
住宅に対する意識や嗜好を年代別に把握する！ 

今後3年以内に住宅を購入またはリフォームを予定している人を対象に、現在の住宅に対する意識や嗜好を 
明らかにすることを目的に調査をしました。 

その中から、意識項目、インテリア、エクステリアの嗜好を調査したビジュアル項目に関する調査データに関して、
性×年代という切り口で考察を深め、その傾向を資料としてまとめました。 

●Point1 
項目毎に性×年代の特徴を 
一覧できる 
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共通 30代 40代 50代 60代

男
性

どの年代でも20％以上の項目

・キッチンや風呂などの設備が
向上する
・住まいがきれいになる
・安全に暮らせる
・省エネできてランニングコスト
が抑えられる
・合理的で住みやすい
・エコな暮らしができる

①広々と暮らせる
（38.3%/24.2%）
②キッチンや風呂などの設備
が向上する（36.7%/44.6%）

③住まいがきれいになる
（35.0%/34.2%）
・月々の住居費が抑えられる
（34.2%/20.4%）
・子育てや教育のための環境
がいい（29.2%/12.9%）
・家族団欒ができる
（25.8%/16.9%）

①キッチンや風呂などの設備
が向上する（41.7%/44.6%）
②安全に暮らせる
（36.7%/33.1%）
③住まいがきれいになる
（35.8%/34.2%）
・広々と暮らせる
（29.2%/24.2%）
・自分一人の部屋やスペース
がある（22.5%/17.3%）
・カスタマイズなどが自由にで
きる（15.8%/10.8%）

①キッチンや風呂などの設備
が向上する（50.0%/44.6%）
②安全に暮らせる
（35.8%/33.1%）
③住まいがきれいになる
（31.7%/34.2%）

①キッチンや風呂などの設備
が向上する（50.0%/44.6%）
②老後の生活が楽しめる
（40.0%/23.1%）
③住まいがきれいになる
（34.2%/34.2%）

女
性

・キッチンや風呂などの設備が
向上する
・住まいがきれいになる
・安全に暮らせる
・省エネできてランニングコスト
が抑えられる
・合理的で住みやすい

①キッチンや風呂などの設備
が向上する（49.2%/54.8%）
②広々と暮らせる（37.5%/24.8%）
③安全に暮らせる（36.7%/33.1%）
・子育てや教育のための環境
がいい（35.8%/14.2%）
・家族団欒ができる
（33.3%/19.2%）
・月々の住居費が抑えられる
（27.5%/18.5%）
・自分一人の部屋やスペース
がある（23.3%/16.7%）

①キッチンや風呂などの設備
が向上する（50.8%/54.8%）
②住まいがきれいになる
（47.5%/44.6%）
③省エネできてランニングコス
トが抑えられる（34.2%/31.5%）
・月々の住居費が抑えられる
（24.2%/18.5%）

①キッチンや風呂などの設備
が向上する（60.8%/54.8%）
②住まいがきれいになる
（49.2%/44.6%）
③老後の生活が楽しめる
（35.8%/26.7%）

①キッチンや風呂などの設備
が向上する（58.3%/54.8%）
②住まいがきれいになる
（45.0%/44.6%）
③老後の生活が楽しめる
（40.8%/26.7%）
・コンパクトに暮らせる
（20.0%/12.9%）

広々暮らす
子供や家族目線

広々暮らす
一人の空間

水廻りの向上
水廻りの向上
老後の生活

広々暮らす
子供や家族＆個

住居費を抑える
水廻りの向上
老後の生活

老後の生活
コンパクトに暮らす

男女共に上位の項目

水廻りの向上
きれい、安全
省エネ、合理的

各年代で上位3位の項目と、全体（男性は男性全体、女性は女性全体）と比較して5ポイント以上の項目を表にまとめた。カッコ内のパーセンテージは（その年代の％/全体の％）

