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❶ はじめに

小林

正宏

商品の価格下落で、市場の流動性が枯渇して、金融
機関のソルベンシー懸念から信用収縮が起こり、実

『季報住宅金融』2011 年秋号の拙稿で、リーマン・

体経済をも冷え込ませた。今回は、サブプライム証

ショック後の 3 年間を振り返る中で、欧州のソブリ

券化商品の代わりに、ギリシャ等の財政不安に懸念

ン問題にも簡単に触れたが、その後、欧州の状況は

のある国の国債の価格が下落し、それらを保有する

一層深刻度を増していった。単にギリシャの財政問

銀行に評価損が発生して資本を傷め、
資本不足となっ

題というより、欧州全体の金融危機へと局面が変化

た銀行が（貸出を含む）資産圧縮に出て、実体経済

していったのが 2011 年夏以降の展開であったと言

を冷え込ませるのではないか、と懸念されている。

える。本稿では、改めて欧州金融危機の背景を紐解
き、危機の行方について考察したい。

また、国債価格の下落はイコール利回りの上昇で
あり、利払い費が増加すれば政府の財政収支を悪化
させる。財政破綻懸念が強まれば、再び国債価格が

❷ 欧州の問題の構図
当初、ギリシャのソブリン問題として始まった欧

下落する悪循環に陥るが、それに加え、財政が悪化
すれば、銀行への資本注入もハードルが高くなり、
銀行の貸し渋りを抑制する力が後退する。同時に、

州の金融市場の混乱は、①ギリシャ国債を保有する

財政再建を目指して歳出削減を行えばそれ自体、需

ギリシャの銀行の経営危機、②ギリシャ国債やギリ

要抑制により景気を低迷させ、そのことが税収の悪

シャの銀行への貸付を持つ（フランスを中心とした）

化として跳ね返り、財政悪化に拍車をかける、とい

欧州の銀行の財務悪化、③ギリシャと同様に財政基

う構図も描かれる（図 1）。

盤の脆弱性が懸念されるスペイン、イタリアへの波

世界金融危機もそうだったが、危機が顕在化する

及、④スペイン、イタリアへの貸付を多く有するド

過程では、過度な楽観主義が蔓延し、リスクに対す

イツやフランス、イギリス等、欧州の中心国の金融

る感性が鈍る傾向がある。そして、それを助長する

システムへの波及、という流れを辿った。地理的な

のは、信用膨張であり、その背景には本来是正され

拡散と、セクター間（銀行部門と政府部門）の相互

るべき不均衡が存在した。欧州の場合は、ドイツを

作用が同時進行したのが特徴と言える。

中心とした北の国と、ギリシャ、スペイン、イタリ

この流れは、サブプライム問題が世界金融危機へ

ア、ポルトガル※ 1 等の南欧諸国の間の不均衡がそ

と波及していった経緯と類似点が多い。サブプライ

れであった（図 2）。以下では、ドイツと南欧 4 カ

ム問題ではサブプライムローンを組み込んだ証券化

国の対比を見ていくこととする。
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ドイツ対南欧：欧州における対立の構図
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（地図）ECB より

※ 1 一般的には、ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインの頭文字を取った PIIGS という用語が使われるが、本稿では、地理的なまとまりを重視する観点から、アイル
ランドは外している。
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図4

❸ 不均衡拡大の背景
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まず、ドイツを中心とした北の国とポルトガル、
イタリア、ギリシャ、スペインの南欧 4 カ国の物価
上昇率には明確な差があり、2000 年から 2011 年 10
月までの平均を取ると、ドイツと比較すると南欧 4
カ国はインフレ率が平均で 1％以上高い状態にあっ
た（図 3）
。
これだけ物価上昇率に差があれば、本来的にはド
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独と南欧 4 カ国の単位労働コスト
2000年第1四半期＝100
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（資料）Eurostat

イツではより緩和的に、南欧ではより引き締め気味
に、金融政策を運営する必要があった。しかし、統

図5

独と南欧 4 カ国の経常収支

一通貨圏ユーロを構成するこれらの国では、金融政

（億ドル）
3,000

策は ECB（欧州中央銀行）に一元化され、単一の

2,000

政策金利が適用された。結果的に、南欧での景気過

1,000

熱を金融政策で抑制することができず、賃金上昇圧
力も強い（図 4）ことから、ユーロ圏内での輸出競
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争力が低下し、経常収支が赤字に陥るという構図に
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あった（図 5）
。その裏側には、ドイツの輸出競争

−4,000

力の高まりがあり、ドイツは（対南欧輸出だけで潤っ

（資料）IMF
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図3 消
 費者物価対前年比と政策金利：2000 年〜 2011 年 10 月の平均
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たわけではないにせよ）経常収支の黒字が継続し、

このような不均衡の温床となった統一通貨ユーロ

失業率はリーマン・ショックにもかかわらず、東西

であるが、圏内で同一の政策金利を適用することは、

ドイツ統一後の最低水準を更新し続けている。一方

小学校の運動会における「17 人 18 脚※ 3」競争に喩

で、南欧諸国の失業率は上昇の一途を辿っており、

えられよう。全員の足を紐で縛っているため、一人

スペインでは全体で 20％を超え、若年層では 4 割

（ギリシャ）が転ぶと、みんなが足を引っ張られる

を超える失業が政権交代※ 2 の原動力になったほど

状況にも似ている。このような問題を起こさないた

である（図 6）
。

めには、同じくらいの脚力の生徒を集めるのが大前
提であり、ユーロ圏では、本来は収斂基準があり、

図6
（％）
15

財政規律を縛る（単年度財政赤字は対 GDP 比 3％

独と南欧 4 カ国の失業率（加重平均）

以内、政府債務残高は対 GDP 比 60％以内※ 4）こと
ドイツ
南欧4カ国（加重平均）

で足並みを揃えようとしたが、実際には罰則のない
「ゆるゆる」の状態だった（図 7）。
あしかせ

かつて、1930 年代の大恐慌の際には「金の足枷」
10

という言葉が用いられ、金本位制から離脱した国か
ら順に恐慌から脱出したとされるが、有力な輸出産
業を持たないギリシャがユーロ圏を離脱して通貨を

5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

述べたとおりである。

（資料）Eurostat

図7

切り下げても経済の回復に役立たないことは前稿で

ユーロの足枷
（6年生）

本来は上級生だけで組む必要、
しかし、一度組んだ以上は…

（1年生）

…助けてあげる必要
※本来、財政支援は禁止
（資料）国旗は外務省ホームページ「世界の国旗」より引用

※ 2 2011 年はスペインに限らず、ポルトガル（ソクラテス）
、ギリシャ（パパンドレウ）
、イタリア（ベルルスコーニ）の南欧 4 カ国全てで首相が辞任している。
※ 3 ユーロ圏を構成する国は 17 カ国であることから、このような比喩としている。
※ 4 前稿では、現在の EU の基本条約がリスボン条約であることから、当該条約を引用したが、直接的には 1997 年の安定・成長協定（Stability and Growth Pact）の Article
104 である。詳細は後述。
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❹ 銀行部門の問題

