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The home loan business is essential to most banks focusing on retail banking as the business is 
characterized by low credit risk, stable profit, and several cross-selling opportunities. Nevertheless, it 
seems that the sustainability of the business has been recently shaken by the intense interest rate 
competition among incumbent and emerging banks. 

This study applies the theory of five basic competitive forces and generic industry environments of 
Porter (1980) to examine the competitive environment surrounding the home loan business in Japan. The 
result of such examination reveals that the business is exposed to almost perfect competition and 
incumbent banks have little scope for making excess profits, unless they exquisitely devise a strategy in 
consideration of the competitive environment special to the home loan business. 

 
1. はじめに 
消費者の住宅取得ニーズに応える住宅ローンは、

顧客（借入人）が購入した住宅を担保とする。金融

機関は、無担保貸出と比較して、貸倒れのリスクを

抑えつつ事業を拡大することが可能である。 
また、住宅ローンの貸出期間は平均すると 10年を
超える 1ため、金融機関は、住宅ローンの金利収益を

得るだけではなく、顧客とのリレーションを強化し、

住宅ローン以外の商品・サービスから、クロスセル

収益 2を獲得する機会も多くなる。 
こうした貸出金回収の確実性、付随的な収益機会

という商品特性に加えて、消費者の住宅取得ニーズ

が堅調に推移したこともあり、企業向け貸出が減少

トレンドにあった金融機関にとって住宅ローン事業

は魅力的であった。 
しかし、近年では、低コストのオペレーションを

武器とするネット専業銀行の参入や金利競争の激化

によって、住宅ローン事業の収益性・持続可能性に

関して疑念が呈されることも増えている 3。 

本稿では、Porter（1980）の 5つの競争要因分析や
業界環境の類型別分析により金融機関の住宅ローン

事業の競争環境を考察して、メガバンク・グループ

を中心に今後のあるべき戦略の方向性を示す。 
 
2. 住宅ローン市場 
住宅金融支援機構は、1989年度以降、日本銀行の
統計に加え、各業界団体等の協力を得て、業態別の

住宅ローン貸出残高等に関する調査を発表している。

以下では、住宅金融支援機構の調査に各社決算資料

の開示データを組み合わせて評価を行う（図 1）。 
住宅ローン残高に占めるメガバンク・グループの

シェアは 2004 年度の 19.8%に対して、2020 年度は
15.6%と大きく減少している。一方、2002年度に住宅
ローン事業に新規参入したソニー銀行の 2020 年度
のシェアは 1.2%、2007年度に新規参入した住信 SBI
ネット銀行の 2020 年度のシェアは 1.8%と短期間で
大きくシェアが伸びており、ネット専業銀行という

新しいモデルが、不動産登記などネット上では完結



【論文】住宅ローン事業の競争環境 

 2 

できない現物の取扱いが必要となる住宅ローン事業

においても、顧客に受容されていることが分かる。

また、メガバンク・グループのシェア減少が、概ね

ネット専業銀行のシェア増加にあたると見られる。 
 

 
図 1 住宅ローン残高・主要行シェア 
出所：住宅金融支援機構「業態別の住宅ローン新規貸出額  

及び貸出残高の推移」、各社決算資料より筆者作成。 
 
鈴木・小野沢（2003）は、住宅金融公庫が 30%強
のシェアを占め、その他の多くの金融機関が業務を

分け合った 1980 年代初めと比較して、2000 年代の

住宅ローン事業は、推進体制や顧客基盤に優位性を

持つ都市銀行と地方銀行による寡占化の傾向が明確

だとしていた 4。2021 年末の国内銀行の住宅ローン

残高 137 兆円は、1980 年末の 17 兆円から 120 兆円

増加しており、住宅ローン事業における銀行業界の

勢いは数字からもはっきりしている（図 2）。 
 

 

