
 持家所有に関する目・英・米の比較研究（2）（梗概）  住田　昌二

 1　承　　前

 　本研究は，No．8418に続く研究である。はじめに，研究

 全体の目的，前編の概要，本編の分析課題について述べ

 る。

 　都市化がすすむと，賃貸住宅のストックが増加すると

 いわれているが，戦後における住宅所有形態（housing

 tenure）の推移をみると，日本を含めて多くの先進資本主

 義国では，「庭付き戸建」に先導された持家の普及プロセ

 スが，より一般的であった。本研究は，このような現象

 が明瞭にみられた日本，イギリス，アメリカをとりあげ，

 戦後の持家所有の推移過程と持家の社会ストック構造に

 関して，三国の共通性と差異性を検討することを目的と

 している。

 　初年度の研究では，時間軸の視点から，戦後に重点を

 おきつつ，今世紀における持家所有の推移に関する三国

 の比較を行なった。主として統計資料の分析を通じて，

 人口の都市集中，階層構成，住宅のストックとフローな

 どの過去百年余の推移を検討し，いずれの国においても，

 持家所有の推移には地方差があるが，全体として持家率

 は確実に上昇してきていることを確認した。とりわけ，

 わが国の戦後の持家率の急激な上昇ぷりがクローズアッ

 プされた。

 　今年度の研究は，空間軸の視点から，持家の社会分布

 構造に関する三国間の比較を行なう。大きくテーマをつ

 ぎのように分け，1）ナショナル・レベルでみたテニュ

 ア別の住宅構成の比較，2）都市レベルでみたテニュア

 別の住宅構成の比較，3）東京，ニューヨーク，ロンド

 ンの三大都市圏についてみたテニュア別の住宅地域分布

 の比較，の三点について分析をすすめる。戦後の持家の

 普及は都市化の進行とのパラレル現象であるので，この

 視点からとらえた2）の研究に，とくに重点をおいてすす

 めていく。

 　なお本研究は持家の普及の分析に主眼をおいている

 が，持家は借家の対立概念であり，持家の分析は必然的

 に借家の動向分析に及ぷものであり，本研究も，必要に

 応じて借家の分析に拡大していることを付記しておく。

 　さらに本研究は，補論として，西ドイツのテニュア構

 成の歴史的変化の考察を展開している。西ドイツは日・

 米などと対照的に戦前・戦後を通じて高率な借家ストッ

 クを維持してきた国であり，その背景，理由の考察が重

 要と考えたことによる。

 2　ナショナル・レベルでみた住宅テニュア構成の比較

 2－1　住宅のストックの特徴

 　まずはじめに，国レベルでみた三国の住宅ストックの

 比較を行なう（表2－1）。

 　本研究では，とくに断わらない限り，三国の統計デー

 タについては，日本が人口関係は昭和55年の国勢調査，

 住宅関係は昭和58年の住宅統計調査，アメリカ（以下米

 国）が1980年センサス，イギリスは1981年センサスを用

 いる。またイギリスはとくに断わら一ない限リEng1and

 and　Waｌes（以下英国）を対象とする。

 　日本は，人口・世帯ともに米国の約半分，英国のほぼ

 倍である。70年から80年の10年間の人口増加率は，日本

 と米国が約10％強と高い。人口密度は日・英が平方キロ

 メートル当り300人強，米国は日本の約12分の1である。

 平均世帯人員は，米・英の約2，8人に対し，日本は3．2人

 と大きい。将来，日本の家族規模が米・英並みにまで分

 解していくことは，容易に想定できるが，そうとすると，

 その過程で世帯数の相当の増加が見込まれるはずであ

 る。

 　さて住宅のストックであるが，住宅の絶対量について

 の三国の関係は，人口についての関係とほぽ同様である

 が，日・米がともに70年代の10年間で，約4分の1のス

 トックを増加させているのが注目される。また日本は，

 米・英に比べて空家率はもっとも高い。量的構成につい

 てみる隈り，日本は米・英とほぽ比肩される域に達して

 いる。

 　三国の持家率は，米65．6％，日62．4％，英58．1％の順

 となっている。借家のストックでは，公共借家のそれに

 大きな差があるのが注目される。米は全ストックの

 1．5％，日では7．6％に対し，英は28．8％と格段に高い。

 　住宅水準について，低質なものの比率をマクロに見て

 みると，「1室当り1．01人以上の住宅比率」や「設備共用

 住宅比率」など，過密や設備欠陥は，近年著しく改善さ

 れ，米・英では該当住宅は今日では数パーセントのオー
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ダーである。日本は米・英に比べるとやや多く，まだ10

パーセント台である。最低居住水準未満の比率が11％で

あるが，大まかには低質住宅は1割程度とみなされる。

戦前住宅の割合は，米3割，英5割に対し，日本は1割

に激減している。総体に日本の方が新しい住宅が多いよ

うであるが，そうかといって，良質住宅の割合が高いと

は限らない。

2－2　住宅フローの比較

　図2－1は，三国の住宅フローの比較を行なったもの

である。日本の住宅建設活動は米・英と供給絶対量，人

口1，000人当り建設戸数で比べても，かなり高い供給水準

であることがわかる。英国は日本に比べると3分の1く
らいの供給ぺースである。前節で指摘したように日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
は戦前住宅の比率が著しく低下していることと併せて考

えると，日本は米・英に比べて住宅の更新傾向がかなり

活発であることが指摘できる。

　表は略するが，住宅投資の対GNP比率をみると，日本

は1970年代は8％から5％へ漸減する形で推移している

のに対し，米国は4％台，英国は3％台の横ばいであり，

日本の住宅投資の相対的高さがうかがえる。ところが総

固定資本形成に対する住宅投資の比率は，日本が

25～18％で，英国よりやや高いが，米国の30％前後に比

べるとかなり低い。日本は工場などの設備投資に回され

る額の方が住宅よりもかなり高いことが類推されるし，

住宅投資にしても，見掛けの額は高いが，そのかなりの

分が土地のコストに回されているのではないかと考えら

れる。

2－3　テニュア別の住宅形式

　テニュア別の住宅形式をみてみると，まず日本では，

持家は戸建が圧倒的に多く9割に達する（表2－2－

a）。いわゆるマンション形式の持家は6％である。長屋

形式の持家は，戦前長屋を入居者が買い取ったものであ

ろうが，割合としては微小である。非木造アパート7割，

テラスハウス2割5分という構成である。民間借家は，

木造と非木造が3割づつ，それに戸建2割5分，長屋1

割5分で，多様である。

　米国は，持家の場合，戸建は8割5分で高い比率には

違いないが，日本の方がより高い比率であるのが注目さ

れる（表2－2－b）。テラス形式の持家は2％弱できわ

めて少ない。モービル・ハウス形式の持家が300万戸ある

のが目をひく。借家の住宅形式は特定のものに片寄らず，

種々雑多である。戸建と2～4戸の長屋が，それぞれ4

分の1前後で両方で半数を越える。アメリカの統計は戸

数の集合程度で分けていて，テラスとアパートの違いが

わからないが，テラス形式が多いとみられる。20戸以

上の集含住宅は17％しかない。

表2－1 日・米・英の住宅ストックの比較

日本1） アメリカ2）
イギリス8）

項　　目 （イングランド単位
・ウェールカ

1．人　　口117，060，000226，546，00049，011，000人
人
口

2．面　積 377，7009，166，800151，207k㎡

■3．人口密度 309．9 247 324．1人／k㎡
世
帯 4、世帯数 36．O15．00080，390，00017，706．492世帯

5．平均七端人員 3．22 282 2．70人／世帯
6．住宅総数 38，606，80088，207，00019，333，900戸
7．空家数 3，902，4008，136，0001，627，400戸
8．空家率 10．1 9，2 8．4

住
％

9．居住住宅数34，704，50080，072，00017，706，500戸
10．持　家 21，649，60052，516，00010，283，000戸
11．借　家 12，951．00027，556，0007，423，500戸

1）民間借家10，306，10026，327，0002，321，900戸

宅
2）公共借家2，644，9001，229，0005，101，600戸

12．持家率 624 65．6 58．1 ％
13、民借率 29．7 329 13．1 ％
14．公借率 7．6 1．5 28．8 ％
1 ． 、戸建率 64．3 67．717．6（33．0）％

住
16I情デ当り

1，01人以上 14．2 4．5 4．9 ％
宅 の住宅率

17．1939年以前
水 の住宅率 10．6 31．0 51．1 ％

準18．バスなし率 11，4 2．2 2，7 ％
19．非水洗率 71．0 26．4 一 ％
20、設備共用率 3．2 2，2 5．8 ％

　1）日本は「人［］・世帯」は’昭和55年国勢調査’「住宅」「住宅水準」
　は’昭和58年住宅統計調査’による。
　2）アメリカはr人口・世帯」「住宅」は‘Census・19800「住宅水準」
　はAnnual　Housing　Survey・1980による。
　3）イギリスは「人口・世帯」「住宅」は’Census1981■「住宅水準」
　は’Nati（mal　Housi㎎Survey．I977’による。
（件）
2400
2300　　　　　　一一一日本
　　　　　　　　新築着工住宅数　　　　一一一一一一アメリカ
2200
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　イギリス2100
　　　　　　．2000　　　　　　　　　　’‘‘刈、

1900　　　　刈
　　　　　1　　l1800　〆、1　　！　＼

1700　　1　，1　　　’　　　、
　　　　1　　　“　　　　　’　　　　　、1600　1　　“　　　’　　　1
　　　1　　1三　　’　　へ　　、1500・　、　、仁！、l
1400　　　セ　・！　　　＼＼
1…　　　㌣ノ！　　・、＼

　　　　　　　　　・、・　　　　　　　　　、’、1200　　　　　　V　　　　　　、、
1100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（戸）
1000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
900　　　　　　　　戸、　　　　　　　　　人
　　　　　　　　　1　　　＼、　　　　　口
800　　　　　　　　　　　＼　　　　1．000
700　　　　　　　　　　　　＼　　10人
600　　　　　　　　　　　、　　当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建
400　　　　　　　　　　　　　　　　　董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5戸
300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数
200
100
　0　　　一⊥一⊥　　　　　　　　　　　　　0
　　19717273　74　7576　77　78　7980　81（年）

注）人口1，000人当り建設戸数はA㎜ual　Bulletin　of　Housi㎎

　　andBui1ding　Statistics　for　Europeによる

　　　　図2－1　目・米・英の住宅フローの比較
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　英国の住宅形式は（表2－2－c），日・米とかなり傾

