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1.はじめに
中国では、1978年の経済の改革・開放を経て、個人によ
る住宅の売買が認められるようになった。その後、住宅は
個人による私有化が進められ、国家から分配されていた公
有住宅とは異なり、私有財である「商品住宅」による住宅供
給が政策の柱とされている。また、その購入者も、政府によ
る個人の住宅取得の奨励策により、近年は商品住宅を購
入する個人が増えている。そして、この個人を対象に販売
される商品住宅の多くは、住戸購入後に居住者自らが住
宅内部のインフィルのセルフビルドを行えるように、構造体
のみの状態で販売する「スケルトン型」という販売手法によ
り供給されている。このスケルトン型の販売は、購入者の要
望に応じた住宅にしつらえることが可能なため、非常に人
気を集めている。
本研究では、中国の都市住居において一般的となって
いる住宅インフィルのセルフビルドという行為について、地
方中核都市である大連市において行った居住者・住戸・業
者などの実態調査に基づいてその現状を明らかにし、セル
フビルドを成立させている仕組みについて考察を行うことを
目的としている。
調査は、2003年11月に大連市において、セルフビルドさ
れた住宅の実測調査、セルフビルドのプロセスの観察調
査、さらに、それらを支えると考えられる仕組みに関するヒア
リング・実態調査を行った。
2.商品住宅の供給の背景
2- 1.住宅政策の変化
1949年の建国後、中国政府は旧ソ連の住宅政策をモデ
ルとして、国家による一元的な住宅建設と都市民への等分
配を目指した。当初は政府による投資や旧ソ連からの援助
によって都市における住宅供給は改善の兆しをみせてい
た。
しかし、50年代後半になると、都市部の住宅は基本的に
全て国有化され、個人による住宅建設は行われなくなっ
た。更に、「国による一元的な住宅投資、単位（職場などの
組織）による低家賃での住宅供給」という住宅供給体制が
確立した。しかし、住宅の維持管理や新規建設に相当す
る家賃が回収できない状況にもかかわらず新たに住宅建
設を継続することにより、更なる支出の増大を引き起こし
た。このように住宅建設によって支出が増え、深刻な住宅
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不足と品質低下を引き起こすという悪循環に陥っていた。
その後、1978年の経済の改革・開放により住宅政策は
大きな転換を迎えた。政府は個人と単位による住宅建設を
奨励し、住宅供給については循環可能な家賃の徴収、個
人による住宅の取得の推進を行ってきた。更に土地の地
有償使用が制度化され、市場経済と住宅の商品化政策とと
もに不動産市場が形成された。
1980年代末からは、多くのディベロッパーが中国都市部
で誕生し、商品住宅という私有権のある新たな住宅供給を
開始した。こうして、開放後の住宅私有化を目指す住宅政
策は、「公有住宅の払い下げ」と「商品住宅の販売」により
実施されたのである。1998年には、従来の公有住宅の分
配は原則廃止され、商品住宅が住宅供給の柱と位置づけ
られ、その供給量は年々増加している（表1）。

2- 2.住宅インフィルのセルフビルドの流れ
公有住宅における住戸の内装は、基本的に必要最低限
しか施されていなかった。そのため、1980年以降に公有住
宅の払い下げが開始され、住宅が私有化すると、居住者
自らが住宅の内装を作り上げる、住宅インフィルのセルフ
ビルド行為が徐々に行われるようになった。住宅を作り上
げるというその行為はその後次第に一般的になり、公有住
宅において盛んになった。
初期に供給された商品住宅ではこのような行為はあまり
見られなかった。しかし住宅の取得収入層が下がってきた
近年では、「スケルトン型」と呼ばれる構造体の状態で販売
される商品住宅が次第に一般的となり、居住者が住宅購入
後に自ら住宅内部を作り変えるという行為が行われてい
る。

