
ウェルビーイング研究に基づく「住まいの幸福」の再考寄 稿

　ウェルビーイング（WB： well-being）に関する研究、すなわち幸福

の研究が、社会科学の主要なテーマの一つになりつつある。ウェルビー

イング研究（以降、WB研究）は、生活の質（QOL：quality of life）に

関する研究が発展したものであるが、両者の特徴の最も大きな相違

点は、WB研究では生活の客観的な側面の情報のみならず、人生に対

する主観的な情報（個々人が人生をどのように経験し、判断している

か）を積極的に活用する点にある。「あなたはどれくらい自分の人生

に満足していますか?」、或いは「あなたはどれだけ幸せを感じています

か?」、そうした問いで測定される主観的幸福（SWB：subjective well-

being）と呼ばれる人生に対する主観的な情報を、生活の客観的側面

と共に分析することで、幸福の統計的な解明がWB研究において進め

られている。本誌で3作目となる『住宅幸福論』シリーズを学術的な文

脈に位置づけるならば、WB研究という社会科学の新潮流における建

築分野での先駆的な試みであると言えるだろう。

　近年のWB研究が明らかにした重要な知見の一つは、私たちが「幸

福」と呼んでいる人生の良い状態には、実のところ多様な側面がある

という事実である [ 1 ]。幸福が多次元的なものである事（幸福の多次元

性）の認識は、幸福を科学していくうえでの重要な土台である（図1）。

自分の人生に対する満足を意味する「人生の満足」は、QOL研究にお

いても扱われてきた幸福の最も代表的な側面であり、幸福の認知的な

側面であると言えるが、他方で、日々の暮らしの中で、喜んだり、笑っ

たりといったポジティブな感情をどれだけ多く経験しているか、そうし

た「感情」（「幸福感」と呼ばれる場合もある）も幸福の大切な一側面で

ある。近年のWB研究によって、これら幸福の認知的な側面と感情的

な側面は、互いに異なる幸福の形態である事実が明らかにされている。

ノーベル経済学賞を共に受賞しているカーネマンとディートンの報

告 [ 2 ]によると、お金を稼げば稼ぐほど人生の満足は増大するが、感情

的側面の向上はあ

る一定の所得にお

いて頭打ちとなり、

それ以上ではむし

ろ幸福感は減少し

ていく傾向にさえ

ある。こうした事

実から彼らは、「人

生の満足はお金で

買えるが、幸せはお金では買えない」と結論する。とは言え、常識に違

わず、生活の質を下支えしてくれるお金が幸福にとって重要なもので

ある事も統計的な事実であり、所得の低さは人生の満足と幸福感の

両面を押し下げる。しかしながら、感情は人生満足に比べて、所得よ

りも健康や人間関係とより強い相関がある事実からも、人生の満足と

感情は異なる幸福の側面である事が分かる [ 2 ]。さらに近年のWB研

究では、「人生の意味」（日本語における「生き甲斐」に近い）などを中

心とする幸福の新たな側面も考慮され始めており、人生満足とも感情

とも異なるこの幸福の第三の側面は「エウダイモニア」と総称されてい

る[ 3 ]。エウダイモニアは、元々はアリストテレスが『ニコマコス倫理学』

という幸福論において人生の究極の目標として掲げたものである。この

概念についてはWB研究においてもその定義は議論の最中にあるが [ 4 ]、

単に人生に満足しているだけでも、単に良い気分で暮らしているとい

うだけでもない、良い人生を送るうえで重要な心的態度や経験が一般

的にはエウダイモニアと総称されている。具体的には、エウダイモニア

の次元に属する幸福としては「人生の意味」の他にも、人生や物事へ

の没頭を意味する「エンゲージメント（ないし、フロー経験）」や、自分

自身を前向きに捉える「自尊心」などが挙げられる。エウダイモニア
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　本調査では家の幸福の各側面として、「家の満足度」「家におけるポ

