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＜ポイント＞ 

では、世帯数に対して住宅の数は十分足りており、近年、住宅着工は減少傾向に

。しかし、多くの国民が住宅に不満を抱いている。豊かで欲しいものがなくなっ

される日本人が、住宅に大いに不満があるということは、住宅に巨大な潜在需要

ることを意味している。 
産業は、顧客ニーズを正確に把握し、それに応えてＣＳ（顧客満足度）向上を図

とが求められている。 
産業が成長していくためには、中古住宅市場の活性化と新たな住み替えシステム

築が避けては通れない課題である。 
ある住宅ストックが流通していく仕組みができれば、ファミリー世帯と高齢者世

住宅をめぐるミスマッチは解消され、日本人の暮らしは豊かになる。既に住宅政

では、中古住宅市場の活性化に向けた施策が打たれ、住宅メーカーでも「ストッ

視」、「中古住宅の流通促進」の取組みが目立ち始めた。 
需要拡大が見込まれるのは、住宅そのものを売るビジネスではなく、住生活に関

ソリューションを売るビジネスである。 
産業が消費者の豊かな住生活を創出する新産業に生まれ変われば、日本経済全体

きな需要が生み出される。 
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住宅産業は斜陽産業か？ 
 わが国では、戦後、公的資金を活用して住宅建設を計画的に行ってきた。政府の景気対策と

いえば、必ず住宅ローン減税が実施され、家計の持ち家志向を後押ししてきた。 
 この結果、すでに数の上では住宅不足は解消されている。総務省が 5 年毎に実施する「住宅・

土地統計調査」によると、1998 年における住宅数は 5025 万戸で、総世帯数（4436 万世帯）

を 13％も上回っているのである。 
 また、今後、少子・高齢化の進展とともに、わが国の世帯数は 2015 年（5048 万世帯）をピ

ークに減少に転じる見通しである1。 
 このように、住宅の数は十分足りているうえ、将来の住宅需要も減少が見込まれるから、単

純に考えれば、日本の住宅産業は斜陽産業のように見える。現に、2002 年度の新設住宅着工は

114.6 万戸（前年比▲2.4％）と低迷し、直近のピークである 1996 年度の 163.0 万戸から 6 年

間で 3 割減少している（図表１）2。 
 確かに、新築マーケットを中心とする大量供給で成り立ってきたこれまでのビジネスモデル

を前提とする限り、ジリ貧を免れないだろう。しかし、従来の住宅産業の殻をやぶり、消費者

のライフスタイルやライフステージに合わせて、快適に暮らすことのできる住環境を提案、提

供する新たなビジネスモデルに脱皮できれば、住宅関連産業こそが今後の日本で大きな新規需

要が生まれうる有望分野といえる。 
 本稿では、内需拡大の切り札になりうる住宅関連需要について取り上げ、住宅産業の将来像

について考察してみたい。 
 
住宅に大きな不満を抱いている日本人 
 数の上では住宅は足りているはずだが、多くの日本人は今なお住宅について不満を抱いてい

る。 
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図表１　新設住宅着工の推移

出所 ： 国土交通省「建設統計月報」

（年度）

（万戸）

                                                      
1 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（2003 年 10 月推計）」による。なお、総人口は

2007 年から減少する見通し（2002 年 1 月「将来推計人口」の中位推計）だが、世帯数が減り始める時期はこ

れより遅れる。これは、核家族化の進展や単身高齢者世帯の増加によるものである。 
2 1996 年度には消費税引き上げ前の駆け込み需要の発生が住宅着工を押し上げた。 
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図表２　　住宅に対する満足度の日英比較

【　日　本　（1998年）　】
＜持家＞ ＜借家＞

【　英　国　（2001年）　】
＜持家＞ ＜借家＞

出所 ： 日本…国土交通省「住宅需要実態調査」、

　　　　 英国…英国環境交通地域省「Housing in England」
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 図表２に示すように、現在の住宅に不満と回答する割合は、持家世帯では 43％、借家世帯で