表１.商品住宅の販売面積
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3.住宅セルフビルドの実態
3- 1.セルフビルドされた住宅内部
では、まずスケルトン型住宅でのセルフビルドされた住宅
の実態を見ていく。
紹介する住戸の位置する錦綉小区は、大連空港の傍に
ある商品住宅地である。この住宅は現在の居住者によって
中古で購入され、住み始める前に内装が施されている。
工事は住宅購入後に知人から紹介された内装業者に依
頼した。工事費は内装材費と施工費を含めて3万元、工事
期間は約1ヶ月であった。変更した箇所は、床・天井・家具・
キッチン・出窓・壁・塗装の部分など住戸内部の多岐に渡っ
ている(図1- 2）。
居住者は、モデルルームやインテリア雑誌から情報を得
て自らの住宅内装のイメージを作り上げる。その後、実際の
インテリア設計に関しては奥さんの弟に、そして工事や内装
材の調達は内装業者に行ってもらった。
この住宅は、中古住宅でありながら、従前の空間が認識
できないほど、現在の居住者の住宅へと作り変えられてい
る。内部は、照明やフローリングにこだわりをもって内装工
事を依頼した居住者の意図が感じられる空間となってい
る。自らの思いによって作られたこの住宅は、夫婦にとって
非常に満足度の高いものであり、その内部空間は中国で
販売されている雑誌に掲載されている新築住宅のように綺
麗である。一方で、住棟の外観はすでに老朽化が目立つ
状態であり、住宅の内部と外部空間の品質にギャップを感
じてしまうほどである(図3)。
3- 2. 住宅セルフビルドの内装プロセス
次に、住宅セルフビルドが行われる内装工事のプロセス
についてみていく。
住宅のセルフビルドという行為は、内装業者にその工事
を依頼して行われている。大連市にある「麗景春天」の2つ
の住戸でその様子をみてみる。
麗景春天は、3室2庁2衛のプランを基本に持ち、総戸数
が1200戸の商品住宅団地である。大連駅から車で10分ほ
どの場所にあり、住戸はスケルトン型の状態で販売されて
いる。つまり図4のように、住む為の設備がまったく整えら
れていない状態で販売されたのである。
購入後に行われている内装工事の現場には、依頼主で
ある居住者が自ら足を運んでいた。その頻度は居住者に
よって異なっているようだが、ヒアリングを行ったA氏は毎日
一回現場を訪れていた。
また、内装工事の依頼内容には居住者によって差があ
る。A氏は、内装材を自らが購入し工事だけを業者に依頼
していたのに対して、B氏は、内装材の購入も含めて一括
で業者に依頼していた（図5)。

