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Ⅰ　問題意識と研究目的

わが国の人口・世帯数の頭打ちに伴い、新設住宅着工戸数は長期的な低下が予測されて

いる。このような状況下、戦後の旺盛な新築住宅需要に対応して成長を遂げてきた大手住

宅供給業者（以下住宅メーカー）は、経営戦略の抜本的な見直しを迫られており、各社一

斉に住宅リフォームをはじめとするアフターマーケットに注目している。

しかし、住宅リフォームは一つ一つ形態が異なる既築住宅に対する工事であるため、住

宅新築工事に比べ一般に複雑で、しかも工事金額は低い。さらに需要がいつ発生するか明

らかではない場合が多いため、新築住宅販売に最適化された高コストな事業システムを持

つ住宅メーカーは、リフォーム事業で十分な利益を上げるに至っていない。一方で住宅リ

フォーム需要も、将来的には成長するとの予測がありながら、実績を見ると言われるほど

には拡大していない。

ここには消費者と事業者の双方に、目的を達成できない何らかの課題が存在すると思わ

れる。その課題を取り除くことができれば、消費者のリフォーム実施意向は顕在化され、

事業者がそれを獲得して収益を上げることが可能になるのではないか。

本研究の目的は、このための消費者側および住宅メーカー側の必要条件を明らかにする

ことである。本研究では上記目的を達成するために、既存調査レビュー、リフォームに関

心のある消費者に対するアンケート調査、および住宅メーカーのリフォーム事業部門に対

するインタビュー調査を実施した。

Ⅱ　住宅市場および住宅リフォーム市場の実態

議論の前提として、まず住宅市場および住宅リフォーム市場を概観する。
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1．人口・世帯数（注1・2）

わが国の人口はすでに減少局面に入っており、特に減少するのは 15 ～ 64 歳の「生産年

齢人口」である。逆に 65 歳以上の「老年人口」のみが増加傾向にある。一方世帯数は今

後もしばらくは微増傾向を示すが、2015 年にはピークに達すると予測されている。また、

増加するのは「単身」または「夫婦のみ」世帯であり、いわゆる「標準世帯」と称される

「夫婦と子」世帯は減少していくと予想されている。

2．住宅フロー市場（新設住宅着工）（注3・4・5）

新設住宅着工戸数はバブル期以降高い水準を維持していたが、1996 年の 163 万 378 戸

をピークに減少を続け、1998 年以降 120 万戸前後で横ばいに推移している。また今後の

新設住宅着工については、人口・世帯数の減少に伴い減少傾向となることが、複数の調査

機関の予測で示されている。

3．住宅ストック市場（総住宅数）（注6・7）

わが国の住宅総数は 4,686 万 2,900 戸、うち「店舗その他の併用住宅」を除く「専用住宅」

は 4,525 万 8,400 戸である。そのうちリフォーム適齢期（築 10 ～ 25 年）の専用住宅は 1,694

万 2,000 戸（専用住宅の 37.4％）、うち戸建住宅は 867 万 5,000 戸（同 19.2％）存在する。

また、近年建設された住宅は以前のものより寿命が伸びているため、新設住宅着工の伸

びがなくともストックが増加する可能性がある。

4．住宅リフォーム市場（注8・9）

増築・改築工事費と設備棟の修繕維持費を合わせた 2005 年の「狭義のリフォーム市場

規模」は5.29兆円である。この市場規模の推移を見ると、新設住宅着工と同じ1996年にピー

クがあり、そこから緩やかな減少傾向を示している。別の調査結果でこの内訳を見ると、

平均工事単価と工事件数の両方が低下している。しかし、リフォーム適齢期の住宅ストッ

クの増加を根拠に、将来的には市場は拡大するものと予測されている。

1  国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』（2006 年 12 月）
2  国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計（全国推計）』（2003 年 10 月）
3  国土交通省『建築着工統計調査』（2006 年 5 月）
4  建設経済研究所『「建設投資等の中長期予測」～ 2010 年度及び 2020 年度の見通し～』（2005 年 8 月）
5  日本総合研究所『人口減少下での住宅市場の展望　～「質」重視への転換をテコに緩やかな拡大持続～』
（2005 年 11 月）

