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措置を講じるとしており、また、連邦政府の住宅金

❶ はじめに

融市場への関与のあり方を巡っても、3 つの素案を

米 財 務 省・HUD（Department of Housing and

示すにとどまり、具体的なプランについては連邦議

Urban Development：住宅都市開発省）は 2011 年

会での審議に委ねる、としており、なお不透明感が

2 月 11 日、
『アメリカの住宅金融市場改革に係る連

残っている。

邦議会への報告書（Reforming America's Housing
Finance Market : A Report to Congress）

※1

』を

発表した。これは、2010 年 7 月 21 日に成立した米

本稿では、同報告書の内容を概観し、今後の展開
を分析するとともに、日本へのインプリケーション
について考察する。

金融規制改革法※ 2（所謂「ドッド・フランク法」
）の
Section 1074 において、2011 年 1 月末までに提出
を義務付けられていた報告書であり、今般の金融危
機の震源地となったアメリカの住宅金融市場の抜本

❷ 改革の背景
両社は、住宅バブル崩壊の影響を受け、2008 年 7

改革、
特に 2008 年 9 月に公的管理（Conservatorship）

月に経営危機説が流布する中で株価が暴落し、追加

下に置かれ、巨額の公的資本注入を受け続けている

的な資本調達が困難となり、流動性・ソルベンシー

ファニーメイ、フレディマックという両政府支援企

の危機に直面した。当時、両社の発行した MBS・

業（Government Sponsored Enterprise：GSE） の

社債は 5 兆ドルを超え、そのうち 1.5 兆ドルは中央

扱いについて、注目が集まっていた。

銀行を含む海外投資家が保有していたため、両社の

一般に『白書（“White Paper”
）
』と呼ばれてい

破綻は広範な金融危機へと拡大する懸念があった。

る同報告書では、現状、9 割程度が公的ローンとなっ

このため、ブッシュ政権は同年 7 月 30 日に住宅経

ている住宅金融市場への連邦政府の関与を低下さ

済復興法（HERA ※ 3）を成立させ、両社への公的

せ、 両 GSE に つ い て は、 段 階 的 に 縮 小・ 廃 止

資金注入を可能とする枠組み等を導入した。

（ultimately wind down both institutions） す る と

両社は、同年 9 月に HERA に基づき公的管理下

された。ただし、両社の廃止の時期については明記

に 置 か れ、 米 財 務 省 は 優 先 株 出 資 契 約（Senior

されておらず、市場への影響を考慮して十分な移行

Preferred Stock Purchase Agreement） を 両 社 と

※1
※2
※3

原文では：は入っていない（改行）が、ここでは便宜的に：を追記している。
Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010
Housing and Economic Recovery Act of 2008
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1988 年東京大学法学部卒業。海外経済協力基金マニラ事務所駐在、国際協力銀行副参事役、ファニーメイ特別研修派遣、住宅金融公庫総合企画
部副参事役、住宅金融支援機構住宅総合調査室主任研究員等を経て、2011 年 4 月より現職。著書に『通貨で読み解く世界経済 ドル、ユーロ、人
民元、そして円』
（中央公論新社、2010 年、共著）
、
『世界複合不況は終わらない』
（東洋経済新報社、2009 年）等がある。著述は、
「GSE 危機とその
インプリケーション─ガバナンスの観点を踏まえて─」
（財務省『フィナンシャル・レビュー』第 95 号、
“Developments in the Japanese mortgage and
housing markets”
（EMF、
Hypostat2009）
「欧州カバー
、
ドボンド制度が我が国ストラクチャードファイナンス分野に与える示唆」
（証券化・流動化協議会『SFJ
金融・資本市場研究』第 2 号）他、多数。ECBC、EMF、日本建築学会、日本不動産学会、証券経済学会、東京大学公共政策大学院、東京大学
経済学部日本経済国際共同研究センター、1st Housing Forum Europe & Central Asia 等、国内外での講演歴多数。中央大学経済研究所客員研究員。

締結、同契約に基づき、これまで合計で 1,500 億ド
※4

としながらも、GSE 亡き後のアメリカの住宅市場

ルを超える公的資本が両社に注入された 。ただし、

に対する政府関与の範囲については、今回の住宅バ

納税者負担が増え続けることには共和党を中心に強

ブルと金融危機が歴代の民主・共和両党の住宅政策

い抵抗感が示されていた。

の 帰 結 で あ り、 解 決 策 の 模 索 に は 超 党 派 的（Bi-

一方で、米住宅市場は脆弱で、両社の支援なしに

partisan）な合意が必要、というスタンスを貫いた。

は住宅市場へ資金が流入しないことから、両社の機

財務省で改革案の取りまとめを担当していたバー次

能を維持しながら住宅市場の回復を図るためには、

官補が 2010 年末の任期が満了すると、予定通り退

両社の改革には慎重な姿勢が必要という認識もオバ

任したが、その後の両党や関係団体への根回しに時

マ政権内では支配的だった。

間を要し、1 月下旬には「1 月 31 日の期限は遵守で

このため、ドッド・フランク法においては、共和
党からの強い要請にもかかわらず、両社の改革案は

きそうにない」という報道が流れ、これが共和党の
攻勢に弾みをつけた。

条文化されず、同法 Section 1074 において、米財

結果的に、ドッド・フランク法に定められた期限

務省が 2011 年 1 月末までに、改革の具体案を提示

に 11 日間遅れ、2 月 11 日に改革案が提示されるこ

すること、とされるにとどまった。同法の審議過程

ととなったが、内容については、少なくとも表面的

では、共和党のマケイン（John McCain）上院議員

にはかなり共和党案に擦り寄った形となっている。

らが、GSE の公的管理を終了させ、清算も視野に

特に、共和党がかねてより強く主張してきた「段階

入れた改革案を 2010 年 5 月に上程したが、上院本

的縮小・廃止（Wind down）」という言葉が入った

※5

会議で否決された

。

ことを、共和党の有力議員は高く評価している。

共和党はオバマ政権及び民主党の GSE 改革に対
する姿勢を批判し、攻勢を強めてきた。2010 年 11
月の中間選挙で共和党が下院で多数を占めるに至
り、オバマ政権は厳しい議会運営が要求される状況

❸ GSE の問題点
GSE が何故破綻に至ったのか、については、拙

となった。そうした中で、ガイトナー財務長官は、

稿を含め既に多くの論稿があるが、今回の報告書で

GSE が現在の形で存在し続けることはありえない、

第一に挙げられたのは、株主保有と公的使命という

※ 4 両社への公的資金注入枠は、当初契約では両社計で 2,000 億ドルだったが、二度改定され、2009 年 12 月 24 日以降、2012 年末までは、青天井で両社の損失を米財務省
が補填する契約となっている。
※ 5 下院でも同様の法案がヘンザリング（Jeb Hensarling）下院議員らにより提出されたが、本会議にすら上程できずに 2010 年 3 月に廃案となった。
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図1

ファニーメイの決算と株価の推移
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資料：ファニーメイ決算資料、Bloomberg より

構造的矛盾である。

る。両社がサブプライムやオルト A 等の劣悪な住

両社は、中低所得者向けの住宅ローン供給を支援

宅ローンに手を出した背景には、HUD が設定した

するという公的使命を持ちながら、民間保有の株式

住宅政策目標（Affordable Housing Goal）を達成し

会社として、株主（及び経営陣）への利益の極大化

ようとしたため、と共和党系シンクタンクの American

も追求した。2000 年代中盤の住宅バブルの時期に、

Enterprise Institute（AEI）等は指摘している。こ

サブプライムローン等の拡大で民間にシェアを奪わ

れに対し、民主党が多数を占めた連邦議会金融危機

れる中、シェアを回復しようとオルト A ※ 6 等のハ

調査委員会（Financial Crisis Inquiry Commission：

イリスクなローンに手を出し、これが住宅価格の下

FCIC）は、この見方を否定している※ 7。

落と失業率の上昇で焦げ付いたことが、両社の損失

また、暗黙の政府保証（Implicit Guarantee）に

の最大の要因となった。経営陣の報酬も業績に連動

ついても、連邦政府との特別な関係※ 8 から、投資

していたため、
「損失は納税者に、利益は会社（株主、

家は、両社が危機に直面した場合に、政府の支援が

経営陣）に」という非対称なインセンティブ体系も

ある＝暗黙の政府保証を信じ（そのとおりになった

あり、利益の極大化のために過剰なリスクテークを

が）、結果的に、両社が低利の資金調達が可能とな

行った、と分析されている。

ることで、市場シェアを拡大して、「大き過ぎて潰

一方、両社のリスク志向と政策目標との関連につ
いては、民主党と共和党で相当、見解の隔たりがあ

せない（Too big to fail）」金融機関となっていった
点が問題視されている。

※ 6 Alternative A の略。クレジットカードの支払状況等に基づくFICO スコアにおける信用履歴は良好だが、収入証明等の書類に不備のある住宅ローン。
※ 7 これに対しては、複数の共和党議員が反対意見（Dissents）を付している。
※ 8 特別法による設立、財務省からの緊急融資枠、一部役員の大統領任命等。
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更に、
両社は銀行と比較し、低い自己資本基準（オ

