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Using a novel dataset of building/locational characteristics of vacant houses and questionnaire surveys on their owners, 

we provide an evidence on the long-term vacancy in urban areas in the Tokyo Metropolitan Area. Generally, vacant 

houses have disadvantageous building/locational characteristics than occupied ones, suggesting that used housing 

market works to some extent. However, the long-term vacancy surely exists even among the potentially advantageous 

properties. This social inefficiency is mainly caused by (i) the mismatch of the timing in inheritance or relocation of 

the owners and (ii) their intention to keep holding their properties for a while as the “assets” since it is likely to utilize 

them again in the future. 
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1. はじめに 

東京大都市圏では、住宅需要が縮小している郊外部だけでな

く、住宅需要が堅調な都市部においても空き家が生じている。

特に都市部では、住宅が長期間空き家となるのは社会的に非効

率であり（鈴木・浅見, 2016）1)、外部不経済性も大きい（粟津, 

2014）2)。しかし、所有者不明等の場合を除き、行政代執行等の

公的介入を行わなくとも市場メカニズムで解決できる可能性が

大きく（中川, 2013）3)、中古住宅市場が効率的に機能している

かを把握することが重要である。建物特性・立地条件の面で住

宅ストック全体に比べ相対的に条件有利な、本来活用できるは

ずの住宅が空き家化している場合、非効率であるといえる(1)。 

そこで、住宅ストック全体と比べて、建物特性・立地条件の

面で空き家がどのような立ち位置にあるのかを明らかにする必

要がある。空き家の実態把握に取り組む既往研究では、敷地の

接道状況や開発手法・時期等の立地条件を中心とした空き家の

特徴を整理している（氏原ほか, 2016a, b；坂本・横張, 2016；

Sakamoto et al., 2017；山下・森本, 2015）4), 5), 6), 7), 8)ものの、（建物

特性も含めた）空き家と住宅ストック全体との特徴比較には至

っていない。空き家の詳細な建物特性・立地条件は、地方都市

中心市街地、密集市街地、特定の郊外住宅地等、一部の地区に

限定して調査されるにとどまる（三信・篠部, 2014；竹鼻ほか, 

2010；冨永・姥浦, 2013；中井ほか, 2012）9), 10), 11), 12)。 

また、空き家の活用可能性を検討する上で、需要がないため

に活用できないのか、潜在的には活用可能であっても空き家化

しているのかを峻別し、後者の事情を明らかにすることが必要

である（国土交通省, 2014）13)。中古住宅等としての活用実態・

意向についても、地方都市中心市街地や特定の郊外住宅地等の

限られた地区における調査に基づくことが多く（木多・高木, 

2013；竹鼻ほか, 2010：西廣ほか, 2005；吉田ほか, 2007）14), 10), 15), 

16)、都市部において需要を考慮した分析には至っていない。 

本研究では、東京大都市圏の都市部に位置する埼玉県川口市

の空き家について、その建物特性・立地条件の情報から需要の

有無を考慮し、条件有利な長期空き家の存在を検証する。さら

に、空き家所有者に対するアンケート調査の結果より、その存

在理由を明らかにする。 

本稿の構成は次の通りである。第2節では対象地域およびデ

ータの概要を整理する。第3節では、川口市における住宅全体

と空き家の特徴比較を行う。第4節では、条件有利な長期空き

家の存在を示し、第5節では、その存在理由を明らかにする。

第6節では、結論と政策的含意を述べる。 

 

2. 埼玉県川口市における空き家実態調査 

本研究は、東京都区部に隣接する埼玉県川口市を対象とする。 

JR 京浜東北線や埼玉高速鉄道線等が乗り入れ東京都心への通

勤・通学需要が高いことから、市全体としては一貫して人口増

加の傾向にある（2017年住民基本台帳では、世帯数は27.5万世

帯である）。旺盛な住宅需要が存在する一方、空き家率も微増傾

向にある（2013年住宅・土地統計調査では、空き家率は11.3%、

その他空き家率は2.1%である）。 

2017年度の川口市空家等対策計画の策定に向け、2016年度に

市内の空き家を対象とした「空家等現地調査」、空き家所有者を

対象とした「住宅等実態調査に関わるアンケート調査」（一部調

査項目は、国土交通省（2015）17）と同一）が実施された。表 1

に、本研究で用いる部分について、調査の概要を示す。本調査

における空き家は、2012年度以降に第三者（主に市内に在住の

住民等）からの苦情や問い合わせより市が把握した空き家等、

および(株)ゼンリン社が現地調査により空き家と思われる建物

の位置をデータ化した空家コンテンツから構成される。さらに、

各空き家について、固定資産税課税台帳等により建物特性・立

地条件の情報が補足されており、国土交通省（2015）17）等に比 
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表1：川口市における空き家実態調査の概要 