6  総務省統計局『平成 15 年住宅・土地統計調査』（2005 年 3 月）
7  米山秀隆「既存住宅の価値向上と流通促進の方策」富士通総研『研究レポート』No. 275（2006 年 10 月）
8  住宅リフォーム・紛争処理支援センター『住宅リフォームの市場規模』（2007 年 1 月）
9  国土交通省『増改築・改装等調査』（2006 年 6 月）
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5．リフォームに関する消費者意識と行動（注10・11・12・13・14・15・16）

文献調査から、リフォームに対する主な消費者意識を以下のように整理した。

 ・ リフォームを検討するきっかけの大きな要因は「現在の住宅に住み続けるため」

 ・ リフォームを頼みたいのは「人間的な関係性の高い業者」、しかしそのような業者に

対する工事満足度は相対的に低い

 ・ リフォーム経験者の不満は「工事の質の低さ」や「アフターサポートの悪さ」などに

ある

 ・ 悪徳業者に対する被害相談は増加を続けている

 ・ 現在の住宅を注文・購入した業者にリフォームを頼む意識は低い

これらのデータから浮き彫りになるのは、住宅供給業者と住宅購入者との関係性の弱さ

である。住宅の新築は販売時点で大きな売上と利益が確保されるため、新築需要が旺盛な

時代には、住宅供給業者のビジネスは「売り切り」型で十分成り立ち得た。しかし新築需

要が長期的に低下していくと予想される今後、住宅供給業者がこれまで通りの「売り切り

型」ビジネスモデルを実行し続けることは難しくなると考えられる。そうなれば住宅供給

業者は販売後の顧客とのアフター需要に真剣に目を向けざるを得なくなるが、住宅購入者

との関係性が途切れていれば、それはもはや「顧客」とは呼べないことになる。このよう

な状況では、部材製造業者や施工業者など、新築においては住宅供給業者を頂点とするサ

プライチェーンを構成していたパートナーが、住宅供給業者の頭越しに消費者に対してア

プローチするのをとめることは難しいだろう。

Ⅲ　大規模戸建リフォームの需要側発生条件仮説

前章における既往調査結果の分析から、消費者が大規模な戸建リフォームを実施するた

めの条件には以下のようなものがあると考えられる。

戸建リフォームは、長期間居住した戸建住宅に引き続き「住み続ける」ため、あるいは

10  群馬県建設業団体連合会『群馬県リフォーム市場需要実態調査報告書』（2003 年 3 月）
11  矢野経済研究所『2006 年版　住宅リフォーム市場の動向調査』（2006 年 10 月）
12  日本総合研究所『人口減少下での住宅市場の展望　～「質」重視への転換をテコに緩やかな拡大持続～』
（2005 年 11 月）

13  野村総合研究所『野村総合研究所が予測、住宅リフォーム市場は 2010 年に約 8 兆円まで拡大　～建材・
住設企業が市場をとらえるための 3 つの方策を提言～』（2006 年 2 月）

14  住宅リフォーム推進協議会『住宅リフォーム統計調査　平成 17 年度調査報告書』（2007 年 1 月）
15  内閣府『高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果』（2006 年 10 月）
16  国民生活センター『最新の訪販リフォームに係る苦情相談の現状と国民生活センターの対応』（2006

年 10 月）
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新しく購入、あるいは相続した中古住宅に「住み始める」ために実施される場合が多い。

