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　引っ越しの業者のトラックを見送り、最後の雑巾がけを終えて振

り返ると、10年以上暮らしてきた私の家は、もう「私の」家ではなかっ

た。

　昨夜の時点ですでにダンボール箱で埋め尽くされてはいたもの

の、家族で食卓を囲んだときには、そこはまだ疑いもなく我が家だっ

た。引っ越し当日の朝目覚めたのも、確かにいつもの私の寝室だっ

た。しかし引っ越し業者がテキパキとした動きですべての荷物を搬

出したとたん、まるでかぼちゃの馬車の魔法が解けたように、住み慣

れた我が家は、大家がハウスメーカーに依頼して建てた賃貸住宅に

変わっていた。

　江ノ電の最寄り駅から徒歩 5 分、築 20年弱の木造テラスハウス、

３LDK 、70数㎡、家賃 XX 万円。それがこの家の本来のプロフィー

ルだが、最後にしみじみと眺めた元我が家は、文字通りそれ以上でも

それ以下でもない単なる賃貸住宅だった。

　

　思えば、どんなに家賃を払い続けても結局は大家の所有物であ

る賃貸住宅を、10年以上の年月の間、ここが我が家だと感じながら

暮らしていけたのは、いったいどうしてだろう。レンタカーを何日も

借りて乗り回していても、愛車に乗っているという感覚は持てない。

シェアハウスの住人はそこを我が家と感じているが、会員制のカー

シェアリングでは共同所有しているマイカーという意識はないだろう。

　この意外に素朴な疑問には、いったい家とは何かという根源的な

問いが見え隠れしているような気がしている。例えば、ホテル住まい

をしている著名人がいる。私たちが自分の住む家に感じているよう

に、彼はそのホテルの部屋に我が家を感じながら住んでいるのだろう

か。直接話を聞いたことはないが、ネットの記事でうかがい知る限

りでは、むしろ余計な所有物を断捨離するように、我が家という場

所を手放すことで究極の利便性を得たように語っている。

　宿と家の境界線はどこに引かれるのだろう。寝泊まりする日数の

長さの問題だろうか。少なくとも私の場合は、海外取材の拠点とし

て現地のアパートメントを民泊で1週間借りたときにも、休暇で小笠

原の民宿に3 週間滞在したときにも、バンクーバーのコンドミニアム

に4 週間暮らしたときにも、ここが我が家だという感覚を感じること

はなかった。自宅のようにだらしない格好でくつろいでも、そこはや

はり宿だった。

　寝床の確保という最低限の機能に捨象すれば、両者の違いは、契
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約形態とハコの管理者が準拠する法律の違いでしかない。それは単

なる制度であり、ある種のフィクション、お約束だ。

　いまの持ち家に住む前に何軒かの賃貸住宅を移り住んだ経験は

あるが、しかし、大家と賃貸契約を結び、住民票を移し郵便物が届

く住所をここに定めたことで、この不動産物件が我が家になったと

感じた記憶はない。

＊＊＊

　もう20年以上も前の話なので、記憶が不確かなところはお許しい

ただきたい。湘南の住宅地に建つこの家に引っ越してきた時に、こ

の土地の暮らしに似合うかと考え、リゾートホテル風のラタン製のソ

ファとテーブルを買い、南に向いた明るいリビングに置いた。ラグと

カーテンはざっくりした風合いのコットンのものを選んだ。前の家か

ら持ってきたダイニングテーブルや食器棚とはテイストが合わず、今

に思えばちぐはぐだったけれど、当時はあまり気にならなかった。ガ

ラスのテーブルトップには、私がダイビング旅行で買ってきた鮮やか

な色で塗り分けられたチョウチョウウオの形をした木製コースター

があり、読みかけの本がいつも何冊か置いてあった。脇に置いた明

るめの色味の棚にCDを収納し、デザインがお気に入りのものはアー

トワークが見えるように並べた。コーナーの出窓の前には、フレーム

に入れた何枚かの家族写真が立ててある。まだ大学生だった頃に

手に入れた、とくに名のある画家のものでもないぼんやりした色合い

のリトグラフは壁にかけた。たいして気に入っていたわけではないの

に、なぜか引っ越しのたびに持ち歩いていたものだ。絵を飾ったこ

とで、安っぽいビニルクロスの壁にいくぶん表情が出たと思う。

　リビングの掃き出し窓からは、低層の街に広がる青空を眺めるこ

とができる。南風が吹くときには潮の香りが流れ込んで来る窓だっ

た。入居した直後に、門扉から玄関ドアに続くアプローチに沿って

植えたゴールドクレストの木がいつの間にか身長を超すまでに育ち、

涼しげな炎のような黄緑色で隣の駐車場からの視線を遮ってくれ

るので、カーテンは開け放して過ごすことが多かった。掃き出し窓

のすぐ外には、庭と呼ぶにはおこがましいほどの狭いスペースがある。

そこに芝生をはり、気候のよい季節にはアウトドア用のチェアを出し

てビールを飲み、ときどきバーベキューを楽しんだ。ゴールドクレス

トの足元には、むき出しの土を隠すためにこんもりとアイビーを這わ

せた。通りに向けて白いルーバーフェンスにぶら下げたプランターに

はこぼれるように花が咲き、アメリカの郊外住宅にあるような鋼板製

の郵便ポストと一緒に我が家の正面を飾ってくれた。いま思い返

すとちょっとダサくて恥ずかしいが（笑）、それが今でも思い出す当

時の我が家の姿だ。実家を出て東京で暮らすようになって以来、今

のところ最も長く住んだ家だ。

　そんな我が家が、私の家ではなくなったと私に感じさせたのは、賃

貸借契約の退去期日でも、市役所の窓口に提出した転出届でもな

かった。それは、大きく育ったゴールドクレストを原状回復のために

切り倒し、深く張った根を掘り起こし、アイビーも根こそぎ引っこ

抜き、プランターの花も捨て、家財道具のいっさいを運び出し、外も

中も空っぽになった家を見た瞬間だった。相応の年数分だけ老い

ていくらかくたびれてはいたものの、十数年前に内見で初めて見たと

きと同じ住宅の姿が、もうここはお前の家ではないと、きっぱり私に

告げたのだ。

　次の賃借人を募集するために行われる原状回復は、住宅の美観や

機能を元の状態に戻すことだが、なによりも最低限求められるのは、

前の入居者の痕跡を消し去ることである。不動産市場では前の住

人の痕跡はネガティブな要素になる。見ず知らずの他人が使った水

回りの汚れには生理的な拒否感が強い。残置物などもってのほかだ。
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諸外国に比べると日本では神経質に原状回復が求められる。

　アメリカの不動産市場を取材している時に聞いた話を思い出し

た。アメリカの中古住宅売買の現場では、売りに出される家の内部

をきれいに片付けし、インテリアを演出するホームステージングとい

うサービスが活用されることが一般的だ。ホームステージングでは、

レンタルの家具や絵画やグリーンなどを持ち込み、ときには簡単な

リフォームをすることもあるが、居住中の物件なら壁や棚に飾った

家族の写真は隠しておくことを勧められるそうである。ホームステー

ジングは、内見に来た購入希望者に新居の夢をプレゼンテーション

するためなのに、前の居住者の家族写真は、買い手を一気に現実に

引き戻してしまうからだという。その他には、オリエンタル風など趣

味性が強過ぎるインテリアや小物も敬遠される。

　ホームステージングは、売り物の物件を魅力的に見せるためにセ

ンスよく住空間を演出するが、その際に前の住人の生々しい生活感

や個性は消し去られる。そこで作られるのは誰もが憧れる、しかし

同時に誰の家でもない匿名性の高い空間である。

＊＊＊

　アメリカのハードボイルド探偵小説の大家レイモンド・チャンド

ラーが、主人公フィリップ・マーロウに自分の家を語らせているシー

ンがある。たった160文字で描写された家がフィクションの主人公

に人間としてのリアリティを与える、ファンの間でも人気のある一節

だ。

私にとって我が家（ホーム）と呼べるものは他にはない。ここにある
ものはすべて私のものだ。私と何かしらの関わりを持ち、何かしらの
過去を持ち、家族の代わりをつとめるものたちだ。たいしたものはな
い。何冊かの本、写真、ラジオ、チェスの駒、古い手紙、その程度のも

のだ。とくに価値はない。でもそこには私の思い出のすべてがしみ
込んでいる。（レイモンド・チャンドラー、訳・村上春樹、2012年『大
いなる眠り』早川書房）

　フィリップ・マーロウは「タフでなければ生きていけない。優しく

なければ生きている資格がない」という名台詞でおなじみの私立探

偵だ。40歳を少し越え、独身で特定の恋人もいない。仕事のパート

ナーもアシスタントもいない。上司にはむかい地方検事局をくびに

なった経歴を持ち、ギャングや警察からたびたび酷い目に遭わされ

ても不当な圧力に屈することなく、たった一人で粘り強く事件を解

決に導いていく。

　そんな高潔で孤独なヒーローが唯一気を休めることができる居場

所は、誰でも持っている他愛のないモノたちでつくられた空間である。

家族の代わりにマーロウを癒やすのは、もし彼がその家を引っ越す

ことになれば、ひとつ残らずきれいさっぱり撤去される、とくに価値

のないモノたちだ。

　デザイン評論家の柏木博は、住まいを成立させるのはインテリアで

あり、インテリアに住まい手が表象されるのだと言う。

家具や什器が住宅を住まいとして成り立たせているのである。さら
にいえば、家具や什器は生活者の痕跡（表象）であり、そこから生活
の風景が立ち上がってくるのだ。（柏木博、2013年『わたしの家　
痕跡としての住まい』亜紀書房）

　ハードボイルドな探偵の生活風景を読者の頭の中に生々しく描

き出したのは、本や写真やラジオやチェスの駒や古い手紙だ。私

の家にあてはめて言えば、私が買い揃えた家具やファブリックや家

電製品や食器やCDやアートや写真であり、育てた植物だったのだ。
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たいしたものはない。どれも大量生産の製品だ。全部売り払ったと

しても幾らにもならない。

　それが我が家の正体だったのだ。退去日に運び出され、原状回

復で消し去られる暮らしの痕跡こそが、大家の所有物で不動産物

件である賃貸住宅（HOUSE）に魔法をかけて、我が家という居場所

（HOME）をつくっていたのだと知る。インテリアがもたらす作用に

ついて柏木はさらに続ける。

室内を意味するインテリアには、さらに「内面的な」「精神的な」ある
いは「心の中の」といった意味がある。ものが集積されたインテリア
は、そこに生活する人間の内面、主体を投影しているのである。（前
掲書）

