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要約と結論

1. 我が国の高齢者夫婦無職世帯は月約 4 万円収入が不足しており，金融資産を取り

崩して対応しているが，金融資産だけでは不安な状況にある。そのため，高齢者世

帯の資産の半分以上を占める住宅・宅地資産の流動化策としてリパース・モーゲー

ジが期待されている。

2. 米国では1960年代から官民でリパース・モーゲージの開発を行ってきた。しかし，

ノンリコース(非遡及型)・終身年金融資・期中無返済という 3条件を満たす商品を

民間だけで提供することは困難であり，米国では政府が保険で担保割れリスクを引

き受けることで市場が拡大した。

3. 我が国のリパース・モーゲージは， 1981年に東京都武蔵野市の「福祉資金貸付事

業」が始まりで，現在は少数の金融機関で取り扱いを行っている。我が国のリパー

ス・モーゲージは，米国のようなノンリコース・終身年金融資・期中無返済という

3 条件を満たしておらず，これが普及しない大きな要因のひとつと考えられる。

4. 英国のように政府が関与しないでリパース・モーゲージを提供している国も存在

するが，終身年金型の融資形態はとられておらず，終身年金型の条件を満たすには

政府の関与が必要と考える。また，米国では HECM の流動性供与にも大きく政府

が関与しており，市場拡大に重要な役割を果たしている。

5. 我が国で 3 条件を満たすためには，米国のような政府の関与が必要である。私案

であるが，リパース・モーゲージを買い取ることにより，担保割れリスクを負担し，

併せて民間金融機関の資金調達を容易にする機構の政府による設立を提案したい。
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さらに，我が国では原則として土地のみしか担保として認められておらず，平均的

な敷地面積を所有しているだけでは多くの地域で十分な借入は出来ない。住宅が資

産として認められるような政策が必要となっている。

6. リパース・モーゲージの市場規模を推計すると約4.5兆円となり，住宅ローン市

場の 180兆円に比べ限定的なものとなろう。しかし， リパース・モーゲージがラス

ト・リゾー卜として機能すれば，高齢者の将来の資金不足に対する不安が払拭され

る可能性があり， r万が一のための貯蓄」が消費に向かえば，内需拡大の起爆剤と

なる可能性がある。
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1.はじめに

1. 収入不足にある高齢者世帯

2011年10月，総務省は 12010年国勢調査」

を発表した。この調査によると， 65歳以上の

高齢者は過去最高の 2.925万人に達し，総人

口に占める 65歳以上人口の割合が23.1% と

世界で最も高い水準となった。我が国は今や

人口の約 4 人に l 人が高齢者という「超高齢

社会」を迎えている。高齢者の増加に伴い，

社会保障給付費1)も増加を続け，国立社会保

障・人口問題研究所によると2009年度は99兆

8 ，507億円， うち高齢者関係給付金2) は 68~凶，

422億円と各々過去最高の水準となっている。

実際の高齢者の暮らしぶりを総務省「家計

調査報告 (2011年)J でみると，いわゆる年

金生活世帯である 60歳以上の単身無職世帯で

月 30 ，696円，高齢者夫婦無職世帯(夫65歳以

上，妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)で支

出に対して月 42 ，950円の収入が不足している

状態にある(図 1 )。こうした収入不足の状

態は従来から続いており，この不足分は金融

資産を取り崩すことによって賄われていると

推察される。

一方，高齢者世帯はどれくらいの家計資産

を保有しているのだろうか。総務省「全国消

費実態調査 (2009年)J によると，平均値で

60歳以上の高齢者世帯で概ね 1 ，800万円程度
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の金融資産と 3 ，000万円程度の住宅・宅地資

産を保有している(表 1 )。ここで注意しな

ければならないことは，家計資産の分布には

大きな偏りがあることである。少数の高額資

産保有世帯が平均値を引上げているためで，

家計資産額が平均値以下の世帯数は全体の三

分の二あり，家計資産額の中央値も平均値の

約三分の二となっている。したがって，少数

の高額資産保有世帯を除いた一般的な高齢者

世帯の資産額は平均値の三分の二程度，すな

わち金融資産で 1 ，200万円程度，住宅・宅地

資産で 1 ，800万円程度というのが世の中の実

態により近いものと考えられる。 1 ， 200万円

の金融資産を持っている場合，現状のほぼゼ

ロの金利水準で、は月 5 万円を取り崩していく

と 20年で底を突いてしまうことになる。 65歳

の平均余命3) が男性18.96年，女性23.69年で

あることを考えると，安定した老後生活を続

けるためにはこの金融資産額では不安が残る

額である。

こうしたことを反映してか， 2009年の総務

省「高齢者の日常生活に関する意識調査」に

よると， 1本格的な高齢社会の到来に備え，

日々の暮らしに関し，社会として重点を置く

べき対策は」という設問に対し， 1老後を安

心して生活できるような収入の保障」という

回答が55.3% と最も高く，かっ，調査を重ね

るごとにその割合が高くなってきている。

そこで，足らない収入を補うための方策と

して， もうひとつの大きな資産である住宅・



宅地資産を活用するリパース・モーゲージに

期待が集まっている。
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2. リパース・モーゲージとは

上述のとおり，一般的に高齢者世帯は収入

不足の状態にあるため，その不足を補うため

図 1 世帯主が高齢者の無職世帯の家計収支 (2011 年)

不足分，

。 50.000 150.000 200.000 250.000 

-社会保障給付 ・その他 ロ不足分 非消費支出 食料 -住居 ・光熱・水道

・家具・家事用品 ・被服及び履物 ・保健医療 ・交通・通信 ・教養娯楽 ・その他の消費支出

(出所)総務省「家計調査報告 (2011年)J より野村資本市場研究所作成

表 1 世帯主の年齢階級別・家計資産 (2009年)

(単位:万円)

住宅・宅地資産 耐久消費
家計資産 金融資産

財等資産住宅資産 宅地資産

平均 3,588 947 2,514 523 1,992 127 

30歳未満 854 38 776 265 512 116 

30歳代 1,400 262 1,532 573 960 130 

40歳代 2,395 74 2,190 654 1,536 131 

50歳代 3,710 927 2,643 540 2,103 140 

60歳代 4,925 1,785 3,004 507 2,497 136 

70歳以上 5,024 1,860 3,069 380 2,689 95 

(出所)総務省「全国消費実態調査 (2009年)J より野村資本市場研究所作成

300.000 
(円)
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に融資を受けようとしても審査が通らない場

合が多 L、。また，住宅を売却すれば資金を得

ることが出来るが，それでは自身が住む所を

失ってしまうことになる。リパース・モーゲー

ジとは，高齢者向けの融資商品で自宅(住宅・

土地)を担保に融資を受けるが融資期間中の

返済は無く，借入人が死亡した時点で担保と

なった自宅を処分・換価して返済を行うロー

ンのことである。担保となる自宅があれば，

収入が少なくとも融資を受けることが可能で，

売却と異なり自宅に居住しながら資金を得る

ことが出来るため，高齢者向けの金融商品と

なっている。

融資方法は，担保となる自宅の評価額を基

に融資限度額が設定され，融資限度額以内で

あれば随時必要な額の融資を受けるもの(信

用枠型)や年金のように定期的に定額の融資

が受けられるもの(年金型)が一般的だが，

米国では終身年金の形で受け取ることが可能

となっている。通常の融資(フォワード・モー

ゲージ)は融資残高が当初に一番高く経年と

共に逓減するのに対し， リパース・モーゲー

ジは当初の残高が一番少なく，経年と共に追

加融資や利息の元加等によって残高が逓増す

る(融資残高が通常の融資とは逆の動きをす

る)ことからこの名前が付けられている。

40 

3. 代表的なリパース・モーゲージの特長

リパース・モーゲージで一番代表的な商品

は米国のホーム・エクイティ・コンパージョ

ン・モーゲージ (Home Equity Conversion 

Mortgage : HECM) であろう。 HECM の

特長は，ノンリコース・終身年金融資・期中

無返済で利用することが可能となっているこ

とである。リパース・モーゲージは融資期間

を事前に設定することが出来ないことから，

発生した利息や終身年金の支払額が想定以上

に増加して融資額が当初設定した限度額を上

回ることや不動産市場の動向によっては担保

価値が下落し担保価値以上の融資となってし

まう担保割れリスクが存在する。 HECM は

担保割れリスクを政府が保険という形で引き

受けることによって，ノンリコース・終身年

金融資・期中無返済というリパース・モーゲー

ジの基本ともいえる 3 条件を実現させている。

したがって，借入人は固定資産税の支払い等

の一定の条件を満たしていれば，生存中に返

済を求められることは無く，金融機関が担保

物件を処分して融資金の全額を回収できなかっ

た場合でも相続人等が残債務を返済する必要

が無い商品となっている。

HECM の主な利用条件は，①62歳以上で

あること，②住宅の所有者であること，③担

保とする住宅が主たる居住のために使用され

ること，④既存のモーゲージ(ホーム・エク

イティ・ローンを含む。)がある場合は，契



約締結時までに完済，あるいは HECM の借

入金で完済すること，⑤連邦住宅局 CFed

eral Housing Agency : FHA) の定める住

宅の品質基準に適合していること，⑥FHA

の認定カウンセラーのカウンセリングを受け

ること，などである。さらに， リノくース・モー

ゲージ利用期間中は，①住宅を主たる居住の

ための使用すること，②固定資産税及び火災

保険の保険料を支払うこと，③FHA の定め

る住宅の品質基準に適合している状態を継続

すること，が求められ，これらが守られてい

る限りは，終身自宅に居住しながら融資を受

けることが可能となっている。
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11. 米国のリパース・モーゲージの歩みと

