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建築の寿命や変化を考える際、まず建築と都市の関係
に注目したい。河川や道路、広場などの自然環境やイン
フラが構成する都市空間の中で、個々の建築が時代とと
もに変化し更新される（図－１）。例えばヨーロッパの中
心市街地には何世紀も前からの都市空間が、今でも存在
している。ハブラーケン教授によると、アムステルダム
の運河沿いの都市住宅が構成する町並みは、17世紀以
降、続いてきたものであるが、400年もの歴史を持つ建
物は希で、多くは同じ型式により順次、建替えられ更新
されてきたものだという＊1）（図－２）＊2）。一方、日本
の都市は明治維新後の150年間に渡る近代化の過程にお
いて大きく作り替えられており、一部には城址や昔から
の街路、区割りが残る町もあるが、東京を始めほとんど
の都市は、近代化前の江戸時代から続く街並みや都市空
間を残していない。日頃、真新しい建物に囲まれて生活
していると、時間、空間とも近視眼的になりがちだが、

図－１　居住環境のレベルと更新サイクル（出典：サステイナブル社会の建築＊3））
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図－２　 同じ型式により世代を経て更新されるオランダの運
河沿いの住宅＊2）
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世界各地の歴史的街区に見られるような、都市が変容す
る長い時間の流れの中で、個々の建物が斬新的な更新を
繰り返しているということを認識しておくことが大切の
ように思う＊4）。
昨年は、鴨長明が方丈記を記して800年目であり、そ

の中に、元暦２年（1185年）の大地震について「山はく
づれて河を埋み、海は傾きて陸をひたせり」と、南海地
震を思わせるような記述が有ることから、注目を集め
た。冒頭の「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もと
の水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、
かつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある
人と栖と、またかくのごとし。」の記述は日本人なら誰
もが親しんできたものである。それに続いて「……高
き、いやしき人の住まいは、世々を経て、尽きせぬ物な
れど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれな
り。或は去年焼けて今年作れり。或は大家ほろびて小家
となる。……また不知、仮の宿り、誰が為にか心を悩ま
し、何によりてか目を喜ばしむる。その主と栖と、無常
を争うさま、いわば朝顔の露に異ならず。…」と、一
見、永続性があるように見える建築も、生々流転するも
の、その儚さは、あたかも朝露のようであると述べてお
り、興味深い。社寺仏閣、宮殿以外の中世の京を形づく
る貴族、庶民の家屋はいずれも簡素な構造であり、旋
風、火事も多かったというから、短い寿命で建て替えら
れていたのであろう。しかしこのことから、ましてや式
年遷宮を引合にして、日本人は建物を短い期間で建て替
える文化を持っているなどと短絡した考えを述べるつも
りはない。私たちの生活を支える都市と建築は、社会の

成長とともに変容する。１億２千万の日本の総人口は、
この150年間に３倍に急増したもので、中世の日本の人
口の10倍以上である。急速な社会の成長を支えてきた
日本の都市と建築が短い期間に大きな変化を遂げてきた
ことはある意味、不可避であったと言える。しかしその
人口が減り始め、住宅の空家が13％にもなる現在、ど
のような歴史観を持ってこれからの都市、建築を考える
のか。東日本大震災は、自然災害と無縁では生きていけ
ない我が国において、歴史を踏まえ長い時間軸で考える
ことの重要性を私たちに再認識させた。長期的な時間軸
を視野に入れて、これからの社会における建築の更新の
あり方、すなわち建築の寿命を考えることが大切である
と思う。