を大原則として掲げている。この際、債務者を保護

ンバランス資産の 2.5％＋オフバランスの MBS 保証

し、投資家への透明性を確保し、民間資本の役割を

残高の 0.45％）のため、高いレバレッジ比率が可能

引き上げるため、ドッド・フランク法でも言及され

となったが、これを可能にしたのが弱い規制体制で

た住宅金融市場の根本的な欠陥を是正すると同時

あった。1992 年に両社の財務面を監督する当局と

に、低廉で良質な住宅（Affordable Housing）に対

して OFHEO ※ 9（連邦住宅金融公社監督局）が設立

する政府の重要な支援をより効率的で透明なあり方

されたが、OFHEO には十分なスタッフがおらず、ま

に明確化する、としている。

た、両社を清算（Receivership）する権限も付与さ

上記を達成するに際し、①住宅金融の利用可能性

れていなかった。OFHEO が権限強化しようとする

（Access to Mortgage Credit）：30 年固定金利ロー

と、GSE は強力なロビー活動でこれを阻止した※ 10。

ンのような標準化された商品が中小金融機関でも供

なお、今回の報告書では直接的には触れられてい

給 で き る か。 ② 住 宅 投 資 へ の イ ン セ ン テ ィ ブ

ないが、FCIC における一連の公聴会におけるファ

（Incentive for Investment in Housing）：住宅投資

ニーメイの元幹部の意見としては、今回のように大

を過度に優遇して他のセクターへの資金配分を歪め

恐慌以来となる住宅価格の暴落が起こる環境におい

ないか、逆に制限し過ぎて、資金がアメリカから海

ては、住宅関連資産しか保有しない同社としては、

外 に 逃 避 し な い か。 ③ 納 税 者 の 保 護（Taxpayer

いかなる経営判断をしても、危機を回避できなかっ

Protection）：政府支援を広範に行う場合、リスク

た、と主張している※ 11。

プレミアムを正確に評価しないと納税者の損失が
拡大する。また、政府への政治的圧力により、リ

❹ 報告書の概要

スクプレミアムを低く抑えようとするリスクもあ
る。④金融・経済の安定（Financial and Economic

同報告書は 3 部構成となっており、枚数は僅か

Stability）：政府の関与があれば、経済が不安定な

32 枚と短い。冒頭でアメリカの住宅金融市場の歴

時期にも資金が住宅市場に流入し続ける一方、政府

史を振り返り、
中間部では改革の視点について触れ、

支援を期待して過剰なリスクを民間が取れば、金融

最後に改革の道筋を述べており、そこで両社を代替

システムが不安定化する、という 4 点を考慮すべき、

する金融システムの案が 3 つ、例示されている。

とされている。

歴史については既に触れたので割愛する。改革の

ファニーメイ、フレディマックの両 GSE につい

視点については、住宅金融市場への政府の支援を引

ては段階的に縮減の後、最終的には廃止の方向が明

き下げ、責任ある時間軸でファニーメイとフレディ

記されているが、廃止の期限については明記してい

マックを段階的に縮小・廃止することで、民間主導

ない。より現実的な論点として、責任ある経過措置

の堅固な住宅金融市場を創設する道筋を立てること

（Responsible Transition）も強調されており、まだ

※ 9 Office of Federal Housing Enterprise Oversight。 2008 年 7 月に HERA に基づき廃止され、FHFA（Federal Housing Finance Agency）が設立された。
※ 10 OFHEO 元長官のアーマンド・ファルコン氏（Armando Falcon, Jr.）の議会証言より。『季報 住宅金融』2010 年春号参照
※ 11 ファニーメイ元 CEO のダニエル・マッド氏（Daniel Mudd）の議会証言より。『季報 住宅金融』2010 年春号参照
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脆弱な住宅市場への影響を抑えるように相当程度の
移行期間

※ 12

を設けるとされている。その上で、住

具体的には、
1）両社が民間金融機関から買い入れる住宅ローン

宅市場の改革を短期的対応と長期的対応に区分し、

の信用リスクをカバーするために、両事業で課して

長期的改革案については 3 案を提示している。

いる保証料率※ 13（Guarantee Fee：20 〜 30bp 程度）

なお、既存債務への連邦政府保証については、両

を債務者の属性に応じて徐々に引き上げ、民間と競

社の発行した既存の債務及び将来発生する債務に対

合可能な水準とする。

し、米財務省が資本注入を継続することで返済が継

2）デフォルトした住宅ローン債権から両社が蒙る

続される、と述べるに止まった。政府保証はより明

損失を低減するため、住宅ローンの利用者に、段階

示的になったが、現行の優先株出資契約の枠を出る

的に 10％以上の頭金を要求する（融資率＝ LTV は

ものではなく、
政府保証そのものではない。これは、

90％以下とする※ 14）。

優先株出資契約において、普通株取得のワラントが

3）2008 年 7 月 30 日に成立した HERA により引き

79.9％に止まり、連邦政府に連結する意思がなかっ

上げられた両社の買入れ可能なローンの限度額※ 15

たこと、並びに、連邦政府債務の上限を拡張するこ

（Conforming Loan Limit）を現行の 729,750 ドルか

との政治的な困難さに鑑みれば、想定された範囲で

ら、2011 年 10 月以降、本来の水準に引き下げる。

の対応であったと言える。

4）両社の保有するポートフォリオを年率 10％以上

また、住宅政策目標の維持についても、全てのア

削減する（MBS 保証業務については言及なし）。

メリカ人に持家取得を促進する必要はないものの、
低廉で良質な住宅を供給する政策目標は維持する、
としており、共和党との間ではこの点においても火
種を残している。

②

長期的な改革案
ポスト GSE の住宅金融市場における連邦政府の

関与の程度について、完全に民営化する、あるいは
逆に国営化するという両極端の考えは排除し、4 で

❺ 改革案の概要
①

短期的な改善案

述べた改革に際し考慮すべき 4 要素のトレードオフ
を考慮して、以下の 3 案を提示している。
・第 1 案【最も限定的なスキーム】

短期的な改善案は、大規模な法律改正を伴わずに

FHA ※ 16、VA ※ 17、農務省（USDA）の連邦政府プ

実施できる改善策であり、現在、9 割以上が公的ロー

ログラムをより信用度の高い中低所得者
（creditworthy

ンとなっている住宅金融市場に民間資金を呼び込む

lower- and moderate income borrowers）に限定し

ため、公的ローンの魅力を相対的に低下させるアプ

て実施する。大多数の中低所得者は連邦政府の支援

ローチをとっている。

から除外される。納税者の負担は極小化できるが、

※ 12
※ 13
※ 14
※ 15
※ 16
※ 17
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ガイトナー財務長官は、法案の策定に 2 年、実際の改革の実施までに 5 ～ 7 年程度かかると発言したとされる。
保証料率という用語は MBS 信用保証事業のみでなく、ポートフォリオ投資事業においても使う。
従来、GSE の対象となる住宅ローンの融資率は原則 80％以下であったが、現在は住宅市場支援のため、最大 125％（借換の場合）となっている。
2007 年、金融危機前の水準は 417,000ドル。
Federal Housing Administration（連邦住宅庁）
。主に低所得者向けの住宅融資保険事業を実施。
Department of Veterans Affairs（退役軍人省）
。主に軍人向けの住宅融資保証事業を実施。
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30 年固定ローンの利用は極めて限定的となり、中

布している言われる Financial Services Roundtable

小金融機関は大手と競争できない点が問題点と指摘

の案（Mortgage Bankers Association も同様の案）

されている。

では、

・第 2 案【第 1 案にセーフティーネット追加】

・ローンレベルでは民間ベースでの信用補完（頭金
＋民間融資保険＋準備金）を行い、

第 1 案に近いが、金融危機時には連邦政府支援プ
ログラムを拡充する。当案では、実施体制に重大な

・MBS レベルでは、MBS の発行体がデフォルトし

困難（significant operational challenge in designing

た 場 合 に、MBS に 対 し て Federal Catastrophic

and managing an organization）があると指摘され

Reinsurance Fund を設置する、

ている※ 18。

としている。MBS に対しては、海外も含めた投資

・第 3 案【現状に近い案】

家の信認を得るためには連邦政府の保証が不可欠、

民間が住宅ローンを供給しつつ、市場が壊滅的な

というスタンスであり、仕組み方によっては、現行

状況となった場合に備え、MBS に連邦政府による

の GSE の MBS 信用保証事業をそのまま温存する

再 保 険（Federal Catastrophic Reinsurance） を 導

ような形になると見る向きもある。

入する。住宅資金の安定供給という観点からは最も

当初、2 月に同報告書が公表された当時は、第 1

望ましい一方、リスクの評価について、政治的な圧

案が基本と見られていたが、3 月 1 日の下院金融サー

力により想定よりも保証料率を引き下げるというモ

ビス委員会での議会証言で、ガイトナー財務長官は、

ラルハザードが起こる可能性が指摘されている。

案 1 に懐疑的なスタンスを示したとされる※ 19。

第 3 案については、具体的なスキーム図等は公表
されていないが、ワシントン DC で有力案として流
図2

住宅市場への連邦政府の関与
両極端は排除
案①

案②

案③

原則FHA等のみ

経済対策で
拡充

より広範な
政府関与

完全民営化

FHA、VA、
USDA
民間＋
連邦再保険

①案

②案

③案

住宅資金の安定供給

×

△

○

納税者保護

○

△

×

組織は廃止

完全国有化

現状は政府系が支配的
それをどこまで縮小するか？
現状

ファニーメイ、
フレディマック
どうバランスを取るか、が選択のポイント

※ 18 この点については、制度設計においては一定の余裕（Redundancy）が必要であり、現実的な対応策としては困難であるという見方がワシントン DC では支配的であるとされる。
※ 19 Washington Post 紙
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構図となる。これは、「蛸が蛸足を食べる」状況で

❻ GSE の直近の財務状況

あり、ファニーメイ側からは、TARP ※ 21 資金を受

両社が公的管理下に置かれ 2 年半が経過したが、

けた民間金融機関の場合は 5％の配当負担であるこ

両社の財務状況は徐々に改善に向かいつつある。

ととの不均衡を根拠に、配当負担を軽減するよう、

2011 年 2 月 18 日に公表された両社の 2010 年第 4

ロ ビ ー 活 動 を し て い た こ と が、1 月 に 報 道 さ れ

四半期（10-12 月）決算において、ファニーメイは

た※ 22。本来、公的管理の条件として、ロビー活動

米財務省への優先株配当支払い前のベースで 7,300

は禁止されていたはずであり、そのような政治的な

万ドルの黒字となり、13 四半期ぶりに赤字から脱

動きが結果的に GSE 改革をより厳しいものに追い

却した。フレディマックは、同 1 億 1,300 万ドルの

込んだ可能性もある※ 23。

赤字となったが、赤字幅は縮小している。

オバマ政権が 2011 年 2 月に提出した 2012 会計年
度（2011 年 10 月〜 2012 年 9 月）の予算教書にお

表1

両社の 2010 年第 4 四半期決算の概要

（億ドル）

ファニーメイ フレディマック
当期利益
（損失）

今期

合計

0.73

-1.13

-0.40

累計
（2007Q3 ～） -1,496.60

-893.87

-2,390.47

累計
（2008Q3 ～） -1,402.16

優先株配当 今期

いては、別冊の Analytical Perspective で、両社の
改革案についても触れている。その中で、ベースラ
インのシナリオでは、2013 年以降、GSE は黒字転
換すると見込んでいる。黒字転換すれば、廃止する