特に「住み続ける」ための大規模戸建リフォーム発生のためには、「住み続けたい」と思

えるための要因と、実際に「住み続けられる」ための要因の双方が必要であると思われる。

前者には「住宅や土地に対する愛着」「生活の利便性」など、後者には「物理的寿命の長

い住宅」「住宅の修繕・更新に当てられる資金」などが考えられる。

これらに加え、実際にリフォームを発注するためには、「住宅の修繕・更新に対する関心」

があり、かつ「信頼できる相談先」を持っていることが必要であると思われる。

企業が顧客との関係性を基盤として長期的な収益を上げようとする場合、自社の提供価

値の内容によって、顧客と結ぶことのできる関係性に強弱が生まれる。言い換えれば、企

業は必ずしも全ての顧客と長期的な関係性を結べるわけではない。従って、全ての顧客に

無差別にアプローチすることは経営資源の無駄につながる。それを避けるために、企業は

顧客を「識別」しなければならない。上記の「需要側発生条件」は、住宅メーカーが自社

の住宅を購入した顧客に対して大規模戸建リフォームを提案する際に、ターゲット顧客を

抽出する基本的な考慮事項として活用することができるだろう。

Ⅳ　検証：消費者アンケート調査

Ⅲで議論した大規模戸建リフォーム需要の発生条件仮説を検証するため、消費者に対す

るインターネットアンケート調査を実施した。

1．調査仕様

 ・調査目的： 1. 大規模戸建リフォームの実施意向が高い消費者の属性と、特徴的な意識・

行動を発見する／ 2. 現在の住宅を購入した業者にリフォームを依頼する意向がある

消費者の属性と、特長的な意識・行動を発見する

 ・調査対象：リフォームに関心のある持家戸建住宅（注文／分譲／中古）居住者

 既婚女性・30 歳～ 60 歳・世帯主またはその配偶者

 ・サンプル数：703（30 代：296 ／ 40 代：276 ／ 50 ～ 60 歳：131）

 ・調査票の構成（大項目）： 1. リフォームに対する関心内容／ 2. 現在の住宅を購入した

業者との関係性／ 3. 住まいと暮らしに関する意識／ 4. 現住宅と土地に関する属性／

5. 回答者および回答者世帯の属性

2．調査仮説

調査実施に当たり、文献調査等の結果を踏まえ、以下の仮説を立てた。

 ・仮説 1－ 1：大規模戸建リフォームの実施意向がある消費者の属性は、そうでない消
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費者に比べ以下の特徴がある

 現住居への愛着度が高い／好立地の（地価が高い土地の）広い家に住む／手持ち資金

がある（年収が高い・住宅維持・補修用の貯蓄がある）

 ・仮説 1－ 2：大規模戸建リフォームの実施意向がある消費者のリフォームに対する意

識と行動には以下の特徴がある

 検討理由：（単なる修繕ではなく）ライフステージ変化・ライフスタイル対応のため

 検討規模：部屋の改装など大掛かりなリフォームを検討

 情報収集：リフォーム情報収集チャネル数が多い

 業者選択：リフォーム業者の人柄よりも能力を重視し、また（信頼度の高い）大手業

者への依頼意向が高い

 ・仮説 2：現在の住宅を購入した業者にリフォームを依頼する意向のある消費者はそう

でない消費者に比べ、その業者との「関係性」が強い

 現住宅購入業者との接触頻度が高い／現住宅購入業者に感じる「親密さ」が強い／築

年数が浅い（現住宅購入業者との取引経験をリアルに記憶している）

100万未満
22.9%

200万未満
30.9%

300万未満
22.6%

500万未満
16.1%

1000万未満
5.7%

1000万以上
1.8%

図 1　リフォームに対する最大許容額

3．調査結果（1）：大規模戸建リフォーム実施意向者の特徴

回答者にリフォームに対する最大許容金額を聞いた結果を図 1 に示す。中央値は「100

～ 200 万円」で、「300 万円以上」と答えたのは全体の 23.6％であった。以降彼女らを「大

規模リフォーム意向者」と呼ぶ。

彼女らのリフォームに対する関心の特徴を明らかにするため、サンプルを大規模リ

フォーム意向の有無で二群に分け、両者の属性項目の有意差を検定したところ、大規模リ

フォーム意向者には以下の特徴があった。

 ・ 住宅の築年数が長い（平均年数が実施意向あり：15.64 年／なし：平均 12.65 年）

 ・ 住宅の階数が低い（3 階建以上が実施意向あり：13.3% ／なし：20.7%）

 ・ 世帯年収が高い（世帯年収 1,000 万円以上が実施意向あり：20.9% ／なし：12.2%）
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 ・ 住宅の取得方法が「新築住宅」「新築分譲」ではなく「中古住宅購入」「相続」である

