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東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する比較研究
─中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆─
王

蔚（社会福祉学専攻博士前期課程）

要旨：本研究では、定性的歴史的な分析に基づいて東アジアの日本、韓国、シンガポールを
座標軸にとることで四カ国間の比較研究を行った。住宅アセットベース福祉の基盤である持
ち家社会の形成、危機を分析し、住宅アセットベース福祉に関する三段階モデルに基づき、
新たに国家、市場、世帯を含む 3 つの主体をモデルに組み入れて再検討した上で、「保障性安
居工程」と住宅積立金制度を含む住宅保障と社会保障改革の課題と方向性への示唆を指し示
した。
キーワード： 住宅アセットベース福祉、中国、持ち家社会、住宅制度改革

1

研究背景
2018 年 12 月に発表された「中国家計資産調査報告書」1）によれば、住宅資産が世帯の家計

資産の最も重要な部分であり、都市部における世帯が所有する住宅資産が家計資産の 69.7％
を占めている。2017 年の住宅資産価値の増加率は 15.56％に達し、家計資産の増加速度より
も速い。住宅の資産価値の上昇は世帯の富の成長を促進する。また、恒大研究院が発表した
2019 年の「中国の住宅システム：レビュー、実績、反省と改革」によれば、現時点では中国
都市部における持ち家率は 1978 年の 22％から 79％までに上昇している。住宅制度の市場化
改革の恩恵を受けて、持ち家社会が基本的に形成され、大多数の世帯は持ち家取得を通じて
キャピタルゲインを実現してきた。
国務院（日本の内閣府に相当）は 2013 年に「关于加快发展养老服务业的若干意见」（サー
ビス産業の発展を加速することに関するいくつかの意見）を発表した。その後、国家発展改
革委員会（国家発展改革をリードする国務院の一つの部門）と民政部（日本の厚生労働省に
相当）は共同記者会見で高齢者養老サービス産業の発展を促進するための関連政策と条件を
紹介し、高齢者向けリバースモーゲージの導入を明言した。中国保険監督管理委員会は 2014
年に「中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见」（高齢者向けリバー
スモーゲージ型養老保険 2）の試行に関する意見）を公布し、リバースモーゲージを北京、上海、
広州、武漢に試験的に実施することを決めた。さらに、2018 年 7 月の「关于扩大老年人住房
反向抵押养老保险开展范围的通知」（高齢者向けリバースモーゲージ型養老保険の範囲拡大に
関する通知）により、リバースモーゲージは全国的に拡大されるようになった。このように、
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中国政府による一連の施策はリバースモーゲージを推進する積極的な姿勢を示している。高
齢社会に突入する目前に、社会保障制度が完全に整備されていなかった中国において、政府
は個人に対して住宅に蓄積された価値をリバースモーゲージの方式で引き出し、高齢期に自
身の福祉ニーズを満たすことを奨励し、住宅アセットベース福祉の役割を期待している。
このような住宅アセットベースの福祉アプローチは、住宅が潜在的な福祉リソースになる
ことを考慮し、主にイギリスなどの欧米国家で行われている。欧米の政策決定者は、少子高
齢化、労働力の減少、およびその結果としての公的資金と投入できる資源の減少に向けた文
脈で、既存の民間手段を最大限に活用する方法に関する議論を行ってきた。
東アジアの観点から見ても、住宅アセットベース福祉は斬新なアイデアではない。20 世紀
第二次世界大戦後、日本をはじめとする東アジア国家の政府は住宅不足を解消するために、
新規住宅建設、住宅融資支援などの政策を通じて、持ち家社会を推進してきた。そして、東
アジア政府が持ち家へのアクセスを拡大することが、家族の機能を高めるだけでなく、住宅
アセットベース福祉へのアクセスをも可能にする。
ただし、近年のグローバリゼーションによる不安定な経済成長、人口の少子高齢化などの
社会・経済変化が東アジアにおける持ち家社会に多大な影響を及ぼしている。持ち家社会に
基づく住宅アセットベース福祉の持続性も疑問視され始めた。そのため、今一度東アジア諸
国における住宅アセットベース福祉の共通点や相違点、問題点を検討する必要があるだろう。
特に、中国政府では住宅アセットベース福祉の可能性を意識し始めたばかりであるため、日
本、韓国、シンガポールと比べて中国における住宅アセットベース福祉の条件が揃っている
のか、位置づけが異なるのか、将来も持続できるのかなどの問題も明らかにしなければなら
ない。本研究は四カ国の比較研究を通じて、中国における住宅アセットベース福祉に関する
発展の方向性を検討する。住宅アセットベース福祉に関する研究は中国ではあまり見受けら
れず、このような研究は学問的にも、また政策的にも大きな意味があると言える。

2

本研究の目的と方法
以上の研究の背景と問題意識に基づき、文献研究と歴史研究を行う。
本研究では、定性的歴史的な分析に基づいて東アジアの日本、韓国、シンガポールを座標

軸にとることで四カ国間の比較研究を行う。ただし、単に住宅アセットベース福祉に関する
比較だけではなく、住宅アセットベース福祉の根本である「ハウジング」から研究を展開する。
また、先行文献を踏まえて住宅を巡る諸関係を明らかにした上で、アセットベース福祉から
住宅アセットベース福祉への潮流を考察する。さらに、東アジア四カ国における持ち家社会
の形成と危機を歴史的な視点から検討し、住宅アセットベース福祉に関わっている国家、市場、
世帯を含めた三つの主体に目を向け、四カ国における住宅アセットベース福祉の特性と問題
点を明らかにする。最後に、以上の研究結果を踏まえて中国の住宅制度と社会保障の改革へ
の示唆と、そして今後の課題を指し示す。
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3

先行文献
ま ず、 シ ャ ラ ー デ ン は 20 世 紀 90 年 代 に 初 め て「 資 産 効 果 」 を 中 心 に ア セ ッ ト ベ ー

ス福祉が社会福祉政策への新しいアプローチとして貧困問題に寄与することを提唱した
（Sherraden1991）。しかしながら、住宅アセットベース福祉の議論は 2007-2008 年の世界金融危
機をきっかけにハウジング学者よって本格化されたため、住宅アセットベース福祉もまだ十
分に検討されていない新しいテーマである（Groves et al. 2007；Waston2009；Doling & Ronald
2010, 2012；Hirayama 2010；Lowe 2011=2017；Lowe et al.2012；Prabhakar2019）
。
そして、初期の研究は主にイギリスを対象にその前提条件、変遷、とくに限界などを議論
してきた。その後、一部の学者は、東アジア諸国に目を向け始めており、東アジア諸国の経
験と教訓を学び、これに基づいて英国を中心とする西欧諸国の住宅アセットベース福祉のあ
り方を再検討している（Groves et al. 2007; Doling & Ronald 2010; Ronald & Doling 2010）
。今まで、
東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する研究はそれほど多くとはいえない。
ロナルドとドーリングは東アジアにおける持ち家とプラパティーベース福祉 3）がどのよう
に発展し、どのような結果をもたらしたのかという問題に着目し、年金制度の評価に広く使
用されている、「妥当性」、「持続可能性」、「アクセス」を含む三つの基準に基づき、日本とア
ジア NIEs（シンガポール、台湾、韓国、香港）におけるプラパティーベース福祉を考察して
いる。彼らによれば、東アジアにおける持ち家の拡大は福祉国家の未発達に照らして住宅サー
ビスの面だけでなく、家族の福祉基盤を支援することでも多くの世帯を支えている。また、
持続性については、持ち家を福祉の「クッション」として機能するために、住宅価値の安定
上昇が求められているものの、これは若年層の住宅市場への参入を困難にすると指摘されて
いる。アクセスについては、住宅に蓄積された価値を引き出すのはまだ困難であるとしてい
る（Ronald & Doling 2010）
。
さらに、ドーリングとロナルドは 2012 年の論文で日本、韓国、シンガポールと台湾を研究
対象とし、収斂理論の視点から東アジア諸国における高齢者の所得、介護などの問題に対応
するための政府による対応策の共通点を発見している。共通点について、1 つ目は家族の幸福
の物理的、感情的、経済的基盤としての持ち家へのアクセスの拡大を通じて、社会保障制度
の不足を補うこと、二つ目は、政府が持ち家政策により家族支援の地理的制約を緩和すること、
三つ目は、高齢者が持つ住宅エクイティ（住宅の市場価値からローン債務を差し引いた実質
価値）の一部またはすべてのリリースを可能にするメカニズムが導入されることである
（Doling
& Ronald 2012）
。
中国においては、アセットベース福祉に関する研究に温度差が感じられる。香港の一部の
学者を除いて中国大陸の学者はアセットベース福祉についてほとんど論じていない。聶は自
身の論文で、東アジア諸国政府の介入によるアセットベース福祉の促進に関する研究が中国
では無視されていると明言し、自身が第一人者として東アジア諸国における住宅システムの
確立と発展の 2 つの時期、およびアセットベース福祉の入口、プロセス、およびアウトプッ
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トの 3 つの側面からアセットベース福祉の経験と教訓をしてきしている。聶によれば、住宅
所有に基づくアセットベース福祉には限界と脆弱性があり、政府の政策は、「入口をより包括
的にする」必要があり（若年層、低所得層もアセットベース福祉にアクセスできるように）、
プロセスについては住宅市場の安定性を確保するために「継続的な介入」が求められ、さら
に住宅エクイティのリリースなどのニーズを満たすように「アウトプットメカニズムの改善」
が必要とされる（聶 2017：54）。それを踏まえ、彼は中国でのアセットベース福祉の有効性を
検討し、アセットベース福祉による不平等などの問題点に懸念を表明している（聶 2017）。残
念ながら、聶の研究は中国の住宅システムと社会保障制度の現状を検討せずに、住宅オブザー
バーの視点から他の東アジア諸国の例を考察している。また、アセットベース福祉に関わっ
ているもう一つの主体である世帯とその外部にある人口構造の変化が考慮されていない。
一方、日本人の学者である平山とイズハラ（ブリストル大学の海外日本人学者）は日本に
おける持ち家社会とアセットベース福祉に焦点を当てており、とくに高齢社会を背景とした
現在の日本における問題を議論している。平山は、経験的証拠に基づき、「日本の持ち家社会
が世代間および世代内の両方で不平等が拡大することによって徐々に挑戦され、高齢化の進
展によって悪化している」という結論に至っている（Hirayama 2010：175）。また、イズハラ
はアセットベース福祉の失敗と政策主導の市場の失敗を巡って議論を展開しており、日本住
宅市場のボラティリティと不動産システムにおける土地と住宅の分離、未発達の中古住宅市
場などの問題点から、政府による住宅の供給、消費、投資とトランザクションへの介入が不
十分だと主張している。さらに、イズハラはより国際比較的な視点を持ち、シンガポール政
府のより強力な介入と中国の中古住宅市場の成熟を、日本と比べて優れていると評価してい
る（Izuhara 2016）。
以上の先行研究をまとめると、欧米の学者はアセットベース福祉に関する研究を主導して
いるが、基本的には日本とアジア NIEs に注目しており、研究の対象として中国を検討して
いない。理由としては、他のアジア諸国と異なる政治体制、都市と農村の格差、関連データ
の入手の難しさ等が考えられるだろう。現時点で、本格な研究は始まったばかりであるため、
中国のコンテクストに基づいたさらなる研究が求められている。そのため、本研究では日本、
中国、韓国とシンガポールを比較対象とし、発展主義福祉システム、経済の低成長、グロー
バリゼーション、少子高齢化などを含む複合的な影響を受け、住宅アセットベース福祉が東
アジアにおいてどのように変化してきたのか、加えてその特性と課題を考察する。

