
．大都市の都心地区における人口増加とマンション立地

大都市の都心地区における人口は 年代から長く減少が続いた。それが一転して 年

代後半から増加に転じた。この変化は一時的な変化ではない。それを表 の つの大都市の

中心区における人口の変化で確認する。表 の中心区では 年の 年間でみると，

すべての中心区の人口は増加した。表 には記載してないが， 年の 年間でみて

も，同じように つの大都市のすべての中心区で人口は増加した。つまり，これらの中心区

では 年から 年までの 年間にわたって，人口が増加しつづけているのである。人口

の都心回帰といわれる現象である。

表 の 年度と 年度の人口増加の内訳を自然増加と社会増加に分けてみると，仙台

市青葉区を除く つの区では社会増加の占める割合が圧倒的に多い。このことは， 年度

以前も同じである。例えば 年度と 年度も同様であった。この社会増加に大きく寄与

していると考えてよいのは，これらの区に新規立地した分譲マンションである。

年代後半以降の大都市圏におけるマンションの立地は著しい。 年から 年まで

の 年間で首都圏と近畿圏で供給された新築分譲マンションの戸数 ）は，前者が約 万

千戸，後者が約 万 千戸であった。このような大量のマンションの供給によって，住宅総

数に占める共同住宅（アパート，マンションを中心とする）の割合は増加しつつある。

全国の住宅総数に占める共同住宅の割合（ 年）は ％であり，一戸建ての割合

（ ％）につぐ。住宅総数に占める共同住宅の割合は地域差が大きい。 大都市圏全体で

は ％，関東大都市圏では ％， 大都市圏以外の地域では ％と大きな差がある。

．大都市の都心地区における人口増加とマンション立地

．大阪大都市圏におけるマンション居住者の居住意識─都心地区と郊外都市の比較─

． 調査対象マンションの選定基準

． 回答世帯の概要と分析方法

． 主要な結果

． 要 約

．大都市圏における新時代の居住地選好─世帯類型別の考察─

大都市圏における新時代の居住地選好

富 田 和 暁

）不動産経済研究所の資料による。



これを東京圏の距離帯別でみると ％， ％，

％と外側へ行くほど低下し， では ％を大きく下回る ％である ）。こ

のように大都市，とりわけその都心地区では住宅総数に占める共同住宅（マンションなど）

の割合が高い事は明白である。いまやマンションは超高層のオフィスビルやホテルとともに

大都市都心地区の景観や土地利用の点できわめて重要な地位を占めるに至ったのである。さ

らに言えば，経済のバブル期以降の全国的なマンションの供給増加の中で，マンション購入

者が増加し，所有住宅としてマンションの果たす役割が大きくなってきている ）。

本稿の目的は，このようにマンション居住が増加するなかで，大都市圏における今後の居

住地選好についてマンションという重要な居住形態を考慮して検討することである。この検

討に際して，筆者が 年と 年に行った大阪大都市圏における つの地域（大阪市都心

地区と大阪府北部地域）の新規分譲マンション居住者に対する居住意識などをアンケート調

査した公表結果 ）および未公表のデータ ）を利用する。その際，とくに戸建住宅から都心

地区または郊外のマンションへ転居した世帯の入居理由と現在のマンションにおける居住満

足度などを把握する。これは大都市圏における将来の居住地選好を検討する際の参考資料と

するためである。

以下の ．では，前述の大阪大都市圏における つの地域のマンションに入居する世帯に

対するアンケート調査の方法と調査結果の概要を述べ， ．において大都市圏における将来

の居住地・居住形態の選好について検討する。

．大阪大都市圏におけるマンション居住者の居住意識─都心地区と郊外都市の比較─

． 調査対象マンションの選定基準

大阪市都心地区において調査対象とした つのマンションの概要は表 のとおりである。

これらの調査対象マンションを選定した基準は次の つである。 大阪市の都心地区（中央

区，北区，西区，浪速区，天王寺区）において， 年から 年に竣工した分譲マンショ

ン。 ワンルームの割合が多いマンションは除外する。 分譲平均価格が 万円から

万円程度のマンション。 地下鉄などの鉄道駅から徒歩 分以内であること。以下ではこれ

ら つのマンションがある地域を都心地区という。

大阪大都市圏の郊外地域において調査対象とした つのマンションを選定した基準は次の

つである。 大阪府北部の茨木市 高槻市，吹田市および箕面市の北摂（北部摂津） 都

市において 年から 年に竣工した分譲マンション。 上記の大阪市都心地区マンショ

ンの平均分譲価格と近い価格のマンションであること。 最寄り駅から比較的近いマンショ

ンであること。
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） 平成 年住宅・土地統計 による。
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察は未公表である。
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上記の郊外地域の つのマンションの概要は表 のとおりである。これらのマンションは

