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　レポートに先立ち、今回の取材の経緯に触れておきたい。私は
日頃、官民連携のプロジェクト形成を中心に、いわゆるまちづくり
の仕事をしている。今回取材をさせてもらうことになったのは、2
年ほど前、世界一の幸福度を誇るデンマークの「まちづくりと幸福
度の関係」について視察をしていたのがきっかけだ。その時は公
共空間の使い方を中心に、代替可能エネルギー、福祉住宅、交通
政策など幅広いテーマを扱った。今回は、その視点を「住まい」に
絞ってできないか、という依頼だった。

　前回の視察で「まちづくりと幸福」の関係について非常に感銘
を受けたのは、デンマークでは「個人と社会が地続きである」とい

うことだ。その根底には民主主義教育がある。といっても、そも
そもの民主主義の捉え方が日本と少し違っている。デンマークに
おける民主主義とは、徹底的に自分にとって何が心地よい状態な
のかを中心に物事を考え議論し、みんなでベストな解をつくりだ
すプロセスだ。A、B、Cから多数決で選ぶのではなく、全部を議論
し比較して、新たなDをつくる。平等とは、丸いピザを均等に割
るのではなく、とてもお腹が減っているAさんが大きなピース、食
が細いBさんは小さなピースと必要な分を議論しながら公平なポ
イントを見つけるのがデンマーク流。なんだかとても人間的な民
主主義なのだ。グループワークを多用し、教育の場でその精神が
養われるという。「心地よさ」を追求する個人の総体が、そのまま
社会になっているから、それは心地のよい社会ができるに決まって
いる。現に、投票率は約9割。ほぼ全員が政治に参加し、意思決
定を行っているといえる。今回は、そんな社会の中で、はたして住
宅がどんな位置を占めているのかを探ることになった。

幸福度No.1の国の「幸せ」と「家」
デンマークの“リアル・ヒュッゲ”な暮らし事例 9

菊 地 マリエ 　 フリーランス・公共 R不動産コーディネーター

デンマークは様々な指標で、幸福度 No.1の国である。

この視察レポートの目的は、その幸福の国デンマークで、幸福度と住まいの間にどのような関係があるかを明らかにすることだ。

2018年10月中旬、実際に現地デンマークに赴き、住居タイプ、居住形態、年齢、性別など

異なる 9 戸の住宅を訪問し、住まいと幸福についてのインタビュー取材を行った。

本稿ではその内容とそこから得られた示唆をお伝えする。

海外視察レポート

まちづくりと幸福度の関係

社会と個人の幸福が地続きな国
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　アルミン（Almene boligorganisation 非営利住宅または社会住宅と訳
されることが多い）若者や高齢者などが入居しやすい価格帯・選考方法の
住宅だ。Almeneは「みんなの」という意味のデンマーク語であり、social 
housingというニュアンスとは異なる※1。実際、入居者の所得制限などは
なく、所得が低い人には家賃補助が支給される仕組みだ。建物のグレード
についてもなんら分譲マンションと変わらず、社会階層が固定化しないよう
誰でも住める住宅となっている。アルミンは非営利団体によって整備され、
貸し出される。初期の整備費用に自治体による無利子融資や金利優遇を
受けられるなど公的なサポートが入るため、比較的安価で住宅を供給でき
る。それとバーターで、自治体は、供給戸数の25%の居住者を指名できる
権利を持ち、ある程度恣意的に特定の人口層を誘導できる。
　アルミンは高福祉国家デンマークの住宅政策の要であり、全戸の20%程
度となるよう戸数がコントロールされている※2。社会住宅という分野で比
較すれば他のヨーロッパ諸国に比べ供給割合が圧倒的に多い。これに類
する日本のURの住宅含む公営住宅の割合は約9%だから、日本の2倍以
上の割合だ。興味深いのが、賃料に管理費や修繕費も含まれ、外壁の修復や、
各戸の設備の修繕にも住民の意向が反映されるところだ。テナント・デモ
クラシーなどとも呼ばれ、自治文化の強いデンマークらしい配慮である。

　もうひとつデンマークで特徴的なのが、所有と賃貸の中間といわれ
るアンディール（Andelsboliger）という形態だ。デンマーク人は3人
集まればAssociation（組織）をつくると、短い滞在期中、3回は聞いた。
アンディールは、そんなデンマーク人ならではの形態だ。初期住民で協
同組合を設立し、土地・建物を所有。20%を組合で出資し、80%は市
中銀行からのローンを組む。組合が所有権を持ち、居住者である組合
員は居住権や建物使用権を取得する。その対価として、賃料のような
形で分割されたローンを組合を経由して返済していく仕組みだ※3。
組合の承認による、居住権は売買することができ、ローン残額により金
額は変動する。リノベーションなどは自らの投資によって行うことが
でき、原状回復義務はない。住民全員が組合員なので、建物全体や共
用部の修繕・清掃などについては話し合いで決定する。また掃除など
のメンテナンスも自分たちで行うといった独特のコミュニティがある。
デンマーク全体では少数派だがコペンハーゲンでは33%もの割合を占
める（上図参照）。1つの建物に対して、ローンを組合員分に分けて返
済するという方法は、後ほどでてくるコーポラティブハウスでも適用さ
れていたし、夫婦二者間でも使われている一般的な手法のようだ。ファ
イナンスのあり方も、住み方をかたちづくるひとつの要因といえよう。

　まず、デンマークの住宅について基本的な概
要を説明しておきたい。
デンマークの代表的な住居タイプは以下の4つ
に分けられる。

　取材では、これらを網羅したのに加え、コー
ポラティブハウス、そして最近新しい暮らし方
としてデンマークに広がりを見せているという
エコビレッジを訪問した。
　それぞれの住居形態の割合は右図の通りだ。
アンディールとアルミンについてはデンマーク
独特の形態なので、以下解説を加える。

□  持ち家
□  賃貸
□  アンディール（協同組合型住宅）
□  アルミン（非営利住宅／社会住宅）

［デンマークの住宅事情］

■ デンマーク・コペンハーゲンと日本・東京の住宅所有形態の割合と住宅面積

住宅所有形態

戸建て持ち家

協同組合住宅

借  家

非営利住宅

公営住宅地

民間借家

給与住宅

不  明

合  計
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コペンハーゲン
（％）

全 体
（％）
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5

20

2

20

―
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100

［資料］※ 2012年は都市・住宅・地方エリア省の資料より作成
※※ Hans Ktistensen, Housing In Denmark;Future of Cities, 51.st IFHP
World Congress, Centre for Housing and Welfare-Realdania Reseach, September 2007, P8より作成
※※※ 総務省『平成20年住宅・土地統計調査』。日本の非営利住宅はURと公社の住宅を指す。

［出典］中島明子（編）、（2004）『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』
萌文社, p33

アルミン（非営利住宅／社会住宅） アンディール（協同組合型住宅）
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「住まいの幸福論」仮説

　ここまで書いておいてなんだが、この取材は当初、日本を発つ日に
なっても仮説が「空っぽ」という異例の状態で始まった。いくら考
えても、何も思い浮かばなかったのだ。
　日本の不動産ストックのうち、住宅は資産価値ベースで約1/5を
占める※4。さらに日本人の平均住宅滞在時間は15時間15分（平日）
だ※5。住宅は、まちづくりの対象者である市民が日々過ごしている
場そのものといえる。なのに、その住宅のあり方に対して、仮説すら
立てられないほど、語る言葉や理想像を持たない自分に唖然とした。
都市に関わる仕事をしている者として失格だ。
　振り返ると、私はまち（社会）のことを考える時、常に「ソト」のこ
としか想定していなかった。学校、職場、商店街、図書館、お店、カ
フェ、本屋、居酒屋、道路、電車など、広義のパブリックスペースだ。
しかし、私の脳内シミュレーションには、そこからプライベート空間で
ある「ウチ」に帰った人々の姿は見当たらない。一般人は家に帰っ
てお風呂に入って寝る。起きる、出勤。以下同文、省略。というプ
ログラミングで自動処理されてきたようだ。
　もちろん、空き家問題、スプロール化する都市の郊外住宅、環境性
能の規制強化など、住宅政策についての意見は山ほどある。しかし、
お題はとても主観的でふわふわした「幸福」と「住宅」の関係なのが
厄介だ。私は住宅を、水道や道路などのインフラに類する「不動産」
として捉えており、「上質」「丁寧」そんな言葉が踊るマンション広告
やライフスタイル誌は、抗えないドライな不動産・金融市場や政策を
隠蔽し、上滑りしていて空々しいと感じていた。間違った住宅選び

でもしたらローンや遺産を背負い、むしろ幸福は破壊される。幸せ
を得られるような住宅は、バイクや車のような嗜好品。それもかなり
高価な、富裕層が楽しむものだ。私の関心フィールドではない。い
ずれにせよ、市井の人は理想の住まいの話なんてしている余裕はな
い。住まいを選べるご身分になる前に、現実問題、みんな生活があ
るんだ。
　「幸せな住まい」の取材方法として、シェアハウスでの新たな暮ら
しの価値、リノベーションによる住まいへの愛着の変化といった特殊
事例からポイントを抽出し、帰納的に論じることはできる。しかし、
それが「国民の幸福度」の高さにどれだけ影響を与えているといえる
だろうか。今回はデンマークという国レベルでの幸福度を扱うのだ
から、スコープは、マジョリティの住む一般的な住宅と幸せの関係で
なければならないはずだ。インタビュー対象者の基準は幸せな暮ら
しをしている特殊ケースではなく、住居形態が違いによって選定され
たいわゆる一般人だ。
　こうして、今回の調査における、私の個人的なミッションが決まっ
た。私の中に潜んでいる「社会」と「住宅」の間の大きな断絶を接
ぎ合わせることだ。私の脳内で、まちから姿を消し、フェードアウト
していってしまう一般の人たちを追いかけ、彼らのウチ（住宅）につ
いて聞き、それがソトのまちや社会と、どんな風に関係しているのか。
「断絶」あるいは「接続」があるなら、それはどうなっているのかを、つ
ぶさに観察する。それを通じ、デンマークの幸福度と住まいの関係
を突き止めることができるかもしれないと考えた。

※1 : 辻壽一、馬場麻衣、2016,「デンマークの住宅タイプと社会住宅の経営管理の特徴に関する研究」
※2 :［出典］中島明子（編）、（2004）.『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』萌文社, p43
※3 : 辻壽一、馬場麻衣、2016,「デンマークの住宅タイプと社会住宅の経営管理の特徴に関する研究」
※4 : 内閣府HP「平成30年7-9月期の固定資本ストック速報 : 結果の概要」

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kotei/files/pdf/h23/stock18q2_point_jp.pdf
※5 : NHK放送文化研究所（世論調査部）、2015、「国民生活時間調査報告書」
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　私たちが最初にお邪魔したのは、コペン
ハーゲンで最も路線価が高いフレデリックス
ベアという高級住宅街の一角にある、築130
年ほどの賃貸の集合住宅。しかも、240㎡も
ある豪邸だ。この取材中、最初にして、最高
級で最大、最古のお部屋に来てしまった。そ
もそも、こんなに耐久性のある集合住宅は日
本に存在していない。博物館にでもありそ
うな、木製のエレベーターを愛でながら、磨り
減った石の階段を上る。
　「hej（＝Hi）」迎えてくれたKatinkaさん
は、高級マンションのマダムのイメージからは
かけ離れた、気さくでテキパキとしたショー
トカットの女性だった。彼女は建築家で、旦
那様のUlrikさんは、コペンハーゲン市役所の
都市計画課にお勤めのアーバンプランナーだ。
2人のお子さんとの4人暮らしで、5カ月ほど
前にこの部屋に引っ越してきたばかり。玄
関を入ってすぐの書斎には、大判の書籍が

ぎっしり詰め込まれた一面の本棚があり、中
にはKatinkaさんが建築家だった祖父から
引き継いだという、日本の建築家の古ぼけた
漢字のタイトルもいくつか並んでいた。

　一番お気に入りの部屋であるという光の
たくさん入る広々したリビングで話を聞いた。
さて、まず気になるのが、住宅や都市に関わ
る職業柄、住まいリテラシーが非常に高いと
思われる夫妻が、なぜ敢えて賃貸住宅を選
んでいるかということだ。
　「理由は4つある」。いかにもノルディック
な四角い黒メガネのUlrikさんの話は、理路
整然としている。まるで何度も授業で話し
なれている教授みたいによどみない。
【①エリア】二人ともこのエリアで生まれ育
ち、親戚や知り合いも多い。近くに素敵な公
園もあり、都心に近いのにゆったりもできる
このエリアが気に入っていたこと。
【②面積】KatinkaさんとUlrikさんは再婚
であり、子供たちは父親と血縁関係にない。
ずっと一緒に生活してきたわけではないので、
通常の家族より個人としてそれぞれにスペー

スが必要だと考えた。
【③サマーハウス】7年前にサマーハウスを購
入していたこと。
【④バランス】したがって、この①エリアで、
②広いスペースが必要となると、現在の市況
では経済的に賄えるのは必然的に賃貸物件
になる。さらに、キッチンとコートヤードが
小さいことが今の家を選ぶ際のネックだっ
たが、③たくさん日の降り注ぐサマーハウス
があるのでそこは我慢。もしなかったら違う
選択肢にしていたかもしれない（とにかく日
光 !）。
　今は都心にレンタルを持ちながら、週末に
サマーハウス通いというバランスが心地いい
と感じているのだそう。この高級住宅地に
住みながら、サマーハウスとは。どれだけリッ
チなんだ。雲の上の生活に思えるが、デン
マークでサマーハウスを持つことは比較的普
通のことなのだ。北欧3国に共通して言え
るが、彼らは自然の中に身を置くことをこよ
なく愛している。人間らしさを取り戻せる
場と感じているそうだ。そもそも都市に住
むにはほぼ集合住宅という選択肢しかない
からだろうか。Katinkaさんも子供が生まれ
たと同時に友達とシェアしてスウェーデンに
サマーハウスを購入したのを皮切りに、売買

1Case 住まいは自分自

Katinkaさん&Ulrikさん の場合

▶  築 年   1890年築

▶  面積   240㎡

▶  居住形態   賃 貸

▶  地区　Frederiksberg

都心の賃貸とサマーハウスで

バランスをとる
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を繰り返しているという。

　とはいえ、Katinkaさんは建築家。賃貸で
家に手を入れられないために、ストレスは感
じないのだろうか。「確かに、所有するより
家への投資額は下がるでしょう（例えばキッ
チンをもっと大きくしたいけど我慢している
など）。しかし、このアパートが気に入って
選んだし、前の人が積み立ててくれていた修
繕金で、入居時に気に入った壁の色にも塗
り直してもらった。あとは、家具を合わせて

いくことで、自分の家にしていけると思って
います」。
　インテリアで自分の家にしていくことがで
きる?どういうことなのだろう。それはすぐ
に明らかになった。案内してくれた寝室に、
水墨画の掛け軸がかかっていた。意味もわ
からないだろうにオリエンタリズムっぽくて、
なんだか趣味悪いな…と、少し白けた気持ち
になったのも束の間「私の祖父は豪華客船
のコックで世界中を回っていました。これは
その祖父が韓国に停泊した際に購入したも
のです。」とUlrikさん。アンティークショッ
プでよく見る、どうにも実用性のなさそうな
トランクも「これは私の祖母が嫁入り道具

をいれたトランクなの。昔はそういう風習が
あってね」と。家は、「自分の先祖から伝わ
るもの、旅行で買ってきたもの、好きなものや
素敵な内装に囲まれ、最も親密な家族と過
ごす場所。遠くにいても帰ってきたいと思え
るリラックスできるところ」だそうだ。そこ
には彼らのルーツや生きてきた痕跡があった。
この調子で理由やストーリーなく置かれてい
るモノは1つもなさそうだ。そういうものに
囲まれていることで、自分のつながりを確か
め、安心できる場所を確保しているのだ。

　最後に彼女にとって「家」とはなにか。
Katinkaさんの端的なコメントが印象的だっ
た “It is who we are（私たち自身です）”と。
「アイデンティティの一部であり、自分のパー
ソナリティを反映している場所。オープンで
いたい、ホスピタリティを振る舞いたいとい
う性格と、この家が一致していて、個人の価
値観と重なっています」。
　最後にUlrikさんが加えた「私たちは、こ
の辺では最も大きな家に住んでいると思う。
間違ったイメージを持たないために言うんだ
よ。僕はこの辺で育ったけど、とっても小さ
い家だったし」。デンマークでは謙遜の文化
が一般的だと聞くが※6、このコメントにも、ど
こまでも謙虚で自慢嫌いな、フェアであろう
とするデンマーク人の一端が見えたようだっ
た。

❶玄関を入ってすぐにあるスタジオ。壁一面の本棚の中には、Katinkaさんの祖父から引き継いだという、日本の建築
家の作品集も並ぶ。❷前の住人が積み立ててくれた改修費で、入居時にお気に入りの色に塗ってもらったという寝室。
こちらの掛け軸や宝箱も先先代から引き継いでいる本物のアンティークだ。

ハウスウォーミングパーティー（引っ越しを祝うもの）にはなんと100人ちかくの友達を迎えたというダイニングルーム。
家族とは毎日食事を共にするのが当たり前だ。

インテリアで自分の家に

していける！？

1 2

家はアイデンティティの

一部である
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　コペンハーゲン中心部でエレベーター付き
の集合住宅にお目にかかることは滅多にな
い。この築100年超の集合住宅もご多分に
もれず。6階まで息を切らせて階段を上が
ると、Allanさんは、1歳になる一人息子のス
ウェン君を腕に抱えて出迎えてくれた。
　Allanさんの住むベスタブロ地区は、元労
働者のまちであり、小さな部屋のアパートメ
ントが多い。子供はいても1人まで。隣には
Katinkaさんたちの住む高級住宅地で、様々
なものが混在している。「コペンハーゲンは、
ヒップで、様々な文化や国籍の人が集るダイ
バーシティに富んだまちだが、ベスタブロはそ
れが最もよく現れているエリアかもしれない。
観光地ではなく、このローカル感がいい」と
Allanさん。
　彼は祖父の代から内装の施工の会社を運
営する3代目だ。先月まで育休をとってい
たが、この日はどうしても子供が保育園に行

きたがらないので仕方なく仕事を休んだとの
こと。デンマークでは女性の90%が働いて
おり、78%が出産後も会社復帰する。育児
は女性のものではなく、どちらか都合のいい
方が担うものなのだ。普段から、家族3人だ
けのときはだいたいAllanさんが料理をつく
るそう。家事を分担する夫婦の方が幸福感
が高いという統計がある※7が、この平等感や
柔軟な働き方も、確実に幸福度を上げてい
る一因に違いない。

　Allanさんがこの家を購入したのは1年半
年前。しかし、なんと購入直後に火事でほと
んど焼失するという大災難で、1年かけてフ
ルリノベーションし、住み始めたのは半年前
だ。一緒に働いている建築家にお願いし、間
取りから変えたという。どこを見てもセンス
のよさを感じるが決して華美ではない。3つ
のことにこだわった。まず優先したのはベッ
ドルームを1室余分につくること。夫婦とも、
親戚たちが非常に離れたところに住んでい
るが、仲が良いので頻繁に訪問する。彼ら
のためのゲストルームが欲しかった。2つめは、

壁をとっぱらい、自分にとって大切な光が両
側から入って抜けるようにしたこと。3つめが、
友達や親戚を招いて、食事をつくりながら食
べることが多いため、キッチンとリビングを
一緒にしたこと。食事をつくる時間が一番
好きな時間というAllanさんにとって、キッチ
ン中心の間取りは大正解だったと満足げだ。

　驚いたことに、デンマークでは家を探す際
に、不動産仲介ポータルサイトがほとんど使
われていない。存在はするが、そこに掲載さ
れるのは、市場価格に上がりきったものだけで、
掲載される前に取引されるのが常識のようだ。
では、どうやって家を探すのか?信じられない
が、ほぼ個人的なネットワーク、つまり口コミ
頼りなのだ。Allanさんたちも、ありとあらゆ
る知り合いにアンディールを探していること
を伝え、1年かかって親友の紹介でこの物件
を入手した。不動産屋さんは介さない。そ
れの方が市場で取り引きするより安価で済
む。いかに、自分の希望にあった家を探すの
が難しいかは、例えば、「facebookでこの家
をポストしたら、おそらく即日入居者が決ま