向が異なる。持家では、2戸1がもっとも多く38％，戸

建とテラスがほぼ同じづつで29％，27％である。公共借

家では，2戸1とテラスとフラットに大体3等分されて

いる。民間借家でいちばん多いのは転用フラットで34％

を占める。これはもともとはユニッドの間口ごとに1階

から最上階までを1世帯でもつ金持向けのフラットが，

戦後各階ごとに小分割されたフラットのことである。つ

いでテラス2割5分，2戸1が15％となっている。

　住宅全体に占める戸建の割合は，日本64％，米68％に

対し，英がわずか18％である。2戸1を含めても，51％

にしかならない。

　テニュア別に住宅室数分布をみると日本の借家は公

共，民間ともに2室，3室への傾斜が大きいこと，持家

では，英が5室がピークであるのに対し，日・米は7室

以上にピークがきているのが注目される。日本の持家と

借家の規模格差が際立っている。（図・略）

2－4　テニュア別住宅階層の比較

　テニュア別の居住者層の階層特性を示すアータが日・

米は収入中心であり，英は職業構成中心であるので，三

国共通での比較はむずかしい。

　いま日本についてテニュア別の収入分布をみると図

2－2のごとくである。借家は公共，民問ほぼ似たカー

ブで200万円層に山がある。同様に米国のカーブを図2－

3に示すが，日本に比べると持家，借家ともに分布の幅

は広いようである。

　英国においては，図2－4に示すように，世帯主職業

別のテニュアの分かれ方が実に明瞭である。すなわち民

間借家の入居比率は職業別に変らず，だいたい10～20％

であるのに対し，専門職や管理職などの社会階層的に高

いところでは持家層の割合が高く，ブルーカラーの色彩

が強くなるほど公共借家層の比率が高くなっている。持

家と公借の間での階層対応がきわめて明瞭である。

表2－2－a　所有関係別住宅形式（目本）

　　　　　　　　　　　　　　　（単位1千戸）

アパート
計 独立家長屋

非木造
その他

木造

持　　家 19．354100．017425　90．O5482，81670．91．132　5．8820．4

公共借家 2．639100．O1054．064624．530．11．88471．4一一

民間借家 9，ε幽100．O2．36924．11．46714．93．09031．42．86529．1530．5

注）1）　「昭和58年住宅統計調査」による。
　　2）併用住宅は除き、専用住宅についてのみ　みている。

集　合集合 集合 集　口モービル
計 独立家付属家2～4 5～1920～4950戸 ・ホーム

戸 戸 戸 以　上トレーラ
一

持家
52．51644，3321，9982，247 897 3，041
100．084．4 3．8 4．3 1．7 5．8

借家 27，5567，3821，1767，4686，2432，0362，522 728

100，0 26．8 4．3 27．122．7 7．4 9．2 2．6

表2－2－b所有関係別住宅形式（アメリカ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；千戸）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モーヒノレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ホーム

（％）
30

25

20

15

10

　　　　　　　　　　←・r持　　家
　　　　　　　　　　H公共借家
1’＼、　　　　　　　●一一一民間借家

、．
1・へ．

　！’■　　　　、＼
■．　　　　．一．一．＼

・／　　　　　＼、

／
！　　　　　　　’＼、

ユ

、
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図2－4　住宅所有関係別世帯主職業（イギリス）
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3－1　分析比較の方法

　本章では，三国における持家普及の空間分布構造の比

較を行なう。分析は，おもにつぎのような視点，方法で

すすめる。

　1）前章における日・米・英の持家普及のナショナル・

レベルでの比較では，英国の公借率が高いのに対し，日

本と米国は，その比率がともに低く，また両国は持家率

がともに60％台で近似していた。つまり日本の持家普及

構造はマクロには米国と似ているので，おもには日本と

米国の比較をし，英国は参考に分析をすすめる。

　2）戦後の持家普及は，いずれの国においても都市化

の進行のなかでの現象であるので、5万以上の都市をと

りあげ，都市の発展段階に注目しつつ，都市間比較の形

ですすめる。とりあげた都市は，日本422都市，米国424

都市である。用いる資料は，日本は1980年国勢調査と1983

年住宅統計調査，建築着工統計，米国は，Census　of

Popuｌatio nand Housing，1980，英国については，Census

of　Population，1981，である。

　3）分析は，5万以上の都市全体について，住宅構成

と人口（居住者）構成にどのような関係がみられるかを

因子分析の手法を用いてすすめる。とりあげる変数は住

宅面では住宅のストックとフロー，住宅水準に関するも

の，人口面では年齢・職業の構成，収入に関するもので

ある。さらに持家所有の程度を数量的に示す概念として

「持家率」をとりあげ，変数全体のなかで持家率はどの

ような位置を占めているかを検討するとともに，持家率

の高低に影響を与えている変数を重回帰分析の手法を用

いて導き出す。

3－2　日本の都市の住宅テニュア分布構造

　1）人口・住宅構成の因子分析

　データとして1980年国調時，5万人以上の422都市を選

び，人口と住宅の構成に関して47の変数を規定し，因子

分析を行なった。東京区部は人口が極端に大きいので，

区単位を1都市扱いし，他の政令都市は区単位まで分け

なかった。

　まず相関行列について，各変数ごとに相関係数がO．4以

上を△，0.7以上を○として表わすと，両方の印が集中し

ている変数は，「人口集中地区居住率」「第1次産業人口

率」「農林業従事者率」「事務・技術・管理従事者率」「1

人当り所得額（納税者割）」「持家率」「戸建率」「集合（住

宅）率」「借家延面積」「家賃」などである。

　「持家率、は重要な変数の一つに入っているのがわか

る。持家率が高くなると，「戸建率」も高くなるという関

係もはっきりしているようである。もっとも多く印のつ

いているのは，「人口集中地区居住率」と「集合率」であ

る。つまり都市化がすすむと住宅の集合化もすすむとい

う関係が明瞭である。（図・田各）

表3－1

総　　人　　1■］
人□増加率
人　口　密　度
幼年人L1率（0－14才）
生産年齢人口率
高齢人口率
人□集1牟地区居佳率
第1次産業率
第2次産業率
第3次産業率
昼問人口率
農林従箏者率
生1嵯運輸従事替率
販売サービス従事者率
箏務技術管理従事者率
専門技術管理従事者率
ホワイトカラー率1I〕
ホワイトカラー率（皿）
自家用車普及率
住宅敷地面績
新築着］二住宅件数
新築着’〔住宅率
1ノ当所得額（人［1害1」）
1人当所得額（納税者書1』）
持　　家　　率
公　　備　　率
民　　借　　率
世帯収入　低収人
世猪収入　ヰ1収入
微帯収入　高収人
建設時期　悠戦前
1室当り人員（持家）
1室当り人員（借家）
戸　　建　　率
長　　雇　　率
集　　合　　率
バスなし率
設備欠陥（共用〕率
建設時期　悠戦時
建設時期　成長期
建設時期　低成長期
持家延面積
借家延面積
1人当り畳数（持家〕
工人当り畳数（傭家〕
専用住宅家貴
空　　家　　率
　寄与率

人口・住宅構成の因子分析（目本）

FACTOR1　FACTOR2　FACTOR3　FACTOR4　FACTOR5
　　　　　　　都　　市　　　　　　　　ホワイト階」衝性　都市姓　　　　　　屠住水準　　　　　　　成長f生　　　　　　　　カラー化
O．14916　　　0．32843　　　0．06630　　－O．06723　　　0．lO173
0．27736　－O．54182●O．56744●一0．16053　0．04326
0．39594　　　　0．72502●　　　O．00197　　　－O．42128●　一0．01490
－0．06566　　－0．58256●　　O．63105●　一〇．24894　　－0．18756
0．35384　　　　0．81042●　　0．08382　　　－O．06009　　　　0．13101
－0．21185　　　－0．04536　　　＿O．83055●　　0．36474　　　　0．08359
0．44753●　　0．47881●　　O．31447　　　－O．34278　　　　0．11444
－0．43088●　一0．37024　　　－0．21839　　　　0．24490　　　　0．12026
－0．15093　　　・O．06938　　　　0．09158　　　－O．22798　　　－0．88291●
O．36721　　　　0．25764　　　　0．02030　　　　0．09369　　　　0．76475●
O．03791　　　0．09216　　－0．21360　　－0．05407　　　0．12424
－O．48597●　一〇．30738　　　－O．26737　　　0．29670　　　0．14182
－O．53032●一〇．19254　0．01161　－0．07597　一雌●
O．19146　　　　0．35117　　　　0．OO150　　　－O．08072　　　　0．61874●
O．85816●　　O．22960　　　　0．20615　　　－O．10474　　　0．30456
0．86079●　　O，18056　　　　0．08576　　　0．00385　　　0．37699
0．80229●　　O．31108　　　　0．07467　　　－0．05331　　　0．44234●
O．85931●　　O．18810　　　　0．13693　　　－0．02180　　　　0．37179
－0．46285●　　O．05986　　　－0．07885　　　　0．16939　　　－O．19974
－O．36ユ61　　－O．21585　　　－0．17499　　　　0．49624●　　O．06807
0．C7990　　　　0．19922　　　　0．01281　　　－O．04606　　　　0．l0852
0．14663　　　－O．30916　　　　0．34078　　　－0．02554　　　　0．22436
0．82587●　　O．17118　　　0．38696　　－0．10300　　－0．17937
0．85273●　　O．03648　　　0．37007　　－O．23505　　　0．03675
－O．21910　　－0．63556●　一〇．19629　　　0．23476　　－O．37872
0．08965　　　－0．00418　　　　0．23499　　　－0．14517　　　　0．09674
0．20083　　　0．70147●　　O．10521　　　－0．18965　　　0．37037
－O．48164●　　O．16358　　　－O．47602●　　0．10657　　　　0．56937●
一〇．02467　　　－0．34451　　　　0．51487●　　O．03581　　－0．63543●
O．90291●　　O．08166　　　　0．10263　　　－O．15924　　　－O．15093
－O．23411　　－O．26062　　　－O．78295●　　O．26957　　－O．18827
0．04406　　　　0．13028　　　　0．38124　　　－O．80689●　一〇．02632
0．06561　　　0．09299　　　　0．28880　　　・0．81299●　一〇．23308
－0．37087　　　－O．63471●　一〇．16548　　　　0．28208　　　i0．21486
－O．25617　　　0．07830　　　－O．l1366　　　C．08845　　－O．10062
0．46742●　　0．61313●　　O．22032　　　－0．30930　　　　0．24192
0．02523　　　　0．81938●　一〇．10620　　　－0．O0619　　　　0．10128
0．16862　　　　0．81656●　一〇．14749　　　・0．13000　　　0．16047
－O．17130　　　0．45531●　一〇．65921●　　O．工2007　　　0．l1662
0．20000　　　　0．20995　　　　0．77407●　一〇．24092　　　－O．14378
0．24369　　　　0．06889　　　　0．89981●　一〇．26504　　　－0．02348
－O．24812　　　－O．20940　　　‘O．28125　　　0．71936●　一0．21718
－O．27759　　　－O．53901●　一〇．22462　　　0．62215●　一〇．02236
－0．03689　　　－O．06788　　　－O．14777　　　　0．93003●　・0．02808
－O．07＝；67　　　0．00697　　　－O．10338　　　0．88118●　　O．21660
0．63758●　　0．38543　　　0．20159　　－O．32355　　　0．20507
－O．l0435　　　0．13088　　　0．03017　　・O．06627　　　0．l0463
　35，9　　　　　　　16．9　　　　　　　　9．7　　　　　　　5．4　　　　　　　4．9
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　この相関行列をもとに因子負荷行列を求め，それを第

