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■ エネルギーの自給自足（教員、36歳）

➢ 新しい暮らし方を考えたとき、最優先に思ったのは、エネ
ルギーを自分たちで賄える家に住みたいということだった。
自分の子供が大きくなる頃、日本の気候やエネルギー事
情はどうなるのだろうかと考えた。これまで通りの生活が
不自由なく送れるのだろうかと。おそらく、気候変動も大き
くなっているだろうし、より環境負荷の少ないエネルギー
が求められるようになるだろう。

➢ そういう社会においては、進取の精神で、家庭でもエネ
ルギーを自給自足できる備えが必要だろう。そのために
は、個人レベルの取り組みに止まらず、広く都市計画の
レベルで、エネルギー需給の最適化を実現できるような
家や街の設計が求められるのではないだろうか。将来世
代に責任のある選択をしなければならない。

■ 共助自立型マンション（学生、22歳）

➢ 私が提案するのは、共助自立型マンション。特徴は「ベラ
ンダ遊歩道」だ。これは従来の区切られたベランダを各
階・全フロア、スロープでぐるりとつなぎ、緑あふれる散歩
道として解放するアイデアだ。車や自転車の心配がない
ため、高齢者も子供達も安心して歩いたり運動したりする
ことができる。また、最上階から地上へ下るだけで同じマ
ンションの居住者と交流でき、地域コミュニティが生まれる。

➢ 屋上では雨水タンクで無農薬野菜を水耕栽培し、地下で
はバイオマス発電機で生ゴミを電力に変える。みんなで
助け合いながら自立できる…そんな住空間が、アフター
コロナの「新しい暮らし方」になっていることを願う。

■子どもの職業観を変える（会社役員、60歳）。

➢ 昔は働く場所と暮らす場所が近かった。仕事が専門化さ
れ、仕事は会社でやるもの、家では仕事をしない、という
スタイルになり、更に仕事のやり方で暮らし方が決まるよう
になった。単身赴任、夜遅くまで会社に残るなどである。

➢ 新型コロナ感染症はデジタル化を「やればできるではな
いか」と言わんばかりに進展させた。同時に人と人とのリ
アルなつながりの大切さを教えた。良い意味で公私の区
別が無くなった。働く場所と暮らす場所が近づいてきてい
る気がする。

➢ ３世代で暮らし、子どもは両親の仕事を身近に感じ、おじ
いちゃん、おばあちゃんの知恵を借りる。アフターコロナ
の暮らしは仕事が「つらいもの」から「やりがいあるもの」へ
と子どもの職業観を変えるものになるに違いない。

■地域につながる子供部屋（会社員、38歳）

➢ コロナ禍による在宅勤務や休校で、仕事と子育ての両立
に悩んだ保護者が多くいた。この問題を突き詰めて考え
ると、子育てがもっぱら家庭の中に閉じ込められているこ
とが一因と考えられる。

➢ 社会が積極的に子育てに参加することは正統な解となり
得るのではないか。具体的には子育て中の複数世帯の
住居を連結し、子供部屋同士をつなげて専用の玄関や
共有スペースを設ければいい。周辺の住民、例えば時間
にゆとりのある大学生や定年を迎えた「ご近所さん」が気
軽に子供たちを訪ねるようになれば、子供たちが社会性
やマナーを身につけるきっかけにもなりそうだ。

（２）「暮らし」への期待
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〈資料：「新しい暮らし方、あなたは何を変えますか？」2021年１月 日本経済新聞記事より〉
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■ 「拡張家族」というコンセプト

➢ 渋谷駅から歩いて３、４分の16階
建て複合施設ビルに、興味深い
コミュニティが暮らしている。

➢ 彼らが暮らす渋谷キャストは、
クリエイターが集い、働き、交わり、
暮らすための複合施設として2017年にオープンした。
各フロアにはオフィスやシェアオフィス、カフェや多目的
スペースが入り、13階から最上階の16階までは居住
スペースとなる。