あるにせよ）ほぼ一致している。
ま た、 欧 州 の 銀 行 監 督 当 局 で あ る European

ドイツと南欧諸国の関係はイソップ童話の「アリ

Banking Authority（EBA）が昨年 7 月に公表した

とキリギリス」にも喩えられるが、ドイツが勤勉で

「ストレステスト※ 6」の個別行データに基づき、各

南欧が怠惰という評価も一面的であろう。ドイツ人

国 の 主 要 行 が 保 有 す る 国 債 の 対 自 己 資 本（Core

が勤勉であるにしても、倹約志向で経済規模と比較

Tier 1）比率を見ると、独仏は他国向けが 200％を

して相対的に個人消費が抑制気味である結果、経常

超えている。ドイツの銀行は自国分も 300％近く保

収支が黒字となり、余剰資金が国内にとどまらずに

有しているが、南欧 4 カ国の銀行は、自国分の比率

南欧諸国に流入し、それらの国の過剰消費を後押し

が極めて高い。南欧諸国の金融機関は他の国にまで

したという側面もある（これは日米関係についても

投資する余裕がない半面、ドイツの金融機関は、他

同様のことが言える）。

国の国債を大量に保有している上に、更に自国の国

ドイツの南欧 4 カ国向けの融資は、2000 年代後

債も買っている、という構図にある（図 9）。

半から他の地域向けと比較して大きく伸びた。その

なお、個別行について見ると、南欧諸国の金融機

後、金融危機を契機に大きく縮小しているが、この

関を除いて、南欧 4 カ国向けの国債のエクスポー

傾向はフランスも同じで、南欧向けの融資縮小が南

ジャーが対自己資本比率で 100％を超えていたのは

欧諸国の景気低迷に拍車をかけ※ 5、結果的にそれら

ヒポリアルエステートとデクシアの 2 社のみで、両

の国における失業率の上昇を引き起こしている可能

社とも実質的に破綻している。

性もある（図 8）。実際、図 7 における信用収縮の

2007 年の夏、サブプライム問題の初期段階におい

時期と、図 5 における南欧の失業率上昇のタイミン

て、ドイツの州立銀行等の損失が報じられたが、何

グは（リーマン破綻というイベントと重なった面は

故ドイツの金融機関がアメリカのサブプライム証券

図8

図9

ドイツの南欧 4 カ国向けとそれ以外の融資残高
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（資料）BIS より

保有国債の対 CoreTier1 比率（2010 年末）
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（資料）EBA より

※ 5 欧州主要国の銀行の資産圧縮の動きが本格化すれば、世界経済を牽引してきた新興国の経済にもマイナスの影響が出るのではないかとの懸念も広がりつつある。
※ 6 2011 EU-wide stress test results
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化商品に投資したのか、疑問の声が寄せられた。一
つの要因として、単一市場（Single Market）を目指
す欧州の金融市場において、公平な競争の促進の観

❺ 解決への道筋
ユーロ圏の構造的な問題を解決するアプローチと

点から、州立銀行に対する州政府の保証が撤廃され、

しては、①ユーロ圏を解体する②ユーロ圏の財政統

資金調達コストが上昇したために、より高いリター

合を推進する、の両極端と、③現在の枠組みを維持

ンを追求すると同時に、貸出先にも困窮するように

し、時間稼ぎ※ 9 をして徐々に財政状況を改善させ

なったため※ 7、サブプライムの証券化商品に手を出

る、という第 3 の道がある。

したことがあった。

まず、ユーロ圏を解体するという選択肢は、経済

ドイツの金融機関が南欧諸国への貸付を拡大した

合理性の観点からも、政治的にも、実現可能性は低

のも同様の背景である。しかも、同じユーロ圏であ

いと見る向きが多い。ギリシャをユーロ圏から離脱

れば為替リスクがない。また、バーゼル銀行監督委

させれば、次はスペイン、イタリアという連想を生

員会の自己資本規制でも、国債保有は優遇されてい

むし、ギリシャを見棄てたドイツ、フランスに対す

た。欧州諸国の国債の格付けの引き下げが相次いで

る国際的な評価は厳しいものとなりかねない。ギリ

いるが、国債のリスクウェイトをゼロとし続けるべ

シャは例外という認識が共有されればまだよいが、

きか否かについても議論が絶えない。これを見直す

市場は必ずしもそうは見ていない※ 10。EFSF（欧州

ことは、金融システムの根幹を揺るがすことになり

金融安定化基金）※ 11 の機能拡充において国債の一

かねないので、慎重な意見が多勢と見受けられる。

部保証案が検討されていると報じられたことも、か

現に評価損が膨らんでいるとはいえ、銀行の国債保

えってギリシャ同様にヘアカットが適用されるリス

有のインセンティブを低下させれば、財政基盤を揺

クが認識された感がある。また、逆にドイツがユー

るがすリスクもある。
「パンドラの箱」と言ってよ

ロから出て行くという選択肢についても、相対的に

いだろう。

弱い為替による輸出競争力向上というメリットが失

いずれにしても、銀行部門を中心とした市場と国
家の関係修復は急務である※ 8。

われ、ドイツ国内の雇用が悪化するリスクがあり、
また、責任放棄という汚名を背負う国際政治上のリ
スクもあり、現実的ではない。なお、仮にギリシャ
が最終的にデフォルトに陥ったとしても、それが直

※7
※8

この結果、公共団体向けのファンドブリーフ債の残高も縮小の一途を辿っており、欧州のカバードボンド市場におけるドイツのシェアも徐々に低下している。
本稿執筆時点（2012 年 2 月 7 日校了）において、最大の懸念はギリシャの債務削減交渉の行方であろう。 3 月に大量償還を迎えるギリシャの国債について、民間金融機関
に一定のヘアカットを適用して、新規の国債と交換するという民間の自発的行動（Private Sector Initiative：PSI）の成否がギリシャの救済スキーム全体に影響を及ぼすが、一
部民間金融機関はなおも交換条件に難色を示していると伝えられている。これに対しては、集団行動条項（Corrective Action Clause：CAC）を適用し、債権者全員の合意で
なく、一定の多数決で決した削減に係る合意内容を全債権者に適用する、というアプローチが検討されている模様であるが、元々 CAC のないギリシャ国債について遡及適用す
ることが法的に可能なのか、疑義があり、更に、そのような削減はもはや自発的とは呼べず、デフォルトに該当するのではないかとの見方も存在する。一方で、PSI の対象が（定
義上当然ながら）民間金融機関に限定され、南欧諸国の国債を大量に保有している ECB には適用されないことがフェアでないという議論もある。
年初来の欧州の金融市場は、いくつかの国債入札を無難にこなしたこともあり、比較的安定している。その要因として、昨年 12 月 21 日に ECB が実施した 4,891 億 9,075 万
※9
ユーロに上る 3 年物の資金供給が指摘されている。中央銀行による金融危機対応として、「時間を買う」機能を日銀の白川総裁も度々強調しているが、ECB の今回の対応は
その典型例と言えよう。一方で、供給した資金のうち 2 千億ユーロを超える部分が ECB への預金として還流したことから、欧州の金融市場の正常化にはなお時間を要すると見
る向きも多い。
※ 10 ポルトガルの 5 年国債の利回りは 1 月下旬に一時 20％を超えた。
※ 11 2012 年 1 月に入り、大手格付会社 Standard and Poor's がフランスとオーストリアのソブリン格付けを最上位の AAA から 1 ノッチ引き下げたのに伴い、EFSF の格付けも同様
に引き下げられた。当面、EFSF やフランスの資金調達コストの顕著な上昇は観測されていないが、中・長期的な影響について懸念する向きもある。
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図 10

