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　“200年住宅”、つまり長寿命住宅を推

進する動きが活発化してきている。その政

策的な意義としては、「持続可能な社会の

実現を目指し、良質な住宅を大切に長く

使うことによる地球環境への負荷の低減

を図るとともに、建て替えコストの削減に

よる国民の住宅負担の軽減を図る」こと

が指摘されている。

　このように長寿命住宅政策は、環境政策

と住宅政策との融合が図られようとして

いるものの、市場の評価が十分に検討され

ているとは言い難い。つまり、長寿命住宅

にすることで、消費者においては、どのよう

なメリットがあるのかが不明確である。加

えて、それを実現することで、社会全体の

コストがどの程度軽減されるのか、といっ

たことについても、信頼できる数値が示さ

れていないのが実情である。

　たとえば、耐久性の高い住宅を建造した

家計において、その家計の生涯を通じた効

用水準が、そうでない家計と比較して本当

に上昇するのかどうかは、経済理論的まし

てや実証的にも明らかにされていない。き

わめて直観的な議論をすれば、市場が完

全に効率的に機能し、品質に対する価格

付けを正確にすることができるのであれば、

ある家計が耐久性の高い長寿命住宅を建

築しても、そうでない住宅を安いコストで

建築しても、生涯を通じた効用水準は変

化しないことが予想される。しかしながら、

外部性の程度は異なる。それが環境負荷

であったり、耐震性を通じた震災によって

発生する社会的コストを低下させたりする

ことは期待できる。そのような中で、政策

的な介入を行い長寿命住宅を促進するこ

とには意味があると言えよう。

　しかし、ここで大きな課題に直面する。

先の仮定は「市場が効率的に機能してい

る」ことを前提としたものである。もし仮

に市場が効率的に機能しなければ、つまり、

品質に対応した価格決定が行われなけれ

ば、具体的には、高額な投資を行い長寿命

住宅を建設したとしても、その住宅から受

けることができるサービス水準から維持・

管理コスト・住宅ローンの利払いを含めた

ライフサイクルコストと最後の取り壊し費

用を含めた物理的なコストを引いたネット

のサービス水準が上昇しなければ、投資の

効果が消滅してしまう。むしろ負となるこ

ともありうる。ここで難しいのは、どの程

度の期間を通じての効用の最大化を図る

のかといった問題について、それぞれの家

計が直面する状況が異なるため、一概には

言えないことである。

　加えて、相続や譲渡の問題を加味した

場合、さらに議論は複雑となる。当該住

宅に生涯住み続けないという前提に立てば、

建築後、数年以内に売却をすることとなる。

そして、その売却において、既存住宅市場

が効率的ではなく、適正に品質に対応した

価格決定がなされなければ、また、その不

確実性が高ければ、家計の効用水準は大

きく低下してしまう。長寿命住宅の整備・
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促進を進めようとした場合には、既存住宅

市場が効率的に機能していることが前提

条件となる。そして、既存住宅市場が効率

的に機能するためには、経済的には品質と

価格に関する情報が十分に市場参加者に

いきわたっていることが必要となる。

　そして、高額の財であることから、住宅

ローンを組んで購入することが一般的であ

るため、金融システムにおいて適切に評価

されることも要求される。既存住宅市場

においては、金融システムで低い価格付け

しかなされなければ、予算制約から価値が

低く見積もられてしまうのである。

　さらには、その価値決定においては、外

部性の影響を強く受ける。具体的には、住

宅の経済価値の決定においては、住宅単体

の価値よりもむしろ周辺環境などのほうが

高いウェイトを持つ（Shimizu（2009））。

これは、長寿命住宅といった住宅単体の価

値の維持だけでは、市場で高い評価を受け

ることができないことを意味する。

　これらの問題は、すべて情報の問題に集

約される。第一の既存住宅市場の効率性

問題や、第二の金融市場における価値決定

の問題は、それぞれの市場において、どのよ

うな情報整備を進めていくべきかといった

問題となる。第三の外部性問題も、住宅

関連情報の定義をどの範囲まで含めるの

かといった問題となる。

　本章では、これら3つの問題に関して、

経済的な視点から整理することを目的と

する。　

　『平成18年度 国土交通白書』に掲載さ

れている既存住宅流通に関する国際比較

によれば、「米国・英国・フランスでは既存

住宅流通シェアが７割から８割に上って

いるものの、日本では13.1％と極端に低

い値となっている」ことが指摘されている。

このことから一概に、日本の既存住宅市場

が発達していないということにはつながら

ない。日本の場合は、他の国よりも新築建

設市場が発達しすぎているとも言えよう。

その市場が活発であるために、既存住宅市

場のシェアが小さくなっているとも言える

のである。

　これらのことはどちらも正解である。わ

が国の住宅市場は、世帯数あたりでみた

流通量も低く、加えて新規着工件数も高

い市場である【註2】。その意味で、国土交

通省のいう既存住宅市場のシェアを上昇

させるべきであるというロジックに立てば、

新築市場のウェイトを低下させると同時

に、既存住宅市場の活性化を促進させる

といった施策が必要となる。特に、長寿命

住宅の政策目標である「持続可能な社会

の実現を目指し、良質な住宅を大切に長

く使うことによる地球環境への負荷の低

減を図るとともに、建て替えコストの削減

による国民の住宅負担の軽減を図る」と

いう前提には、人口が減少していくわが国

においては、新築着工市場を縮小させてい

くといった強い意志が必要であることは言

うまでもない。そのような問題と同時に吟

味をしていくことが必要であろう。

　ここでは、このような問題を除き、既存

住宅市場の中に潜む問題だけを検討しよ

う。

　既存住宅市場の活性化が社会的な課題

であるということを考えれば、2つの視点

が必要である。まず、微視的な視点として

は、各家計単位で発生する住み替えがで

きないことによって家計の効用水準が低

下してしまうという問題である。具体的

には、ある住宅需要が変化した際に、その

需要の構成と規模が現在の住宅と一致し

ないという問題である。そして、その変更

が既存住宅市場の非効率性によって阻害

される場合となる。ここで、住み替え先と

しては、新築住宅市場と既存住宅市場が

無差別であれば、どちらへの転居でもよい

既存住宅市場の活性化の意義2

【註1】本稿の執筆において、Joseph G Nellis 教授（Cranfield School of Management, Cranfield University）には、情報提供とともに、適切
なコメントをいただいた。ここに記して御礼申し上げます。
【註2】清水・川村（2009）において、日米比較をしているが、日本のストックあたりの流通量は特に地方部においてきわめて低いことが指摘されている。
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こととなる。しかし、その両市場との間に、