5因子まで示すと，表3－1のようになる。これら各因

子軸について，解釈を求めると，第1因子は「階層性」，

第2因子「都市性」，第3因子「都市成長性」，第4因子

「居住水準」，第5因子「ホワイトカラー化」となる。こ

のうち第1因子と第2因子の説明率で53％になる。

　いま変数を住宅関連の23変数だけに限定して，因子負

荷行列を求めてみると，主要な因子軸は三つとなり，第

1因子は「借家性」，第2因子は「居住水準」，第3因子

は「都市成長性」と名づけられる（表・略）。

　表3－1について，F1を縦軸にF2を横軸にとり，各

ケースのプロットを求めてみると，図3－1となる。F1

について，因子得点の高い都市をみてみると，芦屋，逗

子，鎌倉，生駒，千代田，武蔵野などがあり，この値が

低いのは，門真，五所川原，沖縄などである。F1との相

関係数の高い変数には，事務・技術・管理従事などのい

わゆるホワイトカラー化に関連するものと，世帯の収入

に関連するものがあるが，これら変数について上記の都

市のデータとみると，F1の因子得点の高い都市は，ホワ

イトカラー化の傾向が強く，相対的に高所得であり，逆

にF1得点の低い都市はブルーカラー的傾向が強く，収入

も概して低いという傾向を示している。

　F2との関係で，相関係数が高い変数をみてみると，大

きく三つの傾向がある。一つは「集中地区居住率」に関

するもの，二つには「借家率（逆にいえば持家卒）」と「集

合率（戸建率）」，三つには主として借家の住宅事情を表

わしているとみられる「バスなし率」「設備欠陥率」など

である。F2の得点の高い都市は，豊島，中野，新宿，品

川などの都心周辺区であり，これらの地域では人口集中

化がすすみ，集合化した借家が多く，設備充足からみた

住宅事情は確かに悪いといえる。一方，F2の得点の低い

都市は，泉，生駒，多摩，佐倉，取手などであるが，こ

れらの都市は，借家が少なく，持家が多く，住宅形式に

ついても戸建への集中が強いという傾向がみられる。

　2）都市のグルーピング

　上の点検から，第1因子は「階層性」，第2因子は「都

市性」というネーミングがほぼ妥当であり，前者は収入

の高低，ホワイトカラー層の占める率などを内容として

おり，後者は，借家か持家か，集合住宅か戸建かという

ことを内容としていることが明らかとなった。以下図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巨
　　　．十一一一一十一一一一十岬一一十一一一一十一一一一十一一一フ十一一一一十一一一十一、こ一十一一一一十一一一一十一一一一十一一一’十一一■’十一一一■十’一一■十‘一・’十一一一一十一一■一十一一一一十・5．2ユ　　　　　　　　　　／咋屋　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
4・49　　　　　　　　　1　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　王

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　＼樋子　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工。．。。　　　　B　　　＼雛　　吻挑　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　　　　　／二生駒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　’一一一・・一一一、E　　　　　　　工
3．06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　、、　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　雌　　噌速　　　　　　　　／　　鵡野　＼＼　　　　　工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　＼　　　　　　　1　　　　　　　1、致　”隙ヰ　　　　　　　　1
・…　＼　餅、奈白ツ　　／一一ぺ、1踊　　　　　　1
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3－1について，性格の似た都市をグル…ピングすると

11に分かれる。

㈹　高級住宅地域……芦屋，逗子，鎌倉など……高収入，

専門・管理職へ特化が著しくすすんでいる地域。戸建持

家は多いが，マンションや借家も一定量ある。

（B）戸建住宅地域……泉，生駒，箕面，宝塚，多摩，我

孫子など……大都市圏郊外の典型戸建持家地域。

（C）農住ミックス地域……大都市圏内で（B）より外延地域

で，非農家戸建と農家戸建がミックスする地域。

（D）テニュア・ミックス地域……習志野，西宮，池田，

国立，豊中など……持家のなかの戸建とマンション，持

家と借家，また借家のなかの各種の形態，公借，民借，

給与などがミックスしている地域。

（E）マンション・民賃地域……国分寺，港，武蔵野，三

鷹，杉並など……マンションや高級賃貸住宅に特化して

いる地域。

（F）賃貸住宅集中地域……豊島，中野，新宿など……木

造，非木造含めて賃貸住宅への特化が顕著な地域。

（O　木賃地域……荒川，台東，墨田，尼崎，守口，門真

など……木賃アパートヘの特化が著しい地域。大阪や東

大阪などの大都市は性格の異なるさまざまな地域をかか

えているが，都市全体としては木賃地域的一性格をもって

いるのが注目される。

（H）停滞地域・…・・釧路，熱海，延岡，沖縄，伊万里など

　・ブルーカラー層の比率が相対的に高い地場産業都

市。借家の比率が比較的高い都市と持家（フつ比率が比較的

高い都市に分かれる。

（I）テニュア平均化地域……第1因子と第2因子の得点

が±1．Oの範囲に入る地域。持家と借家，ホワイトカラー

層とブルーカラー層がミックスされている地域。人口規

模の大きい都市ほど，さまざまな階層，さまざまな地域

をかかえるから，傾向が平均化されて，このグループに

入るものが多い。

　3）都市化とテニュア分布の関係

　上の分析から，借家と持家の分布，集合建と戸建の分

布は，都市化．の発展段階とかなり明瞭な関係があること

がわかったので，とくにこの点につき，「都市性」の中味

を「人口規模」と「人口密度」にとり，各変数との関係

をみた。人口規模・密度の高低と密接な関係をもってい

る変数をピック・アップすると表3－2のようになる。

　まず持家率についてみると，人口10万未満の低密地域

の68％から人口100万以上の高密地域の41％まで，直線的

な傾斜をしている。同様に，戸建率は73％から22％まで，

もっと傾斜の急な分布をしている。集合率は，戸建率と

逆に17％から51％へという明瞭な増加傾向を示してい

る。戸建の敷地面積は最大値は220m2，最小値は110mlで，

大都市高密地域ではほぼ半分になっているが，持家面積

は最大値と最小値の間にそれほど大きな開きはない。「終

戦前」と「S20－35年」の住宅ストックが人口規模・密度

が高くなるほど，比率が高まるのが注目される。

　4）持家卒に影響を与える因子

　持家率との相関が高く，データの分布が注目される因

子について，縦軸に持家率，横軸に各変数をとった散布

図を一覧したものが図3－2である。

　「戸建率」が明瞭な相関を示しているのがわかる。た

だ戸建率が50％以下になると，持家率の散らばりが大き

くなるが，これは都市化のすすんだ地域では，マンショ

ン立地すなわち集合率が高くなることを暗示していると

考えられる。人口密度は，50人／ha以下になると，持家率

が急増するという傾向がみられる。ホワイトカラー化率

は持家率と逆相関を示しているのが，一見奇異であるが，

持家率は小都市，人口規模の小さい都市で大きいという

ことは既にみたとおりで，ホワイトカラー化率はそのよ

うな傾向の都市では割合比率が低いと考えれば，理解で

きる。また農業従事者と持家率が高い相関を示している

ことからみて，日本の持家率の高さを支えている背景に

は農家住宅があることをうかがわせる。持家卒が高い地

域では借家延面積も高くなっているのが注目されるが，
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　　表3－2

　　　人1’1集中人口増カロ率　　　地区庸イ．ヒ率
（％）
22．4668

22．9179
23．1781
　5．0444

25．0005
26．9283
－10．8565

20．3016
25．6094
－3．6633
－13．6381

19．4808
34．1956
－0．1389

11．1833
13．9749
－11．1494

（％）
66．9618

57．l191
56．4947
100．0000

70．9061
69．3441
99．9600

78．9456
74．5605
99．7429
100．O000

90．6714
83．6750
100．0000

93．2000
92．3500
100．0000

人口規模・人口密度のランク別の変数の平均値（目本）

持家率
（％）
62．8725

67．7691
68．0752
46．75C4

62．u80
62．9345
46．9317

56．6353
59．5762
43．8614
34．2988

46．9094
50．7229
41．8247

45．9685
46．6486
40．5283

公借率
（％）
7．5757

7．2904
7．2797
8．0214

7．6121
7．7296
5．4271

7．6531
7．4245
9．6503
2．3607

8．8860
9．7319
7．7582
10．9－156
i0．6646
13．4631

戸建率
（％）
66．8593

73．3737
73．7869
44．9944

66．2455
68．0664
32．3777

58．6705
64．5446
31．5288
25．4471

44．8116
52．4733
34．5961

40．2698
42．4927
22．4867

集合率
（％）
23．8983

17．3314
16．8587
49．7898

24．0015
22．6194
49．7093

33．lOO1
26．7508
62．0853
71．4768

45．5141
36．3587
57．7213

47．5874
47．0447
51．9286

持家延面積
（％）

l08．8964

113．7038
114．0942
86．9000

106．7306
107．6280
90．0400

103．5467
107．O026
87．0786
87．5000

94．6786
98．3875
89．7333

97．6444
98．2250
93．OOOO

伐　　　宅
敷地痴磧
（％）2195592

233．9952
235．1019
158．OCO0

220．5816
224．8172
141．8000

195．0543
205．6053
1450000
144．5000

184．5714
200．OOOO
164．O000

178．1111
186，625C
l10．0000

建設時期
終戦前
（％）

　9．0918

11．2293
11．3720
　1．4351

　7．9580
　8．0106
　6．9786

　6．0266
　6．5044
　3．7848
3．5626

　5．5683
　6．0398
4．9397

8．6151
　7．7277
15．7142

建設時期
S20～S35
（％）
12．1081

11．7916
11．7615
13．8532

11．7173
11．2584
20．2519

12．7978
11．6218
－7．7089
23．1063

13．7717
12．4744
15．5015

14．0786
13．2667
20．5743

バスなし率
（％）

　9．5541

　7．0801
　6．8705
21．4690

10．2946
　8．8889
36－4413

12．1368
8．7542
26．6880
38．8176

18．5356
11．2633
28．2321

18．5721
16．2348
37．2699

空　家　率
（％）

　9．4942

　9．3965
　9．4184
　7．8944

　9．2415
　9．0298
13．1789

　9．6817
　9．2744
11．7974
10．3474

10．l146
10．3563
　9．7922

11．6313
11．2440
14．7294
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜人口密度＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜戸建率〉

＜持家率＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜持家警三

　　；　・　　　　　　　　　　　r・一。．564421　　1　　　　　’　　　　　　　　　　　l

　　l　　　　　　　・　　　．　・；　｛一　　　　　　　　　　　r一・・585521

　　　　　　　　　　　　　　　　＜事務技術管理従事者率〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜農林従事者率〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　図3－2　持家率と関係の深い変数の散布図（目本）

これは小都市・低密都市では土地に余裕があり，マクロ　　　3－3　アメリカの都市の住宅テニュア分布構造

には借家の規模も大きくなっていることを意味する。

　持家率に対する各因子軸の寄与度を重回帰分析によっ

てみると，標準回帰係数は下のようになる。

　　　　　F1　　　　　　－O．21041

　　　　　F2　　　　　　－O．63211

　　　　　F3　　　　　　－O．19440

　　　　　F4　　　　　　　0．23382

　　　　　F5　　　　　　－O．37857

第2因子の寄与度の大きさがわかる。「階層性」の第1因

子は，「居住水準」「ホワイトカラー化」などよりも影響

度は小さいのが注目される。つまり，持家率の高低には，

農村性が強まると持家卒が高まるという傾向もあり，収

入や世帯主職業の技術・管理職への傾斜の傾向（第1因

子の中味）だけで一義的に決められないことを意味して

いる。

　1）人口・住宅構成の因子分析

　データは1980年のCensus　of　Popuｌation　and　Housing

を用いて，人口5万人以上の424都市を選び，人口と住宅

に関する50の変数を選定し，因子分析を行なった。日本

の場合と変数はほぼ共通しているが，カテゴリーの範囲

のとり方などでは，厳密にはズレているものが少なくな

い。またNew　York市は人口が700万人と極端に高いた

め，東京の区部と同様，boroughを都市単位としてとら

えた。
　変数間の相関係数がO．4以上のものをマークして，相関

行列表を示すと，マークの集中している変数は「核家族

率」「単身者率」「戸建率」「持家率」「70～80年建築率」

「39年以前建築率」「持家平均価格」「低収入世帯率」「中

収入世帯率」「平均世帯収入額」「貧困世帯数」などであ

る。大体は日本と似た概念の変数が多いようだ。「核家族

率」「単身者率」が入っているのが注目される。「持家率」
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は「戸建率」と並んで重要な変数を構成しているのがわ

