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要約 

我々の研究では、高齢化時代において民間によるリバースモーゲージの普及を目指し、住宅

金融支援機構の融資特例を拡大させて、リバースモーゲージの三大リスクである長生きリス

ク・担保リスク・金利上昇リスクを保障する仕組みを創設する政策を提言する。また、同時に

住宅金融支援機構による民間金融機関のリバースモーゲージ債権の買い取りと証券化によって

供給者の参入コストやリスクを軽減する仕組みを創設する政策を提言する。リバースモーゲー

ジ(Reverse Mortgage)とは、高齢者などの利用者が所有する住宅に居住しながら住宅・土地を

担保にして、その不動産評価額を限度にして定期的な借入金を受けることができ、利用者の死

亡時に担保としていた不動産を売却することで借入金を一括返済する仕組みである。 

本稿では、リバースモーゲージを社会保障の枠組みではなく高齢者自助の一方策として捉え

る。本稿では、まず、高齢化によって年金制度のバランスが崩れる可能性を指摘し、高齢者が

所有する住宅資産を流動化させ、自己で生活資金の調達を可能とするリバースモーゲージの有

用性について述べる。そこで、高齢者の経済状況や所有する資産の内訳のデータを確認してい

る。総務省による住宅・土地統計調査によれば、高齢者のいる世帯の約 8 割が持ち家を所有し

ている。高齢者全世帯の過半数が公的年金に 100％依存しているため、老後の安定した生活資

金を得るために、今後リバースモーゲージ市場は需要が伸びると考えられる。しかし、現状で

は民間運営・政府運営のものはともに 2009年時点で 2500件と、利用件数が非常に少なく、多

くの課題が残っている。こうした現状を踏まえ、我々は日本でのリバースモーゲージの普及を

目指して研究を進める。 

リバースモーゲージでは、死亡時などの契約終了時に住宅の売却が行われるために、相続意

識とリバースモーゲージの利用意向とは密接な関係にある。そこで相続意識に焦点を当てて調

査を進めたところ、親子双方での相続意識に変化が生じてきていることがわかった。親側の意

識では、1995 年から 2005 年にかけて資産を自身の老後生活を豊かにするために使いたいとい

う割合が増加している。子供の意識では、1993 年から 2003 年にかけて相続住宅は有るが、相

続はしない、又は不明である、という意見が増加していることがわかった。つまり親子どちら

も、相続意識が徐々に薄れてきていることが推測できる。そこで、本稿においてリバースモー

ゲージの利用意向と相続意識の強さとの関係を分析していく。 

滝川(2003)の研究によると、日本の多くの高齢者の特徴である「ハウスリッチ・インカムプ

ア」と「借入機会が乏しい」という一見矛盾した２つの特徴は、戦略的遺産動機に基づくリバ

ースモーゲージ市場の内部化によって説明できると結論付けている。そこで我々は、滝川

(2003)の先行研究に基づき①遺産動機が強いほどリバースモーゲージの利用を控える②現状分

析からわかっている相続意識の変化によってリバースモーゲージ市場が外部化しやすい状況に

なりつつあるという２つの仮説をたてた。そして仮説を基に、順序プロビット・モデルを用い

て、相続意識とリバースモーゲージとの相関を分析したところ、住宅の相続意識の高さがリバ

ースモーゲージの利用意向と負の相関があることが確認できた。また、サンプルを 55 歳以下

と 56 歳以上のデータに分けて分析を行ったところ、56 歳以上の集団と 55 歳以下の集団はと

もに相続意識の強さが統計的に有意なままであったが、前者に比べて後者の係数が小さいこと

が確認できた。本稿のデータは 1998 年のものを用いているので、この結果はその時点で 55 歳

以下であった現在の 70 歳以下の年代ではリバースモーゲージ市場拡大の余地が存在するので
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はないかと解釈することができる。また同様の説明変数に３つのダミー変数を加えて二値選択

モデルによる分析も行った。この分析結果によればリバースモーゲージを利用しない理由とし

て「子供に相続したいから」を選択した人ほどリバースモーゲージに対して否定的であるのに

対して、「利用することのリスク・不安」「住宅の担保価値不足」を選択した人はリバースモ

ーゲージに対して中立的な立場をとることが確認できた。以上の実証分析の結果と、統計調査

から示されている相続意識の変化から、リバースモーゲージの潜在需要は増加しており、「リ

スク」や「建物評価」に関する政策的介入が有効であることが示唆している。 

また、供給側のファイナンスの面の課題についても本稿では言及する。畑農（1996）は、リ

バースモーゲージはその制度的な特徴のために、普及の初期段階では、返済額に比べて膨大な

融資額が発生するため、民間金融期間は莫大な赤字を抱えると指摘している。ただし、この研

究が行われたのは 1990 年代であるため、当時の将来の経済予測と、現在の我が国の実情とは

差異が生じている可能性がある。そこで、我々は今日における供給側の資金面の問題を明らか

にするために、変数を現在に沿った水準に変更した上で、畑農（1996）のモデルを使用し赤字

額の試算を行った。その結果、最小で 9 兆円、最大で 15 兆円ほどの赤字収支となることが明

らかとなった。 

以上の結果から我々はリバースモーゲージ普及の阻害要因を取り除くために、以下の政策を

提言する。1 つは、リバースモーゲージの三大リスクを取り除くために、住宅金融支援機構の

「特定個人ローン保険」の現行のリフォームだけに限定されている融資使用意図を、生活資金

の利用にまで緩和することである。もう１つは、住宅金融支援機構による民間金融機関のリ

バースモーゲージ債権の買い取りと証券化である。財政面で障壁のある政策ではあるが、リバ

ースモーゲージ市場の発達は、国土交通省及び住宅金融支援機構の目指す長期優良住宅の促進

や、中古住宅市場の形成にも大きく寄与するものである。したがって、我々は、その社会的意

義は大きいと考え、最後に政策妥当性の検証として公的金融機関の目的を①金融市場外におけ

る市場の失敗を補うこと②金融市場特有の不完全性を補完することの２つにわけて論じること

で結びとした。 
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はじめに 

 日本の社会保障関係費は急激に増加しており、2012年度時点での一般会計予算の概要に

よれば、歳出の 29.2％を社会保障関係費が占めている。その原因としては、高齢化の進行

に伴い、年金・医療・介護のサービス水準を維持するための費用が増加していることがあ

げられる。しかし、高齢化が進行し続ける日本において、年金制度を代表とする社会保障

諸制度は、人口構成のゆがみに追いつくことができず、制度の維持存続が危ぶまれる。既

に、年金制度は、給付開始年齢の引き上げや、給付額の減額が検討されている。 

 つまり、これからの日本では従来とられている年金受給による老後生活が打撃を受ける

可能性がある。そこで、高齢者が定年退職後も生活費用に関して、自立を求められる可能

性を想定した。自立するための一手段として、定年退職後における高齢者の再雇用の動き

は、既に一部で進められているため、本稿では高齢者の所有する資産に着目し、高齢者の

老後生活を自らで豊かにしていくことが可能な社会を考えたい。 

高齢者が所有する資産は、住宅・宅地資産と金融資産とに大別できる。生活資金として

の利用を考慮すると、金融資産の大部分が預金であり、生活資金としては、枯渇してしま

う可能性があるため、高齢者にとって利用が躊躇されるであろう。そこで、固定資産とし

て所有される住宅・宅地資産を、住みながらにして有効活用する方法として、リバース

モーゲージという金融サービスに有用性があると考えた。 

 リバースモーゲージは、政府機関や民間金融機関によって提供される融資サービスのこ

とである。高齢者が居住する住宅を担保にして、住宅評価に基づく限度額を設定したうえ

で、毎月融資を受け取り、住宅に居住していた利用者が死亡した契約終了時に融資額を一

括で返済する仕組みである。我々が想定する日本の将来像において、リバースモーゲージ

が普及することは、年金制度依存傾向からの脱却のみならず、少子化や核家族化が引き起

こす、住宅の相続人の減少に対しても解決策になるであろう。しかし、日本ではリバース

モーゲージが普及しているとは言い難いため、本稿では普及を阻害する要因を明らかにし

し、普及のための政策提言を行う。 

 本稿の構成は次の通りである。第 1 章の問題提起では、現行の社会保障制度の脆弱性に

触れ、高齢者の老後生活資金獲得の代替手段となり得るリバースモーゲージが日本ではな

かなか普及しない現状を指摘する。第 2 章の現状分析では、日本におけるリバースモー

ゲージの現状や、その主な利用者である高齢者の資産、収入、相続の実態を明らかにす

る。第 3 章の先行研究では、後に続く実証研究のリサーチクエスチョンを設定するため

に、滝川(2003)を中心に日本の高齢者の資産活用選択を考察し、戦略的遺産動機がリバー

スモーゲージマーケットを家計に内部化している可能性を示した。また、リバースモー

ゲージの特性に付随する供給者側の問題として、畑農（1996）による金融機関の赤字算定

を示した。第 4 章の実証研究では、前章を受けてアンケート調査を用いた統計分析により

戦略的遺産動機とリバースモーゲージの利用意向の関係を明らかにした。その結果によれ

ば、比較的若い集団、すなわちこれから高齢化する世代では戦略的遺産動機とリバース

モーゲージの利用意思との結びつきが弱まっており、それによって今後市場が拡大する可

能性が示されている。また「住宅の担保評価」や「利用リスク」に関する政策的な変数を

加えた分析では、政策によって潜在需要層を市場に導ける可能性が高いことが示唆され
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た。第 5 章では、リバースモーゲージの参入に当たり、その制度的な特性によって、民間