何らかの非効率性が存在することで既存

住宅が選択されず、その結果として、その

時々のストック水準では、その住み替えを

実現できなくなってしまうという問題が発

生しているのであれば、政策介入は必要で

ある。この場合には、その家計の生涯を通

じての効用水準は低下してしまうためであ

る。ここでは、どのようなタイミングで住

み替えをすることで効用水準が上昇する

のか、逆説的に考えれば、住み替えを通じ

て家計の効用水準の上昇を阻害している

市場はどこにあるのかを、慎重に議論して

いくことが必要である。予想されるに、所

得制約が強いためにもっとも住宅需要が

顕在化する都市部の若年世帯において住

み替えができていない、子供が独立し家計

規模が小さくなった高齢の家計において、

住み替えができていないといったことが予

想される。この住み替えができない問題に

対して、単に既存住宅市場の非効率性の

問題か、所得分配の問題か、子育て支援な

どの福祉政策として実施すべき問題かと

いった政策的な選択問題としては明確な

ビジョンができていないものと考える。ま

た、どのような政策をとることで、この問題

が解決できるのかも理論的にも明確に整

理できていない。

　続いて、巨視的な視点としては、社会全

体のストックと家計との構成を入れ替え

ることで、全体としての効用水準が上昇す

るという問題である。その場合には、ある

家計は効用水準の低下がもたらされるこ

ともありうる。その家計の効用水準の低

下が、他の家計の効用水準の上昇分より

も小さければ、その住み替えは社会的には

支持されることとなる。具体的には、しば

しば指摘されることであれば、単身の高齢

者が単独で大きな屋敷に住み、その一方で、

ある子育て世代が小さな住宅に住んでい

る場合には、その両者を入れ替えることで

社会全体の厚生水準は増加するのではな

いかというのである。このようなケースも、

ある家計の効用水準の低下をもたらして

までも、実現すべき政策かどうかは検討の

余地を残す。既存住宅市場の住み替えを

考えた場合、住み替え連鎖（Chain）によっ

て、参加者全員の効用水準を増加させな

ければならないといったことで同時最適を

図ることが求められるため、極めて困難な

問題となる。

　ここで、長寿命住宅との関係を整理する。

このような市場の中に長寿命住宅が参入

することはどのような意味を持つのであろ

うか。長寿命住宅の参入は、住宅ストッ

ク全体の老齢化を意味する。例えば、仮

に平均取り壊し年齢が30年としたときに、

長寿命住宅の平均年齢が延長されたとき

には、その平均値が40年または50年へと

延長するのである。家計の住み替えの中

で、そのストックの住宅年齢分布が広がる

ことで、市場に対してどのような効果がも

たらされるのであろうか。品質と価格のば

らつきが多様化することで、多様化した家

計の住宅需要と一致させる確率を高める

ことは予想できる。しかし、そのことによっ

て、各家計単位でみたときの、ネットの住

宅サービスから受ける効用水準を高めるこ

とができるかどうかは不明である。ここに、

どのような価値分布になるのかといったこ

とが影響する。すべての家計が住宅を所

有していれば、それぞれを交換することで、

その価値水準の大きさが効用水準にもた

らす影響はない。しかし、所有住宅市場と

賃貸住宅市場が存在し、その両市場との

間での非効率性が存在していれば、一方の

市場価値変動が、その選択に対して大きな

影響をもたらす。この問題は、Shimizu, 

Watanabe and Nishimura（2008）に

よって明らかにされているが、資産市場の

変動が、サービス市場で決定される賃料に

対して連動していないのが実情である。そ

のため、その両市場の非効率性が存在する

限り、長寿命住宅が既存住宅市場に参入

したからといって、社会全体が豊かになる

とは言えないのである。ここには、資産価

値としてどのような影響を持つのかといっ

たことを併せて検討しなければならない。

　長寿命住宅に関する政策推進と、既存

住宅市場の活性化を目標にするのであれ

ば、その経済理論的な根拠をどこに置くべ

きかを整理してから出発すべきであろう。
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　前節では、長寿命住宅と既存住宅市場

の活性化の課題について整理した。既存

住宅市場の問題を考える際に、資産価値

としてみたときの住宅価値問題がきわめて

重要であることが指摘された。この問題は、

金融市場の問題と独立ではない。住宅は、

家計にとって最も高額な買い物であるこ

とから、住宅ローンを組んで買うことにな

る。家計においては、住宅を購入するとい

うよりもむしろ、住宅ローンを購入するこ

ととなる。そして、そのローンに対しての

利払いを含み返済をしていく。

　一方、金融機関においては、個人向け不

動産担保付きローンとなり、その担保価値

【註3】本節は、清水千弘（2008）「英国における住宅価格指数を取り巻く議論」住宅価格指数研究会（2008）『わが国の住宅市場改善に関する研
究－ノン・リコースローンの導入可能性と住宅価格構造－』財団法人 日本住宅総合センター（2008.10）を加筆修正したものである。