ジティブ感情」「家におけるネガティブ感情」「家がもたらすエウダイモニ

ア」の4つの領域を測定した。これら家の幸福を測定するためのアン

ケート項目は、人生全般における幸福度の各側面（人生の満足、感情、

エウダイモニア）を家の問題へと変換したものであり、また各側面の測

定技法も基本的にはWB研究の知見を基に作成している。「家の満足

度」は家の幸福の認知的な側面であり、「人生の満足度」に対応する

側面であると言える。「家でのポジティブ感情」及び「家でのネガティ

ブ感情」は、生活全般における「感情」を家という領域に限定したもの

である。また、エウダイモニアはWB研究においても試験的な意味合い

で測定がなされる幸福の一側面であるが、本調査ではエウダイモニアを、

単なる満足や良い気分ではない、良い人生を送るうえで重要な心的態

度や経験として広義に捉えて、家がある事や家に居ることによって促

進されるエウダイモニアを「家がもたらすエウダイモニア」として測定し

ている。本調査が測定の対象とする家の幸福の各側面を以下に示す。

・家の満足度：
家に対する認知的な満足度。（1項目）

・家でのポジティブ感情：
家に居る際のポジティブ感情の経験（の頻度）。（6項目）

・家でのネガティブ感情：
家に居る際のネガティブ感情の経験（の頻度）。（6項目）

・家がもたらすエウダイモニア：
家のおかげで促進されるエウダイモニア（の程度）。（9項目）

アンケート調査票と本分析の流れ2

も、人生満足とも感情とも異なる幸福の一形態である事が確認されて

いる。例えば、子どもを持つ人たちは人生の満足や感情的な側面で

は、子どもを持たない人たちと比べて幸福であるとは言えず、感情的側

面においてはむしろ少しばかり不幸な傾向にさえある。しかし、「人生

の意味」というエウダイモニックな幸福で比較すると、子どもを持つ人

たちの幸福度は持たない人たちに比べて統計的にはずっと高い傾向が

ある [ 3 ]。幸福は畢竟、主観的な現象であり、多様な顔がある。従って、

その多彩な幸福を科学していくうえでは幸福の多次元性の考慮が不

可欠となるわけである。以下に（主観的）幸福の3つの代表的な側面

を示す。

・人生の満足：

自分の人生に対する認知的な満足。
人生評価とも呼ばれる。

・感情 （幸福感）：

楽しいや悲しいなど、日々の暮らしで経験される
ネガティブ／ポジティブな感情。

・エウダイモニア：

人生の意味やフロー経験など、良い人生を
送るうえで重要な心的態度・経験。

　家の「良さ」についても、幸福と同様に、多様な側面がある可能性

がある。従来の住環境評価の研究では、「家の満足」という認知的

な側面を中心に家の良さの分析はなされてきた。「家の満足」という

観点では、「広さ」や「築年数」、或いは「職場や学校へのアクセスの良

さ」などが家の良さを決める支配的な要素である事が、『住宅幸福論 

Episode.1』を含む数々の既往の調査や研究において明らかにされて

いる。これら認知的な家の良さの評価は、私たちが自身の住まいを選

ぶ際の基準にもなっているものであると推察される。しかし、人生にお

ける幸福がそうであるように、ある家に対する満足は、その家での日々

の暮らしで経験される感情とは異なるものであるのかもしれない。つ

まり、満足できる家は、幸せに暮らせる家とは別物である可能性がある。

家の「良さ（幸福）」もその多次元性を考慮することで、「家の満足」の

みでは見えてこない住まいの幸福にとって重要な側面が明らかになる

可能性があると言えるだろう。そこで『住宅幸福論 Episode.3』の調

査では、住まいの幸福をより詳細に分析するために、家に対する満足

度の他に、家に居る際の「幸せな気持ち」や「明るく、楽しい気分」と

いったポジティブな感情、或いは「憂うつな気分」や「ストレス」といっ

たネガティブな感情の経験も測定することにした。さらに、「家に誇り

を感じる」や「家は私の個性の一部であり、私の個性を強めてくれてい

る」といった家がもたらすエウダイモニックな幸福の程度についても測

定している。本分析パートでは、WB研究の知見を基に「幸福の多次

元性」を手掛かりとして、『住宅幸福論』シリーズの中心的テーマであ

る「住まいの幸福」とは何かについて再考したい。

［図1］幸福の多次元性
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　表1に家の幸福度の各側面を測定するためのアンケート項目を示す。

