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　住宅は、利用することによって効用が得られることから使用財

としての性質を持つとともに、資産としての側面もある。とりわけ、

戦後の日本の不動産市場は持続的な人口増加と経済成長を背景

とした土地神話に支えられてきたことから、資産としての側面が強

く強調されてきた（Shimizu and Watanabe（2010））。

　家計において住宅とは最大の資産であり、その所有を人生の最

大の目標として働き、そして保有することで幸せを実感してきた時

代があった。つまり、住宅を利用することを目的としたわけではな

く、所有することに目的があったといっても過言ではない。

　そのなかでは、「住宅双六（すごろく）」と呼ばれた住宅のライフ

コースは、一つのサクセスストーリーを作り上げてきた。最も典型

的なライフコースは、地方から大都市に上京し、一人暮らしを始め

る。そこでは、小さな下宿やアパートが中心であった。そして、結

婚をして夫婦二人で少し広めのアパートに住む。大企業に勤める

ものは社宅に住み、住宅を購入する機会をうかがう。そして、最初

の住宅の購入は、マンション等の集合住宅を目指した。その後には、

子供の誕生と成長にあわせてマンションを売却することで郊外の

一戸建てへと住み替えて住宅双六は完了するというものであった。

　このようなライフコースを実現させるために、国は住宅政策とし

て支えてきた。戦後の経済的な混乱期と絶対的な住宅不足が顕

在化していた時期、そして経済成長を実現させた時期においては、

公的資金を住宅政策に振り向けるゆとりがなかったこともあり、民

間資金を用いた住宅政策の推進は、政府にとってもきわめて都合

がよいものであった。住宅市場は、高度経済成長が終了し絶対的

な住宅不足が解消した後においても、住宅政策としては単純な居

住面積と、居住面積から構成される資産としての側面ばかりが重

視され、住宅投資が持つ経済波及効果の大きさからも経済政策の

道具として利用されてきた。

　しかし、このような政策運営と家計の住宅に対するライフコー

スは、1980年代半ばから1990年代に発生したバブルの生成と崩

壊によって、終止符が打たれるべきであった。バブル崩壊後の住宅

価格の持続的な下落は、住宅を家計における最大のリスク資産で

あるということを認識させた。その段階で、住宅の使用財として

の側面を前面に出した政策転換と社会制度の設計に入るべきで

あったが、依然として資産としての側面が強調される政策が継続

されている。このような政策の失敗は、住宅市場に対して、次の三

つの問題をもたらしてきた。

　第一に、低品質の住宅の大量供給と既存住宅市場の成熟の遅

れである。近年における住宅政策は、量から質へ、またはストック

化社会の実現に向けた既存住宅市場の活性化など、大きな転換が

はかられたかのように見える。しかし、その実態は、依然として新

築市場偏重の政策であることは否定できず、住宅市場の成熟化に

は多くの課題が残されていると言わざるを得ない。その証左とし

て、マクロで言う資産額は、一住戸当たりの価格とフローである着

工戸数から計算されるが、とりわけ着工戸数に対しては一年間に

100万戸という暗黙の目標値を設定し続け、それが達成できなく

なると予想されると、一戸あたりの単価を上昇させるために長期優

良住宅などといったような単価をかさ上げすることを目標とする

ような政策運営がなされた。

　資産価値に偏重した政策運営は、住宅市場に大きな歪みをもた

らした。このような住宅のライフコースの中では、賃貸住宅市場を

持ち家までの短期的なブリッジとして位置づけている。そのため

に、いつかは住宅を持つという目標を実現させるために、賃貸住宅

は劣悪な住環境でも仕方がない、むしろその方が住宅を購入する

ためのモチベーションを高めるといったことで、政策上放置してき

たという点である。単に放置してきたのであればまだよいが、短期

間に償却させるような地主の節税対策としての賃貸住宅経営を促

進させる税制を設定することで、良質な賃貸住宅の建設を阻害さ

せるようなことも暗に促してきた。そのことが、住宅市場全体に大

きな歪みをもたらし、既存住宅市場の活性化を阻害し、短命の住

宅を大量に生産させるきっかけにもなってしまったのである。この

点については、後に詳述する。

　第二に、賃貸住宅市場が未完備であるために（それは、政策の歪

みによってもたらされてきたのであるが）、依然として住宅を保有

させることで、家計を住宅の価格変動のリスクにさらしてきたこと

である。良質な住宅サービスを受けようとした時に、所有という
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選択肢しかない中では、家計は住宅を購入せざるを得ない。また、