金融機関は初期段階で多額の赤字を抱えることになるという畑農（1996）の議論をもと

に、現在においてリバースモーゲージを普及させようとすると、どの程度の赤字額が金融

機関に発生するかを試算した。それによって、金融機関が抱える累積赤字は、最低でも 9

兆円、最大で 15 兆円に達するという結果を得た。これらの分析と試算に基づき、第 6 章

では本稿の結論を述べる。 
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第1章  問題提起 

我が国の人口構成のゆがみは、深刻な問題である。高齢者人口と総人口に占める高齢者の割

合は年々増加を続けており、2013年には遂に 4人に 1人が高齢者という人口構成になった1。

この割合は、今後も上昇を続けると推計されており、2060年には 40％に達する見込みであ

る。すなわち、このままいけば、2.5人に 1人が高齢者という超高齢化社会が、あと 50年も経

たないうちに到来するのである。 

 

 

図 1 高齢者のいる世帯総数の推移―全国 

【出所】国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」2008年、及び

総務省統計局「国勢調査」2008年 

 

図 1の折れ線グラフは、全世帯に占める高齢者世帯の割合を示したものである。高齢化の進

行に伴って、高齢者世帯の割合も高まっているため、1983年には 25％であった高齢者世帯

が、2008年には 36.7％まで増加している。 

 社会が超高齢化の様相を示しつつある一方、社会保障制度に代表される諸制度がその変化に

追いつけておらず、持続可能性に困難が生じてきたものもある。その代表例が、年金制度であ

る。一人の年金受給者を、何人の被保険者で支えているのかを示す年金扶養比率2は、国民年

金、厚生年金ともに減少を続けており、2009年時点で、厚生年金が 2.39、国民年金が 2.40と

なっている。それぞれが 7.39、5.63であった 1986年と比べると、被保険者の負担が非常に重

くなっていることがわかる。さらなる高齢化が見込まれる我が国で、現状の年金制度を維持し

                                                     
1総務省統計局「統計トピックス No.72」http://www.stat.go.jp/data/topics/（情報最終確認日 2013 年 9

月 24日） 
2厚生労働省「公的年金各制度の財政状況」http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/04/（情報最終確
認日 2013年 9月 24日） 
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ていくことには、かなりの困難があると考えられる。その結果、年金制度によって支えられて

いる高齢者の生活が危機に晒される可能性が指摘できる。 

 我々は、この状況を踏まえ、高齢者の生活について年金以外の収入を確保するという観点か

ら研究を行った。高齢者自身が所有している資産を有効に活用する自助手段を示すことで、現

状の社会保障制度への高い依存度を解消し、制度崩壊のリスクを回避しより安定した老後生活

を送れる社会の構築を目指す。 

 そのために、本稿ではリバースモーゲージ(Reverse Mortgage)3という金融商品に注目する。

リバースモーゲージとは、高齢者が持ち家を担保に、月々あるいは必要に応じて、担保評価に

応じた融資を受けることができる制度である。返済は、借入人の死亡時などの契約終了時に、

担保となっている住宅の売却によって行われる。我が国では、国、自治体、民間金融機関によ

ってリバースモーゲージが提供されているが、もっとも契約数の多い民間金融機関ですら、利

用件数は伸び悩んでおり、普及しているとは言い難い状況である。我々は本稿において、この

制度を我が国で普及させるに当たっての阻害要因は何か、政府がどのように関与するべきかを

追及する。 

  

 

                                                     
3小島俊郎（2013）「我が国の本格的なリバース・モーゲージの普及に向けて」『資本市場クォータリー 

2013年冬号』参照 
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第2章  現状分析 

リバースモーゲージとは、主に高齢者が持ち家を担保にすることで受けることができる融資

制度であり、武蔵野市や世田谷区などの一部の自治体や、民間銀行によって既に提供されてい

るサービスである。固定資産である住宅を流動化させることのできるリバースモーゲージのサ

ービスは、高齢者の生活資金調達手段として日本国内で、新たに注目され始めている制度であ

る4。しかし本制度の知名度が低いために、利用件数も非常に少ない現状となっている。そこ

で、本稿では、この制度を我が国で普及させるための課題や障害を明らかにし、政府の関与の

在り方を考えてゆく。そのために、本章では我が国のリバースモーゲージの普及状況、リバー

スモーゲージに関係の深い高齢者の経済状況、リバースモーゲージを利用する上で担保となる

高齢者の所有資産、リバースモーゲージの阻害要因となり得る親子間での相続意識について現

状分析を行う。 

第1節 我が国におけるリバースモーゲージ 
 

我が国では、公的には東京都武蔵野市などの一部自治体や厚生労働省が、民間では東京スタ

ー銀行や三井住友信託銀行、みずほ銀行などが、リバースモーゲージのサービスを取り扱って

いる。しかし、主要な取扱機関の累積契約件数を見ると、2009年時点では 2,500件程度にとど

まっており5、我が国の市場において、いまだにリバースモーゲージが普及しているとは言い難

い数値となっている。またバブルの崩壊や土地価格下落を経て、利用実績が伸び悩んでいるこ

とを受け、減退あるいは撤退をする事業主体も多い。日本における公的リバースモーゲージの

先駆者である東京都武蔵野市も、制度の見直しを発表した6。リバースモーゲージ事業からの撤

退、あるいは契約条件の厳格化を行う可能性もあるという。 

 海外に目を向けると、アメリカのリバースモーゲージ市場において大きな割合を占めている

「ホーム・エクイティ・コンバージョン・モーゲージ（HECM）」7は、その契約数が 2009年

には年間 11.5万件に上っており、日本のリバースモーゲージ商品よりも、はるかに好調であ

る。小島（2013）は、アメリカにおいてリバースモーゲージの普及が進んだ理由は、リバース

モーゲージが持つ三大リスク8を政府が保険という形で引き受け、HECMのような「ノンリコ

                                                     
4民間や国による既存の RMは、その多くが利用対象者の年齢を 65歳以上に設定している。各事業主体の
利用条件は日本政策投資銀行（2008）「DBJ Kansai Topicsリバースモーゲージ再考」に詳しい。 

5内閣府（2010）『平成 22年版経済財政白書』日経印刷,p.261 
62013年 8月 20日付 日本経済新聞電子版 

 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFB1604X_Q3A820C1EB2000/（情報最終確認日：2013 年 9

月 24日）  
7HECMとは民間金融により融資される RM商品に連邦住宅庁保険が付随しているもののこと 
8借入人が長生きすることによって、想定以上の融資額や利息が発生することで生じる「長生きリス
ク」、金利の上昇による利息の増加によって生じる「金利リスク」、不動産価格の下落により、担保割
れが起こることで生じる「不動産価格下落リスク」の三つ。 
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ース9・終身年金融資・期中無返済」の条件を満たす商品を誕生させたことで利用者の不安を払

しょくさせたことにあると指摘している。 

韓国で行われている公的リバースモーゲージ制度である「住宅年金」は、アメリカの HECM

同様、政府が保証を担うことで、「ノンリコース・終身年金・期中無返済」を満たしている。

韓国で、開始されて間もない当制度は、利用割合が未だ低いが、利用実績は急激な成長を見せ

ていることを示した10。 

 日本のリバースモーゲージ制度には、アメリカの HECM、韓国の「住宅年金」のような、政

府がリスクを引き受ける仕組みはない。独立行政法人である住宅金融支援機構によってリバー

スモーゲージ住宅ローンへの住宅融資保険が提供されてはいるが、保険の対象となっているの

は、リバースモーゲージの融資金をリフォームや住み替えに利用する場合に限定されており、

生活資金の調達に融資を利用する場合は、この保険は適用されていない状況である。そのた

め、生活資金調達手段としてのリバースモーゲージ制度は、日本ではいまだに整えられていな

いと言える。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 滅失までの築後平均年数 

【出所】国土交通省「平成 20年度国土交通白書」 

 