「家の満足度」は、「あなたは、『現在のお住まい』について、どの程度満

足していますか」という問いに対して、「非常に満足している」を10点、

「まったく満足していない」を0点とした11段階の尺度で測定した。「家

でのポジティブ感情」と「家でのネガティブ感情」は、「過去1週間、現在

のお住まいであなたはどのような気分で過ごしていましたか。それぞれ

の気分について、どの程度感じていたかをお答えください」という問い

に対して、「毎日、常に感じた」から「まったく感じなかった」の5段階

で回答させた。測定したのは、「幸せな気持ち」「明るく、楽しい気分」

「たくさん笑い、笑顔になる」「くつろいだ、リラックスした気分」「穏やか

で、満たされた気持ち」「活力が湧き、意欲的な気分」のポジティブ感情、

及び「憂うつな気分」「不安な気持ち」「ストレス」「悲しい気持ち」「イラ

イラと、腹立たしい気持ち」「孤独」のネガティブ感情の計12種類の感

情の頻度である。「家がもたらすエウダイモニア」は、「現在のお住まい

での暮らしについて、あなたはどのように感じていますか。以下の各項

目がどの程度あてはまるかについてお答えください」という問いに対し

て、「とてもよくあてはまる」から「まったくあてはまらない」の5段階で

回答させた。

　本調査では「家がもたらすエウダイモニア」として、WB研究で提唱

されている理論［5］［6］を参考にしながら、「自己実現」「自尊心」「人生

の意味」「「エンゲージメント・フロー経験」「楽観性」「達成感」等に関

する項目を用意した。自己実現に関する項目としては「家は私の個

性の一部であり、私の個性を強めてくれている」、自尊心では「家に誇

りを感じる」、人生の意味では「家は私の生き甲斐の源泉である」、エ

ンゲージメント・フロー経験では「家では、何かに夢中になる事が多く、

時間が早く過ぎるように感じる」などを設けている。その他、楽観性

に関わる項目としては「この家があるおかげで、将来に対して楽観的で

いられる」、さらに「達成」［5］に関わる項目としては「家を作り変えてい

くことに達成感がある」という項目を設けている。

　本分析パートでは、これらの項目で測定した家の幸福度の各側面を、

「家のハード面」と「家の住まい方」及び「交流実態」に関する要素と

共に分析する。表2に「家のハード面」「家の住まい方」「交流実態」に

関するアンケート項目を示す。「家のハード面」では「現在のお住まい

について、以下の各項目はどの程度あてはまりますか」という問いに対

して、「とてもあてはまる」から「まったくあてはまらない」までの5段階

で回答させた。住環境評価の既往研究を参考に、「安心・安全」「広さ」

「プライバシー」「共用スペース」「快適」「設備」「衛生」「管理」の要因に

関する項目を設けている。「家の住まい方」は「現在のお住まいでの普

段の生活において、『あてはまること』をすべてお選びください」という

設問で測定した。加えて、「交流実態」では「家での交流頻度」を「日頃、

ご自宅に友人を招く機会はどの程度ありますか」という問いに対して、

「ほとんどない」から「1週間に1回以上」までの7段階で回答させており、

また「SNSの利用時間」を「あなたは、以下のSNSや掲示板、オンライ

ンゲームなどを、平均すると1日あたりどの程度の時間、利用していま

すか。1日あたりの利用分数を記入してください」という問いに対して、

各SNSの各利用時間［分］を回答させた。

　本パートで分析対象とする被験者は、首都圏（東京都、神奈川県、埼

玉県、千葉県）の未婚単身者3,000人（男性1,667人、女性1,333人、

平均年齢±標準偏差：40.7±12.6歳）である。ただし、続く「3. 家の

幸福度の実態」の結果においてのみ、2人以上世帯1,000人（男性500

人、女性500人、平均年齢±標準偏差：44.4±13.1歳）も比較のため

に分析対象としている。以降の結果では、先ず「3. 家の幸福度の実態」

にて家の幸福の各側面の値※1を示し、次に「4. 家の幸福度の相関分

析」では「家のハード面」「家の住まい方」及び「交流実態」（「家での

交流頻度」と「SNSの利用時間」）の各項目と家の幸福度との相関係

数※2による分析結果について報告する。「5. 家の幸福度の重回帰分

析」では、家の幸福度への影響が推察される人生満足度や個人属性と

いった要因も考慮して分析を実施するため、家の幸福度の各側面を目

的変数とした重回帰分析の結果について報告する。最後に「6. 住ま

いの幸福の再考」において、分析結果を基に住まいの幸福を再考する。

※1：「家の満足度」は11段階評価の0点（まったく満足していない）から10点（非常に満足している）の値をそのまま使用した。「家でのポジティブ感情」は、各ポジティブ感情のスコア

を1点（まったく感じなかった）から5点（毎日、常に感じた）とし、反対に各ネガティブ感情のスコアはネガティブ感情の無さ（「家でのネガティブ感情（なさ）」）として1点（毎日、常に感

じた）から5点（まったく感じなかった）とした。また、分析における「家でのポジティブ感情」及び「家でのネガティブ感情（なさ）」は、計6つの各感情のスコアの平均値（1点～5点）とし

て算出した。「家がもたらすエウダイモニア」では、家がもたらす各エウダイモニアのスコアを1点（まったくあてはまらない）から5点（とてもよくあてはまる）とし、計9つのスコアの平均値

（1点～5点）として算出した。

※2：相関係数はピアソンの積率相関係数を使用した。家の幸福度の各側面のスコアと各ダミー変数の相関係数を算出した。「家のハード面」の各要素は「とてもあてはまる」「あては

まる」を1、「どちらともいえない」「あまりあてはまらない」「まったくあてはまらない」を0としてダミー変数を作成した。「家の住まい方」のスコアは「あてはまること」で選択されれば1、

選択されなければ0としてダミー変数を作成した。「家での交流頻度（家・頻繁に交流）」は「月に1回程度」以上であれば1、それ未満であれば0としてダミー変数を作成した。「SNS 利

用時間（SNS長時間利用）」は各SNSの利用時間の合計値が1時間を超過していれば1、それ以下であれば0としてダミー変数を作成した。
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　図2に世帯属性ごとの家の幸福度の平均値と標準誤差を示す※1。

世帯属性で比べると、家の幸福度はいずれの側面においても、未婚単

身者において低く、2人以上世帯・既婚者で高い傾向がある。また、未

婚単身者における男性と女性を比べると、「家でのネガティブ感情（な

さ）」以外の家の幸福度は女性の方が高い傾向があり、特に「家でのポ

ジティブ感情」においてはその差が顕著である。

　図3に家の所有形態（持家／賃貸他）、及び住居形態（戸建／マン

ション／アパート）ごとの家の幸福度の平均値と標準誤差を示す。所

有形態と住居形態の違いによる家の幸福度の差の傾向は、家の各側

面で似ているものの、いくつかの特徴的な傾向の違いが確認できる。

所有形態で比べると、家の幸福度のいずれの側面においても持家は賃

貸他に比べて値が高く、その差は「家の満足度」や「家がもたらすエウ

ダイモニア」においてはより顕著である。また、住居形態で比べると、「家

でのポジティブ感情」はマンションが他の住居形態に比べて高い傾向

があるが、「家がもたらすエウダイモニア」は戸建の値が最も高い。家

の幸福度は家の所有形態や住居形態で差があり、その差の傾向は家

の幸福度の各側面で異なる事が確認できる。

家の幸福度の実態3

［図2］ 各世帯属性と性別ごとの家の幸福度の平均値 ［図3］ 家の所有形態と住居形態ごとの家の幸福度の平均値
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　図4に「家の満足度」「家でのポジティブ感情」「家でのネガティブ感