住み替えようとした場合には、売却をしなければならない。例えば、

家計のライフコースの中で、広い空間が必要となる子育て期は、特

定の時期に限定されてしまう。その年齢を迎えた世代は購入とい

う選択肢しかないとすれば、住宅の価格変動リスクを認識していた

としても購入するしかない。いわゆるバブル期に、住宅を高値で購

入し、その後の価格下落のリスクにさらされた世代は典型的な犠

牲者である。そして、良質な賃貸市場がなければ、新しい住宅に住

み替えようとした場合には、貸すという選択肢がない中では売却し

なければならない。市場が冷え込んでいるときに、たまたま住み替

え需要が発生してしまい売却した人は、その犠牲者となる。

　つまり、長期優良住宅とか、住宅性能評価書とか、住宅履歴書の

整備といったミクロの議論によって住宅価格の下落を抑えようと

する効果は、やはりミクロな効果しか期待できないものであり、マ

クロ的な価格変動をヘッジすることのほうが重要なのである。そ

のような制度インフラが欠如した社会では、いくら、ミクロなシス

テムを整備しても、価格変動リスクからは開放されないのである。

　そして、強く住宅の資産価値に依存した経済社会を構築したこ

とは、経済のマクロ運営に対しても、大きな影響を発生させた。住

宅価格の変動によって、多くの国々において深刻な経済問題がも

たらされてきたことは、今回の米国のサブプライム問題に端を発し

た金融危機後の経済的な混乱からも明らかである。それは、住宅

が資産としての側面を強く持ち、家計にとってはもっとも高額な買

い物であると同時に最大の資産でもあり、そして、その資産はロー

ン債権によって裏付けられて形成されていることがほとんどである

ことが原因となる。その価格の低下は、家計に対しては消費活動

の低迷を招き、金融機関においては保有リスクの上昇を通じて、貸

し出し行動を抑制するといったことで実体経済に対して甚大な影

響をもたらすという構図が出来上がってしまっているのである。こ

れも、経済活動全体を鳥瞰したときの価格変動リスクのひとつで

ある。

　所有を前提とした住宅政策を運営してきたことの最大の問題は、

住宅の資産面ばかりが強調される中で、われわれに住宅との正し

い付き合い方を見失わせてしまったという点である。住宅を所有

することを目的化させ、そこから受ける使用財としてのサービスを

軽視してきてしまったことの功罪は大きい。高額な住宅を所有さ

せるために、残業も含む長時間労働を定常化させ、豊富な労働力

を提供させることで経済成長を促進するといったことには成功し

てきたが、住宅の中で過ごす時間や過ごし方を豊かなものにするこ

とを阻害してきてしまったのである。

　所有を前提とした住宅政策を全面的に批判するものではない。

このような政策は、高度経済成長期を経て成熟期にいたるまでは、

多くの国民に支持されてきたことであった。いわゆる土地神話に

支えられていたために住宅の価格変動リスクは存在しておらず、住

宅を所有することで豊かさを実感できた時代でもあった。しかし、

バブル崩壊後においては、速やかに資産価値依存型の政策運営か

ら脱却しなければならなかったのである。その政策転換の遅れは、

社会全体の厚生水準を大きく低下させてきてしまった。そのこと

に対する政策当局の責任は、きわめて大きい。

　本稿では、上記の問題意識に基づき、「住宅は所有しないといけ

ないのか？ ─人と「家」との程よい関係 ─」について考えたい。
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　「住宅は所有しないといけないのか？ ─人と「家」との程よい関