かる。両者の相関係数は0.8605であり，かなり相関性が

みられる。（図・略）

　つぎに因子負荷行列を求め，これを第5因子まで求め

ると，表3－3のようになる。第1因子が関係している

変数は「持家平均住居費」「持家平均価格」「平均家賃」

「低収入層率」「高収入層率」「平均世帯収入額」「1人当

り収入額」などで，第1因子は，収入面・住居費支出面

からみた＜階層性〉を表わしているとみられる。

　第2因子が関係しているのは，「戸建率」「集合率」「持

家率」などで，住宅の集合化が高い都市では持家率が低

く，逆に戸建率が高い都市では持家率が高いという傾向

が明瞭に表われており，その意味ではこの因子を，住宅

形態からみた〈都市性〉と規定できよう。

　第3因子が関係しているのは「70年代人口増加率」「70

年代住宅増加率」「70年代建築率」で，この因子は＜都市

成長性〉を表わしている。

　第4因子は「65才以上人口率」「単身率、「空家率」「低

収入層率」などが関係していることからみて，人口の沈

澱化，すなわち〈ブライト化〉を表わしているとみられ

る。
　第5因子は，「高学歴率」「専門・管理職率」「ホワイト

カラー化率」などに関係しており，地域居住層の＜エリー

ト化〉を示している。

　第6因子は，「非白人率」「過密居住率」「貧困世帯率」

が関係しており，〈居住水準〉を示しているとみられる。

　第1因子から第6因子までで，因子得一点の高い順に10

都市を選んで一覧すると表3－4のようになる。

　さらに50の変数のうち，住宅に関するものだけをとり

だして（20変数），因子負荷行列を求め，第4因子まで示

すと，第1因子から順に＜都市性＞〈住居費〉＜都市成長

性〉＜老朽化＞とネーミングできるようであり，全変数で

行なった因子分析の第4因子までとかなり類似した因子

軸を抽出できた（表・囲各）。

　全変数で行なった因子分析についての第1から第6因

子までの明瞭な表われ方からみて，米国の都市は，日本

の都市に比べてもっと多様な人口・住宅分布になってい

るのではないかと推察される。

　各因子の寄与率は第1因子32．3％，第2因子17．4％，

第3因子12．4％で，第4因子以下は1％台であるので，

寄与率の大きい第1，第2因子について日本同様に散布

図をつくると，図3－3のようになる。日本の図と比べ

ると，データの分布構造がひじょうに似通っているのが

わかる。日本の場合にAからIまで都市をグルーピング

したが，米国の場合も，各グループが日本のグループと

対応する形でAからIまで分けられるようである。Aは

高級持家地域，B，Cは一般持家地域、DとGは賃貸傾斜

地域，E，Fは賃貸地域，Hはブルーカラーへの持家特化

表3－3

総　　人　　口
人［］増加率
人　口　密　度
非白人人口率
5才未満人□率
5才一17才人11率
65才以止＝人口率
同州内出生者率
核　家　族　率
単身家族率
蓄工住宅件数
戸建着工率
繁合着■〔率
乎均新築価柊
住宅スト・，ク変化率
作宅ストック総敵
空　　家　　率
戸　　建　　率
集　　合　　率
空　　調　　奉
建設時期　70－80年
建設時期60－69年
責童言賊与其月　　39ヰF以F前
設備欠陥率
過密屠件率
カ’ス　緩房　幸…
持　　家　　率
持家平均住屠費
持家平均価燃
乎　均　家　賃
昼閥人11率
高学歴率
私立通学率
失　　業　　卒
製造業，就業番率
卸・小売就業者率
専門披術就菜者率
ホワイトカラーイヒ率
自　　営　　考1
世帯収入　低収入
世帯収入　中収人
世帯収入
平均世帯収人額
1人当り収入額
貧園世帯率
固定資産税収入率
1人当り固定賓産税額
最　低　気　温｛1月　」
最高気温（7月1
平均降雨竈
　寄　与　率

人口・住宅構成の因子分析（アメリカ）

FACTOR　l　F＾CTOR2　FACTOR3　FACTOR4　FACTOR5　FACTOR6
　　　　　　部　　市階n性　　都市性　　　　　　　プライト化　　工り一ト化　　居佳水準　　　　　　成長性
一・O．07497　　　0．16847　　　－0．04275　　　0．04883　　　0．O0265　　　　0．13218
0．16577　一・0．05923　雌●一〇．05879　－O．03107　－0．O0547
0．06729　　　0．66742●　　一〇．14249　　－O．04362　　－O．11011　　　　0．19615
－O．25688　0・15040　－O・08810　0・06360－O．01519　幽●
一〇．35168　－0－22604　0．45268●一0．29376－O．19796　0．42926●
＿o，04722　　－O－40996●　　O，30558　　＿〇一39250　　－O．40032●　　　O．50332●
＿o，11427　　　　0．28061　　　＿O．31688　　　　0．70567●一〇．16492　　　－O．23544
－o，30840　－0．29i10　－O，27114　－O．13764　－O．02149　－O．09460
0．25357　　　－O，42744●　　　O．29111　　－O，44462●一〇．40248●　　一〇．07056
－O．13601　　　　0．43984●　　一〇、32441　　　　0．55968●　　O．28839　　　－0．22531
0．07341　　　－O，15093　　　　0．42423●　＿O．04692　　　　0．11394　　　　0．07787
0．04034　　　－O，29053　　　　0．15212　　　－0．10361　　－O．01706　　　　－O．08036
－O．02605　　　　0．14288　　　－O．08588　　　　0．07826　　－O．00011　　　　0．O0777
0．58088●　一〇．01320　　　－O，O0732　　　0．02547　　　0．01028　　　　0．04975
0．17488　　　－O．07686　　　　0．89559●　＿O，06008　　－O，01896　　　－O．09259
＿O06953　　　0．20188　　　＿O．06337　　　0．14068　　　0．00548　　　　0．06601
－O，27182　　　　0．O0553　　　　0．25032　　　　0．53570●　　O．l0405　　　　0．09073
005001　　　085498●　　O06743　　＿013676　　－O08540　　　　000631
0．19153　　　　0．79070●　　一〇06548　　　0．11213　　　0．18747　　　　0．02383
－O．07229　　　一・021107　　　　0．07078　　－O．05601　　　0．09380　　　　000475
0．25430　　－O．19708　　　　0．77217●＿O10705　　　0．07139　　　－0．06586
0．35420　　　・・O．18772　　　　0．02968　　＿0．27903　　　0．04394　　　－O．02943
＿O，25885　　　　0．27364　　　＿0．25318　　　　0．24893　　　0．00147　　　－O．05962
－O．25666　　　　0．58326●　　一〇、10155　　　　011556　　　　0．08771　　　　0．32731
＿O13633　　　0．24674　　　　0．02433　　＿O，11346　　－O，15745　　　　0．75137■
O．08318　　　－030648　　　－O，08810　　－O．31677　　　0．03850　　　－O．00696
0．19434　－O，76333●　O，13941　－0．16217　－026340　－O．18106
0．74305●　　O．35119　　　　0．30872　　　－O．13745　　　0．13909　　　－O，03263
0．79466●　　O．23160　　　　0．11788　　＿O，05773　　　0．02080　　　－O．06855
0．82200●　　O．01196　　　　0－20307　　＿O．24956　　－O．l0896　　　－0．08156
－O，17727　　・一〇．07958　　　－O．18313　　　0．49833●　　O．26885　　　　0．09208
052015●O，03923　0．12326　－O，03538　0．75351●一0．17946
0．04386　0．31792　－O．36168　0．12020　－O，13372　－O．06435
－O．46347●　一〇、09071　　　－O，12260　　　0．10876　　－0．13251　　　　0．30100
＿O．07000　　－O，05279　　　＿O，17946　　＿O．26822　　－O，59264●　　一〇．00652
0．07347　　　・一〇．22327　　　　0．16962　　　0．08374　　－O．13047　　　－O．19352
＿O．07844　　　0．07143　　　＿O．l1256　　　0．09215　　　0．87271●　　一〇．04389
＿O．02386　　　0．11393　　　0．05290　　　0．05439　　　0．81570●　　一0．O1753
0．49494●　　O．03636　　　　0．16724　　　0．39574　　　0．18046　　　－O．02304
－O．70179●　　O．23471　　　－O，17365　　　　0．49205●　　O．21704　　　　0．29071
0．483830・一0．22525　0．19837　－O，59176●一〇．32365　－0．35099
0．92912●　一〇．14910　　　　0－03101　　　000313　　　0．16263　　　　0．00118
0．790240　－O．27919　　　0．15024　　＿O．41742●一〇．18941　　　－O．19438
0．88993●　一〇．05002　　　＿O．03515　　　0．02122　　　0．03273　　　－O．32976
＿O．54943●　　O．15543　　　＿O．06836　　　　0．27076　　　　0．10049　　　　0．70298●
＿O．07841　　　0．11450　　　＿O．11865　　＿O，08517　　－O．02284　　　－O．10504
0．07165　　　　0．24219　　　－0．07364　　　0．01295　　－O，01149　　　－O．08363
0．18601　　　0．12331　　　　0．07861　　　0．22650　　－O，11227　　　　0．35896
－O，29542　　　・一〇、18219　　　　0．22180　　　0．00988　　　0．10418　　　　0．14764
－O．29295　　　0．02345　　　－O，22005　　　0．23905　　　0．03685　　　　0．02652
32．4　　　　　　　174　　　　　　　12，4　　　　　　　　9，3　　　　　　　　6．2　　　　　　　　5，7

表3－4　各因子得点が1位から10位までの都市（アメリカ）

　　　　璃1蘭一子・＜階層性〉
I　r　v　i　ne　（CAL）
Fπmi　ng　t　on　H　l　l1彗　（M　l　CH　I）
SoutMiold（MICHI）
N畠冊por　t　B　ea　c　h　（CAL　l
Newton（MASSA〕
P≡■l　o　A　l　t　o　（CAL〕
ArlingtonHeights　villagE（ILL
C但rr　itos（CAL〕
B　e　l　l　ovuo（WASH　I〕
Thous邊nd　Oaks　（CAL）

　　　　第2冒ヨヂ・＜＝者町向寸生〉
M帥hatt目n　borough「N．Y）
Unlon　Cいy　（N．JER）
M1目ml　Bea〔h（FLOR）
Br㎝xbo－ough（N．Y〕
S目nt品M011］〔a（CAL〕
Brook］ynborough｛N．Yl
Pa昌s目1c　（N、」ER）
Queen昌borough〔N．Y〕
Yonker昔　‘N，Yj
lrΨIngton　town　（N．」ER〕

　　　第3胴戸＜郁市成長十’1〉
Sand　y　C1｝　（UTA）
S〔hヨumburg　vll1ag畠　（ILLI〕
＾nchorag旺　（ALAS〕
Me昌目（ARIZ〕
We昌tmln昌ter〔COLO）
Glend目1e　（ARIZ〕
P　l　ano　（TEX〕
Auro　r日　｛COL0）
Largo　（FLOR〕
K　enne　r　てLOU　I）

　　　　　第4因子＜プライト化〉
624　M1目ml　Beach（FLOR）　　　　　　　542
533　　N　o　wpor　t　BEa　ch　（CAL）　　　　　　　　　　535
387　　Pomp日no　B帥ch　（FLOR〕　　　　　　　　467
385　　Lπgo　（F　LOR）　　　　　　　　　　　　　　　362
379　　S　a　l　t　L　ak直C　l　t　y　（UTA）　　　　　　　　　300
346　　Me　sa（AR　l　Z〕　　　　　　　　　　　　　293
331　　D　a　yt　on副B　e目ch　（FLOR〕　　　　　　　　　268
310　　P　or　t1旦nd　（0REG）　　　　　　　　　　　　　267
290　　A昌h2Uille（N．CAR）　　　　　　　　　255
290　　Lancastor　（PEN）　　　　　　　　　　　　　255

