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概要 

完全競争により市場の資源配分が効率化していることを市場の質を測る一つの尺度だとする

なら、我が国の住宅市場においては、政府の失敗などにより価格が高くなり需要が過少になって

いるという市場の質の問題がある。そのため、政府は住宅ローン減税に代表される持ち家促進政

策による需要喚起を行い、この問題を是正しようとしてきた。しかし、この持ち家偏重の政策が

借家と持ち家を併せた住宅市場全体の需要を喚起してきたかについては疑問が残る。政策は市場

全体の需要に貢献せず、借家の需要を持ち家へ移し換えているだけにすぎない可能性があるから

だ。 

この問題意識に基づき、本研究では若年成人が住宅市場に新規の需要として参入するかどうか

という問題と、参入後に借家と持ち家との居住形態の選択をどのように行うかという問題を、共

に考慮したモデルを考えた。 

そして、政府の持ち家促進政策がこのモデルで導かれる若年成人の意思決定にどのような影響

をもたらすのかを、慶応義塾家計パネル調査を利用したMixed logit による推定で分析した。そ

の結果、近年の政策は住宅市場全体の需要には貢献しないことがわかった。 
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要約 
 完全競争により市場の資源配分が効率化していることを市場の質を測る一つの尺度だと

するなら、我が国の住宅市場においては、政府の失敗などにより価格が高くなり需要が過

少になっているという市場の質の問題がある。そのため、政府は住宅ローン減税に代表さ

れる持ち家促進政策による需要喚起を行い、この問題を是正しようとしてきた。しかし、

この持ち家偏重の政策が借家と持ち家を併せた住宅市場全体の需要を喚起してきたかにつ

いては疑問が残る。政策は市場全体の需要に貢献せず、借家の需要を持ち家へ移し換えて

いるだけにすぎない可能性があるからだ。 
 この問題意識に基づき、本研究では若年成人が住宅市場に新規の需要として参入するか

どうかという問題と、参入後に借家と持ち家との居住形態の選択をどのように行うかとい

う問題を、共に考慮したモデルを考えた。 
 そして、政府の持ち家促進政策がこのモデルで導かれる若年成人の意思決定にどのよう

な影響をもたらすのかを、慶応義塾家計パネル調査を利用した Mixed logit による推定で分

析した。その結果、近年の政策は住宅市場全体の需要には貢献しないことがわかった。 
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第 1 節 はじめに 
 
 完全競争により市場の資源配分が効率化していることを市場の質を測る一つの尺度だと

するなら、我が国の住宅市場の質には幾つかの問題が存在する。その一つとして住宅価格

をめぐる問題が挙げられる。金本(1997)が解説しているように、日本の住宅の価格は政府の

失敗などにより非常に高価になっていることが指摘されている。このような高価な住宅は

市場において需要を過少にしてしまっている可能性がある。特に、親による住宅サービス

の提供から独立して自ら新規の住宅サービスを需要する意味での、需要の新規参入に対し

て大きな参入障壁となっていることが考えられる。実際、日本の親と同居している 35 歳以

下の若年成人が全体に占める割合はアメリカと比較しておよそ 1.5 倍もの値をとっている。 
このような問題に対して、住宅市場の大きな経済的波及効果を認めていることもあり、

政府は住宅ローン減税に代表されるように住宅価格を下げ、住宅市場の需要を喚起する政

策を近年行ってきた。しかし、この近年行われた政策は持ち家を対象にした政策に偏って

おり、借家は政策的に軽視されてきたことが石川(2001)などで指摘されている。住宅市場の

若年成人による新規参入需要の大半が借家を需要していることを踏まえると、持ち家の住

宅価格の低下が住宅市場への需要の新規参入を促進せず、もともと借家を選択していた人

が借家から持ち家へと選択を変えることを促進している可能性が考えられる。そして、こ

の可能性が裏付けられた場合、借家と持ち家の両需要を併せた住宅市場全体の需要喚起に

近年の政策がつながっているとは言い難い。政策が参入障壁を低くしているなら、完全競

争をより促進し市場の質の改善に貢献している部分はあるだろう。しかし、政策にその効

果が認められず、単に資源配分を歪めているなら市場の質を悪化させているのではないだ

ろうか。 
本研究では、このような問題意識に基づき、35 歳以下の、親が生きている成人が親から

の住宅サービスの提供から独立して、どのような居住形態を選択するかという、若年成人

の意思決定を分析した。そして、近年の政策がこの住宅需要行動にどのような効果を与え

ていたかを分析し、住宅市場全体の需要喚起に政策が貢献していないことを示した。 
国立社会保障人口問題研究所の世帯変動調査によれば、日本において 35 歳以下の成人が