情（なさ）」及び「家がもたらすエウダイモニア」と、「家のハード面」の

各要素との相関係数※2を示す。家の幸福度の各側面と家のハード面

の各要素との相関の傾向は互いに似ており、「家の満足度」「家でのポ

ジティブ感情」「家がもたらすエウダイモニア」では正の相関の強さも同

程度である。しかしながら、詳細な相関の傾向を見ていくと、家の幸

福度の各側面で違いがある事が確認できる。「家の満足度」は「広さ」

「設備」及び「衛生」の要因に関する家のハード面との相関係数の値が

家の幸福度の他の側面に比べて大きいが、「安心・安全」「共用スペー

ス」及び「快適」の要因に関する家のハード面との相関係数の値は「家

でのポジティブ感情」の方が大きい傾向がある。家のハード面との相

関の強さは、家の満足度と家における感情では若干の異なる傾向があ

る事が確認できる。また、「家がもたらすエウダイモニア」は「共用スペー

ス」や「快適」などの要素と相対的に強い相関がある。

　図5に家における各ポジティブ感情と家のハード面の各要素との相

関係数を示す。一般的にポジティブ感情は「明るく、楽しい気分」「た

くさん笑い、笑顔になる」「活力が湧き、意欲的な気分」などの覚醒系の

感情と、「くつろいだ、リラックスした気分」「穏やかで、満たされた気持

ち」といった非覚醒系の感情の異なる種類に分けられる。家での各ポ

ジティブ感情と家のハード面との相関の傾向は互いに似ているが、ポ

ジティブ感情の種類により、相関の傾向には若干の違いがある事が確

認できる。特徴的な傾向の違いを挙げれば、「プライバシー」に関わる

家のハード面との相関は非覚醒系のポジティブ感情で強く、覚醒系の

ポジティブ感情では弱い傾向があるが、反対に「住民同士が交流でき

る共用スペースがある（共用スペース）」との相関は覚醒系のポジティ

ブ感情との相関の方が強く、非覚醒系のポジティブ感情との相関は弱

い傾向がある。家でのポジティブ感情はその種類により家のハード面

との相関の傾向が異なるため、感情の多様な側面に配慮した家のハー

ド面の充実が幸せに暮らせる家の実現にとっては重要であると言える。

家の幸福度の相関分析4
4.1 家の幸福度と家のハード面

［図4］家の幸福度と家のハード面の相関係数 ［図5］ 家でのポジティブ感情と家のハード面の相関係数
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　図6に家の幸福度の各側面と「家の住まい方」及び「交流実態」の

各要素との相関係数を示す。家のハード面との相関の傾向と同様に、

家の住まい方と交流実態との相関においても家の幸福度は各側面で

その傾向が互いに似ている事が確認できる。ただし、「家でのポジティ

ブ感情」や「家がもたらすエウダイモニア」との正の相関が、「家の満足

度」との相関に比べて全般的に強く、家の住まい方や交流実態は家の

ハード面以上に、家でのポジティブ感情や家がもたらすエウダイモニア

との相関が強い事が確認できる。また、「家がもたらすエウダイモニア」

では「家具やインテリアのコーディネートに気を配っている（家具・イ

ンテリアに気を配る）」や「よく部屋の模様替えをする」「家具やインテ

リアをDIYで作る・カスタマイズする」といった家の住まい方との相関

が家の幸福度の他の側面に比べて強い事などの特徴的な傾向も確認

できる。

　図7に家における各ポジティブ感情と家の住まい方及び交流実態と

の相関係数を示す。家での各ポジティブ感情と家の住まい方との相

関の傾向は互いに似ているが、「散からないようにこまめに片付けや掃

除をしている（こまめに片付け・掃除）」は「くつろいだ、リラックスした

気分」「穏やかで、満たされた気持ち」など非覚醒系のポジティブ感情と

の相関が強いなど、ポジティブ感情の種類で傾向の違いがある事も確

認できる。家の住まい方では「家具・インテリアに気を配る」や「料理

や食器類など食生活の質に拘っている（食生活の質の追求）」、或いは

「石鹸や入浴剤などバスタイムの質に拘っている（バスタイムの質の追

求）」などの項目でポジティブ感情との相関が全般的に強い。また、交

流実態との相関に関しては「自宅に友人を頻繁に招待（家・頻繁に交

流）」は「たくさん笑い、笑顔になる」や「幸せな気持ち」などポジティブ

感情と正の相関があるが、「SNSの長時間利用」と家でのポジティブ

感情との相関は弱い。家における感情という観点からは、他者とのリ

アルな交流とSNSを介したバーチャルな交流は質的に異なるもので

ある事が確認できる。

　図8に家がもたらす各エウダイモニアと家の住まい方及び交流実態

との相関係数を示す。いくつかの特徴的な傾向を確認することができ、

例えば、「家具・インテリアに気を配る」は「家は私の個性の一部であ

り、私の個性を強めてくれている（家は個性の一部・個性を強める）」

との正の相関が強く、家具やインテリアに拘りのある家は住まい手の

「自己実現」の源泉になり得る可能性が示唆されている。また、「家具・

インテリアに気を配る」「よく部屋の模様替えをする」「家具やインテリ

アをDIYで作る・カスタマイズする」「よく自宅での写真をSNSに投稿

する」といった家の住まい方は「家を作り変えていくことに達成感が

4.2 家の幸福度と家の住まい方及び交流実態

［図6］ 家の幸福度と家の住まい方及び交流実態の相関係数 ［図7］家でのポジティブ感情と家の住まい方及び交流実態の相関係数
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ある（家を作り変える達成感）」との相関が強く、家がWBの主要な柱

