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特集

　日本の住宅については、住宅寿命の短さ、既存住宅
流通の少なさが長らく指摘されており、これは滅失住
宅の平均築後年数（日本38.2年、米国55.9年）や既
存住宅の流通シェア（日本14.5%、米国79.8%）（国
土交通省「令和3年度住宅経済関連データ」）からも
うかがえる。
　こうした現状をふまえ、長期優良住宅等、長寿命化
や中古流通の促進に係る住宅認証制度が整備されてき
た。しかしながら、こうした認証を受けた住宅が市場
で適切に評価されているかどうかについては不透明で
あった。これは、環境・エネルギー関連の建物認証に
ついて、欧米や日本を含むアジア諸国で、不動産価格
との関係が広く分析されてきたのとは対照的である。
　認証を受けた住宅はそうでない住宅に比べて価格が
高い、すなわち、認証による価格プレミアムが正であ
れば、認証を受けた住宅は市場での需要が高いことを
示す。これは、居住者にとって性能の高い住宅から得
られる効用が高いこと、省エネルギー性能の高さ・維
持管理の容易さ等により居住コストが下がること、さ
らには、買い手が受けられる税制上の優遇措置分等を、
総合的に反映したものと考えられる。
　Suzuki and Shibata (2022)では、長寿命化や中古
流通の促進に係る日本の住宅認証について、東京圏の
新築・中古戸建住宅を対象に成約価格に及ぼす影響を
分析している。本稿では、筆者らが東京大学連携研究
機構不動産イノベーション研究センター（CREI）で
取り組んでいたこの研究の概要を紹介したい。

はじめに

長寿命化・中古流通促進に係る
住宅認証が成約価格に与える影響

日本における住宅認証

　日本では様々な住宅認証があるが、ここでは、高性
能であることの認証として「長期優良住宅」に係る認
証を、住宅ローン減税関係認証として「耐震基準適合
証明書」「瑕疵保険検査基準への適合」に係る認証を
分析する。
　長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用す
るための措置がその構造及び設備に講じられた優良な
住宅である。主に新築時点で認証（2009年開始）さ
れており、ここでの分析対象とする。劣化対策、耐震
性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性、住戸
面積（75m2以上等）、維持保全計画等の観点から、認
証を受ける条件が設定されている。買い手が受けられ
る税制上の優遇措置分については平均的な値を計算す
ることは難しいものの、簡易的には次のように考える
こともできる。今回の分析期間中は、所得税に係る住
宅ローン減税について、最大控除額（ローンを上限額
5,000万円で組んだ場合）は認定長期優良住宅で500
万円、一般住宅で400万円であり、その差は100万円
となっている。その他の追加的な税制措置もあるもの
の、新築住宅において認証を取得する際の優遇措置分
はおおむね100万円と考えられる。
　「耐震基準適合証明書」「瑕疵保険検査基準への適合」
は、住宅ローン減税を築古住宅でも受けるための築年
数要件を緩和するものであり、既存住宅における一定
の品質を保証する結果として中古流通促進に寄与する
ものとも考えられる。築年数が浅い建物（木造は20
年未満）に関しては、最大200万円の控除額（ローン
を上限額2,000万円で組んだ場合）である住宅ローン
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データと分析手法

減税をほとんど無条件で利用することができる。しか
しこの築年数を超えていても、現行の耐震基準を満た
していれば住宅ローン減税を利用することができる。
今回の分析期間中は、木造で築20年以上であっても、

「耐震基準適合証明書」を取得して現行の耐震基準に
適合していることを示すか、「瑕疵保険」によって将
来構造的な不具合が出ても修繕できる可能性を残すこ
とができれば、住宅ローン減税の対象となる。よって、
築20年以上の住宅において認証を取得する優遇措置
分はおおむね200万円と考えられる。

　国土交通大臣から指定を受けた不動産流通標準情報
システムである「レインズ（Real Estate Information 
Network System）」（（公財）東日本不動産流通機構）
における成約物件データを用いる。東京圏（1都3県）
の新築・中古戸建住宅を対象とし、約24,000件のサン
プルを用いる。 2016年1月から当該データベースに住
宅認証に係る項目が追加されたため、2016年1月以降
に掲載開始となり2021年2月以前に成約したサンプル
等に限定する。なお、長期優良住宅については、今回
用いたデータセットにおける認証率（新築：3.1%）は、
国土交通省が公表している長期優良住宅の認定状況