-847.25

-2,249.41

21.54

16.03

37.57

-20.81

-17.16

-37.97

必然性が薄れたと評価される可能性もあり、そのよ

最終損益

今期

公的資本
注入額

今期

26

5

31

うな期待からか、白書の公表直前には店頭市場で両

累計

912

647

1,559

総資産

今期末

32,220

22,618

54,838

社の株価※ 24 が急騰したが、そこまで巻き戻すのは

資料：両社決算公表資料（Form 10-K）より

ただし、両社とも、米財務省から受け入れた優先
株出資について、年率 10％の配当を支払うことが、
優先株出資契約で定められており、既に 800 億ド
※ 20

ル

さすがに困難であろう。

❼ 改革案の市場への影響
当面は、脆弱な住宅金融市場への影響を緩和する

を超える公的資金を受け入れているファニー

ため、一定の経過措置が講じられる。いつまで経過

メイの場合、四半期ベースで 20 億ドルを超える配

措置が講じられるかは、住宅市場・住宅ローン市場

当を米財務省に支払う必要がある。これを支払うと、

の回復の進捗度合いに依存するが、いずれ何らかの

最終損益で赤字に転落し、債務超過を回避するため

改革が実施される※ 25 という前提で、市場への影響

に、米財務省に追加の資本注入を申請する、という

を考察する。

※ 20 2010 年第 4 四半期分を拠出後は 912 億ドルとなり、2011 年第 1 四半期の配当負担は 22.8 億ドルとなる。
※ 21 Troubled Assets Relief Program。 2008 年 10 月 3 日に成立した Emergency Economic Recovery Act of 2008（EESA）で米財務省に授権された 7 千億ドルの不良債権
買取プログラム。後に、銀行への資本注入等に転用された。
※ 22 Financial Times 紙
※ 23 後述する GSE 救済廃止法案（H. R. 1182）では、配当率の引き下げを禁止する条項が挿入されている。
、店頭市場では取引可能で
※ 24 両社の株式は 2010 年 7 月 8 日にニューヨーク証券取引所から上場廃止とされたが、株式自体は存在し続けており（100％減資されたわけではない）
ある。
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まず、改革案の選択にもよるが、現在よりは住宅
ローン金利が上がると見る向きは多い。仮に、そう

す、という間接的効果も期待できないではない。
仮に金利上昇が持家取得を困難にした場合、より

思う利用者が増えれば、駆け込み需要が喚起され、

深刻な影響を受けるのは黒人やヒスパニック等のマ

住宅市場の回復を短期的には後押しする可能性もあ

イノリティーであろう。既に、今回のサブプライム

る。低迷する住宅市場に対し、駆け込みを誘発しよ

問題で家を失った者が数百万人単位で出ているが、

うとするショック療法をとったという見方も可能で

持家率がより顕著に下がったのはマイノリティーで

あろう。

ある。元々持家率が相対的に低かったところ、その

一方で、
住宅ローンが利用できる者が減ることで、

格差が更に拡大している状況を放置することが、ア

住宅ローンに対する資金需要が減り、MBS の発行

メリカの社会構造上許容できるのか、ということも、

額も減少すると観測する向きは、住宅ローン金利へ

今後、政治的な争点になる可能性もある。

の影響は一定に相殺されるとしている。住宅ローン
金利は、足下では特に大きな影響を受けていない。
実際に GSE が消滅して、金利が上がるのは数年先

表2

アメリカの人種別持家率
全米平均

白人

黒人

ヒスパニック

その他

のことであり、現時点では急ぐ必要はない、という

2010 年末

66.5％

74.2％

44.9％

46.8％

57.7％

ピーク

69.2％

76.2％

49.7％

50.1％

60.6％

のが一般的な受け止め方のようである。

差

-2.7％

-2.0％

-4.8％

-3.3％

-2.9％

これまで、5.5 兆ドルの住宅ローン債権から 1,500
億ドルの損失が出たことに鑑み、繰上償還速度等を
勘案して加重平均年限を 5 年程度と見積もれば、住

資料：米商務省

❽ 関係者の反応と今後の見通し

宅ローン金利は 0.55％上昇する計算となる。この程

米財務省の改革案は、オバマ政権による政策提言

度の上昇なら長期金利の変動幅と比較しても大きな

であり、最終的にアメリカ合衆国の意思として確定

影響はないであろうが、それはまだ Agency MBS

したものではない。既に、民主党議員の中、あるい

市場が機能しているからであって、その前提が壊れ

は消費者団体や地方銀行の中には反対を表明してい

た場合の金利上昇はより厳しいものとなるという見

るところも多く、今後の連邦議会の審議に委ねられ

方も存在する。

ている点は留意する必要がある。

次に、持家取得支援について否定的な捉え方が一

共和党内からは、積年の主張であった GSE の

般化すれば、住宅価格には悪影響を及ぼす懸念もあ

『Wind down』という言葉が入ったことで、一定に

る。ただし、アメリカの社会の断絶がより深刻化す

評 価 す る 声 が 多 い。 民 主 党 の フ ラ ン ク（Barney

る可能性は残るものの、資金が住宅からより生産性

Frank）議員に代わって下院金融サービス委員会の

の高い成長分野に向かえば、経済全体の成長が加速

委 員 長 に 就 任 し た 共 和 党 の バ ッ カ ス（Spencer

して、そのことが住宅市場にもプラスの影響を及ぼ

Bachus）議員は、今回の案を、
「下院共和党が提案

※ 25 一方で、民間金融機関に対しては、金融危機の反省に鑑み、融資審査の厳格化や情報開示、証券化におけるリスク保持、バーゼルⅢにおける自己資本基準・流動性の強化
等、相応の自己規律改善が求められる。ある意味、公的金融が縮減される反面で、民間金融機関自体に公共性を高めるよう要求しており、「好き勝手し放題」を容認するもの
ではない。住宅ローンに関しても、FRB（連邦準備制度理事会）が 4 月 19 日に債務者の返済能力に係る指針についてパブコメを開始している。
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してきた幾つかの要素を取り込んでいる（incorporates

Johnson）委員長（民主党）の発言には、両社の過去

several elements of the plan that House Republicans

についてかばう姿勢も見られた※ 26。これは、1 月

proposed）
」として、その点について賞賛する（for

27 日に公表された連邦議会の FCIC の報告書と同じ

that I commend them）と発表した。

トーン※ 27 であり、民主党が多数の上院では、下院

一方、カリフォルニア州選出の下院民主党のカル

ほど過激な動きとはならないことを示唆している。

ドーザ（Dennis Cardoza）議員は、
「ファニーとフ

実際、共和党が多数となった下院では、オバマ政

レディを殺すという提案はオバマ政権がかつて出し

権が導入した住宅市場支援策のいくつかを廃止しよ

た改革案の中でも最も無責任なものだ。これは既に

うとする法案が提出されており、その一つである近

壊滅的に低迷している市場を崩壊へと追い込むもの

隣安定化プログラム（Neighborhood Stabilization

だ」
「我々はファニーとフレディを改革する必要は

Program：NSP）については、NSP 廃止法案（NSP

あるが、破壊する必要はない」（“Gutting Fannie

Termination Act：H. R. 861） が 3 月 16 日 に 下 院

and Freddie is the most irresponsible housing

本会議で可決されたものの、上院では本稿執筆時

proposal yet from this Administration. It would

点においては審議日程に上っていない。当面の争点

collapse an already catastrophically distressed

は、750 億ドルの公的資金で金利減免等の返済困難

market.”
“We need to reform Fannie and Freddie,

者 対 策 を 実 施 す る Home Affordable Modification

but not destroy them.”）と強く反発している。

Program（HAMP）を効果がないとして廃止しよ

ドッド・フランク法の立役者、フランク下院議員

うとする法案※ 28 の審議であるが、これも上院を通

は、
「民間市場のみで十分な住宅ローン資金を合理

る可能性は低いと見られている。仮に上院で複数名

的な金利水準で供給できるかは不明」
（
“
［I］t is not

の民主党議員の切り崩しに成功したとしても、オバ

clear whether private markets by themselves will

マ大統領が拒否権（Veto）を発動すれば、それを

provide enough capital to make reasonably-priced

覆す 3 分の 2 を確保するのは困難と見られている。

mortgages available to families that can afford

共和党議員の中では、下院で序列第 4 位のヘンザ

them.”
）と、お手並み拝見、といったスタンスであ

リング（Jeb Hensarling）議員が 3 月 17 日に、下

る。公的ローンの魅力を低下させたからと言って、

院金融サービス委員会委員長のバッカス議員と共同

その分をすぐに民間が埋めるとは見ていないようで

で、GSE 廃止法案※ 29（H. R. 1182）を提出している。

ある。

しかし、同じ共和党の下院議員でも、GSE 改革・

下院に続き、
上院でも 3 月に公聴会が開始された。
3 月 16 日の上院銀行委員会でのジョンソン（Tim

資本市場小委員会のギャレット（Scott Garret）議
員はより漸進的なアプローチを検討しているとも言

※ 26 “Fannie Mae and Freddie Mac did not by themselves cause the crisis”
※ 27 同報告書 26 ページ中段に「両社は危機の要因とはなったが、主たる要因ではないと結論づける（We conclude that these two entities contributed to the crisis, but were
not a primary cause.）
。」とある。
。
※ 28 HAMP Termination Act（下院は H. R. 839、上院は S. 527）
※ 29 To establish a term certain for the conservatorships of Fannie Mae and Freddie Mac, to provide conditions for continued operation of such enterprises, and to
provide for the wind down of such operations and the dissolution of such enterprises. 同法案では、公的管理を法案成立後 2 年間で終了させ、その時点で GSE が財
務的に立ち行かないと判断される場合には、3 年間の準備期間を経て、持株会社と清算信託基金から構成される清算財団に資産・負債を移管することが条文化されている。そ
れから事業の廃止に 10 年以上をかけるとしており、最終的な清算の終了まで、最低でも 15 年を要する計算となる。
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われ、共和党内でも足並みが揃っているわけではな

