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住宅ローン販売･取次者の 
ローン金利説明義務 

 
 住宅ローンの商品種類が近年急速に増加し、全期間固定金利型、一定期間固定特約付変動金利

型、全期間変動金利型の 3 種類のローンが売り出されているにも拘らず、消費者のニーズとは違

った‘目先低利の変動金利型ローン’の取り扱いが増えている。そこで今月号は、住宅ローン販

売業者、仲介・媒介業者、取次業者の住宅ローン金利説明義務について関係者に取材し特別企画

としてまとめた。 
特定非営利活動法人 金融検定協会理事長 

 土師清次郎 
 
1、消費者のニーズとローン提供の実態 

（１）消費者は固定金利型ローンを求めている 

 国土交通省が消費者保護のための住宅ローンに

係る情報提供検討会（以下「住宅ローン情報検討

会」という）に提出した「消費者の住宅ローンニ

ーズ調査」によると、変動金利型ローンのニーズ

が 13.0％に対し全期間固定金利型は 51.5％で圧

倒的に固定金利型を求める希望者が多く、消費者

の変動金利に対する不安の大きいことが如実に示

されている。 
また、この傾向は近時の米国サブプライムロー

ン破綻の引き金となった変動金利に対する危機意

識が伝わる数年前の 04 年度からこの 4 年間、変

動金利に対するニーズは住宅ローン全体の７％～

13％と極めて低いまま推移しており、一方、固定

金利は 54.3％、54.1％、71.3％、51.5％と依然と

して過半数の消費者が全期間固定金利型ローンを

希望していることが鮮明に描かれている（図表 1
参照）。 

（２）消費者ニーズと異なるローン提供 

 ところが実際のローン供給実績では、全期間固

定金利型ローンは04年度の5.1％から増加したも

のの 13％台にとどまっているのに対し、07 年度

に到っては逆に変動金利型が 06 年度の 16.1％か

ら一挙に 28.2％に急増し、消費者の当初のニーズ

とはかけ離れた実績となっている（図表２参照）。 
 消費者は、なぜ実際の住宅ローン契約時には、

当初の固定金利型ニーズを覆して変動金利型を選

択したのか、この原因について住宅ローン情報検

討会は次のように述べている。 

図表１ 消費者の住宅ローン金利タイプ別ニーズ 
ローンの種類 04年度 05年度 06年度 07年度

変動金利型 7.8 12.5 7.0 13.0

固定期間選択型 37.9 33.4 21.8 35.5

全期間固定型 54.3 54.1 71.3 51.5
(出典)07年度は住宅金融支援機構「住宅ローン利用に関する

アンケート調査」 
  06年度以前は旧住宅金融公庫「住宅ローンに関する顧客

アンケート調査」 

図表 2 民間住宅ローンの供給状況 
ローンの種類 04 年度 05 年度 06 年度 07 年度

変動金利型 13.9％ 10.6％ 16.1％ 28.2％

固定期間選択型 81.0％ 75.6％ 66.1％ 58.2％

全期間固定型 5.1％ 13.8％ 17.8％ 13.6％
（出典）国土交通省「民間住宅ローンの貸出動向アンケ

ート調査」、07 年度は上半期のみ 



住宅ローンアドバイザー会報 12 月号 

2 

（３）住宅ローン販売業者の情報提供不足 

 住宅販売事業者、金融機関の住宅ローン商品の

お客様に対する提供は「自社取扱いお勧め商品以

外の紹介をしなかった」が住宅販売事業者で

48.2％、金融機関で 52.8％と何れも過半数が複数

商品の紹介を怠っているとしている（図表3参照）。 
 しかし、この調査による住宅販売事業者、金融

機関が住宅ローン商品の紹介に積極的ではないこ

とが固定金利型商品の利用が伸びないとする報告

に懐疑的な見方がある。理由は「ここ数年の低金

利政策の恩恵を受けて住宅ローン金利は歴史的な

低水準にあり、取り敢えず１％前後の 3～5 年固

定金利特約で申込むケースが増えている」（都銀ロ

ーン担当者）、「金利が安いため消費者が全期間固

定金利で固めることを避け、当分は変動金利で調

達し、様子を見て固定金利に乗り換えるのではな

いか」（地銀個人営業部）としており、必ずしも住

宅ローン担当者の商品紹介に帰結するのは問題が

あるという見方である。 
 これを裏付ける資料が前出資料作成の住宅金融

公庫（06年度調査）から住宅ローン情報検討会に

提出されているので紹介する（図表４参照）。 

ここで注目されるのは、住宅購入前の消費者の