4

ハウジング研究と住宅アセットベース福祉

4－1

ハウジング研究

「ハウジング」（Housing）というキーワードは住宅アセットベース福祉の根本であり、最初
にその本質を明らかにする必要がある。まず一般的な視点から見るとどのように捉えればい
いのだろうか。「ハウジング」という言葉は名詞でもあり、動詞でもある。松村明編『大辞林
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第四版』において、「ハウジング」は「土地・住宅・家具・インテリアなどを含む総合的な住
宅の供給。また、その関連産業の総称」となっている。また巽和夫編『現代ハウジング用語
事典』においても、「ハウジング」は「ハウスの動名詞として、住宅を企画する、供給する、
管理する」というような意味がある。
さらに、住田は「ハウジング」の概念を説明する際に、「住宅を供給する」という概念がそ
の 1 つであり、もう 1 つには、「住まう」という概念があると述べている。住田によれば、そ
の語源は、「住む」であり、「dwell」あるいは「live」とみなしていい。
（住田 2015：3）
しかしながら、より深い視点から「ハウジング」とは何かを問おうとすれば、ハウジング
研究を日本国内外に取り巻く様々な分野、学問に検討されてきたことを考察することも求め
られる。
日本において、ハウジング研究に牽引してきた学問は建築学（住居学と都市工学も含む）
である。財団法人住宅総合研究財団編『現代住宅研究の変遷と展望』の 9 割の執筆者が建築
学者であり、それも証拠の 1 つである。一方、社会科学者や人文学者がハウジング研究に対
して関心が薄かった故に、日本では建築学によるアプローチで研究が大きな割合を占める、
ということは他の諸外国と異なる日本特有の発展の経緯だと言える。建築学の分野では、『建
築大辞典』によれば、「ハウジング」とは「空間的に人間が住むに足る住居とその環境の質を
持ち、社会的にどの地域や階層の人にも空間の質を確保するための目的と手段を持ち、居住
者がこれらを背景にしながら、近隣関係を含め住みやすい居住環境につくりあげていくこと
などを統合した有機的な概念」とされている。それは、住宅の供給と「住まう」の概念を超
えて、空間的、社会的、人間的な側面から「ハウジング」を定義されている。
社会学において、フランスの都市社会学のパイオニアであるローヴェは、住宅の定義や家
族の定義についての諸問題とその関係を再検討するために、都市社会学以外に「住宅社会学」
を創設すべきだと述べっている。ローヴェによれば、一般的に住宅は私的空間と認識されるが、
あらかじめ公的空間として再認識されることは有意義である。さらに、ローヴェは、住宅に
ついて考察する際に「生活空間すなわち居住環境の中で、ある社会上の物理的な枠組みから
切り離されることができない」と主張している（Lauwe 1970=1973: 85）。彼によれば、家族を
庇護する建築物であることに加えて、住宅は 1 つの社会単位に対応し、家族の構造をも反映
する存在である。したがって、住宅について研究するということは社会及び家族をも研究す
るにほかならないと言える。
また、日本の都市社会学者である三浦も、ハウジングは「われわれの生活を物理的に防御
するシェルター」であるとし、また、「家族以上に人間社会に普遍的な社会現象」であると定
義している（三浦 1989：53）。人々や家族はハウジングを介して地域社会あるいは社会全体と
の関係を持つことになり、居住者の階層的地位も住宅によって規定される。つまり、ローヴェ
と三浦が着目したのはハウジング、家族、社会の間に存在した重要かつ不可分な関係とその
間の潜在的な相互作用である。
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経済学において、浅見が「現代経済学は、経済人の合理的行動仮説とパレートの意味での
効率性の追求にその基礎を置いている」と述べている（浅見 1997：289）。このような体系を「住
宅経済」に適用すれば、住宅を買うもまたは賃借する消費者と住宅を供給する開発者は、経
済人として、それぞれの立場で合理的行動を選ぶ、ということになる（王 2003）。経済人の行
動という視点で見ると、住宅は消費者によって買われるまたは賃借されるものであり、した
がって、住宅は「資本資産（capital asset）」と「サービス（service）」という二重の意味を持っ
ていると言える。「資本資産」について、ソーンズによれば、「住宅所有は労働市場以外で富
を蓄積する効果的な方式である」（Thorns1995：8）。一方、個人や世帯は、市場から住居を購
入し、「持ち家の帰属家賃」の概念で捉えられた影の取引を通じて実際には家賃の受払を伴わ
ずに通常の借家と同様のサービスが生産され消費される。エコノミストは、住宅のこの「サー
ビス」の側面を基本的なものとして認識している。しかしながら、この点が、社会政策の観
点から書かれた住宅文献ではめったに認識されていないとファヘイとノリスは批判している
（Fahey & Norris 2011：439）
。
そもそも、消費者はその選好を効用関数の最大化を求めて住宅を選択し、生産者は、主に
自身の利潤関数の最大化を実現できるように行動する。つまり、双方とも自らの最も効率的
な道を追求するのである。加えて、供給と需要が競争均衡の状態となると、効率的にもなる。
ただし、経済学という学問は様々な価値観に基づいたものであり、効率性だけではなく、公
平性の問題も重要だろう。それ故に、経済学者、とくに都市経済学者は「より効率性（そし
て次に公平性）の高い住宅市場を改善していくには、すなわち市場機能が正常に働くために
はどのような条件が障害となっているかを検討する、それを除去・補正する手段として、住
宅政策のあり方」を考える（浅見 1997：291）。
以上のように、各学問分野において「ハウジング」に関する概念的基盤が発展してきたこ
とがわかる。このような多様な領域におけるハウジングの概念をめぐる考察を踏まえ、ハウ
ジング学者がいかに「ハウジング」を認識しているのか、「ハウジング」研究がなにを対象と
しているのか、あるいは「ハウジング」研究の実体的焦点が何にあるのかについて検討する
ことが重要だろう。
ケメニーは、ハウジング研究について、
「住宅（dwelling）の供給と利用を構成する社会、政治、
経済、文化等々の制度・関係についての研究である」と定義している（Kemeny1992 ＝ 2014：
24）。ケメニーは、1992 年の時点で既存のハウジング研究が主にハウジングを「レンガとモル
タル」（＝建築物）として定義していたことを批判しており、また、アブラマが提唱した「シェ
ルター」の視点と、ソーンダースとウィリアムズが注目した「ホーム」4）の視点については、
ハウジング研究の研究範囲を拡大した試みとして評価している。彼自身も「住宅」（dwelling）
の概念のみならず、「世帯」（household）に着目すべきだと提唱し、しかしながら、ハウジン
グが「住宅」と「世帯」という二つの項目のみに関するものではなく、「住宅と世帯の間の相
互作用に限定されるもの」でもなく、ハウジング概念の再構築が求められると主張した。こ
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こで、一つの新しい概念「居住」が提唱され、それは「地域」
（locality）という意味と結びつき、
より幅広い視点をハウジング研究の実体的焦点に与えた。
居住は、その場所（＝立地）と形態の双方、及びそれらの相互作用の点から、ハウジン
グの社会的編成を強調する。それは、都市形態という問題、それが都市のリストラクチャ
リングに与える制約、ハウジングと福祉の間の関係、そして直接、間接に居住の問題に作
用する制度的・組織的配置に関わるありとあらゆるものを含む。したがって、社会構造の 1
つの次元としての居住は、近代社会の社会的編成の重要な次元とみなしうる。それはまた、
巨大スケールのマクロな社会過程と、個体レベルでのミクロな相互作用の間を媒介するメ
ゾ・レベルを構成するものである。（Kemeny1992 ＝ 2014：28）
ケメニーによるハウジング概念の再構築はハウジング研究の範囲をも拡げることになっ
た。それゆえに、ハウジング研究は様々な学問分野が発展してきた理論などに根ざし、加え
て学問分野を横断してより広い視野を持ちながら進むべきだと数多くの学者は提唱している
（Kemeny1992 ＝ 2014；由井 1997；小林 2009）。
最後に、これまでの考察を踏まえて「ハウジング」という概念を再定義すると、
「ハウジング」
とは家族を地域と社会と繋げる媒介および富を蓄積する効果的な方式であり、家族を庇護す
る機能を有し、家族の福祉の基盤であると定義する。