➢ 居住スペースのうち、13階の１フロアにCift（シフト）という
コミュニティが入居している。そこでは、10代から60代ま
で、現在約80名いる。人数にカウントしていないが、子ど
もも0歳〜小学生までいる。お坊さんや料理研究家、
ミュージシャン、整体師、弁護士など、職業も多種多様。
個人で活動している方が多く、コミュニティの中でいろい
ろなスキルをシェアしながら、支え合っている。弁護士は
何でも相談所みたいになっていたり、美容師は家で髪を
切ってあげたり、ミュージシャンは子どもが生まれたら、家
族ソングを作ったりと、さまざま。

➢ 進化系シェアハウス「Cift(シフト)」では、共に暮らし、共に
働き、 共に子育てをし、共に助け合う。肩書きや世代、国
籍を問わす、゙ひとつの「拡張家族」として暮らしている。

➢ Ciftは単なるクリエイター集団のルームシェア組織ではな
い。血縁ではなく意識でつながった家族関係なのだとい
う。渋谷キャストの事業主のひとつである東急電鉄は、「ク
リエイターが住む場所にしたい」という意向を持っていた。

➢ そこに、空間のプランニングやコミュニティの設計を手が
ける藤代健介が、「クリエイターは家族を求めているので
はないか」という提案を行った。

➢ Ciftはまた、協同組合のような形態でもある。各自は家賃
のほかに組合費を払う。そして原則として全員参加の家
族会議で、食費や困っている〝家族〟の救済費をふくめ、
何にどれだけの支出をするかについて相談するシステム
も機能している。

■ 「Cift」が大切にしている“繋がり”は、これからの社会でどの
ような価値を持つか？

➢ 単身世帯や核家族が多い都心の生活では、生活におい
て人と協働する必然性がなくなっている。例えば、昔は井
戸水やお風呂が共同であったように、コミュニケーション
を取らないと生活ができなかった。しかし、現代ではそれ
をしなくてもすべてお金で解決できる。一人暮らしで朝か
ら誰とも喋らなくても、基本的には生活が成り立つ。

➢ しかし一方で、今回の新型コロナウイルスでもわかるよう
に、突然お金があっても物が買えない、生活ができない
状況にもなり得る、不確実性を抱える時代にもなっている。
お金があれば安心、大企業に勤めていれば安心という方
程式が崩れている中で、私が提示する豊かさが“人との
繋がり”です。 “人との繋がり”は価値変動が自分次第で
あり、または変動しない場合が多い。人や他者に左右さ
れない個人の唯一の資産が、“人との繋がり”で、これか
らどんどん価値が高まるのではと思っています。

〈資料：「Ciftが考える、未来版“家族”のカタチ」2020年６月 記事より〉

（１）Cift

新しい「暮らし」のカタチ２
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■「コレクティブハウス」という住まいの形

➢ コレクティブハウスとして10年を経た
全20戸「コレクティブハウス聖蹟」
には、赤ちゃんから高齢者まで大人
23人、子ども11人が居住している。

➢ 「居住者組合」では月１回の定例会
を開き、暮らし方に関するさまざまなことを決めている。
もっともコロナ禍のいま、定例会はオンライン会議で行っ
ているという。

➢ その住まいのかたちは「コレクティブハウス」というスタイル
で、NPOコレクティブハウジング社によってコーディネート
されている。

➢ コレクティブハウスは北欧発祥の住まいのスタイルである。
最大の特徴は、シェアハウスのように何もかもを共有する
のではなく、あくまでも住居は独立していること。キッチン、
トイレ、浴室などは各自の部屋にあるので、基本的には
自分たちのペースで暮らすことが可能となる。その他に、
大きなキッチンとリビング、ランドリーを共有している。

➢ ほかにも、日常のコモンミールやみどりの活動、ハウスの
清掃活動などのマネジメントを担当する各グループ、コモ
ンスペースの快適な使い方やイベントの企画運営を担当
する各グループなどがある。

