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■１■■１■
イギリスのフラット／ハウス・シェアイギリスのフラット／ハウス・シェア
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フラット・シェアは、インターネットで探す。

シェアメートを募集する人。

部屋を探す人。
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住宅の所有者が、フラットシェアで住宅の所有者が、フラットシェアで
入居者募集する：ケースＡ入居者募集する：ケースＡ

新築のタウンハウスを所有する人が、１住
戸としてでは、フラットシェアで入居者を募
集する。

家賃には、光熱費、水道料金、ケーブルテ
レビ、インターネット料金なども入っている。

Rooms for rent (live out landlord)
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キッチン外観 バス・トイレ
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IKEAで装備されたダブルベッド

ダブルベッドルームのバルコニー
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身元保証人

英国ポンド 237.7円

月１０～１６万円
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住宅の持ち主が、余っている部屋を住宅の持ち主が、余っている部屋を
ハウスシェアで貸す：ケースＢハウスシェアで貸す：ケースＢ

５歳の男の子と住む、戸建住宅の持ち主
が、３部屋をハウスシェアで貸す。

庭に出るドアには、猫の出入り用のフラッ
プがあり、同居者がペットを飼うことも可能
である。

Rooms for rent (live in landlord)
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月１２万円
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住宅を借りている人が、住宅を借りている人が、
ハウスメイトを探す：ケースＣハウスメイトを探す：ケースＣ

メゾネット住宅を借りている２３歳の女性が、
空いている２部屋を貸して、自らの家賃を
安く抑える。

ハウスメイトとしては２３歳～３０歳までで、
できるならば女性の同居者を望んでいる。

芝生の庭もあり、新たに改装されたバス・ト
イレ・キッチン、リビングがある。

Sub lets
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月８万円
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Flat / house shareFlat / house share　　（（フラット／ハウス・シェア）フラット／ハウス・シェア）

フラット／ハウス・シェアは、住宅をシェアする借
主のグループに賃貸される不動産である。

借主は、共同で、また個別に責任があり。使用料
支払いと契約に基づいた義務に責任を負う必要
がある。

しかし同居人の一人が、退出した場合、次の借
主がすぐ見つかるとは限らないので、その間の
負担のリスクといった問題はある。
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とくにケースＣ：借主が空いている部屋を
貸す場合は、結果的に自分たちの家賃が
上がることになるので深刻である。

なかには、次の借り手が決まってからでな
いと、退出を認めないといったことにもなり
かねない。
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しかし、一般には次の同居人が見つかると
いうことで、退出を許している。

そのため、退去する人は、残る人の負担を
減らすため、新たな同居人を見つかるよう、
でき限りの努力をしなければならないといっ
た不文律がある。

だからこそＷｅｂサイトによる同居人探しが、
利用されることになる。
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Rooms for rent (live out landlord)Rooms for rent (live out landlord)
ケースＡ：非同居賃貸ルームケースＡ：非同居賃貸ルーム
このフラット／ハウス・シェアは、住宅の所有者が
住宅全体を貸す「賃貸住宅」ではなく、部屋として
賃貸する「賃貸ルーム」というものである。

このタイプのフラット／ハウス・シェアには、メリッ
トもあるしデメリットもある。

主なメリットは、所有者と入居者との契約が個別
に行われるので、契約の範囲内でいつでも引越
しできることである。
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いっぽうデメリットは、新しい入居者を見つ
ける責任が所有者にあることで、場合によっ
ては気の合わない人が入ってくる可能性も
ある。

所有者にとっては、新たな入居者を早く入
れることが必要で、シェアメイト間の相性な
どは気にしていられない。
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Rooms for rent (live in landlord)Rooms for rent (live in landlord)
ケースＢ：同居賃貸ルームケースＢ：同居賃貸ルーム
このタイプは、住宅を所有しそこに住んで
いる人あるいは家族が、1つ以上の部屋の
賃貸していることの所です。

このフラット／ハウス・シェアの入居者は、
しばしば下宿人（lodger）と呼ばれることも
ある。

このタイプのフラット／ハウス・シェアにも
長所と短所がある。
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このタイプの場合、大家と一緒に住むこと
になるので、シェアメイトと違って、対等の
関係になく、十分にリラックスできないと思
う人もいる。