住まいは

ソーシャルライフのベース2Case
Allanさん の場合

リノベーションでのこだわりは

採光、キッチン、ゲストルーム

家探しはウェブではなく

人脈で決まる

▶  築 年   100年以上（正確には不明）

▶  面積   約90㎡

▶  居住形態   

▶  地区　Vesterbro

アンディール（共同所有）
renovated apartment
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るくらいの競争率の高さ」であるという。
　現在、不動産が高騰しており購入は難し
いため、アンディールでしか探していなかっ
た。入居時点では誰も知り合いはいなかっ
たが、アンディールは共同でメンテナンスや
掃除を行うため、嫌でも知り合うことになり、
今ではご近所と仲がいい。持ち家の集合住
宅だと自分の所有している範囲しか手をか
けないが、アンディールは自然とコミュニティ
ができあるのが特徴だ。管理については、年
に一度の総会とそのほかに定期的にワーク
アクティビティ（ファサードや窓枠を塗るな
ど）、ソーシャルアクティビティ（コートヤー
ドでのサマーパーティーやBBQ）がある。ア
ンディールに住むのは結構面倒なこともあ
り、長く居住している高齢者は変化を好まず、
子育て世代の意見としばしばかち合う。中

庭を囲んでいる数棟の建物が一体の組合で
あり、その住民の6割の賛成が得られないと
コートヤードに砂場すらつくれないと愚痴を
こぼす。この辺りの事情はどこの国でも変
わらないようだ。

　Allanさんにとって家とは、「ソーシャルラ
イフにとってのベースとなるもの。自分とい
う人間のレプレゼンタティブであり、パーソ
ナリティが反映されるもの」だという。
　おじいちゃんが設立した工場で作られた
椅子、ロッキングチェアはおばあちゃんから譲
り受けたもの。カップボードには、奥様が旅
行に行くたびに買ってくるマグカップがずら
りと並ぶ。コーヒーを飲むときに、ゲストに

ひとつひとつストーリーを語れるのは意外と
よいエンターテイメントになっているそうだ。
このように、インテリアには自分たちの歴史
やストーリーが表現されている。
　「この椅子は」、といって明らかに高価そう
なデザイナーズチェアを指して言った。「ずっ
と欲しかった椅子だったので、結婚のお祝い
にリクエストしてプレゼントしてもらったも
のさ。どうせ買うなら息子の代まで使える
ものをと思って、いいものだけを厳選してい
るんだ」。すべて、使われるためにあるから、
高級である必要はなく、スウェン君が触って
はいけないものなどはないという。「雑誌の
中のような部屋じゃなくっていい。高いもの
も安いものもあるけれど、自分たちに意味の
あるものに囲まれていたい」。そんな主張が
徹底した部屋だった。

❸マットレスのようなローソファはスウェンくんの格好の遊び場。❹料理はほとんど自分がするというAllanさん。家事も、子育ても女性の仕事という概念は本当に希薄なようだ。

❶友達を招き料理をしながら食事と
会話を楽しめる、キッチン・ダイニン
グ一体型へのリノベーション。デン
マークでは最近この間取りが人気だ
という。❷結婚を記念しリクエスト
して買ってもらったという念願のレ
ザーの椅子。徐々にコレクションして
いくのもまた愉しみのようだ。

1 2

3 4

家はソーシャルライフのベース
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　Frederiksberg地区は、ロイヤルコペンハー
ゲン本社と製造工場があった場所だ。Ditte
さんの住むアパートメントは、その工場の1
つを、ほぼ骨組みだけ残し、住居にコンバー
ジョンしたものだ。Ditteさんの部屋は最上
階。屋根裏っぽく傾斜のある壁が秘密基地
感を漂わせ、それだけでわくわくするような
空間だ。窓が多い上、目の前が広場なので
眺望は抜けており、大きなバルコニーにはハ
ンモックと前のパーティーの痕跡が残ってい
た。

　ストレートでパツッと切られたセミロング
のブロンドヘアに黒縁のメガネ。どこかアメ
リカンな英語が、主張の強さを感じさせる
Ditteさん。彼女は、「ペアレンツバイ」で大
学入学時からここに住み始めた。これは、両
親が自らの居住用ではなく、子供のために投
資して家を購入し、子は親を通じてローン
を返済する形式のことだ。大学生から自立
して親元を離れるデンマークでは、一般的に
用いられている。Ditteさんは2009年に大
学を卒業、働き始めるタイミングで両親から

ここを買い取り、自分の所有とした。この
エリアの利便性や公園が近い立地も家も気
に入っていたので、他の選択肢は特に考えな
かった。
　所有の場合、アンディールのような共同作
業はないが、オーナー全員が属するハウジン
グアソシエーション（住民組合）があり、年1
回総会がある。数名のボードメンバー（理
事、幹部）がいて（誰もやりたがらない）、ミー
ティング頻度は2～3カ月に1回。Ditteさ
んはあまり出席しない分、欠席時に決まった
ことも受け入れるというスタンスだ。持ち家
の自由を生かしDIYで玄関上にフラットを
作った。ハシゴを作ったのは父で、色は自分
で塗った。壁紙も自分で選んだものを貼っ
ている。「よく見るとSFのキャラが小さく
紛れているでしょ」と、壁紙の柄に意外な一
面を知ることになる。
　「この部屋の小さなディテールが好きなの。
ちょっとアングルがあって収納したり飾った
りする柱やスペースがあるでしょ。一日中光
が入って明るいし。」オープンでキッチンと
リビングが一緒になっているところもお気に
入りポイントだ。「かなり友達をよく呼びま
す。2日に1回は行くか来るかしている感じ。
ディナーっていうよりは、うちに寄って行く

という気軽なものだけど」。友達とは、どれ
くらいの親密度の人を呼ぶものなのだろう。
「幼馴染、高校からの友達、大学の友達、前の
職場の友達。ちょっとずつ、色々かな」。

　以前、婦人用雑誌の編集をやっていたとい
うので、インテリアセンスが抜群なのは当然
かもしれないが、そこにはどんな思想がある
のだろうか。「机や椅子は中古をヤードセー
ルで買ったものを直してもらったもの。青

3Case

大学生での自立が前提

「ペアレンツバイ」という形態

新築には古い家具で質感を補充

住まいは

パーソ リティを する

Ditteさん の場合

▶  築 年   12 年

▶  面積   約 57㎡

▶  居住形態   所有（集合住宅）

▶  地区　Frederiksberg
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いソファは新品。ちょっとずつ揃えてます」。
新築の建物についてどう思うか聞いてみる
と「設備的には長持ちするし完璧ね。特に
エレベーターは最高!」と価値を認めつつ「で
も、やっぱり古くて心地のよい質感の方が好
き。年季の入っている部屋だったらもっと
よかったけど。その要素だけはこの部屋では
どうしても足りないから、古い家具でその雰
囲気を出すように努力しています。もっと
壁に色々装飾を入れたいし、もっとグリーン
も増やしたい。自分の理想が100点だとし
たら、85点かな」。
　アクティブな彼女らしく家での過ごし方
はその年ごとのマイプロジェクトによって変
わるそうだ。彼女は意図的に1年ごとに趣

味を変え、「去年のテーマはギターだったから、
ギター講座に通って家で練習。プログラミ
ング講座の時はPCと格闘していたし、今は
編み物に集中している」。なるほど、すっか
りインテリアと化していた部屋の端っこの毛
糸玉が急に存在感を持つ。

　そんなDitteさんにとって家とは「Way of 
expressingー個性を表現できる場所」だと
いう。「花柄の洋服が好きでたくさん持って
いるんだけど、家の中のデコレーションやタ
ペストリーも花柄が多いでしょ。自分の好き
なもの、自分にまつわるストーリーがあるもの

を並べています」。家と幸福との関係はある
かと尋ねると、「私の幸せにとっては人間関
係が最も重要。二番目に大切なのが生活環
境かな。だから、人がゆったりとくつろげる空
間であることも意識してます。大きなソファ
でだらっとしてほしいの。私自身もそんな人
間でありたいと思っているから」と。この部
屋でクッションを抱きながら、姉御肌な彼女
に、だらだらと仕事の愚痴を言ったり（そも
そも勤務時間が短く愚痴るデンマーク人は
非常に少ないらしいが）、失恋話を豪快に笑
い飛ばしてもらって、元気に帰る友達の姿が
浮かんだ。かしこまらず、気楽にしてねとい
う彼女のパーソナリティとメッセージがイン
テリアから聞こえてくるような部屋だった。

❶屋根裏部屋のワクワク感漂う最上階。右側の窓周りに貼ってある壁紙は一見エレガントに見えるけれど、お気に入りのキャラクターもの。
❷花柄のお洋服が大好きというDitteさん。ベッドカバーも花柄のパッチワーク。

家とは個性を表現できる場所

1 2
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　コペンハーゲン中心部から西へ、バスで20
分ほど。移民の多いエリアを超えて、少し落
ち着いた住宅地がノアブロ地区だ。団地っ
ぽい集合住宅が並ぶ。
　Alban君は24歳。大学院で人類学を専攻
をしながらインターン中だ。この夏に日本へ
の留学から帰国したところで、日本人ときい
て、私たちの調査に協力してくれた。彼が住
んでいるのは、アルミンと呼ばれる集合住宅
で、大学の友達と2人でシェアしている。

　アルミンには、入居希望者のウェイティ
ングリストがあり、15歳から登録できる。
Alban君も、15歳の時に、親が5つの非営利
住宅協会のウェイティングリストに登録して
くれていたおかげで、大学入学の21歳の時

に入居の権利を得た一人だ。前出のDitte
さん同様、デンマークでは大学生になった
ら家を出るものなのだ。アルバン君の場合、
500m離れたところに実家があるが、それで
も出るのだから、社会的に大学入学が一人
前になるタイミングなのだろう。
　家賃は規定で決まっている一定額で、周
辺相場よりやや安い程度。「契約はアルミン
の統一フォーマットです」。さらりと契約書
をラップトップ画面に表示して見せながら
淡々と家の概要を説明してくれた。「オンラ
インで契約書をかわすのか」、という質問に
は、当然すぎて意図を計りかねたようで、半
分眉を動かしたきり回答はなかった。

　アルミンにも原状回復義務があり、ドアや
壁紙の交換には許可が必要で、そこまで自由
度はない。それでももし、変えられるとした
ら、なにか希望はある?と質問すると、「キッ
チンにもっと大きな収納が欲しくて」と営業
マンのごとく、すかさずどこからともなく希望
商品ページにきっちり折り目のついたキッチ
ンカタログが差し出された。何度となくこれ

を眺め妄想しているに違いない。「料理をし
たり、パンを焼くのが好きで。今は狭くてで
きないけど、キッチンでちょっと食べたり、お
喋りできる小さなテーブルが置きたいんだ」。
自宅でパンを焼いている男子大学生が、日本
に何人いるだろうか。Alban君曰く「少なく
とも、僕の友達の間では一般的」と、いたっ
てクールだ。
　学生のころからゲストを家に招く文化が
浸透しているのだろうか?「友達も呼ぶけれ
どせいぜい1人か2人。ちょっと寄っていく
程度で、たくさん人を呼ぶパーティーはまだ
したことがない」。それでも、インタビューの
テーブルにはトルコのお菓子を並べ、お茶を
用意してくれ、ゆうに5人くらいのゲストを
迎えるに十分なティーセットの準備があるこ
とは確認された。

　自分で料理をする習慣は留学から帰国し
たこの夏から始まったものらしい。それまで
は、ボランティアやクラブ活動、留学準備など
で、家に帰ってくるのも遅く、家で過ごす時
間がなかった。今は、一度留学で人間関係

男子大学生も

やっぱりキッチンを夢見る

居場所づくりは

家で過ごす時間から

家で過ごす時間が

を生む

Albanさん の場合

▶  築 年   不明

▶  面積   60㎡

▶  居住形態   アルミン（Student Apartment）

▶  地区　Nørrebro

大学生での自立が社会常識

アルミンのウェイティングリスト登録

（様々な大きさの部屋が建物内にある
 1K～5部屋あるうちまで）
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がリセットされて、その分自分の時間がある
ので、部屋の収納をやりくりしたり、雑貨を
並べたり、食事を作ったり。「大学院の勉強
やインターンに集中するために、このペース
が今の自分にはちょうどよい」とのこと。
　Ditteさんもそうだが、デンマーク人は余
暇の時間が多い分、習い事やクラブ活動に
積極的だ。日本のような部活がない分、子供
の頃から興味のある地域のクラブに参加す
る。そこで色々な年齢や職業の人と出会う
ことになるらしい。3人以上集まって何か習
い始める場合、地域から助成金がでる。53%
の人がなんらかのボランティア活動に参加し

ており、平均で一人2～3※8のクラブ活動に
属しているそうだ。地域や団体への所属感
を複数持つというのも、幸福感の一因だろう。
　何気なくディスプレイされている雑貨類
も、聞けば日本留学中にかっこいいと思った
ジャケットのレコード、フィールドワーク中
にインタビューした家族からもらったチェス、
その辺で拾ったクールなおもちゃなど、彼な
りのヒストリーや痕跡を並べた個性的なも
のだ。お気に入りはバルコニーのプランター。
親戚からもらった植物を植えたところ、隣に
いつの間にか鳥が運んできた植物が芽吹き、
それらの成長を楽しんでいるという（私には

枯れているように見えたけど、人の思い入れ
というのはわからない）。彼のヒュッゲタイ
ムは※9、このバルコニーとベッドを往復しな
がら読書をして過ごす時間とのこと。ヒュッ
ゲは一人でも、充実した時間であれば感じら
れるものだという新たな示唆を得た。
　どうやら、住まいに対する感受性は、なん
らかのきっかけで、家で過ごす時間が増え、
それに引っ越しや、料理など、自分の家に関
わり自分なりの工夫を始めたときに芽生え、
居場所づくりの技術はそこから上達し始め
るようだ。Alban君の家ではそんな萌芽を
見た気がした。

❶特にインテリア雑誌などは
参考にしていない。自分がい
いと思ったものを並べただけ
というAlban君。よいデザイ
ンに囲まれて育つと、センス
も育まれるのだろうか? ❷デ
ンマーク人は総じてキッチン
にこだわる傾向にあるけれど、
まさか大学生のAlban君まで
キッチン好きだとは。

❸これもゲストを招く文化があるからだろう、デンマークには拡張式のテーブルを置いているケースが多い。Alban君はこの夏の引っ越し以来、初めてテーブルを拡張したそう。❹様々
な調味料が所狭しと並ぶ。❺成長を楽しんでいるという、ベランダのプランター。鳥がいつの間にかタネを落としていったというストーリーがAlban君に刺さったのだろうか。家づ
くりに目覚めるきっかけは様々だ。

1 2

3 4 5
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　Ninaさんは起業家で、人類学的視点と
マーケティングを融合するような興味深い調
査の仕事をしている。起業家といってもガ
ツガツしておらず、好奇心でいっぱいの人な
つっこい笑顔とクリクリした目が印象的で、
インタビュイーにしておくのはもったいない。
友達になりたいタイプの女性だ。
　彼女が住んでいるのはノアブロ地区の北
の方。このエリアは以前、車両車庫が連な
り、移民が多く、スラム化して治安の悪化が
問題だったが、スーパーキーレンという大規
模公園の開発を機にイメージがガラッと明
るく変わったばかりのエリアだ。Ninaさん
は、その公園沿いに保険会社が新築したワン
ルーム賃貸マンションに住んでいた。

　コペンハーゲンに住みはじめたのは数年前。

仕事のオファーがあったために急遽引っ越
さねばならず、当初、間に合わせで見つけた
部屋を3人でシェアしていた。シェアメイト
がコロコロ代わり、プライバシーがないのも
嫌で、一人暮らしを考え、当時ウェブで見つ
けられたのがこの家だけだった。一般的な
住宅に比べたら狭いが、大きな窓も気に入
り、ノアブロエリアも好きだったので、即決し
た。スーパーキーレンには、コペンハーゲンの
外周をめぐる自転車専用レーンが通ってい
るのも便利だという。今回の取材中、家選び
において、一度も駅徒歩の話を聞かなかった。
コペンハーゲンは1990年代から一貫して自
転車政策に取り組んでおり、毎日15万人が
自転車を利用。通勤者の36%が自転車を

利用して通勤している（自動車29%、公共交
通28%）※10。包括的な交通政策が、明らか
に、この国での住まいの場所選びをより自由
にしている。狭いワンルームといっても39㎡
に作り付けのロフトがあり、天井高は5mく
らい。道路側の一面が天井まである大きな
窓で、美術館の一室のようだ。収納もたっぷ
り、3口コンロにオーブンもついている。日本
の一人当たり住宅面積は約21㎡である一方、
デンマークは約52㎡あるのだから※11、これで
狭いと言われても仕方ないが、日本だったら
贅沢なワンルームだ。少なくとも東京の私
の部屋の2倍くらいはある。
　彼女は自営なので、家で過ごすことも多く、
料理も家でして食べることが多いが、いかん

❶狭くて…と言いながら4人分のお茶セットがさっと出てくる。キッチンにはディッシュウォッシャーもオーブンもつい
ている。❷収納もたっぷり。

5Case

39㎡の「狭い」ワンルーム

心地よさ

ポートフ リ の中の住まい

▶  築 年   1.5 年（新築で入居）

▶  面積   39㎡（+ロフトベッド、地下ストレージ）

▶  居住形態   賃貸（small city apartment）

▶  地区　Nørrebro

Ninaさん の場合

1 2
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せん家が狭いので、ゲストを招くことはあま
りなく、外食で人に会うことの方が多いとい
う。それでも4人が座るには十分な椅子が
あり、友達が泊まれるよう、ソファベッドが
置かれている。

　シェアのストレスから解放されていること。
それが、今の彼女が家に求めている最上の
価値のようだ。
　「家は自分の幸せにとってすごく大切。好
きな時に友達や家族を呼べる。リラックス
できる、好きな料理、好きな音楽を聴けて、
自分が全て決められるプライベートスペー
ス。これがなかったらすごくストレス。それ

に、帰ったら友達がいると、馴れ合いになる
けど、今は、自分で決めた時間に、好きな人
に会うことができるので、シェアしていたとき
より、むしろ社交的になったと思う」。
　デンマーク人はコーポラティブ※12など、
シェアする生活に慣れている印象があった
けれど?と聞くと「私にはヒッピー的な理想
郷はあまりうまくいっているように見えない。
ゆくゆく、親密な家族とはシェアしたいけど
今は、仕事で多くのリスクをとるし、どんどん
新しいことに挑戦したい。その分、住まいは
ノーストレスの、できるだけ平和で安心でき
る場所であってほしい」という。
　デンマーク人は、その人のライフステージ
ごとに、住まい、仕事、友達、恋人、家族関係、
環境など自分が欲しいもの、ストレスとなる
ものなど絶えずチェックし、自分の感覚と相

談して無理のないポートフォリオを組むのが
上手い。刺激が欲しいか、成長が欲しいか、
平穏が欲しいか、社交性を重視するか?多様
な居住の形態を柔軟に、人それぞれ、その時
に必要としている変数を調整しながら、組み
合わせるとき、住まいは大きな調整弁の役割
を果たしているようだ。
　「できることなら自転車か電車で来られる
ような場所で、都心からもっと離れて健康的
な場所、湖や自然の近くに住みたい。けれど、
パートナーと今後どうするかわからないから、
今は引っ越しや購入は考えていない」という。
彼女も、パートナーと暮らすことになった時、
またDJのように、複雑なミキサーのツマミを
絶妙にの調整して、人生ポートフォリオを組
み直し、2人にとって心地よい住み方を選択
しなおすのだろう。

❸高い天井まで一面の大きな窓から光が差し込み、美術館の一室のような部屋。❹賃貸住宅でもこの大きなアート作品を掛けら
れるくらいの釘であれば打っても問題ないそうだ。❺夏はよくウッドデッキの屋上階で本を読んでいるというNinaさん。❻保険会
社が投資して建てられた新築の集合住宅。1階にはホステルがあるので、騒がしくなると思い、なるべく上層階で申し込んだという。

住まいくらいはノーリスク、

ノーストレスがいい

3 4

5

6
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　蒔田さんが住んでいるのはベスタブロ地
区。別名ミートパッキングエリアと言われ、
ニューヨーク同様、以前は非常に治安の悪
いエリアだった。産業構造の変化、食肉産業
の郊外移転を経て、この10年、ヒップなエリ
アとして再開発された場所である。世界的
に有名なデンマークのビールメーカー、カー
ルスバーグのメイン工場が位置していたこ
ともあり、労働者が大家族でぎゅうぎゅうと、
人口密度高く住んでいたところを、リノベー
ションして若い子育て家族が住んでいるパ
ターンが多いようだ。
　蒔田さんは、デンマーク生活6年目。デン
マーク人の奥様、6歳と2歳の子供達と、3
年前にこの部屋に引っ越してきた。もとも
と彼女の育ったエリアであり、所有するより
頭金が安くて済むアンディールに絞って探
した。アンディールという形態は、一度組合
員となってしまえば、組合員内での家の交換

