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このことから、家での暮らしについて
何がいえるでしょうか？

現在
世界中で3人に1人が
今住んでいる場所よりも
もっと「わが家」を感じる場所がある
といっています。
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壁という枠を超えて

暮らしの基本は「家」

イケアは、より快適な暮らしを実現するもの
は何かを深く理解するために、毎年何千人も
の人々を対象に家での暮らしに関する調査を
行っています。今年もまたこの調査を行いま
した。

2016年のレポート以来、イケアは何が「わが家」という感覚を
もたらすのかに強い関心を抱いています。2016年には、調
査対象となった人の20%が、自分の住まいよりも、もっと「わ
が家」を感じる場所があると回答しました。2年後の今、そ
う感じる人は世界で29%、都市部では35%にのぼることがわ
かりました。
わたしたちは、多くの人がこのように感じる理由を知りたいと
考えました。人々に「わが家」を感じさせるものは何なのか、人々
はどこへ行って「わが家」を感じるのかを調査しました。

調査済みの内容

報告書を
再度チェック

の
2万2000人を
越える人々から
話を聞く

その中から
もっとも興味深い学びを抜き出して、
「Life at Home Report 2018」
ショートバージョンにまとめました。

イケアがたどってきた道

「家での暮らし」の
達人たちによる、
より快適な家での
暮らしのための
アドバイス

を開催

の

イケアストアを
訪問
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「家での暮らし」は、
新しい時代を
迎えている

この4つの観点に沿って見ていくと、家はどのようにできあがる
のか、人々はそこで何を行うのかが説明できます。
ここ2～3年、イケアは家に対する心理的な部分を深く掘り下げ、
この4つの観点とどんな相互作用があるのかを探ってきました。
「わが家」感はどのように表現できるでしょうか？ 人によってわ
が家への感じ方が異なるのはなぜでしょうか？

リサーチを進めるなかで、家での暮らしが世界中で大きく変化
していることがわかりました。住まいは一段と狭くなり、より便
利に、忙しく、うるさくなっています……このすべてが、たった1

つのスペースがわたしたちの――機能的または心理的な――
ニーズをいかに満たせるかに影響します。自宅で必要なニーズ
を満たせないとき、私たちは家の外へと向かいます。
つまり、暮らしはどんどん変化していて、家がそれに追いつく必
要があるということです。「家での暮らし」は場所と空間のネッ
トワークへと変わりつつあり、わが家という感覚を得られる場
所は今や1つに限りません。
多くの人々にとって、こうした、より広い意味での「家での暮らし」
が新たな機会を生み出しています。

家での暮らしは新しい時代を迎えています。
そして、それは自宅の壁という枠を超えて
存在しています。

「わが家」をつくるものは何かについて話す
とき、住む場所や暮らし方も異なる人々が
そろって口にするのは――空間、場所、人
との関係、モノの4つの観点です。

「玄関のドアからがわが家だ、
という人もいれば、自分が住んでいる地域、
建物の近くにくるとわが家を感じる、
という人もいます。
これが、より広い意味で拡大解釈された
『わが家』のイメージです”

Dr Alison Blunt

Centre for Studies of Homeの共同ディレクターであり、
「Life at Home Report 2018」のエキスパート・コントリビューター

イントロダクション

場所

空間

人との関係

モノ

60%の人が、

自分が育った家とは違う

概念の「わが家」を

築いていけると

考えています。

壁という枠を超えて
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Anna、ベルリン

壁という枠を超えて
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プライバシー

安心感

居心地のよさ

所有感

帰属意識

わが家に求められるニーズ

とらえどころの
ない感情を
言葉にする

今回の調査では、わが家と結びつく5つ
の主要な心理的ニーズを見極めました。
これこそが、人々が「わが家」という感
覚について語るときに伝えようとしてい
ることです。

この5つのニーズは世界中のすべての人に共通するもの
ですが、人生のさまざまなステージにおいて、年齢や
一緒に暮らす人、住んでいる国や地域などに応じて異な
る役割を果たします。
イケアは、こうしたニーズを深く知ることが、「わが家感」
というものを簡単に、すばやく、上手に理解するのに役
立つと考えています。

「理想のわが家を思い描くとき、
その中心にあるのは、居心地のよさや安心感、
自主性や所有感、プライバシーです。

いずれもなかなか実現は難しいもので、
たとえ自分の家であっても手に入らないことも
あります。そうなると、
最終的にわが家の核となるのは帰属意識です。

個人的なつながりや集団としてのつながりです”

Dr Alison Blunt

壁という枠を超えて
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カギとなる調査結果 プッシュ要因

自宅がいつでも
「わが家」とは
限らない

しかし、期待と現実の間にギャップがあることもわかっています。特に
友人や他人と暮らしている人たちの場合、驚くほど多くの人が、自分の
住まいをわが家だと感じていません。現在、私たちの多くは、自宅の壁
の向こう側に、こうした心理的ニーズを満たす空間や場所を探し求めて
います。