図2.内装変更の様子
壁の塗装と縦向きに取り付けたラジエター 天井につけられた照明

図１.セルフビルドによる住宅の内装変更

住戸の外からみた玄関部分。

図3.内部空間 （左）と外部空間 （右）
夫婦の寝室。ベッドが空間の大部分を占めている。

図4.販売時の住宅の様子
販売基本プランの平面図 販売時のキッチン部分の状態

図5.内装工事の様子

現場を訪れる居住者（中央）

家具を住宅内で作る内装業者 様々な作業が同時進行で行われる

書斎を作るために壁が壊されている
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業者に関しては、A 氏は自ら知人によって紹介された職
人を雇っており、B氏は内装業の会社に工事を依頼してそ
の会社の職人が工事を行っている。
このようにプロセスこそ異なるが、どちらにも共通している
のは、居住者が自らのこだわりを住戸の内部に表現しよう
としている点である。A氏は自らが建材に関する仕事をして
いる為に内装材の品質などに詳しく、壁の既存の塗装を
全て剥がしてより良い材料で塗り直すことを指示したり、現
場で内装に関して床や紙などにスケッチしながら既存壁を
壊して本棚が付いた書斎を作る工事を依頼したりしてい
た。一方、B氏は建具にこだわっているようで、クローゼット
を欧風で作るように依頼し、その仕上がりなどをチェックし
ていた。
内装業者は、どちらも4- 5名で工事を行っており、住戸内
で建具作りや水回りの工事も行っていた。また、B氏の住戸
では内装業者が住み込みで働いており、鍋などの生活道
具も住戸内に置いてあった。
このように、住宅のセルフビルドは、事例によって業者の
請け負う工事や、住宅デザインの仕方、関わり方が異なっ
ている。そして、どちらも居住者が自ら関わり方を選択して、
自らの住居を完成に導いているといえる。
4.住宅セルフビルドを支える仕組み
この住宅インフィルのセルフビルドという行為を支える仕
組みについて、人、もの、コスト、情報という視点から考察す
る。
4- 1.内装業者 （人）
中国都市部ではスケルトンの内装工事を行う職人、会社
ともに数が多く、その業務内容もインテリア全般を扱う会社
から単純作業をする職人まで幅広い。職人の多くは、江蘇
省など地方からの出稼ぎである。施工の腕が内装の出来を
大きく左右するため、内装業者を選ぶ際には、すでに工事
を行った知人からの紹介をうけるなど、できばえを確認でき
る業者の中から選ぶ場合が多い。
また、居住者が工事内容や時にはデザインまで決定して
おり、居住者が内装作りの主導権を持ちながら工事が進ん
でいる。別の住戸のデザインが同業者による工事のため
に似ることもあるが、それらは居住者が選択した結果であっ
て、さほど問題ではないようだ。このような居住者との関係
を持った内装の作り手が中国は存在しているのである。

4- 2.　建材市場 （もの）
中国では、住宅に使用する建材を売買する内装建材市
場が発達している（図6）。ここでは専門化した業者が日本
における商店街のように並んでいる。この建材市場の特徴
は、購入対象と販売方法である。ここでの購入者は内装業
者だけではなく、住宅内装工事を考えている一般の人間も
訪れる(表2)。販売方法はあくまでも建材の販売であり、商
品として販売されてはいない。つまり、大半の建材が現場
での工事を必要な状態で販売されている。販売の際の価
格の付け方にも特徴があり、全て単位毎の価格が表示され
ている。例えばキッチンのユニットの価格も天板に使用する
大理石の１ｍあたりの価格で表示されていた。このように、
通常日本ならば「本」や「セット」という単位で価格が設定さ
れているような部材にも単位ごとの価格がつけられている
（図7)。
このように、住宅に使う材料を居住者が目にして、実際
に入手することの出来る建材供給の場が存在しており、そ
こにおいて単位毎の価格設定と質を参考にしながら一般の
人が購入を検討しているのである。
4- 3.コストの透明性
スケルトン住宅での住宅のセルフビルドでは、コストに関
する透明性が高い。まず工事費に関しても、材料費、人件
費、住宅取得費と区別してコストを把握することができ、そ

表３.住宅取得費内訳

実価格（元） 単価（元/㎡） 実価格（元） 単価（元/㎡） 人件費(円） 材料費(円） 価格（円） 単価（元/㎡）

＋ ＝

3万元 306

スケルトン部分 施工費（内装費）

53万元

55.8万元

45.5万元

45.5万元

住宅取得価格

2,500 2,83727.8万元24.5万元 3万元住戸③ 錦綉小区 中古住宅購入に伴
う改装のため 98

10.3万元3,500 4,292住戸② 麗景春天 スケルトン型 130 1.3万元 9万元769

4,077住戸① 麗景春天 スケルトン型 130 1万元 6.5万元7.5万元 577

住宅地名 購入形態 広さ【㎡】

3,500

図 7.建材の販売風景

販売されている建材。キッチンの天板 （左）は3000元 / ｍ、ドア （中央）は420元 / 枚、
天井飾り材 （右）は20元 / ｍで販売されている。

表2.確認できた販売されている建材の種類
ドア、庭石セット、クロス、キッチン、シンク、板材、鍵、カーテン、ガラス、
塗料、大理石、外灯、木材、フローリング材、タイル

