェクトの質を把握・評価し、

債務償還の確実性の程度により格付を分類する。

この際に、一般的に、債務者格付は付与せず、案

件格付を付与する。

　プロジェクトファイナンスの案件格付を行う場

合は、主に以下の 3点を検討する。
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　①プロジェクト評価

　②与信期間

　③カントリーリスク

　①の「プロジェクト評価」の項目とヘルスケア

施設に関わるリスクの把握・評価との間に極めて

類似性があり、ヘルスケア施設におけるオペレー

タ信用リスクとオペレーションリスクの把握と評

価方法の標準化に参考となる。3-2 でその類似性

を述べることとするが、以下にプロジェクトファ

イナンスの案件格付を行う際の「プロジェクト評

価」の項目の例を列挙する。

表 3.1　プロジェクト評価の項目例

３－２ ヘルスケア施設オペレータのリスクとプロ 

　　　 ジェクト評価の類似性

　上記の、プロジェクト評価の項目とヘルスケア

施設評価との類似性を検討する。

（ア）スポンサーリスクは、プロジェクトを実施す

るスポンサーの業態・実績・能力を把握し評価する。

これは、ヘルスケア施設のオペレータの業態・実績・

能力の評価に類似している。

（イ）完工リスクは、工事価格・建設スケジュール

は妥当か、コスト超過・完工遅延の対応は十分か

否かを把握し評価する。これは、ヘルスケア施設

を建設段階から物件として組み入れる際の完工リ

スクに対応する。

（ウ）技術リスクはプロジェクトの技術力を把握し

評価するものであり、ヘルスケア施設の技術的能

力に類似している。

（エ）原料供給リスクは、原料供給の実績、信頼性

に問題は無いか、原料の輸送・供給施設は整って

いるかを把握し評価するものであり、ヘルスケア

施設では従業員・人材供給（採用）の実績、信頼

性に問題が無いか否かを把握することに類似して

いる。

（オ）操業リスクは、操業者は実績があり信頼でき

るか、事故発生の危険性はないか、操業コストが

他者と比較して競争力があるか、操業技術は実証

済みか否かを把握し評価するものであり、ヘルス

ケア施設のオペレータの操業に関わる能力評価に

類似している。

（カ）マーケットリスクは、プロジェクトから生産

されている製品の市場性は十分か、価格は安定し

ているか、生産される製品・サービスは競争力が

あるか、需給関係に問題はないかを把握し評価す

るものであり、ヘルスケア施設のマーケット評価

に類似している。

（キ）キャッシュフローリスクは、充分な

Feasibility Study が実施されているか、借入金・出
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資比率は妥当な水準か、主要変数の前提条件（製

