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 “ゆるやかな大家族”が増えていく 
－２１世紀型の生活共同スタイル「近居」がもたらす新たな需要－ 

 
 

ソフィアバンク ディレクター 村田 裕之 
 

 要 旨  
 

1. 子供の独立を契機にシニア夫婦が都市部に移り住むケースが増えている。将来、体が不調に

なった時のことを想定し、病院が近いこと、食事の買い物や交通の便がよいことを求めてい

るためである。 
2. 一方、親から独立した子供世代が、孫の誕生を機会に、同居はしないが親の住居の近くに住

居を構える「近居（近接居住）」が増えている。同居による精神的なストレスを避けつつ、

近くにいることのメリットを互いに享受しあう傾向が強まっているからである。 
3. このようにシニアの親世代に子供世代が近居することで、同居はしないが親、子、孫の三世

代が行動する機会が増える“ゆるやかな大家族”が都市部に増えている。 
4. この“ゆるやかな大家族”では、同居していないことで親と子または親と孫が直接顔をあわ

せる「回数」は減るが、そのことが逆に直接顔をあわせた時のコミュニケーションの「密度」

を高めることになる。つまり、顔をあわせる時に相手とのコミュニケーションを深めようと

する気持ちが湧き、その際、近くに住んでいるために行動を共にする機会が多くなる。これ

により、親、子、孫の三世代による買い物や外食、レジャーなどで新たな消費需要が生れ、

結果として親であるシニア世代の消費支出が促されている。 
5. 大家族には本来「世代間での学びあい」の仕組みがあった。このため、近居による擬似的な

「大家族」の復活は、この長所をも復活させる可能性を持つ。そこで、この世代間での学び

あいの機会を提供することが新たな需要につながるものと考えられる。 
6. “ゆるやかな大家族”では外出先だけでなく、家庭においても世代間での学びあいが容易に

なる。この学びあいには「三つの方向性」がある。第一にシニア世代である親の体験知を子

供や孫に伝達すること、第二に子供や孫の世代の流行などを親に伝達すること、第三に互い

の保有スキルを伝達することである。 
7. “ゆるやかな大家族”は、都市部を中心に今後ますます増加することが予想されることから、

この新しい生活共同スタイルに対応したサービスの潜在需要は大きい。 
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1. 都市部に増える“ゆるやかな大家族” 
 
(1) 都心志向が強まるシニア世代 
子供の独立を契機にシニア夫婦が都市部に移

り住むケースが増えている。将来、体が不調にな

った時のことを想定し、病院が近いこと、食事の

買い物や交通の便がよいことを求めているため

である。 
都市整備公団関西支社が 2001 年に 45 歳から

64 歳を対象に行った調査によると、65 歳以上で

都心に住みたいと答えた人は、男性で48.4％、女

性で64.6％に上った。都心志向の理由として、病

院が近い（35.7％）、交通利便性が高い（28.9％）

などが上位にあがっている。 
 

(2) 適度な距離で支えあう近居が増加 
一方、親から独立した子供世代が、孫の誕生を

機会に、同居はしないが親の住居の近く（30 分

から１時間程度の移動距離）に住居を構える「近

居（近接居住）」が増えている。 
厚生省（現厚生労働省）の調査によると、子供

とは別居でありながら「近隣地域」に住む 65 歳

以上は、1986 年の 5.6％から 1998 年には 8.6％
に、「同一市町村」に住む 65 歳以上は、1986 年

の7.3％から1998年には9.6％にそれぞれ増加し

ている（図表１）。子供からみた場合でも、親と

別居する既婚の女性のうち、30 代では約６割、

29歳以下では約７割が親元から30分以内の地域

に住んでいるという調査結果もある（図表２）。 
また、前述の都市整備公団の調査でも子供との

近居を望む人が71.3％にも上る一方、同居を望む

人は18.1％と減少しており、近居が親世代、子世

代の双方に望まれていることがわかる。実際、田

舎や郊外の家を売り、都市部に移り住むシニアと

その子供世代により都市部のマンション需要が

伸びている。 
 

(3) なぜ、近居が増えているのか 
近居が増えている理由は、同居による精神的な

ストレスを避けつつ、近くにいることのメリット

を互いに享受しあう傾向が強まっているからで

ある。 
同居の場合、嫁と姑の間でトラブルが生じたり、

親子間で嗜好が違うことからいさかいが起きて

互いにストレスが溜まりやすい。一方、近居の場

合、日常生活を干渉しあう機会が減りつつつ、そ

れぞれが適度な距離をとりながら互いを支えあ

えることができる。つまり、子供の立場では①ア

カの他人のベビーシッターではない育児の支援

者が欲しいこと、②住宅や生活の費用などの経済

的な援助を親から受けやすいこと、一方、親の立

場では①子供や孫の顔を頻繁に見たいこと、②万

一の時に頼れる家族がすぐそばにいてほしいこ

とが背景にある。 
こうした近居需要に応じて、制度上のサポート

も増えている。神戸市や横浜市などの地方自治体

は同一市町村に 60 歳以上の親と住む子供を対象

に「近居融資」を設け、近居を促している。 
 

図表2. 年齢別、別居親との距離 
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図表1. 子供と別居している65歳以上の割合の推移 
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2. “ゆるやかな大家族”が新たな消費を生