4－2

住宅を巡る諸関係—福祉国家、福祉、所得

「ますます競争が激化するグローバル経済のもとで、マクロ経済運営上の要請」に応じて、
今、イギリスでは、新しい福祉国家のパラダイムへの転換が求まられるようになったとロウ
は指摘している（Lowe2011=2017：226）。その方向性の 1 つは「アセットベース型福祉国家
（Asset-based welfare state）」である。ロウはその著書『The housing debate』で「金庫としての
住宅」を「アセットベース型福祉国家」の核心としている（Lowe2011=2017）。本節では、先
行研究を踏まえて住宅と福祉国家、住宅と福祉、住宅と所得などの関係を考察することを通
じてなぜ住宅が福祉国家改革の新たな方向になり得るのかという問いを明らかにする。
住宅と福祉国家の関係は長年議論されてきたが、この問題は刻々と変化する時代の中で学
者の関心を集めている。トルガーセンによれば、福祉国家は四つの柱があり、住宅は福祉国
家の「ぐらついた柱（The wobbly pillar）
」である（Torgersen1987)。ほかの三つの柱は社会保障、
教育、医療である。しかしながら、21 世紀以降、多くの学者はハウジングを新しい福祉国家
の「コーナーストーン（Cornerstone）」と主張している（Malpass 2005 ; Ronald & Doling 2012 ;
Hirayama 2010）。一見同じ領域に関する論争に見えて、ただし、まったく異なる認識を示して
いるのはその領域への視座やそれぞれの議論の射程が異なるからだとマルパスは主張してい
る。マルパスによれば、前者の焦点は公的賃貸部門にあり、彼らにとって最も肝心なのは社
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会保障などを含めるほかの公共サービスと比べる際に、住宅はどのような特別な性質や役割
を持っているのかという点である。後者の焦点は住宅市場と住宅資産にあり、比較の視点と
いうより福祉国家の公共サービスの外部にあるものとして捉え、住宅所有が福祉国家を支え
るほかの三つの柱にどのように関係するかという点に着目している（Malpass 2008）。具体的
には、世帯は民間住宅市場から住宅を購入して、資産形成が可能になる。さらに、住宅資産は、
世帯が所有する資産の大きなシェアを占めている。市場価値が上昇するにつれて、個人は住
宅エクイティを引き出し、公的サービスに依存するだけでなく、民間サービスをも購入する
ことができる。そのため、住宅は福祉のコーナーストーンとして、より重要となるのである。
マルパスはその論文において、高レベルの持ち家社会の中、積極的な公共サービス改革を
実施している英国の現状を参照し、21 世紀初頭の社会的文脈において住宅と福祉国家の関係
を再検討している。彼は「現在の社会的文脈において福祉国家における公共サービスとして
の住宅の役割と、住宅市場が福祉サービスの分配と消費に影響を与えること、さらに支援す
る役割を視野に入れる必要がある」と主張している（Malpass 2008：16）。様々な学者によっ
てすでに展開してきた住宅と福祉国家の関係ついての議論を振り返り、その関係を捉え直す
ことが必要だろう。
また、住宅の保有形態を考慮した場合の、持ち家と福祉給付とのトレードオフ関係につい
ては、ケメニーによれば、退職に起因する所得の減少と政府による高齢期の福祉給付の不十
分さは、世帯が住宅を購入するインセンティブになる。退職者の大部分が高齢期の貧困を防
ぐために住宅を保有する場合には、政府に対して福祉給付の引き上げを求める圧力が弱まる。
同様に、高齢期の福祉給付のレベルが高い社会では、持ち家を選ぶインセンティブが少なく
なり、政府が高いレベルの福祉給付を維持することが求められる。（Kemeny 1980：384）。ま
た、住宅を購入した場合のコストに関係するライフサイクルパターンは賃貸の場合と比べて、
通常非常に前倒しである。住宅購入希望者の場合若い頃から将来の返済に向けて貯金する必
要があり、また住宅ローンの返済期においては、その返済額が収入の低い時期に全体の支出
のかなりの割合を占める。ただし、住宅に係る負担は住宅ローンが返済された後に緩和され
る。一方、賃貸の場合には、基本的に家賃は生涯にわたって支払うことになる。賃貸と比べ
て、住宅を所有する人が高齢期になって払うべき住宅に係る費用は比較的に少ない。そのため、
政府による福祉給付への依存度も低下している（Kemeny 1995）
。
マルパスとケメニーの理論を踏まえて、公営住宅の側面から見ると、住宅が残余化してお
り、同時に民間住宅市場の側面から見ると、個人にとっては持ち家による住宅所有、資産形
成が高齢期のニーズを満たし、民間サービスの購入を可能にし、政府にとっては福祉給付の
福祉給付の引き上げを求める圧力が弱まる。したがって、住宅は「アセットベース型福祉国家」
の核心として大きな役割を果たすことが期待されている。
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図1

恒常所得、変動的な労働所得、資産価値の変化

出典：Ansell（2014：386）Figure1. をもとに、筆者加筆
注： 実線は生涯にわたる変動的な労働所得を示し、黒い点線は生涯にわたる恒常所得を示す。変動的な労働所
得は変動的所得（賞金などの一時的な所得を指す）と異なり、恒常所得である。灰色の点線は住宅資産価
値の変化に応じて個人の恒常所得も上昇するまたは低下しする可能性を反映する。実線に示すように、生
涯にわたる労働所得は就業中に上昇し、失業と退職により労働市場から出るとゼロに下がる。

さらに、住宅資産の視点から住宅所有と所得の関係を見てみよう。まず、フリードマンの
恒常所得仮説を紹介する。彼は現実の所得を給料などの長期的に稼得可能な所得（恒常所得）、
賞金などの一時的な所得（変動的所得）に分け、消費は、変動的所得ではなく、生涯にわた
る恒常所得に依存するとしている（Friedman1957）。それに対して、資産（Wealth）は「売却
または担保としての借入によって所得に変換できる」ため、アンセルはフリードマンの恒常
所得仮説を踏まえ、資産を個人の恒常所得の中核部分とみなすべきだと主張している。さらに、
ほとんどの市民が所有する「資産の中核は住宅資産である」が、「多くの分析は住宅資産の役
割を無視している」とアンセルは指摘している（Ansell2014：385）。したがって、彼は住宅資
産を考慮に入れて資産と所得および消費の関係を検討している。図 1 に示すように、生涯に
わたる労働所得は就業中に上昇傾向を示し、しかしながら、景気変動、雇用調整などによっ
て大きく変化する可能性がある。
一方、アンセルによれば、住宅資産は、「生涯労働所得を反映しているだけでなく（より裕
福な市民はより高価な住宅を買うことができる）、遺贈または労働市場に関係なく、資産総体
的な変化からもたらされることもある」。したがって、住宅資産は、「変動的な労働所得と労
働市場の平均所得から独立しているものである」。（Ansell 2014：385）。
つまり、住宅資産が上昇するのは労働市場の影響をそれほど受けずに個人または世帯の所
得を安定化させることができる。そのため、持ち家は、理論的には、個人の福祉を構築する
手段であり、年金と公共サービスの不足を補完する可能性がある。逆に言えば、住宅資産は
通常、個人や世帯の富の最も重要な部分を構成しており、そのため、住宅の資産価値が下落
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するにつれて、個人や世帯に大きなインパクトを与える。したがって、所得を安定化させる
ための前提である資産価値の増加に関しては、好景気と住宅市場の安定が求められる。

