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要旨 

   わが国の住宅市場は、国際的に見て転居率が低いことが知られている。この転居率の低さ     

の原因として、様々な転居阻害要因が存在するために、家計は動学的な最適化行動に基づい

て自由に転居を行なうことができないことをあげることができる。また、転居率の低さは、

転居に伴う取引費用の大きさのために、家計は住宅市場における価格変化に対して、迅速に

反応できないという事を意味するので、住宅市場における価格変動の幅を大きくすることに

なる。そのため、わが国の転居阻害要因を明らかにし、それを減じるような政策を示唆する

ことは、住宅市場の質を高めることにつながるものと考えられる。そこで、持ち家からの転

居を阻害していると考えられる negative equity の問題と、借家からの転居を阻害している

と考えられる借地借家法の問題に焦点をあてて、KHPS の第１回と第２回のデータを用いて、

ハザード分析により、それらの阻害要因を分析した。その結果、持ち家からの転居では、住

宅購入額と比べて借り入れ残額が多い家計ほど、転居が阻害されていることが示された。ま

た、借家からの転居では、現行の借地借家法によって、転居が阻害されていることも確認さ

れた。 
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要旨 

  わが国の住宅市場は、国際的に見て転居率が低いことが知られている。この

転居率の低さの原因として、様々な転居阻害要因が存在するために、家計は動

学的な最適化行動に基づいて自由に転居を行なうことができないことをあげる

ことができる。また、転居率の低さは、転居に伴う取引費用の大きさのために、

家計は住宅市場における価格変化に対して、迅速に反応できないという事を意

味するので、住宅市場における価格変動の幅を大きくすることになる。そこで、

わが国の転居阻害要因を明らかにし、それを減じるような政策を示唆すること

は、住宅市場の質を高めることにつながるものと考えられる。本章では、この

ような問題意識に立ち、持ち家からの転居を阻害していると考えられる

negative equity の問題と、借家からの転居を阻害していると考えられる借地借

家法の問題に焦点をあてる。これらの問題を KHPS の第１回と第２回のデータ

を用いて、ハザード分析により分析した。その結果、持ち家からの転居では、

住宅購入額と比べて借り入れ残額が多い家計ほど、転居が阻害されていること

が示された。また、借家からの転居では、現行の借地借家法によって、転居が

阻害されていることも確認された。 
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瀬古美喜(慶應義塾大学経済学部） 

隅田和人(金沢星稜大学経済学部)  

 

第１節 はじめに 

   日本における様々な市場の質の低さは、現在の日本経済が抱える深刻な問題

である。特に、住宅市場においては、国際的に見ても、日本の住宅の住み替え

率は低く、これがわが国の住宅市場の質の低さを表しているといっても過言で

はない。そもそも市場経済体制下の住宅市場は、家計のポートフォリオの中で

もっとも重要な資産である住宅エクイティの価格の調整メカニズムを通じて、

経済における富を決定する役割を果している。住み替えは、このような住宅市

場の配分機能において、均衡化をもたらす重要な要因である。つまり、家計は、

生涯にわたる異時点間の効用 大化を行なうことによって、 適な住宅行動（例

えば、持ち家にするか借家にするか、どの程度の住宅消費をするか、何回いつ

転居するかなど）を決定するものと考えられる。住宅資本は、耐久性がありか

つ移動できないため、家計は、自分達が現在消費している住宅サービス量を変

更する必要がある時に転居する。すなわち、住み替えは、家計の生涯にわたる

ライフサイクル要因やその変化に基づいて、決定されると考えられる。住宅市

場が高質であり、取引が自由に行えるのであれば、家計は、動学的な 適化行

動を行なうことによって、生涯のうちで、 適な時期に転居を行なうことがで

きる。 
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しかしながら、わが国の住宅市場には、様々な転居阻害要因が存在するため、

家計は、阻害要因が存在しない場合のように、動学的な 適化行動に基づいて

自由に転居を行なうことができないと考えられる。これが、日本で、転居率が

低い原因であると言える。 

また、転居率が低いということは、住宅市場における転居に伴う取引費用が

大きく、家計は住宅市場における価格変化に対して、迅速に反応しないという

事を意味するので、結果的に、住宅市場における価格変動の幅が大きくなるこ

とになる（詳しくは、Englund and Ioannides(1993) 参照のこと）。日本は、世

界中を見渡しても類のないほどの、地価や住宅価格の変動、つまり資産インフ

レやデフレを経験した国であり、転居率の低さと、住宅や地価の変動幅の大き

さをあわせ持っている。そこで、わが国の転居を阻害している要因を明らかに

して、その阻害要因を減じるような政策を示唆することは、住宅価格や地価の

安定化をもたらすことにもなり、住宅市場の質を高めることにつながるものと

考えられる。 

本研究では、このような問題意識に立って、特に、持ち家からの転居（すな

わち買い替え世帯の転居）を阻害していると考えられる negative equity の問題

と、借家からの転居を阻害していると考えられる借地借家法の問題という、二

つの転居阻害要因に焦点をあてる。前者は、わが国の住宅市場や住宅金融市場

の不完全性に起因する転居阻害要因であり、後者は、わが国の住宅市場に特有

な借地借家法という制度的な要因に起因する転居阻害要因である。特に持ち家

からの転居を阻害している譲渡損失の問題に対しては、2004 年に、“居住用財

産の譲渡損失の繰越控除制度”が創設されたので、それが、転居確率を高める

政策効果をもたらしているのかどうかを検証する。 これらの問題を KHPS のパ
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ネル･データを用いて、ハザード分析により転居要因の分析を行なう。今回、

KHPS の情報が利用可能になったため、このパネル･データを用いた本研究が、

日本で 初の本格的な転居阻害要因に関する動学分析と考えられる。 

  以下、第 2 節で、まず先行研究に関して述べる。次に、第３節で、本研究

で用いるハザード・モデルの構造の説明と、このモデルを用いて検証すべき仮

説とそれを検証するための変数の作成に関する説明を行なう。第４節では、ハ

ザード・モデルによる持ち家からの転居に関する推定結果を示す。第５節では、

ハザード・モデルによる借家からの転居に関する推定結果を示す。 後に、第

６節で、まとめと今後の課題について述べる。 

 

第２節 先行研究   

     前節でも述べたように、転居、すなわち住居の住み替えは、家計の動学的

な 適化行動に基づいて、決定されると考えることができる。Hardman and 

Ioannides (1995)は、重複世代モデルを用いて、移動費用や利子率が、 適な転

居回数や、各住居での 適な住宅消費に与える影響を、理論的に分析している。

また、Hardman and Ioannides(1999)は、わが国の借地借家法の継続家賃と経

済的には同様の効果を住宅市場に及ぼすと考えられる家賃統制と転居の問題な

どを、２部門の新古典派成長モデルで、重複世代モデルの枠組みを用いて、理

論的に分析している。  

   転居に関する実証分析の枠組みを、その理論的な根拠に注目して展開し

たものとしては、Pickles and Davies(1991)がある。また、Davies and 

Pickles(1991)は、Pickles and Davies(1991)論文での理論に基づいた実証的な枠

組みを用いて、イギリスの Cardiff の実際のデータを使用して実証分析を行なっ
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たものである。 

