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１．はじめに 

 

中心市街地活性化は１１省庁が連携して施

策を講じているように、多くの視点から取り組

む問 題 である。本 稿 第 一 号 では、高 松 市 が

「中心市街地活性化基本計画」策定時に実施

した市民アンケートを紹介した。そのアンケート

では、市民が中心市街地に最も期待すること

は、“商業施設の魅力向上やその集積で実現

する回遊性の向上”等、消費者視点からの要

求 であった。そこで本 稿 では、中 心 市 街 地 を

「消費者視点」から、「消費の場」としてとらえ、

他の「消費の場」との共存・競合関係等から中

心市街地の方向性を検討することを主な目的

としている。 

今号では、「非婚社会人」、特に「親に生活

基盤を依存する非婚社会人」が増加している

こと、及び彼らの「消費力」が他消費者層のそ

れを寄せつけないほど豊かなことに着目する。

そして、彼らの消費行動を肯定（彼らの豊かな

消費力を中心市街地に誘導）する場合と、否

定（彼らに自立を誘導して新しい消費を創造）

する場合の中心市街地の方向性についてそ

れぞれ検討する。ここで言う「消費力」とは、消

費に使える可処分所得・時間の大きさであり、

彼らは中心市街地に大きな金・時間を落とす

可能性を秘めている。しかし、彼らの大きな消

費力は主に図表１の「消費の場」の①や④に

向けられ、中心市街地には向けられていない。 

図表１ 消費の場とその特徴 

消費の場 消費の特徴 

①自宅 独りで気ままにｏｒ大切な人を招待

して楽しく過ごす時間にコスト（時

間・お金）を惜しまない 

②近所 コストをかけず、通勤・通学途上や

必要な都度、コンビニ・スーパー・

レンタルショップ等で物品調達 

③郊外 休日に主に車でコストを投じて、物

品調達・飲食・娯楽等 

④国内外

大 都 市 ・

リゾート 

休日にコストをたっぷり投じて、上

記の日常消費エリアで充足できな

いもの（非日常性）を求める 

注）本稿では、消費の場の選択肢を中心市街

地の他に消費者の基点となる自宅から近い順

に上記の４つを想定している。 

 

特に①についてはアメリカでは、「Cocooning 

boom（巣篭り消費ブーム）」で、ホームエンター

テイメント市場は急成長中である。これまで、

小売業の最大テーマは「中心市街地活性化」

と同じく、「いかに人を集めるか」であった。しか

し、この「集客論理」は「提供者志向」そのもの

であり、「消費者志向」ではない。それに気づい

たアメリカ小売業は、消費者がコスト（時間・お

金）をかけて店へ足を運ばなくても、一流ホテ

ルの「ルームサービス」を凌ぐほどのサービス・

商品を消費者自宅へデリバリーできるシステ

ムを多数開発・構築し続けている。日本小売

業も「消費者の省コスト（時間・お金）志向」に

応えた次の手として、アメリカ小売業に追随す

る日も近いかもしれない。 



中心市街地活性化の方向性を検討するう

えでも、小売業による集客だけに依存をせず、

消費者視点から街が有するブランドなどの価

値で集客することを考えたい。それを考えるう

えで、ブランド志向消費に走る「親に生活基盤

を依存する非婚社会人」の実態を分析し、そ

の消費性向を中心市街地活性化に生かすこ

とは時流に合うアプローチと思われる。 

 

２．非婚社会人の実態 

 

 本稿では、「親に生活基盤を依存する非婚

社会人」の年齢層を 25～44 歳と想定する。以

下に国勢調査を利用して、25～44 歳の男女

別「非婚率」と「非婚者数」を示す。 

 

図表２ 年齢別非婚率の推移：女性 
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図表３ 年齢別非婚率の推移：男性 
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図表４ 2000 年度の非婚者数（単位：万人） 

年齢層 女性 男性 合計 

25～29 才 266 343 609

30～34 才 132 195 327

35～39 才  81 118 199

40～44 才 64 87 151

合計 543 743 1286

出典）図表２～４は、国勢調査より作成。 

注）「非婚者（現在、結婚していない者）」は、

未婚者（いまだ結婚していない者）と離別・死

別による単身の合計である。 

 

