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結果、妻の就業行動の決定要因として、住居転換へのインセンティブが強く働いてい

ることを示された。 
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平成 16 年 12 月 31 日

1 はじめに

日本の多くの家計にとっておそらく最も重要な意思決定のひとつである住宅購入が，家計の他の

さまざまな行動に与える影響は，これまでも多くの先行研究で扱われてきた．一般に，家計は住居

を借家から持家へと転換するとき，初めて住宅の購入計画をたてる．その際，資本市場が不完全で

あれば，家計は住宅購入に必要な資金を望むだけ借入れることはできない．すなわち，家計は流動

性制約 (借入れ制約)下にあるため，住宅購入に際して十分な自己資金 (頭金)蓄積をおこなってい
なくてはならない．

こうした流動性制約 (借入制約)が，多額な頭金貯蓄を通して家計のライフ・サイクルでの消費・
貯蓄 (資産蓄積)に強く影響を及ぼすことは，従来の研究でも指摘されてきた点である．Artle and
Varaiya (1978)は頭金制約が流動性制約として働き，住宅購入をしようとしている家計は最適生涯
消費を歪めて頭金蓄積を行い，住宅を購入したのちに最適消費に戻ることを理論的に示した．そ

の後多くの研究がこのモデルを拡張し実証的な検証がなされてきた．中でも Engelhardt (1994)は
頭金貯蓄を決定する要因を実証的に検討し，Haurin et al. (1996b)は特に若年家計に焦点をあて，
住宅購入の直前に急速に資産蓄積をおこなうことを明らかにした．Boehm (1993)は資産が住宅購
入 (住居転換)に重要な役割を果たすことを示し, 同時にパネルデータを用いて資産関数を推定して
いる．

家計の住居転換に関しては，Jones (1995)が家計の所得よりも資産が重要な決定要因であること
をはじめて実証的に示した．また，家計は住宅価格変動のリスクをヘッジするために，貸手が要求

する以上の金融資産の蓄積を行うことも明らかにした．Moriizumi (2000)は，日本のデータを用
いて住居転換における資産蓄積の重要性を明らかにした．Moriizumi (2003)では，住居転換のた
めの資産蓄積が若年家計の最適消費を抑制していることを示した．これらの分析からは，家計の住

居転換に際しては，資産蓄積が頭金制約を通して重要な決定要因となることが示唆される．

一方，不確実性の存在によってリスク回避的な家計は貸手から要求される頭金の額を上回って資

産を蓄積するので，より一層最適消費は抑制される．この点については，Plaut (1987)が不確実性
のもとでの住宅購入タイミングの理論的分析を提示しており，頭金蓄積の手段である金融資産の収

益率と住宅資産価格の変動リスク (ボラティリティ)の増加が住宅購入タイミングを遅らせること
を明らかにした．また，森泉 (2004)は日本のデータを用いて Plaut (1987)の帰結を実証的に検証
した．

こうした要因に加え，家計の住宅購入の際の流動性制約を緩和するための手段の１つとして，贈

与・相続が注目された．Engelhardt and Mayer (1998)や Haurin et al. (1996a)でも示されている
ように親からの贈与・相続は，若年家計にとって住居転換のトリガーとなる．しかしながら，購入
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計画をもっているすべての家計が贈与・相続を受けられるとは限らない．資産のトランスファーが

受けられない家計では，妻が労働市場に参加することで流動性制約を緩和している可能性がある．

わが国において家計の住宅取得と妻の就業の関係について分析したものはそれほど多くないが，

代表的な研究として樋口 (1980)，Yoshikawa and Ohtake (1989)などが挙げられる．前者は昭和
49年の全国消費実態調査 (総務省統計局)の個票を用いて既婚女子の労働供給と家計の資産保有の
関係について分析したものである．とくに住宅取得計画との関係では，妻の就業に影響を与えると

考えられる世帯主所得，年齢，居住地，世帯類型，現在の住宅所有関係といった要因について，こ

れらが等しいサンプルを抽出した上で，住宅取得計画の有無によって妻の雇用就業率 (有業率)に
有意な差があるかを平均の差の検定を行なうことで検証している．結果として，住宅取得計画を持