また、小島（2013）は、日本の中古住宅の評価が諸外国に比べて不当に低いことも、RMを

普及させる上で解決すべき課題であると指摘している。我が国では、戸建住宅に対する評価

は、土地とは別に行われ、さらに建物の評価は、経年により減少させられる。特に木造住宅の

場合は、「約 20年で価値ゼロという「常識」が中古住宅流通市場にも担保評価にもいわば

「共有」されて」11いる状況である。図 2は、住宅の滅失までの筑後平均年数を比較したもの

であるが、日本の中古住宅の滅失までの年数が、他国と比べて極端に短いことが読み取れる。

しかし、日本の住宅耐久年数は以前よりも伸びており、不動産の中古住宅評価基準が現在の住

宅価値に見合っていないという問題もある。したがって、現状ではリバースモーゲージで担保

とする住宅資産の評価が不当に低くなり、十分な融資を受けられない可能性がある。小島

（2013）は、住宅の価値が適正に評価される中古住宅市場の拡大を、政府が主導して行うべき

                                                     
9融資後に担保割れなどで返済総額が住宅価値を上回った場合にも遺族に住宅価値以上の返済義務が無い
ローン。 

10新規利用実績は 2008 年の 695 件から 2012 年の 4,643 件と急激に増えている。詳しくは KHFC 
Annual Report（2007～2012）を参照のこと。 

11中古住宅の流通促進・活用に関する研究会（2013）「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会報告
書」http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/nen/index.htm（情報最終確認日：2013年 9月 24日）
より引用 
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であると主張している。現時点では住宅の改修を行ったとしても、一定のペースで住宅の資産

価値が減少し、築 20～25年で住宅の価値が喪失し、土地のみが評価されるという状態であ

る。しかし、こうした現状を受け、国土交通省は 2013年に戸建ての中古住宅の改修価値を考

慮に入れた評価基準を作り出す計画を開始した12。国土交通省が目指す新たな基準は、改修投

資などを行った場合、住宅の資産価値を維持、あるいは向上させることができ、住宅価値の期

間も築 40～50年まで伸びると予測されている。評価基準は 2013年度には完成し、2014年度

から導入される予定となっている。この評価基準が適用されることになれば、リバースモーゲ

ージにおける住宅評価も改善する余地が現れると考える。 

 海外の例を見ると、政府が保証を引き受けることが、リバースモーゲージ市場の拡大に大き

な役割を果たすことは明らかである。また、中古住宅市場における評価基準の策定も、政府が

主導して行う必要がある。以上より、リバースモーゲージの普及を目指す上で、政府の関与が

重要な要素となることは間違いない。 

 

第2節 高齢者の経済状況と所有資産 
 

高齢者の多くは、定年退職を迎え、労働による収入を得ておらず、生活費の多くを年金に頼

っている。その依存度が高ければ高いほど、高齢者の生活は年金制度の危機に影響されやすい

と言える。 

厚生労働省「平成 24年国民生活基礎調査」によると、高齢者世帯における所得の構成割合

は、「公的年金・恩給」が 69.1%、「稼働所得」が 19.5%であり、所得の約 7割を公的年金に

頼っていることがわかる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める 

割合別世帯数の構成割合(2011年) 

【出所】内閣府「高齢社会白書」2013年 

 

また、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における、公的年金・恩給の総所得に占め

る割合別の構成比を示した図 3を見てみると、世帯の過半数で総所得の 100%を公的年金・恩

給が占めていることが明らかになった。80～100%の世帯も合わせると、約 7割の世帯が所得

の 8割以上を公的年金・恩給が占めていることになる。 

                                                     
12日本経済新聞 2013年 7月 7日 第一面掲載 
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 以上より、高齢者世帯の年金制度への依存度は、非常に高く、年金制度の危機が高齢者の生

活に大きな影響を与えることは明らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 世帯主の年

齢階級別一世帯当たり家計資産 (二人以上の世帯) 

【出所】総務省統計局 「全国消費実態調査」2009年 

 

 続いて、高齢者の所有資産について考察する。図 4は、年齢階級別に一世帯当たりの家計資

産を示したグラフである。年間収入は、定年退職年齢である 60歳を境に減少しているが、60

～69歳、70歳以上では住宅・宅地資産および金融資産が増加している。特に住宅・宅地資産

は 3000万を超えており、それにより高齢者の所有資産の 50%以上を、住宅・宅地資産が占め

ている。住宅・宅地資産に関しては、図 5の総務省統計局による調査から高齢者の約 8割が持

ち家を持っているということが確認できるため、60歳以上の高齢者の住宅・宅地資産が他年代

に比べて多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 5 高齢者のいる世帯の世帯型別住宅の建て方別割合 ―全国(2008年) 

【出所】総務省統計局「住宅・土地統計調査」2008年 

 

高齢無職世帯の家計収支に目を向けてみると、可処分所得が、消費支出に対して、1カ月当

り平均 47,791円不足しており、その不足分は、主に金融資産の取り崩しによって賄われてい

るというデータがある13。赤字が続けば、いずれ金融資産を使いつくし、高齢者の生活資金が

                                                     
13総務省統計局「平成 24 年家計調査報告」http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/nen/（情報最終確
認日 2013年 9月 24日）  
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枯渇する可能性がある。しかし、図 4から読み取れる通り、高齢者世帯は金融資産以外に豊富

な住宅・宅地資産を所有している。この住宅・宅地資産を活かした生活資金調達手段を確保す

ることで、年金制度崩壊、金融資産の枯渇といったリスクを抱える高齢者の生活を、より安定

させることができる。 

 

 

第 3節 相続意識の変化 
 

本稿において普及を目指しているリバースモーゲージでは、利用者が死亡したときに担保と

していた住宅を売却することで、受取額を返済するという仕組みをとっている。そのため、利

用者が保有していた住宅は、そのままの形で子孫に相続されることはない。したがって、住宅

を相続したいと考える親子の意識が強いほど、リバースモーゲージの利用に抵抗を感じること

になる。つまり、リバースモーゲージの普及には、住宅の相続意識という問題が強く関わって

いる可能性がある。あとに続く実証分析の仮説をたてるために、本節では、親と子の双方が相

続をどのように考えているのかという意識調査の結果をもとに現状分析を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 資産相続に対する意識の変化(親の側の意識) 

【出所】内閣府「平成 17年度年度高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」 

 

 まず、図 6 は 3 時点での親の相続意識の推移を表したものである。資産はできるだけ子孫に

残したいという意見が 1995 年の 60.8％から 2005 年には 55.0％まで減少しているのに対し

て、資産は自分の老後を豊かにするために活用したいという意見が 1995 年の 18.5％から、

2005 年には 2 倍以上の 41.6％まで増加している。資産の類型は具体的に明記されていない

が、図 3 の高齢者が持つ資産の内訳で、住宅・宅地資産が大部分を占めていることを考慮すれ

ば、住宅・宅地についても自分の老後を豊かにするための資産として有効活用することを考え

ていると推測できる。 
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図 7 資産相続に対する意識の変化(子の側の意識) 

【出所】国土交通省「住宅需要実態調査」2003年 

 

一方、子の側の相続意識はどうであるかという調査結果を示したものが図 7 である。注目す

べき点は、1993 年から 2003 年の間で、「親からの相続住宅が有り、かつ相続して住む」とい

う意見が 9.3％から 6.2％へと減少している一方で、「相続住宅は有るが、相続はしない、又は

不明である」という意見が 11.2％から 16.9％へ増加している。つまり、子の側の意識として

は、住宅を相続して住むという傾向が、日本で僅かながら減少しつつあるのではないだろう

か。 

 以上より、親にとっても子にとっても、資産の相続意識は徐々に薄れつつあることが推測で

きる。 

 

 

 

第4節 相続分割事件の増加 
 

 第 3 節では、日本の親子の相続意識が年を経るごとに徐々に薄れているデータを示し、リ

バースモーゲージが利用される潜在可能性を確認した。リバースモーゲージの返済方法は利用

者が死亡したときなどの契約終了時に住宅を売却することで行われるため、リバースモーゲー

ジと相続の問題は非常に密接に関わっている。したがって、前節の現状分析により、親子の相

続意識が低下することでリバースモーゲージの利用意思が向上すると推測をした。しかし住宅

保有率の高い日本では、今後も相続が行われていくと考えたため、本節では、相続する上での

問題を挙げ、リバースモーゲージが問題解決の糸口になる可能性を指摘する。 
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 以下の図 8 は、1988 年から 2011 年の間の遺産分割を巡った事件数の推移を表したデータで

ある。遺産分割事件数は年々右肩上がりに上昇しており、1988 年に 8,058 件であったが 2011

年には 14,029件まで増加している状況である。 

 バブル崩壊によって不況に陥ったことを主な理由に、事件数が急増している状況である。そ

の他にも、日本人の寿命が延びているために、相続人や被相続人の高齢化によって引き起こさ

れる、相続人の増加や扶養問題、核家族化したことによる、遠隔地に存在する相続人の頻出と

いった諸問題が遺産分割事件を増加させていると推測できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 8 遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件数の推移 