住宅価格のマクロ変動と金融システム【註3】3

［ 3 -1］
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である住宅価格の変動リスクと個人の信

用リスクをとり、ローンを発行する。その

リスク量を計算するためには、住宅価格の

変動をとらえることができる情報インフラ

が必要となる。そのため、各国においては、

住宅価格変動をとらえることができる住宅

価格指数の整備を、公的セクターが中心に

なって進めてきた。そのインフラが整備さ

れることで、金融機関にとってはリスク計

算が正確にでき、それは金融商品としての

サービス水準の向上や金利負担の低下を

通じて消費者のメリットになる。

　このような中で、金融市場の成長と成熟

に伴い、情報インフラの重要性が指摘され

ている。また、金融市場のグローバル化と

クロスボーダー化の進展は、国際的なレベ

ルで制度インフラを統一していこうとする

動きを活発化させている【註4】。

　たとえば、2006年には、OECD-IMF

が共同で不動産価格指数に関するワーク

ショップを開催し、それぞれの国で個別に

進められている住宅価格指数の整備状況

を中心に現状の把握が行われた（詳細は、

Diewert （2007））。

　同ワークショップでは、国際間で比較可

能な住宅価格指数を中心とした不動産価

格指数の統一化が目標とされている。特に、

住宅価格指数については、〔a〕住宅金融

市場におけるリスク管理指標としての役割、

〔b〕金融政策における意思決定指標とし

ての役割、としてだけではなく、〔c〕マクロ

経済指標としての役割、〔d〕消費者物価

指標としての役割、〔e〕SNA （System of 

National Accounts）への応用（Imputed 

Rentの代理指標）、などが指摘された（Fe

ndick（2006））。

　また、とりわけ不動産バブルが、繰り返

し日本を含む多くの国々で金融危機を引

き起こすとともに、その影響が一国を超え

て、国際間で波及してしまうことから、価

格バブルを正確に捕捉することが重要であ

るだけでなく、金融政策の重要な判断指標

として利用されるべきであることが指摘さ

れた（Arther（2006））【註5】。

　図1は、主要国の住宅価格の動向を、

2000年1月を100として観察したもので

ある。わが国においては、1980年代半ば

から始まった住宅バブルによって、東京圏

のマンション価格（Tokyo_Condo）は19

80年代半ばから90年にかけて2.5倍を超

える水準まで、戸建て価格（Tokyo_Single

House）も2倍を超える水準まで上昇した。

その後、2000年以降には、それぞれにお

いてそれ以下の水準まで下落してしまっ

たことがわかる。また、ロサンゼルス（Los 

Angeles）やニューヨーク（New Yo rk）ま

たは、ロンドン（London）の住宅価格も、

2000年から2006年にかけて2倍以上の

水準まで上昇していることがわかる。

　このようなマクロ変動が起こる市場であ

る限り、リスク管理はきわめて困難である

ことがわかる。そのため、長寿命住宅に対

して、住宅の担保価値のみに依存した長期

ローンを出すべきであるという意見も多い

が、その価格変動リスクを金融機関だけで

保有するには困難であることは容易に予

想できる。

　加えて、マイクロな意味で、リフォーム

等の投資価値が価格にどのような影響を

もたらすのかといった問題が議論されるこ

とがあるが、このようなダイナミックな価格

変動の中では、その価格変動はきわめて小

さなものとなってしまうのである。

　このような中で、英国においては、2000

年以降、住宅バブルが経済政策の重要な

課題に挙げられる中で、政策当局や中央銀

行においても、住宅価格指数の整備が重要

な政策課題として指摘されるようになっ

た。また、英国においては、官民によって

複数の住宅価格指数が提供されており、イ

ンデックスを推計するための情報源や推計

方法が異なることから、それぞれの有効性

と問題点をめぐって、多くの議論が展開さ

れてきた（Thwaites and Wood（2003）、

Wood（2007））。

　そのような中で、情報インフラを社会全

体で整備し、市場のマクロ変動を観察する

ことができる情報インフラの整備が積極的

に進められたのである。

　次節では、英国の情報整備を取り巻く

議論を日本の不動産価格情報整備の問題

と照らして整理したい。

　既存住宅市場の活性化や長寿命住宅の

価値を維持していくためには、不動産価格

情報の整備が重要であるということが指

摘される。また、先にみたような住宅価格

指数を整備していくためには、住宅に関す

る価格情報インフラが必要であることは言

うまでもない。 

　この問題は、わが国においても、長く議

論されてきたことであるが、いまだに解決

されていない問題である。

　内外を問わず、住宅価格情報としては、

〔a〕不動産流通市場で収集された情報以

外に、〔b〕モーゲージの発行過程で収集さ

れる情報と、〔c〕不動産登記手続きの過

程で収集される情報、に大別される。

　たとえば、英国においては、〔a〕の不動

産流通市場で蓄積された情報としては、

Rightmove 社【註6】やHometrack 社【註

［ 3 -2］

取引価格情報整備の意義
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7】が収集し、住宅価格指数として提供し

