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住宅価格指数はどのように整備されるべきか
-推計手法・情報整備そして政府の役割清水千弘（麗澤大学経済学部）

1.住宅価格指数を取り巻く論点

多くの先進主要国は，不動産価格の急騰とその後

への応用(帰属家賃の代理指標)，が期待されている
(Fendick(2006))。なかでも金融政策の重要な判断指標

の下落といった資産バブルを通して，深刻な経済問

として利用されるべきであることが指摘されている

題を発生させた共通の経験を持つ。近年においては，

(Arther(2006))1。

2000 年代初頭から欧米諸国の大都市部を中心に発

第2に，推計手法に関する合意である。住宅価格指

生した住宅価格の急騰は，それらの住宅資産に裏付

数の推計方法として，米国のS&P社やFHFA(The

けられた証券化金融商品市場の拡大をもたらし，そ

Federal Housing Finance Agency，旧・OFHEO)で採用さ

の後の住宅価格の下落を受けて，世界的な金融危機

れているリピートセールス法と，英国政府や英国のモー

を発生させる引き金になった。

ゲージバンクであるハリファックスやネイションワイドが採

そのような中で，不動産価格の変動を的確に捉え

用しているヘドニック法の2つがもっとも代表的である2。

ることができる経済指数の開発が，政策当局，とく

それぞれの手法において，それぞれ利点と欠点がある

にマクロ経済政策の運営者にとってきわめて重要に

ものの，経済統計としてみたときに，リピートセールス法

なってきている。とりわけ米国においては，株式市

には無視できない欠陥があるために，ヘドニック法に統

場をはじめ住宅価格の反転する時期の見極めが，投

一していくことが合意されたのである。

資市場をはじめとして多くの主体によって待ち望ま

このような会議の後，2009年には，物価指数全体の

れていることを考えれば，そのシグナルを正確に捉

国際的な共通課題を議論する国連のシティグループで

えることがますます重要になっているのである。

あるOttawa会議において，継続的な議論が行われた。

しかしながら，不動産価格指数においては，消費

同会議では，二つの住宅価格指数に関する報告が行

者物価指数やその他の経済指数とは異なり，国際的

われた。第一報告であるGuðnason,Jónsdóttir and

に比較可能な価格指数の推定に関するガイドライン

Jónasdóttir(2009)では，金融危機後のアイスランドの

の整備が遅れている状況にある。

住宅市場の低迷を受けて，住宅取引が大きく減少す

そのようななかで，金融危機が始まる直前となる

る中で，住宅価格指数の生成に問題が発生している

2006年に，不動産価格指数，特に住宅価格指数に関

ことが報告された。この問題は，住宅価格情報の発

する国際的な標準化に向けてのガイドラインを策定

生源である取引市場の規模の変化，そして取引市場

するためのワークショップが開催された(OECD-

の構造変化の問題となる。第2報告である

IMF Real Estate Workshop2006)。

Shimizu,Watanabe and Nishimura(2009)では，2006年の

その会議では，いくつかのことが合意されている
（Diewert 2007）。第1に，住宅価格指数の整備の意
義としては，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，c)マクロ経済指標としての役割，d)消費者物価
指数の代理指標，e)SNA (System of National Accounts)

会議で指摘されたリピートセールス法とヘドニック
)今回の金融危機が象徴的であるが，金融市場のクロスボーダー化
に伴い，国際的に比較可能な住宅価格指数の開発が重要であると指
摘されている。そのような中で，国際ガイドラインの作成が進めら
れているのである。
2
それら以外にも，取引価格・鑑定評価比依拠法 (SPAR: Sales Price
Appraisal Ratio Method)，混合調整法 (Mix-adjustment) がある。
正確には，英国政府(DCLG)は，混合調整法で指数が推定されてい
るが，同手法は原則としてヘドニック法と同義である。
1
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法の推定法の相違によってもたらされる集計バイア

