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This study examines shaped specific optimal lifestyle for multi-habitation through explore of Living Dynamic pattern 

and the new lifestyle using housing subscription.  It is showed that transfer changes from means of visit a co-living 

place to ends of change life environment.  There is need for flexible relationship to encounter a different point of view 

in their lives through information exchange of life on the spot.  Living Dynamic pattern is affected by a life demand 

of necessity of home, cause of using housing subscription and how to select a co-living place.  Specific optimal 

lifestyle depends on the pattern.  This lifestyle is suitable for person that not want to have a permanent resident and 

regional bonds but want to transfer, work and communicate freely. 
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1. 背景と目的

シェアリングエコノミーの普及やテレワークな

どの働き方の変化が進み、定額住み放題サービス

（Housing Subscription、以下、HS）が台頭して

いる。HSは、企業が管理・運営するゲストハウス

やホテル、HS事業者が独自で運営する空き家を活

用した拠点に定額で滞在することができる仕組み

である。定住するのではなく、住まいや HS の拠

点を移動しながら暮らす、多拠点生活者が本研究

の分析対象である。マルチハビテーションなどの

複数の住まいや拠点を移動しながら暮らすライフ

スタイルを総称して多拠点生活と呼ぶ。

本研究の目的は、HSを利用した多拠点生活にお

ける居住動態パターンとライフスタイルを模索し

ていくプロセスが、どのように新たなライフスタ

イル志向を形成しているのかを明らかにすること

である。ここで言う居住動態パターンとは住まい

と拠点、または拠点間をどのように移動している

かを示す型を指す。本研究の理論的枠組は扇田信

による住居観発展の模式図 1)である。社会的下部

構造の発展により住まいへの要求が生まれ、新し

い環境を経験する過程で、新たなライフスタイル

志向が形成されると考える。本研究ではその模式

図の中に、住居内の環境だけでなく居住動態パタ

ーン、場の使い分けや認識、働き方といったライ

フスタイルを含める。

2. 本研究の位置づけ

 これまで住居計画学研究では、多拠点生活の実

践により、住まいに求めるものが変化しているこ

とが示されている。篠原ほか（2020）2)は、住まい

の持つ機能や時間に合わせて生活する場所を使い

分ける、個々人に適したライフスタイルの可能性

を指摘している。また、家族社会学研究では、住ま

いにおける核家族化や個人化が進む中で、住まい

をシェアする要求が生まれていると説明する。篠

原（2015）3)は、立地や家賃に加えて「人との関係」

が住宅を選ぶ際の条件となり、そこでの共同体験

はその先の住まいの選択肢をも拡げると述べてい

る。 

 本研究を取り巻く先行研究は、住生活分野にお

ける多拠点生活とシェアハウス（SH）・ゲストハ

ウス（GH）の研究に大別できる。

多拠点生活研究には「生活者の特徴」「滞在拠点

の事業特性」「滞在拠点地域の交流実態」を扱うも
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のがあり、本研究は「生活者の特徴」に位置づけら

れる。長谷川（1993）4)（以下、文献 1）は、多拠

点生活を住まいが立地する地域に基づいて類型化

しているが、本研究は滞在する拠点の地域ではな

く、多拠点生活への要求や過ごし方、評価から多

拠点生活者の志向を捉えることで新しいライフス

タイル像を提示する。SH・GH研究は「入居者属

性と住要求・満足度」、「空間計画と行為の関係」、

「立地が地域に及ぼしている影響」、「事業の運営・

管理」の 4つに分類できる。本研究では、HSの利

用者を中心に「入居者属性と住要求・満足度」に着

目する。例えば、丁・小林（2008）5)は GHを選択

する人の特性および共有空間利用が居住者の交流

に与える影響に着目しているのに対し、本研究は

HS利用者同士の関わりから、多拠点生活者が他者

との共同生活において求めている人との関係性を

考察する点が異なる。 

 

3. 論文の構成と論証方法 

 本研究では HS の主要事業社のひとつである

ADDress6)の利用者を分析対象とした。著者が同

社のサービス利用者となり、参与観察にて 2021年

9 月～12 月にかけて、利用者に対するヒアリング

（N=31）を行った。調査項目は①利用者毎の要求、

②拠点での過ごし方、③多拠点生活への評価であ

る（表―２）。①は HSの利用を始めた動機および、

拠点の選び方、②は居住動態パターンと拠点での

活動、③は多拠点生活の魅力、ホーム（所有、賃貸

を含む利用者の住まい）をどのような場所だと捉

えているか、多拠点生活前後での期待値の変化、

HSの利用継続有無で把握した。 

 まず、本ケースの特徴と偏りを ADDress社によ

る「ADDress 多拠点生活利用実態レポート 2021

年版」7)（以下、文献 2）で紹介されている生活お

よび HS 利用者の属性と照合することによって特

定した。次に①と③、②から分類した拠点認識を

ホームの有無、居住動態パターン、ライフスタイ

ルを測る 4要素（「場所」、「時間」、「移動」、「人と

の関わり」）の 3つの観点でとらえ、要求と評価の

要素が一致しているものからライフスタイル志向

の型を分類した。ここで、拠点認識とは、拠点をど

のような場だととらえているかを示す。最後に居

住動態パターンとライフスタイル志向の関係図を

示すことで、多拠点生活への志向がどのように形

成されたかを考察する。 

 