建築の寿命と設計耐用年数

建物が竣工してから取り壊されるまでの期間を「寿
命」と定義すると、日本の建築の寿命は短いと言われる
ことが多い。建築の長寿命化への努力は各方面で行われ
ておりその成果も出ているが、未だに性能水準の低い建
築ストックが存在していることも事実である。日本は震
災、戦災を経験し、都市部に古い建築ストックが少ない
ことや、戦後420万戸の住宅不足のため応急に大量の住
宅を建設したため、必ずしもその品質がよくなく、その
結果、早い段階で建てかえざるを得なかったという事情
もあるが、それにしても少し寿命が短すぎると受け止め
られてきた。建物を新築するには膨大な資源を使うし、
多くの建築主にとってもの大きな経済的負担となる。環
境問題を考えれば、建築の寿命を延ばし、極力長く使っ
ていくことに、多くの共感が得られるだろう。
国も地方も厳しい財政状況の中、全国各地にネット
ワークが構築された道路や下水道などのインフラを、今
後、如何に維持・更新していかについて熱心な議論がさ
れているが＊5）、公共建築についても、公共サービスの
水準を下げないで、いかに施設を再編、統合して、維
持・更新費を減らしていくか、知恵を絞らざるをえない
切実な事情がある＊6）。多くの自治体では施設白書を作
成するなどして、公共施設のより良いマネジメント手法
の構築に取り組んでいるが、青森県はその先駆的取り組
みとして、県有施設の長寿命化指針を定め、建物も人間図－３　下鴨神社境内に復元された方丈庵
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のように、還暦を迎えるように、できれば米寿を迎えら
れるようにしようと取り組んでおり、注目されている。
建築の寿命を把握する客観的な指標として、人間の平

均寿命の推計手法と同様に、残存率曲線において0.5にな
るまでの期間を、「寿命」として試算した研究成果が小
松幸夫らにより発表されている＊7）。木造専用住宅、RC
共同住宅、RC事務所によって若干違いはあるが、平均
寿命はおおよそ50年である。経済活動が活発な東京都
心の千代田区、中央区、港区、新宿区における事務所建築
の平均寿命についても、最近、少し延びてきているが、
40年ぐらいで建てかわっていると報告されている＊8）。
小松は住宅の寿命に関する興味深い日米比較を行ってい
る。アメリカ、インディアナ州のデータによると、半分
が滅失するまでの期間は100年程度であり、日本の倍以
上もある＊9）。インディアナ州の住宅は、日本の住宅と
比べて構造や仕様に大きな違いはないが、よく指摘され
ているように中古住宅の流通などの違いが大きいのであ
ろう。筆者の学生時代からの知人でインディアナ州の
ボールステイト大学教授であるケンドル先生の自宅を訪
問したことがあるが、ごく普通の木造平屋建ての中古住
宅を購入し、DIYで改修しながら使い続けていた。日常
的に手入れをしながら使うことが、結果的に建物が長く
使われることの一番の要因になっていると思う。
日本に比べると建築の寿命が長いとされるイギリス。

実際、200年ぐらい経った住宅に住んでいる方も少なく
ない。イギリス人の建築の寿命に対する認識はどのよう
なものであろうか。British Standardには設計耐用年数
に関する規定＊10）があり、臨時から短期、中庸、通常、
長期と５区分され、それに対応した建物用途が定められ
ている。例えば公的な建築物や高品質の建築物は、設計
耐用年数を最低でも120年、住宅の新設は60年の設計耐
用年数と定めている。日本建築学会、鉄筋コンクリート
工事標準仕様書の計画供用期間は、「標準」として大規
模補修不要予定期間をおよそ65年、供給限界期間をお
よそ100年と定められている。2009年の改正で設けられ
た「超長期」では、大規模補修不要予定期間として200
年として計画することが追加されている。超高層マン
ションなどは高強度コンクリートを使い、200年の寿命
を宣伝するものも販売されている。「住宅の品質の確保
の促進等に関する法律」では、劣化対策等級が定められ

ているが、通常の対策をしているものを等級１、親子２
世代（おおむね50 ～ 60年）使えるように対策している
ものを等級２、３世代（おおむね75 ～ 90年）まで使え
るのを等級３と表示している。これらの数値を見ると、
日英の建築の寿命に対する考え方に、それほど大きな差
があるようには思えない。筆者の乏しい経験に過ぎない
が、英国の大学で建築を教える教員や建築家に尋ねてみ
ても、建築の寿命について明快な見解が示されることは
なく、建築が長く使われている国では、あまり大きな関
心事でないというのが実際のところかもしれない。

