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特集

　本稿では、筆者がこれまで関与してきた幾つかの取
組みを通して、既存住宅流通市場や空き家問題につい
て再考してみたい。
　筆者が、既存住宅流通市場に関わり始めたのは、今
から20年程前のことである。
　当時は、リバースモーゲージを１つのテーマとして
担当しており、海外の商品・制度の調査や、国内制度
の検討、民間商品開発支援などを行っていた。
　様々なスキームを描くも、最後には、既存住宅流通
市場の活性化の課題に帰着していた。
　その後、「消費者が安心して不動産取引ができる不
動産流通市場の整備」をテーマとした国土交通省が実
施するモデル調査に関わることになった。
　これは、弊社が事務局となり、インスペクションや
瑕疵担保保険、ファイナンスなどを消費者に対してワ
ンストップで提供する事業体を全国から募り、これを
支援するものであった。
　全国に、中小不動産事業者や工務店、住宅瑕疵担保
保険法人、金融機関などが連携した協議会が組成され、
各種サービスをワンストップで提供する取組みが開始
された。この取組みは平成24年を初年度として、3か
年行われた。現時点でもその際の経験を活かし、業界
のトップランナーとして活躍されている方々がいる。
　この事業の成果としては、上記した商品開発に加え
て、次の２つが非常に大きい。
①既存住宅流通市場に係るプレイヤーの業種を超えた
強いネットワークが形成された

②業界だけでなく、地方行政や国に対して、発言力、
影響力を持つ中小不動産業者が育成された
　既存住宅流通市場の活性化のために、業法改正が行
われ、不動産テックを含めた様々な仕組みが準備され
ている。
　一方、既存住宅の取引においては、一つの財の取引
が終えるまで、複数の工程があり、多様なプレイヤー
が関与する。さらに、取引が終了した後のフォローも
重要な工程の一つとなる。
　当然のことだが、それらが淀みなく流れることが消
費者に安心感を与え、取引の円滑性に繋がることは間
違いない。様々な仕組みを活用し、業種を超えた事業
者が一丸となり、行政と連携した上で、既存住宅流通
市場の活性化に足並みを揃えて取組む重要性を改めて
確認したい。
　次に、取組の必要性はわかったが、誰が音頭を取る
のか、の問題に直面する。既存住宅流通市場の活性化
については、民間だけの問題ではなく、行政側の政策
課題でもあるため、嘗ては、国による前記したような
モデル事業や、地方公共団体が音頭を取った取組みが
多く見られた。
　しかし、現在では、各地で活躍する中小不動産事業
者や工務店等が、自らの実践談や描く将来の姿を発信
し、前記したモデル事業で培われたネットワークなど
をもとに自らが行動を行い、行政を牽引している姿も
見られる。
　このように、外から市場を見る目だけでなく、市場
に実際に係るプレイヤーがリーダーシップを取ること
は、説得力があり、業界及び行政、市場への刺激に繋
がる。

はじめに
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　空き家となる要因としては様々あるが、その主な理
由としては、「住替えや所有者の死亡等によって、従
前住宅が未利用・低未利用の状態となり、未利用・低
未利用状態の空き家を、利活用する意思がない・低い
者が所有している状態となる。さらには所有者が特定
できないまま放置されている。」ことである。
　わかりやすい例で言えば、「物件が地方にあり、所
有者が高齢であるが、子供は東京で既に住まいを構え
ている。所有者が他界し相続が発生するも、利活用意
向の低い（無い）子世帯が相続し、物理的な距離の問
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空き家になる要因と対策

トと理屈は同じである。最終回一括返済では、住替え
を行うケースでは、物件の売却による一括返済となる
が、自己資金による返済に加え、80歳までの返済期
間延長、リバースモーゲージへの借り換えなどが準備
されている。
　本商品のケースでは、旭化成ホームズのヘーベルハ
ウスの建築資金、土地購入資金に限られ、出口の部分
では、旭化成不動産レジデンス株式会社が、査定の上
物件売却をサポートし、さらに同社の買取保証がつい
ている。
　これらの仕組みは、多様な住まい方の実現、安心し
た居住継続の実現のために、社会に正しく定着するこ
とが期待されている仕組みである。
　では、この仕組みと既存住宅流通市場や空き家問題
がどのように関わるのかについて考えてみよう。
　既存住宅流通市場については、先に述べたリバース
モーゲージと同様に、仕組みが円滑に機能するには、
市場での流通性が鍵となることにはかわりはない。リ
バースモーゲージや残価設定型住宅ローンでは、一般
的に担保不動産を売却して一括返済をすることが想定
され、消費者もその返済方法を意識して居住すること
から、住まいの質を維持しようとするインセンティブ
が働きやすい。
　残るは、市場でその努力が正しく評価され、円滑な
売却に繋がるかである。その議論と取組みは引き続き
行われるものであり、本稿では空き家問題と関連づけ
て考えてみたい。

