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ことを示し、最近の家計の目標貯蓄額の変化を説明した。 

家計は将来の住宅の資産価値の変化を予想して、それをユーザーコストに組み込み、意 

思決定を行っている。ここで、住宅市場の質として情報の質を考えると、家計が十分な情 

報を持ち適切な予想を行うことができれば、高質な住宅市場であるといえる。しかし、日 

本において家計の予想は、景気変動に対して過敏に反応してしまう。そのため、景気変動 

時には現実の価格変動と乖離することが、家計の予想変動率と現実の変動率を比較するこ 
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この予想と現実の乖離は、例えば、2007 年の家計を対象として考えれば、248.6 万円ほ 

ど目標貯蓄額を少なくしている。よって、予想と現実の乖離は、家計の行動を歪めてしま 
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第 1 節 はじめに 

本研究は最近の家計の目標貯蓄額の変化に着目し、この変化を景気変動による住宅の

資産価値の変化から説明したものである。この分析を踏まえて、景気変動による住宅の

資産価値の変化に対して、家計は正確な予測を立てて行動しているのか、という情報の

質の観点から住宅市場の質を考察する。 

家計がどのような目標貯蓄額を設定するかは、家計の消費や貯蓄を考える上で重要な

問題となる。ここで、最近の目標貯蓄額をみると、図 1 のような変動が起きていること

がわかる。図 1 に示される目標貯蓄額は、後述の本研究の実証分析で用いたサンプルの

うち、慶應義塾家計パネル調査 2005 年度版(KHPS2005)から KHPS2009 にかけて借家

のみに住んでおり、世帯主の年齢が 30 歳から 50 歳までの家計の目標貯蓄額である。年

齢が一定であるにもかかわらず、毎年変化を繰り返している。つまり、Horioka (1997) 

などで示されているライフ・サイクル仮説とは異なる説明でなければ、この変化は説明

できない。 

 

図 1：目標貯蓄額 

 

 

ライフ・サイクル仮説以外の貯蓄動機としては、景気の後退によって将来得る収入の

不確実性が増し、不確実性の変化に対応するために貯蓄を行う、という石原・土居 

(2004) などで示された予備的貯蓄動機が指摘されている。しかし、本研究では、この

変化を家計の住宅購入計画の有無という観点から説明したい。日本では、住宅ローンを
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利用するためには、購入額に対して一定以上の頭金を準備しなければならない。そのた

め、住宅を購入する計画を持つ家計はその目標貯蓄額を大きくし、より貯蓄を行うよう

になる (Horioka (1988) ) 。図 2 で示されているのが、図 1 で対象となった家計におけ

る、住宅購入計画がある人の割合である。2005 年から 2006 年にかけての変化を除けば、

その変化は目標貯蓄額の変化と一致する。 

 

図 2：住宅購入計画がある人の割合 

 
 

この住宅購入計画の有無の意思決定に影響を与える要因としては、景気変動を通じた

住宅の資産価値の変化が考えられる。例えば、将来不景気を脱し、住宅の資産価値が上

昇するような場合においては、不景気の間に底値の住宅を購入すれば、キャピタル・ゲ

インを得ることが予想され、家計は住宅に関する費用（ユーザーコスト）を低く抑える

ことができる。最近の日本の研究である、Ishino (2009) や、Seko and Sumita (2007) を

参考にすれば、持ち家の住宅を購入するか否かの判断に対してのユーザーコストの弾力

性は 1 に十分に近い、もしくは 1 を越える値が報告されている。ユーザーコストの変化

は、住宅購入計画の有無に大きな変化を与えることが予想される。 

ここで Yano(2009)を参考に、市場の効率性と公正性から定義される住宅市場の質と

いう観点から考えたときに問題となるのが、家計は正確なキャピタル・ゲイン（ロス）

を景気変動が起きた時に予想できているのかという情報の質の問題である。もし、家計

に対して十分な情報が与えられ、家計が正確に予想できているのであれば効率的な住宅
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市場であると考えられる。しかし、日本においては、住宅や土地の正確な市場取引価格