現状

1. 高齢化の進展とリパース・モーゲージ

米国の65歳以上の人口比率は1945年にはす

でに総人口の 7%に達しており， 1950年代に

は社会保障・医療保険改革など，高齢化社会

に対応するための諸政策が議論され始めた。

さらに，貧困者の増大やインフレが問題となっ

た 1960年代から 1970年代にかけては，高齢者

層の生活支援策が広範に議論されるようになっ

Tこ O

そうした中，一部の政策関係者の注目を集

めたのが，多くの高齢者が相当の価値を有す

る住宅を保有している一方で，生活費の支出

に困っており，またローンを組むこともでき

ないという状態(ハウスリッチ・キャッシュ

プア)に直面していることであった。そのた

め，住宅の資産価値をキャッシュに転換し，

高齢者の生活支援策にできないかというアイ

デアが官民で検討されることになった。

例えば， 1962年にオレゴン州で創設された

固定資産税繰延制度 CProperty Tax Defer 

ral Program : PTD) は， リパース・モー

ゲージの原型ともいえる仕組みである。これ

は，収入の無い高齢住宅所有者が固定資産税

を支払えない場合，担保を設定し低金利で固

定資産税相当額の融資を行った上で，元利払

41 
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いを死亡時まで延期・繰延べし，高齢者が死

亡した時点で住宅を売却して納付させる制度

で，現在でも多くの州で採用されているもの

である。

また，住宅維持・補修が困難な高齢者のた

めに， 1978年，繰延ローン制度 (Deferred

Payment Loan Program : DPLs) がウィ

スコンシン州の地方開発局によって開発され

た。これは，住宅の修繕，改築等を目的とし

た融資に繰り延べ払いを導入したもので，現

在も一部の州で制度化されている。

さらに， 1979年には，サンフランシスコ開

発基金が連邦住宅貸付銀行理事会の資金を利

用した「年金リパース・モーゲージ (RAM)J

を，カリフォルニア州の北部で開始した。こ

の RAM は借入金で即時年金保険を購入し，

終身又は確定期間に亘って定額保険金を受け

取るものである。しかし，融資期間は確定期

間のため場合によっては借り手が生存中に満

期が到来する可能性があり，返済のために住

宅を売却しなければならないケースがあった。

また，毎月生命保険会社から支払われる年金

保険金から利息が差し引かれるため，借り手

の受取額が少なくなるというデメリットも持っ

ていた。さらに，終身即時年金の場合，

RAM を利用した高齢者が早期に死亡した場

合，支払った保険料に対して受け取る年金が

非常に少なくなるというリスクが存在した九
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2. 終身型リパース・モーゲージへの挑戦

民間事業者もビジネスチャンスを求めてリ

ノくース・モーゲージの商品化を始めていった。

1977年，初めて商品としてのリパース・モー

ゲージ「エクイ・ペイ」がオハイオ州のブロー

ドビュウ・セービング・アンド・ローン社に

よって作られた。この商品は，市場金利で住

宅価格の80%まで融資をするもので， 5 年か

ら 10年の間で借入人が選択した期間に融資を

受け，融資期聞が終了すると満期が到来し，

返済が求められるものであった。 RAM とエ

クイ・ペイはリパース・モーゲージといわ

れているが，融資期聞が有期のため生存中に

支払いが生ずるなど， リパース・モーゲージ

としては不完全なものといえよう。

1984年に初めて終身型のリパース・モーゲー

ジ商品「インデ、ィビジュアル・リパース・モー

ゲージ・アカウント (IRMA)J が，ニュー

ジャージー州でアメリカン・ホームステッド

社より提供された。 IRMA は，借入人が死

亡又は住宅を売却，転居するまで返済が生じ

ないもので，民間主導によって初めてノンリ

コース・期中無返済という特性のある商品が

開発されたことになる。 IRAM では担保割

れリスクに備え，シェアードアプリシエーショ

ン方式 (Shared Appreciation) というリス

クプール方式が採用された。シェアードアプ

リシエーション方式とは，担保割れリスクに

対する保険料として住宅価格の値上がりのー



部5) を追加金利という名目で徴収し，担保割

れリスクに備えてプールするものである。

1988年にはプロビデンシャル・ホーム・イン

カム・プランネ士，キャピタル・ホールディン

グ社が同様な商品の提供を開始している。し

かし， 1990年にアメリカン・ホームステッド

ネ士とプロビデンシャル・ホーム・インカム・

プラン社は，景気後退と資金調達の困難化を

理由に新規貸し出しを中止し，キャピタル・

ホールディング社も 1993年に事業から撤退を

した。

一方で， 1993年には保険大手トランスアメ

リカの子会社， トランスアメリカ・ホーム

ファースト社が新たな終身型商品「ハウスマ

ネー」を開始した。この商品は，一定期間6)

までは住宅を引き当てとした借入で毎月現金

を受給し，それ以降は契約締結時に購入した

保険会社の繰延年金により終身月次で現金を

受け取るものである。転居した場合などは受

給額が少なくなるが繰延年金に切り替わるた

め，担保となっている住宅を居住又は所有す

るかどうかにかかわらず，借入人が死亡する

まで保険会社から毎月年金が支払われる商品

性を持ち，ライフタイム型と呼ばれた。

このように， 1980年代から 90年代初頭にか

けては， リスクプールや年金保険と組み合わ

せた方法により終身型のリパース・モーゲー

ジいう大きなイノベーションが民間サイドで

見られたが，一方でこの時期は不動産価格の

変動が大きい時代でもあり， リパース・モー

2013.4 

ゲージの真の普及という点では，やはり前述

したホーム・エクイティ・コンノくージョン・

モーゲージ (HECM) が果たした役割が画

期的であったといえよう。

3. HECM の誕生と政府の役割

HECM は 1980年代初めから政府を中心に

検討がなされ， 1987年の住宅及び、コミュニティ

法 (The Housing and Community Devel 

opment Act of 1987) によって， FHA 保

険の付保限度を2 ，500件とするデモンストレー

ションプログラムとして発足した。 FHA 保

険とは住宅都市開発省 (Housing and 

Urban Development Department : HUD) 

の一部局である連邦住宅局 (FHA) が行う

保険で，主に信用力が少ない低所得者がモー

ゲージを借入れしやすいように作られたもの

である。この保険は，万が一，借入人がデフォ

ルトした場合，回収し切れなかった損失をレ

ンダーに対して支払うものであり，政府その

ものの FHA が保険人となっているため，非

常に信用力の高い保険といえる。今考えると，

レーガン政権が，この時代に一定の財政負担

を伴う可能性のある HECM を推進しようと

した理由は興味深い点である。 1980年代の米

国を怖服してみると， 1980年に共和党のレー

ガン大統領が就任し， I小さな政府」へと大

きく政策を変換させ， I経済再建計画」によ

り大幅な歳出削減，大規模な減税，様々な規

制緩和などが打ち出された時期であった。当
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然のことながら， 1965年のメディケイド創設

以来増加傾向にある医療費の削減も最重要課

題のひとつであり， HECM のデモンストレー

ションプログラムが誕生したのは， このプロ

グラムが今後増加が続くと見込まれる医療費

の抑制策として捉えられ， 「小さな政府」の

方針に合致したためと考えられる。

1990年に議会はトータルコストの公開など

を条件に FHA 保険の付保権限枠が25 ，000件

に引上げられたことなどから HECM は各州

に広がっていった。 1995年 9 月に法的期限を

迎えたためプログラムは一旦終了するが， 翌

1996年 1 月にプログラムが再承認され， 1998 

年には HUD 歳出予算法 (HUD Appropria 

tion Act of 1998) によりプログラムが恒久

化され，現在に至っている。

1992年の議会報告書7) によると HUD は

HECM 開発の目的を， 民間金融機関では担

保割れのリスクをとりたがらず，結果として

有期の融資になってしまうため，政府が担保

割れリスクを引き受けることによって借入人

が希望する限り住宅に住み続けられるように

することだと述べている。

HECM が画期的なのは， 終身年金型の融

資を終身年金保険の購入ではなく商品そのも

のに内在した点である。 したがって，終身年

金保険の持つ早期死亡リスクが排除され， ノ

ンリコース・終身年金融資・期中無返済の 3

条件を満たす商品が誕生したことになる。

HECM は米国リパース・モーゲージ市場

の約90%前後を占め年々増加を続け， 1990年

には年間 157件だったものが2009年には年間

11.5万件に達したが， 2010年から住宅価格の

下落により利用が減少し， 2012年は 5.5万件

となっている (図 2 )。

図 2 HECM の利用実績
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ffi. 我が国のリパース・モーゲージの歩み

と現状

1. 我が国のリパース・モーゲージの歩み

我が国では， 1981年に東京都の武蔵野市が

福祉資金貸付事業として開始したのが始まり

である。この制度は， 1年以上武蔵野市に居

住する高齢者が武蔵野市福祉公社の有償在宅

サービスを利用する際の福祉公社のサービス

利用料，生活費等を融資するもので，一戸建

ての場合は土地の評価額の80%，マンション

の場合には評価額の50%が融資限度となって

おり，返済は契約者の死亡時に一括して行う

こととなっている。契約書では償還期限が到

来した時は，すみやかに貸付金及び利息の全

額を償還することとだけ記載がなされており，

ノンリコースとはなっていな L 、。 2011年度ま

でに累計119件， 17億16百万円の実績がある。

その後，東京都，大阪府及び兵庫県の一部の

自治体などが同様な制度を発足させていった。

武蔵野市のように自治体が一般財源から直接

融資を行うものを直接方式と呼ぶが，多くの

自治体では金融機関と提携して行う間接方式

で行われるようになった。間接方式の場合，

一義的には借入人は金融機関と契約の締結を

行L、融資を受けるが，発生する利息は自治体

や公社等が立替払いを行い，借入人の死亡後

に金融機関は元本部分を， 自治体等は立て替
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えた利息部分を一括して回収するものである。

