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非血縁者同士の共同生活の実態からみるシェア居住の有意性
-非血縁者同士の共同生活にみる居住者の関係性と空間の使われ方に関する研究
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１．研究の背景と目的
現在のシェア居住物件数は1,133件であり、5年前の259
件から約4倍に急増している1)。都市部においては若者同士
のルームシェアのようなシェア居住が流行しているが、そ
れを始めるきっかけの大半は、「家賃にまつわる経費が軽
減される」「寂しくなった時誰かが居ると安心する」とい
った理由が多く2)、同居人との人間関係において、非血縁
者同士で住むことの実質的な意義は見出しにくい。本研究
では、非血縁者同士の共同生活という観点で、漁村集落の
若衆宿や都市部の単身赴任アパートなどに着目する。それ
らの人間関係や空間共有の仕方の実態を把握し、血縁関係
には見られない独自性を評価する。その上で形骸化した現
在のシェア居住を批判的にみて、各対象事例のシェア居住
としての有意性を明らかにする。
２．調査対象の概要と調査方法
本研究ではシェア居住を拡大解釈し、非血縁者同士の共
同生活を「日常生活行為3)(入浴、衣服の着脱、移動、排泄
、食事など)を1つの場で共有しながら居住すること」と定
義して対象を選定し調査した。（表1）
３．共同生活の実態
(1)寝屋子制度(表4) 漁村集落である答志島の答志地区で
行われている若衆宿の制度。中学校を卒業した長男が同級
生同士５人程度のグループ（寝屋子）を作り、血縁関係の
ない仮親（寝屋親）の元で寝泊まりする。起源は若衆を１
つにまとめておいて、朝晩いつでも漁に向かえる備えるた
め。現在では、漁師に就かず進学や就職で島外に出る若者
が多いためである。漁のみの為の制度ではなくなり、昔と
比べると制度の内容は変容している。（表2,3）
寝屋子制度は寝屋親の絶対的な存在や冠婚葬祭時の助け
合いや祭事の結束力につながり、島全体の地縁形成に寄与
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している。また、寝屋子を卒業した後も朋友会としてこの
関係は継続していく。
(2)甲子ドミトリー(表5) 関西大学に隣接する築43年の元
学生寮に学生と単身中高齢者が混在している。銭湯のよう
な共同風呂があるのが特徴で、その他水回りも共同である
。個室に水回りは一切無い。
学生と中高齢者が共同生活を送る中で、学生の自活する
意識・高齢者の居場所・自然発生的な集団生活のための規
範の3つが生まれてくる。学生は中高齢者に直接的にも間
接的にも作用されている。
(3)カイラーサ(表7) 単身赴任者専用マンションで、各部
屋に水回りが完備されている。また、オーナー手作りの朝
食と夕食を共同食堂で提供している。
単身赴任居住者を食事面等で支えるオーナーの役割は非
常に大きく、会社の異なる単身赴任者という属性が異業種
交流を生み、朝食を渡す際に名前を点呼するシステムやラ
ンニング等での交流が、健康的で理想的な単身赴任生活を
生み出している。
(4)しまんと荘(表8) 住まい方はグループホームに分類で
きるが、個人事業主による賃貸コレクティブ住宅として計
画されている。個室以外全て共用部であり、建物全体がバ
リアフリー化されている。自立を目指す障害者がヘルパー
を自ら管理し暮らしている。
居住者同士の交流や助け合いによって共同生活が成立し
ているわけではなく、もともとの属性や建物のハードとソ
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フトの仕組み、ヘルパーや地域のサポートによって成立し
ている。また、自立を目指す障害者にとってグループホー
ムでも地域施設でもない生活スタイルを創造している。
４．まとめ 寝屋子制度では若者を地域の全体で育て、地
域愛を育む地域性がある。また、実親と違う視点で叱って
くれる寝屋親の存在や寝屋子同士で狭い空間を共有するこ
とで社会性を学んでいる。
甲子ドミトリーでは中高齢者が学生の不徳に対して注意
をすることや互いに生活のリズムを思いやることで共用空
間でのルールが発生し、社会性が育まれている。
カイラーサではオーナーの存在や共用空間でのコミュニ
ティの形成が地域のマラソン大会や運動会への居住者の参
加につながり地域性を形成している。また、単身赴任同士
であることによる暗黙のルールも形成されている。
しまんと荘では障害者の自立を促すためのハードとソフ
トの充実と地域のサポートで成立している。居住者が地域
表4 寝屋子制度の実態
寝屋子らは日々共に寝泊まりする中で、兄弟や親では話しにくいような恋
愛や仕事等の悩み事を相談し合っている。
寝屋親は仕事(漁)の相談や道徳の指導を行い、寝屋子と親子のよう
な関係に近づいていく。また、他人の親に預かってもらっているという恩義から、寝屋
親に叱られても寝屋子は反抗しない。物事に対して違う視点をもち、寝屋親がいること
で社会勉強になる。
寝屋子の親類等の葬式がある場合、仲間内で助け合う。答志では10年ほど
前から葬式も簡素化した。また、寝屋子の結婚式には寝屋親が仲人を務める。若者は青