中で、GSE の段階的縮小・廃止を容認する姿勢を

い。ギャレット議員はカバードボンド法の提案者で

打ち出している。これが超党派的な打開に向けた一

もあり、同法の成立には民主党の協力も不可欠※ 30

歩と見る向きもあるが、30 年固定ローンは保全す

で、
より現実的なアプローチを取ると見られている。

べきとしており、妥協が達せられるか、懐疑的な見

下院のギャレット議員らは GSE の機能を縮小す
る 8 つの法案を 3 月に提出し、4 月 6 日に下院金融

方も多い。
GSE を最終的に廃止まで持ち込むには、廃止後

サービス委員会で可決した。これらの法案の中には、

の住宅金融市場のグランドデザインを構築し、実施

GSE に 住 宅 ロ ー ン の リ ス ク の 5 ％ を 保 持（Risk

体制が整っている必要がある。その場合に、連邦政

Retention）する Skin in the game の概念を導入す

府の関与がどの程度必要であるか、について合意が

るものもあるが、これに対しては FHFA のデマル

形成されていなければならないが、これは連邦政府

コ（DeMarco）長官代行（Acting Director）が、両

のあり方に関する根幹的な哲学の問題であり、共和

社は MBS の元利払い保証をしているので意味がな

党と民主党での隔たりが最も大きい分野である。

いと反論している。また、役員報酬の削減法案に対

また、仮に GSE を廃止し、持家取得推進政策を

しても、
「才能のある人材の流出は逆効果」と批判

転換したとしても、賃貸住宅市場をどうするのかと

している。

いう点については、まだ議論が深まっていない。

一方、上院では、昨年に続いて、マケイン議員が

Affordable Housing Goal についても、それが GSE

下院のヘンザリング議員と同様の法案（Companion

のリスクテークの要因とする見解に対し、FCIC で

Bill）である S.693 を 3 月 31 日に提出したが、昨年

は反対意見が共和党議員からも出ている他、今回の

共同提案した上院共和党のシェルビー（Richard

米財務省報告書でも、わざわざそれが原因ではない

Shelby）議員は今回は共同歩調を取らなかった。

と触れている※ 31。一部の共和党議員の中には、地

ドッド（Christopher Dodd）議員の跡を継いで上

域社会を支援するための連邦政府から地方政府に移

院銀行委員会の委員長に就任したジョンソン議員

転 さ れ る 一 括 交 付 金（Community Development

は、より慎重な姿勢と見られており、マケイン法案

Block Grants：CDBG）等のプログラムこそが、民

の上院通過のハードルは相当高いというのがワシン

主党の草の根的な支援ルートになっていると批判す

トン筋の一致した見方である。

る声もあり、そうした広範な問題について合意形成

民主党の中でも、比較的中道派と目されるジョセ
フ・クローリー議員（Joseph Crowley）が率いる

をしなければ、現在の勢力図を前提とする限り、改
革案は上院を通らない。

New Democrat Coalition の 43 名の下院議員が、4

技術的には、第 3 案をどう制度設計するかが争点

月 15 日に「住宅金融改革の諸原則（Principles for

と見る向きが多い。ワシントン筋の多くは、第 3 案

Housing Finance Reform）
」を提言しており、その

は実態的には、GSE の証券化機能を温存するスキー

※ 30 United States Covered Bond Act of 2011（H. R. 940）の提出に際しては、民主党のマロニー（Carolyn Maloney）議員が共同提案者（Cosponsor）となっている。
※ 31 Based on the evidence and interviews with dozens of individuals involved in this subject area, we determined these goals only contributed marginally to Fannie's
and Freddie's participation in those mortgages.
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ムと認識しており、それに対して、下院のバッカス
議員は既に反発を表明している。ガイトナー財務長

いう結果とはならなかった。
また、ファニーメイの破綻の要因の一つに、薄い

官は、法案化に 2 年、実施に 5 〜 7 年としているが、

自己資本と規制監督体制の脆弱さが指摘されてい

米財務省による両社への青天井の公的資本注入は

る。機構については、主務大臣の監督に服し、かつ、

2012 年末に失効し、2013 年からは＜ 4,000 億ドル

金融庁の検査の対象にもなっており、また、ファニー

─支出済み額＞の残額が上限として復活する。それ

メイのようなロビー活動を行う企業風土もない。

までに、既発債の扱いも含めて、両社の改革案の具

トップの報酬は、公的管理下に置かれた現在のファ

体像を法文化できなければ、市場に不安を与えるの

ニーメイの CEO の年収 600 万ドル※ 33 と比較しても、

は必至であり、その意味では、2012 年 11 月の大統

20 分の 1 以下である。

領選挙、並びに同時に実施される連邦議会選挙※ 32

なお、ファニーメイ破綻の原因にポートフォリオ

で民主党・共和党のいずれかが両方を制することが

投資事業を挙げる向きもあるが、機構においては、

改革案の早期実現には不可欠である。しかし、選挙

類似の事業は行っていない。機構の証券化支援事業

結果を予想するのは困難である。

がモデルとしているのは MBS 信用保証事業であり、
同事業においてもファニーメイは巨額の信用関連損

❾ 日本へのインプリケーション

失を計上しているものの、同事業自体に対する批判
はアメリカにおいても限定的であり、米財務省が提

GSE 破綻の直接の原因は、株主保有でありながら

案している米住宅金融市場改革案 3 案のうち、第 3

公的使命を追及するという構造的な問題が背景にあ

案は、同事業を存続させることを想定していると見

り、株主利益を最大化しようとしつつ、2000 年代

る向きもあることは既に述べたとおりである。

の住宅バブルの時期に低所得者向けの住宅ローンも

ポートフォリオ投資事業については年率 10％以

供給したことで、過度なリスクテークを行ったこと

上のペースでの縮減が明記されているが、MBS 信

にある、
というのが米財務省の報告書の総括である。

用保証事業については具体的な削減プランは提示さ

この点に鑑みれば、株主利益の極大化を準公的機

れていない。組織としてのファニーメイは最終的に

関が行うという矛盾は、政府が 100％出資している

廃止になるにしても、同社の証券化の機能は第 3 案

住宅金融支援機構（以下、
「機構」と略）において

における民間保険会社に引き継がれるのであれば、

は存在しない。民間的経営を追求しつつも、それは

結局は「看板のかけかえ」となる可能性も残ってい

業務運営の効率化のためであり、利益の極大化を目

る。一方で、住宅ローン申込時の金利ロックを可能

指すものではない。ガバナンスの向上という観点に

とする TBA ※ 34 市場が存在する MBS のインフラは、

ついて言えば、少なくともアメリカでは、GSE に

それを運用する人材も含めて、いかに保全していく

おいては株式会社だからガバナンスが優れていると

かが当局の大きな関心事となっている。

※ 32 下院は 435 人全員が入れ替え、上院は 100 名のうち、3 分の 1 のみ入れ替え。
※ 33 業績評価分が満額の場合。公的管理に置かれる以前はその 2 ～ 3 倍程度あった。なお、2011 年 4 月 6 日に下院小委員会で可決された法案（H. R. 1221, the Equity In
Government Compensation Act）では、両社の役職員の報酬体系を政府機関の俸給表に準じたものとすることとされているが、成立のメドは立っていない。
※ 34 To Be Announced の頭文字。MBS の先渡し（Forward）市場で、Agency MBS のみに存在する。
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機構においては、単年度黒字化が視野に入ってき

織の実態に相違があり過ぎる※ 35。むしろ、官 民 を

ており、納税者負担と政策支援対象の範囲のトレー

問 わ ず 、複雑化する金融システムの中で、いかにリ

ドオフといった問題は存在しないが、平時において

スク管理を高度化させ続けるかを追求する方が、よ

公的機関がどの程度市場に関与すべきか、といった

り本質的な議論のように思料される。

観点からの議論は引き続き検討されてもよい。その

※今回の東日本大震災により被災された多くの方々

際、消費者保護に加え、日本における金融市場の発

に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

展の観点から、標準化され透明性の高い市場の拡大
にどう貢献できるか、という点も一つの論点となり

※本稿において、意見に係る部分は執筆者個人のも

えよう。一方で、ガバナンスの観点については、ア

のであり、住宅金融支援機構のものではない。

メリカでの議論を直接的に援用するには、余りに組
参考文献
Financial Crisis Inquiry Commission“Final Report of the National Commission on the Causes of the
Financial and Economic Crisis in the United States”Official Government Edition, January 2011
Office of Management and Budget“Budget of the United States Government, Fiscal Year 2012: Analytical
Perspectives”February 2011
U. S. Department of the Treasury“Reforming America's Housing Finance Market : A Report to Congress”
February 2011
小林正宏・大類雄司『世界金融危機はなぜ起こったのか』
（東洋経済新報社、2008 年）
小林正宏・中林伸一『通貨で読み解く世界経済 ドル、ユーロ、人民元、そして円』
（中央公論新社、2010 年）
小林正宏「米 GSE の改革問題決着は来年の大統領選挙後の公算大」
（東洋経済新報社『週刊東洋経済』2011
年 2 月 19 日号）
小林正宏「大き過ぎて潰せない？ ファニーメイとフレディマックが温存される理由」
（毎日新聞社『週刊エ
コノミスト』2010 年 6 月 22 日号）
小林正宏・大類雄司「GSE 危機とそのインプリケーション─ガバナンスの観点を踏まえて─」
（財務省『フィ
ナンシャル・レビュー』第 95 号、2009 年 3 月）
小林正宏「ファニーメイ上場廃止へ」
（住宅金融支援機構『季報住宅金融』2010 年夏号）
小林正宏「ファニーメイはなぜ破綻したのか」
（住宅金融支援機構『季報住宅金融』2010 年春号）