親元に留まっている割合は過半数を占めており、また近年増加傾向であることが示されて

いる。このような親元から独立する若年成人が少ない状況は他国との比較で見れば、アメ

リカやドイツといった親元からの独立が盛んな国とは異なり、イタリアやポルトガルと似

た状況にある。 
この若年成人が親元から独立するか否かということを取り扱った 近の先行研究として
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は、イタリアの若年労働市場の脆弱性ゆえに独立が妨げられるという Becker ら(2003)や、

裕福な親の存在が家庭内での所得移転を通じて独立を妨げているという Manacorda and 
Moretti(2006)が挙げられる。しかし、これらの論文はその理論モデルにおいて独立した際

に新たに支払う住宅に関する費用の存在を考慮しながら、実証においてはその存在は無視

しており独立に関しての所得効果を分析したものに過ぎない。 
若年成人の独立に関しての意思決定で住宅の価格を考慮した先行研究としては、

Axel(1986)が挙げられる。Axel(1986)では住宅価格が下がれば、若年成人が新たに世帯主と

なり独立していく可能性が高くなることを示している。しかし、Axel(1986)の独立の定義は

世帯主となることであり、本研究の、新たに住宅サービスを需要することとは観点が異な

っている。 
日本の住宅ローン減税が各家計における持ち家か借家かの居住形態の選択にどのような

影響を与えるのかを分析した先行研究としては石野(2008)がある。石野(2008)では、住宅ロ

ーン減税は借家と比べて持ち家の価格を割安にする効果があり、それによって持ち家が選

択されやすくなっていることを示した。しかし、この石野(2008)では制度によって住宅市場

にどのような需要の新規参入が起こるのかについては分析を行っていない。 
以上のような先行研究を踏まえて、本研究の貢献として、以下の 2 点が挙げられる。第 1

に、需要の新規参入という観点で分析を行い住宅市場における政策運営を評価した初めて

の研究という点である。そして第 2 に、日本を対象とした研究で初めて若年成人が親元か

ら独立するかどうかの意思決定に住宅の価格効果がどのように関わっているのか分析した

研究であるという点である。 
以下第 2 節では、実証すべき仮説を整理するため、若年成人が親から提供される住宅サ

ービスから独立して自ら新規の需要として住宅サービスを購入し、その際どのような居住

形態を需要するのかという、本研究の枠組みを説明する。続いて第 3 節では、政策による

影響を考慮した各居住形態別のフローの住宅価格とはどのように表わされるものなのかを

説明する。更に第 4 節では、実証で使用するデータと各変数のセッティングについて説明

する。そして、第 5 節では第 2 節での仮説を検証するために使った推定方法とその推定結

果を示す。そして、第 6 節では第 5 節での推定結果をもとに日本の住宅市場で行われてい

る政策の評価を行う。 
 

第 2 節 本研究のモデル 
  
本研究では、持ち家と借家の住宅サービス価格の変化が住宅市場への需要の新規参入に

対してどのような影響を与えるかを分析するため、若年成人の意思決定を分析する。本研

究では若年成人の意思決定を考えるにあたって以下のような枠組みで分析している。 
まず、分析における住宅供給者の行動について考える。初めに借家の供給者であるが、
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借家の供給者は自由に市場に対して参入できるものと仮定する。つまり、借家を供給する

