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■■■はじめに

2030年 という近未来を考えることは極めて難しい。未来を予

減1するときには、経済学の分野では過去の事象を計量モデルに

より再現し、一定の仮定を置くことで 予沢1値を推定する。しか

し、このような予浪1が 当たることは少ない。その言い訳をさせて

いただければ、経済市場においては、絶えず市場構造が変化し

ているためである。

2030年 の都市や住宅市場、またはその働き方を考えるときに、

実証的 (Sdence)に 導くことができる世界と、規範的 (Art)に

経済理論の枠組みで予想される世界とを識別しながら考えてい

く必要がある。そのような挑戦的な課題に取り組まれた本特集

の巻頭言として、本稿では、2030年の者

`市

住宅を、マクロ・マイ

クロの2つ の視点から予浪1する。

■■■人回減少 0高齢化がもたらすマクロショック

2030年 に向けての都市住宅市場の未来を考えるにあたり、人

口減少または高齢化の進展は、確実に発生する事象の一つで

ある。人口減少や高齢化の進展は、住宅需要を減少させると

考えられている。住宅需要の変化に注目した代表的な研究は、

Mankiw and Wdl(1989)で ある。同研究では、米国の将来の

住宅需要となるベビーブームとその後の出生率の急激な低下の

影響を分析するために、家計単位での個票データを用いて年齢

別の住宅需要を独自に推計した。さらに年齢階級別の人口の将

来に向かっての変化を用いて、住宅価格の将来予浪1を行った。

得られた結果として、推計時点から25年 をかけて、実質ベース

で米国の住宅価格が47%下落することを予汲1した。そのような

予浪1に対する批判としては、住宅需要関数の推計に関する問題

を除くと、

1)住宅需要の変化は住宅の家賃に影響をもたらすものの、住

宅価格に対して直接的な影響をもたらすものではないこと

2)住宅供給は長期的には弾力的であるために、住宅需要が低

下したとすれば、住宅供給によって調整されるとともに、建物の

取り壊しを通じてストックが調整される、といったIT由 から、住

宅価格の暴落は起こらないという反論が出された。

近11においては、さらに高齢化がマクロ経済、または住宅市場

に与える影響に関する理論 実証研究が進められている。それ

らの一連の研究は、ll代 をまたがる長期均衡の中で、人々のラ

イフサイクルと住宅需要との関係に焦点を当て、人口構成の変化

と住宅市場との関係を分析している。世代重複モデルの枠組み

で考えれば、ある個人は現役時代では資産を形成し、高齢期に

入ると形成された貯蓄 (資産 )を 切り崩し、消費を行う=そ の資

産の形成Illに おいて、住宅資産は、現預金等と比較してインフレ

によって日減りすることも少なく、人々にとって安全な資産の ‐つ

と考えられてきたし

Saita,et al(2016)、 Tamai.et al(2017)は 、重複世代モデ

ルに基づき、老齢人口依存比率、つまり生産年齢人口 (20～

64歳人日)と 老齢人口 (65歳以上人口)の 2グループの構成の

変化が住宅市場の変動を説明する要因と考え、実証モデルの中

に明示的に取り入た.

このモデルでは、生産年齢人口 (現役世代人口)が増加する

と、資産需要が押し上げられ、また、生産年齢人口に占める高齢

世代人口の数が増加すると、資産需要は押し「 げられるこ

ここで問題となるのが、住宅のもつ耐久性とストック調整機能

である。住宅投資の乗数効果が高いために、とりわけバブル崩

壊後の景気停滞Illに おいては、新築住宅に対する優遇ローンだ

けでなく、あらゆる手段を使って新規の住宅投資を誘発させる

ような政策が次々に実施されてきた。さらに、住宅の取り壊し費

用は大きいために、需要の低 卜に応じて供給調整が行われても、

ストック調整まで進むことは少なく、市場に放置されてしまう。こ

オtが「窄き家J問題として、地方都市が先行して直面している社

会課題となる。
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このような状況を考えると、人口減少と高齢化の進展は、やは