主にファミリー世帯を対象に分譲されたものであり，大阪市の都心地区にある大阪駅（また

は梅田駅）までの鉄道による所要時間は 分 分以内である。以下ではこれらの つのマ

ンションがある地域を北摂地域という。

表 大都市の中心区における人口増加率と社会増加数

人口増加率（％） 人口増加数（人） 社会増加数（人） 社会増加の割合（％）

年 ・ 年度 ・ 年度 ・ 年度

札幌市中央区

仙台市青葉区

東京都中央区

名古屋市中区

京都市中京区

大阪市中央区

福岡市中央区

出典 東洋経済新報社（ ）により作成。

注 ） 人口増加率は住民基本台帳による 月末の人口より算出。

） 社会増加数は転入者数から転出者数を減じた数。 年度と 年度の合計。

表 大阪市都心地区の調査対象マンションの概要と回答世帯数

マンションコード

所在地 北区菅原町 浪速区湊町 中央区高津 中央区瓦町

路線名・駅名
谷町線南森駅

徒歩 分

御堂筋線難波

駅徒歩 分

谷町線谷町

丁目徒歩 分

鶴見緑地線松屋

町駅徒歩 分

戸数

階数

平均価格（万円）

平均面積（ ）

最低分譲価格（万円）

最高分譲価格（万円）

最小専有面積（ ）

最大専有面積（ ）

主要間取り

竣工年月 年 月 年 月 年 月 年 月

初月契約率（％） 即日完売 即日完売

駐車台数

回答世帯数

出典 不動産経済研究所の資料などにより作成。



． 回答世帯の概要と分析方法

）前居住形態が 持ち家一戸建て 世帯の抽出

前述のアンケート調査の主な結果は， ． に記載のとおりである。この結果は，全回答

世帯についての結果であるが，先に述べた小論の研究目的のために全回答世帯の中で，前居

住形態が 持ち家一戸建て 世帯のみ ）の調査結果も一部記載する。これに該当するのは

都心地区マンションでは 世帯，北摂地域のマンションでは 世帯である。以下ではこれら

世帯を， 前一戸建世帯 と略称する。持ち家一戸建てを処分してマンションへ転居した世

帯の分析は，今後の大都市圏における居住地選択を検討するうえで参考になるといえる。た

だし，既述の全回答世帯の結果と同様の結果である場合は，基本的に結果の記述を略す。全

回答世帯の結果と異なる場合と重要と思われる結果のみ記述する。以下の文中にある ％

は全回答世帯数（または前一戸建世帯数）に占める当該世帯数の割合である。

）前居住形態が 持ち家一戸建て 世帯の属性

前の居住形態が 持ち家戸建 の割合は，北摂地域のマンションでは ％である。これ

に対して，大阪市都心地区では ％であり，実に 分の の世帯は持ち家戸建からマン

ションへと転居したのである。表 の都心地区マンションの前一戸建世帯の属性の概要は下
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表 北摂地域の調査対象マンションの概要と回答世帯数

マンションコード

所在地 茨木市上穂積 茨木市春日 高槻市城北町 吹田市山田西

路線名・駅名
京都線茨

木徒歩 分

京都線茨

木徒歩 分

阪急京都線高

槻市徒歩 分

阪急千里線山田

徒歩 分

戸数

階数

平均価格（万円）

平均面積（ ）

最低分譲価格（万円）

最高分譲価格（万円）

最小専有面積（ ）

最大専有面積（ ）

主要聞取り

竣工年月 年 月 年 月 年 月 年 月

初月契約率（％） 即日完売 即日完売

駐車台数

回答世帯数

出典 不動産経済研究所の資料などにより作成。

）前居住形態が 持ち家一戸建て の世帯全部を抽出するのではなく，この内 前住居が自己所有の場合
の前住居の状況 の設問で 自宅として家族の誰かが住んでいる と回答した世帯を除いた。この理由
は，マンション購入理由や定住意識など家族全員の意識を把握するためには 挙家（家族全員が）転居した
世帯のみを抽出したほうがよいと考えたからである。
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表 大阪市都心地区のマンションへ持ち家戸建住宅から転居した世帯の属性

