
１．背景・目的

日本は平成17年から人口が自然増から自然減に転じ
1)
、文字通

り縮小社会へと突入した。空き家の増加は縮小社会が抱える住

宅問題のひとつとして取り上げられ、郊外へ拡大した都市をい

かにコンパクトにまとめていくかが早急に解決すべき課題と

なっている。これから住宅の生産数が減少すると予想されるな

かで、住み替えや増改築といった既存住宅ストックを利活用し

た住環境の更新が着目されている。国土交通省は、空き家住宅

を公営住宅に準じた「準公営住宅」として生活費負担が大きい

子育て世帯などに、同じ水準の民間賃貸住宅より安く貸すこと

ができるよう制度の詳細設計をまとめていると発表した
2)
。こ

れから、各自治体は住み替え、増改築促進を図るため、これら

の発生要因を把握する必要があると言える。

　住み替えに関する著名なモデルとして、フィルタリング理論

が挙げられる。これは住宅が古くなるにつれて低所得者層に住

み替えられていく現象を経済学的見地によってとらえたもの

で、駒井の研究
3)
に詳しい。また、吉武ら

4)
は住み替えの定量的

評価手法として転出数、居住期間、居住経過年数分布の計３タ

イプの転出率を定義した。また宇都ら
5)
は、世帯人員と住宅面

積のミスマッチに着目し、広い住宅から狭い住宅へと住み替え

る世帯の属性、特徴の把握を東京都区部で分析した。一方、増

改築について藤上ら
6),7)

は、増築活動の定量化を行い、増築活

動と新築活動が正の相関を持つことを示した。また堤ら
8)
は、

戸建住宅を対象に建て替えと増改築の発生要因についてアン

ケート調査を実施し、建て替えと増改築にそれぞれ異なる発生

要因があることを明らかにした。

　上記のように住み替え、増改築に関するそれぞれの要因分析

の研究は多く見られる。住み替えと増改築の両方を扱った論文

としては、西松ら
9)
の団地内住み替えに着目し、空き家住戸の

修繕による新たな住み替え発生の影響をシミュレートした、住

み替え促進による住戸修繕計画の可能性についての研究が挙げ

られる。しかし、団地内に留まらない地域内の住み替えと増改

築が世帯の住環境の更新の選択肢として並列には扱われていな

い。住み替え、増改築それぞれの発生要因に関してこれまで数

多くの研究がなされてきたが、住み替えと増改築を比較した研

究は見当たらない。しかし、ある世帯が住環境を更新する際に

住み替え、あるいは増改築のどちらか最適なほうを選択するの

であれば、２つの間にはなにか関係があるだろう。そこで本研

究では住み替えが発生しやすい地域、増改築が発生しやすい地

域があると仮定し、それぞれの発生要因と、発生割合の遷移に

ついて分析する。これらを明らかにすることで、既存住宅ス

トックの状況から自治体が円滑に住宅供給を促進するための方

針を決定する一助となることが望まれる。

２．研究内容・方法

　調査地域を東京都市区部に設定し、各市区の比較によって住

み替え、増改築の傾向を分析する。住み替えのデータは平成22

年国勢調査（以下国調）を、増改築は平成25年住宅・土地統計

調査（以下住調）を使用した。本研究では、5年前の常住地か

ら同市区内で行われた転居を住み替えとして定義する（図

-2）。つまり、住環境更新の需要が発生したとき、従前居住地

から近い距離の需要に適した住宅へ転居するとし、自市区外に

転出した場合は従前居住市区内に適切な住宅がない、または従

業地等の変更による転居として住み替えの定義からは除外す

る。ただしこの定義の問題点として、各市区域の宅地面積の大

きさが住み替え発生割合に与える影響が挙げられる。宅地面積

が大きい市区ほどこの定義による住み替えは起こりやすくなる

と考えられるので、面積の影響を考慮した住み替え指標を算出

する。増改築は、住調の平成21年1月以降の増改築・改修工事

等が行われた件数を用いる。建物躯体の補強や水廻りの改修は

世帯の状況と無関係に発生するものなので、本研究における増

改築の定義から除外し、世帯の需要によって発生する「増築・

間取りの変更」数を増改築として扱う（図-3）。定義を踏まえ

て住み替え、増改築、これらに関連する引っ越しや、建築活動

の指標、また住み替えと増改築の発生比率を算出、分析する。

国調、住調それぞれデータの調査時点は異なるが、住み替え、

増改築の調査期間の長さがほぼ等しいので、そのままのデータ

を使用する（図-4）。これらの指標のうち、区市の規模に左右

されるものは、後述のように、必要に応じて規模の影響を除く

ため回帰式による予測値との比を指標として算出した（図

-5）。指標を地図上で色分け、そして重回帰分析注）を行い、

傾向や要因を明らかにする。説明変数は住宅に関する指標と世

帯に関する指標を国調、住調から割合として抽出した（表

-1,2）。住み替え、増改築と相関が高い説明変数については、

主成分分析注）など詳細な分析も行う。

３.結果

3-1.住み替え

　住み替えについて３段階で結果を示す。まずは住み替え、転

出も含めた引っ越しの発生総数、次に住み替えと転出の比率、

引っ越しが活発で、郊外部にいくにつれて減衰する。重回帰分

析に編入された説明変数は、単身世帯割合、年間収入1500万円

以上世帯割合が正の相関を、高齢化率、住戸密度が負の相関を

示した。単身世帯割合が特に強い相関を持ち、決定係数は0.91

と非常に高い。

3-1-2.「住み替え/転出」（表-4,図-9,10,11）

　住み替え人口を転出人口で除して、住み替えと転出の比率を

算出し、同様に分析を行った。おおよそ引っ越し発生比を反転

させた結果となったが、例えば世田谷区が周辺区市より値が大

きいなど、先述した面積規模の影響が考えられる。重回帰分析

の説明変数については、自市区外従業者割合、年間収入1500万

円以上世帯割合、20代人口割合と負の相関を示した。決定係数

は0.77で、世田谷区、足立区、町田市といった比較的面積が大

きい地域の残差が正に大きく、国立市や、新宿区、台東区など

面積の小さい地域の残差が負に大きいことからも、面積の影響

を窺わせる。

3-1-3.「面積考慮住み替え比」（表-5,図-12,13,14）

　「住み替え/転出」の結果を踏まえ、面積の影響を考慮した

の値を示した。

3-2-2.「増改築/建て替え」（表-7,図-18,19,20）

　次に増改築と建て替えの比を、増改築発生戸数を建て替え発

生戸数で除して算出した。多摩市が突出して高い値を示し、増

改築戸数が建て替え戸数の5倍を超えている。はっきりとした

傾向はないものの区部では山の手エリアが高く、市部では府中

市近辺に集積している。重回帰分析では一般型誘導居住面積水

準未満世帯割合、年間収入1500万円以上世帯割合、耐用年数超

住宅割合が負の相関、建蔽率以下むね数割合が正の相関を示し

た。決定係数は0.46とこれもまた低めで、残差に関しても多摩

市が突出して正に大きい。

3-2-3.「持ち家増改築比」（表-8,図-21,22,23）

　増改築は持ち家について行われることから、持ち家戸数に対

して増改築がどれだけ発生しているか、増改築戸数を持ち家戸

数で単回帰し、予測値で除した増改築比を算出した。区部の西

側、市部の東側が高い値を示し、千代田区、武蔵野市、小金井

市、清瀬市が特に高い。重回帰分析では20代人口割合、自市区

外従業者割合が正の相関を、住戸密度、夫婦のみ世帯割合が負

の相関を示した。決定係数は0.50ほどである。

3-3.住み替えと増改築の比較

　次に住み替えと増改築の比較分析を行う。住み替えの指標は

面積を考慮した住み替え比、増改築は持ち家数に対する増改築

比を用いて住み替えと増改築の比率について分析を行い、次に

住み替えと増改築を目的変数に行った重回帰分析で編入された

住宅要因の説明変数と主成分分析を行う。

3-3-1.「増改築/住み替え」（表-9,図-23,24,25）

　基準化したうえで増改築指標を住み替え指標で除した値を

「増改築/住み替え」とした。比率が１のとき増改築と住み替

えの発生度合が均衡している状態となる。区部の東側が住み替

えの活発な地域で、区部の西側と市部は比較的増改築の活発な

地域が多い。千代田区が圧倒的に増改築が多く、住み替えの5

倍強であるのに対し、逆に中央区は住み替えが圧倒的に多く、

増改築のおよそ3倍である。世田谷区、調布市は増改築住み替

え比が約１で、住み替えと増改築が均衡している。重回帰分析

については1人あたり居住室畳数、20代人口割合、着工割合が

正の相関を、住戸密度、建蔽率以下むね数割合、年間収入300

万未満世帯割合、年間収入1000-1500万

世帯割合が負の相関を示した。決定係

数は0.79で比較的相関が高い。

3-3-2.主成分分析

住み替え指標と増改築指標に、重回

帰分析によってこれらと相関があると

示された住宅要因の説明変数と主成分

分析を行った。抽出した２つの主成分の因子負荷量は以下の表

のようになった（表-10）。主成分１は住み替えと一般型誘導

居住水準未満世帯割合が正の高い値を、増改築と1人あたり居

住室畳数が負の高い値を、住戸密度がやや小さく正の値を示し

た。つまり、住宅の面積が狭いほど住み替えが増加し、増改築

が減少することを表している。主成分２に関しては、建蔽率以

下むね数割合が高い正の値、住み替え、住戸密度、着工割合が

負の値を示している。主成分２が負の値をとるとき、着工数が

増加、建蔽率以下むね数割合が減少し、住戸密度が高くなると

住み替えが増えることを表している。主成分得点をプロットし

たグラフを下に図示した（図-27）。

　変数に上記の相互関係があることが判明したので、代表的な

変数として、最も寄与率が高かった住戸密度についてさらに分

析を行う。住み替え、増改築、住戸密度の３変数で主成分分析

を行う。２つ主成分を抽出して主成分因子負荷量、主成分得点

をそれぞれ示す（図-28,表-11）。住み替えと増改築が補完的

関係にある。住戸密度は、住み替えと強い正の連動関係があ

り、増改築とは弱い負の連動関係がある。

４.考察

　まず決定係数について、住み替えに関する重回帰分析は0.7

を超えるが、増改築に関する重回帰分析は0.5に満たない。住

み替えに関しては説明力が高い重回帰式が算出されたが、増改

築については半分ほどの説明力しか持たないため、本研究で取

り上げた説明変数以外の要因が存在すると考えられる。特に増

改築の指標では、観測値が高い変数との残差が大きくなってい

たことから、建築活動や増改築の活発な地域には、説明変数と

の間で非線形的な関係がある、あるいは他の地域とも異なる特

殊な要因があると考えられる。そのことを前提として、重回帰

分析によって編入された説明変数について世帯要因と住宅要因

に分類し、それぞれ考察を行う。

4-1.世帯要因

　世帯属性によって住み替え、増改築の傾向を考察する。考察

するにあたって、平成25年住生活総合調査（以下生活調査）の

住み替え、改善（建て替え、増改築の総称）意向の有無、目的

を世帯の属性別に分析して考察を行う。生活調査での住み替え

は、本研究での引っ越しと同義であり、改善は建て替え、増改

築の総称であることを留意し、誤認を防ぐため、生活調査での

住み替えを引っ越しと呼び、本研究の住み替えと区別する。

4-1-1.年齢について

　重回帰分析によって20-30代の若年層の人口が多いほど引っ

越しは増加し、また住み替え人口の減少、転出人口の増加が明
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らかになった。生活調査による家計主30歳未満世帯の引っ越し

目的を見ると、「就職、転職、転勤などに対応して」が最も多

いことから、就学、従業地の変更による転出の影響が考えられ

る。さらに高齢化率の増加に伴う引っ越しの減少も、生活調査

の結果と整合する。40-50代の中年層の人口割合が住み替えと

正の相関を持つが、生活調査の引っ越し意向世帯割合で中年層

は高い値を示さない。これは若年層の転出傾向、高齢化層の不

動傾向が顕著なため相対的に表れた可能性が考えられる。ま

た、20代の人口割合と増改築に正の相関があるが、30歳未満の

改善意向割合は5％に満たない。家計主年齢別改善意向世帯割

合で最も割合の多い年齢は50代で、世帯の長子の年齢別改善意

向世帯割合は長子が18-24歳の世帯、ついで25歳以上の世帯が

多いことから、20代の子を持つ中年層の親世帯が、子の独立と

ともに住宅の改善を行う傾向があると推測される。

4-1-2.収入について

　生活調査から収入による引っ越し意向世帯割合の相違はほと

んど見られないが、改善意向割合は年間収入の増加と共に増加

している。しかし年間収入が高い世帯は住み替え、増改築と

いった住環境更新はあまり行わず、建て替え、転出の傾向が強

い。

4-2.住宅要因

　住宅要因として回帰式に編入された説明変数を見ると、戸建

住宅割合や共同住宅割合といった建て方に関する指標、持ち家

割合といった住宅の所有形式に関する指標、木造住宅割合、Ｒ

Ｃ住宅割合といった住宅の構造に関する指標、空き家率のよう

な居住世帯の有無に関する指標はどの重回帰分析にも説明変数

として編入されなかった。構造や建て方といった物理的な指標

よりも住宅の古さや広さ、密度といった時間的、空間的な指標

が住み替えと増改築に影響を与えていることが示唆される。

　重回帰分析から住宅の広さ、住宅の経過年数、住戸密度が住

み替えと増改築に逆の相関をもつことが明らかになった。さら

に、住戸密度は住み替え、増改築への相関だけでなく、引っ越

し、また建築活動活性度にも相関を示し、また「面積考慮住み

替え比」、「持ち家増改築比」双方において最も説明力の高い

指標となっている。

　相関のある説明変数を全て導入した主成分分析を見ると（図

-27）、主成分１は広さによる住み替えと増改築の発生割合の

遷移を表し、正であると住み替えが増え、増改築が減る。それ

に対して主成分２は、住宅の着工数が多く住戸密度が高い地域

では住み替えが多い事を表す成分で、負の値のとき住戸密度が

高く、住み替えが増える。以上より、住宅が狭く住戸密度が高

い地域は住み替え、住宅が広く住戸密度が低い地域は増改築が

増える傾向がある。区部の東側は住み替えが多く、増改築が少

ない地域で、それに対し区部の西側は増改築が多く、住み替え

の少ない地域となる。さらに、最も重要な住戸密度だけに着目

した主成分分析から（図-28,表-11）、住戸密度が住み替えに

強い正、増改築に弱い負の影響を与えていることが分かる。

５.まとめ

　住み替えと増改築の関係、遷移についていくつかの示唆が得

 Japan has become shrinking society and vacant houses are increasing. This has lead to the attention to relocation and 
renovation utilizing the existing housing stock in the future housing supply. Concerning relocation and renovation, a 
number of studies have been made, but there is no study of their easiness in districts. To fill the research gap, this study 
analyzed the relative easiness of short-distance relocation and renovation by extension or floor plans change in the cities 
of Tokyo Metropolis using Population Census and Housing and Land Survey data. The results obtained by multiple 
regression analysis considering the factors affecting easiness implied that the relocation increases and the renovation 
decreased in cities with higher density of housing.
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住み替え比を算出した。まず住み替え人口を宅地面積で単回帰