4. HS の特徴と利用者の属性 

4.1 HSの特徴 

 ADDress の拠点数は全国に約 220 ヶ所（2021

年 12月時点）ある。戸建住宅、簡易宿所、ホテル

の 3 種類がある。戸建住宅にはプライバシーが確

保された個室と共用の水回り設備やリビング・ダ

イニングがある。また、HSの月会費 4.4万円に物

件ごとに異なる追加料金 1.65 万円～6.6 万円を追

加し、予約不要で自由に滞在できる専用ベッド（ド

ミトリーベッドもしくは個室）を契約することが

できる。各拠点には、ADDressが家守と呼ぶ拠点

管理人がおり、拠点の清掃や利用者に周辺地域の

情報提供を行う。 

4.2 HS利用者の全体像 

 文献 2によれば、20代（26%）、30代（30.8%）

や会社員（40.4%）、フリーランス（30.8%）を中心

に多様な年代、職業の人が利用している。全体の

3/4がホームとする住居を所有、もしくは賃貸を持

ち、残りはホームを持たない。ワーケーション

（32.6%）や生活拠点（24.2%）としての利用を目

的とし、地域ごとの体験（62.5%）や趣味・余暇の

確保（25%）といった地域や拠点が持つ良さを享受

するだけでなく、移動生活による気分転換

（76.9%）、人との交流（68.3%）といった移動と

いう行為を高く評価している。 

4.3 調査対象者の偏り 

 表―１は調査結果の概要を示している。本研究

のケースは全体（文献 2）と比べると 20代が多い、

フリーランスが少ない、無職が多い、住まいなし

（アドレスホッパー）が多いという偏りがある。 

 

5. 調査結果：要求、過ごし方、評価 

 拠点の行き来や立地などを尋ね、居住動態パタ

ーンを特定した。居住動態パターンは、複数のエ

リアを移動する「ホッピング型」、いくつかのエリ

アを往復する「エリア往復型」、同じエリア内の拠

点を移動する「エリア滞在型」の 3 つに分類する

ことができた。利用者 31名の属性（ホームの有無、

職業、居住動態パターン）（表―１）と要求、過ご

し方、評価を示す（表―２）。 
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 利用者#1（ホーム無、職業なし、ホッピング）