522
437
396
346
329
321
319
289
280
276

1002
627
591
529
526
431
333
310
289
284

第5因子＜工一」一ト化＞
Ea島t　Lan筥in目（M1CH1）
Bloomington（IND1〕
Colu而bla（M1SSO）
l　ow目C　l　t　y　（I　OWA）
Ann　Arbor（MICHI）
Ga　ine　svi　l　l　e　（FLOR）
Ch畠mp目ign〔ILLI）
BErk芭1ey　（CAL〕
LawTence　〔KAN〕
Camhrldge（MASSA）

卿6因戸＜居作水準〉
Laredo　（TEX〕
Ea昌t　St．Lou－s　（ILLI）
B　rown　sv　i　l　l　e　（TE　X〕
Compton　（CAL〕
Camden（N．JER）
McAllEn（TEX）
Newark（N．JER〕
Monroe　（LOuU
El　Monto　（CAL）
Bal　dw　in　Park　（CAL）

689
483
451
437
373
349
307
297
291
289

545
502
483
393
356
354
286
264
239
233
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・竺鶴絵・．・舳　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ11L■■一’一■　　　　　　　　　　工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（w1北〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坐1sつ　　　　　　　　　ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1坐以山　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凹4〕、＿　　　　　　　　　　　　　　工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トー一一十一一一一十一一一一十一一一一十一一一一十一一‘一十
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　図3－3　都市の性格分類（アメリカ）

地域，Iは混合地域である。　　　　　　　　　　　　　　　係を示すものは，表3－5のとおりであ糺

　2）住宅テニュア分布構造の日・米比較　　　　　　　　　　まず持家率は，人口10万未満の低密地域における58％

　米国も日本と同様に住宅のテニュア分布は「都市性」　　　から100万以上の高密地域の35％まで直線的に傾斜して

の軸と明瞭な関係があることがわかったので，都市性の　　　いるのが，日本と対応させてみると・分布の幅はほぽ同

中味として「人口規模」と「人口密度」をとり，各変数　　　じであるが，全体として低い値の方にシフトしているの

との関係をみてみた。人口規模・密度の高低と密接な関　　　がわかる。つまり，米国は，大都市になるほど日本に比

　　　　　　　　　　　　　　表3－5　人口規模・人口密度のランク別の変数の平均値（アメリカ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　人■。増カ■」率幟加率核家族率文冒‡鰯帯率徽率戸建率集合率建、瓢駕過撤率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）　（％）　（％）　（％）　（％）　（％）　（｛老）　（％）　（％）　（％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．7373　32．3308　53．9427　22．7366　9．8016　56－1644　59・O031　23・9047　25・6774　4・7054

　　　　　　　　人□　　UNDER　99．999　　　16．1348　34．8424　55．9090　18．8816　　8．8312　57．9532　60．3572　22．3492　25．7648　　4．5352
　　　　　　　　　川一10000　　　　25．7423　46．8389　58．1213　16．2118　8．6244　61．2993　65－3630　19・2622　21・6963　3・8978
　　　　　　　　　川10000－20000　　8．0626　26．4500　55．7749　17－3542　8．0855　58．6687　59・9759　22・7325　26・3964　4・5205
　　　　　　　　　川20000一　　　一2．5419　7．237546．9238　34．1062　11．6375　41．9812　40・228134・378141・2906　7・2625

　　　　　　　　人口　　100，000－199．999　　　15．1704　35．1480　53．5821　22．6980　　9．6929　56．2888　60・1184　23－6633　22・4643　　4・2398
　　　　　　　　　川一10■DO0　　　　20．440342．8328　55．4978　21．5642　9，285i59．770166－3731　20－5463　18・3910　3・6910
　　　　　　　　　ノ㎞10000－20000　　6．5120　22．6320　50．5608　22．8480　9．604051．868051・428029・4360　26－3560　5・3000
　　　　　　　　　川20000一　　　一7．6000　1．483344．7787　34．7333　14．6167　35．8333　26－4833　34・416751・7333　5・9500

　　　　　　　　人口　　200，000－499．999　　　　6．4118　　23．5020　　49．1599　’32．2333　　12I4373　　52．7471　　56・7059　　26・5588　　27－2706　　5・4922

　　　　　　　　　川一10000　　　　16．2036　35．6929　51．8057　31．9286　11．5357　56．8679　64・8893　23・6464　17・9786　4－7857
　　　　　　　　　川10000－20000　　－4．1947　10．3947　46．833927．1947　11．873751．057951－9632　28・342136・3000　5・4053
　　　　　　　　　川20000一　　　一11．7500　0．425041．687458．300021．425031．925021・950038－475049・425010・8500

　　　　　　　　人□　　500，OOO－999．999　　　3．0250　19．6125　46．7028　38，OO00　13．4375　49．3250　53・3625　27・7062　29・4750　　5・8312
　　　　　　　　　／㎞一10000　　　　10．2667　28．9556　51．154736．llll　13．0778　54．233361・233324－5111　17・2000　6・0222
　　　　　　　　　川10000－20000　　0．6667　16．2333　49．7189　33．5667　12．lOO0　52．5000　51・6667　21・1667　35・5667　4・5000
　　　　　　　　　川20000一　　　一11．5000　1．1250　34．4240　45．5750　15．2500　35．9000　36・9250　39・8000　52・5250　6・4000

　　　　　　　　人□　　0VER　l　MlLLION－6．3111　　5．9222　43．2234　49．2889　16．5444　36．6444　322889　47・9444　42・4556　　8・0444
　　　　　　　　　川一1ClOO0　　　　29．3000　58．5000　50．3368　45．1000　10．0000　47．8000　53・0000　39・8000　8・4000　7・7000
　　　　　　　　　／㎞lO000－20000　　5．5000　10．700044．309444．4000　13．O00040．300048・200040－9000　22・7000　13・0000
　　　　　　　　　川20000一　　　一13．0857－2．271442．052150．585717．985734．5286　27・057150・114350・1429　7・3857
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　図3－4　持家率と関係の深い変数の散布図（アメリ亨）

ぺて借家の普及がすすんでいるという傾向を示してい

る。米国全体としての持家率は日本より高いわけである

から，この分析でとりあげていない5万以下の小都市で

は，米国の方が持家率が高くなっていると考えられる。

　同様に戸建率をみると，分布は60％から27％であり，

日本の方が分布はやや広範囲である。大都市の高密地域

では，持家率は日本の方がやや高いが，戸建率は日本の

方が低いわけであるから，持家の立体化，すなわちマン

ション化は日本の方がすすんでいるとみられる。

　その他の点で，都市化のすすみ具合と相関している変

数についての傾向を読むと，人口規模が大きく，人口密

度の高い都市ほど，人口の減少化が激しく，非白人率，

貧困世帯率が高い。また同じように人口規模が大きく，

人口密度の高い都市ほど，借家ストック，戦前住宅が多

く，また設備欠陥率，過密居住率が高いといえる。

　3）持家率に影響を与える因子

　日本と同様に持家率との相関の高い変数のグラフを一

覧すると図3－4のようになる。人口密度との間に注目

すぺき関係がみられる。すなわち人口密度が低くなると

ともに，持家率が急激に上昇するという傾向がみられる。

核家族率との相関が明瞭である。また収入面では高収入

層よりも中収入層においてはるかに相関が強い。持家層

の主流はミドルクラスの核家族であることをうかがわせ

る。

　持家率に対する各因子軸の寄与度を重回帰分析によっ

てみると，標準回帰係数は下のようになる。

　　　　　Fl　　　　　　　O．07431

F2　　　　　　－O．73552

F3　　　　　　　0．20649

F4　　　　　　　0．02294

F5　　　　　　－O．24812

F6　　　　　　－O．15851

第2因子の「都市性」の寄与度が抜群に大きいのがわか

る。それにつぐのが第5因子の「エリート化」であるが，

第2因子に比べるとかなり低い。

　以上の検討から明らかなのは，米国において住宅のテ

ニュアを基本的に規定しているのは「都市性」，つまり大

都市か小都市か，都市内部か郊外かという点である。こ

れに対し日本では，抽出された因子との関係でみれば基

本的には米国とかわらないが，より詳細に検討をすすめ

ると，米国に比して「都市性」によるテニュアの説明力

が弱い。すなわち，米国では，人口規模・密度の高いと

ころでは借家，低いところでは持家という住み分けが徹

底しているのに対して，日本ではより高収層がより人口

規模・密度の高いところで持家を所有する傾向を強めて

お’），これが都市性とテニュアとの対応関係を一層複

雑にしていると推察きれる。
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3－4　イギリスの住宅テニュア分布構造

　1）人口・住宅構成の因子分析

　イギリスは公共借家のストックが3分の1に及ぷとい

う点で，日・米と基本的に異’なるので，都市レベルで細

かく比較分析することはせず，テニュアを支配している

要因は何かを見出すことに重点をおいたマクロな分析を

する。countyを単位にUnited　Ki㎎dom全域を対象と

し，69地域をとりあげる。用いた変数は31である。

　相関行列表を点検すると，「総人口」「人口密度」「英連

邦出生率」「公借率」「農漁業従事者率」などが比較的重

要であることがわかる。「持家卒」より「公借率」の方が

キーファクターのようである（表・略）。

　因子負荷行列を第5因子まで求め一覧すると，表3－

6のようになる。第1因子は，「週給」「地域所得」など

が関係深く〈所得差〉を示している。第2因子には「公

借率」「民借率」「保護児童率」などが強く関係しており

〈民借性〉と規定できる。第3因子は「自家用車率」「ホ

ワイトカラー率」「最近5年人口増加率」「着工住宅率」

などが関係しており＜ホワイトカラー化〉とみなせる。

第4因子は「失業率」「75才以上人口増加率」「5才以下

5．00

4．35

3．70

3．05

2．40

ユ、75

ユ．10

O．45

表3－6

総　　人　　口
入　□　密　度
5才以下率
高　齢者　率
英連邦出生率
着工住宅数
公営移動率
持　　家　率
公　　借　　率
民　　倦　　率
パスなし率
過密居住率
1人当り平均税額
保護児董率
高成績一卒業者率
農林漁業従事者率
金属関連従事者率
非鉄製造業従事者率
建設業従事者率
鉱業・電気ガス従蓼者率
サーヒス業従事者率
失　　業　　率
平均男子週給
平均女子週給
地域所得指数
自家用章所有率
人1コ増加率
社会階層（I〕
ネ士会階層（皿　）
社会階層（皿）
75才以ヒ増加率
　　　寄与率

人口・1住宅構成の因子分析（イギリス）

FACTOR1　FACTOR2　FACTOR3　FACTOR4　FACTOR5
　　　　　　　　　　ホワイト所得差　　民借姓、　　　　　ブライト化　公倦性　　　　　　　　　　カラー化
O．57901●O．l0765　－0．23516　－0．17450　－O－33855
0．66194●O．02011　－O．59530●一〇．02328　－〇一24794
0．29445　－O．07863　0．17065　0．81709●〇一09757
－0．45906●O．13885　－0．13949　－O．51482●一0・13424
0．77229●O．02854　－O．09864　0．05132　－O・07952
0．05785　－0．21215　0．56292●O，46541●0・14280
－O．19496　－O．12520　0．04439　0－374C5　－O・17754
－0．05577－O．36143　0．30584－O．12138　－O・76640●
O．12］73　－O．25555　－032608　024579　071835●
一〇．08336　0．89846●0．06194　－O．19545　－0・02698
－O．08・190　0．87377●一〇．l0204　0．27399　－O・04956
0．05661　0．54231●一〇．14767　0．35932　0・69986●
O．25510　0．81100●0．12762　－O．19687　－O・04823
－O．02／89　0．97415●一〇．12770　－O．09804　0－07605
0．06649　－0．22066　014344　－OO1865　084947●
一0．49218●O．O0884　0．32714　－O．16480　n－17584
0．14438－0．08692　－0．08917　0．25513　－O・44745●
O．O0733－0．12067－O．07322－O．04564　0・02338
－013549　0．01591－O．06362－O．04382　0・51142●
一〇．25898　－0．07292　－0．27300　－O－02408　0・09007
018537　0．18627　0．12523－O．08480　0・08933
－O．17035　0．00567　0．O1311　0－91070●一〇・O1312
081771●一〇．08506　0．08681　0．04157　0・26994
079，524●0．02166　0．15333－O－05377　0・02431
0．881371●O．02131－O．04427－O．08416　0・13956
－O，l0889－O．02287　0．87761●一0－03884　－O・30504
－O．14504　－O．02087　0．82240●O，19395　0・04877
0．20062－0．03030　0．82775●一〇．ll066　－O・l0292
0．22259　－O．12376　－O．27333　－O．20914　－O・04917
－O．02677　－0．l0443　－O，55933●一〇．05155　0・28560
－O．08372－0．O1793　－O．O1600　0．89802●O・15849
　21，7　　19，9　　16，6　　15，7　　10・6
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人口率」との相関が強く地域の＜ブライト化〉を示して