は 57％に及んでいる。英国では、住宅に不満とする割合は、持家世帯では 3％、借家世帯では

14％にとどまっており、日本よりはるかに低い。 
 豊かになって、もうあまり欲しいものがなくなったといわれる日本人だが、住宅にこれだけ

不満を抱いているということは、裏をかえせば住宅に巨大な潜在需要があることを意味してい

る。 
 
「量から質へ」の転換は道半ば 
 これに対し、日本の住宅産業は、かつての住宅の量が絶対的に不足していた時代のビジネス

モデルから脱却できていないように見える。すなわち、人々の住環境の改善とは新しい住宅を

建設することだという発想に立ち、新築マーケットを中心に住宅を大量供給するスタイルから

今だに抜け切れていない。 
 もちろん、住宅産業も、かなり以前から「量から質へ」の合い言葉のもとで、住宅の質的な

向上に取り組んできたが、それは主に住宅の機能や性能の向上だった。 
 しかし、消費者が求めているのは、住宅というハード面の充実だけではない。土地神話の崩

壊や人々の価値観の変化により、住宅取得を人生最大の夢と考える人間が減った今、人々が自

らの望む生活を営むのにふさわしい住環境を手にできているかという視点が重要であろう。前

述のアンケートで示された住宅に対する強い不満の中には、このような観点からの不満が多く

含まれていると考えられる。 
 住宅産業が、本当の意味で「量から質へ」の転換を図るということは、顧客満足（ＣＳ）の
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向上を重視することにほかならない。 
 顧客（消費者、生活者）が何を求めているかを正確に把握し、それに応えてＣＳ向上を図る

ことにより、住宅産業は新たな価値を創造する余地があると考えられる。 
 
中古住宅市場の活性化と新たな住み替えシステムが課題 
 住宅産業にとって、顧客のニーズを考える場合、避けては通れない大きな課題がある。それ

は中古住宅市場の活性化と新たな住み替えシステムの構築である。 
 消費者の住宅取得に関する価値観は、この 20 年前とは大きく変化している。すなわち、マ

イホーム取得が人生の大きな目的だった時代は去り、持家でなく積極的に賃貸住宅を選択する

者も増えてきている。賃貸から分譲マンションを経て、いつかは庭付き一戸建てへというかつ

ての「住宅双六」は終焉し、個々人が自分のライフスタイルに応じて様々な居住形態を選択す

る時代が到来した。この結果、従来の住宅市場では分離されてきた戸建てとマンション、賃貸

と持家、新築と中古住宅の境界線は曖昧になり、これらが互いに競合することも珍しくなくな

っている。 
 このような顧客のニーズの変化に対応して住宅産業が拡大していくためには、かつてのよう

な新築住宅の供給中心のビジネスでは通用しない。中古住宅市場を活性化して、気軽に住み替

えができるシステムを提案していくことが求められる。 
 
際立つ賃貸住宅の狭さ 
 古くから日本の住宅は「うさぎ小屋」と揶揄されてきたが、実は、現時点では日本の住宅は

国際的にみて必ずしも狭いというわけではない。 
 図表３に見るように、日本の住宅の戸当たり床面積は 92 ㎡で、これは米国（154 ㎡）より

はるかに狭いが、独、仏、英をわずかながら上回っている。 
 しかし、借家に限っていえば、日本の戸当たり床面積は 45 ㎡弱と欧米に比べて際立って狭

い。そして、この借家の平均面積は持家の 4 割以下という狭さである。 
 つまり、日本の住宅の特徴は、賃貸住宅の平均面積が絶対的に狭く、持家との格差が大きい

ことにある。 
 この背景には、そもそも日本には狭い賃貸住宅が多く、広い賃貸住宅がほとんど存在しない

という事情がある。このため、ファミリー層が十分な広さをもった賃貸住宅を求めても、そう

した物件は供給されらおらず、狭い住宅に甘んじているケースが多い。 
 
ファミリー世帯と高齢者世帯のミスマッチ 
 このように、意に反して狭い賃貸住宅に住んでいるファミリー世帯が多く、彼らの中には広

くて手頃な価格の賃貸住宅や中古持家への住み替えを希望している者が多いはずだ。 

図表３　　主要国の住宅の戸当たり面積
（単位：㎡）

住宅全体 持家 借家 調査年

　日本 92.4 122.7 44.5 1998
　米国 154.2 161.8 116.8 2001
　ドイツ 86.9 113.0 68.9 1998
　フランス 86.4 101.4 68.3 1996