（2021年3月末時点）に基づく認証率（新築：24.7%）
を大きく下回っているが、これは注文住宅を含まない
影響等が考えられる。
　住宅の成約価格をそれぞれの価格構成要素に分解す
るため、ヘドニック分析という手法を用いる。ここでは、
築年数帯別の住宅認証効果の違いを分析するため、成
約価格を説明する変数として、住宅認証ダミー、築年
数帯カテゴリ、それらの交差項を含める。これらの係
数に着目することで、築年数帯による経年減価を統制
した上で、住宅認証の価格プレミアムが新築時点で有
意であるかどうかや、既存住宅の各築年数帯における
価格プレミアムが新築時点に比べて有意に増加するか
どうかが明らかとなる。さらに、延床面積・土地面積、
最寄り駅徒歩分数等の基本属性、住宅設備、修繕履歴、
市区町村ダミー、成約時点ダミーによって、主な価格
形成要因を統制する。

　ここで、住宅認証を受ける物件は、その他の住宅品
質も高いという相関が考えられる。住宅設備を説明変
数に加えることで、ある程度、ハウスメーカー等による
住宅品質の違いの統制を試みた。さらに、「住宅認証
を受けた物件」に対し、「物件属性に基づくと、認証を
受ける確率が等しいと推定されるものの、実際には認
証を受けていない物件」を割り当てる傾向スコアマッチ
ングという手法を用いてサブサンプルを構築すること
で、住宅品質の違いの統制を試みた。なお、通常の全
サンプルを用いた分析でも、主要な結論は変わらない
ことが確認された。

認証による価格プレミアム

　推計された係数に基づき、認証を受けた住宅ではそ
うでない住宅に比べ、平均的に価格が何%高いか（図
1）・何百万円高いか（図2）、という認証による価格
プレミアムを築年数帯別に示す。
　高性能の認証である長期優良住宅については、認証
を受けた住宅はそうでない住宅に比べ、新築時点で
5%ほど価格が有意に高い結果となった。他の築年数
帯で追加的な価格プレミアムは有意にはみられず、新
築時点でのプレミアムは、少なくとも今回分析できた
築9年までは、築年数帯によらないものであるといえ
る。新築時点では価格プレミアムは約210万円であり、
そのうち約100万円は税制上の優遇措置分に帰着する
が、残りは居住者の効用の増加分や居住費用の低下分
に帰着する。
　住宅ローン減税関係認証である耐震基準適合証明書
については、認証を受けた住宅はそうでない住宅に比
べ、新築時点で4%ほど価格が有意に高い結果となっ
た。築20年以上では、追加的な価格プレミアムも有
意にみられる傾向にあり、認証を受けた築古物件に対
する需要が高まることがうかがえる。同様に、瑕疵保
険検査基準への適合については、新築時点で 6%ほど
価格が高く、築25年以上では追加的な価格プレミア
ムも有意にみられる傾向にある。
　築25～29年時点では価格プレミアムは約620万円

（耐震基準適合証明書）、約540万円（瑕疵保険検査基
準への適合）であり、そのうち約200万円は税制上の
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むことにもつながりうる。
　認証による価格プレミアムは、居住者にとって性能
の高い住宅から得られる効用が高いこと、省エネル
ギー性能の高さ・維持管理の容易さ等により居住コス
トが下がること、買い手が受けられる税制措置等を総
合的に反映しており、今後は詳細な分解が求められる。
長期優良住宅等の普及に向けて、こうしたメリットを
購入検討者に定量的に分かりやすく伝えることが重要
であろう。
　長期優良住宅は、新築時点の認証が主であり2009
年に開始されたばかりである。そのため今回は十分に
分析できなかったが、将来的に、新築時点での認証に
ついて（住宅ローン減税関係認証のように）築20〜30
年時点で正の価格プレミアムが現れたり、既存住宅を
増改築する際の認証について正の価格プレミアムが現
れたりすることが、住宅の経済的寿命を延ばす上で期
待される。

＜参考文献＞
Suzuki, M., Shibata, A. (2022) “The economic premium of housing 
certificates aimed at promoting long-life property and transaction 
of existing housing in Japan,” Journal of Cleaner Production, 366, 
132935. [https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132935]

　長寿命化や中古流通の促進に係る認証を受けた住宅
は、そうでない住宅に比べ成約価格が高く、市場での
需要が高いといえる。これは税制措置等と合わせて、
長期優良住宅や既存住宅の品質を保証する認証制度
が、住宅の経済的寿命を延ばすことにつながる可能性
を示すものである。これによって、既存住宅を市場で
流通させることを前提に計画的な維持管理・改修が進

優遇措置分に帰着するが、残りは居住者の効用の増加
分や居住費用の低下分に帰着する。築古物件での効果
の上昇幅がかなり大きいことについては、大規模改修
実施のシグナルを表す側面や、認証を受けた住宅では
観察できない品質が高い可能性も考えられる。しかし
ながら、住宅ローン減税を築古住宅でも受けるための
築年数要件の緩和や、既存住宅における一定の品質保
証の結果として、既存住宅が市場で高く評価されてい
ることを表す側面も大きいと考えられる。

おわりに
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【図1】 認証による価格プレミアム（%）

【図2】認証による価格プレミアム（百万円）
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