計上簡便さから開発された手法であるといえよう

スの問題を，東京の実際のデータを用いて検証する

(詳細は，Shimizu,Watanabe and Nishimura(2009),

とともに，それぞれの課題が報告された。

Shimizu,Watanabe, Nishimura and Karato(2009)，唐

本稿では，政府が住宅価格指数を整備していく際
に，留意すべき各論点を整理することを目的とする。
ここでは，デリバティブの原資産としての価格指数

渡・清水・中川・原野(2007)を参照されたい)。
これらの推計方法には，それぞれの推計手続きの
中で発生する問題が存在する。

のような民間機関が公表する住宅価格指数を対象と

まず，ヘドニック法においては，指数の推計に必

するものではない。あくまでも経済統計として政府

要なすべての住宅属性を観察することは困難である

が整備すべき住宅価格指数に関して論じるものであ

ため，属性価格に過少定式化（除外変数）バイアス

る。そのため，副題に政府の役割として入れている。

が生じる(Ekeland, Heckman and Nesheim 2004)。加え

具体的には，当面の経済政策の課題としては，住

て，長期間を対象として推計を行うことから，市場

宅価格の上昇起点や回復時点を正確に識別すること

の構造変化問題が発生する(Shimizu,Takatsuji, Ono

であることを前提とし，そのような変局点を測定す

and Nishimura)。

る指標としては，どのような条件が具備されていな

一方，リピートセールス法においては，ヘドニッ

ければならないのかといった点に主眼をおく。その

ク回帰モデルにおけるデータ発生プロセスを想定し

上で，第2節においては，推計方法を取り巻く問題と

ているので，ヘドニック法で生じる問題点の一部が

情報流通の問題に分けて整理する。第3節では，実際

引き継がれる。ただし，同一物件の比較を行うため，

の東京のデータを用いて推計した結果を紹介する。

もし属性や属性価格に変化がなければ，過少定式化

そして，第4節では結論を示す。

バイアスが解消される。推計方法が簡単なことから
再現性が高く，推計効率の高い手法であるというメ

2.住宅価格指数を取り巻く議論

リットを持つ。その一方で，リピートセールス法で

2.1.推計手法を取り巻く議論

は複数回取引された物件だけを利用するため，十分

従来，研究レベルでは，住宅価格指数を推定する

な標本サイズを集めることが困難であり，サンプル

ために，いくつかの手法が提案されてきた。なかで

にセレクション・バイアスが生じることも懸念され

も，Rosen (1974)によって経済理論的にも確立された

ている。加えて，Diewert(2007)で指摘されているよ

ヘドニック法や，Case and Shiller (1989)によって精緻

うに，第1期と第2期との間で住宅価格の品質が変化

化されたリピートセールス法は最も利用されている

していないことを想定しているため，その取引期間

手法である。

内で時間の経過に伴う価値が低下する場合には，そ

ヘドニック法とは，ある商品価格をその商品のさ

の価値減価分が考慮されないこととなり(建築年減

まざまな属性の価値に関する集合体とみなすことで，

価問題:the depreciation problem)，逆に，維持・修繕

回帰分析を利用してそれぞれの属性価格を推定する

投資が行われた場合には，同質の住宅とは言えなく

手法である。このような形で品質調整を行うことで，

なるため(修繕問題:the renovation problem)，指数にバ

異時点間で比較可能な価格指数を推計することがで

イアスが発生することが予想されている。

きる。
一方，リピートセールス法は，複数回売買された

このような問題に加えて，清水・渡辺(2009)また
はShimizu,Watanabe and Nishimura(2009)，

商品をサンプルとして選び，同一商品の異時点間の

Shimizu,Watanabe,Nishimura and Karato(2009)の一連

対数差分価格を取引時点の時間ダミー変数に回帰さ

の研究では，リピートセールス指数がヘドニック指

せることで，価格指数を推定する。この手法には，

数と比較して，市場の変局点，とりわり回復時点の

特別に経済理論的な裏づけがあるわけではなく，推

識別において大きなラグを持つ性質(Lead-Lag構造)
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があることが指摘されている。この問題は，経
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図 1.住宅価格情報の流通
出典: Thwaites and Wood(2003)を元に作成

