シェア居住の実態と評価に関する研究
-京町屋・大阪長屋と公私室型住宅の比較を通して その 2正会員
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1． はじめに
前報に引き続き建物別のシェア居住の実態と評価につ
いての報告を行う。本稿で主にヒアリング調査によって
明らかとなった京町屋および大阪長屋のある種ルーズな
空間をシェアよっていかに住みこなすかを明らかにする。
2． 入居にあたって
2.1.選択の理由
シェア居住の場（以下 SH）として京町屋や大阪長屋を
選択した理由で第一に挙げられるのは経済性である。同
規模の戸建て住宅に比べて安価で借りられることから、
少々古くて不便な面には目を瞑る傾向にある。加えてそ
の古めかしい感じを長所と捉える入居者も見られた。
空間的特徴を理由に挙げている例も見受けられる。あ
る京町屋 SH では店の間の空間を魅力的だと考え入居を決
めたという入居者がいた（図 1）
。
2.2.個室の割りあて
入居時の個室の割りあては、もともと間取りが他人と
の居住を想定したものではないので部屋の面積に違いが
あったり、共有部に接しているためにプライバシー性に
欠けるなどの長所短所が存在するにも関わらず、家賃は
均等割りにするケースが多く見られ、住人同士が和を乱
さないように多少の不便には文句をつけないようにして
いる。二階の部屋がいいが一人では持て余してしまうと
いう理由で一つの大部屋をカーテンなどで仕切って 2 人
で使用する例もあり、電話を個室では使わないようにし
て、友人も個室には上げないなどの暗黙のルールを設け
ることで住みこなしている（図 1）
。
3． 生活実態
3.1.空間の使い分けに関して
京町屋や大阪長屋の SH では前述したような不均質な個
室の環境を共用部との使い分けによって克服している。
たとえばリビングに接する個室では間仕切りを開け放つ
ことで、寝るためだけの小さな領域がリビングと一体化
して大きな領域となる。このような使い分けの様子は戸
建て住宅の SH でも見られ、リビングとの連続性を確保す
ることで広い居場所を同居人と共有している（図 2）。続
き間で引き戸を開け放つことで空間が拡大される京町屋、
大阪長屋はシェア居住の新しい可能性を秘めている。

事例：京町屋 SH DN
D1 と D2 が 12 畳の部屋をカーテンで仕切って使用し、個室を希望した D3 が独立した
部屋を確保している。貸しスペースとしての店の間は展示やバザーなどのイベントの
ときは地域に開放。それ以外のときは住人の居場所となっており ,D2 は LD やこのスペー
スを主な居場所として、個室は寝るだけの場所になっている。D1 も LD にいる時間が長
く、個室は読書程度にとどまる。両者は互いに音に気を使いながらも音楽を共有した
り不満はそれほどない。対照的に D3 は独立した居室を確保し、食事を含めほとんどを
個室で過ごすが、夏場は涼を求めて 1 階で過ごすことが多い。動線上洗濯物を干すた
めに同居人が D3 の部屋を通り抜けるが、それに関する不満はない。3 人がそれぞれの
居場所を確保し、普段から一緒に過ごすわけではないが、病気の際には助け合うなど
共助の様子が見られる。
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事例：戸建て住宅 SH MB
大学で同じ学科に通う 4 人の男子学生に
よるシェア。4 つの部屋は大きさは違うが長
所短所がそれぞれにあるため、家賃は均等
にしている。家事は分担しているが、友達
を呼ぶときのルールはなくお互い干渉はし
ない。基本的にリビングで過ごし、夜はみ
んなでゲームをして過ごす。音に関しては
気にはなるが許容している。洗濯や洗い物
は個別に行い、洗濯物などはそれぞれバル
コニーや室内で干している。