ことによって得られる利益と借家として住宅を供給することの費用が等しくなることによ

って借家市場における均衡が達成されている。よって、借家の価格は供給者の費用から表

すことができる。さらに、Axel(1986)を参考にして、需要が容易に供給に対して対応できる

ことを仮定する。このことから、需要者の意思決定の分析において供給との同時性を考え

る必要はない。 
次に、需要者となる若年成人の意思決定を考える。若年成人はその第一段階の意思決定

として、親から提供されている住宅サービスから独立して自ら住宅サービスを購入するか

否かを考える。このとき、親元に留まれば住宅サービスが親から提供されるので、住宅サ

ービスに関する出費を若年成人は抑えることができる。逆に親元から独立した場合は住宅

サービスに関する出費を行う代わりに、親の拘束を受けない自由なプライベートな生活な

どを若年成人は得ることができると Campbell(1963)などの先行研究をもとに考える。 
さらに本研究では、各居住形態の価格がどのような影響をもたらすかを考慮するため、

独立した場合の第二段階の意思決定として、どのような居住形態を若年成人が選択するか

を考える。ここで考える居住形態は借家と持ち家である。そして、居住形態の選択とは、

借家でも持ち家でも居住形態と関連した要因以外は同じ物的な属性の住宅を需要すると仮

定し、若年成人は各居住形態別の価格や各人の事情に基づいてより大きな効用を得られる

ように借家か持家のどちらかの居住形態を選択するとする。 
以上の意思決定の枠組みを図示したのが図 1 である。 

 
図 1 若年成人の意思決定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ここで、若年成人はこのような枠組みの中で も自分の効用が高くなるように意思決定

を行う。つまり、非独立、独立して借家に住む、独立して持ち家に住む、の 3 つの選択肢

 独立して住宅サービスを購入 住宅サービスは親に依存（非独立）

  持ち家   借家 
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の中から も効用が高くなる選択肢を選択することになる。そして、その意思決定に対し

て、住宅サービスに関する価格が影響を与えているならば、価格が高くなる選択肢は避け

ると考えられる。これが実証すべき第一の仮説である。加えて、この第一の仮説が実証さ

れた時、もし近年の住宅市場への需要喚起を狙った政策が新規参入需要を促進しているな

ら、持ち家の価格が下がったときに非独立を選ばないように各人は行動すると考えられる。

故に、持ち家の価格が変化した時の各選択肢間の代替の弾力性を実証分析し、政策が新規

参入需要を喚起していたかを検証する。これが実証すべき第二の仮説である。 
 
 

第 3 節 各居住形態のユーザーコスト 
  
岩田(1986)で示されているように、ストックとしての住宅価格に資本還元率を掛けること

で各居住形態のフローの価格であるユーザーコストを導くことができる。この資本還元率

には住宅市場での政策や税制が反映されるため、ユーザーコストは政策や税制を考慮した

住宅サービス価格となる。そして、どのような居住形態で住宅を保有するかで適用される

制度が異なるため資本還元率は居住形態によって異なる値をとる。 
本研究では住宅の価格を考えるに当たり、ストックとしての住宅価格は持ち家でも借家

でも居住形態以外の物的な住宅の属性が同じならば 終的には同じ価格と想定している。

しかし、分析対象期間としては、借家と持ち家でどちらか一方の居住形態において価格が

増減しても他方の価格にはまだ反映されていないという住宅市場の状況を考えている。 
居住形態の選択においては上記のように借家と持ち家で居住形態と関連した要因以外は

同じ物的な属性の住宅を需要することを仮定するため、住居のストックとしての価格は借

家と持ち家で同じものになると考えることができる。したがって、借家と持ち家のユーザ

ーコストの違いは各居住形態の資本還元率の違いのみに依存して決まることになる。よっ

て、各居住形態の資本還元率を本研究では各居住形態の住宅サービス価格として考える。 
 持ち家の資本還元率は、岩田(1986)、石川(2001)で導出されているように、持ち家購入者

の住宅以外の消費財の限界効用で測った住宅サービスの限界効用と、その限界費用からユ

ーザーコストを求め、ユーザーコストをストックとしての住宅価格で除することで導出す

る。本研究では、石野(2008)で導出された持ち家の資本還元率を採用する。よって、t 期の

持ち家の資本還元率は、 
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ている。は不動産取得税を表しる補助率、は住宅ローン減税によは固定資産税率、