つ家計の妻の雇用就業率はそれを持たない家計に比べて有意に高くなる傾向があることが明らか

となった．一方，後者は同じ全国消費実態調査の昭和 59年の個票を用いて，家計の住宅取得計画，
貯蓄，妻の労働供給の分析を行なったものである．妻の労働供給関数は，住宅取得計画の有無に基

づくスイッチ回帰モデルによって推定されているが，就業決定そのものに関しては住宅取得計画と

は独立に推定されているため，計画の有無が妻の就業決定に与える影響を明示的には知ることがで

きない．

本論文では，住宅取得に伴う流動性制約 (借入制約)が妻の労働供給に与える効果について分析
する．住宅取得のインセンティブが高いと，頭金のための十分な資産蓄積を行うために妻が就業す

る可能性がある．同時に，夫の失業や所得の低下あるいは住宅資産価格の変動といった不確実性

も，これらのリスクのヘッジのために妻の就業を促進している可能性がある．したがって，従来議

論されてきたものに加え，妻の就業行動の決定要因として住宅取得計画の有無が導入されることに

なる．一方，家計の住宅購入の決定においては，妻が働いていることが借入の際の信用制約を緩和

すると考えられるので，計画をたてやすい．つまり，住宅取得計画は内生変数でもある．従来のモ

デルでは，この内生性は無視されていたので，推定値はバイアスをもつ．これらの問題意識に基づ

いて，本論文では妻の就業確率関数において，内生変数である住宅取得計画を説明変数に含む同時

推定をおこなう．用いられたデータは平成 16年度に実施された慶應 COE家計パネル調査である．
以下では，第 2節で背景となる理論モデルと実証分析に用いた同時推定のモデルを提示する．第

3節は用いられたデータと変数の概要である．その上で，第 4節で実際の推定結果を提示し，最後
に結論の要約とインプリケーションを述べる．

2 モデル

図 1のような住居転換を核とした家計のライフサイクルを考えよう．ここで，家計は遺産を残さ
ないものとし，3期間生存し，第 1期には全ての家計が借家に居住している状況を想定する．その
上で，第 2期に住宅を購入するか生涯借家のまま過ごすかを決定するものする．家計は所得 (夫と
妻の所得)，住宅価格を所与として，生涯借家居住の場合と 2期目に住宅購入を行う場合の効用 (間
接効用)を比較して，住宅購入を行うか否かを決定するものとする．生涯借家居住の場合は，予算
制約式は各期の制約式を加えたものである．一方，2期目に持家へ住居転換をはかる場合には，住
宅を購入することを考慮しなくてはならない．ローンを組み住宅を購入すると仮定すると，2期目
までに蓄積された資産のなかから頭金を拠出し，2, 3期でローンの支払いを続け死ぬまでに完済す
る．購入の際には借入制約 (頭金制約，所得・返済額制約)に拘束されないようにしなくてはなら
ない．
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図 1: 家計の住居転換のライフサイクル
住宅購入 ローン完済

死亡

２期 ３期

ローン返済

１期

資産蓄積

経済生活開始

生涯借家の場合の間接効用関数を V R，持家に移行した場合の間接効用関数を V O とすると，

V R(Y, pR, pO,WR) < V O(Y, pR, pO,WO) (1)

が成立するときに，家計は住宅購入計画を持つとする．ここで，Y は家計の所得，W は資産，pR, pO

はそれぞれ住宅サービス価格 (借家，持家)である．
ここで，I∗ = V O − V R とおくと，

I∗ = V O − V R = V (Y, pR, pO,WR,WO, ω)





> 0, I = 1,住宅購入計画あり

< 0, I = 0,住宅購入計画なし
(2)

である．I は住宅購入の有無を表す二項 (binary)変数である．
ところで，以上では妻の就業を所与 (外生変数)として扱ってきた．しかし，妻が就業するか否

かで，資金調達方法，借入の際の信用力等は異なる．そこで，妻が就業するか否かをモデルに導入

すると，家計所得 (妻の所得)は内生変数となる．(2)式は以下のようになる．

I∗ = V (X1, l
∗)