係 ─」を考えるに当たり、賃貸住宅市場の特性を、清水（2008）お

よびShimizu, Nishimura and Watanabe（2010）の研究に基づき

整理しておきたい。

　住宅の賃料は、資産価格の変動と比較して、きわめて粘着であ

るということが知られている。これは、日本だけの特性ではなく、

例えば、米国においても、賃料が変化するタイミングは契約改定時

となるが、新規契約・継続契約を含めて、年平均（件数ベース）で

29%の住宅で賃料が据え置かれる（変化しない）といった報告がな

されている【1】。特に、継続契約時の賃料が据え置かれる確率が

36%（件数ベース）と報告されており、賃料というのはほとんど変

化しないということになる。

　このような傾向は、わが国においても同様である、または、むしろ

より粘着性が高いということが指摘されている。とりわけ、わが国

においては、借地借家法の影響などにより継続契約のもとで決定

される住宅賃料は、基本的には契約期間内においては価格更新が

なく、契約の更新時においても、同一の居住者が住み続ける限り

価格改定はほとんど行われることはないといわれている。 

　まずは、バブル期を含む住宅価格と住宅賃料のマクロ的な変化

を観察してみよう。

　具体的な数値の変化を見る前に、この統計量の変化が何を意味

するのかを整理しておきたい。以下の考察では、a ）住宅価格、b）

新規の住宅家賃、c ）継続も含む住宅家賃の平均的な変化を観察

する。消費者の視点から見れば、住宅価格は、所有したとした場

合の住宅がどのように価格変動しているのかを知ることができる。

新規の住宅家賃は、住み替えたとした場合に、どのような家賃で住

むことができるのかを意味する。最後に、継続を含む家賃の変化は、

契約期間内には家賃は変化しないために、家計にとっての実際に

支払っている家賃の変化を見ることができる。この家賃は、消費

者物価指数（CPI ）によって調査されている。

　東京都区部の住宅市場のマクロ的な変動を観察するにあたり、

リクルート住宅価格指数と同様の手法によって、リクルート社の週

刊住宅情報賃貸版に基づくデータを用いて推計された新規家賃を

用いて住宅賃料指数と価格情報を用いた住宅価格指数を推計し、

推計された諸指標と消費者物価指数（CPI ）／住宅家賃指数を比

較した。まず、住宅賃料指数、非木造住宅価格指数、木造住宅価

格指数の変化を見た（図 1）。

　非木造住宅価格指数（マンション）及び木造住宅価格指数（戸

建て住宅）ともに、1986年から1987年の第4四半期にかけて急速

に上昇し、1986年第 1 四半期を 1とすると非木造住宅価格指数

は2.3倍に、木造住宅価格指数は2.5倍に至った。その後、一旦は

下落するものの再度上昇し、1990年第4四半期には非木造住宅価

格指数は3.2倍に、木造住宅価格指数は2.6倍まで上昇した【2 】。

　一方、住宅賃料指数は、1986年から1992年にかけて上昇し、

1992年の第２四半期では1.39とピークを迎え、その後、下落に転

じた。また、所有住宅との関係を見るために平均的な住宅を想定し、

利回り（推計賃料／推計価格比率：%）として観察した（図 2）。推

【1 】米国における先行研究では、American Housing Surveyの個票データとアンケート調査による追跡調査から、新規契約と継続契約とにわけて住宅賃料の粘着性に関

して分析を行っている

【2 】Shimizu and Nishimura（2006）（2007）では、実際の土地取引価格データを用いた長期地価指数の推計をしているが、その推定結果を見ても、1987年の第4四半期

にかけて2．8倍まで大きく上昇し、その後、一旦下落するものの、1990年の第4四半期にかけて再度上昇していることが指摘されている。違うデータソースを用いて推計さ

れた推定結果が、上昇の程度、ピークが一致していることは、この結果の頑健性（robustness）を示すものであると考える

住宅価格・賃料の変動第 2 章
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【図 2】住宅価格・賃料および賃料収益率（ 賃料／価格 比率）：% ：1986/1st 四半期 〜 2006/4th 四半期

【図1】住宅価格・賃料の変動：1986 /1st quarter 〜 2006/4th quarter
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計賃料／推計価格比率は、1986年当時は6%を超えていたが、そ