2000 年における 25～44 歳（は日本総人口

の 31．5％）の非婚者：１２８６万人は日本総人

口の 11．9％を占める。次に、非婚者の親への

依存度と、その依存などによって生じる「消費

力」を検証する。 

 依存度を示す指標は幾つかある。まず、親と

の同居率。親と同居すれば、住居費から食費

までの経済コストと、家事や地域社会参加等

に労する時間コストを節約でき、その浮いたコ

スト分を消費に回せる。この同居率について各

種統計を調査した結果、親との同居率は地域

事情（仕事の内容や求人多寡等）に左右され

ること、「親との同居＝親に依存」との図式が

必ずしも成立しないことがわかった。例えば、

同居率の地 域差について。求人の多い首都

圏での同居率は全国平均の６０％代を大きく

上回る。財団法人 東京市町村自治調査会

が 2000 年に実施した「多摩地域の若者の生

活と意識に関する調査（アンケート対象：多摩

地域の 20～34 歳）」による親との同居率は、

男性 76％、女性 81％である。また、千葉県が

同じく 2000 年に千葉県内実施した「千葉県に

おける若者の意識調査（アンケート対象：千葉

県内の 25～39 歳）」による親との同居率は、

男性 72％、女性 76％である。また、仕事内容



が自営業もしくは親の介護等の事由で親と同

居している非婚者を「親に生活基盤を依存す

る非婚社会人」とは定義し難い。 

 そこで、国立社会保障・人口問題研究所が

1998 年に実施した「第二回全国家庭動向調

査」のなかで、２５～４４才の未婚者を対象とし

たアンケート結果から親への依存度を把握す

る。一つは親から経済援助を受けている人の

割合（図表５の①）、もう一つは親に身の回り

の世話をしてもらっている人の割合（図表５の

②）。 

 

図表５ 25～44 才未婚者の親への依存度 

 女性 男性 推測人数

①経 済援

助あり 

４０％ ３０％ ４４０

万人

②世 話 あ

り 

７３％ ５２％ ７８３

万人

注）推測人数は第二回全国家庭動向調査結

果に図表４の人数を乗じて算出。 

 

横浜市が 1997 年 12 月に市内在住 20～39

歳を対象に実施した「結婚に関する市民意識

調査」でも、親からの経済援助の有無を聞い

ている。横浜市では 20～39 歳の未婚者のうち、

女性４８％、男性３２％ が親から経済援助を

受けている。 

横浜市の同調査では、親と同居か別居（独

り暮らしとは限らない）かのグループ別にアン

ケートを実施しており、このうち家事負担度と

経済的ゆとり度を紹介する。 

図表６より、親と別居の未婚者は男女とも 8
割以上が家事をしているのに対して、親と同居

の未婚者は男女とも８７％が家事を概ねしてい

ないことがわかる。図表７より、同じ同居未婚

者でも男性よりは女性の方が経済的にゆとり

があることがわかる。これは、女性の方が親か

らの経済援助を受けているとの図表５の結果

を裏付けるデータである。 

 

図表６ 横浜市未婚者の家事負担度 
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図表７ 横浜市未婚者の経済的ゆとり度 
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出典）図表６＆７は、横浜市「結婚に関する市

民意識調査」より作成。 

 

 以上、二つの全国調査（国勢調査、全国家

庭動向調査）と三つの地域調査（千葉県、東

京都多摩地区、神奈川県横浜市）を分析した

結果、非婚社会人の平均像は次のとおり。 

 

Ⅰ）親と同居して家事を負担しない者は男女と

も８７％。 

Ⅱ）自分の身の周りまで親に世話してもらう者

は６割強（女性７３％、男性５２％）。 

Ⅲ）親から経済援助を受ける者は３割強（女性

４０～４８％、男性３０～３２％）。 



Ⅳ）性別で比較すると、女性の親依存度は男

性より２～３割高い。 

Ⅴ）親との同居か別居かで比較すると、同居

者の親依存度や（それにより生まれる）ゆと

り度は別居者より２～３割高い。 

Ⅵ）非 婚 者 をⅣ（性 別 ）＆Ⅴ（親 との同 居 ・別

居）で分類 すると、親 依存度が最 も高いグ

ループは「親と同居する女性非婚者」ある。

また、彼女達の経済的ゆとり度も親同居男

性より２割高い。これは「彼女達の経済的依

存先が親だけでなく、交際相手（とのデート

等）にも及ぶ」とのアンケート結果を示してい

る 。 こ の よ う に 、 自 分 の 財 布 以 外 に 第 二

（親）・第三（彼）の財布にまで依存する彼女

達の消費力は、最高値を示すであろうと予

測できる。 

 