の一つである「達成感」の源泉にもなり得る可能性が示唆されている。

また、「家では、何かに夢中になる事が多く、時間が早く過ぎるように

感じる（家におけるフロー経験）」は「本やレコード、フィギュアなど趣

味のコレクションを飾っている」との相関が他の家がもたらすエウダイ

モニアに比べて相対的に強く、趣味の空間を追求した家はフロー経験

の場にもなり得る可能性がある事が推察される。このように、家は住

まい方の工夫次第では住まい手のエウダイモニアの源泉になり得る事

が確認できる。

　図4と図6でも確認できるように、家でのネガティブ感情は家の幸福

の他の側面に比べて、家のハード面や家の住まい方及び交流実態との

相関が弱い。図9と図10に家における各ネガティブ感情（なさ）と家

のハード面と家の住まい方及び交流実態の相関係数を示す。家のハー

ド面では、「プライバシー」に関する要素や、「ジメジメしない・カビが

生えない」などの「衛生」に関する要素などで「ストレス（なさ）」「イラ

イラ・腹立たしさ（なさ）」「憂鬱な気分（なさ）」と正の相関が確認でき

るものの、家でのネガティブ感情と家のハード面との相関係数の値自

体は総じて小さい（図9）。家の住まい方と家でのネガティブ感情の相

関においても同様に、相関係数の値自体はいずれもかなり小さい。交

流実態においても「家・頻繁に交流」とも殆ど相関が確認できず、「SNS

長時間利用」にいたっては負の相関の傾向すら見られる。これら相関

分析の結果からは、家におけるネガティブ感情の経験は家のハード面

や家の住まい方といった家の問題としては対策が困難である可能性

が示唆されている。

4.3 家でのネガティブ感情と家の問題

［図8］ 家がもたらすエウダイモニアと家の住まい方及び交流実態の相関係数

［図9］ 家でのネガティブ感情と家のハード面の相関係数

［図10］ 家でのネガティブ感情と家の住まい方及び交流実態の相関係数
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　家の幸福度の各側面は、家のハード面及び家の住まい方との相関の