　それらは確かに私と家族が選んだモノたちである。誰かからもらっ

たものであったとしても、私と家族が我が家に置いておこうと選択

したモノであり、赤の他人に強制的に押し付けられ、勝手に置かれた

モノはひとつもない。つまりあの家は、私と私の家族の選択の意志

によって成り立っていたのである。私が何を好み、何を良しとし、何

を大事にして生きているか、私という人間の内面が空間化された場

所だったのである。言われてみれば当たり前だが、軽い衝撃だ。あ

の家を我が家たらしめていたのは、他でもない自分自身だったのだ。

　ちぐはぐなコーディネートは若干の経済力の問題だと思っていた

が、実は当時の私の美意識やセンスの、あるいは意志の問題でもあっ

た。もし私が服装ほどには生活空間の居心地に気を使っていなかっ

たとすれば、自宅での私的な生活時間に対する軽視を映し出してい

たのかもしれない。確かにあの家に住んでいる頃は、まだ長時間労

働があたり前で帰宅はいつも深夜。平日はほとんど寝るためだけの

家だった。

　それでも確かにあの家には我が家と思える愛着があった。家具を

買い、あれやこれやの小物を揃え飾り、木を植え花を咲かせた。そ

うやってモノを媒介にして自分の痕跡を残し、自分の内面を投影す

ることで、賃貸住宅という建物（HOUSE）を我が家（HOME）にし

ていたのである。私が毎日我が家を見るとき、私は私自身を見つめ

ていたのだった。

＊＊＊

　ここまで思い至ると、宿と住まいを分ける境界線についても言及

することができそうだ。

　断捨離的な発想からの選択であるホテル住まいでは、面積的な制

約もあり、できるだけモノを持たない暮らしが実践される。家具や

家電、照明、寝具などは自分の所有物として揃える必要はない。部

屋の掃除やリネンの交換、場合によっては衣類の洗濯も、すべてお任

せだ。快適に寝泊まりする空間機能をサービスとして利用するのが

宿である。ある意味でシェアリングエコノミー的でもあるし現代的

と言えるかもしれない。柔軟さや流動性が求められる時代に合理的

な、ミニマルなライフスタイルのようにもみえる。

　しかしその暮らしは余計なモノを持たないという反面、その場その

時に応じて、暮らしに必要なモノ・コトすべてをお金で調達しなけれ

ばならない。それは、一見脱消費的であるようにみえて、実は極めて

消費に依存した暮らしと言える。そこに暮らすのは徹底的に消費

者であり、ホテル側からすれば○号室に長期滞在のお客様、つまり顧

客だ。さらにそこでは、柏木が言うところの自らの存在を痕跡とし

て刻みつける営みは放棄され、インテリアに住人の内面や主体が表

象することもない。

　ホテル住まいがモノを持たない究極のシンプルな暮らし方だとす

れば、その対極には、都築響一の『TOKYO STYLE』（1997年、京都
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書院）という写真集が見せた東京の住空間がある。東京に暮らす

若者の部屋を100例ほど、何の演出も技巧もなく、ただあるがままに

写した写真集である。

　そこに写っているのは、狭い部屋を埋め尽くすばかりのさまざまな

モノである。どんなモノかは住人によって異なる。まるでタペストリー

やカーテンのように掛けられたたくさんの洋服。壁一面のレコードや

ポスター。あるいは床に高く積み上げられた本や雑誌。棚のオーディ

オ、ぬいぐるみやなんだかよくわからない雑貨などなど、住空間はモノ

によってカオティックに支配されている。

　実は柏木は、『TOKYO STYLE』的暮らし方とホテルライクな暮ら

し方は、「痕跡を残すことを求めない点においては、同じである」と

批判的に類似性を指摘しているが、この見立てにはかなり違和感が

ある。どう見ても『TOKYO STYLE』は痕跡だらけだ。空間を作り

出そうと設計された建築がほぼ完全に無効化されるほど、その空間

の有り様はモノによって語られている。画一的と言われる日本の賃

貸住宅だが、この写真集にはどれ一つとして同じような部屋はない。

　そしてそのモノたちは、一人一人の住人の極めて個人的な趣味嗜

好によって集められ、配置され、飾り付けられている。当人が痕跡を

残すことを求めた自覚があるかどうかは別として、結果として個人

的なモノによってインテリアが構成され、そのインテリアがその住人

の人となりを垣間見せている。都築のカメラの前に住まいをさらけ

出した住まい手たちは、自らは不在の写真の中にその人となりをさ

らけ出している。後に出版された『賃貸宇宙』（2001年、筑摩書房）

ではヌードで登場する住人もいるが、部屋のインテリアが顔を隠し

た素っ裸の住人の個性を物語ることで、インテリアの表象作用を際

立った形で浮き彫りにしているのである。

　彼らがその部屋の暮らしを幸福だと感じていたかどうかは知りよ

うもない。しかし間違いなく彼らはそこを我が家（HOME）だと感

じていたと思う。

　同様の文脈で、『地球家族 世界30か国のふつうの暮らし』（1994

年、TOTO 出版）もあげておきたい。これは、ピーター・メンツェルと

いうアメリカ人の報道写真家が、世界中をまわり各国の平均的な暮

らし向きの家族を訪ね、家の中のモノを全部家の前に出して並べた

ところを写真に収めた写真集である。

　サブタイトルが示す各国の「ふつうの暮らし」は、家の中のモノ

によって記述される。東京のサンプルに選ばれたウキタさん一家は、

40代の夫婦と子ども2人の4人家族である。小さめの一戸建て住

宅の前に並べられたのは、冷蔵庫、洗濯機と乾燥機、食器棚、テレビ、

コタツ、子どもの二段ベッドに勉強机、ほか衣類、本などなど。どれ

も日本人には見慣れたモノたちである。それが、諸外国との対比の

なかで日本の暮らしの様を雄弁に語り、また一家の人となりや日常

生活の風景をありありと想像させる。小さな子どもを膝に抱いたご

夫婦は、他のすべての家財道具と一緒に屋外に出されたコタツに入

り、まるでそこがいつもの居間であるかのように談笑している。

　これらの写真集が映し出した家には圧倒的にリアルなHOME感

がある。そのリアリティは、モノによって刻まれた住まい手の痕跡

によるもので、私たちがこれらの風景を見るとき、私たちは、その痕

跡を手がかりに住まい手の内面まで読んでいるのである。もしホテ

ル住まいの人の部屋を見せられても、大きめのスーツケースとノート

PCくらいが置かれただけのホテルの部屋からうかがい知ることがで

きるのは、そのホテルに長期滞在することが可能な経済力と、求めう

る極限までの身軽さへの志向性くらいで、空間そのものにその人の

人となりを見つけるのは難しいのではないだろうか。

　どれだけ長く滞在しても、どれだけ快適に過ごしても、私が宿や民

泊に我が家を感じなかったのは、その空間に、住まい手としての自分

自身を見つけることができなかったためだろう。

011



　本報告書は、LIFULL HOME’S 総研が住

まいの幸福を考える『住宅幸福論』のシリー

ズ第2弾である。

　 後ほど軽く振り返るが、昨 年 発 表した

『Episode１ 住まいの幸福を疑え』では、持

ち家か賃貸か、新築か中古か、マンションか

戸建てかなど、ハコの種別によって住まいの

満足度に大きな違いがないことを明らかに

して、日本の住宅市場での支配的な価値観

を問い直した。そして、幸福度の高いグルー

プの分析結果をもとに、幸福度を高めるうえ

で大切なのは、ハコの種別ではなく、住まい

方・暮らし方が重要であるという仮説を提

示した。それを受けて、今作ではあらためて

日本人の住宅観や住まい方・暮らし方を省

みたいと思う。

　 人 口 減 少が進む中で空き家の増 加が社

会問題として認識されながらも、いまでもこ

の国では年間100万戸に近い新築住宅が建

てられている。各種税制面などで誘導され

ているとはいえ、そこには新しい家を好む消

費者ニーズがある。内閣府の世論調査（平

成27年度「住生活に関する世論調査」）に

よれば、家は「所有したい」とする者の割合

が75％。また73％の者は家を購入するな

ら新築住宅（戸建て＋マンション）がよいと

回答している。大多数の日本人にとって、新

築の持ち家は相 変わらず幸 福の象 徴とし

て君臨しているのである。住宅土地統計調

査をもとに国土交通省が発表している中古

住宅の年間流通数は16.9万戸（平成25年

度）、持ち家として供給されている新築住宅

は59.1万戸（平成29年度着工統計）。持ち

家市場の8割近くは新築住宅で占められ、世

論調査でみられる国民のニーズは満たされて

いることがわかる。賃貸住宅でも新しけれ

ば新しいほどよいという価値観は、賃料設定

において、また不動産ポータルサイトの検索

キーにおいて、現実の市場に実装されている。

　では、望み通りに手に入れた新しいハコに

よって、日本人はどのような暮らしを手に入

れたのだろうか。個々が幸福を追い求めた

結果できあがった、見慣れた街の風景の中で、

私たち日本人はどのような住生活を営んで

いるのだろうか。次々に消費されていく流行

のような拙速な答えを求める前に、私たちが

暮らしている場所を、生活という毎日を、そ

こに映し出される自らの姿を、一度冷静に

見つめ直しておく必要があるだろう。それが

今回のレポートで取り組む基本的なテーマ

である。

　 自らの姿を冷 静に振り返るためには、相

対的な視点を導入することが有効だ。比較

対象としてデンマークを参照する。なぜデン

マークなのか。実はさほど深い理由はない。

国連の発表する調査で、デンマークが世界一

幸福な国として広く知られているからである。

他に幸福な国として世界に知られるのは、国

民総幸福量（GHP）で有名なブータン。あ

るいは、欧米先進国が上位を占める国連調

査でも健闘が目立つコスタリカなど、中南米

の国々も幸福度の高い国として紹介される。

またフィジーが幸福度１位常連として発表

される国際調査※1もある。しかし、市場経済

が高度に発展した段階にあるわが国と、ブー

タンやフィジー、また中南米の国々では、国

民の経済力の面においても、社会インフラの

※1：スイスのギャラップ国際協会（Gallup International Association）も「世界幸福度調査」を発表しており、2018年版ではフィジーが1位（直近の4年間で3回1位）になってい

るが、こちらは国連等が使用している米国ギャラップ社とはまったく別の機関であり、調査の対象国も55カ国でデンマークは調査対象となっていない。
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整備においても、日本人の住生活を反射させ