日経産業消費研究所が 1998 年に首都圏

在住社会人に「毎月のこずかい額」を聞いたア

ンケート結果を性別・婚姻有無別に示すことで、

非婚社会人が得る「消費力」の高さを把握した

い。 

 

図表８ 社会人の毎月こずかい 
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こずかい（消費力）の差は、未婚者は既婚

者よりも圧倒的に高く、同じ未婚者でも女性は

男性より 2 割ほど高いことがわかる（月に１０万

円以上のこずかいを有する未婚者が女性は４

２％、男性は３４％）。これは毎月のこずかいデ

ータであり、彼らはボーナスで更に大きな消費

をしているであろう。 

 このように高い消費力を有する「親に生活基

盤を依存する非婚社会人」の消費動向や生き

方は周囲から、どう評価されているか。 内閣

府国民生活局が作成した「2001 年度国民生

活白書」では、本稿で言う「親に生活基盤を依

存する非婚社会人」を「パラサイトシングル（親

に寄生する非婚者）」と呼んでいる。内閣府国

民生活局では同時期に全国 5000 人を対象に

「2001 年度国民生活選好度調査」を実施し、

同調査にて「パラサイトシングルの生き方をど

う思うか」を尋ねたところ、パラサイトシングル

の生き方を同感できないが３９％、同感できる

が１９％であった。 

パラサイトシングルの国際的な評価はどうか。

2001 年 7 月 1 日付け「The New York Times」

では、日本のパラサイトシングルを「結婚をしぶ

り大金を消費しながら親のもとに居候をきめこ

む特異な存在」として 6 頁におよぶ特集で紹介

している。 自立と個性を尊ぶアメリカでは、パ

ラサイトシングル同年齢層は自立していて当

然、もしくは自立が困難な場合にはルームメイ

トをつくり生活コストを仲間とシェアする等の工

夫をして親に依存しない生き方が一般的であ

ることから、パラサイトシングルを特異な存在と

観るようである。このように、「パラサイトシング

ル」との呼び名は海外でも知名度は高く、本稿

でも以後、「親に生活基盤を依存する非婚社

会人」を「パラサイトシングル」と呼ぶことにす

る。 

 このパラサイトシングルはどれくらい存在する

か。本 稿 ではパラサイトシングルの範 囲 （定



義）を２５～４４歳の非婚者のうち、親から経済

援助を受ける層は当然含め、親に身の回りの

世話までしてもらう層とする。これは図表５②に

相当し、７８３万人と試算できる。この数はトレ

ンドを見ると確実に増加している。彼らの生き

方や消費は他消費者のそれとは明らかに異な

る状況を踏まえると、中心市街地活性化など

街づくりにおいても、それを同感（肯定）するか

否定するかで、その対応は全く変わりうる。 

次の第３章にて、「パラサイトシングルの消

費を肯定した中心市街地活性化」について、

第４章にて「パラサイトシングルの消費を否定

した中心市街地活性化」について検討する。 

 

 ３．パラサイトシングルの消費を肯定した中

心市街地活性化 

  