し、実際の住み替え人口をこの予測値で除して住み替え比とし

た。東側の住み替え比が高く、西側にいくにつれて低くなって

いる。しかし、米軍基地が市域の1/3を占める福生市だけが例

外的に西側で高い値を示した。重回帰分析では住戸密度、一般

型誘導居住面積水準未満世帯割合、中年層（40-50代）人口割

合が正の相関を、若年層（20-30代）人口割合が負の相関を示

した。住戸密度が最も相関が強く、決定係数は0.75と比較的高

い値を示した。特殊な事情を持つ福生市と、市部で最も住戸密

度が高い狛江市の残差が特に高くなった。

3-2.増改築

　増改築についても３段階で結果を示す。まず建築活動の活性

度を示し、次に増改築と建て替えの発生戸数の比率、最後に持

ち家総戸数に対する増改築発生戸数の比率を算出する。

3-2-1.「建築活動活性度」（表-6,図-15,16,17）

　新築、建て替え、増改築を建築活動と定義し、平成21年以降

に建築、工事された新築住戸戸数、建て替え住戸戸数、増改築

戸数の総和を、全住戸数で単回帰し、予測値で除したものを

「建築活動活性度」とした。区部

は比較的に高いが、豊島区が突出

して高く、その付近の北区や台東

区も高い。住戸密度が正の相関

を、自市区外従業者割合が負の相

関を示した。決定係数は0.42と低

めで、豊島区周辺は残差も高い正

さらに面積を考慮した住み替え比を算出する。これは先述の通

り、市区域の面積規模による住み替え発生割合の偏りを排除す

るためである。面積は規模の指標として宅地面積を用いる。

3-1-1.「引っ越し発生比」（表-3,図-6,7,8）

引っ越しの総数について、移動人口を5年前の常住者人口に

よって単回帰し、実際の移動人口から予測値を除した値を

「引っ越し発生比」とした。「引っ越し発生比」を目的変数と

して重回帰分析を行い、結果について以下に示す。都心部ほど
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られた。

　まず世帯要因については単身、若年層ほど転出が多く、収入

が高いほど建て替え、転出が多いなど、年齢や収入による傾向

を明らかにした。また40-50代の家計主世帯では、子の独立と

共に親世帯に住環境需要が発生して住み替え、増改築が行われ

る傾向があることを市区別分析の結果と住生活総合調査の世帯

傾向から推測した。

　住宅要因については、住宅の狭さ、経過年数、住戸密度が住

み替えに正の相関を、増改築に負の相関を示すことが明らかに

なった。これについて主成分分析をすると住戸密度と住宅の広

さが特に住み替えと増改築の発生傾向に影響を与えており、住

戸密度が高く住宅が狭いと住み替え傾向を、住戸密度が低く住

宅が広いと増改築傾向を示す。主成分分析において住戸密度の

寄与率が最も高い値を示したので、さらに住み替え、増改築、

住戸密度で主成分分析を行うと、住戸密度は住み替えに強い正

の相関、増改築に弱い負の相関を示した。住宅規模が小さく高

密な地域は住居の住み替えによって、住宅規模が大きく低密な

地域は住居を直しながら住環境を更新する相互補完的な住み替

えと増改築の関係が存在することが示唆されているので、これ

を踏まえた施策展開が望まれる。

　今後の課題として、年齢や世帯構成などによって住環境の更

新の要因が異なることから、世帯を類別して考察する必要があ

る。また米軍基地のある福生市や、皇居のある千代田区など特

殊な要因が住み替え、増改築に与える影響が大きく、そのよう

な地理的要因も説明変数に導入した重回帰分析を行うことも今

後検討すべきである。

注）重回帰分析、主成分分析はblackbox(http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BlackBox/BlackBox.html)を使用し、重回帰分析は変数増減法(編

入除去基準p=0.05)で行い、主成分分析は主成分軸の回転の収束判定値を

1e-05に設定して分析を行った。
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１．背景・目的

日本は平成17年から人口が自然増から自然減に転じ
1)
、文字通

り縮小社会へと突入した。空き家の増加は縮小社会が抱える住

宅問題のひとつとして取り上げられ、郊外へ拡大した都市をい

かにコンパクトにまとめていくかが早急に解決すべき課題と

なっている。これから住宅の生産数が減少すると予想されるな

かで、住み替えや増改築といった既存住宅ストックを利活用し

た住環境の更新が着目されている。国土交通省は、空き家住宅

を公営住宅に準じた「準公営住宅」として生活費負担が大きい

子育て世帯などに、同じ水準の民間賃貸住宅より安く貸すこと

ができるよう制度の詳細設計をまとめていると発表した
2)
。こ

れから、各自治体は住み替え、増改築促進を図るため、これら

の発生要因を把握する必要があると言える。

　住み替えに関する著名なモデルとして、フィルタリング理論

が挙げられる。これは住宅が古くなるにつれて低所得者層に住

み替えられていく現象を経済学的見地によってとらえたもの

で、駒井の研究
3)
に詳しい。また、吉武ら

4)
は住み替えの定量的

評価手法として転出数、居住期間、居住経過年数分布の計３タ

イプの転出率を定義した。また宇都ら
5)
は、世帯人員と住宅面

積のミスマッチに着目し、広い住宅から狭い住宅へと住み替え

る世帯の属性、特徴の把握を東京都区部で分析した。一方、増

改築について藤上ら
6),7)