   その他、実証分析としては、住宅の居住形態の選択、居住期間、住宅消

費の同時推計をアメリカの PSID データを用いて行なった Henderson and 

Ioannides (1989)がある。また、Ioannides and Kan(1996)は、転居と居住形態

の選択を、動学的な離散選択モデルを用いて、両選択行動の時間依存性に焦点

をあてて、やはり PSID のデータを用いて、より一般的に分析している。 

   これらの実証分析は、家計は、持ち家にするか借家にするかという居住

形態の選択と、転居を、同時に動学的な観点で決定するという側面を重視した

研究といえる。 

それに対して、居住形態の選択の問題は取り上げず、ある居住形態のサン

プルに限定して、その転居阻害要因を分析した実証研究もある。持ち家からの

転居サンプルにしぼって、過去からの借り入れが、持ち家からの転居に与える

影響を分析した研究としては、Chan(2001)、 Henley(1998)、Lee and Ong(2005)

などがある。Stein(1995)は、この問題に関する理論モデルを提示している。な

お、Henley(1998) は、イギリスのデータを用いて、労働市場の転居への影響も、

同時に分析している。借家市場のサンプルに限定して、rent control が、居住期

間に及ぼす効果を分析した研究としては、デンマークの個票を用いた Munch 

and Svarer(2002)などがある。  

わが国におけるこれまでの住み替えと居住形態の選択の同時決定分析と

しては、多項ロジットモデルを用いて移動費用を考慮して分析した瀬古(1995)

があるが、本格的な動学分析を行なうために、適切なデータがこれまでは存在

しなかったため、限定的な分析（調査年から５年以内に住み替えた世帯に関す

る分析）にとどまっていた。 
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   冒頭でも述べたように、わが国の住み替え率は低いが、それは、住宅市

場全般、すなわち持ち家市場にも、借家市場にも、それぞれ転居を阻害する要

因が存在すると考えられるからである。本研究では、このような立場で、これ

までの先行研究のように、持ち家市場か借家市場かのどちらかに限定せず、住

宅市場全般、すなわち、持ち家市場と借家市場の双方における転居阻害要因を

明確にとらえて、動学的な理論に基づいたモデルを用いて一般的に分析し、そ

れに基づいて政策提言をした初めての研究であるといえよう。 

 

第 3 節 コックスの比例ハザード・モデルと仮説、変数の作成 

3.1 コックスの比例ハザード・モデル 

  各家計は、異時点間にわたる動学的な 適化行動を行なうことによって、

現住居の居住期間や、転居を決定すると考えられる。その結果、各時点での転

居確率が、観察されることになる。 

  本研究では、現住居入居時点から 2005 年までの各居住形態毎の転居確率の

決定要因を分析するために、持ち家と借家に分けて、以下のようなコックスの

比例ハザード・モデル(Proportional Hazard Model)を用いて、推計を行なう1。 

今、ある時点 tから微小時間 tΔ だけ経過したときに、ある世帯が転居をする

確率をハザード率 )(th とする。このハザード率をここでは次のような関数で説明

する。 

)exp()()( 110 kk xxthth ββ ++= L  (1) 

ここで、 )(0 th は、ベースライン・ハザード関数である。これは居住期間のみで

                                                  
1 森平・隅田(2001)は、コックスの比例ハザード・モデルを用いて、格付けの問題を分析し

ている。経済的な適用例などに関しては、Kiefer(1988)など参照のこと。 
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決まる部分である。この関数形を確率分布で特定化することも可能であるが、

ここでは特定化せずに推定する。(1)式右辺第 2 項の部分は説明要因(共変量)に

より決定される部分である。これらのハザード率への影響は iβ ( ki ,,1L= )の大き

さにより示される。正ならばハザード率を高める要因であることを、負ならば

低める要因であることを示す。 

 

3.2 データの作成と仮説 

3.2.1 居住期間データの説明 

  家計の居住期間の選択という住宅需要行動は、動学的な消費者 適化行動

であるため、それを分析するためには、理想的には、住み替えた時点における

各家計の住宅需要行動を決定する諸変数の情報が必要である。しかしながら、

KHPS は、昨年からまだ２回しかデータの収集が行なわれておらず、長期間に

わたるパネル･データにはなっていない。そこで、本論文では、住み替えという

動学的な需要行動を、現在利用可能な KHPS の情報からできる限り、動学的な

分析に適するように、いくつかの仮定をおいて分析した。 

観測期間、居住期間、転居イベントについての説明は、図 3-1 にまとめら

れている。観測期間は 1980 年から 2004 年である。2004 年 1 月を基準時点と

考え、2004 年 1 月から 12 月までの間に転居した世帯を、転居イベント世帯と

した。この間に転居しなかった世帯は打ち切りデータとして処理している。す

なわち、基準時点から過去へさかのぼって、2004 年中に転居しなかった世帯に

関しては、この観測期間中に、第１回調査で回答された現住居に入居した世帯

を分析対象とした。また、2004 年中に転居した世帯に関しては、この観測期間

中に、第１回調査で回答された現住居（第２回調査時点から見ると従前住居）
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に入居した世帯を、分析対象とした。 

<図 3-1 このあたり> 

また各世帯を、(1)持ち家から転居した世帯、(2)借家から転居した世帯、と

大きく 2 種類の世帯に分類して分析を行なった。分析に用いた変数に欠損値を

持つ世帯を除いた後での、分析対象とした転居世帯数を、表 3-1 にまとめてあ

る。2003 年の持ち家世帯数は 451 世帯であり、そのうちの 2.9%にあたる 13 世

帯が 2004 年中に転居している。そのうちの 10 世帯は持ち家へ、3 世帯は借家

に転居している。一方、2003 年の借家居住世帯数は 152 世帯であり、その 28.3%

にあたる 43 件が 2004 年中に転居している。このうち持ち家へ転居した世帯が

24 世帯、借家へ転居した世帯は 19 件となっている。なお、平均居住期間は、

持ち家から転居した場合が 11.9 年、借家から転居した場合が 6.9 年となってい

る。また、世帯主の平均年齢は、持ち家から転居した場合が 52.8 歳、借家から

転居した場合が 40.6 歳となっている。  

<表 3-1 このあたり> 

 