の後の住宅価格の上昇に伴い1990年には 2 %台まで下落してい

たことが分かる。その後の住宅価格の下落により、推計賃料／推

計価格比率は再度上昇し、2001年には6%の後半であったが、近

年における住宅価格の上昇に伴い、2006年末では5%半ばまで下

落していた。

　続いて、新規契約賃料を用いて推定された住宅賃料指数と消費

者物価指数住宅賃料系列を比較した（図 3）。全体の傾向として

は、住宅賃料指数では1992年の第２四半期までに40%程度の上

昇であったが、消費者物価指数住宅賃料系列では15%の上昇にと

どまっている。その後においては、住宅賃料指数では下落に転じ

るが、消費者物価指数住宅賃料系列は上昇し続け、1994年の第4

四半期には住宅賃料指数と消費者物価指数住宅賃料系列は一致

していく。

　また、最近の動向を観察するために、木造住宅賃料指数と非木

造住宅賃料指数に区別して比較する。ここでは、地域的な傾向も

見るために、非木造住宅賃料指数については都心部（CBD：千代

田・中央・港）に限定した動向も併せて観察した。図4では、非木

造住宅賃料指数、木造住宅賃料指数と消費者物価指数非木造住

宅賃料指数、消費者物価指数木造住宅賃料指数について2000年

第 1 四半期を基準として比較した結果を示す。2000年を基点と

して観察すると、2000年以前の傾向としては、都心部の非木造住

宅賃料指数がピーク時から40%程度下落したのに続き、都区部全

体の非木造住宅賃料指数で20%、木造住宅賃料指数で10%程度

の下落となっている。しかし、消費者物価指数では非木造・木造

それぞれにおいて、住宅賃料指数が下落している時期においても上

昇を続け、1994年から2000年にかけては近似した動きを見せてい

る。特に、2000年以降においては、消費者物価指数木造住宅賃料

指数で大きな下落を見せている点が特徴的である。

　以上の要約として、期間別に指標ごとで見た平均変動率を［表

1］に整理した。平均変動率でみると、1987-1989年で住宅賃料

指数が年間5.2%の上昇を示す一方で、消費者物価指数非木造住

宅賃料系列で1.7%、消費者物価指数木造住宅賃料系列で2.93%

と大きな乖離があった。さらに、1991-1993年においては住宅賃

料指数がマイナスを示すなかで消費者物価指数非木造住宅賃料

系列および消費者物価指数木造住宅賃料系列ともに上昇し続け、

それが1996年まで継続していたことが分かる。つまり、実際の支

払いベースの賃貸市場では、賃料はゆっくりと調整されていくので

ある。

　一般に住宅投資市場に関する動向を見るときには、新規家賃を

【図 3 】住宅賃料指数と消費者物価指数住宅賃料系列の比較：1986/1st 四半期 〜 2006/4th 四半期
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【3】例えば、リクルート住宅価格指数賃料系列、住信基礎研究所マンション賃料指数（ http://www.athome.co.jp/news/m_index/images/sample02.pdf）では、住宅の

新規賃料指数として計算されている

用いた指数などが利用されることが多い【3】。しかし、賃貸住宅経

営者や消費者視点に立ったときには、実際の支払い賃料は、常に

新規家賃が支払われているのではなく、契約時点で決定された家

賃に基づき支払われているため、支払いベースとして観測される消

費者物価指数の賃料系列をみたほうがよいのである。

【図 4 】住宅賃料指数と消費者物価指数住宅賃料系列の比較：1990/1st 四半期〜 2006/4th 四半期

【表1 】住宅価格・賃料指数の平均変動率

うち
木造系列

※年間平均変化率（%）

2003- 2005

2000- 2002

1997 - 1999

1994 - 1996

1991- 1993

1987 - 1990

うち
非木造系列

消費者
物価指数・
住宅系列

木造住宅
賃料

非木造
住宅賃料

( 都心３区 )

非木造
住宅賃料

住宅賃料
木造

住宅価格
非木造

住宅価格

27.45%

-12.34%

-12.82%

-4.69%

-1.89%

1.55%

19.51%

-14.62%

-9.55%

-5.34%

-2.13%

2.23%

5.20%

0.46%

-3.37%

0.02%

0.39%

-0.49%

─

-0.11%

-3.48%

-0.10%

0.42%

-0.34%

─

-4.59%

-4.80%

-0.46%

0.64%

-0.23%

─

2.55%

-2.81%

0.37%

0.38%

-1.03%

2.31%

2.93%

0.33%

0.15%

-0.77%

-0.37%

2.93%

3.79%

1.05%

1.08%

-1.84%

-0.21%

1.70%

2.68%

0.03%

0.00%

-0.52%

-0.46%
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　続いて、住宅賃貸市場をより正確に理解するために、家賃の改