比率が高い（実施意向あり：31.9% ／なし：20.7%）

一方、住宅の延床面積、地価・最寄り駅までの移動時間、回答者の年齢、継続居住意向、

住宅用の貯蓄の有無については優位な差が見られなかった。

また、大規模リフォーム意向者のリフォームに対する関心内容には、以下の特徴が見出

された。

 ・ 関心のあるリフォーム種別：（大規模な）「改築」「増築」に対する関心が高い

 ・ リフォームに関心がある理由：「家庭内 LAN 導入」「老朽化対応」「継続居住対応」

以外のすべての選択率が高い（関心の幅が広い）

 ・ 関心のある部位：「リビング」「食堂・台所」「寝室」「他の居室」「浴室」に対するリフォー

ムへの関心が高い

 ・ 情報収集先：「セミナー・講習会」の利用率が高い

 ・ 業者選択の際の重視項目：「情報提供の的確さ」「デザインや提案力の高さ」の重視度

が高い

 ・ 発注希望業者：「設計事務所・建築家」へのリフォーム発注希望率が高い（意向あり：

14.5% ／意向なし：5.6%）

4．調査結果（2）：現住宅購入業者に対するリフォーム発注意向者の特徴

回答者に現住宅購入業者に対するリフォーム発注意向を聞いたところ、全体の 37.8% が

「発注意向あり」と回答した。以後彼女らを「リピート発注意向者」と呼ぶ。この結果を

発注業者の種類別に見ると、大手住宅メーカーから購入したサンプルのリピート発注意向

比率は 54.8% であるのに対し、工務店から購入したサンプルのそれは 36.3% と、購入業者

の種類によってリピート発注意向に大きな差が存在することが明らかになった。

また住宅の築年数別では、築年数が高くなるほどリピート発注意向が減少する結果が得

られ、さらに現住宅購入業者に対して感じている「親密度」別に見ると、親密感が高いほ

どリピート発注意向が高いという明確な傾向が見られた（図 2）。

サンプルをリピート発注意向の有無で分け、両者の差を検定した結果、リピート発注意

向者には以下の有意な特徴が見出された。

 ・ 住宅の築年数が短い（意向あり：10.56 年／意向なし：15.07 年）

 ・ 住宅の延床面積が広い（150 ㎡以上が意向あり：26.6% ／意向なし：18.5%）

 ・ 世帯年収が高い（750 万円以上が意向あり：46.8% ／意向なし：35.1%）

 ・ 継続居住意向が高い（「そう思う」比率が意向あり：40.2% ／意向なし：23.6%）

 ・ 大手住宅メーカーからの現住宅購入者比率が高い

 ・ 現住宅購入業者への「親密度」が高い

一方、地価、最寄り駅までの移動時間、回答者の年齢、許容リフォーム上限金額、住宅
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用の貯蓄の有無については有意な差は見出されなかった。

さらに、「親密度」の高低に関係する企業側の取り組み要素を明らかにするため、住宅

購入者に対する業者の接触状況を確認した。ここではそのうち、現住宅購入業者の訪問頻

度による「親密感」の変化を示す（図 3）。これを見ると、「年 1 回未満」の訪問でも「全

くなし」に比べれば大幅に「親密感」が向上していることが分かる。これは比較的軽微な

努力でもリピート意向をある程度維持できる可能性を示唆している。
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図 2　現住宅購入業者との「親密度」別、現住宅購入業者へのリフォーム発注意向
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Ⅴ　大規模戸建リフォーム需要獲得のための供給者側前提条件仮説