現地調査 

市把握済み空き家件数 502 2016年11月実施 

空家コンテンツ件数 1,896 2016年12月–2017年1月実施 

合計件数 2,398  

アンケート調査 

（市把握済み空き家を除く、土地・建物両方の所有者） 

配布数 1,287 2017年1月実施 

回収数 

（回収割合） 

684  

(53.1%) 

うち、人が住んでいない空き家

は304件である。 

 

べ、都市部における長期空き家の実態をより詳細に捉えられる。 

第3節では、現地調査に基づく空き家(2)のサンプルを、第4–5

節では、アンケート調査票を回収できた一部の空き家（建物・

土地両方の所有者を対象とし、借地や所有者不明の場合は含ま

ない）のうち人が住んでいないサンプルを分析に用いる。 

 

3. 住宅ストック全体と空き家の特徴比較 

本節では、川口市における空き家実態調査と住宅・土地統計

／国勢調査との比較を行い、基本的には、接道状況、延床面積、

築年数の面で条件不利な物件が空き家化しやすいことを示す。 

まず、専用住宅について、接道の有無、接道している場合の

道路幅員の構成割合を図1に示す (3)。空き家については川口市

調査、全住宅（空き家を含む）については2013年住宅・土地統

計調査（川口市分）を用いた。若干ではあるが、空き家の方が

接道状況が悪く、無接道や幅員 4m 未満の原則として再建築不

可の可能性がある物件の割合が高い。 

次に、一戸建て住宅について、延床面積の分布を図2に示す。

空き家については川口市調査、居住世帯ありの住宅については

2010年国勢調査（川口市分）を用いた。居住世帯ありの住宅の

ピークが 70–100m2である一方、空き家のピークは 30–50m2で

あり、空き家の方が延床面積の小さい住宅の割合が高い。 

さらに、一戸建て住宅について、築年数の分布を図3に示す。

空き家については川口市調査、居住世帯ありの住宅については

2013 年住宅・土地統計調査（川口市分）を用いた。築 23 年未

満の新しい物件は殆ど空き家化しておらず、仮に持ち家の所有

者が転居しても、再び中古住宅市場に出されている可能性が高

い。一方で、概ね旧耐震基準となる築34年以上の物件では空き

家となる確率が大きく上昇している。 

以上より、全体としては、条件不利な物件が空き家化しやす

い傾向にあり、市場が効率的に機能しているといえる。 

 

4. 条件有利な長期空き家の存在 

本節では、現在人が住んでいない空き家の空き家期間に着目

し、接道状況、延床面積、築年数の面で条件有利であるが、中

には長期間活用されず空き家となる住宅が存在することを示す。 

まず、接道状況と空き家期間の関係を図4に示す (4)。横軸は

空き家期間（年）、縦軸は累積割合であり、グラフが下部に位置

するほど全体的に空き家期間が長いことを示す。接道道路の幅

員が 1.8m 未満と狭い住宅では全体的に空き家期間が長いが、

幅員 4m 以上の道路に接道する場合でも、80%（30%）以上の

空き家において空き家期間が2年（10年）以上となっている。 

0%

20%

40%

60%

80%

無接道 -1.8m 1.8-4m 4m-

接道状況

空き家 (1,300) 全住宅 (235,830)  

図1：接道状況の比較（専用住宅） 

※ χ2検定p = 0.00、括弧内はサンプル数を示す。 
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図2：延床面積の比較（一戸建て住宅） 

※ χ2検定p = 0.00、括弧内はサンプル数を示す。 
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図3：築年数の比較（一戸建て住宅） 

※ χ2検定p = 0.00、括弧内はサンプル数を示す。 

 