転居は、理論的には、家計の生涯にわたるライフサイクル要因やその変化

に基づいて、決定されると考えられる。また、その際に、様々な制度的な転居

阻害要因が存在すると考えられる。つまり、転居は、具体的には、入居時点で

の社会経済的要因やその過去からの変化や将来の変化、金融資産の状況、流動

性制約やその変化、従前の居住形態、各居住形態の価格、住宅価格の変動率、

制度的阻害要因などによって、決定されると考えられる。 

  そこで、次節では、このような理論的に考えられる転居要因として、具体

的に、家計属性、住宅属性、労働市場の状況、借り入れ状況（持ち家からの転
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居の場合のみ）、譲渡損失の繰越控除制度の創設（持ち家からの転居の場合のみ）、

地域特性の観点から、どのような変数を作成したかを述べる。 

 

3.2.2. 転居ハザード率の説明要因 

転居ハザード率を説明するための変数として、表 3-2 にまとめられている

次の変数を用いている。 

まず家計属性関連の転居説明要因として、以下の変数を用いた。所得関連

の変数には、現住居（転居世帯は従前住居）入居時点の所得と金融資産を使っ

た。これらは、入居時点の 1 時点のみで観測される変数となっている。これら

は 2000 年の全国平均が 1 となるデフレータ2を使って実質化している。これら

の変数は、データの制約上入居時点の情報しかないため、時間不変型の共変量

となっているが、本来は、時間依存型の共変量として使用されるべき変数であ

り、その場合には、一般的には、高所得になるほど、金融資産が多いほど、転

居確率は高まると考えるのが自然であろう。 

それ以外の家計の特徴を示す変数として、世帯主の年齢を用いている。ハ

ザード率への非線形の影響を捕らえるために年齢の 2 乗の項も使っている。ま

た現在住居入居時点からの毎年の世帯人員数も含めている。 

これらの変数の交差項を含めたモデルも推定している。世帯主年齢と住宅

築年数の積、世帯主年齢と入居時所得の積、世帯主年齢と金融資産額の積、世

帯主年齢と世帯人員数の積である。 

住宅の特徴を示す変数として、持ち家の価格や借家家賃を使用している。

これらは 1980 年から 2004 年までの都道府県毎の外部データを利用して作成し

                                                  
2 実質化に用いたデフレータについては補論を参照。 
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ている。入居時の持ち家のフロー価格は次のように作成している。 

持ち家のフローの名目価格 

=(民間住宅ローンレート+固定資産税実効税率－住宅価格変化率) 

×住宅資産価格 

ここで民間住宅ローンレートには、「貸出約定金利(総合, 国内銀行)」（出典：『金

融経済統計月報』）を利用している。住宅資産価格は、住宅金融公庫「公庫融資

利用者調査報告」（建売住宅編）の各都道府県の住宅の平均価格を利用している。

固定資産税実効税率は、Seko(2004)に基づき、次のように計算されている。 

固定資産税実効税率= (固定資産税評価額/住宅価格)×0.014 

ここで固定資産税評価額は、総務省『固定資産の価格等の概要調書』にある各

年の都道府県における単位面積当りの土地と建物の評価額を利用している。右

辺分母の住宅価格については、先に述べた単位面積当りの住宅資産価格を利用

している。これらの比に標準税率である 0.014 を乗じている。住宅価格変化率

については、t 年の価格を tP とすると 11 /)( −−− ttt PPP により求めている。このよう

にして求めた持ち家のフローの名目価格を全国、2000 年を 100 とする消費者物

価指数でデフレートし実質化している。 

 またフローの価格を構成する変数を独立して使用したモデルも推定している。

フローの持ち家価格で大きな影響を与えていた要因として、住宅価格変化率が

ある。 この変数は正確には、将来の価格変化率の期待を表す変数である。この

持ち家の期待価格変化率を表す変数として 2 種類の変数を用いている。一つは

来年の価格変化率は「今年の変化率に等しいとする期待形成」の場合である。

もう一つは過去の価格変化率の加重平均で近似する「後ろ向きの期待形成」の

場合である。これには過去の変数の影響が直線的に減少する分布ラグを用いて
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いる3。 tx を t 期における価格変化率とすると次式で求められる。 

∑
=

−++
−+m

i
itx

mm
im

0 2/)2)(1(
1  (2) 

ここでラグの長さを示すｍには、観測値数を減少しすぎないように 3 期として

いる。 

借家の家賃には、消費者物価指数における県庁所在地別の持ち家の帰属家

賃を除く家賃指数を利用している。2000 年の全国平均を 1 とする消費者物価指

数によりデフレートし実質化している。家賃についても持ち家価格と同様に、

将来の家賃変化に対する期待を表す変数として家賃変化率を使用している。こ

こでも来期は今期の変化率に等しいとする期待形成を表す今期の家賃変化率と、

後ろ向きの期待形成を表す(2)式を使った場合である。この場合でもラグの長さ

は m=3 としている。その他、部屋数も、住宅属性を表す変数として用いた。 

転居は、労働市場の状況とも関連していると考えられる。そこで、世帯主

の職歴を表すダミー変数として、正規雇用、自営業、家族従業を示すダミー変

数をそれぞれ使用している。 

  持ち家からの転居のケースを考える場合、資産インフレから資産デフレを

経験した日本では、従前の持ち家時代の借り入れが、思うように返済できず、

それが転居を阻害しているとしばしば言われているのは、周知の事実である。

そこで、このような過去からの借り入れがどの程度、転居の阻害要因となって

いるかを見るために、以下のような変数を作成した。 

 持ち家を購入した世帯は、住宅ローンを借りている場合があるので、借入金

残高と住宅価格の比を表す LTV(Loan to value ratio)を求めている。 
                                                  
3 詳しくは蓑谷(2003),pp.285-286.を参照されたい。 
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住宅価格

借入金残高
=LTV  

 

分母の住宅価格は、入居時点の購入価格を基にして求めている。土地と建物を

共に購入している場合には、土地価格と建物価格の合計金額である。入居時点

以降の住宅価格上昇率は、都道府県別の観測期間内の一戸建て平均住宅価格の

成長率に等しいと仮定して計算している。借入金残高は、第2回の調査時点(2005

年 1 月)における残高と返済額を用いて、過去の返済額が毎年、2004 年の返済額

に等しいという仮定の下で、入居時点以降の借入金残高を「借入金残高(w961) + 

返済額(w962)×居住年数」により求めた。ただし借入を行っていないと考えら

れる世帯については、LTV をゼロとしている。 

しかし、この変数は、多くの仮定に基づき作られた変数であり、実際の値と

はかけ離れている可能性もあるので、LTV がゼロと考えられる世帯は 0、LTV

が正の値をとる世帯については 1 とするダミー変数を作成し、これを用いたモ

デルも推定している。これらの LTV 関係の変数は、当然のことであるが、転居

確率に対して、負となることが、理論的に予想される。 

 また持ち家からの転居を説明するモデルには、2004 年 1 月 1 日から適用され

るようになった「特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除」制度4が適用可能な

世帯を示すダミー変数も含めている。この制度は、所有期間 5 年を超える住宅

を売却した場合に、住宅ローン残高が売却価格を上回る場合、そのときの差額(A

とする)、あるいは、新たに購入した住宅の取得価格が従前住居の売却価格を上

回る場合、そのときの差額(B とする)、これらの A と B の少ない方の金額が翌

                                                  
4 この制度について詳しくは、http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_1_3.htm を参

