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図−1 対象地区の街区的特徴と高齢世帯プロット図 

異世代ホームシェアに適した住居評価指標作成に関する研究

－長野市狐池地区を対象に－

Evaluation of Index Housing Suitable for Intergenerational Homesharing 
: A Case Study of in the Kitsuneike District, Nagano City 
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Japan has been facing the aging population society, and then, the number of vacant houses has increased in these days. 
Some housing policies have been carried out towards ones. On the other hand, considering how to prevent becoming 
vacant houses is also important. Intergenerational homesharing has been attracted attention as converting vacant 
rooms of elderly household to student's room. Therefore, this study forces on them. First, we clarify the conditions of 
housing which is easy to repair. Secondly, we investigate the requests of residents and students by hearing and 
questionnaire survey. Finally, we present the evaluation index suitable for intergenerational homesharing by outcomes 
of these surveys. 
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1. はじめに

1-1. 研究の背景 

少子高齢化や人口減少の影響は、大都市よりも地方中小都市に

おいて深刻であり、空き家の増加という形で顕著に現れる。 

空き家の利活用に関しては、空き家バンクや空き家見学会など

市町村ごとに政策が講じられているものの、所有者の不明・不在な

どの問題が立ちはだかり、抜本的な解決策は見出せずにいる。そ

こで近年注目されているのが、所有者が特定できる空き家予備軍(1)

の時点で利活用を構想、実施することである。それによって空き家

にならずに利活用され続ける可能性が高まると期待されている。空

き家予備軍の利活用の一例として、高齢者世帯住宅の「空き部屋」

を学生が居住目的で利用する異世代ホームシェア(以下、IH)がある。

居住者(2)としては、学生からの家賃収入による維持管理費負担の軽

減、学生との会話による痴呆症予防や孤独死のリスク軽減などの利

点が挙げられる。一方で学生としては、家賃を安く抑えられる、高齢

者の知恵や体験を学べるなどの利点が挙げられる。このような世帯

主と学生の互恵関係が IH の特徴と言えよう。事実、国内の運営団

体数を調べると、2012 年に 2 団体であったのに対し、2020 年 4 月

の時点で11 団体まで増加している(3)。 

1-2. 本研究の位置づけと研究の目的 

フランス、スペイン、ドイツ、ベルギーなど欧州の先進事例研究

は、宮原ら 1)、井上ら 2)、小林ら 3)4)、青木ら 5)、森ら 6)により蓄積されて

いる。一方で、国内における先進事例は少なく、IH に関する研究も

萌芽期にある。その中で、兼平ら７)、菊池 8)は、今後の IH としての利

用可能性を探るために、居住者と利用者に対してヒアリング調査と

アンケート調査(4)を実施し、両者にとって一定の需要があることを示

しつつも、①簡易的な改修による生活動線分離の必要性、②居住

者と利用者の要望の相違の2 点を課題として挙げている。 

そこで本研究では、対象地を限定して、課題①②を詳細に把握

した上で、IH に適した住宅を選定するための評価指標を作成する。

複数の住宅の評価指標を比較分析することで、IH に適した住宅の

特徴を明確にし、更に実施に至るまでの課題を明示する。 

1-3. 対象地区の概要 

本研究の対象地として、長野市狐池を選定した。狐池は長野市

内で高齢化率の高い地区であり、2020 年4 月の時点で全人口180

人中91人が60歳を超えている。全住宅102軒のうち、高齢者世帯

住宅は28軒ある。その内訳は、単身高齢世帯住宅が13軒、老夫婦

世帯住宅が 15 軒である(図−1参照)。街区構成に着目すると、画一

的な街区構成を持つ区画先行型街区と建物の間を有機的に細街

路が張り巡らされている建物先行型街区が共存している。そのため

に様々な形状の敷地割りが存在しており、生活動線分離の仕方を 
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複数検討でき、課題①を検討する地区として適している。また信州