次に、延床面積と空き家期間の関係を図5に示す。延床面積

50m2未満の狭小住宅では全体的に空き家期間が長いが、その他

の場合でも、80%（20%）以上の空き家において空き家期間が

2年（10年）以上となっている。 

さらに、築年数と空き家期間の関係を図6に示す。築50年以

上の古い住宅では全体的に空き家期間が長いが、その他の場合

でも、80%（20%）以上の空き家において空き家期間が2年（10

年）以上となっている。 

以上より、条件不利だと全体的に空き家期間が長いが、たと

え条件有利であっても多くの長期空き家が存在するといえる。 

 

5. 条件有利な長期空き家の存在理由 

本節では、賃貸・売却や取り壊し等の過程における一時的な 

- 104 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, August, 2017 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 10 20 30 40

空き家期間（年）

-1.8m (23)

1.8-4m (33)

4m- (202)

 

図4：接道状況別空き家期間の累積分布 

※ 括弧内はサンプル数を示す。 
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図5：延床面積別空き家期間の累積分布 

※ 括弧内はサンプル数を示す。 
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図6：築年数別空き家期間の累積分布 

※ 括弧内はサンプル数を示す。 

 

空き家を除くため、「空き家期間2年以上」の、現在人が住んで

いない長期空き家を分析対象とする(5)。「古い物件であっても、

最終的には更地化の上で再建築が可能である」との考えから、

「4m以上の道路に接道、延床面積70m2以上」の場合に条件有

利とし、それ以外の条件不利な長期空き家との比較を行うこと

で、条件有利な長期空き家の存在理由を明らかにする。この定

義に基づく「条件有利な長期空き家」は、人が住んでいない空

き家の約 26.4%(6)である。なお、延床面積については、図 2 に

おいて居住世帯がいる割合が、空き家である割合を上回る閾値

として70m2以上と設定した。 

空き家化の経緯、空き家期間中の動態、再利用に至る可能性

を分析し、次のような、長期空き家の中での構造の違いを示す。 

 条件有利な物件は、将来的には活用・処分されるとしても、

現時点では不確実性があり暫くの間放置されることがある。 

 条件不利な物件は、市場で活用・処分する意思はあっても、

需要がないために空き家化する。 

次節以降の図表では、無回答のサンプルは除き、各項目の構

成割合を示す。複数回答の設問については、各項目に該当する

割合を示すにあたり、条件有利・不利な物件群のいずれかにお

いて25%以上が該当する項目、および、群間の該当割合の差が

大きい項目(7)を抽出した。 

5-1. 空き家化の経緯 

 不要なタイミングでの親・親族からの空き家の相続や、建設

当初から居住していた所有者の転居により、条件有利にも関わ

らず長期空き家が生じている。 

空き家の取得経緯および最後の居住者についてクロス分析を

行い、表2に各構成割合を示す。条件有利・不利な長期空き家

ともに、親・親族から空き家を相続することで空き家化するケ

ース（相続×親・親族）が20％程度を占めており、平山（2010）

18）が指摘する通り、親から相続する住宅にも資産としての価値

に階層性があることが確認できる。ただし、条件有利な空き家

は、建設当初から居住していた所有者が退去するケース（新築

購入×所有者）、条件不利な空き家は、相続後にいったん賃貸

に出されその後借家人が退去するケース（相続×借家人）も多

いという違いがみられる。 

5-2. 空き家期間中の動態 

条件有利な長期空き家は、現在は一時的に未利用となってい

るものの、将来に再び活用する可能性が残された資産として維

持管理が続けられている。 

まず、空き家の各利用状況の構成割合を表3に示す。条件有

利な長期空き家は、「自己利用」「他の人が利用」「未利用」の割

合が高く、売却用の割合が低い。ただし、積極的に利用してい

るというよりも、賃貸・売却できず放置されている空き家が「自

己利用」「他の人が利用」（うち、80%程度が「物置」となって

いる）として申告されている。 

次に、現在未利用の長期空き家について、その理由を図7に 

 