➢ また、ハウスそれぞれで定めたルールに従って、共用部
の清掃当番や庭の水やり当番、共用スペースの鍵が閉
まっていることを確認する当番などが交代で回ってくる。

➢ 「コモンミール」という共働で行う食事作りは、自分の希望
日に１ヶ月に１回当番をするというルールで行っている。

➢ また、もうひとつの特徴は、この「コモンミール」は同じ時
間、同じ場所で食べる必要はなく、参加も自由である。

■コウハウジングの魅力

➢ コウハウジングは、高福祉社会を
実践する北欧で1970年代に
初めて「コレクティブハウジング」と
いう名で誕生し、1980年代後半の
アメリカで「コウハウジング」という
名で実現され始めた。

➢ コウハウジングとは、海外で始まった「暮らしとコミュニ
ティー」を考える暮らし方。様々な年齢や職種の人たちが
集まりながらも、一緒に住まいや街をつくっていく。

➢ コウハウジングは、かつての大家族と近代核家族との良
いところを併せ持つような集住体のひとつと考えられる。
個人や家族のプライバシーがきちんと守られ、血縁を超
えた疑似家族の共同生活シーンが築ける。

〈資料：「SUMOジャーナル」2020年12月 記事より〉

〈資料：「homify」ホームページ より〉

（２）コレクティブハウス

■共食・共働・共学・共遊。コレクティブハウスの暮らしかた

➢ 居住者組合の活動は実に多岐にわたる。居住者が快適
に暮らしをシェアするためには、共用スペースの管理運
営方法を決めたりする必要があるからだ。そのため、全員
が何らかの担当を受け持っている。

➢ まず、居住者組合の運営にかかわる役員や運営委員。
運営委員は、地域や大家、見学者などへの対応も担当
する。
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■荻窪家族プロフェクト

➢ 若い方でも、介護保険 医療保険 住まい
（自宅・有料老人ホーム等）家族 看取りの
場所（自宅・病院・特養等）自分らしく生き、
生を終えていくためにはどれも必要なこと
です。皆さんはどのように考え、準備をして
いますか？漫然とどうにかなる、誰かが
どうにかしてくれると思っていませんか？

➢ 私はこの現状と難しさを、両家の親の介護を通じて初め
て知り、徐々に自分に置き換えて考えるようになりました。

➢ 老人だけの建物には住みたくないし、現代の家族に昔の
家族制度のような力はないし、医療や介護の公的なサー
ビスにも限界があるし……

➢ そんな状態が待った無しで来ていることを考えると、私た
ちが自分を律することをしながら自立した考えを主体的に
持って、他人でも家族のように、性別や年齢や障がいの
有無などに関わらず多世代が地元の人々とほど良い距
離感をもって交じり合える、そんな住まいがいいと考え、
この地域開放型の賃貸共同住宅『荻窪家族プロジェクト』
を創り上げることを決意しました。

➢ 『荻窪家族プロジェクト』の考えに賛同し、他人との関わり
の中でこれからの生活を創り上げようと考える方にはぴっ
たりの住まいです。

➢ 住んで頂く方には ここが第二、第三の故郷となるように、
地域の方には便利に使っていただけるように、ともに新た
なライフスタイルを創り上げていきましょう！

➢ 荻窪家族プロジェクト代表 瑠璃川正子
〈資料：「荻窪家族」ホームページ より〉

（３）荻窪家族レジデンス

■ ともにつくりあう暮らし

➢ 地域の人が集えるラウンジや工房など、
会員制のコモンスペースを持った
賃貸住宅、荻窪家族レジデンス。

➢ 住む人、使う人と一緒に考えつくって
いく暮らし。それぞれの暮らしが、
地域の中で大きな家族のようにふれあう、古くて新しい
「あたりまえの暮らし方」の提案をしている。

■ 「百人サロン」

➢ 一階にある会員制スペース「百人力
サロン」。散歩や買い物の行き帰りに
立ち寄って、読書や調べものをしても、
講座を受講・開講して知的好奇心を
満足させるのも、アトリエで趣味の
手仕事をしてもよい場所。住人も
メンバーになって頂いた地域の方々の誰もが利用可能な、
自分らしさを実現させる居場所となっている。