定確率と居住期間に関して調べた。具体的には、リクルートの

データベースに基づき、部屋単位において、ある週の賃料水準と

前の週の賃料水準を比較した賃料変化を観察した。リクルート

データにおいては、テナントが入れ替わった時期と、その前後の賃

料改定の幅を捕捉することができる。しかし、契約期間中に継続

契約を結んだ際に発生した賃料改定については捕捉することがで

きない。大手管理会社のデータを用いたShimizu,Nishimura and 

Watanabe（2010）によれば、継続契約時においても3%程度とわ

ずかではあるが賃料水準の変更が実施されていることが指摘され

ている。その点に注意して分析結果を見る必要がある。

　このような前提の下で計算された推定結果を図5に示す（n=18,

582,863）。

　図5に基づく分析では、1週間における賃料の価格変化がない確

率は0.992であり、これは住宅賃料の粘着性の潜在的な程度を示

唆している。ここで、賃料が変化しない確率を年ベースに換算す

れば、65%（0.99252）となる。米国のケースを分析した先行研究

では、賃料が改定されない確率は年間で29%と報告されており、日

本の住宅賃料市場の粘着性はきわめて高いことが理解される。

　このような価格改定の分布を契約時期別に観察してみると（図

6）、時期によって価格改定率や分布形状が変化していることがわ

かる。特に、賃料の上昇期にあたる1989-1991年においては、1の

右側に大きな山があり、上方にその広がりが大きくなっている。そ

の他の時期においては、おおよそ同様の分布形状を示し、負の方向

への価格改定が多い。

　続いて、賃料改定の粘着性の時間的な変化を見た（図7）。いわ

ゆるバブル期といわれる時期を除けば、1992年から2006年に関し

ては、住宅賃料の週単位での粘着性は0.992付近に分布しており、

一様であることがわかる。このことは、図4で推計された住宅賃料

の粘着性は、バブル期のような特殊な時期を除けば、同程度の傾

向を持つことを示唆するものである。

　このような傾向を持つものの、実際の不動産経営においては、一

つの部屋においてどの程度の期間継続的に居住し、どのような原

因によってテナントが入れ替わるのかといったことが重要となる。

日本においては、基本的には2年を単位として賃貸契約が更新さ

れる。そのため、賃料の改定が時間に依存して決定されることも

予想される。

　図8では、賃貸住宅の居住期間の分布を見たものである。平均

が112週間で約2 年間であり、右に大きく裾を引いた分布である

ことがわかる。つまり、賃貸住宅の居住者は極めて短期間のうち

【図 5 】住宅賃料の変化率の分布

住宅賃貸市場の
マイクロ構造
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に退去してしまうことを示唆している。

　この分析結果は、以下の三点を示唆している。日本において、

賃料改定が行われる確率はきわめて低いということである。その

ことは、支払額の安定性を意味する。そして、賃料改定が発生す

る動機は、時間に関してランダムに発生しており、結婚や出産、転

勤などといったイベントによってのみ発生しているのである。つま

り、家賃が実勢と比較して高いから転居するというのではなく、結

婚や出産、転勤などといったランダムに発生するイベントによって

のみテナントの入れ替わりが発生しているのである。ただし、日本

の賃貸市場の居住期間は平均して二年程度ときわめて短く、一時

的な利用として使われていることも改めてわかる。

【図 6 】住宅賃料の変化率の期間別分布

【図 7 】住宅賃料の粘着性の期間別分布
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【図 8】居住期間の分布
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　以上の分析は、どのようなことを示唆しているのであろうか。