要求：特に行きたいところはなく、色んな拠点に

行くよりは長くひとつの拠点に住みたい。評価：

行ったことのない地域の魅力を知れる点に期待以

上の良さを感じている。家を引き払いホームを必

要とはしていない。 

 利用者#2（ホーム無、職業なし、ホッピング）

過ごし方：管理人や近隣住民と仲よくなった拠点

や海・山など周辺環境の良い拠点に複数回訪れる。

評価：土地の魅力を知るために地元の人と関わり

たい。HS利用後、家を持つ必要がなくなった。 

 利用者#3（ホーム無、フリーランス、エリア滞

在）過ごし方：拠点管理人や他の利用者と仲良く

なった拠点へはまた帰ってこようと思える。移動

生活により気分転換できる、行ったことのない地

域の魅力を知れる点に期待以上の良さを感じてい

る。 

 利用者#4（ホーム無、会社員、エリア滞在）過

ごし方：基本的に職場に近い拠点で生活し、季節

に応じて趣味が行える拠点を利用する。評価：移

動生活により気分転換できる、異なる職種や業種

の人と出会える点に期待以上の良さを感じている。 

 利用者#5（ホーム有、会社員、ホッピング）過

ごし方：拠点間の移動や一から人間関係の形成が

面倒になり、住まいに近いところを選んでいた。

新しい所に行きたいため 2 回訪れた所はなかった。

評価： HSを辞めるが、新しいことを始めたくな

るかもしれない。 

 利用者#6（ホーム有、会社員、エリア滞在）過

ごし方：最初は積極的に訪れた人と交流をしてい

たが、最近は仕事や他の専用ベッド契約者との交

流から人との関わりがない状況が解消され、部屋

でゆっくりして過ごすことが多い。 

 利用者#7（ホーム有、フリーランス、エリア滞

在）要求：刺激がない生活を改善するためにホテ

ル暮らしを始めたが、選択コストの高さと生活感

のなさから HS 利用を始めた。過ごし方：色々な

拠点へと動いていた反動で今は専用ベッドのある

拠点でのんびりしている。 

 利用者#8（ホーム無、会社員、エリア滞在）過

ごし方：基本的に仕事をして過ごしているため、

交流をする拠点は限られている。 評価：いくつ

かの拠点を移動しながらの生活をしたいと答えて

いたが、惹かれたエリアへの移住を決めている。 

 利用者#9（ホーム有、フリーランス、ホッピン

グ）過ごし方：いつ訪れても人がいて挨拶してく

表―１利用者（N=31）に対するヒアリング調査 

年齢 所在地 建て方 同居人 職業 職場（通勤頻度） 利用開始時期 月間利用日数 居住動態パターン

#1 45 なし - - なし - 2021年6月 25日- ホッピング

#2 27 なし - - なし - 2021年3月 16-20日 ホッピング

#3 33 なし - - Web関係 東京（なし） 2021年1月 25日- エリア滞在

#4 33 なし - - SE 静岡（週1回） 2020年12月 25日- エリア滞在

#5 25 神奈川 戸建て 親族 ITコンサル 東京（なし） 2020年10月-1月 30日 ホッピング

#6 28 神奈川 専用ベッド - 教員 神奈川（週5日） 2020年3月-8月 2,3ヶ月に1回 エリア滞在

#7 25 神奈川 専用ベッド - Webディレクター、出張料理人 なし、東京 2021年3月-6月 30日 エリア滞在

#8 31 なし - - 広報 なし 2020年12月 25日- エリア滞在

#9 27 兵庫 共同住宅（持ち家） 非親族 Webデザイナー、エンジニア なし 2021年7月 16-20日 ホッピング

#10 24 兵庫 戸建て（持ち家） 親族 会社員 大阪（週2日） 2021年9月 16-20日 エリア滞在

#11 51 千葉 専用ベッド - なし - 2020年10月 30日 ホッピング

#12 27 京都 共同住宅（賃貸） 親族 非正規 - 2021年9月 25日- エリア滞在

#13 30 長野 - - 編集者、Webディレクター なし 2021年 21-25日 ホッピング

#14 46 なし - - なし - 2020年3月 25日- エリア滞在

#15 29 埼玉 共同住宅（賃貸） 単身 学生 東京 2021年6月 25日- ホッピング

#16 49 東京 シェアハウス（賃貸） 非親族 自営業 なし 2020年3月～21年8月 25日- ホッピング

#17 38 徳島 一戸建て（持ち家） 親族 無職 - 2021年10月 25日- ホッピング

#18 - なし - - 画像編集 なし 2021年6月 25日- エリア滞在

#19 48 石川 戸建て（持ち家） 配偶者、子 デイトレーダー、会社経営 石川県（なし） 2021年10月 11-15日 エリア往復

#20 46 東京都 共同住宅（持ち家） 配偶者、子 会社員 東京（週1日未満） 2021年2月 6-10日 エリア往復

#21 44 なし - - パーソナルコーチ なし 2021年1月 25日- ホッピング

#22 - 千葉 共同住宅（賃貸） 単身 フリーランス なし 2021年9月 25日- ホッピング

#23 26 なし - - なし（主人が医師） その都度変化 2021年9月 11-15日 ホッピング

#24 21 東京都 戸建て（持ち家） 親族 学生 千葉（週1日未満） 2021年10月 21-25日 ホッピング

#25 45 神奈川 専用ベッド - 教育業 東京（週5日） 2021年6月 1-5日 エリア往復

#26 - 香川 シェアハウス 配偶者 なし - 2021年4月-6月 25日- ホッピング

#27 41 なし - - 自営業主 なし 2021年9月 25日- ホッピング

#28 37 神奈川 専用ベッド - 事務、秘書 なし 2020年7月 20日 ホッピング、エリア滞在

#29 60 神奈川 戸建て（持ち家） 夫、子 なし - 2021年3月 6-7日 エリア往復

#30 26 なし - - AIエンジニア 京都（なし） 2021年11月 25日- ホッピング

#31 39 静岡 共同住宅（賃貸） 配偶者 建築士 東京（週1日未満） 2020年4月 16-20日 ホッピング

現在の住まい 職業 利用状況

利用者
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れる、人と話せる拠点には複数回訪れている。評