主要国の財政収支と政府債務残高の対 GDP 比（2007 〜 2010 年）
（％）
5

0
5

ドイツ

スペイン

【財政収支
対GDP比】

【政府債務残高対GDP比】
20

40

60

80

100

収斂基準
−5

120

140

160
（％）

イタリア
フランス
2007年
2008年

−10

2010年
ギリシャ

ポルトガル

−15

−20

2010年
−31.3％

アイルランド

2009年

（資料）Eurostat、外務省 HP「世界の国旗」より

ちにユーロの崩壊に繋がるわけではないとの声も欧

抜本的に改善するものではない。国際的な支援によ

州首脳から出始めている。

り、国債の利払いコストは低下するにしても、元本

一方で、ユーロ圏の財政統合を推進することは、

が減るわけではない。ギリシャのように、一度債務

現行の EU の基本条約では不可能であり、条約の改

削減に合意した国には、追加での資金提供が（少な

正という非常に労を要するプロセスが必要となる。

くとも民間ベースでは）行い難くなる。構造的な問

よって、当面の対応としては、ギリシャ等の資金繰

題を一気に解決できる特効薬（Panacea）はないの

りを支援しつつ、政治的な困難を乗り越えてでも国

である。

民の痛みを伴う改革を推進して財政再建を推進して

また、今後は財政協定（Fiscal Compact ※ 12）が

解決する以外に道はない。その意味では、③が現実

導入されることになり、モラルハザードを抑制する

的な対応であることは、論を俟たないが、追加支援

ためにも財政規律及び監視が強化される予定である

の前提としての年金削減や最低賃金引き下げ等の緊

が、ギリシャでは財政支出抑制により景気の回復が

縮策に対してはギリシャ国民の反発も根強く、支援

遅れ、税収の低迷によりかえって財政赤字が拡大し

の枠組み自体が維持できるか、予断を許さない。

ている。金融危機直後の 2009 年と比較し、2010 年

また、金融市場への流動性支援や銀行への資本増
強は基本的には対処療法であり、各国の財政状況を

の財政赤字は若干改善したが、債務残高はどこも増
えている ※ 13（図 10）。公的債務が収斂するのか、

※ 12 2012 年 1 月 31 日の EU 首脳会合で、イギリスとチェコを除く 25 カ国が Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union に合意
した。財政協定は同条約の Title Ⅲで規定されており、景気変動要因を除いた構造的財政赤字（Structural Deficit）の幅を GDP の 0.5％以内とし、違反した場合、加盟国
（Contracting Party）の提訴に基づき、欧州司法裁判所（Court of Justice）が最大で GDP の 0.1％の制裁金を課すことが可能となった。同協定はあくまで当事者間の合意
であり、EU の基本条約を改定するものではない。
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発散するのか、瀬戸際にあると言ってよい。
これらの国の財政再建は必ずしも容易ではなく、

に対する耐性やそこからの復元力は強い半面、ゆっ
くりと進行する内生的な構造的変化に対する感応度

進捗を見極めるには数年という歳月を要するかもし

は鈍いように感じられないでもない。金融に従来と

れない。
財政再建を性急に進めれば景気の腰を折り、

は違う役割を期待するのであれば、我々の社会のあ

財政再建の進捗が芳しくないと市場の信認を失う中

り方そのものを見直していかなければならないのか

で、財政運営の舵取りは至難を極めよう。

もしれない。その意味では、
日本の経験は欧州にとっ

一方で、ドイツやフランスの銀行においても、同

て示唆に富むものとなる可能性を秘めている。

じユーロ圏の南欧諸国に貸し付けることで、高い利

振り返って、ヨーロッパが広範に統一されていた

回りを得るという安易なビジネスモデルは持続不可

のは、ローマ帝国が最初で最後であった。その後、

能であることが改めて認識された。フランスは少子

フランク王国、神聖ローマ帝国と、現在のフランス

化には歯止めをかけたが、両国においても高齢化が

やドイツよりも広大な領土を治める国家は出現した

進展する中で、資金の運用環境は厳しさを増してい

が、その版図はローマ帝国には及んでいない。ユー

る。欧州の問題は日本にも共通する部分が多い。労

ロ圏、欧州連合は過去の挫折の歴史への挑戦でもあ

働力人口が減少して、モノ・サービスの生産能力が

るが、経済的に最適通貨圏ではない国家群を束ねる

低下する※ 14 中で、年金給付のために運用しなけれ

には、強い政治的なコミットメントが必要となる※ 15。

ばならない資金だけは増えるという構図は、新たな

当面は現実的路線を歩むにしても、長期的には、

付加価値が創造されない中で金融のリターンのみを

構造的な問題は矛盾そのものを是正しなければ解決

追求することに他ならず、それでは次々にバブルが

しない。その意味では、ユーロの存在を持続可能な

発生するのは避けられない。

ものとするには、最終的には、「ヨーロッパ合衆国」

日本銀行は、2010 年から「成長基盤強化を支援す

を目指すしか方向性はないのであろうが、その道は

るための資金供給」を開始し、中央銀行としては異

なお遠く険しい。究極的には、政治と経済が対立構

例とも言える資源再配分政策を導入したが、これを

造にある中、どちらの力が強いか（あるいは協調で

呼び水とした民間の資金供給の変化はまだ大きなう

きるか）がユーロ圏の将来を決すると言っても過言

ねりとはなっていない。日本人は外生的なショック

ではあるまい。

※ 13 Eurostat では、今回の危機を受け、2012 年 2 月 6 日に四半期ベースでの財政状況の統計を初めて公表した。 2011 年第 2 四半期から第 3 四半期にかけて、スペインやイタ
リアでは公的債務残高の対 GDP 比が横ばい・微減で推移しているが、ギリシャとポルトガルでは各 4.4%、3.6% 増加している。
※ 14 産業革命以前は労働力人口の差が国の経済力の差に直結していたのに対し、産業革命後は資本の蓄積が重要となったが、技術の平準化が進むにつれて、資本ストックの優
位性が低下しているとする分析もある。足下では、人口動態の観点から、労働力という量の問題が議論の中心となっているきらいがあるが、前稿でも述べたように、労働市場の
構造調整という観点からは労働力の質の重要性が一層増していると感じている。
※ 15 かつて人為的な経済圏が崩壊した例としてはソ連が挙げられる。しかし、1991 年にソ連が崩壊した際、ソ連の中央銀行であった国立銀行（The State Bank of the USSR）の
。ソ連という国家が帝政ロシアという土台を持っ
資産と負債は、
ロシア共和国の Bank of Russia に承継され、通貨はルーブルのまま存続した
（ただし 1998 年に一度デフォルトした）
ていたのと比較すると、ユーロ圏は共通の基盤が脆弱かもしれない。ヨーロッパがギリシャ文明に起源を持ちながら、そこから綻びが生じるのは歴史の皮肉であろうが、20 世紀の
世界の勢力図を塗り替えるきっかけとなった第一次世界大戦もバルカン半島が震源となったことに鑑みれば、
「ヨーロッパ」のあり方を検討する上で、ギリシャは試金石であるとも言
える。いずれにしろ、今般のような苦難の経験は、人為的な通貨単位である SDR（IMF の特別引出権）を基軸通貨に昇格させようという動きに対し、大きな阻害要因となったの
は間違いない。
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コラム

労働市場の日米欧比較

現在のユーロ圏は、かつてマンデルが提唱した「最

労働力の移動がシュンゲン協定により制度的には担保

適通貨圏」の圏域を超えて拡大し過ぎた。ユーロ圏の

されても、言語や求められる技能の水準という障壁に

問題は一般的には、金融政策は ECB に一元化されなが

より、実際の労働力移動は必ずしも円滑には進まない。

ら、財政政策は各国に帰属するという構造に起因する

言語という観点からは、日本やアメリカはヨーロッ

とされる。しかし、財政移転を伴わなくても、労働市

パよりは単一市場を構成し易い。図 11 は、日米欧の、

場に柔軟性があれば、国境を越えた労働力の調整によ

それぞれを構成する都道府県、州、国の失業率と、各

り、一定に格差が是正される。そのような自動調整機

単位の GDP を、失業率の低い順に並べて、横軸に累

能が内蔵されているのが本来の最適通貨圏であるが、

積 GDP 構成比をトレースしたものである。

図 11 日米欧の失業率の地域的分散
（％）
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（注）日本は 2008 年度、欧米は 2009 年
（資料）Eurostat、米商務省、内閣府「県民経済計算」、総務省統計局

図 11 のデータに基づき、失業率の発生確率を正規

そのハードルは、ギリシャの新卒者がドイツで職を探

分布で求めたものが図 12 である。日本は尖度が高く、

すよりは遙かに低い。ミシガン州の学生がニューヨー

分散が小さいのに対し、欧州は逆になっているのが一

ク州で仕事を見つけるのはその中間といったところで

目瞭然である。欧州ではスペインのような経済規模の

あろうか※ 16。

大きな国の失業率が独仏英等の中核国とかけ離れて高

図 11 や図 12 のデータは、単年度の地域的分散を見た

い水準にあることから分散が大きくなっているのに対

ものであり、時系列分析ではない。よって、特定の年の

し、日米はより滑らかに（連続的に）推移している。

経済情勢や、地域的な産業構造の差、あるいは雇用調整

一般的には、日本の労働市場は粘着性（Stickiness）

助成金のような政策対応による誤差といった無視でき

が強い、と言われる。バブル崩壊後も過剰雇用が続い

ない要因も含んでいることは留意する必要がある（標本

たものの、終身雇用の労働慣行の下で雇用調整がなか

数が違うし、物理的な移動に要する距離も異なる）
。し

なか進まなかったことが日本経済の競争力にマイナス

かし、GDP で加重平均しない単純平均で時系列分析を

の影響を及ぼしたという観点から論じられることが多

行っても、図 13 のとおり、ヨーロッパは地域分散の標

い。しかし、一方で、新卒者に限って言えば、地方に

準偏差が日米より大きい。このことからも、ヨーロッパ

職がなくても東京で就職することは可能かもしれない。

の統合に向けた動きが容易ではないことが示唆される。

※ 16 ただし、アメリカでもこの数年は、住宅価格の下落により物件処分がままならないことから、州を越えた移動者（Movers）の数は減少傾向にある。
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図 12 失業率の発生確率（2009 年）
0.006（発生確率）