ている。さらには、〔b〕のモーゲージの発

行過程で収集される住宅価格情報を収集

し、価格指数を公開している主体としては、

英国の代表的なMortgage Bankである

HalifaxやNationwideのほかに、近年にお

いてはDCLG（Department of Communi

ties and Local Government）が提供する

ようになった【註8】。最後に、〔c〕の不動

産登記の過程で収集される情報を用いて

推計される指数としては、Land Registry

の住宅価格指数が該当する【註9】。

　このような情報源を住宅価格指数の視

点から精査しようとしたときには、〔a〕情

報更新の速度と〔b〕情報の網羅性、〔c〕

価格および住宅の属性に関する情報の正

確性（accuracy）の評価軸が挙げられる。

　これらの3つの評価軸は独立ではな

く、個別に評価されるものではない。ここ

で、図2に、住宅購入の時間軸上での流れ

と、各指数との関係を整理した。

　まず、Rightmove 社の住宅価格指数は、

売買市場に登場した最初の段階での情報

といった意味で、もっとも情報鮮度が高い

ことは言うまでもない。しかし、実際に取

［図2］House purchase timeline and price indices

House purchasing process England

Right move

Halifax,
Nationwide,
Hometrack

DCLG（ODPM）
index

Land Registry

Source：Thwaites and Wood（2003）を元に作成

Other Countries

Residential Prince
Index Forum（JPN）

OFHEO Home Price
Index（USA）

S&P Case&Shiller
Home Price
Index（USA）

The University of
Hong Kong Real

Estate Index Series
（Hong Kong）

Tokyo Metropolitan
Housing Price

Index REINS（JPN）

RRPI（JPN）

1. Begin search

2. Verbal offer

3. Mortgage approved

4. Exchange of contracts

5. Transaction completed

6. Transaction registered

10weeks

4 weeks

4 weeks

4 weeks

4 weeks

【註4】金融市場では、バーゼル委員会や金融安定化フォーラムなどで、各国共通の制度インフラの整備が進められている。

【註5】同会議の後に、サブプライムショックが発生した。このことは、金融市場が国を超えて波及する規模が拡大してきていることを象徴的に示

したものといえよう。

【註6】Rightmove 社は、英国の90%のReal Estate Agentがメンバーとなっている英国最大の広告websiteを運営している会社である。

（http://www.rightmove.co.uk/）

【註7】Hometrack 社は、英国のReal Estate Agent4000社が会員となり情報を収集するとともに、Real Estate AgentおよびMortgage Bank

に対して情報提供をしている会社である。（http://www.hometrack.co.uk/）

【註8】DCLG住宅価格指数は、ODPM（Office of Deputy Prime Minister）によって開発され、その後、組織改編等により、DCLGにより公表さ

れている。DCLG住宅価格指数は、次を参照。

（http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingstatisticsby/housingmarket/）

【註9】英国では、登記簿に取引価格が記載されている。その価格情報を用いて、Land Registry House Price Indexを公表している。

（http://www1.landregistry.gov.uk/houseprices/）
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引された価格ではないといった意味で価格