めに情報が限定され，指数の安定的な推計がで
きなくなるといった問題が予想される。この問
題は，Diewert(2007)でも指摘されていた問題で
ある4。

格指数が該当する。b)のモーゲージの発行過程で収

もうひとつの問題としては，住宅価格情報の収集

集される情報を用いて指数を公開している主体とし

体制の整備問題である。住宅価格指数の推計のため

ては，英国の代表的なモーゲージバンクであるハリ

の情報源としては，内外を問わず，a)不動産流通市

ファックスやネイションワイド，および，地域・地

場で収集された情報以外に，b)モーゲージの発行過

方 整 備 省 (DCLG: Department of Communities and

程で収集される情報と，c)不動産登記手続きの過程

Local Government)の住宅価格指数が該当する7。最後

で収集される情報，に大別される。

に，c)の不動産登記の過程で収集される情報を用い

以下，住宅価格指数の整備が最も進んでいる英国
を例にとり，住宅価格指数を推計していくための不

て推計される指数としては，法務局(Land Registry)
の住宅価格指数が該当する8。

動産価格情報整備の論点を整理する。英国では，a)

このような情報源をもとにそれぞれが住宅価格

の不動産流通市場で蓄積された情報としては，

指数を作成しているが， a)情報更新の速度と b)情報

Rightmove 社5や Hometrack 社6が公表している住宅価

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)といった 3 つの評価軸から，整理を

)本節は，(財)日本住宅総合センター『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－』
の調査として実施したものである。
4
)情報がリピートセールスサンプルだけに限定されることで，高い
頻度での指数推計や小さなエリア単位での指数推計が困難になるこ
とが指摘されている。
5
)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/)。
6
) 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/)
3

行う。
これらの 3 つの評価軸は独立ではなく，個別に評
)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/housin
gstatistics/housingstatisticsby/housingmarket/)
8
)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/)
7
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価されるものでもない。ここで，図 1 に，住宅購入

が提供されているわけではなく，各モーゲージバン

の時間軸上での流れと，各指数との関係を整理した。

クが提供を許可したものだけが DCLG に集積されて

まず，Rightmove 社の住宅価格指数は，売買市場

いる 12 。このデータは，すべてがローン発行されたもの

に登場した最初の段階での情報といった意味で，も

であり，実際に成約まで至る可能性が高いものである。

っとも情報鮮度が高い。しかし，実際に取引された

また，モーゲージバンクにおいては，鑑定評価書

価格ではないといった問題がある。また，すべての

(Valuation report)をとるために，住宅の属性に関する情

情報が Rightmove 社の広告として登場しているわけ

報(面積・ベッドルーム数・建築後年数・交通利便性等)