※ 35 GSE 問題の日本へのインプリケーションを組織論や破綻処理アプローチという観点から考察するのであれば、機構よりも、株式会社である JAL や東京電力の方が議論に馴染み
やすいと考えられる。東京電力の問題は高度に政治的な判断を要するマターであり、株主責任や社債権者の扱い、政府（納税者）負担の割合等を巡り、紆余曲折も予想され
るが、会社更生法適用となった JAL との類似性・相違点は論点の一つと見る向きは多い。一方、GSE の将来像として当初有力案と見られていた Utility（公益事業）モデル
の代表格とも言える電力会社で重大な事故が発生したのは偶然の巡り合わせだが、想定を超える大災害が起こった場合のテールリスクは最終的には国が負担せざるをえないとい
う現実を突きつけたとも言える。
なお、2011 年５月上旬に発表された 2011 年第１四半期の決算において、フレディマックは米財務省への配当支払い前のベースで黒字転換したが、ファニーメイは逆に赤字に
転落し、85 億ドルの公的資本注入を申請することとなった。ファニーメイへの公的資本注入額は累計で 997 億ドルと、１千億ドルの大台目前となった。
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フラット35申込みの最新の動向
住宅金融支援機構

住宅総合調査室

❶ はじめに

主任研究員

外山

信夫

このような分布の状況を簡潔に要約したものが箱
ひげ図である（図 2）。箱ひげ図の黒丸は 50％点＝

フラット 35 申込みの最新の動向について、住宅

中央値を表し、25％点と 75％点の間に箱が描かれ

金融支援機構に提出された申込書のうち、平成 23

る。すなわち、この箱の範囲に全体の半数が分布し

年 2 月中に、機構にデータが登録されたものの集計

て い る こ と に な る。 こ れ を IQR（Inter Quartile

値をとりまとめたもので概観する。従来、フラット

Range）又は IQD（Inter Quartile Distance）と呼ぶ。

35 の主要属性については、フラット 35 利用者調査

箱から伸びるひげの両端の縦の点線は、中央値±

報告として、申込書登録後に融資承認手続が行われ

IQR × 1.5 と実際の最小値（又は最大値）のいずれ

たものを対象として、集計を行い公表していた。今

か大きい（又は小さい）値のところで引かれるのが

回用いる登録時のデータはそれよりはやや精度が劣
るものの、ここでは速報性を重視して、申込書登録

図1

世帯年収の密度分布（会社員：30 歳代）

時のデータを使用した。また、2 月中の登録分とし
平均値：567.8万円
中央値：514.3万円

たのは、東日本大震災による影響を回避するためで
ある。なお、調査対象件数は 12,326 件であった。

❷ 会社員の世帯年収中央値は 50 歳代でピーク
まず、申込者の世帯年収の分布を職業別・年代別

0.0025

0.0020
分布の右裾が長い。
極端に高い年収の観測値が
散在することによって、平
均値は中央値より高い値と
なっている。

0.0015

に見る。サンプル数の最も多い、会社員・30 歳代
の密度分布を代表例として示すと、分布の右裾が非

0.0010

常に長くなっていることがわかる（図 1）
。これは
極端に高い世帯年収の申込者が散在することによっ

0.0005

て生じているものである。このため、会社員・30
歳代の世帯年収を低い方から数えてちょうど 50％
＝半数の点に当たる中央値は 514.3 万円であるのに
対 し、 平 均 値 は 少 数 の 高 年 収 層 の 影 響 を 受 け、
567.8 万円と高めの値となっている。
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資料：平成 23 年 2 月にフラット 35 の借入申込みを登録したものから、
住宅金融支援機構において集計。以下同じ

外山

Profile

信夫（とやま のぶお） 住宅金融支援機構 住宅総合調査室 主任研究員

1982 年早稲田大学政治経済学部卒業。 住宅金融公庫入庫。日本経済研究センター経済分析部等を経て、2003 年 4 月
より現職。日本統計学会会員
著書等「The R Book―データ解析環境 R の活用事例集―」（共著、九天社、2004 年）
、「R による GAM 入門」（共著、
行動計量学第 34 巻 1 号、2007 年）
、「R と SVM」（共著、大阪電気通信大学情報科学センター、2008 年）等

一般的である。すなわち、ここでは、その範囲を超

なっており、50 歳代に至るまでは年齢に応じて年

えた丸印で示した点を外れ値としていることになる

収格差が拡大していくことがわかる。同様に中央値

（当然のことながら、外れ値の定義はここで 1.5 と

も 50 歳代でピークを迎え、60 歳代では低下に転じ

おいた値の大小に依存する）。会社員・30 歳代では
世帯年収がおおむね 1,000 万円以上の値は、極端に
高い値とここではみなしていることになる。

ている。
これに対し図 4 は公務員の年代別世帯年収を示し
たものであるが、外れ値は比較的少なく、また、箱

図 3 から図 6 は、そのような箱ひげ図を職業別・

の大きさが 60 歳以上を除き、ほぼ同じ大きさであ

年代別に表示したものである。図 3 を見ると、会社

ることから、年代に応じた年収格差の拡大はあまり

員では各年代とも外れ値が比較的多いことがわか

ないことがうかがえる。ただし、中央値のピークが

る。また、箱の大きさが 50 歳代に至るまで大きく

50 歳代にあることは、会社員と同じである。

図2

図3

世帯年収の箱ひげ図（会社員：30 歳代）

年代別の世帯年収（会社員）

50％点＝中央値
25％点

2500

75％点

2000
外れ値
1500

1000
IQR
（inter quartile range）＝75％点−25％点
500
縦 の 点 線 は、中 央 値±IQR×1.5と、
実際の最小値（最大値）のいずれか大
きい
（小さい）
値のところで引かれる。
500

1000

1500
2000
世帯年収（万円）

2500

30歳未満
N＝1401

30歳代
N＝4979
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N＝2124
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図4

一方、図 5 は自営業者について同様に図示したも

年代別の世帯年収（公務員）

のであるが、60 歳以上になっても世帯年収の中央
値が低下しないのが、この職業の特徴である。他方、
図 6 はその他（その他とは短期社員・派遣職員、パー

2500

ト・アルバイト、年金受給者などである。）につい
て図示しているが、その他では 40 歳代に中央値の

2000

ピークがあり、また、分布の範囲も 40 歳代で最も
広い点が特徴である。

1500

❸ 注文住宅系では住宅面積に応じて住宅価格が直線的に上昇

1000

次に、取得する住宅について、住宅の種別ごとに
500

住宅面積と住宅価格との関係について見てみる。
図 7 は注文住宅について、住宅面積と住宅価格の
30歳未満
N＝125

図5

30歳代
N＝503

40歳代
N＝237

50歳代
N＝78

60歳以上
N＝22

年代別の世帯年収（自営業）

散布図と平滑化曲線を描いたものである。ここで、
平滑化曲線は局所回帰により、データに対して局所
図6
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N＝175
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年代別の世帯年収（その他）
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N＝53

30歳代
N＝215

40歳代
N＝163
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的に回帰を連続的に実行し、傾向曲線を導出するこ
とにより描かれたものである。これによると、平滑
化曲線はほぼ直線で近似できることがわかる。

住宅では、
住宅価格＝ 70.8 ＋ 20.9 ×住宅面積
であり、住宅面積が 1m2 拡大すると住宅価格がお

図 8 は土地付注文住宅（住宅建築と同時に土地の

おむね 20.9 万円増加するという関係にあることが

購入を行うもの）について、土地費を除外して住宅

わかる。その結果、150m2 の注文住宅では一般的に

部分の価格のみについて同様の関係を図示したもの

約 3,213 万円の価格となる。

である。土地付注文住宅についても平滑化曲線はほ
ぼ直線で近似できることが見て取れる。
注文住宅系（注文住宅＋土地付注文住宅）につい

一方、土地付注文住宅について rlm で回帰を行っ
た結果は、
住宅価格＝ 148.4 ＋ 17.9 ×住宅面積

は、住宅面積と住宅価格との間に直線的な関係が見

であり、住宅面積が 1m2 拡大すると住宅価格がお

出せることが確認できたので、直線回帰を実行する

おむね 17.9 万円増加するという関係にあることが

こととした。その際、外れ値の影響をできるだけ回

わかる。その結果、150m2 の土地付注文住宅では一

避するため、ロバスト（頑健）な回帰手法である

般的に約 2,838 万円の価格となる。土地取得費が別

rlm（Robust Fitting of Linear Models： デ ー タ 解

途必要なため、土地付注文住宅は注文住宅よりも住

析環境 R のパッケージ MASS による）を使用して

宅価格が安くなる傾向があることがわかる。

推計を行った。その結果得られた回帰直線は、注文
図7

住宅面積と住宅価格：注文住宅

図8

住宅面積と住宅価格：土地付注文住宅
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❹ 建売住宅の購入価格は地域分析が重要

図 10

住宅面積と購入価格：建売住宅（圏域別）
80
東海圏

これに対して、建売住宅の住宅面積と購入価格と

N＝185

100

120

140

その他地域
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100m2 前後までは緩やかに低下していき、それ以上

4000

では上昇に転じるという傾向がみられ、必ずしも購
ようなパターンは、対象とするデータに異質なグ
ループが複数混在している場合に典型的に見られる
ので、圏域別に同様のグラフを作成してみた（図

2000

購入価格
（万円）

入価格が住宅面積に比例していない（図 9）
。この

首都圏
N＝1127

近畿圏
N＝381

6000

10）
。すると、首都圏以外では、直線的な関係に近
付いたが、サンプル数の多い首都圏では、依然とし

4000

2

て 100m 前後の屈曲点が残っている。

2000

このため、さらに首都圏について都県別にグラフ
を描いたのが図 11 である。ここでもなお 100m2 前
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後の屈曲点が残っている。そこでサンプル数の最も
図9
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多い東京都について、旧東京都庁からの距離帯別に
グラフ化したものが図 12 である。ここに至って、