照されたい。 
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年以降 3 年間、所得から控除されるという制度である。 

この制度が適用される世帯は、所有期間が 5 年長、住宅ローン残高が存在す

ること、売却した年の年収が 3,000 万円以下であることである。またこの制度

は賃貸住宅に転居する場合にも適応される。この繰越控除ダミーは、この制度

が適用可能な家計の転居確率に、正の効果をもたらすと、理論的に予想される。 

 従前住居の特徴を表す変数として、従前住居の居住形態を表し、持ち家な

らば 1、借家ならばゼロを取るダミー変数を作成している。 

 後に地域間の差を考慮するためのダミー変数として、全国を 8 地域に分け

た地域ダミー変数も含めている。 

<表 3-2 このあたり> 

 

第 4 節  持ち家からの転居の要因の分析：negative equity の問題 

4.1  2004 年における持ち家世帯の LTV 別記述計量 

  表 3-3 には、2004 年での持ち家世帯で、LTV がゼロであった世帯と、LTV

が 0 以上であった世帯別に記述統計量がまとまられている。 

表 3-2 にあげた変数が利用可能な世帯に限ると、LTV がゼロであった世帯数

は 158 であったのに対し、LTV がゼロ以上であった世帯は 278 であった。その

うち 2004 年に転居した世帯は LTV がゼロであった世帯が約 4%、ゼロ以上の世

帯で約 2%であった。これより LTV がゼロ、つまり住宅ローンがゼロの世帯の

方が多く転居していることが分かる。 

明確な差が分かる変数を列挙すると、世帯主が正規雇用についている世帯の

占める割合が、LTV=0の世帯では約77%、ゼロ以上の世帯では約92%であった。

LTV の値については平均で 0.58 であった。また LTV が正の値をとり繰越控除
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制度の該当する世帯は 79.5%を占めていた。 

なお、平均居住年数は、LTV がゼロの場合が 12.9 年、LTV が正の場合が 9.5

年であった。 

<表 3-3 このあたり> 

 

4.2 持ち家からの転居ハザード関数の推定結果 

 持ち家から転居した世帯のハザード関数の推定結果が表 3-4 にある。3 種類の

モデルの推定結果がまとめられている。一つのモデル毎に LTV に使用したデー

タ毎に 2 種類のモデルを推定している。a が LTV をそのまま用いた推定結果で

ある。b が LTV が正ならば 1、ゼロならば 0 とする LTV ダミー変数を用いた推

定結果である。 

 モデル(I a,b)は持ち家のフロー価格が用いられている。これらは共に有意にゼ

ロと異ならなかった。 

次に実質住宅価格の水準変数と、期待住宅価格変化率を示す実質価格分布ラ

グを含め、さらに交差項を含めて推定したのがモデル(II a, b)である。このモデ

ル(II a,b)では、LTV が共にマイナスで 5%水準で有意にゼロと異なっている。 こ

れより LTV が正の値をとる場合には転居ハザード率は減少する傾向にあること

が分かる。 

しかし、このモデルでも住宅価格関連の変数は、モデル(II b)で実質一戸建て

住宅価格が 10%水準で有意となっているのみである。むしろ、家賃関連の変数

が有意となっている。(II a,b)共に、実質家賃指数の係数は正で有意、実質家賃

分布ラグは負で有意となっている。世帯主年齢は、水準が負、2 乗の項が正とな

っている。これより年齢の上昇と共に転居のハザード率が上昇していることが
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分かる。正規雇用ダミー変数が正で有意となっており、転居ハザード率の上昇

要因となっている。繰越控除制度ダミー変数は(II b)で 10%水準で有意となって

いる。 

 モデル(II a,b)から、時点にかかわらず、同一世帯に同一の値を使用していた

入居時の所得と入居時の金融資産残高を除いたのがモデル(III a,b)である。LTV

関連の係数は(3a)の係数が 10%水準で、(III b)の係数が 5%水準でそれぞれ有意

にゼロと異なっている。持ち家価格と家賃の係数はモデル(II a,b)と同様の傾向

が見られる。家賃の方が有意な結果が見られる。世帯主の年齢、雇用状態につ

いてもモデル(II a,b)と同様な結果が見て取れる。 

 以上の結果より、モデルにより差があるが、LTV ダミー変数の推定結果から

は、LTV が大きな値をとるほど転居ハザード率は低下するとの結果が得られた。

そして持ち家価格よりも家賃が転居ハザード率に影響を及ぼす傾向がある。世

帯主年齢が高いほど、また世帯主が正規雇用されている場合ほど、転居ハザー

ド率を高くする傾向が見られることが以上の結果から分かる。 

また繰越控除制度のハザード率への影響は、モデルにより異なるとの結果が

得られた。有意水準が 15%水準ではあるが、モデル(II b)と(III b)では、転居ハ

ザード率を上昇させている。繰越控除制度の適用要件のうち、前住居の所有期

間が５年以上という要件をはずしたダミー変数を作成して推計を行なった場合

には、ほぼ全てのモデルで、ダミー変数は、正で有意な値をとることが示され

た。したがって、この要件が、かなり、適用可能世帯を限定してしまっている

と考えられる。 

<表 3-4 このあたり＞ 
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4.3 Kaplan-Meier 法による定住確率の分析:特定居住用財産の譲渡損失の繰越

控除制度創設の効果  

  説明変数を用いない Kaplan-Meier の方法によっても、定住する確率を求め、

繰越控除制度の有無での比較を行なった。 

  図 3-2 は繰越控除制度の適応可能世帯を 1、それ以外を 0 としたダミー変数

別の定住確率の比較である。この場合の Log rank 検定の結果は、検定統計量が

8.44 と十分大きく、1%水準で帰無仮説を棄却できる。グラフを見ると、7 年を

経過した頃から、徐々に定住確率が低下していることが分かる。この制度が転

居を促進していることを意味している。 

<図 3-2 このあたり> 

 

第 5 節 借家からの転居の要因の分析：借地借家法の問題 

5.1 . 借家からの転居ハザード関数の推定結果 

借家からの転居ハザード関数の推定結果が表 3-5 にまとめられている。モデ

ル(I)は、持ち家価格に「持ち家のフロー価格」を用い、家賃変化率を用いてい

るモデルである。モデル(II)は(I)の家賃変化率に分布ラグを用いたモデルである。

モデル(III)は持ち家のフロー価格の代わりに、実質一戸建住宅価格の水準変数と

変化率を用いた場合である。モデル(IV)は、価格変化率と家賃変化率にそれぞれ

分布ラグを用いている。 

これらの結果から共通に言えることは、全てのモデルにおいて、実質家賃指

数が正で有意であり、家賃変化の期待形成を示す家賃変化率が負で有意となっ

ていたことである。これは家賃が高い場合には転居ハザード率は増加するが、

家賃が上昇すると期待される場合には、転居ハザード率を低下させる傾向にあ
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ることを示している。これは、現行借地借家法の下では、継続家賃の方が、新