るには環境の違いが大きすぎる。基本的に

同じ資本主義・自由主義の価値観を共有す

る先進国であるデンマークのほうがふさわし

いと考えた。また、デンマークの幸福度には、

Hygge（ヒュッゲ）という暮らし方が大きな

役割を果たしていると知られていることも大

きい。

　とはいえ、デンマーク人の住まい方がた

だひとつの正解などと主張する意図はない。

仮に異国のそれが理想郷に見えたとしても、

歴 史や文 化が異なる国の住まい方を、その

まま取り入れることは不可能だ。しかし同

時に、私たち日本人が普通だと思っている現

在の日本の住まい方もまた、絶対不変なもの

ではない。今後の日本の住まいが目指す方

向性を考える時、私たちとはずいぶん違う住

宅や住まい方の実践があるのだと知ること

は、私たちの視野を広げてくれるのではない

か。それがEpisode2で、デンマークとの比

較調査を企画した狙いである。

　コペンハーゲン取材では、「家は私そのも

の」「家はアイデンティティの一部」「家は自

己紹介」と迷いなく言い切る人々に出会っ

た。9 軒のお宅訪問をした結果は、3章に菊

地マリエが 詳し

く報告するが、

日本の基準から

考えると、どの家

も素敵な空間で

あるばかりでな

く、それぞれ住

まい手の個性や

人間性が表れていた。そして何より、彼らが

自分の家を語るときの言葉の豊かさから、彼

らがいかに自分の家を大切に思っているか

が、心地よく伝わってくるのである。

　デンマークで軽いカルチャーショックを

味わったプロジェクトチームは、帰国後、急

遽、日本の賃貸住宅で一人暮らしをする20

代・30代の独身男性11人にインタビュー調

査を実施した。前回のEpisode1の調査で、

住まいに対する満足度がもっとも低かった

属性である。日本でもっとも幸福度が低い

暮らし方と世界一幸福な国と称されるデン

マークの住まい方とを対比させてみることで、

日本人の住生活を支配している見えない何

かをあぶり出して、そこに議論の手がかりを

探すためである。

　被験者にはインタビューに先立って自宅

の写真を何枚か撮影してもらい、その写真を

見ながら話を聞いた。確かに彼らそれぞれ

の暮らしが垣間見える風景ではあった。だ

が彼らの部屋の様子をひとことで言えば、無

残であった。もちろん全員の家がそうだとい

うことではなく、全体的な印象である。デン

マーク取材の記憶が生々しく残っていたせ

いで、そのギャップがことさら強く感じられ

た部分もあるかとは思う。

　首都圏の住宅事情から狭さは仕方がない

としても、部屋の主役はベッドとテレビとパ

ソコンで、その周りに衣服や雑多なモノやゴ

ミ（のようなもの）が散乱している。仕事か

ら帰宅すると、ベッドに腰掛け、買ってきた

弁当を食べ、その後はテレビかゲームかネッ

トか、またはそのすべてを同時並行にしてい

るのが典型的な平日の暮らしだという。友

達や彼 女を家に招くことはほとんどない。

ゴミ屋敷とまでは言わないが、中には男の私

でさえ足を踏み入れるのは遠慮したくなる

ような部屋もあった。空になったペットボト

ルが、テーブルや床に転がっていた。

　アンケートでたずねると、彼らの住まいに

対する満足度は低い。10点満点で5点以下

と回答したサンプルを集めている。だが直接

話を聞いた限りでは、彼らの口から発せられ

る主な不満は部屋の狭さと遮音性の低さで

ある（インタビューは11月に実施したが、も

しこれが2月であれば、家の寒さが不満のリ

ストに加わるだろう）。窮状を訴えるような

悲壮感はなく、異議や怒りを声高に主張す

ることもない。

　決して満足などしてはいないが、だからと

いって住空間を改善しようという意欲もな

い。少なくとも今よりも余計にお金や時間

をかけてまで住環境に対して何かをしよう

という発想は、頭の片隅にもないようである。

なんとなく、そう、なんとなくだ。皆、なんと

なく不満なのだ。デンマーク取材で会った

人々と彼らの間にある、この歴然とした差は

なんだろう。そこにはどのような構造的な問

題があるのだろう。それが今回のレポート『住

宅幸福論 Episode2』の問いである。
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　デンマークは北欧の小国である。国の起

源は 9 世紀頃のヴァイキング時代のことで、

日本ほどは長い歴史があるわけではない。自

治領であるフェロー諸島とグリーンランドを

除くと、国 土の面 積は約4.3万km²で日 本

の九州とほぼ同じ。人口は約578万人で兵

庫県くらいの規模に過ぎず、GDPは3260億

ドルで世界36位と経済規模でも世界第3位

（4.9兆ドル）の日本にはるか及ばない。

　しかし国民一人あたりのGDPに換算すれ

ば、5万6444USドル・世界8位で、3万8440

USドル・23位の日本を大きく上回る（いず

れも2017年IMF）。要するに、デンマークは

小さいながらも豊かな国なのである。

　現在のデンマークの経済成長率は2 ％台

前半で、決して高いものではないが、堅調に

推移していると言ってよいだろう。主要産

業は、再生可能エネルギーや農作物の輸出が

多く、海運業やオーディオ機器も有名で、最

近ではインバウンド観光も経済の大きな位

置を占める。最先端のバイオテクノロジー企

業が集積し、グレーター・コペンハーゲンから

スウェーデン南部にかけてメディコンバレー

という地域を形成している。

　世界経済フォーラム（ WEF）の世界競

争力報告（The Global Competitiveness 

Report ）の2018年版では、デンマークの競

争力は10位に位置づけられている（日本は5

位）。WEFのランキングと並んで有名なスイ

スの国際経営開発研究所（IMD）が発表す

る「IMD World Competitiveness Ranking

（IMD世界競争力ランキング）」の2018年版

では、デンマークは 6 位、日本は25位である。

このようなランキング調査は評価指標によっ

て結果が左右するため一概に言えるもので

はないが、先にみた一人あたりGDPの高さ

を踏まえても、小国デンマークの国際競争力

が日本と同等かそれ以上に強いものである

ことは間違いない。

　日本では少子高齢化と人口減少の人口動

態が、将来の経済に深刻な影響を与えると

大きな不安材料となっているが、デンマーク

の人口動態はどうだろう。

　まず、デンマークの社会構造を大きく特

徴づけるのは、単身世帯比率の高さである。

2016年の統計によれば全世帯に占める単

身世帯の割合は 44.8％（EUROSTAT）に達

し、日本の34.5％（2015年）をはるかに上

回る。2 世帯に1世帯が単身世帯という超お

一人様社会である。日本では、晩婚化・未婚

化が少子化の大きな要因だと分析されてい

るが、デンマークの合計特殊出生率は、1983

年に1.38を記録した後、90年代に改善し、

2008年には1.89まで回 復。 その後は1.7

前後で推移している。

　その背 景には、日 本とは大きく異なる結

婚・出産に関する価値観がある。デンマーク

での婚外子率は52.5％（2014年）と、2.3％

（2015年）の日本からは想像もできないほど
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高い。離婚率（人口千人あたりの離婚件数）

も日本の1.7に対してデンマークは3.0と高

い。出産は結婚を前提とし、またひとり親世

帯の半数が貧困世帯に属する日本と、事実

婚や離婚でも不利を被らないデンマークの

差が表れている。出生率が落ち込んだ80年

代から、女性の労働力化を推進しつつ、仕事

と子育てが両立できる環境の整備に力を注

いだ成果とみられている。

　 出 生 率と年 齢 別 人 口 構 成 比のおかげ

で、総 人 口は2050年まで微 増が予 測され

る。 デンマークでも人 口の高 齢 化 傾 向は

みられるが、65歳以上人口が占める割合は

19.7％（2017年）で2045年でも24％程

度、生産年齢人口比率は60％と予測されて

いる（ヨーロッパ統計局）。現在すでに高齢

化率27.7％に達し、今後さらに人口が減少

するなかで2050年には高齢化率37.7％（国

立社会保障・人口問題研究所、平成29年予

測）に向かっていく日本と比べるとそれほど

深刻ではない。

　デンマークはまた貧富の差が小さく平等

な国だ。所得分配の不平等さ・格差を測る

ジニ係数は0.26で、欧米に比べて貧富の差

が小さいと思われがちな日 本の0.34を下

回っている。全国民の平均所得の50％以下

の所得しかない世帯に属する相対的貧困率

は、日本15.7％に対し、デンマークでは5.5％

（OECD2016）に過ぎない。「 豊かさとは、

人よりも多く持ちすぎている者が少なく、人

より持たざる者はもっと少ないということで

ある」は、デンマークの民主主義の根幹を支

える教育機関フォルケホイスコーレの父とさ

れるグルントヴィの言葉だが、デンマーク社

会をつくる基本的な価値観となっている。

　国民の間の経済的な格差が小さいだけで

はなく、デンマークは男女の間も平等である。

スイスのシンクタンク「世界経済フォーラム」

が149カ国を対象に調査した『男女平等度

ランキング2018』ではデンマーク13位で、政

治的にも経済的にも社会的にも、もちろん

家庭内においても男女平等が浸透している。

ちなみに、同調査では日本は110位で、先進

国の中では最低ランクである。

　高福祉国家として知られるデンマークは、

もちろん高負担国家でもある。消費税率は

25％で軽減税率はいっさいない。租税負担

率と社会保障負担率を合わせた対国民所得

比での国民負担率は65.8％（2015年）と、

世界トップクラスに税負担の重い国である

（日本の国民負担率は42.6％、いずれも財務

省資料）。そのかわり、医療費や出産費、大

学院までの教育費は全て無料で、失業手当

や職業訓練の労働者福祉、年金など高齢者

福祉も充実している。

　重い税を負担するデンマーク人は政治へ

の参加意識が高い。国政選挙の投票率は

90％弱で推移し、イギリスのエコノミスト誌

傘下の研究所が隔年で発表している民主主

義指数※2では対象167カ国の中で第5位（日

本は23位）である。

　デンマークでは日常の暮らしの中にも平

等意識が強い。作家アクセル・サンデモー

セによる実話小説『自分の通った道を横切

る逃亡者』（A Fugitive Crosses His Tracks）」

の中で唱えられたヤンテの掟と呼ばれてい

る10 か条の戒めが、人々の間に広く共有さ

れている。それは、「自分を特別と思い上が

る事なかれ」、「人より賢いと思う事なかれ」、

「優秀だと自惚れるなかれ」、「人より知識

豊富だと思うなかれ」など、最近の表現でい

えば、他人にマウントするような態度を諌め、

謙虚な姿勢を求めるものである。

　そんなデンマークは幸福の国として知られ

ている。国連の持続可能開発ソリューショ

ンネットワークが2012年から毎年発表して

いる（2014年は発表なし）『世界幸福度報

※2：市民の参政権・政府選択権の可否、報道の自由、表現の自由、結社・組合の自由の観点から評価される
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告（World Happiness Report）』が、その評