建物の寿命に関する専門家の意識

ロングライフビル推進協会は、平成22年度において、
賃貸事務所ビルを対象に、建物の寿命に関する意識につ
いて、建物所有者、設計者、維持管理者及びテナント等
に調査し、その成果を公表している＊11）。①既存建物が
一般的に建て替えられていると思う年数、②これから建
てられる建物のあるべき寿命、③これまで建てられた建
物について築後何年くらい使用すべきか、あるべき寿命
をアンケートにより調査したものである。
既存建物が一般的に建替えられていると思う年数は
50年程度が最も多く、回答の大半が30年～ 50年の間に
あった。これから新築する建物のあるべき寿命について
は回答が50年程度と100年程度に二極化していた。既存
建物の使用すべき年数（寿命）は、従来の建替え年数と
同じ50年程度と回答している人が多かったが、30 ～ 40
年付近の回答数が建替え年数と比べて減り、60年程度
とする回答が増えていた。この調査結果を受け、報告書
は、「これまでの建替え年数よりも今後は延命化が必要
との意識が表れているとも考えられるが、これから新築
する建物のように築100年を目指すのは難しい、または
50 ～ 60年程度で建替えた方が良いとの意識も考えられ
る。」と分析している。
鉄筋コンクリートを使用した最初期の建築として、海
外の事例としては、オーギュスト・ペレ設計のフランク
リン通りのアパート（1903年）が、日本の事例として
は、遠藤於菟設計の三井物産横浜支店（1911年、明治
44年）が知られており、数は多くはないが、100年以上
の寿命を有した鉄筋コンクリートの建物は国内外に存在
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図－４　既存賃貸事務所ビルの想定建替え年数＊11）

全体としては、「～築50年」が30.3％と最も多く、次に「～築40年」が27.1％、「～築30年」が17.0％と築30～50年が全体の約75％弱を占めている。

図－５　新築賃貸事務所ビルのあるべき寿命＊11）

全体としては「～築50年」が26.6％と最も多く、次に「～築100年」が23.9％である。新築建物の寿命については50年程度が良いと考えている人と
100年程度必要と考えている人の２極に分かれている。

図－６　既存賃貸事務所ビルのあるべき寿命＊11）

全体としては、「～築50年」が36.6％と最も多い。
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している。求道学舎は、武田五一の設計により1926年
に建設された鉄筋コンクリート造３階の学生寮であった
が、築後80年以上が経過した2009年、所有者で建築家
である近角真一氏が共同住宅として再生したものであ
る。鉄筋の位置まで躯体が中性化していたため再アルカ
リ化され、不良な鉄筋やコンクリートを除去し新品の鉄
筋に交換のうえ、吹付けコンクリートを施工するなどの
本格的な再生工事が行われた。延床面積768㎡の建物の
改修・再生工事費に約２億３千万円もかかっており、一
般化できないかもしれないが、技術的には、100年を超
えて鉄筋コンクリートの建物を使うことが可能であるこ
とが実証されている＊12）。これらの長寿命建築の実例
は、ロングライフビル推進協会が行った賃貸事務所ビル
の寿命に関する専門家等への意識調査の結果をある程
度、裏付けるものと言えよう。

既存建物を長く使う、
創造的な再利用の方法

日本の場合、物理的な劣化が理由で建物が壊されるこ
とは少なく、機能的な陳腐化、すなわち社会的なニーズ
に合わなくなり解体される場合が大半であるとされてい
る。一般に、長寿命建築の要件については、まず時代の
変化に耐えられる順応性（Adaptability）を有すること