図 2 国内銀行の住宅ローン残高・新規貸出額 

出所：日本銀行「貸出先別貸出金」より筆者作成。 

寡占化の理由として、鈴木・小野沢（2003）は、①
システム投資の規模の経済性、②大量の貸出を行う

ことによるノウハウ蓄積・スキルアップ、③データ

蓄積による与信判断の的確性向上等 5 を挙げたが、

これらが現在もあてはまるのか、後で検証を行う。 
 
3. 住宅ローン事業の競争戦略の枠組み 
産業・企業の競争戦略の分類として Barney（1986）
は、産業組織論の競争（産業構造・企業行動・収益性

を重視）、チェンバレン型の競争（企業の稀少資源を

重視）、シュンペーター型の競争（事業の不確実性、

技術革新を重視）という 3つの競争の型を示した 6。 
この 3 類型は、事業特性・企業特性・技術動向等

によって、適用すべき競争戦略が異なることを示唆

しているが、多様な業態・顧客層・顧客機能・技術等

から構成されるリテール金融事業は、多元的な要素

から競争戦略を捉えた方が実態を良く表わすため、

柔軟性の高いこの分類が参考になる。 
多くの金融機関が取扱う住宅ローンは、金利競争

で超過収益の獲得が難しくなっている事業である。

よって、企業が持つ稀少資源や技術よりも産業構造

に起因して競争環境が決まる側面が強いと思われる

ため、本研究では、産業組織論を応用した競争戦略

として代表的な Porter（1980）の枠組みを用いる。 
 
3.1 5つの競争要因 

Porter（1980）は、経済学の産業組織論を経営学に

応用して、5 つの競争要因という競争戦略の枠組み

を構築した。5つの競争要因は、企業の競争を同業者

との争いに限定するのではなく、事業に直接・間接

に影響を与える主体を含めた広義の敵対関係という

概念で捉え、それぞれの主体との敵対関係が業界の

競争環境を決定すると論じた。競争要因を構成する

主体は、①新規参入業者、②競争業者、③代替品、④

買い手、⑤供給業者の 5つである 7。 
これら 5 つの主体との敵対関係を分析して、最も

影響力の大きい要因（競争の第一要因）を特定する

ことが戦略策定のポイントになるが、例えば、新規

参入業者に対しては、規模の経済性を発揮すること

や製品を差別化することで参入障壁を高め、脅威を

緩和することができる。 
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図 3 5つの競争要因 
出所：Porter（1980）p.4。 

 
なお、リテール金融事業では、システムコスト等

で規模の経済性が期待されるものの、商品が特許等

保護されることは少なく、差別化は困難とされる。 
 
3.2 3つの基本戦略 

Porter（1980）は、効果的な戦略の構築を「5つの
競争要因ごとに防衛可能な地位をつくり出すために、

攻撃あるいは防御のアクションを打つこと」と定義

し、そのための具体的な行動として、①最良の防衛

ポジションの構築、②競争要因のバランス確保、③

変化のうまい利用という 3つを提示した 8。そして、

企業が自らの身を守るにあたり、長期的に見て有効 
 
表 1 5つの競争要因と 3つの基本戦略 
《コストのリーダーシップ》 
新規参入業者 規模の経済、低コストの参入障壁 
競争業者 平均以上の収益の確保 
代替品 同業者よりも有利な立場 
買い手 値引き対抗力の発揮 
供給業者 原材料のコスト増加の吸収 

《差別化》 
新規参入業者 ブランドによる参入障壁 
競争業者 顧客の忠誠心、価格の機敏性低下 
代替品 同業者よりも有利な立場 
買い手 寡占的な製品供給、価格交渉回避 
供給業者 値上げ対抗能力の増強 

《集中》 
特定のセグメントに特化したコストのリーダー

シップや差別化 
出所：Porter（1980）pp.34-41 より筆者作成。 

な戦略は、①コストを武器とするリーダーシップ、

②他の企業が持たない特徴を活かして業界内で特異

な地位を占める差別化、③特定の地域やターゲット

への企業資源の集中の 3つだとしている 9（表 1）。 
産業構造に起因して競争環境が決まる側面の強い

住宅ローン事業にも、この考え方は応用できる。 
 
3.3 業界環境の類型別分析 
業界環境の違いを決める主な要因として、Porter
（1980）は、①業界の集中度、②業界の成熟状態、③

国際競争の影響の 3 つを挙げ、これらの要因を考慮

した 5つの類型的環境を提示した 10（表 2）。 
Porter（1980）は、①買い手の人口統計的特性、②

ニーズの動向、③代替品の相対的な地位の変化、④

補完製品の地位の変化、⑤顧客グループへの浸透、

という 5 つの外的要因によって、業界の長期成長率

は影響を受ける 11とも述べている。 
 
表 2 業界環境の 5類型 
多数乱戦型：多数の企業が競合する業界 
先端業界：新たに生まれた業界、再編直後の業界 
成熟期へ移行する業界：成長期を過ぎた業界 
l 成長が鈍化、シェア競争が激化 
l 競争の重点がコストとサービスに移行 
l 設備能力と人員の過剰 
衰退業界：長期的な販売数量が下降する業界 
グローバル業界：国際的な地位が重要な業界 

出所：Porter（1980）pp.189-298 より筆者作成。 
 
一生に数回の住宅購入というイベントで利用する

住宅ローンは、マクロ的な持ち家志向に変化がない

限り、人口統計的特性の影響を大きく受ける。足下

では、低金利や住宅価格の上昇などの要因もあり、

まだ住宅ローン残高は増え続けているものの、少子

高齢化が進んで人口が減少に転じた日本では、住宅

ローンの需要は逓減すると予想される。 
業界の長期成長率という視点から見れば、一義的

に、住宅ローンは成熟期への移行段階にある事業と

考えられるだろう 12。 
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4. 住宅ローン事業の競争環境の考察 
本章では、3 章で整理した競争戦略の枠組みを住