マンション
コード 世帯主の年代 世帯類型 前の居住地 近隣地区の

環境評価 定住意識

歳代以上 その他 大阪府豊中市
歳代 夫婦 人 大阪府高槻市
歳代以上 夫婦 人 兵庫県川西市
歳代 大阪府河内長野市
歳代 その他 大阪府
歳代 その他 大阪府寝屋川市
歳代 夫婦 人と子供 大阪府河内長野市
歳代 夫婦 人と子供 大阪府八尾市
歳代以上 夫婦 人と子供 大阪府河内長野市
歳代以下 その他 大阪市中央区
歳代 夫婦 人 神奈川県横浜市
歳代 夫婦 人と子供 奈良県大和郡山市
歳代 夫婦 人 兵庫県川西市
歳代 その他 大阪府茨木市
歳代 その他 大阪市北区
歳代 非該当 大阪市北区
歳代 奈良県奈良市
歳代以上 夫婦 人 高知県高知市
歳代以上 夫婦 人 大阪府箕面市
歳代 夫婦 人
歳代 夫婦 人と子供 大阪府東大阪市
歳代 夫婦 人 大阪府河内長野市
歳代 夫婦 人と子供 大阪市中央区
歳代以上 夫婦 人 大阪府堺市
歳代 非該当 和歌山県海南市
歳代 その他 大阪市浪速区
歳代 非該当 大阪府河内長野市
歳代 夫婦 人 大阪市浪速区
歳代
歳代 その他 大阪市中央区
歳代以上 夫婦 人 奈良県王寺町
歳代 夫婦 人 大阪市浪速区
歳代以上 夫婦 人 奈良県奈良市
歳代 夫婦 人 奈良県奈良市
歳代 夫婦 人 大阪市住之江区
歳代以上 夫婦 人 大阪府羽曳野市
歳代 大阪市浪速区
歳代 夫婦 人と子供 奈良県奈良市
歳代 非該当 大阪府八尾市
歳代 その他 大阪府岸和田市
歳代 大阪府岸和田市
歳代 非該当 大阪府東大阪市
歳代以上 滋賀県水口町
歳代 夫婦 人と子供 大阪府阪南市
歳代 非該当 大阪府八尾市
歳代以上 非該当 大阪府大阪市
歳代以上 夫婦 人 大阪府東大阪市
歳代 夫婦 人と子供 大阪府富田林市
歳代 夫婦 人 三重県名張市
歳代 夫婦 人と子供 滋賀県大津市