ではなく，また，すべてが成約にたどりつくことな

は，正確な情報が蓄積されている。しかし，住宅流通に

く，市場から撤退していく情報も含まれている。ま

おいて，すべての住宅がローンを利用しているわけでは

た，英国において，広告段階では，住宅に関する属

ないため，全数ではない(網羅性は低い)ことに注意が

9

性情報が不正確であるといった問題がある 。

必要である。

続いて，ハリファックス,ネイションワイドおよび

最後に，法務局(Land Registry)であるが，英国では，

政府(DCLG)の住宅価格指数は，モーゲージの申請お

すべての取引価格情報が登記簿に掲載されることが義

よびその成約過程で収集された情報を用いて，指数

務付けられていることから，市場網羅率は 100%となる。

が推計されている。ハリファックス,ネイションワイ

しかし，実際の成約日から登記までの期間に 4 週間程

ドと DCLG の情報の違いは，情報収集時期とローン

度のラグがあるといった問題がある。つまり，価格情報は

の発行の有無である。ハリファックス,ネイションワ

正確であり市場網羅率も高いものの，取引時点に関す

イドの住宅価格指数の情報としては，同社に対して

る情報が不正確であり速報性が低いといった問題を持

ローン申請がなされた情報が利用されている。ロー

つ。加えて，住宅の属性に関する情報が登録されてい

ン申請がなされたとしても，発行されないケースも

ないといった問題も加わる。

あるが，速報性を重視するために，そのような情報
10

以上のように，取引時点に関する情報の正確さと

も含めて指数が推計されている 。一方，DCLG の

速報性，そして，住宅の属性に関する情報量と正確

住宅価格指数の情報源もモーゲージ情報であるが，

度いった意味では，モーゲージ情報が登記簿情報に

11

以下の点で異なる 。英国では，モーゲージバンク

比べて優位性を持つ。一方，情報の網羅性といった

の価格情報が，金融庁(FSA)や中央銀行を通じて，住

意味では，登記情報が優位性を持つ。すべての取引

宅価格指数を担当する DCLG に対して，価格情報が

が広告市場やモーゲージ市場に出てくるわけではな

提供されている。ただし，モーゲージ情報のすべて

いためである。また，登記情報には，住宅の属性に

)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。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，ベット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，登記情報においても，ベット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。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)。
10
)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。
11
) 2005 年 3 月末日までは，各金融機関から 5%のデータをモーゲ
ージ協会(Council of Mortgage Lender)に提出させるように義務付
けられていた。そして，モーゲージ協会は，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
情報を金融庁(FSA)に提出しなければならないこととなった。そし
て，FSA は，英国中央銀行(Bank of England)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，地域・地方
整備省(DCLG)にも送られるようになった。
9

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。
このような住宅価格情報の整備問題は，先に整理
した推計手法の問題と独立ではない。住宅の属性情
報を正確に把握可能なモーゲージバンクや，その情
報を共有している DCLG ではヘドニック法で住宅価
格指数を推計しており，法務局ではリピートセール

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。
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ス法で推計している。つまり，法務局では，ヘド
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法は，妥協の産物であることを知っておく必要が
ある13。

3.住宅価格の粘着性-住宅価格指数の推計結果を
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Traditional Repeat Sales

ことで，社会システムに対して大きな歪みをもた
らすことが容易に予想される。例えば，金融機関

図 3.サンプル別住宅価格の回復時期

の資産査定に対して，強いストレスを与えてしま
うことが代表的な事例であろう。

にしている。

加えて，金融政策においては Shimizu,Watanabe and

ヘドニック指数とリピートセールス指数との間

Nishimura(2009)で指摘されたように，指数にラグ構

に，Lead-Lag 関係が存在する原因としては，推定手

造が存在することで，政策の発動にラグをもたらす

法としての問題と指数作成の元となるサンプルの違

といった問題がある。この問題は，政策当局だけで

いといった２つが考えられる。従来は築年効果が考

なく，とりわけ住宅価格の回復時期を待ち望む多く

慮されないことで，リピートセールス指数にラグ構

の市場関係者にとっても極めて重要な問題となる。

造が存在することが予想されていた。しかし，東京

こ の 問 題 に 対 し ， Shimizu,Watanabe and

都区部の中古マンション市場を対象として推定され

Nishimura(2009), Shimizu, Watanabe,Nishimura and

たマンション価格指数をみると(図 2)，築年効果を考

Karato(2009)においては，ヘドニック指数とリピート

慮したリピートセールス指数においても，ヘドニッ

セールス指数の間に存在する Lead-Lag 構造がどの

ク指数との対比においては，依然としてリピートセ

ような問題によってもたらされているのかを明らか

ールス指数がヘドニック指数に遅れを持つことが確
認された。

)法務局，ハリファックス，ネイションワイドの住宅価格指数の開
発で中心的な役割を果たした Professor Joseph G Nellis (Cranfield
School of Management, Cranfield University)によれば，法務局の
住宅価格指数の開発においても，ヘドニック法も視野に入れていた。
しかし，住宅属性情報がないこと，その収集にはコストがかかりす
ぎるということで，リピートセールス法となったということであっ
た。同氏へのヒアリングは，2008 年 2 月 22 日に実施した。