が可能とのこと。交換希望者は階段にチラ
シを出し、抽選で決める。蒔田さんも、60㎡
程度の部屋から同じ建物内で大きめの現在
の部屋に移動した。ベスタブロ地区は利便
性がよくて好きだが、将来的にはより大きな
バルコニーのある、広い家に引っ越したいと
思っているとのこと。デンマーク人は広いス
ペースがあることを好む。蒔田さんの感覚
もすっかりデンマーク人仕様になっている。

　蒔田さんは環境エンジニアリングという室
内環境設計の仕事をしており、専門家という
こともあるが、デンマークでの家と幸福度の
関係について尋ねると、まっさきに「暖かさ」
をあげた。蒔田さんの視点で面白かったのが、
断熱性能が高いデンマークの家の方が、より
「自由」になれる、という言葉だった。誰でも
経験があると思う。寒くて布団から出られ
ない朝、ぬくぬくのコタツから出るのに必要
な勇気、試練のような脱衣場…。蒔田さん
は言う、「暖かいと活動的になるんですよね。
何にも縛られず。可動域が制限されないと
いうか」。目には見えない「寒さ」というもの
が、ヒュッゲな空間にとっての明確な障害物

と認識されているようだ。それが取り除か
れた状態が幸福である。デンマーク人が家
の性能にこだわるのは、光熱費が理由だけで
はないようだ。

　ちょうど、話を聞いていると蒔田家の下の
住人のMathiasさんがBBQから帰ってきた
との電話があり、お部屋を見せてくれるとい
う。なんと、蒔田さん、上下の住民と仲が良く、
2つのお宅とも鍵を預かっているのだ。旅行
で不在中、植物に水やりをしてほしい、熱帯
魚の餌をあげてほしいときなどのためだそう。
人に鍵を預けるという関係はいくら仲良く
とも、日本ではなかなか聞かない。「えー!そ
れって普通ですか?」と聞くと、「や、信頼し
てるから、当然でしょ」と、関係者一同涼し
げである。Mathiasさんは3つ4つ鍵を持っ
ていて他の人にも預けているらしい。大都
会の中に忽然とど田舎が現れたような不思
議な気持ちになる。
　Mathiasさんは、4人家族。ここに住み始
めて15年間。「このアンディールには、家族
形態もナショナリティも色々な人が住んでい
る、よいミクスチャがある。中心部だともっ

76and

Case

自由のための断熱

鍵を預け合うほどの信頼関係

かさは自由だ

▶  築 年   築年は不明だが100年以上

▶  面積   85㎡

▶  居住形態   アンディール（集合住宅）

▶  地区　Vesterbro

蒔田さん&Mathiasさん の場合
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と均質的で、会話があまり生まれる余地がな
いから、ここが好きだ」とのこと。
　Mathiasさんにとって、家とは、「教会とか、
お寺のような神聖な場所。Airbnbに出すな
んてもってのほか」（鍵は預けるのに…?）。彼
は、持ち家が買えないからという消極的な理
由でなく、積極的にアンディール（実際の会
話ではコーポラティブと表現していたが、ア
ンディールを指していると思う。この辺り
の用語の定義は実際曖昧に使われているよ
うだった）という形態が好きで、選んで住ん
でいる。持ち家のアパートメントでは、一人
一人の権利の境界がはっきりし過ぎてしま

い共同生活の良さが損なわれてしまうと感
じているからだそうだ。
　アンディールでは原状回復義務はないので、
好きに手を入れていいのも魅力だ。デンマー
クでは、子供が生まれたら、子供用ベッドを
つくるのが父親としての最初の仕事とされ
ているという。その延長線上にあるのだろう
か、Mathiasさんの家の子供部屋は、手作り
の二階建てベッドに、レゴブロックやら車の
おもちゃやらが、所狭しとコレクションされた
収納棚が壁中にとりつけられ、子供の楽園の
ような部屋だった。
　アンディールというデンマーク独特の形態

は、都会でありながら、日本でいうご近所づ
きあいのあるコミュニティを手に入れられる
もののようだ。好みが分かれるだろうが、子
供が多い家族であれば、コートヤードで安全
が確保されながら、勝手に住民同士の子供
たちで遊んでくれ、社会性も身につくとても
いい選択肢のように見える。翻って日本、特
に東京で考えると「誰がいるかわからないか
ら危ない」そして「面倒臭い」という理由か
ら実現は難しいように思う。デンマークで
は何気なく存在する選択肢だが、これは信頼
をベースにした社会の素地、そしてゆとりが
あって成り立っているのだろう。

❶この熱帯魚の水やりのため、蒔田さんはMathiasさんの家の鍵を預かっているという。ものすごい信頼感だ。❷右上に見えるのが子供部屋のベッド。デンマークではパパになった
らまず、子供のベッドをDIYするのがお決まりとのこと。❸それ自体が宝箱のような子供部屋。

❹こちらは蒔田家のリビング。まったく同じ間取りだが、人によってどこをリビングにするか、ベッドルームにするかも違っていておもしろい。❺Mathiasさんは音楽が大好き。自分
の好きなものが子供部屋に負けないくらいたくさん並ぶ。

1

4

2

5

3
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　訪問したコレクティブハウスは中心部から
バスを乗り継ぎ20分ほどかかる場所にあっ
た。車通りの多い道路の路肩に、無造作に
傾いて佇むバス停で降り、6車線もある広大
な道路の横断歩道を急ぎ足で渡る。整備の
行き届いていない歩道を進みながら、コペン
ハーゲンも中心部を外れれば、アメリカみた
いな味気ない郊外住宅地も存在するのね、と、
ホッとしたような、殺伐としたような気持ち
になる。
　案内してくれたのは建築家のMarianneさ
ん。この郊外の大きな一軒家を、コレクティ
ブハウスとして6人でシェアしながら住みは
じめて3年目。いかにも、ゲスト慣れした、アッ
トホームなビッグスマイルで迎えてくれた。
　秋休み中ということで、住人は出払って
おり、Marianneさんともう一人、最近引っ
越してきたルイスさんがキッチンで食事の支
度をしているのみだった。しかし、お部屋ツ
アーではシェアメイトの部屋にもどんどん踏
み入っていく。というより、不在でもドアは
開け放たれているのだ。ある程度片付けな
いでおくのがこの国のおもてなしと聞いたが、
かなり乱雑な他人の部屋も、全く意に介さ
ず案内してくれ、こちらの方が気後れするほ
どだ。

　ここに住む6人の共通点はみんなシェア
やコレクティブで住んだ経験があること。住
は、まず、キッチンで料理をしていたルイスさ
ん（31）。彼女は市役所職員で、中心地で
シェアしていたけど最近引っ越してきたば
かり。そして、そろそろパートナーと一緒に
暮らすため、引っ越す予定の起業家の男性
（31）。地上階に住むのが、インタビュイーの
Marianneさん（30）。知らない街で一人で
住むのは不安だったので、コレクティブを探
してここに辿り着いた。それと、同じ理由で
ここを選択した高校教師の女性（35）。半
地下階には看護学生（24）、バイオロジスト
の男性（31）の2人が住んでいる。
　この6人で家の所有権を共有している。
土地建物代を6人で割った額を共同の銀行
口座に毎月振り込んでいる。そういう意味
では6人のアンディール、と言いなおすこと
もできる。もし誰かが支払えない場合は、代
わりに被らなければならないという経済的な
連帯責任もある。コレクティブ住宅の明確
な定義はなく、それぞれにルールが決まって
いるが、この家では買ってきた食べ物を全て
共有し、冷蔵庫にある食べ物はみんなのもの。

領収書をボックスに入れ、毎月精算。少なく
とも週2回は全員で夕飯を食べる。関係性
も家族に近い。友達より、兄弟という感じだ。
意外にも年2回のパーティー以外、ここには
そんなに人を招かない。郊外で交通の便が
あまり良くないから、こちらから出向くこと
が多いそうだ。
　

　コレクティブの部屋の見つけ方としては、
「コレクティブ・イン・コペンハーゲン」とい
うfacebookグループを使う人が多いとい
う。コペンハーゲン市内であれば1つの空き
が出れば100人くらいどっと応募者がくる
状況。ここは都心から離れているので人気
は低めで25人くらいだった。選考では、住
人たちから、ジョブインタビュー（面接）さ
ながら、「あなたの強みと弱みは?」などあれ
これと聞かれる。なぜコレクティブはそんな

8Case

友達以上ほぼ家族

住まいで

パーソ リティは形 される

▶  築 年   1964年築（15年前からコレクティブに）

▶  面積   198㎡

▶  居住形態   アンディール（share house）

▶  地区　Hvidovre（コペンハーゲン郊外）

（住む許可をとっている場所の面積。
 地下を入れると約 300㎡）

Marianneさん の場合

コレクティブは SNS 経由で探す
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に人気なのだろうか?「最近このようなコレ
クティブな住み方は流行ってきてはいるけど、
まだまだマイノリティだと思います。この前
何かで見た統計で、デンマークの2%がファ
ミリーハウスでもなく、アパートでもないとこ
ろに住んでいるそうです。内訳はわからない
けど、私たちはそこに含まれているんじゃな
いかしら」とMarianneさん。

　彼女の場合、物理的な面だけでなく、精神
的に一人になりたくない、そして一歩踏み込
んだ関係を築きあげたいという理由で、コレ
クティブを選んだ。「やってみてすごく自分
が変わった。仕事場だけでは建築家ばかり
の世界でかたまってしまう世界観、価値観が、

絶えず様々な人の視点に晒され、色々な職
種の人がいるので多様な意見を聞くことが
できるのが価値だと思います」。
　「友達に話しても、そんな住み方、私にはで
きない!という人が多いから、誰にでも合っ
ている住み方とは思わないけど、誰も知らな
い場所で新しいキャリアを始めるときは、不
安もあるし、何か大きなものの一部になって
いるという感覚はよいと思う。スペースも
たっぷりあるし、何かしなきゃいけないときも
6人で力を合わせてできるのも心強いです」。

　「一人で住んでいる時、社交的であるため
に、どこで、誰に会うか、その調整に時間が
結構かかっていた。ここでは、いつもホッ
とできる場所で誰かに話を聞いてもらえる。

その分ストレスがない。
こんな住み方をしてい
ると、ものすごく社交
的な人だとみられるこ
とがあるけど、むしろ
友 達と敢えて会わな
くても満たされている
ので、怠けていると感
じることすらあります
ね。」
　シェアは一時的な
通過点として捉えて
いる人が多いように

見えるが、今後の暮らし方の希望については
どう考えているのだろうか?「他人と気持ち
よく過ごすためには、たくさんのエネルギーを
使うから、ゆくゆくもう少しプライベートな
スペースが必要になるかもしれない。けれど、
それは頭の片隅にあることで、今はこの暮ら
しが気に入っている。自分のキッチンが欲
しいという夢もあるので、家族でシェアして
住めたらいいなと思います。友達が、3つの
カップルで各々アパートがあるけど、共有ス
ペースがあって、週2で一緒に食事をすると
いう住み方をしていて。そんな暮らしが理
想です。」

　「ここに住んでいることで、フレキシブル
であること、時には妥協すること、自分の境
界線、自分が持っていた当たり前の感覚を
試され、それを通じて成長できると思います。
フレキシブルであることは、人生の他のシー
ンでも非常に大切な資質です。本当はそう
でもないのに、ものすごくソーシャルな人とし
てみられるとか、逆にここに住んでいるから
アイデンティティになってくる、ということも
ありますね」。コーポラティブという住み方は、
Marianneさんのアイデンティティや生き方
に大きな影響を与えている。

交代で全員分を調理する。食材や生活用品のお金も全てシェアしている。

社交的であることのストレス

コレクティブで

一歩踏み込んだ関係を築く

住み方が生き方や

アイデンティティに影響する

❶建築家によって建てられたという大きな住宅。端々にこだわりが感じられる設計。❷広い庭付きで、この木立の向こうにはク
リークが流れてカヤックもできる。庭の木の小屋は男性陣の遊び場になっているようで、自転車の部品や、木材、道具類が散逸し
ていた。この屋上でみんなでビールを飲みながら夕日を眺めるのが最高という。

1 2
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　近年デンマークで増加している暮らし方
にエコビレッジがある。都会から離れた自
然の中で、何軒かがあつまり、環境負荷ので
きるだけ少ない暮らし方をするというものだ。
現在デンマーク全土で約150個程度のエコ
ビレッジがあるといわれている。日本同様、
近年デンマークでもコペンハーゲンへの人口
集中傾向が目立ち、地方の自治体はエコビ
レッジが増加し、人口が分散するという社会
現象を好意的に受け止めているそうだ。

　コペンハーゲンのクリスチャニアという自
治区を知る人は多いだろう。今でこそ年間
50万人の来客を誇る観光地となっているが、
1971年に軍の施設が移転した跡地への不
法占拠から始まった世界有数のヒッピータ
ウンだ。独自の会議体による住民全員参加

の直接民主制でルールが決められ、独立した
国旗や国歌も持つ。つい最近まで、ドラッグ
の売買が合法的に行われ、コペンハーゲン市
への納税も行わないという治外法権ぶりで
あった。こんなコミュニティがコペンハーゲ
ンの心臓部にあるので、デンマークでは同じ
思想を持つ人が集住する暮らし方に、比較
的抵抗がないのかもしれない。
　今回訪問したのはハリンゲリレというエコ
ビレッジだ。クリスチャニアの過激さとはか
け離れた、いたって平和的なコミュニティで
あることは先に断っておく。コペンハーゲン
中央駅から電車で約40分、そこから車で15
分くらいのところにある。コペンハーゲン至
近という立地も手伝ってか、先進的なエコビ
レッジの事例としてよくメディアで取り上げ
られる有名どころらしい。移民のタクシー運
転手も地名を伝えると「了解」と手を挙げ、
すんなり出発した。
　ビレッジ内は車両禁止なので、駐車場で降
ろしてもらい、案内人のYasparさんと落ち
合った。まず、見せてくれたのは、駐車場横
にずらっと並ぶ全戸分のカラフルなポスト群。
どれも鍵がつけっぱなしで、もはや鍵の意味
をなしていない。これはコミュニティの信頼
の証と、Yasparさんはにこにこしながら誇ら

しげだ。
　ハリンゲリレは2000年に有志15人によ
り始まった。35haの農地を購入し、周辺コ
ミュニティと自治体と交渉し、ビレッジを設
立。境界部には1万本以上も植樹して100
㎡程度の森を設けた。この森の周辺には葦
が植えてあり、コミュニティで汲み取った屎
尿をここで散布することで天然の浄化場と
して汚水処理を行っている。最初はヒッピー
コミュニティができるのではと警戒されてい
たが、今では周辺のバイクロード開発や、精
神的な障害を持つ人へのプログラム提供な
ど自治体との積極的な連携が始まっている。
　現在、その敷地を20区画に分け各区画に
家が建ち、84人（うち30人が子供）が住ん
でいる。まず、ビレッジの真ん中に、初期の
住人達でコモンハウスを建てた。そこに寝泊
まりしながら、各自の家をつくっていったそ
うだ。ビレッジ内の建物については、大きさ
や素材についてのアグリーメントがあり、デザ
インはオーナーに任せられている。素材は藁
や麻の繊維で断熱、構造は木、表面を馬糞や
ライムストーンで固めるなど、極力自然物で
地元産のものを使う。建て方については、自
分で作る人、大工などに頼む人など決まり
はない。敷地境界がないので、少し起伏のあ

9Case

デンマークで根強い自治文化

共生のコミュニティは

的な のかたち

▶  築 年   2008年からリノベーション開始

▶  面積   187㎡

▶  居住形態   Eco Village（1/20の敷地を所有）

▶  地区　Ringsted

Yasparさん の場合
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るのんびりした丘に、様々な工夫がこらされ
た個性的な建物がポチポチと並ぶ様子は風
景としておもしろい。畑や、牛馬、ヤギ（そし
てなぜかシマウマも!）などの家畜のフィール
ドも敷地内に共存している。土で固めた道
がそれらの間を縫って走り、私たちはゆっく
りと、そこを散歩しながら案内してもらった。

　全国に広がるエコビレッジだが、環境負
荷が少ない暮らしを目指している以外に明
確な定義はない。が、このエコビレッジの
コンセプトは、ソーラーによるエネルギーの
自給、自給自足的な暮らし、ヨガ（精神性）、
Organicな野菜、共生といったものだそうだ。
コミュニティにも厳密なルールはない。ただ
1つ、コミュニティの中では全員がなんらかの
役割を担わなければならないという決まりが
あるだけだ。その他、清掃、畑の世話などは1
週間交代で役割分担が変わっていく。我々
のようなビジターのガイドをするのが、今週の
Yasparさんの担当なのだ。コモンハウスは

今でもコミュニティの中心で、週1回みんな
で食事をとる。食事の準備も当番制だ。運
営については、2カ月に一度、全員参加のミー
ティングがあり、みんなに重要な事項を聞き、
基本、希望があったことは全部実行する（や
る順番、優先順位は調整する）。
　常にコミュニケーションがとれるコミュニ
ティであることを重視しており、ある人たち
の関係がうまくいっていなかったら第三者が
入ってとりもつこともある。このコミュニティ
の人気は高く、移住希望者の長いウェイティ
ングリストがある。自治体としてはもっと人
口を増やしてほしいようだが（納税者が増加
するので）、Yasparさんたちはメンバーが増え
過ぎると、コミュニティの人間関係のバラン
スが壊れてしまうため、分割して別のコミュ
ニティをつくったらいいのではないかと考え
ているそうだ。

　Yasparさんは、以前クリスチャニアにも住
んでいたこともあり、ずっと田舎に住みたい

という夢を持っていた。大工として働き、こ
こで長年思い描いてきた理想の家を建てる
ことができた。老後を考え平屋で、角のない
ころっとしたあたたかみのある土壁の建物だ。
「ここは、緑に囲まれ、自然に近く、なんでも
できるスペースがある。そしてなにより人々
と共生できるコミュニティがあるところが気
に入っている。都会に住んでいることとの
大きな違いは、住人全員がここに住むことを
決断したという意思を持っている、という共
通点があることだ」という。「みんなで家を
建てたあと、みんながここで実現したい夢に
ついてワークショップを持った。結果、みん
な違う夢を持っていることがわかり、それを
全部叶えようとしているので、常に楽しいこ
とであふれているよ」。Yasparさんも、マウン
テンバイクにカヤック、大工仕事、音楽活動
ととても充実しているようだった。
　エコビレッジが流行っているのは、「共生」
という概念を信頼の絆として肌で感じなが
ら生活できること、そしてそれを幸せと感じ
る人が集まって暮らすことで増幅する幸福
感が理由かもしれない。

コモンハウスのセントラルヒーター。
これも役割分担の一つで、Yasparさ
んは今週、朝の火入れ当番。一度朝
温めれば一日中暖かいのだという。

常にコミュニケーションが

とれる共同体であること

共通点は共生のコミュニティに

住むという意思

❶住民たちのポスト。全員、鍵がつけっぱなしで、これが信頼の証のようだ。❷エコビレッジ内にある老人のための賃貸住宅。5つのワンルームが円弧状に並ぶ。とても豊かな暮らし。
❸移住してすぐ、ため池も作ったが、そのうちカエルが住み着くようになり、自然保護の観点から生活用には使ってはいけなくなってしまったのだという。横には共用のサウナも。

1 2 3
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　今回の調査での最大の発見は、デンマーク
人が住まいを語る際、インテリアが非常に重
要な位置を占めていることだった。
　先祖代々使ってきた家具、旅行で買った
お土産、お気に入りの柄…など、何かしら自
分のルーツやストーリーがあるもので、身の
回りを固める。そこには思い出や、時には自

分の人生を超えた長い時間軸が含まれてい
て、自身が世界とつながっている安心感や肯
定感を得ることができる。結果として、その
人にしかできない唯一無二の表現、個性とも
なっている。彼らにとって、インテリアは単
に美しければよいのではなく、より深くハコ
を自分色に染め、居心地よい場所にするツー
ルのようだ。
　北欧の家具は実用的な美しさを備えたデ
ザインで世界的にも有名だ。だから、イン

テリアにこだわった素敵な家が多いのかと
思っていたが、逆に、このインテリアを重んじ
る文化が元にあるために、市場が発達したの
かもしれない。建築家が家具をつくることは、
日本ではともすれば邪道と扱われる向きが
あるが、考えてみれば、家具は建築物そのも
のと同じくらい、空間体験として人に強い印
象を与える。むしろ、家具の方が、身近で直
接的に人の行動や認識に影響するという意
味では、建築家が家具まで設計しないことの