出典 アンケート調査により作成。

注 ） 近隣地区の環境評価 の欄の記号の意味は次のとおりである。 は 満足している ，

は まあまあ満足 ， は やや不満 ， は かなり不満 。

注 ） 定住意識 の欄の記号の意味は次のとおりである。 は 転居するつもりはない ， は

わからない ， は 将来は転居するつもり は 現在転居を考えている 。

注 ） は回答欄に記入なし。

注 ）世帯類型欄の は世帯主が女性を示す。



記のとおりである。

世帯主の年代の最多は 歳代であり，ついで 歳代と 歳代が多い。全回答世帯の最多年

代は 歳代であり明確な違いが認められる ）。世帯類型は 夫婦 人世帯 が 世帯で最

多であり， 夫婦二人と子供世帯 が 世帯， 単独世帯 が 世帯である。全回答世帯では

夫婦二人世帯 が最多である点は同じであるが，これについで多いのが 単独世帯 の

％ ）である点が異なる。

北摂マンションの前一戸建世帯の特徴的な属性は，世帯主の年代がすべて 歳代以上とい

うことである（表 ）。このうち 歳代の世帯数は であり， 歳代以上の世帯数は であ

る。全回答世帯では，世帯主の年代は 歳代が最多であり，ついで 歳代が多い。北摂地域

の前一戸建世帯の世帯類型は， 夫婦 人世帯 が 世帯で最多であり， 単独世帯 が 世

帯（このうち 世帯が女性の高齢単独世帯）， 夫婦二人と子供世帯 はわずかに 世帯であ

る。全回答世帯の世帯類型では 夫婦二人と子供世帯 が ％と最多である。このように

世帯主の年代と世帯類型に違いが認められる。

． 主要な結果

以下では，全回答世帯のアンケート調査の結果を中心に述べる。前一戸建世帯のみを抽出

した結果はこれと区別して記述する。

）前住地域

全回答世帯の前居住地域をみると，北摂地域のマンションでは北摂 市を前居住地とする

世帯が多く（ ％），前居住地域が比較的に狭い。これは 育った環境や地域とのつなが

りを優先し 住み慣れた場所や親が住んでいる土地を離れたくない という，いわば 地縁

的住宅需要 が多いことがひとつの要因である。大阪市都心地区マンションでは 大阪府以

外の地域からの転居 が相対的に多い（ ％）など前居住地が広域的である点が，北摂地域

と異なる。

前一戸建世帯の前住地 都心地区マンションでは，大阪市を前住地とするのは 世帯と少

なく，大阪市を除く大阪府が 世帯と多い。大阪府以外も 世帯と多く，前住地が広域的で

あることが明らかである。北摂地域のマンションでは，北摂地域を前住地とする世帯が多

い。しかし，北摂 市以外の地域（大阪市，寝屋川市，滋賀県，京都市，兵庫県など）から

の転居も 世帯（ ％）とかなりの割合を占めている。これは全回答世帯と同様の傾向であ

る。

） マンション購入の理由

購入の理由は，主要な理由と該当する理由とに つに区別した設問の回答である ）。こ

こでは主要な理由を中心にその結果を記載する。都心地区マンションの場合， 交通の便が

よい （ ％）が最多であり，ついで 通勤（仕事）に便利 （ ％）である。このよう
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）本稿の ．において，「違いが認められる」「有意な差が認められる」などの判断は，統計的な検定結果に
基づいている。検定は比率の差の検定（両側検定）による。検定の際の有意水準はすべて である。
）全回答世帯数に占める都心地区と北摂地域の単独世帯の割合は，それぞれ ％， ％，夫婦二人と
子供世帯の割合は ％， ％である。
） 主要理由 は表 に記載の の購入理由のなかから つ以内の複数回答であり， 該当する理由 は該
当する理由をいくつでも選択する回答方式である。
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に都心地区のもつ固有の地区特性である 雇用の集積（職住近接） と 公共交通の整備

に関係する項目がマンション購入の主要理由である。このほかに，新規の高級超高層マン

ションというマンションそれ自体の属性である 部屋からの眺望がよい」（ ％） マン

ションのグレードが高い （ ％）などを理由とする世帯数もかなり多い。これは調査した

マンションの と の世帯が多い（表 参照）。

北摂地域のマンションでは， 交通の便がよい （ ％）と 買い物など生活の利便性

表 北摂地域のマンションへ持ち家戸建住宅から転居した世帯の属性

マンション

コード
世帯主の年代 世帯類型 前の居住地

近隣地区の

環境評価
定住意識

歳代 単独 京都府京都市

歳代 その他 茨木市

歳代 夫婦 人 茨木市

歳代 寝屋川市

歳代 夫婦 人と子供 高槻市

歳代以上 単独 茨木市

歳代 吹田市

歳代 茨木市

歳代以上 その他 高槻市

歳代 その他 高槻市

歳代 単独 高槻市

歳代 高槻市

歳代 大阪市大正区

歳代 その他 高槻市

歳代 夫婦 人と子供 京都府

歳代 夫婦 人 茨木市

歳代以上 夫婦 人 滋賀県草津市

歳代 夫婦 人 兵庫県川西市

歳代 夫婦 人 吹田市

歳代以上 単独 吹田市

歳代以上 夫婦 人 吹田市

歳代以上 夫婦 人 池田市

歳代 その他 寝屋川市

歳代 夫婦 人 吹田市

歳代以上 夫婦 人 大阪市東淀川区

出典 アンケート調査により作成。

注 ） 近隣地区の環境評価 の欄の記号の意味は次のとおりである。 は 満足している ，

は まあまあ満足 ， は やや不満 。

注 ） 定住意識 の欄の記号の意味は次のとおりである。 は 転居するつもりはない ， は

わからない ， は 将来は転居するつもり 。

注 ） は回答欄に記入なし。

注 ）世帯類型欄の は世帯主が女性を示す。



（ ％）をあげた世帯の割合が都心地区マンションよりも多く，これと逆に 通勤（仕

事）に便利 部屋からの眺望がよい マンションのグレードが高い の つの割合が低

い。以上のことから，北摂マンションの場合は，その立地に関する評価の高いことが重要な

マンション購入の理由であり，マンション自体のもつ特性に関することは大阪市都心地区と

異なり重要な購入理由でないことが明らかである。

前一戸建世帯のマンション購入の理由（表 ） 都心地区マンションの前一戸建世帯の主

要な購入理由と，全回答世帯との統計的に有意な差は認められない。すなわち，最多の理由

は 交通の便がよい の ％である。これについで 通勤（仕事）に便利 （ ％）と

買い物など生活の利便性 （ ％）の割合が高い。北摂のマンションの場合 最多の理

由が 交通の便がよい は全回答世帯と前一戸建て世帯ともに同じである。ところが，全回

答世帯の集計結果では， 通勤（仕事）に便利 が ％と第 位の理由であるのに対し

て，前一戸建世帯では ％と低い。これは前一戸建世帯では退職し通勤していない世帯主

が多いからである。なお，表 に示したように都心地区と北摂地域の主要理由についての有

意な差は認められない。
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表 持ち家戸建住宅からマンションへ転居した世帯のマンション購入理由（単位 世帯）

大阪市都心地区 北摂地域

主要理由 該当する理由 主要理由 該当する理由

交通の便がよい

通勤（仕事）に便利

子供の通学に便利

梅田または難波に近い

分譲（賃貸）価格が適当

資産価値がある

部屋の広さ・間取り

部屋からの眺望

駐車場が敷地内にある

セキュリティ・管理がよい

買い物など生活の利便性

新築マンションであった

前の住居と近い

親・子供・友人の住居に近い

地域・町のイメージがよい

マンションのグレードが高い

その他

回答世帯数

出典 アンケート調査により作成。

注 ） は大阪市都心地区と北摂地域との間に有意差（ ％水準）があることを示す。

注 ） 主要理由 は表 に記載の の購入理由のなかから つ以内の複数回答であり， 該当する

理由 は該当する理由をいくつでも選択する回答方式である。
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該当する理由についてみると，北摂地域の前一戸建世帯の場合 交通の便がよい 梅田