の正確性の問題がある。また、すべての情

報がRightmove 社の広告として登場して

いるわけではなく、また、成約にたどりつく

ことなく、市場から撤退していく情報も含

まれているため情報網羅性の問題も内在

している。また、英国において、広告段階

では、住宅に関する属性情報が不正確であ

るといった問題がある【註10】。

　続いて、Halifax, NationwideおよびD

CLG 住宅価格指数は、モーゲージの申請

およびその成約過程で収集された情報を

用いて、指数が推計されている。Halifax, 

NationwideとDCLG 住宅価格指数との

情報の違いは、申請時期とローンの発行の

有無である。Halifax, Nationwide 住宅価

格指数の情報としては、同社に対してロー

ン申請がなされた情報が利用されている。

ローン申請がなされたとしても、発行され

ないケースもあるが、速報性を重視するた

めに、そのような情報も含めて指数が推計

されている【註11】。一方、DCLG 住宅

価格指数の情報源もモーゲージ情報であ

る。しかし、ここでは、英国のすべてのモー

ゲージバンクの中で、DCLGに提供を許

可したものが集積されてきている。

　2005年3月末日までは、各金融機関か

ら5%のデータをCML（Council of Mor

tgage Lender）に提出させるようにして

いた。そのデータを用いて住宅価格指

数を平均値として推計していた。しか

し、2005年4月1日以降においては、各

金融機関のモーゲージのすべてのローン発

行情報をFSA（金融当局）に提出しなけ

ればならないこととなった。そして、FSA

は、Bank of England（英国中央銀行）

にもデータを全数提出し、その中で、金融

機関の承諾がとられたものだけ、DCLGに

データが来るようになった【註12】。また、

すべてがローン発行されたものであり、実

際に成約まで至る可能性が高いものであ

るといえよう。また、英国の金融機関では、

鑑定評価書（Valuation Report）をとるた

め、住宅の属性に関する情報は、正確な情

報が蓄積されている。

　また、Hometrack 社は、このように成約

まで至った情報を、Real Estate Agentを

通じて収集している。その網羅率につい

ては不明である。

　最後に、Land Registryであるが、英国

では、すべての取引価格情報を登記簿に掲

載することが義務付けられていることから、

市場網羅率は100%となる。しかし、実際

の成約日から登記までの期間に4週間程

度のラグがあるといった問題がある。つま

り、価格情報は正確であり、市場網羅率も

高いものの、取引時点に関する情報が不正

確であるといった問題である。加えて、住

宅の属性に関する情報が登録されていな

いといった問題がある。

　以上のように、取引時点に関する情報の

正確さといった意味では、モーゲージ情報

が登記簿情報に比べて優位性を持つ。一

方、情報の網羅性といった意味では、登記

簿情報が優位性を持つ。すべての取引に

おいてモーゲージが利用されるわけではな

く、不動産流通市場に出現するわけではな

いためである。また、登記簿情報には、住

宅の属性に関する情報が存在しないとい

う致命的な問題も抱えている。

　わが国においては、既存住宅市場の活性

化のために、売り手と買い手の情報の非対

称性を解消するために、取引価格情報を

整備しようとすることが必要であるとしば

しば指摘される。しかし、現在の動向とし

ては、登記簿情報に基づき進められている。

この政策の方向性は、英国では情報収集

のラグが大きいということで、その情報の

社会的意義は低いとして指摘されたもの

である。加えて、わが国の場合は、英国の

ように登記までに時間を要するという問題

以上に、その後においてアンケートを実施

し、不動産鑑定士によって精査した上で価

格情報として提供するといった流れとなっ

ている。現在の法制度上、アンケートに頼

らざるを得ないといった問題はあるが、網

羅率といった問題以上に情報鮮度といっ

た意味では極めて大きな問題を残してい

る。また、アンケート情報という性質を持

つために、不動産鑑定士によって情報を精

査するという手続きが入っている。しかし、

時間がたてばたつほどに情報価値が低下

していくということを考えれば、その情報

鮮度を優先するのか、情報の精査を重視す

るのかといったことについては、十分な議

論がなされずに進められていると考える。

　家計の住宅探索行動で、熱心に住宅探

索を始めてから住宅購入の意思決定をす

るまでの期間がおおよそ12週間であるこ

との前提に立てば【註13】、現在の情報整

備政策が消費者間の情報の非対称性を解

消するとは到底期待できないものと考える。

加えて、金融システムとしてのインフラに

もなりにくい。

　真に消費者の立場からみた不動産価格

情報インフラの整備をしていくべきではな

いであろうか。誰のための情報整備をして

いるのかを明確にしていくべきであると考

える。
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　長寿命住宅に関する政策を推進する過

程で、住宅関連情報に関して積極的な議

論が展開された。その中で、住宅履歴情

報の整備が推進されようとしている。そ

の議論の中で、英国ではじめられたHome 

Information Packがしばしば引用された。

　ここで重要となるのが、いくら情報が整

備されたとしても、消費者が認知しなけれ

ば住宅の価値に対して影響を与えないと

いうことである。つまり、住宅履歴情報の

整備を通じて、住宅に関する品質情報を買

い手に対して伝達することが期待されてい

ると予想するが、その整備だけでは消費者

が認知することはできない。加えて、消費

者に対してどの段階で認知させるのかと

いったことも重要である。具体的には、市

場で流通する過程の中で、消費者が住宅

を探索する段階で品質を正確に認知させ

るのか、交渉段階で認知させるのか、契約

段階で認知させるのかといったことである。

　もし、英国のHome Information Pack

が住宅履歴情報整備に対して何らかの影

響を与えているのであれば、また、長寿命住

宅の議論の中で英国の耐用性がしばしば

指摘されるが、英国が一つのモデルとなっ

ているのであれば、英国における情報整備

問題と消費者の情報認知との問題を正確

に知る必要がある。

　この問題については、本書の別の章で詳

細に報告されているが、ここでは、住宅流

通システムの流れに着目し、情報認知と価

格決定の問題を整理する。

　英国の住宅流通制度を大雑把に整理す

れば、仲介業者（R：Real Estate Agent）、

司法書士（S：Solicitor）、モーゲージレン

ダーまたは、モーゲージプローカー（M：

Mortgage Lender or Mortgage Broker）

といった専門家が関与する。住宅購入者

（O）の行動と合わせて、以下のように整理

する。英国の住宅流通は、次の〔1〕から

〔24〕の行程に分類される【註14】。

〔1〕O：どこでどのような住宅を購入する

のかといった住宅購入意向を形成する。

〔2〕O：モーゲージを決定し、申し込みを行

う。

〔3〕O：複数の仲介業者に対して、物件探

索を依頼する。

〔4〕O：司法書士（Solicitor）を確保してお

く。

〔5〕R：仲介業者は、物件を紹介する。

〔6〕O：購入者は、物件を選択し、その意向

を仲介業者に伝える。

資産価値を維持する住宅関連情報4

［ 4 -1］

住宅流通システムと物件情報

【註10】英国におけるReal Estate Agentは、国家資格等ではなく、広告に関する規制もない（Estate Agent Act1979に基づき行動制約は受け

る）。住宅価格の重要な構成要素の一つである面積や建物面積、ベッドルーム数においても、不正確である場合も多々ある。そのため、住宅流通に

おいて、物件の性能評価に時間がかかりすぎるといった問題を解決するために、Home Information Pack（以下、HIP）が開始された。また、登

記情報においても、ベッドルーム数の情報はかつては記載していたものの、最近においては、記載しなくなったとのことである。Land Registryに対

するヒアリングは、2008年2月22日に実施した。ヒアリング対象者は、次のとおりである。Ms. Sue Knowles, （Co-ordinator, International 

Unit, Land Registry）,Mr. Selwin Lim, （Managing Director, Calnea Analytics Limited）

【註11】Nationwideに対するヒアリングは、2008年2月25日に実施した。ヒアリング対象者は、Mr. Martin Gahbauer,（Senior Economist, 

Nationwide Building Society）である。

【註12】承諾が得られているデータは、全体のモーゲージの80%程度とのことである。英国では、住宅を住宅ローンを利用しないでキャッシュで購入

する家計が25%程度いる。そうすると、75×80で市場全体の60%程度の市場網羅率といえる。CMLへのヒアリング調査による。ヒアリング調査は、

2008年2月27日に実施した。ヒアリング対象者は、Mr. Bob Pannell,（Head of Research, The Council of Mortgage Lenders）である。

【註13】詳細は、Shimizu , Asami and Nishimura（2004）を参照されたい。

【註14】日本・米国の住宅流通の工程の整理については、清水・西村・浅見（2004）を参照されたい。
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〔7〕R：仲介業者は、買い手の意向を売り