自宅を窮屈に感じている人がいます。「今の住まいには精神的なプライバ
シーがありません。だから、ひとりになるためにベランダに出たり、冬
には道端に停めてある自分の車に乗り込んで座ったりします」
Alessandra、ローマ

自宅の壁という枠の向こうに、わが家を感じる機会を得て幸せに思う人
もいます。「わが家の延長ともいえるこうした機会は、自宅では得られな
いスパイスのようなもの。想像上の家の広がりは、わが家に対する自
分の希望やニーズの実現に役立ちます。実際の家がどうであろうと関係
ありません」サラ、ロンドン

自宅から押し出される

ほかの場所に引き寄せられる

ほとんどの人は、この5つの心理的ニー
ズを満たすことが自分の住まいにとって
重要だと考えており、多くの場合、その
通りになっています。

期待
家族と暮らす人／
ひとり暮らしの人

現実
家族と暮らす人／
ひとり暮らしの人

期待
友人や他人と暮らす人

現実
友人や他人と暮らす人

プライバシー 安心感 居心地のよさ 所有感 帰属意識

壁という枠の
向こうに
押し出される

居心地のよさの不足

プライバシーの不足 安心感の不足

帰属意識の不足 所有感の不足

Tan Jiaqin、上海

遊びのスペースが少ないとき、家での暮ら
しは制限されていると感じる可能性があり
ます。

広い家に住むのが難しくなっている今、私
たちは以前よりも互いに近い距離で暮らし
ています。

家から家へ、街から街へ、ときには国境を
越えて引っ越すことが増えている今、一カ所
に根を下ろすことは難しくなっています。

興味や価値観が異なる人との暮らしは、心
のつながりを得られない可能性があります。

住空間やそこにあるものを自分が所有し 

ていると思えなければ、暮らしは味気な 

く感じられるでしょう。他人と暮らす人の

24％は、住んでいる場所への所有感
をもっておらず、次のように感じています。
「家族なら泊めてもいいけど、友だちはムリ。
家が狭すぎるから」

「家族なら泊めてもいい
けど、友だちはムリ。
家が狭すぎるから」

世界中で23％の人が、一人きりの時 

間をつくるために家を離れなくてはならな
いと感じています。この数字は、友人や他
人と暮らす人々の場合33％
に上がります。

は、

自分の住まいが安心できる場所ではないと感
じています。

若い家族の53％は、自分たちの住まい

への帰属意識を
持っていません。

自宅の外のほうが
落ち着ける

現代の暮らし方の大きな変化に伴
い、このように感じる人が増えて
います。人口や気候の変化、テク
ノロジーの増加、都市部への人口
集中に呼応して、人々の暮らし方
も急速に変わりつつあります。

壁という枠を超えて
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MEET GRETA

プル要因

ほかの場所へ
引き寄せ
られる

わが家

Erik、ベルリン

コミュニティーの中での多様なソーシャルネッ
トワークや豊かな体験、人々とのつながりが、
自分の居場所だという気持ちを生み出します。

の人は、

人としての成長を助ける体験
を自宅の外に求めています。

この調査から、自分の住まいに満足している人々にとっても、
5つの心理的ニーズを満たすうえで、
自宅の外の豊かな暮らしが大いに役立つことがわかりました。
なかでも、自宅周辺のコミュニティーに対して
帰属意識を感じる人が多いといえます。

自分の家にくつろぎと満足、幸せを感じている人の
44％は、コミュニティーもわが家の延長だと
考えています。

自宅が暮らしの中でどんな役割
を果たしているにせよ、わが家の
ような感覚というものは、いつで
も、たくさんの場所や空間に感
じることができます。

自宅の壁は重要ですが、
わが家のような感覚を得る
機会は、自宅の壁という
枠を超えた場所にも
必要なのです”

グレタは、デンマークのコペンハーゲンで、12人の老齢
の女性からなるコミュニティーで一人暮らしをしていま
す。彼女は自立した暮らしを続けることが重要だと考えて
います。エネルギーにあふれるグレタは、あちこち出歩
いています。
「誰かがやってきて世話をやいてほしいなんて思わない
わ。社交的でいたいもの。ここに一人きりで座ってるなん
ていやなのよ。だから、表にでて、あちこちに顔を出すの。
ランチを食べる場所もあるわ。大勢の人が集まってくる
から、ほとんど毎日そこに行くのよ」
グレタは自分が属するコミュニティーのために、映画ク
ラブや体操教室などの社会的活動を運営しています。

互いを身近に感じられる
ようなことをすることが、
私にとって、とても重要なんです”

