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1. 研究の概要
1-1. 研究の背景と目的
1970 年代を中心とした旺盛な住宅需要に対応し

て、我が国では都市郊外において多数の大規模戸建住
宅地開発が行われてきたが、その住宅供給方式は戸建
分譲方式と宅地分譲方式に大きく二分できる。これら
の住宅地においては現在に至って経年化が急激に進行
し、更新期を迎えた住宅が多数生じており、今後建物
更新が円滑に行われる必要がある。そこで本研究で
は、福岡市郊外における経年化した大規模戸建住宅地
を対象に、住宅の供給方式の違いによる建物更新の実
態を明らかにすること、建物更新の起こりやすさに影
響を与える要因を明らかにすることを目的とする。
1-2. 既往研究の整理と本研究の位置付け
建物の更新実態に関する研究は、東京都区部を対象

に建物に関係する属性と建物更新の起こりやすさの関
係を明らかにした宮川らの研究 1) や、住宅の建築と滅
失から市街地の変化動向を把握した星らの研究 2) が
ある。居住者の入れ替わりから住宅地の持続性につい
て論じた研究としては西山の研究 3) がある。また國
分らの研究 4) では敷地変容と住宅形態に着目し、既
成住宅地における空間改変過程の考察を行っている。
本研究は、住宅供給方式の違いと建物更新との関係性
について論じる点に新規性がある。
1-3．研究の構成
2 章では福岡市郊外の大規模戸建住宅地を対象に、

住宅の供給方式の違いによる建物更新実態の差を把握
し、次章以降で詳細に分析する地区を選定する。3章
では、対象地区における住宅と居住者の変遷および宅
建業者へのヒアリングから建物更新に影響を与える要
因について考察する。4章では、立地特性・建物特性
等を説明変数とした回帰分析から、更新の起こりやす
さに起因する要素を分析し、5章で研究の総括を行う。
2. 住宅供給方式の違いによる建物更新実態の把握
2-1. 調査対象地区の選定
対象地区は以下の基準により選定を行う。①戸建住

環境形成地区 (1) に指定されている。②計画的な宅地
開発から 30 年以上経過している。③異なる供給方式

によって造成された (2) 住宅地同士が近接して立地し
ている (3)。これらの基準から美和台地区、土井・青
葉台地区、野方・藤ヶ丘地区の 3地区を調査対象地
区として選定した。また美和台地区との比較対象とし
て、立地条件・開発年代等の諸条件がほぼ等しく、地
区全体が戸建分譲方式によって造成された高美台地区
の調査も実施した。なお、1987 年時点で既に街区が
形成されていた範囲を調査対象範囲とし、それ以降新
たに開発がなされた範囲は調査対象外とした。

2-2. 調査方法
ゼンリン住宅地図と福岡市都市計画基礎調査のGIS

データを用いて、各地区における建物更新率 (4) の算
出を行う。また、建物更新の起こらなかった住宅に
ついては中古住宅への再入居率 (5) の算出を行うこと
で、居住者の入れ替わりの程度を把握する。分析対象
期間は 2007 年から 2017 年の 10 年間とする。
2-3. 各地区の建物更新実態
各地区の建物更新状況を図 2~5、それらを整理した

ものを表１に示す。美和台地区の建物更新率は、宅地
分譲地区の方が戸建分譲地区に比べ 2倍以上大きな
値を示し、再入居率ついても優位であった。また宅地
分譲地区においては敷地分割を伴う建替が多く発生し
ているが、これは造成時における平均敷地面積が 330
㎡と、平均 210 ㎡程度の戸建分譲地区と比べゆとり
があるためだと考えられる。土井・青葉台地区におい
ては宅地分譲地区の方が更新率は若干高いものの、再
入居率は戸建分譲地区の方が高い。戸建分譲地区の住
宅数が他地区に比べ少なく、1件の建替が更新率に与
える影響が大きいため、このような結果になったと考
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えられる。野方・藤ヶ丘地区においては宅地分譲地区
の更新率が戸建分譲地区の約 2.7 倍であり、特に敷地
分割を伴う建替、新築が非常に多い。しかし、再入居
率は戸建分譲地区の方が優位であった。高美台地区は
更新率、再入居率ともに低く、美和台の戸建分譲地区
とほぼ同じような傾向を示した。
2-4．小結
福岡市郊外の異なる住宅供給方式によって造成され