いっぽうプラスの側面としては、大家さん
が同居なので、建物のメンテナンスや掃除
などが行き届きやすいということが挙げら
れる。
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Sub letsSub lets
ケースＣ：転貸しケースＣ：転貸し
たとえば二人の人が、３寝室の住宅を借りて、3
番目の部屋を貸すといったフラット／ハウス・シェ
アで、これは転貸し(Subletting) と呼ばれている。
これは標準的な不動産契約では許されていない。

しかし住宅の所有者が、同意した場合には、こう
した転貸しが可能となる。

こうした同意は、ほとんどの場合、契約書には記
される口頭の約束になっている。
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この転貸しは、多くの場合、契約書に基づいて行
われないので、いろいろなリスクがある。

例えば転貸し主のフラット同居人が勝手に、鍵を
交換し、もう家には入れないといった場合、明確
な契約がないのでどうしようもない。

また転借人が万一、家賃を支払わない場合にも、
明確な契約がないので転貸している人が、請求
するのは難しいといったこともある。
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House & Flat Share Agreement House & Flat Share Agreement 
フラット／ハウス・シェア契約書フラット／ハウス・シェア契約書

Legalhelperでは、３０ポンド（約７００円）
でオンラインによる契約書作成サービスを
行っている。
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1. 賃貸：指定期日に賃借料を支払うこと。
2. 保証金：土地建物や内部に損害を与え
た場合に備えた保証金を支払うこと。

3. 利息：正式に要求するかどうかは別とし
て、賃借料が7日間以上遅れた場合、決め
られた利息を支払うこと。

4. 部屋の専用使用とともに許される、共用
施設および設備。

5. ガス、電気、水道、下水道、テレビなど
サービスについて、使用に応じた配分で支
払うこと。
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6. 電話機があるな場合、オーナーと同居
者との間で決めた方法で代金を払うこと。

7. 保険契約上許されないことや、保険料
が高くなるようなことをしないこと。

8. 建物をビジネスのために使わない。
9. 部屋や共用部分を、転貸しないこと。
10. 他の同居者や隣人に迷惑をかけるよ
うなことは行わない。またそれぞれの来客
にも同様な責任を持つこと。
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11. 市販薬や処方箋による薬を除く、ドラッ
グは持たないこと。

12. オーナーの同意なしにペットを飼育し
ないこと。

13. 借りている部分は、適切に維持管理し、
通常の損傷劣化を除く、損害に関して代金
を支払うこと。

14. 故障や損傷が起こった場合は、オーナー
へ報告すること。

15. オーナーの事前の同意なしに、模様替
えしたり撤去したりしないこと。
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16. ２４時間前の通告により、検査、修理、および
メータ読み取りのために、借り手の部屋を含めて、
すべての部分に入ることができる。また緊急事態
の場合には、通告なく入ることができる。

17. この契約の条項に違反した結果として生じた、
すべての料金、コスト、および経費をオーナーに
支払うこと。

18. 退去する場合は、清掃修理し、ドアおよび窓
などの鍵を返却すること。

19. 退去後オーナーが再び貸すために、清掃、ク
リーニングなどが必要な場合、その代金を支払う
こと。
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イギリス在住の知人のコメントイギリス在住の知人のコメント
（インペリアルカレッジ　研究員　（インペリアルカレッジ　研究員　Dr.Dr.RitsukoRitsuko OzakiOzaki））

具体的にどれほどの部屋が、フラット／ハ
ウス・シェアされているかは、不明です。

というのは、Privateで部屋を貸している場
合が多く、統計には出てこないからです。

多くの場合、Rentの全額を現金で払うなり、
小切手で税金が免除される分を払って、残
りを現金にするなどしています。
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Flat/house shareも大家さんが住んでいて、家
やフラットの１Bedroomや２Bedroomsを貸して
いる場合、大家さんは別のところに住んでいて、
Flatや家ごと貸している場合があります。
前者はよく、Bed-sitとよばれます。
後者の場合、Bedroomsと個々に貸している場
合（この場合、大家さんがそれぞれの借り手をそ
の都度捜す）と、Flat/家ごと貸して、借り手のほ
うにハウスメイトを捜させる場合とあります。
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大家さんがそこに住んでいない場合は、大家さん
のFormalなInvestment Businessとして扱われ
るので、統計に出てくると思われます。