　英国 84.0 92.0 65.4 1996
（注）原資料は、総務省「住宅・土地統計調査」、米国センサス局「American Housing Survey」、

　　　ドイツＧＥＳＩＳ「Datenreport 2002」、英国環境交通地域省「English House Condition Surve

出所 ： ニッセイ基礎研究所「人口減少者会における住生活と住宅市場－課題分析と提言－」

　　　　　（「ニッセイ基礎研REPORT」2003年1月）
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 一方で、高齢者の単身・夫婦世帯が子育て期に建てた比較的広い家に住み続けている例が多

い3。もちろん、愛着のある広い住宅が好きで住んでいる高齢者単身・夫婦世帯もいるが、家の

維持管理や防犯・防災面、交通の便などに苦慮していて、できればより小規模な住宅に住み替

えたいと思っている高齢者世帯も多いはずだ4。 
 このような、ファミリー世帯と高齢者世帯の住宅をめぐるミスマッチが解消されないまま残

存していることが、日本の住宅事情の特徴といえる。 
 また、別のミスマッチもある。バブル期に通勤 2 時間圏に一戸建て住宅を建てて今もローン

を払い続けてそこに塩づけになっている人がいる一方で、今度は都心で安いマンションが分譲

され始めている。 
 
住宅の流通市場の欠如 
 これらのミスマッチが生じる背景には、日本では、中古住宅を売ろうとしても売れない、つ

まり、中古住宅のまともな流通市場が存在しないという事情がある。 
 大きな家に単身または配偶者と 2 人で住んでいる老人が、長年住んだ家を売って住み替える

例が少ない背景には、売れば多額の譲渡所得税を払わされるという要因がある。 
 しかし、より大きな問題は、日本では、住宅は築後 15～20 年経過すると、たとえ十分な使

用価値が残っていても建物の評価価値はほとんどゼロになり、土地代だけになってしまう点で

ある。そして、その土地代もこのところ大幅に減価し続けている。結局、数千万円で買った家

がほとんど無価値に近い値段でしか売れないため、次の家を買うことはできない。 
 これに対し、米国や英国の中古住宅価格は、築後 15～20 年経っても新築に対して 7～8 割の

水準を維持しているケースが多いとされる。 
 こうした理由から、日本の住宅市場は新築に偏っており、中古住宅があまり流通していない。

日本と米国の人口千人当たりの中古住宅の流通量を比較すると、98 年時点で日本はわずか 0.9
で米国（18.4）の約 20 分の 1 にとどまっている（図表４）。 
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図表４　日米の人口千人当たりの住宅着工戸数および中古住宅流通量

出所 ： 国土交通省「国土交通白書」2003年版
（暦年）

新設着工（日本）

中古流通（米国）

新設着工（米国）

（戸／千人）

中古流通（日本）

                                                      
3 65 歳以上の単身・夫婦世帯の持家住宅の半数が 100 ㎡以上である。 
4 住文化研究協議会の「定年後の住生活に関するアンケート」によれば、65 歳になったときに暮らしていたい

場所という問いに対し、「現在の住居」という回答は 4 割にとどまり、6 割が住み替えか買い増しを希望してい
る（2002 年調査、東京に通勤する 40 歳以上の勤労者が対象）。 
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安心して賃貸できる環境の欠如 
 また、前述したように、日本では、ファミリー向けの良質な賃貸住宅が不足しているが、こ