➢ 暮らしの保健室は、医療や健康、介護、あるいは暮らしの
中にある困りごとのご相談をお聴きする、決まった相談は
なくてもふらっと立ち寄りお茶を飲みに来ていただける場
所。現在は 専門家を中心にミニレクチャーを１時間ほど
最初にしている。

➢ チョコっと塾はメンバーそれぞれの得意分野や興味関心
を伝え合う場。社会人を長年してきた方はその道をよく
知っている。若い方は若い方なりの柔軟な発想がある話
が出来る。



〈資料： 「えんがわ家」ホームページ より〉

■ コンセプト

➢ みんなでツクル、みんながツドウ、
みんなをツナグ赤ちゃんから
お年寄りまで世代問わず誰もが
気軽に立ち寄れる場所。関わる
人が想い想いに表現できる場所。
しがらみではなくつながりをつくる場所。

➢ えんがわ家を一言でいえば、「まちに開かれたシェアハウ
ス」です。この場所を通じて、地域に新たな輪ができること
で、ただ居を構えるのではなく、互いに支え合い、豊かな
地域づくりの担い手を増やしていきたい、そんな思いで
つくられたまちと暮らすシェアハウスです。

➢ 名前の由来は、一軒家を中心に地域の人たちがつながり
を持つ、「縁が輪」と地域の人たちのアットホームな空間
にしたいという「我が家」の2つの意味合いがある。

■ ヒストリー

➢ およそ築60年の一軒家。生まれ
育ったこの家をただ壊したり売ったり
するのではなく、地域のために使い
たいというオーナーさんの思いから
このプロジェクトは始動した。

➢ 「アキヤカフェ三鷹」と題した数回のイベントを通じ、集っ
た仲間と使い方について話し合った。ただ集まる場所を
つくるのではなく、この地域におけるシビックプライドを
持った担い手を育みたいという思いで、住み開き型の
シェアハウスとなることが決まった。様々な困難を乗り越え、
2019年10月、三鷹新川の地でスタートした。
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（４）えんがわ家

■ 活動内容

➢ えんがわ家は１階の生活の場を
シェアスペースとして地域に開放し、
２階が居室となっている。セミナー
やワークショップをしたい地域住民
の方々に、部屋などをお貸し
している。

➢ また、地域の人たちと一緒に野菜や果物の栽培もしてい
る。野菜や果物が栽培できたら、地域住人の方限定
Facebookグループで報告をします。

➢ えんがわ家の前を通る地域の人たちに、「野菜ができてき
たね」や「果物が育ってきたね」と声かけをいただくと、地
域のコミュニティができつつあることを実感して、やりがい
を感じる。えんがわ家がハブになり、地域の人たちが繋が
ることが自分自身のやりがいに繋がっています。

■今後の計画

➢ まずはえんがわ家の内装を整えたいと思っています。
みんなで漆喰を塗ったり、壁紙を貼ったり。ワークショップ
形式で和気あいあいと進めたいなと考えている。

➢ あとは個人的な計画として、小・中学生を中心とした若い
人たちの集まる場所の役割もえんがわ家が担っていきた
いと考えている。小・中学生が学校の終わりなどに集まり、
勉強をしたり、お話をしたりする。その面倒を大学生など
が見るようなイメージです。



➢ 家守の存在が大きく、地域に人と会員のハブ役となり、イ
ンターネットには出てこない地元の飲み会やBBQなど、
各地に友人や仕事、ローカルな体験がいくつもできる。
また20代から80代まで会員も含めた交流が全国各地で
自然発生的に多発し、楽しそうな写真やブログを見るだ
けでも嬉しくなる。都市か地方か選ぶ時代ではなく、どこ
でも住める、働ける、そんな社会の到来を感じる。

■ アドレスとは

➢ ADDressは、全国各地にある135以上
の物件に好きに住める“住宅サブスク”
サービス。

➢ 都会の密を離れ、緑豊かな自然に
囲まれた全国各地の物件が、月額
4万4000円で住み放題だという。公共料金も利用料に含
まれている。家には、家電製品など、生活に必要なもの
は完備されていて、最小限の荷物で引っ越しが可能だ。