❺ 首都圏マンションでは購入価格が住宅面積・世帯年収に比例

よ う や く、 サ ン プ ル 数 の 少 な い（N ＝ 30） 東 京

一方、マンションについて、住宅面積と購入価格

10km 圏以内を除けば、各距離帯でほぼ直線に近い

との間で、全国について平滑化曲線を描いてみると、

関係を見出すことができた。建売住宅の価格分析に

三次曲線のような形状をしているのがわかる（図

おいては、地域性を勘案することが重要であること

13）。ここでも同様に圏域別のグラフを作成したも

が、ここから推察される。

のが図 14 である。サンプル数の多い首都圏に着目

そ こ で こ の 区 分 で サ ン プ ル 数 の 最 も 多 い東 京

すると、やや凸凹はあるもののほぼ直線に近いと

10km 以上 20km 未満の建売住宅について rlm によ

いってよい。そこで首都圏のマンションについて

る回帰を行った。結果は、

rlm で回帰を行ったところ、

購入価格＝－14.5＋49.8×住宅面積

購入価格＝ 1877.6 ＋ 32.8 ×住宅面積

であり、住宅面積が 1m2 拡大すると購入価格がお

であり、住宅面積が 1m2 拡大すると購入価格がお

おむね 49.8 万円増加する。100m2 の建売住宅では、

おむね 32.8 万円増加する。70m2 のマンションでは、

一般的に約 4,965 万円の価格となる。

一般的に約 4,176 万円の価格となる。
最後に、冒頭で概観した世帯年収と住宅価格（購
入価格）との関係を調べる。ここでは紙幅の関係上、

図 12
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図 14

住宅面積と購入価格：マンション（圏域別）

マンション購入価格についてのみ世帯年収との関係
を探ることとする。図 15 は全国についてのグラフ
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かとなる傾向がある。これを圏域別にみると、サン
プル数の多い首都圏では、その傾向は解消されほぼ
直線に近い関係にある（図 16）。世帯年収が上昇す
るにつれ、ややしだれるような傾向も垣間見られる
ため、2 次曲線の当てはめも考えられるが、ここで

首都圏
N＝1195

近畿圏
N＝386

手法は同様に rlm である。その結果は、

6000

購入価格＝3032.7＋1.4×世帯年収
であり、世帯年収が 1 万円増えると購入価格が約 1.4

4000

万円増加するということを表している。世帯年収

2000

600 万円で一般的に約 3,881 万円のマンションを購
入していることになる。
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図 15

は直観的なわかりやすさから直線回帰を採用する。

世帯年収と購入価格：マンション

図 16

世帯年収と購入価格：マンション（圏域別）
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❻ まとめとして
世帯年収のような外れ値の多い指標については、
平均値ではなく、中央値で議論した方がより多くの
人の実感に近い結論が導き出せる。
散布図からその全体的な傾向を探るためには、最
初から回帰分析を行うのは必ずしも妥当ではない。

を用いて、直線回帰を適用しても妥当な集団かどう
かをあらかじめ確認してから回帰を実行することが
望ましい。
今回の分析では、首都圏以外の地域についてはサ
ンプル数が少ないこともあり、充分な分析が行えな
かった。今後は年度データなどを用い、よりサンプ
ル数の多いデータについて分析を行いたい。

局所回帰などの手法を活用した散布図平滑化の手法
参考文献
Paul Murrell (2005), R Graphics, CRC Press.
W. N. Venables and B. D. Ripley (2002), Modern Applied Statistics with S. Fourth Edition, Springer.
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Report
最近の住宅ローン市場の動向
―増加する変動金利型ローンと金利優遇の進展―
住宅金融支援機構

住宅総合調査室

総括調査役

峰村

英二

し、とりわけ全期間金利固定型ローンでは、1.6％

❶ はじめに

のシェアを止めるのみとなっている（図 1）。

最近の住宅ローン市場では、従来、主流を占めて

このように、一般的な金融機関の住宅ローンの供

いた固定金利期間選択型や全期間固定金利型ローン

給スタンスに関しては、数年前の固定金利期間選択

のシェアが低下傾向にあり、その一方で変動金利型

型が主流となっていた傾向が変化し、変動金利型の

ローンが拡大するなど、構造的な変化が生じている。

貸出が目立っており、一部の業態では新規貸出全

さらに、期間限定型のキャンペーンとして導入さ

体の約 9 割近くが変動金利型ローンとなっている

れることが多かった金融優遇が、今では恒常的な制

（図 2）。

度として広く定着しており、優遇幅を巡る競争も激
化する傾向にあるようにも見受けられる。
本稿は、この様な住宅ローンの新たな方向を踏ま

❸ 新規貸出に占める借換割合の高まり

え、その特徴的な事柄に関していくつかの調査結果

もう一つ最近の住宅ローン市場における特徴点を

やデータを基にして浮き彫りにしつつ、併せてその

挙げるならば、借換え目的のために供給されるロー

背景的な要因や市場に及ぼすインプリケーションな

ンの割合が増え、平均的にみて新規貸出の約 3 割を

どについて論考することを目的とする。

占めるに至っていることであろう（図 3）。
この背景には、住宅ローンの積極的な取組みのた

❷ 変動金利型ローンの供給が増加の傾向

めの方策の上位に、
「借換案件の増強」と併せて「金
利優遇拡充」が選択されていることからも分かると

前述のとおり、足もとの住宅ローン市場では、変

おり、足もとの低金利水準環境下においては、借換

動金利型ローンの供給割合が高まる傾向にあり、住

え需要が一定に見込まれていることがあるものと想

宅金融支援機構が取りまとめた『平成 22 年度

定される（図 4）※ 2。

民

間住宅ローンの貸出動向調査結果』によれば、今や、
新規貸出額全体の約 5 割を占めている※ 1。また、こ
の結果、固定金利期間選択型ローンのシェアは縮小

※ 1 『平成 22 年度 民間住宅ローンの貸出動向調査結果』は、金融機関の住宅ローンへの取組姿勢、金利優遇、審査、リスク管理、証券化の動向などに関するアンケート調査
。なお、調査の対象となる住宅ローンに「フラット 35」は含まれない。
である（平成 22 年 10 月 29 日公表；調査時点は平成 22 年 7 月）
※ 2 将来的にみて、様々なリテール取引を推進するためにも借換えローンへの取組みが増えていると考えられる。
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図3

新規貸出額に占める借換割合
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民間住宅ローンの貸出動向調査結果」

❹ 金利優遇競争の帰結
実際、足もとでは、住宅ローンの推進と軌を一に
した金融優遇策が広く行われている。
もとより、住宅ローンの貸出は長期的な各種リ

しかしながら、その一方で、優遇金利の適用は、
損益計算上の「資金運用収益」を低める可能性があ
り、場合によっては、総合的な採算性を維持するた
めに「役務取引等収益」の割合を高める必要性が生
じることも想定される。

テール取引を推進するための重要な起点ともなるた

実際、現状では、多くの金融機関では、資金運用

め、ある程度の金利優遇の導入は合理的であり、住

収益が伸び悩む傾向があるものの、役務取引等収益

宅ローン債権の BIS 規制上でのリスク・ウェイト

や国債などの有価証券関係収益の拡大と営業経費や

が 35％と低いことからも、住宅ローン取組みを強

貸倒引当金繰入額などの与信関係費用（その他経常

化する戦略の一環として金融優遇策が選択されるこ

費用）の抑制によって、大幅な利益拡大がもらたさ

とについては十分な意義がある。

れているように見受けられる※ 3。
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図4

今後の積極化方策
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n＝279

11.1％
（10.5％）

営業エリア等の拡充や見直し

手数料や諸費用の引下げ

70％

60.6％
（49.3％）

5.7％
（2.3％）
2.5％
（2.6％）

出所：住宅金融支援機構：「平成 22 年度

民間住宅ローンの貸出動向調査結果」

このような状況下で、今後、一層のコスト削減が
必要となるならば、原資調達コストの面でより負荷

❺ アーニング・アット・リスク再考

の掛かる全期間固定金利型住宅ローンの提供など

金融関連のリスク管理の基本項目の一つに、
「アー

が、採算性の面で、やや厳しくなる可能性もないと

ニング・アット・リスク（以下 EaR と表記する。）」

はいえない。

がある。EaR とは、金利市場などの外部的な環境
の変化によって、ある一定期間において一定の確率
で起こる期間損益ベースの予測最大毀損額を示すも

※3

一般社団法人全国銀行協会がとりまとめた『平成 22 年度 全国銀行中間財務諸表分析』によれば、
全国銀行の「資金運用収益」は 5 兆 2,081 億円（前中間期比 8.9％減）
と減少したものの、「役務取引等収益」は 1 兆 2,809 億円（同 2.5％増）となり、さらに長期金利の低下を受けた国債等債券売却益の拡大から「その他業務収益」も 9,281
億円（同 78.4％増）と増加した。その一方で、個別貸倒引当金純繰入額や貸付金償却が半減し、一般貸倒引当金純繰入額も戻入超過となって与信関係費用が圧縮され、
「そ
の他経常費用」が 8,496 億円（同 42.2％減）と大幅に減少し、このことが「営業費用」の減少（3 兆 4,299 億円、同 2.1％減）と相俟って、「中間純利益」の増益（1
兆 6,283 億円、同 87.5％増）につながっている。なお、証券化に伴うサービシング・フィーの受取りなどは、「役務取引等収益」を拡大させることになる。
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のであり、期間損益のぶれが大きいほど EaR は高
くなる。