は住宅投資、質価格、は住宅の土地部分の実質価格、は住宅の建物部分の実資産、

は金融は期待インフレ率、償却率、は住宅ストックの減価は名目利子率、　ここで、
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 借家のユーザーコストは、岩田(1986)で導出されているように、住宅の所有者が、その住

宅を借家として保有した場合の毎期の費用として導出される。借家市場が完全競争市場で

あるなら、供給される借家の毎期の費用と価格は等しくなっているので、この毎期の費用

が借家の価格となる。その資本還元率は石川(2001)によれば、 
 
 
 
 ここで m は事業税率、L は法定耐用年数を示している。 
 この(1),(2)式で示されている持ち家と借家の資本還元率をそれぞれの価格として本研究

では扱う。 
 
 

第 4 節 データとセッティング 
 
本研究では実証分析において、慶應義塾家計パネル調査（KHPS）の第 1 回調査(2004 年)

から第 5 回調査(2008 年)のデータをプールした形で使用した。 分析対象は 35 歳以下で親

が生きている若年成人とした。ここで、分析対象を 35 歳以下の親が生きている成人に限定

した理由は、親の介護による問題などの家庭の様々な事情による本研究では考慮しない要

因が意思決定に与える影響が少なく、親元から独立するかしないかの意思決定を主体的に

行える可能性が大きいと考えられるためである。また、自分の意思で経済的意思決定を行

っているか疑問が残るため、学生で収入が全くないものは分析対象から外した。そして、

親とは別居していても住宅が自分もしくは配偶者名義の住宅でないものは非独立とみなし

た。また、住宅を購入せず贈与のみで住宅を取得した者も同様に非独立とみなした。 自ら

住宅サービスを購入しているとは言い難いためである。 
実証において、資本還元率を決定する各変数には以下のような設定を行った。利子率に

は各年の住宅ローンの利子率を当てはめ、減価償却率は一律 7%とした。そして、取得税率

には実効税率として 1.5%を当てはめ、固定資産税には 1%を当てはめた。さらに住宅価格

の上昇率には、消費者物価指数（住宅）の対前年変動率を、土地価格の上昇率には公示地

価の対前年上昇率を当てはめた。借家のユーザーコストに関しては、事業税率には 10.56%
を当てはめ、法定耐用年数には 47 年を当てはめた。住宅ローンによる控除率には石野(2008)
の各年度別の控除率の平均値を当てはめ、所得要件の情報からこの要件を満たしている人

のみにこの値を適用した。土地建物の価格比は KHPS で観測された値から考慮した。 終
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的に親名義の持ち家に同居する場合のコストは 0 と考え、資本還元率は 0 とした。 
非独立、独立して借家に住む、独立して持ち家に住む、というそれぞれの選択肢を実際

に選んだサンプルの記述統計は表 1 で示されている。本研究での所得は、無配偶者の場合、

調査対象者本人の年間所得であり、有配偶者の場合は調査対象者とその配偶者を併せた年

間所得である。 
表 1 記述統計 

サンプル全体の記述統計 サンプル数 平均値 分散 

資本還元率 3569 0.051 0.051 

年間所得 3569 358.806 240.870 

年齢 3569 29.287 4.028 

配偶者ダミー(有配偶=1) 3569 0.475 0.499 

子供有無ダミー(有=1) 3569 0.495 0.500 

非独立サンプルの記述統計       

資本還元率 1776 0 0

年間所得 1776 265.001 215.913 

年齢 1776 27.934 4.162 

配偶者ダミー(有配偶=1) 1776 0.188 0.390 

子供有無ダミー(有=1) 1776 0.206 0.404 

独立して借家サンプルの記述統計 

資本還元率 1180 0.107 0.003 

年間所得 1180 412.670 219.324 

年齢 1180 29.908 3.520 

配偶者ダミー(有配偶=1) 1180 0.666 0.472 

子供有無ダミー(有=1) 1180 0.693 0.461 

独立して持ち家サンプルの記述統計

資本還元率 613 0.089 0.010 

年間所得 613 526.892 225.709 

年齢 613 32.015 2.638 

配偶者ダミー(有配偶=1) 613 0.943 0.232 

子供有無ダミー(有=1) 613 0.951 0.216 
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第 5 節 推定と推定結果 
 