または難波に近い 買い物など生活の利便性 の つの理由は，全回答世帯の場合と同様

にその割合が多いことが認められた。このことから，戸建住宅に居住していた高齢者の世帯

またはそれに近い世帯は，将来の生活を想定し， 交通の便がよい などの上記の つの利

便性を重視して北摂地域のマンションを選好したと考えてよい。

）近隣地区の生活環境についての不満・問題点

都心地区マンションで最多の世帯があげた主要な不満・問題点は 騒音や大気汚染

（ ％）である ）。これについで多く指摘された問題点は 日常的な買い物の便

（ ％）であり，ついで 近隣地区の防犯・治安面 （ ％）である。詳細にみると，

つのマンションによって上記の つの問題点の順位が異なる ）。

北摂地域のマンションで最多の問題点は，都心地区と同様に 騒音や大気汚染

（ ％）である。しかし，都心地区と異なることは，これ以外の他の問題点の割合は低い

ことである。とりわけ 日常的な買い物の便 （ ％）， 近隣地区の防犯・治安面

（ ％）および 近隣の医療施設 （ ％）をあげた世帯の割合は少ない。また，北摂地

域のマンションでは主要な問題点をあげた世帯の割合が，都心地区マンションよりも少な

い。したがって，北摂地域のほうが近隣地区の不満・問題が少ないことが明らかである。都

心地区マンションおよび北摂地域のマンションの前一戸建世帯のみの結果も同様である。

）近隣地区の住環境や生活の利便性についての満足度

都心地区マンションでは，「満足している」（ ％）と まあまあ満足している」

（ ％）をあわせた世帯数の割合は ％である。北摂地域のマンションの場合は，都心

地区マンションと統計的に有意な差として 満足している 世帯の割合（ ％）が高く，

やや不満 （ ％）と かなり不満 （ ％）の割合が低い。北摂地域の つのマンショ

ン間のこれらについての有意な差はない。したがって，北摂地域のマンションのほうが都心

地区マンションよりも 住環境・生活の利便性 の満足度は高い事が明らかである。

都心地区マンションおよび北摂地域のマンションの前一戸建世帯についての，この満足度

の結果は全回答世帯との有意な差はない（表 ）。つまり，前一戸建世帯で現在のマンショ

ンの近隣地区の環境や生活の利便性についての不満をもつ世帯の割合は，全回答世帯と同程

度なのである。

）定住意識について

入居しているマンションからの転居の考慮の有無 ）から，定住意識を判断した。都心地

）とくにこれはマンション （表 参照）では阪神高速道路に近いため 騒音や大気汚染 が問題とする
世帯が ％と多い。都心地区マンションでのこれの最小の割合はマンション の ％である。郊外都
市の最多はマンション （表 参照）の ％であり，他の つのマンションは ％， ％， ％で
ある。マンション は阪急京都線や国道 号線に囲まれた場所に立地していることから 騒音や大気汚
染 が問題とする回答世帯が多いといえる。
）マンション ， ・ （表 参照）では， 騒音や大気汚染 が第 位の問題点であるが，マンション
では 日常的な買い物の便 が第 位である。またマンション ・ では第 位が 近隣地区の防犯・

治安面 である。
）定住意識の設問形式は 現在のマンションから転居するお考えについて という設問に次の つの選択
肢から回答する形式である。 転居するつもりはない。 将来は転居するつもり。 現在，転居を考えて
いる。 わからない。