  【出所】 最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)」 2011年 

   

  

 さらに、図 9 は遺産分割事件における遺産の内訳を示したグラフである。内訳の中で、

土地・建物を含む事件は合計すると 86％にまで達し、住宅・宅地資産を巡る相続問題が大

部分の割合を占めているということを読み取ることができる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

図 9 遺産分割事件認容・調停成立した遺産の内容内訳 

     【出所】最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)」 2010年 
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相続問題の多くが相続を受ける相続人の間での争いである。第 3 節の相続意識に関する

親の意識調査において、資産を自身の老後を豊かにさせるために活用させたいとする意識

が増加しているという現状と併せて考慮すると、相続人の間で遺産分割に関する争いが発

生してしまうならば、被相続人である遺産の本来の持ち主が、生きている間に自身の生活

のために資産を有効活用させることの方が、資産流動化、相続争いの解消といった側面か

ら考えて有益なのではないか。そこで、遺産分割事件の増加傾向の現状を汲み取り、リ

バースモーゲージの有用性を介入させることができるのではないかという前提で、後に行

う実証分析においては遺産相続の分割が、リバースモーゲージの利用意思にどのように関

わってくるか検証する。 

 

第 5節 既存住宅市場の現状 
 
リバースモーゲージは、死亡時などでの契約終了時に一括で返済を行うために、利用者が住

んでいた中古住宅を売却するという仕組みをとっている。そのため、リバースモーゲージの普

及と既存住宅市場の動向とは関連が強いと考え、本節では、日本の既存住宅市場についての現

状分析を進めていく。 

図 10のグラフは、日本での既存住宅流通戸数が、新築戸数、既存住宅流通戸数の総計に占

める割合を示したものである。グラフより、既存住宅の流通戸数は増加傾向にあり、既存住宅

流通シェアも上昇を続け、2008年時点で 13.5％まで及んでいることがわかる。 

 

図 10 日本での既存住宅流通シェアの推移 

【出所】国土交通省「建築・着工統計調査報告」2008年度 

 

日本国内のみで考えると、既存住宅市場は全体としてシェアは横ばいであるが、2008年の国

土交通省「建築・着工統計調査報告」における国際比較調査では、住宅流通に占める既存住宅

流通戸数の割合はアメリカ 77.6％・イギリス 88.8％・フランス 66.4％というデータとなって

おり、日本の 13.5％という数値を圧倒的に上回っている。つまり、日本で「中古(既存)住宅

ブーム」と呼ばれる傾向が高まってきている一方で、住宅市場の中では依然として新築住宅の

供給量が多い。こうした事情の背景には、日本人の新築住宅を志向する意識が存在している。
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2011年の国土交通省「住宅着工統計」によると、新築着工数の 55.7%が木造住宅であり、

2008年の総務省の調査によると日本の住宅ストックのうち、戸建て住宅の 93％が木造住宅で

あることがわかっている。こうした木造住宅の文化を持つ日本の住宅平均寿命は約 26年ほど

であり、海外の住宅平均寿命ではアメリカ 44年、イギリス 75年となっている。 

しかし、日本の住宅建築技術は発展しており、木造住宅以外にもコンクリートや鉄筋などで

建てられる住宅が増加している14。また、災害や地震に対応するべく耐震性・耐久性を重視し

た住宅づくりが進められているため、日本の住宅寿命は今後延びていくと考えられる。 

かつて住宅不足を引き起こしていた日本では、現在においては、少子高齢化に伴う人口減少

によって、空き家率が上昇している15ことが問題となっている。日本の住宅ストックを有効に

活用させるためには、中古住宅市場の拡大が必要である。日本では既に、国土交通省によって

戸建ての改修価値を評価する基準を新たに設定しようとする動きが始まっている。16既存戸建

て住宅の改修価値の設定がなされれば、住宅寿命が短いために、約 20年で価値を喪失してい

た日本の住宅が、改修を行った場合に約 40～50年後にも価値が残るように評価されることに

なり日本でのリバースモーゲージにおける住宅の売却・転売の基盤が築かれることが期待でき

る。 

 

第 6節 現状分析のまとめ 
 

以上の考察から、本章において以下のことが明らかになった。 

 

 （1）日本では、リバースモーゲージは三大リスク（金利上昇、地価下落、長生き）や中古

住宅市場における住宅評価などの課題が残っているため、普及が進んでいない。 

 （2）高齢者世帯の所得は、年金制度に大きく依存しており、制度の崩壊によって大きな影

響を受ける危険性がある。 

 （3）高齢者は金融資産のほかに、豊富な住宅・宅地資産を保有しており、相続意識も変化

を見せていることから、それらの資産を有効に活用する余地がある。 

 

 （2）については、今後高齢化が進む中で、より現実味を増してくる課題であると考えら

れ、年金制度への重度の依存から脱却する必要がある。リバースモーゲージは、住宅・宅地を

担保に融資を受け、契約終了時の返済を担保の売却によって行う制度である。（3）は高齢者

がリバースモーゲージを利用する上で好ましい状況といえよう。また、高齢者がリバースモー

ゲージを利用することで、年金や金融資産といった、既存のものとは異なる新たな生活資金源

を得ることができる。したがって、リバースモーゲージの利用は（2）の解消に寄与すること

が期待される。そのためには、（1）の状況を改善する必要があり、リスクの引き受け、中古

住宅評価基準の策定などを、政府が主導して行う必要があると考えられる。 

 
                                                     
14 総務省統計局「平成 20年住宅・土地統計調査」参考 
15 同上 
16国土交通省は 2013 年 3 月より「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会」を設置している。詳しく
は国土交通省 HP参照のこと。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk1_000009.html 
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第3章  先行研究 

 

本章では当研究のリサーチクエスチョンを設定するために、これまでの日本のリバースモー

ゲージに関する研究を振り返りその論点を整理する。日本におけるリバースモーゲージに関す

る研究は 1990年代から始まったが、バブル崩壊以後の地価低迷を受けてその本格化には歯止

めがかかった。しかし、急速に進む高齢化により経済構造の変化や社会保障の見直しが問題と

なると、社会福祉の枠組みの中でリバースモーゲージが取り上げられることが増えてきた。そ

のような論調を受けて厚生労働省は福祉事業の一つとして持ち家貧困世帯を対象に 2007年 4

月から「要保護世帯向け長期生活支援資金制度」という公営のリバースモーゲージ事業を開始

した。しかし、これには問題が存在する。持ち家貧困世帯は一定以上の居住資産を持っている

場合、先の制度を利用してからでないと生活保護の申請が受けられない。それはこの事業が事

実上生活保護の前段階としての資産没収措置となっていることを意味している。大垣(2011)は

これについて「リバースモーゲージという本来自助自尊の仕組みであるべきものと、高齢者福

祉という、本来国から無償給付であるべきもの、庶民感覚として現役時代の納税の返還とも受

け取れるものを結びつけることに、もともと無理がある」17としたうえで、リバースモーゲー

ジの自助的側面を強調している。 

リバースモーゲージの非社会福祉的一面を扱った研究としては小嶋・劉(2002)がある。小

嶋・劉はリバースモーゲージの社会福祉的意義を認めつつ、その経済波及効果に着目し、高齢

者の 4%がリバースモーゲージを利用した場合の産業連関分析を行った。対象世帯は計 181,680

件で毎月平均 126,897円の融資を実行すると仮定した場合、年間 2,766億 5,500万円の融資が

行われることになる。その結果、総合波及効果は 6,289億 9,500万円、投資額に対する生産誘

発額が 2.27倍、誘発される雇用者数は 35,619人、GDP押し上げ効果 0.13％と日本経済に多

大な影響を与えることが示唆されている18。同様にリバースモーゲージの経済面での影響を論

じた研究として滝川(2003)が挙げられる。滝川は日本の高齢者の特徴である「ハウスリッチ・

キャッシュプア」19と「借入機会に乏しい」の 2点の整合性を、流動性制約の有るモデルと無

いモデルで行った消費支出のシミュレーションや、高齢生活者の期待効用最大化を通して明ら

かにした。滝川の解釈によれば、日本の高齢者は「借入機会に乏しい」のではなく、戦略的遺

産動機20に基づいた子供からの借り入れを行うことで流動性制約に直面していない。言い換え

れば、彼らはリバースモーゲージを家庭内に内部化しているということになる21。これについ

ては実際の個票データを用いた分析などは未だなされておらず、その信憑性には疑問が残る。

                                                     
17大垣尚司著「定期借家制度を利用した住宅循環型リバースモーゲージの設定」『立命館法学』立命館大
学,2010年,p.1698より引用 

18小嶋勝衛・劉銑錘著「日本におけるリバース・モーゲージ制度普及のための一試論」『会計検査研究第
25号』会計検査院,2002,p.165 

19十分な住宅資産を持っているが現金に乏しい日本人高齢者の特徴を表す。 
20日本人の一般的な相続に関する考え方で、自分の資産を報酬として保持することで子どもに老後の面倒
を見てもらおうとする意識のこと。 