分析すべきモデルにおいて若年成人は非独立、独立して借家に住む、独立して持ち家に

住む、という 3 つの選択肢に直面しているが、図 1 で示されるように借家と持ち家は同じ

独立のネストに属している。そのため、この 3 つの選択肢において無関係な選択肢からの

独立性という IIA の仮定は成立しない。よって、もし分析するモデルが正しかった場合、

通常の Conditional logit による離散選択の推定は一致性を持たない。この問題を考慮する

ために、本研究では Train(2003)の Mixed logit を推定方法に採用した。 
 このように IIA の仮定が満たされないことが分析するモデルに想定される場合、例えば

Axel(1986)がそうであるように、Nested logit による分析が行われる研究がある。しかし、

Nested logit を用いた推定をすると、パラメータが観察不可能な誤差項の不均一分散を持つ

場合を表現できない。そのため、本研究においては様々な観察不可能な要因や IIA の仮定

に拘束されない Mixed logit を用いた推定が 適であると考えた。 
 Mixed logit は推定するパラメータに確率的分布を仮定し、標準的ロジット・モデルの選

択確率を推定するパラメータを積分する形で示している。よって、個人 n が選択肢 i を選ぶ

確率 P は、V を個人 n が選択肢 i から得られる観察可能な効用、推定するパラメータをβ

とすると、 

( )
( )

(3))(
)(exp

)(exp

1

　　ββ
β

β
df

V

V
P

J

j nj

ni
ni ∫ ∑ ⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

=

 

という形で示される。本研究では推定するパラメータに正規分布を仮定して推定を行った。

Mixed logit では、この正規分布の平均値と標準偏差が推定される。本研究では、正規分布

では平均値において密度関数が 大値をとるため、推定された平均値を中心に推定結果の

解釈を行った。 
 このMixed logitとConditional logitによる本研究の推定の結果が表 2に示されている。 

Mixed logit により推定されたパラメータの平均値と Conditional logit による推定された

パラメータを比較すると、資本還元率において正負の符号は一致していてもその値が大き

く異なっているように、異なったパラメータの推定値となっている。また、Mixed logit に
より推定されたパラメータでは配偶者ダミー×非独立以外の変数において標準偏差が有意

であるという結果が示されており、パラメータに個人間の異質性があることがわかる。も

し IIA の仮定が成立し観察不可能な異質性が推定に影響を与えないのなら、Mixed logit と
Conditional logit の推定値は同じ結果が示されるはずである。しかし、このように異なった

結果が示されているということは、Conditional logit による推定は望ましくないということ
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が言える。 
Mixed logit により推定されたパラメータの平均値をもって推定結果を解釈すると、資本