安心感・肯定感・個性を

うみだすインテリア

インテリアの役割1

　“It is who we are. ― 家は私自身です” 
　デンマークの幸福度と住まいの関係を探
る旅は、Katinkaさん（case1）の衝撃の一
言で幕を開けた。「え、家が、あなた自身?
いくらないんでも大げさじゃ…?」。この回答
には、マンションポエムへの嫌悪感に似た違
和感を覚えた。しかし、「家はアイデンティ
ティだ」とAllanさん（case2）、「家はパーソ
ナリティを表現する場所である」とDitteさん
（case3）も、口裏を合わせたようなコメントが
続く。この人たちは本気でそう言っているよ
うだ。調査を進めるにつれ、どうやらこれが
本質なのだと認めざるをえなくなっていった。

　違和感の根っこは、ともすれば見過ごして
しまうほど些細な、しかし根本的な、私の問
いの立て方のズレにあった。私は住宅がど

のように幸福度に「影響を与えているのか」
を探っていた。しかし、デンマークでは、住宅
や住宅政策が市民の生活に影響するのでは
ない。その逆で、先に人間がいる。各々が心
地よく幸せであるために、住宅を使っている。
そういう順番なのだ。彼らにとっては、社会
と同じく、住まいも所与のものではない。自
らが関わることで、望むように「つくりだせる
ものだ」と考えている。私の問い方自体が、
住宅に対して受動的な日本人的想定だった
ことを思い知らされた。

　さて、では、デンマーク人は住まいをどのよ
うに「つくりだす」のだろうか。どうやら、そ
れは2つの側面から達成されるようだ。ひ
とつは、目に見える側面で「インテリア」とい
う物理的な「モノ」よって、自分のコンフォー

トゾーンをつくりだすということ。ふたつめは、
目に見えない側面で、そこにゲストを招き入
れ食事をする「コト」などを通じ、家を媒介
として、自分を理解・承認してもらい他者と
つながる「信頼関係」という、精神的な心地
よさをつくりだすことだ。こうして、物理的、
精神的な営みにより、ただのハコを自分の住
まいとして居場所化しているようだ。それぞ
れについて、視察での発見とともにもう少し
掘り下げてみよう。

幸せな暮らしが先、

そのために家を使う

インテリアと人間関係で

住まいはつくられる

［ 考 察 ］
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方が不思議に思えてくる。

　「家は自分自身」と崇高な表現をした
Katinkaさんが住んでいる部屋は、こともあ
ろうに賃貸住宅だった。全員が口を揃えて
住宅不足を指摘するコペンハーゲンでは、物
件の選択肢は極端に少ない。だから理想の
ハコとしての住まいを見つけ出すのは困難
だ。しかし、それは大した問題ではなさそう
なのだ。彼らには、賃貸も所有も、新築も中
古も、さほど関係がない。取材中、原状回復
義務の有無は、家に対する投資額や精神的
な自由度には関係するとは言っていた。し
かし、その借り物のハコであっても、自分の
居場所として攻略するための有効なツール
として、彼らはインテリアを使っており、所有
やリノベーションという大げさな手立ては必
ずしも必要とされていない。なんとなくデン
マーク人の住まいへの態度は「営巣活動」と
いう言葉がしっくりくる。家はヤドリギのよ
うなもので、高さや太さに違いはあれど、大
した差のない木の枝だ。そこに、どんな素材
を集めてきて、どんな心地のよい巣をかける
かはその人次第。そんな感じだ。
　これは、場所のリアルなowner（所有者）
にならなくとも、その場のownershipを持て
るということを意味しているといえないだろ
うか。ownershipとは “the fact of taking 
responsibility for an idea or problem” つ

まり、考えや問題に対して責任感を持つとい
うこと。日本語だと当事者意識や、主体性
と訳せる。環境（＝ここでは住まい）は与え
られたものではなく、自分が関与していくこ
とで、自分のもの（＝自分が当事者、主体で
ある場所）にできると捉えているといえる。

　矛盾するようだが、デンマークにおいてイン
テリアの重要度は高いが、決して堅苦しいも
のではない。デンマーク人にとっての住まいは、
日本人にとっての服と捉えるのがわかりやす
い。日本では「インテリアは苦手。プロじゃ
ないし…」という声をよく聞くが、「何を着て
いいかわからない」という人にはあまりお目
にかからない。それと同じで、彼らにとって
の住みこなしは、私たちにとっての着こなし
のようなもの。鏡の前で服を選び、アクセサ
リをつけるようなものなのではないか、と思え
る。トータルコーディネートするのに、トップ
とボトムのバランスがどうとか、胸元にアクセ
ントが必要とか、この色、素材は合う…とか、
そういう感覚に似ている。その人なりの好
みやセオリーがあって、カスタマイズしていく
ような、ある種の気軽さがある。事実、デン
マーク人は服にお金をかけず、家具にお金を
かけるそうだ。確かに、見回せば、大体の女
性は黒いダウン、黒のスキニーにブーツとい
うコーディネートだ。また、倹約家のデンマー
ク人だが、一人当たりが1年間に家具に支出

する額はヨーロッパで第4位である※13。

　ちなみに、デンマーク人はインテリアと同
じくらい住宅設備、主に断熱性能へのこだわ
りが強い。もちろん光熱水道費の高さがそ
うさせるのだろう。しかし、視察中、日本に
行ったことがある、あるいは在デンマークの
日本人に、住まいと幸せの関係について聞く
と、ほぼ全員、住まいの断熱性能の高さや暖
かさを挙げた。暖かいから幸せなんて、基本
的な欲求レベルの話だ。幸福についての詩
的な彩りを持った文系の世界に浸っていた
ところに、理系的な環境性能の数値があれこ
れと唐突に投げ込まれ、正直、「私が聞きた
いのはそういう話じゃないんだけど…」と焦
点が絞れずにいた。しかし、case6の蒔田さ
んの「断熱は自由だ」という言葉にハッとし
た。いくらインテリアで自分の居心地のよ
い空間はつくれても、寒さによって自分の行
動や思考を制約され「心地よさ」が阻害され
ては台無しだ。だからこそ、必然的にハコ選
びの段階で、あとからインテリアで心地よく
できない設備面だけは重視しておかねばなら
ない。経済性や住宅価値という誰かに与え
られた指標のためにスペックを確認するので
はなく、やはりここでも、文系だ理系だの前に、
人間の心地よさが先にあるのがデンマークだ。
その実現のための自然な選択として住宅性
能があるのだろう。

賃貸・所有の別は

関係なく居場所化できる

デンマークのインテリアは

日本のアパレル

インテリアでつくりだせない

設備は入念にチェック
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　次に、デンマーク人の住まいのつくり方の
精神的な側面に論を進めたい。Allanさん
（case2）は家は「人間関係のベースである」
と言い、Ditteさん（case3）も、インテリアで
「自分はかしこまった人間ではないので、リ
ラックスしてほしい」というメッセージを表
現していた。つまり、住まいは自分という人
間を表現し、理解し、承認してもらうための
自身の拡張のような場所である。
　デンマークでは、外食より、お互いの自宅
を訪問して、食事をする「招き合いの文化」
がある。この習慣は、頻度に差こそあれ、イ
ンタビューした全員に共通していた。発祥
は定かではないが、家で食べた方が格段に経
済的だからという意見が多かった。デンマー
クの物価は総じて高いが、実は農業自給率
が300%以上※14もある農業大国でもあり、
農産物は日本より安価で手に入る。材料を
スーパーで買って作って食べた方が、安くて
美味しいというのが国民の共通認識だ。ま
た、日本と比べ時間的な余裕があるという
のもポイントだという。デンマークの典型的

な1日のサイクルは、8時間働き、8時間が自
分の時間で、8時間睡眠といわれる。しかも、
朝が早く始業が7時や8時なので、帰宅ラッ
シュは15時～17時。そこから食事の準備
を始めれば、平日でも十分ゲストを招いて夕
食をゆっくりとる余裕がある。
　調査を通じデンマーク人のキッチンに対
する異様な思い入れも印象的だった。実
際、デンマーク人がリノベーションをすると
きに真っ先に手をつけるのがキッチンだそう
だ。それが、人を招き食事をするダイニング
ルームではなくキッチンなのは、完成品を見
せびらかすのではなく、料理のプロセスに関
与することに価値を見出しているからなので
はないだろうか。デンマークでは、人を招き
合う文化があるが、日本のように一方的にホ
ストが、ゲストをおもてなしするというもので
はない。招かれたゲストは、多くの場合、一
緒に料理するところから手伝う。ホームパー
ティーをしていても、なんとなく、人々が集ま
るのはキッチンなのだそう。その際、キッチ
ンで繰り広げられる、何気ない会話には「カ
ンバセーション・キッチン」という名前まで
ついている。この、独特の言い回しは参加し
ていることの楽しさ、関係性の親密さを表現

しているように思う。あくせく働き稼いだお
金で外食をするくらいなら、質素でも手作り
で一緒に食事をつくる時間をとる方が豊か
と考えるのも、関与すること自体に楽しみを
見出すデンマーク人らしい。

　デンマークの住まいと幸福度を語るとき、
避けられない「ヒュッゲ（Hygge）」という言
葉がある。その言葉にも、デンマーク人がい
かに人と何かを共有できることに幸せを感
じるかをうかがい知ることができる。デンマー
ク大使館のHPによると「この言葉は英語で
いう『Coziness』、つまり『居心地の良い雰
囲気』というような意味になります。Hygge
を表す内容は、たとえば家族や親しい仲間
とおいしい食事を楽しみ、キャンドルの灯っ
た暖かい雰囲気のなかでくつろぐ、といった
ところでしょうか。家族や友人が集まって
祝うクリスマスはHyggeの典型と言えるで
しょう※15」とのこと。日本語でいう「ほっこ
り」な感じだ。
　いかにも幸福のヒントになりそうなこの

「ヒュッゲ」について、取
材中、様々な人に質問し
た。そこでわかったのは、
この表現が非常に幅広
く複雑な、デンマーク独
特の表現だということ
だ。中でも、興味深かっ
たのが「ヒュッゲは一人
でも充実していれば感
じられ」、一方「数人で食
事を囲んだからといって

招き合い文化の役割　2

心地よさを共有できてこそ

ヒュッゲ

住まいは

「信頼・共生を生み出す空間」
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　要するに、社会も住まいも、結論は一緒
だった。
　冒頭、デンマークは「社会と個人の幸福が
地続きの国」と書いた。デンマークでは、個
人の幸せと住宅も地続きだったのだ。デン
マーク人は、どちらについても、「心地よさ」
を自分自身に問いかけることからスタートす
る。「自分が心地いいってなんだろう?」から
はじまり、「そうあるためには、どういう社会
がいいんだろう?」、「どういう住まいがいい
んだろう?」と、その問いの先に、社会があり、
住まいがある。
　そんなの日本人だって、世界のどこでだっ
て一緒だ。みんな心地よくありたいと願っ
ている。しかし、デンマーク人の特殊性は、

そのスタート地点の次の一歩にある。「それ
は自らつくるものである」というマインドセッ
トを持っていることだ。
　日本では社会と個人に断絶があるように、
住まいと個人にも断絶があるのではないだろ
うか。社会は個人にとって遠いものだ。日
本の投票率は4割程度。生産年齢人口に
限ってみればさらに低い。日本では、政治に
自分の意思が反映される手応えはなく、自分
の生活の延長線上に社会があるという実感
は薄い。「社会と個人は対立しているもの」
という認識の方が一般的だ。住まいも一緒
だ。個人の力ではどうにもできない市場や
政策に基づいて供給される。よしんば自分
の理想の住まいがあったとて、それを手に入
れ「幸せ」を獲得するためにはそれ相応の経
済力が必要であると捉えられている。お金

があれば、「選ぶ」主体性はもち得るが、住ま
いへの関わりにより幸福な住まいを「つくり
だす」という行為はあまり想定されていない。
また「関われる」（原状回復義務なし）住宅
を選択することすらある種の贅沢品である
と考えられている。住まいは選ぶものなのか、
作り出すものなのか、そもそものマインドセッ
トが違うのだ。

　そのようなマインドセットのあり方を「人
間が先にある」とか「地続きだ」と抽象的に
表現してきたが、もう少し具体的に「ライフ
スタイル」という言葉で考えてみたい。日
本において「ライフスタイル」、という単語は

ヒュッゲでないときがある」こと。そしてそ
れは「派手すぎるパーティーや、なにかその場
とうまくつながれず疎外感を感じるとき。あ
るいは、誰か仲間外れになっている雰囲気の
時」だそうだ。デンマーク人にとって「心地
よさ」は、その場を共有する人まで含め全員
が「心地よい」と感じて初めて実現するもの
らしい。デンマーク人にとっては他者と理
解・承認し合い、共生しているという実感は
何よりも幸せで、自己肯定的な感覚にもつ
ながっているのではないだろうか。住まいは、
そんなヒュッゲな関係を形成するベースと

なっている。
　幸福学研究者のクリステンセンは自己決
定と信頼が幸福度の高さにとって重要な二
大要素としており、実際、デンマーク人の他
人に対する信頼度は非常に高い。国別調
査において、86カ国の信頼度の平均が25%
弱であるのに対し、デンマークは78%とダン
トツの１位だ。（同様に、政府に対する信頼
度も高く、それがモラルハザードを起こさず
に高福祉国家が成立している重要なファク
ターであると思う）。※16

　Case7のMathiasさんは、他人との境界が

曖昧なアンディールを好み、隣人と鍵を持ち
合う人間関係のウェブを形成していた。コー
ポラティブに住むMarianneさんは、この暮
らし方により柔軟性という人間に重要な
資質が身につき成長したと語った（case8）。
エコビレッジのYasparさんも、最も気に入っ
ている点は「共生」できている実感という
（case9）。これらのケースは、信頼でつながっ
ているコミュニティで受け入れられ、居場所
を得るという感覚が、家単位を飛び越え、隣
人、村レベルへと拡張しているものと言える
かもしれない。

結 論3

「住まいも社会も幸せに生きる

  ため」というライフスタイル

個人と地続きの住まい



174

ライフスタイル雑貨、ライフスタイル・マガジ
ンというように、生活の様式や生活パターン、
それに付属するファッションやグッズのモー
ド、テイストのように使われている。が、心理
学的用語では、「ライフ＝人生」、「スタイル
＝様式、型」といったとき、ある事象が起き
た時の個人の反応を左右するような「価値
観、世界観、信念の総体」という人間の認識
や判断の根本にある価値観を指し示すもの
だという※17。デンマークでは、この「心地よ
く、幸せな生き方」がライフスタイル、つまり
彼らの精神の癖のようなもので、その人たち
が住む家は、そのライフスタイルが実践され
る場として使われる。
　また、住まいはライフスタイル＝信念体系
の表出である、と考えるのに、非常に面白い
ケースを聞いた。
　とある調査で、デンマーク人のデザイナー
が日本の住宅訪問をした際のこと。訪問先
は、日本のいわゆるリノベ物件に住むご夫婦。
はたから見れば羨ましいようなモダンな部屋
だ。 
　その部屋に対するデンマーク人のフィー 
ドバックが興味深かった。 「ものすごく男性
優位な部屋だった。」 というのだ。 「奥さん
の好きなものや、 利用頻度の高い調理器具
類はおおむねキッチンの狭い空間に積み上
げられている一方で、多くの空間が旦那さん
の趣味の音楽CDとスピーカー、テレビなど
に占められていた。旦那さんのDIYにより
棚やテーブルなどが自作され、北欧家具も置
かれており非常に素敵な空間なのだが、住ま
いづくりのプロセスへの関与がご夫婦片方が

主導していることに強い違和感を感じたよ
うだ。また、「壁が白い」ということに対す
る違和感も強かったそう。デンマーク人に
とっては、壁は住まう人にとって暮らしを豊
かに彩るキャンバスなのかもしれない。
　住まいという空間は、住む人のアイデン
ティティであり、表現の場であるから、平等
で心地よいものでなければならない。そん
な民主主義的なメガネで住まいを見るデン
マーク人ならではの感想だ。
　もうひとつ、デンマークでは、カップルが同
棲を始める時、新居にどちらのどの家具を置
くかは決まって議論になるらしい。滞在中
に聞いた話で、とある女性に彼ができ、彼の
家で新たに同棲することになった。そこで、
彼は彼女を気持ちよく迎えるために、一度、
全ての家具を庭に出し、家をすっからかんに
して、「君が使ってもいいと思えるものだけ
を部屋に戻してくれ」と言った。彼女はそ
もそも彼のインテリアセンスがあまり好きで
はなく、自分が「いいな」と思うものは一つも
なかったが、彼の優しさに免じてほとんどの
家具を戻したという話だ。もはや、インテリ
アで自己表現をすること、心地の良い空間に
身を置くことはデンマークにおいては人権く
らいの重さで捉えられているのではないかと
思えるエピソードだ。

　デンマークでは、「先に人間がいて、住ま
いを使っている」と前述した。これは、彼ら

が「住まいの心地よさは自ら関わりながらつ
くりだすものである」、という「ライフスタイ
ル」を持っているのだとも言い換えられそう
だ。彼らにとっては当然、住まいというのは
「つくりだせる」ものだから、意識すらされず、
贅沢品でもない。みんな当たり前にそうやっ
て暮らしている。決してそれは「つくるべき」
ものではなく、むしろ「つくるのが楽しい」も
ので、関わり自体に喜びを感じているようで
すらある。これはすなわち『住まいの幸福論 
Episode1』で言及された、幸福の概念で語
ることができる。デンマーク人にとっての住
宅は、日本のように選択し、購入可能な「刺
激・社会的地位（地位財）」ではなく、その関
わりという「自主性（非地位財）」を楽しむ場
なのだ。
　最後に、私の中の、「社会」と「住宅」の関
係性のミッシングリンクも、わかってしまえば、
答えはとても簡単だった。その間にそれらを
つくりだす「主体的な個人」を置けばよかっ
たのだ。「心地よさ」を求めて個人が決定に
コミットし、実現された社会がデンマークの
幸せな民主主義社会であり、「心地よさ」を
求めて主体的に家に関わり、つくりだされた
場が、彼らの幸福な住まいなのだ。
　この発見は非常に好都合である。なぜなら、
マインドセットを変えることは、今、この瞬間
から、誰でも、一銭もかけずに実践可能だか
らだ。私は、帰国してまず、今までの旅行で
集めた絵葉書を壁に貼り、友達を招いて食
事をつくった。東京の一人暮らしの賃貸マ
ンションで幸福な住まいづくりの実験を始
めている。

関わる「べき」ではなく

「楽しいから」
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※6：「Jante low（ヤンテの掟）」は「自分が特別である、自分は人より優れていると思うな」という趣旨の10ヶ条からなる、デンマークや北欧に共有されている
集団力学的、倫理観である。

※7：李基平(2008).「夫の家事参加と妻の夫婦関係満足度」家族社会学研究20 pp.70-80
※8：ヘレン・ラッセル(2017).『幸せってなんだっけ?  世界一幸福な国での「ヒュッゲ」な1年 』CCCメディアハウス
※9：ヒュッゲ（Hygge）とは、デンマーク特有の概念で「心地よい雰囲気」のことを指す。詳しくは本書P170の考察を参照
※10：中島明子（編）、（2014）.『デンマークのヒュッゲな生活空 ― 住まい・高齢者住宅・デザイン・都市計画』萌文社, pp.243-245
※11：中島明子（編）、（2014）.『デンマークのヒュッゲな生活空 ― 住まい・高齢者住宅・デザイン・都市計画』萌文社, p.33
※12：コーポラティブハウスとは、住まいたい人が集い、一般的には建設組合を結成し、建設組合が主体が主体となって集合住宅を作っていく方式。

NPO法人 コーポラティブハウス全国推進協議会HP
http://www.coopkyo.gr.jp/ch/

※13：日本貿易推進機構 （2009）.「ドイツの家具市場」p.3
※14：浅井真康（2000）「第2章 デンマークの農業戦略と 新共通農業政策（CAP）の適用」、農林水産政策研究所
※15：デンマーク大使館HP「文化とライフスタイル」

http://japan.um.dk/ja/infor-about-denmark/denmark/culture-and-lifestyle/

※16：マレーヌ ライダル、田中 裕子 （訳）（2015）.『デンマーク人が世界で一番幸せな10の理由』サンマーク出版
※17：アルフレッド アドラー、 岸見 一郎（訳）（2013）『子どものライフスタイル』アルテ

菊地マリエ（きくち・まりえ）国際基督教大学教養学部卒。（株）日本政策投資銀行勤務後2015年からフリーで公共R不動産を立ち上げ、（株）アフタヌー
ンソサエティにて都市経営コンサルティング、 （株）リノベリングでリノベーションスクールの運営、東北芸術工科大学と地域温供給型エコハウス住宅開発等、
多数の公民連携プロジェクトに関わる。共著に『CREATIVE LOCAL』（学芸出版、2017）『公共R不動産のプロジェクトスタディ』（学芸出版、2018）。

PROFILE
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茅場町駅から程近い「リグナテラス東京」（東京都中央

区新川1-9-3）にて。3フロア1000㎡の家具ショップ

にグリーンショップ（1F）とカフェ（2F）も併設。 

Interview COLUMN

日本人はなぜインテリアに興味をもたないのか。家を楽しまないのか――。
同じ疑問を呈する小澤良介氏にデンマーク取材帰りの
LIFULL HOME’S 総研・島原万丈がインタビュー。
デンマークと日本の違いから日本のインテリア事業者はどこに向かうのか等々…
不動産業界を取り巻くインテリア事業者の今とこれからに迫る！
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リグナ株式会社 代表取締役社長。1978年生まれ愛知県出身。大学卒業と同時にアートレンタル事業やインテリア事業

を手がける会社を立ち上げ、2004年にデザイナーズ家具オンラインショップ「リグナ」をオープン。現在は東京・茅場町

にカフェ併設のインテリアショップ、福岡には古民家を一棟リノベーションしたインテリアショップを展開するほか、執筆

活動やテレビドラマのインテリア監修など多方面で活躍している。幼い頃からインテリアに興味をもち、現在では無類の

インテリア好きに。「好きを仕事に」を体現しているひとりである。著書に『なぜデンマーク人は初任給でイスを買うのか?  