が公開されていない。そのため、不動産に関する専門知識が乏しい一般の家計が正確な

資産価値の変化を捉えるのは難しい。家計が自らの予想をもとにして行動しているので

あれば、予想と現実で乖離が生じたときは、家計が実際に行った行動と、現実に起きた

変化を予想していた場合に家計が行った行動も乖離するという歪みが生じてしまう可

能性がある。本研究では、家計の予測値と実際に観測された値とを比較して、予想と現

実の乖離を明らかにする。加えて、この乖離によってどのような歪みが日本の家計にお

いて生じているのかを考察する。 

ここまで述べてきた考えを検証するにあたっては、まず住宅購入計画が景気変動によ

ってどのような影響を受けるのかを実証し、それを踏まえて住宅購入計画と目標貯蓄額

の関係について分析する。その結果を用いて、家計の予想キャピタル・ゲイン（ロス）

が現実と乖離していた場合、どのような行動の歪みが生じるのかを調べる。 

住宅購入計画と貯蓄の関係を調べた先行研究としては、住宅購入における頭金制約の

ために貯蓄を行うことを示した Yoshikawa and Ohtake (1989) 、Engelhardt (1994) 

がある。しかし、これらの研究では住宅購入計画と貯蓄の同時決定については掘り下げ

て議論されていない。これに対して、Moriizumi (2003) では住宅購入計画と貯蓄の同

時性を踏まえた実証研究を行い、住宅購入計画をもつ家計は住宅購入のためにおよそ

30%から 40%ほど貯蓄額を増やすという結果を示した。本研究では、この Moriizumi 

(2003) のモデルを景気変動による家計の予想キャピタル・ゲイン（ロス）の変化が反

映するように拡張し、目標貯蓄額の変化を説明する。 

上記のような分析により、景気変動が家計の予想キャピタル・ゲイン（ロス）を変化

させ、それに伴い住宅のユーザーコストも変化して住宅購入計画に影響を与え、予想貯

蓄額の変更をもたらすことが示された。このメカニズムは、近年における家計の目標貯

蓄額の変化を十分に説明するものである。さらに、日本においては、景気変動時に住宅

資産価値の変化を過大に予想する傾向が強く、この乖離が拡大するため家計の行動に歪

みが発生するということを導き出した。 

 

 

第 2 節 景気変動と住宅のユーザーコスト 

 本節では、フローとしての住宅に関する費用（ユーザーコスト）はキャピタル・ゲイ

ンも考慮したトータルの費用で表せることを示す。 

日本の持ち家住宅のユーザーコスト（UCC）は、岩田ら (1987) , 石川 (2001)といっ

た先行研究を参考にすれば、以下のように定まる。 
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ここで i は実質利子率、δ は減価償却率、PtB は住宅の建物部分の実質資産価値、PtL

は住宅の土地部分の実質資産価値、MITD は住宅ローン減税による補助率、η は不動産

取得税率、τ は固定資産税率を表している。 

景気変動による住宅資産価値の期待変化を示しているのが、 / と / の部分で

ある。この値は、建物や土地の資産価値が購入時と比べてどの程度変化したのかを示し

ている。建物や土地の資産価値は、景気と強い正の相関があると考えられる。本研究で

は、住宅市場における景気変動の影響はこの住宅資産価値の期待変化に表れると想定す

る考える。 

もし、景気が上向き、資産価値が上昇することが考えられる場合、 / と / の

値は大きくなることが考えられる。よって、景気が上向いた場合ユーザーコストは低く

なる。 

この景気変動の影響を反映するユーザーコストを用いて、景気変動による住宅の資産

価値の変化を踏まえた住宅に関する費用を考える。そして、これが住宅の購入計画さら

には目標貯蓄額にどのように影響するかを実証的に分析する。 

 

 

第 3 節 データと変数 

 実証分析に当たっては、KHPS2005 から KHPS2009 をデータとして使用する。分析

対象となるサンプルは借家に限定する。持ち家の家計においては、景気変動による資産

価値の変化の影響がこれから購入する住宅のユーザーコストのみならず、自分が現在所

有する住宅の価値にまで及ぶ。従って、持ち家の家計を分析対象とすると、本研究の主

旨とは異なる意思決定モデルを考える必要が生じるからである。 

 本研究では、家計の意思決定として目標貯蓄額と住宅購入計画の有無を考えるが、家

計が直面する経済状況を示す変数としては、ユーザーコストの他に世帯主の年齢、世帯

収入、世帯員数、世帯主の結婚ダミー、世帯主の男性ダミーを考えた。Moriizumi (2003) 