宅ローン事業にあてはめて考察を行う（表 3）。 
最初に 5 つの競争要因に関して、競争の第一要因

として、買い手の交渉力が考えられる。一生に数回

の大きなイベントである住宅購入・住宅ローン借入

は、買い手が借入金利等の吟味を通じて金融機関の

選別を強めることがその理由である。 
次に影響の大きい要因として、ネット専業銀行の

台頭に見られる新規参入の脅威があげられる。住宅

ローンの営業チャネルとして、住宅事業者ルートを

重視してきたメガバンクは、非対面チャネルに特化

したネット専業銀行との比較で営業コストの効率性

に劣り、商品の差別化も難しいと考えられる。 
また、後述する通り、競合する他金融機関の金利

を参考に自社金利を決める金融機関が多く、業者間

の敵対関係も強く働いていると考えられる。 
 
表 3 住宅ローン事業の競争要因（メガバンク） 

5つの競争要因 評価（□優位性、■劣位性） 

新規参入の脅威 

□規模の経済性・経験曲線 
□資本力を活かした報復余地 
■営業コストの効率性 
■商品差別化が困難 

業者間の敵対 
関係 

□全国的な店舗ネットワーク 
□商品の提供力（クロスセル） 
■地方銀行との金利競争 
■高い撤退障壁 

代替品の脅威 （顕在化する脅威はなし） 

買い手の交渉力 
■取引が低頻度かつ金額大 
■金利情報の入手・比較が容易 

売り手の交渉力 （顕在化する脅威はなし） 
出所：筆者作成。 

 
4.1 買い手の交渉力 
取引の頻度が低い一方、金額が大きい住宅ローン

は、買い手の交渉力が強く発揮される典型である。 
買い手の交渉力は、住宅ローン利用者が金融機関

を選択した理由から示唆が得られる。住宅金融支援

機構の「住宅ローン利用者の実態調査（2021年 10月

調査）」によると、金融機関の選択理由として「金利

が低い」が約 7割を占める。また、「諸費用（手数料・

保険料・保証料等）の低さ」も約 1割を占めており、

住宅ローン利用者は、金利・諸費用などの経済的な

条件を何よりも重視していることが分かる（表 4）。 
また、近藤他（2016）の住宅ローンと金融機関の
選択要因に関する分析でも、金利の低さを金融機関

の選択要因とする住宅ローンの利用者は 79%であり、
うち金利の低さを最も重視するという回答が 35.1%
であることが示されている 13。 
金融機関としては、住宅ローンの金利引き下げは

最小限に留め、総合的な商品・サービスの提供体制

の訴求によって、住宅ローンの利用を促したい思惑

もあろうが、金融機関の選択において、「住宅ローン

関連以外のサービス充実」を決め手と回答した住宅

ローンの利用者は 10%に満たない。住宅ローン関連
のサービスである「団体信用生命保険の充実」が

20.2%を占めているが、これは、住宅のローン返済の

確実性を担保するためにセット販売されるサービス

であり、幅広い商品・サービスを勧めるクロスセル

と意味合いが異なる。買い手の交渉力は、金融機関

のブランドや他商品の提供力には左右されず、金利

選択でシビアに発揮されると考えて良かろう。 
 
表 4 住宅ローンを選んだ理由（決め手） 

項目 割合 
金利の低さ 70.8% 
団体信用生命保険の充実 20.2% 
住宅販売事業者の勧め 18.4% 
諸費用の低さ 10%超 
住宅ローン関連以外のサービス充実 10%未満 

出所：住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査（2021

年 10月調査）」13頁より主要項目を抜粋して筆者作成。 
 

4.2 新規参入の脅威 
鈴木・小野沢（2003）は、2000年代の住宅ローン

事業では、推進体制や顧客基盤に優位性を持つ都市

銀行と地方銀行の寡占が見られると指摘した。寡占

の主要因は、①規模の経済性、②経験曲線効果、③

データ蓄積による与信判断の的確性の 3つである。 
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一般的にこれら 3 つの要因は、参入障壁になると