➢ 物件は地元の人が「家守（ヤモリ）」として、管理を管理し
ている。家守は地域の人と利用者の橋渡しをするなど、
交流の潤滑油的役割も担っている。

➢ ADDressの大きな特徴は「一つの物件への滞在は最大
二週間まで」というルールだ。そのため、利用者は必然的
に各地を移動することになる。この定住しない“アドレス
ホッパー”と呼ばれる暮らし方が、コロナ禍によって話題
を集めている。

■ 「都市か地方」ではなく「都市と地方」に暮らす

➢ 週末利用やワーケーションで利用する人が多いが、中に
は会社員なのに平日をADDress、週末を東京の自宅と日
常生活が逆転した方や、地方と東京で２拠点生活をされ
ていた方が一方を解約してADDressに切り替えたり、自
宅を解約してADDressだけで生活する若者も出てきた。

➢ ADDressは、観光のような非日常ではなく、また会社と自
宅を往復するだけの日常でもなく、いくつもの場所で、自
分らしくいられる日常生活を得れるようになっていく。

■ 多拠点居住によって、「地方」のあり方は変わる

➢ ADDressの会員にはプログラマーやライターや経営者か
ら、料理人、医者、税理士など様々なスキルを持った方
がいる。これまでは、定住する家の近くの病院、学校、仕
事、飲食店などに通っていたのが、スキルを持った人た
ちが、各地で訪問医療や、料理、その地域で様々な仕事
をするようになっていく。

➢ 学校の在り方も変わり、デュアルスクールというどの地域
の学校でも通えるようになったり、修学旅行のような観光
ではなく、まちを学校として捉えて、地域で共同生活をい
ながら、空き家を活用したまちづくりも始まる。僕らが掲げ
るスローガンは、「地方創生」ではなく、都市の課題と地方
の課題を同時に解決する「全国創生 」。

➢ 住まい×移動で平均月10万円に抑えられると、多くの人
が全国を移動しながら暮らせるようになり、100万人いると
年間1兆2000億円の経済規模になる。そのお金は、空き
家活用や、交通の在り方、地域のお祭りやイベントにも活
かしていける。

➢ ADDressは、単なる多拠点の不動産賃貸ではなく、「住ま
い×コミュニティ×テクノロジー」で、全国に分散型の共
同体を創っていく。

7

（５）ADDress

〈資料：「みらいのまちをつくるラボ」2020年 レポートより〉
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（６) YADOKARI

■ タイニーハウスとは

➢ タイニーハウス（tiny house）は言葉
通り、tiny「ちっちゃな」_house「家」で
あり、小さな家のことを指す。日本語
では小屋という意味になります。

➢ タイニーハウスの定義は厳密には
ありませんが、「TINY HOUSE ORCHESTRA」ではざっく
りと、「延床面積はおおむね20㎡以内で、本体価格は
1000万以内（ローンは組まないまたは最小限の期間）、セ
ルフビルドや移動ができること」。加えて、「大切なものと
向き合うきっかけとなること」と定義している。

➢ 日本で注目されているタイニーハウスは、約10㎡の小さな
家「マイクロハウス」や、車で牽引して移動可能な「トレー
ラーハウス」、子ども部屋や書斎にもなる「小屋」などで、
国内でこれらのタイニーハウスを販売するメーカーも少し
ずつ増えている。

➢ なぜ、このような小さな家が注目されているのか。代表的
な理由は「家にかかる費用が抑えられる」「働き方が変え
られる」「必要なもの、そうでないものを見直せる」「ちいさ
いからこそ、空間にこだわることができる」。