判を世界に広めた。同レポートでデンマーク

は、2012年、2013年、2016年に世界1位に

輝き、2015年3位、2017年2位、2018年は

3位と、開始以来常に3位以内をキープして

いる。ちなみに日本は2012年の43位から

2018年の54位まで、年々順位を下げている。

　このランキングは、米国のギャラップ社が

世界156カ国の国民約1000サンプルを対象

にして実施する巨大な国際世論調査「The 

Gallup World Poll」の中で、幸福（Well-Being）

領域の総合的指標として現在の自分の主観

的な幸福度を０～10の11段階の点数でた

ずねた回答の平均値によって算出されるも

の。すなわち、国民自身が自己評価で回答

した主観的幸福度である。回答の平均点が

デンマークは7.555、日本は5.915と大きな

差がついている。

　ちなみに、同調査のスコアは、OECDの「よ

りよい暮らしイニシアチブ（OECD Better 

Life Initiative）」や、英 国のシンクタンク、

ニュー・エコノミクス財団（NEF）の「地球幸

福度指数（Happy Planet Index／HPI）」な

ど他の機関が発表する幸福度ランキングの

元データとしても広く活用されていることか

ら、デンマークが幸福度の高い国であるとい

う情報が繰り返し流れるのである。

　「世界幸福度報告（World Happiness 

Report）」では、総合評価となる主観的幸福

度に寄与する要因を、①一人あたりGDP、②

社会的サポート（困ったときに頼ることがで

きる親類や友人がいる）、③健康寿命、④人

生の選択の自由度（自分の人生における選

択の自由に満足している）、⑤寛容さ（過去

1カ月の募金額）、⑥腐敗の認識（社会・政府

に腐敗が蔓延していないか）の６つの要因を

説明変数として重回帰分析で寄与度を算出

している。デンマークについてみると、社会

的サポート、人生の選択の自由度、腐敗の少

なさが主観的幸福度の高さへ寄与している

と分析されている。

　それとは別に、デンマークの幸福度の高さ

を支える大きな要因として、労働時間の短

さをあげる論は多い。デンマークでは週の労

働時間は37時間が上限と法律で定められて

いるものの、実際の平均労働時間は週35時

間でそれを下回る（2017年、ILO）。デンマー

ク人の平均年間総実労働時間は1408時間

と、ドイツに次いでOECD 加 盟 国の中で2

番目に短い（2017年、OECD）。一方、日本

人の労働時間は年平均1710時間、週あたり

38.9時間と発表されている（平成29年労働

力調査）。ただしこれは就業者全体の数字で、

労働時間の短いパートタイムや家族従業者

の時間が平均を押し下げている。正規雇用

者（正社員）の月平均労働時間を単純計算

で年間換算すれば2221.2時間となる。男

性正社員に限定すれば、さらに長時間労働

が確認できることは確実だろう。

　それはデンマークも同様だろうという指摘

もあるかもしれない。しかし、デンマークでは、

正社員であってもよほどのことがない限り残

業はほとんどしないという。コペンハーゲン

を訪れると、夕方の 4 時近くに帰宅ラッシュ

に遭遇することで、そのことを納得できるだ

ろう。労働者には年に5 週間の休暇が与え

られ、夏に2週間の休暇を取るのが一般的な

ようだ。
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　こうしてデンマークが幸福の国として世界

に知られるようになるにつれ、デンマークのラ

イフスタイル・生活価値観を表す「ヒュッゲ

（Hygge）」という言葉が欧米のメディアで

注目され、イギリスでは2016年の流行語大

賞の候補にもなるなどちょっとしたヒュッゲ

ブームが起こった。それを受ける形で日本

でも2、3年前からヒュッゲを紹介する記事

が増え、デンマーク流のヒュッゲな生活を提

唱する書籍も多数出版されている。

　幸福の国デンマークを象徴する「ヒュッゲ

（Hygge）」とはどんな暮らしなのか。日本語

にはデンマーク語のヒュッゲを直訳できる言

葉はないが、あえて訳すとすれば「居心地の

良い状態」となるだろうか。「Hygge（ヒュッ

ゲ）」は、英語の「Coziness（コジィネス）や

ドイツ語の「Gemütlichkeit（ ゲミュ ート

リヒカイト）」などに近いイメージだといわれ

ることが多いが、「家庭的・アットホームな

（Homeyness）」のほうが適しているという

人もいる。しかし、ヒュッゲを語る多くの著

者は、他国の言語ではぴったり置き換えるこ

とが難しいデンマーク独特の概念であると釘

を刺す。

　もともと「Hygge」は19世紀にノルウェー

から伝わった言葉で、「Hug（フーグ）」から

派生したと言われている。「Hug（フーグ）は、

抱きしめる（ハグ）の「Hugga（フーガ）」か

ら転じた言葉だ。古ノルド語では「hu」は「思

考」「精神」「勇気」を意味し、同じ起源を持

つ「Hyggia」は「考える」、「Hygga」は「慰

める」「勇気づける」を意味した※3。抱きしめ

るような優しさで慰めたり元気づけたりする

だけでなく、考えるという含蓄があることに、

何かを示唆するものがあるように思う。

　日本の書籍やメディアでは、ヒュッゲの説

明に、キャンドルを灯した柔らかな色合いの

美しい住空間で、手作りの料理やデニッシュ

の並ぶ食卓を囲んで、家族や親しい友人と

穏やかに過ごすくつろいだ時間のような、い

かにもほっこりした画像とテキストが添えら

れることが多い。

　しかし、日 本のライフスタイル系メディ

アがいかにも好みそうなイメージだけでは

ヒュッゲを説明することはできない。現地で

の取材では、ガンガンに音楽が流れる賑やか

なパーティでもヒュッゲな場合はあり、いか

にもヒュッゲを絵に描いたという感じのホー

ムパーティでもヒュッゲでないこともある、と

いうエピソードを聞いた。

　ヒュッゲはまた、北欧の長く厳しい冬に

家の中で過ごす時間を快適にしようと生ま

れたともよく言われるが、決して家の中だけ

がヒュッゲというわけではない。デンマーク

人は自然が大好きで、アウトドアで過ごす時

間はとてもヒュッゲなのである。われわれが

コペンハーゲンを取材したのは10月の後半

だったが、その季節にしては異例に晴天が続

き気温が高かった（それでも東京の11月後

半か12月初旬くらいの気候）せいか、公園

や水辺には芝生やベンチに座り、おいしいデ

ンマークコーヒーでヒュッゲな午後を楽しむ

人々がいた。街なかの集合住宅の広いバル

コニーにはたいていテーブルセットが置いて

あり、デンマーク人がいかに太陽の光を求め

ているかを物語っていた。

　われわれ取材チームの現地取材を案内し

てくれた、デンマーク生まれでデンマーク育ち

の日本人、岡村彩さんによれば、ヒュッゲは

日本人の女の子が使う「かわいい」くらいに

活用範囲が広く、またその明確な定義は困

難なのだという。

　

　ヒュッゲの具体的なイメージやノウハウに

ついては、関連書籍やネットで検索をしても

らうとして、われわれが注目したいのは、なに

より居心地の良さを重視するデンマーク人

の、住まいに対する考え方である。世界一幸

※3：『はじめてのHygge』（ルイーザ・トムセン・ブリッツ、2017年、あさ出版）、『THE LITTLE BOOK OF HYGGE 365日「シンプルな幸せ」のつくり方』（マイク・ヴァイキング、

2017年、三笠書房）などより
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福な国を自認するデンマーク人にとって、家

とは何か。幸福の国の住生活がやはり幸福

ならば、それはどのような意識や態度で成立

しているものなのか。住まいという領域に

フォーカスして幸福の国の幸福を抽出し、私

たち日本人の住生活に照射することで、私た

ちの住まいの幸福感を相対化してみたいと

思う。

　デンマークの住宅事情を確認しておく（以

下データの出所はすべてデンマーク統計局）。

住宅ストック数はデンマーク全国で267.9

万戸、コペンハーゲン市と周辺エリアを含ん

だ首都圏であるグレーター・コペンハーゲン

で92.8万戸。全住宅ストックの 3 分の1は

グレーター・コペンハーゲンに集中している。

建て方別の内訳は、デンマーク全体では一戸

建てが43.5％、セミデタッチド・ハウスやテ

ラスド・ハウスと呼ばれる2 住戸以上が壁を

共有する連棟式戸建てが15.0％で、戸建て

系の住宅が 6 割近くを占める。大都市圏で

あるグレーター・コペンハーゲンでは逆に集

合 住 宅が 6 割を占め、戸 建て系の割 合は4

割に低下する。

　利用関係別には、持ち家がデンマーク全

国で49.3％、グレーター・コペンハーゲンで

39.8％と、日本や他の国々と同じように大

都市圏では賃貸の比率が高くなる。コペン

ハーゲンの住宅で特徴的なのは、現地ではア

ンディールと呼ばれるコーポラティブ（協同

組合）形式の集合住宅が14.1％を占め、持

ち家のアパートメントよりも数が多いことで

ある。アンディールは、区分所有形式の日

本のコーポラティブハウスとは異なり、土地

と建物は協同組合の所有で、土地取得と建

物建設のためのローンは組合が支払ってい

る。居住者は組合のメンバーシップを購入

し、ローン支払い分を家賃として組合に支払

う。イギリスのリースホールド（leasehold）

やアメリカ東 海 岸のコアップ（co-op ／

■ 建て方、利用関係別の住宅ストック【戸数】    ［出典］デンマーク統計局

デンマーク全国
一戸建て
連棟式戸建て
集合住宅
その他
年・合計
グレーター・コペンハーゲン
一戸建て
連棟式戸建て
集合住宅
その他
年・合計

1,036,915
133,579
127,125
22,259

1,319,878

8,608
46,099
147,704

111
202,522

119,195
220,323
797,114
11,991

1,148,623

9,832
145,480
395,066
1,092

551,470

104,227
51,862
321,124
6,271

483,484

1,772
17,486
26,670
3,329
49,257

3,364
5,495
54,254
1,299
64,412

1,337
945
4,813
994
8,089

1,166,055
400,946
1,076,756
35,355

2,679,112

213,649
61,789
86,847
7,059

369,344

682
9,146

131,122
103

141,053

13,204
53,477
345,098
2,945

414,724

1,191
41,880
182,174

288
225,533

10,781
7,161

115,823
1,708

135,473

583
2,732
10,622
663

14,600

649
1,704
36,479
286

39,118

360
291
2,375
389
3,415

227,895
124,703
565,442
10,496
928,536

（戸）

持ち家2018年 不 明 総合計賃貸小計 アルミン（非営利住宅） 民営賃貸 公営住宅 その他
アンディール

（コーポラティブ）

■ 建て方、利用関係別の住宅ストック【内訳】   ［出典］デンマーク統計局

デンマーク全国
一戸建て
連棟式戸建て
集合住宅
その他
年・合計
グレーター・コペンハーゲン
一戸建て
連棟式戸建て
集合住宅
その他
年・合計

38.7
5.0
4.7
0.8
49.3

0.3
1.7
5.5
0.0
7.6

4.4
8.2
29.8
0.4
42.9

0.4
5.4
14.7
0.0
20.6

3.9
1.9
12.0
0.2
18.0

0.1
0.7
1.0
0.1
1.8

0.1
0.2
2.0
0.0
2.4

0.0
0.0
0.2
0.0
0.3

43.5
15.0
40.2
1.3

100.0

23.0
6.7
9.4
0.8
39.8

0.1
1.0
14.1
0.0
15.2

1.4
5.8
37.2
0.3
44.7

0.1
4.5
19.6
0.0
24.3

1.2
0.8
12.5
0.2
14.6

0.1
0.3
1.1
0.1
1.6

0.1
0.2
3.9
0.0
4.2

0.0
0.0
0.3
0.0
0.4

24.5
13.4
60.9
1.1

100.0

（%）

持ち家2018年 不 明 総合計賃貸小計 アルミン（非営利住宅） 民営賃貸 公営住宅 その他
アンディール

（コーポラティブ）

■ 住宅タイプ別の住宅の規模   ［出典］デンマーク統計局

デンマーク全体
一戸建て
連棟式戸建て
集合住宅
学生寮
その他
コペンハーゲン市
一戸建て
連棟式戸建て
集合住宅
学生寮
その他

112.2
151.6
93.0
78.3
35.5
123.3
84.0
135.4
115.9
80.1
31.9
88.8

平均住宅面積（㎡）2018年

52.3
58.5
49.0
44.1
27.1
49.0
41.3
45.7
41.3
41.2
24.4
22.0

1人あたり面積（㎡）

2.1
2.6
1.9
1.8
1.3
2.6
2.0
3.0
2.8
1.9
1.3
3.4

１戸あたり人数（人）

デンマークの

住宅事情5
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cooperative）に近い形で、1966年以降に登