表2：空き家となっている住宅の取得経緯・最後の居住者 

  所有者  親・親族  借家人 

  有利 不利  有利 不利  有利 不利 

新築購入  20.3 10.2  0.0 7.3  10.9 5.8 

中古購入  6.3 8.0  3.1 3.6  9.4 8.8 

相続  4.7 5.1  20.3 20.4  7.8 15.3 

※ 条件有利・不利な長期空き家それぞれについて、各構成割合（%）

を示す（主要項目のみ抜粋しているため、各合計は 100％になっていな

い）。太字は10%以上、網掛けは条件有利（N=64）・不利（N=137）間の
差が7%以上の項目を示す。 

 

表3：空き家の利用状況 

 

自
己
利
用 

他
の
人
が
利
用 

転
勤
・
入
院
等 

賃
貸
用 

売
却
用 

取
り
壊
し
予
定 

わ
か
ら
な
い 

未
利
用 

条件有利 (66) 31.8 12.1 1.5 13.6 4.5 10.6 1.5 24.2 

条件不利 (141) 19.9 1.4 2.1 12.1 12.1 10.6 2.8 39.0 

※ 構成割合（%）を示す。太字は 15%以上、網掛けは条件有利・不利

間の差が7%以上の項目を示す。χ2検定p = 0.00、括弧内はサンプル数を

示す。 
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示す。条件有利な長期空き家は、主に「満足できる価格で売れ

そうにない」等の資産保有の意識により空き家化しており、「使

い道がない」「相続の話し合いができていない」「解体費用が出

せない」等の外的要因は条件不利な物件に比べ少ない。 

さらに、長期空き家の維持管理費用とその負担感を図8–9に

示す。条件有利な長期空き家の多くは、年間5–20万円程度の維

持管理費用を投下しており、「管理の作業が大変」「管理費用の

負担が重い」とする割合が高く、維持管理を負担と感じている

傾向にある。一方、「利用予定がなく管理をしても無駄」とする

割合は低く、将来に不確実ではあるが利用可能性が残されてい

るために、維持管理を続けていると考えられる。 

5-3. 再利用に至る可能性 

条件有利な長期空き家では、暫くは空き家として放置される

ものの、最終的には再利用に至る可能性が高い。 

まず、長期空き家の築年数の分布（図10）を比較すると、条

件有利な長期空き家は、比較的新しい物件の占める割合が高く 

0% 10% 20% 30% 40%

片付け作業が面倒

満足できる価格で売れそうにない

使い道がない

取り壊すと固定資産税が高くなる

相続の話し合いができていない

解体費用が出せない*

条件有利 (19) 条件不利 (55)  

図7：未利用の理由（複数回答） 

※ *10%の水準で群間での有意差があることを示す（χ2検定）。括弧内

はサンプル数を示す。 
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図8：維持管理費用 

※ χ2検定p = 0.00、括弧内はサンプル数を示す。 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

特に問題はない

管理の作業が大変
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条件有利 (68) 条件不利 (142)
 

図9：維持管理の負担感（複数回答） 

※ 括弧内はサンプル数を示す。 

なっている。これは、一時的に空き家化しても、最終的には再

利用（自己利用や市場での処分）が進んでいることを示す。特

に、条件有利な場合、新耐震基準を概ね満たす築35年未満の住

宅の割合が高く、建物としての価値も残存している場合が多い。 

次に、今後、賃貸・売却する意向のある長期空き家について、

賃貸・売却する上での障害を図11に示す。条件不利な物件では、

「住宅が傷んでいる」「接している道路が狭い、未接道」「住宅

が狭い」等の建物特性・立地条件も賃貸・売却に踏み切れない

理由となっているが、条件有利な物件では、「設備や建具が古い」

というリフォームにより解決可能な障壁の他は、「リフォーム費

用がかかる」を挙げるにとどまり、いったん市場に出されれば

処分できる可能性が高い。また、賃貸・売却意向をもつ所有者

について、需要がない場合の賃貸・売却戦略（図12）をみると、

条件有利な物件の方が、「市場動向等を見つつ当面保有を続け

る」の割合が高く「家賃や価格を引き下げる」の割合が低い。

所有する住宅を無理に手放そうとせず、暫くの間空き家化する

ことが伺える。ただし、賃貸・売却意向がある場合、最終的に

市場での処分を諦める所有者は殆どみられない。 

さらに、今後の積極的な利用意向がない長期空き家について、 

 