た住宅地同士が近接する地区においては、宅地分譲地
区の方が建物更新率が高くなるものの、再入居率には

供給方式による優位性は見られないことが明らかと
なった。次章以降では供給方式による違いが明確にみ
られた美和台地区を対象に分析を行う。

3．建物と居住者の変遷からみた更新要因の考察
3-1．美和台地区の概要
対象地区である美和台地区は福岡市東区の北端に

位置し、新宮町と境界を接する。美和台 1丁目から 7
丁目で構成されており 1,2,6,7 丁目が戸建分譲地区、
3,4,5 丁目が宅地分譲地区である。地区ごとに開発主
体が異なり、戸建分譲地区は福岡市住宅供給公社、宅
地分譲地区は地元の民間事業者によって開発が行われ
た。美和台地区の人口変動（図 2）をみると、どの町
丁目も 1973 年から 1980 年代初期に掛けて人口が急
増している。しかしそれ以降は伸びが鈍化し、戸建分
譲地区は減少に転じ、宅地分譲地区は現状維持または
緩やかな増加傾向がみられた。人口変化の観点でみた
時には宅地分譲方式の方が安定的であるといえる。

図3　高美台地区の建物更新状況

図2　美和台地区の建物更新状況

図4　土井・青葉台地区の建物更新状況

図5　野方・藤ヶ丘地区の建物更新状況

表1　各地区の建物更新実態
高美台

戸建分譲 宅地分譲 戸建分譲 宅地分譲 戸建分譲 宅地分譲 戸建分譲
面積 ha 66.06 46.07 10.41 30.00 36.98 46.21 77.77
住宅数 n 1559 962 250 768 641 743 1679
無変化数 n 1455 810 219 652 596 558 1539
建替 n 53 40 10 45 20 37 69

建替（敷地分割） n 23 73 14 15 4 43 8
建替(居住者変化なし) n 19 19 6 37 5 13 34
建替数（合計） n 95 132 30 97 29 93 111
空き地化数 n 8 3 2 7 0 1 9
駐車場化数 n 5 4 2 8 0 2 7
新築数 n 9 20 1 19 5 30 9

新築（敷地分割） n 0 0 0 0 6 58 0
新築数（合計） n 9 20 1 19 11 88 9

更新率 ％ 6.04 13.62 11.81 12.39 4.56 12.53 6.63
再入居数 n 97 66 10 22 40 26 94
退居数 n 173 106 26 64 93 71 215
空き家数 n 78 36 18 54 58 69 135
再入居率 ％ 56.07 62.26 38.46 34.38 43.01 36.62 43.72
空き家率 ％ 5.00 3.74 7.20 7.03 9.05 9.29 8.04

美和台 土井・青葉台 野方・藤ヶ丘地区名

＊各地区において建物更新率 ・再入居率の高い方に赤色、 低い方に青色で網掛け
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3-2. 建物更新の起こった敷地の特徴
美和台地区において 2007 年から 2017 年の間に建

物更新が起こった敷地は 227 件であり、そのうち敷
地形状が変化したものは 96 件であった（表 2）。
敷地形状に変化のない住宅の更新では、平均して建

築面積が 16.7％、延床面積が 31.8％増加しており、
住宅が高容積化していることが分かった。前章でも述
べた通り、美和台地区は戸建住環境形成地区に指定さ
れており、最低敷地面積規制等の諸条件を満たす場合
には建蔽率・容積率の緩和が受けられる。これらの影
響で住宅の高容積化が進んだものと考えられる。
一方で、敷地形状に変化のあった事例の全ては敷地

分割であり、特に宅地分譲地区で多く観察された。宅
建業者へのヒアリングによると、造成時に敷地面積が
330 ㎡程度で計画されている宅地分譲地区は、建売業
者による敷地の細分化により現代のニーズに沿った適
度な広さの敷地を確保しやすい。対して戸建分譲地区
は 200~260 ㎡程度と宅地分割をするには中途半端な
広さで一敷地が計画されているため、個人客・建売業
者のいずれも介入が難しく更新が遅れている。このこ
とから適正な敷地規模を確保できるかどうかが更新度
合いに大きく影響していると考えられる。
3-3. 戸建住宅と居住者の変遷
1976 年から現在までの戸建住宅と居住者の変遷 (6)