> 0, I = 1,住宅購入計画あり

< 0, I = 0,住宅購入計画なし
(3)

ここで，X1は y (夫の所得), pR, pO,WR,WO であり，l∗は妻が就業するか否かを表す二項変数で

ある．

ところで，妻が労働市場に参加するか否かは，留保賃金と市場賃金の大小で決定される．妻の留

保賃金に影響を与える要因は，従来からライフサイクル上の諸要因，例えば幼少の子供や介護が必

要な親の存在等が挙げられている．一方，市場でオファーされる賃金の決定要因としては女性の教

育水準や直面する労働市場環境等が考えられる．また，一般的な労働供給理論のフレームワークの

もとでは，女性の不労所得としての夫の所得も重要な決定要因となる．こうした要因に加え，妻が

住宅購入の際の流動性制約 (借入制約)の緩和ならびに将来にわたる様々な不確実性をヘッジする
目的で就業するならば，住宅購入計画の有無 I∗ もその決定要因として導入される．

留保賃金を w∗，市場賃金を wとすると，妻は w∗ ≥ wならば労働市場に参加し，w∗ < wなら

ば参加しない．つまり，(4)式のように表すことができる．

l∗ = w∗ − w = l(X2, I
∗)





> 0, l = 1,就業する

< 0, l = 0,就業しない
(4)

ここで，X2 は上で述べたような労働供給に影響を与える外生変数である．
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以上から，本稿で用いるモデルは以下のようになる．

I∗ = V (X1, l
∗, ε1) (5)

l∗ = l(X2, I
∗, ε2) (6)

となる．ここで，

I∗





> 0, I = 1,

< 0, I = 0
(7)

l∗





> 0, l = 1,

< 0, l = 0
(8)

ここで，ε1, ε2 は誤差項であり，2変量正規分布を仮定する．
実際に推定されるモデルの被説明変数は 0もしくは 1を値として取る二項 (binary)変数である．

以下の分析では，V (·)および l(·)をパラメターに関して線形に特定化する．このとき，(5)，(6)式
の説明変数には相互に内生変数 (l∗, I∗)が入っているので，分析はプロビットモデルの同時推定と
なる．推定方法は一般的な線形同時方程式モデルと類似のもので，まずモデル内の全ての外生変数

を説明変数とした誘導形のモデルを推定し，その推定結果を用いて構造形方程式の推定を行なう，

ただし，分散共分散行列の修正を行うことが必要である．推定の詳細に関しては割愛するが，ここ

では，Maddala (1983)の 2段階推定法を用いた．

3 用いられたデータ

分析のもとになるデータは平成 16年度に実施された慶應 COE家計パネル調査である．ここで
の目的は，現在借家に居住している個人の住宅取得の可能性が妻の就業に与える影響の分析にある

ので，対象となるのは有配偶かつ現在借家に住んでいる家計である．この条件に該当しない家計

および分析に用いられる変数が未回答の場合を除外した結果，最終的に分析に用いられるのは 292
サンプルとなった．また，家計の居住する市町村の情報をもとにいくつかの地域ベースでの変数を

外部データから付加した．

実施された COEパネルデータからは，ランダムに抽出された回答者および (回答者が有配偶で
ある場合には)その配偶者に関する詳細な情報が得られる．ただし，回答者は必ずしも有配偶であ
るとは限らず，かつその中には男女が混在しているので，分析で用いる夫婦別の変数を得るため

に，ここでは以下のような操作を行なった．夫および妻の年齢を例に取ると，回答者が男性で有配

偶の場合，回答者の年齢を夫の年齢とし，配偶者の年齢を妻の年齢とした．一方，回答者が女性で

有配偶の場合には，回答者の年齢を妻の年齢とし，その配偶者の年齢を夫の年齢として夫婦それぞ

れの年齢に関する変数を作成した．同様の手順を他の変数についても適用し，それぞれ夫婦別の変

数を作成した．

表 1は，分析に用いられる変数の定義および記述統計である．
第 1の変数WORKWIFEは妻の就業に関する変数で，昨年 1年間の就業状況に関する質問で，

「1年間ずっと仕事していた」もしくは「ある期間だけ仕事していた」と回答した場合 1，そうでな
い場合を 0とするダミー変数である．第 2の変数 PLANは住宅取得計画に関する変数である．こ
の変数は，現在の住居からの移転を考えているかという質問に対して，「具体的な計画がある」ま