利用実績が余り仲びないことに加え， 2002年

から厚生労働省が都道府県社会福祉協議会を

通じて不動産担保型生活資金貸付制度引を開

始し， 2007年からは生活保護を受けるための

条件整備9)を目的とした要保護世帯向け不動

産担保型生活資金貸付制度を開始したことな

どから，現在，自治体の多くは独自の制度を

中止している。公的主体の融資方法は日常の

収入不足を補う趣旨から年金のような定額融

資が主体となっている。

一方，民間金融機関では1999年 6 月に殖産

銀行(現きらやか銀行)が取り扱いを開始し

たヘ 2005年には中央三井信託銀行(現三井

住友信託銀行)，東京スター銀行が取り扱い

を開始し，現在では群馬銀行，西武信用金庫

なども参入している。

また，ハウスメーカーもリパース・モーゲー

ジの取り組みを行っている。 2003年に旭化成

ホームズ， 2004年にトヨタホーム， 2006年に

積水ノ、ウスがそれぞれ自社の住宅購入者を対

象にリパース・モーゲージの提供を開始した。

利用実績はほとんど無いとみられ，旭化成ホー

ムズでは現在は取り扱いを中止している。

資金の使途はリフォームに限られてはいる

が，住宅金融支援機構では， 2001年から高齢

者向け返済特例制度を開始している。この制

度はリフォーム資金1.000万円を限度に融資

を行い，返済は毎月の利息のみとし，元本は

借入人の死亡時に相続人又は担保物件の処分
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によって回収するものである。また，同機構

は2009年から民間金融機関がリパース・モー

ゲージの形式でリフォームローンを融資した

場合に，物件処分をしても未回収元金がある

場合の未回収元金を保険によってカバーする

保険商品を提供している。

住宅金融支援機構が民間のリノくース・モーゲー

ジ形式のリフォームローンに保険を提供して

いる例があるが，あくまでも使途がリフォー

ムに限定されており，官民それぞれが独自の

対応をしているというのが現状であろう。改

めて我が国の主なリパース・モーゲージ商品

の特徴を整理してみよう。(表 2)，第一に殆

と、の商品でマンションが対象外となっている

ことである。民間では東京スター銀行だけが

対象としているが，所在地が限定され一定の

条11) を満たす必要があり，一般的には一戸建

2. 我が国のリパース・モーゲージの特徴

我が国でも前述のように官民がリパース・

モーゲージの取り組みを行ってきている。米

国のように官民が協調した取り組みとしては

表 2 日本の主なリパース・モーゲージ商品の概要

金融 マン 最低必要 利息の
機関等

名 称 年齢 年収
ンョン 評価額

限度額 借入方法
支払い

東京
500万円以上 1 億

スター 充実人生
50歳以上 120万円 。 円(マンションの

信用枠型 毎月
銀行

80歳以下 以上 場合は5 ， 000万円)
以内

-ω歳以上64歳

土地の評価額の50
信用枠型(力一

三井住友信託の
8，000万円

%以内
ドローン)

三井住友
リパースモーゲー

60歳以上
ﾗ 

(2012年 3
(60歳以上64歳は

.65歳以上79歳
最終一括

信託銀行
ユ/

83歳以下 月までは
土地評価額の 10

年 l 回又は信用
4，ωo万円) %) 枠型

.80歳以上83歳
一括型

群馬銀行 夢のつづき
60歳以上 年金等

ﾗ 
土地の評価額の60%

毎年定額 毎月
85歳以下 収入 以内で l 億円以内

利息払い 55歳以上 収入が
土地の評価額の70 信用枠型

型 80歳未満 あること
ﾗ %で500万円以上 (カードロー 毎月

西武信用 生き生き 1 億円以内 ン)
金庫 ライフ

利息元加 65歳以上 収入が
土地の評価額の35 信用枠型

型 80歳未満 あること
ﾗ 3 ， 000万円 %で 1 ， 000万円以 (カードロー 最終一括

上 1 億円以内 ン)
市県民税非

土地の評価額の70
不動産担保型

65歳以上
課税か均等

ﾗ 
原則

%程度 年 4 固定額 最終一括
生活資金 割賦税程度 1 ，500万円

厚生労働 の1嗣得者
省 この制度を

500万円
土地の評価額の70

要保護
65歳以上

利用しない
。 (土地・建

%程度
年 4 固定額 最終一括

世帯向け と生活保護
物)

集合住宅の場合は
が必要な者 50% 

Home Equity Con- 62歳，金利 5%の
-一定期間毎月
-終身毎月

米国 version Mortgage 62歳以上 。 場合，保険金請求
-随時

最終一括
(HECM) 限度額の50~55%

-上記組合せ

(出所)各種資料より野村資本市場研究所作成
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超過融資時
担保評価

の期中返済
の頻度

信託 実績
の有無

2011年度
あり 毎年 ム 570件

約62億円

なし 3 年ごと
。

遺言信託

なし 3 年ごと
。

遺言信託

担保価格 。

あり の変動に 管理・処
よる 分信託
担保価格 。

あり の変動に 管理・処
よる 分信託

2009年度
なし 3 年ごと ﾗ 127件

21億円

なし 2009年度
(生活保 3 年ごと ﾗ 244件
護移行) 15 ， 7億円

2011年度
なし 当初のみ ﾗ 

73 ， 093件



てのみが対象となっている。一戸建ての場合

でも土地のみが融資の対象で，住宅部分の価

値を考慮した商品とはなっていな L、。米国で

は土地・建物を一体とみて融資が受けられる

のに対して，我が国では住宅部分は融資の対

象外となるため米国に比べ資額が少なくなっ

ている。後述するが，このことが我が国でリ

ノくース・モーゲージが普及しない大きな原因

である可能性がある。

第二は，信用枠型や定期年金型のみで，終

身年金の形で融資を受けられる商品が無いこ

とである。したがって，定期年金型の場合に

は契約期間満了によって生存中に融資が終了

される可能性がある。過去には一括で融資を

受け，その資金で終身年金保険を購入すると

いうオプションを持つ商品があったが，現在

は取り扱われていないようだ。

第三に，生存中でも利息の支払いが毎月必

要となる商品があることである。リパース・

モーゲージはその名が示すように元本が累増

していく商品である。残高が増加すれば支払

うべき利息額も増加するため，例えば年金型

融資の場合，年を経るに従って利用可能な金

額(年金融資額支払利息額)が減少してい

くことになる。また，利息の支払いが滞る場

合には期限の利益が喪失する場合もあり，注

意が必要であろう。

第四に，地価の下落によって融資額が担保

評価額を上回った場合には，途中で元本の返

済が必要となる商品があることである。地価
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変動の大きさにもよるが，場合によっては多

額の元本返済を求められる可能性があり，利

息の支払いのときと同様に，支払いが困難な

場合には期限の利益を喪失する可能性がある。

第五は，ノンリコースと明確に表示されて

いる商品が少ないことである。この点につい

ては担保処分で回収できるよう融資限度額を

低めに設定したり，毎月の利払いや超過融資

分の期中償還により融資額を低く抑え，実質

的にリコースとならないような工夫がなされ

ているためと考えられる。

第六に，東京スター銀行12) を除く民間商品

では信託の利用が条件となっていることであ

る。リパース・モーゲージは担保処分時に相

続人から異議を申し立てられるなどのトラブ

ルが想定される。こうした課題を，遺言信託

や不動産の管理・処分信託を利用することに

よってスムーズに1'1うためのものである。ま

た，契約者が死亡し配偶者が残った場合，住

宅を処分して返済することが求められるが，

これも信託を使うことで残された配偶者が引

き続き制度を利用することを可能としてい

る 13) 。

以上，我が国のリパース・モーゲージの特

徴を見たが，我が国のリパース・モーゲージ

商品は，米国の HECM のようなノンリコー

ス・終身年金融資・期中無返済という 3 条件

を満たしていな L、。誤解を恐れずに言えば，

日本には本格的なリパース・モーゲージは存

在していないといえよう。すなわち，我が国
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の場合， リパース・モーゲージを利用すると

一時的には資金不足は解消されるが，借入人

の生存中にリパース・モーゲージの利払いや

担保割れ時の元本返済などの可能性があるた

め，このことが借入人にとって「将来の新た

な資金不足が生じえる」という不安感を醸成

している可能性がある。これも普及しない大

きな要因のひとつであると考える。
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町. リパース・モーゲージと政府の役割

1. 民間では取り難い担保割れリスク

ノンリコース・終身年金融資・期中無返済

という 3 条件を満たせないのは， リパース・

モーゲージ特有の担保割れリスクがあるため

と考えられる。

担保割れリスクは①融資期間延長リスク 1ヘ

②金利上昇リスク，③住宅価格下落リスクに

分解でき， I リパース・モーゲージの三大リ

スク」と呼ばれている。融資期間延長リスク

は，借入人が平均余命以上生存することによっ

て想定した以上に融資額及び利息が発生する

ことによって生じるリスクのことである。個々

人の死亡する時期は戦争や大災害が無い限り

他の人とは独立していることから「大数の法

則」が当てはまるため生命保険と同様に民間

でもカノくーできるリスクといえる。

金利上昇リスクは，変動金利の場合，金利

が上昇することに伴い想定以上に発生利息が

増加し，担保割れとなってしまうリスクであ

る。また，固定金利の場合は，商品の価値が

下落してしまうリスクである。しかし，金利

上昇リスクはリパース・モーゲージ特有のリ

スクというよりは一般的な金利リスクの一部

であり，スワップの活用や市場への転嫁によっ

てへッジが可能なリスクである。

問題なのは，住宅価格下落リスクである。



住宅価格は個別に見れば値上がりする物件や

値下がりする物件などのばらつきは見られる

ものの，価格水準のトレンドは住宅市場の変

化に依存し同じ向きのベクトルが広範囲に発

生する。長期的には価格変動にサイクルがあ

ると仮定すれば，価格上昇期にリスクに対す

るプールを造成し，下落時にはプールを取り

崩すことで対応が可能と考えられる。これが

IRAM で採られたシェアードアプリシエー

ション方式である。しかし，住宅価格の変動

サイクルが長期にわたる可能性やプール造成

が不十分な時点で担保割れリスクが生じると，

プールを取り崩すだけでは対応できない可能

性があり，実際にアメリカン・ホームステッ

ド社では対応できなかった。しかし，民間と

異なり政府は一時的に赤字となっても長期的

に見て回復が期待できればプールを造成しな

がらリスクをとることが可能であり，

HECM ではリスクを政府がとる事によって

解決を図っていると考えられる。

ところで，担保割れリスクは，政府しかと

れないのだろうか。英国やオーストラリアの

リパース・モーゲージでは民間金融機関が融

資率を低く抑えることによって政府の関与無

しで担保割れリスクに対応しているからであ

る。この点について筆者は政府の関与の有無

は，終身年金融資の有無に現れていると考え

ている。

FHA 保険がレンダーの担保割れリスクに

対応していることは前述のとおりだが，借入
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人に対しても融資の継続を保証していること