では現在の世帯収入ではなく恒常所得をもとに考えたが、本研究では現在の世帯収入の

方がより家計が直面する流動性制約を示していると考えた。各変数の記述統計は表 1 の

通りである。 

Moriizumi (2003)では、現在の累積貯蓄額から目標貯蓄額を論じたが、本研究では直

接目標貯蓄額を用いて考察を行う。目標貯蓄額については平均から標準偏差の 3 倍以上

の乖離した額をはずれ値と見なし、はずれ値の家計は分析対象から外した。さらに、

KHPS では目標貯蓄額を設定しない場合、その額が 0 となるように質問を作っているた
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め、目標貯蓄額の推定に当たってはこのことを考慮したトービット推定を行う必要があ

る。 

 

表 1：記述統計 

変数 平均値 標準偏差

目標貯蓄額(万円) 405.009 899.1644

住宅購入計画の有ダミー 0.19964 0.399802

住宅のユーザーコスト 0.135082 0.032253

世帯主の年齢 45.27964 13.40373

世帯収入（年収；万円) 504.2775 382.2188

世帯員数 2.832793 1.331285

世帯主の結婚ダミー 0.702342 0.457311

世帯主の男性ダミー 0.80973 0.392585

標本数 2775 

 

 ユーザーコストの各変数の設定については、以下の通りである。利子率は住宅ローン

の利子率を当てはめた。減価償却率は一律 7%とした。建物土地比率と住宅ローン減税

率については、住宅購入計画において具体的にその数値を示している家計についてはそ

の値を使い、示していない家計についてはその平均値を用いた。そして、不動産取得税

率と固定資産税率については、KHPS において、持ち家家計の住宅購入行動の際に観測

された各都道府県の平均値を用いている。そして、建物や土地の予想キャピタル・ゲイ

ン（ロス）は、持ち家家計のその年の予想変動率をマクロ経済指標の変動率と居住地属

性と家計属性で回帰分析を行い分析対象の家計に当てはめた。但し、購入してから後の

期の住宅資産価値変動率がキャピタル・ゲイン（ロス）になるので、次の期の予想変動

率を将来の住宅購入計画が直面するキャピタル・ゲイン（ロス）として考える。つまり、

2008 年に住宅の購入を計画している人がキャピタル・ゲイン（ロス）として直面する

住宅資産価値の変動率は、2009 年の変動率である。 

 

 

第 4 節 推定 

本節では 4.1 にて持ち家家計の建物と土地の資産価値の予想変動率を推定し、借家家

計の予想変動率を当てはめる。次に、4.2 でこの当てはめた予想変動率をもとに景気変

動を考慮したユーザーコストを計算し、このユーザーコストがどのように家計の住宅

購入計画に影響を与えるかを分析する。最後に、4.3 では住宅購入計画と目標貯蓄額が

同時に決まるモデルを用いて、住宅購入計画と目標貯蓄額との関係を分析し、ユーザ

ーコストに反映される景気変動の影響を示す。 
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4.1 予想資産価値変動率の推定 

 まずは、OLS を用いて、建物と土地の資産価値の予想変動率を推定する。KHPS に

おける持ち家家計の建物の予想資産価値変動率は減価償却分も含めて回答してしまっ

ているので、減価償却分である 7%の価値の下落分を差し引いた値を推定に用いる。本

研究では、各家計が得られた情報をもとにキャピタル・ゲインを予想していることを想

定する。この家計の予想においては、各家計の属性によって得られる情報やその情報の

処理の仕方が異なることが考えられる。よって、推定にあたっては、家計の予想変動率

にはマクロ経済動向以外にその属性も反映されることを考慮する。推定において、マク

ロ経済指標の対前年変動率には失業率、国内総生産(GDP)、東証株価指数(TOPIX)、住

宅ローン利子率を用いた。推定結果は表 2 で示されている。 

 