傾向が互いに似ている事が相関分析により確認された（図4,6）。これ

は、「3. 家の幸福度の実態」で示した通り、世帯属性や性別、及び家

の所有形態や住居形態などの因子が、家の幸福度の各側面に同様の

影響を与えている事が一つの理由であると推察される。特に、年齢や

所得といった人口統計的な要素は人生の幸福度と密接な関係にあり、

家の幸福度に対しても強い影響があると推察される。図11は未婚単

身者の家の幸福度の各側面と年齢の関係性を示した結果であり、年

齢層ごと※3の家の幸福度の平均値をZ得点（平均値が50、標準偏差

が10となるように変換した値）で図示したものである。家でのネガティ

ブ感情（なさ）を除き、家の幸福度の各側面は年齢を経るにつれて50

歳頃までは低下し、60歳付近で再び少し上昇するといった傾向がある

事が確認できる。図11では、比較として人生満足度※4の年齢に依る

推移も示しているが、人生満足度にも家の幸福度と同様の傾向がある

事が確認できる。人生満足度が中年期において最も低くなるこの現

象は一般に「中年の危機」とも呼ばれているが、家の幸福度においても

人生満足度における「中年の危機」と似た傾向がある事が確認できる。

ちなみに、図11においても確認できるネガティブ感情（なさ）が年齢と

共に上昇していく現象は、WB研究において「高齢のパラドックス」と

呼ばれており［6］、一般にネガティブな感情は年齢の増加に伴い減少す

る事が知られている。また、図12は所得層ごとの未婚単身者の家の

幸福度の各側面の平均値をZ得点で示した結果である。図12では人

生満足度の所得※5に依る推移も同時に示しているが、人生満足度と

所得の関係性と同様に、家の幸福度も所得の上昇に伴い高くなる傾

向がある事が確認できる。これらの事実からも、家の幸福と人生の幸

福は密接な関係にある事が分かる。

　家の幸福は人生全般の幸福の問題から切り離して考える事が難し

い。従って、家の幸福度の分析を試みる際には、個人属性や人生の幸

福度などの因子の影響を考慮する必要があると言える。そこで、本分

析パートでは、家の幸福度の各側面を目的変数として、人生全般の幸

福度である「人生満足度」※3と性別と年齢と所得の「個人属性」を統

制用の説明変数、「家のハード面」と「家の住まい方」及び「交流実態」

の各要素を説明変数とする重回帰分析を実施した※6。所得で「答え

たくない」と回答した被験者を除く2,613人の未婚単身者が分析の

対象である。尚、「交流実態」には「恋人」の有無の説明変数も加えて

いる。重回帰分析で推定される標準偏回帰係数は、他の変数の影響

を除いたうえで各説明変数が目的変数へ与える影響の強さを表す目

安として解釈ができるため、本分析により「人生満足度」や「個人属性」

の影響を除いたうでの「家のハード面」「家の住まい方」「交流実態」の

各要因が家の幸福度の各側面へ与える影響を把握する事が可能であ

る。表3に「家の満足度」「家でのポジティブ感情」「家でのネガティブ感

情（なさ）」「家がもたらすエウダイモニア」のそれぞれを目的変数とした

重回帰分析の結果として、各説明変数の標準偏回帰係数を示す。表3

では標準偏回帰係数のうち、5%有意水準、0.1% 有意水準、0.01% 有

意水準で有意となる標準偏回帰係数の値を色付けしており、これらが

家の幸福度の各側面に対して統計的に有意な影響がある説明変数で

ある。家の幸福度のいずれの側面に対しても「人生満足度」の標準偏

回帰係数の値は大きく、人生全般の幸福度が家の幸福度に対して強

い影響がある事が確認できる。しかし、人生満足度や個人属性の影響

を統制した上でもなお家のハード面及び家の住まい方に家の幸福度

へ有意に影響のある説明変数があり、また家の幸福度の各側面で影響

が有意な説明変数が異なる事。

　「家の満足度」に対しては、「広さ」や「設備」及び「管理」に関する

家のハード面において影響の有意な説明変数がある。これに対して、

「家でのポジティブ感情」を目的変数とする結果では、「上下階、両階の

音が気にならない」といったプライバシーに関する説明変数や、「冬は

暖かく夏は涼しい」「窓からの眺めが良い」といった快適に関わる家の

ハード面の説明変数で有意な影響が確認できる。プライバシーや快適

は広さや設備に対してより定性的（感覚的）な要素であると言えるた

め、「家でのポジティブ感情」は「家の満足度」に比べて、より定性的（感

覚的）な家のハード面の要素からの影響が強いと言える。また、「家・

頻繁に交流」や「恋人がいる」など交流実態に関わる要素も「家でのポ

ジティブ感情」に対しては有意な影響がある。

　「家がもたらすエウダイモニア」を目的変数とした結果では、「家具・

インテリアに気を配る」「よく模様替えをする」や「キャンドル・間接照

明を使う」などの家の住まい方にも有意な説明変数がある事が確認

できる。エウダイモニックな次元の家の幸福にとっては、家のハード面

だけでなく家の住まい方も重要である事が分かる。また、「持家」とい

う家の所有形態も「家がもたらすエウダイモニア」に対しては統計的に

有意な影響がある。

　重回帰モデルのあてはまり（予測精度）の良さの指標である自由度

修正済み決定係数は、「家の満足度」「家でのポジティブ感情」が同程

度であり、「家がもたらすエウダイモニア」も比較的に近い大きさであ

るが、これらモデルに比べて「家でのネガティブ感情」の予測精度は低

い。また、「ジメジメしない・カビが生えない」や「建物全体の清掃・手

入れがよい」などの家のハード面の説明変数は家でのネガティブ感情

のなさに対して有意な影響があるが、「若年（30歳未満）」「シニア（50

歳以上）」や「低所得（200万円未満）」など個人属性による影響も有

意であり、家でのネガティブ感情は家の幸福の他の側面に比べて家の

ハード面や家の住まい方からの影響が小さい事が分かる。

家の幸福度の重回帰分析5

※3：年齢層は、「20歳」を20歳以上25歳未満、「30歳」を25歳以上35歳未満、「40歳」を35歳以上45歳未満、「50歳」を45歳以上55歳未満、「60歳」を55歳以上65歳未満とした。

※4：「人生満足度」は「あらゆる点を考慮した上で、あなたは全体として現在の自分の暮らしについてどの程度満足していますか。『非常に満足している』を10点、『まったく満足してい

ない』を0点とした場合、0点から10点の間の何点くらいになるかをお答えください」という問いで11段階評価で測定した。尚、家の幸福度の重回帰分析においては6点以上を1、5点以

下を0とするダミー変数を作成して説明変数で使用した。

※5：所得は「あなたの世帯年収（税込み）はどのくらいですか」という問いに対して、「収入はない」「100万円未満」「100万～200万円未満」「200万～300万円未満」「300万～400

万円未満」「400万～500万円未満」「500万～600万円未満」「600万～700万円未満」「700万～800万円未満」「800万～900万円未満」「900万～1000万円未満」「1000万～

1200万円未満」「1200万～1500万円未満」「1500万～2000万円未満」「2000万円以上」「答えたくない」の16段階で回答させた。

※6：重回帰モデルの推定は最小二乗法を使用した。各説明変数のVIFは2未満（1.05から1.79）であり多重共線性は認められない。目的変数である家の幸福度の各側面は連続変数、

説明変数はいずれもダミー変数である。

［図11］ 年齢と家の幸福度の各側面、及び人生満足度

［図12］ 所得と家の幸福度の各側面、及び人生満足度
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　家の幸福度の各側面は、家のハード面及び家の住まい方との相関の