21滝川好夫著「流動性制約とリバースモーゲージによる住宅資産の流動化」『神戸大學濟學研究年報』50,

神戸大學,pp.26-28 
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しかしこの主張が正しければ、その金銭取引がマーケットへ外部化することがリバースモーゲ

ージ普及の鍵となる。 

ただし、リバースモーゲージの普及阻害要因は需要者側だけの問題ではない。畑農（1996）
22によればリバースモーゲージは供給者側の債権額が積み上がっていくが、返済による回収が

契約者の死亡時という商品の性質上、金融機関は事業開始後から数十年にかけて赤字状態が続

く。アメリカでは金融機関の資金面での負担を排除するために政府機関によるリバースモー

ゲージ債権の買い取り及び証券化による 2次市場の形成が行われているが、日本ではそうでは

ないため債権は累積する一方である。畑農は個票調査をもとに GDP成長率、地価上昇率、金

利などをいくつかのパターンに分けて首都圏におけるリバースモーゲージ産業による金融機関

の赤字額を算定した。それによれば、2025年から 2026年にかけて金融機関の収支はプラスに

転じるが、その時点の赤字累積額は 1994年価値の 33.7兆円に及ぶ。このような参入コストの

高さもリバースモーゲージの阻害要因の一つである。しかしこの推計に用いられたデータは

1996年時点のものであり人口構造や平均寿命、地価の動向や金利などいずれも現在の日本には

そぐわなくなっている可能性がある。日本において東京スター銀行などの民間金融機関がリ

バースモーゲージの契約件数を伸ばし始めたのが 2008年頃であることを考えると、現実を把

握するためには新たに推計を行わなければならないと考えられる。 

我々は以上の先行研究を踏まえてリバースモーゲージを中間層の自助補助制度ととらえ、そ

の普及による様々な経済厚生を目指すために、第 4章ではまず需要者側の観点から、普及阻害

の重要な要因と考えられる戦略的遺産動機とリバースモーゲージの関係を明らかにしたい。次

に第 5章では畑農（1996）を参考に供給者側の将来推計を行い、資金面の問題を考察すること

で、日本においてもアメリカのように住宅金融支援機構がリバースモーゲージ債権を買い取っ

て証券化することで市場を拡大させることが必要かどうか検証する。 

                                                     
22 畑農鋭矢著「日本におけるリバース・モーゲッジの可能性」『季刊家計経済研究第２９号』家計経済研
究所,1996年 
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第4章  実証研究 

 

第 2章では、親子の相続意識が薄れつつあることが示され、第 3章では、相続意識とリバー

スモーゲージとの関係についての先行研究を確認した。 

 それらを踏まえ、本章では、日本でリバースモーゲージが普及しない要因を探るために、相

続意識に関する仮説を計量分析によって検証し、その結果について考察する。 

第1節 リサーチクエスチョンの設定 
 

我々は、リバースモーゲージが日本において普及しないことの要因としてしばしば取り上げ

られる三大リスクの存在(ノンリコースローンの未達成)や中古住宅評価の未発達以前の段階と

して、先述のリバースモーゲージマーケットの家庭内への内部化と社会保障の充実性があると

考える。社会保障が充実しており全ての高齢者が満足な生活資金を手に入れられているならば

そもそもリバースモーゲージの需要は生まれない。また、マーケットが内部化している場合に

もリバースモーゲージ市場は発達しない。つまり、社会保障の充実が薄れ、戦略的遺産動機の

変化によってマーケットが外部化したときに初めて三大リスクの除去がリバースモーゲージ市

場の拡大に効果を発揮し、建物評価の見直しがそれを後押しするのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 リバースモーゲージの阻害要因のイメージ 

【出所】筆者作成 

 

2013年現在、社会保障への信頼が揺らぎ、また相続に対する考えが大きく変わりつつある。

そこで我々はリバースモーゲージの内部化に関して以下の仮説を立てた。 

 

（1）滝川（2003）の主張する通りならば、戦略的遺産動機をもつ者ほどリバースモーゲージ

を選択しない。 
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(2）これから高齢化する世代では家の相続に対する意識が今までと異なり、マーケットが外

部化しやすくなっている。 

 

(3) リスクの除去や建物評価改善がリバースモーゲージの選択に好影響を与える 

 

以上の仮説を検証するために順序プロビットモデルを用いて個票調査を分析しリバースモー

ゲージ利用の決定要因を探る。分析手法は順序プロビットモデルを用い、データとして、以下

のものを使用した。 

使用データ23 

（1）調査番号  SSJDA0123 

（2）調査名   老後生活のリスク人認識に対する調査（1998）   

（3）サンプル数 3005人 

（4）対象    35歳以上の世帯主 

 

 

表 1 モデルに使用した変数 

（小さい数字ほど弱い。ただし、＊は小さいほど強い。） 

 

 変数名 選択肢 備考 

被説明変数 リバースモーゲージの利用意向 2-5 * 

 

 

 

 

 

説明変数 

住宅価値 1-8  

世帯収入 1-7  

家の相続意識…戦略的遺産動機の代理変数 1-5 * 

資産価値目減りへの不安 1-4 * 

老後生活資金への不安 1-4 * 

遺産分割への不安 1-4 * 

子供の有無 0=有 1=無  

貯蓄を取り崩す予定 0=無 1=有  

年齢 35-74  

就業機会への不安 1-4 * 

社会保障改正への不安 1-4 * 

住居を失うことへの不安 1-4 * 

 

 

本分析ではデータ範囲を指定し「わからない」や未解答を含む回答者は排除した。リバース

モーゲージ利用意向に大きく影響すると考えられる住宅形態ダミーをモデルに入れていない理

由は、データ範囲を指定したところ全ての回答者が持ち家(1，2，3)の選択者だったためであ

る。具体的には観測者 1072 人中、「土地付き持家一戸建て」が 898 人、「借地権付き持家一

戸建て」が 65人、「持家分譲集合住宅」が 109人であった。 

                                                     
23本分析に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJ データア
ーカイブから、〔「老後生活のリスクに関する調査,1998」（生命保険文化センター）〕の提供を受け
た。 
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第2節 分析手法 順序プロビットモデル 
 

本分析で用いる順序プロビットモデルについて説明する24。アンケートなどの評価指標が 1

から 5のような離散的な値をとり、それらの順番に序列関係が認められるとき、それらの値を

被説明変数にする際に用いるのが順序型プロビットモデルである。序列の付け方として、ラン

クが J個の場合、1,2,3，・・，Jとふる場合を考える。直接観察されない潜在変数 yi
＊は以下

のようにあらわすことができる。 

  *=b  +    

なお、  は標準正規分布に従うと仮定し、説明変数に定数項は含めない。 

未知の閾値  ～  を考える。観察される  は 

   =1 if -∞   
     

   =2 if      
     

      …  

   =J if        
  ∞ 

 順序プロビットモデルでは、係数ｂと閾値  を同時に推計する。上式を一般化すると  がラ

ンクｋをとるのは 

       
     

のときである。よってその確率は 

       ｋ=  (  =k)＝ (  －b  )－ (    －b  ) 

と表される。Φは標準正規分布の累積分布関数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
24以下の説明は松浦克己 コリン・マッケンジー（2009）『ミクロ計量経済学』東洋経済新報社に基づ
く。 
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第3節 分析結果  
 

 

表 2は順序プロビットモデルの推定結果をまとめたものである。参考に最小二乗法による結

果も併記している。 

     表２ 全年齢(1072人)対象の分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※＊の数は有意水準を示す。*が 10％水準、**が 5％水準、***が 1％水準で有意。 

  