価：観光を楽しめる、行ったことのない地域の魅

力を知れる点に期待以上の良さを感じている。 

 利用者#10（ホーム有、会社員、エリア滞在）評

価：観光地や自然の豊かな場所で暮らせる、仕事

の合間や移動生活による気分転換ができる、異な

る職種や業種の人と出会える点に期待以上の良さ

を感じている。 

 利用者#11（ホーム有、職業なし、ホッピング）

過ごし方：まちの景色や管理人のホスピタリティ

が良い拠点には複数回訪れた。評価：移動生活に

よる気分転換ができる、行ったことのない地域の

表―２利用者（N=31）の要求、過ごし方、評価 

過ごし方

動機 拠点の選び方 多拠点生活の良さ HSの利用を継続するか

#1 海外で旅をするつも りだったが、コロナ禍の影

響で家にこも っていた状況を変えたかった

行ったことのないところ 、人

からのおすすめ

観光、交流 行ったことのない地域の魅力を知れる。気軽に多世

代交流ができて、多様性を受け入れる心が養われる

はい（利用期限を決めている）。コロナが

落ち着き次第、海外に行く ため

#2 旅が好きだから ご飯会などの面白いサービ

スがあるゲストハウス

観光、交流 行ったことのない地域の魅力を知れる。他の利用者

と街歩きなど予想していなかった交流がが楽しい。

休会。ゲストハウスで住みこみで手伝い

をする。それ以降は再開しても 良い

#3 職場近く に住む必要がなく なり、アドレスホッ

パーそのも のに興味が湧いたため

長く 滞在できる、移動の少

なさ、約束がある所への近さ

仕事、交流 出会った人から得た情報から次に行く ところを決

めることが面白い。合わない人から逃げられる。

継続する（休会をしながら）。一時的に別

の宿泊施設に滞在したりするため。

#4 リモートワークの機会が増えずっと在宅で仕事

をするのが嫌になったから、住居費節約のため

会社や実家からの距離、趣

味、自然環境の豊かさ

仕事、趣味 仕事をしながらアウトドアの趣味が楽しめるところ 、

観光を楽しめる、自然の豊かなところで暮らせる、

はい（期間は未定）。引き続きこの生活を

楽しむため

#5 会社から近いシェアハウスに住んでいたが広く

も ないし、出社しないことで必要性がなく なった

最初：観光、行ったことのな

い所。終盤：近いところ

仕事、観光 常に新しい気づきや出会い、発見がある。色んな人

と交流しながら自分の人生を決める出来事がある。

いいえ。移動が大変なため

#6 誰とも 話さない状況が続いた。知り合いが管理

人をする地域にも とも と住みたかった

旅行 観光 自分では体験し得ない経験を教えても らえる。年齢

層が幅広く 価値観の強い人が多いのが面白い

休会中、今の生活を変えることは特に考

えていない。

#7 コロナの影響で外出がなく 、刺激がない。ホテ

ル暮らしは選ぶコストが高く 、生活感がない

移動しやすい所、行ったこと

がない所

仕事、観光、

交流

刺激が多い。環境の変化がある、人との交流。人と

の交流は、友だちとの遊びが十分あれば必要ない

コロナが終わったらとりあえず海外に行

く

#8 マインドセットを変える手段としてアドレスホッ

パーがいいと思った

管理人が常駐している 仕事、交流 今ま でいたコミュニティとは異なる人に出会い自分

の価値観が広がった

いいえ。好きな場所ができそこに移住を

するため

#9 旅が好きだから、ずっと在宅で仕事をするのが

嫌になったから、人と会う 機会が減ったから

家の設備、行ったことのない

所、評判のよいところ

仕事、交流 ランダムに人と会う 機会が得られる。出会う 人の感

覚が似てる。知らなかった出来事に出会える

はい（期間は未定）。同じところにずっと

いるのが嫌で環境を変えるのが好き

#10 ずっと在宅で仕事をするのが嫌になった、 人と

会う 機会が減った、環境を変えるきっかけ

個室、家の設備(快適さ/清

潔さ)

仕事、交流 知らないことや出会ったことない人に会えるので毎

日が楽しい。

はい（期間は決めている）。引き続きこの

生活を楽しむため。

#11 旅が好きだから。空港から近い拠点に住民票を

置く ため

家の設備(快適さ/清潔さ)、

行ったことのない所

観光、交流 1週間く らい滞在することでその地域の生活を楽し

める

休会する。専用ベッドのみで生活するた

め

#12 演劇のツアーで全国をま わる足がかりになる。

どこでも 上演できるよう にも のを減らしたい。

今：実家からの近さ。

今後：その都度の目的

観光、交流 色んな人と会える。料理など自由にできる。家に帰る

時間や交通費を気にしなく ていい。

はい

#13 移住先を検討するため、自分のペースで生活

するため

個室、家の設備(快適さ/清

潔さ)、行ったことのない所

仕事、観光 個室だから仕事をしやすい。ホテルと違い、木造家

屋だから普段の暮らしに近い状態で生活できる。

はい。これま で行かなかったエリアを訪

れる、コロナが落ち着き次第海外に行く

#14 住む場所を探すため。

面白そう だから

大阪中心(拠点が多いから)

移動のしやすさ、個室

交流 住居の保守しなく ていい。移動で強制的に運動の

機会が作れる。人との会話ができる

やめる。移動疲れとサービスへの不満か

ら

#15 緊急事態宣言でオンラインになり、旅行しながら

暮らすのが楽しいのではないかと感じた

移動のしやすさ、口コミ、日

本を一周する

勉強、観光、

交流

拠点がある中から選択できる(ホテルだと選択肢が

多すぎる)。名物家守に会いに行ける。

休会する。学業が落ち着いたら再開し日

本一周をしたい。

#16 HSを使う 前から日本一周をして楽しかった。

じっとしているのは性に合わない。

HPの拠点の写真から行っ

てみたいと思う ところ

仕事、観光、

交流

出会った人と一緒に食事など交流ができる。おすす

めの場所や知らない土地のことを教えても らえる。

休会中。このま ま 辞めるかも しれない(未

定)。予約を取るのが負担

#17 HSに興味がある知人にこの生活を報告するた

め。生ま れ育った四国をしっかり知りたい

実家から北九州ま でにある

拠点。拠点間の距離

観光、交流 みんなで宴会ができる(ホテルではできない)