―人生を好転させる「空間」の活かし方』（きずな出版2015年）、『100%、「好き! 」を仕事にする人生』（日本実業出

版社 2015年）『LIFE STYLE DESIGN ―「遊び」と「好奇心」で設計するこれからの生存戦略』（きずな出版 2018）。

［リグナホームページ］https：//www.rigna.jp/

島原万丈（以下、島原）：小澤さんの『なぜデ
ンマーク人は初任給でイスを買うのか？』と
いう著書。タイトルからして興味深いですね。
私もデンマークの住宅を取材してきたところ
ですが、小澤さんはデンマーク人の住まいを
ご覧になられていてどういう印象をお持ちで
しょうか。
小澤良介（以下、小澤）：日本との大きな違い
は街全体の景観を含めた上での美的感覚に
優れているところでしょうか。たとえば日本
人が家を建てる場合はそれぞれが好きなテ
イストの家を建てるという傾向があると思
うのですが、デンマークでは自身の住んでい
る街を美しく保つという意識が非常に強い
のです。街の景観、周りの人たちも心地よく
なれるような家を建てたいという傾向がある
のが大きな違いだと思いますね。

島原：特にヨーロッパは古い建物が多いです
ね。私が訪ねたコペンハーゲンも100年以
上のものばかりでしたが、その点も大きいの
でしょうか。
小澤：そうですね。完成された街並みがあっ
て、それを保ち続けている。もちろん新築の
建築物が建つこともあるわけですが、日本と
の大きな違いというのは新築だろうが100
年の建築物だろうが、一体感を非常に重視
していますね。
島原：日本だと新築するとそこの建物だけが
最新の感じになったり、景観とそぐわない外
観の建物が建ったりして問題にもなります
よね。
小澤：もちろん、デンマークにも新しい住宅
はあるのですが100年前の建築物と並べて
も違和感がないというところがよく考えられ
ていますね。新しい古いにかかわらず、時代
を継承してひとつの世界観を再現し続ける
という意識は非常に高いなと感じています。
島原：ヨーロッパ全体に古い街並みを大切に

する傾向があると思うのですけど、デンマー
クをはじめとする北欧には、新しいものを古
いものに融合させる感覚がより強く、また上
手だと感じました。あとやはり、訪問したお
宅のインテリアがどこも素敵でした。アメリ
カ、イギリス、フランス、ドイツなど、今まで何
カ国か取材でお宅訪問をした経験があって、
行くたびにインテリアの良さは感じていたの
ですが、どこか日本人の感覚や日本の住宅
事情では取り入れにくい雰囲気がある。でも、
デンマークのインテリアは日本人の私からし
ても居心地のよいものですし、参考になるな
という印象を受けました。
小澤：そうですね。デンマークは家具が世界
的に有名で、それを国民が意識しているんで
すよ。アルネ・ヤコブセンは誰もが知る世界
的デザイナーですが、彼らにとって自国のデ
ザイナーが世界に出て、今も世界中で愛され
ていることが誇りなのです。他にもフリッツ・
ハンセンやカール・ハンセン＆サン、PPモブ
ラーなど誰もが知る有名な家具ブランドは

LIFULL HOME’S 総研 所長。リクルート住宅総研を経て2013年より現職に。家をつくる前にまず家具

を買いにいったという、なかなかのインテリア好き。今回、デンマークの住宅事情を調査するためにコペン

ハーゲン視察を実施。リアルな暮らしの取材の様子はP150からの菊地マリエのレポート記事に詳しい。
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たくさんありますが、「誇りとしての家具」の
存在が国民全体にあることが、インテリアに
対する意識を強くさせているのでしょうね。
島原：独特な暮らしの文化というものがある
のでしょうか。
小澤：文化として考えると、デンマーク人の
教育だと思います。歴史をきちんと伝え
て、代々植えつけられた知識を継承していく。
たとえば、祖父母が使っていた椅子が孫に継
承されていくことが普通に起こる文化です
ね。なかなか日本じゃないですよ。古臭いし
使いたくないというのが日本での感覚じゃな
いですか。日本は和式から洋式への大転換
を経験していることも関係していると思いま
すが、デンマークはそのような変化もなかっ
たので、古いものが美しいという概念が国民
そのものに教育として成り立っているという
のはすごいなと思います。
島原：そういえば、私世代のおばあちゃんの
家ってダイニングテーブルなんてなかったで
すもんね。畳の部屋でちゃぶ台のような大
きめのテーブルを囲んで、椅子じゃなくて床
に座っていた。
小澤：日本は経済成長とともに様々なことが
大きく変化しすぎて歴史的な何かというも
のが定着しにくい。スクラップ＆ビルドがこ
の国の特徴でもあります。今となっては和
風の家も見直されてニーズも高まってきてい
るものの、和風の家が復活してまた昔の日本
のようになるかといえば、ならないです。IoT

は進化していくでしょうが、アメリカや中国
が世界基準として主導権を握っていく中で、
それらが日本のプロダクトに合わせて進んで
行くとは思えません。

島原：デンマークでは街や家具に対する継
承の意識があり、一方で日本は戦争で全て
がなくなり、ライフスタイルの大きな転換が
あったことが大きな違いです。ただ、若い世
代だと小さい頃から洋式の暮しのほうに馴
染んでいるはずです。小澤さんは、若い方の
意識の変化はお感じになられることはありま
すか。
小澤：残念ながら、日本人はもともとインテ
リアに力を入れない国民だった。何にお金
を使うかというと自らを着飾るファッション
などの、自分自身に対する投資をする。これ
はアジア人全般に言えることですが、西洋の
ものを自分自身に取り入れることで、よりよ
く見せるということに対して非常にお金を
使う人たちです。だけど、デンマークをはじ
めヨーロッパの人たちってファッションはシ
ンプルでも、とても素敵な家に住んでいたり
する。これは、お金を使うところがそもそも
違うのです。
島原：最近もその流れは変らないでしょうか。

IKEAやニトリといったロープライスな分野
が出てきたことに対しては、どのように見ら
れていますか？
小澤：確かに、IKEAやニトリのようなファ
ストインテリアという分野が広がったことで、
インテリアに対する興味を持つ人が増えて
きていると感じます。インテリアに興味を持
つきっかけ作りをしてくれたことにおいては、
非常に大きな貢献だったと思います。
島原：もちろん、それらは量産品であり、職人
が手をかけているわけではなく、小澤さんが
扱っている家具とは作りも価格帯も違いま
すけどね。
小澤：確かにそうですが、ただ、以前と比べ
ればインテリアを工夫しようと思っている人
たちは増えているのは間違いない気がしま
す。長く使っていく、歴史を継承するという
デンマークの人たちとの考え方とは違うもの
の、ここから新しい方向性が見えてくる可能
性があると思います。
島原：住宅の分野では、ここ10年くらいで
リノベーションが急速に広がって支持をされ
てきました。やはり1970年代後半から80
年代生まれの層は、新築だからありがたいと
いった感覚はまだ比較的残っているものの、
それ以前の世代よりは、中古を買ってリノ
ベーションするのがカッコイイというような
意識が増えてきた感覚はありますよね。
小澤：ええ、そこはだいぶ変わってきたと思
いますね。もちろん、設備の新しさや耐震性
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などから新築マンションを選ぶ人はまだ多
いのが現実ですけど、洗練されたインテリア
といえば、やはりヨーロッパを基準にしてい
る人は多い。この流れでいくと、新しいもの
だけでなく、「古くてもかっこいい」という時
代が到来しているのは間違いないと思いま
す。実際に賃貸だと新築の部屋よりリノベー
ションした部屋のほうが相場が高かったりす
ることもあるんじゃないですか。
島原：確かに。あと、他に気になっているの
が7,000～8,000万円の新築タワーマンショ
ンを買っても、家具はファストインテリアと
いう例は多かったりします。最近では億ショ
ンも珍しくありませんが、インテリアはコスパ
重視であまりこだわらない。異様なアンバラ
ンスとも言えませんか？
小澤：本当にそれは多いです。海外では家
具をベースにして家を設計する人もいて、つ
まり、家具から考える家づくりです。他には、
お気に入りのアートに似合うような家を考
えるとか。入り口が家からじゃなくて家具
や絵画という、その辺が全然違いますよね。

島原：デンマークでは、古いものを受け継い
でいこうという文化以外に、「ヒュッゲ」とい
う言葉でも知られるように、家で過ごす時間

を大事にしているような気がします。
小澤：ヒュッゲって「時間」の概念なんです
よね。本当に親しい人と気の置けない会話
を楽しむ。そのコミュニケーションから生ま
れる時間。その時間は長いものではないか
もしれないけれど、本当にささやかな時間を
幸せに過ごす、その回数を重ねていくという
感覚なんです。日本人は、常に忙しかったり
時間にとらわれる人が多かったり……、とく
に東京に住んでいれば親しい人と会話を楽
しむことを忘れつつある。一つの時間軸に
対する考え方というものが日本人には足り
ていないのではないでしょうか。ヒュッゲっ
て言葉は流行ったけれど、どれだけの日本人
が実践できているのかと考えたら全然できて
いないなというのが正直な感想です。
島原：「ヒュッゲ」という言葉だけがひとり歩
きして、毛布に包まるだとかキャンドルを灯
すだとか、そういうイメージばかりが先行し
ていますよね。小澤さんは、ヒュッゲという
考え方に触れた日本人の家での時間の使い
方は、今後はどうなっていくと思いますか？
小澤：まず、労務環境が変化している事実
があります。働き方改革で仕事以外の時間
が増えてきている中で、その時間を日本人
がヒュッゲ的な使い方ができるかできない
か。人生は幸せを追求する時間でしかない
のに、「時間に対するクオリティを上げられ
ない日本人」という面があって、それが、すご
く残念。僕もモヤモヤするところではあるん

です（笑）。ただ、そこをむしろ提唱していけ
る立場にあるのがインテリア事業者だと思っ
ています。インテリアを扱う人間は、ある意
味、プライベートな時間を提供する業者でも
あったりする。つまり、ソファを売るのはそ
の人の時間創造に協力しているのと一緒な
んだと思っています。
島原：なるほど。単なる座るモノではなくて、
そこで過ごす幸せの時間を創造するための
ソファを売っていると。
小澤：そうです。たとえば、「この椅子とど
う時間を過ごしたらあなたはもっと幸せにな
れるか」をアドバイスしていけるような軸が
できてくると面白いと思います。
島原：著書の中では「インテリアが人を幸せ
にする」ともおっしゃっています。それはど
ういうことなのでしょうか。
小澤：家具に思い出の上書きをしていける
ところでしょうか。一緒に過ごす人がどうい
う人なのかも重要なのですが、家具を共有す
る、インテリアを共有するというのは大切な
ことで、たとえば、同じソファに座って時間
を過ごす、座ったその時間は過去の思い出
になる、それが繰り返されることで思い出は
どんどん上書きされていって、その家具に対
する思いが強くなっていく。言い方を変え
ると、時間を共に過ごすことで家具そのもの
に自分の色が染み付いていく。それが自分
だけの色ではなくて、自分の大事な人の色も
染み付いていくからこそ、思い出の共有とい
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うことに幸せを感じることができる。
島原：そうそう、実家のダイニングテーブルの
椅子に座ったとき、「あぁ、懐かしいな」って
感覚。これは積み重ねられた歴史が、ずっと
そこに残っているからこそなんですよね。

島原：今回コペンハーゲンで取材した際に、
インタビューの最後に必ず、「あなたにとっ
て家とは何ですか」と同じ質問をしてみたん
ですね。そうすると多くの方が「自分の自己
紹介だ」と言ったことに衝撃を受けました。
北欧では週に1回、2回と人を招くというラ
イフスタイルですよね。
小澤：そうですね。
島原：レストランより自宅に友人を招いて
食事をするスタイル。だから家を見せると
いうことがひとつ前提になっているんですね。
ところが日本だと、招くにも招かれるにも気
を遣ってしまう。これってインテリアに対す
るこだわりに対して、不利な条件ではないか
と思うのですが、そういうライフスタイルとイ
ンテリアの関係についてはどうですか？
小澤：ファッションは人に見られるからお金
を使うんですよ。だけどインテリアは人に見
られないから適当にという考え方になってい
ることも多い。これは、おっしゃったとおり、
人を家に招くということが少ないせいでもあ
ると思います。そもそも外食が充実してい

てヘタしたら自炊するより安いですから。こ
れはもう生活スタイルの違いです。外食産
業の充実で経済が回っている現状、他人の
家に対する遠慮など日本人独特の理由が
あって、北欧のようなライフスタイルに切り
替えしていくというのが難しいのは間違いな
い。でも人を招くのは素敵なことだと思うし、
僕はデンマークの人と考え方が近くて、家＝
アイデンティティだとも思っています。洋服
を見せるより家を見せたほうが自分を知っ
てもらえるはずです。僕は家で過ごす時間
がまぁまぁ長くて。料理は大してできないん
ですけど（笑）。
島原：ただ、このままだとデンマークや北欧イ
ンテリアって素敵だよね、というおしゃれな
消費で終わりになってしまう気がします。実
際、単なるモノとして語られてしまう風潮も
インテリアにはあると思いますが、先ほどおっ
しゃったような、家具を「時間」という概念
で捉えるといいかもしれませんね。
小澤：ヒュッゲのような考え方はもっと定着
してもいいと思います。インテリアを共有す
るというのは、毎日それを目にしたり触れた
りできて、それが常に思い出と紐づいていく。
おいしいレストランや旅行に行った思い出
も確かに大切なのですが、それは常にそこに
あるものじゃないですから。さりげない時間
の中でふと記憶を回想させるきっかけになる
ものとして、唯一インテリアは大きな存在に
なっていく、そういう要素もあるのではない
かと思います。

デンマーク人は短い夏にバルコニーで過ごす

時間が長いが、「バルコニーは部屋の奥行き」

と考える小澤氏にとっても、部屋探しでこだ

わるポイントのひとつがバルコニー。自宅は

バルコニーがなんと120㎡！仲間と集まっ

てテラスで朝食を食べる朝テラ会やヨガを

行っている。また、部屋には必ずグリーンを

置くことを提案している小澤氏の部屋にも

グリーンがたくさん。鉢にもこだわりを。
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島原：一つ気になるのは、実際にデンマーク
のお宅だと中古の家具、リサイクル・リユー
スがすごく多かったです。家具を売る立場
としても、古いものを受け継いでいこうとい
うことは提唱されていますが、そこと事業と
して「売る」ということはどのようにバランス
をとっていこうと考えていますか？
小澤：もちろん、家具事業者としては新しい
家具をたくさん売ったほうが儲かるに決まっ
ています。ただ、家具を選ぶときに、「家具」
を買いたいのか、「道具」を買いたいのかど
ちらかを考えてほしい。大量生産・大量消
費のラインに乗っかっている工業製品を買
うと、当然劣化も早いですし、劣化の仕方も
美しくありません。家具というものは使えば
使うほどアンティークになるからこそ家具で
あって、時間が経つほど思い出が刻まれ、傷
もひとつの歴史になっていくという。傷イ
コール廃棄という流れが今の日本には多す
ぎます。家具そのものが生まれた背景を考
えてほしいと思っています。
島原：小澤さんはリサイクル／リユースショッ
プを運営する（株）ベクトルの取締役CBOも
されていて、すでに100店舗ほどあるとか。
小澤：それは役員として召還されているだけ
なのですが、リユースも今後はやっていかな
ければと思っています。僕らが目指すのは、
アンティーク化していける、長持ちする家具
を売っていくこと。買った人たちの「時間の
始まり」になるということを考えれば、ものす
ごく価値があることだと思っています。人生

の歴史に大きくかかわっていく業者なんて、
すごく重要なことですよね。

島原：住まいとインテリアの関係性において、
長らく住宅産業とインテリア産業は連携を
していないというか、業界として別だった気
がします。たとえば、リノベーション産業の
成立は、中古住宅の売買や賃貸をする不動
産ビジネスと、内装をインフィルから改装す
る建築業という、別々の二者が結びついた
業態だと考えます。ただ、住宅・建築とイン
テリアというジャンルの境目は、なんとなく
分かれているものの、どちらかというと建築
のほうが上というような立ち居地にあるよう
な気がするのですが。小澤さんも、リノベー
ションブランドであるリズム（REISM）のイ
ンテリアセレクトをリグナが担うといったコ
ラボレーションを実践されています。そこで、
住宅産業への進出だとか展望というのはあ
りますか。
小澤：いろんな不動産業者さんからの提携
のお話をいただくので、興味はあります。
島原：やっぱりそうですか。
小澤：むちゃくちゃ多いです（笑）。以前は
なかったような、二つの業者が手を組んでや
ろうという流れもできています。インテリア
が重要ということに気づき始めているのだと
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思います。
島原：そういう流れが出てきているのですね。
実は日本の一般読者向けのメディアで、「リ
ノベーション」という特集記事が初めて組ま
れたのが2000年なんですよ。それまで「リ
フォーム」と呼ばれていたのですが、当時の
『エスクァイア日本版』がリノベーション特集
を組んで国内の事例を出しているんですけ
ど、その大半を手がけているのがインテリア
ショップだったんですよ。
小澤：なるほど。やはり空間をわかっている、
ライフスタイルを把握しているのは、不動産
業者よりインテリア業者なんですよ。
島原：しかし、いつの間にかインテリアショッ
プがリノベーションの表舞台から少し後退
して、不動産業者と設計事務所といった建
築業が中心で展開してきたのですが、もう一
度インテリア産業が住まい作りの上流を担
う動き、つまり、家を買ってから家具を探す
のではなくて、家具やインテリアから住まい
作りをするような流れも出てくるかと思って
います。
小澤：今後、大きくその流れができていく可

能性はあるし、あとは理想の空間をどうやっ
て作り出すか。これは、大きな課題です。ま
だその場にできていない家に対して、本当に
自分の理想どおりの家になるのか、家具から
作る空間といっても本当にうまくマッチング
するのか。これはマンションを建てるデベロッ
パーにとっても課題です。家具をコーディ
ネートしたモデルルームも作りますが、実際
その部屋をそのまま購入するわけじゃないの
で、分からない部分は多かった。そこを僕ら
は大きなチャンスと考えている、それが僕ら
の新しく始めたCGビジネスなんです。（上
写真）
島原：これがCGですか？  めちゃくちゃリア
ルですね。
小澤：実はCGなんですよ。これがこれから
の時代、僕らの新しい分野だなと思っていま
す。僕らみたいな家具屋がCGを始めるの
は業界初めてだと思います。
島原：なるほど。そちらのほうに向いている
のは意外でした。
小澤：僕らは設計事務所やハウスメーカー
に空間デザイン、家具を売るのですが、空間

デザインCGも売れるんです。レバレッジで
営業できるうえにニーズが高い。要はCGビ
ジネスが、我々が家具を売っていくチャンス
になると思っています。オリジナルの家具
をCGに配置することで、より空間と家具の
マッチングをリアリティとして見せることが
できる。実際の家具を搬入したりするコス
トもかからず、契約も決まっていく。
島原：しかし、CGの出来のよさはすごいです
ね。クライアントはハウスメーカーや設計事
務所でしょうか。
小澤：現在はそうです。今後はB to Cも検
討していきたいところですね。他には動画・
VR・ARの制作も受注が増えつつあります。
空間インテリアを提供する業種としては、こ
れらの新しい空間の見せ方を考えていきた
いところです。CGビジネスがわれわれのロー
テクなインテリア産業におけるハイテクの今
後の動きですね。
島原：そして目指すところは、日本人の家の
中での時間の過ごし方を豊かにしていこう
ということですね！ 今日は意外なものも見
せていただきました。ありがとうございました。