大学教育学部キャンパスから徒歩10分圏内という立地であるため、

課題②を検討する地区としても適している。 

 
2. IHに適した住宅特性 
2-1. 対象地区の立地特性 

対象地区は南部に位置する緩勾配の地形に形成された区画先

行型街区と南から北へ向かって登る急勾配の斜面地に形成された

建物先行型街区によって構成される。斜面地の高低差により、住宅

の2階と街路が同じ高さにある住宅が複数存在する(図−1参照)。 

2-2. 新規玄関の取り付け方法 

IH を実施する際に、既存の間取りでは居住者と利用者の生活動

線の分離が困難なため、最も改修が容易と考えられる、空き部屋へ

と直接アクセスできる新規玄関の取り付け方法について考察する。

ヒアリング調査と実測調査より、新規玄関取り付け方法について、空

き部屋の位置と接道条件によって分類した(図−2参照)。 

空き部屋が 1 階にある場合、接道面は街路から直接アクセス可

能であり、容易に新規玄関が取り付けられる。非接道面に対しては、

建物と隣地境界が 600mm(5)以上離れている場合、内開きや引き戸

の新規玄関を設置することが出来る。空き部屋が 2 階にある場合、

建物と隣地境界が 1200mm(6)以上離れていれば外階段を設け、新

規玄関を取り付けられる。また、建物先行型街区の住宅では高低差

を活かして住宅の2階と街路が同程度の高さに位置する事例があり、

街路から2階の空き部屋へアクセス可能な新規玄関を取り付けられ

る。以上より、新規玄関の取り付け方法は、図−2のようにA〜Dの4

タイプに分類できる。 

2-3. タイプ分けの分析 

居住者と利用者の生活動線を分ける上で、2階に位置する空き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部屋を IH として利用し、同様に 2階からアクセスできる新規玄関を

設けるのが望ましい。斜面を活かした D タイプは低コストでもあり、

理論上は最も IH に適していると言える。しかしながら実際には、全

住宅の内このタイプの高齢者世帯住宅に該当するのは僅か 5％程

度であり、多くの住宅では別の新規玄関の設置方法を検討する必

要がある。過半数の住宅は Aまたは Bタイプに該当し 2階に新規

玄関を設けられないことから、1階に新規玄関を取り付け、世帯主と

利用者の生活動線を分ける工夫も重要になると考えられる。 

 

3. 空き部屋利用に関するニーズ 

3-1. 高齢者ヒアリング調査と分析 

単身高齢者世帯 13軒のうち、ヒアリング(7)できた 8軒の結果を表

-1 に示す(8)。ヒアリング内容は主に「空き部屋の所持数」「IHに対す 
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図−2 新規玄関の取り付け方法 

表−1 居住者に対するヒアリング調査結果 

No.
年齢

性別

空き部屋

所持数
IHへの興味 理由 No. 年齢

空き部屋

所持数
IHへの興味 理由

7
70代
女性

2階に3部屋 少し興味がある 住む学生にもよる 31 60代 なし 興味がない 物置として使用しているため

24
80代
女性

2階に2部屋 興味がない
持病があり

家にいないことが多いため
37 60代 なし 興味がない 2世帯住宅として使用しているため

27
87歳
女性

2階に2部屋 興味がない
自身の介護のために

使用しているため
39 80代 なし 興味がない 空き部屋がないため

50
76歳
男性

1階と2階に
1部屋ずつ

とても興味がある
学生が使ってくれるのは

大歓迎であるため
41 60代 なし 興味がない 空き部屋がないため

51
70代
女性

2階に3部屋 興味がない 他人と一緒に住むのが面倒なため 63 70代 なし 興味がない 空き部屋がないため

67
70代
女性

2階に2部屋 興味がない
以前は興味があったが

体力面から今は考えていない
80 80代 2階に2部屋 興味がない

娘息子夫婦がたまに帰省し

寝泊りするため

74
70代
女性

なし 興味がない 娘が物置として使用しているため 87 60代 1階に2部屋 少し興味がある 地域活性化の良い方法であるため

90
89歳
男性

2階に2部屋 とても興味がある
学生が使ってくれるのは

大歓迎であるため
92 80代 なし 興味がない 空き部屋がないため

12 60代 1階木造平屋 興味がある
普段使用していない部屋が

活用されるのは良いため
96 70代 2階にあり 興味がない 夫婦で生活しているため

26 60代 なし 興味がない 空き部屋がないため 97 60代 あり 興味がない
娘息子夫婦がたまに帰省し

寝泊りするため

29 80代 なし 興味がない 物置として使用しているため 101 80代 2階にあり 興味がない
娘息子夫婦がたまに帰省し

寝泊りするため

単身高齢者 老夫婦
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表−2 レーダーチャートの項目 
評価段階 ①居住者の年齢 ②居住者の家族形式 ③居住者の興味 ④空き部屋の位置と数 ⑤付属条件の該当数 ⑥生活動線分離の可能性

0pt 90代 − 興味がない 0部屋 0個該当 新規玄関取り付け不可

1pt 80代 単身高齢世帯 少し興味がある 1階もしくは2階に1部屋 1個該当 (A)または(B)が可能
2pt 70代 − 興味がある 1階に2部屋以上 2個該当 (C)が可能
3pt 60代 老夫婦世帯 とても興味がある 2階に2部屋以上 3個該当 (D)が可能