　冒頭で、リバースモーゲージに長年関わっているこ
とを述べたが、住宅金融に関するテーマには現在でも
深く関わりがある。
　直近でよく触れるテーマとしては、住宅のリースバ
ックや、残価設定型住宅ローンなどが挙げられる。
　住宅のリースバックとは、所有している資産を第三
者に売却し、その後、第三者とリース契約を締結する
ことで、それまでと同じ資産を利用し続けることを可
能にする取引手法のことであり、既に複数の事業者が

商品を展開している。国土交通省調査によると、事業
者が買取を行った件数が2018年調査で745件、事業
者が仲介を行った件数が175件となっている。2017
年と比較すると取引件数が大きく伸びていることがわ
かる。
　この仕組みを活用すると、所有権を手放すことにな
るが、手元資金を得ることができ、それまで居住して
いた住宅に賃借により住み続けることが可能となる。
残価設定型住宅ローンは、現在確認できるものとして
は、新生銀行と旭化成ホームズが提供する「支払額軽
減住宅ローン「新生パワーセレクト」」がある。これは、
住宅ローンの借入額から、同行が定める一定金額（残
価設定額）を差し引き、残った元本と利息を月々の返
済対象とし、差し引いた一定金額は最終回一括返済と
なる。つまり、自動車ローンで行う残価設定クレジッ

様々な仕組み　　　

リースバックにおける取引件数の推移

出典：国土交通省住宅局調べ（9社にアンケートを実施）
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題もあり、長期間放置される」
　一般的には、親世帯が長期間居住してきた家屋につ
いては、老朽化が進んでおり、所在地によっては市場
の厚みがなく、直ぐに市場で流通させることは困難で
ある。しかし、このシチュエーションでの最大のボト
ルネックは、利活用の意思がない、もしくは低い者が
所有している状況が続くことである。居住者・利用者
が不在で「空いている」状態となることは悪ではなく、
人口・世帯数の減少を踏まえると回避できない状況は
多い。しかし、利活用の意思がない者が長期間所有し
ている状況では、管理も十分に行われないことが想定
されるため、空き家問題の最も深刻なステージに進ん
でしまうことになり、これは回避すべき課題となる。
　これに対して、残価設定型住宅ローンや、リースバ
ックでは、売却も含め明らかに利活用意向のある者に
所有権を引き継ぐことになり（買戻しや自己資金での
返済の場合を除く）、所有者が不明になることを回避
できることになる。
　これらの仕組みは、利用できるエリアも大都市圏に
限定されており、消費者トラブルの回避や、安定した
居住継続の確保などが前提とはなるが、多様な住まい
方の実現にも寄与できるものと考えられ、住宅政策の
視点からも今後注目していきたい。
　また、住宅金融支援機構の住宅融資保険により展開
している【リ・バース６０】も空き家の活用や空き家
の発生予防に資するものとして期待されている。
　60歳以上の方が、【リ・バース６０】を利用して住
宅の取得やリフォームをした場合、自身の死亡後に自
宅を残す必要がなければ、担保物件を売却することに
より返済する方法もある。これにより、住まない家を
子が相続した後、空き家となって放置されることを未
然に防止できる。
　良質な住宅へのストック更新や、良質な住宅の長期
利用、空き家対策、多様な住まい方の実現の点での効
果が期待される。

既存住宅の現状とこれから

25

　住宅取得行動については、世帯分離から結婚・出産
等の世帯形成を経て、高齢期を迎えると言った、ライ

既存住宅流通市場の現状と
これから

フステージの変化に伴う住宅取得行動を「住宅双六」
として表現してきた。このライフステージの変化は、
概ね時間軸に支配されるものであり、そのライフス
テージの変化をたどることが社会的に「一般」とされ
てきた。
　しかし、ライフスタイルの多様化により、同じライ
フステージにあったとしても価値観が異なることによ
り、住まいや住環境に求めるものが異なるようになり、