場した区分所有型の集合住宅よりも古い歴

史を持っている。所有形態としては持ち家

と賃貸の中間に位置づけられるアンディー

ルは、売買においても住宅ローンが使え、室

内の改装も自由なので居住者の感覚として

は持ち家と変わらないにもかかわらず、持ち

家よりも初期費用が低く抑えられるため人

気がある。建物やコートヤード（中庭）の維

持管理には組合員が協力してあたるため、持

ち家の集合住宅よりも住人同士の交流が盛

んなのだそうだ。

　高福祉型社会のデンマークでは意外に思

えるが、公営住宅は全国でも2％未満とほと

んどない。そのかわりに公的な住宅政策の

柱となっているのが、アルミンと呼ばれる非

営利住宅（Non-profit building society）だ。

これは、自治体が建設資金の一部を無利子

で融資してNPOの住宅協会に建設から運

営を任せている、公的な性格を帯びた賃貸

住宅である。供給はおおよそ全住宅の20％

になるようコントロールされている。全国で

は民間賃貸住宅とほぼ同じ程度だが、住宅

不足が叫ばれるグレーター・コペンハーゲン

では民間賃貸を 9 万戸以上上回り、同エリ

アの住宅数の24％を占める。

　住宅の広さは、日本よりもかなり広い。デ

ンマーク全体では1住宅あたりの平均面積は

112.2㎡。一戸建て住宅では151.6㎡、集

合住宅でも78.3㎡となっている。首都圏に

あたるグレーター・コペンハーゲンではやや狭

くなるが、一戸建てで135.4㎡、集合住宅で

も80.1㎡に達する。

　日本は一戸建てが、全国平均で129.84㎡、

首都圏は113.85㎡、集合住宅は全国48.95

㎡、首都圏48.64㎡。一戸建てに比べて集

合住宅の規模の小ささが目立つが、日本の

集合住宅は持ち家と賃貸住宅で大きな差が

あり、賃貸住宅の小ささが平均を押し下げ

ている。持ち家の集合住宅の全国平均面積

は71.69㎡、首都圏68.69㎡に対して、賃貸

住宅は全国41.07㎡、首都圏38.68㎡（い

ずれも「平成25年住宅土地統計調査」）と、

単身者向けを中心に供給される賃貸住宅が

狭い。デンマークの集合住宅では、非営利住

宅がやや狭い程度で、持ち家と賃貸で面積

に大差はない。シェアハウス形式の学生寮

でも一人あたり平均面積は25㎡前後で、日

本の単身者向けワンルームマンション並みの

広さがある。

　デンマークの都市計画は、ヨーロッパ諸国

の中でもトップダウン型で強制力が強いも

のとして知られている※4。政府が基本的な

枠組みと原則を示し、具体的な計画と実施

は自治体に委ねられる。住宅地の開発可能

地域や開発内容は、周辺の自治体も巻き込

む形で厳しく管理されている。住宅建設数

の推移をみると、デンマークでは新築住宅の

供給は1970年頃のピークを堺に急激に減

少していることがわかる。戦後の住宅難に

対応するために策定された新規開発を促進

する都市開発計画によって大量の住宅が建

設されたのだが、それが都市のスプロール化

を招き、所得階層化した住宅地を形成した

ため、基本計画を大きく見直して開発を抑

制する方向に舵が切られたためである。

　 新 築 住 宅の建 築 数は、現 在はやや上 昇

傾 向にあるものの全 国で年 間 2 万 戸 程 度

（2014年～2018年の平均）である。これ

を人口あたりに換算すると、人口1000人あ

たりおよそ 3 戸強となり、日本の7.4戸の半

分でしかない。

　既存ストックの建築年別の量をみると、第

2 次世界大戦前と60～70年代にボリュー

ムがあり、80年代以降の建物の占める割合

は 2 割を切る。平成に建てられた住宅が全

住宅の半数以上を占める日本に比べると、

基本的に古い建物をリノベーションして住

み継ぐ文化が根付いていることがうかがえる。

ちなみに、売買・賃貸にかかわらず、築年数の

古さは住宅市場においてネガティブな条件

にはならない。

　ただし、デンマークではコペンハーゲンへ

の人口集中が続いており、コペンハーゲンは

■ DEVELOPMENT IN HOUSING CONSTRUCTION SINCE1900
Dwellings broken down by year of construction［2004］
Source：Database established by the Centre for Housing and Welfare

Number of dwellings

Rented

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Owner occupied

Total

■ DWELLINGS BY TYPE OF BUILDING AND YEAR
Dwellings constructed during different periods 
broken down by type of building
Source：StatBank Denmark（2005）

Blocks of flats

［出典］Hans Kristensen（2004）『HOUSING IN DENMARK』

1,200

1,000

800
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0

1,000 dwellings

1940Before

Detached and 
semidetached

1940-59 1960-79 1980

※4：海道清信「市民生活の質を高める都市戦略」、『デンマークのヒュッゲな生活空間−住まい・高齢者住宅・デザイン・都市計画』中島明子編著、2014年、萌文社
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慢性的な住宅不足に悩まされている。現地

取 材で話を聞いた人はみな一 様に家 探し

の大変さを口にした。希望のエリアに募集

物件が見つかったら贅沢は言っていられな

い。その場で即決断をしなければ、住む場

所の確保は難しい。不動産ポータルサイト

も存在するが、引っ越しが決まっている人は

SNSもフル活用して情報を集めまくるそう

だ。Facebook には部 屋を貸したい人と借

りたい人が集まるグループがいくつもある。

　コペンハーゲンでは住宅不足に加え、超低

金利政策のおかげでだぶついた資金が不動

産に流れ込み、不動産価格の高騰をもたら

している。取材では家賃や住宅価格ははっ

きり答えてはくれないが、異口同音に今の価

格は異常だと嘆いていた。インデックスでみ

るとデンマークの住宅価格は、スウェーデン

ほどではないものの、リーマンショック直前の

水準まで戻している。デンマーク統計局の

資料によれば、2017年時点でのデンマーク

全体の平均住宅価格は、一戸建てで約3689

万円、アパート（持ち家マンション）で3956

万円。コペンハーゲン市では、一戸建てで約

7891万円、アパート（持ち家マンション）で

5314万円となっている( 以上、１デンマーク

ローネ＝16.7円で換算)。実際に購入する

となると、これに付加価値税（土地も課税対

象）の25％と不動産付加価値税が加わる。

　不動産経済研究所の発表によれば、2018

年の日本の首都圏の新築マンションの平均

価格は5871万円、建売の新築戸建て住宅

は5168万円となっている。コペンハーゲン

市中心地で不動産会社の店舗などをチェッ

クした体感値でいうと、東京の山手線内と変

わらない印象だった。賃貸住宅の家賃は非

課税で、光熱費が含まれるので、契約の際に

提示される物件資料には省エネ性能が明示

されている。

　デンマーク取材では、住人の属性や住宅タ

イプも幅広く選定した 9 軒のお宅訪問をし

た。そこで特に印象的だったのは、デンマー

ク人のインテリアへのこだわりである。デン

マークは、世界的に有名なデザイナーの家具

や照明器具で知られるインテリア大国であ

る。日本でも北欧のビンテージ家具は人気

があるが、その多くはデンマークのデザイナー

や職人によるメイドインデンマークだ。しか

し、名作家具ばかり置かれたショールームの

ような家に一般的なデンマーク人が住んで

いるわけではない。確かにどの家も、日本人

の平均的なインテリアと比べると、センスよ

く上品に設えられている。だがそこに置か

れた家具類は、必ずしも有名な名作やリプロ

ダクト品だけではなく、古道具屋で買ってき

たモノや、拾ってきたもの、もらったもの、DIY

で自作したものなどもあり、必ずしも高価な

ものばかりではない。IKEAのプロダクトもご

く一般的だ。名作家具はやはりデンマーク

でも高価であるため、若い人には手が出ない

のだろう。

　では、日本人のインテリアとの大きな違い

は何か。それは、デンマークでは、自分と自

分の空間にどのような影響を与えるか、一つ

一つが吟味されて選ばれていることである。

新築で買ったアパートメントがツルッとして

味わいがないので、自分が好きな家具やファ

ブリックを徐々に揃えながら、少しずつ自分

の個性を出すようにしていると語った女性

は、まるで住まいを育てているかのような口

ぶりだった。多くのお宅で、家具や室内装飾

のための雑貨などにまつわる由来を聞いた。

自分と自分の家族の物語に関係しないもの

は一切置かないという徹底したスタイルを貫

く住人もいた。

　一方、日本の取材でよく聞くのは「とりあ

えず」という言葉だ。私たち日本人は、引っ

越して来た時にとりあえず安いものを通販

で探したとか、百均でたまたま見つけて便利

そうだったなど、必要にせまられて機能を満

たしたというだけのモノを自分の住空間に多

く抱え持っている。そういう部分はデンマー

クでも皆無ではないのだろうが、若い学生の

賃貸住宅ですら居心地に気を配っているこ

とは十分に感じられた。

　それはデンマーク人のライフスタイルに基

づくところが大きい。週に1度くらいは友人

を招いて一緒に食事をすることが一般的な

デンマーク人の生活習慣である。だからデン
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マークにも「おもてなし」という感覚は強い。