■ YADOKARIとは

➢ YADOKARIは、「これからの豊かさ」を考え実践する為の

コミュニティメディアです。これからの「豊かさ」とは。イン

ターネットインフラが整った今、ひとつの場所に固執し暮

らしていく必要がなくなりつつあります。

➢ YADOKARIは、「ミニマルライフ」「タイニーハウス」「多拠

点居住」を通じ、暮らし方の選択肢を増やし、「住」の視点

から新たな豊かさを定義し発信していきます。そして、

場所・時間・お金に縛られないライフスタイルを実現し、

人生の満足度、幸福度を向上させることを目指します。

➢ 「自分にとっての最適な場所」はどこですか。たとえば、そ

れは海のそば、潮の香りが漂う場所。森の中、新緑や澄

んだ空気に癒される場所。川のせせらぎに心洗われる場

所。大切な人たちと大切な場所で、もっともっと自由に暮

らしていきたい。だからシンプルに考えよう。もっとミニマ

ルに生活しよう。新しい場所で心が最適化されれば、心

は解放され、僕らはさらにクリエティブに生きられるはず。

➢ ５年前に開設したウェブメディア「未来住まい方会議

/YADOKARI」で、世界中のタイニーハウスや小さな暮ら

しの情報を発信し、今その記事数は4,000件を超えまし

た。世界中にはもっと豊かで、自由に暮らす人々が沢山

いる。そんな先駆者の影響を受けつつ、今度はここ日本

で、現代に合った新しい住まい方の選択肢となるタイ

ニーハウス、それを生活に取り入れるカルチャーを創り出

したいと思っています。
〈資料：「YADOKARI」ホームページより〉
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未来の「暮らし」への発信３

■美意識と文化性のある未来のライフデザイン

➢ デザインの考え方を、家具やインテリア、建築だけでなく、
食など生活の全てに拡張し、美意識や文化性を持たせ
ていくことを目指している。従来のローンありきの家の在り
方や、所属・雇用関係に捉われず、みんなが人間本来の
コミュニケーションをもとにつながり、仕事や暮らしをシェ
アしていくような場所をつくっていこうと。

➢ 世の中の方向がいま、小さい家を求めてるよね、タイニー
ハウスだとか小屋だとか。いままでは日本の生活のモデ
ルが、良い大学を出て、大きな会社に一生就職して、長
期ローンで家を買って、50才か60才のときに全部払い終
わって、というかたちだった。そのモデルが果たして幸せ
か？ という話になってるわけだよね、若い世代の中で。
だから基本的な人生をどうやるかってのがテーマです。

➢ やっぱり大自然で、山とか地方とか農的な生活になって
いくんじゃないかな。いまもすでに、石川県小松市の滝ケ
原ファームには大きな畑があって、そこで農民の何代目と
かじゃなくて、東京の普通の若い子がうまく頭使いながら、
農業もやりつつ東京ともつながって行ったり来たりするよ
うな、遊牧民じゃなくて遊農民みたいな暮らしをしている。

➢ 僕は家具業界でもないし、いまやっていることも飲食業界
でもなければ農業業界でもない。自分で考えた通りやっ
てるから。そういう発想でやるのは、日本の社会では受け
入れられにくいと思うんですよね。

➢ 自分もそういうノリでやっていきたいし、まわりの人もそうい
うことで。だから人間関係もあまり上下関係がなく、みんな
出勤も自由。それは小さい会社だからできることで。

➢ 今度、フードエクスペリエンスっていう部門をつくろうと
思ってるの。飲食事業じゃないと思うんですよ、フードエク
スペリエンスだから。農業から料理を伝える。

➢ 価値の変換作用としてのお金だったのが、それが中心に
なっていったこと自体がおかしかった。雇用関係とか、そ
ういうのじゃないんじゃないかなと思って。だから僕たちの
まわりを、そうじゃないノリでみんなで生きていけるようにし
つつある。

➢ とにかく仲間が人間と人間の本来あるべきコミュニケー
ションをもとにしながら、仕事も一緒にシェアしていくって
いう社会です。

➢ まあ、お金はとっても大切で、資本主義社会なんで中心
になっているとは思うんですけど、徐々に違った役割をお
金が演じるようになってきているし、仕事とか働き方とか、
それから生き方が当然つながってきて、変わってくるん
じゃないかって。住まい方も、全く同じことだと思うんです
よ。それらとわけては考えられないと思うんですよね。