4－3

アセットベース福祉から住宅アセットベース福祉へ

アメリカの学者シャラーデンは 1991 年の著書『Assets and the poor: A new American welfare
policy』で貧困と資産を結びつけ、年金や貯蓄などの資産の個人所有の支援を従来の中間層か
ら貧困層にまで拡大することを提唱し、貧困問題に取り組んでいく姿勢を示している。シャ
ラーデンによれば、貧困層向け社会政策は、従来の所得、支出、消費の概念だけではなく、
部分的に貯蓄、投資、資産蓄積の概念によって導かれるべきであるとされる。つまり、所得
再分配の政策にとどまらず、資産再分配の政策も必要である。それを踏まえ、彼はこの著書
で「アセットベース福祉 (Asset-based Welfare)」という新たな概念を提唱した（Sherraden1991）
。
そして、1992 年にジョンソンとシェラデンはアセットベース福祉を巡って新たに「資産効
果 (asset-eﬀect)」という中心的な概念について検討している。
資産は所得ショックに対するクッションとしての機能を果たし、家計を安定させる。また、
資産が人的資本を含む他の資本の開発に刺激を与える。さらに、資産も人の専門化とリス
クテイクを可能にし、個人のセルフ・エフィカシーと社会的影響力を高め、政治参加とコ
ミュニティへの関与を増加させ、子孫の福祉を高めることができる。おそらく最も重要な
のは、資産が資産を保有する人々に認知的および感情的なステークをもたらすことである。
（Johnson& Sherraden 1992：67, 筆者訳 )
それゆえに、政府は個人資産の蓄積を奨励する方式を通じて「資産効果」を発揮させる
ことで、もともと福祉に依存する多くの貧困者の観念を変えることができ、自助努力が必要
とされる観点を普及した上で、貧困問題を解決することもできる。これは新しい視点から
社会政策のあり方を考える試みの 1 つである。具体例を挙げると、アメリカの個人開発口座
（Individual development accounts, 略称 IDA）、イギリスのチャイルド・トラスト・ファンド（Child
Trust Fund, 略称 CTF）のような「税制優遇措置やインセンティブを持つ貯蓄」制度がある（斎
藤 2006：259）。しかしながら、ドーリングとロナルドが指摘したように、シャラーデンの着
想の多くは住宅から得られたものだが、資産としての住宅より他の金融資産について彼は注
目している（Doling & Ronald 2010；Ronald & Doling 2012）
。実際、シャラーデンだけではなく、
多くの学者は住宅資産を軽視する点で共通している。
しかしながら、2007 年―2008 年の世界金融危機の後に住宅資産を重要視して住宅アセット
ベース福祉を中心とする議論がハウジング学者をはじめとする学者の間で活発に行われてい
る（Groves et al. 2007；Waston2009；Doling & Ronald 2010；Hirayama 2010；Lowe 2011=2017；
Lowe et al.2012；Prabhakar 2019）。では、そもそも、なぜ 2007 年―2008 年の世界金融危機がアセッ
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トベース福祉から住宅アセットベース福祉への分岐点になったのだろうか。
まず 2007―2008 年の世界金融危機の原因から考える。周知のように、世界金融危機は米国
住宅市場におけるサブプライム市場の崩壊に起因する。アメリカでは 2006 年以前に住宅価格
の五年連続上昇と超低金利政策を背景に、期待キャピタルゲインが高まった。また、住宅購
入用のサブプライムローン 5）は主に不動産担保証券（MBS）の形で証券化 6）され、金融商品
としてグローバルな金融市場で販売されていた。ただし、もともと信用格付けが基準を満た
していない人々（低所得世帯が多い）を対象とするサブプライムローンは比較的にリスクが
高い。そして、2007 年から住宅価格が下落し始め、継続的な住宅価格の上昇が起こると、想
定されていたサブプライム層が返済不能に陥り、結果サブプライムローンが不良債権化し、
その後のクレジット・クランチ、さらに世界金融危機を引き起こした。
このようなサブプライム住宅ローン危機の背景には金融規制緩和、住宅ローン市場の開放、
資本のグローバル化がある。以上の要素は住宅アセットベース福祉と密接な関係があり、イ
ギリスをはじめとする資本主義社会にも多大な影響を及ぼしている。1970 年代からグローバ
リゼーションの影響を受け、激しさが増している国家間の競争に勝つために、より効率的な
経済政策だけではなく、より効率的な福祉政策も求められるようになった。イギリスにおい
ては高齢化が顕著で、年金支出の圧力がより一層強まる中で、高度に成熟した持ち家社会に
新たな道を探し始めた。
しかし、住宅ローン市場が開放される前に、エクイティー引き出しは一般的に特定の時点
での住宅転売、余分な住宅の貸し出しといった方式で行われる。90 年代のグローバリゼー
ションのさ らなる進展に伴い、住宅ローン市場の開放と資本のグローバル化は住宅資産の
ファイナンス化を可能にし、住宅所有者がより便利な方式でキャッシュ・フローを得られる
ようになった。主要な方法の 1 つは、リバースモーゲージあるいはリ・モーゲージ（Reverse
mortgage or Remortgage）というものである。イギリスではエクイティー・リーリース（Equity
Release）と呼ばれる。それは融資制度の一種として、所有する住宅に住み続けたまま、自宅
を担保として金融機関から借金し、その借金を月単位または年単位で借り手に支払うもので
ある。図 1-7 に示すように、20 世紀末から世界金融危機までイギリスにおけるエクイティ・
リリースの融資額が大幅に増えた。
そして、世界金融危機後、信用収縮と住宅価値の下落を背景に住宅アセットベース福祉の
持続性が疑問視され、学者による住宅アセットベース福祉への関心がより一層高まった。多
くの研究で注目されているのは金融資産を中心とするアセットベース福祉ではなく、住宅資
産を中心とするアセットベース福祉、いわゆる住宅アセットベース福祉となっている。
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エクイティ・リリースの融資額と契約件数

出典：明野 (2011) P.11 により

また、多くの学者は、20 世紀後半から持ち家社会に焦点を当てている東アジア諸国に注意
を向け、東アジア諸国の経験を分析することを通じて、住宅アセットベース福祉の他の可能
性を見出そうとしている（Ronald& Doling 2010,2012; Groves et al. 2007; Izuhara 2016）
。

5

東アジアにおける福祉モデルと持ち家社会

5－1

東アジアの福祉モデルと住宅

20 世紀 90 年代の後半から、アジア経済危機をきっかけとして急速な経済成長を遂げた韓国、
台湾をはじめ東アジア諸国では社会保障制度の目覚ましい発展を遂げている。それを背景に
「東アジアの福祉」についての議論が活発化し、世界銀行などの国際機関を含む東アジア内外
から注目されるようにになった（上村 2004；李 2011）。
周知のように、エスピン・アンデルセンの福祉レジーム論は先進福祉国家を類型化し、「社
会民主主義レジーム」、「自由主義レジーム」と「保守主義レジーム」という福祉資本主義の
三つの世界を表す概念を提出した（Esping-Andersen1990 ＝ 2001）。彼の研究は比較福祉国家
論に多大な影響を及ぼした一方で、多くの学者から批判的な意見も挙げられている。その中に、
南欧、オセアニア、アジアなどの諸地域が検討されなかったことについての批判がある。こ
の類型論は日本をはじめとする東アジア諸国にも当てはまらず、「東アジアの福祉モデル」構
築の必要性が検討されつつある。
例えば、「東アジアの福祉モデル」に関する初期の分析では、社会的および文化的価値観に
焦点を当てて親孝行と連帯の文化を含む儒教主義の影響を重要視し、「儒教主義福祉国家」が
取り上げられている（Jones 1993）。それ以外には、グッドマンとホワイトは経済に重点を置
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いた顕著な「発展主義福祉システム」（Developmental welfare systems）を持つ東アジア諸国に
言及している（Goodman ＆ White 1998）。また、ホリデーによれば、東アジア諸国では社会
政策における経済成長の中心性が見られ、いわゆる「生産主義的福祉資本主義」(Productivist
welfare systems) であるとされる（Holliday 2000）。それぞれの理論は欧米との対比から東アジ
アの福祉モデルを一括する試みとして権威主義体制の下で経済発展に重点を置いたまま、福
祉ニーズへの対応が遅れているという共通点が見られる。ただし、一部の学者はアジア福祉
システムの「未発達」に対して若年層が多くの割合を占めているため「未発達」とはいえな
いという結論を示している（上村 2004：27）。
しかし、否定できないのは東アジア諸国が経済発展を優先し、家族または企業が国家のか
わりに一部の責任を負っているということである。東アジアの福祉システムにおける家族の
存在は特別で、大きな役割を果たしている。福祉の供給については国家または地方自治体よ
り家族に依存しているという特徴がある。そもそも、「世帯がケアと福祉サービスを提供する
能力の中心は、住宅である」（Ronald & Doling2010：236）。住宅取得を通じて住宅をシェルター
とするだけではなく、ライフコースにわたってキャピタルゲインをも実現するものとして捉
えるべきである。一方、東アジア諸国は、イギリスなどの国々と比べ、住宅に蓄積された価
値を引き出す金融商品が限られているため、世帯は主に住宅転売、余分な住宅を貸し出すな
どの方式を利用し、キャッシュフローを得て限られた公的保険の条件の下で福祉ニーズを補
完し、住宅アセットベース福祉にアクセスしている。
新自由主義とグローバリゼーションの影響を受けてより効率的な福祉政策を探索するため、
欧米諸国がアセットベース福祉に注意を払うようになったことと異なり、東アジア諸国では
他の原因がある。それは多様な投資商品が開発されなかった経済成長初期には、大多数の世
帯にとって住宅という資産の購入が唯一の選択肢であるからということである。

5–2

東アジアにおける持ち家社会の形成と危機

本節では東アジア諸国における持ち家社会の形成と危機を単に歴史的な視点から考察する
だけではなく、より大きな経済・社会開発の文脈に入れてそれに関わる組織の変化をも検討
する。また、持ち家社会の形成については、持ち家促進の主要な時期における各国の政府が
用いた政策を中心に検討を行う。
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表1