は、増築活動の定量化を行い、増築活

動と新築活動が正の相関を持つことを示した。また堤ら
8)
は、

戸建住宅を対象に建て替えと増改築の発生要因についてアン

ケート調査を実施し、建て替えと増改築にそれぞれ異なる発生

要因があることを明らかにした。

　上記のように住み替え、増改築に関するそれぞれの要因分析

の研究は多く見られる。住み替えと増改築の両方を扱った論文

としては、西松ら
9)
の団地内住み替えに着目し、空き家住戸の

修繕による新たな住み替え発生の影響をシミュレートした、住

み替え促進による住戸修繕計画の可能性についての研究が挙げ

られる。しかし、団地内に留まらない地域内の住み替えと増改

築が世帯の住環境の更新の選択肢として並列には扱われていな

い。住み替え、増改築それぞれの発生要因に関してこれまで数

多くの研究がなされてきたが、住み替えと増改築を比較した研

究は見当たらない。しかし、ある世帯が住環境を更新する際に

住み替え、あるいは増改築のどちらか最適なほうを選択するの

であれば、２つの間にはなにか関係があるだろう。そこで本研

究では住み替えが発生しやすい地域、増改築が発生しやすい地

域があると仮定し、それぞれの発生要因と、発生割合の遷移に

ついて分析する。これらを明らかにすることで、既存住宅ス

トックの状況から自治体が円滑に住宅供給を促進するための方

針を決定する一助となることが望まれる。

２．研究内容・方法

　調査地域を東京都市区部に設定し、各市区の比較によって住

み替え、増改築の傾向を分析する。住み替えのデータは平成22

年国勢調査（以下国調）を、増改築は平成25年住宅・土地統計

調査（以下住調）を使用した。本研究では、5年前の常住地か

ら同市区内で行われた転居を住み替えとして定義する（図

-2）。つまり、住環境更新の需要が発生したとき、従前居住地

から近い距離の需要に適した住宅へ転居するとし、自市区外に

転出した場合は従前居住市区内に適切な住宅がない、または従

業地等の変更による転居として住み替えの定義からは除外す

る。ただしこの定義の問題点として、各市区域の宅地面積の大

きさが住み替え発生割合に与える影響が挙げられる。宅地面積

が大きい市区ほどこの定義による住み替えは起こりやすくなる

と考えられるので、面積の影響を考慮した住み替え指標を算出

する。増改築は、住調の平成21年1月以降の増改築・改修工事

等が行われた件数を用いる。建物躯体の補強や水廻りの改修は

世帯の状況と無関係に発生するものなので、本研究における増

改築の定義から除外し、世帯の需要によって発生する「増築・

間取りの変更」数を増改築として扱う（図-3）。定義を踏まえ

て住み替え、増改築、これらに関連する引っ越しや、建築活動

の指標、また住み替えと増改築の発生比率を算出、分析する。

国調、住調それぞれデータの調査時点は異なるが、住み替え、

増改築の調査期間の長さがほぼ等しいので、そのままのデータ

を使用する（図-4）。これらの指標のうち、区市の規模に左右

されるものは、後述のように、必要に応じて規模の影響を除く

ため回帰式による予測値との比を指標として算出した（図

-5）。指標を地図上で色分け、そして重回帰分析注）を行い、

傾向や要因を明らかにする。説明変数は住宅に関する指標と世

帯に関する指標を国調、住調から割合として抽出した（表

-1,2）。住み替え、増改築と相関が高い説明変数については、

主成分分析注）など詳細な分析も行う。

３.結果

3-1.住み替え

住み替えについて３段階で結果を示す。まずは住み替え、転

出も含めた引っ越しの発生総数、次に住み替えと転出の比率、

引っ越しが活発で、郊外部にいくにつれて減衰する。重回帰分

析に編入された説明変数は、単身世帯割合、年間収入1500万円

以上世帯割合が正の相関を、高齢化率、住戸密度が負の相関を

示した。単身世帯割合が特に強い相関を持ち、決定係数は0.91

と非常に高い。

3-1-2.「住み替え/転出」（表-4,図-9,10,11）

　住み替え人口を転出人口で除して、住み替えと転出の比率を

算出し、同様に分析を行った。おおよそ引っ越し発生比を反転

させた結果となったが、例えば世田谷区が周辺区市より値が大

きいなど、先述した面積規模の影響が考えられる。重回帰分析

の説明変数については、自市区外従業者割合、年間収入1500万

円以上世帯割合、20代人口割合と負の相関を示した。決定係数

は0.77で、世田谷区、足立区、町田市といった比較的面積が大

きい地域の残差が正に大きく、国立市や、新宿区、台東区など

面積の小さい地域の残差が負に大きいことからも、面積の影響

を窺わせる。

3-1-3.「面積考慮住み替え比」（表-5,図-12,13,14）

　「住み替え/転出」の結果を踏まえ、面積の影響を考慮した

の値を示した。

3-2-2.「増改築/建て替え」（表-7,図-18,19,20）

　次に増改築と建て替えの比を、増改築発生戸数を建て替え発

生戸数で除して算出した。多摩市が突出して高い値を示し、増

改築戸数が建て替え戸数の5倍を超えている。はっきりとした

傾向はないものの区部では山の手エリアが高く、市部では府中

市近辺に集積している。重回帰分析では一般型誘導居住面積水

準未満世帯割合、年間収入1500万円以上世帯割合、耐用年数超

住宅割合が負の相関、建蔽率以下むね数割合が正の相関を示し

た。決定係数は0.46とこれもまた低めで、残差に関しても多摩

市が突出して正に大きい。

3-2-3.「持ち家増改築比」（表-8,図-21,22,23）

　増改築は持ち家について行われることから、持ち家戸数に対

して増改築がどれだけ発生しているか、増改築戸数を持ち家戸

数で単回帰し、予測値で除した増改築比を算出した。区部の西

側、市部の東側が高い値を示し、千代田区、武蔵野市、小金井

市、清瀬市が特に高い。重回帰分析では20代人口割合、自市区

外従業者割合が正の相関を、住戸密度、夫婦のみ世帯割合が負

の相関を示した。決定係数は0.50ほどである。

3-3.住み替えと増改築の比較

　次に住み替えと増改築の比較分析を行う。住み替えの指標は

面積を考慮した住み替え比、増改築は持ち家数に対する増改築

比を用いて住み替えと増改築の比率について分析を行い、次に

住み替えと増改築を目的変数に行った重回帰分析で編入された

住宅要因の説明変数と主成分分析を行う。

3-3-1.「増改築/住み替え」（表-9,図-23,24,25）

　基準化したうえで増改築指標を住み替え指標で除した値を

「増改築/住み替え」とした。比率が１のとき増改築と住み替

えの発生度合が均衡している状態となる。区部の東側が住み替

えの活発な地域で、区部の西側と市部は比較的増改築の活発な

地域が多い。千代田区が圧倒的に増改築が多く、住み替えの5

倍強であるのに対し、逆に中央区は住み替えが圧倒的に多く、

増改築のおよそ3倍である。世田谷区、調布市は増改築住み替

え比が約１で、住み替えと増改築が均衡している。重回帰分析

については1人あたり居住室畳数、20代人口割合、着工割合が

正の相関を、住戸密度、建蔽率以下むね数割合、年間収入300

万未満世帯割合、年間収入1000-1500万

世帯割合が負の相関を示した。決定係

数は0.79で比較的相関が高い。

3-3-2.主成分分析

住み替え指標と増改築指標に、重回

帰分析によってこれらと相関があると

示された住宅要因の説明変数と主成分

分析を行った。抽出した２つの主成分の因子負荷量は以下の表

のようになった（表-10）。主成分１は住み替えと一般型誘導

居住水準未満世帯割合が正の高い値を、増改築と1人あたり居

住室畳数が負の高い値を、住戸密度がやや小さく正の値を示し

た。つまり、住宅の面積が狭いほど住み替えが増加し、増改築

が減少することを表している。主成分２に関しては、建蔽率以

下むね数割合が高い正の値、住み替え、住戸密度、着工割合が

負の値を示している。主成分２が負の値をとるとき、着工数が

増加、建蔽率以下むね数割合が減少し、住戸密度が高くなると

住み替えが増えることを表している。主成分得点をプロットし

たグラフを下に図示した（図-27）。

　変数に上記の相互関係があることが判明したので、代表的な

変数として、最も寄与率が高かった住戸密度についてさらに分

析を行う。住み替え、増改築、住戸密度の３変数で主成分分析

を行う。２つ主成分を抽出して主成分因子負荷量、主成分得点

をそれぞれ示す（図-28,表-11）。住み替えと増改築が補完的

関係にある。住戸密度は、住み替えと強い正の連動関係があ

り、増改築とは弱い負の連動関係がある。

４.考察

　まず決定係数について、住み替えに関する重回帰分析は0.7

を超えるが、増改築に関する重回帰分析は0.5に満たない。住

み替えに関しては説明力が高い重回帰式が算出されたが、増改

築については半分ほどの説明力しか持たないため、本研究で取

り上げた説明変数以外の要因が存在すると考えられる。特に増

改築の指標では、観測値が高い変数との残差が大きくなってい

たことから、建築活動や増改築の活発な地域には、説明変数と

の間で非線形的な関係がある、あるいは他の地域とも異なる特

殊な要因があると考えられる。そのことを前提として、重回帰

分析によって編入された説明変数について世帯要因と住宅要因

に分類し、それぞれ考察を行う。

4-1.世帯要因

　世帯属性によって住み替え、増改築の傾向を考察する。考察

するにあたって、平成25年住生活総合調査（以下生活調査）の

住み替え、改善（建て替え、増改築の総称）意向の有無、目的

を世帯の属性別に分析して考察を行う。生活調査での住み替え

は、本研究での引っ越しと同義であり、改善は建て替え、増改

築の総称であることを留意し、誤認を防ぐため、生活調査での

住み替えを引っ越しと呼び、本研究の住み替えと区別する。

4-1-1.年齢について

　重回帰分析によって20-30代の若年層の人口が多いほど引っ

越しは増加し、また住み替え人口の減少、転出人口の増加が明

らかになった。生活調査による家計主30歳未満世帯の引っ越し

目的を見ると、「就職、転職、転勤などに対応して」が最も多

いことから、就学、従業地の変更による転出の影響が考えられ

る。さらに高齢化率の増加に伴う引っ越しの減少も、生活調査

の結果と整合する。40-50代の中年層の人口割合が住み替えと

正の相関を持つが、生活調査の引っ越し意向世帯割合で中年層

は高い値を示さない。これは若年層の転出傾向、高齢化層の不

動傾向が顕著なため相対的に表れた可能性が考えられる。ま

た、20代の人口割合と増改築に正の相関があるが、30歳未満の

改善意向割合は5％に満たない。家計主年齢別改善意向世帯割

合で最も割合の多い年齢は50代で、世帯の長子の年齢別改善意

向世帯割合は長子が18-24歳の世帯、ついで25歳以上の世帯が

多いことから、20代の子を持つ中年層の親世帯が、子の独立と

ともに住宅の改善を行う傾向があると推測される。

4-1-2.収入について

　生活調査から収入による引っ越し意向世帯割合の相違はほと

んど見られないが、改善意向割合は年間収入の増加と共に増加

している。しかし年間収入が高い世帯は住み替え、増改築と

いった住環境更新はあまり行わず、建て替え、転出の傾向が強

い。

4-2.住宅要因

　住宅要因として回帰式に編入された説明変数を見ると、戸建

住宅割合や共同住宅割合といった建て方に関する指標、持ち家

割合といった住宅の所有形式に関する指標、木造住宅割合、Ｒ

Ｃ住宅割合といった住宅の構造に関する指標、空き家率のよう

な居住世帯の有無に関する指標はどの重回帰分析にも説明変数

として編入されなかった。構造や建て方といった物理的な指標

よりも住宅の古さや広さ、密度といった時間的、空間的な指標

が住み替えと増改築に影響を与えていることが示唆される。

　重回帰分析から住宅の広さ、住宅の経過年数、住戸密度が住

み替えと増改築に逆の相関をもつことが明らかになった。さら

に、住戸密度は住み替え、増改築への相関だけでなく、引っ越

し、また建築活動活性度にも相関を示し、また「面積考慮住み

替え比」、「持ち家増改築比」双方において最も説明力の高い

指標となっている。

　相関のある説明変数を全て導入した主成分分析を見ると（図

-27）、主成分１は広さによる住み替えと増改築の発生割合の

遷移を表し、正であると住み替えが増え、増改築が減る。それ

に対して主成分２は、住宅の着工数が多く住戸密度が高い地域

では住み替えが多い事を表す成分で、負の値のとき住戸密度が

高く、住み替えが増える。以上より、住宅が狭く住戸密度が高

い地域は住み替え、住宅が広く住戸密度が低い地域は増改築が

増える傾向がある。区部の東側は住み替えが多く、増改築が少

ない地域で、それに対し区部の西側は増改築が多く、住み替え

の少ない地域となる。さらに、最も重要な住戸密度だけに着目

した主成分分析から（図-28,表-11）、住戸密度が住み替えに

強い正、増改築に弱い負の影響を与えていることが分かる。

５.まとめ

　住み替えと増改築の関係、遷移についていくつかの示唆が得

住み替え比を算出した。まず住み替え人口を宅地面積で単回帰

し、実際の住み替え人口をこの予測値で除して住み替え比とし

た。東側の住み替え比が高く、西側にいくにつれて低くなって

いる。しかし、米軍基地が市域の1/3を占める福生市だけが例

外的に西側で高い値を示した。重回帰分析では住戸密度、一般

型誘導居住面積水準未満世帯割合、中年層（40-50代）人口割

合が正の相関を、若年層（20-30代）人口割合が負の相関を示

した。住戸密度が最も相関が強く、決定係数は0.75と比較的高

い値を示した。特殊な事情を持つ福生市と、市部で最も住戸密

度が高い狛江市の残差が特に高くなった。

3-2.増改築

　増改築についても３段階で結果を示す。まず建築活動の活性

度を示し、次に増改築と建て替えの発生戸数の比率、最後に持

ち家総戸数に対する増改築発生戸数の比率を算出する。

3-2-1.「建築活動活性度」（表-6,図-15,16,17）

　新築、建て替え、増改築を建築活動と定義し、平成21年以降

に建築、工事された新築住戸戸数、建て替え住戸戸数、増改築

戸数の総和を、全住戸数で単回帰し、予測値で除したものを

「建築活動活性度」とした。区部

は比較的に高いが、豊島区が突出

して高く、その付近の北区や台東

区も高い。住戸密度が正の相関

を、自市区外従業者割合が負の相

関を示した。決定係数は0.42と低

めで、豊島区周辺は残差も高い正

さらに面積を考慮した住み替え比を算出する。これは先述の通

り、市区域の面積規模による住み替え発生割合の偏りを排除す

るためである。面積は規模の指標として宅地面積を用いる。

3-1-1.「引っ越し発生比」（表-3,図-6,7,8）

引っ越しの総数について、移動人口を5年前の常住者人口に

よって単回帰し、実際の移動人口から予測値を除した値を

「引っ越し発生比」とした。「引っ越し発生比」を目的変数と

して重回帰分析を行い、結果について以下に示す。都心部ほど

られた。

　まず世帯要因については単身、若年層ほど転出が多く、収入

が高いほど建て替え、転出が多いなど、年齢や収入による傾向

を明らかにした。また40-50代の家計主世帯では、子の独立と

共に親世帯に住環境需要が発生して住み替え、増改築が行われ

る傾向があることを市区別分析の結果と住生活総合調査の世帯

傾向から推測した。

　住宅要因については、住宅の狭さ、経過年数、住戸密度が住

み替えに正の相関を、増改築に負の相関を示すことが明らかに

なった。これについて主成分分析をすると住戸密度と住宅の広

さが特に住み替えと増改築の発生傾向に影響を与えており、住

戸密度が高く住宅が狭いと住み替え傾向を、住戸密度が低く住

宅が広いと増改築傾向を示す。主成分分析において住戸密度の

寄与率が最も高い値を示したので、さらに住み替え、増改築、

住戸密度で主成分分析を行うと、住戸密度は住み替えに強い正

の相関、増改築に弱い負の相関を示した。住宅規模が小さく高

密な地域は住居の住み替えによって、住宅規模が大きく低密な

地域は住居を直しながら住環境を更新する相互補完的な住み替

えと増改築の関係が存在することが示唆されているので、これ

を踏まえた施策展開が望まれる。

　今後の課題として、年齢や世帯構成などによって住環境の更

新の要因が異なることから、世帯を類別して考察する必要があ

る。また米軍基地のある福生市や、皇居のある千代田区など特

殊な要因が住み替え、増改築に与える影響が大きく、そのよう

な地理的要因も説明変数に導入した重回帰分析を行うことも今

後検討すべきである。

注）重回帰分析、主成分分析はblackbox(http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BlackBox/BlackBox.html)を使用し、重回帰分析は変数増減法(編

入除去基準p=0.05)で行い、主成分分析は主成分軸の回転の収束判定値を

1e-05に設定して分析を行った。
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表-1.データの出典 表-2.重回帰分析で用いた説明変数

図 -4. 国勢調査、住宅土地統計調査の抽出期間の比較

図 -3. 増改築の定義

図 -5. 区市の規模を考慮した指標の算出法 _ 引っ越しの例

図 -2. 住み替えの定義

H17.10.1 H22.10.1H21.1.1 H25.10.1

住み替え対象範囲

増改築対象範囲

国勢調査 国勢調査
住宅・土地
統計調査

Ｙ＝aＸ+ｂ

回帰式を算出

引
っ
越
し
人
口
（
人
）

総人口（人）

Ｙ

０
Ｘ

Ｙ：引っ越し人口　Ｘ：総人口

総人口に対する引っ越し人口比率ｒ

ｒ＞１：総人口の割に引っ越し多

ｒ＜１：総人口の割に引っ越し少

aＸ+ｂ

Ｙ
ｒ＝

参照元 使用データ

平成22年国勢調

査

移動人口、年齢別人口

世帯構成、従業地

平成25年住宅・

土地統計調査

増改築・間取り変更戸数

建て替え戸数

住宅の所有、建て方、構

造、面積、居住の有無、経

過年数

平成25年住生活

総合調査

住み替え、改善意向の有

無、目的

東京の土地利用

　平成23年東京

都区部版

　平成24年多摩・

島しょ地域版

宅地面積

住宅要因 世帯要因

持ち家 単身

戸建、共同 核家族

木造、ＲＣ 　夫婦のみ

居住面積水準未満 　夫婦と子

　最低居住 15歳未満、15-24歳

　誘導居住 若年層（20-30代）

　都市居住型、一般型 中年層（40-50代）

建蔽率以下むね数 20,30,40,50代、高齢化

着工戸数 年間収入（万）

空き家 -300、300-500、

延べ面積/住宅 500-700、700-1000

居住室畳数/人 　1000-1500、1500-

耐用年数超住宅 自市区外従業者

住戸密度(戸/ha）

増改築躯体など補強 間取り変更

改修
増改築

建て替え

住み替え転出

Ａ市

Ｂ市

引っ越し
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１．背景・目的

日本は平成17年から人口が自然増から自然減に転じ
1)
、文字通

り縮小社会へと突入した。空き家の増加は縮小社会が抱える住

宅問題のひとつとして取り上げられ、郊外へ拡大した都市をい

かにコンパクトにまとめていくかが早急に解決すべき課題と

なっている。これから住宅の生産数が減少すると予想されるな

かで、住み替えや増改築といった既存住宅ストックを利活用し

た住環境の更新が着目されている。国土交通省は、空き家住宅

を公営住宅に準じた「準公営住宅」として生活費負担が大きい

子育て世帯などに、同じ水準の民間賃貸住宅より安く貸すこと

ができるよう制度の詳細設計をまとめていると発表した
2)
。こ

れから、各自治体は住み替え、増改築促進を図るため、これら

の発生要因を把握する必要があると言える。

　住み替えに関する著名なモデルとして、フィルタリング理論

が挙げられる。これは住宅が古くなるにつれて低所得者層に住

み替えられていく現象を経済学的見地によってとらえたもの

で、駒井の研究
3)
に詳しい。また、吉武ら

4)
は住み替えの定量的

評価手法として転出数、居住期間、居住経過年数分布の計３タ

イプの転出率を定義した。また宇都ら
5)
は、世帯人員と住宅面

積のミスマッチに着目し、広い住宅から狭い住宅へと住み替え

る世帯の属性、特徴の把握を東京都区部で分析した。一方、増

改築について藤上ら
6),7)