規家賃よりも一般的に低く抑えられているために、家賃水準が高いが、今後も

それが上昇すると予想される時には、継続家賃を支払って現住居にとどまって

いる方が得であるという配慮が、家計側にあるからだといえよう。正当事由が

ない限り、半永久的に現行借家で、継続家賃を支払い続ければ、転居（退去）

する必要がないという現行借地借家法が、借家市場の転居を阻害していること

がわかる。 

持ち家からの転居ハザード・モデルと同様の結果が得られたのは正規雇用ダ

ミー変数の係数である。世帯主が正規雇用されているほど、借家からの転居ハ

ザード率は高くなることを示している。 一方、持ち家からの転居と異なるのは、

世帯主年齢に関する変数が有意となっていないことである。 

 世帯主年齢と住宅の築年数のクロス項が負で有意になっているのは、興味深

い。高齢者で中古であるほど転居しないという事を表しているといえよう。わ

が国は、中古住宅の流通市場が小さいというのが、大きな問題になっているが、

この結果は、それを裏付けているといえよう。 

<表 3-5 このあたり> 

 

5.2 借家から持ち家への転居ハザード関数の推定結果 

 借家から持ち家への転居ハザード関数の推定結果が表 3-6 である。モデル(I)

とモデル(II)は入居時の所得と金融資産を含むモデルであり、モデル(III)とモデ

ル(IV)はこれらを含まないモデルとなっている。表 3-5 の結果と比べて異なるの

は、家賃関連の変数が共通して有意になっていないことである。モデル(I)とモ

デル(III)では家賃変化率が 10%水準で有意になっているが、モデル(II)とモデル



 18

(IV)では有意となっていない。従前の借家の部屋数が大きいほど、借家から持ち

家への転居確率が上がっている場合が多いことからも類推されるように、この

ケースでは、住宅の広さという住宅属性の方が、むしろ転居の要因となってい

ることがわかる。つまり、このケースでは、借家からの転居全般（5.1 節の結果

を参照のこと）にみられたような、現行の借地借家法が、転居阻害要因となっ

ていると言う側面は、ないといえよう。 

  更に、やはり、世帯主年齢と住宅の築年数のクロス項が負で有意になって

いるのは、興味深い。また、世帯主が自営業であるほど、世帯人数が多くなる

ほど、借家から持ち家への転居ハザード率は下がっていることがわかる。 

<表 3-6 このあたり> 

 

5.3 借家から借家への転居ハザード関数の推定結果 

 表 3-7 は、借家から借家への転居ハザード関数の推定結果をまとめている。

入居時の所得と金融資産残高を含むのがモデル(I)とモデル(II)であり、含まない

のがモデル(III)とモデル(IV)である。表 3-6 と大きく異なるのは、家賃関係の変

数が有意になっていることである。借家から借家へ転居する場合には、5.1 節で

見られたような、現行借地借家法の継続家賃の恩恵を被ろうという誘因が、転

居を阻害している面が見られる。この点は、同じ借家からの転居でも、持ち家

へ転居する場合には、見られなかったことから、現行借地借家法が、借家間、

したがって、借家市場内の転居阻害要因となっていることが、読み取れる。 ま

た、どのモデルでも共通して正規雇用であるほど、借家から借家への転居ハザ

ード率が上がる傾向にあることも分かる。 

 他の借家からの転居の場合には見られた築年数は、借家から借家の場合には、



 19

転居要因となっていないものと思われる。むしろ、職種の方が、このケースで

は、転居の主要因となっているといえよう。  

< 表 3-7 このあたり> 

 

第 6 節 まとめと今後の課題   

  本研究では、持ち家からと、借家からの転居確率を、KHPS のパネル･デー

タを用いて、各々のケースにおける転居阻害要因に着目して、ハザード・モデ

ルにより分析した。その結果、持ち家からの転居では、住宅購入額と比べて借

り入れ残額が多い家計ほど、転居が阻害されていることが示された。また、2004

年度に創設された譲渡損失の繰越控除税制は、このような家計の転居確率を高

めることが確認されたが、その枠を一層広げることが、望ましいということも

示唆された。 

  また、借家からの転居では、現行の借地借家法によって、転居が阻害され

ていることも確認された。今後は、創設されてまもないが、定期借家制度など

を一層充実して活用していく必要があろう。 

     さらに、借家から持ち家への転居のケースで、高齢で中古であるほど転居

しないという現象が見られるということは、高齢者が、築年数の経過した質の

悪い住宅から転居することが困難である事を意味していると考えられるので、

今後は、わが国の高齢化が一層加速化することを踏まえて、特に中古持ち家住

宅市場の流動性を高める方策を考慮する必要があると思われる。   

     冒頭でも述べたように、家計にとっては、ライフサイクルの段階に応じて、

動学的な 適化行動に基づいて、転居阻害要因に妨げられることなく、 適な

タイミングで、 適な住宅に転居できるのが望ましい。また、日本全体の転居
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率を高めることは、住宅価格の安定化にも通じるため、今後の住宅政策は、わ

が国の転居を阻害している要因を排除するよう思案すべきものと考える。 

 

補論 ハザード・モデル推定に使用した変数の作成について 

 ここでは、本論で説明が省略されているハザード・モデル推定に使用した変

数の作成方法を述べる。 

 

地域別消費者物価指数：1980 年から 2004 年までの毎年の「消費者物価地域差

指数(全国=100)」に 1980 年から 2004 年までの「消費者物価指数（帰属家賃を

除く国内総合,2000=100）」を乗じて 2000 年の全国平均が 1 となるように作成

した。 

入居時の所得（実質）：v1826 を地域別消費者物価指数でデフレートした。 

入居時の金融資産残高（実質）：v1827 を地域別消費者物価指数でデフレートし

た。 

世帯主年齢：2005 年調査での世帯主の年齢から、現住居での居住年数（2004-現住

居での居住開始年 v1824）を引くことにより作成している。 

世帯人員数：現住居に入居時の世帯人員数(w865)に、生まれた子供の数を加えてい

る。 

部屋数：2004 年調査の場合 v1743 より作成、2005 年調査の場合 w815 より作成してい

る。 

築年数：2004 年調査の場合には v1741 より作成、2005 年調査の場合 w815 より作成し

ている。 

正規雇用ダミー ： 回 答 者 向 け の 質 問 (v419-v469) と 、 配 偶 者 向 け の 質 問
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(v1116-v1166)より作成。 