重視事項が全期間固定金利型ローンに 22.7％あ

ったものが、住宅購入後に 12.3％に半減している

点である。この変化は前出（図表 1）に対する（図

表 2）のデータと一致するもので、消費者は「な

んとなく変動金利型ローンはリスクが高い」こと

は分かっていても、実際は目先の金利損得計算を

見せられると変動金利型ローンを申し込むケース

が増えているのではないかとみられる。 

（４）利用者は変動金利のリスクを知らない 

住宅ローン利用者の変動金利上昇時に対する

捉え方を概ね考えている人は、変動金利利用者で

66.0％、固定金利特約型利用者で 73.0％と大半の

利用者が一応の考え方を持っていることが住宅ロ

ーン情報検討会に報告されている（図表5参照）。 
しかし、変動金利型ローン利用者の 34.0％が

「見当がつかない、分からない」としており、固

定金利特約型利用者の 27.0％も同じ回答をして

いる。ここで問題となるのは変動金利型利用者が

仮に「目先の金利の安さから変動金利型を選択し

た」とは言っても、これと比較する全期間固定金

利型ローンの紹介がなければ、消費者は比較のし

図表 3 消費者に提供される住宅ローン商品の現状 

 商品提供 
取扱業者 

取扱っている複数商
品を紹介してくれた 

顧客の求めがあって
お勧め以外の商品を
紹介してくれた 

お勧め以外の商品は
紹介してくれなかっ
た 

住宅販売事業者の取
次時の提供商品 37.1％ 14.7％ 48.2％ 

金融機関のローン販
売時の提供商品 32.4％ 15.0％ 52.8％ 

(出典) 国民金融公庫の06年度「住宅ローンに関する顧客アンケート調査」 

(表４－１)自宅購入前の消費者の 

重視事項 

金利水準････････････････67.8％ 
金利優遇････････････････61.3％ 
手数料･保証料･保険料等･･53.9％ 
終的な総返済額････････50.2％ 

融資額･･････････････････21.5％ 
全期間固定金利･･････････22.7％ 

(表４－２)自宅購入決定後の消費者の 

重要事項 

金利水準････････････････52.8％ 
金利優遇････････････････53.5％ 
手数料･保証料･保険料等･･23.5％ 
終的な総返済額････････17.9％ 

融資額･･････････････････17.0％ 
全期間固定金利･･････････12.3％ 



住宅ローンアドバイザー会報 12 月号 

3 

ようがないわけであり、この場合住宅ローン販売

業者、または取次業者の説明義務が問われること

になるから注意が肝要である。 
米国サブプライムローンを取扱った悪質モー

ゲージブローカーは、利用者に変動金利のリスク

について事前説明が皆無であったと報告されてい

る。 

（５）金利上昇時の固定金利型への借り換え 

ここで筆者からの問題提起が一つある。変動金

利型ローン利用者は金利上昇時には固定金利型に

借り換えすることが可能であるが、変動金利型ロ

ーン債権を購入する機関投資家の需給バランスで

金利が急騰することが考えられる。この場合、変

動金利型利用者の予想外の金利リスクが発生した

とき住宅ローン販売業者、または取次業者はどの

ように対応するのか予め考えておく必要があると

考える。 
住宅ローン情報検討会でも金利変動のリスク

の理解不足は、将来金利が上昇した場合、延滞や

返済困難者の増加を招きかねない。わが国では米

国のサブプライム層を対象としたローンは未発達

であるなど米国の状況とは大きく異なり、サブプ

ライムローンのようなことが日本で直ちに起こる

とは考え辛いが、サブプライムローンの延滞増加

の原因は、住宅価格の上昇の鈍化・下落等のほか

2 年または 3 年固定金利型商品の固定期間終了に

短期金利の上昇局面が重なったことが原因として

いる。 
 以上のことから考察して借り換えに際しては、

変動金利から固定金利への変更、または固定金利

終了時の変動金利への変更のいずれにおいても、

金利リスクを避けることは利用者にはコントロー

ルできるわけがなく、目先の金利が安いからとし

て単純に変動金利型ローンを奨めることは避ける

べきである。 

２、住宅ローン情報検討会の提言 

（１）3つの必要性と5つの視点 

消費者に対する住宅ローン情報の提供について住

宅ローン情報検討会は、次の 3つの必要性と 5つ

の視点を提言している。 
 

 