考えられるが、それにも関わらず、ネット専業銀行

の参入が実現した理由の一つとして、営業コストの

効率性の違いが考えられる。メガバンクを含む既存

金融機関は、販売チャネルとして住宅事業者ルート

を重視してきた経緯もあり、相対的に、労働集約的

な業務の割合が高い。他方、非対面チャネルに集中

するネット専業銀行は、販売店舗や販売要員が不要

であり、営業コストの効率性において優位である。

そして、営業コストの優位性を反映した低い金利を

提示すれば、金利の低さを求めてシビアに金融機関

を選択する顧客のニーズに応えることができる。 
こうした新規参入の影響をメガバンク・グループ

の一角を占めるみずほ銀行と住信 SBI ネット銀行の
住宅ローン新規実行額の比較で捉えると、2016年度
以降、住信 SBI ネット銀行の実行額がみずほ銀行を

上回り、2020年度は 2倍以上の差がある 14（図 4）。 
 

 
図 4 住宅ローン新規実行額（みずほ銀行、住信 SBI
ネット銀行、単位：億円） 
出所：みずほフィナンシャルグループ、住信 SBI ネット銀行

決算資料より筆者作成。 

 
以上の考察を踏まえて、3 つの基本戦略の視点で

住宅ローン事業を整理すると、メガバンクの戦略は

「規模の経済性や経験曲線効果によるコストのリー

ダーシップ」と「ブランド力・商品提供力・店舗網等

による差別化」を重視し、ネット専業銀行の戦略は

「効率的な営業によるコストのリーダーシップ」と

その前提となる「非対面チャネルへの集中」を重視

していると評価できる。 

非対面チャネルに集中するネット専業銀行の戦略

は、対面チャネルを選好する顧客層の獲得が難しく

なるというデメリットもあるが、足下実績から判断

すれば、そのデメリットが大きな制約になっている

傾向は見られない。また、住宅販売事業者の勧めに

基づいて金融機関を選択する住宅ローンの利用者は

2 割弱に留まることもあり（表 4）、多くの金融機関
が重視している住宅販売事業者（表 5）との関係構築

が、事業競争力に結びつく割合が高いとは言えない。 
金利競争力が、新規参入の成否を決める最大の要因

であると考えられる。 
 
表 5 住宅ローンの営業戦略（重視するチャネル） 

項目 割合 
住宅販売事業者ルート 86.7% 
窓口等での個別対応 75.3% 
取引企業等の職域ルート 74.5% 
インターネットの活用 25.8% 
くちこみや顧客紹介 11.1% 

出所：住宅金融支援機構「住宅ローン貸出動向調査（2021 年

度）」11 頁より上位 5 項目を抜粋して筆者作成。 
 
4.3 業者間の敵対関係 
住宅ローン事業の金利競争は、ネット専業銀行の

本格的な参入以前から過熱気味であった。 
住宅金融支援機構の「住宅ローン貸出動向調査

（2021年度）」によると、競合他行への対抗策として

金利優遇を活用する金融機関は 73.9%に上る（表 6）。 
 
表 6 金利優遇を活用した営業推進の展望 

項目 割合 
競合機関との対抗策として継続 73.9% 
現行の金利情勢を前提とした調達構造

が続く限り継続 
8.8% 

住宅ローン業務の位置付け見直しがな

い限り継続 
5.9% 

顧客ニーズや若年層の獲得には不可欠 2.9% 
金利競争の脱却時期が来ている 8.5% 

出所：住宅金融支援機構「住宅ローン貸出動向調査（2021 年

度）」12 頁より筆者作成。 
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また、ほとんどの金融機関が、金利設定時に市場

金利よりも競合他行の金利を考慮している（表 7）。 
 
表 7 金利設定時の考慮要因 

考慮する要因 変動型 
固定期間 
選択型 

全期間 
固定型 

競合他行の金利 95.8% 97.3% 93.1% 
スワップ金利 17.6% 30.7% 28.1% 
長期国債利回り 17.2% 22.6% 26.9% 
長短金利差 6.5% 7.7% 9.4% 
無担保コール 6.9% 4.2% 3.8% 

出所：住宅金融支援機構「住宅ローン貸出動向調査（2021 年

度）」28 頁より筆者作成。 
 
戸坂・三尾（2008）は、2003年度から 2007年度の

5 年間に実行されたデータを用いて①貸出 1 年目の
採算性、②融資期間全体のキャッシュフローの割引

現在価値でみた採算性を試算した。採算は店頭金利

からコスト（調達金利、経費、団体信用生命保険料、

優遇割引）を差し引いたものである。結果として、

①貸出 1 年目は、金利優遇幅拡大に伴い、あらゆる

商品で採算性がマイナスに転じている、②融資期間

全体の採算性は、当初固定期間の長い商品ほど顕著

に悪化していることが分かっている。 
更に、2007 年度の住宅ローン金利が全国平均を

0.5%以上下回る金利競争の激しい県では、地域内の

住宅ローン金利のばらつきが 0.5%以内に収まって

いるため、ある銀行が優遇金利を提示すると、同じ

地域を営業基盤とする他の銀行も追随し、結果的に

同一地域内の銀行の採算性が揃って悪化するという

金利競争の実態があると指摘している 15。 
メガバンクの金利競争については、三菱 UFJ銀行
（旧東京三菱銀行）の施策が知られている。同行が

2001年 12月に投入した金利 1%ローンは、銀行間の
金利競争を激化させて、シティバンクが住宅ローン

から撤退することとなった。更に、2003年 6月には
当初 10年固定金利 1.9%、11年目以降は 3.4%という
住宅金融公庫の金利を下回る商品を投入して、同行