るものであるといえよう。
一方、現在、金利優遇のない標準的な短期プライ

具体的に、EaR については、
「一定期間における

ムレート連動型の住宅ローン金利の店頭表示金利は

損益の変動リスク（標準偏差）×統計的信頼区間に

年 2.475％〜年 3.075％程度である。ただし、場合に

対応する信頼係数」と定義できる。この EaR を無

よっては、年 1％程度の水準近くまで優遇し、ほぼ

リスク金利で割り引くと『実効 EaR（潜在的な損

短期プライムレート並びまで金利を引き下げること

失額を無リスク金利の運用でカバーすると想定した

も行われている。

場合に必要となる資本コスト）』が得られる。

また、この様なケースでは、当該金利以外に融資

さらに、貸出の『実効利鞘』に関して「収入－資

額に応じて数十万円の保証料（金利上乗せの場合は、

金調達原価－信用コスト」とおけば、
『リスク調整

年 0.2 〜年 0.3％程度の水準）を課すことによって、

後業績評価指標』について、
『実効利鞘』／『実効

信用コストの大部分を担保していることが多い。

EaR』で評価できる。
『リスク調整後業績評価指標』
を評価する上では、金利変動に係る運用と調達のミ
スマッチを解消できる点において、変動金利型ロー
ンが有効であると考えられる。

❼ おわりに
プライムレートに準拠した変動金利ローンは、金
利変動に係る運用と調達のミスマッチを解消する方

❻ 資金調達原価と短期プライムレート

法として、昨今、重要な役割を果たしてきている。
さらに、現在の住宅ローンの金利優遇策が今後一

『実効利鞘』の計算上で、資金調達原価は、預金・

層進展すれば、変動金利ローンを中心に、金利水準

債券利回り、人件費、物件費、税金などから構成さ

の低さが商品を差別化する重要な鍵となることが想

れる。このうち、一般的には、人件費、物件費、税

定される。

金などからなる経費率については年率で約 1％程度

既にみたとおり、総合的な採算性を考慮して一部

と想定され※ 4、現在の預金金利水準などを踏まえれ

の貸出金利を優遇し引き下げることは顧客の享受す

ば、調達金利は約 0.2％前後の水準にあると見込ま

るメリットを高めることに他ならず、対顧客取引の

れる。したがって、現行の資金調達原価は年 1.2％

拡充などから役務取引等の十分な拡大が見込まれる

水準にあると考えられる。

ならば、顧客の満足度を高めながら、同時に、利益

足もとの短期プライムレートは、概ね、年 1.475％
〜年 1.725％程度の水準にあり、ここから上でみた

を拡大することにつながる。
例えば、証券化型の住宅ローンなどを取り扱い、

資金調達費原価を差し引けば年 0.275％〜年 0.575％

サービシングを行えば、サービシング・フィーとい

となる。すなわち、この水準が短期プラムレートに

う形での役務収益を稼得でき、さらに、金融機関側

準拠して貸出を行った場合の標準的な利鞘に相当す

で信用コスト分を直接的に負担することなく、住宅

※4
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前述の『平成 22 年度 全国銀行中間財務諸表分析』によれば、資金調達原価は年 1.14％となっており、そのうち、預金債券等利回りは年 0.16％、経費率は年 1.02％（うち、
人件費率：年 0.43％、物件費率：年 0.53％、税金率：年 0.06％）である。
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ローン単体を保有する場合と比較してリスク・ウェ
イトを引き下げる効果も併せて期待できる。

※今回の東日本大震災により被災された多くの方々
に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

今後は、
「役務利益を稼得する手段の一つとして
の住宅ローン」など多様な手段により、今まで以上

※なお、本稿において、意見に係る部分は執筆者個

に住宅ローン市場の裾野が広がることを期待した

人のものであり、住宅金融支援機構の見解ではあ

い。

りません。

Housing Finance 2011/ Spring

75

レポート

4

Report
住宅用太陽光発電システムを
取り巻く環境とこれから
住宅金融支援機構 CS 推進部住宅技術情報室技術支援グループ調査役

❶ はじめに

牧野

裕美

2008 年 7 月に閣議決定された「低炭素社会づく
り 行 動 計 画 」 に お け る『 太 陽 光 発 電 の 導 入 量 を

このたびの東日本大震災によりお亡くなりになら

2020 年に 10 倍、2030 年には 40 倍とすることを目

れた方々のご冥福をお祈りし、また被害に遭われた

標として、導入量の拡大を進める』『3 〜 5 年後に

皆様に心よりお見舞い申し上げます。このたびの大

太陽光発電システムの価格を現在の半額程度に低減

震災により発電所が被害を受けたこと等を踏まえ

することを目指す』などの方針や、2009 年 4 月の

て、菅総理大臣は、本年 3 月 31 日の記者会見におい

麻生総理大臣スピーチにおける『太陽光発電の規模

て、原子力の新増設を盛り込んだ政府のエネルギー

を、2020 年までに今より 20 倍に』といった方針が

基本計画の見直しを検討する意向を表明しました。

ありました。そして、2009 年から住宅用太陽光発

近年、鳩山総理大臣が 2009 年 9 月の国連総会で

電の導入に対する補助金の開始や太陽光発電による

表 明 し た「 温 室 効 果 ガ ス 25 ％ 削 減（1990 年 比 で

電気の新たな買取制度の開始など、現在まで様々な

2020 年までに）
」を背景に住宅の省エネ化の重要性

施策が講じられてきています。

が高まる中で、住宅用の太陽光発電も、設置数が大
きく伸びてきています。
そして前述のように、政府のエネルギー計画全体

また、2010 年 6 月に閣議決定された「新成長戦
略〜「元気な日本」復活のシナリオ〜」の『グリー
ン・イノベーションにおける国家戦略プロジェクト』

の見直しが検討される中で、太陽光発電、風力発電

では、2020 年までに太陽光発電などの再生可能エ

などの再生可能エネルギー由来の電力確保がさらに

ネルギー関連市場 10 兆円を目指す等により、環境・

進むことにつながるのではないでしょうか。

エ ネ ル ギ ー 大 国 を 目 指 す と し て い ま す。 同 じ く

今回は、エネルギー政策全体の見直しの可能性を

2010 年 6 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」

含みつつも、あくまで現時点における太陽光発電に

では、2030 年に向けた目標として『電源構成に占

関する政策の方向性や制度などについて、私見を交

めるゼロ・エミッション電源（原子力及び再生可能

えながらご紹介します。

エネルギー由来）の比率について、現在 34％であ
るところを約 70％（2020 年には約 50％以上）とする』

❷ わが国のエネルギー政策〜太陽光発電関連〜
まずは、ここ 3 〜 4 年における太陽光発電関連の
政策について簡単にご紹介します。
76
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こととなっています。
なお、今回の大震災を受け、原子力の新増設を含
めた見直しが検討されており、再生可能エネルギー
である太陽光発電の推進が期待されます。

牧野

裕美（まきの

Profile

ひろみ） 住宅金融支援機構 CS 推進部 住宅技術情報室技術支援グループ調査役

昭和 51 年新潟県長岡市生まれ。平成 11 年新潟大学工学部建設学科卒業後、旧住宅金融公庫入庫。
公庫東京支店、四国支店、お客様コールセンターに在籍。その後 CS 推進部では、「CS 行動指針」の策定やお客様の声を
活かした商品・サービス改善推進を担当。現在は、住宅技術情報室にて技術情報提供や、工事仕様書等の技術相談対応を
担当。一級建築士、CASBEE 建築評価員、福祉住環境コーディネーター 2 級、AFP。

❸ 太陽光発電の基礎知識
（1）住宅用太陽光発電システムの概要

切り離せないものですが、そもそもどのような仕組
みになっているのでしょうか。
太陽光発電は、シリコン半導体等に光が当たる

最近では、
「省エネ」というキーワードだけでは

と電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネル

なく「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）※ 1」、

ギーを太陽電池により直接電気に変換する発電方法

「LCCM 住宅（ライフサイクルカーボンマイナス住
宅）

※2

」など、住宅での CO2 削減に向けた様々な

です。
発電のしくみと構成要素は図 1 のようになってお

新しい取組みを表すキーワードが出てきています。

り、太陽電池モジュールだけでなく、電圧調整のた

これらの取組みにおいても、太陽光発電は切っても

めの「接続箱」や、直流を交流に変換するための「パ

図1

発電の仕組みと構成要素

※ 1 住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー消費量が正味（ネット）でゼロまたは概ねゼロとなる住宅のことをいう。
※ 2 使用段階の CO2 排出量に加え、資材製造や建設段階の CO2 排出量の削減、建築物の長寿命化により、建築から解体・再利用等までのライフサイクル全体を通じて CO2 排
出量をマイナスにする住宅
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ワーコンディショナー」などの関連機器の設置が必

電力会社が買い取る「余剰電力買取制度※ 3」が開始

要になります。蓄電池については、現在ではまだ利

されたことも大きく寄与しています。（図 3）

用するケースは少ないようですが、電気自動車など
周辺機器との接続を前提としたシステムの開発も進
められています。
なお、一定の条件下での試算例ですが、住宅の屋

❹ 太陽光発電の普及に伴う問題点
（1）施工ミス

根に 3kW システムを設置すると、一世帯あたりの

太陽光発電システムは近年大きく普及する一方

年間総消費電力量 5,500kWh/ 年の 55％程度をまか

で、設置工事の施工品質のばらつきという問題が表

なえる計算となっています。
（一般社団法人太陽光

面化してきました。その根拠の 1 つが、財団法人住

発電協会ホームページより）

宅リフォーム・紛争処理支援センターへの相談状況
です。

（2）太陽電池生産量の国際比較
太 陽 電 池 生 産 量 の 国 際 比 較 を す る と、 日 本 は

同センターに寄せられた電話相談のうち、太陽光
発 電 に 関 連 す る 相 談 は、2009 年 度 は 235 件 と、

2007 年 ま で 世 界 ト ッ プ の 地 位 に あ り ま し た が、

2008 年度の 18 件から大幅に増加しています。また、

2008 年末時点では中国とドイツの企業が生産を拡

相談内容等から、配線工事での接続不良や、ずさん

大した結果、生産量としては着実に増加しているも

な工事で屋根材が傷付き雨漏りを引き起こすなどの

のの、現在は世界の第 3 位となっています。

トラブル事例が増えてきていることがわかっていま

また、日本企業における生産量が世界の太陽電池
生産量に占める割合は、2007 年の 25％から 2008 年
では 17.6％へと低下しています。（図 2）

す。（図 4）
図 2 太陽電池生産量の国際比較（2008 年）
（平成 21 年エネルギー白書）

（3）太陽電池の国内出荷量推移
太陽電池の国内出荷量は、政府の太陽光発電設備
に対する補助制度が一時打ち切られた 2005 年を
ピークに伸び悩んでいましたが、2009 年 1 月に補
助制度が復活し、地方自治体による独自の補助制度
を合わせると設置費用がかなり割安になったことを
受けて、2009 年度には一挙に増加に転じました。
これには、2009 年 11 月に、太陽光発電システム
で発電した電気のうち、自家消費せずに余った電気
（余剰電力）を通常の電気料金の 2 倍程度の価格で
※3
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太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を、1 キロワット時あたり 42 円（平成 23 年度契約申込分）の価格で、10 年間
固定で電力会社に売ることができる制度。
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既に、各太陽電池メーカーでは登録施工店向けの