手に伝える。

〔8〕O：売り手との間に合意が得られたら、

司法書士（Solicitor）に交渉を指示する。

〔9〕S：買い手の司法書士（Solicitor）は、

売り手の司法書士（Solicitor）と交渉を開

始する。

〔10〕M：モーゲージレンダーは、司法書士

（Solicitor）からの申請に基づき独自の物

件査定を行い、融資額を決定する。もし、

その金額が買い手の想定よりも低ければ、

別途、資金を用意するか、売り手と交渉を

行う。

〔11〕O：物件調査人（Surveyer）に対して、

Home Buyer’s Reportの作成依頼をする。

〔12〕M：融資の決定を行う。

〔13〕S：調査書（Survey Report）を買い

手に提出する。

〔14〕O：司法書士（Solicitor）に対して、

提出された調査書を渡す。

〔15〕S：提出された調査書（Survey Repo

rt）を読み、買い手に対して助言を行う。

〔16〕S：地方当局に出向き、権利関係等

の最終確認を行う。

〔17〕S：売り手側の司法書士（Solicitor）

と最終的な契約に関する詳細な手続きを

行い、モーゲージレンダーとローン契約書

の確定を行う。

〔18〕O：司法書士（Solicitor）に対して、物

件価格の10%に相当する頭金を支払う。

〔19〕S：売り手の司法書士（Solicitor）に

対して、頭金の支払いを行う。

〔20〕S：契約日に向けて、モーゲージの確

定を行う。

〔21〕S：契約日までに契約（移転）証書の

用意を行う。

〔22〕M：契約日に、司法書士（Solicitor）

の口座にローン満額を振り込む。

〔23〕S：契約日に売り手の司法書士（Soli

citor）に支払いを行い、法務局で登記移転

手続きを行う（契約完了）。

〔24〕S：登記料や税金の支払いを行う。

　ここで注意が必要となるのが、物件の価

格と品質に関する情報がどのように担保

されていくのかといった手続きである。英

国では、広告段階では、日本のように物件

の品質に関する情報が正確に公開されて

いるわけではない。

　図3は、ロンドン市内の住宅の広告例で

ある。ここには、いくつかの写真とともに、

ベッドルーム数とバルコニーが主要な物件

特性として明記されているだけである。こ

れ以外には、最寄り駅とそこまでの距離が

示されている。 

　日本においては当たり前のような土地

面積や建物面積などの情報も掲載されて

いないことのほうが多く、その代理指標で

あるベッドルーム数についても、厳格な定

義があるわけではなく、あいまいな定義の

もとで広告が出されている。建築後年数

や建築年についても記載されていないこと

のほうが多い。ましてや、住宅履歴情報・

リフォーム履歴なども知ることはできない。

そのような情報に基づき、段階6で合意形

成が図られ、交渉が開始される。

　このような過程の中で、住宅の品質が消

費者にどのように認知されているのであろ

うか。英国や米国では、住宅の品質につい

ては、インスペクションを通じて知ること

となる。これは、ある程度の契約が進行し

た段階において実施されるものである。そ

して、ここで価格交渉も同時に行われる。

品質が正確にわかった状態で、それに対応

した価格決定が交渉によって決定されて

いくのである。

　このようなシステムでは、住宅履歴情報

は、インスペクションの精度を向上させる

といった意味しか持たない。しかし、イン

スペクションとその後の交渉過程で契約

そのものが不成立に至ることがある。そ

の場合には、買い手においてはインスペク

ション費用は、無駄なコストとして発生し

てしまうこととなる。また、〔6〕以降の工

程においてきわめて多くの時間がかかって

しまうという問題も発生した。そのような

［図3］Rightmove社の広告例
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中で、英国では、Home Information Pa