も重要な点である。終身年金型の融資では融

資額が融資限度額の98%に達した場合及びレ

ンダーがデフォルトした場合には， HUD が

その債権をレンダーから引き取り，以降の年

金融資の継続を利用人に対して行うなど，終

身年金を実現する上で重要な役割を果たして

いるからである。すなわち終身年金融資の場

合，住宅の価格変動にかかわらず，年金融資

残高が融資限度を超えた場合でも借入人が生

存する限り，融資を続行せざるを得ないリス

クが存在する。米国ではこのリスクを政府が

引き受けており，韓国や香港など政府又は政

府機関が関与している国では終身年金型の融

資が可能となっている。

一方， 日本や英国，オーストラリアなどの

政府の関与が無い国では，有期型の年金融資

にとどまっており，ノンリコース・終身年金

融資・期中無返済という 3 条件を達成するた

めには政府の関与が非常に大きいものと考え

る。

2. リパース・モーゲージへの流動性供与

HECM が普及したもうひとつの大きな要

因は住宅金融の政府支援企業 CGovernment

Sponsored Enterprise : GSE) であるファ

ニー・メイ CFannie Mae) が，オリジネー

トされた大部分の HECM を買取り，市場に

資金供給を行ってきたことである。米国では

モーゲージ・パンカーといわれる比較的小規
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模なレンダーがモーゲージ一次市場の主流を

占めている。多くのモーゲージ・パンカーは

資本が商業銀行等に比べ小さいため，実行し

たモーゲージを長期間にわたって保有するこ

とが困難であり，ファニー・メイや投資銀行

などの証券化を行う機関に売却するというビ

ジネスモデルが採られている。 HECM につ

いてもモーゲージ・パンカーを通じて提供さ

れることになったが，通常のモーゲージと同

様に自らのバランスシートで保有することは

困難であった。しかし， ファニー・メイが

1988年に， HECM を買い取ることを決定し

たことにより，多くのレンダーが HECM の

マーケットに参入することが可能になった。

ファニー・メイは， HECM を自らのノくラン

スシートで保有したため，金利リスクを避け

るために変動金利型のみを買い取ったことか

ら，モーゲージ・パンカーは固定金利型の

HECM をほとんど取り扱わず， 2008年まで

HECM のほとんど全てを変動金利型が占め

ていた。

1999年にリーマン・ブラザースが民間リパー

ス・モーゲージ商品を証券化することによっ

て，ファニー・メイへの売却以外の資金調達

手法が新たに開発された。その後， 2006年か

ら 2007年にかけパンク・オブ・アメリカなど

が HECM を使った証券化を開始し，新たな

セカンダリー・マーケットが創生された。リ

ノくース・モーゲージの証券化の流れは政府機

関であるジニー・メイ (Ginnie Mae) にま
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で及び， 2007年11月に新しいスキームの証券

化 (HMBS) が開発されることとなったo

HMBS は， ジニー・メイが投資家への元利

払いの保証をつけた証券化商品で、ある。イシュ

アーは比較的規模の大きな金融機関で，自ら

オリジネートした HECM やモーゲージ・パ

ンカ一等から購入した HECM でプールを作

り証券化するもので，通常の証券化で用いら

れる優先劣後等の信用補完策の代わりに政府

機関であるジニー・メイの保証によって信用

力を高めた商品である。

リパース・モーゲージは借入人が亡くなっ

た時点まで資金が回収されず，キャッシュフ

ローが極めて不透明な債権であり，一見する

と証券化には向かないと思われる。個々の債

権でみると確かにキャッシュフローの確実性

は無いが，多くの債権を束ねてプールを作る

と一定の規則性が見られるという。

Syzmznoski , Enriquez and DiVenti 

(2007) によると， HECM のプールのキャッ

シュフローは l 年目， 2 年目は借入人への貸

出額が多いためキャッシュアウトの状態とな

るが，その後は借入人の死亡や転居等による

返済が増加するためキャッシュインの状態が

続くという(図 3 )。こうした統計的に現れ

たキャッシュフローを基に投資家が開拓され，

マーケットが拡大することになった。

2008年，サブプライム問題を契機にファ

ニー・メイが経営危機に陥り，米国政府は同

社の固有化を決定し同社のポートフォリオを



段階的に縮小すること求めたことから，ファ

ニー・メイは HECM の買取りを暫時縮小さ

せ， 2009年 9 月には僅か10%程度にまでマー

ケットシェアを落としていった。その穴を埋

めたのが，ジニー・メイの HMBS であり，

消費者金融保護局 (Consumer Finance 

Protection Bureau CFPB) のレポート

(2012) によれば最近の HECM のほとんど

が HMBS として証券化されていると推計さ

れている。サブプライムを契機に支援主体は

変更したが，政府が制度発足当初から資金供

給の支援をしてきたことはリパース・モーゲー

ジの普及に大きな役割を果たしたと考えられ

る。また，証券化という手法が開発されてい

なかった場合， HECM はサブプライム問題

を契機に大幅な縮小を余儀なくされていたこ

とは想像に難くないだろう。
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V. 本格的なリパース・モーゲージに向け

て

1. 求められる政府の関与

本格的なリパース・モーゲージを実現させ

るためには，ノンリコース・終身年金融資・

期中無返済の 3 条件を満たすことが必要だが，

我が国のリパース・モーゲージがこの 3 条件

を満たせないのは担保割れリスクを民間では

取ることが困難なことに起因していると考え

られる。したがって，本格的なリパース・モー

ゲージの普及のためには民間で取れない担保

割れリスクを米国同様に政府が引き受けるこ

とがまず必要であろう。その上で，民間金融

機関が実際の貸付や管理を行うといった官民

協調を実現すべきと考える。

図 3 HECM ブールにおける当初限度額に対するネットキャッシュフローの割合

0.2 
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。
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(出所) s四mznoski ， Enriquez and DiVenti (2007) より野村資本市場研究所作成
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あくまでも私案だが，我が国で官民協調す

る場合のスキームとして， リパース・モーゲー

ジを民間金融機関から買い取る機構を政府が

設立するというのも検討に値しないだろうか。

これにより高齢者の生活が向上することから

この機構を「高齢者生活向上支援機構(仮称)J

と呼んでも良L、かもしれな L、。米国では保険

機能と流動性供与は互いに別の機関が担って

いたが，買取機構は債権者となることで担保

割れのリスクを引き受けるのと同時に民間金

融機関に資金を供給しようとするものである。

申し込みを希望する高齢者(借入人)は金

融機関に申し込みを行い，契約前にカウンセ

リングを受ける(図 4 の①~②)。これは，

リパース・モーゲージの仕組みゃ返済の仕方

などについての十分な理解を深めると共に，

借入人が高齢のため，より慎重な本人の申し

込みの意思確認などを行うためである。次に，

信託契約の締結である(同③)。これは信託

を利用することによって資金の清算時の事務

手続きや契約者死亡後に残された配偶者が継

続利用を容易にする目的のためである。信託

契約後に始めて金融機関とリパース・モーゲー

ジの契約を行うことになり，資金が実行され

図 4 高齢者生活向上支援機構(仮称)によるリパース・モーゲージのスキーム

(出所)野村資本市場研究所作成
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る(同④~⑤)。融資金利は，機構の金利リ

スクを避けるために変動金利とした。 借入人

は死亡時まで返済が無いため，金利が上昇し

て支払いが困難になるといった影響は無視で

きると考えている。借入人は死亡するまで融

資を受け，機構は死亡後に担保を処分して資

金回収を行うことになる。

機構は資金実行分を金融機関から買取り，

金融機関は資金を回収すると共にサービサー

としてリパース・モーゲージの管理を行う。

金融機関の資金調達が容易になれば多くの金

融機関が参入可能となり，リパース・モーゲー

ジ市場の拡大等の期待も出来よう(同⑥~⑦)。

なお，融資形態は継続的に定額を受け取る年

金型や随時受け取れる信用枠型とし，年金型

では終身年金型も想定している。

一方，機構が引き受ける担保割れリスクに

ついては，保険料15) の形で借入人から徴収し

て賄うことを原則とするが，想定を超えるリ

スクに備えて政府(一般会計等)からの出資

を受けることで借入人の保険料負担の軽減を

図ることとした。担保割れリスクを政府が引

き受ける必要性については今後議論をしてい

く必要はあるが， リパース・モーゲージが，

増加を続ける社会保障給付費等の一部を高齢

者の眠っている自らの住宅・宅地資産を流動

化することによって賄う手段であることに鑑

みれば，政府全体のコストが下がる可能性は

あると考える。

また，機構の資金調達については市場から

2013.4 

調達することを視野に入れているが，当分の

聞は財政投融資資金の活用を想定した。米国

でも流動性供与にも政府が大きく関与してい

ることに加え，財政投融資資金であれば，市

場調達に比べて低利な調達が可能であり，借

入人の金利負担の低減効果も期待できるため

である。財政投融資資金は原則固定金利のた

め，変動金利に返還するためにスワップの利

用を想定している。

3. 住宅の適格担保化

前述のとおり，高齢者無職夫婦世帯では約

4 万3 ，000円程度の収入不足の状態にある。

これをリパース・モーゲージで補うためには

どの程度の価値の不動産が必要となるか簡単

な試算を行ってみた。融資期間については65

歳の女性の平均余命 (23.89年)とほぼ同程

度の 25年，金利水準については3% と仮定し

た。それ以外の要因(手数料や保険料など)