の住宅ローンの伸び率は 2 位まで高まった 16。 
こうした金利競争の原理は、差別化が不十分な商品

で数社が価格競争を行うベルトラン競争の枠組みで

説明できる。すなわち、金融商品以外では、価格と

数量の 2 変数で競争することも可能だが、金融商品

は、価格だけで競争せざるを得ない。そして 2 社間
の価格競争で、価格の現状維持と引き下げの 2 つの
選択肢があれば、両社が価格を引き下げるシナリオ

がナッシュ均衡（相手の行動を所与とした場合に、

自分の戦略を変更しても、より高い利得を得ること

ができない戦略の組み合わせ）になることが分かる。 
例えば、表 8 のケースでは、X 社（Y 社）から見

て、Y 社（X 社）が金利を現状維持しようと金利を

引き下げようと、自社が金利を引き下げることが合

理的であるため、X社も Y社も金利を引き下げるシ

ナリオ 4 がナッシュ均衡である。ベルトラン競争の

結果、本来は超過利益を高めやすい寡占状態でも完

全競争と同水準まで利益が下がる可能性がある。 
都市銀行や地方銀行が規模の経済性等で達成した

住宅ローン事業の寡占が、ベルトラン競争によって

失われた可能性は否定できないと思われる。 
 
表 8 ベルトラン競争の金利競争シナリオ（例） 

（単位：万円） 
X社 

金利現状維持 金利引き下げ 

Y 
社 

金利 
現状維持 

シナリオ 1 シナリオ 2 
X社 100 
Y社 100 

X社 114 
Y社 10 

金利 
引き下げ 

シナリオ 3 シナリオ 4 
X社 10 
Y社 114 

X社 60 
Y社 60 

出所：筆者作成。 

 
4.4 金融機関の取組みスタンスの変化 
住宅ローン事業における競争環境の変化を踏まえ、

住宅金融支援機構の「住宅ローン貸出動向調査」を

時系列で確認すると、住宅ローンに「今後、積極的

に取り組む」と回答した金融機関の割合は、2007年
度に調査を開始してから約 9 割で推移していたが、
2016年度頃から低下し、2021年度は約 7割となった
（図 5：棒線）。多くの金融機関が利鞘の縮小を懸念

している（表 9）。 



中田 茂希 

 7 

また、住宅ローンに積極的に取り組む理由につい

ては、「中長期的な収益が魅力」、「貸倒れが少ない」

という住宅ローン自体の収益性を挙げた回答の割合

が約 3割であるのに対して、「家計との取引向上」を

挙げた回答の割合は徐々に上昇し、2021年度は 7割
を超えた（図 5：折れ線）。金融機関は、クロスセル
の期待収益を考慮しつつ、事業撤退も視野に入れた

ギリギリの選択を迫られていることが見て取れる。 
 

 
図 5 金融機関の住宅ローンへの取組みスタンス 
出所：住宅金融支援機構「住宅ローン貸出動向調査（各年度）」

より筆者作成。 

 
表 9 住宅ローンについて懸念される問題 

項目 割合 
金利競争に伴う利鞘縮小 97.8% 
他金融機関への借換え 54.6% 
景気低迷による延滞増加 48.0% 
少子高齢化の進展による需要減 38.7% 
金利上昇局面における延滞増加 30.3% 

出所：住宅金融支援機構「住宅ローン貸出動向調査（2021 年

度）」23 頁より上位 5 項目を抜粋して筆者作成。 
 
5. 住宅ローン事業とクロスセル 
多くの金融機関が、住宅ローンから直接得られる

収益よりも、むしろクロスセル収益に期待している

実態が分かった。それでは、実際にクロスセル収益

は上がっているのだろうか。 
表 4 の通り、住宅ローン利用者は、少なくとも借

入時点では、住宅ローン関連以外の付随サービスに

はほとんど期待していない。金融機関は、顧客が住

宅ローンを借り入れた後に、クロスセルの需要を喚

起して行くことになる。 
クロスセルの検証は、金融機関の内部データ等を

必要とする実証的な課題であり、取扱いが難しい。 
本章では、金融リテラシーに着目してクロスセル

の可能性について考察を行う。 
 

5.1 住宅ローンと金融リテラシー 
家森・上山（2015）は、2011年以降に住宅ローン
を利用して中古住宅を購入した 612 人のアンケート
調査・分析によって、金融リテラシーが高い人ほど