ck（HIP）が導入されたのである。

　HIPとは、住宅を売却する段階で、売

り手が情報を作成することを義務付けた

ものであり、Housing Actを根拠法に持

つ（HIPの検討は、Sellers Packとして

1997年から開始された（詳細は、Garson

（2006）を参照）。

　HIPでは、

〔1〕Home Information Pack Index

〔2〕Energy Performance Certificate

〔3〕Sales Statement

〔4〕Evidence of title

〔5〕Standard Searches

〔6〕Additional Information for leasehold 

and common hold sales

〔7〕Home Condition Report

〔8〕Home Use Form

〔9〕Home Contents Form

〔10〕Legal Summary

〔11〕Other Documents

に関する情報を「売り手」の責任のもとで

整備することとなっている。〔1〕から〔6〕ま

では、Compulsory itemsとして、必ず整備

しなければならない。〔7〕以降の書類につ

いては、任意となっている（詳細は、http://

www.homeinformationpacks.gov.uk/

を参照）。つまり、住宅の性能に関する〔7〕

Home Condition Reportは義務化されて

いないため、住宅の性能に関しては、HIP

では知ることができないのである。その意

味では、依然としてインスペクションは、買

い手のコストで実施していることとなる。

　わが国においては、広告を出す段階で、

住宅の品質に関する情報がある程度精査

されている。そのため、単純には比較でき

ないことがわかる。つまり、HIPとは、不

動産流通市場で流通している情報がきわ

めて不正確であった状況を改善すること

を目的として制定されようとしたもので

あり、様々な制度制約があり、その目的は

達成されていない。たとえ、そのような問

題が解決されたとしても、日本のように広

告情報の精度が高い国とは状況が異なる。

つまり、流通速度を高めるといった意味で

のHIPのような制度の導入効果は、わが国

では期待できないのである。つまり、住宅

履歴情報が整備されたとしても、同様の問

題は残ると予想されよう。

　しかし、このような制度導入は、売り手

の責任を明確にしたという点では、きわめ

て大きな意味を持つ。清水・西村・浅見

（2004）で明らかにされているように、日

本の住宅流通においては、広告になるまで

の段階で大きな費用が発生しており、そ

の費用負担は、仲介業者が負担している。

また、仲介業者は、契約が成立して初めて

報酬が入るため、契約が成立しなかった

場合には、その物件調査に伴うコストを回

収することができないといった問題を持つ。

ここで、売り手の責任が明確にされたこと

の意義は大きい。

　そのような売り手だけでなく、買い手と

仲介者の責任をどのような範囲にしていく

のかによって、住宅流通市場の非効率性の

解消が大きく促進するものと考える。

　加えて、長寿命住宅において住宅履歴

情報の蓄積を進めていくとしても、その情

報が信頼できる期限といった問題もある。

経済システムにおける情報の問題を考え

る場合、時間軸上での情報鮮度と併せて

情報の劣化について認識しておく必要が

ある。英国において、住宅履歴情報が採

択されなかった理由として、情報の劣化問

題が指摘されている。その意味で、住宅と

いう耐久財において必要とされる情報とは、

常に情報のニーズがあるのではなく、情報

が必要とされた時に適切に情報を出せる

ことが重要である。その意味では、住宅履

歴情報は、社会において過剰なコストを発

生させてしまうことが危惧される。

　英国の金融システムで収集される住宅

関連情報の整備状況を調査するにあたり、

モーゲージバンクであるHalifaxとNation

wideの情報整備状況に着目する。具体的

には、これらの金融機関においては、ヘド

ニック価格法によって価格指数が推計さ

れ、公表されている【註15】。

　住宅は, 規格や設備は住宅ごとに大な

り小なり異なっており, 同質のものを見出

すことができない。そのため、時間的な価

格変化を観察するための価格指数を推計

するためには、品質を調整したうえで価格

指数を推定することが求められる。 表1は、

英国における住宅価格指数の整備状況と、

日本の代表的な住宅価格指数の一つであ

るリクルート住宅価格指数（RRPI）の情

報を追加し、整理したものである。

　英国においては、Halifax 住宅価格指数

【註15】詳細は、Shimizu.et,al（2007）参照のこと。

［ 4 -2］

環境情報と住宅価値
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とともに、Nationwide 指数がヘドニック価

格法で推計され、Land Registry 住宅価格

指数はリピートセールス価格法で、DCLG

住宅価格指数、Hometrack,Rightmove

の住宅価格指数はMix-adjustment法で

推計されている【註16】。わが国の代表

的な住宅価格指数であるリクルート住宅

総合研究所のリクルート住宅価格指数

（RRPI）、東日本レインズの東京圏マン

ション価格指数は、ヘドニック価格法で推

計されている。また、DCLG 住宅価格指

数の推計方法であるMix-adjustment 法

とは、基本的にはヘドニック価格法と同様

の推計方法であるといってもよい【註17】。

これらのことからもわかるように、英国や

日本においては、ヘドニック価格法が中心

である。

　ヘドニック法とは、取引された価格に対

して住宅の品質情報で回帰させ、その品

質の格差を制御することで価格指数を推

計する方法である。つまり、このモデルの

変数をみることで、価格形成に影響を与え

ている価格形成要因を知ることができる。

また、金融機関で管理されている住宅関連

情報がわかる。

　表2は、Halifax社とNationwide社【註

18】のヘドニック関数の採用変数の一覧

である。

　まず、住宅の規模を表す変数としては、

ベッドルーム数やガレージの有無、建物の

専有面積などが採用されている。Halifax

ではベッドルーム数が採用されているのに

対して、Nationwideでは建物の専有面

積が利用されている。これは、多くの場

合において、英国においては、建物面積が

正確に把握できないことを意味する。し

ばしば、英国では建物面積は重要ではな

いということが言われるが、当該情報を十

分に知ることができないのである【註19】。

Nationwideでは、この問題を解決し、面

積を捕捉するようにしているのである。

　続いて建築後年数（Property age）は、

Nationwideでは採用されていないがHal

ifaxでは採用されている。このことから、

建築後年数が重要な変数でないように感

じられるが、必ずしもそうではない。平均

寿命が長いことで、一年間における経年

減価のレベルが小さく、指数の動向に対

して大きな影響を与えないために採用し

ていないだけである。Hometrack社の

Mr.Richard Donnell氏によれば【註20】、

1945年までの建築年の住宅については

価格が減価していき、それ以前の住宅に

ついては価値が増加することが指摘され

た。このことで長寿命住宅がいわゆるヴィ

ンテージを持つということではない。第二

次世界大戦により、戦前の住宅の多くが焼

失してしまい、戦前住宅の希少性が高まっ

ていることに起因しているのである。とく

に、戦後直後に建設された住宅の質は高く、

ロンドン市内においては強い建築規制が

存在するため、利便性が高く環境水準の高

いところでの新規の供給がないことも併せ

て影響を与えている。このような状況か

ら考えると、住宅単体の問題ということで

はなく、第二次世界大戦という特殊事情の

存在と強い建築規制、都市環境といった3

つの要素が複雑に影響した結果であると

言えよう。

　その意味で、環境情報がきわめて重要な

意味を持つ。

　ここで、ACORN Classification【註2

1】がNationwideで変数として採用され

ていることが注目される。ACORN Class

ificationとは、地域別の社会指標を含め

た総合的な住環境情報となる。

　つまり、住宅の価格形成に対して、この

ような住環境情報が重要であることを意

［表1］英国の住宅価格指数

Index

DCLG(ODPM)(a)

Halifax

Nationwide

Land Registry

Hometrack

Rightmove

RRPI

Sample

About 8(5)% sample of 
council of Mortgage Lender’s 

eligible completions

Loans approved for house
purchase

Loans approved for house
purchase

100% of sales registered
in England and Wales

Survey of approx.4,000 estate
agents’ estimated local average

Seller’s asking prices
posted on web site

Seller’s asking price upon
removal from the RECRUIT

Expenditure

Expenditure

Volume

Volume

Expenditure

Expenditure

Expenditure

Volume

Standardisation
method

Mix adjustment

Hedonic regression

Hedonic regression

Simple average ／
Repeat Sales

Mix adjustment

Mix adjustment

Hedonic regression

Seasonally
adjustment?