　まず第一に、住宅を資産としてみた場合には、極めて大きな価格

変動のリスクにさらされている一方で、住宅家賃は極めて粘着的

であり、所得が低下したとしても一定の支払いが継続されるものの、

負担上昇のリスクは小さいことである。

　このことは、住宅の所有と既存住宅市場との関係、賃貸住宅市

場との関係に関して大きな示唆を与える。

　資産価格の変動は、家計に対して甚大な影響をもたらす。この

変動のリスクを短期の市場の中では回避することは不可能である。

これは、住宅市場だけでなく、その他の資産市場においても、短期

的な期間の中では価格変動リスクをヘッジすることは不可能なの

である。その一方で、住宅の転居は、市場の状態とは関係なく、結

婚や出産、子供の成長などといったことによって発生する。そのよ

うな中で、購入・売却をしようとすれば、価格変動のリスクを大き

く受けてしまうことになる。

　しかし、長期間の中で住宅の購入・売却が可能となれば、そのリ

スクをヘッジできる確率が大きく高まる。それは、資産市場に循

環があるためである。長期間の間には、価格が下落する局面もあ

れば上昇する局面も出現する。そのような循環の中で投資を行う

ことができれば、価格が上昇した時期に売却する確率が高まるこ

とでマクロ的な価格変動のリスクを小さくすることができる。

　長寿命住宅の効果として価格が下がりづらいというが、建築年

に増加に伴う価格減価がいくら小さいとしても、そのような効果は

住宅価格のマクロ変動によって打ち消されてしまう。むしろ、前述

のような長期間市場に存在することで、複数の価格変動循環に直

面する確率が高まるといった意味でのリスクは低下されると考え

たほうが自然であろう。

　そこで問題となるのが、長期間、特定の家計が特定の住宅に縛

り付けられてしまうことに伴う問題である。そして、この問題を解

決する手段として、市場の流動性を高める、住宅選択の可能性を

高める、といったことが重要となる。住み替えの促進は、消費者に

とって、ネットのサービス水準を向上させる可能性がある。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

う問題が発生している点を認識する必要がある。具体的には、家

族規模の変化などによって住宅に対する需要が変化したときに、

その需要の構成が現在の住宅と不一致になってしまうという問題

である。

　典型的な例としては、共稼ぎの都市部の若年世帯が、所得制約

が強いために、相対的に狭い住宅に住み続けることが余儀なくさ

れているといった状況がある。一方で、子供が独立し家計規模

が小さくなった高齢の家計が、大規模な住宅に住み続けていると

いった状況である。その場合には、必要とする規模以上の住宅に

住み続けることで、必要以上の費用負担をしていることとなる。

　その中で、両者の住宅を交換すればよいのではないかといった

ことも議論される。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、全体としての厚生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。 

　しかし、問題は、単身の高齢世帯が交換によって住宅から受ける

効用水準が低下する可能性が高いということである。住宅市場に

おいて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大切なのである。

　ここで、住み替えを促進しようとした場合に問題となるのが、住

宅を売却した際に売却損が発生してしまうケースである。これが

価格変動リスクと呼んできた問題である。しかし、前述のように長

期間の視野のもとで売却することができれば、その価格変動リスク

を小さくすることができることを示した。しかし、売却しないと住

み替えができないときにはどうしたらいいのであろうか。その所有

している住宅を賃貸に出すという選択があればよいのである。賃

貸に出すことで獲得できる収益でその住宅が持つ費用を賄うこと

ができればいいのである。一方、その住宅を賃貸に出した場合の

新しい住宅としては、賃貸住宅を借りてもよいし、住宅を購入して

もよい。購入する場合には、新築でいいものがあればそれを買えば

住宅は所有すべきものか？第 3 章
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　本来は、住宅を所有したり賃借することで、人々は幸せを得るは

