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Since 2000, fertility reduction is not only a problem for developed countries, but many developing countries also face the challenge 

of low or very low fertility rates (TFR below 2.1 or 1.3). According to the National Bureau of Statistics of China, the natural 
population growth rate of China has been declining year by year and is below 0 in the latest data for the first half of 2022. In 
particular, China's capital, Beijing, has a fertility rate much lower than the national average. The demographic imbalance brought 
about by a declining birthrate leads to consequences such as labor shortages and the collapse of the health care system. On the other 
hand, studies over the past few decades have shown that most people still express a desire to have children, but at a higher rate than 
the actual fertility situation. In addition, the results of the China General Social Survey (CGSS) show that young people who own 
their own homes have significantly higher childbearing intentions than those who do not own their own homes. This proposal aims 
to mitigate China's declining birthrate and aging population by planning a housing complex system that is affordable for young 
people and can guarantee their retirement, thereby increasing the fertility intentions of Beijing's youth and providing housing 
solutions for different stages of life development. 
 
１． はじめに  
2000 年以降, 少子化対策は先進国だけの問題ではな

く, 多くの途上国でも低出生率や超低出生率の課題に

直面する. 中国国家統計局によると, 中国の自然人口

増加率は年々低下しており, 2022 年上半期の最新デー

タでは, 0 を下回っている. 特に中国の首都, 北京は全

国平均の出生率よりはるかに低くなっている. 少子化

がもたらす人口バランスの崩れは, 労働力不足や医療

制度の崩壊など結果に繋がる. 一方,過去数十年の研究

では,ほとんどの人が依然として子供を持ちたいとい

う希望を表明しているが, その割合は実際の出生状況

より高いことが分かっている. また,中国総合社会調査

（CGSS）の結果によると,持ち家を持っている若者は,
持ち家を持っていない若者よりも有意に高い出産意向

を持っている. この提案は,中国の少子高齢化を緩和す

るために,若者が負担可能な価格で老後の生活も保障

できる集合住宅システムを計画することで,北京の若

者の出生意欲を高め,そして人生の発達段階に応じて

住宅の解決策を提供することを目的とする.  
 
２．計画背景 
２．１出生率と自然増加率の現状 
出生率とは人口 1,000 人当たりにおける出生数である．

自然増加率とはある地域,国の一年間の出生率と死亡

率の差. 人口学上, この 2 つの比率から将来の人口動

態の変化を推測することができる. 2022 年上半期の最

新データでは, 自然増加率は 0 を下回っている. 特に

中国の首都, 北京は全国平均の出生率よりはるかに低

くなっている. この状態が続けば,今後,中国の人口は

減り続け, 労働力不足と社会構造の崩壊は避けられな

い状況になると考えられる.  
２．２出産意向と持ち家の関連性 
中国総合社会調査（CGSS）の分析結果[2]によると, 持
ち家を持っている若者は持ち家を持っていない若者よ

りも有意に高い出産意向を持っている. また, 分析結

果によると, 住宅価格の高騰が若年層の出産意欲に影

響を及ぼす.  
しかし, 北京の住宅価格は世帯当たり可処分所得の

20 倍近く, それに比べて上海は 15 倍, 中国全国平均は

12 倍. 住宅価格と出生意向の関連性が証明されている

ことから, 北京の出生率が中国平均よりはるかに低い 
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Table 1. Changes in the birth rate and natural growth 
rate of the Chinese population [1] 
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Figure 1. RC Mega Structure + CLT 
Wooden Structure for Variability  

のは住宅価格が原因であると推測される. 
そのため, 住宅購入の初期費用を抑え, より多くの

若者が住宅を購入できるようになれば, 出産意向を高

めることが考えられる. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
２．３家族リサイクル論 
カーターとマクゴルドリックによる子どもがいる前提

で構築されている心理学上の家族ライフサイクル論に

より, 豊かな住生活の実現の前提として多様なライフ

スタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面

積は人生の発達段階に応じて変化する.  
２．４中国の不動産所有権 
中国における不動産所有権とは, 「建物の所有権」と

「土地の使用権」に分けられる. 2 つの権利のうち「建

物の所有権」には期間の定めがないが, 「土地の使用

権」は期限付き.住宅用の土地の場合, 「70 年間」と法

律で定められている.既存制度に従って, 初期費用を抑

えるため, 10 年ごとに契約更新する,初期は最小限面積

の建物＋1/7 の土地使用権の価格で購入可能なシステ

ムを考えた. 
２．５CLT 建材の応用現状 
可変性の実現に関して考えたのは CLT 建材. 接合は

金物や長いビスを利用するだけの簡単な方法で,住居

空間の変化に対応できる.施工が容易なうえに強度が

高い建材であり,鉄筋コンクリートに比べてコストは

高いが,プレハブ工法と施工の効率向上で工期はかな

り短くなり,全体のコストも大幅に削減できる.CLT 建

材の利用は近年になり各国で急速きゅうそくな伸びを

見せているが,中国における CLT 建材の応用現状は,
「CLT 建築の現状と展望」[4]により,中国における CLT
の研究はまだ初期段階であるが,生産設備は既に開発

されている.2017 年,製造規格となる GB 50005—2017 が

制定された.現在,寧波,河北でCLT生産会社数社あるが,
建設業界への大規模な導入はまた実例がない.この提

案は中国産の CLT 建材を使用し, 産業活性化にも繋が

ると考える.  
 
３．まとめ提案 
以上の背景から,  CLT 建材の可変性を活用し, 初期費

用を最小限に抑え, 必要面積と機能の変化に応じて増

設・減設できる可変式住宅システムを提案する. 
３．１システム 
10 年ごと契約のユニットで設計し, 人生の発達段階に

応じて必要な空間だけ買うことができる.20 代は最小

限のユニット, 子供生まれたら必要なユニットを追加

購入し, 子供が独立したらユニットをまた売り出して,
お金は老後の介護, 医療資金になる. また, 空いてる

空間は託児所, 賃貸, 飲食店, 救急施設に改装し, 契約

も 10 年ごとに更新する.  
３．２外部構造 
外部構造は,RC メガストラクチャ +CLT 木造[5]により

可変性の実現が可能になる.  

 
 
 

３．３内部空間 
内部構造は,コア空間の設置により一時的な・段階的

な空間変化に柔軟に対応できる. 
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Table 2. Multiplier of average household 
allocable amount to housing price [3] 
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