については簡略化のため省略している。月 5

万円を受け取る場合には，担保評価額(土地

の担保評価額)が2 ，230万円必要であり，担

保掛目を70% と仮定すると必要となる不動産

価格(土地の時価)は3，186万円となる。同

様に，月 4 万円を受け取るには2 ， 549万円の

不動産価格が必要になった(表 3 )。

次に各都道府県の平均的な住宅敷地価格を

試算した(図 5 )。これは総務省「住宅・土

地統計調査 (2008年)J の各都道府県の戸建

て等の平均敷地面積に国土交通省「都道府県
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地価調査 (2012年)J の住宅地平均地価を乗 で利用可能になるだけで， 多くの道府県では

じて算出したものである。 これによれば，平 平均的な面積の敷地を保有しているだけでは

均的な面積の敷地を保有している場合， 月 5 月 4 万円のリパース・モーゲージを利用でき

万円のリパース・モーゲージを利用できるの ない結果となった。斜線でハッチングした棒

は東京都，神奈川県だけという結果となっ グラフはバブルの絶頂期の 1991年の平均的な

ている。月 4 万円の場合でも愛知県，埼玉県 住宅敷地価格だが， それでも 2 ，000万円を超

表 3 毎月定額を受け取るのに必要な不動産評価額(試算)

月 5 万円を受け取る場合 月 4 万円を受け取る場合 月 3 万円を受け取る場合

受取期間 必要となる評価額 必要となる不動産価格 必要となる評価額 必要となる不動産価格 必要となる評価額
A B~A/0.7 A B~A/0.7 A 

10年 699 999 559 799 419 

15年 1,135 1,621 908 1,297 681 

20年 1,642 2,346 1,313 1,876 985 

25年 2,230 3,186 1,784 2,549 1,330 

30年 2,914 4,163 2,331 3,330 1,748 

(注)金利を年 3%で計算した場合の試算値。担保割れリスク等の他のコスト要因は考慮していな L 、。
(出所)野村資本市場研究所作成
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図 5 都道府県別平均住宅地価格(試算)
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(注)平均住宅地価格は，住宅・土地統計調査 (2008年)における各都道府県の平均敷地面積に都道府県地価調査の各都道府
県の宅地の地価を乗じて算出しているO

(出所)総務省「住宅・土地統計調査 (2008年)J，国土交通省「都道府県地価調査 (2012年)J より野村資本市場研究所作成
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えているのはお都府県にとどまっており，土

地の資産価値だけではリパース・モーゲージ

で月 4 万円程度の収入不足を補うことが出来

ない地域が多いことが分かる。

図 6 は SNA ベースの住宅投資額累計(折

れ線グラフ)と住宅資産額(棒グラフ)を比

較したものである。米国では住宅資産額が住

宅投資額累計を上回っている状態にある。こ

れは，減価償却以上に補修や改善を行うこと

により住宅の資産価値が高められた結果と考

えられる。翻って我が国を見ると，住宅資産

額は住宅投資累計額の約三分のーにしか過ぎ

な L、。米国では資産として活用されているが，

我が国では耐久消費財として費消されている

とみなすことも可能であろう。仮に，米国と

同じように住宅資産価値が維持されるとすれ

ば，住宅部分の資産価値を基にリパース・モー

2013.4 

ゲージを利用できるようになる可能性は高い

だろう。我が国の平均的な住宅価格を約

2 ，900万円16) と仮定し，米国同様にその価値

が維持され， リパース・モーゲージが利用で

きるとすると，平均的な敷地面積を保有でき

れば全ての都道府県で不動産価格が3，100万

円を超え，月 5 万円の融資を受けることが可

能となる 1九したがって，リパース・モーゲー

ジの普及には住宅部分の資産価値を高めるこ

とが重要な課題となろう。 2012年 12月に政権

与党に返り咲いた自民党の政権公約でも， 12 

55住宅の資産価値を高め，ライフステージに

応じた住まい方を推進」という項目の中で

「あらゆる産業に経済波及効果のある住宅を

重要な国富として位置づけ，総合的な住宅税

制・融資等支援制度，規制緩和等を通じ，住

宅を資産として残せる「ストック社会」を実

図 6 住宅投資額累計と住宅資産額
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(出所)米国商務省， FRB 資料より野村資本市場研究所作成 (出所)内閣府「国民経済計算」より野村資本市場研究所作成
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現します。(略)J と記述されており，今後住

宅を資産として評価できるような施策が推進

されると考えられる。報道によるとへ 2013

年 3 月に国土交通省は「中古住宅流通促進・

活用に関する研究会」を発足させ，中古住宅

の担保価値の評価等について議論していく予

定であり，その中では「リパース・モーゲー

ジの普及も視野に入っているとされている。

住宅が資産として評価されていくためには，

既存ストックを費消しないような取り組みが

必要であり，そのためには住宅価値を向上さ

せるリフォーム市場や住宅の価値が適切に評

価される中古住宅流通市場の拡大が必須であ

ると考えるが， リフォームや中古住宅に対す

るローンは融資額や金利，手続き面で新築に

比べ改善すべき点があり，金融面での後押し

も重要になっていくだろう。いずれにせよ住

宅を資産として活用できるようにすることは

国富の増加に直結し，高齢者のみならず多く

の国民を豊かにする有効な手段といえよう。
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VI. 内需拡大の起爆剤に

リパース・モーゲージ市場がどの程度の規

模となるか試算してみよう。「住宅・土地統

計調査 (2008年)J によると， 65歳以上の単

身世帯及び夫婦世帯で持ち家に居住している

のは全国で7 ，081千世帯である。これらの世

帯が平均で住宅2 ，900万円，宅地1 ，600万円1ヘ

計4 ， 500万円の住宅・宅地資産を所有すると

仮定し，担保掛目が70%，利用率が米国と同

程度の2% とすると，現時点でのリパース・

モーゲージ市場の規模は約4.5兆円となる。

この規模は，高齢化が進めば更に拡大すると

思われるが，我が国の住宅ローン残高が2011

年度末で約180兆円となっており，仮にリパー

ス・モーゲージ市場の規模が 2 倍になったと

しても住宅ローン市場の5%程度の規模でし

かな L 、。したがって， リパース・モーゲージ

市場の直接的な経済効果は限定的なものとな

るかもしれな L 、。

しかし，直接的な効果は少なくとも，派生

する効果は大きい可能性がある。リパース・

モーゲージ市場の創設が，高齢者の資金確保

のための「ラスト・リゾート」として普及す

れば，将来の不安のために取り敢えず貯蓄さ

れていた金融資産の役割が薄れていくと考え

られるからである。すなわち，リパース・モー

ゲージがあることにより将来の資金不足に対

する不安感が払拭されれば， I万が一のため



の貯蓄」をせずに済み，こうした資金が消費

に向かうことになるだろう。 1 ，500兆円に上

る家計の金融資産の約60% は60歳以上の世帯

が保有しているとみられ，高齢者世帯が貯蓄

の一部を消費に振り向けた場合の効果は住宅

ローン市場を凌駕する可能性は十分にあると

考えられる。今後，人口減少や高齢者の増加

に伴う内需の縮小が懸念されているが， リパー

ス・モーゲージ市場の創設は内需拡大につな

がる起爆剤となりえないだろうか。
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補論 1 :各国のリパース・モーゲージ制度

1. 英国のリパース・モーゲージ

現在の英国のリパース・モーゲージはエク

イティ・リリース (Equity Release) と呼

ばれている。

英国で、最初のエクイティ・リリースが登場

したのは1930年代と言われているが，広がり

を見せ始めたのは1972年にホーム・インカム・

プラン (The Home Income Plan) という

商品が登場してからである。この商品は借入

金で終身年金を購入し，借入人はこの年金か

ら毎月の年金収入を得るというものである。

元金は死亡時に一括返済となるが，利息は固

定金利で毎月支払うことが条件であり，毎月

受け取る年金から差し引かれた。税制の優

遇却)が受けられることから借入者にとって低

利な商品であり，固定金利のため受け取る額

が終身変わらないことから人気の商品となっ

たが， 1991年に税制優遇がなくなったことか

ら販売が中止された。 1988年には変動金利型

のホーム・インカム・プランが販売されるよ

うになったが， 1990年代前半に金利上昇と住

宅価格の下落が生じ，借入人が担保割れの状

態 (negative equity) に陥ったため問題と

なり，中止されることとなった。業界団体で

あるエクイティ・リリース・カウンシル

(2011年までは Safe Home Income Plan 
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SHIP) の定めるノー・ネガティブ・エクイ

ティ・ギャランティ (No negative Equity 

Guarantee : NNEG) という商品規範によっ

て， 1991年以降はノンリコースが担保されて

いるが，それまではリコースの商品も多く存

在していたため，この時期のエクイティ・リ

リースは危険な商品という評判が広まった時

期でもあった。

また， 1995年にはシェアー・アプリシエー

ション・モーゲージ (Share Appreciation 

Mortgages : SAMs) が発売された。これは，

無利子のリパース・モーゲージで，金利の代

わりに住宅の将来の値上がり益の一部分(例

えば値上がり益の75%など)をレンダーが受

け取るものである。この商品も住宅価格が19

95年以降急上昇したことからレンダーの取り

分が多額となり，借入人が地価上昇の恩恵を

余り受けられなくなったために問題となった

商品である。

1998年にロールアップ方式のライフタイム・

モーゲージが登場し，英国のエクイティ・リ

リースも期中無返済・ノンリコースの条件を

備え，融資方法も一括融資以外に分割融資も

選択可能となったため，エクイティ・リリー

ス市場は拡大を加速させた。

2004年に初めて金融サービス機構 (Fi

nancial service Authority : FSA) カ1 ライ

フタイム・モーゲージに規制をかけることと

なったが，当時の規制内容は資格を持ったア

ド、パイザーが適切なアド、パイスをしているか，



手数料やコストの説明をしっかりとしている

かといった内容であった。現在に至るまで，

英国政府の関与は金融サービス機構を通じた

規制が主で米国のような積極的な関与は見ら

れないのも英国エクイティ・リリース市場の

特2徴;であろう。

現在のエクイティ・リリースはライフタイ

ム・モーゲージ (Lifetime Mortgage) と

ホーム・リノくージョン (Home reversion) 