2020. 3

東アジア四カ国における持ち家率の推移（％）

出典：平山（2011）、総務省統計局（2018）、Phang & Kim(2013), DOS (2018)
Ronald & Jin(2010), KOSIS（2019）、REICO（2012）、恒大研究院（2019）
注： 1) 日本：1968 年から 2018 までのデータは総務省統計局の「平成 30 年住宅・土地統計調査」から引用し、
1941 年から 1963 年のデータは平山の著書「都市の条件 : 住まい、人生、社会持続」から引用する。
2） 韓 国：2010 年 前 の デ ー タ は Ronald & Jin(2010) か ら 引 用 し、2010 年 後 の デ ー タ は KOSIS の「Korea
Housing Survey 2006~2018」から引用する。
3）シンガポール：1980 年前のデータは Phang & Kim(2013) から引用し、1980 年後のデータは DOS (2018)
から引用する。
4）中国：中国の持ち家率に関する行政統計がなかったため、2000 年の「第 5 回人口普查」( 日本の国勢調
査に相当 ) と 2010 年の「第 6 回人口普查」のデータに基づいて算出された持ち家率を利用する。加えて、
1953 年、1964 年、1982 年、1990 年の「人口普查」は住宅の保有形態別に居住状況を調査せず、持ち家
率は算出できない。計算式は以下のとおりである。
① 2010 年の「第 6 回人口普査」
持ち家率＝（合計 -「賃貸：廉租房住宅」-「賃貸：他の民間住宅」- その他）/ 合計
＝（19971345-488626-3714417-818155）/19971345 ≈ 75%
② 2000 年の「第 5 回人口普査」
持ち家率＝（合計 -「賃貸：公的住宅」-「賃貸：商品住宅」- その他）/ 合計
＝（12560248-1810625-770040-672937）/12560248 ≈ 74%
残られた 1978 年、2005 年と 2018 年のデータは民間シンクタンクの推計値である。また、中国では
都市部と農村部という二重構造がある。都市部は「城市」（都市）と「鎮」（日本の町に相当）を含む。
農村部における 9 割以上の世帯が「自建住宅」( 自分で家を建てること ) に住んでいるため、住宅市場
は基本的に存在していない。したがって、この研究では、都市部の持ち家率のみを検討する。
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表2

東アジア四カ国における主要な持ち家政策

出典： 1）日本、韓国、シンガポールにおける持ち家政策：Ronald & Doling (2010:946) Table 1 に基づき、筆者加筆。
2）中国における持ち家政策：筆者作成
注：

住宅加入貯蓄制度（Housing Subscription Savings Scheme）を参加することにより、世帯主は「5 年賃貸住宅」
の入居を申請することができる。

上智大学社会福祉研究

68

表3

2020. 3

持ち家促進の主要な時期、持ち家率の変化と期間

出典：表 1 に基づき、筆者作成

5–2–1

韓国—持ち家政策の「失敗」

表 1 に示すように、20 世紀後半、東アジア諸国では持ち家率の顕著な上昇が見られる。た
だし、韓国における持ち家率が 1975 年から 2000 年にかけて 64％から 54％に低下し、1990 年
には 50％までに低下したことである。確かに、20 世紀 70 年代に政府は住宅所有を拡大する
ことを目標として取り上げたが、実際、「急速な都市化と都市における住宅の供給不足」はこ
のような持ち家率の低下を引き起こした（Ronald & Jin 2010：2369）。一方、ロナルド＆ジン
によれば、政府が個々の世帯、特に「低中所得層の住宅購入への支援ではなく、住宅供給計
画を達成するためにデベロッパーへの支援に重点を置いたことにより、高所得者が複数の不
動産を所有し、資産の二極化が生じた」（Ronald & Jin 2010：2372）。その点について、韓国政
府を他の三カ国と比べれば、持家取得の促進は成功したとはいえないだろう。
5–2–2

中国—住宅制度の市場化改革による持家取得

2000 年以降、中国では持ち家率を 70％維持している。中国政府は 1978 年から 2005 年まで
に基本的に住宅制度の市場化を実現し、住宅積立金制度 7）と住宅ローン市場の開放、低中所
得者向けの「経済適用住宅」8）の供給、公有住宅の売却、「住宅分配貨幣化」9 などの手段を用
いて住宅所有の拡大と中間層の育成を促進してきた。しかしながら、住宅制度の改革が経済
発展のニーズによって駆動される。その結果、中国経済が高度成長を遂げてきたが、「経済発
展とともに、住宅価格の急騰は格差の拡大に拍車をかけ、高所得者が多大な資産を所有した」
（閻 2009：205）。低所得者向けの「廉租房保障制度」10）、低中所得者向けの「経済適用房」あ
るものの、持ち家取得の困難と資産の格差問題は依然として存在している。
5–2–3

シンガポール—政府のリーダーシップと管理システムの優位性

現在では、シンガポールの持ち家率が四カ国において最も高い。2018 年の持ち家率は 91％
（約 8 割のシンガポール国民が入居して
に達する。今までに、低中所得層向けの HDB 住宅 11）
いる）、中高所得層向けのエグゼクティブマンション 12）、高所得層向けの商品住宅を含むマル
チレベルの住宅供給体系が形成されてきた。また、中央積立金制度（Central Provident Fund,
略称 CPF）13）の下で、1968 年から強制的な個人退職貯蓄口座からの退職前引き出しを許可した。
そのため、個人は HDB 住宅を購入する際に貯蓄を利用することができるようになった。そ

東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する比較研究

69

─中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆─

の後、CPF に基づく強制的な貯蓄を住宅の資金調達に使用できる一連のスキームが出てきた。
最後に、シンガポールにおける公的住宅の建設は政府が主導しているが、実際、政府は住宅
建設に直接関与していない。ただし、政府は、公的住宅の量と質を厳しく管理し、HDB に財
政的支援をも提供している。住宅開発庁、中央積立金局、土地管理局など主要な組織を統合
する政府の強力なリーダーシップも見られる。
5–2–4

日本—持家政策の「三本柱」と企業の役割

日本では 20 世紀 60 年代から今まで、60％の持ち家率を維持している。実際、持ち家が最
も著しく上昇した時期は戦後から 20 世紀 60 年代までである。住宅所有の拡大を支えてきた
のは 1950 年の住宅金融公庫法、1951 年の公営住宅法、1955 年の日本住宅公団法を含む戦後
の持ち家政策の「三本柱」である。さらに、1965 年に「住宅建設計画法」が制定され、住宅
の建設に関する総合的な計画である「住宅建設五箇年計画」が発足した。また、第一期の住
宅建設 5 箇年計画における住宅建設の目標が「一世帯一住宅」の実現であるため、政府は家
族を中心に持ち家取得の支援を行う姿勢を示した。一方、企業は政府の代わりに「社会賃貸
住宅の供給の少なさや住宅手当制度の欠如を代替する機能」を果たし、給与住宅の提供と従
業員の持ち家取得への支援を行ってきた（佐藤 2009：128）。
5–2–5

東アジアにおける持ち家社会の危機

東アジア四カ国における持ち家社会の形成は経済成長、政府による持ち家取得への様々な
支援策、比較的に高い持ち家志向 14）と家族主義などの要素が相互に作用した結果である。一方、
80 年代後半から持ち家社会につながっているいくつかの要素が大きく変化している。
まず、東アジア諸国で共通した住宅の市場化、住宅ローン市場の自由化は 20 世紀 80 年代
後半から 1997 年までの住宅・土地価格の高騰をもたらした。また、グローバリゼーションの
さらなる進展に伴い、住宅市場、住宅ローン市場の不安定化が見られる。日本におけるバブ
ル経済の破綻とアジアにおける 1997 年のアジア金融危機は住宅・土地価格の急落と不況をも
たらした。特に、アジア金融危機は「社会経済的発展と住宅システムの軌跡における分岐点」
である（Ronald & Doling 2012：947）。アジア金融危機後、東アジアでは、経済成長と完全雇
用がされなくなった不安定な経済時代に入った。労働市場において労働所得が減少し、住宅・
土地価格が下落し、それは購入希望者の住宅購入能力と購入意欲にも大きな影響を与えた。
また、多くの政府は新自由主義の影響を受け、持ち家取得への直接支援をも削減してい
る。平山が指摘しているように、日本の持ち家政策の「三本柱」は解体した。地方公共団体
による公営住宅の新規建設がほとんど中止し、住宅・都市整備公団の業務も 2004 年 7 月に都
市再生機構へ移管され、住宅事業を縮小していた。住宅金融公庫から業務を承継した住宅金
融支援機構は住宅購入希望者に安い住宅ローンを提供することから証券化支援業務に移行し
た（平山 2014：17）。したがって、民間金融機関の住宅ローンを利用する住宅購入希望者が増
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える。市場の変化によってもたらされるリスクも増大している。韓国では、KoMoCo（Korea
Mortgage Corporation）の設立を通じて、住宅ローンの証券化制度が導入された。主な貸し手
にとっては住宅購入に利用できる資金を増やすことが期待された一方、国内および海外市場
の影響を受けやすくなった。まとめて見ると、つまり、政府は国民に対する直接支援を削減し、
規制緩和と市場化によって持ち家取得を市場の力に任せる姿勢を示している。しかしながら、
低所得層、若年層にとって、政府による支援がなれば、持ち家を持つことがますます難しくなっ
ている。
国連経済社会局人口部が 2019 年 7 月に発表した「World Population Prospects 2019」によれば、
世界人口の 9％が 65 歳になっており、すべての地域で 65 歳以上の人口の増加が見込まれてい
る（United Nations 2019）
。特に、東アジア地域において、日本は現在、世界で類のない高齢化
を体験しており、韓国とシンガポールも非常に早いスピードで高齢化が進んでおり、中国では、
高齢化の速度は日本と同様に早く、高齢者となる人口規模が最も大きい。また、国連のデー
タを踏まえて、2017 年の合計特殊出生率を見ると、出生率の最も高い中国でも、わずか 1.683
である（United Nations 2019）。少子高齢化が急速に進行し、「引退した高齢者が生産活動や資
本蓄積へ貢献する度合いは低いため，労働力人口が減少し」、経済成長率が低下している（石
川 2010：42）。若年層の減少により、住宅需要の低下も予想される。そのため、持ち家社会の
サイクルを維持することが難しくなっている。