たは「具体的な計画はないが考えている」と答え，かつ次に予定している住まいが自己所有の一戸
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表 1: 変数の定義・記述統計

変数名 1) 定義 (基にした変数) 平均 標準偏差

WORKWIFE 妻の就業ダミー (V277/V974) 0.568 0.496
　　 1 : 就業 / 0 : 非就業

PLAN 住宅取得計画ダミー (V1922/V1924) 0.315 0.465
　　 1 : 取得計画あり / 0 : 取得計画なし

AGEHH 世帯主の年齢 (V13-V75) 37.887 9.485
AGEHUS 夫の年齢 (V13-V75) 37.812 9.503
AGEWIFE 妻の年齢 (V13-V75) 35.750 8.631
JHIGH 妻の最終学歴ダミー (中学)(V106/V803) 0.038 0.191
HIGH 妻の最終学歴ダミー (高校)(V106/V803) 0.479 0.500
VOTEC 妻の最終学歴ダミー (専門学校・その他)(V106/V803) 0.096 0.295
JCOL 妻の最終学歴ダミー (短大・高専)(V106/V803) 0.233 0.423
COL 妻の最終学歴ダミー (4年制大学)(V106/V803) 0.147 0.355
GRAD 妻の最終学歴ダミー (大学院)(V106/V803) 0.007 0.083
HINCOME 夫の恒常所得 (万円) (V241-V243/V938-V940) 431.199 223.159

　　夫の過去 3年間の所得の平均
JOBCHNG 夫の転職回数 (V674-V724/V1371-V1421) 0.860 1.278
NUMBER 世帯員数 (V9) 3.476 1.030
KIDLT3 3歳以下の子供の数 (V13-V75) 0.435 0.625
NEWKID 新規出生ダミー (V87) 0.120 0.325

　　 1 : 昨年 1年間に子供を出産 / 0 : それ以外
WEALTH 家計の保有資産 (万円) (V1632/V1634) 372.329 744.150
SELF 自営業ダミー (V215/V915) 0.192 0.394

　　 1 : 世帯主が自営業 / 0 : それ以外
FEMHH 女子世帯主ダミー (V76) 0.017 0.130

　　 1 : 世帯主が女性 / 0 : それ以外
ROOM 世帯員一人当たりの居住室数 (V1743) 1.114 0.384
YEAR 築年数 (V1741) 15.634 10.876
PAROWN 両親の持ち家保有ダミー (V1830/V1831) 0.808 0.394

　　 1 : 夫婦どちらかの両親が持ち家を保有
　　 0 : それ以外

PHPR2) 住宅の相対価格 0.154 0.057
　　都道府県単位での 住宅価格/賃貸価格指数

VOLAT2) 地価のボラティリティ 26816.1 27278.5
　　 1993-2002年の地価の標準偏差

BIGCITY 14大市居住ダミー (V1981) 0.301 0.460
　　 1 : 居住地が 14大市 / 0 : それ以外

CITY その他の市部居住ダミー (V1981) 0.616 0.487
　　 1 : 居住地が 14大市以外の市部 / 0 : それ以外

TOWN 町村居住ダミー (V1981) 0.082 0.275
　　 1 : 居住地が町村部 / 0 : それ以外

1) 最終的な推定に用いたサンプルのみを使用．標本数は 292．

2) 外部データを基に作成．
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建てもしくはマンションと答えた場合 1，そうでない場合を 0とするダミー変数である．この両者
は分析における被説明変数として用いられる．