の二つの商品が主流となって提供されている

が，約95%がライフタイム・モーゲージを利

用している。

(1 )ライフタイム・モーゲージ

ライフタイム・モーゲージは自宅を担保に

一括又は分割(あるいはその併用)で融資を

受け，支払いは借入人の死亡又は転居時点

(大部分はケアホームへの転居)で担保を処

分して行うものである。更に利息の支払い方

法等によって 3 つのタイプが提供されている。

ライフタイム・モーゲージは一般的に55歳以

上で自己所有の住宅に居住する高齢者が対象

となっている。

①ロールアップ・モーゲージ (Roll-up

mortgage) 

ロールアップ・モーゲージは一般的なリノくー

ス・モーゲージ商品である。一括又は分割で

融資を受け，元金・利息の返済は死亡時等に

行われるものである。利息は固定金利又は変

動金利で毎月又は年 l 回残高に元加されてい

く。
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②インタレス卜・オンリー・モーゲージ

(Interest-only mortgage) 

インタレスト・オンリー・モーゲージは一

括のみで融資を受け，利息だけを毎月返済す

る商品である。元金についてはロールアップ・

モーゲージ同様に死亡時等に返済を行う。

⑧フィックスド・リペイメン卜・モーゲージ

(Fixed-repayment mortgage) 

フィックスド・リペイメント・モーゲージ

は他の商品と異なり，利息相当額を契約で当

初に決めるところに特徴がある。一般的には，

利息相当額は，借入人の年齢と平均余命によっ

て決められるという。そのため，借入人が長

生きをするほど，借入人にとって有利になる

が，万が一短命に終わったときは高めの費用

を支払うことになる。融資方法は一括のみと

なっている。

(2)ホーム・リバージョン (Home reversion) 

ホーム・リノくージョンは通常のリノくース・

モーゲージと異なり，契約時に住宅の売買契

約を締結するものである。 借入人はレンダー

と住宅の全部又は一部の売買契約を締結し，

売買代金を分割又は一括して受け取る。売買

価格は借入人の年齢によって通常の20%から

60%程度に設定されるのが普通であり，高齢

者ほど高めの価格となる。 借入人は，生存中

は売却した住宅の居住権が与えられ，賃料は

無料又はかなり低い金額に設定されるのが一

般的である。ホーム・リバージョンと同様な

商品でセールス・アンド・レント・パックと
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いう商品がある。これはホーム・リパージョ

ンと同様に売買契約後借入人に住宅を賃貸す

るものだが，賃貸期間は有期となっており，

期限経過後は退去が求められる点がホーム・

リバージョンと異なっている。

これまで見てきたように，英国では民間金

融機関が主導してエクイティ・リリース市場

を拡大させてきた。業界団体の商品規制によっ

てノンリコースを実現していることは，特筆

するに値しよう。こうしたことが可能になっ

た背景として， 1995年以降住宅価格が上昇し

ていたことにあると考えられる。サブプライ

ム問題を契機として英国でも住宅価格の下落

が見られ，下落幅は18%程度と米国に比べ少

なかったが(図 7) ， 2007年に 27社にまで増

加した SHIP 加盟会社は2012年には10社にま

で減少しており，住宅価格下落のインパクト

が大きかったことを表していよう。 2009年に

行われたヒアリング21)によると，多くの業者

が抱える課題として担保割れリスクが挙げら

れており， リパース・モーゲージにとって大

きなリスク要因であることを物語っている。

新規貸付実績は， 2007年の年間12億ポンド

(1 ， 680億円)22) をピークに減少し2011年には

7.9億ポンド (1 ，106億円)まで下落したが，

2012年は9.3億ポンド (1 ， 302億円)と上昇に

転じている。

図 7 米英の住宅価格指数の推移
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2. 韓国のリパース・モーゲージ

大韓民国(以下「韓国」という。)の公的

年金制度は1988年に導入されたが，多くの高

齢者が制度発足時に退職していたこともあり，

2011年時点で私的年金を含む年金制度で65歳

以上の高齢者の 4 割しかカバーされていない

といわれている。こうした社会保障制度の弱

点を補うために韓国政府は韓国住宅金融公社

法を改正して2007年 7 月に「住宅年金」と呼

ばれるリパース・モーゲージ制度を発足させ

た。韓国住宅金融公社は， 2004年 3 月に設立

された政府系金融機関で，同公社が保証を行

う住宅年金は，政府が関与していることもあ

り，ノンリコース・終身年金融資・期中無返

済の 3 条件を満たす制度となっている。融資

は民間金融機関を通じて実施され，韓国住宅

金融公社は担保割れリスクを保証することで

この制度は構成されており， 2007年の設立に

当たり，政府，金融機関等から 10.6億ウォン

の資本が造成されている。

住宅年金の適用要件は①借入人及び配偶者

の年齢が60歳以上，②借入人は住宅を l 棟の

み所有しており，その住宅に居住しているこ

と，③住宅価格が 9 億ウォン (8 ，100万円円

以下であること，となっている。利用期間中

は元利金とも無返済で，返済は借入人の死亡

又は l 年以上担保住宅に居住しない場合など

となっている。金利は， 3 ヶ月物 CD 金利に

1. 1%上乗せされた変動金利で，保証料は契

2013.4 

約時に住宅価格の 2 %，融資期間中は残高に

0.5%を乗じた年額を分割して金融機関が借

入人に代わり公社に毎月納付するが，借入人

の融資残高に利息相当額が加算されていくこ

ととなる。

融資方法は，終身年金の形で受け取るのが

基本で①定額方式，②逓増方式(年 3 %), 

③低減方式(年 3 %)，の 3 種類となってお

り，これらと限度額の50%未満まで信用枠型

を組み合わせることが可能となっている。多

くの国のリパース・モーゲージが採用してい

る定期年金タイプが無いのが韓国の住宅年金

の特徴といえよう。融資額は，住宅価格と年

齢によって定められ，住宅価格が 3 億ウォン

(2 ， 700万円)で定額型の場合， 60歳で毎月

691 ， 000 ウォン (62 ，190 円)， 80歳で 1 ，569 ， 000

ウォン (141 ， 210円)となっている(表 4 )。

また，借入人には税制上のメリットがあり，

抵当権設定時には登録免許税，教育税，国民

住宅債権購入義務，農漁村特別税が免除とな

るほか，住宅年金利用時には財産税が25%免

除され，貸付利子費用が200万ウォン(18万

円)まで所得控除される。

利用実績は2008年695件， 2009年1 ，124件，

2010年2 ， 016件， 2011年2 ， 936件， 2012年 (11

月末現在) 4 ，643件と毎年著しい増加を示し

ている(図 8 )。報道によれば，こうした増

加の背景を高齢者の間で子供の扶養の負担を

減らしたいという認識が広がり，公的年金だ

けでは生活を支えることが出来ないためと韓
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国住宅金融公社では分析している 24) 。

62 

補論 2::米国の HECM の現状と課題

1. 固定金利が主流となった HECM

リパース・モーゲージの資金調達として証

表 4 住宅年金の年金(借入)月額

(単位・千ウォン)

逓増方式(上段)

年 齢 定額年金 低減方式(下段)

l 年目 5 年以降 10年以降 15年以降 20年以降

482 559 648 751 871 
60 691 

928 797 684 588 505 

598 694 804 932 1.081 
65 828 

1.090 936 804 690 593 

755 875 1.014 1,176 1.363 
70 1.006 

1.288 1,106 950 816 700 

970 1,124 1.303 1.511 1.752 
75 1.242 

1.548 1.329 1,141 980 842 

80 1.569 
1.276 1,479 1.715 1.988 2.305 

1.894 1.626 1.397 1,199 1.030 

(出所)韓国住宅金融公社資料より野村資本市場研究作成
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券化が主流になると， HECM 自体の利用も

大きく変化した。利用の主流が変動金利型・

信用枠型から固定金利型・一括借入型へと移っ

たことである。以下ではその経緯ともたらさ

れた影響について述べてみた L 、。

ファニー・メイの買い取りや民間の証券化

ではリパース・モーゲージ契約そのものを購

入単位として取引していたため，既融資部分

に加え，未融資の部分(将来の貸出分)に対

しても買い取る側で資金対応することになっ

ており，ファニー・メイは追加融資時の金利

リスクを避けるために変動金利の HECM し

か対象としていなかった。しかし，ジニー・

メイの HMBS では契約全体ではなく融資し

た部分ごとにイシュアーが買い取りを行う仕

組みとなったため，将来の融資はレンダーが

引き続き資金対応を行う必要が生じ，レンダー

は将来発生する融資分に対する新たな資金負

担及び金利リスク 25)を負うこととなった。そ

のため， レンダーは一括型の融資を借入人に

勧めることによって，金利リスクを回避しよ

うとする動きが見られるようになった。

借入人の HECM の利用目的も大きく変化

している。 AARP の調査 (2007)26) 及びメッ

トライフ・マチュアー・マーケット・インス

ティチュート(以下「メットライフ」という。)

の調査 (2012)却を比較すると AARP 調査

では， I生活の質向上のため」と「将来の緊

急時に備えて」という借入動機が多かったが，

メットライフ調査ではこれらの理由は大きく
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減少している(表 5 )。代わって上位を占め

たのは「債務の支払い」であり， 60歳代では

73%の利用予定者が借入動機としてあげてい

る。すなわち，近時の主な HECM の資金使

途は月々の収入の補完等ではなく既往債務の

返済になっていると見られ，こうしたことも

一括借入型の拡大の理由と考えられる。

また，借入人はサブプライム問題が変動型

金利のモーゲージによってもたらされたこと

から，変動金利を避ける動きが見られ，特に

将来の融資を必要としない一括借入型の借入

人ほど固定金利に対する人気が強くなってい

Tこ O

両者の固定金利・一括借入型のニーズの高

まりから， FHA は2008年 3 月に固定金利型・

一括借入型にクローズド・エンドの商品を認

めることとなった。それまでの HECM は，

融資枠と実際の借入額に余裕がある場合には

将来その余裕部分について融資を受けること

が可能であったが，クローズド・エンド型と

は一回融資を受けると住宅にエクイティの余

裕があったとしても再度融資を受けることが

表 5 HECM 利用の動機

理 由
メットライフ調査(2010) AARP 調査

62-69歳 70歳以上 (2006) 