まるで本物の部屋のようだが、実はCGで作成されたもの。
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　最近の動きを理解するための前提として
最初にインテリア、特に日本のそれについて
概観しておこう。まず、歴史である。言うま
でもないが、日本で現在主流となっている洋
風のインテリアは明治以降に入ってきたもの。
一般に普及し始めるのは戦後しばらくして
の、いわゆる高度経済成長期以降。日本経
済の進展、住宅着工戸数の伸びと軌を一に
してインテリア業界も急伸したのである。
　戦後の住宅不足からとにかく戸数を作る
ことが至上命題だった住宅業界同様、インテ
リア業界も業界が誕生した時点から大量に
作ることが急務だった。当然、工業化が推
奨され、画一的な製品が大量生産されるこ
とになる。それでも住宅同様、不足感は否め
ず、質を問う以前に買うこと、所有すること

が優先されたのは住宅と同じである。何を
買うかではなく、買えるものを買う。自分で
考え、選択しているわけではないので、このタ
イミングでこれを買うと言われる常識に従
う人が多く、結婚時には婚礼家具3点セット、
子どもが小学校に入学したら学習机とベッ
ドをまとめてというような買い方が一般的で
もあった。
　業界はとにかく作り、消費者はとりあえず
買う。高度経済成長期を中心に昭和は概ね、
そんな時代であった。作り方、買い方という
意味では住宅とインテリアは同じDNAを持
つ双子のようなものとも言える。
　ただ、住宅とインテリアでは異なる部分も
ある。顕著なのは業界の複雑さである。　
英語のinteriorの意は内面であり、言葉通り

に考えれば床や壁、スイッチプレートなども
含め、室内にあるもの全てはインテリアとい
うことになる。だが、欧米でのそれと違い、日
本の消費者の多くは家具やカーテン、照明な
どといった装飾性の高い品を指すとイメー
ジしているが、業界としてのインテリアはその
イメージよりはるかに広く、語義に近い。
　経済産業省の生活製品課が管轄する公
益社団法人インテリア産業協会には壁装材、
カーテンやカーペットなどのファブリック、照
明、カーテンレールやブラインド、家具、バス・
キッチン・家電等までを含む住宅設備機器、
金物・塗料・建具・床材などの住宅部品、テー
ブルウェア・インテリア小物などの業界が含
まれており、加えてゼネコンや住宅産業、設
計・デザイン会社から小売店、教育機関など

写真：「家具美術館な家」（ゼロリノベ。191ページ～）

住宅 同様、 度経 に 、

体 が見えにくいインテリア

「住宅」と「インテリア」

ける の 組み
は住まいの幸福を り出すのか

会社 情  表取 役

中 子

住宅は躯体だけで成り立つものではない。

暮らすためには内部にインテリア、外部にエクステリアが必要で、

特にインテリアは無ければ暮らしていけない。

だが、それほど重要なものでありながら日本の住宅産業はインテリアに関して

あまり関心を払ってこなかったように思われる。

ところが、これまで遠い関係だった双方が、互いに歩み寄る動きが見える。

その背景に何があるのか、そして、それがこれからの住宅や暮らしをどう変えるのか。

様々な人たちの声を聞いた。

現場レポート
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も含まれている。ざっくり言うと住宅に関
わる産業の大半がインテリア産業でもあると
いうことになる。
　これだけ細かく分化されており、多業種が
含まれることから、そしてそのうちには中小
の事業者も多いこともあり、インテリア業界
は複雑で全体像が分かりにくいと言われる。
業界ごとに商習慣が異なり、横の繋がりが
ないと指摘されることも。資格としてはイン

テリア産業協会が資格認定するインテリア
コーディネーター、キッチンスペシャリストが
あるが、一般の人が接する機会はさほど多く
はない。インテリアのトレンドをリードする
存在とも言いにくいのが現状だろう。
　つまり、住宅よりは金額的に身近でありな
がら、自宅をコーディネートしようとした時
にはパーツごとにしか見えない、本来は空間
としてトータルに考えるべきであるのに、それ

がしにくい、分断された業界であったという
わけである。
　その業界にバブル崩壊以降、変化が起きる。
変化の底流はそれ以前からあり、バブル崩壊
がそれを顕在化したとも言えるが、きっかけ
であったことは間違いない。それが現在の
住宅×インテリアの接近にどう繋がるか、消
費者サイドの変化、業界ニーズの変化の側面
から以降、見ていきたい。

［RoomClip］https://roomclip.jp
アプリがメインのサービス。女性ユーザーが多い

住宅着工戸数は昭和48（1973）年がピークでその後減少はしているものの、その減少は緩やか。一方で家具小売り年
間商品販売額は平成3（1991）年をピークに2014年以降多少持ち直しているものの、大幅に減少している
出典：住宅着工戸数（国土交通省）、家具小売り年間商品販売額（一般社団法人日本家具産業振興会平成28年経済センサス活動調査より）

■ 住宅着工戸数と家具小売り年間商品販売額の推移 戸数 家具販売額
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　インテリア業界の売り上げは一般に住
宅着工戸数と紐づけて語られることが多い。
家が新築されれば家具や照明その他、インテ
リアが必要になるからだ。実際、高度経済成
長期はその通りの伸びを示した。
　だが、右のグラフから分かる通り、住宅着
工戸数も高度経済成長期以降では1990年
をピークに減少してはいるが、急減と言うほ
どではない。ところが、インテリア（実際に
は家具。以降の話も家具がメインになる）
の売り上げは1991年（平成3年）をピーク
に2014年（平成26年）以降多少持ち直し
てはいるものの、右肩下がりに大きく減少し
た。バブル崩壊で景気が低迷しても、可処分
所得が減っても住宅は必需品であり、イン
テリアには裁量の余地がある。その違いが
反映されたものだろうが、「それほど単純で
はない」と部屋のインテリア実例共有サイト
RoomClip（ルームクリップ）の徳島久輝氏。

リテラシー 上 の一方で

関心、 入 は 化

消費者の変化

1
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イギリスの大学卒業後、インテリアショップ、
インテリアEC 運営に携わった経験を持つ
徳島氏は業界の変遷を見てきたひとりであ
る。
　「新規着工が減ったことに加え、バブル崩
壊以降可処分所得が減ったことで、消費者、
業界双方が変わりました。まず、消費者でい
えば 少ない予算でより賢い買い物をしよう
と本当に必要なモノは何かを考えるように
なった。その結果、まとめ買いが減少、好き
なものだけを単品で買う流れに。人に見せ
るものではないからとインテリアにお金を使
わなくなった人もおり、使う人と二極化。さ
らに単品で機能性、デザイン性に富んだ商品
が増えたことから安価な商品を利用、トレン
ドを楽しむ消費的なインテリアを好む人、時
間をかけて良いモノを選び、長く使おうとい
う持続型インテリアを志向する人に二極化
しているように思います」。
　2000年頃も、今も住宅産業を語る際には

しばしば「衣食住の中で住は最も遅れてい
る」という言い方が出てくる。「全体として
見れば住が遅れているのは今も現実でしょ
う。ただ、2000年頃に比べると一部の層で
は底上げはされており、特にRoomClipユー
ザーのリテラシーはその当時のそれからする
と遥かに高くなっていると言えます」。
　それほどにはインテリアに関心がない多数
と意識の高い少数が混在しているのが今の
消費者の姿ということだが、その辺りはデー
タからも読み取
れる。
　ネットリサー
チのマイボイス
コムは3年ごと
にインテリアに
関するアンケー
ト調査を行って
いるが、2018年
8月の第 6 回と

それ以前の2回を比べても、こだわりがあ
る人が増えているわけではなく、逆に全く
こだわりがないという人が増えているほど。
　また、同調査ではインテリアで何を重視す
るかを問うているが、その回答では「見た目
がすっきりしている」「シンプルで飽きがこな
い」「使いやすく機能的である」「手入れがし
やすい」など実用面を重視する答えが少な
くない。こうした人たちが徳島氏のいう、低
価格で一定のデザイン性等を満たした商品

この6年間ではインテリアに「まったくこだわりがない」人がもっとも増えている ［出典］「インテリアに関するアンケート調査（第6回）」（マイボイスコム株式会社）

20%0% 40% 60% 80% 100%

インテリアでは実 性を ん る人

インテリアの重視点
（全員）あなたはインテリアについて、どのようなことを重視しますか。（複数回答可）
2

見た目がすっきりしている

くつろぎ・癒しの空間となり、居心地がよい

シンプルで飽きがこない

部屋全体のテイストに統一感がある

使いやすく機能的である

手入れがしやすい

質のよいもので長く使える

できるだけ安価で揃える

無難なもの

あまりものを置かない

センスのよい、おしゃれな感じがする

自分が納得のいくもの、こだわりのものを揃える

健康や安全への配慮がなされている

季節感を取り入れる

高級感、上質感がある

レイアウト変更などがやりやすい

手作りしたり、既製品を自分の好みにアレンジする

訪問した人が感心したりほめてくれるセンスである

ブランド・メーカーなどをそろえる

その他

わからない・特にない

無回答

第 6回
（2018/8）
（n=10297）

41.941.9

37.337.3

35.635.6

29.929.9

26.826.8

25.325.3

13.313.3

13.013.0

12.112.1

12.012.0

11.311.3

11.011.0

7.07.0

6.06.0

6.06.0

4.74.7

3.23.2

3.13.1

2.82.8

0.70.7

13.113.1

0.10.1

インテリアにこだわる人は3割強

インテリアへのこだわり
（全員）あなたは、自分の家のインテリア（家具、インテリア雑貨を含めた室内装飾全
 般）に対して、どの程度のこだわりがありますか。

1

あまりこだわりはない まったくこだわりはない 無回答
非常にこだわりがある

注）過去調査は、今回調査の性年代構成比に合わせてウエイトパックした値

ややこだわりがある どちらともいえない

第 6回
（2018/8）
（n=10297）

第 5回
（2015/8）

第 4回
（2012/8）

100%80%60%40%20%0%

4.14.1 24.824.8 22.922.9 31.831.8 16.416.4

4.54.5 26.726.7 24.324.3 31.131.1 13.413.4

3.73.7 27.227.2 25.225.2 32.632.6 11.211.2
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で十分と考える人達なのだろう。
　もちろん、「くつろぎ・癒しの空間となり、
居心地が良い」「自分が納得いくもの、こだわ
りのものを揃える」など自分本位の答えもあ
るものの、数としては少数派である。
　その状況を図化したのが上の図である。
かつての何も考えず買う人が多数だった状
態から、本当に必要なものしか買わない人、
買う人に分かれ、買う人がさらに消費として
インテリアを楽しむ人、持続性を考えてイン
テリアを楽しむ人に分かれているのである。
　「このうち、買わない人はバブル崩壊以降
に増えたニトリ、IKEAに代表される低額商
品を必要最低限購入、消費として楽しむ人
たちはそうした商品に加え、ダイソー、セリア
のような100均商品を利用するのが一般的。
インテリアを楽しむにしても、それほど費用
がかかるわけではありません」。
　単に買わないだけではなく、買い方が変
わって売れなくなっているのである。

　だが、少数派と言いながら、インテリアを
楽しむ人たちの変化は目覚ましい。非常に
自由度が高くなっており、一言で何風とも言
えぬ、独自性のあるインテリアが散見される
ようになってきているのである。その背景に
あるのは情報化である。
　「インターネット以前には本以外に情報は

なく、他人の家や店を見る機会はほとんどな
く、世の中にどんな商品があるのかすら分か
らなかった。ところが、インターネットによっ
てそうした情報が手に入るようになり、ネッ
トを通じて海外からも商品を買えるように
なった。SNSやInstagram、RoomClipな
どの写真共有サイトの登場で我が家のイン
テリアを見せる人も急増した。そうした相
乗効果でインテリアは既成概念から脱却、ど
んどん自由になっています」。
　10年前だったらダイニングにすべて違う
椅子が並んでいる風景はおかしいと言われ
ただろうし、病院で使う流しが家庭のキッチ
ンに使われることはなかった。カフェ、ホテル、
ショップの雰囲気を我が家に持ち込もうと
する人もいなかっただろう。高額なデザイン
家具と安価な組立式の棚が共存するインテ
リアもなかったはずだ。
　インテリアにこだわりのある消費者の登場
で、モノや場の境界が取り払われつつあるわ
けだが、それによって業界も変わりつつある。
分かりやすいのは家電だ。かつては単体で
のデザインが重視されていたが、今は置く場
所とのバランスを考えたデザインが考えられ
るようになってきた。
　「最近、売れている家電メーカー・バルミュ
ーダでは商品単体での撮影はしていません。
シンプルだけれど、場に馴染むデザインになっ
ていて、モノは単体では存在しない、コーディ
ネートされて空間になるという概念がきちん

と具現化されているのです。かつてマンショ
ンのモデルルームにはテレビや冷蔵庫、洗濯
機は置かれていませんでした。それはインテ
リアに馴染まなかったから。でも、今は家電
のデザイン性が高くなり、置いてあっても違
和感がない。だから置かれるようになったの
です」。
　さらに最近は間取り、場からも自由になり
つつある。
　「かつてはダイニングセット、ソファセット
をそれぞれ購入したものですが、最近は『ダ
イニングで過ごす時間が多いならソファセッ
トは不要』と考え、ダイニングテーブルにソ
ファを合わせる人が増えています。それに
合わせ、そうした商品を販売する店も増えて
います。80㎡を仕切らず、ベッドが丸見えの
状態で使う例などもあり、○LDKにこだわら
ない人が増えていることを実感します」。
　住む場所＝住宅でなくても、オフィスをコ
ンバージョンした空間でもいいじゃないかと
いう発想もある。アメリカの大型ヴィンテー
ジ家具を置くことを考えると、NYのロフト
のような天井高のある、広い空間がイメージ
されるが、それを実現できるなら住宅にこだ
わらない、そんな考え方だ。インテリアを入
り口に、これまでにない住まいを求める、そ
んな動きすらあるのだ。
　そうした発想を可能にしたのはリノベー
ションの普及だ。新築マンションは間取り
はあらかじめ決められており、変更はできな

情 化がインテリアを自由に

バブル以前のインテリア購入層

まとめ買いなどで多額を投じた

それでもインテリアに
関心を持ち、お金を使う人たち

持続的にインテリアを志向する人たち
気に入ったものを待ってでも買う

消費的インテリアを志向する人たち
手ごろな家具、100均を多用

見えない・見せないものにはお金を使わない、
インテリアには

必要最小限しか支出しない人たち

■ インテリア購入層の分化のイメージ

バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
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ラベルを変える、詰め替えるなどで見た目を変えることもインテリアを変える一歩と幅広く捉えれば、インテリアへのハードルが下がると書籍「10000人の暮らし」ではこんなページ
も作られている

いが、リノベーションなら自由に、自分が好
きな空間を作ることができる。住まいが自
由になれば、インテリアも自由になれると考
えると、この2つ、実は表裏一体、鶏と卵のよ
うな関係なのかもしれない。

　といってもまだまだ、インテリアに関心が
ない、難しいと思っている人も少なくないと
徳島氏。日本人には完璧主義で真面目な人
が多い。家全体をとあるテイストに統一す
ることがインテリアなどと考えだすと、やるべ
きことが多すぎて、とてもできないとなってし
まう。また、平均好きの多い日本人の中に
は他と違う、自分だけが好きな空間を作る
ことに躊躇する気持ちもあるのかもしれない。
　だが、「自分の家くらい好きにしたってい
いじゃないかと思うのです。それに室内のあ
る一部、コーナーを変えるだけでも十分イン
テリアは楽しめます」。

　そのため、RoomClipが2018年に作った
書籍『10000人の暮らし』ではシャンプーを
しゃれたボトルに詰め替える、ラベルを貼る
など、これまでインテリアとして認められてい
なかったような、ごくささいなことまでを事例
として紹介。ハードルを下げようとしている。
「ここ20年ほどでインテリア雑誌が増え、イ
ンテリア好きも増えたものの、まだまだ等身
大のリアルな情報が足りない。トイレに本
棚のある家があると知ったら、本好きは共感
するだろうし、自分もやってみようと思うか
もしれない。でも、そんな家を知らなければ
やろうとも思わない。近年、ニトリが駅型店
舗を増やしていますが、それによって意図せ
ずにインテリアに触れる機会が増えれば、ま
だまだ、変わる余地はあるのではと思います」。

　バブル以降の消費者の変化を見てきたが、

最後に業界側の変化について簡単に。ひ
とつは低価格化。代表的なのは2017年に
30期増収増益が話題になったニトリ、1973
年に日本に出店したもののほどなく撤退、
2006年に再上陸を果たしたIKEAなど。か
つては高額商品だった家具だが、この30年
ほどでゼロがひとつ少なくても買えるほどの
品もあるほど低価格化が進み、一方で機能性、
デザイン性は向上した。。
　もうひとつは単体ではなく、空間として売
るというやり方が一般的になってきたこと。
　「2000年頃からインテリアショップがライ
フスタイルショップと言い出しました。かつ
ての家具店はテーブルはテーブル、ベッドは
ベッドと単体の商品を集めて陳列していま
したが、そうではなく、IKEAがずっとやって
いたように生活やスタイルごとに空間を作り、
それを提案する形に移行しています」。
　これについては後半でインテリア業界の
方々に詳しく語っていただく。

インテリアのハー ルを る

安く る、空間で る

という 2 つの方



インテリア×住まいのおおよそ60年史

1955 年

1960 年

1964 年

1967 年

1969 年

1972 年

1974 年

※ 記事中に登場する会社、社会の動きに加え、インテリア、住まいに関連しそうなトピックスをまとめた。実際にはこれ以上に様々な出来事があったはずだが、必要最低限ということでご容赦いただきたい

日本住宅公園（現・独立行政法人 都市再生機構）設立

島忠（当初は有限会社島忠箪笥店）、設立

大京（当初は大京観光株式会社）、設立

ニトリ（当初は似鳥家具店）、創業

大塚家具（当初は大塚家具センター）、設立

ニトリがアメリカ視察。翌年から直接仕入れを始める

IKEA日本設立。同社の販売権を取得した会社が
後日のアクタスに繋がっている。1984年に提携終了

西友のPB 商品として「無印良品」スタート1980 年

1981 年

1983 年

1987 年

1990 年

1991 年

1994 年

1996 年

アクタス設立

アクメファニチャー創業

100 円ショップダイソーの展開スタート（本格化したのは1991 年以降）

住宅着工戸数ピーク（高度経済成長期以降）

家具の売り上げピーク

家庭用エレクターシェルフ「ホームエレクター」発売。工業製品の家庭での利用が始まる

『アクタススタイルブック』第1 号発行、話題に。現在9 号目まで発刊
大塚家具、有明に2 万㎡のショールームを開設。店舗大型化の始まり

ニトリ、自社生産スタート。製造と販売の一体化1997 年

2000 年 インテリアショップがライフスタイルショップという言葉を使い始める
 『カーサ ブルータス』（マガジンハウス）月刊誌化（それまではブルータス増刊）

2003 年 「無印良品の家」誕生（MUJI HOUSE 設立は2000 年）
東京R 不動産設立

IKEAが再度日本進出

独立行政法人 都市再生機構設立2004 年

2006 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

夏水組設立（株式会社化は2010 年）

リノベる設立、toolbox 設立（株式会社化は2013年）

リノベーション協議会設立（ 当初はリノベーション住宅協議会）

グルーブ エージェント（ゼロリノベ）設立

RoomClip サービススタート
MUJI×UR団地リノベーションが スタート

「リノベる。Meets」 プロジェクトがスタート2017 年

2018 年 島忠ホームズ新山下店がリニューアルオープン

高
度
経
済
成
長
期

高
度
経
済
成
長
期

バ
ブ
ル
景
気

バ
ブ
ル
景
気

バ
ブ
ル
崩
壊
〜

バ
ブ
ル
崩
壊
〜

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク 2010 年

Instagram登場
フェイスブックジャパン設立

1995 年

Windows95発売
インターネットの普及始まる

2004 年
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　東京R不動産が9年前に立ち上げたtool
box（ツールボックス）は自らを「自分の空
間を編集するための道具箱」と定義している。
目指すものは2つ。　「空間は本来、使い手
であるユーザーのもの。ところが、これまでの
建築は作り手がゼロから100までを用意し
てしまい、使い手が関与する余地がなかった。
そこに家具を買う感覚で、まるで模様替えす
るように自分で手を入れられるようになる道
具箱を用意、家を編集できるようにするとい
うのがそもそものコンセプトです」とtoolbox
の一杉伊織氏。
　編集と聞くと難しく感じるが、洋服のコー
ディネートと考えれば分かりやすいかもしれ
ない。場面に、好みに、こだわりに合わせて
私達は洋服を組み合わせる。空間に比べる
と洋服は日常的な品だから、よほど慣れない
場に行くというのでなければ何気なく、自然
にコーディネートしているはずだ。だが、家
に関しての経験値は洋服ほどには高くない。
棚を作ろうと思っただけで、誰に頼む?いく
らかかる?と疑問が湧いてきて、そこで思考