（図表６）3つの必要性と5つの視点 
１、 早期の情報提供の必要性 
 ① 住宅選択の出来るだけ早いプロセスで、消費

者が情報を得ることが求められる。 
２、 金利変動リスク等情報及び複数選択肢の提供

の必要性 
 ② 金利変動リスク及びライフステージに応じ

て返済能力が変化するリスク等について、早期

かつ確実に消費者が理解することが求められ

る。 
 ③ 住宅ローンには複数の選択肢があることに

ついて、早期に消費者が情報を得ることが求め

られる。 
３、 多様・複雑な住宅ローンの的確な選択の必要性

 ④ 住宅ローン（特に全期間固定金利型商品）は、

諸費用が複雑となっているため消費者が的確に

選択できる条件整備が求められている。 
 ⑤ 多様な主体の提供する多様なローン商品の

情報を消費者が早期に容易に入手できる環境整

備が求められている。 

図表 5 変動金利の上昇と利用者の捉え方 
  利用者の認識 
 
ローン 
利用種類 

返済目処や
資金余力が
あるので返
済継続 

金利負担が
大きくなれ
ば全額完済
する 

返済額圧縮、
または一部
繰上げ返済
する 

そのときは
借り換えで
対応する 

見当がつか
ない、分から
ない 

 
その他

変動金利ローン 13･5％ 7.9％ 33.0％ 11.2％ 34.0％ 0.4％
固定金利特約型 7.9％ 10.8％ 44.5％ 9.6％ 27.0％ 0.2％
（出典）住宅金融支援機構07年度「住宅ローン利用に関するアンケート調査」 
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 この中で金利変動リスクについて一定期間固定

型商品の場合、固定期間終了後の返済額の変動に

より支払い不能になる可能性があると指摘してい

る。具体的には、固定金利終了後金利が上昇した

場合、毎月の返済額が金利上昇分増加する。 

 

 

 

例１のケースで金利が１％上昇すると融資額が

１千万円の場合、固定金利期間では月額 38,224

円の返済額が4,814円の増額で43,038円となり年

間の返済額が57,768円増加する。融資額が３千万

円だと年間173,304円となり生活設計に影響を及

ぼすことが懸念される（下表参照）。 

金利推移 1年目 2年目 3年目 4年目 

変動なし 38,224 38,224 38,224 38,224

１％上昇    43,038

２％上昇    46,172

３％上昇    53,611

 金利の上昇が３％となると融資額 1 千万円の場

合年間返済額が固定金利適用期間の実に 1.4 倍

643,332 円に増加する。これが融資額３千万円だ

と1,929,995円となり返済不能に陥る利用者の出

ることが心配される。 

 

 

 

