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研究成果の概要（和文）：人口減少期にある日本の住宅市場では、高度経済成長期以降の持ち家取得層が高齢化
し、彼らの子どもたちの独立や中古住宅市場の低迷によって空き家が増加している。本研究は、大都市地域にお
ける空き家発生の実態調査とメカニズムの解明、空き家問題への取り組みを分析し、住宅市場や住宅制度等の背
景を考慮しながら大都市地域における構造変容の解明と包括的都市再活性化策の検討を目的とし、空き家発生メ
カニズムのモデル構築のために、住宅供給や住宅制度の側面から都市内部と郊外地域における空き家発生の実態
調査を行った。また、全国の自治体や地域住民による空き家対策や空き家の利活用について調査を行い、地理学
による地域貢献を図った。

研究成果の概要（英文）：In the Japanese housing market, which is in a period of declining 
population, the homeowners are aging, and the number of vacant houses is increasing due to  moving 
to elderly facilities, the independence of their children and the stagnant housing market. The 
purpose of this research is to clarify the actual condition and mechanism of vacant house occurrence
 in the metropolitan area, to analyze the approach to the vacant house problems, and to elucidate 
the structural change in the metropolitan area while considering the background of the housing 
market and housing system etc.  Based on these results, we aimed to consider comprehensive urban 
revitalization methods including utilization of vacant houses. And we try to contribute geographical
 study to regional revitalization.

研究分野： 人文地理学

キーワード： 空き家　都市衰退　高齢化　郊外　都市再生

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
従来の非大都市圏における空き家の問題とは異なり、高齢化の進行とともに深刻化する都市地域の空き家問題に
対して、特に大都市圏郊外地域や地方都市圏などのさまざまなレベルにおける空き家の実態調査の成果をもと
に、中古住宅市場の実態把握および全国の空き家管理ビジネスや空き家の利活用の取り組みについて多様な空き
家の利活用の事例を学術調査を行い、地域事情を反映した利活用の検討を行って地理学からの地域貢献を図っ
た。研究の学術的成果としては、空き家発生のメカニズムとして地域社会の高齢化との関連から解明を試み、ま
た空き家の利活用を分析した研究成果は、他分野の研究者との連携ができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
日本における空き家は、人口減少の顕著な山陰地方や大都市圏の縁辺地域での割合が高いが、

近年では郊外でも管理不全な空き家が放置され、環境衛生や防災や治安上の問題を引き起こす
例が後をたたない（由井ほか、2014；由井、2014）。空き家の増加と居住者の高齢化は密接に
結びついており、東京大都市圏においては、早期に宅地開発が多く行われた郊外地において高
齢者の割合が高く、所有住宅（特に戸建住宅）の卓越する地域で高齢化が進行している。これ
らが世代交代をへて空き家化しつつあるのである（久保ほか、2014）。さらに、都心部におい
ても既成市街地などで既存不適格住宅が管理不全なまま放置され空き家化している例があり、
大都市地域における空き家問題が深刻化している（久保、2014）。しかし、既存研究の多くは、
特定の住宅地における空き化の要因や空き家の分布を把握しようとしたものが多く、地域特性
の多様な地区（都心部、近郊、郊外など）からなる大都市地域で空き家が増加する要因は未だ
明らかにされていない。つまり、空き家増加のメカニズムは、地域条件の影響を受けて異なる
ものの、人口規模や立地条件、住民特性などの地域特性と空き家発生要因との関係を検討した
研究はみられない。また、空き家の問題は空き家所有者とその周辺住民・地域、それらを抱え
る自治体と様々な主体に影響を与えている。そのため、各主体による空き家問題への認識や対
応を明らかにすることも重要な課題である。 

 
２．研究の目的 
 人口減少期にある日本の住宅市場では、住宅需要の落ち込みに加えて、高度経済成長期以降
の持ち家取得層が高齢化し、彼らの子どもたちの独立や中古住宅市場の低迷によって空き家が
増加している。本研究は、大都市地域における空き家発生の実態調査とメカニズムの解明、空
き家問題への取り組みを分析し、住宅市場や住宅制度等の背景を考慮しながら大都市地域にお
ける構造変容の解明と包括的都市再活性化策の検討し、地域活性化に向けた地理学からの地域
貢献を図ることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
 研究方法として、現地調査に基づく空き家の実態調査、「住宅・土地統計調査」などの統計資
料の分析、空き家管理ビジネスや福祉目的への転用などについて空き家の利活用に関する現地
でのインタビュー調査、中古住宅市場について空き家の売買動向や不動産販売実績などに関す
る統計分析など、多面的な把握を試みた。 
 
４．研究成果 
 本研究は、大都市地域における空き家発生の実態調査とメカニズムの解明、空き家問題への
取り組みを分析し、住宅市場や住宅制度等の背景を考慮しながら大都市地域における構造変容
の解明と包括的都市再活性化策の検討を目的とし、主として以下の調査を行った。第一は、空
き家発生メカニズムのモデル構築のために、住宅供給や住宅制度の側面から都市内部と郊外地
域における空き家発生の実態調査である。この実態調査では、都市内部や都市郊外地域におけ
る空き家の分布の実態把握から、住民の高齢化との関連でとらえた。第二は、全国の自治体や
地域住民による空き家対策について調査を行い、空き家管理ビジネスや中古住宅市場の実態調
査などを通して、既存住宅ストックの活用等の地域事情に応じた包括的な都市再活性化策の取
り組みについて明らかにした。研究成果として、国内外の主要学会での発表や論文の成果発表
のほかに、日本語の図書と英文の図書を刊行することができ、地理学からの空き家研究をアピ
ールできた。特に、国際地理学会や社会学関連の国際学会では、海外の都市衰退をテーマとす
る研究者との意見交換し、今後の共同研究の展開について打ち合わせを行うことができた。 
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