東アジアにおける住宅アセットベース福祉

6
6–1

住宅アセットベース福祉の脆弱性

聶によれば、住宅アセットベース福祉は少なくとも 3 つのパートから構成される。図 3 に
示すように、住宅アセットベース福祉の入口については、より多くの人の住宅所有が求めら
れる。住宅アセットベース福祉のプロセスについては、公平性を考慮しながら、住宅の資産
価値の「持続的かつ安定的な上昇」が必要とされる。住宅アセットベース福祉のアウトプッ
トについては、「必要に合わせって住宅資産から現金の引き出しを容易にするメカニズム」も
不可欠である ( 聶 2017：54)。
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図3

住宅アセットベース福祉のモデル

出典：聶（2017）に基づき、筆者加筆

また、住宅アセットベース福祉に関連している三つの主体は国家、市場、世帯である。す
でに序章で検討したように、聶は主に政府と市場を検討しているが、世帯構造の変化、家族
主義、「個人化」のトレンドを含む世帯という重要な要素が検討されていない。したがって、
本研究では上記の要素を考慮に入れて聶が提唱した理論モデルを再検討する。
入口については、個人または世帯が国家、労働市場、金融市場と住宅市場を含む市場の影
響を受ける ( 聶 2017)。つまり、多くの政府は持ち家取得への直接支援を削減し、規制緩和と
市場化によって持ち家取得を市場の力に任せる。グローバリゼーションによる不安定化は労
働市場に影響を与え、従来の完全雇用を保証できなくなり、収入の減少にも繋がる。金融市
場では金融自由化および住宅ローンの証券化がより大きなリスクをもたらす。住宅市場にお
いて、住宅価格の上昇が想定されるため、住宅購入希望者、特に低所得層にとっては入口に
進入する難易度が非常に高い。また、世帯という要素自身が変化している。宍戸によれば、
東アジアでは、離婚率と未婚率の上昇、独身世帯の増加、世帯規模の縮小に代表される「個
人化」のトレンドが生じている（宍戸 2018）
。このような影響を受けて、若年層の借家率が上
昇し、彼らの住宅の購入意欲の低下も予想される。したがって、ますます多くの人は入口に
入ることができず、入口に入りたくない人も増えている。
プロセスについて、聶は資産価値の下落と上昇の 2 つの可能性を提示している。聶によれ
ば、「住宅の資産価値が上昇するにつれて、多くの資産を所有する高所得層より、低所得層が
所有する資産価値の上昇度が低い。資産価値が下落すると、低所得層のリスクテイク能力も
比較的に低い。長期的には住宅資産所有者の間の富の不平等を増大させる」（聶 2017：54）。
聶は金融危機後、東アジアにおける資産価値の下落について検討した。住宅ローンを抱えて
いる世帯にとっては、住宅資産価値の下落が資産の蓄積に影響するだけでなく、最悪の場合
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には住宅ローン債務が資産価値を上回って、住宅資産が「負の資産」になることさえある（聶
2017：58）。
図4

住宅価格の上昇率 (2014 年 -2019 年 )

出典：Global Property Guide(2019) をもとに筆者作成

しかしながら、図 4 に示すように、東アジア四カ国では過去 5 年間の住宅価格が上昇して
いる。特に、中国における住宅価格の平均年間上昇率は 10％を超えた。資産価値が急速に上
昇する場合には、不動産バブルの恐れがある。近年、経済成長が鈍化しているものの、中国
では比較的に速いペースを維持している。それに伴い、中国の都市化がさらに拡大する余地
がまだある。短期的には不動産業は国民経済において依然として極めて重要な役割を果たし
ている。しかしながら、中国不動産バブルの崩壊の危険性は国内外に指摘されている。不動
産市場をコントロールすることは中国政府にとって大きな試練である。
最後に、アウトプットについては、表 4 を見てみれば、東アジア四カ国における家計資産
に占める住宅・宅地資産の割合が基本的に 50％を超えていることがわかる。住宅に蓄積され
た価値を引き出していれば、理論的に福祉のニーズを満たすことができる。ただし、聶は資産
から必要に合わせって、現金を引き出す効果的なメカニズムの欠如を指摘している（聶 2017：
58）。従来の方式は主に国家および地方自治体、住宅市場（中古市場）、住宅ローン市場に依存
している。伝統的な方式は主に住宅売却、より安い住宅への買い換え、余分な住宅の貸し出し
があり、住宅市場、特に中古市場を通じて行われている。したがって、中古住宅流通市場の活
性化は住宅取引に刺激を与え、住宅資産の流動化を潜在的に高める可能性がある。
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表4

家計資産における住宅・宅地資産の割合

出典：中国経済動向研究所 (2018)、DOS (2019）、KOSIS (2018)、総務省統計局 (2016）

リバースモーゲージもその主要な方式の 1 つである。それについて、民間金融機構の金融
商品を除き、国家および地方公共団体による融資制度が設けられている。シンガポールでは
HDB 住宅の買い戻す制度 (Lease Buyback Scheme) があり、日本では社会福祉協議会が実施す
る「不動産担保型生活資金」、韓国では韓国住宅金融公社が実施する「JooTaekYeonKeum」リバー
スモーゲージがある。一方、地方自治体による支援制度について、日本の例としては、武蔵
野市の「福祉資金貸付事業」、世田谷区の「シルバー資金融資制度」がある。
中国において、保険監督管理委員会は 2014 年に「高齢者向けリバースモーゲージ養老保険
の試行に関する意見」（中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见）を
公布し、リバースモーゲージを北京、上海、広州、武漢に試験的に実施することを決めた。
さらに、リバースモーゲージは 2018 年 7 月に全国的に拡大されるようになった。現時点では、
関連金融商品は幸福人寿保险股份有限公司の「幸福房来宝」と中国人民人寿保险股份有限公
司の「人保寿险安居乐」しかない。また、2019 年 9 月末、有効なリバースモーゲージ保険は
わずか 129 件があり、合計 191 人の高齢者が利用している（国務院 2019）。実際、中国だけで
はなく、リバースモーゲージは他の三カ国においても十分に普及したとはいえない。例えば、
武蔵野市は 1981 年に全国に先駆けて「福祉資金貸付事業」を実施し、2015 年に制度を終了し
た。武蔵野市福祉資金貸付制度見直し検討委員会の報告によれば、開始から平成 23 年度末ま
での利用件数は僅か 119 件だ（武蔵野市 2013）。
さらに、聶によれば、国家は初めて住宅を購入する人への支援を削減し、若年層は家族か
らの支援を求める。したがって、住宅資産を親世代から引き継ぐことが多い（聶 2017：58）。
この現象は、東アジアにおける伝統的な家族主義に根ざしている。また、すべての不動産が
担保対象となるわけではない。日本では、「対象が一戸建のみとなり、マンションを除くケー
スが多い」（斎藤 2003：248）。表 4 に示す住宅・宅地資産対家計資産の割合は 66.6% に達し
ており、住宅資産対家計資産の割合はわずか 14.1% である。住宅・宅地を所有する世帯と比べ、
単に住宅を所有する世帯の多くは融資対象から除外され、融資対象になれるとしても融資で
きる金額がかなり制限されている（Izuhara 2016）。土地公有制のある中国を除き、シンガポー
ルでは、約 8 割の国民が HDB 住宅に住んでおり、土地所有権ではなく 99 年の使用権のみを
所有するため、その問題も回避できる。それ以外に、長寿リスク、金利上昇リスク、評価額
下落リスク、法整備の遅れなどは東アジアにおけるリバースモーゲージが直面している問題
である（明野 2011）。
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聶によれば、住宅アセットベース福祉の三つのパートにおいて、政府にとっては「入口」
でより多くの人の住宅所有を促進するために適切な支援策が求められ、「プロセス」で住宅市
場の低迷と過熱を防ぐために市場への介入、さらに「アウトプット」で住宅エクイティを引
き出すメカニズムの多様化、有効化が必要とされる（聶 2017）。本節では主に入口とプロセス
に着目し、中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆を指し示した。
図5