は、増築活動の定量化を行い、増築活

動と新築活動が正の相関を持つことを示した。また堤ら
8)
は、

戸建住宅を対象に建て替えと増改築の発生要因についてアン

ケート調査を実施し、建て替えと増改築にそれぞれ異なる発生

要因があることを明らかにした。

　上記のように住み替え、増改築に関するそれぞれの要因分析

の研究は多く見られる。住み替えと増改築の両方を扱った論文

としては、西松ら
9)
の団地内住み替えに着目し、空き家住戸の

修繕による新たな住み替え発生の影響をシミュレートした、住

み替え促進による住戸修繕計画の可能性についての研究が挙げ

られる。しかし、団地内に留まらない地域内の住み替えと増改

築が世帯の住環境の更新の選択肢として並列には扱われていな

い。住み替え、増改築それぞれの発生要因に関してこれまで数

多くの研究がなされてきたが、住み替えと増改築を比較した研

究は見当たらない。しかし、ある世帯が住環境を更新する際に

住み替え、あるいは増改築のどちらか最適なほうを選択するの

であれば、２つの間にはなにか関係があるだろう。そこで本研

究では住み替えが発生しやすい地域、増改築が発生しやすい地

域があると仮定し、それぞれの発生要因と、発生割合の遷移に

ついて分析する。これらを明らかにすることで、既存住宅ス

トックの状況から自治体が円滑に住宅供給を促進するための方

針を決定する一助となることが望まれる。

２．研究内容・方法

　調査地域を東京都市区部に設定し、各市区の比較によって住

み替え、増改築の傾向を分析する。住み替えのデータは平成22

年国勢調査（以下国調）を、増改築は平成25年住宅・土地統計

調査（以下住調）を使用した。本研究では、5年前の常住地か

ら同市区内で行われた転居を住み替えとして定義する（図

-2）。つまり、住環境更新の需要が発生したとき、従前居住地

から近い距離の需要に適した住宅へ転居するとし、自市区外に

転出した場合は従前居住市区内に適切な住宅がない、または従

業地等の変更による転居として住み替えの定義からは除外す

る。ただしこの定義の問題点として、各市区域の宅地面積の大

きさが住み替え発生割合に与える影響が挙げられる。宅地面積

が大きい市区ほどこの定義による住み替えは起こりやすくなる

と考えられるので、面積の影響を考慮した住み替え指標を算出

する。増改築は、住調の平成21年1月以降の増改築・改修工事

等が行われた件数を用いる。建物躯体の補強や水廻りの改修は

世帯の状況と無関係に発生するものなので、本研究における増

改築の定義から除外し、世帯の需要によって発生する「増築・

間取りの変更」数を増改築として扱う（図-3）。定義を踏まえ

て住み替え、増改築、これらに関連する引っ越しや、建築活動

の指標、また住み替えと増改築の発生比率を算出、分析する。

国調、住調それぞれデータの調査時点は異なるが、住み替え、

増改築の調査期間の長さがほぼ等しいので、そのままのデータ

を使用する（図-4）。これらの指標のうち、区市の規模に左右

されるものは、後述のように、必要に応じて規模の影響を除く

ため回帰式による予測値との比を指標として算出した（図

-5）。指標を地図上で色分け、そして重回帰分析注）を行い、

傾向や要因を明らかにする。説明変数は住宅に関する指標と世

帯に関する指標を国調、住調から割合として抽出した（表

-1,2）。住み替え、増改築と相関が高い説明変数については、

主成分分析注）など詳細な分析も行う。

３.結果

3-1.住み替え

　住み替えについて３段階で結果を示す。まずは住み替え、転

出も含めた引っ越しの発生総数、次に住み替えと転出の比率、

引っ越しが活発で、郊外部にいくにつれて減衰する。重回帰分

析に編入された説明変数は、単身世帯割合、年間収入1500万円

以上世帯割合が正の相関を、高齢化率、住戸密度が負の相関を

示した。単身世帯割合が特に強い相関を持ち、決定係数は0.91

と非常に高い。

3-1-2.「住み替え/転出」（表-4,図-9,10,11）

住み替え人口を転出人口で除して、住み替えと転出の比率を

算出し、同様に分析を行った。おおよそ引っ越し発生比を反転

させた結果となったが、例えば世田谷区が周辺区市より値が大

きいなど、先述した面積規模の影響が考えられる。重回帰分析

の説明変数については、自市区外従業者割合、年間収入1500万

円以上世帯割合、20代人口割合と負の相関を示した。決定係数

は0.77で、世田谷区、足立区、町田市といった比較的面積が大

きい地域の残差が正に大きく、国立市や、新宿区、台東区など

面積の小さい地域の残差が負に大きいことからも、面積の影響

を窺わせる。

3-1-3.「面積考慮住み替え比」（表-5,図-12,13,14）

　「住み替え/転出」の結果を踏まえ、面積の影響を考慮した

の値を示した。

3-2-2.「増改築/建て替え」（表-7,図-18,19,20）

　次に増改築と建て替えの比を、増改築発生戸数を建て替え発

生戸数で除して算出した。多摩市が突出して高い値を示し、増

改築戸数が建て替え戸数の5倍を超えている。はっきりとした

傾向はないものの区部では山の手エリアが高く、市部では府中

市近辺に集積している。重回帰分析では一般型誘導居住面積水

準未満世帯割合、年間収入1500万円以上世帯割合、耐用年数超

住宅割合が負の相関、建蔽率以下むね数割合が正の相関を示し

た。決定係数は0.46とこれもまた低めで、残差に関しても多摩

市が突出して正に大きい。

3-2-3.「持ち家増改築比」（表-8,図-21,22,23）

　増改築は持ち家について行われることから、持ち家戸数に対

して増改築がどれだけ発生しているか、増改築戸数を持ち家戸

数で単回帰し、予測値で除した増改築比を算出した。区部の西

側、市部の東側が高い値を示し、千代田区、武蔵野市、小金井

市、清瀬市が特に高い。重回帰分析では20代人口割合、自市区

外従業者割合が正の相関を、住戸密度、夫婦のみ世帯割合が負

の相関を示した。決定係数は0.50ほどである。

3-3.住み替えと増改築の比較

　次に住み替えと増改築の比較分析を行う。住み替えの指標は

面積を考慮した住み替え比、増改築は持ち家数に対する増改築

比を用いて住み替えと増改築の比率について分析を行い、次に

住み替えと増改築を目的変数に行った重回帰分析で編入された

住宅要因の説明変数と主成分分析を行う。

3-3-1.「増改築/住み替え」（表-9,図-23,24,25）

　基準化したうえで増改築指標を住み替え指標で除した値を

「増改築/住み替え」とした。比率が１のとき増改築と住み替

えの発生度合が均衡している状態となる。区部の東側が住み替

えの活発な地域で、区部の西側と市部は比較的増改築の活発な

地域が多い。千代田区が圧倒的に増改築が多く、住み替えの5

倍強であるのに対し、逆に中央区は住み替えが圧倒的に多く、

増改築のおよそ3倍である。世田谷区、調布市は増改築住み替

え比が約１で、住み替えと増改築が均衡している。重回帰分析

については1人あたり居住室畳数、20代人口割合、着工割合が

正の相関を、住戸密度、建蔽率以下むね数割合、年間収入300

万未満世帯割合、年間収入1000-1500万

世帯割合が負の相関を示した。決定係

数は0.79で比較的相関が高い。

3-3-2.主成分分析

住み替え指標と増改築指標に、重回

帰分析によってこれらと相関があると

示された住宅要因の説明変数と主成分

分析を行った。抽出した２つの主成分の因子負荷量は以下の表

のようになった（表-10）。主成分１は住み替えと一般型誘導

居住水準未満世帯割合が正の高い値を、増改築と1人あたり居

住室畳数が負の高い値を、住戸密度がやや小さく正の値を示し

た。つまり、住宅の面積が狭いほど住み替えが増加し、増改築

が減少することを表している。主成分２に関しては、建蔽率以

下むね数割合が高い正の値、住み替え、住戸密度、着工割合が

負の値を示している。主成分２が負の値をとるとき、着工数が

増加、建蔽率以下むね数割合が減少し、住戸密度が高くなると

住み替えが増えることを表している。主成分得点をプロットし

たグラフを下に図示した（図-27）。

　変数に上記の相互関係があることが判明したので、代表的な

変数として、最も寄与率が高かった住戸密度についてさらに分

析を行う。住み替え、増改築、住戸密度の３変数で主成分分析

を行う。２つ主成分を抽出して主成分因子負荷量、主成分得点

をそれぞれ示す（図-28,表-11）。住み替えと増改築が補完的

関係にある。住戸密度は、住み替えと強い正の連動関係があ

り、増改築とは弱い負の連動関係がある。

４.考察

　まず決定係数について、住み替えに関する重回帰分析は0.7

を超えるが、増改築に関する重回帰分析は0.5に満たない。住

み替えに関しては説明力が高い重回帰式が算出されたが、増改

築については半分ほどの説明力しか持たないため、本研究で取

り上げた説明変数以外の要因が存在すると考えられる。特に増

改築の指標では、観測値が高い変数との残差が大きくなってい

たことから、建築活動や増改築の活発な地域には、説明変数と

の間で非線形的な関係がある、あるいは他の地域とも異なる特

殊な要因があると考えられる。そのことを前提として、重回帰

分析によって編入された説明変数について世帯要因と住宅要因

に分類し、それぞれ考察を行う。

4-1.世帯要因

　世帯属性によって住み替え、増改築の傾向を考察する。考察

するにあたって、平成25年住生活総合調査（以下生活調査）の

住み替え、改善（建て替え、増改築の総称）意向の有無、目的

を世帯の属性別に分析して考察を行う。生活調査での住み替え

は、本研究での引っ越しと同義であり、改善は建て替え、増改

築の総称であることを留意し、誤認を防ぐため、生活調査での

住み替えを引っ越しと呼び、本研究の住み替えと区別する。

4-1-1.年齢について

　重回帰分析によって20-30代の若年層の人口が多いほど引っ

越しは増加し、また住み替え人口の減少、転出人口の増加が明

らかになった。生活調査による家計主30歳未満世帯の引っ越し

目的を見ると、「就職、転職、転勤などに対応して」が最も多

いことから、就学、従業地の変更による転出の影響が考えられ

る。さらに高齢化率の増加に伴う引っ越しの減少も、生活調査

の結果と整合する。40-50代の中年層の人口割合が住み替えと

正の相関を持つが、生活調査の引っ越し意向世帯割合で中年層

は高い値を示さない。これは若年層の転出傾向、高齢化層の不

動傾向が顕著なため相対的に表れた可能性が考えられる。ま

た、20代の人口割合と増改築に正の相関があるが、30歳未満の

改善意向割合は5％に満たない。家計主年齢別改善意向世帯割

合で最も割合の多い年齢は50代で、世帯の長子の年齢別改善意

向世帯割合は長子が18-24歳の世帯、ついで25歳以上の世帯が

多いことから、20代の子を持つ中年層の親世帯が、子の独立と

ともに住宅の改善を行う傾向があると推測される。

4-1-2.収入について

　生活調査から収入による引っ越し意向世帯割合の相違はほと

んど見られないが、改善意向割合は年間収入の増加と共に増加

している。しかし年間収入が高い世帯は住み替え、増改築と

いった住環境更新はあまり行わず、建て替え、転出の傾向が強

い。

4-2.住宅要因

　住宅要因として回帰式に編入された説明変数を見ると、戸建

住宅割合や共同住宅割合といった建て方に関する指標、持ち家

割合といった住宅の所有形式に関する指標、木造住宅割合、Ｒ

Ｃ住宅割合といった住宅の構造に関する指標、空き家率のよう

な居住世帯の有無に関する指標はどの重回帰分析にも説明変数

として編入されなかった。構造や建て方といった物理的な指標

よりも住宅の古さや広さ、密度といった時間的、空間的な指標

が住み替えと増改築に影響を与えていることが示唆される。

　重回帰分析から住宅の広さ、住宅の経過年数、住戸密度が住

み替えと増改築に逆の相関をもつことが明らかになった。さら

に、住戸密度は住み替え、増改築への相関だけでなく、引っ越

し、また建築活動活性度にも相関を示し、また「面積考慮住み

替え比」、「持ち家増改築比」双方において最も説明力の高い

指標となっている。

　相関のある説明変数を全て導入した主成分分析を見ると（図

-27）、主成分１は広さによる住み替えと増改築の発生割合の

遷移を表し、正であると住み替えが増え、増改築が減る。それ

に対して主成分２は、住宅の着工数が多く住戸密度が高い地域

では住み替えが多い事を表す成分で、負の値のとき住戸密度が

高く、住み替えが増える。以上より、住宅が狭く住戸密度が高

い地域は住み替え、住宅が広く住戸密度が低い地域は増改築が

増える傾向がある。区部の東側は住み替えが多く、増改築が少

ない地域で、それに対し区部の西側は増改築が多く、住み替え

の少ない地域となる。さらに、最も重要な住戸密度だけに着目

した主成分分析から（図-28,表-11）、住戸密度が住み替えに

強い正、増改築に弱い負の影響を与えていることが分かる。

５.まとめ

　住み替えと増改築の関係、遷移についていくつかの示唆が得

住み替え比を算出した。まず住み替え人口を宅地面積で単回帰

し、実際の住み替え人口をこの予測値で除して住み替え比とし

た。東側の住み替え比が高く、西側にいくにつれて低くなって

いる。しかし、米軍基地が市域の1/3を占める福生市だけが例

外的に西側で高い値を示した。重回帰分析では住戸密度、一般

型誘導居住面積水準未満世帯割合、中年層（40-50代）人口割

合が正の相関を、若年層（20-30代）人口割合が負の相関を示

した。住戸密度が最も相関が強く、決定係数は0.75と比較的高

い値を示した。特殊な事情を持つ福生市と、市部で最も住戸密

度が高い狛江市の残差が特に高くなった。

3-2.増改築

増改築についても３段階で結果を示す。まず建築活動の活性

度を示し、次に増改築と建て替えの発生戸数の比率、最後に持

ち家総戸数に対する増改築発生戸数の比率を算出する。

3-2-1.「建築活動活性度」（表-6,図-15,16,17）

新築、建て替え、増改築を建築活動と定義し、平成21年以降

に建築、工事された新築住戸戸数、建て替え住戸戸数、増改築

戸数の総和を、全住戸数で単回帰し、予測値で除したものを

「建築活動活性度」とした。区部

は比較的に高いが、豊島区が突出

して高く、その付近の北区や台東

区も高い。住戸密度が正の相関

を、自市区外従業者割合が負の相

関を示した。決定係数は0.42と低

めで、豊島区周辺は残差も高い正

さらに面積を考慮した住み替え比を算出する。これは先述の通

り、市区域の面積規模による住み替え発生割合の偏りを排除す

るためである。面積は規模の指標として宅地面積を用いる。

3-1-1.「引っ越し発生比」（表-3,図-6,7,8）

引っ越しの総数について、移動人口を5年前の常住者人口に

よって単回帰し、実際の移動人口から予測値を除した値を

「引っ越し発生比」とした。「引っ越し発生比」を目的変数と

して重回帰分析を行い、結果について以下に示す。都心部ほど

られた。

　まず世帯要因については単身、若年層ほど転出が多く、収入

が高いほど建て替え、転出が多いなど、年齢や収入による傾向

を明らかにした。また40-50代の家計主世帯では、子の独立と

共に親世帯に住環境需要が発生して住み替え、増改築が行われ

る傾向があることを市区別分析の結果と住生活総合調査の世帯

傾向から推測した。

　住宅要因については、住宅の狭さ、経過年数、住戸密度が住

み替えに正の相関を、増改築に負の相関を示すことが明らかに

なった。これについて主成分分析をすると住戸密度と住宅の広

さが特に住み替えと増改築の発生傾向に影響を与えており、住

戸密度が高く住宅が狭いと住み替え傾向を、住戸密度が低く住

宅が広いと増改築傾向を示す。主成分分析において住戸密度の

寄与率が最も高い値を示したので、さらに住み替え、増改築、

住戸密度で主成分分析を行うと、住戸密度は住み替えに強い正

の相関、増改築に弱い負の相関を示した。住宅規模が小さく高

密な地域は住居の住み替えによって、住宅規模が大きく低密な

地域は住居を直しながら住環境を更新する相互補完的な住み替

えと増改築の関係が存在することが示唆されているので、これ

を踏まえた施策展開が望まれる。

　今後の課題として、年齢や世帯構成などによって住環境の更

新の要因が異なることから、世帯を類別して考察する必要があ

る。また米軍基地のある福生市や、皇居のある千代田区など特

殊な要因が住み替え、増改築に与える影響が大きく、そのよう

な地理的要因も説明変数に導入した重回帰分析を行うことも今

後検討すべきである。

注）重回帰分析、主成分分析はblackbox(http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BlackBox/BlackBox.html)を使用し、重回帰分析は変数増減法(編

入除去基準p=0.05)で行い、主成分分析は主成分軸の回転の収束判定値を

1e-05に設定して分析を行った。
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決定係数 0.77137