年団に加入し、祭りの運営等を行っていく。
寝屋子制度に該当しない次男等も同級生と一緒に寝泊まりをして交流を深め
る。祭り等の帰省する者が多い時期は、仲の良い者同士で集まり、寝屋子を拠点とする。
寝屋子解散後は同級生で朋友会が結成され寝屋子の関係は継続していく。ま
た、島外で働いていた人もリタイアしてから朋友会や同級生の輪に入れてもらい、付き
合いを続けている。このような朋輩の関係は島全体の地縁形成に寄与している。
表5 甲子ﾄﾞﾐﾄﾘｰの実態
単身かつ低家賃ｱﾊﾟｰﾄに住む中高齢男性の事情を察して､学生は深くは
踏み込まないが､日常的な挨拶や相手次第では風呂で長時間会話することもある｡(図１)
学生が騒いでいる等すると､中高齢者は静かにするよう注
意し､ｱﾊﾟｰﾄ内の秩序を保つ｡それにより学生も近隣に迷惑をかけないよう意識した行動
をとるようなる｡
新入居者や学生の共用部の使い方が乱れている場合は､長期間住ん
でいる居住者が注意･対処する｡これにより共用部の使い方にﾙｰﾙが生まれ､綺麗に使われ
る等の改善がなされる｡このように住人間で揉め事やﾄﾗﾌﾞﾙには何らかのけじめがつき､
規範が生まれる｡(表6)
家族がいても実家に帰れない者や年金暮らしの高齢者にとって､離
れられない居場所として機能している｡
仕事等の生計を立てる上で生じる多少の迷惑行為に対しては､近隣
への細かな気遣いが見受けられる｡他者への生活事情の考慮は､住人の間で特に話し合い
も行われず､自然に共有されている｡
共同風呂では挨拶や会話が頻繁に行われており､その中でもお互いが快適
に利用できるような気遣いや居住者間の情報交換が見られる｡共同風呂は住人にとって､
単なる浴室としての機能だけではなく､同居人と最も顔を長く合わせる場所であり､共用
空間の中でも核となるものであることが分かる｡
表7 カイラーサの実態
: 食堂で朝食を提供する時に､食事の準備ができるとｽﾀｯﾌが大声で名前を
呼ぶ｡ 顔見知りの住人の名前を覚えるきっかけとなる｡
: 約3分の1の住人が毎朝ﾗﾝﾆﾝｸﾞをしており､週末はﾏﾗｿﾝ大会等へ出場す
る｡ 共同食堂を使い､買い出しから調理まで協力して｢晩餐会｣を開く｡このような活動
が毎週行われており､非常に密接な関係を築いている｡
:住人同士の細かな気遣いを前提とし､暗黙のﾙｰﾙがある｡料理ができな
い者は片付けを積極的にやるという行為が自然にできている｡
: 食事の提供やﾗﾝﾆﾝｸﾞ行為等により不規則な食事による不健康や家族との
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが疎遠になる等の問題とは無縁である｡（図2）
:朝食や夕食のほかに新聞やテレビを見るなどリビングのような使われ方を
されており、住人のコミュニティ形成の場になっている。（図3）
表8 しまんと荘の実態
居住者本人に対して掃除当番の役割が与えられる｡ﾍﾙﾊﾟｰに掃除を任せる
こととなり､この時間帯は外出を我慢している｡｢共同生活の意識｣と｢自立心の芽生え｣
が生活指標となる仕組みができている｡
自分の身体能力や生活状況を考慮しながら､自分に合う事業所を決
め､ﾍﾙﾊﾟｰを手配しなければならない｡居住者自身が自立した生活を送れるように努めな
ければならない｡
居住者は､外出中に街の人に頻繁に声を掛けられる｡店舗等でも
ｽﾀｯﾌとのやり取りは自分で行い､ときには介助してもらっている｡(図4)
自立したﾒﾝﾀﾘﾃｨを養える体制が整えられている｡複数のﾍﾙﾊﾟｰとの関わり
合いの中で､自ら介助体制を築き上げている｡家族や施設のｻﾎﾟｰﾄとは異なる細かな仕組
みが形成されている｡
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へ積極的に外出していることで地域住民がサポートしよう
とする地域性を形成し始めている。
以上のように各対象事例には、形骸化した現在のシェア
居住とは異なり、非血縁者同士で住まうことで共用空間で
のルールや社会性、地域性の形成などの新たなシェア居住
の価値や意味がうかがえる。
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ランニングに参加してからの生活の変化(n=9)(複数回答)
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10:40 しまんと荘を出発
10:48 病院に到着
ヘルパーと一緒に診察
11:25 病院を出発
帰り際に男性①と会話する
11:27 薬局へ到着し、
待ち時間に携帯電話ショップAへ
11:38 ヘルパーが勤める事業所の代表
②と出会い、挨拶する
11:40 携帯電話ショップAに到着
要望を店員に伝える
ヘルパーと別れる
13:55 携帯電話ショップAを出発
14:00 別の携帯電話ショップBへ到着
14:05 携帯電話ショップBを出発
14:06 パチンコ屋に到着
店員③にサポートしてもらう
16:45 パチンコ屋を出発
帰り際は店員③が送り迎えて、
休業日を伝えられる
16:50 しまんと荘に到着

居住者の外出実態(しまんと荘)
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