自営業ダミー： 回答者向けの質問(v521-v571)、配偶者向けの質問(v1218-v1268)よ

り作成。 

家族従業ダミー: 回答者向けの質問(v623-v673)、配偶者向けの質問(v1320-v1370)

より作成。 

転職・転籍ダミー : 回 答 者 向 け の 質 問 (v674-v724) 、 配 偶 者 向 け の 質 問

(v1371-v1421)より作成。 

譲渡損失の繰越控除制度ダミー: 2004 年に現住居に入居時の所得が 3000 万円以

下で、住宅ローンがあり、前住居の居住期間が 5 年以上の場合に 1 とし、それ以外は

ゼロとして作成。 
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図3-1: データの説明
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表3-1: ２００４年中に転居した世帯数

世帯数 (%) 
(持ち家）
持ち家居住世帯数(2003年) 451
持ち家からの転居 13 ( 2.9 )

持ち家へ 10 ( 2.2 )
借家へ 3 ( 0.7 )

(借家)
借家居住世帯数(2003年) 152
借家からの転居 43 ( 28.3 )

持ち家へ 24 ( 15.8 )
借家へ 19 ( 12.5 )

合計転居世帯数 56

注1：分析に用いた変数に欠損値が含まれない世帯を対象としている。
   2: %は2003年の持ち家・借家居住世帯に占める割合を示す。
出所：KHPS2004, 2005より作成  
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表3－２:　比例ハザード・モデルの推定に使用した変数リスト

　 予想される符号条件
家計属性

入居時の所得(実質)
入居時の金融資産残高(実質）
世帯主年齢
世帯主年齢(2乗）
世帯人員数
世帯主年齢×入居時所得
世帯主年齢×入居時金融資産残高
世帯主年齢×世帯人員数

住宅属性
持ち家のフロー価格
実質一戸建住宅価格
実質一戸建住宅価格変化率
実質価格分布ラグ（3期)
実質家賃指数 正（借家からの転居のケース）
実質家賃指数変化率 負（借家からの転居のケース）
実質家賃分布ラグ(3期)
部屋数
世帯主年齢×築年数

労働市場
正規雇用ダミー
自営業ダミー
家族従業ダミー
転職・転籍ダミー

借り入れ(持ち家からの転居のケースのみ）
ＬＴＶ（借入額対住宅購入額の比） 負
LTVダミー 負
従前住居ダミー（持ち家＝１） 正

譲渡損失の繰越控除制度の創設（持ち家からの転居のケース）
繰越控除制度ダミー（所得が3000万円以
下で、借入があり、前住居の居住期間が
５年以上の場合に、2004年=1） 正

地域特性
　 北海道

東北
関東（基準）
中部
近畿
中国
四国
九州
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表3-3: ２００４年における持ち家世帯 LTV別記述統計量

LTV= 0 LTV>= 1
変数名 観測値数 平均 標準偏差 観測値数 平均 標準偏差

2004年転居ダミー 158 0.044 0.206 278 0.022 0.146
(家計属性)
入居時の所得(実質) 158 757.6 543.4 278 760.4 478.7
入居時の金融資産残高(実質） 158 1590.4 1895.6 278 1196.6 5325.9
世帯主年齢 158 51.9 11.0 278 45.2 10.1
世帯人員数 157 5.4 1.9 277 5.8 2.0
(住宅属性）
持ち家のフロー価格 158 -24.7 316.4 278 -41.4 349.870
実質一戸建住宅価格 158 3325.6 563.0 278 3404.2 535.826
実質一戸建住宅価格変化率 158 -0.001 0.075 278 0.007 0.074
実質価格分布ラグ（3期) 158 -0.004 0.030 278 -0.005 0.029
実質家賃指数 158 98.482 5.573 278 97.409 4.579
実質家賃指数変化率 158 -0.002 0.008 278 -0.003 0.008
実質家賃分布ラグ(3期) 158 0.003 0.009 278 0.001 0.006
部屋数 157 6.268 1.909 275 5.582 1.551
（労働市場)
正規雇用ダミー 158 0.772 0.421 278 0.917 0.276
自営業ダミー 158 0.190 0.393 278 0.155 0.362
家族従業ダミー 158 0.013 0.112 278 0.029 0.167
転職・転籍ダミー 158 0.032 0.176 278 0.047 0.212
(借り入れ）
LTV 158 0.000 0.000 278 0.580 0.434
従前住居ダミー（持ち家＝１） 158 0.608 0.490 278 0.435 0.497
(税制)
繰越控除制度ダミー 158 0.000 0.000 278 0.795 0.404
(地域特性）
北海道 158 0.038 0.192 278 0.036 0.187
東北 158 0.089 0.285 278 0.050 0.219
関東 158 0.329 0.471 278 0.320 0.467
中部 158 0.146 0.354 278 0.176 0.382
近畿 158 0.190 0.393 278 0.255 0.437
中国 158 0.082 0.276 278 0.054 0.226
四国 158 0.038 0.192 278 0.036 0.187
九州 158 0.089 0.285 278 0.072 0.259

出所：KHPS2004, 2005より作成

 

 