■30代、40代は子育て世代らしく子供や家族目線、50代以降は水廻りと老後

SAMPLE 

【Q あなたが新居に期待することをお答えください】 

各項目で性×年代の特徴を一覧で確認していただけます。 

性×年代別に上位3位の項目と、全体と比較して5ポイント以上

高い特徴的な項目を抽出しています。 

それを基に、性×年代別の特徴を 把握し、さらに年代別の大

きな特徴をひと目で確認できるようにまとめています。 

30代 40代 50代 60代

男
性

どの年代でも
20％以上

①3
（30.0%/27.5%）
①9
（30.0%/30.4%）
③1
（26.7%/25.4%）

①9
（35.0%%/30.4%）
②13
（27.5%/20.0%）

③3
（25.0%/27.5%）

①1
（30.0%/24.4%）
①9
（30.0%/30.4%）
③3
（25.8%/27.5%）

①3
（29.2%/27.5%）
②7
（28.3%/21.5%）

③9
（26.7%/30.4%）

女
性

①9
（37.5%/37.3%）
②1
（30.0%/34.6%）
②2
（30.0%/24.2%）

①9
（39.2%/37.3%）
②3
（38.3%/32.3%）

③1
（35.8%/34.6%）

①9
（36.7%/37.3%）
②1
（35.8%/34.6%）
③3
（28.3%/32.3%）

①3
（40.8%/32.3%）

②1
（36.7%/34.6%）
③7
（35.8%/24.0%）

白基調
クールソフト 明るい木目

ナチュラル
クールエレガント 和風

白基調
クールソフト

ナチュラル
和洋の様式

各年代で上位3位の項目と、全体（男性は男性全体、女性は女性全体）と比較して5ポイント以上の項目を表にまとめた。カッコ内のパーセンテージは（その年代の％/全体の％）

■30代は白基調の明るいインテリア、40代はナチュラル、60代は和洋の様式的なインテリア

10（20.8%/10.6%）
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【Q 好きなインテリアのイメージをお答えください】 

●Point2 
性×年代別、年代別に特徴を 
まとめている 

意識とデザインの嗜好性の結果を、性×年代別、年代別にま

とめており、各年代の今の新居への希望や、感覚を確認して

いただけます。 

意識とデザイン嗜好が一枚で確認できるので、ターゲット像の

ペルソナ構築、商品やデザインの企画立案の一助としてご活

用いただけます。 

60代女性の特徴
【ビジュアル嗜好】上位3位と全体と比較して5ポイント以上ある特徴的な項目
（各項目で1位のものには「1」、特徴的なものには「●」とマーキングした）
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■60代男性同様、老後の生活をにらんだバリアフリー、水
廻りの設備等を希望し、災害に備えたい