様々な人の考え方が知れる

未定。目的地に着いた後、冬は沖縄など

暖かい所に行きたい

#18 ビジネスホテルでのワーケーショ ンは部屋にい

る時間が長く 物足りなかったため

自転車でま われる範囲、主

に瀬戸内を移動している

仕事、観光、

交流

家や職場では出会わない人や街との出会い。仕事

などの行為は同じだが、場所が変わるのが楽しい。

はい（期間は未定）。引き続きこの生活を

楽しむため

#19 旅が好きだから、環境を変えるきっかけにした

かったから、ゆるめのコミュニティへの興味

個室、家守の評価、生活施

設の充実さ

観光 ずっと部屋にいても 、精神衛生上よく ない。家族と

の仲も 悪く なるため環境を変えるのによい。

はい（期間は未定）。今ま ではひとりで

使ってたが夫婦で旅行として使いたい。

#20 リモートワークの機会が増えた、人と会う 機会が

減った、環境を変えるきっかけにしたかった

住ま いからの近さ、個室、家

守の評価、自然の豊かさ

仕事、交流、

趣味

色んな人の価値観に出会える。普段話さないことも

話せる。他の会員の方と趣味を楽しめる

はい（期間は未定）。あま り使わない月

は休会をしながら

#21 旅が好きだから。フリーランスで場所を選ばす

仕事ができる。

行ったことのない所、行きや

すさ、人からのおすすめ

仕事、観光、

交流

普段行かないま ちでの発見や人との出会いがあ

る。仲良く なった人と別れた後も つながりがある。

いいえ。ADDressの拠点がない地域に

行きたいため

#22 旅が好きだから。別のHSを使っていたが、使い

にく く なったから

沖縄を目指してバイクで行き

やすいところ。

仕事、観光、

交流

旅が好き。仕事も 1人で完結するので、誰かと出

会って話せることが刺激になる

はい（期間は未定）。引き続きこの生活を

楽しむため

#23 職場近く に住む必要がなく なり旅をするってい

う 暮らしは決めていた。住居費節約

レビュー。古民家。立地と衛

生面。気候

観光 行ったことのない地域の魅力を知れる。色んな職業

の方に出会い有益な情報を得られる。

わからない。拠点の衛生面が気になるた

め、使える拠点が少なければ退会。

#24 旅が好きだから 行ったことのない所、交流で

きそう なところ

観光 古民家での生活はいい体験になった。強制的に人

に関われることでいろんな世界に触れられる。

はい。旅行よりも 頻度が多いほう がいい

が、住むま ではしたく ない

#25 住民票をおく 。一時期海外でバックパッカーを

しておりアドレスホッパーへの興味があった。

住ま いからの近さ、趣味、

行ったことのない所

余暇 本当に知らない人と会う ので人と関わることがう ま

く なった。周りに気を使う 集団生活で生活が整う 。

はい（期間は未定）。引き続きこの生活を

楽しむため

#26 移住先を検討するため、環境を変えるきっかけ

にするため

自然の豊かなところ 観光 定住して古民家にいきなり契約は怖いしリスクがある

ため慣れてから住むという ことをできるのがいい。

いいえ。移住をするため。も とも と期間

を決めていた

#27 東京の高い家賃で狭い部屋に住むのが嫌に

なった、人と会う 機会が減った、移住先検討

部屋のタイプ（個室）、行っ

たことのない所、気候

仕事、観光 どんな家が自分に合っているかを知れる。拠点や

生活に関する情報を得られる、その場限りの出会い

はい（移住先を決めるま で）

#28 東京の高い家賃で狭い部屋に住むのが嫌に

なった、人と会う 機会が減った、移住先検討

個室、家の設備(快適さ/清

潔さ)、観光地

仕事、観光 利用初期：色々な家に住める。最近：家だけでなく

地域の人とも 交流できるのがいい。

はい（期間は未定）。引き続きこの生活を

楽しむため

#29 家族中心で生きてきたので、母でも 妻でも ない

自分の時間を大切にしたく なった。

自然の豊かさ、趣味、家守

や知人に会いに行く

趣味 人との出会いにより辞めていた山歩きを再開したり、

子ども の暮らし方を受け入れられるよう になった。

はい（期間は未定）。引き続きこの生活を

楽しむため

#30 飽きっぽく 常に同じ場所にいると精神的によく

ない。常に在宅で仕事をするのが嫌になった

自然環境の豊かさ、行った

ことのない所、家の面白さ

仕事、観光 職場の人とはしない話や相談により固定観念が取り

払われた。仲の良い友だちができる

はい。移動しながら暮らすこの生活が

合っている

#31 東京でリモートワークをしていたがずっと同じと

ころにいるのはよく ないと感じたから

個室かつ2人で泊ま れる、家

守が常駐している、

仕事、観光 移動しながらの生活のほう が仕事のためのイン

プットが得られる。自分で交流の頻度を調整できる

はい（期間は未定）。これが日常だから

場所　時間　移動　人との関わり

利用者 要求 評価
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魅力を知れる点に期待以上の良さを感じている。 