図 13 失業率の地域分散の標準偏差
（％）
6

ヨーロッパ
アメリカ
日本

0.005

5

0.004

4

0.003

3

0.002

2

0.001

1

0

ヨーロッパ
アメリカ
日本

0

5

10

15

（失業率）

20
（％）

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

（資料）図 11 に同じ

※本稿において、意見に係る部分は執筆者個人のも
のであり、
住宅金融支援機構のものではありません。
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欧州連合における住宅ローン市場規制案の
検討状況について
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

新村

昌

の分野の提案の中で、消費者保護を重視した住宅
ローン市場統合のための指令策定の提案も盛り込ま

季報住宅金融 2010 年度冬号に「欧州連合の単一市

れ、これに沿って昨年 3 月に指令案が発表されたも

場と住宅ローン市場における取組み」と題して、欧州

のである。今回の報告では指令案提出及びその検討

連合（以下、EU）において住宅ローンの域内市場統

状況ついて報告する（過去の経緯の詳細等について

合と消費者保護に向けた法規制が検討されてきた経緯

は、前述の報告を参照願いたい。）。

と、2011 年 2 月頃に欧州委員会（以下、EC）から指
令案が提出される見込みであることを報告した。
当該指令案（EC 2011 年）は実際には 2011 年 3

❷ EC 指令案の概要

月に欧州議会に提案され、現在、欧州議会で検討さ

EU においては、そのメンバー国共通で規制法等

れ て お り、 現 時 点 で の 欧 州 議 会 に よ る 修 正 案

を策定する必要がある場合、通常、EC が指令案を

（European Parliament 2011 年）が発表されている。

策定し、欧州議会及び欧州連合理事会（閣僚理事会）

EU による住宅ローン市場統合及び消費者保護に
向けた流れは、① 1993 年 EU 開始に始まる EU 市

の承認・修正を経て指令が成立し、これに沿って各
国が法律を定めることとなる。

場統合の方向性、② 2007 年頃からの米国サブプラ

最初に EC から欧州議会に提出された指令案（以

イム問題の影響、③欧州経済危機下における経済活

下、EC 案）のうち、主要な論点等を概観し、EC

性化等のための市場統合再始動にあると考えられ

側の観点や背景等を補足説明する。

る。①について言えば、2001 年以降、EC の了解の

（1）指令案の目的（第 1 条

目的）

もと EU 内の金融業界の自主ルールにより消費者へ

指令案の目的は、消費者向けの住宅ローン等並び

の説明情報の標準化の試みが開始され、住宅ローン

に金融機関及び住宅ローン仲介機関（ブローカー）

市場統合及び消費者保護への具体的動きが始まっ

の規制監督等に係る法律をメンバー国が制定する際

た。その後、EC 側が自主ルールの普及度合いをモ

の枠組みを設定することにあるとされている。

ニタリングしていたところ、②の米国サブプライム

より具体的なねらいは、EC 案の解説箇所によれば、①

問題が発生し、これに鑑みて消費者保護のウェイト

EU 域内の市場統合、②消費者保護、③金融市場の安定と

を増加させつつ議論が進んで来た。そして、③に関

されており、これまでの経緯に沿ったものとなっている。

して、2010 年 10 月には EC の「単一市場議定書に
向けて」との文書により、経済活性化に向けた多数
138
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（2）対象住宅ローン（第 2 条

範囲、第 3 条

定義）

規制の対象となる住宅ローンは、担保が住宅であ

Profile

新村 昌（にいむら まさし） 住宅金融支援機構 住宅総合調査室 主任研究員

1989 年上智大学経済学部卒、住宅金融公庫入庫
（財）建設経済研究所米国事務所出向、証券業務部証券化支援企画課、財務企画部市場資金室、首都圏支店横浜センター、
業務企画部 MBS 企画グループ等を経て、2010 年 7 月より現職

る融資等、利用目的が住宅取得である融資等、ある

商品の費用込みの利率を比較するための指標であ

いは、利用目的が住宅改良である融資等となってい

る。年率換算費用については先述の 2001 年開始の

るが、
各国の裁量で、商業用不動産を対象としたロー

業界自主ルールに基づく情報提供にすでに盛り込ま

ンも対象とすることができる。

れていた内容をもとに発展させたものである。

これは、住宅供給企業等への融資が、一部の国で
住宅市場の過熱の部分的原因となったと考えられて
。

（3）対象機関（第 1 条

契約締

結前の情報提供）
EC 案における情報提供に係る規制の区分は、①

※1

いるためとみられる

（6）商品情報の提供（第 7 条から第 9 条

目的、第 3 条

定義）

規制の対象となる機関は、ノンバンクを含む金融機関、
非金融機関及び住宅ローンの仲介機関である。非金融機
関の例は住宅供給企業が考えられる（以下、上記の金融

広告等、②パンフレット等による説明、③確定した
条件提示等、④契約締結というように、住宅ローン
の販売の流れに沿ったものとなっている。
個別の顧客情報取得後（上記②または③の段階）

機関及び非金融機関を併せて金融機関等と呼称する。
）
。

から確定した条件提示時（③の金融機関等を拘束す

（4）金融機関等の役職員の行動・能力等（第 5 条

る条件提示）までの段階では、標準的情報提供フォー

行動規範、第 6 条

最低限の必要能力）

マット（European Standardised Information Sheet

金融機関等や仲介機関の役職員の行動規範等とし

（ESIS））を使用することとされ、契約締結前にお

て、消費者の最良の利益のために行動すべき点と、

いて必要な情報が網羅的に消費者に伝達されるよう

一定の経験・資格等が求められている。また、報酬

に配慮されている（文末参考資料参照）。

体系等について消費者の最良の利益の実現を害さな

であることから、確定した条件提示から契約締結ま

いことが求められている。
これは、リスクの高い商品の販売が高報酬につな
がるような報酬体系等を抑制する目的と考えられる。
（5）住宅ローンの年率換算費用（第 12 条

住宅ローンが長期間の借入れに関わる重要な契約

年率

換算費用）
年率換算費用は、利息や関連費用を合わせて利率
換算したもので、各金融機関の提示する住宅ローン

での間に、消費者が契約内容の熟慮、他機関・他商
品の条件と比較出来るように十分な時間が確保され
るべき点が規定されている。
また、変動金利ローンについては、ESIS の中の
返済額表において、1％以上の金利変動による返済
額への影響も示すこととされている。

※1 例えば、金融安定理事会（FSB）
は、
スペインに関してデベロッパー向け融資につきガイドラインにより適切に指導することを提案している（FSB 2011 年）
。
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（7）信用力審査（第 14 条