住宅ローンを利用する際に、より多くの金融機関を

比較していることを実証した。金融リテラシーは、

金利・インフレ・リスクに係る質問で測っている 17。 
また、Huston（2012）は、金融リテラシーが高い層

ほど、平均より低い金利で住宅ローンを借りている

確率が高いことを実証的に示している 18。 
これらの実証研究から、住宅ローンの借入行動と

金融リテラシーに一定の相関があることが分かる。 
 

5.2 金融リテラシーとクロスセル 
金融リテラシーが高い人ほど、金融取引の知識が

豊富であり、適合性の観点 19から見てクロスセルの

余地が大きい。金融機関は、金融リテラシーが高い

借入希望者に将来のクロスセルの期待収益に見合う

優遇金利を提示し、住宅ローンの利用を促すことが

考えられる。しかし、借入希望者が金融機関を比較

検討している段階で、金融リテラシーを正確に把握

することは難しい。また、金融リテラシーのテスト

結果によって、優遇金利を決める取組みも、社会的

に受け入れられないだろう。 
金融リテラシーに関して、日本証券業協会「個人

投資家の証券投資に関する意識調査報告書（2021年）」
は、金融に関する知識と年収や金融資産保有額には

プラスの相関関係があると報告している（図 6）。 
理論的には、住宅ローン申込みに必須である年収

から住宅ローン利用者の平均的な金融リテラシーを

推測し、クロスセルの余地を考慮した総合的な期待

収益に見合う優遇金利を提示することは考えられる。 
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図 6 金融に関する知識と金融資産保有額、年収 
出所：日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識

調査報告書（2021 年）」、24 頁より抜粋。 

 
後述の通り、統計的スコアリングモデルを用いて

住宅ローン利用者を信用力に応じてランク分けする

金融機関は多い。信用力と金融リテラシーは、共に

年収や保有資産と相関があるため、金融リテラシー

やクロスセルの期待収益を統計的に試算することも

技術的に可能と言えよう。 
 
6. 住宅ローン事業と消費者金融事業の比較 
住宅ローン事業と消費者金融事業には、消費者を

対象とした貸出という点で共通性があると言えるが、

両者の競争環境には大きな違いがある。5 つの競争
要因を比較することで、住宅ローン事業の金利競争

の過酷さが浮き彫りになる。 
杉浦（2002）は、消費者金融事業の特徴は、①金融

機関から見た不確実性の高さ、②顧客と金融機関の

情報の非対称性、③顧客との継続的な取引関係だと

述べ、それら 3 つの特徴に対する取組み方によって

競争優位の源泉を築くことができるとした。規模の

経済性については、マーケティング（TVCM）と審査
データの蓄積による多変量解析モデルの構築で強く

働き、更に、寡占による経営の安定性が、資金調達

コスト低下を通じて、間接的な意味で規模の経済性

につながると指摘している 20。 
茶野（2013）は、日本の消費者金融業上場大手 5社
の 1997年度から 2003年度のデータでパネル分析を
行い、規模の経済性が確認できることを実証した。

規模の経済性の源泉としては、自動契約機の導入や

顧客情報の蓄積・モデル分析によって、優良顧客の

獲得でコスト優位性を発揮したことを挙げている 21。 

それぞれの研究は、審査モデルが、競争優位性に

直結するという視点から、消費者金融業をとらえて

おり、5つの競争要因は表 10に要約される。 
 
表 10 消費者金融事業の競争要因 

5つの競争要因 評価（□優位性、■劣位性） 

新規参入の脅威 

□TVCMによる規模の経済性・ 
ブランド構築 
□多変量解析モデルによる 
規模の経済性（大数の法則） 

業者間の敵対 
関係 

□独占的競争 
□金利の短期的な硬直性（顧客 
のスイッチング・コスト） 

代替品の脅威 
□クレジットカード等と比較 
した審査能力の優位性 

買い手の交渉力 
□価格競争力（高頻度・少額） 
□顧客のスイッチング・コスト 

売り手の交渉力 
■資金調達コストや資金調達 
条件の不安定性（借入・社債） 

出所：杉浦（2002）、茶野（2013）を参考に筆者作成。 
 
6.1 買い手の交渉力 
消費者金融事業は、高頻度で小規模な取引であり、

一般に、買い手が交渉力を発揮することは難しい。

また、資力に乏しい消費者の生活費補填等を目的に

無担保貸出を行うことが多いため、事業者のリスク

は大きく、買い手の交渉力は制限される。 
住宅ローン事業は、買い手の交渉力が強まる典型

と言える低頻度で大規模な取引であることに加えて、

事業者のリスクが限定的な有担保貸出である。 
 
6.2 新規参入の脅威 
大きな貸倒れリスクがあり、審査モデルの巧拙が

競争優位に直結する消費者金融事業では、蓄積した

審査データと多変量解析モデルが、強固な参入障壁

になっていると考えられる。 
住宅ローン事業でも、都市銀行・地方銀行による

寡占化の傾向が見られたことはあるが、その源泉は

住宅ローンの推進体制・顧客基盤の差、大量の業務

処理による経験曲線効果等が中心であった。住宅を
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担保取得する貸倒れリスクの低い貸出であるが故に、