デフレ不況と言われる昨今、消費者はあら

ゆる消費機会に「省コスト（金・時間）志向」を

強めている。しかし、パラサイトシングルは親に

生 活 基 盤 を依 存 することで、住 宅 ・食 費 など

「日常生活必需的消費」の全部あるいは大部

分をカットできる。よって、パラサイトシングルの

消費は日常生活に困らない「選択的消費」に

向かう。しかも、選択的消費の中でも、ブランド

衣服・海外旅行・美容・学習（お稽古・資格取

得）など、より高額・高級で多岐の「選択的消

費」分野に消費する。彼らの消費の基準・価値

観は他消費者のそれ（省コスト志向など）とは

明らかに違う。したがって、中心市街地が「日

常生活必需的消費」や「省コスト志向消費」を

満たす場として位置付けられた都市では、そ

の消費に関心のないパラサイトシングルは中

心市街地を「消費の場」として選ばない。 

パラサイトシングルが選ぶ「消費の場」の動

向として近年、欧米の高級ブランドが競うよう

に、本国旗艦店を上回る規模の大型店を東京

に出店していることを指摘したい。例えば、アメ

リカの皮革製品ブランド「ＣＯＡＣＨ」は 2003 年

春、東京渋谷にニューヨークの旗艦店を上回

る 680 ㎡の大型店を開業する。この背景をＣＯ

ＡＣＨのリー・フランクフォート会長兼ＣＥＯは次

のように語る。「日本人は世界ブランド消費額

の４５％を占める。アメリカと比較すると日本は

人口がほぼ半分、消費額は約 2 倍。つまり、

日本人はアメリカと比較すると一人当たり４倍

もブランドに消費する優良顧客層だ。」 

 このように、日本のブランド消費は世界的に

も群を抜いており、パラサイトシングルはそれ

に大きく貢献している。このパラサイトシングル

による高額・高級な選択的消費を分析し、中

心市街地の街づくりに応用できうる例を提示し

たい。そのためにまず、パラサイトシングルの

高 額 ・高 級 な選 択 的 投 資 を「ブランド志 向 消

費」と位置付け、彼らがブランドに向かう価値

観や選択基準を明らかにする。経済学者のラ

イベンシュタイン（H.Leibenstein）はブランドに

向かう価値観や選択基準を「消費の外部性」

アプローチから次の３つに分類している。 

 

Ⅰ バンドワゴン効果：周囲の人が所有してる

から（流行だから）同調しないと周囲に負い

目を感じる同調心理から生まれる消費。需

要は周囲の所有度・認知度・流行度が高ま

るほど増加する。 

Ⅱ スノッブ効果：周囲・他人とは違うものが欲

しい個性重視心理から生まれる消費。希少

性 ・個 性 こそ重 要 で、需 要 は周 囲 の所 有

度・流行度が高まると減退する。 

ブランド・サプライヤーが数量限定や特別

仕様品を仕掛けるのは、この効果を狙って

のもの。 



Ⅲ ヴェブレン効果：周囲に自分の地位・名声

を見せびらかしたい顕示性心理から生まれ

る消費。需要は（本人や商品の）顕示性が

高いほど増加する。 

階層社会を前提に生まれた理論だが、日

本でもバブル時代に特定層が競って高級外

車に群がったことは当例にあたる。 

 

パラサイトシングルの選択的消費が上記３

つのどれに分類されるかはケースバイケース

で一概には言えない。そして、選択的消費のな

かでも趣味には「消費の内部性」アプローチか

ら消費に向かう側面も強い。しかし、これまで

に紹介した各種調査より、パラサイトシングル

の満足度を観ると、現状には高い満足度・ゆと

りを感じているものの、将来不安や自分の立

場（親依存や非婚という立場）に負い目を感じ

ている（周囲の視線が過剰に気になる）との結

果がある。 この点に着目すると、パラサイトシ

ングルは「選 択 的 消 費 」機 会 においても、周

囲・他者に負い目を感じたくない同調心理が

働きやすい。また、パラサイトシングル予備軍

（２５才以下非婚者）がルーズソックス・顔黒・

茶髪などの格好に一斉に流れたように、日本

（の若者）は同調心理が働きやすいとの事例

は随所で指摘できる。 

よって、パラサイトシングルの選択的消費に

向かう価値観や選択基準は、バンドワゴン効

果に最も左右されるとの仮説をたて、中心市

街地活性化への応用事例を「観光・旅行」の

消費選択を例に検討したい。 

前 述 のとおり、観 光 ・旅 行 は「消 費 の内 部

性」から生まれる消費側面も強いが、その行き

先選択はブランドに向かう「消費の外部性」効

果に強く左右される。 

旅行代理店最大手のＪＴＢが 1998 年 10 月

と 1999 年 10 月に 4000 名を対象（対象はパラ

サイトシングルに限定されていない）に実施し

たアンケートより発表した、（国内外を問わず）

行ってみたい旅行先ランキングの上位 7 位は

図表９のとおり。この 2 年間での上位 7 位は千

葉と東京が入れ替わっただけで、ほとんど変

動していない。 

 