信用力審査）

の報酬の開示等が想定される。）。

ここでの信用力審査は、担保等も含めた総合的審

これは、消費者が、提供される助言の性質を理解

査ではなく、返済能力を中心としたものであるが、

しサービスを受けるかどうか判断できるようにする

結果が不適であった場合、金融機関は融資をしない

ためのものと考えられる。

こととされている。

また、助言に当たっては、最も適切な商品を推奨

これは、EC のスタンスが、貸倒れの際、担保処
分で金融機関等が回収できればよいということでは
なく、消費者が家を失うことが問題であると考えて

するため、市場で提供されている十分多くの商品を
検討することとされている。
（10）仲介機関に関する事項（第 10 条

仲介機関

からの情報提供の基準）

返済能力を重視しているためと考えられる。
また、審査結果が不適だった場合の消費者への理

手数料を得て金融機関等のために住宅ローンの融

由の通知や、コンピューターを使った自動審査の場

資契約を行う仲介機関（モーゲージブローカー）に

合の結果の取扱い等について規定されている。

関しては、以下のような項目等も開示することが求

（8）期限前償還の取扱い（第 18 条

期限前償還）

められている。

EC 案において各国は、消費者による期限前償還

・特定の金融機関等の専属か、独立か。

の実行を可能とする条件を設定できることや、期限

・委託元の金融機関等との間の資本関係

前償還の際の公正で合理的な費用※ 2 の徴収を可能

・独立の場合、金融機関等からブローカーへの手
数料（コミッション）の有無

とする規定を定めることができるとされている。

等

この背景としては、欧州では国によっては固定金

このような項目の開示は、仲介機関から受けるサービ

利期間のある住宅ローンの任意の期限前償還が制限

スの性質を消費者が判断するためのものと考えられる。

されている場合があるためである。その一例として、
ドイツの場合、特別な理由がない限り、固定金利期
間終了後または 10 年経過後にしか期限前償還できな
い。特別な理由とは物件を売却する場合等である※ 3。
（9）住宅ローンに関する助言業務（第 17 条

助

言の基準）

❸ EC 指令案提出後の動き
EC が昨年 3 月に指令案を発表した後、同 5 月に
欧州議会の担当委員会（Committee on Economic
and Monetary Affairs、経済金融問題を担当する委

助言業務は、本来の融資業務と区別して位置づけ

員会）に審議が附託されている。その後昨年 7 月に

られており、
商品の推奨等を行うものとされている。

EC 案に対する欧州議会の一次修正案（以下、修正案）

この助言をサービスとして販売する場合、担当者

が担当委員会から報告され、その後担当委員会を中

の報酬は消費者にとって透明なものとすることが求
められている（具体的に規定されていないが、職員

心に検討がなされている。
なお、修正案は、欧州中央銀行（ECB）及び欧

※2 期限前償還に伴う費用とは、例えば、金融機関が固定金利で資金調達した場合で、低金利環境下に住宅ローンが期限前償還された場合に、当該償還資金を再投資しても予定より
収益が下回ることによる費用などを指すものと考えられる。
、
490（2）による（独金融庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht（BaFin）
）のホームページより。
（http://www.bafin.de/cln_110/
※ 3 独民法のSection 489（1）
）
nn_720620/EN/Home/homepage__node.html?__nnn=true）
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州経済社会評議会（The European Economic and
※4

Social Committee（EESC） 、EU の諮問機関）へ

（1）消費者への情報提供等（第 9 条関係）
①

確定的条件提示から契約締結までの日数
金融機関等からの確定した条件提示から契約締結

の意見照会の結果も踏まえている。
この間、EC 案及び修正案に対して、業界団体で

まで確保すべき期間は、EC 案では十分な時間をと

ある European Mortgage Federation（EMF、欧州

ることとされていただけだが、修正案では 14 営業

の住宅金融業界団体）と European Banking Federation

日以上の期間を設定することとされている。

（EBF、欧州の銀行の業界団体）及び Bureau Européen

これは、EU のメンバー国の中にはすでに同様な

des Unions de Consommateurs（BEUC、欧州の消

期間が設定されている国もあることから、これらに

費者団体の連合会）が意見表明しており※ 5、次のセ

合わせて高い消費者保護を求めたものとみられる。

クションでは、欧州議会の修正案や関係団体等の意

②

見にみられる論点をみていくこととする。

変動金利ローンにおける金利変動（第 9 条関係）
顧 客 の 個 別 情 報 取 得 後 に 情 報 提 供 に 使 用する

ESIS で提供される情報に返済額表があり、EC 案

❹ EC 案に対する主な論点

では先述のように変動金利ローン（金利上限なし）
の場合 1％以上の金利変動による返済額への影響も

以下では、論点が広範にわたるため、消費者への

示すこととされていたが、修正案では、これに加え

情報提供、審査のあり方、住宅ローンの主要な商品

て、EC が定める例示的な最高返済額を表示するこ

性等、一般的に日本にも通じる項目に絞ることとし

とと修正されており、EC に委ねる形となっている。

た。従って、各業界団体や消費者団体の意見は広範

この背景として考えられるのが、ECB が EC 案へ

にわたっているが、本報告で紹介している論点は限

の意見として、住宅ローンの償還が極めて長いこと

定されたものであることをご承知おき願いたい。

を考慮し、金利変動の影響を 2％以上とすることを

修正案は序文で、G20 において、不適切な住宅ロー

提案していたこと（ECB 2011 年）が考えられる。

ンのあり方とこれに関連した金融商品が金融危機の

また、先述の EESC からの意見の中には、主たる住

要因と認識されていること、及び G20 が住宅ロー

居のための融資には金利上限（Cap）をつけるべきで

ンの審査の改善のため金融安定理事会（FSB）に検

はないかとの意見も含まれていた（EESC 2011 年）
。

討 を 委 嘱 し、FSB が 様 々 な 改 善 点 を 提 案 し て い
※6

る

点について指摘を追加している。

これは、住宅ローンの審査等の改善は、金融危機

消費者団体の BEUC からは、変動金利ローンには
金利上限を付けるべきではないかとの意見と変動金
利ローンの審査には契約上生じうる最も高い金利を

の教訓から、また、規制制度改善の国際的協調の観

適用すべきとの意見が出されていた
（BEUC 2011 年）
。

点からも推し進めるべきとの考えの表明と思われる。

なお、このように変動金利ローンにおける返済額

※4 EU の機関の1 つで、欧州議会、欧州連合理事会やEC の諮問機関。各国から選ばれた雇用者代表、
被雇用者代表、
その他分野の代表から構成。
紙数の関係等で、
従来から住宅ローンの市場統合や消費者保護の議論に関係してきた機関が表明した意見を適宜参照している。
※5 当該団体以外にも意見表明等があったと思われるが、
※6 金 融 市 場の規 制 改 善を含む2008 年11 月のG20 の宣 言から始まったFSB における検 討の結 果、住 宅ローンについては、昨 年3 月の“Thematic Review on Mortgage
Underwriting and Origination Practices, Peer Review Report”
では健全な審査の枠組みの必要性が掲げられ、
その後昨年10 月には“Consultation Paper, FSB Principles
for Sound Residential Mortgage Underwriting Practices”
により国際的な審査の基本方針が提案されている。
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変動に関心が高い背景として、欧州では変動金利及
び当初固定金利が中心となっている国も多い点があ
る。これらが新規貸出に占める割合は、例えば、ド
イツでは 100％、イギリスでは 99.7％、スペインでは