だが、デンマーク人の「おもてなし」は、日本

のそれとはずいぶん違う感覚である。日本人

が友 人を食 事に招く際は、家をきれいに掃

除して手のこんだお料理を作り、細かいとこ

ろにも気を配るよそ行きの「おもてなし」に

なってしまうのに対して、デンマークでの「お

もてなし」はあくまで自然体の日常の中でく

つろいでもらうことである。ホストとゲスト

が一緒に料理をつくりながらおしゃべりする

のもごく普通のパーティーシーンなのだとい

う。ゲストが不快にならない程度なら、別に

完璧に掃除が行き届いてなくてもいい。

　このように人と交流する場でもあるデン

マーク人にとっての家は、住まい手の自己紹

介の場でもある。自分という人間を知って

もらうために、自分の個性を住空間で表現

する。だから、ただ単に安いから便利だから、

あるいは有名だから高価だから、という理由

ではインテリアを選ばないのである。

　わずか１週間のコペンハーゲン取材で、私

が強烈に印象付けられたのは、自らの住空間

と住生活を自らより良くしようとする、デン

マーク人の暮らしへの主体性である。

　本報告書のメインコンテンツは、日本とデ

ンマークの住生活を比較した定量調査にな

る。生活者を対象にして住生活を比較した

初めての大規模な定量調査ではないかと思

う。ある程度予想はしていたものの、それを

超える軽く衝撃的なデータが採取された。2

章の橋口理文・奥田理による分析レポート

で詳しく解説した。また、定量調査の設計

に先立って行われた現地取材を報告する菊

地マリエの取材レポートは、定量データで確

認される彼我の差を、リアルな生活風景で補

強してくれる（3章）。

　本報告書では、日本の住宅というイシュー

ではこれまであまり重視されなかったインテ

リアについて、紙面の多くを割くことになっ

た。

　インテリアはしょせんモノである。建築と

は一線を画する消費財である。不動産との

対比で言えば動産である。要するに、両方の

業界がそれぞれ住宅とは別に扱ってきた問

題である。しかし、インテリアを抜きにして不

動産と建築だけに住まいを還元することは 

難しい。自分の生活実感からしても、住む街

を選び建物を選ぶだけでは自分の住まいは

完成しない。そこに家具や家電をはじめ、さ

まざまなモノを運び込むことで、ようやく住

みはじめることができるし、我が家という実

感が芽生えてくる。

　デンマーク人と日本人の住まいを語る言

葉の違いから、住生活というテーマ設定にお

いて、インテリアを街や建物と同列に扱う必

要があるように思えた。

　注意深く見渡すと、日本の住宅市場でも

インテリアの存在感が増してきているように

見受けられる。リノベーション市場が発信

源である。リノベーション事業者とインテリ

アショップやアパレルブランドがコラボレー

ションする取り組みが増えているのである。

　本報告書の中では中川寛子が、インテリ
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ア市場の現状を整理しつつ、先駆的な事例

として、URと無印良品、大京穴吹不動産と

ACME Furniture（アクメファニチャー）、

リノベる。とJournal Standard Furniture

（ジャーナル スタンダード ファニチャー）の

取り組みを中心に、住宅とインテリアの接近

をレポートしている。

　これらの事例では、インテリアがリノベー

ション計画を主導する立場、もしくはリノ

ベーションとインテリアは、空間づくりの同

等のパートナーとして手を組んでいる。販売

促進の小道具としてのインテリアの立ち位

置とは一線を画しているのである。

　ところで、最近のマーケティングは「モノ消

費からコト消費へ」の転換に大きな関心を

よせている。インターネット通販に圧倒され

る書店のリアル店舗や、成長著しいインバウ

ンドや健康志向の高まりをうけたサービス業

を筆頭に、時間や体験それ自体の価値に注

目が注がれる。背景には、昭和の終わりから

平成にかけての大量消費社会の欲望が飽和

し、シェアリングエコノミーの台頭などで、モ

ノを所有することの意味が批判的に問い直

されている状況もある。

　現実はしかし、モノかコトか、と単純な対

比で切り分けできるものではない。確かに

昭和の高度経済成長期のように、お隣がク

ルマを買ったからうちも早く買わなければ、

のような回路で欲望が刺激されることはな

い。またバブルの頃のように、高級ブランド

であるというだけでモノが売れる時代でもな

い。あるいは、なんらか特定のクラスターに

属しているように振る舞うために、ブランド

の記号をありがたがる風潮もない。

　それでもなおモノは価値を失ったわけでは

ない。第一に、私たちはモノの消費を止めて

いない。キャンプは典型的なコト消費の体

験型商品であるが、私たちは裸でなんの道具

も持たずに狩猟採集生活を体験するわけで

はない。キャンプにレトルトカレーを持参し

て食べるのか、ダッチオーブンでじっくり煮

込んだ肉料理を食べるのかでは、まったく質

の異なる体験・コトだろう。少なくとも現代

社会においては、体験・コトとモノとは、モノ

の意味を介して一体化している。

　柏木が展開する家におけるインテリア論

は、「家具、食器、衣服、書物、そのときどきに

好ましく感じて買ったものや必要にせまら

れ購入した道具など」を、座るための構築物、

食事を食卓に運び食べるための容器、寒さ

を防ぐ布、知識を伝達するための紙製媒体

といった単体のモノの機能や意味ではなく、

総体の関係としてコラージュ空間をつくりだ

すことで、住まい手個人の内面や精神の姿

を映し出す表象作用を持つモノたちである。

　本報告書では、渡會知子准教授（横浜市立

大学）には社会学の観点で、清水千弘教授

（日本大学）には経済学の観点で、住まいと

インテリアの関係について理論的な整理を

してもらっている。

　渡會氏はまず、モノの豊かさか心の豊かさ

か、モノ消費からコト消費のように、人口に

膾炙する二項対立論を問い直すことから、住

まいとインテリアの関係について新たな語り

方を探る。その問題意識は消費記号論的な

私とモノの単純な関係性を超え、住むことが

経験される場として住空間を捉え、それを私

とモノの相互作用、共同達成物と定義する。

そしてそれを踏まえて「モノフォニックな空

間」か「ポリフォニックな空間」か。「主体的・

意識的」か「没主体的・非意識的」か。とい

う 2 つの価値軸で住空間の成り立ちを分析

するための新しい語り口を提示する。

　経済学のフィールドから、仕事との関係で

変化してきた日本の住宅の価値を分析した

清水氏は、今後働き方改革などで在宅時間

が増えると、家で過ごす時 間の質と密 度が

問われるようになると予測する。そのことで、

これまで建物や設備のハード面で快適性や

利便性で語られてきた日本の住宅市場にお

いて、インテリアの重要性が新たな論点とし

て浮上してくる。これまで日本人と住宅市

場が軽視してきた、暮らしの舞台として家を

演出する力。それを手に入れることで、日本

人と家の新しい関係が開かれると、清水氏

は展望する。

　清水氏の考察は、住まいの幸福を考える

調査研究がインテリアに着目する正当性を、

渡會氏の議論は我々の独自調査のアプロー

チの根拠を、理論的に補強し支えてくれる。
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　住宅幸福論研究の序章的な位置づけにな

る前作Episode1※1では、日本の住宅市場の

各プレイヤーが無意識のうちにも行動原理

の根拠としてきた日本人の住宅観を再考す

ることから始めた。

　政治学者の砂原庸介（神戸大学教授）は、

政治の側面から日本の住宅市場の形成を分

析した『新築がお好きですか？ 日本におけ

る住宅と政治』（2018年、ミネルヴァ書房）

のなかで、日本人の新築持ち家志向を「制

度」と表現する。この制度は「様々な公式の

法律や非公式の規範や慣習によって形成」

され、「多くの人々が、好みというだけでなく

不利を回避して新築を中心とした持家取得

という選択を行う」ことで、「人々の住宅を

めぐる選択を制約する」とされる。

　LIFULL HOME’S 総研の住宅幸福論が一

貫して持つ問題意識は、この選択を制約す

る制度のうち「非公式の規範や慣習」にある。

昭和の時代に形成された持ち家神話や新築

信仰に代表される日本の住宅は、日本人を

幸福にしているのだろうか。ポスト平成の時

代にも引き続き可能なのか。住宅市場はこ

れまでの価値観を共有し続けるべきなのか。

　Episode1では平成という一つの時代が終

わるタイミングで、昭和の制度に絡め取られ

た住まいをゼロから見直すべきだという提案

を投げかけた。 以 下、Episode２の議 論の

ウォーミングアップとして、Episode1の内容

を振り返っておく。

　戦後の昭和は、国民のマジョリティを一

つにまとめ上げる夢が共有できていた時代

だった。明日は今日よりもっと豊かになる

ことを、みんなで夢見ることができた。社会

のマスボリュームは均質な核家族で構成さ

れ、夫が製造業の大量生産で経済成長を支

え、専業主婦の妻と子どもがマスメディアに

導かれながら消費社会を牽引した。豊かに

なる夢を少しずつ達成していく日常に、幸福

の確かな手触りがあった。

　長期のローンによって手に入れる新築マ

イホームは、この時代の幸福の実感をもっと

も象徴するものだったと言っても過言では

ない。1973年（昭和48年）に建築家の上田

篤が考案した「現代住宅双六」では、寮や寄

宿舎から始まる住まいが、木造アパートや社

宅や公団・公社のアパートを経て、最終的に

は庭付き郊外一戸建て住宅で上がりとなる。

この時代には「持ち家・新築・一戸建て」は

幸福と直結する記号だった。それを手に入

れるということは、安定した職業的身分を得

て、結婚し子どもをもうけ家族をつくり、資

産形成手段を手に入れたことを意味してい

たし、それを大衆が夢見る幸福な人生と呼

んでも差し支えなかった。

　核家族の形成と持ち家の取得は、昭和時

代の政策によって形成された標準的なライ

フコースである。高度経済成長前の1950年

代から、地方の農村から大量の若者が製造

業の労働力として都市に集まってきた。こ

の人口が分厚い中間層となって日本経済を

※1：LIFULL HOME’S 総研（2018）『住宅幸福論Episode1 住まいの幸福を疑え』

https://www.homes.co.jp/souken/report/201804/" https://www.homes.co.jp/souken/report/201804/
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支えるように、国は家族政策と住宅政策を