傾向が互いに似ている事が相関分析により確認された（図4,6）。これ

は、「3. 家の幸福度の実態」で示した通り、世帯属性や性別、及び家

の所有形態や住居形態などの因子が、家の幸福度の各側面に同様の

影響を与えている事が一つの理由であると推察される。特に、年齢や

所得といった人口統計的な要素は人生の幸福度と密接な関係にあり、

家の幸福度に対しても強い影響があると推察される。図11は未婚単

身者の家の幸福度の各側面と年齢の関係性を示した結果であり、年

齢層ごと※3の家の幸福度の平均値をZ得点（平均値が50、標準偏差

が10となるように変換した値）で図示したものである。家でのネガティ

ブ感情（なさ）を除き、家の幸福度の各側面は年齢を経るにつれて50

歳頃までは低下し、60歳付近で再び少し上昇するといった傾向がある

事が確認できる。図11では、比較として人生満足度※4の年齢に依る

推移も示しているが、人生満足度にも家の幸福度と同様の傾向がある

事が確認できる。人生満足度が中年期において最も低くなるこの現

象は一般に「中年の危機」とも呼ばれているが、家の幸福度においても

人生満足度における「中年の危機」と似た傾向がある事が確認できる。

ちなみに、図11においても確認できるネガティブ感情（なさ）が年齢と

共に上昇していく現象は、WB研究において「高齢のパラドックス」と

呼ばれており［6］、一般にネガティブな感情は年齢の増加に伴い減少す

る事が知られている。また、図12は所得層ごとの未婚単身者の家の

幸福度の各側面の平均値をZ得点で示した結果である。図12では人

生満足度の所得※5に依る推移も同時に示しているが、人生満足度と

所得の関係性と同様に、家の幸福度も所得の上昇に伴い高くなる傾

向がある事が確認できる。これらの事実からも、家の幸福と人生の幸

福は密接な関係にある事が分かる。

　家の幸福は人生全般の幸福の問題から切り離して考える事が難し

い。従って、家の幸福度の分析を試みる際には、個人属性や人生の幸

福度などの因子の影響を考慮する必要があると言える。そこで、本分

析パートでは、家の幸福度の各側面を目的変数として、人生全般の幸

福度である「人生満足度」※3と性別と年齢と所得の「個人属性」を統

制用の説明変数、「家のハード面」と「家の住まい方」及び「交流実態」

の各要素を説明変数とする重回帰分析を実施した※6。所得で「答え

たくない」と回答した被験者を除く2,613人の未婚単身者が分析の

対象である。尚、「交流実態」には「恋人」の有無の説明変数も加えて

いる。重回帰分析で推定される標準偏回帰係数は、他の変数の影響

を除いたうえで各説明変数が目的変数へ与える影響の強さを表す目

安として解釈ができるため、本分析により「人生満足度」や「個人属性」

の影響を除いたうでの「家のハード面」「家の住まい方」「交流実態」の

各要因が家の幸福度の各側面へ与える影響を把握する事が可能であ

る。表3に「家の満足度」「家でのポジティブ感情」「家でのネガティブ感

情（なさ）」「家がもたらすエウダイモニア」のそれぞれを目的変数とした

重回帰分析の結果として、各説明変数の標準偏回帰係数を示す。表3

では標準偏回帰係数のうち、5%有意水準、0.1% 有意水準、0.01% 有

意水準で有意となる標準偏回帰係数の値を色付けしており、これらが

家の幸福度の各側面に対して統計的に有意な影響がある説明変数で

ある。家の幸福度のいずれの側面に対しても「人生満足度」の標準偏

回帰係数の値は大きく、人生全般の幸福度が家の幸福度に対して強

い影響がある事が確認できる。しかし、人生満足度や個人属性の影響

を統制した上でもなお家のハード面及び家の住まい方に家の幸福度

へ有意に影響のある説明変数があり、また家の幸福度の各側面で影響

が有意な説明変数が異なる事。

　「家の満足度」に対しては、「広さ」や「設備」及び「管理」に関する

家のハード面において影響の有意な説明変数がある。これに対して、

「家でのポジティブ感情」を目的変数とする結果では、「上下階、両階の

音が気にならない」といったプライバシーに関する説明変数や、「冬は

暖かく夏は涼しい」「窓からの眺めが良い」といった快適に関わる家の

ハード面の説明変数で有意な影響が確認できる。プライバシーや快適

は広さや設備に対してより定性的（感覚的）な要素であると言えるた

め、「家でのポジティブ感情」は「家の満足度」に比べて、より定性的（感

覚的）な家のハード面の要素からの影響が強いと言える。また、「家・

頻繁に交流」や「恋人がいる」など交流実態に関わる要素も「家でのポ

ジティブ感情」に対しては有意な影響がある。

　「家がもたらすエウダイモニア」を目的変数とした結果では、「家具・

インテリアに気を配る」「よく模様替えをする」や「キャンドル・間接照

明を使う」などの家の住まい方にも有意な説明変数がある事が確認

できる。エウダイモニックな次元の家の幸福にとっては、家のハード面

だけでなく家の住まい方も重要である事が分かる。また、「持家」とい

う家の所有形態も「家がもたらすエウダイモニア」に対しては統計的に

有意な影響がある。

　重回帰モデルのあてはまり（予測精度）の良さの指標である自由度

修正済み決定係数は、「家の満足度」「家でのポジティブ感情」が同程

度であり、「家がもたらすエウダイモニア」も比較的に近い大きさであ

るが、これらモデルに比べて「家でのネガティブ感情」の予測精度は低

い。また、「ジメジメしない・カビが生えない」や「建物全体の清掃・手

入れがよい」などの家のハード面の説明変数は家でのネガティブ感情

のなさに対して有意な影響があるが、「若年（30歳未満）」「シニア（50

歳以上）」や「低所得（200万円未満）」など個人属性による影響も有

意であり、家でのネガティブ感情は家の幸福の他の側面に比べて家の

ハード面や家の住まい方からの影響が小さい事が分かる。

家の幸福度の重回帰分析5

※3：年齢層は、「20歳」を20歳以上25歳未満、「30歳」を25歳以上35歳未満、「40歳」を35歳以上45歳未満、「50歳」を45歳以上55歳未満、「60歳」を55歳以上65歳未満とした。

※4：「人生満足度」は「あらゆる点を考慮した上で、あなたは全体として現在の自分の暮らしについてどの程度満足していますか。『非常に満足している』を10点、『まったく満足してい

ない』を0点とした場合、0点から10点の間の何点くらいになるかをお答えください」という問いで11段階評価で測定した。尚、家の幸福度の重回帰分析においては6点以上を1、5点以

下を0とするダミー変数を作成して説明変数で使用した。

※5：所得は「あなたの世帯年収（税込み）はどのくらいですか」という問いに対して、「収入はない」「100万円未満」「100万～200万円未満」「200万～300万円未満」「300万～400

万円未満」「400万～500万円未満」「500万～600万円未満」「600万～700万円未満」「700万～800万円未満」「800万～900万円未満」「900万～1000万円未満」「1000万～

1200万円未満」「1200万～1500万円未満」「1500万～2000万円未満」「2000万円以上」「答えたくない」の16段階で回答させた。

※6：重回帰モデルの推定は最小二乗法を使用した。各説明変数のVIFは2未満（1.05から1.79）であり多重共線性は認められない。目的変数である家の幸福度の各側面は連続変数、

説明変数はいずれもダミー変数である。

［図11］ 年齢と家の幸福度の各側面、及び人生満足度

［図12］ 所得と家の幸福度の各側面、及び人生満足度
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　WB研究の知見を基に幸福の多次元性を考慮した本分析により、