ずである。その住宅からもたらされる様々なサービスを受けて、豊

かな時間を過ごすことができるはずである。しかし、人と住宅とは

間違った向き合い方をすることで、不幸になることもある。

　住宅の資産の面を重視し、その資産価格が上昇をし続けている

ときには、住宅を所有することで、住宅からもたらされるサービス

以上の満足度をわれわれは得ることができた。しかし、その上昇が

保証されることはなく、むしろ下落している局面では、資産として

の価値はなくサービスとしての側面が重要となる。

　住宅の資産としての側面を重視してきた社会では、価格が下落

に転じた瞬間に、住宅が社会のお荷物になる。今の日本において、

人と住宅が程よい関係を持つには、資産としての側面から開放さ

よいし、中古住宅でもよい。様々な選択肢が存在することが重要

なのである。

　賃貸・所有、所有の中でも新築・中古といった選択が無差別に

されることが重要なのである。しかし、現在のわが国の住宅市場

は、既存住宅市場や賃貸市場の整備が遅れることで、消費者に対

して選択肢を限定させてしまい、高いリスクを与えてしまっている。

売却してしか新しい住宅に移ることができないという中では、価

格変動リスクにさらされ、住み替えそのものを阻害してしまってい

る。そのことが既存住宅市場の適正規模を縮小させてしまってい

る。また、良質な賃貸住宅が供給されない中で売却して賃貸に移

ろうと思っても、適正な住宅とマッチングできないという問題に直

面してしまうため、やはり所有という選択肢しかないのである。

　しかし、持ち家を賃貸に貸し出すという選択が出てくれば、賃貸

住宅市場のストックが改善される。住宅の保有リスクが低下する

ことで、既存住宅の価値も上昇するということが期待されるのであ

る。このことは、資産価値に関する概念が変化することで生じる。

欧州では資産価値が高いというのは、収益性が高いことを意味す

る。売却できないときにしっかりとした収益を生み出すことが重

要なのである。家賃の収益性を高めようとすれば、長寿命であっ

たほうがよく、長期にわたって収益が発生させるためには適切な維

持管理が重要となる。売却時点での資産価値を維持するために

住宅履歴情報の整備といったことが進められようとしているが、資

産価値だけに限定してしまうことで、その効果を過小にしてしまっ

ているのである。

　家計を住宅資産の変動のリスクから回避させるためには、資産

価値に関する意識改革と既存住宅市場の成熟、賃貸住宅市場の

整備が急務なのである。賃貸住宅市場の活性化は、既存住宅市場

の成熟、ストック化社会の実現に欠かせないのである。

　しかし、最近の住宅政策は、この問題に対して逆行する形で進

んでいる。金融危機の一時的な保証会社による賃貸人の追い出

しの問題や賃貸契約の更新料の正当性を取り巻く問題が社会問

題化するなかで、消費者保護・弱者保護の名のもとに、いっそう賃

貸住宅市場を萎縮させるような方向で動いてしまっている。これ

らの問題は、わが国における賃貸住宅市場の制度インフラの脆弱

さを象徴しているものであるといえる。

　市場とは、供給者と需要者によって形成されている。どちらか

一方の権利を強くしてしまうと、市場そのものが社会的な適正水

準よりも縮小してしまうことは容易に予想されることである。消

費者保護の下で新しい制度設計をしてしまうと、賃貸市場の成熟

にとって大きな隘路となってしまうのである。そして、そのことが

既存住宅市場の活性化の隘路となるだけでなく、住宅市場全体の

非効率性を増幅させてしまう原因になってしまうのである。

　住宅は所有したほうがいいのか、賃貸したほうがいいのか。結論

としては、市場インフラさえ整備されていれば、所有と賃貸の選択

によって受ける価格変動も含めた効用水準は一致するはずである。

しかし、現在の市場構造では、所有することで価格変動リスクにさ

らされ、賃貸では十分なストックが存在していないということであ

る。このようなことで、われわれの、住宅から受けるサービス水準は、

著しく低下させられてしまっているのである。

住宅は所有すべきものか？第 3 章
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れなければならない。資産変動のリスクから人々を開放しない限り、