図表９ 行ってみたい旅行先 

 1998 年 1999 年 

1 位 北海道 北海道 

２位 長野 ハワイ 

３位 ハワイ 京都 

４位 京都 長野 

５位 千葉 沖縄 

６位 沖縄 東京 

７位 アメリカ アメリカ 

出典）㈱ＪＴＢ「旅行者動向 2000」 

 

図表１０ 東京ディズニーランドの来園回数別

来園者比率 
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     来園者数：1995 年  1699 万人 

  1997 年  1569 万人 

        2000 年  1730 万人 

出典）㈱オリエンタルランドＨＰより作成 

 

また、1998 年 5 位の千葉は、千葉県浦安市



にある東京ディズニーランド（東京ディズニーシ

ーは 2001 年 9 月開園）の人気によるものと思

われる。東京ディズニーランドの来園者を来園

回数別に分類すると、図表１０のとおり（東京

ディズニーランドを運営するオリエンタルランド

社のＨＰを参照した。なお、来園者はパラサイ

トシングルに限定されていない）。 

図表９と図表１０はパラサイトシングル層に

限定したデータではないにも関わらず、観光・

旅行の行き先はブランドとして確立されている

ことを示している。観光・旅行も他ブランド商品

と同じように、質（楽しさ・満足感）の保証され

たブランドにのみ消費者は関心を示し、それに

は何度でもリピートする。これをパラサイトシン

グル層に限定すれば、彼らの観光・旅行消費

は、更に質（楽しさ・満足感）の高さを周囲から

保証された高級ブランドに向かうであろう。彼ら

はブランドとして認知されない観光地（それを

構成する飲食店などの観光施設を含む）を選

んで、つまらなかったり不味かったりするリスク

（負い目）を許容できない。 

この「ブランド志向消費」を街づくりにどう生

かすかについて、中心市街地を商業機能を主

とする場合と観光機能を主とする場合とにわ

けて検討する。 

 

３－１．商業機能を主とした中心市街地 

 

商業機能の三大要素（物販、飲食、エンター

テイメント）の相 乗 効 果 でブランド力 を高 め

る。 

 