図−4 IHに対する評価指標 

る興味の程度」「その理由」である。空き部屋の数は、2階に2部屋以

上の空き部屋を有している住宅が大半であった。単身高齢者は 1

階部分のみで生活しており、2 階はほとんど利用していない実態を

把握できた。IHに対して興味を抱いているのは、8軒中3軒であっ

た。そのうちの2軒（No.50、No.90）は、今すぐ始めても良いと回答し

ており、単身高齢者に対する IH の需要の高さを確認できた。「興味

がない」と答えた居住者の中には、自身の介護(No.27）、体力の低

下(No.67)など、身体的な理由による所が大きい。 

次に、老夫婦世帯 17 軒に対しても、同様のヒアリング調査(7)を行

い、14軒から回答を得た(表−2参照(9)(10))。空き部屋がなくIHに対す

る興味もない世帯が 8 軒あり、空き部屋の有無と IHへの関心に相

関関係があることが確認できた。老夫婦世帯は、普段利用していな

い部屋があっても、物置や家族の帰省時の寝床として利用しており、

空き部屋の数自体が少なく、総じて IH に対する関心が低い。一方

で単身高齢者世帯は老夫婦世帯よりも空き部屋の数も多く、高い関

心を示しているものの、身体的理由から IH に対して消極的になっ

ていることが判明した。 

3-2. 学生アンケート調査と分析 

対象地区から徒歩 10 分圏内にある信州大学教育学部と著者の

所属する信州大学工学部(自転車20分圏内)の学生合計209人に対

してアンケート調査(11)を行った(図−3参照)。 

IHの関心度について4段階評価でアンケートを行ったところ、約

8割の学生が興味を示し、「とても興味がある」と回答した学生も1割

強いた。IH に対する学生側の需要は、居住者側よりも高いことが分

かる。興味を示した理由としては、「知識の習得」、「家賃の節約」と 

いう回答が多く、反対に慎重な姿勢をみせた学生の主な理由として

は、「現状に不満がない」、「非血縁関係である他人と住むのが面倒

である」「学生と世帯主とでは生活リズムが合わない」という意見が多

く挙げられた。また、居住者と共同で使っても良いと思う項目に対し

て、トイレ、洗濯機、キッチンは約8割、風呂に関しても約7割5分

の学生が共同で良いと回答しており、ある程度生活動線が分離さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れていれば、大抵のものは共同使用しても良い、という現在の学生 

の傾向を把握できた。 

3-3. 学生の具体的なニーズ 

学生アンケート調査において、今すぐにでも実施したいという強

い意志を示した学生 6 人を対象に、より詳細な情報を得るためにヒ

アリング調査を実施した。調査結果から、学生がIHを実施するにあ

たり重要となる「必須条件」と「付属条件」が浮き彫りになった。必須

条件とはヒアリング対象者 6人全員が回答したもので、「部屋の広さ

6畳以上かつ学生2人以上で同居」が該当する。付属条件とはヒアリ

ング対象者 6 人の内過半数が回答したもので、必要不可欠ではな

いがあると嬉しいものとして、「庭、駐車場、ベランダ」が該当する。

特に庭はあった方が居住者との親交が深まるきっかけになるので

はないかという回答が多かった。また、単身高齢者よりも老夫婦の

方が付き合い易いという意見も過半数を超えた。 

 

4. IHに適した住宅評価指標 

対象地区内の単身高齢者・老夫婦世帯において、評価指標を作

成し、IHに対する適合度を可視化させる。 

4-1. 評価指標作成 

評価指標としてレーダーチャートを採用する。チャートの項目は、

2,3 章の内容を踏まえて、人項目と建築項目により構成する。本研

究において、人項目は、居住者の①年齢、②種類、③興味の程度

を対象とし、建築項目は、④空き部屋の位置と数（利用者の必要条

件）、⑤利用者の付属条件の該当数、⑥生活動線分離の可能性を

対象とする。以上の6つの項目からの作成を試みる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−3 学生に対するヒアリング調査結果 
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①〜⑥は 0〜3 の 4 段階評価で示す。「①居住者の年齢」は、 