表 2：予想資産価値変動率の推定 

被説明変数 予想土地価格変動率 予想住宅価格変動率 

  係数 t 値   係数 t 値   

失業率 -10.1925 -1.82 * 3.886478 0.98

GDP 2.02336 3.21 *** -0.14789 -0.34

TOPIX 0.11044 1.61 0.23655 5.94 *** 

利子率 -26.0819 -4.28 *** -17.573 -4.15 *** 

世帯主年齢 -0.45639 -1.87 * -0.49379 -3.23 *** 

年齢の自乗 0.004448 1.99 ** 0.00429 3.06 *** 

世帯収入 0.00199 2.65 *** 0.001636 3.18 *** 

世帯員数 0.122495 0.46 -0.02064 -0.12

世帯主結婚ダミー -2.98918 -2.09 ** -0.91362 -0.95

世帯主の男性ダミー 1.058708 0.72 -0.45779 -0.47

地域ダミー 使用 使用 

都市規模ダミー 使用 使用 

調査年ダミー 未使用 未使用 

自由度調整済み決定係数 0.0639 0.0345 

標本数 1885 4587 

***,**,*はそれぞれ 1%,5%,10%の有意水準を表す。 

 

有意に示された係数を解釈すれば、失業率と GDP、TOPIX といった、それぞれ不景

気、好景気をあらわす変数が挙げられる。結果からは、不景気ならば資産価値は減少し、

好景気ならば資産価値は上昇することが示されている。利子率に関しては、高ければ住

宅市場外での企業や銀行などの投資が落ち込むことが予想され、土地や建物といった物

的資産に対する需要が落ち込むことが反映されている。世帯主年齢については 50 歳く
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らいで、不動産価値の予測に対して一番悲観的になるが、その年齢から離れるほど楽観

的になることが示されている。また、世帯収入が高い家計ほど予測が楽観的になること

が示されている。 

分析対象となる家計への当てはめに際して、観察できない 2010 年の属性の代理変数

には、2009 年の第二四半期のマクロの経済指標と 2009 年の各家計の属性を用いた。こ

こで、土地の予想変動率の当てはめ値が各年別でどのような値をとっているかを図 3 で

示し、市街地価格指数をもとにした現実の価格変動率と比較した。 

 予想変動率のとる値は、いわゆるリーマン・ショックが起きた 2008 年とその影響

で景気が停滞している 2009 年に大きく低下している。しかし、最近のマクロ経済動向

から 2010 年以降は景気が回復に向かうと予想され、予想変動率は大幅に上昇する。加

えて、図 3 からは、この景気の後退が始まっていた 2008 年に、家計の予想対前年変動

率が現実の変動値から大きく乖離していることがわかる。家計が景気の後退に対して過

敏に反応し、不景気による資産価値の低下を過大に評価しているのである。 

 

図 3：土地価格の対前年変動率 

 
 

4.2 住宅購入計画と目標貯蓄額の識別戦略 

本研究で考える景気変動を反映した持ち家のユーザーコストが明らかになったので、

住宅の購入計画の有無と目標貯蓄額の同時決定モデルにおけるユーザーコストの影響

を考える。家計は景気変動による持ち家のユーザーコストの変化を通じて、その住宅購
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入計画を変化させる。この住宅購入計画の変化を通じて、家計は目標貯蓄額を変化させ