このような消費者の戸建リフォームに対する需要実態に対し、住宅メーカーがリフォー

ム事業で安定的な収益を確保するためには、現在のリフォーム需要の大半を占める小規模

リフォームではなく、大規模なリフォーム需要を獲得する必要がある。ただし、日々住宅

を使用している消費者が大規模リフォームの必要性を自ら顕在化する可能性は低いと考え

られるため、需要の顕在化をただ待つのではなく、供給者側から積極的に大規模リフォー

ムの提案を実施する必要があるだろう。さらにその提案が受け入れられるためには、居住

者のライフスタイルやライフステージ変化を予測して、適切なタイミングを選ぶ必要があ

る。

Ⅵ　検証：住宅メーカーインタビュー調査

上記の仮説を検証するため、わが国を代表する住宅メーカー 2 社のリフォーム事業担当

者に対してインタビュー調査を実施した。1 社は自社の OB 顧客のみを対象とし、もう 1

社は自社・他社を問わない営業活動をしているが、両者が共通して必要だと認識しておら

れる要素は概ね以下の通りであった。

 ・ 大規模案件の積極提案（需要対応ではなく需要創造）

 ・ それを可能にする専門家集団による組織体制構築

 ・ 計画的・定型的な受注のための提案パッケージ開発

 ・ 消費者のライフステージ・ライフスタイルに対する深い理解

 ・ 認知度の高さを活かした消費者に対する信頼感（ブランド）訴求

Ⅶ　考察

消費者アンケートの結果によると、大規模リフォーム意向者およびリピート発注意向者

の世帯年収は総じて高いが、予想に反し年齢によらず存在する。

大規模リフォーム意向者はその他に比べ、古いが建築面積の広い（≒敷地の広い）住宅

に住んでおり、「居室回りの大規模リフォーム」に強い関心を持っている。リフォーム業

者に対して「能力」を求める傾向が高く、建築家や設計事務所へのリフォーム発注意向者

も多い。住宅メーカーにとって「能力」を示すことは比較的容易であろうが、建築家や設

計事務所が競合相手となる可能性を認識する必要がある。

またリピート発注意向者は、発注意向がない者に比べ住宅メーカーの住宅に住んでいる
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割合が高く、新しく広い住宅に住んでおり、できれば現在の住宅に住み続けたいと考えて

いる。また彼らは現住宅購入業者に対して引き続き親密感を持っている。この結果は住宅

メーカーにとっては有利なものであるが、築年数の増加に伴って低下していくリピート発

注意向をどう維持するかが重要な課題となる。

一方住宅メーカーインタビューの結果からは、住宅メーカーがリフォーム事業で収益を

獲得するためには大規模案件を積極的に提案して獲得していくことが必要であること、お

よびそのためには消費者のライフスタイルやライフステージ変化を事前に把握しているこ

とが重要であることなどが示唆された。

同時に、自社顧客は住宅メーカーに対しアフターメンテナンスの一環として修繕などの

小規模リフォームを要求する場合があり、それらをいかに効率的に処理するかが重要であ

ることも明らかになった。顧客満足維持と業務効率の最適なバランスを見出すことは容易

ではないが、例えば小規模リフォームは取り次ぎに徹して自社では実施せず、自社は大規

模リフォームのみ対応する、といった役割分担が求められるであろう。

Ⅷ　結論

本研究では、大規模戸建リフォームが発生するための消費者側条件、およびその需要を

獲得するための供給者側条件を検討した。

消費者アンケートの結果、大規模戸建リフォーム実施意向者および現住宅購入業者への

リピート発注意向者の、属性面および行動面の特徴が明らかになった。また、事業者イン

タビューの結果、住宅供給業者がリフォーム事業で収益を獲得するための前提条件が明ら

かになった。

本研究による戸建リフォームにおける消費者セグメンテーション仮説およびマーケティ

ング取り組みに対する示唆を、住宅メーカーが自社のマーケティング活動に適用すること

により、大規模戸建リフォーム提案の成功確率が高まることが期待される。

さらに、このような住宅メーカーの取り組みが進展し、戸建リフォームにおいても住宅

の新築同様の住宅メーカーを頂点としたサプライチェーンが構築されれば、消費者にとっ

てはリフォームを検討する際の相談先が分かりやすくなるため、消費者の住宅リフォーム

の実施意欲が高まり、結果として住宅リフォーム市場の拡大にも寄与するものと期待され

る。
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