審査モデルの巧拙が決定的な競争力の差につながる

とまでは言えず、過去の審査データを持たなくても

新規参入し易い。営業コストの効率性を武器とする

ネット専業銀行の参入を許した。 
 

6.3 業者間の敵対関係 
消費者金融事業でも、ベルトラン競争による金利

引き下げは起こり得るが、審査モデル等による強固

な参入障壁を持ち、寡占を自認する企業にとっては

ベルトラン競争の回避が合理的である。与信リスク

も大きいため、安易な金利引き下げは想定しがたい。 
住宅ローン事業の寡占（数十社）は、消費者金融

事業の寡占（数社）とは規模が異なる。また、ネット

専業銀行が参入した今となっては、ベルトラン競争

の回避は容易でないと思われる。 
 

7. 住宅ローン事業の業界環境 
3 章で整理した通り、わが国の住宅ローン事業は

成熟期へ移行する業界と言える。Porter（1980）は、
この業界の特徴として、成長の鈍化・シェア競争の

激化等を挙げて（表 2）、シェア拡大を狙った投資を

するべきではないと述べている 22。 
Porter（1980）の研究に反して、住宅ローン事業に

新規参入したネット専業銀行がシェアを上げている

要因として、2つの側面が考えられる。 
 

7.1 経路依存性 
導入期・成長期・成熟期・衰退期の 4 段階で説明

される商品のライフ・サイクルは、客観的な尺度で

決まるものではなく、企業の主観を排除できない。 
海外に事業を展開するメガバンクは、グローバル

な基準で、中長期的な収益の最大化が見込める事業

に資源配分するはずであり、人口減少が見込まれる

本邦事業の優先順位が高いとは限らないと言える。

他方、本邦リテール金融事業に特化するネット専業

銀行にとって、住宅ローン事業は、数少ない成長期

の市場に見えているかも知れない。そういった認識

の違いが、戦略に影響を与える可能性はある。 
また、Porter（1980）は、価格競争の激化、利益率

の低下が見られる成熟期には、コスト面で競争力を

持つことが戦略の決め手になるとしている。非対面

チャネルに集中したネット専業銀行の戦略は、この

原則に沿ったものである。他方、住宅販売事業者と

取引関係を持つ既存金融機関は、コスト面の競争力

維持だけを目的とした変革を行うことは難しい。 
こうした業態別の戦略の違いは、経営判断の巧拙

ではなく、戦略策定の制約条件としての経路依存性

を表わすものと考えられる。 
 

7.2 イノベーションのジレンマ 
クリステンセン（2001）は、新しい技術の出現以

前に業界で実績を築き、過去の技術を実践してきた

企業を「実績ある企業」、技術革新の時点で、業界に

参入したばかりの企業を「新規参入企業」と定義し、

「実績ある企業」は、過去の技術に慣れた既存顧客

と密接な関係を持つが故に、従来とまったく異なる

価値基準を市場にもたらす破壊的技術に柔軟に対応

することができず、結果として、新しい技術を用い

て市場を見いだす能力に長けた「新規参入企業」に

市場を奪われるという経営上のジレンマを抱えると

指摘した 23。住宅販売事業者からの住宅ローン紹介

を重視した既存金融機関の営業体制と住宅販売事業

者との接点を持たずに住宅ローン利用者に低い金利

で直接訴求するネット専業銀行の営業体制を比べる

と、こうしたジレンマを彷彿とさせる。 
もっとも、既存金融機関も非対面チャネルの強化

を進めており、ネット専業銀行が「従来とまったく

異なる価値基準を市場にもたらす破壊的な技術」を

持つと言えるのかは議論もあろう。しかし、「非対面

取引にも対応する事業」と「非対面取引に集中する

事業」は、3つの基本戦略の視点では別物と言える。

また、不動産登記等の現物取扱いが発生するために

ネットでの完結が難しい住宅ローン事業を非対面に

シフトさせる先駆的な役割を担ったという視点から、

従来とまったく異なる価値基準を市場にもたらした

という評価は妥当と思われる。 
 
7.3 ジレンマの解消 
クリステンセン（2001）は、破壊的な技術が出現

したときの対応として、収入源である既存顧客との

取引をやめてでも破壊的な技術を追求する方法と、
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独立組織をつくり、新しい技術を必要とする顧客と