区マンションの結果は， 転居するつもりはない （ ％）が約半数を占める。 将来は転

居するつもり の割合は ％であり，これと 現在，転居を考えている 世帯の割合をあ

わせると ％となる。一方，北摂地域のマンションでは 転居するつもりはない 世帯の

割合が多く（ ％）， 将来は転居するつもり （ ％）と 現在転居を考えている

（ ％）世帯の割合が低い。したがって，北摂地域のマンションのほうが，定住意識が高

いことが明白である。前一戸建世帯についてみると，都心地区マンションおよび北摂地域の

マンションともに定住意識についての結果は，全回答世帯との有意差はない（表 ）。

）転居志向世帯の転居理由

上記の ）の定住意識についての選択肢が 将来は転居するつもり と 現在転居を考え

ている と回答した世帯には，転居予定の理由を自由回答形式で記入してもらった。記入さ

れたさまざまな理由を 入居しているマンションの事情 世帯の事情 近隣地区の（生活

環境の）事情 および その他の事情 の つに区分した。都心地区マンションの最多の理

由はこの 区分の中の 近隣地区の（生活環境の）事情 であり，なかでも 道路の騒音や

大気汚染 スーパーマーケットが近くにない」などを挙げる世帯が多い。

北摂地域では転居理由として，上記の 区分の中の 世帯の事情 の割合が高く， 近隣

地区の（生活環境の）事情 を理由とする世帯は少ない。具体的には 世帯の事情 の中の

ライフステージの変化（退職，子供の独立，出産など）を挙げる世帯が多い。これに対して

大阪市都心地区マンションでは上記のように，近隣地区の環境を理由とする世帯が相対的に

多い。これらのことから，両地域の転居志向世帯の転居理由の差異に最も影響していること

は，上述の ）近隣地区の住環境・生活の利便性の満足度 の違いであることがわかる。

． 要 約

既述の ． と ． は次の つに要約できる。

． つの地域の前一戸建世帯の属性を全回答世帯と比較して異なることは，世帯主の年
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表 持ち家戸建住宅からマンションへ転居した世帯の環境評価と定住意識

大阪市都心地区 北摂地域

世帯数 ％ 世帯数 ％

近隣地区の環境評価

満足している

まあまあ満足

やや不満

かなり不満

計

定住意識

転居するつもりはない

将来は転居するつもり

現在転居を考えている

わからない

計

出典 アンケート調査により作成。
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代は 歳代以上が多いこと，世帯類型は夫婦二人世帯が多いことである。したがって，前一

戸建世帯の世帯主の多くは， 歳の定年退職が近いか退職した人であり，世帯類型は子供と

同居していない 夫婦二人世帯 が多い。これらの事から前一戸建世帯は，子供の独立で空

き部屋が生じたり，住宅が老朽化した事を理由やきっかけとして，持ち家一戸建てを売却し

てマンションへ転居した高齢者世帯が多いといえる。

前一戸建世帯の調査項目の回答は，全回答世帯のそれと有意な差はほとんど認められな

い。ただひとつ異なる事は，北摂のマンション購入理由として，前一戸建世帯では 通勤に

便利 という理由をあげる世帯はわずかである。これは前一戸建世帯の世帯主は退職して無

職の世帯主が多いからである。

．北摂地域のマンションは大阪市都心地区マンションよりも 近隣地区の住環境・生活

の利便性 が良好であるために，これについての満足度が高く，またこれに関する不満・問

題点をあげた世帯も少ない。このことが北摂地域のマンションの定住意識の高さに大きく影

響している。

． つの地域の新規分譲マンションの入居世帯の主要な差異 ）は，表 のようにまと

めることができる。表 のなかの多くの差異は，本稿で調査対象とした大阪市都心地区およ

び北摂地域の都市以外の，他の大都市の都心地区マンションおよび郊外都市のマンションの

場合にも該当すると考えられる。しかし，個別のマンションのグレードと立地場所によって

表 とは異なる事例もあると思われる。

表 都心地区と郊外都市の新規分譲マンションの入居者の差異

都心地区マンション 郊外都市マンション

前住地の地域範囲 広域 狭域

購入の主要理由

位 交通の便がよい 交通の便がよい

位 通勤（仕事）に便利 買い物など生活の利便性

位
マンション自体の魅力

（眺望など）

通勤（仕事）に便利

近隣地区の第 の問題点 騒音・大気汚染 騒音・大気汚染

近隣地区の問題点をあげる世帯数 多い 少ない

転居の予定世帯数 少なくない 少ない

転居予定の主な理由 近隣地区の環境 ライフステージの変化

出典 アンケート調査により作成。

）本文では述べなかった両地域の差異として，北摂地域では自己所有していた自宅を売却して現在のマン
ションを購入した世帯が比較的多く（ ），都心地区マンションでは，これに該当する世帯は比較的少
ない（ ％）という違いがある。後者の場合は，前の自己所有していた自宅を売却せずに新たなマン
ションを購入した資金的に余裕のある世帯が多いと考えられる。このように前住居が持ち家であった世帯
のなかで北摂地域のマンションでは約 分の の世帯，都心地区マンションでは約 ％の世帯が，大都市
圏内で複数住宅を保有する世帯であることが注目される。