る。このとき、住宅購入計画と目標貯蓄額はともに家計の意思決定によって決まる内生

変数であるため、このようなメカニズムを通じて景気変動による住宅価格の変化が目標

貯蓄額を変化させるかどうかを検証するには、 (2)、(3)式のような同時性を考慮しなけ

ればならない。本研究は Moriizumi (2003) のモデルを参考にして、この同時性を考慮

する。 

,                                                               2  

I ,                                                               3  

ここで、Target は目標貯蓄額、I は住宅購入計画を表しており、X1,X2 はそれぞれの

式の説明変数であり、ε1 ,ε2はそれぞれの式の誤差項である。 

まず家計の住宅購入計画の有無が持ち家のユーザーコストの変化に影響を受けるか

どうかを調べる。どのような目標貯蓄額を設定するかということも、住宅購入計画に影

響を与える。しかし、住宅購入計画を介すことなしに、借家家計の目標貯蓄額にユーザ

ーコストが影響を与えるとは考え難い。また、住宅に関する費用が住宅購入計画を介さ

ずに借家家計の労働などの属性に影響を与えたという先行研究もない。ゆえに、住宅購

入計画を(4)式のような誘導形によって推定を行っても、ユーザーコストの係数の推定パ

ラメーターを、ユーザーコストの変化が直接住宅購入計画へ与える影響であると解釈す

ることができる1。表 3 が線形確率モデルにおいて推定した、住宅購入計画の誘導形に

よる推定値である。 

,                                                                      4  

ここで、X は X1,X2の説明変数を全て含む説明変数であり、μは誤差項である。 

表 3 の推定結果によると、ユーザーコストが高ければ、家計は住宅の購入計画を立て

ないことがわかる。よって、ユーザーコストの変化によって、家計は住宅の購入計画を

変化させることが示された。このほかの変数の効果としては、住宅購入計画を立てる傾

向のある世帯主の年齢はおよそ 50 歳がピークであるということや、世帯主が結婚して

いると購入計画を立てる傾向があることが示されている。この有配偶世帯が住宅の購入

計画を立てるということは、日本の借家市場において有配偶世帯向きの広い住宅の供給

が不足しているという、借家市場の不完全性を表していることが考えられる。ゆえに、

この住宅購入計画の推定はそのような借家市場の不完全性をコントロールした上での

推定であると言える。世帯収入が高い家計が住宅購入計画を立てない傾向があるのは、

収入の高い家計は、全国に事業を展開する大企業に勤めているため転勤し易く、住宅購

                                                  
1 もっとも、住宅購入計画を所与として、予定購入総費用の意思決定にユーザーコストが影

響を与える可能性はある。しかし、予定購入総費用を被説明変数として、OLS で回帰する

と、ユーザーコストは有意な説明変数ではなかった。予定購入総費用は現実の購入総費用

より標準偏差が小さく、家計は計画の段階では平均的予定購入総費用を想定している可能

性がある。  
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入計画を立て難いという事情を反映している可能性がある。 

 

表 3：住宅購入計画の推定 

被説明変数：住宅購入計画の有無 線形確率モデル（(4)式の推計） 

  係数 t 値   

ユーザーコスト -13.7574 -28.72 *** 

世帯主年齢 0.049415 12.74 *** 

年齢の自乗 -0.00046 -12.14 *** 

世帯収入 -0.00013 -6.48 *** 

世帯員数 0.009598 1.58

世帯主結婚ダミー 0.232964 11.1 *** 

世帯主の男性ダミー -0.00082 -0.04

地域ダミー 使用 

都市規模ダミー 使用 

調査年ダミー 使用 

自由度調整済み決定係数 0.29 

標本数 2775 

***,**,*はそれぞれ 1%,5%,10%の有意水準を表す。 

 

4.3 目標貯蓄額の推定 

以上で、ユーザーコストが住宅の購入計画に影響を与えることが示された。続いて、

住宅購入計画が目標貯蓄額に影響を与えるということを検証する。KHPS では目標貯蓄

額を設定しない場合、その額が 0 となるように質問を作っている。そのため、目標貯蓄

額の推定に当たってはこのことを考慮したトービット推定を行う。住宅購入計画も目標

貯蓄額も内生変数なので、住宅購入計画が目標貯蓄額にどのような影響を与えるかを示

すには、(2)式で示される構造形による同時決定モデルにおいて推定を行う必要がある。

本研究では、この同時決定モデルを行うに当たり、識別を行うための操作変数としては、

ユーザーコストを採用する。前述したように、ユーザーコストは住宅購入計画には影響

するが、住宅購入計画を介さないで目標貯蓄額に影響するとは考えられないからである。

同時決定モデルの推定結果は表 4 の第 1 列に示されている。 

表 4 の(2)式の構造形の推定結果によると、住宅購入計画があれば、家計は目標貯蓄額

を増すことが示されている。このことから、家計の住宅購入計画の変化が目標貯蓄額を

変化させることがわかった。住宅購入計画以外の変数については、収入が高い家計は目

標貯蓄額が大きくなることが示されている。収入が高い家計においては、消費せずに貯

蓄にまわせる額が大きくなることや将来も高い消費水準を維持することが目的になっ

ていると解釈できる。また、世帯員数が多ければ目標貯蓄額が小さくなることが示され
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ている。このことについては、世帯員数が多いほど世帯の消費を大きくせざる得なくな