例えば、New Developmentでは、２Bedroom-
flatなのに２Bathroomsがついているのが普通に
なっています。

これも、Investmentで、OwnerがFlat Shareで貸
すことができるようにしているからです。
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とにかく、イギリスは物価(特に住宅)が高
いので、学生はもとより、仕事についたば
かりでまだ給料が低い人たちは、なんらか
の形で、誰かと(家・FlatのOwnerなり、他
の借り手)とShareしているのが一般的に
なっています。
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私は、Shareをするなら、大家さんとしてい
たときのほうがよかったような気がします。

友達とShare をしていたときは、House 
mateが自分の友人を連れてきて、夜遅く
まで騒いでいたり、彼女のBoyfriendがい
つも来ていたりしました。

でも、きっと、その友達も私について同じ意
見だと思いますよ。
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そんなわけで、Essexにいたときは2年とも
友達や知り合いとのShare でしたが、
Brightonに移ってからは、ほとんどいつも
大家さんのいるところでBed-sitをしていま
した。

Bed-sitといっても、自分のKitchenと
Bathroomがあったのでかなり、Privacy
が守れましたから、なかなかよかったです。
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Flat/House Shareが多いのは、何しろ安
くつくからです。たとえワンルームマンショ
ンでも、Shareすることはできますし。
ひどいところでは、４Bedroom houseに
16人くらい住んでいたりします。
一部屋に4人の計算ですね。こういう件は、
学生や外国人労働者に多いと思いますが。
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私の日本人の友人は三菱商事に現地採
用で勤めていますが、お給料があまりに少
ないため、２Bed flatを借りて、Living 
room を３つめのBedroom にして、日本
人３人でShareしています。
みんな、家賃を安くあげるために必死です。



39

女性3人と男性一人とかですと、男の人が
一人いると便利だという声を聞きます。

また女性一人で男性二人とかですと、女性
がいるとKitchenをきれいにしてくれるから
いいとかという話です。
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日本での可能性ですが、日本の住宅ストッ
クでも十分可能だと思います。

その気になれば、ふつうの家やマンション
で十分です。屋根さえあれば、どこででも
できます。
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トイレや浴室を共用した生活は、日本人の
シングルには好まれないという指摘は、確
かにそうだと思います。

イギリス人もBathroomをShareしたくない
人が多いので、2Bed-２Bathroom Flatが
多いわけです。
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日本には一室に小さな台所とお風呂がついたア
パートがたくさんありますよね。

イギリスにも８－１２畳くらいの大きさのStudio 
flatがたくさんありますよ(もっと大きいものも、も
ちろん、多々ありますが)。
私も、一度、住んだことがあります。

でも、数からいうと、日本のStudio flat 
equivalent(one-room のマンション）やいわゆ
るアパートの数の方が多いでしょうね。

ですから、やっぱり、２Bed flatを２－４人で
Share することになるのだと思います。
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Flat/House ShareFlat/House Share市場＝市場＝単身者住宅需要の増大単身者住宅需要の増大

１０年間で１６０万世帯の新たな需要（１９９５年）１０年間で１６０万世帯の新たな需要（１９９５年）

イギリスでは１０年間に新たに４００万戸の住宅
需要があると予測されている。

毎年４０万戸の新たな住宅が必要になるので、
建設戸数は現在の２倍もの量である。

そのため住宅の価格も高騰している。

不動産斡旋業の大手ハリファックスの調べでは、
ロンドンの住宅価格は１９９２年から９７年の５年
間で１．７３倍にも上昇している。

全国的に見ても、この２０年間で住宅価格は約８
倍となっている。
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今後の１０年間で必要な４００万戸の半分の２００
万戸は２４００万戸程ある住宅ストックの建替え
である。

残りの２００万戸は世帯増によるものである。ベー
スとなる期間が違うが、１９９６年から２００６年の
１０年間で１７０万世帯の世帯増が予測されてい
るが、このうち８０％が単身世帯の増加である。

夫婦＋子供の世帯はむしろ減る傾向にある。
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１９９６年の単身世帯の全世帯に占める比率は、
２９％程であるが、２００６年には３３％にもなる。

この間に増える単身世帯の内訳でとくに注目さ
れるのは３０～６４歳といった一般には結婚し家
族と暮らす世代の単身世帯の増加である。

日本でも今後増える世帯の多くは単身世帯ある
いは夫婦だけの世帯である。
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１９９６年からの１０年間で３０～６４歳の単
身者の住宅需要１０５万戸のうち、２４％が
男性の結婚経験者、４６％が男性の結婚
未経験者、９％が女性の結婚経験者、２１％
が女性の結婚未経験者となっている。