いるとみられる。第5因子は「公借率」「高校高成績卒業

者」「過密居住率」などで〈公借性〉を示しているとみら

れる。

　各因子の寄与率は，第1因子が212％，第2因子

19．9％，第3因子16．6％，第4因子15．7％，第5因子

10．6％である。日・米のように第1因子と第2因子の寄

与率がとくに高いという傾向を示さない。第1から第5

因子までの因子得点の組み合わせの差によって，人口，

住宅の構成からみた都市の性格はかなり多様化するとみ

られる。David　Domisonは，℃ood　City”の著書におい

て，イギリスの都市についてクラスター分析を行ない，

　「大都市」「郊外住宅地」「リゾート」「工業都市」「鉱業

都市」などといった，ひじょうに性格の異なるグループ

に分けられることを指摘しているが，本分析の結果も同

様のことを暗示している。

　2）地域の性格分け

　地域の性格分けを行なうため，各因子の組み合わせに

よって散布図をつくると，第1因子と第3因子，第1因

子と第5因子を直交座標にとったものが，比較的よく地

域分類を示しているようである。その図を図3－5に示

す。

　まずF1とF3を軸とする散布図についてみると，Aと

Bはホワイトカラーの多い地域，Cは地域所得が抜群に

高い混合地域，Dはブルーカラーが多い地域，Eは所得，

職業がともにミックスしている地域，Fは所得が相対的

に低い地域である。

　F5は公借性を示しているので，それとF1との関係を

みると，P，Qのようなウエールズ，スコットランド，北

アイルランドなどの貧困地帯で概して公共住宅のストッ

クが高く，地域所得が著しく高いロンドン大都市圏は別

格にして，中部大都市圏の公共住宅のストックの相対的

低さがクローズアップする（図・略）。

4　目・米・英の大都市圏の住宅テニュア分布の比較

4－1　比較分析の方法

　これまで国レベル，全国都市レベルの住宅のテニュア

分布構造の比較検討をすすめてきたが，マクロな傾向と

して，中都市・小都市では持家が支配的なテニュアであ

り，大都市では借家が支配的な点が明らかとなった。そ

こで本章では，東京・ニューヨーク・ロンドンをとりあ

げ，三国の典型大都市圏を対象に，そこでのテニュア分

布をクローズアップし比較検討してみる。

　対象圏域として，東京圏は図4－1のごとく住宅統計

調査がとりあげた「京浜都市圏」を採用し，そのなかの

全都市132である。東京都は区単位までみているが，横浜，

川崎は全市1地域としている。資料は昭55年国調，昭58

年住調である。ニューヨーク圏はRegionaｌ PlanAssoci-

ationが研究対象としている都市圏を採用し，County，

boroghを単位として31地域全域を対象とした。資料は

1980年センサスである（図4－2）。ロンドン圏はG．L．C．

行政区域内の33のboroghを対象とした。資料は人口関

係は1981年センサス，住宅関係はNationaｌ Dwelling

and　HousingSurvey，1977によっている（図4－3）。

4－2　大都市圏のテニュア分布

　まず3大都市圏の持家率の分布を人口の規模・密度ラ

ンク別に比較すると表4－1の通りである。ニューヨー

ク圏が74％から21％で，分布の範囲がいちばん大きい。

東京は68％から42％まででそれにつぐ。都市圏全体とし

ての持家率はニューヨークとほぼ同じである。ロンドン

は全体の持家率は42％であるが，規模・密度が低い地域

から高い地域になるにつれて持家率が低下していくと

いった分布を示していない。これは大都市圏全体で公借

率は36％で，そのストック量は多いが，その立地が必ず

しも市場法則に従っていないため，ニューヨークや東京

の傾向があてはまらないと考えられる。

　これまでの分析では持家率と戸建率の相関は密接で

あったので，人口規模・人口密度別の戸建率の分布をみ

てみると，東京に比しニューヨークの方が分布の範囲は

広い（表4－2）。とくに人口50万以上，人口密度200人／

haを越えると，戸建率は10％前後に極端に低下してい

る。ロンドンは全体で戸建率は5％しかない。そこで2

戸1率についてみると，人口規模・密度にあまり関係な

く15～20％の地域分布となっている。ロンドンの集合率

は人口規模・密度と明瞭な順相関を示しており，41％か

ら87％まで分布している（表・略）。

持家率と戸建率との相関をみると，東京，ニューヨー

クともに相関性はきわめて高い。ロンドンも，戸建率の
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図4－1　対象とした東京大都市圏
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表4－1 3大都市圏の人口規模・人口密度別平均持家率

　　　　　＜東　京＞　　　　　　　　　　　　　＜ニューヨーク＞
　　　　　　全都市圏　　　58．1832　　　　　　　全都市圏　　　60・8226

人［］　1．UNDER　99．999　63．5142　人口　1．UNDER　99．99973．6000
／削．一10000　　64．3965　ノ削・一10000　　73・6000

　／㎞2．10000二20000　46・7504
　　　　　　　　　　　　　　　　人口　2．1OO，OOO－199．999　73．9333
人［12．1OO．OOO－199．99957．6453　／削．一10000　　73・9333
　～1．一10000　　　58・5601
　／㎞2．lO000＿20000　　48．4971　人口　3，200，000－499・99967・8667
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ㎞1．一10000　　　68．7375
人［13，200，O00－499．99951．7236　／㎞2．10000－20000　60・9000
　ノ㎞1．一10000　　　59－7841
　／㎞2．10000－20000　　43．2086　人口　4．5001000－999199957・3111
！削．20000－　　34．2988　／山．一10000　　63・7333

　　　　　　　　　　　　　　　　　／㎞2．10000－20000　51・8500
人口4，500，000－999．99944．5329　／㎞3．20000－　　29・7000
　／㎞1．一10000　　　57．1566
　～2．10000－20000　42．0082人□5．OVER1MILLION40・4500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／㎞1．一10000　　　79．9000
人口5．OVER1MlLLlON48．2007　川2．10000－20000　78－9000
　／削．一10000　　48．2007　／㎞3．20000－　　20・9750

表4－2

人口　1．
　／㎞1．

人口　2．
　／㎞1．
　／㎞2一

人口　3．
　／㎞1．

　くロンド！＞
　　全都1市圏

UNDER　　99，999
－10000

100，000－199，999
－10000
10000－20000

200，000－499，999
－10000

3夫都市圏の人口規模・人口密度別平均戸建率

　　　　　＜■東　京＞
　　　　　　全都市酋　　　59－5597

人□　1．UNDER　99．999　67．9901
　／㎞1．一10000　　　69．2005
　／㎞2．10000－20000　44・9944

人口　2．1OO，000－199．999　60・3069
　ノ㎞1．一10000　　　62．5650
　／㎞2．10000－20000　37．7257

人口　3，200，O00－499．999　47・7052
　／㎞1．一10000　　　62－0705
　／咄2．10000－20000　31・0641
　／㎞3．20000－　　　25．4471

人口　4，500，000－g99．999　38・2144
　／㎞1．‘一10000　　　47－5546
　／㎞2－10000－20000　36－3464

人口　5．OVER1MILLlON42，l007
　／山一10000　　　42－1007

　　　　＜ニューヨーク＞
　　　　　　全都市圏　　　57．0903

人口　1．UNDER　99．99975．7500
　／㎞1．一10000　　　75・7500

人□　2，100，000－199．99974．8667
　〃1．一10000　　　74・8667

人口　3，200，000－499．99964－9555
　ノ㎞1．一10000　　　67・0375
　ノ㎞2．10000－20000　48．3000

人□　4，500，OOO－999．99950．8222
　ノ㎞1．一10000　　　59・6167
　ノ㎞2－10000－20000　43．8500
　　　3．20000－　　　12．0000

人口　5．OVER1MILL1ON33．3667
　／削．一10000　　　83・7000
　／㎞2．10000－20000　76．7000
　／㎞3．20000－　　　　9．9500