「3-1.高齢者ヒアリング調査と分析」において興味なしと答えた居住

者の多くが身体的理由を挙げていたため、高齢なほど評価を低く

設定した。「②居住者の家族構成」は、「3-3.学生の具体的なニー

ズ」で記した通り、単身高齢よりも老夫婦の方が、学生は付き合い易

いため、老夫婦世帯を高く設定した。「③居住者の興味」は、IH を実

践する際の興味の程度により評価した。「④空き部屋の位置と数」は、

「3-1.高齢者ヒアリング調査と分析」から把握した階数による生活動

線分離の可能性と「3-3.学生の具体的なニーズ」で得られた必須条

件より、空き部屋が2階に2部屋以上の場合を最大評価とする。「⑤

付属条件の該当数」は、「3-3.学生の具体的なニーズ」で得られた

付属条件、「庭がある」「駐車場がある」「ベランダがある」の 3つの内、

幾つ該当しているかより評価する。「⑥生活動線分離の可能性」は、

「2-3.タイプ分けの分析」で作成した図−2 のA〜Dの4タイプをもと

に、各住宅の新規玄関の取り付け易さを数値化して評価する(12)。 

4-2. 評価指標による分析 

分析結果を図-4 に示す。全ての項目において高い数値を示す

レーダーチャートはなく、多様な評価形状を成していることが分か

る。この結果から、居住者と利用者の両者の要望が全て通る形での

IH は、現状では存在しないことが判明した。しかしながら、その中

でもNo12,87の 2件は、⑥生活動線分離の可能性の評価は低いも

ののそれ以外の項目の評価は高く、その部分の解決策を見出せば、

居住者、利用者共に満足できる IH となる可能性が高い。また

No.7,24,27,67 のように建築項目が優れている住宅は多い。これは

利用者である学生にとって魅力的な住宅であることを意味しており、

この結果を居住者に提示することで興味を示してもらえる可能性は

あると考える。 

 

5. まとめ 

本研究では、長野市狐池を対象とした現地調査及び居住者と近

隣に居住する学生に行ったヒアリング及びアンケート調査、更にそ

れをもとに作成した評価指標から以下の知見を得た。 

1) 対象住宅の大半は 1階部分にしか新規玄関を設けることができ

ないため、建物の内部で工夫しなければ、世帯主と利用者の生活

動線を分けることは困難である。 

2) 老夫婦世帯は、普段利用していない部屋があっても、物置や家

族の帰省時の寝床として利用しており、空き部屋の数自体が少なく、

総じて IH に対する関心が低い。一方で単身高齢者世帯は老夫婦

世帯よりも空き部屋の数も多く、高い関心を示しているものの、身体

的理由からIHに対して消極的になっている。 

3) 利用者である学生の多くは、ある程度生活動線が分離されてい

れば、大抵のものは共同使用しても良いと考えている。 

4) 利用者の条件には、「部屋の広さ 6畳以上かつ学生2 人以上で

同居」という必要条件と「庭、駐車場、ベランダがあるのが望ましい」

という付属条件がある。 

5) 居住者と利用者の両者の要望が全て通る形での IH は、現状で

は存在しない。 

6) しかしながら、図 4-No12,87 は生活動線を分離させるための解

決策を見出せば、居住者、利用者共に満足できるIHとなり得る。 

7) 図4-No.7,24,27,67のように建物の評価に着目すると、IH に適し

ている住宅は多い。これは利用者である学生にとって魅力的な住

宅であることを意味しており、この結果を居住者に提示することで興

味を抱いてもらう必要がある。 

 

［補注］ 

(1)本研究では、空き家予備軍を 60 歳以上の単身高齢者世帯及び老夫婦世

帯が居住する戸建て住宅と定義する。 

(2)本研究では、対象とする居住者を 60 歳以上の単身高齢者世帯及び老夫

婦世帯としている。 

(3)2020年4月の時点でIHに取り組んでいる団体を対象としている。よって、

居住者と利用者のマッチングを成功していない団体なども含まれている。 

(4)兼平らは、仙台市太白区八木山地区を対象とし、周辺に住む大学生及び

60 歳以上の高齢戸建て世帯にアンケート及び簡易的なヒアリング調査を

行った。一方で、菊地は福井大学文京キャンパスに通う学生と周辺の地域

住民に資料を配布しアンケート調査を行った。 

(5)特に法による規定はないため、余剰スペースの幅員は人が快適に通り抜 

け出来るであろう 600mm 以上ある場合、B を行えるものとする。 

(6)建築基準法23条より、住宅の外階段を設置する際の階段幅は600mm以上

取らなければならない。また、民法 234 条により外階段であっても敷地境

界線から 500mm 離すように決められている。しかし、相隣者の了承を得れ

ばその限りではない。以上より、余剰スペースの幅員が余裕をもって

1200mm 以上ある場合、C を行えるものとする。 

(7)居住者に対して、対象地区の区長同伴のもとヒアリング調査行った。 

(8)貸家は調査対象外とする。また調査結果No.は図1 に従い明記している。 

(9)老夫婦の年齢は、夫婦間の歳の高い方を明記している。 

(10)No.12 は No.21 の居住者が所持している住宅である。以後、両者はセット

として扱うが、No.21 を省いて No.12 と記載する。 

(11)利用者となり得る信州大学の学生に対して、Web アンケートと数名に直接

ヒアリング調査を行った。 

(12)各住宅の東西南北の4面中1面において、AまたはBが可能な場合1pt、

C が可能な場合2pt、Dが可能な場合3pと評価している。 
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