このように独身男性の住宅需要の増加が、
イギリスの今後１０年間の住宅需要の大き
な特徴であると言える。
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■■２■２■
もう一つの賃貸もう一つの賃貸　　
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ホームステイ　　coventry

朝食、夕飯は、奥さ
んが用意。

現在なら、月１０万円程度。
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サービス・アパートメント　Brighton　

掃除、リネン交換は、
派遣されてくる

マンション購入者が
家具、什器付きで
短期貸し
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サービス・アパートメント　Brighton　

テラスハウス購入
者が家具、什器
付きで短期貸し

マリーナ内の
フローティン
グ・ハウス
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サービス・アパートメント　Brighton　

ホテルのア
ネックス
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サービス・アパートメント　Berlin　

マンションの売れ残り部分を
サービス・アパートメントに
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サービス・アパートメント　Berlin　

古いアパートをサービス・アパー
トに改装
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戸建住宅の短期貸し　　　ChiangMai　　
　　

週1のリネン交換、週３の掃除は、
メイドさんが週４００バーツで

分譲住宅の居住者が、
家具などをそのままにし
て短期貸しに



55

サービス・アパートメント　Chiang Mai

サービス・アパートメントと
して数年前に新築

週1のリネン交換、週３の掃除は、
家賃に含まれている
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インベントリー・チェックインベントリー・チェック

イギリスの賃貸物件は家具、電化製品付きのこ
とが多いので、入居前に全ての備品と状態、そ
の他庭の状態(庭付き住居の場合)、壁、カーテ
ン等の状態について大家と一緒にチェックリスト
に従ってチェックする。

食器付きの場合は、その数に至るまでチェックリ
ストに記入される。

退去時にこのリストに合わないものは(破損、不
明等)、原則としてテナントが弁償することになる。
その場合は、入居時に支払ったデポジットから差
し引かれる。
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■■３■３■
日本での日本でのFlat/House ShareFlat/House Shareのの
　　可能性とリフォームビジネス　　可能性とリフォームビジネス
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都内の空家は５０万戸
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１９８３年　ミサワホーム　

収入住宅型「ドメイン」を発表。
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若年者の若年者のFlat/House ShareFlat/House Share需要は少ない需要は少ない

イギリスのFlat/House Shareは、家賃の高さか
らきている。

大学卒の新人の年収は、２００万円以下である
ので、 Flat/House Shareで月３００ポンド（約７．
４万円）の家賃としても、収入の半分近くを当てて
いることになる。

日本はこれほどの家賃負担ではないが、その代
償として、長時間の通勤といった負担を行ってい
る。
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都心まで片道１時間の通勤を前提にすれば、月
５万円程で２０㎡ほどのバストイレ・ミニキッチン
付きの部屋が借りられる。

フリーターの年収は、１２０万円ほどであるが、こ
うした収入でも支出可能な住居スペースは、十
分に供給されている。

さらにバス・トイレの共用は、最近の若年者には
好まれない。

またシャワーで済ますイギリスと、湯船につかる
日本の入浴習慣の違いも考慮しなければならな
い。
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戸建空家の戸建空家のFlat/House ShareFlat/House Shareのの可能性可能性

例えば都心まで片道１時間の通勤を前提
にすれば、約５５㎡の２ＬＤＫが月８万円程
である。

夫婦＋子供１人といった世帯の需要がなく、
単身世帯が多くなった場合、 Flat/House 
Shareで、１部屋４万円で貸せば借りる人
がいるかどうかどうかということになる。

ワンルームが５万円、 Flat/House Share
で４万円、はたして需要はあるのだろうか。
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いっぽう高齢者が３人程集まって、
Flat/House Shareで、暮らすという可能
性はどうだろうか。

部屋だけでなく、食事の用意、掃除やリネ
ン交換サービスなどもシェアできれば、需
要側のメリットは少なくない。

さらに買い物サービスや、温泉などへの送
迎サービスなども歓迎されるはずだ。
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こうしたシェアされた住宅を、週６回３時間
サービスすると、1人２戸となる。
月２４万円とすると１戸当たり１２万円、居
住者１人当たり４万円ということになる。

家賃＋光熱費５万円、これに週６回３時間
サービス４万円＋食材費３万円＝１２万円
ならば可能性はあるのではないだろうか。
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こうしたFlat/House Shareのサービスの
ポイントは、同居者の相性判断。

高齢者は、頑固であるし、また共同生活に
向いていない人も少なくない。
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収入型住宅へのリフォームの可能性収入型住宅へのリフォームの可能性