光発電や太陽熱温水器等を含む「ソーラーシステム」

研修を施工実施の要件としてきましたが、前述のよ

に関する相談が、2009 年度において 667 件で、そ

うな施工上のトラブル事例が増えてきていることを

のうち 8 割以上が訪問販売に関する相談になってい

踏まえて、より施工品質の信頼性を向上させる取組

ます。
具体的には、「売電収入について過剰な説明や、

みが期待されます。

売電制度について不正確な説明をしている」
「補助金
（2）不適切な訪問販売
国民生活センターのホームページによると、太陽

の対象外であるのに、『補助金が受けられる』と説
明している」などのトラブル事例が増加しています。

図3

太陽電池の国内出荷量の推移（平成 21 年エネルギー白書）

図4

太陽光発電パネルの「ずさんな設置工事」による「雨漏りの危険性」
（イメージ）
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こうした問題点を踏まえて、国民生活センターの
ホームページでは、消費者に対して、
『複数の見積

（2）太陽光発電システムの標準化等の取組み
（経済産業省）

りを取り、納得できる事業者と契約すること』『補

経済産業省においても、平成 7 年度に（旧）通商

助金、発電量、売電量などについて、自分でも情報

産業省公報にて「住宅用太陽光発電システムの設置

収集すること』等をアドバイスしていますが、最低

指針」を公表するなど、従来から施工ミス等の問題

限販売時に説明すべき事項の共通化を図るなど、消

点に対して取組みがなされてきました。近年では、

費者にとって分かりやすい説明を確保するための取

太陽光発電システムの標準化※ 5 に向けて、経済産

組みが期待されます。

業省が三菱総合研究所に調査委託をし、平成 22 年
2 月に「住宅用太陽光発電システムの普及促進にか

❺ 問題点に対する国の対策等
（1）リフォーム瑕疵保険の「太陽光発電パネル設
置工事にかかる施工・検査基準」（国土交通省）
急速に普及が進む中、既存住宅への設置に関し、
雨漏りを中心とした施工上の瑕疵によって引き起こ
される被害が顕在化しています。また、こうした被

かる調査報告書」として取りまとめられ、その後も
検討が重ねられています。標準化検討項目は実に
様々で、「施工ミス」を防ぐ観点等からのシステム
表 1 リフォーム瑕疵保険の「太陽光発電パネル設置工事
にかかる施工・検査基準」より（一部を抜粋し要約）
○「総則」より
・
「適用範囲」より
様々な屋根のうち、本基準で対象とするものを下表に示す。

害は、設置後年数が経過して判明する場合も多く、
事前に適正な施工が行われる必要があります。
このような観点から、平成 22 年 5 月に、国土交
通省が太陽光発電パネルへの施工上の留意点につい
て、リフォーム瑕疵保険の「太陽光発電パネル設置
工事にかかる施工・検査基準」を公表しました。こ
れは、パネルを設置する施工者が住宅瑕疵担保責任
保険法人の運営するリフォーム瑕疵保険に加入する
場合に守るべき基準です。同時に、太陽光パネル施
工業者にとっても、雨漏り等の不具合防止上重要な
留意点となるものです。

※4
※5
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※「─」が付いた屋根材にパネルを設置して保険に加入する場合には、
加入者は雨漏り等が起こりにくい工法になっていることを保険法人に対し
て立証する必要がある。
○「設計・施工に関する一般事項」より
・
「事前調査」
施工者は、設置・施工に先立ち事前調査を行い、工事箇所について
雨漏りや屋根材・構造躯体に著しい劣化がないことを確認すること。
○「設置・施工方法」より
・
「屋根置き型太陽電池モジュールの設置※ 4」
勾配屋根への屋根置き型太陽電池モジュールの設置・施工方法は、
屋根の主要な構造を構成する垂木、母屋等に支持部材を取付け、こ
の支持部材に架台を固定する。

勾配屋根の住宅の屋根材の上に設置される太陽電池モジュール。屋根置き型以外には、防火性能など屋根材としての機能を有する「屋根建材型」等がある。
一般的に「標準化」とは、自由に放置すれば多様化、複雑化、無秩序化してしまう事柄について、生産の効率化、技術進歩の促進、環境の保全等のそれぞれの観点から、
国や業界レベル、
あるいは世界レベルで規格を制定することである。太陽光発電システムに関する標準化の取組みは、
日本工業規格（JIS）などの取組みが進められている一方で、
更なる機器価格の低減や、施工品質等を向上させるために、機器並びに施工手順等の標準化を行うことが有効であるとして検討がすすめられている。今後大きな社会問題となる
可能性がある雨漏り等の問題や、販売に係る消費者トラブルの問題などを防ぎ、消費者に対して安心・安全な太陽光発電システムの販売・施工を提供するものにもつながると期
待されている。
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の設計・製造や屋根工事における防水処置方法だけ

会」は 1 日間の座学研修でしたが、平成 23 年度に

でなく、
「不適切な訪問販売」に対応するために、

ついては、今後設立が検討されている「PV 施工士

流通・販売に関する事項として「販売時の説明事項」

認定制度（仮称）」に向けた試行的な研修事業として、

や「PV 施工士」に関する検討も行われています。

従来よりも座学研修内容を拡充させ、さらに模擬屋

なお、平成 19 年 3 月に策定された「設計・施工

根を使用した実技指導を加えた計 4 日間の研修と

指針」に安全性を加味して、平成 22 年 2 月に「設計・

なっています。〔問合せ先：太陽光発電施工技術セ

施工ガイドライン」が暫定的に策定されています。

ンター

屋根置き型など太陽電池モジュールの種類ごとに、

℡：043-213-7116〕

以上のような取組みにより、前述の「施工ミス」

設置場所や取り付け方法等の注意点が記載されてい

や「不適切な訪問販売」の減少につながることが期

ます。

待されます。（図 5）

〔参考：資源エネルギー庁 HP「住宅用太陽光発電
システムの普及促進に係る委託調査について」
http://www.enecho.meti.go.jp/energy/jutaku/
jutaku.htm〕
また、これまで太陽光発電協会が平成 21 年度、
平成 22 年度に実施した「太陽光発電施工技術講習

図5

❻ 災害への対応など
このたびの大震災を踏まえて、一般社団法人太陽
光発電協会のホームページで様々な情報提供の拡充
が図られています。

国が主導する太陽光発電の設計・施工指針等の変遷
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（1）停電に伴う住宅用太陽光発電システムの自立
運転について
震災等による停電に伴い、自宅に太陽光発電を搭
載している設置者が自立運転モード※ 6 で利用する

手などで触れると感電する可能性があるそうです。
こうした場合の具体的な対処法が紹介されています
ので、被災地の皆さまにおかれましては、ご注意い
ただきたいと思います。

際にはどのような点に注意したらよいかを紹介する
ため、
『環境省資料「太陽光発電の賢い使い方」―
停電・災害時の自立運転コンセントの活用―』が案
内されています。
当該資料の中で、「自立運転コンセントの容量は、

❼ おわりに
東日本大震災の発生直後には、発電所が被害を受
けたことにより、関東などではエリアごとに順番に

1.5kW が上限であること」「エアコン、オーブンレ

電気を止める計画停電が行われました。今後につい

ンジ等の電力大容量タイプの電気機器は、接続を避

ては、現在の政府案では、計画停電の原則廃止と家

けた方がよいこと」等、あらかじめ知っておくべき

庭における節電意識の向上や、
大口需要家に対する営

事項が紹介されているほか、「自立運転コンセント

業時間の短縮等などの節電計画が検討されています。

の使い方」なども掲載されています。（図 6）

2009 年における日本の発電電力量の構成のうち、
「新エネルギー等」は約 1％となっており、太陽光

（2）震災で破壊された太陽電池パネルの取扱上の注意

発電導入量を拡大することのみでは、日本の電力量

住宅等に設置されていた太陽電池パネルが震災で

全体を賄うことは到底難しいことでしょう。（図 8）

破壊され、家屋などのがれきと共に堆積しているよ

しかし太陽光発電は、小規模ながらも電気需要に

うな場合であっても、太陽電池パネルに太陽の光が

近い場所で発電できるため、故障により発電が停止

当たっている時は、発電している可能性があり、素

しても、被害はその地域だけに収まるという利点が
あります。今回の大震災を踏まえて、これまでの「省

図 6 『環境省資料「太陽光発電の賢い使い方」─停電・災
害時の自立運転コンセントの活用─』の表紙

エネ」「エコ」といった観点に加え、『非常時のリス
図 7 「震災に関連する重要なお知らせ」
（一般社団法人太陽光発電協会 HP）

※6
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太陽光発電システムを停電時の非常用電源として利用するための機能で、太陽の出ている時間帯は日射量に応じて発電が可能となる。自立運転では自立運転コンセントにのみ発
電電力が供給されるが、自立運転モードへの設定方法や自立運転コンセントの位置等は各機器により異なるため、メーカーホームページ等により確認が必要。
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ク対応』としての観点からも、各住宅における非常

図 8 わが国の発電電力量の構成（2009 年）（平成 21 年エネルギー白書）

用電源として、住宅用太陽光発電システムの設置を
検討される方も増えるのではないでしょうか。
最後になりますが、改めてこのたびの大震災で被
災された皆様に心よりお見舞い申し上げるととも
に、皆様が一日も早く元の生活に戻られるよう、心
よりお祈り申し上げます。
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