住宅供給体系

出典：筆者作成
注：「保障性安居工程」の種類は主に 3 つある。1 つ目は「廉租房」、
「公共租賃房」、
「経済適用房」と「両限房」
（あ
るいは限価房）を含む「保障性住宅」である。2 つ目は「棚戸区改造」（都市危険住宅の改修、バラック密
集地の環境改善のため、元の住宅から立ち退かれ世帯を対象とする）であり、所得に応じて住宅供給対象
が決まる制度ではない。3 つ目は農村部に行われている「農村危険住宅改造」と「遊牧民定住プロジェクト」
である。そのため、2 つ目と 3 つ目は図に含まれない。

「改革開放」と都市化の進展と経済高度成長に伴い、20 世紀 70 年代の末から始まった住宅
制度の市場化改革はこの 40 年間で大きな成功を収めたが、解決すべき課題がなお残っている。
まず、現時点での都市住宅供給体系について、図 5 に示すように、地元戸籍の低所得層向けの「廉
租房」と同じ低所得層向け、
「廉租房」より高い所得基準のある「公共租賃房」は賃貸型の「保
障性住宅」であり、類似しているターゲットを有し、建設部、財政部、国家発展改革委員会
3 つの部門が公布した「关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知」（公共賃貸住宅と廉租
住房の一本化に関する通知）により、2014 年から総称して「公共租賃房」として知られてい
る。従来の「公共租賃房」制度は「廉租房」のような厳しい戸籍制限がなく、人材と労働力
を確保するために戸籍制限が緩和され、住宅と家賃補助金を提供している。また、分譲型の
「保障性住宅」である地元戸籍の低中所得層向けの「経済適用房」と所得水準が「経済適用房」
制度より高く、商品住宅を負担しにくい世帯を対象とする「両限房」制度は主要な持ち家取
得支援策として役割を果たしている。
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図6

全国「保障性安居工程」と「棚戸区改造」開発計画

出典：中華人民共和国住宅都市農村建設部のデータをもとに筆者作成
注： 建設部（日本の国土交通省に相当）は 2010 年から 2013 までの「棚戸区改造」開発計画戸数と 2016 年、2018 年、
2019 年の全国「保障性安居工程」開発計画戸数を公開しなかったため、以上のデータが欠落している。恒
大研究院の推計データによれば、2010 年から 2014 までの「棚戸区改造」開発計画戸数は「保障性安居工程」
開発計画戸数の 4 割に達しておらず、2016 年の「保障性安居工程」開発計画戸数はおよそ 700 万戸である
（恒大研究院 2019）。

しかしながら、国務院が 2014 年に「关于进一步加强棚戸区改造工作的通知」（棚戸区改造
のさらなる強化に関する通知）を公布したため、図 6 を参照して見れば、同年から「棚戸区改造」
開発計画戸数は大幅に増加している。一方、かつて「保障性安居工程」の中核であった「廉
租房」、「公共租賃房」および「経済適用房」の建設は減速している。「棚戸区改造」は補償と
しての性格を持ち、主に危険住宅の改修と住環境の改善を目的とし、恵まれた対象の多くは
元々持ち家であるから、
持ち家支援策とはいえない。
「経済適用房」の供給が減少するにつれて、
低中所得者の持ち家取得はより一層難しくなっている。そのため、住宅アセットベース福祉
の入口でより多くの人の住宅所有を促進するために、今後、政府による「経済適用房」と「両
限房」を継続的かつ安定的に提供することが求められている
「保障性安居工程」の変遷を振り返って見ると、1995 年の「国家安居工程実施方案」により「保
障性安居工程」が発足した。1998 年の「关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知」
（都市部住宅制度改革を深化させ、住宅建設を加速させることについての通知）は「経済適用
房をベースとする住宅供給システムを確立し、改善する」と明記した。2003 年から政府は市
場化をさらに促進するために、「経済適用房」を削減した。「保障性」住宅の供給が停滞期に
突入した。2008 年の世界金融危機と経済成長の減速を背景に、
「保障性安居工程」は内需促進・
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経済成長のための 10 大措置として復活した。2014 年から「棚戸区改造」は「保障性安居工程」
の新たな中核になっている。中国の住宅保障制度は過去 20 年間にわたって絶えずに調整およ
び変更されており、停滞期さえもあった。マルチレベルの住宅供給体系は基本的に形成され
ているが、不安定かつ未熟な段階にある。
シンガポールの中央積立金制度と比べて検討したとおり、住宅積立金制度に関しては住宅
保障制度の重要な一部として、改善すべき点がある。まず、全国的な管理機構の不在のため、
都市間の「資金のミスマッチ」が存在しており、大都市の住宅購入希望者は大都市での高い
住宅価格に直面するだけでなく、住宅積立金の残高不足により低利率の住宅積立金ローンを
も利用できない（蔡 2016: 73）。また、住宅を購入する際に住宅積立金は利用できるが、頭金
と住宅ローンの返済に使う前提は購入契約と購入請求書を住宅積立金センターに提出するこ
とである。つまり、住宅購入希望者は購入手続きが完了する前に住宅積立金が利用できず、
自己資金から頭金を用意しなければならない。しかしながら、低中所得者にとって、住宅積
立金を利用せずに頭金を用意することが困難だ。
プロセスに関しては、住宅市場の低迷と過熱を防ぐために市場への介入が求められる。中
国政府は 2002 年から現在まで、住宅市場の規制を緩和したり、強化したりする一時的な対応
を行なってきている。住宅市場は規制緩和と規制強化の循環的な調整局面に入り、市場の安
定性を維持するために、長期的なメカニズムがその基盤として必要とされる。
実際、2016 年の中央経済工作会議（毎年の年末に中国共産党と政府が開催し、当年度の経
済パフォーマンスを振り返り、翌年のマクロ経済開発計画を策定する会議）で政府は初めて「房
住不炒」（住宅は投機のためではなく、住むためのものである）という考え方を提出した。そ
れを達成するために、
「財政、土地、財政、課税、投資、および立法の手段を包括的に使用し、
国情と市場に適合する基本的な制度と長期メカニズムの研究を加速する」ことが必要である
と述べている（新華綱 2016）。
政府は 2019 年の中央経済工作会議で「房住不炒」を堅持し、不動産市場安定的・健全な発
展を促進する方針も再び強調された。また、2019 年の全国住宅都市農村建設工作会議で長期
的に「房住不炒」を堅持し、不動産業が経済を刺激するための短期的な手段としないように
する指示も出てきた。しかしながら、近年の景気減速を背景に、経済に刺激を与えるために
は不動産業に頼らざるを得ないと思われる。不動産業以外の経済成長の新しいポイントを見
つけるのは将来の課題の 1 つである。蔡によれば、「中国の地方政府は土地供給をコントロー
ルして土地使用権譲渡収入を得る一方、地方財政がこれに依存している」（蔡 2016：134）。
2017 年、土地使用権譲渡収入と不動産関連税収が地方政府財政収入の 35.4% を占めている（恒
大研究院 2019：20）。中央政府の指示が出てきたが、短期的に「土地・不動産依存型」地方財
政からの脱出は依然として難しいと考えられる。
2004 年に中華人民共和国国務院が発行した「中国の社会保障状況と政策」に基づき、図 7
のとおりに、中国の社会保障制度は社会保険、社会福利、優遇措置、社会救済と住居保障等

東アジアにおける住宅アセットベース福祉に関する比較研究

77

─中国住宅制度改革と社会保障改革への示唆─

を含む。社会保険は養老保険（年金）、失業保険、医療保険、労災保険と出産保険から構成さ
れている。中国の一般財政支出の項目では、「社会保障・就業」と「医療衛生・計画出産」が
社会保障関係費に該当する。
図7

社会保障制度

出典：国務院（2004）をもとに筆者作成

図 8 と図 9 を見てみれば、社会保障関係費が全国一般公共支出に占める割合はすでに
19.4％に相当する 4.3 兆元となっており（日本では 2018 年の社会保障関係費が歳出に占める
割合が 33％）、2014 年から 2018 年までの社会保障関係費の伸び率も年平均 16％増を維持して
いる。中国では、高齢化の速度は日本と同様に早く、高齢者となる人口規模が大きい、「未富
先老」( 豊かになる前に高齢化を迎える ) という特徴もある。また、「空巣家庭」15）が高齢者の
いる世帯の二分の一以上を占めるに至り、高齢者世帯の主要な形になったと予想される。高
齢化を背景に、社会保障にかかる費用が急激に増加すると予測される。
2018 年全国一般公共予算支出は前年比 8.7％に上昇した一方、表 4 に示すように、2018 年
全国一般公共予算収入の上昇率は前年比わずか 6.2％となった。財政赤字は 2018 年に 3 兆
7554 億元 16）、対 GDP 比 4.2% であり、今後さらなる拡大が見込まれている。日本と同じように、
社会保障の充実、その財源の確保と財政の健全化が求められている。
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2018 年全国一般公共予算支出（財政支出）内訳（％）

出典：財政部（2018）をもとに筆者作成

図9

社会保障関係費の推移（億元）

出典：各年の財政状況資料をもとに筆者作成

近年、中国政府は税制改革を推進している。政府が 2011 年から北京と重慶で試行した「房
産税」17）
（日本の固定資産税に相当）は投機行為を抑制し、住宅市場のコントロールを強化す
る役割を果たしながら、地方政府の税収を確保することができる。それ以外に、中国社会科
学院（国務院直属の哲学及び社会科学研究の最高学術機構）は 2016 年に「経済藍皮書」（経
済ブルーブック）を発表し、できるだけ早く相続税の実施を呼びかけ、個人所得税改革など
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の措置を積極的に推進すると提唱した。今後、贈与税や相続税を導入する可能性もある。
上述の一連の対策と意見は、部分的に財政収入を増加するという観点から導き出されたも
のである。住宅アセットベース福祉との関連について、その役割の 1 つは財政圧力を軽減す
ることである。中国の国情および社会・経済的な問題を考慮に入れると、住宅アセットベー
ス福祉を推進するのは一定の役割を果たすことができるが、住宅アセットベース福祉自身の
矛盾と 3 つのパートに求められる条件が整っていないため、その役割も限られていると考える。
表4