夫婦の個人属性に関して，分析では基本的な人口学的要因としてそれぞれの年齢 (AGEWIFEお
よび AGEHUS)をコントロールしている．これに加えて，世帯単位での分析を行なう際には世帯
主の年齢 (AGEHH)を用いた．妻の最終学歴に関しては，最終学歴が中学，高校，専門学校・その
他，短大・高専，4年制大学，大学院であることを示す 6つのダミー変数を作成し，分析には高卒
を基準とする形で用いた．また，夫の所得水準および就業形態の安定性を表す変数として、過去 3
年間の所得の平均値 (HINCOME)および調査時点までの転職回数 (JOBCHNG)を作成した．
家計単位での変数としては，その家族構成に関して，世帯員数 (NUMBER)および 3歳以下の

子供数 (KIDLT3)，過去 1年間に新たに子供が生まれたかを示すダミー変数 (NEWKID)を作成し
た．住居転換の重要な決定要因となる家計の資産保有額 (WEALTH)は，保有する預貯金・有価証
券額の合計として定義した．また，自営業ダミー (SELF)は世帯主が自営業に従事していることを
示すダミー変数，女子世帯主ダミー (FEMHH)は世帯主が女性の場合 1を取るダミー変数である．
これらに加え，住居転換に際して重要な背景となるであろう現在の住居環境に関して，世帯員一人

当たりの居住室数 (ROOM)および現住宅の築年数 (YEAR)を作成した．さらに，将来の相続の可
能性は住居転換を促す重要な要因となりえるため，夫婦どちらかの親が住宅 (一戸建て，マンショ
ン)を所有している場合 1をとるダミー変数 (PAROWN)を定義した．
住宅の相対価格 (PHPR)は家計の居住する都道府県における住宅の平均購入価格と賃貸価格の

比として定義される．分子となる住宅価格は『建築統計年報』の 2003年版から得た「工事費予定
額 (居住用)」と「床面積の合計 (居住用)」および『地価公示』から得た「公示地価 (住宅地平均価
格)」をもとに以下の方法で推計を行なった．工事費予定額を床面積の合計で割ったものを当該都
道府県における単位面積あたりの建物価格 PK とし，公示地価による土地の価格を PLと表記する

と，コブ・ダグラス型のユニットコスト関数を想定することで住宅購入コストは次のように推計

される．すなわち，po = P γ1
K P γ2

L ，ここで，γi, i = 1, 2, γ1 + γ2 = 1は，住宅価格に占める建物価
格 PK と土地価格 PLの割合であり，ここでは 0.5とした．これは日本における平均的な値とされ
る．一方，分母となる住宅の賃貸価格に関しては，『県民経済計算』の 2003年版から得た持ち家の
帰属家賃を除く家賃の指数を使用した．住宅資産価格の変動 (ボラティリティ)に関しては，建物
価格が全国で変化が少ないのに比べ，地価の変動は地域差が大きいことから，地価のボラティリ

ティ(VOLAT)を代理変数とした．これは，市町村単位での 1993-2003年の 10年間の地価の標準
偏差として定義した．

最後に，家計の就業・住宅取得計画は居住地域によって大きく影響を受けるため，14大市 (政令
指定都市)，その他の市，町村部であることを示す 3つのダミー変数を作成し，分析では居住地が
町村部である場合を基準としてコントロールしている．また，所得・地価・資産保有額等の金銭単

位で計られる変数については，全て『消費者物価指数年報』による都道府県別の「消費者物価地域

差指数」でデフレートしている．

具体的な推計に移る前に，記述統計から妻の就業と住宅取得計画の関係を見ておくのは有用であ

ろう．表 2は夫の年齢階級・住宅取得計画の有無別の妻の就業割合である．表からはほぼ全ての年
齢階級で住宅取得計画を持つ家計の妻の方が就業割合が高いことが見てとれる．世帯主の年齢階級

が 30-39歳のサンプルについては，この関係は逆転しているが，他の要因をコントロールしている
わけではないので，これだけで確定的なことが言えるわけではない．

また，表 3は夫の年齢階級別に見た，住宅取得計画率および妻の就業率である．住宅取得計画を
持つ家計の割合は，夫の年齢階級の上昇に伴ってほぼ単調に減少していくという傾向が見られる。

一方，妻の就業割合は夫の年齢に伴って若干上昇するように見えるが，明確なパターンがあるわけ
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表 2: 夫の年齢階級・住宅取得計画別，妻の就業割合

夫の年齢階級 住宅取得計画

あり なし

20-29歳 66.7 47.3
( 36 ) ( 55 )

30-39歳 49.3 51.9
( 73 ) ( 129 )

40-49歳 80.0 61.0
( 20 ) ( 77 )

50歳以上 80.0 59.8
( 15 ) ( 117 )

全標本 61.1 55.6
( 144 ) ( 378 )

カッコ内は標本数．合計は 522.