表 2 から、リバースモーゲージの利用意向の決定要因が判明した。統計的に有意なプラスの

要因としては「老後の生活費への不安」「資産価値目減りへの不安」「遺産分割への不安」

「貯蓄を取り崩す予定(符号としてはマイナス)」が読み取れる。マイナスの要因としては「居

住住宅の資産価値の高さ（符号としてはプラス）」「家の相続意識の高さ」「年齢」が確認さ

れた。分析結果の係数の符号は概ね予想通りであり、モデルの妥当性はある程度認められる。

ただし、係数が統計的に有意でないケースも多い。本分析において、特に注目している「家の

相続意識の高さ」は、戦略的遺産動機の代理変数であるが、係数はマイナスで統計的に 1%有

意である。したがって、相続意識が強いほどリバースモーゲージの利用意向が下がるという仮

説（1）が支持される結果となっている。まとめると、1998 年時点での年齢が比較的若く、老

後生活に経済面で不安を抱えており、比較的価値の低い住宅資産を保有しており、自らの死後

の遺産分割争議(２章４節で示したように主に不動産)を不安に感じている人ほどリバースモー

ゲージの利用に積極的な一方で、戦略的遺産動機に基づいた強い相続意識を持つ人ほどリバー

スモーゲージの利用には消極的だということが実証的に明らかになった。 

 次にこれからの高齢者の特徴を知るために 2013 年時点での 65 歳、つまり 1998 年時点での

50 歳を基準に世代を 2 つに分け、それぞれで全年齢を含めた場合と同様の分析を行ったが、

50 歳以下のサンプル数が少ないためか統計的に有意な結果が得られなかった。そこで世代分割

の基準を 1998 年時点の 55 歳、すなわち 2013 年時点における 70 歳に変更して得られた結果

を示したのが表 3と表 4である。表 3には 56歳以上を対象にした分析結果を、表 4には 55歳

以下の分析結果をまとめた。表 3 から分かる通りこの集団においてはプラス要因が「老後の生

活費への不安」「遺産分割への不安」「住居を失うことへの不安」「貯蓄を取り崩す予定(符号

としてはマイナス)」、マイナス要因が「家の相続意識の高さ」となっている。特に生活費への

順序プロビット法 最小二乗法　　　
説明変数 係数 標準誤差 係数 標準誤差

住宅価値 0.071 *** 0.026 0.078 *** 0.023
世帯収入 -0.041 0.028 0.051 ** 0.023
家の相続意識の強さ -0.112 *** 0.036 -0.017 0.031
資産価値目減りへの不安 0.091 ** 0.042 0.139 *** 0.037
老後生活資金への不安 0.136 *** 0.047 0.077 *** 0.041
遺産分割への不安 0.109 ** 0.049 0.281 *** 0.039
子供の有無 -0.229 0.142 -0.064 0.124
貯蓄を取り崩す予定 -0.142 ** 0.071 -0.111 ** 0.062
年齢 0.007 * 0.003 0.028 *** 0.002
就業機会への不安 -0.011 0.045 -0.033 0.041
社会保障改正への不安 0.043 0.046 0.059 0.041
住居を失うことへの不安 0.063 0.039 0.064 * 0.035
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不安に係る係数は高く出ている一方、住宅価値が有意でなくなっていることから高齢者集団の

RM利用は直近の資金需要に最も強く影響されることが推測される。 

  

表 3 56歳以上 (観測者数 474)対象の分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※＊の数は有意水準を示す。*が 10％水準、**が 5％水準、***が 1％水準で有意。 

 

 

表 4 55歳以下 (観測者数 598)対象の分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※＊の数は有意水準を示す。*が 10％水準、**が 5％水準、***が 1％水準で有意。 

 

一方、表 4から、1998年時点での 55歳以下、つまり 2013年現在の 70歳以下の人々に関して

は、「家の相続意識の高さ」が依然として有意であるが、その係数が弱まっているのがわか

る。表３では係数が-0.135 だったのに対して-0.088 まで下がっている。この結果は、現在の一

部の高齢者およびこれからの高齢者が、戦略的遺産動機に基づいたリバースモーゲージの家庭

内への内部化という特徴を持つ傾向が薄れていく可能性を示唆している。この分析では、1998

年のデータしか扱っていないため、上記 2 つの効果における世代効果と年齢効果の区別ができ
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ない。従ってこの区別を行うには、異時点間のデータを用いたコーホート分析25が必要だが、

データに制限もあり、今回は扱うことができなかった26。しかし、第 2章の図 6、7で示した相

続意識の変化と併せて考えると、この結果が単なる年齢効果であると言うことは難しいだろ

う。むしろこれから高齢期を迎える人々は自らの老後生活の充実のために自らの資産を自分の

生きている間に有効活用し、必要以上に子どもの世話になろうとしないために、家の相続意識

がリバースモーゲージ利用の足かせになりづらいと解釈した方が自然である。したがって、分

析結果によって仮説（2）も支持された。 

 次にデータの調査項目の中で、リバースモーゲージの利用意向について「関心がある」「関

心はあるが利用しない」「関心がない」と答えた人のみに質問される「リバースモーゲージを

利用したくない理由」を用いてダミー変数を作成し、先ほどのモデルに組み込むことで、利用

リスクの除去や住宅価値改善がリバースモーゲージの利用意思にどう関係するかを確かめる。

リバースモーゲージを利用したくない理由として「子供に相続したいから」を選んだ人を１そ

れ以外の理由を選んだ人を０とする変数を「ダミー１」とする。同様に「住宅資産に手をつけ

るのは不安だから」もしくは「内容がよく理解できず不安だから」を選んだ人を１、それ以外

を０とする変数を「ダミー2」とし、「住宅に担保価値がないから」を選んだ人を１、それ以

外を０とする「ダミー3」とする。被説明変数は単純化のために「関心がない」と「関心はあ

るが利用しない」を選んだ人を０、「関心がある」を選んだ人を１とし二値選択モデルを適用

した。推定はプロビットモデルで行った。推定結果は表 5に示されている。 

 

表 5 二値選択モデル(Binary Probit)による推定結果(観測者数 970人) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※＊の数は有意水準を示す。*が 10％水準、**が 5％水準、***が 1％水準で有意。 

 

  

 

                                                     
25コーホート分析とは同時期の集団（Cohort）が時間の経過とともにどのように彼らの行動様式や思考を
変化させたかを時系列データを用いて明らかにすること。 

26利用できたデータは、1998年のものだけであった。 
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このモデルではリバースモーゲージに対して中立的（「関心がある」）か、消極的（「関心は

あるが利用しない」「関心がない」）かという二変数が被説明変数である。「リバースモー

ゲージを利用したい」と答えたサンプルは除外されているので、中立的な立場の人はリバース

モーゲージ需要の予備軍という立ち位置であるといえる。表 5 をみると、基本的には先述の順

序プロビットモデルによる分析と同様の結果が確認できる。異なっている点は世帯収入が１％

水準で有意になっている点である。世帯収入が多い人ほどリバースモーゲージを利用したいと

いうのは一見すると矛盾しているようだが、サンプルに現役世帯が多く含まれていることを考

えると、現役時代の生活水準を落としたくないと考える人が多いという解釈ができる。また、

ダミー変数の推定結果を見てみるとダミー１、ダミー2 は 5%水準で有意であり、ダミー3 は

10％水準で有意であった。それぞれの係数を見てみるとダミー1 ではマイナスで残り 2 つはプ

ラスであった。これはつまりリバースモーゲージの利用意思の度合いはその阻害要因によって

異なることを示している。ダミー1 が１の人、つまり戦略的遺産動機が強いためにリバース

モーゲージを利用したくないと答えた人は、その他の理由で利用したくないと答えた人と比較

してリバースモーゲージの利用により否定的であるといえる。一方、ダミー2、ダミー３が１

の人のように住宅の担保価値や漠然とした不安を理由にした人ではその他の理由を挙げたもの

よりリバースモーゲージの利用に中立的な傾向があることがわかる。したがって彼らの抱える

不安を取り除くことで彼らを中立から積極派へと導き潜在的な需要層を増やすことができるも

のと考えられる。「仕組みが分からない」や「住宅に手をつけるのは不安」といった漠然とし

た不安は根本的には「利用者のリスク認識」に還元されるものでありリバースモーゲージ特有

の３大リスクの解決(ノンリコースローンの実現)によってその不安を取り除くことができる。

また「住宅の担保価値の低さ」というのは、日本の不当に低い建物評価が原因であるので、こ

れもまた政策によって改善可能である。 

 まとめると、我々の仮説(１)の通り、リバースモーゲージの利用は戦略的遺産動機に基づい

た家計への内部化によって阻害されていた。また世代を分割した分析によってこれから高齢化

する世代ではその傾向が弱まっていることが確認され仮説(２)も支持された。戦略的遺産動機

の弱まりによって今まで家計内に内部化されていた住宅資産とお金の動きがリバースモーゲー

ジマーケットに外部化することで市場は大きく伸びると考えられる。そして、表５の結果から

リスクや担保価値を理由にリバースモーゲージを利用しない人はその他の理由を選択した人よ

りリバースモーゲージに対して中立的であった。これは三大リスク除去や建物評価改善といっ

た政策的介入が彼らの立ち位置を中立から積極派へと即座に変えうるという仮説(３)を支持す

るものである。 

 本章では、需要側の課題や意識の変化について取り上げた。続く第 5 章では、供給側の主に

コスト面での課題を明らかにするために、個票データを用いた試算を行う。 
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第5章  金融機関の赤字額の推計 