 変動金利型ローンの場合、毎月の返済額は定額

で金利は半年ごとに見直される。ローン実行時で

は利息＋元金＝返済額（定額）で計算され、金利

が上昇すると利息が増加し、その分元金の返済は

減少する。 

 金利の上昇が著しい場合、利息の支払が毎月の

返済額を超えると未払い利息が発生し、将来にわ

たって繰り延べて返済するか 終回に一括して支

払うことになる。また、過去の未払い利息がなく

ならない内は毎月の返済が元金に充当されないの

で 終回に元金の一括返済となる。 

 20～30年ローンは、景気のサイクルが上下に大

きく変わってもローン平均金利は長い目でみれば

当初設計時と同水準であれば問題がない。しかし、

インフレが進み金利の上昇が長期間続いた場合、

終回の一括返済が出来ない利用者の続出が予想

される。 

 住宅ローン販売業者、取次業者は利用者に対し

て変動金利型ローンのこうしたリスクの説明をき

ちんとしておくことが望まれる。 

（２）変動金利型ローンの取扱い 

住宅ローン情報検討会における変動金利型ロ

ーンについての意見をまとめると次の通り。 

イ、 消費者が自らに適した住宅ローンを的

確に選択するには、住宅選択の出来るだけ

早いプロセスで消費者が情報を得ること

が求められている。 
ロ、 一般の消費者は必ずしも金利の計算方

法等の知識に精通していない場合も多い

ので、消費者が理解することが出来るよう

に分かり易い内容と表示にするなどの配

慮が求められる。 
ハ、 全銀協等の申し合せがあるが、依然とし

て金利変動リスクに対する理解不足が多

くみられ、将来の金利上昇局面において返

済困難者の増加等の社会的な問題の原因

ともなりかねない点に注意する。 
ニ、 金利変動リスクは、国債金利等に連動し

て変動するので一定期間固定型商品の場

合、金利の変動や優遇金利幅の減少により

固定期間終了後に返済額が変動し、支払い

不能になる可能性があることの理解を得

ることが求められる。 
ホ、 変動金利型商品の場合、金利見直しルー

ルにより支払額の変動を抑制されている

が、金利上昇等により 終返済回に残高が

残る可能性があることの理解が求められ

る。 

（３）総支払額表示（ＡＰＲ）の導入 

 住宅ローン情報検討会は、以上のように複雑・

多様な住宅ローン商品の金利計算を販売業者・取

次業者がキチンと説明をしても、消費者には却っ

〔例1〕融資額：1,000万円、返済期間：30年、

返済方法：元利均等払い、固定金利期間：3年

〔例 2〕変動金利型商品の場合、金利上昇等に

より 終返済回に残高が残る可能性がある。 
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て分からなくなる可能性が高いので次の「総支払

額表示」（ＡＰＲ：annual percentage rate）制度

の導入を提言している。 
イ、 住宅ローンの借入利息だけではなく、借

り入れに際してかかる諸費用（事務手数料、

保証料、団体生命保険料等）を考慮して算出

した実質的借入コストを示す住宅ローンの

比較のための参考指標とする。 
ロ、 この指標（ＡＰＲ）は、チラシやＨＰに

表示する。チラシ表示の場合は、諸費用が異

なる住宅ローンの比較に使用し、ＨＰ表示の

場合は同業他社の異なる住宅ローンとの比

較に使用する。 
ハ、 具体的な表示方法として次の試作品が

提示されている。 
 
①案 ［ＡＰＲ＊］  ［ＡＰＲ＊：3.138％］ 

 

②案  ＡＰＲ＊  

 

  ③案 

 

 

３、金融業界の対応 

（１）全銀協の変動金利に対する申合せ 

以上の提言に対して既に全国銀行協会では 05
年 12 月 21 日に「住宅ローン利用者に対する金利

変動リスク等に関する説明について」と題して、

銀行の住宅ローン商品の多様化が進む中、住宅ロ

ーン利用者の適切な保護と住宅ローン市場の健全

な発展を図るため、消費者への適切な情報提供と

リスク等に関する説明がますます重要になってい

るとし、変動金利型ローン、一定期間固定金利型

ローンに分けて 25 項目の申し合わせを行ってい

る。 
特に低金利下において変動金利型または一定

期間固定金利型の住宅ローンに対するニーズが高

まっている中で、将来、金利が上昇した場合の返

済負担の増加等、金利変動リスク等に関して消費

者へ十分な説明を行うことが必要としている。 

（２）全銀協申合せの効果が出ていない 

しかし、全銀協のこの申し合せ後の 07 年度に

おける国土交通省の住宅ローン利用者に対するア

ンケート調査では、利用者の 28,2％が変動金利を

利用し全期間固定金利は 13.6％の半数にとどま

っている（図表 2 参照）。この数字を見る限り、

銀行は申し合せを行ったが現場の担当者は利用者

に対して変動金利リスクをキチンと説明していな

いのではないか、という疑問が沸いてくる。 
これに対して銀行では、住宅ローンは銀行だけ

ではなくハウジングメーカー等の住宅販売会社が

モーゲージバンカーにローンを取次ぐ方法、銀行

との業務提携によるローンの取次ぎ等のほか信用

金庫、信用組合、労働金庫、農協、保険等の取扱

うローンもあり、こうした業態間の連携がとられ

ていないので何とも言えないとしている。 

（３）金融庁は監督指針に明記 

 では金融庁の出番と考え監督局銀行監督第1課

銀行監督調整官横尾光輔氏に聞いたところ主要行

向けの総合的な監督指針に当局の方針が出ている

というので紹介する。 
 『住宅ローン契約については、利用者に適切な

情報提供とリスク等に関する説明を行うこととし

ているか。特に、金利変動型または一定期間固定

金利型の住宅ローンに係る金利変動リスク等につ

いて、十分な説明を行うこととしているか。 
 説明に当っては、例えば「住宅ローン利用者に

対する金利変動リスク等に関する説明について」

（05 年 12 月 21 日全銀協申合せ：前出）に沿っ

た対応がなされる態勢となっているか。また、適

用金利が将来上昇した場合の返済額の目安を提示

する場合には、その時点の経済情勢において合理

的と考えられる前提に基づく試算をしているか。』 
 この監督指針は主要行向に書かれているが地域

銀行や組織金融機関にも適用できるとしている。

また、ノンバンクや住宅メーカー等のローン取り

扱いについては、仲介・媒介業務の場合は貸金業

の登録が必要となり、貸金業法によって取締りの 

ＡＰＲ＊ 
3.138％ 

ＡＰＲ＊ 
ＡＰＲ＊

3.138％ 
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対象となる。現在、ハウジングメーカー等で貸金