ではない．これは借家に居住しているサンプルに対象を限定していることに起因しているものと考

えられる．

表 3: 夫の年齢階級別，住宅取得計画率・妻の就業率

夫の年齢階級 妻の平均年齢 (歳) 取得計画割合 (％) 妻の就業割合 (％)

20-29歳 26.4 38.7 55.9
30-39歳 32.9 36.5 50.5
40-49歳 40.4 19.8 65.3
50歳以上 53.9 11.6 61.9
全標本 38.6 27.4 57.1

住宅購入を計画すると，家計は資産蓄積に励む．一方，資産がある程度蓄積されると，住宅購入

のインセンティブは高まる．したがって，資産額は住宅計画 I∗において内生変数である．本論文

では，資産の内生性を処理するために操作変数法を用いた．推定結果は表 4に示されている．推
定に用いたサンプルは現在借家に居住している有配偶世帯であり．被説明変数は世帯の保有資産

額 (WEALTH)である．推定に用いた説明変数のうち，PINCOMEは推定された世帯の恒常所得，
1)VINCOMEは実際の所得額の恒常所得からの乖離分である．

1)所得関数の推定にあたっては，被説明変数として昨年 1 年間の世帯所得 (HHINC) を用い，説明変数としては世帯主
の年齢，年齢の 2乗項，女子世帯主ダミー，自営業ダミー，世帯主が事務職，管理職，従業員規模 1000名以上の大企業に
勤めていることを示すダミー変数を用いた．推定された係数は全て 5%水準で有意であり，理論と整合的な結果を示した．
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表 4: 資産関数の推定結果

推定値 標準誤差

定数項 -3.757 ** ( 1.687 )
AGEHH 0.067 ** ( 0.031 )
PINCOME 1.333 *** ( 0.262 )
VINCOME 1.297 *** ( 0.134 )
NUMBER -0.664 * ( 0.346 )
SELF 0.408 ( 0.816 )
FEMHH -0.540 ( 2.123 )

標本数 470
決定係数 0.2123

∗ ∗ ∗, ∗∗, ∗ はそれぞれ 1％, 5％, 10％ 水準で有意

係数の推定値および標準誤差は全て 100倍してある．

4 推定結果

4.1 妻の就業確率関数

表 5は妻の就業決定に関するプロビット推定の結果である．なお，表に記載されている標準誤差
は後で示す住宅取得計画関数の推定結果をもとに修正を行なったものである．

まず，住宅取得計画 (PLAN)は妻の就業確率に有意に正の影響を及ぼし，事前の予想通り妻は
住宅取得のために就業を行なっていることが示唆される．前節で概観したように，住居転換を行う

と計画したときには，流動性制約の存在のために頭金の蓄積を行わなくてはならない．この結果の

背景には，妻の就業がこうした流動性制約 (借入制約)の緩和のための手段として存在していると
いうことが考えられる．

また，夫の恒常所得 (HINCOME)の係数は妻の就業確率に有意に負の影響を与える．また，3歳
以下の子供の数 (KIDLT3)および新生児の存在 (NEWKID)は妻の就業に非常に強い負の影響を持
つ．これらの結果は，従来からの女子の労働供給仮説と整合的である．一方，妻の教育水準に関し