み出す 
 
(1) “ゆるやかな大家族”はシニアの消費を促す 
このようにシニアの親世代に子供世代が近居

することで、同居はしないが親、子、孫の三世代

が行動する機会が増える“ゆるやかな大家族”が

都市部に増えている。 
この“ゆるやかな大家族”では、同居していな

いことで親と子または親と孫が直接顔をあわせ

る「回数」は減るが、そのことが逆に直接顔をあ

わせた時のコミュニケーションの「密度」を高め

ることになる。つまり、顔をあわせる時に相手と

のコミュニケーションを深めようとする気持ち

が湧き、その際、近くに住んでいるために行動を

共にする機会が多くなる。これにより、親、子、

孫の三世代による買い物や外食、レジャーなどで

新たな消費需要が生れ、結果として親であるシニ

ア世代の消費支出が促されている。 
 

(2) 「一ヶ所で三世代満足」できる商品・サービ

スがヒットする 
例えば、旅行・レジャーの分野では、ＪＴＢが

2000 年から発売した「一緒がいいね」という国

内旅行商品が売れている。二間続きの客室に三世

代で割安に泊まることができることが受けてい

る。一方、2001 年春に千葉県袖ヶ浦に開園した

「東京ドイツ村」は、車で施設内を移動できる三

世代対応が好評である。移動の多いテーマパーク

は歩行力の低下したシニアにとってかなりの負

担であり尻込みされやすい。その欠点を解消した

サービスである。また、何種類もの風呂が売りの

巨大温泉施設であるメガ温泉やスーパー銭湯も

手軽なレジャーとして受けており、全国各地に誕

生している。一カ所で三世代が満足できることが

ヒットの秘訣である。 
 

(3) 家族イベントに特にお金を使う 
“ゆるやかな大家族”では、普段家族全員が同

居していないためか、互いの記念日のお祝いやそ

のお返しなどの家族イベントに力をいれる傾向

がある。例えば、都内のある高級フランスレスト

ランでは個室の畳部屋を用意し、三世代でフラン

ス料理を食べながら孫の誕生日を祝うことがで

きる点が受けている。 
また、西武百貨店池袋店では、子供服売り場を

「三世代が楽しく買い物できる」よう改装したり、

日本百貨店協会が10月の第３日曜日を「孫の日」

として三世代間コミュニケーションのきっかけ

つくりを行い、売上を伸ばしている。 
一方、このような「大家族」による外出機会の

増加は、大家族向けの移動手段の需要をも生み出

す。トヨタ自動車の「エスティマ」、本田技研工

業の「オデッセイ」などのミニバンは大家族の移

動に便利な３列シートの７人乗り乗用車として

今年の大ヒット商品となっている。また、ＪＲ東

日本は祖父母と孫を含むグループを対象とした

「孫と旅きっぷ」を 2000 年に発売し、売上を伸

ばしている。 
さらに、同居していないために頻繁に連絡をと

りあうための電話、ＦＡＸ、インターネットなど

の通信需要も増えていることから携帯電話、パソ

コン、インターネットプロバイダー、などの需要

も増えている。 
“ゆるやかな大家族”では、同居せずに互いに

一定の距離を置いていることで、むしろコミュニ

ケーション密度が高くなっている。このことが新

たな需要を生み出す背景となっている。 
 
(4) ディズニー・ワールドに見る三世代向けサー

ビスの「その先」 
米国のディズニー・ワールドは、日本のように

日帰りで遊ぶテーマパークではなく、テーマパー

クとリゾートホテルが一体となった滞在型の旅

行地として定着している。また「３歳から 93 歳

までが楽しめるテーマパーク」というコンセプト

が創業時から受け継がれている。事実、フロリダ

のディズニー・ワールドでは、顧客の 25％を 50
歳以上が占める。 
現在、米国 45 歳以上の人口のうち、66％に孫

がいて、毎月９万 5000 人の割合で増加し続けて

いるが、シニアと孫が一緒に旅行へ行く際、最も

人気が高い場所はディズニー・ワールドである。

そのため、ウォルト・ディズニーでは、孫と一緒
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に旅行するシニアへのマーケティング活動にも