 利用者#13（ホーム無、会社員、ホッピング）要

求：おすすめしてもらった鹿児島の拠点を目指し

て行ったことのない所を選んでいる。評価：移動

生活による気分転換ができる、異なる職種や業種

の人と出会える、拠点や地域の情報を紹介しても

らえる点に期待以上の良さを感じている。 

 利用者#14（ホーム無、職業なし、エリア滞在）

過ごし方：泊まること以外に興味がなくても地図

から訪れる場所があることに気づき観光する。評

価：旅行気分でいられるのは 2,3 拠点で 4,5 拠点

目からは移動面でしんどさが勝つ。 

 利用者#15（ホーム有、学生、ホッピング）評価：

拠点管理人や地元の店の人と話すことで地域の魅

力に気づけた。 

 利用者#16（ホーム有、フリーランス、ホッピン

グ）要求：自宅はプライベート空間が狭く、じっと

しているのは性に合わない。過ごし方：宴会が１

番の楽しみ。拠点管理人のすすめで温泉や博物館

に行ったり、紹介や誘いでイベントに参加したり

した。 

 利用者#17（ホーム有、無職、ホッピング）過ご

し方：自分も都会に住んでいたため、移住者の過

ごし方に興味があり、移住者が営業している店に

行く。評価：多拠点生活を続けるなら実家を中心

にしながら回りたい。 

 利用者#18（ホーム無、会社員、エリア滞在）過

ごし方：小豆島をハブにしながら周辺の拠点に滞

在し、その土地に暮らす感覚を味わえるようにな

るべく長い期間でその地域の人と関わりながら生

活している。評価：何度が訪れることでその拠点

が第二の家になった。幸福度が上がった。 

 利用者#19（ホーム、会社員、エリア往復）過ご

し方：拠点では集中する作業ができないため、頑

張らなくていい仕事をしている。 

 利用者#20（ホーム有、会社員、エリア往復型）

過ごし方：土日はホームで家族と、平日は単身で

拠点に訪れ仕事をしながら生活している。拠点で

共通の趣味と持つ利用者と出会い、時々連絡をと

って集まっている。評価：仕事の合間の気分転換

ができる、行ったことのない地域の魅力を知れる、

新たに仕事が生まれる点に期待以上の良さを感じ

ている。 

 利用者#21（ホーム無、フリーランス、ホッピン

グ）要求：ただ滞在するだけでなく他の人との関

係性も大事にしたい。評価：移動生活による気分

転換ができる、行ったことのない地域の魅力を知

れる、異なる職種や業種の人と出会える、新たに

仕事が生まれる点に期待以上の良さを感じている。 

 利用者#23（ホーム無、無職（主人が医師）、ホ

ッピング）要求：1,2年で行きたいところを気候に

合わせて滞在したい。評価：子どもがオンライン

環境で勉強ができるなら、子どもを連れて旅をす

る暮らしがしたい。移動生活による気分転換がで

きる、行ったことのない地域の魅力を知れる点に

期待以上の良さを感じている。 

 利用者#24（ホーム有、学生、ホッピング）過ご

し方：旅行のように暮らしとは別の使い方をして

いた。 

 利用者#25（ホーム有、会社員、エリア往復）過

ごし方：基本的には専用ベッドのある拠点で過ご

し、休日に余裕があれば余暇として他の拠点を訪

れる。拠点管理人や他の利用者と共用スペースで

一緒に食事をしたり、映画などの鑑賞会をしたり

して過ごしている。評価：自然の豊かなところで

暮らせる、趣味や余暇を楽しめる、異なる職種や

業種の人と出会える点に期待以上の良さを感じて

いる。 

 利用者#28（ホーム有、会社員、ホッピング/エリ

ア滞在）要求：地域の人と交流できる拠点を基準

に選んでいる。過ごし方：専用ベッドの拠点をハ

ブにして近い地域の拠点を移動している。評価：

帰ってくる感覚が好き。異なる職種や業種の人と

出会える、拠点や地域の魅力を紹介してもらえる

点に期待以上の良さを感じている。 

 利用者#29（ホーム有、専業主婦、エリア往復） 

評価：魅力を感じる以上に人格形成に影響してい

る。移動生活により気分転換できる、行ったこと

のない地域の魅力を知れる、異なる職種や業種の

人と出会える点に期待以上の良さを感じている。 

 利用者#30（ホーム無、会社員、ホッピング）評

価：移動しながら暮らしたいとは思っていなかっ

たが、転々とするのが合っている。 

 利用者#31（ホーム有、会社員、ホッピング）要

求：個室などの仕事が快適にできる環境やキッチ

ンがあれば場所にこだわりはない。 評価：実際
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に移動しながらの生活をしてみると案外問題なく、

これが日常になっている。 

 