ては明確なパターンは無いものの，最終学歴が高校卒業である場合に比べ，専門学校卒である場合

には有意に高くなるという結果を得ている．

さらに前節でも触れたように，妻の就業には夫の失業および住宅資産価格の変動といったリス

クをヘッジするという目的も考えられる．これらを考慮するために，ここでは調査時点までの夫

の転職回数 (JOBCHNG)および住宅資産価格 (地価)のボラティリティ(VOLAT)の影響を見てい
る．前者は夫の雇用の不安定度，後者は住宅資産価格の変動の大きさを表す代理変数として用いて

いる．結果として，夫の転職回数 (JOBCHNG)の推定された係数は 10%水準で有意にプラスであ
り，理論的予想と整合的である．しかしながら，住宅資産価格のボラティリティ(VOLAT)の係数
は有意ではなく，かつ効果も反対であった．

これらに加え，推定では労働市場環境の地域的差異を考慮するために居住地域ダミー (BIGCITY,
CITY)をコントロールした．一般には都市に居住している場合には働く確率が高いと予想される
が，推定結果は有意ではなく，効果も反対である．また，妻の年齢は，表 3からも予想されたとお
り，借家居住者を対象とした場合には就業確率に有意な影響を与えるものではなかった．
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表 5: 妻の就業決定の推定結果

推定値 標準誤差

定数項 -0.125 ( 1.731 )
PLAN 0.738 *** ( 0.277 )
AGEWIFE 0.080 ( 0.088 )
AGEWIFE2 -0.001 ( 0.001 )
HINCOME -0.125 ** ( 0.053 )
KIDLT3 -0.889 *** ( 0.161 )
NEWKID -1.055 *** ( 0.283 )
JHIGH -0.209 ( 0.445 )
VOTECH 0.632 ** ( 0.316 )
JCOL -0.172 ( 0.211 )
COL -0.002 ( 0.245 )
GRAD -1.079 ( 0.960 )
JOBCHNG 0.128 * ( 0.072 )
VOLAT1) -0.902 ( 3.096 )
BIGCITY -0.183 ( 0.400 )
CITY -0.054 ( 0.355 )

標本数 292
対数尤度 -161.3004

∗ ∗ ∗, ∗∗, ∗ はそれぞれ 1％, 5％, 10％ 水準で有意

1) 係数の推定値および標準誤差は 106 倍してある．

4.2 住宅取得計画関数

表 6は家計の住宅取得計画保有率に関するプロビット推定の結果である．推定ではまず，妻の就
業確率を説明変数として導入した特定化を試みたが，推定された係数は有意ではなかったため，こ

こでは妻の就業確率は用いていない．

まず，予想されたように家計の資産保有額 (WEALTH)は住宅取得計画確率に有意に正の影響を
持つ一方，夫の恒常所得 (HINCOME)の係数は正であったものの有意ではなかった．これらの結
果から，住宅取得計画には資産蓄積が重要な役割を果たすという従来からの主張が確認された．

また，表 3から示唆されるように，住宅取得計画の保有割合は夫の年齢に強く依存する．ここで
の推定はクロスセクションによるものなので，年齢の上昇に伴って住宅取得を行なった家計がサン

プルから脱落するというサンプルセレクション問題が存在する．こうした問題を考慮するために推

定では夫の年齢 (AGEHUS)およびその 2次の項 (AGEHUS2)を用いたが，結果として夫の年齢の
上昇に伴って家計の住宅取得計画の保有割合は有意に減少することが確認される．

住宅価格と家賃の相対価格 (PHPR)の係数は，有意ではなかったが負であることから，住宅価
格が上昇すると取得計画をたてる確率は減少する．逆に家賃が上昇すると，家計は早く住宅を購入

しようと計画をたてる．これらは Plaut (1987)の理論的帰結2)および Moriizumi (2003)の実証結
果とも一致する．また，住宅資産価格の変動リスクとしては，データの不足から住宅資産価格の大

2)Plaut は住宅取得タイミングで論じている．
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表 6: 住宅取得計画決定の推定結果

係数 標準誤差

定数項 3.296 ** ( 1.497 )
WEALTH1) 7.062 ** ( 3.283 )
HINCOME 0.020 ( 0.053 )
AGEHUS -0.157 ** ( 0.072 )
AGEHUS22) 0.130 ( 0.087 )
PHPR3) -1.489 ( 3.256 )
VOLAT4) 0.218 ( 0.570 )
ROOM -0.072 ( 0.237 )
YEAR 0.009 ( 0.008 )
PAROWN 0.376 * ( 0.226 )
BIGCITY -0.393 ( 0.332 )
CITY -0.433 ( 0.291 )