の背景には、借地借家法における借家人保護規定の存在が今でも大きな制約になっていて、マ

イホームを人に貸すのは恐いという要因がある。 
 この点は、2000 年 3 月に導入された定期借家権により法律的には改善されたが、その適用

には様々な条件が付けられており、ファミリー向けや高齢者向け賃貸住宅の供給量増加への効

果はあまり出ていない。 
 また、税制面でも、持家の賃貸住宅への転用を阻む要因がある。住宅ローンを利用した持家

の場合、毎年末のローン残高（最大 5000 万円）の 1％（最大 50 万円）を 10 年にわたって税

額控除が受けられる制度があるが5、賃貸にすればその恩典がなくなる。その上、賃貸収入が新

たに課税所得に加わるので、苦労して住宅を賃貸することのメリットは小さい。 
 このように、現状では、既存住宅を安心して賃貸できる環境が欠如している。 
 
価値ある住宅ストックが流通する仕組みづくり 
 以上の考察から、日本の住宅が抱えている課題が浮き彫りになる。 
 それは、一言で言えば、価値ある住宅ストックが構築され、流通していく仕組みをつくり上

げることである。長持ちする住宅が、それを建てた一家族だけでなく、価値あるストックとし

て流通し、社会で共有して住み継がれていくシステムである。 
 人々が良質で長持ちする住宅を安心して確保、売買、賃貸ができる。住宅（土地と建物が一

体となったもの）に資産価値があるため、住宅を担保に金融機関から借金ができ、住み替える

時には住宅を適正な値段で売却できる。 
 こうしたシステムのもとでは、人々は、「子育ては郊外で、老後は都心近くで」というように、

ライフスタイルやライフステージに合わせて住み替えができる。前述したようなファミリー世

帯と高齢者世帯の居住のミスマッチは解消される。また、住宅の利用価値を高めれば、高い値

段で売れ、高い家賃で貸せるという構図になるため、住宅の手入れをして資産価値を高めよう

とする人が増え、リフォームやメンテナンスの需要が拡大する。 
 これは決して単なる理想論ではなく、欧米ではそのような状況が当然の現実である6。 
 日本の住宅政策においても、第８期住宅建設５ヵ年計画（2001 年 3 月閣議決定）以降、国

民の多様なニーズに対応した良質な住宅ストックの整備が第一に掲げられ、ストック重視、中

古住宅流通促進の方針が打ち出されている。また、2003 年 6 月の日本経団連の提言「『住みや

すさ』で世界に誇れる国づくり」や、同年 9 月の社会資本整備審議会住宅宅地分科会の「新た

な住宅政策のあり方について（建議）」の中でも、同様の方向性が鮮明に示されている。今や、

目指すべき課題ははっきり見定められているといえよう。 
 
価値ある住宅ストックの流通に向けての取り組み 
 また、価値ある住宅ストックが流通する仕組みづくりに向けた取り組みは、現実に始まって

いる。 
①住宅性能表示制度 
 2000 年 9 月に施行された「住宅品質確保促進法」によって、住宅企業は新築住宅に対し最

                                                      
5 この特別措置は、当初 2003 年末までに入居した人を対象とする時限措置だったが、景気対策の観点から、

2004 年も継続し、2005 年以降も段階的に減税規模を小さくしつつ存続させることが、2004 年度税制改正大綱

に盛り込まれた。 
6 島田晴雄（2002）によれば、日本でも戦前は、中古住宅がそれほど減価せずに流通していたと指摘されてい

る。 
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低 10 年の保証を義務付けられるようになったほか、住宅性能表示制度が導入され、住宅の品