かわりに2戸1率についてみると，上の2都市圏ほどで

はないが，かなり両者の強い関係がみられる（図・略）。

　居住者の経済階層と持家所有の関係は，同一の指標で

比べられず，日本と米国は収入概念で，英国は職業概念

人口　1．
　／㎞1．

人口　2．
　／㎞1．
　／㎞2．

人口　3．
　／㎞1．

　＜oンドン＞
　　全都市圏

UNDER　　99，999
－10ClOO

1OOl000－199，999
－10000
10000－20000

200、一000－499，999
－lOO00

42．4848

1－3000
1．3000

37．2500
39．8000
21．9500

48．8444
48．8444

17．2394

0．4000
0．4000

14．0929
16．2583
1．1000

20．6222
20．6222

注）ロンドンの戸建率は全体で5％と低率
　であり，上は2戸1率についてみたも
　のである。

でみた。同一視点での評価は下せないが，ニューヨーク

は高収入化に伴う持家化がかなり明瞭である。ロンドン

もブルーカラー層における非持家化が割合でている。東

京はマクロには収入との関係がみとめられているが，か

なりあいまいである（図・略）。
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　表4－3
＜東京＞

総　　人　　口

人□増加率
人　口　密　度

幼年人口　．率

高齢人口率
専門技術管理従事者率

生産運輸従事者率

ホワイトカラー率（I）

世帯収入　低収入

持　　家　　率

公　　借　　率

民　　借　　率

戸　　建　　率

長　　屋　　率

集　　合　　率

建設時期　終戦前

建設時期　低成長期

設備欠陥　（共用）率

1人当り畳数（借家）

バスなし率

　　寄　与　率

＜ニューヨーク＞

総　　人　　□

人口増加率
人　口　密　度

5才未満人口率
65才以．上人口率

専門技術就業者率

製造業就業者率

ホワイトカラー化率

貧困世帯率
持　　家　　率

民　　借　　率

戸　　建　率
集　　合　　率

建設時期　39年以前

建設時期　70－80年

設備欠陥率
過密居住率

　　寄　与率

　＜ロンドン＞

総　　人　　口

人口増加率
人　口　密　度

5才以下率
高　齢　者　率

専門・管理率
熟　　練　　率

エリート特化率

非熟練特化率

持　　家　　率

公　　倦　　率

民　　借　　率

戸　　建　　率

2　戸　1　率

テ　ラ　ス　率

総フラッ　ト率

建設時期　戦前期

建設時期　64・年以降

設備欠陥率
過密居住率
バスなし率

　　寄　与　率

人口・住宅構成に関する因子分析

FACTOR1　FACTOR2　FACTOR3　FAlCTOR4
　　　　　　　　　ホワイ　ト借家性プライト化　　　　公共住宅性
　　　　　　　　　カラー化

O．62961●一〇．17872　0．（16693　－O．24949

－0・48853●一0．69120●O．02903　－0．03646

091216●017037　017662　－004006
－O．60414●一〇．69416●一〇．32168　0．06748

002822　093895●O18620　－006089
0．32742　　　－0．14683　　　0．85019●　　0．03727

－0－31690　－O．16337　－0．88484●O．03579

0．41489●　0－07568　0．86542●一〇．04670

0．57421●O．61990●0．02320　0．10514

－084912●014622　－029206　－034434
0．09114　－O．40081●〇一09229　0．74929●

0878040　　007524　　　　026619　　　＿O06276

＿〇一837680　　0．08058　　　＿OI40522●　＿0．23111

－0．07691　0．13453　－0．22866　0．80845●

084469●　＿013310　　　　042071●　　011594

－038125　且85120●一008668　－001827
－O・04558　一且幽●一0．09965　0．14215

0．85261●O．31066　0．19335　－O．15834
＿0．04585　　　　0．39333　　　　0．73528●　＿O．25974

091386●　032028　0（〕7456　002203

　45，4　　　　　　20，9　　　　　　11．0　　　　　　　6．8

FACTOR1　FACTOR2　FACTOR3
借家性エリート化スプ111l一ル化

0．53502●O．／1492　－O，55259●

一0．62124●O．18054　0．59624●

O．81537●　O．24101　－O．18101

0．19712　0．07572　0．89239●
O．25069　　　　0．］0881　　　－O．05776

0．10565　0．83404●一0．03876

－0－07761　－O．91939●一〇．06157

0．06123　0．91034●　O．09976
0．93584●　　O．17497　　　　0．15074

－098355●一006161　012658
O．98355●　　O．06161　　　－0．12658

－0．96982●一0．04075　0．14218

091607●　　019161　　－O．19742

0．81692●一〇．27476　－0．05019

－O．64577●O．22439　0．55707●
0．94539●　　O．07326　　　－O．01177

0．95389●　　O．13570　　　　0．05456

　54，6　　　　　　　17．2　　　　　　　　8．9

FACTOR1FACTOR2　FACTOR3
　　　　’ブ　ル　ー
借家性カラ＿化持家化

一0・04210　0．64935●O．68180●
一0・73089●一〇．31644　－O．47672●

O．93105●0．04207　0．08368
－O，07763　　　　0．88592●　　O．17222

0・04966　0．11249　0．47851●
一〇．26879　－O．95815●一〇．01317

－O．03139　0．94481●一〇．04435

－O．08199　－O．91660●一0．38253

0．70206●　O．33680　－O．20622

－0・78104●0．04442　0．59584●

0．43015●0．19473　－0．83937●

080632●一044426●O．31327
－O－76735●一〇．04339　0．27801

－0－87380●O．07449　0．29982

－O．25619　0－44752●　O．25938

0．85306●一0．26477　－O．35213

0・13905　0．02346　0．92750●
一0－O1580　－O．42073●一0．88518●

O．88564●　　　O．08948　　　　0．24152

0－79247●　O．30776　－O．11633

0．90116●　一〇．05210　　　　0，297C1

　43，4　　　　　　33．O　　　　　　17．7

4－3　人口・住宅構成に関する因子分析

　　3章で行なったのと同様に，3大都市圏の人口・住宅

の構成にかかわる基本指標を設定し，それら指標を関係

づけている基軸因子を因子分析によって探ってみた、指

標にはもちろん3大都市圏にほぽ共通するものを20前雀

とりあげている。

　3大都市圏について因子分析を行ない，求めた因子負

荷行列を…覧すると，表4－3のようになる。

　東京は第1因子〈借家性〉、第2因子＜ブライト化〉，

第3因子＜ホ；ワイトカラー化〉となり，それぞれの寄与

率は，45．4．2019，11．Oである。

　ニューヨークは第1因子＜借家性〉，第2因子＜エリー

ト化〉，第3因子＜スプロール化〉で，寄与率は54．6，17．2，

8．9である。

　ロンドンは第！因子＜借家性〉，第2因子＜ブルーカラー

化〉，第3因子＜持家性＞で，寄与卒は43．4，33．O，17．7

である。

　3大都市圏のいずれも＜借家性〉が第1因子になって

お『），借家の存在形態が大都市圏の住宅配置の鍵を握っ

ているのがわかる。なかでもニューヨークが第1因子の

寄与卒がもっとも高い。＜借家性〉の内谷は三つの都市圏

で少しづつニュアンスが異なる。ニューヨークの＜借家

性〉の中味は，人口密度が高くなると借家率が高くなり，

居住者に占める貧困所帯の割合が高く，また住宅は戦前

のもの多く，設備に欠陥あり，過密居住も多いというこ

とを意味している。いわゆるインナーシティ問題が見事

に浮き上がっている。

　東京の＜借家性〉は木賃アパートの性格をどの程度有

しているかを示したものといえる。居住者は概して低収

入層が多いかブルーカラー層への片寄一）は必ずしもな

く，ホワイトカラー層も吸収している。若年の単身・新

婚層との緒て一バつきが強いと考えられる。

　ロンドンの場合の＜借家性〉の中味は，ニューヨーク

と割合似た内容となる。違っているのは戦前借家のス

トックが少ないことである。F1の公借率との相関係数が

O．43であることからみて，＜借家性〉の中味は民間借家の

ありようでかなり決まっているものの，公営住宅の存在

も一定程度かかわっているとみられる。

4－4　三大都市圏の地域分けの比較

　第2因子の内容は三つの都市圏でかなり違う。した

がってF1とF2を直交軸にとって散布図をつくると（図

4－4，4一一5，4－6），地域の並び方はかなり違った

ものになる。

　東京の第2因子の＜戦前ストック〉の内容は，戦前住

宅の比率が高いことと高齢人口率が高いことの二つを表

わしている。農村性の高い都市が該当しているかもしれ

ないと考え，F2の得、点の高い都市と低い都市についてこ
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図4－4 東京大都市圏の地域分け
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の点を点検してみたが，その傾向はなかった。F1につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　まとめ
ては，因子得点が高い場合は借家性，低い場合は持家性

がでているとみてよい。したがって散布図は，借家か持　　　　前年度は時間軸の視点から三国の持家所有の推移を分

家かという点と戦前ストックの多寡によって，AからG　　　　　析してきたのを受け，今年度は空間軸の視点から，三国

までのグループに分かれるようである。　　　　　　　　　　　　　の住宅テニュア分布構造（持家と借家の分かれ方）を，

　ニューヨークの第2因子は正で値が大きいとホワイト　　　国レベル，都市レベル，大都市圏レベルで比較を行なっ

カラー，とくに専門技術への特化が著しく，負のイ直が大　　　た。その結果をまとめるとつぎのごとくである。

きいとブルーカラーへの特化がすすんでいることを示し　　　　1）「都市性」の指標を人口規模・人口密度にとった場

ている。第1因子はもちろん借家と持家への分化を示し　　　合，日本とアメリカでは都市性が強いほど借家率が高く，

てい乱したがってF1とF2の散布図をみると，A1高級　　　都市性が低いほど持家率が高いという点で，テニュア分

アパートが核になっている地域，B，C：一般アパー卜普　　　布は相似の構造をもつのに対し，イギリスのテニュアの

及地域，D，E：一般持家地域，F，G，H：高級持家地域，　　　空間分布は同種の傾向がみられず，持家，公借，民借の

にかなり判然とした地域分化がすすんでいるようにみら　　　地域特化が，地域の繁栄・衰退とオーバーラップして，

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多様な住宅地の顔をつくり出している。

　ロンドンの第2因子は，正の値で高いと熟練工への特　　　　2）都市レベルでみた日本とアメリカの差は，アメリ

化が強く，負で高いと専門技術か非熟練への特化が強い　　　力が都市性が強いほど借家化，集合化がすすみ，弱いほ

ことを示してい乱F1とF2による散布図の地域分けは　　　　　　ど持家化，戸建化がすすみ，全体としてテニュア分布は

A：ブルーカラー賃貸地域・B：ホワイトカラー賃貸地　　　　　　土地利用の高度化とパラレルな関係を示しているのに対

域，C，D，E：混合地域，F：一般持家地域，G：高級持　　　し，日本はアメリカに比して都市性が強い地域に持家化

家地域となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がシフトしている傾向がみられ，全体として日本のテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュア分布は「都市性」より「階層性」にバイアスがか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）東京，ニューヨーク，ロンドンの三大都市圏のテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュア分布で共通している点は，借家の存在状態がテ
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ニュアに関する地域特性を決めていることである。とく