図 2．事例 MB
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加えて京町屋や大阪長屋では個室として用いるには小
さな 2～3 畳の空間があり、このような用途の曖昧な空間
を個室やリビングのような居場所の一つとして活用する
ことで様々な人々が集まる SH でもそれぞれの居場所を確
保することを可能にしている。ある事例では住人の 1 人
が共有の場である作業場と名付けられた２畳間に自分の
机をしつらえて日常的に仕事場としていた（図 4）
。
京町屋の土間空間は履き物を履かなければならない点
で不便だが、近所の人と話しこんだりするときは外でも
家でもないちょうどいい中間領域として活用される。
また庭にまで手入れが行き届いている SH はあまり見ら
れないが、縁側でビールを飲んだりしてくつろぐなど庭
という要素が生活に潤いを与えているといえる（図 1）
。
3.2.シェア居住ゆえの問題点
京町屋・大阪長屋の SH について、入居者は音の問題、
プライバシーがないことを問題だと捉えていることが多
く、入居時の懸念材料としても挙げられることが多い。
調査の結果からも誰もが生活音に関してはある程度の
不満は存在するものの、逆にその生活音に安心感を覚え
るという意見（図 3）や隣人がかける音楽をカーテン越し
に楽しむという意見もあった（図 2）。また多くの住人が
プライバシーがないと感じている。それは電話での会話
が筒抜けといった音に関するものだけでなく動線上誰か
の個室を通り抜けなければならない間取りも存在する。
しかし通る時に声を掛けてくれればあまり気にしていな
いという意見もあり（図 1）、一定の節度を守ることであ
る程度は許容できることが伺える。
3.3.地域との交流
京町屋・大阪長屋の SH では.地域との交流の様子が多
く見られた。この理由として京町屋や大阪長屋のあるよ
うな古い住宅地では地元に長く住んでいる住人との交流
が生まれやすいのではないかと考えられる。ある京町屋
SH では玄関に鍵をかけておらず、近所の住民が土間空間
まで勝手に入ってきて、「いるかー？」と声を掛ける（図
5）。そんな昔ながらの近所付き合いがシェア居住をする
若い世代にも持ち込まれその地域に溶け込むきっかけと
なっている。
4． 結論
京町屋・大阪長屋は用途が曖昧な個室や続き間のよう
なルーズさを持った空間を持つため SH に不向きとされて
いたが、その空間特性が居住者の行動範囲の拡大、居住
者間の交流を促進していることがわかり、地域との良好
な関係形成も期待できることが本研究により明らかとな
った。このような志向の住み手とシェアを許容する家主
をいかに結び付けるかが課題である。これによりシェア
居住が現在取り壊しの進む京町屋・大阪長屋といった伝
統的住宅のストック活用として有効であることがいえる。

事例：京町屋 SH JO
男子学生二人のシェア居住。二人は建築を学ぶ学生
でシェアにあたっての改修にも参加している。当初は
２階の改修ができておらず、1 階の六畳間に二人で寝泊
まりしていたが、改修後は階で分かれた別室となる。
音楽や読書などは個室と共用部で特に定まっておらず、
洗濯の際に B1 の部屋に入ってくるなど互いの部屋の行
き来も多い。仕事は LD に設けられた机で行う。パー
ティーなどの際は住人 B1 の荷物を 2 階に上げて部屋を
開け放して使用する。互いの音は少しは気にするが、
それが安心感を生み出していると評価している。

図 3．事例 JO

事例：京町屋 SH IS
知り合い同士の男性 2 人によるシェア。住人 F1 の親の所有していた京町屋を自主
改修し、住人 F2 の家賃 3 万に F1 が 2 万を加えた計 5 万を毎月 F１の親に支払っていた。
2 人は主に 1 階 LD でテレビを見て過ごすことが多く、F1 は仕事も 1 階の作業室に
設えた机で行っていた。お互い友人を個室に上げることはない。F2 のほうが大きな
部屋なのは F2 の方が負担額が大きいためである。LD の居心地には昔ながらの良さ
を感じているが、一方で土間を経由する動線や熱環境の悪さには不満があった。6
年のシェアを経て、F1 が京町屋の設備・環境面が生活スタイルと合わないと感じ、
シェアを解消。その後は F2 が店舗兼住居として利用している。

図 4．事例 IS

事例：京町屋 SH NK
男女の学生二人のシェア居住。大学時代の同級生同士の入居。男女でのシェアという
ことで開放的だがプライバシーのあまりない 1 階に住人 C1（男）が入り、２階に C2（女）
が入っているが、お互いが起きているときは建具を開け放しており二人は多くの時間を
2 階のリビングで過ごす。ダイニングは食事やお酒を飲むときのみ使用する。玄関の扉
に鍵をかけておらず、近所の人が勝手に土間空間にまで入ってくることもある。

図 5．事例 NK
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