■シンプルライフを望む一方で、本物の木のフローリング
など、本物素材や和素材などへのこだわりが強い

■借景を取り込み、家庭菜園＆ガーデニングを希望

■男性同様本格洋風も好むが、本格洋風や洋風エレガン
ト感覚も好んでおり、和洋の様式性の高さも特徴的

【意識】1位の項目と特徴的な項目

期待すること キッチンなどの設備向上、老後の生活が楽しめ

る、コンパクトに暮らせる

重視したいこと 断熱性・気密性、バリアフリー

重視したい空間やスペース キッチン、洗面所

取り入れたい住宅設備 LED照明

取り入れたい最新技術 エネファーム

取り入れたい間取り バリアフリーに対応した間取り

理想的な暮らし方 すっきり暮らす、余計なものは買わない、飽きの
こないシンプルなものを使う、災害に備える

実現させたい空間のイメージ 清潔感のある、やすらかな、親しみやすい、洗練
された、優雅な

インテリアについての考え 収納物を隠したい、カーテンは性能やデザインに
こだわる、椅子は座り心地や機能性にこだわる、
フローリングは本物の木にこだわる

エクステリアについての考え 飽きのこないデザイン、外の景色を取り込む

好きな素材 石、和紙、タイル、ガラス、籐、漆・カシュー

洋風エレガント感覚

本格洋風＆
本格和風

オーセンティック感覚

60代の特徴

【ビジュアル嗜好】男女共通して特徴的な項目

■老後の生活を見据えた計画を立てている。水廻りの向上やバリアフリー対応、省エネに関心が高い。災害に備え、ガーデニングを楽しみたい

■インテリア、エクステリア共にこだわりが強く、機能性だけでなくデザイン性にも関心が高い

■男女ともに和を好む、女性は加えて洋風感覚も好む。他の年代と比較して最も様式性の高い世代

【意識】男女共通して特徴的な項目

期待すること 水廻りの向上、老後の生活

重視したいこと 老後の暮らしやすさ

重視したい空間やスペース 水廻り

取り入れたい住宅設備 省エネ

取り入れたい最新技術 太陽光発電システム

取り入れたい間取り バリアフリー対応

理想的な暮らし方 シンプルに暮らす、災害に備える、ガーデニングを楽
しむ

実現させたい空間のイメージ やすらかな、清潔感のある、親しみやすい

インテリアについての考え 収納物を隠したい、機能性やデザインにこだわる

エクステリアについての考え 飽きがこない、外構や借景へのこだわり

好きな素材 和紙

ナチュラルモダンオーセンティック

ダンディ

ハード・ナチュラル 和風ナチュラル
モダン・ナチュラル

クラシック・ダンディ オーク

SAMPLE 

SAMPLE 
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【意識調査】 テキストによる選択肢提示（いずれもマルチアンサーで回答） 

・新居に期待すること 

・新居において重視したい項目 

・新居において重視したい空間やスペース 

・新居において取り入れたいと思う住宅設備 

・新居において取り入れたいと思う最新技術 

・新居において取り入れたいと思う間取り 

・実現させたい理想的な暮らし方 

・新居において実現させたいと思う空間のイメージ 

・実現させたい新居のインテリアについて考えにあてはまるもの 

・実現させたい新居のエクステリアについて考えにあてはまるもの 

・住宅やインテリアの素材として好きなイメージのもの 

 

【インテリア編】 ビジュアルパネル提示 

・インテリアのアクセントとして使いたい色（48色の選択肢を提示） 

・好きなインテリア（20サンプルのインテリアを提示） 

・フローリングとして使いたい木目（15サンプルの木目を提示） 

 

【エクステリア編】 ビジュアルパネル＆テキストによる選択肢提示 

・好きな外観（20サンプルの外観を提示） 

・採用したい外壁のベースカラー（テキストによる11の選択肢を提示） 

 

【インテリア＆エクステリア共通】 ビジュアル調査 

・好きな住まいのイメージ（インテリアとエクステリアを融合した9テイストのコラージュを提示） 

調査対象 ： 30代、40代、50代、60代の男女、地域は首都圏、京阪神地区の各均等割り。合計960名 

調査方法 ： インターネットによるアンケート調査 

調査時期 ： 2015年4月3日～13日 

分析内容 ： 性×年代別クロス集計を基にしたグラフ化、特徴抽出 

コンテンツ 

(株)日本カラーデザイン研究所  プロジェクト推進部 滝沢 (HPメールフォームよりお問い合わせください) 
TEL : 03-3818-0071 HP :  http://www.ncd-ri.co.jp/contact/contact.html 

弊社ホームページのお問い合わせフォームよりお申込みください。必要であれば見積書を発行します。 

データは大容量ファイル送信サービスを利用してお送りします。 

セキュリティなどで受け取れない場合にはCD-ROMにデータを入れて郵送します。 

請求書を別途郵送させていただきます。 

調査概要 

販売形式、価格 

納品形式 ：  レポートのPDFデータ（A4サイズ、102ページ）  

販売価格 ：  ¥300,000（税別） 

注意事項 ：  各項目のエクセルデータはつきません。 

ご購入までの流れ 

お問い合わせ 
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