力を入れている。 
例えば、最近、シニア一人あたり424ドル、９

歳以下の孫一人あたり220ドルで、３日間の宿泊、

テーマパークのチケット、ディズニーキャラクタ

ー付きの朝食、キャラクターのサイン本がパッケ

ージになった旅行商品を発売している。 
また、サポートサービスにも余念がなく、フロ

リダにある４つのテーマパークには、自動操縦型

の乗り物が用意されており、シニアが広いパーク

内を自由に移動できるようサポートしている。 
また 1999 年には、「大人だけのゆったりプラ

ン」「孫と一緒に楽しむプラン」などタイプ別の

旅行計画、テーマパークの混雑状況、最短交通機

関の案内など、シニアのための非公式ガイドブッ

クも発売されるほど、関心が高まっている。 
しかし、特に注目すべきものとして、このディ

ズニー・ワールドにはディズニー・インスティテ

ュートという大人向けの施設があり、休暇をとり

ながら教養を広めるためのプログラムを提供し

ている。孫が親と娯楽施設で遊びつつ、子は休暇

をとりながら教養を広め、レストランや宿泊施設

で双方の体験を語りあうことで世代間の絆を強

めるきっかけにできるだろう。 
 
3. 「大家族」では「世代間での学びあい」

が復活する 
 
(1) 大家族の長所は「世代間での学びあい」 
かつての農耕時代には、家長の兄弟姉妹に限ら

ず、奉公人など血縁のない人間をも同居させる

「大家族」が当然であった。農耕の働き手として

同居が必然であり、いわば家族全員が「同じ空気

を吸って」暮らしていた。このような農耕社会に

おいては、父親、兄姉、祖父母ら家にいるすべて

の人が、子育てに関わり、家族同士のコミュニケ

ーションから自然に生活の智恵を学ぶ機会が多

かった。さらに、家父長制では家長である父親の

存在感が大きく、子供は父親から暗黙にしつけや

教育を受けていた。 
このように大家族は、家族全員が「同じ空気を

吸う」ことで、「世代間での学びあい」を暗黙か

つ自然に行うことのできる仕組みであった。 
しかし、明治以降、急速に工業化・都市化が進

み、大正時代には人口の５割以上が核家族で暮ら

すようになった。この核家族化の進展により、親

から子供、子供から孫への家事、育児、しつけ、

徳目、世間常識などの伝承が行われにくくなった。 
しかし、近居による擬似的な「大家族」の復活

は、大家族の本来の長所である世代間での学びあ

いをも復活させる可能性を持つ。そこで、この世

代間での学びあいの機会を提供することが新た

な需要につながるものと考えられる。 
 
(2) “ゆるやかな大家族”のありようが新たな消

費を生み出す 
“ゆるやかな大家族”では外出先だけでなく、

家庭においても世代間での学びあいが容易にな

る。この学びあいには「三つの方向性」がある。 
第一にシニア世代である親の体験知を子供や孫

に伝達すること、第二に子供や孫の世代の流行な

どを親に伝達すること、第三に互いの保有スキル

を伝達することである。 
同居していた頃は耳にタコができるほど当たり

前と思っていた親の体験談も、近居になってから

は妙に貴重なアドバイスに聞こえてきたり、これ

まで聞いた事がなかったような昔のエピソード

が飛び出す機会も増えてくる。 
また、子供または孫が、親にパソコンや電子メ

ールの使い方やホームページの作り方を教える

一方、親からは格調ある手紙の書き方や印象に残

る写真の撮り方を教わるということもあるだろ

う。このように三世代間のコミュニケーション密

度を高めようとするところに多くの商品・サービ

ス需要が考えられる。 
米国にアイグランドペアレンツというインター

ネットによるサービスがあった。このサイトに親

がアクセスすると、孫世代の遊びやおもちゃ、学

校で何が流行しているのかなどがわかるように

なっていたが、これは核家族先進国の米国ならで

はのサービスであったといえる。つまり、親、子、

孫の三世代が離れ離れで生活する場合が多く、ネ

ットを介したコミュニケーションにはそれなり

の需要があった。 
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しかし、日本では、これまで述べたように近居

による大家族化が進行中であり、このようなネッ

トサービスを利用するニーズは少ないといえる。

日本で類似のサービスがなかなか登場しない理

由は、このあたりにあるものと思われる。 
ネットビジネス以外で見ると、米国でも不況に

苦しんだ 1980 年代に「家族」の価値が見直され

た時期があった。その家族回帰現象が「ライフス

タイル・ビジネス」という新しい産業を生み出す

きっかけとなっている。 
日本では“ゆるやかな大家族”が都市部を中心

に今後ますます増加することが予想されること

から、この新しい生活共同スタイルに対応したサ

ービスの潜在需要は大きい。  
 

（2001.11.28） 
 
このレポートに対する感想、ご意見をお待ち

しております。メールアドレスは次のとおり

です。 
hirmurat@softbank.co.jp 
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