品価格、販売量、建設コスト、期間、金利、イン

フレ率など）は妥当か、感応度分析の結果には問

題は無いかなどのキャッシュフローの安全性を把

握し評価する。ヘルスケア施設でも同様にキャッ

シュフローの安全性に対応する。

３－３ ヘルスケア施設のオペレータ評価

　プロジェクトファイナンスの案件格付けを参考

にして、ヘルスケア施設のオペレータ評価に必要

な要素が整理することができた。要素ごとの評価

得点は、例えば、Low10 点 ,Average5 点 ,High0 点、

または、Low20 点 ,Average10 点 ,High0 点と与え

ることとする。

　上記の評価得点の配点（重みづけ）は、ヘルス

ケア施設業界の実情に合わせて検討する必要があ

るが、あまり複雑な配点ではなく 3段階評価程度

とし、どの評価者でもほぼ同じ評価となるような

（評価者によって差が生じにくい）評価方法とすべ

きである。

　そのうえで、上記スコアリング得点の合計点に

よってヘルスケア施設運営業者のオペレーション

に関わるリスクとオペレータに関わるリスクを把

握し、リスク評価を行う。

　さらに、リートの運用期間によって、10 年以

内を 1.0 とし、10 から 15 年 0.95、15 年から 20

年以上 0.90 などの掛け目を上記の合計点に掛け

て、期間に対応したスコアリング得点を算出する

ことも考えられる。

　なお要素ごとのスコアリングは、施設ごとに新

たに評価を行うのか、「介護サービス情報の公表制

度」等による調査結果を援用するのか、援用する

場合評価要素として過不足はないか、使い勝手の

点で問題はないかなどは、早急に詰めていかなけ

ればならない実務的な課題である。オペレータと

オペレーションに関するリスクについてのまとめ

と、それらの評価に参考となる主要な公表資料に

ついては、末尾の参考表３を参照されたい。

また、評価の見直しは、6か月毎ないしは 1年毎

にレビューすることが望ましい。

３－４ オペレーションに関わるリスクの評価方法

　金融機関のオペレーションに関わるリスクにつ

いては、バーゼルⅡでオペレーショナルリスクの

把握が求められている。オペレーショナルリスク

に関しては、先進的な金融機関に求められている

計量化手法と、それ以外の金融機関に求められて

いる一定の指標に掛け目を乗じる簡便的な方法が

ある。計量化を行う場合は、リスクの発生確率と

リスク事象が発生した場合の損失の規模（損失金

額）を把握し、データとして蓄積する必要があり、

これを実施するためには、相当の人員、システム、

費用がかかる。

　ヘルスケア施設においてもオペレータの施設運

営状況、サービスの状況、事故やヒヤリハット発

生の状況を正確に把握し、計量的にリスクを把握

することは必要であろうが、海外展開を行ってい

る先進的な金融機関と同等の先進的手法で把握し

計量化することは、オペレータにとって負担が大

きく、ひいては GOPを圧迫することに繋がるもの

と考える。したがって、上記 3-3 で示したような、

オペレータの情報提供に関わる負担が増えず、評

価者にとっても複雑ではなく評価者による評定誤

差が少ないリスクの把握方法が望ましい。

３－５ その他の留意事項

　2-1-1 と 2-1-2 で述べた通り、ヘルスケア施設

特有のリスクとして介護保険制度などの制度が変

更されるリスクと、入居時一時金の未償却部分の

損益に与えるリスクが懸念される。

前者のリスクについては、医療報酬は 2年に 1度、
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介護保険制度 3年に 1度の見直しが実施されるた

め、3-3 で述べた評価のレビュー（6か月毎ない

しは 1年毎）を行い、リスクの把握と評価を定期

的に見直しすることで対応することが望ましい。

後者のリスクについては、3-2 の ( ｷ ) キャッシュ

フローリスクでリスク評価することが考えられる。

このリスク部分については、

　①リスクプレミアムとして還元利回りに上乗せ

　　する方法

　② 1-3（図 1.2）での「経営に帰属する利益」の

　　「運営上のリスクバッファ」に反映させる方法

以上のどちらかに反映させることが考えられる。

どちらを選択するかは、実際にヘルスケアリート

を設計する際に検討することになろう。

　不動産鑑定士協会の「評価指針」と上記 3-2、

3-3 で記した把握と評価方法には共通する部分が

あると思われる。したがって不動産鑑定評価を実

施する際に、併せてリスクの把握・評価を効率的

に実施することにより、関係者への負担が少なく

かつ適切なリスクの把握・評価が可能になるもの

と考える。　

4．今後の展望　　

　投資家は、「リスクフリーレート」に、その投資

対象固有のリスクに対応した「リスクプレミアム」

を上乗せした利回りを求める。ヘルスケア施設の

キャップレートにおける「リスクプレミアム」は、

本稿でも示したように、その事業特性を反映して

「不動産投資の共通リスク」と「ヘルスケア施設固

有リスク」から構成されると考えることが妥当で

あろう。すなわち、ヘルスケア施設に対するキャッ

プレートは、「リスクフリーレート＋不動産投資の

共通部分のリスクプレミアム＋ヘルスケア施設固

有のリスクプレミアム」で構成される。　　そこ

で、本稿では、ヘルスケア施設に対するキャップ

レートを推定するために、不動産種別共通部分と

ヘルスケア施設固有部分の二つのモデルを作成し、

これを統合した構造のモデルを構築した。

　3節ではオペレータに関わるリスクを把握し、評

価するための現実的な方法を提示したが、ここで提

示したオペレータのリスク評価得点の利用方法に

ついて、以下の通りである。本来的には、リスク評

価得点に対応したキャップレートを設定すること

が望ましいが、データが蓄積されていない当初の段

階では、これは困難であるため、以下の二段階を経

てレベルアップしていくことが考えられる。

① まず、2-3-1 の偏差予測モデルの説明変数「オ

　 ペレータ格付等」に、リスク評価得点を代入し、

　 客観的なキャップレートの推定を行い、これを

　 用いてキャップレートを設定する。

② 次の段階として、オペレータのリスク評価得点

　 とオペレータの実際の施設の運営状況、具体的

　 には、「施設の運営が安定しており不安が無い」、

　 「運営に不安があり GOP が不安定」、「運営に

　 懸念があり GOP が確保できない」、「運営に破

　 綻をきたしている」などの状況を把握し、デー

　 タを蓄積したうえで、リスク（評価得点）に見

　 合ったキャップレートの設定を行う。

　最終的には、データが蓄積された上記②の状況

でキャップレートを設定する一方で、①のモデル

を利用してレートの妥当性を検証することを併せ

て実施することが必要となろう。

　今後急速に増えていくであろうヘルスケア施設

の事例について、上記の視点から引き続き考察を

続けていきたい。

以 上
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参考　表１　説明変数の概要　不動産種別共通モデルの説明変数

ヘルスケア施設固有の説明変数（偏差予測モデル）
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参考　表２　ヘルスケア施設のキャップレート予測値
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参考　表３　ヘルスケア施設のオペレーショナルリスク
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