説明変数
標準化偏

回帰係数

自市区外従業者割合** -0.4751

年間収入1500万以上世帯割合
** -0.5805

20代人口割合** -0.4113

決定係数 0.90855

説明変数
(** 1%有意)
(* 5%有意）

標準化偏

回帰係数

単身世帯割合** 0.73599

年間収入1500万以上世帯割合
** 0.28541

高齢化率** -0.2434

住戸密度** -0.234

決定係数 0.73945

説明変数
標準化偏

回帰係数

住戸密度** 0.95218

一般型誘導居住面積水準未満世帯割合
**

0.30751

中年層（40-50代）人口割合
** 0.2825

若年層（20-30代）人口割合
** -0.4316

(** 1%有意)
(* 5%有意）

(** 1%有意)
(* 5%有意）
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１．背景・目的

 日本は平成17年から人口が自然増から自然減に転じ
1)
、文字通

り縮小社会へと突入した。空き家の増加は縮小社会が抱える住

宅問題のひとつとして取り上げられ、郊外へ拡大した都市をい

かにコンパクトにまとめていくかが早急に解決すべき課題と

なっている。これから住宅の生産数が減少すると予想されるな

かで、住み替えや増改築といった既存住宅ストックを利活用し

た住環境の更新が着目されている。国土交通省は、空き家住宅

を公営住宅に準じた「準公営住宅」として生活費負担が大きい

子育て世帯などに、同じ水準の民間賃貸住宅より安く貸すこと

ができるよう制度の詳細設計をまとめていると発表した
2)
。こ

れから、各自治体は住み替え、増改築促進を図るため、これら

の発生要因を把握する必要があると言える。

　住み替えに関する著名なモデルとして、フィルタリング理論

が挙げられる。これは住宅が古くなるにつれて低所得者層に住

み替えられていく現象を経済学的見地によってとらえたもの

で、駒井の研究
3)
に詳しい。また、吉武ら

4)
は住み替えの定量的

評価手法として転出数、居住期間、居住経過年数分布の計３タ

イプの転出率を定義した。また宇都ら
5)
は、世帯人員と住宅面

積のミスマッチに着目し、広い住宅から狭い住宅へと住み替え

る世帯の属性、特徴の把握を東京都区部で分析した。一方、増

改築について藤上ら
6),7)