6. 要求、評価、拠点に対する場の認識の傾向 

6.1ホームの有無からみる要求、評価、拠点認識 

（1） 「ホームあり（専用ベッド除く）」 

 要求：ずっと家にいる環境を変えたい（#19, 20, 29）、

在宅で仕事をするのが嫌になった（#9, 10, 20）。評価：

他の利用者と趣味を楽しめる（#20,）。拠点認識：観

光/余暇、働く場。 

（2） 「ホームあり（専用ベッド）」 

 要求：職場近くに住む必要がなくなった（#28）、本

拠地を持ちつつ他の地域を回りたい（#28）。評価：専

用ベッド拠点の地域が気に入っている（#25, 28）。拠

点認識：生活、観光/余暇、働く場（ホームなしも同

様）。 

（3） 「ホームなし」 

 要求：旅が好き（#1, 2, 21, 27）、行ったことのない

所を回りたい（#1, 11, 21, 30）。評価：ホームを必要と

はしていない（#1, 2, 4, 21, 30）、定住できる住まいは

必要（#13,27）。 

6.2居住動態パターンからみる要求、評価 

（1） 「ホッピング型」 

 要求：旅が好き（#1, 2, 9, 11, 21, 22, 24, 27）、

同じ環境にずっといるのが合わない(#9, 16, 21, 

30)、行ったことのない所を回りたい（#1, 11, 15, 

21, 24, 30, 31）。拠点認識：生活、観光/余暇、働く

場（エリア滞在型も同様）。 

（2） 「エリア往復型」 

 要求：ずっと家にいる環境を変えたい（#19, 20, 

29）。拠点認識：観光/余暇、働く場。 

（3） 「エリア滞在型」 

 要求：移動のしやすい範囲でまわりたい（#3, 7, 

8, 14, 18）、自宅/職場から近い拠点を移動したい

（#4, 10, 12）。 

 評価については、居住動態パターン別での違い

はない。 

6.3ライフスタイルを 4要素からみる要求と評価 

（1） 「場所」 

 要求：職場近くに住む必要がなくなった（#3, 5, 

7, 28）、常に同じ環境にいるのを変えたい（#19, 20, 

30, 31）、観光をしたい（#17, 21, 28）、移住先を検

討したい（#13, 23, 26, 27, 28）、自然の豊かな所

で暮らしたい（#4, 26, 27, 29, 30）。評価：自分に

合っている場所を知れる（#3, 8, 13, 26, 27, 28）、

観光を楽しめる（#15, 17, 21, 28）、自然の豊かな

所で暮らせる（#4, 26, 27, 29, 30）、普段の生活で

触れない体験ができる（#1, 24）、地域の人との交

流から観光ではできない体験ができる（#2, 18, 

28）。 

（2） 「時間」 

 要求：ずっと在宅で仕事をするのが嫌になった

（#4, 5, 18, 20）、趣味を楽しみたい（#4, 25, 29）、

自分のペースで生活をしたい（#13, 29）。評価：趣

味・余暇が楽しめる（#4, 25, 29）、仕事の合間の

気分転換ができる（#3, 4）、普段に近い暮らしがで

きる（#13）、家族と離れる時間が取れる（#19, 29） 

（3） 「移動」 

 要求：行ったことのない所を訪れたい（#1, 5, 7, 

9, 11, 13, 21, 24, 25, 27, 30, 31）、旅が好き（#1, 2, 

9, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27）、全国をまわる足

がかりにしたい（#13, 15,）、アドレスホッパーへ

の興味（#3, 25）。評価：行ったことのない地域の

魅力を知れる(#1, 2, 3, 9, 11, 13, 16, 22, 23, 27)、

環境の変化が得られる（#7, 16, 18, 30）、強制的に

移動の機会がつくれる（#1, 14）。 

（4） 「人との関わり」 

 要求：誰とも話さない状況を解消したい（#6, 7, 

9, 10, 20, 28）、新しい環境に身を置きたい（#5, 8, 

24）、ゆるめのコミュニティに興味があった（#19）。

評価：拠点や地域、生活に関する情報が得られる

（#3, 10, 15, 21, 23, 30）新しい価値観に触れられ

る（#1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 

30）、ランダムに出会う機会が得られる（#2, 9, 12, 

22, 31）、交流の調整ができる（#3, 9, 31）、出会っ

た人と食事などの交流ができる（#16, 17, 20, 21, 

27）仲良くなった管理人の拠点には再度訪れる

（#2, 3, 10, 16） 

 

7. ライフスタイル志向の形成に関する考察 

 以上の結果から形成されたライフスタイル志向

の一覧を表―３に示す。 

 「自然環境型」「趣味活動型」「日常転換型」の志

向は、多拠点生活を経験することで新たに形成さ

れた志向ではなく、もともと利用者が持っていた

ものである。自然の豊かな所で暮したい、観光を
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したいという要求を持っていた利用者は、それら