 リバースモーゲージでは、融資額が金融機関に返済されるのは、借入人の死亡や転居などに

よる契約期間の終了時である。そのため、累積契約数が 3000 件に満たない日本において、リ

バースモーゲージを普及させる初期段階では、金融機関への返済額よりも借入世帯への貸付額

が大きく上回る状況が続き、金融機関は大きな赤字を抱えることとなる。本章では、畑農

（1996）のモデルに基づき、金融機関の赤字額を試算する。その上で、その赤字額をどのよう

に補うかについて議論を行う。 

 

第1節 モデルの説明 
 

 本節では、本章で用いる畑農（1996）のモデルについて説明を行う。 

 リバースモーゲージ普及の初期段階に金融機関が抱える赤字額を求めるうえで必要となる数

値は、各年における各借入世帯への融資額と、各年における各借入世帯から金融機関への期待

返済額である。これらを世帯ごとに推計し、各年での合計値を出せば、そこから金融機関の収

支を求めることができる。簡略化のために金融機関の割引率と地価上昇率を等しいものとし、s

年に加入したある借入世帯の一年あたり貸付額を求めるとする。As：s 年の居住用資産額、B：

ある世帯の年あたり貸付額、     
 ：t 年までに第 i 家計の世帯主が死亡する確率、     

 ：t 年

までに第 i 家計の配偶者が死亡する確率、a：掛目（貸付限度額/担保評価額）、ρ：金融機関

の割引率（＝地価上昇率）とすると、ある世帯の年あたり貸付額は、以下のように表すことが

できる。 

 

B=aAs/                   ρ 
∞

     

 

 また、ある加入世帯から T年に金融機関へ返済される期待額 XTは、次のように表される。 

 

XT=P(H)TP(S)TB          
    

 

ただし、rは貸付金利である。 

 なお、本章では、第 4章と同様に、以下のデータをサンプルとして使用し、分析を行った。 

 

（1）調査番号  SSJDA0123  

（2）調査名   老後生活のリスク人認識に対する調査（1998）    

（3）サンプル数 3005人  

（4）対象    35歳以上の世帯主  
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 その分析結果の母集団ベースへの拡大は、国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の

将来推計』（2009）から得た、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住している世帯主年齢

が 50－89 歳の世帯数を用いることで行った。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県在住とした

理由は、サンプルとして取り上げたアンケート調査が、首都圏 50 キロに在住している世帯を

対象に行ったものであったためである。 

第2節 モデルの前提 
  

 この節では、モデルに関しての前提について確認する。 

 最初に、以下の仮定を置く。第一に、2013 年に 3 大リスクや建物評価の改善が行われたと

考える。第二に、それによってすべての潜在的需要世帯がリバースモーゲージを利用し始める

こととする。ここで述べる潜在的需要世帯とは、上記の調査において、リバースモーゲージの

利用意向の項目に「2（利用したい）」「3（関心はあるが、利用するかどうかはわからな

い）」と答えており、リバースモーゲージの利用条件を満たしている世帯とする。ここでいう

リバースモーゲージの利用条件とは、世帯主年齢が 2013 年時点で 60 歳を上回っており、居住

用資産額が 2013年価値で 4000万円以上となる世帯を指す。これらの値は、主要な民間金融機

関のリバースモーゲージ制度を参考に設定した27。 

 次に、モデルの変数について必要な仮定を行う。第一に、地価上昇率に関する仮定である。 

 

図 12 東京圏住宅地の地価上昇率の推移 

【出所】国土交通省「平成 25年地価公示」より筆者作成 

 

図 12 は、この 10 年間の東京圏住宅地における地価上昇率の推移である。これをみると、リー

マンショックのあった 2009 年には大きな下落を見せ－5％程まで落ち込んだものの、その後

                                                     
27 具体的には、みずほ銀行、三井住友信託銀行、東京スター銀行の制度を参考に、設定を行った。 
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2013 年にかけて、地価上昇率は上昇傾向にあることがわかる。このことから、地価上昇率につ

いては、以下の 3パターンを仮定し、推計を行うこととした。 

①地価が継続的に上昇し、地価上昇率は 1％の水準で推移する。 

②地価は不変で、地価上昇率は 0％の水準で推移する。 

③地価が継続的に下落し、地価上昇率は－1％の水準で推移する。 

 第二に、リバースモーゲージにおける掛目と貸付金利の設定である。これについては、主要

な民間金融機関の制度を参考にし、掛目を 0.5、貸付金利を 3％と設定した28。 

 第三に、死亡率の設定である。これについては、各年における加入世帯主の年齢により、厚

生労働省『人口動態統計』（2010）から得た死亡率をあてはめ、求めることとした。また、こ

の分析で用いる調査では、世帯主の配偶者の年齢は不明であるため、便宜的に世帯主の年齢と

配偶者の年齢は等しいものと仮定し、配偶者の死亡率を算出した。 

第3節 分析結果 
 

 以上の仮定の下で推計を行い、以下の結果を得た。 

 

 

図 13 貸付総額と返済総額の推移（地価上昇率 1％、単位：万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
28 こちらも、みずほ銀行、三井住友信託銀行、東京スター銀行の制度を参考に、設定を行った。 
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図 14 貸付総額と返済総額の推移（地価上昇率 0％、単位：万円） 

 

 

図 15 貸付総額と返済総額の推移（地価上昇率－1％、単位：万円） 

 

 図 13,14,15より、いずれのケースでも金融機関の収支はおおむね 2025年ごろにプラスに転

じることがわかる。 

 貸付総額と返済総額それぞれが経済に占める規模はどの程度なのであろうか。それを明らか

にするために、実質 GDP成長率を 1％と仮定した上で、各年の貸付総額と返済総額を GDP比

で表し、表 6に示した。 
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表 6 貸付総額、返済総額の対 GDP比 

 

 貸付総額の GDPに占める規模は、最も小さい規模となるのが、地価上昇率が－1%の時であ

り、2013年で 0.15%、そこからしばらく横ばいに推移し、2028年には減少に転じる。最も大

きい規模となるのが、地価上昇率が 1％となるときであり、2013年で 0.27％、そこからしばら

く横ばいに推移し、2028年には減少に転じる。一方返済総額は、2013年時にはいずれもごく

小さい規模である。しかし、年を経るごとに次第に上昇してゆき、2043年には地価上昇率が

1％の時最大の 7.18％、地価上昇率が－1％の時最小で 4.37％となっている。 

 ただし、GDPは国家単位の統計であるのに対し、今回の推計の母集団は一都三県である。そ

のため、政策が全国規模で行われたならば、これらの数値は上方修正される可能性がある。 

 政策によってリバースモーゲージの潜在需要者が全てリバースモーゲージを利用した場合、

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県だけで、開始時の貸付総額が GDPに占める経

済規模は最大で 0.27％となり、また返済総額がやがて GDPに占める経済規模は最大で 7％に

なることが分かった。 

また、これらの貸付総額、返済総額から導き出される累積赤字額は、以下の通りである。 

 

表 7 金融機関の累積赤字額 

 

 表 7より、金融機関が抱える赤字額は、地価上昇率が 1％の時に最大約 15兆円、地価上昇率

が－1％の時に最小約 9兆円程度にまで上ることが明らかとなった。東京スター銀行の資本金

が 260億円、メガバンクであるみずほ銀行、三井住友信託銀行ですら資本金がそれぞれ 1兆

4040億円、3420億円であることを考慮すると、民間金融機関では補い難い赤字であることが

わかる。 

 民間金融機関のリバースモーゲージを普及させようと考えた場合、このような赤字額の補填

をどのように行うか、提供者の負担をどのように軽減させるかが、重要な課題となる。続く第

6章では、第 4章と本章での分析結果を踏まえ、政策提言を行う。 

 

累積赤字額（サンプルベース） 53億5904万円
累積赤字額（母集団ベース） 15兆4405億8922万円

累積赤字額（サンプルベース） 40億5512万円
累積赤字額（母集団ベース） 11兆6837億1974万円

累積赤字額（サンプルベース） 30億4371万円
累積赤字額（母集団ベース） 8兆7696億2679万円

地価上昇率=1%

地価上昇率=0%

地価上昇率=－1%

貸付総額対GDP比 返済総額対GDP比 貸付総額対GDP比 返済総額対GDP比 貸付総額対GDP比 返済総額対GDP比

2013 0.0027 0.00001 0.002 0.00001 0.00157 0.000008
2018 0.0027 0.00018 0.002 0.00014 0.00158 0.00011
2023 0.0027 0.00079 0.002 0.00064 0.00156 0.00051
2028 0.0023 0.00786 0.00174 0.00635 0.0013 0.0051
2033 0.0018 0.02097 0.00136 0.01678 0.001 0.01336
2038 0.001299814 0.04526 0.00095 0.03574 0.00069 0.02809
2043 0.0008 0.07184 0.00064 0.05618 0.00046 0.04369