債務の返済 73% 62% 

モーゲージ 40% 

モーゲージ以外 28% 

生活の質向上 31% 36% 50% 

緊急時に備えて 26% 28% 73% 

収入の補完 21% 24% 78% 

(出所)米国消費者金融保護局資料より野村資本市場
研究所作成
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出来ない商品のことである。これにより多く

のレンダーが金利リスクのない固定金利・一

括借入型を取り扱うようになった。

一般的には固定金利の方が変動金利に比べ

て金利水準が高く，通常の場合，変動金利の

HECM の貸付限度額の方が大きくなる。し

かしファニー・メイが政府からそのポートフォ

リオの縮小を強く求められ， HECM のセカ

ンダリー・マーケットからの撤退を意図28) し

て変動金利の水準を2009年から高めに設定し

たことから，固定金利が変動金利よりも低水

準となり，借入限度額が固定金利型の方が有

利になったことも固定金利型・一括借入型の

拡大に拍車をかけた。

実際に 2008年の HECM の借入人で一括借

入却)を行っている者の割合は43%であったが

2010年に75% と 32ポイントも高くなっている

(表 6 )。

2. 新たなリスクの増大

固定金利型・一括借入型の増加は新たなリ

スクを引き起こしている。 HECM は利用期

表 6 HECM の一括借入割合等の推移

2008年 2010年

変動金利 98% 30% 

|一括以外 57% 25% 

|一括 41% 5% 

固定金利(一括) 2% 70% 

合計 100% 100% 

|一括借入合計 43% 75% 

(出所)米国消費者金融保護局資料より野村資本市場
研究所作成
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問中の固定資産税及び火災保険の保険料の支

払いが融資条件になっているため，これらの

支払いを怠るとデフォルトとなる。このデフォ

ルトが急増しており， 2012年 2 月時点で9.4

%と利用者の約10人に l 人がデフォルトの状

態にある。変動金利型の HECM の場合，融

資限度額と借入額との聞に余裕がある場合に

は， レンダーはその余裕分を使って税金等の

支払いを代行することが可能で，これにより

デフォルトを回避することが出来る。しかし，

固定金利型の場合， クローズド・エンドのた

め追加で使用できる借入枠が無く， レンダー

が支払いの代行をすることができないためデ

フォルトが増加する要因となっている。

3. 大きな損失を抱えた FHA

2012年度の独立監査人報告によると，

FHA の MMI ファンド CMutual mortgage 

Insurance Fund) が 163億ドル準備不足の

状態になっていると報告された。 MMI ファ

ンドとは FHA が通常のモーゲージや

HECM の保険を引き受けるための準備金の

ことである。 FHA 保険は政府が行う保険だ

が，発足以来一度も損失を出してこなかった

経緯があり，今回78年目にして始めてネガティ

ブな状態になってしまった。このうち28億:ド

ルが HECM によってもたらされたものある。

FHA では HECM での損失原因の多くは固

定金利型・一括借入型の借入人による不動産

税等の未払いによるデフォルトの増加にある



と分析している。こうした事態に政府が資金

注入するかは今後の検討によるが， FHA は

2013年 4 月から HECM スタンダード30) によ

る固定金利型・一括借入型の中止をするなど，

基金の改善を目指すための方策を打ち出して

いる。今のところは，このロスによって直ち

に HECM そのものを廃止するような議論に

なっていないが，今後の動向に注目する必要

がある。
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《注》

1) 社会保障給付費とは 1LO (国際労働機関)が定

めた基準に基づき，社会保障や社会福祉等の社会
保障制度を通じて， 1 年間に国民に給付される金
銭またはサービスの合計額である。

2) 年金保険給付費，高齢者医療給付費，老人福祉
サービス給付費及び高年齢雇用継続給付費を合わ
せたもの。

3) 平均余命の平均値と中央値に大きな差は無いと

考えられ，半分の人は平均余命以上に生き残るこ
とになる。

4) 75歳の人が20万ドルの借入をし，終身確定年金
の購入に充てたが， 12 ヵ月後に死亡し，手にした
金額は 19 ，332 ドルであったという実例がある。ま

た， これは後述する即時年金を購入するライフタ
イム型にも同様な問題があった。

5) 契約によっては，値上がり分の100%がレンダー
の取り分となるものもあった。

6) 借入人の60~70%の人が繰延年金を利用できる
ように，借入人の平均余命のおおよそ 18ヶ月前に

期間を設定していた。
7) 1987年全国住宅法により HUD は HECM の評
価を議会に報告することが定められており， HUD 
は 1992年， 1995年， 2000年に報告を行っている。
1998年にデモンストレーションプログラムが恒久
化されたため， 2000年の報告が最終報告となって

いる。

8) 制度発足当時は「長期生活支援資金J という名
称だったが， 2009年10月から現在の名称に変更さ
れた。要保護世帯向けについても同様な変更が行

われている。

9) 一定額以上の資産を保有していると生活保護が

受けられないため，資産(住宅・土地)価値を生
活資金貸付金を利用して減少させ，最終的に生活
保護を受けられるようにする制度。

10) 現在は取り扱いを中止している。
11) 築年数14年以内，最寄り駅まで10分以内，住宅
面積50m'以上のマンションが対象。

12) 東京スター銀行の場合，信託はオプションとし
て選択可能となっている。

13) 信託すると，所有権が信託に移され，元の所有

者は受益権を得る。相続時には所有権が移転して
いるため相続財産に住宅・土地が含まれず，担保

処分が容易となる。受益権者に配偶者が含まれれ

ば，契約者死亡後も受益権者として，住宅に住み
続けることが可能になる。

14) Longevity risk といわれているリスク。一般

に「長生きリスク J 或いは「長寿リスク J と訳さ
れているが， I長寿J ， I長生き J とリスクは馴染
まないと考えるため，ここでは融資期間延長リス
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クとしfこ。

15) 実際には，金利の一部として徴収し，死亡時に
元本と同様に清算される。

16) 2011年度の住宅金融支援機構のフラット 35 (注
文住宅)の平均建築費は2， 859万円となっている。

17) 金利 3 %，融資期間25年の場合。
18) 住宅新報 Web I中古住宅の担保価値 評価の仕
組み構築へ 国交省が 3 月研究会J 2013年 2 月 22
日

19) I全国消費実態調査 (2011年)J の 60歳代以上の
世帯の宅地資産が概ね2 ， 500万円前後なのでその三
分の二の額とした。

20) Mortgage Interest relief at source 
(MIRAS) と呼ばれるモーゲージの支払利息の減

税策で利用者はレンダーに利息の30%を控除した
金額を支払い， レンダーは毎月内国歳入庁からそ
の控除分の払戻を受けることができる制度

21) SHIP (2009) 
22) 1 ポンド =140円で計算。以下同じ。
23) 1 ウォン =0.09円で計算。以下同じ。
24) World KBS News 2012年 8 月 8 日
http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news 
Ec detail.htm?Noニ44771

25) 変動金利型であってもインデックスにプラスさ
れるマージンが変動するリスクがある。

26) AARP とは， 1958年に創設された50歳以上の高
齢者から構成され，高齢者の利益を確保，改善す

ることを目的とする会員数4千万人以上を誇る全
米最大級のアドヴォカシーである。調査時点は
2006年。

27) 調査時点は2010年。
28) 実際に買い取りの中止を発表したのは2010年10
月。

29) 1 年目に90%以上の借入をする場合を一括借入
としている 0

30) HECM は当初払 L、保険料が貸付限度額の 2%
のスタンダードと同0.1%のセーパーの二つのタイ

プがあり，セーパーは当初払L、保険料が少なくて

済むが，融資限度額が低く設定されている。今回
中止されるのはスタンダード型のみである。
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想定が過度に簡略化され、将来のリターン分布を反映していない場合があります。本資料で説明のために作成・発行された数値、投資ストラテジー、イン

デックスは、EU 金融ベンチマーク規制が定義するベンチマークとしての使用を意図したものではありません。 
 
特定の証券は、その価値または価格、あるいはそこから得られる収益に悪影響を及ぼし得る為替相場変動の影響を受ける場合があります。 
金融市場関連のリサーチについて：アナリストによるトレード推奨については、以下の 2 通りに分類されます；戦術的（tactical）トレード推奨は、向こう 3 ヶ

月程度の見通しに基づいています；戦略的（strategic）トレード推奨は、向こう 6 ヶ月から 12 ヶ月の見通しに基づいています。これら推奨トレードについては、

経済・市場環境の変化に応じて、適宜見直しの対象となります。また、ストップ・ロスが明記されたトレードについては、その水準を超えた時点で推奨の対

象から自動的に外れます。トレード推奨に明記される金利水準や証券のプライスについては、リサーチ・レポートの発行に際してアナリストから提出された

時点の、ブルームバーグ、ロイター、野村のいずれかによる気配値であり、その時点で、実際に取引が可能な水準であるとは限りません。 
本資料に記載された証券は米国の 1933 年証券法に基づく登録が行われていない場合があります。係る場合、1933 年証券法に基づく登録が行われる、