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

条件有利 (68)

条件不利 (144)

0-19年 20-29年 30-39年 40-49年 50年以上  

図10：築年数の分布 

※ χ2検定p = 0.00、括弧内はサンプル数を示す。 

 

0% 10% 20% 30% 40%

設備や建具が古い

リフォーム費用がかかる

良い方法がわからない*

住宅が傷んでいる**

接している道路が狭い、未接道**

住宅が狭い***

条件有利 (68) 条件不利 (142)  

図11：今後賃貸・売却する上での障害（複数回答） 

※ ***1%、**5%、*10%の水準で群間での有意差があることを示す（χ
2検定）。括弧内はサンプル数を示す。 

 

0% 20% 40% 60% 80%

市場動向等を見つつ当面保有

を続ける

家賃や価格を引き下げる

賃貸・売却をあきらめる

わからない

条件有利 (19) 条件不利 (41)  

図12：需要がない場合の賃貸・売却戦略 

※ χ2検定p = 0.39、括弧内はサンプル数を示す。 
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その理由を図13に示す。「将来、自分や親族が使うかもしれな

い」「資産として保有しておきたい」「好きな時に利用や処分が

できなくなる」等が共通の理由となっている。加えて、条件有

利な物件では、「現在のままでも特に問題を感じない」「他人に

貸すことに不安がある」を挙げる割合が相対的に高い。一方、

「古い、狭い等住宅の質が低い」「更地にしても使い道がない」

等の建物特性・立地条件、「解体費用が出せない」等の財政的な

制約を挙げる割合は相対的に低く、最終的には空き家が解消す

る可能性が高いといえる。また、条件不利な長期空き家で「取

り壊すと固定資産税が高くなる」の割合が高く、所有者は非建

物用途として土地を活用した方が良いと考えていても更地化す

るインセンティブがないことが分かる。 

 

6. おわりに 

本研究では、東京大都市圏の都市部において、条件有利にも

関わらず長期間空き家となっている住宅の存在を検証し、その

理由を分析した。基本的には、住宅ストック全体に比べ相対的

に条件不利な物件が空き家となっている。ただし、中には、条

件有利な長期空き家が多数存在する。建設当初から居住してい

た所有者が退去したり、親・親族から空き家を相続した場合に、

将来に再度活用したり市場で処分したりする可能性を持ちつつ

も、現時点では決断が難しいために暫定的に空き家のまま保有

を続ける事情となっている。 

空き家が増加する一方でファミリー向けの規模の大きな賃貸

住宅は不足しており（平山, 2008）19）、こうしたミスマッチの解

消に向けても、条件有利にも関わらず空き家となっている住

宅・土地が効率的に活用されることが望ましい。新耐震基準を

満たす築 35 年程度までの物件であれば建物としての利用価値

があるため、住宅市場でも定期借家制度を利用することで一時

的な賃貸が可能である。より本質的には、住宅を相続時まで所

有し続けることが合理的となっている相続税制を変更し、長期

間空き家として放置せず直ちに中古住宅市場で賃貸・売却する

ことが合理的な市場構造へと変化を促すことが求められる。 

本研究では、条件有利・不利な長期空き家の存在理由の違い 

0% 20% 40% 60%

現在のままでも特に問題を感じない

物置として必要

将来、自分や親族が使うかもしれない

資産として保有しておきたい

好きな時に利用や処分ができなくなる

他人に貸すことに不安がある

古い、狭い等住宅の質が低い

取り壊すと固定資産税が高くなる

更地にしても使い道がない

解体費用が出せない

条件有利 (19) 条件不利 (44)
 