このタイプの先進事例として、東京都千代

田区丸の内２丁目の「仲通り地区」と東京都

港区東新橋１丁目の「汐留地区」を挙げたい。 

「仲通り地区」は通称「ブランドストリート」と

呼ばれるように、プラダ，エルメス，トラサルディ，

フォリフォリ等、約４０店のブランドブティックが

並ぶ。また、仲通りは毎年末約 1 週間、光の

彫刻の祝祭「東京ミレナリオ」が開催されること

でも有名である。この仲通りに 2002 年 9 月 6

日に「丸ビル」がオープンした。この丸ビルには

オフィスゾーンに加え、１００の物販店と４０の

飲食店がある。この物販飲食店はブランド力

に優れ、ミラノのミシュラン二ツ星レストランが

日本初出店するなど話題性にも優れる。４０の

ブランド飲食店を有する丸ビルのオープンによ

り、物販に極端に偏っていた「ブランドストリー

ト」のテナント構成は改善された。丸の内はオ

フィス街なので、エンターテイメント施設は見ら

れないものの、開業２ヶ月間の実績（2002 年１

２月 6 日付け日本経済新聞データ）は来館者

500 万人、売上高 63 億円である。 

この丸ビルの成功（人気）は、単にブランド

店を集結させ、不足する商業機能を補完・強

化しただけではない。ブランドには人々に語ら

れ・愛されるストーリーが必要で、これが多くの

人を惹きつける「バンドワゴン効果」を生むポイ

ントになる。 

1923 年にオープンした丸ビルは、東京駅前

という好立地に当時初めてビル内にアーケー

ド街を導入したことで話題・人気を集め、それ

はブランド価値を生んだ。約 80 年後、それをリ

ニューアルするにあたり、丸ビル低層階は「旧

丸ビル」がもつブランドの再現を目指した。例

えば、旧丸ビルの高さ：31ｍを継承、正面入口

のアーチやステンドグラス・ペンダントライトを

再現した。 

昔のブランドを再現する「復刻版」はトレンド

であり、トレンドに敏感な消費者は丸ビル内部

の「現在のブランド店」と、東京駅から望む丸ビ

ル「復刻版」を観れる楽しさを味わえる。 

 丸の内仲通りのように「食」の機能を補完・強



化する動きが盛んである。従来の商業施設は、

商業三大要素のうち利益率の低い飲食施設

や投資額の大きいエンターテイメント施設を割

愛するケースが多く見られた。しかし、最近で

はリニューアルでこれを修正する事例が多く、

例えば、東京都池袋にある都市型テーマパー

ク「ナムコ・ナンジャタウン」では施設内に「池袋

餃子スタジアム」をオープン。福岡県博多市の

「キャナルシティ博多」では施設内に「ラーメン

スタジアム」をオープンさせている。 

 