13

そこで，リピートセールスサンプルだけを用いて，
先に推定したヘドニック指数と同様の関数形でヘド
ニック指数を推計することで，それぞれの指数の関
係を調べた。

27. July.2009
住宅価格データの中には，指数の推計期間内にお

ど，投資財(Investment goods)としての性質が強くな

いて１度だけ取引が行われたデータと，複数回取引

ることが予想されることから，市場に敏感に反応し

されたリピートセールスデータが存在し，さらに後

ていくと考えるほうが自然であろう。しかし，ここ

者の中には 2 回繰り返し取引が行われたペアデータ

での一連の分析では，逆の結論を得たこととなる。

(pair data)と，3 回または 4 回以上取引されたペアデ

この問題は，我々にとっては依然としてパズルであ

ータが存在する。そこで，全てのサンプルを用いた

り，将来の研究の中で明らかにしていきたいと考え

ヘドニック指数(over1)に加えて，繰り返し取引が行

ている。

われたサンプルのなかでも 2 回以上の取引(すべて
のリピートセールスサンプル)を用いたヘドニック

4.結論: 住宅価格指数の整備に向けての課題

指数(over2)，3 回以上のリピートセールスサンプル

国際的な住宅価格指数のガイドラインが策定され

だけを用いたヘドニック指数(over3)，そして，4 回

ようとする中で，わが国においては，その整備に向

以上のリピートセールスサンプルだけを用いたヘド

けての取り組みは必ずしも十分ではない。

ニック指数(over4)を推計した。
標準的なリピートセールス指数と併せて比較す

実際に，住宅価格指数を整備していこうとした場
合，次の問題を検討していかなければならない。

ると(図 3)，次のことが明らかになった。第一に，標

不動産情報を整備する条件としては，清水(2008)

準的なヘドニック指数(over1)と比較してリピートセ

で４つの評価軸が示された。住宅価格指数を推計す

ールスサンプルだけを用いたヘドニック指数(over2)