図6.建材市場の様子

建材市場の入り口 （左）。店先には様々な内装材が置かれており、ディスプレイになってい
る（右）。
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図8.インテリア雑誌 （左）と掲載写真例 （右）

図9.モデルルームの様子 （曼哈頓大厦、スケルトン型）

図9.スケルトン型住宅の実現プロセスれによって住宅取得コストをコントロールできる（表3)。更に
は建材資材が単位当たりで販売されることも住宅のコスト把
握を行いやすい1つの要因である。
住宅の価格そのものも、㎡単位当りで金額が設定されて
いる。また、住宅の作り方を紹介する雑誌などには、コスト
に応じた使用建材と価格の一覧などが掲載されている。
4- 4.消費者である居住者の情報源
住宅のセルフビルドを行う前に、居住者は自らの住宅の
内装のイメージ作りを行う。中国では数多くのインテリア雑
誌やモデルルームが存在していており、それらは住宅の購
入や内装工事を検討している人達に多くの内装情報を提
供している。どの雑誌にも施工例の写真が数多く掲載され
ており、その形式や種類は多種多様である(図8)。
また、モデルルームも居住者にとって重要な情報源となっ
ている。スケルトン型での販売であっても、住棟内に内装の
完了したモデルルームがおかれることがある。実際に生活
する住宅の内装とはまったく関係の無いものであるが、販
売側にとっては居住者がモデルルームという情報源に敏
感である為、印象に残るモデルルームを公開することは販
売物件の高イメージ、ブランド化になると意識していると考
えられる(図9）。

5.スケルトン型住宅の実現プロセス
ここまで、住宅インフィルのセルフビルドによって作られた
住宅の現状、そしてその行為を支える仕組みについてみて
きた。ここでスケルトン型住宅の実現のプロセスについてま
とめてみる。スケルトン型住宅の完成までのプロセスは、5
つのステップに分類することができ、その過程を踏むことで
住宅の完成に至っている。このプロセスの1つ1つには、そ
の行為を支える仕組みが存在している。住宅インフィルの
セルフビルドの舞台となる住宅の購入の際には、購入者は
住宅内部のプランなどにはほとんど関心を見せない。住宅

内部は自らが作り変えることが出来るため、人々は立地や
面積、価格にしか関心を示さないのである。
その後、住宅を作り上げる際には購入後住宅のイメージ
を情報を集めた上で作り上げ、腕のいい内装業者を選ぶ。
その業者に自分の意思を伝えながら工事を委託し、住宅を
完成へと導くのである（図9）。
このように、スケルトン型住宅では住宅の完成までには
居住者が多くの決定を行う必要がある。そしてその決定す
べき事柄の量や深さは、住宅の購入時ではなく、住宅作り
のプロセスにあるのが、日本との大きな違いである。
6.まとめ
中国において行われている住宅インフィルのセルフビル
ドという行為は、居住者自らが内装材を購入し、作り上げる
といった単純な行為ではない。その行為は住宅取得に制
限のあった時期に始まった「自らの住宅を作る」という思い
から始まり、その行為を支える産業が成立し成熟している
現状がこの行為の背景となっている。
インフィルのセルフビルドを支える仕組みは、住宅の完
成までの各プロセスにおいて存在しており、そのため現在
では居住者がセルフビルドを行うということは、各プロセス
において居住者が様々な決定を行い、管理するというマネ
ジメント行為に等しい。その行為を通して居住者は自らの住
まいに対する思いを住宅に表現しているのである。
このように中国における「スケルトン住宅の購入」とは、単
に住宅という「商品を買う」ことではなく、「自らの住まいを作
ること」を意味している。そして、この「作る」とは、居住者が
産業というしくみを利用して、様々な決定を行うという行為
であるといえよう。住宅を取得するという行為について成立
した居住者の意識と産業の仕組みが、中国において住宅
インフィルのセルフビルドという行為を成立させているので
ある。
この意識と仕組みという2つの基盤の有無が日本との大
きな違いでもあり、中国における特徴であると考える。