2018 年全国一般公共予算収入（財政収入）の構造

出典：財政部（2018）をもとに筆者作成

6

結論と今後の課題
福祉国家改革の方向の一つとしての住宅アセットベース福祉はイギリスを初めとする欧米

国家で自助努力の原則に基づき、住宅ローン市場の開放と資本のグローバル化につれて、成
熟した持ち家社会から住宅の資産価値を引き出し、福祉ニーズの自力調達を可能にし、政府
の財政圧力を軽減し、ますます激しくなっている国家間の競争で有利な地位を形成すること
に貢献する。東アジアにおける住宅アセットベース福祉のパスは欧米国家と異なる。政府は
住宅建設と開発を通じて持ち家社会を推進し、国の経済成長をも促進し、世帯は住宅所有を
通じて住宅をシェルターとするだけではなく、ライフコースにわたってキャピタルゲインを
も実現し、限られた公的保険の条件の下で福祉ニーズを補完する。
そもそも、住宅アセットベース福祉は結果平等よりも機会平等に重点を置いている。ワト
ソンによれば、「限定平等主義」（limited egalitarianism）が見られる（Watson2009）
。住宅資産
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の形成は福祉にアクセスするための重要な前提条件であるが、持ち家社会の危機に直面して
いる東アジアにおいて、一部の人々は住宅所有と資産の蓄積にアクセスできず、つまり、入
口に入れないという問題がある。ここでは、いわゆる、取り残された低所得層の社会問題が
存在し続けている。さらに、住宅アセットベース福祉は国民の意識の変化も見逃せない。少
子高齢化、世代間の相続、独身率の増加などを背景に、住宅を購入する意欲の低下が予想さ
れる。また、資産価値の増加に関しては、好景気と住宅市場の安定が求められるため、政府
による供給と需要の両面への介入も必要である。政府にとってはそのバランスをとりにくく、
巨大な試練である。最後に、東アジアにおける世代間の相続関係、中古住宅流通市場の不発
達さ、法整備の遅れ、限られた担保対象、長寿リスクなどにより、住宅に蓄積された価値を
引き出すメカニズムの有効性が限られている。
中国では、住宅制度の市場化を通じて持ち家社会がすでに形成されたが、住宅の商品化と
「土地財政」の問題によって加速する住宅価格の急騰、低中所得層向けの「保障性」住宅供給
の減少、住宅積立金制度の未熟さがあり、住宅アセットベース福祉から恩恵を被らない若年
層、低所得層が存在している。したがって、中国における住宅アセットベース福祉のアプロー
チは高まる財政圧力を軽減する対策の一つであり、住宅資産を所有する人の一部を対象とし、
特にアセットリッチ、キャッシュプア（Asset rich, cash poor）な人にポジティブな影響をもた
らすことができると考える。
本研究では東アジア四カ国における持ち家社会の形成と危機および住宅アセットベース福
祉の考察を行い、住宅アセットベース福祉の入口とプロセスに重点を置き、金融制度に関連
する住宅アセットベース福祉のアウトプットについては詳しく分析しなかった。また、中国
の持ち家率と「保障性安居工程」開発計画戸数などのデータが欠落しているため、民間機構
のデータまたは推計値を用い、信頼性に影響を与えた。最後に、住宅アセットベース福祉によっ
て引き起こされた世代内の格差、地域間の格差などを展開し検討することは今後の課題となっ
ている。
（注）
1) この報告書は、中国経済動向研究所による 25 省の合計 48,000 世帯を対象とする家庭訪問
調査データに基づき、中国における家計資産規模と構成、都市部と地方の違い、不動産の
分布、投資資金調達と資金調達チャネルなどを網羅し、包括的かつ客観的に家計資産の現
状をまとめたものである。
2）中国では一般的に「以房养老」として知られている。
3）プラパティーベース福祉は住宅アセットベースと同義である。
4）「ホーム」の観点はつまり、住宅から離し、住宅で住んでいる個人や世帯を目に向け、さ
らに、それと関連づけられる社会的過程に焦点を合わせる。しかしながら、ソーンダー
スとウィリアムズが住宅と世帯の関係を回避したのは不十分だとケメニーは指摘している
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（Kemeny1992 ＝ 2014）。
5） 標準的な住宅ローンとの違いは、サブプライム住宅ローンには貸し手の信用記録と返済能
力に対する高い要件がなく、それに応じてローン金利は通常の住宅ローンよりもはるかに
高いことである。米国のサブプライム住宅ローン市場では通常、固定金利と変動金利の組
み合わせが使用される。つまり、住宅購入者は住宅購入後の最初の数年間に固定金利でロー
ンを返済し、その後、より高い変動金利でローンを返済しなければならない。
6） 証券化とは住宅ローンを担保証券債券に束ね、銀行より投資家に売却し、キャッシュフロー
を生み出すことができる金融手法である。
7）『住宅積立金管理条例』（住房公积金管理条例）によれば、住宅積立金とは、公的機関、国
有企業、郷鎮企業（郷や鎮が興した集団または個人経営の企企業）、外資系企業、民間企
業および他の企業とその従業員が強制的に拠出する長期住宅預金を指す。雇用主と従業員
が同額的に前年度従業員の平均月収の 5% 以上の金額を拠出する。また、従業員は住宅を
購入、建設、改修、オーバーホールする際に住宅積立金を利用でき、住宅積立金ローンを
申し込んで利用できる。住宅積立金制度は、住宅資金の調達と資金の流通を促進し、従業
員の住宅購入能力を大幅に向上させる制度である。
8）「経済適用房」（Aﬀordable Housing）制度は低中所得者を対象に分譲型の「保障性住宅」を
提供する制度である。
9）「住宅分配貨幣化」はもともと住宅の実物分配の形で行われた二次分配を国民所得の一次
分配に戻し、給与に組み込まれる政策である。それにより、従業員も自分の意思で住宅を
購入するまたは借りることができるようになった。
10）
「廉租房保障制度」は、最初に政府が住宅に困窮している最低所得者に対し、実物配給の
公営住宅、補助金、賃金減免を提供する制度である。2007 年 12 月建設部などの 9 つ部門
が公布した『廉租房保障弁法』は廉租房保障制度の対象を「従来の最低所得層から低所得
層に広げた」（閻 2009：212）。2014 年からは目標対象のより幅広い「公共租賃房」（公共
賃貸住宅）と統合している。
11）住宅開発庁 (Housing & Development Board, HDB) が 1960 年に設立され、住宅不足問題を解
決するために、国有土地を利用して公営住宅の建設が始まった。HDB 住宅は住宅開発庁
に供給される住宅を指す。
12）エグゼクティブマンションは民間デベロッパーによって建てられるが、土地価格が政府に
よって補助されているため、民間住宅よりも安い価格で販売される。さらに、購入者は、
CPF の助成金を受けて開発者から購入した EC の支払いをすることができる。
13）シンガポールの中央積立金制度は 1953 年に制定され、1955 年に発足した。当初の中央積
立金制度は、従業員に退職保護を提供するために雇用者及び雇用主が強制的に拠出してい
る貯蓄プランであったが、1965 年にシンガポールが独立した後、機能を拡大し始めた。現在、
中央積立金制度は、普通口座、特別口座、メディセーブ口座があり、以前の単一の年金保
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障から、退職保障、医療保障、住宅保障などを含む包括的な社会保障システムに進化して
きた。
14）日本総研の「アジア主要都市コンシューマインサイト比較調査」によれば、7 つの都市に
おける中間層は旺盛な住宅購入意欲を示している。購入したくないという選択肢（借家の
ほうがよい）を選んだ人の割合が 10％を超える都市がない ( 日本総研 2012)。
15）
「空巣家庭」は家庭の子供たちが成長し家を離れたため（新しい家族を形成するか、子ど
もが都会に出稼ぎにするために）、一人または夫婦のみで生活する高齢者の家庭を指す語
である。もともと、これが中国の農村部において顕著な問題だが、いまの都市部はこの状
況が次第に厳しくなっている。
16）この財政赤字は繰越剰余金などの調整を除き、一般公共予算収入と一般公共予算支出の差
を示す。
17）上海の徴税対象は、すでに住宅を所有する本市居住者による新規購入住宅と非本市居住者
による新規購入住宅であり、税率は暫定的に 0.6％に設定されている。重慶の徴税対象は、
一戸建ての別荘と高級マンション、および本地戸籍を持ておらず、重慶にも投資しなかっ
た人が購入したセカンドハウスであり、税率は 0.5％ -1.2％である。つまり、「房産税」は
主に富裕層を対象とし、投機行為をも抑制できる。
（付記）
本研究は、2019 年度上智大学総合人間科学研究科社会福祉学専攻博士前期課程の学位論文
のうち、約 62000 字のものを約 31000 字に抄訳したものである。
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