を満たす生活が実践できているために高い評価を

している。文献 1と比較すると、「自然環境型」「趣

味活動型」の志向をもつ利用者の拠点認識は、都

心では得られない自然の中での生活拠点やレジャ

ー拠点の確保という点で文献 1 の生活者の要求と

等しい。また、「日常転換型」の志向をもつ利用者

の要求はリトリート型の「家族から心理的に独立

し、自分だけの空間を確保したい」という家族と

の時間から解放された時間を過ごしたいという要

求と等しい。 

 「異日常型」の志向は、利用者#2, 11, 16, 22の

ように旅をする生活を継続するという目的にみら

れるようにもともと志向として持っていた利用者

と、多拠点生活を経験することで新たに形成され

た利用者に分かれる。後者について、利用者#18は

ビジネスホテルでのワーケーションへの物足りな

さから HS を利用し始め、生活する場所が変わる

ことに楽しさや幸福度の上昇を感じている。利用

者#30 は移動しながら暮らしたいとは思っていな

かったが、転々とするのが合っていると答えてい

る。この志向は、定住が標準的な生活であり、そこ

での環境に焦点がおかれたこれまでの住環境やラ

イフスタイルの中で議論されてこなかった。しか

し、本分析から文献 2 の満足度の高い項目におけ

る「移動生活による気分転換」とは、移動がある場

所へ訪れるための手段でなく、環境を変化させる

という目的そのものになっていることを意味する。 

 「流動的交流型」は、多拠点生活を経験すること

で新たに形成された志向である。利用者#8, 9, 10, 

27, 28 はどのようなコミュニティに属したいとい

う要求はなく、ただ人と会う機会の減少を解消す

るために、利用者#29 は家族の役割からの開放を

求めて HS を利用し始め、生活を通してその都度

入れ替わりで多様な人々と出会え、交流頻度の調

整ができる「人との関わり」に良さを感じ志向の

ひとつとして持っている。このような「人との関

わり」は、文献 1にある血縁/地縁/知縁のような集

住でのコミュニティとは異なる。本分析から文献

2 の満足度の高い項目における「人との交流」と

は、その場限りでありながら生活の情報交換を通

じて多様な価値観にふれる関わりである。そのよ

うな関わりを地域共同体のような固定的なコミュ

ニティと比較して「流動的共生員」と名付ける。こ

こから拠点は流動的交流の場として、家や職場の

外に出て多種多様な人々から目新しさや刺激を受

けたり自由な表現行為が可能になったりするとい

う点でサード・プレイスのような役割も果たして

いる。 

 居住動態パターンと拠点認識の関係性を図―１

に示す。ホームを持たない利用者、テレワークを

している利用者は拠点をそれぞれ生活の場、働く

図―１居住動態パターンとライフスタイル志向の関係図 

表―３形成されたライフスタイル志向の一覧 

ライフスタイル志向 要求 評価 拠点認識 ホーム有無 居住動態パターン 利用者

自然環境型：

自然の豊かな環境で過ごす
自然の豊かな所で暮らしたい、 自然の豊かな所で暮らせる、 観光/余暇の場 - -

#2,4,13,26,27,29,3

0

観光型：観光や余暇を楽しむ 観光をしたい、 観光を楽しめる、 観光/余暇の場 - ホッピング #2,15,17,21,24,28

趣味活動型：

趣味の活動ができる場所で暮らす
趣味を楽しみたい、 趣味・余暇が楽しめる、 観光/余暇の場 - エリア滞在、往復 #4,25,29

日常転換型：

ホームとは別の時間を持ち暮らす

常に同じ環境にいるのを変えたい、

自分のペースで生活をしたい、
家族と離れる時間が取れる、 - あり エリア往復 #19,29

異日常型：

生活する環境を変えること自体を望む

行ったことのない所を訪れたい、旅

が好き

行ったことのない地域の魅力を知れる、

環境の変化が得られる
- なし ホッピング

#1,2,3,9,11,13,15,

16,18,22,27,30,31

流動的交流型：

その都度入れ替わり出会った人と交流する

誰とも 話さない状況を解消したい、

新しい環境に身を置きたい、ゆるめ

のコミュニティに興味があった、

新しい価値観に触れられる、ランダムに

出会う 機会,交流の調整ができる、出

会った人と食事などの交流ができる、

流動的交流の場 - -
#6,8,9,10,12,14,17

,20,24,28

場所、時間、移動、人との関わり 一：ライフスタイル志向別の傾向はなし
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場としてとらえ、後者はその拠点に観光/余暇の場

や流動的交流の場があることでライフスタイルを

ワーケーションのあるものとして考える。ホッピ

ング型の利用者は、異日常型の志向を持っている

傾向にある。エリア往復型は、拠点をホームや生

活の場と異なった場としてとらえ、観光/余暇や流

動的交流の場があることで日常転換型の志向を満

たしている。エリア滞在型は、職場通勤の必要性

や移動の負担軽減という制約のなか異日常型の志

向を満たそうとする人とこのエリアで暮らしたい

という要求から積極的にこの居住動態パターンを

選択している人がいる。 

 

8. 結論 

 HSを利用して多拠点生活を送りながら、自身に

適した居住動態パターンとライフスタイルを模索

するプロセスから形成される志向について、次の

3 つを明らかにした。①移動がある場所へ訪れる

ための手段でなく、環境を変化させるという目的

そのものになっている。②その場限りでありなが

ら生活の情報交換を通じて多様な価値観にふれる

関わり「流動的共生員」が生活を豊かにする。③多

拠点生活者は、拠点に対して生活の場や働く場、

流動的交流の場といった複数の認識をもつ。居住

動態パターンとライフスタイル志向の関係につい

ては、ホッピング型の利用者は、異日常型の志向

を持っている傾向にある。エリア往復型は拠点を

ホームと異なった場としてとらえ、日常転換型の

志向を満たしている。エリア滞在型は、移動の制

約があるなか異日常型の志向を満たそうとする人

とエリアへの要求からこの居住動態パターンを選

択している人がいる。 

 従来の定住と地縁コミュニティで暮らすことを

前提にした住まい方ではなく、「移動」と「人との

関わり」を加えたライフスタイル志向と遊牧的住

まい方を説明した点に本研究の意義がある。 
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