 27
 

表3-4: 持ち家からの転居ハザード関数の推定結果

(I a) (I b) (II a) (II b) (III a) (III b)
変数 係数 z 係数 ｚ 係数 z 係数 z 係数 z 係数 z
(家計属性)
入居時の所得(実質) -0.002 -1.2 -0.00051 -0.32 -0.002 -0.23 -0.002 -0.19
入居時の金融資産残高(実質） -0.009 -2.53 ** -0.00874 -2.43 ** -0.021 -1.17 -0.024 -1.29
世帯主年齢 0.123 3.09 *** 0.100674 2.5 ** -0.551 -1.76 * -0.774 -1.98 ** -0.623 -1.9 * -0.753 -2.02 **
世帯主年齢(2乗） 0.007 1.83 * 0.008 2.07 ** 0.008 2.46 ** 0.009 2.36 **
世帯人員数 -0.001 0 0.11823 0.51 -0.006 -0.01 -0.227 -0.28 0.261 0.37 0.169 0.23
世帯主年齢×入居時所得 0.000 0.17 0.000 0.34 0.000 -0.14 0.000 0.76
世帯主年齢×入居時金融資産 0.000 0.49 0.000 0.7 0.000 -2.26 ** 0.000 -2.44 **
世帯主年齢×世帯人員数 0.002 0.09 0.007 0.4 -0.003 -0.16 0.000 -0.02
(住宅属性)
持ち家のフロー価格 0.000 0.14 0.000501 0.3
実質一戸建住宅価格 0.001 0.69 0.001 0.93 0.002 1.32 0.002 1.48 +
実質一戸建住宅価格変化率 -5.719 -0.69 -3.468 -0.45
実質価格分布ラグ（3期) -22.818 -1.07 -22.424 -1.03
実質家賃指数 0.149 1.55 + 0.169 1.93 * 0.165 1.01 0.340 1.77 * 0.304 1.51 + 0.513 1.96 *
実質家賃指数変化率 -63.311 -1.87 * -74.034 -1.92 *
実質家賃分布ラグ(3期) -95.567 -1.7 * -127.759 -1.83 *
部屋数 -0.437 -1.28 -0.675 -1.82 * -0.262 -0.73 -0.381 -1.03 -0.321 -0.91 -0.497 -1.23
世帯主年齢×築年数 -0.001 -1.11 -0.001 -1.04 -0.001 -0.68 0.000 -0.36 -0.001 -1.04 -0.001 -0.69
(労働市場)
正規雇用ダミー 1.798 1.43 1.824 1.44 2.270 1.73 * 3.295 1.99 ** 2.362 1.87 * 3.230 2.13 **
自営業ダミー -0.197 -0.13 -0.392 -0.25 -1.248 -0.5 -1.961 -0.77 -0.804 -0.33 -1.474 -0.59
転職・転籍ダミー 1.626 1.19 1.878 1.38 1.416 0.96 1.255 0.76 2.049 1.43 1.880 1.17
(借り入れ)
LTV -0.231 -0.41 -0.699 -1.43 -0.838 -1.6 +
LTVダミー -2.305 -1.99 ** -4.030 -2.33 ** -4.156 -2.44 **
従前住居ダミー 2.352 1.99 ** 3.064 2.12 ** 2.435 1.77 * 2.946 1.53 2.839 1.85 * 4.416 1.88 *
繰越控除制度ダミー 0.535 0.51 1.460 1.16 1.196 0.94 2.913 1.64 + 1.134 0.89 2.610 1.49 +
(地域ダミー変数)
北海道 -0.706 -0.51 -1.659 -1.09 1.230 0.51 0.820 0.28 2.027 0.81 0.951 0.33
関東(基準）
中部 1.052 0.92 0.780 0.68 2.483 1.47 + 3.220 1.63 + 2.315 1.45 + 2.563 1.54 +
近畿 0.950 0.84 0.613 0.5 1.797 1.16 2.232 1.18 2.316 1.55 + 2.238 1.34
四国 0.179 0.12 0.020 0.01 1.071 0.56 0.944 0.44 1.143 0.6 0.601 0.29
九州 -1.848 -0.91 -2.372 -1.12 -5.780 -0.99 -9.109 -1.37 -8.837 -1.76 * -12.096 -2.12 **

世帯数 449 449 449 449 448 448
転居数 13 13 13 13 13 13
観測値数 4261 4223 4261 4223 4230 4192
対数尤度 -30.584 -28.438 -24.361 -20.756 -24.963 -21.213

注：***: 1%水準で有意, **: 5%水準で有意, *: 10%水準で有意, +: 15%水準で有意であることをそれぞれ表している. 
出所：KHPS2004, 2005より作成
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注：　Log-rank 検定の結果

出所：KHPS2004, 2005より作成
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表3-5: 借家からの転居ハザード関数の推定結果

(I) (II) (III) (IV)
変数名 係数 z 係数 z 係数 z 係数 z

(家計属性）
入居時の所得(実質) 0.0052 1.14 0.0065 1.4
入居時の金融資産残高(実質） -0.0250 -2.64 *** -0.0242 -2.47 **
世帯主年齢 -0.0582 -0.33 -0.1000 -0.55 0.0089 0.05 0.0255 0.15
世帯主年齢(2乗） 0.0006 0.31 0.0011 0.59 0.0004 0.23 0.0002 0.13
世帯人員数 -0.7463 -0.96 -0.9033 -1.16 -0.2059 -0.29 -0.2665 -0.36
世帯主年齢×入居時所得 -0.0001 -0.86 -0.0001 -1.09 0.0000 1.09 0.0000 1.16
世帯主年齢×入居時金融資産残高 0.0003 1.57 + 0.0003 1.42 -0.0002 -4.35 *** -0.0002 -4.28 ***
世帯主年齢×世帯人員数 0.0155 0.79 0.0196 1 0.0014 0.08 0.0030 0.16
(住宅属性）
持ち家のフロー価格 -0.0007 -0.72 -0.0008 -0.72
実質一戸建住宅価格 0.0001 0.14 0.0006 0.97
実質一戸建住宅価格変化率 4.5163 1.31
実質価格分布ラグ（3期) 6.2211 1
実質家賃指数 0.1216 2.27 ** 0.1804 3.06 *** 0.1289 2.15 ** 0.2440 3.05 ***
実質家賃指数変化率 -59.7769 -2.58 ** -58.8120 -2.57 **

実質家賃分布ラグ(3期) -75.3559 -2.54 ** -94.3107 -2.77 ***
部屋数 0.4662 2.7 *** 0.4832 2.79 *** 0.4907 2.88 *** 0.5352 3.14 ***
世帯主年齢×築年数 -0.0019 -2.66 *** -0.0021 -2.92 *** -0.0021 -2.96 *** -0.0022 -2.99 ***
（労働市場）
正規雇用ダミー 2.3353 2.15 *** 2.3572 2.18 ** 2.3570 2.19 * 2.3435 2.17 **
自営業ダミー -0.4555 -0.62 -0.3984 -0.57 -0.3918 -0.56 -0.4485 -0.63
家族従業ダミー -1.6263 -0.91 -1.4292 -0.81 -1.2793 -0.73 -1.6448 -0.95
転職・転籍ダミー 0.3568 0.42 -0.1737 -0.19 0.7678 0.96 0.1551 0.18
（地域ダミー変数）
東北 0.0200 0.02 0.0026 0 -0.2800 -0.21 0.3477 0.28
関東（基準）
中部 -0.9968 -1.36 -0.9894 -1.36 -0.7112 -1.05 -0.4866 -0.69
近畿 -0.6843 -1.26 -0.4386 -0.81 -0.3775 -0.72 0.0071 0.01
中国 0.7616 0.64 0.7544 0.64 1.3084 1.23 1.4051 1.32
四国 -1.9574 -1.57 + -2.2280 -1.8 * -2.0238 -1.68 + -2.3874 -1.99 **

九州 -1.1553 -1.51 + -1.0256 -1.34 -0.9225 -1.18 -0.5852 -0.7

世帯数 152 152 152 152
転居数 43 43 43 43
観測値の数 936 930 936 930
対数尤度 -102.6877 -103.2312 -106.3028 -106.3475

注：***: 1%水準で有意, **: 5%水準で有意, *: 10%水準で有意, +: 15%水準で有意であることをそれぞれ表している. 
出所：KHPS2004, 2005より作成
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表3-６: 借家から持ち家への転居ハザード関数の推定結果