住まいの幸福も多次元的なものである事が確認された。例えば、認知

的な「家の満足度」から住まいの幸福を評価すると「広さ」や「設備」

などの家のハード面の重要性が際立つのに対して、経験的な「家での

ポジティブ感情」で評価すると「窓からの眺めがよい」「冬は暖かく夏

は涼しい」といったより定性的な家のハード面の重要性の比重が高く

なる。また、「家具・インテリアに気を配る」は「家は個性の一部、個性

を強める」などの「家がもたらすエウダイモニア」と強い相関があり、家

は住まい手にとってのエウダイモニアの源泉にもなり得る可能性が示

唆されている。従来の「家の満足度」のみに基づく住まいの良さの評

価では、認知的な満足とは異なる住まいの幸福に寄与する家の側面の

重要性が過小に評価されてしまう危険性があるため、住まいの幸福を

考える際には、認知的な満足、感情的な経験、およびエウダイモニアな

どの幸福の多様な側面を考慮する必要があると言える。以下に本分

析から得られた住まいの幸福に関する主要な知見を示す。

・「家の満足度」「家でのポジティブ感情」「家でのネガティブ感情」「家が

もたらすエウダイモニア」は「家のハード面」「家の住まい方」及び「交

流実態」とそれぞれ異なる関係性がある。

・「家の満足度」は、「広さ」や「設備」を中心とする家のハード面の要

素との相関が強い。

・「家でのポジティブ感情」は、「上下階、両隣の生活音が気にならない」

といったプライバシーに関する家のハード面や、「冬は暖かく夏は涼

しい」「窓からの眺めが良い」といった快適に関わる家のハード面など、

より定性的（感覚的）な家のハード面との相関が強い。また、交流に

関わる要素も「家でのポジティブ感情」に対して有意な影響がある。

・家でのポジティブ感情はその種類により相関の傾向に違いがあり、例

えば「住民同士が交流できる共用スペースがある」という家のハード

面は、「活力が湧き、意欲的な気分」「たくさん笑い、笑顔になる」など

の覚醒系のポジティブ感情との相関は強いが、「くつろいだ、リラック

スした気分」「穏やかで、満たされた気持ち」など非覚醒系のポジティ

ブ感情との相関は弱い。

・「家がもたらすエウダイモニア」は、家のハード面に加えて、「家具・イ

ンテリアへ気を配る」「よく模様替えをする」といった家の住まい方

との相関が強い。また、「持家」である事も「家がもたらすエウダイモ

ニア」を高める。

　他方で、家におけるネガティブな感情は家のハード面及び家の住ま

い方との相関が全般的に弱く、この事実はネガティブ感情が家の問題

としては対策が困難である可能性を示唆していると言える。特に、『幸

福住宅論 Episode.3』における中心的な問題である「孤独（緩和）」は、

家でのネガティブ感情の中でも家のハード面及び家の住まい方との相

関が特に弱い傾向にある（図9,10）。もし、「孤独」という問題に対し

て、建築が何かしらの影響を与え得る可能性があるとするならば、それ

は家という物理的境界を越えた対策になるものと思われる。
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ウェルビーイング研究に基づく「住まいの幸福」の再考寄 稿

　WB研究の知見を基に幸福の多次元性を考慮した本分析により、

住まいの幸福も多次元的なものである事が確認された。例えば、認知

的な「家の満足度」から住まいの幸福を評価すると「広さ」や「設備」

などの家のハード面の重要性が際立つのに対して、経験的な「家での

ポジティブ感情」で評価すると「窓からの眺めがよい」「冬は暖かく夏

は涼しい」といったより定性的な家のハード面の重要性の比重が高く

なる。また、「家具・インテリアに気を配る」は「家は個性の一部、個性

を強める」などの「家がもたらすエウダイモニア」と強い相関があり、家

は住まい手にとってのエウダイモニアの源泉にもなり得る可能性が示

唆されている。従来の「家の満足度」のみに基づく住まいの良さの評

価では、認知的な満足とは異なる住まいの幸福に寄与する家の側面の

重要性が過小に評価されてしまう危険性があるため、住まいの幸福を

考える際には、認知的な満足、感情的な経験、およびエウダイモニアな

どの幸福の多様な側面を考慮する必要があると言える。以下に本分

析から得られた住まいの幸福に関する主要な知見を示す。

・「家の満足度」「家でのポジティブ感情」「家でのネガティブ感情」「家が

もたらすエウダイモニア」は「家のハード面」「家の住まい方」及び「交

流実態」とそれぞれ異なる関係性がある。

・「家の満足度」は、「広さ」や「設備」を中心とする家のハード面の要

素との相関が強い。

・「家でのポジティブ感情」は、「上下階、両隣の生活音が気にならない」

といったプライバシーに関する家のハード面や、「冬は暖かく夏は涼

しい」「窓からの眺めが良い」といった快適に関わる家のハード面など、

より定性的（感覚的）な家のハード面との相関が強い。また、交流に

関わる要素も「家でのポジティブ感情」に対して有意な影響がある。

・家でのポジティブ感情はその種類により相関の傾向に違いがあり、例

えば「住民同士が交流できる共用スペースがある」という家のハード

面は、「活力が湧き、意欲的な気分」「たくさん笑い、笑顔になる」など

の覚醒系のポジティブ感情との相関は強いが、「くつろいだ、リラック

スした気分」「穏やかで、満たされた気持ち」など非覚醒系のポジティ

ブ感情との相関は弱い。

・「家がもたらすエウダイモニア」は、家のハード面に加えて、「家具・イ

ンテリアへ気を配る」「よく模様替えをする」といった家の住まい方

との相関が強い。また、「持家」である事も「家がもたらすエウダイモ

ニア」を高める。

　他方で、家におけるネガティブな感情は家のハード面及び家の住ま

い方との相関が全般的に弱く、この事実はネガティブ感情が家の問題

としては対策が困難である可能性を示唆していると言える。特に、『幸

福住宅論 Episode.3』における中心的な問題である「孤独（緩和）」は、

家でのネガティブ感情の中でも家のハード面及び家の住まい方との相

関が特に弱い傾向にある（図9,10）。もし、「孤独」という問題に対し

て、建築が何かしらの影響を与え得る可能性があるとするならば、それ

は家という物理的境界を越えた対策になるものと思われる。
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