は、増築活動の定量化を行い、増築活

動と新築活動が正の相関を持つことを示した。また堤ら
8)
は、

戸建住宅を対象に建て替えと増改築の発生要因についてアン

ケート調査を実施し、建て替えと増改築にそれぞれ異なる発生

要因があることを明らかにした。

　上記のように住み替え、増改築に関するそれぞれの要因分析

の研究は多く見られる。住み替えと増改築の両方を扱った論文

としては、西松ら
9)
の団地内住み替えに着目し、空き家住戸の

修繕による新たな住み替え発生の影響をシミュレートした、住

み替え促進による住戸修繕計画の可能性についての研究が挙げ

られる。しかし、団地内に留まらない地域内の住み替えと増改

築が世帯の住環境の更新の選択肢として並列には扱われていな

い。住み替え、増改築それぞれの発生要因に関してこれまで数

多くの研究がなされてきたが、住み替えと増改築を比較した研

究は見当たらない。しかし、ある世帯が住環境を更新する際に

住み替え、あるいは増改築のどちらか最適なほうを選択するの

であれば、２つの間にはなにか関係があるだろう。そこで本研

究では住み替えが発生しやすい地域、増改築が発生しやすい地

域があると仮定し、それぞれの発生要因と、発生割合の遷移に

ついて分析する。これらを明らかにすることで、既存住宅ス

トックの状況から自治体が円滑に住宅供給を促進するための方

針を決定する一助となることが望まれる。

２．研究内容・方法

　調査地域を東京都市区部に設定し、各市区の比較によって住

み替え、増改築の傾向を分析する。住み替えのデータは平成22

年国勢調査（以下国調）を、増改築は平成25年住宅・土地統計

調査（以下住調）を使用した。本研究では、5年前の常住地か

ら同市区内で行われた転居を住み替えとして定義する（図

-2）。つまり、住環境更新の需要が発生したとき、従前居住地

から近い距離の需要に適した住宅へ転居するとし、自市区外に

転出した場合は従前居住市区内に適切な住宅がない、または従

業地等の変更による転居として住み替えの定義からは除外す

る。ただしこの定義の問題点として、各市区域の宅地面積の大

きさが住み替え発生割合に与える影響が挙げられる。宅地面積

が大きい市区ほどこの定義による住み替えは起こりやすくなる

と考えられるので、面積の影響を考慮した住み替え指標を算出

する。増改築は、住調の平成21年1月以降の増改築・改修工事

等が行われた件数を用いる。建物躯体の補強や水廻りの改修は

世帯の状況と無関係に発生するものなので、本研究における増

改築の定義から除外し、世帯の需要によって発生する「増築・

間取りの変更」数を増改築として扱う（図-3）。定義を踏まえ

て住み替え、増改築、これらに関連する引っ越しや、建築活動

の指標、また住み替えと増改築の発生比率を算出、分析する。

国調、住調それぞれデータの調査時点は異なるが、住み替え、

増改築の調査期間の長さがほぼ等しいので、そのままのデータ

を使用する（図-4）。これらの指標のうち、区市の規模に左右

されるものは、後述のように、必要に応じて規模の影響を除く

ため回帰式による予測値との比を指標として算出した（図

-5）。指標を地図上で色分け、そして重回帰分析注）を行い、

傾向や要因を明らかにする。説明変数は住宅に関する指標と世

帯に関する指標を国調、住調から割合として抽出した（表

-1,2）。住み替え、増改築と相関が高い説明変数については、

主成分分析注）など詳細な分析も行う。

３.結果

3-1.住み替え

　住み替えについて３段階で結果を示す。まずは住み替え、転

出も含めた引っ越しの発生総数、次に住み替えと転出の比率、

引っ越しが活発で、郊外部にいくにつれて減衰する。重回帰分

析に編入された説明変数は、単身世帯割合、年間収入1500万円

以上世帯割合が正の相関を、高齢化率、住戸密度が負の相関を

示した。単身世帯割合が特に強い相関を持ち、決定係数は0.91

と非常に高い。

3-1-2.「住み替え/転出」（表-4,図-9,10,11）

　住み替え人口を転出人口で除して、住み替えと転出の比率を

算出し、同様に分析を行った。おおよそ引っ越し発生比を反転

させた結果となったが、例えば世田谷区が周辺区市より値が大

きいなど、先述した面積規模の影響が考えられる。重回帰分析

の説明変数については、自市区外従業者割合、年間収入1500万

円以上世帯割合、20代人口割合と負の相関を示した。決定係数

は0.77で、世田谷区、足立区、町田市といった比較的面積が大

きい地域の残差が正に大きく、国立市や、新宿区、台東区など

面積の小さい地域の残差が負に大きいことからも、面積の影響

を窺わせる。

3-1-3.「面積考慮住み替え比」（表-5,図-12,13,14）

　「住み替え/転出」の結果を踏まえ、面積の影響を考慮した

の値を示した。

3-2-2.「増改築/建て替え」（表-7,図-18,19,20）

　次に増改築と建て替えの比を、増改築発生戸数を建て替え発

生戸数で除して算出した。多摩市が突出して高い値を示し、増

改築戸数が建て替え戸数の5倍を超えている。はっきりとした

傾向はないものの区部では山の手エリアが高く、市部では府中

市近辺に集積している。重回帰分析では一般型誘導居住面積水

準未満世帯割合、年間収入1500万円以上世帯割合、耐用年数超

住宅割合が負の相関、建蔽率以下むね数割合が正の相関を示し

た。決定係数は0.46とこれもまた低めで、残差に関しても多摩

市が突出して正に大きい。

3-2-3.「持ち家増改築比」（表-8,図-21,22,23）

　増改築は持ち家について行われることから、持ち家戸数に対

して増改築がどれだけ発生しているか、増改築戸数を持ち家戸

数で単回帰し、予測値で除した増改築比を算出した。区部の西

側、市部の東側が高い値を示し、千代田区、武蔵野市、小金井

市、清瀬市が特に高い。重回帰分析では20代人口割合、自市区

外従業者割合が正の相関を、住戸密度、夫婦のみ世帯割合が負

の相関を示した。決定係数は0.50ほどである。

3-3.住み替えと増改築の比較

　次に住み替えと増改築の比較分析を行う。住み替えの指標は

面積を考慮した住み替え比、増改築は持ち家数に対する増改築

比を用いて住み替えと増改築の比率について分析を行い、次に

住み替えと増改築を目的変数に行った重回帰分析で編入された

住宅要因の説明変数と主成分分析を行う。

3-3-1.「増改築/住み替え」（表-9,図-23,24,25）

　基準化したうえで増改築指標を住み替え指標で除した値を

「増改築/住み替え」とした。比率が１のとき増改築と住み替

えの発生度合が均衡している状態となる。区部の東側が住み替

えの活発な地域で、区部の西側と市部は比較的増改築の活発な

地域が多い。千代田区が圧倒的に増改築が多く、住み替えの5

倍強であるのに対し、逆に中央区は住み替えが圧倒的に多く、

増改築のおよそ3倍である。世田谷区、調布市は増改築住み替

え比が約１で、住み替えと増改築が均衡している。重回帰分析

については1人あたり居住室畳数、20代人口割合、着工割合が

正の相関を、住戸密度、建蔽率以下むね数割合、年間収入300

万未満世帯割合、年間収入1000-1500万

世帯割合が負の相関を示した。決定係

数は0.79で比較的相関が高い。

3-3-2.主成分分析

　住み替え指標と増改築指標に、重回

帰分析によってこれらと相関があると

示された住宅要因の説明変数と主成分

分析を行った。抽出した２つの主成分の因子負荷量は以下の表

のようになった（表-10）。主成分１は住み替えと一般型誘導

居住水準未満世帯割合が正の高い値を、増改築と1人あたり居

住室畳数が負の高い値を、住戸密度がやや小さく正の値を示し

た。つまり、住宅の面積が狭いほど住み替えが増加し、増改築

が減少することを表している。主成分２に関しては、建蔽率以

下むね数割合が高い正の値、住み替え、住戸密度、着工割合が

負の値を示している。主成分２が負の値をとるとき、着工数が

増加、建蔽率以下むね数割合が減少し、住戸密度が高くなると

住み替えが増えることを表している。主成分得点をプロットし

たグラフを下に図示した（図-27）。

　変数に上記の相互関係があることが判明したので、代表的な

変数として、最も寄与率が高かった住戸密度についてさらに分

析を行う。住み替え、増改築、住戸密度の３変数で主成分分析

を行う。２つ主成分を抽出して主成分因子負荷量、主成分得点

をそれぞれ示す（図-28,表-11）。住み替えと増改築が補完的

関係にある。住戸密度は、住み替えと強い正の連動関係があ

り、増改築とは弱い負の連動関係がある。

４.考察

　まず決定係数について、住み替えに関する重回帰分析は0.7

を超えるが、増改築に関する重回帰分析は0.5に満たない。住

み替えに関しては説明力が高い重回帰式が算出されたが、増改

築については半分ほどの説明力しか持たないため、本研究で取

り上げた説明変数以外の要因が存在すると考えられる。特に増

改築の指標では、観測値が高い変数との残差が大きくなってい

たことから、建築活動や増改築の活発な地域には、説明変数と

の間で非線形的な関係がある、あるいは他の地域とも異なる特

殊な要因があると考えられる。そのことを前提として、重回帰

分析によって編入された説明変数について世帯要因と住宅要因

に分類し、それぞれ考察を行う。

4-1.世帯要因

　世帯属性によって住み替え、増改築の傾向を考察する。考察

するにあたって、平成25年住生活総合調査（以下生活調査）の

住み替え、改善（建て替え、増改築の総称）意向の有無、目的

を世帯の属性別に分析して考察を行う。生活調査での住み替え

は、本研究での引っ越しと同義であり、改善は建て替え、増改

築の総称であることを留意し、誤認を防ぐため、生活調査での

住み替えを引っ越しと呼び、本研究の住み替えと区別する。

4-1-1.年齢について

　重回帰分析によって20-30代の若年層の人口が多いほど引っ

越しは増加し、また住み替え人口の減少、転出人口の増加が明

らかになった。生活調査による家計主30歳未満世帯の引っ越し

目的を見ると、「就職、転職、転勤などに対応して」が最も多

いことから、就学、従業地の変更による転出の影響が考えられ

る。さらに高齢化率の増加に伴う引っ越しの減少も、生活調査

の結果と整合する。40-50代の中年層の人口割合が住み替えと

正の相関を持つが、生活調査の引っ越し意向世帯割合で中年層

は高い値を示さない。これは若年層の転出傾向、高齢化層の不

動傾向が顕著なため相対的に表れた可能性が考えられる。ま

た、20代の人口割合と増改築に正の相関があるが、30歳未満の

改善意向割合は5％に満たない。家計主年齢別改善意向世帯割

合で最も割合の多い年齢は50代で、世帯の長子の年齢別改善意

向世帯割合は長子が18-24歳の世帯、ついで25歳以上の世帯が

多いことから、20代の子を持つ中年層の親世帯が、子の独立と

ともに住宅の改善を行う傾向があると推測される。

4-1-2.収入について

　生活調査から収入による引っ越し意向世帯割合の相違はほと

んど見られないが、改善意向割合は年間収入の増加と共に増加

している。しかし年間収入が高い世帯は住み替え、増改築と

いった住環境更新はあまり行わず、建て替え、転出の傾向が強

い。

4-2.住宅要因

　住宅要因として回帰式に編入された説明変数を見ると、戸建

住宅割合や共同住宅割合といった建て方に関する指標、持ち家

割合といった住宅の所有形式に関する指標、木造住宅割合、Ｒ

Ｃ住宅割合といった住宅の構造に関する指標、空き家率のよう

な居住世帯の有無に関する指標はどの重回帰分析にも説明変数

として編入されなかった。構造や建て方といった物理的な指標

よりも住宅の古さや広さ、密度といった時間的、空間的な指標

が住み替えと増改築に影響を与えていることが示唆される。

　重回帰分析から住宅の広さ、住宅の経過年数、住戸密度が住

み替えと増改築に逆の相関をもつことが明らかになった。さら

に、住戸密度は住み替え、増改築への相関だけでなく、引っ越

し、また建築活動活性度にも相関を示し、また「面積考慮住み

替え比」、「持ち家増改築比」双方において最も説明力の高い

指標となっている。

　相関のある説明変数を全て導入した主成分分析を見ると（図

-27）、主成分１は広さによる住み替えと増改築の発生割合の

遷移を表し、正であると住み替えが増え、増改築が減る。それ

に対して主成分２は、住宅の着工数が多く住戸密度が高い地域

では住み替えが多い事を表す成分で、負の値のとき住戸密度が

高く、住み替えが増える。以上より、住宅が狭く住戸密度が高

い地域は住み替え、住宅が広く住戸密度が低い地域は増改築が

増える傾向がある。区部の東側は住み替えが多く、増改築が少

ない地域で、それに対し区部の西側は増改築が多く、住み替え

の少ない地域となる。さらに、最も重要な住戸密度だけに着目

した主成分分析から（図-28,表-11）、住戸密度が住み替えに

強い正、増改築に弱い負の影響を与えていることが分かる。

５.まとめ

　住み替えと増改築の関係、遷移についていくつかの示唆が得

住み替え比を算出した。まず住み替え人口を宅地面積で単回帰

し、実際の住み替え人口をこの予測値で除して住み替え比とし

た。東側の住み替え比が高く、西側にいくにつれて低くなって

いる。しかし、米軍基地が市域の1/3を占める福生市だけが例

外的に西側で高い値を示した。重回帰分析では住戸密度、一般

型誘導居住面積水準未満世帯割合、中年層（40-50代）人口割

合が正の相関を、若年層（20-30代）人口割合が負の相関を示

した。住戸密度が最も相関が強く、決定係数は0.75と比較的高

い値を示した。特殊な事情を持つ福生市と、市部で最も住戸密

度が高い狛江市の残差が特に高くなった。

3-2.増改築

　増改築についても３段階で結果を示す。まず建築活動の活性

度を示し、次に増改築と建て替えの発生戸数の比率、最後に持

ち家総戸数に対する増改築発生戸数の比率を算出する。

3-2-1.「建築活動活性度」（表-6,図-15,16,17）

　新築、建て替え、増改築を建築活動と定義し、平成21年以降

に建築、工事された新築住戸戸数、建て替え住戸戸数、増改築

戸数の総和を、全住戸数で単回帰し、予測値で除したものを

「建築活動活性度」とした。区部

は比較的に高いが、豊島区が突出

して高く、その付近の北区や台東

区も高い。住戸密度が正の相関

を、自市区外従業者割合が負の相

関を示した。決定係数は0.42と低

めで、豊島区周辺は残差も高い正

さらに面積を考慮した住み替え比を算出する。これは先述の通

り、市区域の面積規模による住み替え発生割合の偏りを排除す

るためである。面積は規模の指標として宅地面積を用いる。

3-1-1.「引っ越し発生比」（表-3,図-6,7,8）

　引っ越しの総数について、移動人口を5年前の常住者人口に

よって単回帰し、実際の移動人口から予測値を除した値を

「引っ越し発生比」とした。「引っ越し発生比」を目的変数と

して重回帰分析を行い、結果について以下に示す。都心部ほど

られた。

　まず世帯要因については単身、若年層ほど転出が多く、収入

が高いほど建て替え、転出が多いなど、年齢や収入による傾向

を明らかにした。また40-50代の家計主世帯では、子の独立と

共に親世帯に住環境需要が発生して住み替え、増改築が行われ

る傾向があることを市区別分析の結果と住生活総合調査の世帯

傾向から推測した。

　住宅要因については、住宅の狭さ、経過年数、住戸密度が住

み替えに正の相関を、増改築に負の相関を示すことが明らかに

なった。これについて主成分分析をすると住戸密度と住宅の広

さが特に住み替えと増改築の発生傾向に影響を与えており、住

戸密度が高く住宅が狭いと住み替え傾向を、住戸密度が低く住

宅が広いと増改築傾向を示す。主成分分析において住戸密度の

寄与率が最も高い値を示したので、さらに住み替え、増改築、

住戸密度で主成分分析を行うと、住戸密度は住み替えに強い正

の相関、増改築に弱い負の相関を示した。住宅規模が小さく高

密な地域は住居の住み替えによって、住宅規模が大きく低密な

地域は住居を直しながら住環境を更新する相互補完的な住み替

えと増改築の関係が存在することが示唆されているので、これ

を踏まえた施策展開が望まれる。

　今後の課題として、年齢や世帯構成などによって住環境の更

新の要因が異なることから、世帯を類別して考察する必要があ

る。また米軍基地のある福生市や、皇居のある千代田区など特

殊な要因が住み替え、増改築に与える影響が大きく、そのよう

な地理的要因も説明変数に導入した重回帰分析を行うことも今

後検討すべきである。

注）重回帰分析、主成分分析はblackbox(http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BlackBox/BlackBox.html)を使用し、重回帰分析は変数増減法(編

入除去基準p=0.05)で行い、主成分分析は主成分軸の回転の収束判定値を

1e-05に設定して分析を行った。
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図-18.グラフ_「増改築/建て替え」 図-19.観測値_「増改築/建て替え」

図-22.観測値_「持ち家増改築比」 図-23.残差_「持ち家増改築比」図-21.グラフ_「持ち家増改築比」

図-20.残差_「増改築/建て替え」

図-15.グラフ_「建築活動活性度」 図-16.観測値_「建築活動活性度」 図-17.残差_「建築活動活性度」

表-6.重回帰式_「建築活動活性度」表-7.重回帰式_「増改築/建て替え」表-8.重回帰式_「持ち家増改築比」

決定係数 0.4624

説明変数
標準化偏

回帰係数

一般型誘導居住面積水準未満世帯割合
**

-0.4977

年間収入1500万以上世帯割合
* -0.4638

耐用年数超住宅割合
** -0.891

建蔽率以下むね数割合
** 0.53409

決定係数 0.49503

説明変数
標準化偏

回帰係数

20代人口割合* 0.33607

住戸密度**

0.43439自市区外従業者割合**

-0.6095

夫婦のみ世帯割合* -0.4781

(** 1%有意)
(* 5%有意）

(** 1%有意)
(* 5%有意）

(** 1%有意)
(* 5%有意）
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１．背景・目的

日本は平成17年から人口が自然増から自然減に転じ
1)
、文字通

り縮小社会へと突入した。空き家の増加は縮小社会が抱える住

宅問題のひとつとして取り上げられ、郊外へ拡大した都市をい

かにコンパクトにまとめていくかが早急に解決すべき課題と

なっている。これから住宅の生産数が減少すると予想されるな

かで、住み替えや増改築といった既存住宅ストックを利活用し

た住環境の更新が着目されている。国土交通省は、空き家住宅

を公営住宅に準じた「準公営住宅」として生活費負担が大きい

子育て世帯などに、同じ水準の民間賃貸住宅より安く貸すこと

ができるよう制度の詳細設計をまとめていると発表した
2)
。こ

れから、各自治体は住み替え、増改築促進を図るため、これら

の発生要因を把握する必要があると言える。

　住み替えに関する著名なモデルとして、フィルタリング理論

が挙げられる。これは住宅が古くなるにつれて低所得者層に住

み替えられていく現象を経済学的見地によってとらえたもの

で、駒井の研究
3)
に詳しい。また、吉武ら

4)
は住み替えの定量的

評価手法として転出数、居住期間、居住経過年数分布の計３タ

イプの転出率を定義した。また宇都ら
5)
は、世帯人員と住宅面

積のミスマッチに着目し、広い住宅から狭い住宅へと住み替え

る世帯の属性、特徴の把握を東京都区部で分析した。一方、増

改築について藤上ら
6),7)