整備した。

　具体的には、扶養家族控除で専業主婦を

作り出し、人口の再生産にかかる社会的コ

ストを家庭と一部企業に負担させつつ、住

宅公団（現UR都市機構）や住宅供給公社が

住宅を供給し、住宅金融公庫（現住宅金融

支援機構）が住宅ローンを融資して、勤労世

帯のマイホーム取得を推進した。このように

政策的に持ち家取得が促進された仕組みは、

住宅の55年体制と呼ばれることもある。そ

の一方で、単身者は公庫の住宅ローンの融

資が受けられず、賃貸の公営住宅にも受け

入れられなかった。1970年代に入って公営

住宅の供給が減速していく過程においても、

民営の賃貸住宅には公的な支援はまったく

手当てされなかった。1973年の住宅取得控

除制度に起源を持つ住宅ローン減税制度は、

1978年の創設以来いまに至るまで、不景気

のたびに控除額と控除期間を拡大させなが

ら、国民の持ち家位取得をさらに推し進めた。

　このような政策的な仕掛けにより、質の高

い住 宅に住もうと思えば、結 婚して持ち家

を買うことが合理的な選択になった。平成

バブルが崩壊するまでは、土地神話と言われ

るように地価は一貫して上昇していたので、

住宅購入は資産形成にも有利だった。日本

人の新築持ち家志向は、幸福な住宅観とし

てこの時代に形成されたのである。

　平成という時代は、30年という時間をか

けて昭和が解体される期間だったと言える。

バブル経済崩壊から続く長く失われた年月

を経て平成が終わろうとしているいま、日本

人の住まいの幸 福 観を支えた社 会 構 造は

崩壊したか、もしくはこれから崩壊していく。

それゆえにいま、日本の住宅のあり方は大き

な見直しを迫られている。

　ポスト平成の時代の住まいを取り巻く環

境がどのような様子なのか。大きな3つの変

化を押さえておくことが必要である。それは、

家族と世帯の変化、不動産の資産価値の変

化、テクノロジーがもたらす働き方と暮らし

の変化。この 3 つの要素が、昭和の時代の

住宅観を支えたものだからである。

　日本の総人口は既に減少局面に突入し、

世帯数も2023年にはピークを越えて減少

に転じると見 込まれている。 国 立 社 会 保

障・人口問題研究所の最新の推計（平成30

年）では、2015年に5333万だった世帯数は

2040年には5076万世帯まで減少する。一

極集中と言われる東京都の人口も2015年

を境に減 少に転じ、2025年には世 帯 数も

681万世帯でピークを迎える。

　世帯の構成は高齢化が一層進展し、2040

年には全国の世帯の40％は、世帯主が65

歳以上の高齢世帯になる。同時に世帯は

総じて小さくなる。 平 成の初め頃の1990

年からの変化でみれば、単独世帯は23％か

ら2040年には39％へ、夫婦のみ世帯は同

16％から21％へ、ひとり親と子世帯が7％

から10％へと増加し、かつて最多の構成比

を占めて標準と呼ばれていた夫婦と子ども

からなる世帯は1990年の37％から23％ま

で減少し、三世代が同居する世帯は17％か

ら7％へ激減する。2025年以降にはすべて

の都道府県で単独世帯が最大の割合を占め

るようになるなど、ポスト平成時代は、一人暮

らしが日本のもっとも一般的な暮らし方に

なる。

　長く、家族は社会の最小単位とも言われ

てきた。広辞苑では家族を「夫婦の配偶関

係や 親子・兄弟の血縁関係によって結ばれ

ポスト平成の

家族と世帯2
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［出典］第10回「日本人の意識」調査（2018）／NHK放送文化研究所

た親族関係を基礎にして成立する小集団」、

世帯は「住居と生計を共にしている人々の

集まり」とされる。しかし、人口動態が予測

する近未来には、これまでの家族や世帯の定

義では捉えきれない暮らし方が主流になっ

ている。

　一人暮らしの急増の他にも人口動態の新

しい流れとして、非親族・非血縁関係の同居

の増加がある。全世帯数に占める割合はま

だ小さいものの、90年代後半からの伸びが

大きい。大部分は男女の同棲や事実婚であ

るが、最近多くの自治体がパートナーシップ

制度を始めており、LGBTの同性カップルの

同居も急速に市民権を得てきている。

　統計では捉えきれない暮らし方の実態も

増加している。たとえば統計上は単独世帯

に分類されるシェアハウスの住人は、親族関

係を基礎にしない小集団であり、住居は共に

しても生計は共にしない。

　NHK 放送文化研究所の大規模な世論調

査「日本人の意識調査」は、45 年間にわたる

時系列調査を通して観察されたもっとも大

きな日本人の意識変化として、結婚や出産

による家族形成に対する意識をあげる。結

婚することについて「必ずしも必要はない」

と考える人、子どもを持つことについて「結

婚しても、必ずしも子どもをもたなくてよい」

と考える人の割合は一貫して増え、直近の

調査ではそれぞれ 68％、60％と多数派に

なっている。結婚と出産によって家族をつ

くることは、もはや日本人の当たり前ではな

くなり、家族は各個人の自由な選択に委ね

られている。

　これまで住宅需要は「一家族＝一住宅」と

いう価値構造に支えられてきた。夫婦と子

どもからなる一つの核家族が一つの住宅を

使用して一つの世帯を構成した。住宅は家

族を容れるハコ（上野千鶴、2002年『家族

を容れるハコ　家族を超えるハコ』平凡社）

であったわけである。一人暮らしは親元から

独立して家族を形成するまでの仮の状態で

あり、もしくは配偶者と離別・死別した後の

家族の遺構であった。

　しかし現実にマジョリティになった一人暮

らしは、世帯の概念から家族の前提を消し

去った。多様なパートナーシップによる共同

生活やシェア居住は、配偶関係・血縁関係・

家計関係を前提としない新しい“ 家族” 像

を生み出す。要するに、家族や世帯という

概念の定義が溶けているのである。ポスト平

成の時代には、かつて家族や世帯と呼ばれた

集団を規定していた輪郭は曖昧になり、従来

の家族を根拠としていた諸制度は効力を失

う。そして新たな基本単位としての個人と、

個人と個人の新しいつながり方が、社会を構

成していく。

　麗澤大学（現在は日本大学）の清水千弘

教授らがシミュレーションした結果、少子高

齢化による現役世代の負担の増大は、2040

年に日 本の地 価の総 額を2010年の3分の

1にまで下落させるインパクトがあるという

（三浦展、麗澤大学清水千弘研究室、2014

『日本の地価が3分の1になる! 2020年 東

京オリンピック後の危機』光文社）。まさに

暴落、アセットメルトダウンという状況であ

る。

　不動産コンサルタントの長嶋修氏は、清水

教授のシミュレーションも踏まえつつ、この

ような地価の下落は全国で一律一様に起こ

るわけではなく、不動産価格は三極化してい

くとみる。長嶋氏の見立てによれば、今後日

本の不動産は、価格が維持ないしやや上昇

する15％程度のエリアと、ゆるやかに下落を

続けいずれ半値になる70％のエリアと、無価

値ないしはマイナス価値になっていく15％の

エリアに分別されていく（長嶋修、2017『不

動産格差』日本経済新聞出版社）。
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　 世 帯 数の頭 打ちと高 齢 化に伴い、現 在

100万戸弱で推移している新設住宅着工数

は今後徐々に低下していくものの、2030年

には住宅総数は7126万戸まで積み上がり、

そのうち30％にあたる2166万戸が空き家

になる、と野村総合研究所（NRI）は試算す

る（NRI、2017年「2030年の住宅市場～

空き家率の抑制に向けて、早急な仕組みづ

くりが必要～」）。

　人口動態がもたらすアセットメルトダウン

は、あり余る空き家という形で否が応でも

可視化されることになる。このような状況の

中で、持ち家を取得することは資産形成にな

るという従来の言説は、ごく一部の地域（長

嶋氏によれば15％）を除き、合理的な根拠

を失っていく。

　他方、テクノロジーの進化が都市・住宅の

あり方を根本的に変える可能性があると指

摘されている。大きな変化をもたらすもの

の一つは仕 事のIT 化の進 展。 もう一つは

2020年代後半には実現すると予測されてい

る完全自動運転の自動車である。

　AIやロボットの進化は仕事の多くを無人

化していき、人間に残るのは、新しいアイデア

を生み出すクリエイティブな仕事か、ロボッ

トでは不可能なホスピタリティが求められ

るサービス業か、大別すればその2つの方向

性に集約されていく。前者については働き

方改革の流れの中でテレワーク化・リモート

ワーク化が広がる。企業に属しながら自宅

かサテライトオフィスで働くというワークス

タイルも特殊なことではなくなるだろう。

　仕事の質的な変化と在宅勤務や副業・兼

業の普及により、仕事と暮らしの空間的・時

間的な線引きは曖昧になり、働く／暮らす空

間の関係も渾然一体に溶け合う。職場＝生

産の場／住宅＝再生産の場、あるいは職場

＝労働の場／住宅＝消費の場という対比は

崩れ、住むことの意味が変容する。

　レベル 5 と呼ばれる完全自動運転技術は、

慢性的な人手不足によるドライバーの過重

労働とコスト高を解決し、さまざまな領域で

ネットショッピングの普及を促す。これは買

い物難民の救済を意味している。完全自動

運転のバスが普及すれば、人口減少でバス路

線の維持が収益的に難しくなっている地域

でも、再びバスを走らせることができるかも

しれない。完全自動運転化した自家用車が

ライドシェアされるようになれば、まったく新

しい通勤方法が出現する可能性も出て来る。

　このように人々を毎日の買い物や通勤か

ら解放することで、テクノロジーの進化は住

む場 所の選び方の選 択 肢を広げる。 具 体

的に言うと、家選びの重視条件の中から都

心部からの距離や最寄り駅からの距離等の、

通勤利便性や買い物の利便性などの重要度

を下げることができるわけだ。

　あり余る空き家と自動運転はまた、これま

ではハードルが高かった他拠点生活を実現

する機会を都心居住者に与えてくれるだろ

う。週または月の半分の時間をそれぞれ過

ごす場を2カ所持つことになれば、それはも

はや自宅／セカンドハウスと呼び分けること

には意味がなくなるだろう。
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　以上で簡単に振り返ったように、住宅市