り住宅価格の暴落、いわゆる「アセットメルトダウン」を起こす可

台旨性が高いと言ってもいいであろう。

― マンシ轟ンの種朽イ鵬 購
マクElショック

人口減少・高齢化と併せて、2030年 の都市住宅を考えるにあ

たり重要な問題として提起されるのが、区分所有型集合住宅、い

わゆるマンションの老朽化問題である。マンションは1970年代以

降に都市部を中心に本格的に建築された。マンションは、土地の

制約が強い都市部において、経済成長と併せて増加する住宅需

要を吸収するための重要な都市インフラとして機能してきたわけ

であるが、その老朽化が進み始めており、その維持・管理問題は、

大きな社会問題として発展することが予想される。

耐久財が老朽化していく中では、その維持管理投資が行われ

て、その機能の維持が困難になったときには、除却される。しかし、

マンションは区分所有法により、専有部分と共有部分を組み合わ

せた区分所有権によりその権原が構成されているため、a)建て

替えには5分の4の居住者、持ち分の賛成が必要、b)区分所有

権の解消のためには全員同意が必要、などマンションストックを

更新、滅失させるためには極めて大きな社会的コストがかかる。

そうすると、2030年 の都市住宅市場が直面する新しい課題と

して、人口減少・高齢化と併せて、者6市を構成する要素の一つで

あるマンションもまた老朽化が進むという問題に直面するのである。

清水ら(2017)で は、首都圏を対象として、人口減少・高齢化

と老朽マンションが同時進行していく様子を分析している。同研

究では、建築後 25年以上経過したマンションが存在する地域で

は、周辺の戸建て住宅の価格を押し下げるような外部不経済を

発生させることを明らかにしている。

そのマクロ的な変動の集計値を見ると、2005年 には176万戸、

7,869万 平米しかない77f築 後 25年以上が経過した老朽マンショ

ンは、2030年 には781万戸、3億 8,205万 平米、さらに2040年 に

は943万戸、4億 7,730万平米にまで増加していく.2015年 を基

準として考えると、2005年 から2015年までの10年間で、老朽マン

ションは面積ベースで23倍 Ti度に増加し、さらに、2040年までに

268倍まで拡大していく.一方、総人口|ま 、2¨
=二

111125■

までは大きな変化はないが、2030年から2040年 1■ して■三(

低下していく様子がわかる。とりわけ顕著ておこ|■ ■ ■■■.)

増加である.65歳以上人口は2005年 から2015三 二.´ Ii S4

から100、 75歳以上人口は080か ら100へ と壇:|_t二 :「 手

までには、65歳以上人口は11倍に、75歳 以上 、
「Il i■・＼

と増加していくしつまり、老朽マンションの増加tir 、「1~ゴ

齢化の速度をはるかに上回る速度で発生してい (「 IF」

図は、年代別にマンション供給の空間分布を電ti~rF=
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年代別マンションの供給分布

図1 1970年以前に建築されたマンション分布
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図2 1980年 以前に建築されたマンション分布



係を明示的に取り人れて、家計の効用最大化問題を考えてみよ

う。労働と余暇を識別した家計の効用関数においては、賃金は

限界不効用の対価として受け収るものであり、余暇時間を享受す

ることで正の効用を得ることができるものと考える。そうすると、

私たち家計は、長い余暇時間を確保するために、通勤時間を節

約するように住宅サービスを消費し、効用を最:大化することがで

きた。また、空間とお金の消費を考えたときに、職場や労働時

間内における移動できる地域内での空間とお金の消費と、住ま

いやその周辺での時間とお金の消費を最適に組み合わせること

で、効用の最大化を図ってきた.

しかし、高齢化社会とは、社会において通勤という呪縛から解

放された[L帯の比率が増 tllすることを意味する。そうすると、家

の中、または家の周辺での時間とお金を消費することで効用の

最大化を図ろうとする家計が増加していくことになる.

また、lll」 き方改革における労lllJ時 間の短縮やモバイルワークな

どの進展に伴い家の中で過ごす時間が増加することは、一層家

またはその周辺で時間・空間とお金を消費するlit会 が増加する。

このような変化は、住宅市場に対してどのような影響をもたら

すのであろうか。また、住宅の価値を資産価値ではなく、利用価

値の佃1面 を重視した時に、どのような構造変化がもたらされるの

であろうか。

住宅から受ける効用水準と支払意思額は、消費者がその住

宅をどのように利用するのかということに依存する。具体的には、

住宅の中ですごす時間という「量Jとすごし方といった「質Jの積

によって決定される.深夜までイli事 に追われてほとんど住宅で

過ごすことができない主体や、塾などの習い事に追われ、住宅

で過ごす時間が限定されている家計では、住宅で過ごす時間の

量は極めて少ない。

住宅が、ただ休′害、をとるために眠るだけのための空間というこ

とであれば、要求される質も小さくなる。それだけの価値しか見

|llす ことができない。現在の住宅価格は、そのような環境で形

成されており、職場や学校などの日常を過ごす場所までの距離

が重視されている。つまり、都心までの利便性が重要となる.

ここで、家族と過ごす時間が長くなり、友人が頻繁に訪れるよ

うな家であれば、リビングなどのスペースが重要となる。そこで過

ごす時間やその過ごす時間から受ける効用が増加|し 、その増分

は住宅サービスに対する支払い意思額となって表明される.

高齢化社会の進展や働き方改革に伴い、2030年 の者

`市

住宅

は、社会的な機能が変質し、さらに進化していくことが予想され

る.つまり、 ^層私たちの効用に対して寄与する比重が高まる可

能性が高くなっていくのである.

さらには、その選択においては、資産価値が維持されるといっ

たことではなく、どのような消費ができるのかといったことが重

要になるであろう。おしゃれなカフェがあったり、バーがあったり、

おいしいバン屋やケーキ屋があったり、気の利いたイと屋があった

り、和食、フレンチ、イタリアン、中華だけでなく、さまざまな種別

のレストランがあったり、自然や文化が享受できたりと、多様な消

費機会が与えられる街に人が集積していくものと考えられる。そ

れが例え就業地である都心から離れていても、働くことから解放

された家計は、一層自由な選択ができるようになるであろう.

このような構造変化は、住宅のサービス価値を高めるように作

用することが予想される。それは質的な意味だけでなく、量的な

意味での拡大をもたらすように作用するであろう。人口減少や高

齢化、建物の老朽化といった悲観的なマクロのショックを打ち消

すように、マイクロなショックが発生し、そのエネルギーは、我々

が現段階では汲J定できないほど大きなものであると考えている。

2030年 の都市住宅における空間的な家計の配置は、どのよう

になっているのであろうか。都心に向かって集積してきた家計は、

一層集積を高めるのか、都心から解放された場所での集積を生

むのか、注意深く観察していきたい。
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図3 1990年 以前に建築されたマンション分布

新者6市ハウジングニュース V01.872018.冬● 3

図4 2000年以前に建築されたマンション分布
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