地価上昇率1% 地価上昇率0% 地価上昇率-1%
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第6章  結論 

第1節 本稿のまとめと政策インプリケーショ

ン 
 

本研究では、リバースモーゲージの普及を高齢者の新しい自助補助制度として捉えた。更に

リバースモーゲージ市場拡大の必要性と発展可能性を、高齢者の経済事情や住宅市場の変化、

そして家の相続意識の変化から論じた。本稿の主要な示唆は、2013年時点における 65歳以上

と以下で、家の相続意識とリバースモーゲージの利用意向の関係に変化が生じており、この変

化がこれまで家庭内に内部化されていたリバースモーゲージをマーケットに外部化させる可能

性を持つということである。 

 このことから、本稿の政策インプリケーションは、この市場の変化に際して、リバースモー

ゲージの 3大リスクを政府機関が保障することで、市場の発展を後押しさせることである。具

体的には、住宅金融支援機構が現在実施している、「特定個人ローン保険29」の改正である。

「特定個人ローン保険」とは、住宅金融支援機構と民間の金融機関が結ぶ保険契約で、高齢者

が民間のリバースモーゲージ商品を用いて持ち家をリフォームする場合に、債務者が何らかの

事情で支払不能に陥っても住宅金融支援機構が民間金融機関に対して支払いを保障する制度の

ことである。この制度では融資の使用意図がリフォームに限られているが、この使用意図を生

活資金にまで拡大することで、リバースモーゲージ市場の発展を達成することが可能になると

考えられる。財政面での問題を考慮すると、この保険制度のために、リバースモーゲージ事業

に参入している民間金融に対し規模に応じた分担金の義務付けをするという形も考えられる。 

また、畑農（1996）および第 5章で示された通り、民間金融機関にとってリバースモーゲー

ジ事業の拡大にはファイナンスの面で大きな障壁があることが明らかであり、その点において

も政府がなんらかの役割を果たす必要がある。そこで二つ目の政策として、次のような仕組み

の構築を提言する。それは、民間金融機関がリバースモーゲージ債権を政府機関に売却し、そ

の売却益によって赤字額を補てんできる仕組みである。先の試算では、収支が黒字に転じるた

めにはおよそ 12~13年を要するという結果になった。民間金融機関の債権を買い取る仕組みが

確立されていれば、収支が逆転するまでの累積赤字の軽減が可能であり、参入コストの削減が

期待できる。また、買い取った政府機関も、その債権を証券化し売却できる二次市場を形成す

ることができれば、債権買い取りにかかった資金をある投資家から回収することが可能とな

る。したがって、住宅金融支援機構が民間金融機関からリバースモーゲージ債権を買い取り証

券化することを本稿では提言する。 

全国規模の公営リバースモーゲージ制度も考えられるが、国が行った場合、都市圏以外の地

価低下のリスクが高まることが考えられる。また、地域により近い民間の方が、情報量や情報

                                                     
29 住宅金融支援機構のホームページより。 http://www.jhf.go.jp/financial/insurance/guide.html 
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収集などの面で効率性に優れているとも考えられる。あくまで民間を政府が補助して市場の形

成を後押しする形の方が、政府の関与の在り方として望ましいと我々は考える。 

 

第2節 政策の妥当性 
 

リバースモーゲージの債務保障制度を考える際に、その政策の妥当性を考慮しなければなら

ない。現状、国土交通省及び住宅金融支援機構は持ち家促進（その中でも長期優良住宅の促

進）や中古住宅市場の形成を政策目的としている。リバースモーゲージ市場の発展は、持ち家

の取得によって将来の収入確保の選択肢を増やすインセンティブをもたらす。特に、売却時に

有利な長期優良住宅取得の大きなインセンティブになるだろう。更にリバースモーゲージ市場

の発達は、売りに出される住宅の数を増やすので、中古住宅市場の形成にもつながる。従って

「特定個人ローン保険」の使用意図緩和政策および政府によるリバースモーゲージ証券の買取

機関の設立は、現状の国土交通省の政策の延長線上に存在するものである。また債権買い取り

と証券化も、現行の住宅ローン債権の証券化事業の延長上にある。 

 ここで、問題になるのは公的金融機関が果たすべき目的に合致しているのかという問題であ

る。翁（2004）によれば、公的金融の目的は①金融市場外における市場の失敗を補う目的②金

融市場固有の不完全性を補完する目的（=民間への呼び水効果）の 2 つに大別され、両方の検

証によって政策の妥当性を評価しなければならない。①に関しては政策によって社会に与える

ポジティブな外部効果の影響を考える。この場合だと高齢者の生活不安の解消、高齢化時代に

おける消費拡大、長期優良住宅の増加への貢献、中古住宅市場の形成などを通して正の外部性

が期待できる。②に関しては、この政策を通じ現状分析で述べたような情報の非対称性による

利用者・事業者双方のリスクを軽減させることで、民間投資の呼び水となる。また、政府によ

る債権の買い取りは、リスクを政府が引き受けることになるが、さらに政府がそれを証券化し

市場で売買することで、投資家へのリスク移転も可能である。そのため、アメリカに近いリス

ク分散の仕組みの構築につながる。アメリカではこの仕組みによって、金融機関が資金繰りに

悩みにくくなり、リバースモーゲージへの参入コストが下がったため、市場の拡大につながっ

たという背景もある30。リバースモーゲージ債権の政府機関による買い取りと証券化、二次市

場の形成は、民間の参入促進につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
30 小嶋（2013）に詳しい。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013発表論文 

35 

 

参考文献 
 

 大垣尚司（2010）「定期借家制度を利用した住宅循環型リバースモーゲージの設計」『立

命館法学』2010（5/6）pp.1693-1749 立命館大学 

 翁百合（2004）「リスクの担い手としての観点からみた政府の役割の検証」『フィナンシ

ャル・レビュー』73号,財務総合政策研究所 

 小嶋勝衛・劉銑錘（2002）「日本におけるリバース・モーゲージ制度普及のための一試論」

『会計検査研究第 25号』pp141-173,会計検査院 

 小島俊郎（2013）「我が国の本格的なリバース・モーゲージの普及に向けて」『資本市場

クォータリー 2013年冬号』2013 pp.36-67 

 塩見英治・山崎朗編著（2011）『人口減少化の地域制度と制度改革』中央大学出版

部,pp.217-240 

 滝川好夫（2003）「流動性制約とリバースモーゲージによる住宅資産の流動化」『神戸大

學經濟學研究年報』50,pp.15-31,神戸大學 

 内閣府（2009）『平成 22年版経済財政白書』日経印刷株式会社 

 畑農鋭矢（1996）「日本におけるリバース・モーゲッジの可能性」『季刊家計経済研究』、

1996年冬号、pp.49-56､家計経済研究所 

 松浦克己 コリン・マッケンジー（2009）『ミクロ計量経済学』東洋経済新報社 

 

 

インターネット： 

 厚生労働省「公的年金各制度の財政状況」http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/04/

（情報最終確認日：2013年 9月 24日） 

 厚生労働省「国民生活基礎調査」http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html（情報最

終確認日：2013年 9月 24日） 

 国土交通省「平成 25年地価公示」http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2013/index.html

（情報最終確認日：2013年 10月 30日） 

 国土交通省「平成 15年住宅需要実態調査」

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070903_.html（情報最終確認日：2013年 9月 23

日） 

 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」 

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp（情報最終確認日：2013年 9月

23日） 

 総務省統計局「国勢調査」 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/（情報最終確認

日：2013年 9月 24日） 

 総務省統計局「住宅・土地統計調査」http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/（情報最

終確認日：2013年 9月 24日） 

 総務省統計局「全国消費実態調査」http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/（情報最終確

認日：2013年 9月 24日） 

 中古住宅の流通促進・活用に関する研究会（2013）「中古住宅の流通促進・活用に関する

研究会報告書」http://www.mlit.go.jp/common/001002569.pdf（情報最終確認日：2013年

9月 24日） 

 東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター 

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/（情報最終確認日：2013年 9月 23日） 

 内閣府「高齢社会白書」http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html（情報最

終確認日：2013年 9月 24日） 

 内閣府「平成 17年度高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」

http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h17_sougou/index2.html（情報最終確認日：2013年

9月 24日） 

 日本経済新聞電子版 http://www.nikkei.com/ （情報最終確認日：2013年 9月 24日） 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013発表論文 

36 

 

 日本政策投資銀行（2008）「DBJ Kansai Topicsリバースモーゲージ再考」

http://www.dbj.jp/reportshift/area/kansai_s/pdf_all/kansai1.pdf（情報最終確認日：2013

年 9月 24日） 

 