つぎにFlat/House Shareの一つである
Bed-sitの可能性について考えてみること
にする。

こうした部屋貸しは、日本にも昔からあっ
た。ミサワホームも１９８３年に収入住宅型
「ドメイン」を発売している。

戸建住宅の所有者が、自宅を改装し間借
り人を置き、副収入を得る可能性である。
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可能性１：

　　リタイアメントした人が、年金の少ない分を、部
屋貸しして、月３～４万円ほどを得るケース。

可能性２：

　　住宅ローンの金利上昇分を、部屋貸しにより補
填するケース。

可能性３：

　　海外や沖縄などに毎年、半年間ほどロングステ
イする人が、留守宅の管理も含め、間借り人を置
こうというケース。

可能性４：

　　単身女性高齢者が、安心のために若い女性に
部屋を貸すケース。



70

戸建て住宅の収入住宅型リフォーム：

理想的には「トイレ＋シャワーユニット＋ミニキッチ
ン＋出入り口」を１坪にまとめ外付けユニットとして、
運び込む。

２階の場合は、これに外階段も設置できるならば、
さらに良い。

また出入り口は、共用にして、内部に間借り人たち
専用の「トイレ＋シャワーユニット＋ミニキッチン」
を設置といったリフォームもある。
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最小限の改装となると、個室に鍵がかかる
ようにする、玄関の鍵を間借り人が代わる
ごとに交換といった程度で済む。

しかし日本的浴室では、第三者との共用
は難しいので、近くに銭湯がない場合は、
シャワーユニットの設置が必須となるはず
だ。
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戸建て住宅の収入住宅型の募集と管理：

募集はインターネットで行う。

管理は、ミサワホームの地域会社あるいは、ＭＲ
Ｄ加盟の不動産会社に委託する。

最も重要なことは、信頼できる間借り人をどう集
めるか、またリスクの高い人をどう排除するかで
ある。

家賃をアパートなどに比べ安く設定せざるを得な
いので、とくにリスクの高い人が借りようとする可
能性が高い。
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間借り人にとってのメリット：

ただ家賃が安いだけならば、通勤時間を
長くといった選択肢があるので、それほど
優位にはならない。

大家さんと一緒に住むという不自由さを、
メリットに変えるものは何なんだろうか。



74

■■４■４■
もう一つの空家戸建の活用法もう一つの空家戸建の活用法
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都区内の空家戸建を外人向けに貸す都区内の空家戸建を外人向けに貸す

ゲストハウスとして貸す：

１日単位でも宿泊できる。

管理人が常駐しないでも運営できるビジネスモ
デルを開発する。

１：部屋数を増やし、個室を確保する。

２：ベッドの設置、シャワーの整備。

３：ブロードバンド回線の設置。

４：セキュリティーサービスの導入。
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家具付き住宅として貸す：

１週間単位で貸す。週２回掃除、週１回リ
ネンの取替えを行う。

１：ベッドの設置。

２：玄関の鍵を暗証番号式のものにする。

３：ブロードバンド回線の設置。

４：セキュリティーサービスの導入。


	イギリスのフラットシェアと日本での可能性
	■１■イギリスのフラット／ハウス・シェア
	住宅の所有者が、フラットシェアで入居者募集する：ケースＡ
	住宅の持ち主が、余っている部屋をハウスシェアで貸す：ケースＢ
	住宅を借りている人が、ハウスメイトを探す：ケースＣ
	Flat / house share　（フラット／ハウス・シェア）
	Rooms for rent (live out landlord)ケースＡ：非同居賃貸ルーム
	Rooms for rent (live in landlord)ケースＢ：同居賃貸ルーム
	Sub letsケースＣ：転貸し
	House & Flat Share Agreement フラット／ハウス・シェア契約書
	イギリス在住の知人のコメント（インペリアルカレッジ　研究員　Dr.Ritsuko Ozaki）
	Flat/House Share市場＝ 単身者住宅需要の増大１０年間で１６０万世帯の新たな需要（１９９５年）
	■２■もう一つの賃貸
	インベントリー・チェック
	■３■日本でのFlat/House Share の　　可能性とリフォームビジネス
	若年者のFlat/House Share需要は少ない
	戸建空家のFlat/House Shareの可能性
	収入型住宅へのリフォームの可能性
	■４■もう一つの空家戸建の活用法
	都区内の空家戸建を外人向けに貸す