〈資料：「SUMOジャーナル」2020年12月 記事より〉

■ プロフィール：黒崎 輝男

➢ 1949年東京生まれ。「IDÉE（イデー）」創始者。
オリジナル家具の企画販売・国内外のデザイ
ナーのプロデュースを中心に「生活の探求」を
テーマに生活文化を広くビジネスとして展開。

➢ 新しい学びの場「自由大学」を創立。
「Farmers Market @UNU」「246Common」
「IKI-BA」「みどり荘」「COMMUNE246」などの「場」を
手がけ、新しい価値観で次の社会を模索しながら起業し
続けている。
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➢ 僕は、いまあらためて「Less is more」という考え方が気に
入っていて。その中でもモノを減らすことで必然的に誰か
に頼らざるを得なくなる。すると関係性を増やしていかな
いといけない。大切なのは、生身の人間同士で何を交わ
せるか。シェアするものは、単純なことでよいのです。僕
はさまざまなコンテンツをデジタルでつくれますし、そして
料理なんてとてもプリミティブでインスタントでクリティカル
なスキルですよね。音楽も最高ですよね。

➢ 将来的には、僕自身が他の人を迎える拠点をつくりたい
です。バンライフを始めてから、各地で拠点をつくる人々
にとても助けられています。拠点がたくさん増えて、バン
ライフを始めとしたミニマムな暮らしを送る人もたくさん増
えて、人々が自由に行き交い、それぞれが思い思いの時
間を過ごすことができたら、とても豊かな社会になるなあと
思います。

➢ 僕は最高の贅沢は、「好きなときに、好きなことを、好きな
場所でする」ことだと思うので、そのための移動はいとい
ません。近年は暮らしの豊かさにおける「時間の使い方」
の重要性が認知されてきましたけれど、今後は「場所の
使い方」も注目されるようになってくると思っています。

■ プロフィール：池田秀紀

➢ LESSMORE Inc. 代表。個人としても広告制作
やソーシャルグッドな活動のサポートを行う。
結婚を機に「暮らしかた冒険家」として活動
開始。現在はベンツをマイホームにして
「都市型バンライフ」を開始、シェア時代の
働き方や暮らし方を模索中。

■都市型バンライフの実践

➢ 現代では、とくに都市部では、下手
したら家賃やローンのために働いて
いると言っても過言ではないと思う
んです。大事な家族と過ごす時間を
削ってまでして、その「家」に貴重な
時間をつぎ込むのってどうなんだろうかと。そして、そもそ
もそうやって手に入れた家は、ほんとうに欲しいものだっ
たのか？ という反省から、近年、リノベーションや小屋
ブームなどが出てきたものと理解しています。僕もそういう
問題意識から、お金や時間の使い方を徹底的に見つめ
なおしてきました。

➢ 実際に札幌での暮らしは、僕にとってひとつの理想でし
た。一軒家に手を入れて改装し、近くに畑もあって、薪ス
トーブを焚いて。子どもが生まれて3人家族にもなり、いよ
いよ僕のなかで思い描いていた暮らしが完成しつつあっ
たんです。

➢ ところが今年に入って、離婚をすることになり、僕は札幌
を出てひとりで東京に戻ってきました。それが今回お話す
るバンライフ（車を家のように改装して暮らすこと）を始め
るきっかけです。

➢ ベントラ（ベンツ・トランスポーター）を永田町グリッドの軒
先に停めています。リビングダイニング、キッチン、そして
仕事場は「みどり荘」。シェアスペースをフル活用した生
活。それを永田町という東京の中心地で行なっていること
が、非常に実験的で面白いです。仕事のクライアントも多
いですし、職住近接です。LDK、つまりバンの外の拠点を
いかに多く持ち、それぞれの拠点とよい関係でいられる
かということが、このバンライフの大きなテーマです。

〈資料：「住まいのかたち」2018年７月 Magazine for MUJI LIFEより〉
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