図13：今後有効活用しない理由（複数回答） 

※ 括弧内はサンプル数を示す。 

を明らかにすることに主眼を置き、「条件有利」の定義を外生的

に与えた。今後の課題として、空き家とならず中古住宅市場に

出される住宅の建物特性・立地条件を詳細に分析し、「条件有利」

といえる閾値を明らかにすることが求められる。 
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補注 

(1) 本研究では、新築優遇の住宅政策の構造上、相対的に条件不利な物
件が空き家化するのは避けられないとして効率性の分析を行う。 

(2) 第 3 節では、現地での外観調査で空き家と判定されたサンプルを用

いた（アンケート調査で「人が住んでいる」と回答された住宅も含む）。 
(3) 住宅・土地統計調査では、道路幅員の閾値として1.8mの代わりに2m

が用いられているが、ここでは1.8mとして比較した。 

(4) 無接道のサンプルは2件と少ないため除外した。 

(5) 図4–6より、空き家期間2年程度までは条件による分布差が小さく、

市場空き家であると考えられる。 

(6) 空き家期間が申告されている人が住んでいない空き家258件のうち、
条件有利な長期空き家は68件である。 

(7) 群間の差について、χ2検定の有意水準が0.25未満の項目を抽出した。 

 
参考文献 

1) 鈴木雅智・浅見泰司（2016）「借地借家法による空き家期間と機会費

用の推定」都市住宅学, 92, pp.67–76. 

2) 粟津貴史（2014）「管理不全空き家等の外部効果及び対策効果に関す

る研究」都市住宅学, 87, pp.209–217. 

3) 中川雅之（2013）「放棄された建物：経済学的な視点」都市住宅学, 80, 

pp.13–16. 

4) 氏原岳人・阿部宏史・野中捷（2016a）「住宅地の盛衰クラスターから

みた都市スポンジ化の実態」都市計画論文集, 51(3), pp.466–473. 

5) 氏原岳人・阿部宏史・村田直輝・鷲尾直紘（2016b）「地方都市におけ

る都市スポンジ化の実証的研究-建物開発・滅失・空き家状況の視点

から」土木学会論文集D3, 72(1), pp.62–72. 

6) 坂本慧介・横張真（2016）「地方中核都市における空き家・空閑地の

発生動態」都市計画論文集, 51(3), pp.854–859. 

7) Sakamoto, K., Iida, A., Yokohari, M. (2017) “Spatial Emerging Patterns of 

Vacant Land in a Japanese City Experiencing Urban Shrinkage” Urban and 

Regional Planning Review, 4, pp.111–128. 

8) 山下伸・森本章倫（2015）「地方中核都市における空き家の発生パタ
ーンに関する研究」都市計画論文集, 50(3), pp.932–937. 

9) 三信篤志・篠部裕（2014）「空き家の解体除却整備に関する研究」都

市計画論文集, 49(3), pp.357–362. 

10) 竹鼻紫・大村謙二郎・有田智一・藤井さやか（2010）「伝建地区とそ

の周辺における空き家実態とその利活用可能性に関する研究」都市計

画論文集, 45, pp.25–30. 

11) 冨永麻倫・姥浦道生（2013）「自治体空き家管理条例による空き家の

管理対策に関する研究」都市計画論文集, 48(3), pp.723–728. 

12) 中井翔太・嘉名光市・佐久間康富（2012）「密集市街地における空き
家の実態とその『防災空間』としての活用可能性に関する研究」都市

計画論文集, 47(3), pp.1063–1068.  

13) 国土交通省（2014）「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会報告
書」 URL: http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house 

_fr3_000022.html（2017年7月27日閲覧） 

14) 木多彩子・高木恭子（2013）「郊外住宅地居住者の住宅に対する資産
価値の意識と中古戸建て住宅流通の実態」日本建築学会計画系論文集, 

78(685), pp.547–555. 

15) 西廣大輔・小山雄資・吉田友彦（2005）「郊外戸建住宅団地における
空家の借家歴に関する研究」都市住宅学, 51, pp.47–52. 

16) 吉田友彦・小山雄資・長谷川洋（2007）「郊外戸建て住宅地における

新規転入層の特徴：千葉県木更津市を事例として」都市計画論文集, 

42(3), pp.703–708. 

17) 国土交通省（2015）「平成26年空家実態調査 集計結果報告書」URL: 

http://www.mlit.go.jp/common/001110681.pdf（2017年7月27日閲覧） 

18) 平山洋介（2010）「高齢世帯の住宅資産保有に関する階層分析」日本

建築学会計画系論文集, 75(652), pp.1549–1555. 

19) 平山洋介（2008）「若年層の居住実態に関する個人単位分析」日本建
築学会計画系論文集, 73(632), pp.2189–2195. 

- 107 -