No

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Weights used

Rolling average of UK transations

1983 Halifax loan approvals

Rolling average of Survey of 
Mortgage Lenders,Land Registry 

and Nationwide transactions

None

England and Wales housing stock

England and Wales housing stock

Rolling averaged of transactions
surveyed by RECRUITE

(a) The DCLG (ODPM) is in the process of expanding the Survey of Mortgage data set on which its index is based, and will shortly switch to a variant of the hedonic regression method.
Source: Thwaites and Wood（2003）を元に作成
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味する。

　住宅の価値は、単なる規模や建築後年

数といった住宅単体の価値によって決定

されるわけではない。どのような地域に存

在しているのか、その地域がどのような特

性を持つのかによって決定されるのである。

つまり、周辺環境の外部性によって強く影

響を受ける。加えて、その住宅そのものが

強い外部性を持つことから、どのような住

宅が連なっているのかといったことも重要

となる。

　住宅の価値は、単体においては、原則と

して減価していくことは避けることはでき

ない。その理由としては物理的に劣化し

ていき、新しい機能が次々と登場すること

で経済的にも劣化してしまうためである。

　しかし、周辺環境は、成熟していくこと

で全体の価値を高めることが可能である。

具体的には、住宅単体では価値が減価して

いくが、建設当時に苗木を植え、それらの

木々が成長していく中で時間の経過とと

もに住環境が成熟していくこともある。魅

力的な商店の立地集積が進み、地域全体

の価値が高まることもある。一方で、住宅

の価値を維持するために単体でリフォー

ム投資を行ったとしても、隣接する住宅が

劣化していく場合には、環境水準の停滞を

通じて価値が低下してしまうこともある。

【註16】英国では、SPAR法を用いた不動産価格指数は推計されていない。SPAR法は、ニュージーランドにおいて採用されている。SPAR法の

詳細は、Bourassa,et,al（2006）を参照されたい。

【註17】Mix-adjustment 法の推計方法の詳細は、Hansen（2006）が詳しい。

【註18】Nationwide Building Society（Mr. Martin Gahbauer）に対するヒアリングは、2008年2月25日に実施された。

【註19】Land registryでも、専有面積情報やベッドルーム数などの情報があいまいであったため、掲載を中止してしまったとのことである。Ms 

Sue Knowles（ Co-ordinator, International Unit, Land Registry）,  Mr. Selwin Lim,（Managing Director, Calnea Analytics Limited）へのヒ

アリングによる。ヒアリングは、2008年2月22日に実施された。

【註20】同ヒアリング調査は、2008年2月28日に実施された。

【註21】詳細は、http://www.caci.co.uk/ACORN/acornmap.asp 等を参照されたい。

［表2］ヘドニックモデルで採用される変数

(a) A classification of residential neighbourhoods
Source: Thwaites and Wood（2003）を元に作成

In the
Nationwide
regression?

Characteristic

Detached house

Terrace house

Detached bungalow

Semi-Detached bungalow

Purpose-built flat/
maisonette or new converted

Converted flat maisonette

Tenure

Number of bedrooms

Number of habitable rooms

Double garage

Number of garage

Number of garage spaces

Parking space or no garage

Central heating type

Floor size(sq.ft.)

Number of acres(sq.meter)

More than one bedrooms

Number of bathrooms

Number of toilets

Garden

Subject to a road charge

Property age

New

Region

ACORN(a)classification

Parliamentary constituency

In the
Halifax

regressions?

In the
RRPI

regressions?

Uses one
bungalow
dummy variable

Uses one flat
dummy variable
rather two
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　長寿命住宅の誕生は、市場に対してどの

ような影響をもたらすのであろうか。その

ような住宅を誕生させることで、社会全体

の厚生水準は上昇するのであろうか。既

存住宅市場の整備とは、消費者に対して

どのようなメリットをもたらすのか。しば

しば指摘される不動産情報整備は、真に消

費者のメリットはあるのか。長寿命住宅

の時間の経過に伴う価値の低下は本当に

小さいのか。

　本稿は、筆者が持つ単純な疑問に関して、

英国での経験とともに経済理論と照らし

てまとめたものである。

　長寿命住宅は、住宅単体の品質を高め

る政策であることは言うまでもない。しか

し、消費者の視点に立った時に、または社

会全体の住環境サービスを含めた全体の

効用水準の改善といった視点からは、まだ

まだ多くの問題を残すものと考える。

　加えて、当該政策を進めるにあたって推

進されようとしている住宅履歴情報整備

をはじめとする関連施策が、本当に日本と

いう社会にとって価値のあるものであるの

かも不明である。　

　英国で友人と話していた時に、どうして

日本人は海外の調査ばかりをするのかと

聞かれた。HIPも英国の住宅市場を徹底

的に研究し、英国にとって何が不足してお

り、何が必要なのかを徹底的に研究した成

果であると言う。

　今の日本の住宅市場にとって、本当に必

要なものは何であるのか？　日本人は日本

の住宅市場を徹底的に本当に研究したの

か？　今後の課題であると考える。

おわりに5

【註22】詳細は、谷下・長谷川・清水（2009）を参照されたい。

　このように、住宅価値の低下を抑制する

ことが必要であるとすれば、周辺環境の環

境維持や向上政策と併せて推進していく

ことが重要となる。このような環境政策

の積極的な推進は、現行の地区計画や建

築協定では限界がある【註22】。また、市

場で評価を受けるためには、ACORN Cla

ssificationのような地域指標を整備する

とともに、消費者に対して認知させること

で競争的な市場メカニズムを通じて誘導

していくことも必要かもしれない。

　売り手と買い手の情報の非対称性問題

は、住宅単体の問題以上に、住んで初め

てわかるような住環境情報のほうが大き

い。特に、長寿命住宅は、従来よりも長い

期間において地域に存在することとなるた

め、地域の成熟の外部性を受けることが可

能となる一方で、いくら高い投資をしたと

しても、地域全体の衰退の外部性を受ける

といったリスクを持つ。また、その住宅そ

のものが外部性を持つため、適切に管理さ

れなければ、負の外部性を長い期間にわた

り地域にもたらす可能性もある。

　前述のマクロ的な価格変動の問題と併

せて、地域全体での環境価値の維持に努

めていくことが求められるのである。
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