より大きな帰属意識をきずく
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場所と空間 5つの心理的なニーズ

家での暮らしは
さまざまな場所と
空間のネットワーク

「わが家」の感覚は、実際の住居だけに留まりません。
5つの心理的ニーズを理解することにより、どんな場所に
住んでいようと、どんな暮らし方をしていようと、
「わが家」の感覚を簡単に得られるようになります。

家の中で行っていた活動が、いろんな場所をいったりきたりするようにな
り、わが家を感じる体験において、ご近所やコミュニティーがますます重
要な役割を果たすようになったのは明らかです。ときには、自分の住空間
よりも、快適な暮らしのための機会をもっと提供してくれることもあるの
です。
世界の64%の人が、あまり理想的でない立地条件にある広い家より、立
地条件のよい手狭な家で暮らしたいといっています。

3人に1人以上が

しかも週に何度も

他人と一緒に暮らす人の
4分の1近くが

4人に1人が
これまで以上に

自宅で行うことと自宅の外で行うことの境
目があいまいになっています。これまで家
の中で行ってきたことをほかの空間や場所
で行ったり、外から多くのことを自宅に持
ち込んだりするようになり、私たちの日常
は変化しています。

私にとっては地域全体がわが家です。
アストリアでの暮らしをとても気に入ってい
ます。多文化の町は、歩き回っているだけで
元気になります。古くさい地域のりっぱな家
で暮らすよりも、理想的とはいえない家でも
この地域で暮らしたいと思います。”

Stephanie、ニューヨーク

安心感

所有感

居心地のよさ
プライバシー

帰属意識

そこがどんな場所であろうと、安心できて、
自分はその場所に根づいているという感覚。
経済的な安定やドアの施錠だけの問題では
ありません。

住んでいる空間や場所をコントロールできる
主導権を持つこと。抵当権や家財だけの問
題ではありません。

住まいのまわりの環境にも居心地のよさや
くつろぎを感じられること。快適なソファや
ベッドだけの問題ではありません。 ひとりになり、自分自身と向き合う場所や

手段を自分でコントロールできていると
感じること。カーテンや扉だけの問題では
ありません。

自分をありのままで受け入れてくれるグループに
所属している、自分らしさを反映できる場所に
いるという意識。ただ互いに顔を知っている
というだけではありません。

壁という枠を超えて
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では、 どうする?

「わが家」を
感じることは、
すべての人の権利

お客さまも、フラットパックの家具同様、
お客さまにできることを行えます。

「わが家」を感じる空間と場所
のネットワークの大きさは人そ
れぞれです。その中心に自分
の住まいがある人もいれば、
そうでない人もいるでしょう。
すべての人に共通の感覚はあ
りません。重要なのは、「わが
家」を感じる権利はすべての人
にあるということです。

考えてみてください。自分の家を「わが家」だと
感じていますか？ もっとわが家らしくすることは
できるでしょうか？
この質問に答えやすくするため、イケアはシンプ
ルなオンラインツールをデザインしました。これ
を使えば、あなたが自分の家に対して本当はど
う感じているのかが簡単にわかります。
また、より快適な暮らしを実現するにはどうす
ればよいか、インテリアデザイナーや国連大使、
トレンド研究家などの多くの専門家にもアドバイ
スを求めました。
これらの情報に加え、さらに多くの情報を下記
のウェブサイトでご覧いただけます。 

lifeathome.ikea.com 

イケアは、今年の調査から学んだことを、
商品開発やホームファニッシングのソ
リューション、イケアのビジョンに沿った
暮らし方の提案に役立てていきます。これ
までどおり、イケアは自分たちの役割を果
たすことに力を注ぎます。

わが家をいちばん感じるのは、妻と子どものいる場所です。
一軒家だろうとアパートだろうと、持ち家だろうと賃貸だろう
と関係ありません。大好きな人がそこにいれば、
そこがわが家です”

Tang、上海
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LIFEATHOME.IKEA.COM

イケアは、わが家が
世界で一番大切な場所だ
と知っています。
だから、より快適な暮らしの
実現に力を注いでいるのです。

「Life at Home Report 2018」のための調査は、IKEA Group（INGKA Holding B.V.と
その関連会社)に委託され、ロンドンに拠点を置くカスタマーエージェンシー C Spaceに
よって行われました。

この調査は、2018年3月から8月にかけて行われました。

定性調査は、アメリカとドイツ、デンマーク、中国、イタリア、イギリスで行われました。

定量調査は、アメリカと中東、ヨーロッパ、アジアの4つの地域の22カ国において
実施されました。この調査は各国を代表する2万2854人以上の人に対して行われました。

© Ingka Holding B.V. イケアのロゴとイケアのワードマークは、
Inter IKEA Systems B.V.の®商標です。