(I) (II) (III) (IV)
変数名 係数 z 係数 ｚ 係数 z 係数 z
(家計属性）
入居時の所得(実質) 0.0125 0.86 0.0187 1.29
入居時の金融資産残高(実質） -0.0729 -2.02 ** -0.0623 -1.96 *
世帯主年齢 1.3866 1.72 * 1.0806 1.42 1.0958 1.67 * 1.1591 1.83 *
世帯主年齢(2乗） -0.0231 -1.96 * -0.0183 -1.69 * -0.0173 -1.76 * -0.0180 -1.87 *
世帯人員数 -4.9371 -2.03 ** -4.6835 -2.02 ** -2.8453 -1.28 -2.6062 -1.25
世帯主年齢×入居時所得 -0.0002 -0.72 -0.0004 -1.14 0.0000 0.96 0.0000 0.99
世帯主年齢×入居時金融資産 0.0014 1.74 * 0.0011 1.65 * -0.0003 -2.81 *** -0.0003 -2.7 ***
世帯主年齢×世帯人員数 0.1151 1.93 * 0.1099 1.92 * 0.0640 1.13 0.0584 1.1
（住宅属性）
持ち家のフロー価格
実質一戸建住宅価格 -0.0018 -1.52 + -0.0014 -0.96 -0.0016 -1.47 -0.0013 -1.06
実質一戸建住宅価格変化率 5.5695 0.89 7.9404 1.34
実質価格分布ラグ（3期) 4.5690 0.35 5.2972 0.45
実質家賃指数 -0.2020 -1.24 -0.1243 -0.61 -0.1425 -1.07 -0.0840 -0.51
実質家賃指数変化率 -98.9245 -1.75 * -82.9863 -1.71 *
実質家賃分布ラグ(3期) -104.4045 -1.16 -76.3703 -1.07
部屋数 0.5495 1.34 0.5930 1.47 0.5970 1.79 * 0.6897 2.05 **
世帯主年齢×築年数 -0.0049 -2.72 ** -0.0054 -2.98 *** -0.0058 -2.9 *** -0.0064 -3.15 ***
(労働市場）
自営業ダミー -1.8812 -1.65 * -1.5747 -1.37 -1.8559 -1.71 * -1.7492 -1.65 *
(地域ダミー変数)
関東（基準）
中部 -1.9027 -1.42 -1.7831 -1.23 -1.6248 -1.33 -1.2333 -0.99
近畿 -1.4768 -1.52 + -1.0211 -1.08 -1.1505 -1.25 -0.6855 -0.78
中国 6.4573 1.88 * 5.9547 1.79 * 7.7417 0.47 7.5739 0.49
九州 -0.0735 -0.05 0.6618 0.39 0.3611 0.28 0.7755 0.56

世帯数 149 149 149 149
転居数 24 24 24 24
観測値の数 906 900 906 900
対数尤度 -34.02847 -34.97817 -36.90808 -38.19976

注 1：***: 1%水準で有意, **: 5%水準で有意, *: 10%水準で有意, +: 15%水準で有意であることをそれぞれ表している. 
    2: 正規雇用ダミー変数が含まれていないのは、含めると変数間の共線性のために標準誤差が計算されなかったからである。
出所：KHPS2004, 2005より作成
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表3-７:  借家から借家への転居ハザード関数の推定結果

(1) (II) (III) (IV)
変数名 係数 z 係数 z 係数 z 係数 z

(家計属性）
入居時の所得(実質) 0.0082 1.38 0.0092 1.51
入居時の金融資産残高(実質） -0.0327 -2.35 ** -0.0286 -2.28 **
世帯主年齢 -0.3207 -1.31 -0.4084 -1.51 + -0.2347 -1 -0.2795 -1.09
世帯主年齢(2乗） 0.0027 1.19 0.0039 1.48 0.0025 1.05 0.0031 1.2
世帯人員数 -0.7550 -0.79 -0.7592 -0.79 -0.1487 -0.2 -0.0179 -0.02
世帯主年齢×入居時所得 -0.0001 -0.52 -0.0001 -0.49 0.0001 2.57 ** 0.0001 2.72 ***
世帯主年齢×入居時金融資産残高 0.0005 2.01 * 0.0005 1.97 ** -0.0002 -2.4 ** -0.0001 -1.88 *
世帯主年齢×世帯人員数 0.0160 0.66 0.0157 0.65 0.0003 0.01 -0.0023 -0.1
(住宅属性）
持ち家のフロー価格
実質一戸建住宅価格 -0.0003 -0.39 0.0005 0.52 -0.0002 -0.2 0.0008 0.85
実質一戸建住宅価格変化率 2.7157 0.57 1.4152 0.3
実質価格分布ラグ（3期) 13.8374 1.55 + 10.7626 1.39
実質家賃指数 0.1965 2.1 ** 0.4212 2.89 *** 0.1370 1.61 + 0.3602 2.7 ***
実質家賃指数変化率 -86.22 -2.29 ** -83.48 -2.4 **
実質家賃分布ラグ(3期) -155.65 -2.71 *** -152.64 -2.82 ***
部屋数 0.2038 0.78 0.2673 1.03 0.3037 1.17 0.3609 1.38
世帯主年齢×築年数 0.0003 0.38 0.0005 0.57 0.0001 0.11 0.0003 0.32
(労働市場）
正規雇用ダミー 2.1962 1.81 * 2.1287 1.73 * 1.9415 1.66 * 1.7929 1.53 +
自営業ダミー -1.2149 -1.07 -1.4144 -1.24 -0.7549 -0.7 -1.0426 -0.98
家族従業ダミー -0.8708 -0.41 -1.3032 -0.61 -1.0394 -0.5 -1.8211 -0.83
転職・転籍ダミー 0.3536 0.36 -0.7775 -0.67 1.0234 1.13 0.1528 0.15
(地域ダミー変数)
東北 -0.4363 -0.26 0.4674 0.28 0.6230 0.38 1.5234 0.96
関東（基準）
中部 -1.0292 -0.92 -0.7017 -0.58 -0.0935 -0.1 0.4524 0.44
近畿 -0.4526 -0.47 0.2416 0.23 0.2844 0.35 1.1614 1.27
中国 -0.1940 -0.12 -0.7594 -0.47 1.7504 1.18 0.8846 0.57
四国 -0.8622 -0.54 -1.6899 -1.03 -0.2815 -0.2 -0.8873 -0.6
九州 -1.7836 -1.28 -1.8651 -1.21 -1.2838 -0.9 -1.0941 -0.73

世帯数 128 128 128 128
転居数 19 19 19 19
観測値の数 901 895 901 895
対数尤度 -44.25632 -43.0681 -47.9286 -46.413

注：***: 1%水準で有意, **: 5%水準で有意, *: 10%水準で有意, +: 15%水準で有意であることをそれぞれ表している. 
出所：KHPS2004, 2005より作成
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