質について客観的な基準が設けられた7。また、中古住宅への性能表示制度も 2002 年 8 月から

始まっている。 
 住宅性能表示制度が導入されたことで、価値ある住宅ストックの供給と住宅の適正な値づけ

を促す効果が期待される。ただ、同制度は、法的な強制力がなく、利用するか否かは建築主の

任意となっているため、現状では普及度は今ひとつである。一定以上の性能を備えた質の高い

住宅に対しては、住宅性能表示申請費用を補助するなどの恩典を与えて、同制度の普及促進を

図るといった措置を講じるべきであろう。 
②中古住宅の流通促進策 
 中古住宅の流通促進は、住宅政策の中で既存ストックの有効活用が大きな柱に据えられてい

ることからわかるように、高いプライオリティーが置かれている。 
 上述のように、既に中古住宅の性能表示制度が始まるなど、中古住宅の流通促進に向けての

環境整備が進められている。 
 もちろん、ファミリー向けの優良な賃貸住宅の供給促進、高齢者の持家の賃貸化による賃貸

住宅の供給促進、定期借家制度の普及促進など、国が取り組むべき課題は多く残されている。

しかし、政策が、安心して住宅の売買や賃貸ができる市場環境の整備の方向を向いていること

は確かだ。 
③長持ちする住宅の供給 
 日本の住宅の平均寿命は約 30 年と、米国の 44 年や英国の 75 年と比べて短いが、最近住宅

メーカーは、長持ちする住宅の供給に力を入れ始めている。 
 法律上、住宅の躯体部分を主体とする保証期間は最低 10 年とされているが、大手メーカー

では 20 年間の保証をつけているところが珍しくない。 
 また、住宅性能表示制度と組み合わせて、耐用年数 50～100 年の新築住宅をつくり、長期点

検システムを売り物にするメーカーが出てきた。「何年住んでも資産価値の落ちない住まい」と

いうコンセプトで住宅を売り出す動きも見られる。 
 このほか、ユーザーリストをもとに会員組織をつくり、住宅の点検、増改築・リフォームを

提案したり、自社のホームベージ上で、施工した中古住宅の売買を仲介するコーナーを設ける

動きなど、「ストック重視」、「中古住宅の流通促進」に注力する住宅メーカーが増えている。 
 従来、日本人の住宅に対する捉え方は、「少し高めの耐久消費財」という感覚だった。しかし、 

上述したような官民の動きを受けて、住宅は「大切な資産」であり、利用価値を高めれば高い

家賃で貸せると同時に高く売れる、といった認識が徐々に芽生えてきているようにみえる。 
 
住宅産業の新展開 
 以上、本稿では、日本の住宅産業が真の顧客満足や消費者重視を考える上で欠かせないテー

マである「中古住宅市場の活性化と住み替えの促進」にスポットを当ててきたが、もちろん住

宅産業にとっての顧客満足向上策はこのテーマに限られたものではない。 
 最近の住宅関連企業の取り組み状況から、今後市場の拡大が期待される有望分野と考えられ

る商品・サービスの例をあげると、図表５のようになる。 
 同表に示した例から分かるように、これから需要拡大が見込まれるのは、住宅という製品そ

のものを売るビジネスではなく、住生活に関するソリューションを売るビジネスといえるだろ

う。 

                                                      
7 耐震性、省エネ性、ホルムアルデヒド対策、防・耐火性など 9 つの視点で住宅性能についての等級を設定し、

住宅取得者が事前に性能の違いを比較できる。また、住宅の引き渡し後に発生した性能に関するトラブルを処

理するため、紛争処理機関が用意されている。 
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図表５　今後の住宅関連市場で有望な商品・サービスの例

　防犯住宅
　顧客ニーズ 安全に暮らしたい
　（背景） 住宅における犯罪の増加、手口の多様化・凶悪化
　商品概要 防犯セキュリティーを強化した住宅
　提供に必要な機能 設計機能（センサーの適切配置、死角部分を少なくするなど侵入されにくい設計）

生産機能（監視カメラ、防犯ガラス、防犯センサー、防犯フェンス、緊急通報シス
　テム等の生産）
専門企業との提携による緊急対応機能

　コンバージョン
　顧客ニーズ 都心に住みたい、職住近接により時間が欲しい
　商品概要 都心の空きオフィスなどを住宅へと用途転用し供給するサービス
　（背景） 都心のオフィスビルの供給過剰、賃貸オフィスビルの空室率上昇
　提供に必要な機能 専門工事機能