り、その分貯蓄が少なくなっていると解釈できる。 

 

表 4：目標貯蓄額の推定 

被説明変数：目標貯蓄額（万円） 構造形による(2)式の推定 誘導形による(5)式の推定 

  係数 z 値   係数 z 値   

住宅購入計画の有無 1260.968 6.42 ***   

ユーザーコスト -18858.5 -6.84 *** 

世帯主年齢 5.971684 0.27 75.65319 3.06 *** 

年齢の自乗 -0.24482 -1.06 -0.89678 -3.6 *** 

世帯収入 0.504501 4.71 *** 0.313108 2.75 *** 

世帯員数 -109.071 -2.86 *** -93.3648 -2.46 ** 

世帯主結婚ダミー -35.0845 -0.27 271.0994 2.11 ** 

世帯主の男性ダミー 88.7675 0.69 90.23768 0.71

地域ダミー 使用 使用 

都市規模ダミー 使用 使用 

調査年ダミー 使用 使用 

対数尤度 -10962.962 -10149.574 

標本数 2775 

***,**,*はそれぞれ 1%,5%,10%の有意水準を表す。 

構造形も誘導形もトービットを用いて推定を行った。 

 

以上の推定結果から、ユーザーコストの変化は住宅購入計画の変化を介して、目標貯

蓄額を変化させるということがわかった。ユーザーコストが大きくなれば、家計は住宅

購入計画を立て難くなり、目標貯蓄額は小さくなるだろう。このことを検証し、ユーザ

ーコストの変化がどれほど目標貯蓄額を変化させるかを示すために、(5)式で示される目

標貯蓄額を誘導形によって推定した。この推定結果は表 4 の第 2 列で示されている。 

Target πX µ ,                                                                5  

推定結果では、ユーザーコストの係数は負に有意に示されている。つまり、ユーザー

コストが大きくなれば、目標貯蓄額は小さくなるということが示されており、本研究の

考えるユーザーコストが変化することで目標貯蓄額が変化するまでのメカニズムと整

合的な結果である。 

本節では、(2)式において、ユーザーコストの変化が、住宅購入計画を通じて、目標貯

蓄額にどのような影響を与えるかを分析した。分析の結果、ユーザーコストの減少によ

り、家計が住宅購入計画を立てやすくなることは、目標貯蓄額を増加につながることが

わかった。このメカニズムを裏付けるために、家計の住宅購入計画の有無に対してユー
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ザーコストがどのような影響を与えるかを(4)式の誘導形による推定で明らかにした。推

定の結果、ユーザーコストが減少すれば、家計は住宅購入計画を立て易くなっており、

本研究の想定するメカニズムが成立することが示された。さらに、ユーザーコストの減

少が目標貯蓄額の増加に結びついているか、また、どの程度目標貯蓄額の増減に影響を

与えるかを検証するために、住宅購入計画を介さずに直接ユーザーコストを説明変数に

用いた(5)式の誘導形による推定を行った。結果として、ユーザーコストの減少は目標貯

蓄額の増加に結び付いていることがわかり、ここにおいても本研究の仮説は支持された。 

 

 