 次に「汐留地区」は JR 新橋駅から浜松町駅

におよぶ３１ｈa の大規模再開発エリアで愛称

は「汐留シオサイト」である。汐留シオサイトに

は 2002 年末から 2007 年度にかけて、後に紹

介する電通に加え、日本通運、松下電工、共

同通信社、日本テレビなど日本を代表する企

業の本社が集結し、国際的な情報と文化の発

信基地として期待されている。 

この「汐留シオサイト」には 2002 年 12 月 1

日に「カレッタ汐留」がオープンした。「カレッタ

汐留」の施設構成は、オフィス棟と商業・文化

棟にわかれる。このオフィス棟に本社ビルを置

くと同時に、「カレッタ汐留」の仕掛け人は広告

会 社 最 大 手 でブランドビジネスを得 意 とする

「電通」であり、「カレッタ汐留」には、実に様々

な箇所にブランド力が浸透している。商業・文

化棟にはブランド力に優れた３３の飲食店、25

の物販店を電通の系列会社で「カレッタ汐留」

を運営する「電通恒産サービス」が直接誘致し

た。電通グループのプロデュースは「夜景の見

える場所に個室を多く」など、テナントの内装に

も及ぶと言われる。商業・文化棟には他にも、

財団法人吉田秀雄記念事業財団が運営する

日本初のマーケティングと広告の専門図書館

を有する「アド・ミュージアム東京」、劇団四季

の全国 6 番目の専用劇用である「電通四季劇

場｛海｝」があり、こけら落とし公演は欧米でヒッ

ト中の「マンマ・ミーア！」である。  

 「カレッタ汐 留 」のブランド力 と話 題 性 は建

築・デザイン、アメニティ、イベント分野にも及

ぶ。 「カレッタ汐留」の建築・デザインはオフィ

ス棟にはフランスの「ジャン・ヌーベル氏」を起

用 し 、 彼 は 施 設 の イ メ ー ジ キ ー ワ ー ド を

「Crystal」と表現した。オフィスビルは上部から

見るとブーメラン形に見える斬新な形で、セラミ

ック・プリントガラスに包まれるフォルムが白か

らグレーへ変化するオフィスビルは「Crystal」

に輝いて見える。また、商業・文化棟の建築・

デザインにはアメリカの「ジョン・ジャーディ氏」

を起用し、彼は施設のイメージキーワードを「Ｒ

ｏｃｋ」と表現した。「カレッタ汐留」の中庭である

「キャニオンテラス」は、流れ落ちる水で削り取

られたような峡谷の雰囲気がある。「カレッタ汐

留」は大枠を二人の巨匠によるコラボレーショ

ンでデザインし、さらに施設内の通路には、「イ

ールズ氏」や「コルビジェ氏」などの作品を含む

５２のデザイナーズチェアを消費者への休憩用

に設置するなどしている。またオープニングイ

ベントの一つ「光のインスタレーション」では、ア

メリカのロサンゼルスにある「ネオンアート・ミュ

ージアム」の作品を中心に光の造形品が 2003

年 3 月末日まで展示される。このように「カレッ

タ汐留」はブランド力と話題性に優れた商業三

大要素（物販、飲食、エンターテイメント）を兼

ね備えている。 

 開業 4 日間の実績（2002 年１２月 6 日付け

日本経済新聞データ）は来館者 16 万 6 千人で

ある。汐留地区での施設開業がまだ、「カレッ

タ汐留」だけであることを考慮すれば、かなりの

賑わいである。2003 年以降、汐留地区には多

くの施設が開業し、各施設による集客の相乗



効果が期待できる。 

 

３－２．観光機能を主とした中心市街地 

 

観光機能の三大要素（観、食、学）の相乗

効果でブランド力を高める。 

  

図表９で挙 げた国内 ブランド観光 地の多く

は、他都市がけして真似できない特異性を有

する。例えば、北海道と沖縄は立地的にも気

候的にもリゾートの特異性を有し、京都は歴史

の特異性を有する。しかし、長野にはそのよう

な強い特異性が見当たらず、長野が観光ブラ

ンド 2 位になれるなら、その連接県や本州諸県

でも同様なブランドを今後の施策で得れるであ

ろう。その施策とは、観光の３大要素（観食学）

の相乗効果創出と、そうして生まれるブランド

の価値・ストーリーを（丸ビルのケースと同様

に）消費者に訴求することである。    

このタイプの成 功事 例 として、長 野 県の小

布施町を挙げたい。小布施の歴史は「江戸の

画狂人」と称される「葛飾北斎」が、その晩年

に画業の集大成を図る場所として、８０才代の

老体に鞭をうち４度も碓氷峠を越えて小布施

に入り、岩松院の天井画など多数の名画を残

したと語られる。そのストーリーが美談として語

られるほどに、小布施は「名画になるほど美し

い風景・街並み」として立派な観光ブランドとし

て確立していく。そのブランドを更に生かすべく、

小布施町では官民一体で残る要素（食と学）

を整備している。 

 官の役割は北斎館などの美術館や岩松院

など学ぶ施設の整備。民の役割は栗菓子の

老舗「小布施堂」が食の分野で担う。小布施

堂は小布施が栗の生産地であることから、栗

菓子・栗料理の食の名産品から栗レンガ・栗

染めの反物の特産品まで手がけている。 

 最後に、一人のアメリカ人が地元の人さえ見

落としていた「蔵」という地域資源を発掘し、ブ

ランドに育て上げた事例を紹介する。そのアメ

リカ人は 30 代女性の「セーラ・マリ・カミングス

氏」。彼女は長野五輪のスタッフとして 1993 年

に来日して長野に滞在した。彼女はその折、

小 布 施 に魅せられて、アメリカには帰 国 せず

「小布施堂」に就職した。そこで彼女は当時、

地元では見向きもされず取り壊す計画にあっ

た「蔵」の保存を訴え、「蔵」を改造したレストラ

ン「蔵部」を開業させる立役者となる。彼女は

この功績等が評価され、「日経ウーマン・オブ・

ザ・イヤー2002」の大賞を受賞した。 

 レストラン「蔵部」が小布施の新名所となった

事実は、地元（観光サービスの提供者）が意

識する観光資源というブランドと、消費者が惹

かれるブランドにはズレがあることを示している。

これは「提供者志向」を改め、「消費者視点」

から街づくりを行うことの重要性を示唆する事

例と言える。 

こうして小布施は観食学の三大要素を兼ね

備え、今では年間約１２０万人の観光客が訪

れると言われる。町が整備した有料入場施設

も、他都市のそれがバブル時代から軒並み半

減しているなか、小布施町の主要有料入場施

設入場者は着実に増加している。 

 

図表１１ 小布施の主要有料入場施設の入場

者数推移                （単位：人） 

 北斎館 岩松院 高井鴻山

記念館 

1985 年度 131,777 51,580 10,395

1990 年度 247,948 108,978 80,680

1995 年度 337,704 158,861 92,341

2001 年度 337,260 226,358 93,737

出典）小布施町「美術館等入館者調」 



４．パラサイトシングルの消費を否定した中心

市街地活性化 

 