を調査した。中でも変化が特徴的であった美和台 4丁
目と 7丁目における 20 戸の変遷を図 3に示す。

3-3-1. 宅地分譲地区内の空き地の所有関係
住宅供給方式によってビルドアップ率には大きな違

いがあり、宅地分譲地区には複数の空き地がみられ
る。空き地の所有関係について不動産登記簿を確認し
たところ、従来の地権者が相続のために所有し続けて
いる場合が非常に多い。宅建業者によると、これらの
空き地は相続された後に競売にかけられ、建売業者に
よって敷地分割を伴った形で再度販売されており、近
年の建物更新の多くはこれに当てはまる。
3-3-2. 戸建分譲地区における住宅の賃貸化
戸建分譲地区では建替が起こっていないにも関わら

ず、短い期間で複数回居住者が入れ替わっている住宅
が全体の 2割程度みられた。登記簿をみると、これら
の住宅の所有権は移っていなかった。つまり戸建住宅
の賃貸化が進行していることがわかる。一方で宅地分
譲地区では賃貸化の動きはほとんど見られない。また
これらの住宅の平均建築面積は 62.8 ㎡であり、戸建
分譲地区の一般的な戸建住宅に比べ 5 ~ 10 ㎡程度規
模の小さな住宅であった。2000 年以前の新規転入者
のほとんどが若い子育て世代であること (7) を踏まえ
ると、小規模な賃貸化戸建住宅は戸建需要の高い若年
世帯向けの受け皿として機能していたと考えられる。

4. 回帰分析を用いた建物更新要因の分析
4-1. 分析方法
本章では 2007 年時点で美和台地区に立地している

全戸建住宅（2340 戸）に対して、2007 年から 2017
年の 10 年間に建物更新が行われたかどうかを表すダ
ミー変数を目的変数としたロジスティック回帰分析を
行い、建物更新に影響を与える要素について考察す
る。分析には 2章で作成した建物更新データと福岡市
都市計画基礎調査のGIS データ及び各種統計データ
を用いる。既往研究 1~4) を参考に、駅からの距離、バ
ス停からの距離、幹線道路 (8) からの距離、近接地価、
角地ダミー、前面道路幅員、前面道路との高低差 (9)、
幹線道路との高低差、建築面積、建物階数、オープン

図6　美和台地区における各町丁目ごとの人口変動

表2　建物更新の起こった敷地

図3　各地区における戸建住宅の変遷
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スペースダミー (10) を説明変数として用いた。また、
本研究独自の視点として供給方式ダミー (11) を更に追
加した。なお、有意確率 5％を有意水準に設定した。
4-2. 分析結果
分析結果を表 3に示す。本研究で設定した説明変数

のうち、有意確率が低く建物更新の起こりやすさに影
響を与えると考えられる上位３つの要素は「前面道路
との高低差」「供給方式ダミー」「角地ダミー」であっ
た。つまり、宅地分譲方式によって供給された住宅、
街区の角に位置する住宅で建物更新が起こりやすいと
いえる。「前面道路との高低差」については偏回帰係
数がマイナスであることから、高低差が小さい住宅ほ
ど更新が起こりやすくなることが明らかとなった。ま
た、いずれの変数もオッズ比（Exp(B)）の値が 1か
ら大きく離れており、目的変数に対する影響度は非常
に大きいといえる。一方で「幹線道路距離」「前面道
路幅員」「周辺オープンスペースダミー」等は建物更
新との有意な関連は認められなかった。

4-3. 分析結果の考察
まず有意確率が 0.01 を下回っており、特に有意で

あると判断された変数に関して考察を行う。街区の角
地で更新が起こりやすかったのは、隣接する住宅が少
ないため騒音等の住民間のトラブルが起こりにくい点
や、日照条件がよい点、敷地の２面が道路に接するた
め接道条件が良い点等の理由が考えられる。前面道路
との高低差が小さく、宅地に対してフラットに駐車ス
ペースを確保できる住宅は更新が起こりやすい。更新
の起こった住宅は概ね高低差が１m以内であり、そ
の平均は 0.52m であった。都市郊外に位置する美和
台地区は自家用車による移動が主であると考えられる
ため、駐車のしやすさや駐車場から住宅へのアクセス
の良さが重視されているものと推察される。供給方式
ダミーについては前章までに述べた通りである。
次に特に有意でないと判断された変数について述べ