場を支えた社会構造の大きな変化により、

人々の住まいのあり方や選択肢は格段に広

がっていく。否が応でも、昭和の時代に形成

された住宅市場の“普通”は、見直しを迫ら

れることになる。

　LIFULL HOME’S 総 研が2018年に実 施

した全国の20～69歳の男女個人1万8000

人対象の「住まいの幸福度に関する調査」で

は、持ち家か賃貸か、戸建てかマンションか、

など住宅種別による幸福度がどのように異

なるのかを検証した。調査結果から要点を

抜き出して整理しておく。

　まず、いまの住まいに対する満足度を、「非

常に満足している」を10点、「まったく満足

していない」を0点として回答を求めた平均

点を、持ち家グループと賃貸グループで単純

に比 較したところ、持ち家に住む層のほう

が賃貸住宅に暮らす者よりも住まいの満足

度が高いという結果が得られた。持ち家の

平均が7.2点、賃貸の平均が6.4点となった。

どちらも8点に最多ボリュームが分布するも

のの、賃貸の場合は8点への集中度が低く、

5点、6点への回 答が持ち家に比べて多かっ

た。同様に、持ち家、賃貸ともに、マンション

のほうが戸建てよりも満足度が高く、持ち家

では新築で購入したほうが中古で購入する

よりも満足度が高いという結果である。

　しかし、この集計結果をもってただちに新

築マンションの購入が幸福への近道である

と認めることは早計である。住宅の質と世

帯年収とは相関が高く、世帯年収の高い層

ほど、持ち家比率、マンション比率、新築で

取得する比率が高い。そして世帯年収別に

満足度の平均得点を比べると、200万円未

満の6.5点から1000万円以上の7.6点まで、

世帯年収の上昇に伴い直線的に満足度が高

くなっていることが確認できる。

　つまり持ち家の満足度の高さには、その背

景に世帯年収の高さという隠れた要因が考

えられるのである。このように原因と結果の

両方に相関する隠れた要因を交絡因子とい

い、交絡要因による作用を交絡バイアスとい

う。

　幸福学の研究では所得と人生の幸福度と

の間には正の相関関係があることが一般的

に知られている。そして、人生の総合的満足

度（＝幸福度）は、仕事、家庭、所得、健康など、

人生を構成する各論における満足度と全般

的に相関する。自分の人生が幸福だと回答

する人は、仕事にも家庭にも収入にも健康

にも一貫して満足度が高い傾向がある。

　これら幸福学の知見を踏まえると、人生全

般に対する満足度と世帯年収の高さと幸福

な住生活の間には一定の相関関係にあるこ

とが疑われる。そこで、世帯年収などの個人

属性や世帯年収と相関する住宅スペックな

どを交絡要因と仮定し、そのバイアスを取り

除く特別な集計（傾向スコアによる重み付

け推定法）で、再度住まいの形態と幸福度の

相関を検証したところ、単純なクロス集計で

得られた結果とは異なる発見があった。

　結論から述べると、世帯年収等による交絡

バイアスを排除してもなお、持ち家のほうが

賃貸よりも幸福度が高いという結果が得ら

れた。しかし、バイアスを調整する前の単純

クロス集計の結果よりも両者の差は小さい。

満 足 度の平 均 点は、持ち家7.6点に対して

賃貸7.0点。賃貸の満足度も平均7点台に

乗せる。ただし、賃貸アパート、賃貸戸建て

の満足度は 7 点に及ばず、世帯年収などの

要因を除いてもなお持ち家や賃貸マンショ

ンに比べて一段低い満足度が再確認された。

　持ち家と賃貸で建物についての満足度を

■ 住宅タイプ別の満足度

新築分譲・マンション

中古マンション

注文住宅／建替え

新築分譲・戸建て

中古・戸建て

賃貸・マンション

賃貸・アパート

賃貸・戸建て

7.73

7.73

7.59

7.47

7.22

7.20

6.89

6.61
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■《調整後》総合指標2：現在の住まいへの評価（全体／実数回答）

あなたは現在のお住まいにどの程度満足していますか。
「非常に満足している」を10点、「まったく満足していない」を0 点とした場合、何点くらいになるかをお答えください。

比較すると、「耐震性や省エネルギー性能な

ど建物性能」「新築・築年数」「眺望・窓から

の景色」「物件のグレード感、高級感」など、建

物のハードウエアに関する満足度が総じて

賃貸層よりも高い傾向にあり、建物の性能・

品質が両者の総合的な満足度を分けた可能

性がある。賃貸住宅のなかでも特に古い戸

建てやアパートは居住面積が小さく、建物の

性能面でも設備面でも貧弱なストックが多

いこと、同じくらいの面積のマンションでも

持ち家のほうが賃貸よりも建物性能が高く

高級感もある、という一般的な住宅市場の

肌感覚にも矛盾しない結果である。

　新築マンションの価格が高騰する昨今、持

ち家を新築で買うか中古で買うかについての

議論が大きな関心を集めている。交絡バイア

ス調整後の満足度平均点で比較してみると、

持ち家に関しては、新築でも中古でも満足度

の差はほとんど認められない。これは、新築

か中古かという取得段階の商品形態の違い

ではなく、実質的に今現在の築年数による経

年劣化のほうが影響するためと思われる。

　では、築年数が経過すると住まいの満足度

はどのように変化するのかを、現在居住して

いる持ち家住宅の築年数別に集計して確認
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持ち家の

新築効果は

5 年で薄れる

3

(点)

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 １０点
平均

評価点

平均

評価点

（調整前）

全体

持ち家

賃貸

※各全体値より10pt以上高い数値に網掛け・白太文字／5pt以上高い数値に網掛け／5pt以上低い数値を斜体朱文字

持ち家－賃貸 ―

住宅タイ

プ別

全体

持ち家

賃貸

（％）



したところ、10点満点の満足度は「築0年～

築4年」の時点が7.8点ともっとも高く、築

年数が経過していくに従い得点が低下する

傾向が確認された※2。しかし築５年を超え

ても築14年までは下落幅はゆるやかで7.6

点前後をキープする。築15年を超えると築

24年まで下げ幅が大きくなる。その後、「築

25年～築39年」までは7点前後の横ばい期

間があり、築40年を超えると6.4点へ、築50

年超では5.5点へ大きく下落する。

　以上の傾向から大雑把に推定するなら、

持ち家を新築で取得することによる住まい

の満足度への効果は、おおむね築 5年で薄れ

るということである。築 5年を経過する頃に

は築15年弱の中古住宅と満足度は変わら

なくなる。また中古住宅も築20年と築30

年では、満足度の違いは微々たるものである。

　賃貸住宅の場合には、築9年以内までは

7.0点を維持し、持ち家よりも新築効果が持

続していることがわかる。

　世帯年収の高低によるバイアスを取り除

き、住宅タイプ別の満足度を冷静に比べて

みると、従来思われていたほど新築の持ち家

に大きなアドバンテージがあるわけではない

ことがわかった。新築分譲マンションの満

足度が賃貸マンションの満足度よりも高く

みえるのは、住んでいる層の年収の高さによ

る人生全般への主観的幸福度の高さによる

ところが大きい。世帯年収の高い層ほど面

積などスペックの高い持ち家に住んでいる

割合が大きいので、単純に住宅タイプ別に比

べてしまうと、年収の影響を強く受けるので

ある。これまで多くのマーケットリサーチは、

住宅タイプによる違いを比較しているつもり

で、その実、世帯年収の違いを比較していた

という誤りを犯してきたのである。

　そこで、Episode1では、世帯年収が低いこ

とによる不利な条件にもかかわらず、現在の

住まいに対する満 足 度が高い層と、逆に有

利な条件を有するにもかかわらず、満足度が

低い層を比較することによって、住まいの満

足度を上げる／下げる要因を分析した。

　みえてきたのは、街との関わりや家で過ご

す時間など、暮らし方が住まいの幸福度を

左右するという傾向である。重要なのは、住

み替えによってどんなハコを手に入れるかで

はなく（賃貸アパート・戸建てではハコの影

響も無視できない）、どんな暮らしを手に入

れるか、なのである。以下に整理しておく。

• 持ち家か賃貸か、マンションか戸建てか、

新築か中古か。ハコの種別による住ま

いの幸福度は大きく変わらない

• 住んでいる街を好きになると住まいの満

足が高くなる

• 家で過ごす時間的なゆとりを増やすと

住まいの満足が高くなる

• 経年変化に対してポジティブになると住

まいの満足が高くなる

• 賃貸のアパートや戸建てでは、広さや建

物性能、設備などのハード面の質向上に

よる満足度向上の余地は小さくない

　亡くなった祖父母が暮らしていた家を受

け継いで住んでいるバツイチ女性の中田一

会さんの暮らし方を紹 介した石 神 夏 希の

エッセイが示そうとしたのは、前述の砂原が

指摘する日本人の住まい方を制約している

「非公式の規範や慣習」の存在である。石神

と中田さんは、これを家庭の幸福という呪い

※2：この築年数別の分析は、交絡バイアスの調整はしていない。

家族の幸福
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であると表現する。

　中田さんが住む家には、自分とは違う母

方の苗字が表札として掲げられたままであ

る。表札は、「家」と「イエ」との間にある強

い関係を可視化するラベルだ。家長の氏で

ある「イエ」には家族の規範があり、その表

札を掲げる「家」には、その苗字が示す「イエ」

がべったりと張り付いている。中田さんは、

かつて親族家族が住んでいた「家」を大規模

にリノベーションして自分仕様に上書きす

るでもなく、バツイチの自分と実弟の二人が

模様替え程度で継ぎ接ぎしながら住む。彼

女は、その暮らしのあり方の違和感をもって、

「イエ」と「家族」と「家」の癒着を剥ぎ取る

ように、無言の圧力として自分を抑圧してく

る「家庭の幸福感」の解体に挑んでいるのだ。

　新築の持ち家をより望ましいとしてきた

従来の住まい観を形成し、住宅市場を支え

ている社会構造が足元では崩れ、既存の住

宅不動産業界では捉えきれない住まい方の

ニーズが広がりを見せている。このような見

立てを裏付けるため、従来の一般的な住宅

観の枠には収まらない自由な住まい方の事

例を、住宅ライターの中川寛子が取材した。

　例えば、中古マンションのリノベーション

で手に入れた職と住が一体化した住まい方。

それは商店街の店舗付き住宅という従来か

らの形式ではなく、クリエイティブな職種の

在宅勤務を前提として出現した、きわめて現

代的な働き方に呼応した住まいのあり方で

ある。

　シェア居住の事例も訪ねた。シェアハウ

スは単 身の若 者の新しい住まい方として

2010年頃から注目を集め、昨今では詐欺ま

がいの投資対象にもなるほど一般化してい

るが、シェア居住はすでに、シングルマザーの

シェアハウスや、高齢者と学生のシェア、多

世代交流のシェア、ファミリーも住むシェアな

ど、「一住宅＝一家族」の常識を超えた多様

な住まい方の一つとして広がりをみせている。

中には、都内の自宅と湘南のシェアハウスで

二拠点生活をする夫婦もいる。また単に一

つの建物の中で水回りやリビングを住民同

士でシェアするだけではなく、地域に対して

も開き、ある種のコミュニティ・スペースとし

て運営されている事例もある。マンション

や戸建ての一室を民間図書館としてネット

ワークするなど、シェアという新しい概念も、

すでに想像を超える形で広がっている。

　興味深いこれらの事例は、住まいのあり

方・暮らし方だけではなく、その入 手 方 法

においても従来のシステムの有効範囲が狭

まっていることを教える。わかりやすく言え

ば、LIFULL HOME’Sも含む大手不動産ポー

タルサイトで検索しても、これらの住まいに

たどり着くことは不可能なのだ。不動産ポー

タルサイトの検索ロジックは、一人または一

家族が純粋に住むためのハコを、そのスペッ

クで並び替えするものである。これら新しい

暮らし方が不動産ポータルサイトの守備範

囲外にあるということは、不動産仲介会社や

ハウスメーカー・デベロッパーなどで構成さ

れる一般的な住宅不動産産業でも対応でき

ないことを意味している。

　取材レポートでは、セルフビルドで自宅を

自分でつくる完成しない家や、セルフビルド

を教えるスクール、空き家の所有者とそれを

求める人が直接出会うインターネットの掲

示板など、住まいの入手方法についても、従

来の住宅供給・流通のシステムの外側での

動きが出ていることを紹介した。
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