．大都市圏における新時代の居住地選好─世帯類型別の考察─

本章では既述の結果および従来の諸研究 ）を参考して， 世紀前半における大都市圏に

おける居住地選好についての考察を世帯類型別に行う。この居住地選好の考察に際しての主

要な前提条件は次のとおりである。

）居住地選好を考える際の前提条件

日本の社会・経済的な重要な条件として，次の つを前提とする。 少子高齢化と人口減

少。 低い経済成長率。これら つを前提条件としてみると，例えば大阪大都市圏レベルの

大都市圏では圏外からの流入人口は少なく，大都市圏内の人口と世帯数は停滞傾向または減

少すると予測できる。検討する対象の大都市圏の人口規模は大阪大都市圏程度であるが，具

体的な大都市圏を対象として検討するわけではない。

本章で検討する大都市圏における 居住地選好 とは，大都市圏内で居住地を移動する場

合，転居先地域や転居先住宅に関するさまざまな事項や条件を，いくつかの選好の観点から

検討して，居住地を決定する経緯と結果である。したがって，大都市圏外から就業などで圏

内へ転入する世帯が居住地を選択するような事例は考慮しない。また，住宅を購入する場合

と借りる場合では，重視する事項や選好の観点が根本的に異なる事もあるので，ここでは購

入する場合のみを前提としている。ただし，前住居の所有関係は問わない。すなわち，賃貸

住宅や給与住宅などからの住宅を購入しての転居の場合を含む。

大都市圏内での居住地移動の理由はきわめて多様である。これらの理由やきっかけを本稿

の ． ）で記述したことを参考にすると，次の つに大別できる。 住宅の老朽

化 バリアフリーでないから住みにくい 庭の手入れや世話がたいへんである などの

居住している住居の事情 。 子供の誕生，成長や独立 配偶者との死別・離別 など

の 世帯の事情 。 騒音や大気汚染 日常的な買い物が不便 などの 近隣地区の（生

活環境の）事情 。

上記のような理由やきっかけで居住地移動する場合が，本章で検討する対象である。

）世帯の類型

居住地選好は，世帯の属性により大きく異なると考えてよい。そこで世帯を表 に記載し

たように 単独世帯，夫婦二人世帯および核家族世帯の つに区分した。ここでの核家族世

帯は 夫婦二人と未婚の子供を構成員とする世帯 である。さらに単独世帯と夫婦二人世帯

は， 歳代以上の 高齢者世帯 と 歳代以下の 非高齢者世帯 に分けた。なお， 歳以

上の高齢者は就業していないこと，および核家族世帯には高齢者はいないことを前提とす

る。

）居住地選好の観点

居住地を選好する際にさまざまな事項を考慮して決定する。このさまざまな事項はいくつ

かの観点から検討・考慮される。例えば， 交通の便 という事項は，通勤という観点から

検討されたり，子供の通学あるいは買い物へ行くための観点から検討される。これらの観点

を表 に記載のように大きく つに区分した。以下は 区分の内容についての概要である。
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）大塚（ ），香川（ ），久保（ ），中澤・佐藤・川口（ ），由井（ ）など。
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．就業関係 世帯員が就業している場合は，その就業先への通勤時間や通勤ルートの状