は、増築活動の定量化を行い、増築活

動と新築活動が正の相関を持つことを示した。また堤ら
8)
は、

戸建住宅を対象に建て替えと増改築の発生要因についてアン

ケート調査を実施し、建て替えと増改築にそれぞれ異なる発生

要因があることを明らかにした。

　上記のように住み替え、増改築に関するそれぞれの要因分析

の研究は多く見られる。住み替えと増改築の両方を扱った論文

としては、西松ら
9)
の団地内住み替えに着目し、空き家住戸の

修繕による新たな住み替え発生の影響をシミュレートした、住

み替え促進による住戸修繕計画の可能性についての研究が挙げ

られる。しかし、団地内に留まらない地域内の住み替えと増改

築が世帯の住環境の更新の選択肢として並列には扱われていな

い。住み替え、増改築それぞれの発生要因に関してこれまで数

多くの研究がなされてきたが、住み替えと増改築を比較した研

究は見当たらない。しかし、ある世帯が住環境を更新する際に

住み替え、あるいは増改築のどちらか最適なほうを選択するの

であれば、２つの間にはなにか関係があるだろう。そこで本研

究では住み替えが発生しやすい地域、増改築が発生しやすい地

域があると仮定し、それぞれの発生要因と、発生割合の遷移に

ついて分析する。これらを明らかにすることで、既存住宅ス

トックの状況から自治体が円滑に住宅供給を促進するための方

針を決定する一助となることが望まれる。

２．研究内容・方法

　調査地域を東京都市区部に設定し、各市区の比較によって住

み替え、増改築の傾向を分析する。住み替えのデータは平成22

年国勢調査（以下国調）を、増改築は平成25年住宅・土地統計

調査（以下住調）を使用した。本研究では、5年前の常住地か

ら同市区内で行われた転居を住み替えとして定義する（図

-2）。つまり、住環境更新の需要が発生したとき、従前居住地

から近い距離の需要に適した住宅へ転居するとし、自市区外に

転出した場合は従前居住市区内に適切な住宅がない、または従

業地等の変更による転居として住み替えの定義からは除外す

る。ただしこの定義の問題点として、各市区域の宅地面積の大

きさが住み替え発生割合に与える影響が挙げられる。宅地面積

が大きい市区ほどこの定義による住み替えは起こりやすくなる

と考えられるので、面積の影響を考慮した住み替え指標を算出

する。増改築は、住調の平成21年1月以降の増改築・改修工事

等が行われた件数を用いる。建物躯体の補強や水廻りの改修は

世帯の状況と無関係に発生するものなので、本研究における増

改築の定義から除外し、世帯の需要によって発生する「増築・

間取りの変更」数を増改築として扱う（図-3）。定義を踏まえ

て住み替え、増改築、これらに関連する引っ越しや、建築活動

の指標、また住み替えと増改築の発生比率を算出、分析する。

国調、住調それぞれデータの調査時点は異なるが、住み替え、

増改築の調査期間の長さがほぼ等しいので、そのままのデータ

を使用する（図-4）。これらの指標のうち、区市の規模に左右

されるものは、後述のように、必要に応じて規模の影響を除く

ため回帰式による予測値との比を指標として算出した（図

-5）。指標を地図上で色分け、そして重回帰分析注）を行い、

傾向や要因を明らかにする。説明変数は住宅に関する指標と世

帯に関する指標を国調、住調から割合として抽出した（表

-1,2）。住み替え、増改築と相関が高い説明変数については、

主成分分析注）など詳細な分析も行う。

３.結果

3-1.住み替え

　住み替えについて３段階で結果を示す。まずは住み替え、転

出も含めた引っ越しの発生総数、次に住み替えと転出の比率、

引っ越しが活発で、郊外部にいくにつれて減衰する。重回帰分

析に編入された説明変数は、単身世帯割合、年間収入1500万円

以上世帯割合が正の相関を、高齢化率、住戸密度が負の相関を

示した。単身世帯割合が特に強い相関を持ち、決定係数は0.91

と非常に高い。

3-1-2.「住み替え/転出」（表-4,図-9,10,11）

　住み替え人口を転出人口で除して、住み替えと転出の比率を

算出し、同様に分析を行った。おおよそ引っ越し発生比を反転

させた結果となったが、例えば世田谷区が周辺区市より値が大

きいなど、先述した面積規模の影響が考えられる。重回帰分析

の説明変数については、自市区外従業者割合、年間収入1500万

円以上世帯割合、20代人口割合と負の相関を示した。決定係数

は0.77で、世田谷区、足立区、町田市といった比較的面積が大

きい地域の残差が正に大きく、国立市や、新宿区、台東区など

面積の小さい地域の残差が負に大きいことからも、面積の影響

を窺わせる。

3-1-3.「面積考慮住み替え比」（表-5,図-12,13,14）

　「住み替え/転出」の結果を踏まえ、面積の影響を考慮した

の値を示した。

3-2-2.「増改築/建て替え」（表-7,図-18,19,20）

　次に増改築と建て替えの比を、増改築発生戸数を建て替え発

生戸数で除して算出した。多摩市が突出して高い値を示し、増

改築戸数が建て替え戸数の5倍を超えている。はっきりとした

傾向はないものの区部では山の手エリアが高く、市部では府中

市近辺に集積している。重回帰分析では一般型誘導居住面積水

準未満世帯割合、年間収入1500万円以上世帯割合、耐用年数超

住宅割合が負の相関、建蔽率以下むね数割合が正の相関を示し

た。決定係数は0.46とこれもまた低めで、残差に関しても多摩

市が突出して正に大きい。

3-2-3.「持ち家増改築比」（表-8,図-21,22,23）

　増改築は持ち家について行われることから、持ち家戸数に対

して増改築がどれだけ発生しているか、増改築戸数を持ち家戸

数で単回帰し、予測値で除した増改築比を算出した。区部の西

側、市部の東側が高い値を示し、千代田区、武蔵野市、小金井

市、清瀬市が特に高い。重回帰分析では20代人口割合、自市区

外従業者割合が正の相関を、住戸密度、夫婦のみ世帯割合が負

の相関を示した。決定係数は0.50ほどである。

3-3.住み替えと増改築の比較

　次に住み替えと増改築の比較分析を行う。住み替えの指標は

面積を考慮した住み替え比、増改築は持ち家数に対する増改築

比を用いて住み替えと増改築の比率について分析を行い、次に

住み替えと増改築を目的変数に行った重回帰分析で編入された

住宅要因の説明変数と主成分分析を行う。

3-3-1.「増改築/住み替え」（表-9,図-23,24,25）

　基準化したうえで増改築指標を住み替え指標で除した値を

「増改築/住み替え」とした。比率が１のとき増改築と住み替

えの発生度合が均衡している状態となる。区部の東側が住み替

えの活発な地域で、区部の西側と市部は比較的増改築の活発な

地域が多い。千代田区が圧倒的に増改築が多く、住み替えの5

倍強であるのに対し、逆に中央区は住み替えが圧倒的に多く、

増改築のおよそ3倍である。世田谷区、調布市は増改築住み替

え比が約１で、住み替えと増改築が均衡している。重回帰分析

については1人あたり居住室畳数、20代人口割合、着工割合が

正の相関を、住戸密度、建蔽率以下むね数割合、年間収入300

万未満世帯割合、年間収入1000-1500万

世帯割合が負の相関を示した。決定係

数は0.79で比較的相関が高い。

3-3-2.主成分分析

住み替え指標と増改築指標に、重回

帰分析によってこれらと相関があると

示された住宅要因の説明変数と主成分

分析を行った。抽出した２つの主成分の因子負荷量は以下の表

のようになった（表-10）。主成分１は住み替えと一般型誘導

居住水準未満世帯割合が正の高い値を、増改築と1人あたり居

住室畳数が負の高い値を、住戸密度がやや小さく正の値を示し

た。つまり、住宅の面積が狭いほど住み替えが増加し、増改築

が減少することを表している。主成分２に関しては、建蔽率以

下むね数割合が高い正の値、住み替え、住戸密度、着工割合が

負の値を示している。主成分２が負の値をとるとき、着工数が

増加、建蔽率以下むね数割合が減少し、住戸密度が高くなると

住み替えが増えることを表している。主成分得点をプロットし

たグラフを下に図示した（図-27）。

　変数に上記の相互関係があることが判明したので、代表的な

変数として、最も寄与率が高かった住戸密度についてさらに分

析を行う。住み替え、増改築、住戸密度の３変数で主成分分析

を行う。２つ主成分を抽出して主成分因子負荷量、主成分得点

をそれぞれ示す（図-28,表-11）。住み替えと増改築が補完的

関係にある。住戸密度は、住み替えと強い正の連動関係があ

り、増改築とは弱い負の連動関係がある。

４.考察

まず決定係数について、住み替えに関する重回帰分析は0.7

を超えるが、増改築に関する重回帰分析は0.5に満たない。住

み替えに関しては説明力が高い重回帰式が算出されたが、増改

築については半分ほどの説明力しか持たないため、本研究で取

り上げた説明変数以外の要因が存在すると考えられる。特に増

改築の指標では、観測値が高い変数との残差が大きくなってい

たことから、建築活動や増改築の活発な地域には、説明変数と

の間で非線形的な関係がある、あるいは他の地域とも異なる特

殊な要因があると考えられる。そのことを前提として、重回帰

分析によって編入された説明変数について世帯要因と住宅要因

に分類し、それぞれ考察を行う。

4-1.世帯要因

世帯属性によって住み替え、増改築の傾向を考察する。考察

するにあたって、平成25年住生活総合調査（以下生活調査）の

住み替え、改善（建て替え、増改築の総称）意向の有無、目的

を世帯の属性別に分析して考察を行う。生活調査での住み替え

は、本研究での引っ越しと同義であり、改善は建て替え、増改

築の総称であることを留意し、誤認を防ぐため、生活調査での

住み替えを引っ越しと呼び、本研究の住み替えと区別する。

4-1-1.年齢について

重回帰分析によって20-30代の若年層の人口が多いほど引っ

越しは増加し、また住み替え人口の減少、転出人口の増加が明

らかになった。生活調査による家計主30歳未満世帯の引っ越し

目的を見ると、「就職、転職、転勤などに対応して」が最も多

いことから、就学、従業地の変更による転出の影響が考えられ

る。さらに高齢化率の増加に伴う引っ越しの減少も、生活調査

の結果と整合する。40-50代の中年層の人口割合が住み替えと

正の相関を持つが、生活調査の引っ越し意向世帯割合で中年層

は高い値を示さない。これは若年層の転出傾向、高齢化層の不

動傾向が顕著なため相対的に表れた可能性が考えられる。ま

た、20代の人口割合と増改築に正の相関があるが、30歳未満の

改善意向割合は5％に満たない。家計主年齢別改善意向世帯割

合で最も割合の多い年齢は50代で、世帯の長子の年齢別改善意

向世帯割合は長子が18-24歳の世帯、ついで25歳以上の世帯が

多いことから、20代の子を持つ中年層の親世帯が、子の独立と

ともに住宅の改善を行う傾向があると推測される。

4-1-2.収入について

　生活調査から収入による引っ越し意向世帯割合の相違はほと

んど見られないが、改善意向割合は年間収入の増加と共に増加

している。しかし年間収入が高い世帯は住み替え、増改築と

いった住環境更新はあまり行わず、建て替え、転出の傾向が強

い。

4-2.住宅要因

　住宅要因として回帰式に編入された説明変数を見ると、戸建

住宅割合や共同住宅割合といった建て方に関する指標、持ち家

割合といった住宅の所有形式に関する指標、木造住宅割合、Ｒ

Ｃ住宅割合といった住宅の構造に関する指標、空き家率のよう

な居住世帯の有無に関する指標はどの重回帰分析にも説明変数

として編入されなかった。構造や建て方といった物理的な指標

よりも住宅の古さや広さ、密度といった時間的、空間的な指標

が住み替えと増改築に影響を与えていることが示唆される。

　重回帰分析から住宅の広さ、住宅の経過年数、住戸密度が住

み替えと増改築に逆の相関をもつことが明らかになった。さら

に、住戸密度は住み替え、増改築への相関だけでなく、引っ越

し、また建築活動活性度にも相関を示し、また「面積考慮住み

替え比」、「持ち家増改築比」双方において最も説明力の高い

指標となっている。

　相関のある説明変数を全て導入した主成分分析を見ると（図

-27）、主成分１は広さによる住み替えと増改築の発生割合の

遷移を表し、正であると住み替えが増え、増改築が減る。それ

に対して主成分２は、住宅の着工数が多く住戸密度が高い地域

では住み替えが多い事を表す成分で、負の値のとき住戸密度が

高く、住み替えが増える。以上より、住宅が狭く住戸密度が高

い地域は住み替え、住宅が広く住戸密度が低い地域は増改築が

増える傾向がある。区部の東側は住み替えが多く、増改築が少

ない地域で、それに対し区部の西側は増改築が多く、住み替え

の少ない地域となる。さらに、最も重要な住戸密度だけに着目

した主成分分析から（図-28,表-11）、住戸密度が住み替えに

強い正、増改築に弱い負の影響を与えていることが分かる。

５.まとめ

　住み替えと増改築の関係、遷移についていくつかの示唆が得

住み替え比を算出した。まず住み替え人口を宅地面積で単回帰

し、実際の住み替え人口をこの予測値で除して住み替え比とし

た。東側の住み替え比が高く、西側にいくにつれて低くなって

いる。しかし、米軍基地が市域の1/3を占める福生市だけが例

外的に西側で高い値を示した。重回帰分析では住戸密度、一般

型誘導居住面積水準未満世帯割合、中年層（40-50代）人口割

合が正の相関を、若年層（20-30代）人口割合が負の相関を示

した。住戸密度が最も相関が強く、決定係数は0.75と比較的高

い値を示した。特殊な事情を持つ福生市と、市部で最も住戸密

度が高い狛江市の残差が特に高くなった。

3-2.増改築

　増改築についても３段階で結果を示す。まず建築活動の活性

度を示し、次に増改築と建て替えの発生戸数の比率、最後に持

ち家総戸数に対する増改築発生戸数の比率を算出する。

3-2-1.「建築活動活性度」（表-6,図-15,16,17）

　新築、建て替え、増改築を建築活動と定義し、平成21年以降

に建築、工事された新築住戸戸数、建て替え住戸戸数、増改築

戸数の総和を、全住戸数で単回帰し、予測値で除したものを

「建築活動活性度」とした。区部

は比較的に高いが、豊島区が突出

して高く、その付近の北区や台東

区も高い。住戸密度が正の相関

を、自市区外従業者割合が負の相

関を示した。決定係数は0.42と低

めで、豊島区周辺は残差も高い正

さらに面積を考慮した住み替え比を算出する。これは先述の通

り、市区域の面積規模による住み替え発生割合の偏りを排除す

るためである。面積は規模の指標として宅地面積を用いる。

3-1-1.「引っ越し発生比」（表-3,図-6,7,8）

引っ越しの総数について、移動人口を5年前の常住者人口に

よって単回帰し、実際の移動人口から予測値を除した値を

「引っ越し発生比」とした。「引っ越し発生比」を目的変数と

して重回帰分析を行い、結果について以下に示す。都心部ほど

られた。

　まず世帯要因については単身、若年層ほど転出が多く、収入

が高いほど建て替え、転出が多いなど、年齢や収入による傾向

を明らかにした。また40-50代の家計主世帯では、子の独立と

共に親世帯に住環境需要が発生して住み替え、増改築が行われ

る傾向があることを市区別分析の結果と住生活総合調査の世帯

傾向から推測した。

　住宅要因については、住宅の狭さ、経過年数、住戸密度が住

み替えに正の相関を、増改築に負の相関を示すことが明らかに

なった。これについて主成分分析をすると住戸密度と住宅の広

さが特に住み替えと増改築の発生傾向に影響を与えており、住

戸密度が高く住宅が狭いと住み替え傾向を、住戸密度が低く住

宅が広いと増改築傾向を示す。主成分分析において住戸密度の

寄与率が最も高い値を示したので、さらに住み替え、増改築、

住戸密度で主成分分析を行うと、住戸密度は住み替えに強い正

の相関、増改築に弱い負の相関を示した。住宅規模が小さく高

密な地域は住居の住み替えによって、住宅規模が大きく低密な

地域は住居を直しながら住環境を更新する相互補完的な住み替

えと増改築の関係が存在することが示唆されているので、これ

を踏まえた施策展開が望まれる。

　今後の課題として、年齢や世帯構成などによって住環境の更

新の要因が異なることから、世帯を類別して考察する必要があ

る。また米軍基地のある福生市や、皇居のある千代田区など特

殊な要因が住み替え、増改築に与える影響が大きく、そのよう

な地理的要因も説明変数に導入した重回帰分析を行うことも今

後検討すべきである。

注）重回帰分析、主成分分析はblackbox(http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BlackBox/BlackBox.html)を使用し、重回帰分析は変数増減法(編

入除去基準p=0.05)で行い、主成分分析は主成分軸の回転の収束判定値を

1e-05に設定して分析を行った。
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表-11.主成分因子負荷量（住戸密度）表-9.重回帰式_「増改築/住み替え」 表-10.主成分因子負荷量（住宅要因）

図-28.住み替え、増改築、住戸密度の主成分分析による主成分得点図-27.主成分分析による市区別の主成分得点

主成分1 主成分2 寄与率

住み替え 0.66665 -0.52917 0.72444

増改築 -0.5145 -0.01078 0.2648

住戸密度 0.21596 -0.88912 0.83718

1人あたり居住室 -0.8837 0.06119 0.78474
一般型誘導居住水準未満世帯割合 0.90536 0.02949 0.82056

着工割合 -0.0174 -0.68548 0.47018

建蔽率以下むね数割合 0.07577 0.88829 0.7948

負荷量の二乗和 2.36248 2.33423

寄与率 33.7497 33.3462

累積寄与率 33.7497 67.0958

千代田区

中央区

港区

新宿区文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区杉並区

豊島区

北区 荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市
立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市
清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

主
成
分
２

主成分１

主
成
分
２

主成分１ 主成分２ 寄与率

住み替え 0.89611 -0.18803 0.83836

増改築 -0.07334 0.99323 0.99189

住戸密度 0.92296 0.0361 0.85317

負荷量の二乗和 1.66025 1.02317

寄与率 55.34166 34.10571

累積寄与率 55.34166 89.44737

(** 1%有意)
(* 5%有意）
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１．背景・目的

日本は平成17年から人口が自然増から自然減に転じ
1)
、文字通

り縮小社会へと突入した。空き家の増加は縮小社会が抱える住

宅問題のひとつとして取り上げられ、郊外へ拡大した都市をい

かにコンパクトにまとめていくかが早急に解決すべき課題と

なっている。これから住宅の生産数が減少すると予想されるな

かで、住み替えや増改築といった既存住宅ストックを利活用し

た住環境の更新が着目されている。国土交通省は、空き家住宅

を公営住宅に準じた「準公営住宅」として生活費負担が大きい

子育て世帯などに、同じ水準の民間賃貸住宅より安く貸すこと

ができるよう制度の詳細設計をまとめていると発表した
2)
。こ

れから、各自治体は住み替え、増改築促進を図るため、これら

の発生要因を把握する必要があると言える。

　住み替えに関する著名なモデルとして、フィルタリング理論

が挙げられる。これは住宅が古くなるにつれて低所得者層に住

み替えられていく現象を経済学的見地によってとらえたもの

で、駒井の研究
3)
に詳しい。また、吉武ら

4)
は住み替えの定量的

評価手法として転出数、居住期間、居住経過年数分布の計３タ

イプの転出率を定義した。また宇都ら
5)
は、世帯人員と住宅面

積のミスマッチに着目し、広い住宅から狭い住宅へと住み替え

る世帯の属性、特徴の把握を東京都区部で分析した。一方、増

改築について藤上ら
6),7)

