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国内主要都市別 2017 年 3 月値 

 中古マンション   中古戸建て 

指数値 対前月 対前年  指数値 対前月 対前年 

東京 23 区 131.3 0.5% 4.6%  東京 23 区 183.4 1.5% 6.4% 

東京都下 94.0 -0.3% 6.3%  東京都下 106.6 1.1% 2.9% 

横浜市 93.7 1.6% 6.0%  横浜市 105.9 -3.9% -0.5% 

さいたま市 77.6 -0.3% 5.3%  さいたま市 74.7 -0.5% 3.8% 

千葉市 73.7 0.1% 4.4%  千葉市 67.3 5.3% 1.1% 

名古屋市 67.9 1.2% 2.0%  名古屋市 90.7 0.3% 6.6% 

大阪市 83.1 0.6% 8.6%  大阪市 86.7 -0.1% 5.7% 

京都市 68.2 -4.6% -0.4%  京都市 72.3 -4.9% 0.0% 

神戸市 64.7 1.4% 3.9%  神戸市 68.9 1.0% -2.0% 

福岡市 75.7 8.5% 9.6%  福岡市 90.1 8.3% 16.0% 

札幌市 64.6 7.0% 8.4%  札幌市 60.5 -5.0% -6.1% 

※日本の指数については、2010 年における東京 23 区の中古マンション価格の平均を 100 とした。 

 

海外主要都市別 2017 年 3 月値 

 
Condominium  

 
Single Family Home 

指数値 対前月 対前年  指数値 対前月 対前年 

ニューヨーク 102.4 -0.5% 13.3%  ニューヨーク 120.1 -0.3% -3.8% 

ボストン 118.9 -0.8% 4.7%  ボストン 141.5 -0.7% 9.9% 

サンフランシスコ 174.4 0.1% -  サンフランシスコ 153.5 -0.9% -15.9% 

シアトル 107.7 1.7% -  シアトル 139.3 0.9% 14.2% 

シカゴ 67.1 0.0% 2.4%  シカゴ 85.6 0.5% 3.8% 

※米国の指数については、2016 年 4 月～2017 年 3 月におけるニューヨークの中古 Condominium（マンショ

ン）価格の平均を 100 とした。  
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1 日本 住宅価格指数の推移 

 

2017 年 3 月分の東京 23 区の住宅価格指数は、2010 年のマンション

価格平均を 100 としてマンション（区分所有）は 131.3 で、対前月比で

は 0.5%上昇、対前年同月比は+4.6%の上昇となった。対前月比は 3 ヶ

月連続のプラス、対前年同月比は 2013 年 3 月分より 49 ヶ月連続での

プラスとなった。 

 戸建住宅は 183.4 で、対前月比では 1.5%上昇、対前年同月比は

+6.4%の上昇となった。対前月比は 2 ヶ月連続のプラス、対前年同月比

は 2014 年 10 月分より 30 ヶ月連続でのプラスとなった。 

 

国内 中古マンション市場の概況 

我が国の中古マンション価格指数（2010 年の年間平均価格を 100 とし

て指数化）の推移を見ると、特に東京 23 区での指数が、直近では 2012

年 12 月に 93.3pt で底を打ち、2013 年以降は明確な上昇を示しているこ

とがわかる。2013 年 9 月には 100 を超え、2010 年の価格水準を上回っ

た後も毎月 2pt 程度の確実な上昇を続け、最新の 2017 年 4 月には

131.3pt に達している。単純計算で 2010 年の中古マンション水準を

30％以上、上回っていることになる。 

 ただし、東京 23 区の指数推移以外は指数自体が低水準であることか

ら、東京 23 区ほどの顕著な上昇は示していない（地方圏は指数が低水準

なので 2010 年当時と比較した伸び率が札幌市および福岡市のように

180％前後に達する例もあるが、指数自体の水準は低位に推移してい

る）。また、関西、中部の各都市では 2017 年に入って明らかに指数が頭

打ち傾向となっており、ここ数年確実な価格上昇を続けてきた中古マンシ

ョン市場に変化の兆しが現れている。新築マンションの価格高騰に引きず
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られた価格上昇にも歯止めがかかり始めたことが窺える。首都圏以外では