還元率は負に大きく有意に選択確率に影響を与えることがわかった。つまり、各人は資本

還元率の高い選択肢を避けるように行動していることが示され、第 2 節で述べた第 1 の仮

説が実証されたことになる。このことから、日本の若年成人の多くが親元に留まっている

ことに、日本の住宅価格が高いことが大きな要因として寄与していることがわかる。更に、

他の変数からは、所得が高いほど、または配偶者や子供がいてプライベートな生活の価値

が高いほど独立を選択しやすいという、他国の先行研究と一致する結果が日本においても

得られた。 
表 2 推定結果 

  Mixed logit Standard(Conditional) logit 

パラメータ Z 値   パラメータ Z 値 

平均値   推定値 

資本還元率 -83.959 -6.45 *** -20.981 -8.05 *** 

年齢×借家ダミー 0.152 3.75 *** 0.085 14.68 *** 

年齢×非独立ダミー 0.154 3.08 *** 0.064 6.29 *** 

年間所得×借家 -0.002 -1.02   -0.001 -2.75 *** 

年間所得×非独立ダミー -0.006 -2.3 ** -0.002 -5.76 *** 

配偶者ダミー×借家 -3.676 -1.98 ** -1.417 -2.88 *** 

配偶者ダミー×非独立 -9.505 -4.77 *** -1.920 -3.87 *** 

子供の有無×借家 1.457 0.78   -0.249 -0.49

子供の有無×非独立 -3.888 -2.87 *** -1.680 -3.32 *** 

標準偏差   

資本還元率 41.218 9.05 *** 

年齢×借家ダミー 0.206 7.46 *** 

年齢×非独立ダミー 0.228 8.32 *** 

年間所得×借家 0.015 9.87 *** 

年間所得×非独立ダミー 0.008 9.66 *** 

配偶者ダミー×借家 1.661 4.6 *** 

配偶者ダミー×非独立 0.898 1.35   

子供の有無×借家 3.924 8.88 *** 

子供の有無×非独立 2.830 5.72 ***       

対数尤度 -1761.89 -2912.02 

***、**、*はそれぞれ 1%,5%,10%の有意水準を示している。 
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第 6 節 政策評価 
 
第 2 の仮説である、政策が新規参入需要を喚起していたかということを実証するために、

資本還元率が変化した時の各選択肢間の代替の弾力性を第 5 節での推定結果をもとに求め

た。表 3 が Mixed logit で推定したパラメータの平均値をもとに算出した、1%資本還元率

が変化した時の選択確率への自己弾力性と代替の弾力性である。 
表 3 選択確率の価格弾力性 

  
独立して持ち家を選択

する確率 

独立して借家を選択

する確率 

非独立を選択す

る確率 

持ち家の資本還元率の

1%の変化 
0.713 -0.705 -0.007

借家の資本還元率の 1%

の変化 
-0.886 0.985 -0.1

  
算出された弾力性を解釈すると、1%ポイント持ち家の資本還元率が上昇すると 0.713%

ポイント持ち家を選択する確率が低くなることがわかる。これは、日本の持ち家価格の持

ち家選択確率への自己弾力性を調べた先行研究である、Horioka(1988)、Axel ら(2001)、
Sumita and Seko(2007)、石野(2008)ではこの弾力性は 0.6~1.5%ポイントと報告されてお

り、その範囲内に含まれる値である。そして、その代替の弾力性を見ると、借家の代替の

弾力性は持ち家を選択する自己弾力性とほぼ同じ値であるのに対して、非独立の代替の弾

力性はほぼ 0 に等しいことがわかる。また、借家の資本還元率の変化と比較しても、持ち

家の資本還元率による新規参入需要の喚起の効果はおよそ 15 分の 1 であり、相対的にも効

果的でないことも示されている。つまり、持ち家の資本還元率が変化しても若年成人が親

元から独立して新規参入需要となるか否かという意思決定には効果的な影響を与えないこ

とが示されている。 
 このような代替パターンが生じている理由としては、表 2 の推定結果で示されている所

得効果が考えられる。推定結果によれば、非独立という選択は、独立して持ち家を選択す

るという選択肢に対して負の所得効果を持つということがわかる。つまり、負の所得効果

が働き、代替効果を打ち消すことでほぼ 0 に等しい粗代替効果が生じていると考えられる。

また、独立して借家を選択することは、独立して持ち家を選択するという選択肢に対して

有意な所得効果を持たないことがわかり、代替効果を打ち消すほどの所得効果はないと言

える。同様に、非独立という選択は、独立して借家を選択することに対して持ち家ほどに

は負に大きな所得効果が無いと考えられ、借家の価格の変化に対して非独立はより感応的

になっている。 
近年、政府は住宅需要の喚起を行うため、住宅ローン減税に代表される持ち家の資本還
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元率を下げる政策を行ってきた。石川(2001)によれば、この政府の持ち家優遇政策により、

1980 年代半ば以降の持ち家の資本還元率は借家の資本還元率よりも低い値が算出され続け

ている。しかし、上記の推定結果を踏まえれば、近年の持ち家偏重の政策運営は持ち家の

資本還元率を減少させることで、もともと住宅市場に参入して借家に住むことを選択して

いた人が持ち家へと居住形態の選択を変えることは促進しているが、住宅市場の参入障壁

を低くし新規参入需要を喚起することにはつながっていないと言える。つまり、日本の近

年の住宅政策は住宅価格が高いことから生じる問題を是正できておらず、住宅市場の質の

改善にはつながっていないことがわかった。 
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