活動する方法があり、事例研究によれば後者の方法

のほうが、前者の方法よりはるかに成功する確率が

高いことを強く示唆すると述べている 24。 
メガバンクは、三井住友銀行が PayPay銀行、三菱

UFJ銀行が au じぶん銀行を傘下に持ち、みずほ銀行

が Line銀行設立を予定するなど、異業種提携による

ネット専業銀行の設立を進めている。異業種提携は、

メガバンクと傘下のネット専業銀行が、それぞれの

ケイパビリティを活かし、得意とする顧客層に対応

することを可能とするため、「実績ある企業」が持つ

ジレンマの解消につながるだろう。 
 

8. 金融機能のアンバンドリング 
Merton and Bodie（1995）は、金融システムの機能

を①資金決済、②資源のプール化・小口化、③資源

の時間および場所を超えた移転、④リスク管理、⑤

情報提供、⑥情報の非対称性に伴うインセンティブ

の問題への対処 6種類に分類して、機能的な視点は、

業務レベルの分析にも適用できると述べている 25。

機能複合的業務をアンバンドリングして、最も有効

な商品・組織形態を検討する際、この視点が役立つ。 
わが国の住宅ローン事業では、買い手の交渉力・

新規参入の脅威・業者間の敵対関係が、金利競争の

要因となっており、その競争はギリギリのレベルに

なっていることを見てきた。他方、住宅ローン事業

では、金利収益だけではなく保証料・手数料からの

収益も上げられており、機能複合的な要素を持つと

言うことができる。本章では、機能的な視点から、

保証事業について考察を行う。 
 

8.1 保証事業の収益性 
わが国の住宅ローン事業では、住宅ローン利用者

の借入債務を保証会社が保証する慣行が見られる。

保証会社はデフォルト発生時に住宅ローン利用者に

代わって金融機関宛て弁済を行う一方、住宅ローン

利用者から保証料を得ており、メガバンクも傘下に

保証会社（非上場）を持っている。 
メガバンクと住宅ローン貸出（保証）残高の規模

が近い全国保証（東証プライム）について見ると、

保証残高に対する営業利益の比率は 0.25%強で推移、

経費率は 20%程度である。メガバンク・グループの
リテール金融事業の経費率は、約 80%であり、保証

事業の収益性が非常に高いことが分かる（表 11）。 
住宅ローン事業では、激しい金利競争が行われて

いるが、保証料の価格競争プロセスは、金利競争と

異なる可能性があることを示唆している。 
 
表 11 全国保証の業績推移 

項目 2017 2018 2019 2020 
営業収益：億円 396 432 452 478 
営業利益：億円 312 342 354 382 
経費率 21.2% 20.8% 21.7% 20.1% 
当期利益：億円 221 241 244 270 
保証残高：兆円 11.8 12.7 13.7 14.6 
営業利益率 0.26% 0.27% 0.26% 0.26% 

出所：全国保証ディスクロージャー誌より筆者作成。 
 
8.2 機能的な視点 
住宅ローン事業の収益は①短期の預金を受け入れ、

長期の貸出で運用する活動（変換機能）に伴う金利

収益と②信用リスク負担（与信機能）に伴う保証料

に分解（アンバンドル）することができる 26。 
住宅ローン事業では、激しい金利競争で金利収益

が低下する一方、保証料は安定しており、与信機能

の競争環境は相対的に緩やかだと見られる。また、

消費者金融事業も、統計モデルの精度が重要な競争

要因であった。貸出事業では、信用リスクの負担の

巧拙が競争優位に直結する可能性が高い。 
 
8.3 与信機能 
日本銀行（2007）は、審査の迅速化や審査の判断

相違の回避を目的に、統計的スコアリングモデルを

用いて住宅ローンの利用者を信用力に応じてランク

分けする金融機関が増えている一方、法人向け貸出

と異なり、詳細な借入人の情報（財務諸表）が無く、

貸出期間が長期にわたる等の制約を持つ住宅ローン

は、モデル精度に課題があるとした 27。短期貸出の

繰り返しによって、デフォルトを含む借入人情報を

頻繁に更新する消費者金融事業とは、統計的モデル

の頑健性が異なると言える。 
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しかし、金利競争の回避が難しい住宅ローン事業

では、将来の統計的技術の改善を期待して、相対的

に収益性が高い与信機能の強化に資源を割く選択肢

があるかも知れない。特に、長期間かつ大量の審査

データが蓄積されているメガバンクでは、与信機能

をアンバンドルし、営業コストを負担せずに事業を

拡大した全国保証の戦略は参考になろう。 
また、最近は、最先端の統計技術を活用して人工

知能が住宅ローンの審査を行う取組みも見られる。

金融機関には、一定の信用リスクを負担しつつ審査

業務の迅速性と与信判断の正確性を両立させ、日本

銀行（2007）の指摘する統計的モデルの課題を乗り

越えることが求められる。 
 

9. おわりに 
本稿では、住宅ローン事業の競争環境を Porter
（1980）の競争戦略の枠組みで考察し、消費者金融

事業との比較の視点や金融システムの機能的な視点

も採り入れ、①金利競争が不可避的であること、②

営業コストを負担しないモデル（ネット専業銀行、

全国保証）の収益性が高いこと、③貸出事業では、

信用リスク負担の巧拙が競争優位に直結する可能性

が高いことを示した。 
多くのファクトを明らかにすることができた反面、

証券化を前提としたアメリカの住宅ローン事業との

比較など、海外の事例は考察の対象としておらず、

今後の課題として取り組みたい。 
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