第 5 節 シミュレーション 

本節では、前節の推定結果をもとにシミュレーションを行い、推定されたパラメータ

ーが適切なものだったのかということと景気変動による行動の変化や歪みについて議

論する。シミュレーションに当たっては、分析に用いた家計の平均値を用いる。 

表 4 の第 1 列で示された目標貯蓄額の構造形による(2)式の推定結果をもとに、平均

的な家計においては住宅購入計画の有無でどれほど目標貯蓄額が異なるかを計算する

と、住宅購入計画のある家計では目標貯蓄額はおよそ 1105 万円になるのに対して、住

宅購入計画のない家計の目標貯蓄額はおよそ 690 万円になる。つまり、住宅購入計画の

有無で 415 万円の違いが生じていることがわかる。この 415 万円という金額は日本に

おける住宅購入の平均的頭金準備額とおおよそ一致する。また、購入計画のある家計を

基準にして考えれば、住宅の購入計画は目標貯蓄額の 30%から 40%を占める。これは、

Moriizumi (2003) で示された貯蓄額のシミュレーション結果とも整合的な結果である。

以上より、本研究の推定されたパラメーターが適切なものであったことが示された。 

次に、表 4 の第 2 列で示された目標貯蓄額の(5)式の誘導形による推定結果をもとに、

景気変動によってユーザーコストが変化して、目標貯蓄額がどのように変化するかを計

算し、2008 年のリーマン・ショック以降の 2009 年においてなぜ目標貯蓄額が大きくな

っていたのかを考察する。KHPS2009 において家計が直面したユーザーコストを構成

する各変数の値は、利子率 2.475%は、減価償却率は 7%、建物・土地比率は 55:45、住

宅ローン減税率は 7%、固定資産税率 0.75%は、住宅取得税率 5.25%は、土地の資産価

格の予想変動率は 2.9%であり、建物の予想変動率は-4.18%である。これに対して

KHPS2008 において購入計画のある家計が直面していた土地の資産価格の予想変動率

は-10.8%であり、建物の予想変動率は-9.35%である。KHPS2009 をベースとして、こ

の予想変動率の差によるユーザーコストの差は 0.089 となり、目標貯蓄額が 391.6 万円

ほど大きくなることが考えられる。このことから、図 1 で示されているように、なぜ目

標貯蓄額が 2008 年から 2009 年にかけて増加しているのかを説明できる。 

さらに、2008 年における予想変動率と現実の変動率の乖離によって、どのような家

計の行動の歪みが生じているのかを考える。2008 年の価格の変動率がキャピタル・ゲ
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インとして直面するのは KHPS2007 の家計である。KHPS2007 において関東の家計が

直面したユーザーコストを構成する各変数の値は、利子率は 2.625%、減価償却率は 7%、

建物・土地比率は 53:47、住宅ローン減税率は 4%、固定資産税率は 0.6%、住宅取得税

は 6.5%、土地の資産価格の予想変動率は-3.5%であり、建物の予想変動率は-5.77%であ

る。現実の関東の土地価格の変動率は市街地価格指数によれば 1.9%であり、帰属家賃

を参考にすれば建物価格の変動率は-0.19%である。よって、この予想と現実の乖離によ

るユーザーコストの差は 0.0565 となり、目標貯蓄額では 248.6 万円の差が生じる。 

 

 

第 6 節 結論 

 本研究では、最近の家計の目標貯蓄額の変動の要因として、景気変動による住宅のユ

ーザーコストの変化を通じて家計の住宅購入計画が変化することを考えた。例えば、景

気が後退する場合においては、住宅の資産価値は減少し、住宅のユーザーコストは大き

くなり、家計は住宅購入計画を立てなくなり、その目標貯蓄額を減らすことが考えられ

る。 

本研究は、このようなメカニズムが成立することを実証分析によって示した。分析に

おいては、家計の住宅購入計画の有無と目標貯蓄額が同時に決定される先行研究のモデ

ルに、景気変動の影響を反映した持ち家住宅のユーザーコストを導入することで、目標

貯蓄額の決定に景気変動の影響があるのかを検証した。 

家計は将来の住宅の資産価値の変化を予想して、それをユーザーコストに組み込み、

意思決定を行っている。ここで、住宅市場の質として情報の質を考えると、家計が十分

な情報を持ち適切に予想することができれば、高質な住宅市場であるといえる。しかし、

日本においては、この家計の予想は景気変動に対して過敏に反応してしまう。そのため、

景気変動時には現実の価格変動と予想が乖離することが、家計の予想変動率と現実の変

動率を比較することでわかった。 

この予想と現実の乖離は、例えば、2007 年の家計を対象として考えれば、248.6 万円

ほど目標貯蓄額を少なくしている。よって、予想と現実の乖離は、家計の行動を歪めて

しまっている可能性がある。このような日本の住宅市場における質の問題が生じてしま

っている原因としては、一般の家計に対して、住宅に関する情報の公開が不十分である

ことが考えられる。例えば、日本では、現実に行われた個別の住宅の市場取引価格は一

般には公開されておらず、家計は正確な住宅の市場取引価格を知ることができないこと

が考えられる。故に、家計が正確な予測を立てやすいように、現実の住宅の市場取引価

格などについて十分な情報公開を行っていくことが必要になる。 
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