るためには個別取引情報が必要であることから，不

は，回復時点の識別においてラグが存在しているこ

動産情報整備の問題とあわせて，清水(2008)の評価

とが確認された。つまり，このことより，推定方法

軸に照らして整理したい。

上の問題によってのみ Lead-Lag 関係が存在してい

まず不動産情報に求められる第 1 の条件としては，

るわけではなく，データのサンプルセレクションバ

不動産の「品質」および「価格」情報の正確さが要

イアスの問題も加わって Lead-Lag 関係が発生して

求される(正確性)。住宅価格指数の推計においては，

いることを意味する。

価格・住宅の属性の正確性に加えて，取引時点の正

続いて，同じくリピートセールスサンプルだけを

確性と情報の速報性といった問題が加わる。経済指

用いたヘドニック指数(over2)とリピートセールス指

数の推計において情報鮮度が低い情報は，正確性の

数(Traditional Repeat Sales)を比較すると，リピートセ

欠如を意味するのである。また，指数の正確性には，

ールス指数に大きなラグが存在している。この差は，

市場の「代表性」の問題も加わる。つまり，情報網

用いたデータサンプルが同じであることを考えれば，

羅性が重要となるのである。

推定手法がもつ構造的な問題によっても，ラグがも
たらされていることが，あらためて確認できる。

第 2 の条件としては，広く認知されていることが
要求される(認知性)。住宅価格指数の問題としては，

以上のことから，ヘドニック指数と比較してリピ

政策当局の中での認知性となる。つまり，財政・金

ートセールス指数は，築年効果に代表される推計法

融・国土交通行政・産業振興行政など，政策部局内

上の問題だけでなく，サンプルセレクションバイア

で共通のインフラとして足並みを揃えた政策運営が

スの問題が存在することで，Lead-Lag 関係が発生し

できるかどうかといった問題となる。

ていることが明らかになった。

第 3 の条件としては，整備されている情報の流通

また，over2,over3,over4 を比較すると，取引回数

規則が標準的か，あるいは，互換性があるかといっ

が増加するにつれて，その遅れの程度(magnitude)が

た問題である(汎用性)。この問題は，先に紹介した

大きくなっていくことが分かる。一般に，リピート

ように，国際的に比較可能な情報となっているかど

セールスサンプル，つまり，転売回数が多い取引ほ

うかといった問題である。

資産評価政策学(forthcoming)
第 4 の条件としては，情報が消費者などの利用者

第 4 条件は，ヘドニック法とリピートセールス法

が理解しやすい形で公開されているか，情報整備ま

との対比問題となる。仮に，現在の登記済み異動通

たは更新を行うための費用が小さいかといった問題

知書に基づくアンケート情報をもとに価格指数を推

である(簡素性・明確性)。これは，情報整備と推計

計しようとした場合には，持続的に住宅の属性情報

方法のコスト問題と再現可能性問題から構成される。

を収集するかどうかといった問題を整理してから進

これらの条件は，第 2 節で整理した問題である。

めなければならない。英国においては，その情報収

以下，日本の情報整備の状態を前提として，住宅価

集コストが高いといった理由からリピートセールス

格指数を整備していくための課題を整理する。

法によって指数を推計している。今後とも，国土交

第 1 条件は，情報整備の問題となる。わが国では，

通省において，そのようなコストを投下して属性情

住宅価格情報の情報源としては，登記簿情報に基づ

報を不動産鑑定士の調査に基づき収集していくとい

く取引価格情報とレインズ情報に代表される不動産

うことであれば，その費用を無駄にしないためにも

流通市場で収集される情報が存在する。登記簿情報

ヘドニック法によって指数を推計していくべきであ

をもとに住宅価格指数が推定されている英国の

る。しかし，そのコストを放棄するのであれば，他

Land Registry 指数や米国の S&P ケースシラー指数，

の国においてもそうであるように，リピートセール

香港の香港大学指数の情報源である登記簿情報の網

ス法で推計していくことが自然である。

羅性は高く，価格の正確性も担保されているため，

レインズ情報を用いて指数推計をする場合は，住

その情報を利用する積極的な理由が存在する。しか

宅の属性情報を同時に生産されているため，ヘドニ

し，わが国の場合は，登記済み異動通知書に基づく

ック法で推計すべきである。このような情報を放棄

アンケート調査によって情報が収集されていること

してまでリピートセールス法で推計する積極的な理

から網羅性も低く，価格情報の信頼性も取引主体の

由はどこにもないことが，本稿の一連の分析結果か

申告ベースのものである。加えて，英国でも指摘さ

らも明らかであろう(むしろ問題のほうが大きい)。

れたことであるが，情報鮮度が低く，取引時点の正

また，英国の一連の議論からも明らかなように，

確性も欠く。諸外国と異なる点は，住宅属性に関す

住宅価格指数の推計においては，モーゲージ情報の

る情報が不動産鑑定士によって整備されている点で

有意性が高い。米国の FHFA の住宅価格指数もまた，

ある。しかし，このことにより，諸外国の登記簿情

モーゲージ情報に基づくものである。しかし，わが

報と比較して，アンケート情報であるとともに情報

国においては，モーゲージ市場を通じて住宅価格情

作成にさらに時間をかけているために，著しく情報

報を収集するための制度インフラが整備されていな

鮮度を棄損させてしまっているのである。一方，レ

い。この問題も今後の大きな課題である。

インズ情報については，情報鮮度は高く住宅属性情

住宅価格指数の整備は，財政政策・金融政策・国

報も価格情報と同時に生産されているため，効率的

土政策・産業政策を機動的に行うために必要不可欠

ではある。しかし，成約報告の比率が低く，取引価

な情報インフラである。その整備に向けて，政府は

格は業者による申告であるために，正確性は必ずし

主体的に取り組んでいくことが必要である。

も高くない。このように整理すると，いずれの情報
も一長一短がある。
第 2 条件は，指数の整備段階から各政策当局間で

加えて，政府が主体的に取り組むべき最大の理由
は，先の 4 つの条件に加えて，5 つ目の条件として
「安定性条件」が加わるためである。

足並みを揃えていくことが重要であることを示唆し

S&P ケースシラーインデックスや香港大学指数

ている。第 3 条件は指数の推計手法も併せて，今後

は，デリバティブの原資産に利用する為に開発され

整備される国際的なガイドラインに準拠していくこ

たものである。民間の経済市場で利用される指数は，

との重要性を意味する。

民間で整備したほうがよいであろう。英国において

27. July.2009
も，デリバティブ取引には，政府の指数ではなくハ
リファックス指数が採用されている。
しかし，そのような指数が存在しているにもかか
わらず，英国政府が指数の開発を行ったのは，また，
多くの国で政府が主体となって価格指数の整備を進
めようとしているのは，住宅価格指数が様々な政策
の中で重要な情報インフラであるために，安定的に
配信していくことが要求されているからである。わ
が国においても，
「安定性条件」を満たすことができ
る政府が主体となって，住宅価格指数を整備してい
くことが必要なのである。
近年においては，政府のなかでも試験的ではある
が住宅価格指数の推計しようとする試みが行われて
いる。その議論が間違った目的のもとで間違った方
向に行くことがないように祈りたい。
本稿が，そのような政策の参考になれば幸いであ
る。
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