に前二者でその傾向が割合に明瞭で，東京は木賃アパー

ト，ニューヨークは戦前建築の老朽化したアパートのス

トックのありようが，テニュア変化の去就を握っている。

　4）日本は都市性が低い地域での戸建持家化の一層の

進行，都市性の高い地域での民借全般のテニュア転換に

よるコンドミニアム化を考えれば，アメリカを凌ぐ持家

率になる可能性がある。

補論　酉ドイツの持家住宅の推移過程

　本章では西ドイツの住宅の所有関係についてみようと

するものである。前編でみたように西ドイツではヨー

ロッバ内の他の国と比べても持家の比率が低い。1978年

の1％住宅抽出調査によれば居住されている全住宅

2，173万8,000戸に対して借家住宅は1，383万2，000戸，つ

まり63．6％となっている。その実態および背景について

探ってゆき，いわゆる先進国のなかでは持家率の高いわ

が国に対する今後の方向についての示唆を引き出してゆ

こうとするのが本章の全体のなかでの位置づけである。

1　借家住宅の発生

　借家の形態は都市的居住としての性格をもっている

が，ここで都市の発展と借家の発生について概要をみて

ゆく。

　中世の時期には市民、手工業者は自分の召使，徒弟，

職人などと一緒に居住するという形で主人の家に一緒に

住みこむという形が一般的だった。今日的な概念を用い

れば持家が一般的だったと言える。しかし12，13世紀に

なると，都市人口は急激に増えてゆき，この頃にはKauf

bricht　nicht　Miete（家屋の転売は賃貸しを中止せず）と

いう原則が社会に行き渡った。ここから借家が既に或る

割合で存在していたことがわかる。

　夫婦，子供を中心とした家族意識は16，17世紀に現れ

始めるが，それは同時に市民階級の間では使用人と距離

を取るという傾向としても現れてきた。この傾向の上に

使用人は独自に住居をもつという“職住分離’’の萌芽が

現れてきたのであろう。

　それまでの“持家”形態にかわって近代的な意味での

借家供給はとくに19世紀の産業の工業化と賃金労働者の

都市集中という現象の中で現れてくる。

2　工業発展に伴う都市化と人口推移

　ヨーロッパでは工業化発展を開始した時期は一様では

なかった。そして，それが遅く開始すればするほど，そ

の分，経済的な変化の度合，都市化の度合いは急激であっ

た。イギリス，フランス，ベルギーに続いて工業化が比

較的遅く起こってきたドイツについてもこれは該当す

る。

　ドイツの地では1850年の頃に産業革命が始まった。そ

して，これは1871年の帝国の成立以降の何年かの間に，

その動きに加速度が加えられた。これには普仏戦争によ

る巨額の賠償金が流れ込んできたことも大きく関係して

いる。この頃には各都市で拡大が進み，当時，都市発展

の障害物と考えられていた都市壁も取り壊されてしま

う。多くの都市にみられる都市壁の外部に，それに沿う

形で建設されたNeustadt（新都市）もこの時期のもので

ある。1910年頃がこの発展の頂点となった。

　19世紀の前半ではまだ工業施設は分散し，規模も小さ

かった。1850年以降のドイツの急激な突然の工業発展は

規模と速度では世界の経済史の中でも比類のないもので

あった。

　当時みられた急激な人口増加は，産業革命に先行する

何十年か前に起こってきたもので，これは18世紀末の農

業の生産性の増加にそもそも理由を求めるべきだとされ

ている。

　ドイツでは1807年，1811年，1816年の政令によって農

奴解放（Bauembefreiung）が行なわれ1816年から1865年

にかけての人一口・農業革命が起こる下地がつくられる。

この人口増加の傾向は，工業化が始まっても継続して

いった。例えば1816年から1871年の55年間に人口は1．49

倍に増加し，1871年から1910年の39年間には1．74倍に

なっている（表・略）。

　都市の人口割合は人口2万以上のものをとってみると

1871年の12．5％から1925年の40．5％へと大きな増加をみ

せている（表1）。

　ルール地方では人口は1871年には91万3，000人，1910年

には352万1，000と増加し，ケルンでは1880年では人口は

14万5，000であったのが1910年には58万8，000と増加して

いる。デュッセルドルフでは，それぞれ9万5，000から35

表一1　ゲマインデ（市町村）の規模段階とその人口
　　　の全人口に対する割合

ゲマインデの人口規模
ドイツ帝国1871　　1925％　　％ドイッ連邦共和国　1967％　実数〔万〕

2000～5000（農村都市）12．4 10，8 12．2 729．9

5000～2万　（小都市）11，2 13，1 18．2 1091．9

2万～1α万（中都市） 7．7 13．7 16．4 985．5

10万以上　　（大都市）4．8 26．8 32，5 1943．5

都市人口合計 36．1 64，4 79．3 4750，8

2000までの農村ゲマインデ63．9 35．6 20．7 1236．5

合　　　計 100．O100．0100．0 5987．3

出典；Akademie㎞er　Raumforschmg　und　Landes－
　　planung　（Hrsg）　＝

　　Handwoerterbuch　der　Raumfor　s　chung　und
　　Raumordmmg（2Aufl．）．Hannover1970．S．

　　　3081
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万8，000という増加をみせている。

　　ドイツは1871年以降，英国では既に何十年か前に直面

した都市問題，住宅問題を克服する必要があった。その

間に大きな変化の意識が発展してゆき，人が与えようと

した回答は，初期の工業化の時期の英国よりもひじょう

に広範で，考え抜かれたものであった。例えば住宅改良

運動に主導的な役割を果たしたV．A．Huberも一時期

イギリスに渡り都市，住宅問題の状況をつぶさに見てい

る。

　戦前の借家住宅の状態を知り得るものとして1941年の

データをとりあげたい（表2）。ここにみられる分類で今

日の住宅統計の借家にあたるものは「1）個人賃貸住居」，

「2）農村住宅」の一部，「3）アイゲンハイム」の2家

族住宅の半数，「5）企業・公務員住宅」，そして「8）公

益住宅企業」，「9）財団の住宅・公的所有の住宅」になり

60％を少し上回る割合になる。このことは当時の持家の

割合は現在のものと比べあまり違いがなかったことを示

唆している。

　工業化の急激な発展の中で住宅の権利構造の大きな変

化があったと思われるが，ここではそれを詳細にみるこ

とはできないが，当時の労働者の都市集中の中で借家経

営はかなりの利潤を生み出すものであったと考えられ

る。上にみる構造は第1次世界大戦後の，現在にいう公

益住宅企業と公的な側の活動が大きく影響を与えている

（表3）。

3　現在の住宅の権利関係の構造

　持家率の戦後の推移は表4のようになる。初期には現

在よりも持家率は低かったことがわかる。1950年では第

1次住宅建設法，1956年は第2次住宅建設法が制定され

た年で，1965年は住宅の強制経済を廃止する“解除法”

（Abbaugesetz：1960）が制定され強制経済が徐々に取り

除かれつつあり，戦後の直接の住宅難は終わったとみら

れる時期になる。

　持家率は微増ではあるが増加している。しかし，或る

予測では1978年には持家率が38％に達するとみられてい

たにも拘らず依然として36％という割合に留まってい

る。

　この持家率を1972年について構造的にみてゆくと，居

住されている住宅では34．5％になる。市町村の規模別に

みたときには人口2万を下回るものでは半数以上が持家

であるが，人口10万を超える都市では16．2％にしか過ぎ

ないことがわかる（表5）。

　フローの持家部分，あるいはストック内の権利変換に

よる影響はきわめて少ないといえ，この時点のストック

の構造はほぼ現在も通用するものとみなせる。

　ここで大都市の例としてアーヘンを採用して都市内の

権利構造についてみてみたい、、アーヘン市は人口24万

表－＊　1941年の住宅ストックの構成

住　宅　の　種　類 実数Cヨ）％

借　家　建　物約650万
1）個人賃貸住居 36．4

一家族・二家族住宅約20万

農村家屋建築 約270万
2）農村住宅

5農業労働者・職員 20．1
約100万

一家族住宅 約210万
3）アイゲンハイム 22．5

二家族住宅 約205万

4）借家所有者の個人利用住居 約100万 5．5
「

工　　業 約40万

5）企業・公務員住宅家屋管理人 約20万 4．9

官　　庁 約30万

6）非住宅建築 約10万
1．3

7）バラッ　ク 約15万

8）公益住宅企業 約120万
9．3

9）財団の住宅・公的所有の住宅約50万

合　　計 1840万 100

出典：Spoerhase．R．：Wohnungsuntemehmmg－en
　　imWandel　der　Zeit．Hambunrg1946．S．150

表一3　ドイツ帝国の住宅建設と建築主

個人建築主 公益住宅協会 公的団体 計同
年度

戸 ％ 戸 ％ 戸 ％

1927 169395 60．378426 27．933269 11．8281090

1928 180900 59．690889 30．031538 1O．4303327

1929 173139 55．5109121 34．930010 9．6312270

1930 156754 51．3一21394 39．827148 8．9305296

1931 118749 51．792587 40．318492 ＆o 229828

一932 91672 70．427282 20．911337 8．7130291

1933 99660 75，419546 14．812986 9．8132192

1934 133542 70．530187 15．925760 13．6189489

1935 154劉5 73，040050 18．917127 8．1212022

1936 194631 69．371101 25．315246 5．4280978

1937 201672 65．691253 29．714629 4．7307554

1938 163251 59．396973 35，314848 5．4275072

出典：Spoerhase．R、：WOhnungs－Unternehmungen　im
　　　Wandel　der　Zeit．Hamburg1949．S．148

表一4　西ドイツの住宅の権利関係

権利関係1950協 1956協 1965陶

－332－



2，700（1980年6月30日現在）でドイツの中では27番目に

大きな都市である。

　当市では1968年の住宅・建物調査によると6万3，255戸

の住宅が存在し，うち85．4％が借家（転借借家も含める）

で，14．5％が持家となっている。借家のうち，社会住宅

は45.4％（約2万2,660戸），持家の場合で34.9％（約3,210

戸）となっている。

　借家住宅の多い地区は，都心部では90％以上にのぼる

ものが多くあるが，農耕地，森林を含む人口密度の低い

周辺部になるにつれて50％を下回る地区が表われてく

る。表5と比較してみた場合，持家率では小さなゲマイ

ンデとほぼ同じ割合となっている。

　このような傾向，つまり大都市ではきわめて多くの借

家住宅が存在し，しかも都市的集合住宅の多い都心部で

は圧倒的に借家居住が行なわれているという傾向は，

アーヘンに限らず，どの都市にも共通していると言える。

4　現在の低い持家率の背景

　ドイツ連邦共和国の持家率の発展は公的な側からの資

金投入を背景としてみる必要がある。大まかな推計では，

国は1950年から1974年までの間に全体で1，800億マルク

の資金を住宅建設に投下した。そのうちの800億マルクは

住宅所有の促進につながるものであった。このような高

い公的な資金投下にも拘らず，ドイツ連邦共和国の持家

の割合の不十分な発展は何度もつぎのような議論をもっ

て理由づけられている。つまり：

－持家住宅の取得に際して必要とされる大きな支出，

－高い自己資金を必要とすること，これはとくに家族財

　産が戦災によって失われたという点にも関連するもの

　である，

－意識的に“スプロール”（Flaechenvernichtung）を抑制

　しようとする都市計画の結果として建築敷地を“自由

　に扱えない点”（schｌechte　Verfuegbarkeit）と高い建築

　用地費，

－家族住宅の分野では十分な建築能力のある住宅供給

　業者が少ないことと，個人建築主が高い割合になって

　表－5　ゲマインデの規模による住宅所有世帯の割合
　　　　　（1972年）

ゲマインデの規模所有世帯数 全世帯数 ％

2万を下回る 48／万0300 901万5380 53．4

2万から10万 138万4000 440万2860 31．4

10万を越える 122万2700 754万7760 16．2

合　　計 741万7000 2096万6000 100．0

出典1・Brech．J．（Hrsg．）：Wohnen　zur　Miete・　　
Weinheim　und　Base11981．S．113

・D．er　Bundnesminister　fuer　Raumordnung－
　Bauwesen　und　S　taedtebau：Das　Wohnen
　in　der　Bundesrepublik　Deutschland．Bonn

　1975．S．22

　いる点，

－住宅ストックの借家住宅から住宅所有への転換が十分

　に行なわれていない点，

等があげられる。

　西ドイツの住宅ストックに借家が多くみられることは

表6のように戦後の自由融資住宅や社会住宅の借家に加

えてさらに戦前から引き継いだ借家ストックの果たして

いる役割が大きい。また戦後の大量の住宅建設は借家供

給をもっての方が行ないやすかったこと，そしてそれを

支えた3，000という数で存在する公益住宅企業の存在も

大きな意味がある。そしてその借家市場を支えいる役割

を住宅手当制度が果たしているということができる。

　庭付き持家の希望者は西ドイツでも調査で80％になる

という結果が出ているが，戦後の借家住宅供給が供給構

造に影響を残し，現実に借家供給の基盤が存在する現在，

住宅価格が相対的に高い（平均では6年分の収入）点も

みると住宅政策上の力点にも拘らず，持家住宅の割合を

上げてゆくには大きな困難が伴っている。

　表一6　1950年以降住宅（自由融資住宅と社会住宅）の
　　　　　全住宅ストックに占める割合（単位1万戸）

住　　宅
1950年 左欄のうち

年度 以降の建設の
ストック借家住宅一 自由融資住宅社会住宅

1950 1008．2 25．9（26％）4．7（18％）21．2（82％）
■

1956 1446．2240．4（16．6勉87．1（36％）153．3て64％）
一

1960 1703．7404，2（23．7妙159．9（40％）244．3（60％）
一

1965 1992．1581．5（29．2％）261．2（45％）320．3（55％）

■
1970 2080．771＆5（34．5％）343．2（48％）375．3（52％）

1
1975 23621 855．5（36．2％）439，2（51％）416，3（49％）

’
1976 2398．6874，5（36．5％）452．2（52％）422．3（48％）

1
1977 2436．9889．5（36．5％）461，2（52％）428．3（18％）

出典：・Doerhoefer．K．：Entscheidungen　und　Deter－
　　　　minanten　staatlich　ge1enkter　Wohnungsver－
　　　　sorgmg　in　der　Bundesrepublik　Deutschland．
　　　　Ber1in　1978．S．254
　　　・Der　Bundesminister　fuer　Raumordnung－
　　　　Bauwesen　und　S　taedtebau：Das　Wohnen
　　　　in　der　Bundesrepublik．Bonn1975．S．8
　　　・Statistisches　Bundesamt:Statistisches
　　　　Jahrbuch1981．Wiesbaden1981．S．221
　　　・Schwarz．W．：Formen　des　Wohnungsbaus
　　　　und　der　Wohnungspolitik（in：Brech・J．
　　　　〔Hrsg、〕：Wo㎞en　zur　Miete．Wei｛eim　md　Basel
　　　　1981）S．45
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