福岡市が堅調な推移を示している。 

国内 中古戸建市場の概況 

中古戸建価格指数（中古戸建と中古マンションの価格水準比較を容易に

するために、敢えて 2010 年の中古マンションの年間平均価格を 100 とし

て指数化している）も、中古マンションと概ね同様の推移を示している。

特に地価推移との連動性が高い中古戸建は、地価の推移を強く反映したも

のと見ることができる。すなわち、東京 23 区の中古戸建指数は 2010 年

時点で 158.9pt と非常に高い水準（＝中古マンション価格の 1.5 倍強）

で推移しており、2011 年から 2012 年にかけて一時的に指数が弱含んだ

ものの、2013 年後半に回復し始めて以降は堅調な推移を示し、直近の指

数は 183.4pt と集計期間中の最高値を記録している。 

ただし、東京 23 区の中古戸建指数の推移は他地域とは例外的で、首都

圏では横浜市以下、ほぼ横ばい推移が続いており、実質的に中古戸建の価

格が上昇したのは東京 23 区内および後述の福岡市に限られるという結果

が示されている。 

関西・中部の各都市においても同様に横ばい推移の傾向が示されている

が、東京 23 区と同様の推移を示しているのが福岡市で、福岡市では 2010

年の 60pt 台から多少の上昇および下降を続けながら年間で平均すると 1～

2pt 程度の上昇を維持しており、2013 年に 74pt 台、2014 年および 2015

年には 76pt 台、2016 年は 80pt 台を記録し、2017 年に入ると 90pt にま

で上昇している。 

需要が堅調であること、地価水準がもともと低位であったことから上昇の

余地があること、福岡市ではマンションと同程度の戸建に対する需要が認め

られること、などが戸建価格指数を押し上げる要因になっているものと考え

られる。 
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1.1 関東 中古マンション 

 

1.2 関東 中古戸建て 

  

131.3 

183.4 
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1.3 関西・中部 中古マンション 

 

1.4 関西・中部 中古戸建て 

  

83.1 

86.7 
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1.5 北海道・九州 中古マンション 

 

1.6 北海道・九州 中古戸建て 

 

90.1 

 

75.7 
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2 海外 住宅価格指数の推移 

 

2017 年 3 月分のニューヨークの住宅価格指数は、2016 年 4 月～

2017 年 3 月のコンドミニアム価格平均を 100 としてマンション（区分

所有）は 102.4 で、対前月比では-0.5%の下落、対前年同月比は

+10.1%の上昇となった。戸建住宅は 120.1 で、対前月比では-0.3%下

落、対前年同月比は-3.8%の下落となった。サンフランシスコの住宅価

格指数は、マンション（区分所有）は 174.4 で、対前月比では+0.1%

の上昇となった。戸建住宅は 153.5 で、対前月比では-0.9%下落、対前

年同月比は-15.9%の下落となった。 

 

 

 

 

 

※ 都市の集計単位は、アメリカ合衆国行政管理予算局によって定義されたコア・ベース統計地域を用いています。 
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2.1 米国 西部 中古マンション 

 

 

 

2.2 米国 西部 中古戸建て 
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2.3 米国 南部 中古マンション 

 

 

 

2.4 米国 南部 中古戸建て 
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2.5 米国 中西部・北東部 中古マンション 

 

 

 

2.6 米国 中西部・北東部 中古戸建て 

 

  



12 

 

3 日本と米国の指数比較 

以下のデータは公示相場月中平均を用い、各月の為替変動を考慮したものです。 

※ 東京 23 区との比較のため、ニューヨーク市は 5 行政区(ブロンクス区、マンハッタン区、ブルッ

クリン区、クイーンズ区、スタテンアイランド区)のデータを用いています 

3.1 基準時（2016 年 4 月）からの騰落率の推移 

中古マンション（Condominium） 

 

中古戸建て（Single Family Home） 
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3.2 円建て換算指数 

 

 

3.3 ドル建て換算指数 
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4 調査概要 

対象用途 中古マンション（区分所有建物） 

中古戸建て 

対象地域 国内 

関東（東京 23 区、東京都下、横浜市、さいたま市、千葉市） 

関西・中部（大阪市、京都市、神戸市、名古屋市） 

札幌市、福岡市 

海外 

米国西部：デンバー、ラスベガス、ロサンゼルス、フェニックス、ポートランド（オレ

ゴン州）、サンディエゴ、サンフランシスコ、シアトル 

米国南部：オースティン、アトランタ、シャーロット（ノースカロライナ州）、ダラ

ス、ヒューストン、マイアミ、ナッシュビル、タンパ、ワシントン D.C. 

米国中西部・北東部：ボストン、シカゴ、クリーブランド、デトロイト、カンザスシテ

ィ、ミネアポリス、ニューヨーク、セントルイス 

※CBSA（コア・ベース統計地域）単位で集計 

算出期間 日本：2010 年 1 月より 

米国：2016 年 1 月より 

基準時点 日本：2010 年 1 月～12 月の東京 23 区における中古マンション価格の算術平均を 100 とした 

米国：2016 年 4 月～2017 年 3 月のニューヨークにおける中古 Condominium 価格の算術平均を

100 とした 

算出頻度 月次 

推計方法 ヘドニック法による品質調整済み価格分布推定法 

※経年減価などの、物件の属性変化を織り込んで算出しています 

利用する情報 日本：LIFULL HOME’S 不動産アーカイブ 

米国：Trovit 掲載情報 

公表までの期間 約 1 ヶ月 

公表頻度 毎月 

※ データ量の増減により、指数の数値が過去に遡って変更される場合があります（Excel 版で更新日時を記載しています） 

 

 

公表の目的 

１．日米の住宅価格を比較できる指標を提供し、経済価値の共有化を目指す 

２．将来は多国間の住宅価格を指数化し、経済指標、景気変動指標としての機能を果たす 

３．住宅価格を指数化して比較することにより、経済的価値の変動実態を明らかにする 
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