消費者に対する紹介・取次ぎ機能
ビルオーナーに対するコンサルティング機能

　生活コンシェルジェサービス
　顧客ニーズ 時間が欲しい、快適に暮らしたい
　商品概要 主に富裕層を対象としたホテルライクな家事サービス

例えば、ホテル業者と住宅供給者とのコラボレーションといった事業形態
　提供に必要な機能 生活支援機能（クリーニングの取次ぎ、宅配便、ＤＰＥ・各種印刷の取次ぎ、

交通ダイヤの案内、レジャー等の情報サービス、食材の宅配サービス取次ぎ等）
　住宅に関するメンテナンス保証

　顧客ニーズ 住宅の資産価値を維持して生活不安を解消したい
　商品概要 施主より修繕積立金を預かり、定期点検・修繕を実施し、瑕疵が発見された場合

の補修責任を負うことにより、住宅の資産価値を維持するサービス
　提供に必要な機能 資産価格査定機能

修繕（メンテナンス工事）機能
保証機能

　マンション建替え等のコンサルティングサービス
　顧客ニーズ 老朽化したマンションの建替えに関する合意形成ニーズ
　商品概要 分譲マンションにおける大規模修繕、建替え、景観・街並み整備など地域の環境

改善に伴う居住者間の合意形成をサポートするサービス
　提供に必要な機能 合意形成支援機能・コンサルティング機能

設計機能（建替え後のプランニング）
出所 ： 三菱総合研究所・経済産業省・創樹社編 『住宅「新産業」を興す』（2003年5月）をもとに作成

 
 
大きい新規需要創出効果 
 そうなると、新たな住生活ソリューション・ビジネスのプレーヤーは、既存の住宅産業とは

限らない。生活に関わるあらゆる産業や企業がこの有望市場に参入し、時に競合、時に連携す

る形で、住宅関連市場において新規需要が拡大していく展開が予想される。 

 また、本稿で述べた方向で住宅ストックの活用が促進されること自体が、わが国の消費需要

の拡大につながるという視点も重要だ。現状、日本人が多額の金融資産を持ちながら、消費を

控え貯蓄を積み上げている大きな要因は住宅問題と考えられるが、本稿で述べたように住宅ス

トックが流通していく仕組みができれば、定年退職の時にまともな家を１軒持っていれば、老

後も安心ということになる。多くの国民の不安が解消され、安心が提供されることで、消費の

増大が見込まれる。同時に、大事に手入れをして家の資産価値を高めることが報われる社会に

なるため、住宅のメンテナンス、リフォーム、リデザイン等の需要も拡大する8。 

 さらに、住宅産業が消費者というエンド・ユーザーのニーズに応え、ひいては新たなニーズ

を創造する商品展開を強化することに伴う需要創出効果も期待できる。たとえば、新しい設計

概念・技術である「上から吊るす」工法の研究が進んでおり、これが実用化されれば、工事期

間を短縮化できるほか、従来家を建てるのが困難な斜面等への建設も容易になる。また、住宅

の湿度コントロールを含めた快適性追求のための新たな工法や材料技術の開発が進んでいる。
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8 矢野経済研究所によれば、2002 年の住宅リフォーム市場は 7 兆 1242 億円だが、2010 年には 8 兆 3 千億円

（2002 年比 17％増）、2020 年には 9 兆 5 千万円（同 34％増）に拡大すると予測されている。主要なリフォー

ム企業の中には、2～3 年以内にリフォーム売上高 1000 億円を目標に掲げる企業も現れている。 



こうした住宅供給側のイノベーションと「良質な住まいづくり」への取り組みも、新需要創出

に寄与しよう。 

 以上のように、住宅産業が消費者の豊かな住生活を創出する新産業に生まれ変われば、日本

経済全体に大きな需要が生み出されると期待される。 
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