豊かな生活を実現することはできないであろう。

　それでは、どうしたらいいのであろうか。ひとつの答えは、前節

で整理した既存住宅市場の活性化と賃貸市場の成熟を実現する

ことである。そして、何よりも、消費者が住宅と程よい関係を構築

していくことが必要なのである。

　わが国の住宅市場の非効率性を増幅させた原因として、政策の

失敗を指摘してきたが、このような状況を生み出してきたわれわれ

消費者の責任も大きい。市場が適正に機能するためには、消費者

は適正な負担をしなければならない。いわゆるフリーライダーと呼

ばれるような「ただ乗り」をしていては、市場が適正な規模まで成

長することなく、質的にも成熟することはない。

　住宅というサービスに対する対価としては、広い意味での「家賃」

が対応する。持ち家の場合には、「帰属家賃」と呼ばれるが、住宅

を所有することによって支払わなければならないコスト（経済学で

は「ユーザーコスト」と呼ばれる）がそれに対応する。ここでは、こ

れも含めて家賃として議論を進めよう。

　住宅に対する費用である家賃が高すぎるといった声も聞かれる。

その理由はどこにあるのか。この高すぎるといったときに、住宅か

ら受けるサービスとの対比で高すぎるのである。その原因のひと

つは、本来の生産費用が高すぎるといったことも考えられる。とり

わけ日本の場合には、土地の価格が諸外国と比較して高すぎると

いうことが指摘されている。土地の負担分が家賃として転嫁され、

そして、立地を除けば消費者の効用を高めるような努力を伴うも

のではないため、土地の高さが住宅から受けるサービス水準を高め

る努力を後退させてしまっている可能性が高い。これは、生産者

サイドの問題である。

　一方、需要者サイドの問題もある。サービス水準に関しては、住

宅から受ける効用を生み出すためには、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

で過ごす時間という「量」と過ごし方といった「質」の積によって

求められる。ひとつの住宅の中で、その住宅を利用する主体が、ど

れだけの時間を住宅の中で過ごしているのかといったことで量が

決定される。深夜まで仕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

限定されているような家計では、住宅で過ごす時間の量は極めて

少なくなる。

　住宅がただ、休息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出す

ことができない。家族とともに過ごす時間がないような家庭では、

各個人が休息できるだけの空間となる。そのような場合には、必

要とする住宅の空間も限定され、かつ、職場や学校などの日常を過

ごす場所までの距離だけが重要となる。つまり、立地が重要なの

であって、建物は重要ではない。質の悪い建物でもよいのである。

　一方、家族と過ごす時間が長かったり、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、その増加分は

家賃に対する支払い意志額となって表明される。

　このようなことに対するミスマッチが存在したときに、住宅に対

する負担感として表面化してくるのである。

　休息を取り、寒さや外敵から守るだけの原始的な住宅需要しか

持ち合わせていない人は、住宅に対する高い期待を持っていない。

そのような需要者が中心にいる限り、住宅市場の成熟はない。

　生活の中での住宅に対する位置づけは、今後、どのように変化

していくのか。日本人がより幸せになるためには、どのような政策

が必要であるのか。重要なのは、人と物理的な住宅とその中での

過ごし方まで視野に入れた「家」との関係を考えていくことである。

家族との関係が希薄になってきているというのであれば、その関係

を強化することで幸せになる、社会厚生が改善されるというのであ

れば、それを目指した政策が必要である。家族を中心において「家」

作りを考えなければならない。そのような中で、住宅の役割が変化

し、それに対する支払い意志額となる家賃に対する考え方や負担

感が変化してくるのである。

　そのような中で社会インフラとして不足している機能としては、

管理機能である。従来の住宅の管理業務は、日々の清掃などの維

持管理と大規模修繕投資に対する提案などが中心である。住宅

の物理的な側面だけしか見ていないためである。しかし、住宅から

もたらされる効用水準、「家」を維持していくということに意識転

換されたときには、その役割は大きく変化する。コンシェルジェ的

な機能や年齢に応じたサービスなどを提供することが要求される

ようになる。高齢者が多い住宅では、特有の管理サービスが必要

になるであろう。子育て世代が中心の集合住宅では、子供という

軸を中心としたサービスが要求されてくる。

　そして、そのような中で、管理サービスに対する多様化が進むこ

ととなる。そうした場合には、受益に対応した価格という側面か

ら見たときに、住人間での利害の対立が顕在化する。ここで重要

となるのが選択と負担という概念である。一様な負担のもとでの

サービスの多様化には限界がある。それを同一の住宅内で実施す

るのか、異なる住宅間で実施するのかといったことになる。異なる

住宅間で実施する場合には、移動可能性が十分に担保されなけれ
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ばならない。

　人と家との程よい関係は、消費者自身のライフスタイルを見直

していくことから始めなければならない。そして、その選択も多

様であればよい。従来型の単なる休息の場所であれば、廉価な住

宅コストと最低限の管理サービスさえ存在していればよい。それ

以外のところに支出することで、その家計の効用は最大化される。

一方、家族を中心とした「家」を中心とした場合には、現在のストッ

ク水準や管理業を含めた社会インフラでは対応ができないことが

多い。または、時間とともに変化していく「家」の形に対応した住

宅を用意することもできないのである。

　経済が混沌とし、将来に対するリスクが高まる中で、われわれは、

もう一度、人と家との程よい関係を見直していくときに直面して

いるものと考える。
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