②

審査結果が不適だった場合の理由の通知
EC 案と修正案では、審査結果が不適だった場合

は理由を消費者に通知することとなっている。
この点については、業界団体からは、融資申請を却

99.4％とのデータがある※ 7（EMF 2011 年 11 月）
。

下され、その理由を聞いた消費者の一部が、次に情報

③

を変えて不正に申請をする行為を助長するおそれがあ

ESIS の内容全般（第 9 条関係）

ESIS の内容について BEUC からは、各国におい

る等としている（EBF 2011 年 5 月、
EMF2011 年 5 月）
。

てすでに適切な情報提供フォーマットが存在する場

実際に却下理由の通知は審査項目の開示に近いこ

合、ESIS の適用を強制すべきではないとの意見が

とや、民間金融機関であればポートフォリオの偏り

出ている（BEUC 2011 年）。

の調整が融資判断に影響を与えることがないとは言

この背景には、今回の住宅ローンの規制に先行し
て、消費者保護の趣旨等から消費者ローンを規制する

えないこともあり、難しい問題と思われる。
（3）期限前償還（第 18 条関係）

指令 （以下、消費者信用指令）が 2008 年に施行さ

EC 案では枠組みのみ規定していたが、修正案で

れて各国の法律に反映されつつあり、一部の国ではこ

は消費者が期限前償還を実行できる条件やその際に

の指令が住宅ローンに拡張適用されているという実

金融機関等が徴収できる手数料等について、概略以

態がある。消費者信用指令に基づく情報提供フォー

下のとおりに規定している。

※8

マットがすでに普及しつつあるにも関わらず、新たに

・金融機関がコーラブル債等により調達している

ESIS を導入することでかえって現在の消費者保護の

場合、消費者は市場において決まる額により償

水準が落ちることを懸念しているものとみられる。

還する。

（2）信用力審査（第 14 条関係）
①

返済能力による融資判断

・金融機関の調達手段に固定金利期間があり長期
資金で調達されている場合、①固定金利期間経

業界側の意見は、融資決定は返済能力のみで決まる

過後は手数料なしで、②固定金利期間中は転居

ものではなく、借入目的、担保の質、融資率等、様々

等やむを得ない場合に必要なコストを支払っ

なもので決まるという点と、将来にわたる返済能力を

て、期限前償還できる。

見極めることは難しく、その回収のために担保がある

・それ以外については、消費者は、通知から一定

（EMF 2011 年 5 月）
、担保の重要性を軽視すべきでな

期間（3 ヶ月以内で設定）の間に期限前償還が

い（EBF 2011 年 9 月）といった意見が出されている。

可能。その場合の消費者が支払う手数料は残債

一方で、EC のスタンスは返済できず、家を失う

の 1％以下とする。

こと自体を問題としていると考えられるので、ビジ

これらの規定は先述のドイツにおける期限前償還

ネスと消費者保護行政の立場の違いから平行線と

の規制に通じるところがあり、これを意識もしくは

なっているとみられる。

配慮したものではないかと思われる。

※7 2011 年第 2 四半期のデータ。なお、ドイツについては、当初固定金利期間が 10 年超のものが全体の 30％となっている。
※8 Directive 2008/48/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council directive 87/102/EEC
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すでに EC 案に対する意見において、業界団体か

（5）指令案全体にわたる業界の反応

らは、期限前償還による損失等の費用を金融機関等

業界団体が、EC 案及び修正案の随所に共通して

が受け取る権利を確保することを各国に義務付ける

懸念している点がいくつかあるが、そのうち 3 点ほ

べきとの意見であった（EMF2011 年 5 月）。その点、

どを挙げる。

修正案は固定金利及びコーラブルの調達以外の場合

1 点目は、制度の詳細であるが実務に大きな影響

について金融機関等が受け取れる費用に上限設定さ

を与える項目について指令施行後、EC によって修

れた点が問題視されている（EBF2011 年 9 月）。

正可能となっている箇所が EC 案及び修正案にある。

（4）欧州議会による新規追加項目
①

例えば、ESIS の内容・形式がその例である。ESIS

住宅ローン等の情報の追跡可能性（追加条文第

の内容や形式の頻繁な変更で、書式やシステムの修

18h 条、第 18 i 条、第 18 j 条）

正に追われること等を金融機関等が懸念しているも

修正案では、
新たな制度案として、個別の住宅ロー

のである（EBF 2011 年 5 月、EMF 2011 年 5 月）
。

ンに認識情報を与え、当該住宅ローンを担保とした

2 点目は、先述のように、消費者信用指令が一部

金融商品の情報もこれにリンクして登録させ、両者

の国で住宅ローンに拡張適用されている実態から、

の関係を追跡可能

※9

とする制度を提案している。

今回の EC 案の内容を極力消費者信用指令に合わせ

業界団体の意見は、この制度が全く新しい制度で

ることが要望されている点である
（EBF2011 年 5 月）
。

あり、影響度調査を行ってから導入を検討すべきと

3 点目は、指令により最低限の内容のみ規定され、
これに基づき各国が追加的に規制を拡充できること

している（EBF 2011 年 9 月）。
② 融資率ごとの基準の設定（追加条文

第－ 19

条、第－ 19a 条）

により、国により異なる不公平な規制となることが
懸念される箇所である。例えば、EC 案及び修正案

EC 案には住宅ローンを規制する数値的基準は基

では契約締結前の一般的情報（パンフレット等）の

本的になかったが、修正案では各国ごとに、少なく

内容について最低基準のみ定めている点が問題視さ

とも融資率（LTV）
、返済負担率（DTI）等の基準

れている（EBF 2011 年 5 月、EMF 2011 年 5 月）。

を定めることとされている。また、特別なリスクが
ある商品（外貨建てローン、ノンリコースローン、
重要な金利変動が生じうるローン等）を定め、消費
者への警告や金融機関等におけるリスク対応措置を
定めることとしている。

❺ 今後の動き
今後の想定されるスケジュールは、欧州議会によ
れば今年 3 月上旬には議会全体で最初の討議が行わ

業界団体は、修正案は EC 案から大きく変わって

れる見通しである。その後は欧州議会が可決した修

おり、やはり、影響度調査等を行ってから検討すべ

正案を欧州連合理事会（閣僚理事会）が検討するこ

きとの意見となっている（EBF 2011 年 9 月）。

ととなり、ここで修正なく可決されれば指令として
成立することとなる。しかし、欧州連合理事会が修

※9 観点は異なるが日本でも、
サブプライムローン問題では証券化により原資産のリスクが分散したとして、金融庁が2008 年に追跡可能性確保のため金融商品取引業者等向けの総合
的な監督指針の拡充を図っている。
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正を行えば欧州議会に戻され再度討議されることと

されている（追加条文

第 4a 条）。その中心テーマ

なる点や、検討が各機関で数ヶ月かけて行われてい

の 1 つは責任ある借入れである。そのためには、適

るようであり、指令として成立するのは今から半年

切な情報提供とその十分な理解、そしてそれを実現

以上先ではないかと考えられる。さらに指令成立

するための啓蒙活動が重要になってくる。

後、各国は一定の期限内にこれに基づき法律を制定

また、金融リテラシーのテーマの 1 つとして重要な

する必要があるが、EC 案では当該期限は 2 年とさ

のが、変動金利ローン等の場合の金利変動リスクであ

れている。

る。EC 案や修正案でもテーマの 1 つとなっている。
現在は低金利環境にあり金利上昇リスクは忘れら
れがちである。しかし、高金利時より低金利時の今

❻ 最後に

のほうが将来にわたる金利上昇の余地はむしろ大き

2001 年に始まる自主ルールや今回の EC 案や修

いとも考えられる。現在の低金利環境で借り始めた

正案にみられる消費者保護の中心にあるのは、消費

消費者は将来にわたる返済期間中の金利上昇の余地

者への適切な情報提供である。それは、住宅ローン

は大きいため、留意すべき点と考えられる。

商品そのもの以外に、それに伴う助言や仲介業に関

最後に、現在、欧州は経済・金融危機に直面して

わるものも加わる。住宅ローン自体だけでも項目数

おり、1 月中旬にも主要格付会社の 1 社がユーロ圏

も多く消化することは容易ではない。また、利息及

9 カ国の格付けを一斉に引き下げたところであり厳

び費用の利率換算なども、なじみのない消費者に

しい状況が続いている。返済能力の審査の厳格化や

とっては難しい概念である。そこで、重要になって

融資率の基準の導入等は必要なことかもしれない

くるのが、金融リテラシーである。

が、このタイミングで行えばさらなる融資態度の引

実は修正案では、各国は消費者の金融教育をサ

締め等による経済への悪影響も懸念される。そのた

ポートするための措置を行うことという規定が追加

め、円滑に規制を導入するために、国によっては一

（参考資料）欧州標準情報シート（European Standardised Information Sheet, ESIS）
の概要
（2011 年 3 月の EC 案からローンの特徴に係る主な項目を抜粋。
）
内
主な商品性
年率換算費用
返済額等
その他の義務等
繰上償還の条件等
クーリングオフ

・返済頻度
（毎月等）
、総返済回数、毎回の返済額、返済予定表
・変動金利ローンの場合：返済額が変動する棟の警告、金利が 1％以上変動した場合の返済額の変化の例示

等

その他の義務や費用負担（例：抵当物件への火災保険の付保、生命保険への加入、税金、登記費用）
繰上償還の実行を可能とする条件、実行に係る手数料等
クーリングオフ（Right of withdrawal）の実行可能期間
変動金利等