あるいは当該登録義務が免除されていない限り、米国内で、または米国人を対象とする購入申込みあるいは売却はできません。準拠法が他の方法を認

めていない限り、いかなる取引もお客様の地域にある野村の関連会社を通じて行う必要があります。 
 
本資料は、NIplc により英国および欧州経済領域内において投資リサーチとして配布することを認められたものです。NIplc は、英国のプルーデンス規制機

構によって認可され、英国の金融行為監督機構とプルーデンス規制機構の規制を受けています。NIplc はロンドン証券取引所会員です。本資料は、英国

の適用される規則の意味する範囲での個人的な推奨を成すものではなく、あるいは個々の投資家の特定の投資目的、財務状況、ニーズを勘案したもの

ではありません。本資料は、英国の適用される規則の目的のために「適格カウンターパーティ」あるいは「専門的顧客」である投資家のみを対象にしたも

ので、したがって、当該目的のために「個人顧客」である者への再配布は認められておりません。本資料は、香港証券先物委員会の監督下にある NIHK

によって、香港での配布が認められたものです。本資料は、オーストラリアで ASIC の監督下にある NAL によってオーストラリアでの配布が認められたもの

です。また、本資料は NSM によってマレーシアでの配布が認められています。シンガポールにおいては、本資料は NSL により配布されました。NSL は、証

券先物法（第 289 条）で定義されるところの認定投資家、専門的投資家もしくは機関投資家ではない者に配布する場合、海外関連会社によって発行され

た証券、先物および為替に関わる本資料の内容について、法律上の責任を負います。シンガポールにて本資料の配布を受けたお客様は本資料から発

生した、もしくは関連する事柄につきましては NSL にお問い合わせください。本資料は米国においては 1933 年証券法のレギュレーション S の条項で禁止

されていない限り、米国登録ブローカー・ディーラーである NSI により配布されます。NSI は 1934 年証券取引所法規則 15a-6 に従い、その内容に対する責

任を負っております。本資料を作成した会社は、野村グループ内の関連会社が、顧客が入手可能な複製を作成することを許可しています。 
 
野村サウジアラビア、NIplc、あるいは他の野村グループ関連会社はサウジアラビア王国（「サウジアラビア」）での（資本市場庁が定めるところの、）「オー

ソライズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」以外の者への本資料の配布、アラブ首長国連邦（「UAE」）におい

ては、（ドバイ金融サービス機構が定めるところの、）「専門的顧客」以外の者への配布、また、カタール国の（カタール金融センター規制機構が定めるとこ

ろの、）「マーケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者への配布を認めておりません。サウジアラビアおいては、「オーソラ

イズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」以外の者、UAE の「専門的顧客」以外の者、あるいはカタールの「マー

ケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者を対象に本資料ならびにそのいかなる複製の作成、配信、配布を行うことは直

接・間接を問わず、係る権限を持つ者以外が行うことはできません。本資料を受け取ることは、サウジアラビアに居住しないか、または「オーソライズド・パ

ーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インスティテューションズ」であることを意味し、UAE においては「専門的顧客」、カタールにおいては「マー

ケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」であることの表明であり、この規定の順守に同意することを意味いたします。この規定に従

わないと、サウジアラビア、UAE、あるいはカタールの法律に違反する行為となる場合があります。 
 
カナダ投資家へのお知らせ：本資料は個人的な推奨ではありません。また投資目的、財務状況、あるいは特定の個人または口座の特定のニーズを考慮

したものではありません。本資料はオンタリオ証券委員会の NI 31-103 のセクション 8.25 に基づいてお客様へ提供されています。 
 
台湾上場企業に関するレポートおよび台湾所属アナリスト作成のレポートについて：本資料は参考情報の提供だけを目的としています。お客様ご自身で

投資リスクを独自に評価し、投資判断に単独で責任を負っていただく必要があります。本資料のいかなる部分についても、野村グループから事前に書面

で承認を得ることなく、報道機関あるいはその他の誰であっても複製あるいは引用することを禁じます。「Operational Regulations Governing Securities 

Firms Recommending Trades in Securities to Customer」及びまたはその他の台湾の法令・規則に基づき、お客様が本資料を関係者、関係会社およびそ

の他の第三者を含む他者へ提供すること、あるいは本資料を用いて利益相反があるかもしれない活動に従事することを禁じます。NIHK 台湾支店が執行

できない証券または商品に関する情報は、情報の提供だけを目的としたものであり、投資の推奨または勧誘を意図したものではありません。 
 
本資料のいかなる部分についても、野村グループ会社から事前に書面で同意を得ることなく、(i)その形態あるいは方法の如何にかかわらず複製する、あ

るいは(ii)配布することを禁じます。本資料が、電子メール等によって電子的に配布された場合には、情報の傍受、変造、紛失、破壊、あるいは遅延もしく

は不完全な状態での受信、またはウィルスへの感染の可能性があることから、安全あるいは誤りがない旨の保証は致しかねます。従いまして、送信者は

電子的に送信したために発生する可能性のある本資料の内容の誤りあるいは欠落に対する責任を負いません。確認を必要とされる場合には、印刷され

た文書をご請求下さい。 



日本で求められるディスクレイマー 
レポート本文中の格付記号の前に※印のある格付けは、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付け（無登録格付け）です。

無登録格付けについては「無登録格付に関する説明書」https://www.nomura.co.jp/retail/bond/noregistered.html をご参照ください。 
当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して 大 1.404％（税込み）（20 万円以下の

場合は、2,808 円（税込み））の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等

の諸経費、等）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリ

スクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。  
  
国内株式（国内 REIT、国内 ETF、国内 ETN を含む）の売買取引には、約定代金に対し 大 1.404％（税込み）（20 万円以下の場合は 2,808 円（税込み））

の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取

引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。

国内 REIT は運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内 ETF は連動する指数等の変動により損失が生じるおそ

れがあります。 
外国株式の売買取引には、売買金額（現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額）に対し 大 1.026％

（税込み）（売買代金が 75 万円以下の場合は 大 7,668 円（税込み））の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等

は国や地域により異なります。外国株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取

引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失

が生じるおそれがあります。 
信用取引には、売買手数料（約定代金に対し 大 1.404％（税込み）（20 万円以下の場合は 2,808 円（税込み）））、管理費および権利処理手数料をいただ

きます。加えて、買付の場合、買付代金に対する金利を、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をいただきます。委託保証金は、売

買代金の 30％以上（オンライン信用取引の場合、売買代金の 33%以上）で、かつ 30 万円以上の額が必要です。信用取引では、委託保証金の約 3.3 倍ま

で（オンライン信用取引の場合、委託保証金の約 3 倍まで）のお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるお

それがあります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、等をよくお読みください。 
ＣＢの売買取引には、約定代金に対し 大 1.08％（税込み）（4,320 円に満たない場合は 4,320 円（税込み））の売買手数料をいただきます。ＣＢを相対取引

（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、

別途手数料をいただくことがあります。ＣＢは転換もしくは新株予約権の行使対象株式の価格下落や金利変動等によるＣＢ価格の下落により損失が生じ

るおそれがあります。加えて、外貨建てＣＢは、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は市場の金利水準

の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、

投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
個人向け国債を募集によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできま

せん。個人向け国債を中途換金する際、原則として次の算式によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より

差し引かれます。（変動 10 年：直前 2 回分の各利子（税引前）相当額×0.79685、固定 5 年、固定 3 年： 2 回分の各利子（税引前）相当額×0.79685） 
物価連動国債を募集・売出等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価のみをいただきます。当該商品の価格は市場の金利水準及

び全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。想定元金額は、全国消費者物価指数の発行時からの変化

率に応じて増減します。利金額は、各利払時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。償還額は、償還時点での想定元金額となりますが、平成 35

年度以降に償還するもの（第 17 回債以降）については、額面金額を下回りません。 
投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して 大 5.4％（税込み）の購入時手数料（換金時手数料）をいただき

ます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して 大 2.0％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信

託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（信託報酬）（ 大

5.4％（税込み・年率））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があり

ます。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。 
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等によ

り基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容

や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の 大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前

交付書面をよくお読みください。 
金利スワップ取引、及びドル円ベーシス・スワップ取引（以下、金利スワップ取引等）にあたっては、所定の支払日における所定の「支払金額」のみお受払

いいただきます。金利スワップ取引等には担保を差入れていただく場合があり、取引額は担保の額を超える場合があります。担保の額は、個別取引によ

り異なりますので、担保の額及び取引の額の担保に対する比率を事前に示すことはできません。金利スワップ取引等は金利、通貨等の金融市場におけ

る相場その他の指標にかかる変動により、損失が生じるおそれがあります。また、上記の金融市場における相場変動により生じる損失が差入れていただ

いた担保の額を上回る場合があります。また追加で担保を差入れていただく必要が生じる場合があります。お客様と当社で締結する金利スワップ取引等

と「支払金利」（又は「受取金利」）以外の条件を同一とする反対取引を行った場合、当該金利スワップ取引等の「支払金利」（又は「受取金利」）と、当該反

対取引の「受取金利」（又は「支払金利」）とには差があります。商品毎にリスクは異なりますので、契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みく

ださい。 
クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）取引を当社と相対でお取引いただく場合は手数料をいただきません。CDS 取引を行なうにあたっては、弊社との間で

合意した保証金等を担保として差し入れ又は預託していただく場合があり、取引額は保証金等の額を超える場合があります。保証金等の額は信用度に

応じて相対で決定されるため、当該保証金等の額、及び、取引額の当該保証金等の額に対する比率をあらかじめ表示することはできません。CDS 取引

は参照組織の一部又は全部の信用状況の変化や、あるいは市場金利の変化によって市場価値が変動し、当該保証金等の額を超えて損失が生じるおそ

れがあります。信用事由が発生した場合にスワップの買い手が受取る金額は、信用事由が発生するまでに支払う金額の総額を下回る場合があります。



また、スワップの売り手が信用事由が発生した際に支払う金額は、信用事由が発生するまでに受取った金額の総額を上回る可能性があります。他の条

件が同じ場合に、スワップの売りの場合に受取る金額と買いの場合に支払う金額には差があります。 CDS 取引は、原則として、金融商品取引業者や、

あるいは適格機関投資家等の専門的な知識を有するお客様に限定してお取り扱いしています。 
有価証券や金銭のお預かりについては料金をいただきません。証券保管振替機構を通じて他の証券会社へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、

移管する銘柄ごとに 10,800 円（税込み）を上限額として移管手数料をいただきます。 
 
 
  
野村證券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第 142 号  
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 
Copyright © 2018 Nomura Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
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