標本数 292
対数尤度 -164.3897

∗ ∗ ∗, ∗∗, ∗ はそれぞれ 1％, 5％, 10％ 水準で有意

1) 標準誤差は未修正．

2) 係数の推定値および標準誤差は 100倍してある．

3) 係数の推定値および標準誤差は 105 倍してある．

4) 係数の推定値および標準誤差は 10−2 倍してある．

半を占める土地価格のボラティリティ(VOLAT)で代用したが，推定された係数の符号は理論的想
定とは非整合的であり，かつ有意ではなかった．ただし，対象とした期間 (1992-2002)年の公示地
価がほぼ全ての地域で低下し続けてきたことを考えると，この変数は過去 10年間の地価の値下が
りの大きさを表している可能性があり，解釈には一定の注意が必要である．

また，住居転換の前提となる現住居の属性に関しては，世帯員一人当たりの居住室数 (ROOM)
および現住宅の築年数 (YEAR)を導入した．推定結果からは，一人当たりの居住室数が少ないほ
ど，築年数が古いほど取得計画確率が上昇するという傾向がみてとれる．同時に，将来の住居の

相続の可能性を表す変数として，両親の持ち家保有ダミー (PAROWN)を導入した．結果として，
両親が持ち家 (一戸建て・マンション)を保有している場合には，将来の相続の可能性を反映して，
住宅取得計画を持つ確率は有意に高くなることが確認された．また，住宅市場も労働市場と同様に

地域性が強いことから，居住地域ダミー (BIGCITY, CITY)を導入した．推定結果は有意ではな
かったが，都市居住の家計ほど住宅取得意欲が低いことが，その係数が負であることからわかる．

5 おわりに

妻の労働供給には様々な要因が影響を与える．従来から指摘されてきたものに世帯主 (夫)の所
得があり，一般的な女子の労働供給理論のもとでは妻の不労所得としての世帯主 (夫)の所得の上
昇は妻の就業確率を減少させる．さらに昨今の核家族化傾向のもとでは，学齢に達していない子供



森泉・直井 11

の存在が大きい．また，妻の学歴も影響を及ぼす．本分析では，前二者は有意に推定されたが，後

者は有意には推定されなかった．これらは，従来から指摘されてきた重要な要因ではあるが，本分

析ではさらに，住居転換のために妻が働きにでることの可能性を指摘した．

日本は先進諸国のなかでも持家率が高い一方，住宅価格は決して低くない．持家取得はバブル期

よりも容易になったとはいえ，特に若年家計にとってはハードルが高い．そのため，若年家計は流

動性制約のためにライフサイクル上の最適消費を歪めて頭金蓄積を行ってきている．しかしなが

ら，もし妻が就業することが容易にできるならば，最適消費から大幅に乖離することはなく流動性

制約を緩和することができる．

さらに，家計は様々な不確実性の存在により，貸し手から要求される借入 (頭金)制約以上に金
融資産の蓄積を行う．これはさらに最適消費を抑制する．リスク回避的な家計は，このような不確

実性をヘッジするために妻が就業することにより，最適消費パターンかを歪めることなく住宅購入

をおこなうことができる．

本論文は，妻の就業行動の決定要因として，従来からの指摘されてきた要因 (家族構成，学歴，賃
金率)以上に，住居転換へのインセンティブが強く働いていることを示した．近年，Fortin (1995)
によると，住宅を購入した後でも家計は住宅ローンを保有していれば，その返済のために妻が働く

ことが実証研究より示されている．この分析結果と合わせると，妻は住宅購入前は借入制約を緩和

するため，あるいは，不確実性をヘッジするために働き，住宅購入後はローン返済のために働く．

このことは，家計のライフサイクルにおける消費・貯蓄・労働に関する最適化行動の軸として，住

居転換が存在することを示している．
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