は、増築活動の定量化を行い、増築活

動と新築活動が正の相関を持つことを示した。また堤ら
8)
は、

戸建住宅を対象に建て替えと増改築の発生要因についてアン

ケート調査を実施し、建て替えと増改築にそれぞれ異なる発生

要因があることを明らかにした。

　上記のように住み替え、増改築に関するそれぞれの要因分析

の研究は多く見られる。住み替えと増改築の両方を扱った論文

としては、西松ら
9)
の団地内住み替えに着目し、空き家住戸の

修繕による新たな住み替え発生の影響をシミュレートした、住

み替え促進による住戸修繕計画の可能性についての研究が挙げ

られる。しかし、団地内に留まらない地域内の住み替えと増改

築が世帯の住環境の更新の選択肢として並列には扱われていな

い。住み替え、増改築それぞれの発生要因に関してこれまで数

多くの研究がなされてきたが、住み替えと増改築を比較した研

究は見当たらない。しかし、ある世帯が住環境を更新する際に

住み替え、あるいは増改築のどちらか最適なほうを選択するの

であれば、２つの間にはなにか関係があるだろう。そこで本研

究では住み替えが発生しやすい地域、増改築が発生しやすい地

域があると仮定し、それぞれの発生要因と、発生割合の遷移に

ついて分析する。これらを明らかにすることで、既存住宅ス

トックの状況から自治体が円滑に住宅供給を促進するための方

針を決定する一助となることが望まれる。

２．研究内容・方法

　調査地域を東京都市区部に設定し、各市区の比較によって住

み替え、増改築の傾向を分析する。住み替えのデータは平成22

年国勢調査（以下国調）を、増改築は平成25年住宅・土地統計

調査（以下住調）を使用した。本研究では、5年前の常住地か

ら同市区内で行われた転居を住み替えとして定義する（図

-2）。つまり、住環境更新の需要が発生したとき、従前居住地

から近い距離の需要に適した住宅へ転居するとし、自市区外に

転出した場合は従前居住市区内に適切な住宅がない、または従

業地等の変更による転居として住み替えの定義からは除外す

る。ただしこの定義の問題点として、各市区域の宅地面積の大

きさが住み替え発生割合に与える影響が挙げられる。宅地面積

が大きい市区ほどこの定義による住み替えは起こりやすくなる

と考えられるので、面積の影響を考慮した住み替え指標を算出

する。増改築は、住調の平成21年1月以降の増改築・改修工事

等が行われた件数を用いる。建物躯体の補強や水廻りの改修は

世帯の状況と無関係に発生するものなので、本研究における増

改築の定義から除外し、世帯の需要によって発生する「増築・

間取りの変更」数を増改築として扱う（図-3）。定義を踏まえ

て住み替え、増改築、これらに関連する引っ越しや、建築活動

の指標、また住み替えと増改築の発生比率を算出、分析する。

国調、住調それぞれデータの調査時点は異なるが、住み替え、

増改築の調査期間の長さがほぼ等しいので、そのままのデータ

を使用する（図-4）。これらの指標のうち、区市の規模に左右

されるものは、後述のように、必要に応じて規模の影響を除く

ため回帰式による予測値との比を指標として算出した（図

-5）。指標を地図上で色分け、そして重回帰分析注）を行い、

傾向や要因を明らかにする。説明変数は住宅に関する指標と世

帯に関する指標を国調、住調から割合として抽出した（表

-1,2）。住み替え、増改築と相関が高い説明変数については、

主成分分析注）など詳細な分析も行う。

３.結果

3-1.住み替え

　住み替えについて３段階で結果を示す。まずは住み替え、転

出も含めた引っ越しの発生総数、次に住み替えと転出の比率、

引っ越しが活発で、郊外部にいくにつれて減衰する。重回帰分

析に編入された説明変数は、単身世帯割合、年間収入1500万円

以上世帯割合が正の相関を、高齢化率、住戸密度が負の相関を

示した。単身世帯割合が特に強い相関を持ち、決定係数は0.91

と非常に高い。

3-1-2.「住み替え/転出」（表-4,図-9,10,11）

　住み替え人口を転出人口で除して、住み替えと転出の比率を

算出し、同様に分析を行った。おおよそ引っ越し発生比を反転

させた結果となったが、例えば世田谷区が周辺区市より値が大

きいなど、先述した面積規模の影響が考えられる。重回帰分析

の説明変数については、自市区外従業者割合、年間収入1500万

円以上世帯割合、20代人口割合と負の相関を示した。決定係数

は0.77で、世田谷区、足立区、町田市といった比較的面積が大

きい地域の残差が正に大きく、国立市や、新宿区、台東区など

面積の小さい地域の残差が負に大きいことからも、面積の影響

を窺わせる。

3-1-3.「面積考慮住み替え比」（表-5,図-12,13,14）

　「住み替え/転出」の結果を踏まえ、面積の影響を考慮した

の値を示した。

3-2-2.「増改築/建て替え」（表-7,図-18,19,20）

　次に増改築と建て替えの比を、増改築発生戸数を建て替え発

生戸数で除して算出した。多摩市が突出して高い値を示し、増

改築戸数が建て替え戸数の5倍を超えている。はっきりとした

傾向はないものの区部では山の手エリアが高く、市部では府中

市近辺に集積している。重回帰分析では一般型誘導居住面積水

準未満世帯割合、年間収入1500万円以上世帯割合、耐用年数超

住宅割合が負の相関、建蔽率以下むね数割合が正の相関を示し

た。決定係数は0.46とこれもまた低めで、残差に関しても多摩

市が突出して正に大きい。

3-2-3.「持ち家増改築比」（表-8,図-21,22,23）

　増改築は持ち家について行われることから、持ち家戸数に対

して増改築がどれだけ発生しているか、増改築戸数を持ち家戸

数で単回帰し、予測値で除した増改築比を算出した。区部の西

側、市部の東側が高い値を示し、千代田区、武蔵野市、小金井

市、清瀬市が特に高い。重回帰分析では20代人口割合、自市区

外従業者割合が正の相関を、住戸密度、夫婦のみ世帯割合が負

の相関を示した。決定係数は0.50ほどである。

3-3.住み替えと増改築の比較

　次に住み替えと増改築の比較分析を行う。住み替えの指標は

面積を考慮した住み替え比、増改築は持ち家数に対する増改築

比を用いて住み替えと増改築の比率について分析を行い、次に

住み替えと増改築を目的変数に行った重回帰分析で編入された

住宅要因の説明変数と主成分分析を行う。

3-3-1.「増改築/住み替え」（表-9,図-23,24,25）

　基準化したうえで増改築指標を住み替え指標で除した値を

「増改築/住み替え」とした。比率が１のとき増改築と住み替

えの発生度合が均衡している状態となる。区部の東側が住み替

えの活発な地域で、区部の西側と市部は比較的増改築の活発な

地域が多い。千代田区が圧倒的に増改築が多く、住み替えの5

倍強であるのに対し、逆に中央区は住み替えが圧倒的に多く、

増改築のおよそ3倍である。世田谷区、調布市は増改築住み替

え比が約１で、住み替えと増改築が均衡している。重回帰分析

については1人あたり居住室畳数、20代人口割合、着工割合が

正の相関を、住戸密度、建蔽率以下むね数割合、年間収入300

万未満世帯割合、年間収入1000-1500万

世帯割合が負の相関を示した。決定係

数は0.79で比較的相関が高い。

3-3-2.主成分分析

住み替え指標と増改築指標に、重回

帰分析によってこれらと相関があると

示された住宅要因の説明変数と主成分

分析を行った。抽出した２つの主成分の因子負荷量は以下の表

のようになった（表-10）。主成分１は住み替えと一般型誘導

居住水準未満世帯割合が正の高い値を、増改築と1人あたり居

住室畳数が負の高い値を、住戸密度がやや小さく正の値を示し

た。つまり、住宅の面積が狭いほど住み替えが増加し、増改築

が減少することを表している。主成分２に関しては、建蔽率以

下むね数割合が高い正の値、住み替え、住戸密度、着工割合が

負の値を示している。主成分２が負の値をとるとき、着工数が

増加、建蔽率以下むね数割合が減少し、住戸密度が高くなると

住み替えが増えることを表している。主成分得点をプロットし

たグラフを下に図示した（図-27）。

　変数に上記の相互関係があることが判明したので、代表的な

変数として、最も寄与率が高かった住戸密度についてさらに分

析を行う。住み替え、増改築、住戸密度の３変数で主成分分析

を行う。２つ主成分を抽出して主成分因子負荷量、主成分得点

をそれぞれ示す（図-28,表-11）。住み替えと増改築が補完的

関係にある。住戸密度は、住み替えと強い正の連動関係があ

り、増改築とは弱い負の連動関係がある。

４.考察

　まず決定係数について、住み替えに関する重回帰分析は0.7

を超えるが、増改築に関する重回帰分析は0.5に満たない。住

み替えに関しては説明力が高い重回帰式が算出されたが、増改

築については半分ほどの説明力しか持たないため、本研究で取

り上げた説明変数以外の要因が存在すると考えられる。特に増

改築の指標では、観測値が高い変数との残差が大きくなってい

たことから、建築活動や増改築の活発な地域には、説明変数と

の間で非線形的な関係がある、あるいは他の地域とも異なる特

殊な要因があると考えられる。そのことを前提として、重回帰

分析によって編入された説明変数について世帯要因と住宅要因

に分類し、それぞれ考察を行う。

4-1.世帯要因

　世帯属性によって住み替え、増改築の傾向を考察する。考察

するにあたって、平成25年住生活総合調査（以下生活調査）の

住み替え、改善（建て替え、増改築の総称）意向の有無、目的

を世帯の属性別に分析して考察を行う。生活調査での住み替え

は、本研究での引っ越しと同義であり、改善は建て替え、増改

築の総称であることを留意し、誤認を防ぐため、生活調査での

住み替えを引っ越しと呼び、本研究の住み替えと区別する。

4-1-1.年齢について

　重回帰分析によって20-30代の若年層の人口が多いほど引っ

越しは増加し、また住み替え人口の減少、転出人口の増加が明

らかになった。生活調査による家計主30歳未満世帯の引っ越し

目的を見ると、「就職、転職、転勤などに対応して」が最も多

いことから、就学、従業地の変更による転出の影響が考えられ

る。さらに高齢化率の増加に伴う引っ越しの減少も、生活調査

の結果と整合する。40-50代の中年層の人口割合が住み替えと

正の相関を持つが、生活調査の引っ越し意向世帯割合で中年層

は高い値を示さない。これは若年層の転出傾向、高齢化層の不

動傾向が顕著なため相対的に表れた可能性が考えられる。ま

た、20代の人口割合と増改築に正の相関があるが、30歳未満の

改善意向割合は5％に満たない。家計主年齢別改善意向世帯割

合で最も割合の多い年齢は50代で、世帯の長子の年齢別改善意

向世帯割合は長子が18-24歳の世帯、ついで25歳以上の世帯が

多いことから、20代の子を持つ中年層の親世帯が、子の独立と

ともに住宅の改善を行う傾向があると推測される。

4-1-2.収入について

生活調査から収入による引っ越し意向世帯割合の相違はほと

んど見られないが、改善意向割合は年間収入の増加と共に増加

している。しかし年間収入が高い世帯は住み替え、増改築と

いった住環境更新はあまり行わず、建て替え、転出の傾向が強

い。

4-2.住宅要因

住宅要因として回帰式に編入された説明変数を見ると、戸建

住宅割合や共同住宅割合といった建て方に関する指標、持ち家

割合といった住宅の所有形式に関する指標、木造住宅割合、Ｒ

Ｃ住宅割合といった住宅の構造に関する指標、空き家率のよう

な居住世帯の有無に関する指標はどの重回帰分析にも説明変数

として編入されなかった。構造や建て方といった物理的な指標

よりも住宅の古さや広さ、密度といった時間的、空間的な指標

が住み替えと増改築に影響を与えていることが示唆される。

　重回帰分析から住宅の広さ、住宅の経過年数、住戸密度が住

み替えと増改築に逆の相関をもつことが明らかになった。さら

に、住戸密度は住み替え、増改築への相関だけでなく、引っ越

し、また建築活動活性度にも相関を示し、また「面積考慮住み

替え比」、「持ち家増改築比」双方において最も説明力の高い

指標となっている。

　相関のある説明変数を全て導入した主成分分析を見ると（図

-27）、主成分１は広さによる住み替えと増改築の発生割合の

遷移を表し、正であると住み替えが増え、増改築が減る。それ

に対して主成分２は、住宅の着工数が多く住戸密度が高い地域

では住み替えが多い事を表す成分で、負の値のとき住戸密度が

高く、住み替えが増える。以上より、住宅が狭く住戸密度が高

い地域は住み替え、住宅が広く住戸密度が低い地域は増改築が

増える傾向がある。区部の東側は住み替えが多く、増改築が少

ない地域で、それに対し区部の西側は増改築が多く、住み替え

の少ない地域となる。さらに、最も重要な住戸密度だけに着目

した主成分分析から（図-28,表-11）、住戸密度が住み替えに

強い正、増改築に弱い負の影響を与えていることが分かる。

５.まとめ

住み替えと増改築の関係、遷移についていくつかの示唆が得

住み替え比を算出した。まず住み替え人口を宅地面積で単回帰

し、実際の住み替え人口をこの予測値で除して住み替え比とし

た。東側の住み替え比が高く、西側にいくにつれて低くなって

いる。しかし、米軍基地が市域の1/3を占める福生市だけが例

外的に西側で高い値を示した。重回帰分析では住戸密度、一般

型誘導居住面積水準未満世帯割合、中年層（40-50代）人口割

合が正の相関を、若年層（20-30代）人口割合が負の相関を示

した。住戸密度が最も相関が強く、決定係数は0.75と比較的高

い値を示した。特殊な事情を持つ福生市と、市部で最も住戸密

度が高い狛江市の残差が特に高くなった。

3-2.増改築

　増改築についても３段階で結果を示す。まず建築活動の活性

度を示し、次に増改築と建て替えの発生戸数の比率、最後に持

ち家総戸数に対する増改築発生戸数の比率を算出する。

3-2-1.「建築活動活性度」（表-6,図-15,16,17）

　新築、建て替え、増改築を建築活動と定義し、平成21年以降

に建築、工事された新築住戸戸数、建て替え住戸戸数、増改築

戸数の総和を、全住戸数で単回帰し、予測値で除したものを

「建築活動活性度」とした。区部

は比較的に高いが、豊島区が突出

して高く、その付近の北区や台東

区も高い。住戸密度が正の相関

を、自市区外従業者割合が負の相

関を示した。決定係数は0.42と低

めで、豊島区周辺は残差も高い正

さらに面積を考慮した住み替え比を算出する。これは先述の通

り、市区域の面積規模による住み替え発生割合の偏りを排除す

るためである。面積は規模の指標として宅地面積を用いる。

3-1-1.「引っ越し発生比」（表-3,図-6,7,8）

引っ越しの総数について、移動人口を5年前の常住者人口に

よって単回帰し、実際の移動人口から予測値を除した値を

「引っ越し発生比」とした。「引っ越し発生比」を目的変数と

して重回帰分析を行い、結果について以下に示す。都心部ほど

られた。

　まず世帯要因については単身、若年層ほど転出が多く、収入

が高いほど建て替え、転出が多いなど、年齢や収入による傾向

を明らかにした。また40-50代の家計主世帯では、子の独立と

共に親世帯に住環境需要が発生して住み替え、増改築が行われ

る傾向があることを市区別分析の結果と住生活総合調査の世帯

傾向から推測した。

　住宅要因については、住宅の狭さ、経過年数、住戸密度が住

み替えに正の相関を、増改築に負の相関を示すことが明らかに

なった。これについて主成分分析をすると住戸密度と住宅の広

さが特に住み替えと増改築の発生傾向に影響を与えており、住

戸密度が高く住宅が狭いと住み替え傾向を、住戸密度が低く住

宅が広いと増改築傾向を示す。主成分分析において住戸密度の

寄与率が最も高い値を示したので、さらに住み替え、増改築、

住戸密度で主成分分析を行うと、住戸密度は住み替えに強い正

の相関、増改築に弱い負の相関を示した。住宅規模が小さく高

密な地域は住居の住み替えによって、住宅規模が大きく低密な

地域は住居を直しながら住環境を更新する相互補完的な住み替

えと増改築の関係が存在することが示唆されているので、これ

を踏まえた施策展開が望まれる。

　今後の課題として、年齢や世帯構成などによって住環境の更

新の要因が異なることから、世帯を類別して考察する必要があ

る。また米軍基地のある福生市や、皇居のある千代田区など特

殊な要因が住み替え、増改築に与える影響が大きく、そのよう

な地理的要因も説明変数に導入した重回帰分析を行うことも今

後検討すべきである。

注）重回帰分析、主成分分析はblackbox(http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BlackBox/BlackBox.html)を使用し、重回帰分析は変数増減法(編

入除去基準p=0.05)で行い、主成分分析は主成分軸の回転の収束判定値を

1e-05に設定して分析を行った。
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