業の登録を行っている業者はＳＢＩモーゲージ、

日立キャピタルの2社で他の住宅メーカー等の住

宅ローンは「取次ぎ」のみしか出来ない。しかし、

取次であっても住宅ローン商品の説明義務は必要

とされている。 

４、今後の課題 

（１）多様な住宅ローンの実態 

住宅ローンは元本に対する金利が全期間固定型、

一定期間固定金利特約型、変動金利型に大別され

るが借入期間や固定金利特約期間でもって金利や

手数料が大きく変わってくる。加えて変動金利の

場合、将来の金利動向がどうなるか銀行員や住宅

メーカーの販売員にも分らない。分るのは金利が

高騰したときは利用者がどこまでリスクを享受で

きるかである。 

固定金利型ローンを扱う住宅金融支援機構の

フラット 35 による住宅ローン商品だけでも、取

扱業者数 6業態、期間 21 年以上と 20 年以内でそ

れぞれ金利の高低 2 種類に分類すると 24 商品と

なった。フラット 35 を銀行が取扱う商品だけで

も 21 年以上で 3.370％の場合手数料は 52,500 円

かかるが、3.10％の金利では手数料は融資額の

1.785％となる。何れが消費者にとって有利か利 
用者には計算しても分からない（図表 7参照）。 

このフラット 35 の固定金利型ローンに銀行の

プロパー商品である変動金利型ローンを加えると

ローンの種類別知識の習得は担当者の少しぐらい

の学習では追いつかない。住宅ローンアドバイザ

ーの専門的学習による資格試験と3年に１回の資

格継続試験の必要性がここにある。販売業者、取

次業者がキチンとした説明を求められるのは、社

会の要請とも言われる所以である。 

（２）業態間の連携が大事 

 住宅ローンの販売は、銀行、信託、信金、信組、

労金、農協等の金融機関が融資業務として住宅金

融公庫と共に市場を支えてきたが、住宅金融公庫

が住宅金融支援機構に転換して以来、保険、損保、

ローン会社、ファイナンス、モーゲージバンカー

等のノンバンクの進出があり、これに住宅メーカ

ーが取次業務として参入したため住宅ローンマー

ケットは商品の多様化と共に販売業者の多様化が

進み、住宅ローンの所管官庁が金融庁か国土交通

省か明年発足の消費者庁か分らなくなっている。 

 加えて住宅問題は消費者の生涯一度の投資であ

り、住むだけの住宅から脱皮し200年住宅構想実

現のためにも金融機関、ノンバンク、住宅メーカ

ー、販売業者が一体となって消費者のために何が

大事か、金融庁も監督指針に沿った検査を金融機

関からノンバンクにも広げることを提案したい。 

図表 7 フラット３５の住宅ローンの種類と金利・手数料 
期間 21 年以上 期間 20 年以内    期間と融資 

条件 
取扱業者 融資金利 優遇金利 手数料 融資金利 優遇金利 手数料 

銀 行 
3.370％ 
3.150％ 

3.270％ 
3.050％ 

52,500 円 
融資額×2.1％ 

3.090％ 
2.820％ 

2.990％ 
2.770％ 

52,500円 
融資額×1.365 

保 険 
3.200％ 
3.050％ 

― 
― 

52,500 円 
融資額×1.5％ 

2.920％ 
2.770％ 

― 
― 

52,500 円 
融資額×1.5％ 

損 保 3.300％ ― 融資額×1.05％ 3.020％ ― 融資額×1.05％

ロ ー ン 
3.300％ 
3.100％ 

3,200％ 
― 

52,500 円 
融資額×2.1％ 

3.020％ 
2.820% 

2.920％ 
― 

52,500円 
融資額×2.1％ 

フ ァ イ ナ ン ス 
3.200％ 
3.050％ 

― 
― 

105,000 円 
融資額×2.1％ 

2.920％ 
2.770％ 

― 
― 

105,000 円 
融資額×2.1％ 

モ ー ゲ ー ジ 3.050％ ― 融資額×1.365 2.770％ ― 融資額×1.365 
（出典）住宅ローン情報検討会提出資料から代表的な商品を選択して掲載。優遇手数料は誌面の都合上カットした。