る。美和台地区は地区内に鉄道駅、バス停、スーパー
マーケット等の施設が立地しており、幹線道路まで出
ずともある程度の生活利便性を担保できているため、
幹線道路距離が有意にならなかったと考えられる。前

面道路幅員については、地区内のほぼ全ての道路が 4
ｍ以上の幅員を有しているため、狭隘道路による接道
不良が起こりにくいことが挙げられる。また、美和台
地区は計画住宅地であることから、誘致距離を考慮し
て公園等が分散配置されていると考えられる。そのた
め公園等の距離から算出したオープンスペースダミー
との有意性が確認されなかったと推察される。

5. 研究の総括
本研究では立地条件等がほぼ同様な郊外戸建住宅地

同士であっても、宅地分譲方式によって住宅供給がな
された住宅地の方が建物更新が起こりやすいことが明
らかとなった。敷地の建物更新の起こりやすさに特に
影響を与える要素として以下の 3点が挙げられた。
①時代のニーズに応じた柔軟な敷地面積の変更が可能
な点。②街区の角地に位置している点。③接道する道
路との高低差が小さい点。近年多く観察される敷地分
割は希望者が購入可能な広さの敷地を確保するための
手段の１つであるといえる。しかしながら、敷地分割
は住宅地における住環境の悪化や資産価値の低下を招
く要因ともなり得るため、その取り扱いには注意が必
要である。また戸建分譲地区は建物更新率は低いもの
の、一部の小規模戸建住宅では賃貸化の動きが顕著に
みられた。これらの住宅は若年世帯向け住宅として、
住宅地の持続性に部分的に寄与している可能性も示唆
される。本研究の課題として居住者特性や居住継続意
思といった定性的なデータに関して分析ができていな
い点が挙げられる。
脚注
(1)�福岡市は 2012 年 1 月に特に衰退が懸念される一部の第一種低層住居専用地域に
おいて、住環境向上を目的とした建蔽率等の緩和政策を全国に先駆けて実施した。

(2)�供給方式の違いに関しては新旧の航空写真及び住宅地図を確認することで把握し
た。街区と建物がほぼ同時に造成されていると思われるものを戸建分譲方式、街
区と建物が別々に造成されていると思われるものを宅地分譲方式だと判断した。

(3)�立地条件等の供給方式以外の要素をできる限り等しくするために、住宅地同士が
近接しているという条件を付与した。

(4)�2017 年時点の全宅地数に対する、2007 年から 2017 年の間に建物更新の起こった
宅地数の割合（％）。

(5)�2007 年から 2017 年の間に退居があった住宅数の内、解体されず、かつ住宅地図
上の形が変化せずに前とは異なる居住者名が記載された住宅数の割合（％）。

(6)�美和台地区の各町丁目から戸建住宅をランダムに 50 戸ずつ抽出し（計 350 戸）、
1976 年から 2020 年までの変遷を住宅地図を用いて調査した。各町丁目に立地す
る戸建住宅全てにナンバリングを行い、その後 Excel のランダムサンプリングツー
ルを用いることにより対象とする 50 戸の戸建住宅を抽出した。

(7)�宅建業者へのヒアリングにより（2021.10）
(8)�既往研究に倣い、幹線道路であるかの判断はOpenStreetMap の道路に関する
GISデータを利用し行った。道路の種類が“primary”　“primary_link”　“secondary”　
“secondary_link”　“trunk”　“trunk_link”　の 6種類のいずれかに分類されている
ものを幹線道路と判定した。　

(9)  QGIS の距離計算ツールを用いて各住宅から最も近い幹線道路の交差点位置を抽
出し、当該交差点と各住宅の標高差を計測することにより算出した。標高差の計
測には地理院地図（国土地理院）の標高計測ツールを使用した。

(10)�各住宅から半径 100m以内に公園等のオープンスペースが含まれる場合を 1と
カウントした。

(11)�宅地分譲方式によって住宅供給が行われた住宅を 1、戸建分譲方式によって供給
された住宅を 0としてカウントした。
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