停止となるのが一般的だろう。それを実現
に導いてくれる親切な道具箱がtoolboxと
いうわけである。
　もうひとつ、分業化の弊害を再編集したい
という意図もある。「一軒の家を作るにも複
数の専門職が関わり、それぞれが自分の仕事
に真剣になるあまり、全体が見えなくなって
しまっている気がします。インテリアでも日
本では家具のように単独で成立し得るもの
を意味することが多いが、本当は床もインテ
リアだし、棚もインテリア。toolboxでは建
築と家具、建築と雑貨などといったボーダー
を無くし、全てがインテリアと考えています」。
　その考え方で9年。最近ではことさら編集
と言わなくてもいいんじゃないかと思うほど
消費者の変化を感じているという。
　「10年 前は空 間に関する情 報を検 索し
ても建築事務所のブログが出てくるくらい
で情報が無かった。今だとInstagram、ピ
ンタレスト、RoomClipを中心に情報は豊
富。コメント欄を利用して質問しあったり、
情報交換も頻繁に行われており、それによ

り知識、ノウハウが大きくアップしています。
toolboxへの質問もより具体的なものになっ
ています」。
　初期には「なんとか風」にしたい程度の漠
然とした要望、質問が多かったそうだが、最
近では「こうしたい、これでいいですよね?」
と最後の確認に訪れるような人も増えたと
いう。さらには提供側が想定もしていなかっ
た使い方を提案するユーザーも出ており、使
い手の成長は著しい。
　また、そうやって自らが編集した空間に対
しての満足度も非常に高いものがある。
　「インタビューにお邪魔したいと言って断
られたことが一度もありません。自ら写真を
送ってきてくれますし、実に楽しそうに語っ
てくれる。自分の考えと意思で選択、作り
上げた満足感、それが賃貸だとしても自分の
空間だという意識、さらに、それが多くの人
に評価されるという幸せ、喜び。自分で編集
した空間にはそうしたものがあるようです」。
　満足度の高さに加え、もうひとつ、面白い
と思ったのは、ユーザーは箱とか、箱の中身
といった区別をしないという一杉氏の言葉。
それはtoolboxの考え方でもあるわけだが、
同時にユーザーの感覚でもある。業界の枠
の中でモノを考えていると、これは住宅、こ
れはインテリアと線を引きたくなるが、ユー
ザーはそんなことは望んでいない。住宅に関
していえば自分にとって居心地の良い空間
であればいいだけで、そこに業界の境はない。
特にインテリアにこだわりを持つようになる
と、その意識が強くなるのではないかと思う
が、どうだろう。

［ toolbox］https://www.r-toolbox.jp
商品だけでなく、それを使ったユーザー、プロの人たちの事例も豊富なホームペ―ジ

原宿にあるtoolboxショールームは内装にま
つわるアイテムを横断的に揃えており、空間全
体のコーディネートがイメージできる空間。見
ていると何か、やってみたくなるから不思議

「空間の 」で

住まいを自分のものに

消費者の変化
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　一般には家を買った、建てた時点からイン
テリアを考え始める人が多い。家をきっか
けにインテリアを考えるという流れだが、そ
れとは全く逆にインテリアから住まいを考え
た例がある。2018年度のリノベーション・
オブ・ザ・イヤーの1000万円以上部門で最
優秀賞を受賞した「家具美術館な家」である。
　白を基調に、床と壁の一部にグレイがある
だけで細かく仕切られていないシンプルな家
で、家具がなにより引き立つように設計され
ており、それが「家具美術館」たるゆえん。置
かれている北欧家具は施主の角田氏が4年
間滞在したデンマークで購入したものである。
　「デンマークに行く前には家具にも、家に
も関心はなく、会社の勧めでごく普通の新
築マンションを買おうとしていた時期もあり
ました。ところがデンマークでの1年目にア
ンティークマーケットで小さなソファを購入
したことから、北欧家具にはまってしまいま
した。デンマークは初任給をもらったら、ま

ず椅子を買うというほど家具を大事にする
国で丁寧に手を入れて親子代々使い続ける。
高額な名品があるのはもちろん、若い人でも
買えるように名品を元に作られたセカンド
ライン的な品も充実していて、無名の家具で
も座り心地が良い。骨董市では熱く来歴を
語ってくれるおじいさんなどにも出会い、モ
ノの背景、歴史、時間を楽しむという考えに
触れました。そうなると、普通の新築マンショ
ンでは物足りないと思うようになりました」
と角田氏。
　住んでいたのは中庭のあるアパートメン
ト。長い冬を明るく過ごすため、室内は白く、
自分で手を入れながら住むことも多いとか。
他人の目を気にしないメンタリティのためか、
カーテンを閉める習慣がなく、見るともなく、
周辺の暮らしが目に入った。
　「リビングが丸見えなのですが、あのランプ
可愛いね、家具はこうやって配置するんだね
と店を見に行かなくても勉強になった。街

中の家も窓 辺を外に向けて飾
るので歩いていてとても楽し
かった。日本のまちのようにカー
テンやシャッターでまちと家を
切り離すのではなく、家はまちの
一部なんだと思いました」。
　家具が増えるにつれ、帰国後
の住まいが気になった。70㎡ほ
どが中心の新築マンションでは
ぎちぎちに詰め込むことになり、
家具が生きない。ゆとりを考え
ると90㎡は譲れない。となる
と物件価格を抑えた中古でリノ

ベーションという手が妥当と思えた。
　滞在中から検索を続け、行きついたのは
中古物件の購入からリノベーション設計施
工までをワンストップで提供するゼロリノ
ベ。帰国後現在の住まいの近くに50㎡ほど
のアパートに仮住まいし、物件を探した。提
案されたのは駅からはバス便利用、中古の団
地、1階。「妻の実家に近いため、土地勘があ
り、かつ価格を抑えるためにも郊外という選
択でした。そもそも地方出身で都内、駅前に
こだわりはありませんでした」。
　設計にあたっては照明も含め、すべての家
具のサイズが書かれた紙を渡し、その配置最
優先で依頼した。ゼロリノベ設計担当の鎌
田氏はその丁寧さにびっくりしたという。
　「ボロボロの古い物件でイメージしにく
かったと思いますが、壁構造で耐震性もあり、
光の入り方などが北欧の家に似ていると説
明しました」と語る鎌田氏も北欧に滞在し
た経験があり、イメージが共有できたのが満
足度の高い家になった要因だろう。
　引っ越して1年。無駄遣いをしなくなっ
たとご夫婦。空間に合わないモノは買わな
いようになったからだ。といって禁欲的な生
活をしているわけではなく、季節ごとに小物、
ファブリックで模様替えして楽しんでいる。
　「デンマークは服装も地味で、長く着られ
て実用性、機能性が高く、着心地が良くて
愛着を持てる衣類が選ばれています。安く
ても1年で消えてしまうようなトレンドに流
されることはない。家にも奇抜さは求めな
い。でも毎日見る家具が嫌だったら毎日が
嫌だから、そこにはこだわる。自分の暮らし

小さなお子さんがいる家庭とは思えないほど整理整頓が行き届き、すっ
きりと居心地の良い角田家。子どもの品も置かれているが、数が絞られ
ており、テイストが統一されているため、悪目立ちしないからだろう

中古物件の購入からリノベーションの設計施工までをワンストップで行うゼロリノベ
［groove agent］https://www.zerorenovation.com

家具との出会いが

住まいに めるものを えた

「家具 な家」

消費者の変化
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がまずあって、そこから家を選ぶという感じ
でしょうか。日本だと家ありきで、それが使
いにくくても、ストレスを感じても我慢して
しまうようですが、そういう耐える美学はど
うなんでしょう」。
　話をしていて気づいたが、家具を中心に家

を考えたというのは表面的な言い方だ。角
田氏にとっての家具はモノではなく、歴史や
背景、人の想いのこもった品を大事に使い
続けるという文化、自分の生活で何を優先
するかという考え方、自分が好きなものに忠
実であろうという筋の通った自分勝手など、

ある意味、生き方、暮らし方の象徴なのであ
る。だから本当はインテリアから考えたとい
うより、自分らしい生き方、暮らし方から家
を考えたというのが正しいのではなかろうか。
　そう考えると、インテリアが意味するもの
はずいぶん違って見える気がする。

元々は個室3室に納戸のある3LDKをほとんど仕切りのない大きな空間にリノベーション。家の中のどこにいてもお気に入りの家具が眺められるようになっている。ところどころに
置かれた小物や花などが良いアクセントに
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　全国に73万戸を擁する日本一の大家さ
ん、UR（独立行政法人都市再生機構）がイ
ンテリアに注力、これまでにない新しい賃貸
住宅を提案している。そのひとつが無印良
品と組んだMUJI×UR 団地リノベーション
プロジェクトである。
　高度経済成長期に大量に、画一的に作ら
れた団地は築後40年、50年が過ぎ、躯体は
良しとしても内装はいずれもくたびれ、特に
若い人には選ばれにくくなっている。平均居
住年数14年と長く住む人が多いこともあっ
て周辺に比べて高齢化も著しい。
　公団だった時代にはそれでも団地のイ
メージが強く選ばれてきたが、2004年に現
在の名称となってからはそれが薄れ、民間と
の競合などで空き家が目立つようにもなっ
てきた。といっても民業圧迫になるような広
告を打つわけにはいかない。
　もちろん、部分的な修繕は続けられてきて
おり、1999年頃からは大規模なリニューア

ルも行われていたが、内部でやる改修では大
きな変化は見込めない。どうすれば良いか。
現場には強い危機感があったはずである。
　そんな状況下、広告代理店による民間事
業者との連携のひとつとしてプロジェクトが
スタートしたのが無印良品。戸建を始め、次
にリノベーションをやろうと考えた時、団地
に目をつけたのだという。URサイドが驚いた
のは団地をポジティブにとらえる考え方だっ
た。それが古い、ださいと言われ続けてきた

団地を見直す契機になった。
　「リーマンショック、東日本
大震災と景気が縮退、新築だ
けを良しとする考えが変わって
きていたことに気づかされまし
た。それまで古い物件の改修
では和室を洋室化していました
が、あえて古いものを残す。ド
アノブをレバーハンドルに換え
なくても室内がリノベーション
で変わればドアノブが可愛いと
受け入れてくれる30代、40代
がいる。消費者の嗜好は変わっ

てきている。発見でした」（UR 都市機構住
宅経営部ストック活用計画課・坂田辰男氏）。
　古い団地は広い敷地にゆったりと棟間を
取って建てられており、住環境としては優れ
たものが多い。建物自体の質も高い。問題
は内部。それを変えれば団地は変わると無
印良品サイドは考えたのだろう。商品だけ
を置いていても伝わらない部分を実際の住
戸に置いて見せるメリットもある。どちらに
とってもプラスになる連携というわけである。
　また、無印良品の暮らしのスタンダードを
作ろうという姿勢にも親和性を感じたとい
う。URもまた、DKや寝食分離などという
今の暮らしのスタンダードを作ってきた組織
だからである。もちろん、民間ならではのプ
ロモーション、情報発信力にも期待があった。
　2012年に西日本からスタート、以降関東、
中部、九州と広がり、これまでに改装したの
は約700戸。全体の構造体はもちろん、柱、
鴨居などもできるだけそのまま残した上で、
仕切りは自由にでき、和にも洋にも使える素
材を利用、収納は自分で好きなように組め
るようにしてあるのが特徴だ。　

和室3室の3DKを広いリビングと洋室1室の1LDKに。壁面、間仕切
りに収納家具を使い、実用的でもある。キッチンと同じ高さのテーブル
は備え付けられている

土間を作ったり（左）、1階のリビングと繋がるバルコニーを延長、ウッドデッキを作る（右）など実験的な住戸も登場し
ている

MUJI ×UR団地リノベーションプロジェクト
［UR都市機構］https://www.ur-net.go.jp/chintai/muji/

一的な大 生産では 、

化の根 には 感　

業界の変化
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　同プロジェクトのパンフレットはそれを
空っぽのお弁当箱と表現している。「何もな
い空間に例えば無印良品の収納家具を置い
ていくことで、家族の成長や暮らし方の変
化に合わせて間取りを自在に変えることが
できます」というのである。これまでの○DK
という暮らし方からすると自由度の高い空
間になっていることが分かる。
　加えて同社の収納家具などとサイズが連
携しているため、収まりが良く、見た目にも
きれいに片付くのがポイントである、
　さらに改修されたうちにはシェアルーム、
ウッドデッキ付き、DIY可など住み方の実験
をする住戸もある。また、半透明の襖やシン
ク下が自由に使えるキッチンや洗面台など
を共同開発もしてきた。
　これまでも単発的には外部の会社などと
組んだモデルルームは作ってきていたが、全
組織を挙げて、これほど長期に取り組んだの
は初めてだという。
　この取り組みにより、明らかにこれまでの
画一的な団地であったら来なかったであろう
人たちが来るようになった。
　「700戸のうち、20～30代が6割、単身で
はなく、これから2人でモノを揃えていこうと
いう年代の人たちが中心ですが、最近ではシ

ニア、母と娘など層が広がってきています」。
　とはいえ、73万戸のうちの700戸である。
加えてこれまで作ってきた物件に対しても
賛否は少なからずあるという。コンクリート
剥きだしや壁を取っ払った上で残した木の
柱などには来場者からのダメ出しもあった。
　「とはいえ、これまでのように平均点しか
狙わない、クレームを減らすことに主眼を置
いたやり方ではダメなことは分かっています。
今、無印良品で改装した部屋を選ぶ人はマ
スではないにせよ、後数年したら変わってい
るはず、何が良いかは分かりませんが、トライ
&エラーでやり続けるしかありません」。
　ひとつ、面白いことがある。これまでは都
市再生は学生がURを就職先として志望す
る大きな理由になっていたそうだが、最近は
リノベーションをやりたいという学生が増え
ているそうだ。　　
　もうひとつ、面白いと思ったことがある。
取材を申し込んだ時に返ってきた言葉であ
る。MUJI×UR団地リノベーションプロジェ
クトでは改装した部屋に家具等を置いたモ
デルルームは作られるものの、貸す時点では
家具は付いていない。壁紙や内装、キッチン
のコーディネートなどに留まるが、それで良
いかと問われたのである。

　ここにひとつ、インテリアとは何かという
根本的な問題がある気がする。ここまでで
も何度か出てきたが、一般に日本では室内
にあるもののうち、可動式の、装飾性の高い
家具、照明、カーテンなどの品をインテリアと
考えている人が多い。だが、内部空間と考
えるとどうだろう。そこには装飾性だけでは
なく、自由度や使い勝手も求められるはずで
ある。見た目だけからMUJI×URを考える
と、間仕切りを取り払い、白くしただけに思
われるが、前述したようにフレキシブルに、使
いやすい空間になっているのである。インテ
リアは装飾であるだけではなく、そうした空
間の設計であると考えたらどうだろう。これ
まで住宅とインテリアが別物として存在し
ていたのはおかしなことではなかろうか。
　また、古い建物がインテリアを変えること
で選ばれるようになるのだとしたら、この2つ
の業界はもっと連携を強めなくてはいけない
のではなかろうか。
　ちなみにURでは無印良品以外にIKEAと
も連携しており、同社のキッチンを入れた住
戸を作っている。こちらのラインは比較的大
きな家具などが中心になるため、団地という
よりはもう少し新しい、広めの物件が対象に
なることが多いそうである。

和室3室の3DKを広いリビングと洋室1室
の1LDKに。壁面、間仕切りに収納家具を
使い、実用的でもある。キッチンと同じ高さ
のテーブルは備え付けられている

収納
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　大量生産の画一品では選ばれなくなると
いう危機感は他社、他業界でも共有されて
いる。アパレルに始まり、飲食、家具と幅広
いブランドを有するベイクルーズ　グループ
の家具ブランドACME Furniture（アクメ
ファニチャー、以下、アクメ）と組んでリノ
ベーション物件のモデルルームをオープンさ
せた大京穴吹不動産・事業統括部研究開発
室の田渕裕美氏は「モノが売れないと言わ
れるけれど、買わないのではなく、買いたいも
のがない、値段より趣味嗜好、自分の暮らし
に対して、らしさ、こだわりを求める人が増
えているからではないか」と考えている。
　Reno α（リノアルファ）ブランドとしてリ
ノベーション業界をけん引してきた大京穴吹
不動産だが、ここ数年は供給戸数の伸びが
鈍化。他社との差別化と新たな顧客層の開
拓を目的として、その打開案として始めたの
がインテリア業界とのコラボレーションであ
る。アクメを選んだのはヴィンテージの家具

をメンテナンスして使い続ける同社の姿勢
がリノベーションに通じるところがあると考
えたからという。
　一方のアクメサイドでも危機感があったと
いう。おしゃれであるとか、誰かが作っただ
けでは売れなくなったというのである。
　「アパレルはそもそも、以前からライフスタ
イル提案に向かっており、弊社はその先駆
け。インテリア業界もこれからは単品ではな
く、空間全体をコーディネート、世界観で売
る時代だと考えており、アパレルオフィス、飲
食、ホテルなどとのコラボを進めてきましたが、
デベロッパーは今回が初めて。話を頂いた
時には社内がざわざわしました」（アクメ・プ
レス 勝山龍一氏）。
　同社がターゲットとしている30代半ばは
セレクトショップが流行った時代の子ども
世代。こだわりが強く、高くても良いものは
買う人たちで、かつまだ子どもがいないため、
経済的にも余裕がある層。住宅を買い、そ

こに大きなソファという選択が
できる世代でもある。
　「モデルルームではよくこのサ
イズの家具が日本の住宅に入
るかを聞かれるので、それをリ
アルに見せられるのはメリット。
近年、インテリアのリテラシー
は相当上がっていますが、それ
でも単品でしか認識できない人
も多く、空間全体が見られる場
は貴重です」。
　同社が空間、世界観にこだわ
るのは真似されにくいから。創

業は36年前。ベイクルーズ グループ経営者
がインテリア好きだったため、ショップでヴィ
ンテージ家具を使うことから始め、その後、
前オーナーからアクメを取得した。その歴史
はそうそう簡単に真似できるものではない。
　そしてひとつ、指摘しておきたいのは住宅
業界とのコラボレーションをしているインテ
リアショップは多くがアパレル出身である
こと。同グループにはもうひとつ、ジャーナ
ル　スタンダード　ファニチャーがあり、以
降でご紹介する「リノベる。」とコラボしてき
た。他にもこれまでデベロッパーとコラボし
てきたのはディーゼル、ユナイテッド・アロー
ズ、ビームスなど。
　toolboxの項で空間の編集を洋服のコー
ディネートに例えたが、実際、この2つの作業

アメリカの1950～1960年代の家具、雑貨などを中
心に扱っており、熱心なファンが多い

［ACME Furniture］http://acme.co.jp/

2015年にグッドデザイン賞を受賞した大京穴吹不動
産の保証付きリノベーション物件サイト

［大京穴吹不動産 Reno&］
https://www.daikyo-anabuki.co.jp/renoalpha/

2社のコラボレーションによってウォールランプや斜め貼りの濃いブラウ
ンのフローリング、柄のある淡いミントグリーンの壁紙、可動式の壁かけ
シェルフなど一味違うモデルルームになっている

しい ノがないから れない、

体では れない、だからコラ が
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は親和性が高いのである。そしておそらくア
パレル業界はインテリア、住宅業界より成熟
しており、よりユーザーニーズを掴んでいる。
それが世界観、空間作りで売るという一歩先
を行っているゆえんではなかろうか。

　そのアクメとモデルルームを作ってみて、
いくつもの発見があったと田渕氏。「これま
でのモデルルームは来た時の高揚感で買っ
ていただくものでした。ところが、アクメさん
の提案は実際の生活に即したリアルな空間。
こんな生活をしたいと思わせるような作り方
でした。加えて自分ではレイアウトの難し
いフォトフレームをおしゃれなギャラリー風
に壁に設置。入居後に自分たちで暮らしを
作っていくのだと思わせる余白も。もうひと
つ、なかなか手を出すのに勇気のいる無垢材

のフローリングを斜め貼りにはる手法をとり
入れる斬新さにも驚きました」。
　住宅業界はクレーム産業とも言われる。
無垢の木は経年で反ったり、隙間ができたり
とクレームに繋がりかねない変化をする。そ
のため、たいていのデベロッパーは無垢の木
などの自然素材は使いたがらない。だが、ア
クメでは経年で変化する材を普通に使って
いる。
　「自分が好きになって選んだ、ファンになっ
て買ったと思ってもらえれば、一見ネガティ
ブに思われる要件をメリットに変えることが
できます。経年変化することも含めて選ん
でいるからです。買う人、売る側の関係も上
下ではなく、フラットになる。ブランド力と
いうのはそういうものではないかと思います」
（勝山氏）。
　デベロッパーも無垢の木を嫌っているわけ
ではない。クレームが怖くて使えなかっただ