金利の変動により返済額が変動する点

外貨ローン

自国通貨建ての返済額が変動する点

I O ローン

等
等

期間中は金利のみ支払い、最後にまとめて元本償還するローンなので償還原資を用意しておく必要。

その他費用

返済額以外に払う費用がある場合その負担（例：登記費用）

債務不履行

差し押さえで住宅を失う可能性

内部紛争処理制度、外部紛争処理機関

出典：EC 2011 年
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等

・年率換算費用：金利及びその他費用を年率換算したもの。
・年率換算費用の算定に含まれる費用（例：火災保険料や生命保険料）

警告（主なもの）

紛争処理機関

容

・融資額、通貨、金利タイプ（変動・固定、変動ルール等）
、償還期間、総返済額、融資率上限
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定の住宅市場対策等※ 10 を併用する等の慎重さも必
要になってくるかもしれない。

※本稿において、意見に係る部分は執筆者個人のも
のであり、住宅金融支援機構のものではない。

参考文献 1
The European Central Bank. (2011, July). Opinion of the European Central Bank of 5 July 2011 on a
proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to
residential property. ※
The European Commission. (2011, March). Proposal for a directive of the European Parliament and of the
Council on credit agreements relating to residential property. ※
The European Economic and Social Committee. (2011, July). Opinion of the European Economic and Social
Committee on the‘Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on credit
agreements relating to residential property’
.※
The European Parliament, Committee on Economic and Monetary Affairs. (2011, July). Draft report on the
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements relating to
residential property. ※
※上記参考文献 1 の各文献については、欧州連合出版局（the Publication office of the European Union）によりEur-Lex ウェブサイトにおいて発行された原版（原語は英語）を
翻訳して利用している（Ⓒ European Union、http://eur-lex.europa.eu/）
。日本語への翻訳の責任は全てにおいて執筆者にある。また、EU の法令情報に関しては、紙媒体の
The Official Journal of the European Union に印刷されたものだけが正当なものとみなされる。

参考文献 2
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC). (2011, September). Credit agreements relating to
residential property, Proposal for a directive, BEUC position. Brussels: BEUC.
The European Banking Federation (EBF). (2011, May). Preliminary EBF position on the Proposal for a
Directive on credit agreements relating to residential property. Brussels: EBF.
EBF. (2011, September). European Banking Federation preliminary observations on the ECON draft Report
on the European Commission's Proposal for a Directive on credit agreements relating to residential
property. Brussels: EBF.
The European Mortgage Federation (EMF). (2011, May). EMF position paper on the Commission's Proposal
for a directive on credit agreements relating to residential property. Brussels: EMF.
EMF. (2011, November). EMF Quarterly Review - Q2 2011. Brussels: EMF.
The Financial Stability Board. (2011, January). Peer Review of Spain, Review Report.
Basel: FSB.
※10 今回のEU の住宅規制案とは直接関係ないが、
イギリスでは金融機関による融資率8 割超の融資が減少し続けており、
住宅着工低迷の原因の1 つとされている。
この対応として、政
府と住宅建築業者が拠出する基金により一定の条件を満たす住宅に対して金融機関が融資率8 割超の融資を行う施策が今年3 月開始を目指して検討されている（コミュニティ・
）
。
地方政府省（The Department for Communities and Local Government、http://www.communities.gov.uk/news/corporate/2034215）
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Report
新築住宅一戸当たりの耐久消費財購入額は175万円
―各種政策の効果を集約可能な基盤としての住宅資産―
住宅金融支援機構

住宅総合調査室

❶ はじめに

総括調査役

峰村

英二

査※ 1 との比較等を通じて、住宅取得に伴う消費効
果に関して考察する。

住宅の取得、流通を促進する動きの背景には、住
宅ストックの耐久性が高まるとともに多様化が進
み、ライフスタイルの変化に応じた住宅資産の選択
や住み替えが可能となる素地が整ってきたことがあ

❷ 耐久消費財の購入状況
（1） 耐久消費財の 1 世帯当たりの平均購入額

る。また、さらには、住宅取得は新たな消費の拡大

まず、「住宅取得に係る消費実態調査」から住宅

をもたらすため、住宅の取得、流通のための環境が

種類別・品目区分別に、住宅取得をきっかけとして

整うことで、民間消費の拡大を通じた内需の下支え

購入した耐久消費財の平均的な購入状況をみると、

効果についても期待できる。

住宅建築・新規取得後、概ね 1 年以内に購入した（及

住宅金融支援機構では、これらの観点を踏まえつ

び購入予定の）耐久消費財の 1 世帯当たりの平均的

つ、住宅需要の間接的な消費への波及効果を把握す

な金額は、一戸建て（新築）で 175.1 万円、建売住

るとともに、住宅取得による家計の変化を明らかに

宅で 117.4 万円、新築分譲マンションで 118.4 万円、

することを目的として、この度、
「住宅取得に係る

中古住宅で 84.5 万円となった。また、4 つの住宅

消費実態調査」を実施した。

種類を合わせた総合でみると、128.5 万円である

この調査では、調査時点を平成 23 年 11 月下旬と

（図 1）。

し、平成 22 年 11 月から平成 23 年 4 月までに住宅

このうち、一戸建て新築では、乗用車（新車、中

を取得した世帯（住宅取得時期から現時点までに半

古車）などの乗物類や太陽光発電システムや照明器

年以上 1 年以内の期間が経過した世帯）のうち、
「一

具などの設備器具の購入額が高くなっており、また、

戸建て新築世帯」
：560 件、
「建売住宅取得世帯」：

新築分譲マンションでは家具類への支出も多いこと

305 件、
「新規分譲マンション購入世帯」
：253 件、
「中

が示された。

古住宅（戸建て・分譲含む）」：457 件の計 1,575 件

それでは、以下で、今回調査で明らかとなった購

をインターネット調査により抽出し、調査対象とし

入品目の特徴について、4 つの住宅種別を合わせた

ている。

総合的な計数を中心にして、前回の調査結果と比較

本稿では、当該調査の結果を踏まえつつ、前回調

しつつ紹介する。

※ 1 今回に類する消費実態調査としては、過去、平成 5、6、8、10 及び 15 年度に「公庫融資利用者に係る消費実態調査」が実施されており、今般の調査は、広く住宅取得者
。
を調査対象としつつ、調査の枠組みを継承し 8 年ぶりに行ったものである（本論で比較する前回の調査は平成 15 年度調査である）
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図1

種別別・品目区分別

（万円）
180

耐久消費財購入状況（万円）
■交通（乗用車、オートバイ・スクーター等）

175.1

■照明・設備機具類（太陽光発電システム、温水洗浄便座等）
■家具類（食堂セット、応接セット等）
■その他（門・へい、絵画・美術品等）
■教養・娯楽品類・通信機器等（テレビ、パソコン等）
■家事用器具類（冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機等）
■冷暖房器具類（ルームエアコン、FF式温風ヒーター等）

150

50.1

128.5

120

43.4

117.4

118.4

46.1

46.2

38.4

90

84.5

19.5

23.4
3.9

31.9

15.6

60
21.0

31.0

23.0

7.6

18.0
10.3
30

1.2

4.8

17.6
14.6

13.1

13.2

14.5
3.5
12.8

11.8

0

13.7

11.2

14.4
8.4

7.8

8.8

8.5

8.5

5.8

総合

一戸建て（新築）

建売住宅

新築分譲マンション

中古住宅

（資料）住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査（平成 23 年度）」
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図2

テレビ新規購入世帯比率（％）

（％）
55

図3

51.9

テレビ購入世帯当たり平均購入額（万円）

（万円）
18
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50

14

45
39.3

40
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35
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30