「住宅双六の多様化」、「住宅双六のあがりの多様化」
と言われるようになった。
　現在では、社会経済環境の背景やライフスタイルの
多様化・価値観の多様化により、それまで「過程」と
されてきたライフステージの段階で、それ以降の進行
を止め、最後の「あがり」とする選択が社会的にも認
知され（例えば、単身やDINKSなど）、それまでライ
フステージごとの世帯数ボリュームを想定して供給さ
れてきた住宅市場に影響を与えている。
　さらには、コロナ禍の影響により、在宅時間が長期
化し、住まいの中で、住まうこと以外の目的を達成（例
えば、仕事）しようとする「住まいの多目的化」が加
速し、二拠点化の動きもみられる。
　多様な住まい方の実現には、相応のコストがかかる
ため、比較的低廉で取得できる既存住宅市場が注目さ
れるところである。ここでは上記の視点を持って既存
住宅市場をみてみたい。
　既存住宅流通市場のボリュームについては、5年ご
とに実施される住宅・土地統計調査（総務省）により
表現される。これによると、全国値で年間16万戸前
後で推移している。これは1994年から大きな変化は
見られない。
　一方、一般社団法人不動産流通経営協会（FRK）が
公表している「FRK既存住宅流通量」がある。これ
を見ると、2019年値で約60万件となっており、2010
年の約47万件から増加傾向を見せている。
　この両者の統計は、量の捕捉方法や量の定義が異な
るため、数値が一致しない。住宅・土地統計調査は、
抽出サンプルを対象としたアンケートベースで捕捉さ
れた、「住替え等により取得され居住継続が行われて
いる既存住宅戸数」を示しており、FRK値については、
既存住宅の売買の際に行われる建物売買を原因とした
所有権移転個数を元に、非住宅の移転個数を推計除去
することにより求められている。つまり、法人取得に
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よる取引や、居住継続が行われていない物件の取引（セ
カンドハウス、二地域・二拠点居住先）、その他買取
再販等による複数回の所有権移転も含まれることにな
る。
　ここで着目すべきは、2010年調査時点での47万件
から各年増加し、2019年値では60万件を突破してい
ることである。
　主たる住まいとして取得された既存住宅流通量が
16万戸前後で横ばいとすると、他の目的により売買
されたボリュームが押し上げていることになる。
　その内訳詳細は不明ではあるが、「既存住宅需給モ
デルに関する調査・研究業務報告書（FRK）FRKコミュ
ニケーション2020年7月」によると、東京都における
住替えによる既存住宅流通戸数が18.5〜22.5千戸に
対して、買増しによる既存住宅流通戸数が8.8〜11.4
千戸と推計されており、住替えのボリュームには及ば
ないものの、買増しによる既存住宅流通量の多さが示
されている。

最後に

　COVID-19の感染者数は、現在（2021年10月現在）
収束の兆しを見せているが、コロナ禍により変化を求
められた住まい方・働き方については、一部不可逆性
を持って、今後も社会に定着することが想定される。
その代表的なものが住まい方・働き方におけるオンラ
イン化である。これはコロナ禍により不可逆性を持っ
たというよりは、これまで緩やかに進行してきたもの
が、コロナ禍により加速されたという見方が正しいと
思われる。
　住まいで過ごす時間が長時間化することにより、住
まいに求める性能の重視度が総合的に高まり、住まい
で行おうとする目的が多目的化する。一つの住宅でそ
の複数の目的を達成することが困難な場合には、二拠
点の志向性が高まる。この二拠点とは、いわゆる二地
域居住とは異なり、現住まいと近接した地域でもう一
つ拠点を持つという動きである。
　このような志向性を満たすために、既存住宅が有力
な候補となり、更には空き家の利活用に対するニーズ
もより一層高まるものと考えられる。

　前で紹介した残価設定型住宅ローンや、リースバッ
ク、【リ・バース６０】については、セカンドハウス
などの主たる住まい以外でも利用可能である。
　住宅ストックの良質化を図りながら、多様な住まい
方の実現を可能とする安定的な仕組みを増やし、放置・
所有者不明の状態を極力回避して、住宅ストックの継
承を行うという流れを、政策的な関与のもとに一つの
社会システムとして定着させていくことが望まれる。
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