けで、もし、好きになって買ってもらうことで
クレームから脱却できれば、住まいの空間は
もっと自由になれるはず。顧客のこだわり志
向が強くなった現在だからこそ、新しい売り
買いの関係性を創り出すことは、今まで捉え
られなかったファンを生み出すチャンスかも
しれない。　
　もうひとつ、このモデルルームを作ったこ
とで新たな市場が開かれたことにも触れて
おこう。棟内でのお披露目会での反応である。
　「築46年の物件で居住者16組が来場。
そのうちでも10年以上、20年以上お住いの
方々は同じ部屋がリノベーション、インテリ
アでここまで変えられる、変わることに驚い
ていらっしゃいました。今まで古い家はその
ままで何もできないと思っていたのに、こん
なに変えられる! 新たな選択肢を提示できた
と思います」（田渕氏）。

　インテリアに限らず、衣食住のさまざまな
ジャンルとのコラボレーションを進めている
会社がある。リノベーションをワンストップ
で行うリノベるだ。インテリア分野だけでも
「リノベる。meetsプロジェクト」と銘打っ
たプロジェクトでジャーナル  スタンダード  
ファニチャーなど3社と組んでいる。これ

までには自転車メーカー、アウトドアファッ
ション誌などともコラボしており、幅の広さ
は他の追随を許さない。その意図は2点あ
る。ひとつはインテリアを組み込むことで同
業他社との差別化を図り、ユーザーのリテラ
シー向上、満足度アップにつなげること。
　「ヤコブセンがホテルのためにエッグチェア

を作ったように、かつて建築家は建物と家具、
照明などのインテリアを一緒にデザインして
いました。ところが、両者は徐々に離れてし
まい、今の建築は造作は作るかもしれません
が、住む人に合わせたインテリアの提案から
は遠い存在になっています。また、家を買う
場面では家は今しか買えないけれど、インテ

現在、テイストの違う3社と組んでプロジェクトが進められている

感で るから、生 で る

［リノベる。meets プロジェクト］https://www.renoveru.jp/meets/

築 インテリアで 別化、
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リアは後からでもいいと軽視しされがち。結
果、リノベーションの普及で住宅という箱は
自由になってはきたものの、その内側はいま
ひとつ。これからはそこを合体し、住む人が
求める空間を作ることで差別化を図ってい
きたいと考えています」（リノベる・リノベー
ション事業本部デザイン部インテリア課 古
久保拓也氏）。
　家を買い、リノベーションし、インテリアを
揃えるとすると不動産会社、建築会社、イン
テリアショップと3種類の業種が関係する。
限られた予算を配分すると考えると互いの
利害は相反することになるが、リノベるでは
予算時点から家具も併せて購入することも
提案し、ローンに組み込むことで利害相反で
はなく、互いにメリットのある形にしていく
という。すでに家具も含めたローンを用意、
かつてリノベーションを含めたローンが可能
になったことで中古市場が活性化したよう
な効果を期待している。
　「住宅購入検討時に家具の予算を聞くと
ゼロということはなく、8～9割はカーテン、
ブラインドや照明のような必需品はもちろん、
それ以外の家具も含め、買うつもりではある
と回答します。ところが、どこの何を買うか
となるとわからないとする人が多数。今、日
本の家具は海外の高額なブランドもの、安価
な工業製品に二極化しており、本当はその中
間に手頃で品質の高い品があることが知ら
れていない。そうした知識の足りないところ
を補い、ユーザーが本当に求めている空間に
辿りつけるようにもしていきたいと考えてい
ます」。

　もうひとつの意図はコラボレーションで情
報、関心の間口を広げ、暮らしに関心を持っ
てくれる人を増やすことだ。暮らしの箱で
ある家と、道具であるインテリアの2つに住
み手が加わることで初めて暮らしが生まれ
ると考えると、まずはその双方に関心を持っ

てもらうことが、その先の
暮らしへの満足度を高める
道であるというのだ。
　「コラボレーションでは
広く、浅く認知度を高める
ためのものと、深く、実際の
ニーズに結び付くものの2
種類を考え、実践していま
す。前者では自転車メー
カー、アウトドアファッショ
ン誌などとコラボしており、
インテリアは後者。家具は欲しいけれど、そ
のための空間はないという人を対象に、では
空間を提供しましょうと。大事なのは住ま
いにこだわるきっかけをどう作るかなので、い
ずれの場合でもリノベるは黒子。それでもす
でにファンの人たちがセミナーに参加するな
ど、関心のステップアップが始まっています」
（リノベる 社長室・千葉剛史氏）。
　ファンである会社がコラボしているという
ことで入口の時点から信頼感が醸成しやす
く、話が進みやすいのだという。そこで目指
すのは最初から家、家具の話をするのではな
く、「何が好きですか、どんな暮らしがしたい
ですか」とフラットに話せる環境だ。
　「箱ありき、ではなく生活ありきのアプロー
チと言えば良いでしょうか。その人の物語、
好みの文脈の中からそれにふさわしい住まい
を提案していくという形になれば、より満足
度の高い空間を作れるようになるのではない
かと考えています」。　
　興味深いことにリノベるがコラボレーショ
ンにメリットを感じているのと同じように、
相手方もメリットを感じているという。
　異業種とコラボレーションをすることで、
それまでの常識、やり方の枠組みを外しやす
く、事業のスピードアップが図れるなど一般
的なメリットに加え、住宅にアプローチした
がっている業種が多いというのだ。
　「アパレルの会社が次々にインテリアショ
ップを作ったり、ドラッグストアが食品を置
くようになるなど、今、世の中では業種の境
が無くなりつつあります。その中で生き残っ

ていくためにはアパレルがやっているように
トータルな世界観を作り、それを売っていく
必要がある。その舞台として住宅にアプロー
チしたがっている業界が多いのです」（千葉
氏）。
　それぞれの業界での生き残りへの危機感
がコラボレーションに向かい、その中でも住
宅に向かう現状。まだまだ住宅には大きな
期待が寄せられているということだろうか。
　ただ「残念なのは建材業界です」と千葉氏。
一部にインテリア性の高い、DIYできるよう
な建材を出すなど変化し始めている会社も
あるが、大半は既存の工業製品然とした扉、
床材その他を作り続けている。一般のユー
ザーとの接点がないせいだろう。社会の変
化を感じていないのだ。室内での建材の存
在感は大きい。今後の変化を期待したい。

　もうひとつ、コラボレーションを通じた啓
もう活動がプラスに働いている分野がある。
採用だ。「目の前の営業だけではなく、将来
の顧客育成にリソースを割いているというこ
とに未来を感じ、応募してくる若い人たちが
少なくありません」。
　URの取材でも同じことを聞いたが、新し
いチャレンジは常に若い人を惹きつけるとい
うことだろうか。人材確保という意味でも
インテリア再考は手なのかもしれない。

イタリアのライフスタイルブランド、ディーゼルのホームコレクションライン
「DIESEL LIVING」とのコラボ。ヴィンテージ感のあるインダストリアルな雰
囲気が特徴という

入 はなんであれ、

は暮らしに関心を
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　2018年12月、家具、ホームセンターの2業
種を柱とする島忠のホームズ新山下店がリ
ニューアルオープンした。話題はツタヤとの
提携。売り文句は「家具・本・カフェの融合
で“体験型の暮らし提案”」である。
　これまで日本の家具店はベッドはベッド
だけ、机は机だけという品ごとの陳列が中心
だったが、この新店舗では「幸せになる朝食」
「学び舎は、リビング」「ペットと暮らす」など
の生活の場面を想定。家具のみならず、そこ
に必要な家電、書籍、グリーン、雑貨などを合
わせて陳列、空間に共感してもらった上でい
ずれは購入に繋がることを意図した。
　「家具、ホームセンター部門がきれいに分
かれていた弊社で業界の縮退からこのまま
ではいけない、ライフスタイルを提案した売
り方を考えるなら部門を統合したほうが良
いのではとなったのが2年前。その後、ツタ
ヤのポイント制度を取り入れることになり、
それをきっかけに普通の書店と違う売り方
をする同社に倣い、新しい売り場を作ろうと

リニューアルしたのが新山下店です」（島忠
新店・イノベーション部・三浦裕昭氏）。
　かつて、大半の客は買うことを前提にして
来店した。ところが、今の来店者は気にいっ
たものがあったら買うという客である。ス
ペックもネットで検索すれば済む時代であり、
モノをこれでもかと並べても単体で売るのは
難しい。そこで売り方を変えたのである。
　「利用者にアンケートを取った結果、書店、
カフェが欲しいという声が多数。周辺に寛
げる場がないことから、買い物後休憩してい
ただき、それからゆっくり書籍、家具を見ら
れるような作りにしました」。
　家具売り場のある2階は入ったところにカ
フェ、書店があり、家具店とは思えない作り。
実際、全体で約3000坪の面積のうち、500
坪ほどをカフェ、書店に充てたため、家具売
り場の面積はかなり減った。加えて雑貨や
書籍その他を置き、子どものための遊び場を
配したりもしているため、置かれている家具
の点数は以前より大幅に減っている。

　ところが、客数はアップした。実際には
狭くなって品数は減っているのに、広くなっ
た、商品を見つけやすくなった、分かりやすく
なったとも評価されているのだ。
　「売り場中央に生活の場面ごとのきっかけ
となる空間を12個のブースとして作り、その
先に関連性のある家具を置き、回遊できるよ
うにしてあります。テーマが明確で、かつ20
代～30代のファミリー層に絞った品を揃え
てあるので欲しいものがあると感じられてい
るのでは」。
　書籍や小物、グリーンなど手を出しやす
い商品が多いことから家具店へのハードル
も下がった。家具は見たその場で買うこと
が少ない商品だが、家具しか置いていない店
に何度も足を運ぶのはハードルが高い。だ
が、他の品があれば繰り返しの来店に繋がり、
最終的には購入にも繋がる。キッズコーナー
を作る、場所は限定されるが、置かれた家具
に座って読書が楽しめるようにしてあるなど
も効を奏しているようだ。

［左］中央に設けられた通路の両側に12個のブースが並ぶ店内。通路には雑貨など、ブースその
関連性を意識した商品が並べられている ［中央］ブース入口。テーマが掲げられており、展示は
家具にこだわらないものになっている ［右］2020年度から導入される小学校でのプログラミング
教育を意識したコーナー。奥に学習机などが置かれており、自然と子どもの教育環境を考える
ようになっている

［島忠］http://www.shimachu.co.jp/shinyamashita/
ホームズ新山下店リニューアルにあわせて特設サイトもオープンしている
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　日本国内での消費者、業界それぞれの変化を見てきた。こ
こで少し視点を変えて世界のインテリアと日本のそれを比較
してみることで、日本のインテリアと住宅の間にある問題点、
将来への課題と期待を考えていきたい。
　まず、大きく違うのは冒頭にも書いた日本でのインテリア
の歴史の短さだ。それが質に繋がり、インテリアの意味する
ものの違いにもなっているとインテリアショップDecorTokyo
（デコールトーキョー）を経営、リノベーションを手がける夏
水組の坂田夏水氏。
　「欧米、特にヨーロッパのインテリアは何百年も引き継ぐ家、
それを維持してきた文化、歴史などが背景にあり、ある意味、
教養やお作法のようなもの。学ぶためのバイブル的な書籍も
多くあり、海外では子どものうちから学ぶ。また、日本のそ
れより幅が広く、壁面下地より内側は全部インテリア。煉瓦
や石など構造体が見える建物であればそれもインテリアです。
ファッションと同じでいくら高額な家具でも住んでいる人に
そぐわないものだとしたらダメ。欧米でのインテリアとはアイ
デンティティであり、本人のセンスが問われるものです」。
　長らく、日本人はその高い基準に追いつこうとしてきてお
り、この30年ほどで選択肢は増えた。海外の本物を手に入
れることもできるようになった。だが、そこで問題になるのは
日本では内装と言われる部分、そして家そのものの質である。

　「日本に赴任してくる海外の人たちは日本の住
宅では壁紙がビニールの白しかないことや、シー
ト貼りのドアは叩くと軽い、変な音がすること、ど
の部屋の床も同じでつるつる、ぴかぴかであるこ
とに驚きます。逆に時々100年前のアンティー
クのドアを我が家に入れたいと相談されますが、
ぺらぺらの建材で作られた家にそんなドアは似合
わない。バランスを考えると、もっと建材、住宅の
質が上がる、あるいは古い価値のある住宅を残せ
るようにならないと、本当にインテリアを楽しめる

ようにはならないのではないでしょうか」。
　幸い、ここ十数年で古い建物の価値を再考する動きはあり、
解体されずに使われる例も出てきている。この先10年後に
は古い建物の評価が大きく変わっているかも知れず、その辺
りに期待したいところである。
　また、今回取材した中にはインテリアの会社と組むことで
無垢の木を使うチャレンジをした例があった。少しずつだが、
変化は起きつつあるのかもしれない。
　加えて最近の問題はお金だ。住宅、インテリアに限ったこ
とではないが、安さこそが善という考え方が蔓延、住宅、リノ
ベーションでも安さが優先される。手間や材料を考えること
なく、価格だけで選ぶ人が増えるとやはり質は落ちる。
　背景にある社会問題も見過ごすわけにはいかない。「理不
尽に長時間労働を強いられ、家にいる時間がない、家は寝る
だけという人が家にお金をかけようと思うか、です。若い人
がちゃんと豊かに暮らしていけるようにしていかないと住宅
も立ちいきません」。
　社会の問題まで考えると、先行きが不安だが、坂田氏はこ
れからの住宅、インテリアを考える上で2つ、明るい兆候があ
るという。

　ひとつは日本の伝統を見直そうという気運。「欧米にイン

［左］欧米の人たちが子どもの頃から親しむというインテリアのバイブル。中にはDIYのやり方を詳細に解
説するものもあり、住まいは自分が主体的に関わるものであることが分かる ［右］パリのメゾン・エ・オブジェ
に出展、日本の伝統柄などをアレンジした襖紙などの展示。和がかっこいいという流れが生まれつつある

まとめ

住宅 インテリアの

一体化が住まいを、社会を えるか

ら らの家に本 の家具は合わない

化 の 2 つの
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インテリアショップ経営だけでなく、住宅のリ
ノベーションも多く手掛けている夏水組。特
に賃貸業界では定評がある

まるでおもちゃ箱のようにカラフルで楽しいインテリ
アショップDecorTokyoの店内。ごく簡単に道具も
使わずに賃貸でも使える商品なども揃っている。近
年は建材メーカーその他とのコラボレーションも多数

テリアの伝統があったように日本にも和室の伝統があり、襖
や引手など素晴らしい技術もあった。効率的に家を建てる
ことが優先された時代に切り捨ててきた伝統を今、見直し始
めている若い人たちがいます。10年前だったら考えられない
でしょうが、原宿のど真ん中に着物の店ができていますし、着
物姿が海外の人からいいね!されています。私も日本の着物
の柄などを大きくして海外のモジュールに合わせて作った襖
紙を海外の展示会に出展していますが、非常に評判が良い。
伝統をそのままではなく、現代に合わせてチューンナップした
形が生まれれば、海外のモノ真似ではない、我が国独自のスタ
イルが生まれてくるのではと期待しています」。
　古民家など古い建物を壊さず、使おうという動きも、これ
までの経済効率、新築を至上とする社会からすれば変化のひ
とつ。そうしたことで自国の伝統を見直し、それを新たなも
のに高めていく動きがあれば面白い。
　もうひとつはDIYの流れ。これまで多くの日本人は家を
買うという行為に満足、外壁の塗り直しはおろか、室内の壁
紙の貼り替えすらしないまま、住み続けてきた。家は触って
はいけないもの、選んではいけないものにされてきたのだ。だ
が、DIYの普及で壁紙もファッションのように楽しめるのだと
いうことが知られるようになってきた。
　「内装の学校で生徒さんたちに6畳一間の壁をペンキで塗
り替えるとしたらいくらくらいかかると思いますか?と質問
します。誰も答えられない。でも、実際に自分でやるとした

ら5000円くらいで済むんです。それなのに、仕入れ値で㎡
単価150円くらいの、気に入ってもいない壁紙をずっとその
ままというのはおかしな話。たいていの人は、そんなに安いな
らやってみれば良かったと。DIYの流れが住まいを豊かにし
始めています」。
　この流れの上に、坂田氏は若い世代、特に20代が住まい、
インテリアを変えていくことを期待している。空間を変えて
自由に、自分好みにするという経験は彼らの親、さらにその上
の世代には想像もつかなかったことだろう。だが、今の20代
は海外の住宅や暮らしの経験もあり、国内においては住宅が
余ってきている。賃貸でも内装を自由にできる物件が出て
きた。そうした状況で自らの考え、手で住宅、インテリアと向
かいあう人達がこれからを変えていく。期待したいところだ。

　

　消費者からはより自由に、自主的に空間を自分のモノにし
たいという動き、業界を巡る情勢としては個別の殻に閉じこ
もってはいられないという切迫感が住宅とインテリアを接近
させているという状況を取材した。2001年に雑誌『エスクァ
イア日本版』がリノベーションを特集として取り上げた時、そ
こに登場したのはインテリア会社ばかりであったことを思い
起こせば、その萌芽は早くからあり、それがようやく形になっ

［夏水組］http://www.natsumikumi.com/

の を えて、その先
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てきたとも言える。
　今後はアパレルがインテリアへ、住宅へと拡張してきたよう
に、他業界も含め、様々な境界が融解していくのだろう。そ
の中で住宅業界がどのように拡張していくか。他業界が住
宅を目指していることを考えると、住宅の変化には大きな影
響力があるはず。心して面白い方向に拡張していって欲し
いものである。
　最後に取材を通じて住宅業界がやらなくてはいけないので
はと思ったことがある。ひとつは住まいやインテリアについて
学ぶこと。オーバーに言えば住育である。
　誌面には全く反映させられなかったが、今回の取材では応
じてくださった多くの方にその人の好みの空間、なぜそれが
好きかを問うた。非常に個人的な経験、成育歴などによって
いることがよく分かり、様々な経験、知識がその人の住まいや
インテリアの選択肢を広げるのだと感じた。
　いきなり、外に向けては難しいと感じるなら、まずは社内で
インテリアを学ぶための勉強会を開くなど入りやすいところ
からでどうだろう。そこで他業種とのつながりを作っておけ
ばコラボレーションへの発展の可能性も出てくる。その結果
としてユーザーに対してインテリアの提案ができるようになれ
ば大きな差別化に繋がる。
　もちろん、長期的には消費者教育としての住育も目指すべ
きだろう。インテリアは住宅そのものよりも日常的で、比較
的関心を持たれやすい。まずインテリアに関心を持ってもら

い、その延長線上にある空間としての住まいへ。2つの業界が
協力して将来の知識ある消費者を育てられたら日本の住ま
いの質も変わるのではあるまいか。そこに主体性という観点
があればtoolbox利用者のように住まいへの満足度、幸せも
増すと思う。
　その意味でひとつ、もっと重視したほうが良いと思うのは
賃貸のインテリアだ。学生、社会人になって部屋を借り、自
分の責任で使える空間ができたその瞬間から日本では「壁に
画鋲ひとつも打ってはいけない」不自由さに直面する（ホント
はそこまで厳しくはないが、不自由さが都市伝説になってい
る）。それが住まい、インテリアへの無関心に繋がっていはし
ないだろうか。多くの賃貸住宅が無味乾燥なつまらないモノ
になっていることがそれを加速していないだろうか。
　個人的には「家具美術館な家」の角田氏の「家はまちの一
部」という言葉が心に響いた。しかも、外観だけでなく、イン
テリアも含めて住宅がまちの風景を作っていると考える視点。
この意識で家を作ったら、住んだら、どこか違うものにならな
いか、その集合体としてまちを考えたら、さらに違うものにな
らないかと考えた。
　ただ、残念ながら日本にはデンマークのように窓を開けて
おいても平気という文化はなく、防犯を気にする人にはとん
でもないと言われそうだ。だが、意識だけでもそう考えると我
が家の在り方が変わってくるのではないかと思った。

中川寛子（なかがわ・ひろこ）（株）東京情報堂代表取締役・住まいと街の解説者。編集プロダクションを経て1988年に同社を設立。住まいや街
の情報をメディアで発信するほかセミナー等も行う。『住まいのプロが教える30の警告「この街」に住んではいけない』（マガジンハウス）、『解決！
空き家問題』『東京格差 沈む街、浮かぶ街』（いずれもちくま新書）など著書多数。 http://www.tokyojohodo.co.jp/
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