8

25

前回調査

乗用車（新車）新規購入世帯比率（％）

（％）
14.5
14.0

14.2
13.9

11.0

6

今回調査

（資料）住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査（平成 23 年度）」

図4

17.0

前回調査

今回調査

（資料）住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査（平成 23 年度）
」

図5

乗用車（新車）購入世帯当たり平均購入額（万円）

（万円）
250

241.8

240
230
220

13.5

215.8

210
200

13.0

190
12.5

前回調査

今回調査

（資料）住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査（平成 23 年度）
」

（2） 2 世帯に 1 世帯で、新たにテレビを購入

180

前回調査

今回調査

（資料）住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査（平成 23 年度）
」

ビの平均購入額は 11.0 万円と、前回調査の 17.0 万

今回の調査では、とくに、テレビ新規購入世帯比

円から 6 万円程度低下している。この結果は、昨今

率の伸びが目立っている。テレビの新規購入世帯比

低下傾向にあるテレビ価格の実態を反映しているも

率：51.9％となっており、省エネルギー性能の高い

のと考えられる（図 3）。

家電に対する「家電エコ・ポイント制度（地球温暖
化対策や経済の活性化及び地上デジタル対応テレビ

（3） 乗用車（新車）の平均購入額が上昇

の普及を図るために導入された、様々な商品・サー

また、乗用車（新車）については、新規購入世帯

※2
ビスと交換可能な家電エコポイント取得制度）
」
導

比率が 14.2％と、ほぼ前回調査（13.9％）と同じ水

入の効果や地上デジタル放送移行に伴うテレビの買

準となった。ただし、新車購入世帯当たり平均購入

換え需要などの影響があるものと想定される
（図 2）
。

額は前回調査と比較して 30 万円ほど上昇し、平均

一方、液晶パネル薄型テレビが主流となったテレ

で 240 万円程度となっている（図 4、図 5）。

※ 2 「家電エコ・ポイント制度」は平成 21 年 5 月に始まり、条件を見直しながら、対象製品購入期限が平成 23 年 3 月 31 日まで延長された。
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図6

太陽光発電システムの新規購入世帯比率（％）

（％）
20
17.5
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8.5
6.6
5
2.4

2.0

0

総合

一戸建て
（新築）

建売住宅

新築分譲マンション

中古住宅

（資料）住宅金融支援機構「住宅取得に係る消費実態調査（平成 23 年度）
」

この背景には、「グリーン税制・エコカー減税（石

帯比率は、「太陽熱温水器・太陽光発電システム」

油資源の節約や地球温暖化抑制など、環境に配慮し

として 1.3％）。とりわけ、4 つの住宅種類の中では、

た低燃費で低排出ガスの自動車を普及させるため、

一戸建て（新築）の新規購入世帯比率が 17.5％と最

燃費基準と排出ガス基準を満たす車両に対し税金を

も高くなっている（図 6）。

優遇する制度）
」※ 3 の効果浸透などもあり、ハイブ

また、今回の調査結果によれば、太陽光発電シス

リッドカー、ミニバン、セダン等の内、減税対象車

テムの購入世帯あたりの平均購入額は、総合でみて

種が好まれ、自動車の購入単価が上昇したことなど

177.31 万円、一戸建て（新築）では 180.73 万円となっ

が考えられるかもしれない。

ており、概ね 180 万円となっている。
この様な太陽光発電システムの購入状況の背景に

（4） 太陽光発電システムの購入世帯比率が上昇

は、「住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業（太

さらに、今回調査では、前回調査と比較して、太

陽光発電導入量の拡大のために、国が一般住宅への

陽光発電システムの購入世帯比率も上昇している

太陽光発電システム設置を支援する事業）」の補助

（新規購入世帯比率：8.5％、前回調査の新規購入世

金による支援効果もあるものと考えられる※ 4。

※ 3 「グリーン税制・エコカー減税」に関しては、例えば、自動車取得税の減税措置（適用基準によって 50％乃至 75％減税、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などでは全
額免除）が、平成 21 年 4 月から平成 24 年 3 月末までの登録車で適用される。
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❸ 住宅の取得がもらたす政策面における影響
住宅の取得がもらたす政策的な議論に関しては、

システムを設置してエネルギー消費を最適に制御す
るスマートハウスへ向かう可能性を秘めている。
住宅の取得に付随して、今後このようなスマートハ

住宅投資の経済波及効果や雇用効果などが論じられ

ウスに電気自動車を備えた、耐久性の高い住宅が普

ることが多い※ 5 が、今回の耐久財消費に関する調

及することも十分に想定されるのではないだろうか。

査結果から、住宅の新規取得が消費拡大についても
寄与することが改めて明らかとなった。
なお、今回の調査結果で示された特徴点の一つは、

❹ おわりに

国が行う政策手段や政策的な支援策が幾重にも複合

本論では、最近取りまとめた「住宅取得に係る消

的に集約され、住宅取得に付随して発生する消費効果

費実態調査」の結果を踏まえ、前回調査結果と比較

の中に包含されている可能性が示されたことである。

した特徴点を紹介しつつ、政策的な含意について言

具体的には、既にみたとおり、現行までの主要な

及した。

施策である「家電エコポイント制度」、「グリーン税

その結果、住宅取得に際しては、一定に耐久消費

制・エコカー減税」、「住宅用太陽光発電導入支援復

財の購入が行われることが明らかとなったが、今回

興対策事業」※ 6 などは、住宅取得時における耐久消

の調査では、住宅種類によって差異はあるものの、

費財の購入を通じて政策的効果を発揮し、住宅を基

省エネルギーや CO2 排出量の削減、太陽光発電導

点として、内需拡大や雇用増加の他、石油資源の節

入などに関する政策的な支援策に依拠した耐久消費

約、CO2 排出量の削減、省エネルギーなどの政策の

財の購入が一定に行われていることが示された。

効力を高めていることも考えられる。
さらに、太陽光発電システム自体が、太陽電池モ
ジュールの他、
架台、
パワーコンディショナ
（インバー

なお、この様な消費拡大効果は、新築住宅のみな
らず、中古住宅を取得した世帯においてもある程度
見込まれることは重要であると考えられる。

タ・保護装置）
、付属機器（接続箱、直・交流側開

中古住宅においても、住宅の取得時に、平均で

閉器、配線器具など）の集合体であることを考慮す

85 万円程度の耐久消費財が購入されており、適切

ると、太陽光発電システムを搭載した住宅は、単に

な政策的誘導によって、新築住宅と同様に省エネル

建築物のみならず、いくつかの先端的な産業部門が

ギーに有効な財の購入や設置が進み、耐久性のみな

関与する生産物としての側面も有するものと考えら

らず、エネルギー効率のよい住宅ストックに生まれ

れ、さらには、将来的には、既に各方面で論じられ

変わることが期待できる。

ている様に、住宅に省エネ家電、蓄電池、IT 制御

さらに、この様な住宅ストックが増えれば、住宅

※ 4 当該対策事業では、対象となる太陽光発電モジュールの公称最大出力（日本工業規格または国際規格で規定）について 10kW 未満、太陽光発電システムの価格に関して 60
万円 /kW 以下などの要件がある。これらの要件を踏まえると、一戸建て（新築）では、180 万円程度の平均購入額からみると、平均的にみて 3kW 水準の出力を備えた太陽光
発電システム（180 万円＝ 60 万円/kW × 3kW）の設置となっていることが想定される。詳しくは、一般社団法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター「補助金の
対象となる太陽光発電システムについて」http://www.j-pec.or.jp/subsidy_system/system.php などを参照願いたい。
（季報住宅金融、No.18、2011 年度夏号）で、住宅投資の経済波及効果や雇用効果などについて
※ 5 筆者も、かつて「住宅投資と国民経済 ―直接効果と間接効果の計測―」
言及した。その際、併せて、太陽発電装置設置の経済波及効果を考察し、機器価格を 180 万円とおき、平成 22 年度ベースの新設住宅着工戸数の 2 割程度に設置された場合
のケース分析を行った。その結果、投資額は 3,060 億円となり、生産波及額は 6,430 億円、就業誘発数は 3 万 3,660 人、税収は 579 億円と、それぞれ増加することが推計された。
※ 6 これらの施策は、景気対策としても重要と考えられる。
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の資産価値を維持することに止まらず、住宅に居住

れ、住宅の質を高める意識がそのまま生活の質向上

する世帯においてもランニングコストの抑制につな

につながる社会が到来することを期待したい。

がり、今以上に省エネルギー効率がよい生活環境が
整う可能性があり得る。
今後は、各種政策の効果を集約する基盤としての
住宅資産について今まで以上に多くの視点が注が

※なお、本稿において、意見に係る部分は執筆者個
人のものであり、住宅金融支援機構の見解ではあ
りません。

Housing Finance 2011/ Winter

151