本稿第３章の視点は、パラサイトシングルの

生き方を肯定して、彼らの「選択的消費」を中

心市街地に誘導することを検討した。 

当４章では逆に、「彼らの生き方を否定（彼

らに自立を促進）することが可能であるならば、

それは日常生活必需的消費を創造し、その消

費を中心市街地に誘導できうる。」との仮説を

たて、その私案を提案したい。 

パラサイトシングルがブランド消費を主とした

「選択的消費」に大きなコスト（お金・時間）を

投じることができるのは、親に生活基盤（日常

生活必需的消費）を依存できるからである。パ

ラサイトシングルの増加は、欧米のブランド・ビ

ジネス等の「選択的消費」市場を飛躍的に拡

大させている。逆に、住宅や日用品等の「日常

生活必需的消費」市場を縮小させている大き

な要因でもある。 

「パラサイトシングルの自立を親との別居」と

考 えれば、パラサイトシングルは「選 択 的 消

費」の一部を「日常生活必需的消費」にシフト

することになる。 例えば、パラサイトシングル

推定７８３万人のうち、1 割でも親と別居（独り

暮らし）を開始すれば、約７８万戸の住宅需要

とそれに付随する「日常生活必需的消費」が

生まれる。 

「親に生活基盤を依存する生き方や消費を

否定（彼らに自立を促進）する」との視点は、

「2001 年度国民生活選好度調査」において、

「パラサイトシングルの生き方をどう思うか」を

尋ねた回答が、同感できないは３９％で、同感

できるの１９％を二倍上回る結果によるもので

ある。同調査において、パラサイトシングル本

人 に「親 と同 居 し続 ける理 由 」を尋 ねた回 答

（複数回答可）は図表１２のとおり。 

 

図表１２ 親と同居する非婚者に聞いた「親と

同居し続ける理由」 

      理 由 回答比率

1 位 結婚したいが相手いない ５６％

2 位 経済的に楽だから ５４％

3 位 世話してもらえるから ４６％

4 位 結婚しても利点がないから ４１％

5 位 生き方の多様性を受け入れ

られる風潮が広まったから 

３４％

出典）2001 年度国民生活選好度調査 

 

上記理由のうち、自立志向有りとの回答（1

位と 5 位）もあるが、積極的に親に依存するパ

ラサイトシングルの姿が浮かび上がる。 

さて、パラサイトシングルに自立を促進する

施策を考えるうえで、「自立＝結婚」との視点

がパラサイトシングル自 身 の親 依 存 第 一 位

（結婚したいが相手いない）の理由であるし、

少子化改善などマクロ的にも好ましい視点で

もある。しかし、本稿では結婚前のステップで

ある「自立＝親と別居 」との視点 かつ中心市

街地活性化という視点からのみ検討する。そ

の仕組み（スキーム）私案は以下のとおり。 

 

① まず、パラサイトシングルの自立を税制面

（税負担）から促進する。親と同居する 25

～４４歳の非婚社会人に、親と同居するこ

とで得れる便益を贈与とみなし、「親同居

便益贈与（仮称）」を他の資産贈与とは別

枠・別税率で課税する。 

② 「親 同 居 便 益 贈 与 税 」の税 収 は、親 元 に

住みずらくなった彼らのため、単身者用住

宅を整備することに使う。「親同居便益贈

与税」納付者は優先して入居できる。 

効果：住宅需要の創造 

③ 依存に慣れた彼らは急には独り暮らしでき



ない。そこで、商店街や離職者がビジネス

として彼らの世話をするスキームを創る。

単身者住宅の立地は、「日常生活必需的

消費」を取り扱う商店街に至近な場所を選

ぶ。そして商店街には入居者への支援（各

種デリバリーサービス）を制度化させる。   

効果：商店街ビジネス機会の創造 

④ 商店街では入居者に支援できないサービ

ス（掃除など家事代行、安全管理）ニーズ

があれば、自治体は入居者に必要なサー

ビス業務を行うヘルパーを地元求職者を

中心に組織化する。   

効果：雇用の創造 
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