況などを内容とする。既述のように 歳以上の高齢者は就業していないという前提で考え

る。

．家庭関係 家庭関係の観点とは，子供の養育を念頭においた住宅の周辺環境（公園・

緑地，交通事故の可能性など）のこと，通学している子供の通学時間などのこと，および別

居している親や子供の住居との距離など家族や家庭に直接にかかわる事を内容とする。

．消費・余暇関係 これは言い換えれば，生活の利便性に関する観点といえる。日常的

買い物の利便性および娯楽やレジャーなど余暇活動に関する事項（例えば，図書館などの文

化施設や福祉施設，飲食店，繁華街へのアクセス）を主な内容としている。医療機関へのア

クセスもここに含める。

．地縁的・社会的関係 地縁的関係とは，住み慣れた地域への愛着および近隣住民との

付き合いを中心とする内容である。いわゆる地域イメージおよび地域ブランドに関する事も

ここに含まれる。社会的関係とは，友人や親睦（交友）団体などの組織における直接的（対

面的）な人的交流（社交）のしやすさを内容とする。すなわち，友人の住居や直接的に交流

する場所（集会所やホテルなど）との距離が主な内容である。

居住地選好に際して考慮する事項は，上記の 区分にほとんどは含まれると考えられる ）。し

かし，重要な事項の一つである 住居の周辺環境 はこのなかに入れてない。その理由は，

表 に示したように世帯類型別に 住居の周辺環境 をどの程度考慮するかについて決める

ことは困難だからである。なお，住居の防犯やセキュリティという事項は，住宅固有の問題

であるといえるので，ここでの居住地選好の観点には入れてない。

）居住地・居住形態の区分

選好する居住地・居住形態の区分を表 に記載のように， 都心地区のマンション 郊外

都市のマンション および 郊外都市の戸建住宅 の つとした。居住地選好といいながら

表 世帯類型別の居住地・居住形態の選好の観点と選好居住地

選好の観点
就業関係

（通勤など）

家庭関係

（子育てなど）

消費・余暇関係

（買い物など）

地縁的・社会的関係

（社交など）
選好居住地

単独世帯
非高齢者世帯 （ ）

高齢者世帯

夫婦二人世帯
非高齢者世帯 （ ）

高齢者世帯 （ ）

核家族世帯 非高齢者世帯

注 ）核家族世帯は夫婦二人と未婚の子供から構成される世帯である。

注 ）非高齢者世帯 歳代以下の年齢の世帯。

高齢者世帯 歳代以上の年齢の世帯

注 ） 重視する。 考慮する。 重視・考慮する世帯もある。 考慮しない。

注 ） 都心地区のマンション， 郊外都市のマンション， 郊外都市の戸建住宅

）住宅それ自体の事項（住宅の価格，広さ 間取りなど）はここでは考慮しない。



居住形態とセットで区分したのは，現実の居住地選好の実態を重視したためである。都心地

区と郊外都市という名称を用いる理由は，この名称を使用している本稿の ．で記述した事

を参考にして考察しているからである。

居住形態は，戸建住宅とマンションの二大区分である。都心地区の場合にはマンションの

みを設定し，郊外都市の場合にはマンションと戸建住宅の つに区分した。これは最近の両

地域における現実の居住形態を考慮した結果である。 郊外都市のマンション と 郊外都

市の戸建住宅 の場所の違いは，前者の場所は中心都市へ行く鉄道の最寄り駅が徒歩 分以

内と近いが，後者は前者よりも最寄り駅から遠い場所という前提である。

）世帯類型と選好する居住地・居住形態（表 ）

世帯の類型別に，前記の つの居住地選好の観点のなかで重視する観点が異なる事を示し

たのが表 である。以下は，世帯の類型別に見た選好する居住地・居住形態の概要である。

．単独世帯 都心地区で働く非高齢者単独世帯は都心地区マンションを選好する。郊外

都市で働く非高齢者の場合は郊外都市マンションを選択するであろう。就業しない高齢者も

都心地区マンションを選好するか，または地縁的・社会的関係から郊外マンションを志向す

る場合もある。いずれにしても，単独世帯はマンションという居住形態への選好が強い ）。

．夫婦二人世帯 非高齢者世帯が都心地区で就業する場合は，基本的に都心地区マン

ションを選好するが，郊外都市で就業する場合は郊外都市マンションを選好するが，郊外都

市の戸建住宅を選択する世帯もあると考えられる。高齢者の夫婦二人世帯も，都心地区マン

ションか郊外都市マンションのどちらかを選好し，郊外都市の戸建住宅を選ぶ世帯はわずか

であろう。

．核家族世帯 都心地区で従業する世帯でも，従来のように家庭関係から郊外都市を選

好する事が多いであろう。郊外都市のマンションか戸建住宅の選択は，世帯によって重視す

る観点が違うことおよび世帯の収入から定まるであろう。郊外都市を勤務地とする場合も郊

外都市を選好するであろうから，核家族世帯はこれまでよりも一層郊外都市の中心的な世帯

となると考えられる。

）本章のまとめ

世紀後半は，表 に示した観点のなかの 家庭関係 が重視されたが， 世紀前半の新

時代はこの重視はやや低下し， 消費・余暇関係 と 地縁的・社会的関係 が従来よりも

重視されると考えられる。これまで重視されてきた 家庭関係 から核家族世帯の場合，郊

外都市の戸建住宅が選好された結果，中心都市のマンションから郊外の戸建住宅への転居が

主流であったといえる。しかし少子高齢化と老人介護の社会化が進展する新時代には，郊外

都市の戸建住宅に住む単独高齢者世帯や高齢な夫婦二人世帯が， 消費・余暇関係 を重視

することもあって，都心地区のマンションへ転居する流れも大きくなると考えてよい。

従来は大都市圏における住宅すごろくの上がり（これを 終の棲家 と言ってもよい）

は，郊外都市の戸建住宅であった。ところが，これが上がりではなく，最後の上がりとして

都心地区マンションが登場したとみなすことができる。少なくとも，この住宅すごろくの上
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）カナダではマンションが高齢者や若年世帯に選択される傾向があり，この要因としてマンションのア
フォーダビリティやセキュリティが高く評価されていることが挙げられている（久保， ）。
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がりは，郊外都市の戸建住宅だけではなく，都心地区マンションも上がりのひとつに加わっ

たといえる ）。それを証明するのは既述のように，都心地区マンションに転居した世帯の

中には，郊外の持ち家戸建住宅から転居した世帯も少なくないという事実である。

グレードが高い超高層の都心地区マンションは，眺望やセキュリティのよさ，使いやすい

仕様など住居それ自体の魅力によって選好される事も少なくない。また女性単独世帯の場合

には，マンションのセキュリティのよさや立地が居住地選好の決め手となる事も多い。この

ようにマンションという居住形態の普及と選好は，長期的に見ればマンションの老朽化に

伴って社会的・地域的問題となる可能性を内包しながらも，新時代においては従来以上に大

都市圏における居住地選好に大きな影響を及ぼすと考えてよい。
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