が求められる。建物を時代の変化に対応して長く使って
いくためには、面積や階高などにある程度「ゆとり」を
持たせておかなければならない。用途によって設計用床
荷重が違うため、余裕を見ておかないと、重い設計荷重
の用途に変えることができない。経済的な設計が求めら
れる中でも、ゆとりを持たせた建物が、結果として長持
ちしたことを、我々はこれまでの事例から学んでいる。
建物を構成する部材として、再利用できることも重要
である。歴史的には、木材は貴重な資源であったため、
解体された木造建築の部材が保管され、再建時等に再利
用された例は、洋の東西を問わず多い。
そして、多くの建築保存運動が示すように、人が使い
続けたいという気持ちを持たない限り、建築は長持ちし
ないで壊されてしまう。俗な言い方だが、建物が所有者
に愛されていることも長寿命化のためには不可欠であ
る。ロングライフビル推進協会では20年以上にわたっ
て、BELCA賞を実施してきているが、表彰された建物
は、関係者に大切に使われており、建築にとっては最も
理想的な経過を辿ってきた建物である。
これまでは物理的には使えても、機能的な寿命のため
に取り壊されることが多かったが、最近は用途転用して
使い続ける事例が増えている。京都市の旧明倫小学校
が、少子化に伴い廃校となった後、市民の芸術活動のた
めの施設として生まれ変わった事例はその魁である。未
利用になった公共施設の利用方法に民間の知恵が活用さ
れた事例としては、立川市役所の移転に伴い実施された
「旧庁舎施設等活用事業」がある。事業者は、旧庁舎施
設を改修整備し、改修整備後の旧庁舎施設を指定管理者
として維持管理・運営を行うことが求められた。指定管
理期間は、原則10年である。募集要項＊13）には、下記
の通り事業内容が規定されている。
「事業者は、旧庁舎施設等を一体的に改修整備し、改
修整備後は公の施設の指定管理者として施設全体の維持
管理及び運営の一部を行うものです。市は、事業者が有
するにぎわい創出のための様々な事業ノウハウや効率的
な施設管理ノウハウなどを最大限発揮して頂くために、
事業者と改修整備及び維持管理・運営業務を包括的・長
期的に契約を行います。指定管理においては、利用料金
制度の活用や自主事業の実施など、可能な限り裁量権を
付与して事業者に独自の事業展開を行っていただくこと

図－７　仁和寺　金堂

仁和４年（888年）に完成されたが応仁の乱で多くを焼失し、寛永年間
（1624 ～ 44）に、御所から紫宸殿、清涼殿、常御殿を下賜され再建さ
れた。江戸初期の1613年（慶長18年）に造営された紫宸殿を移築し金
堂としたため、屋根は瓦葺に変更されているが宮殿らしい蔀戸の意匠が
残っている。
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により、立川駅南口地域の市民サービスの向上、にぎわ
い創出の実現、財政負担の軽減につながることを期待し
ています。」
今年３月には民間企業が提案した「立川まんがぱー
く」がオープンし、指定管理者である合人社計画研究所
グル－プ が民間のノウハウを生かして運営している。
民間企業にとっては、計画立案するだけでなく、改修工
事費や維持管理・運営費、施設使用料を支払って運営し
なければならず、大きなリスクも負担している。民間の
創意工夫を活かす、緊張感のある官民連携の手法とし
て、今後の参考になると思う。

既存建物の有効活用につながる社会制度

既存建築を長く使おうとしても、いろいろな課題に直
面し、難しいことが多い。その一つが建築関連法制度や
手続きであるとする意見がある＊14）＊15）。建築基準法
などの法律が改正され、既存不適格になっている建物
は、原則として法の遡及が求められる。確認申請の適合
通知、検査済証がない建物も多く、既存施設を増築、模
様替え、あるいは用途転用して長期にわたって使い続け

図－８、９　立川市子ども未来センター　まんがぱーく

図－10　アメリカにおける改修に関する用語の明確化＊16）

建築ストック活用に関する用語「改修（Alteration）」を細分化し、定義を明確化
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るためには、制度面での課題が多く残されている。
建築ストック活用を促進するためには、建築関連法制

度の抜本的な改正が必要とする意見もあるようだが、筆
者は大きな制度改正の前に、行うべきことがあるように
考えている。管見だが、アメリカ合衆国においても建築
関係の法制度は主として新築工事を想定されたもので、
既存建築の改修工事については、自治体により、また物
件により、行政の対応にばらつきがあったとされる。ア
メリカでもかつては、建築主や建築家が計画段階でどの
ような行政判断になるかを予想することが困難であり、
既存建築を改修して建物を使い続けることを敬遠する原
因になっていた＊15）。既存建築ストック活用のきっか
けとなったのはニュージャージー州において1998年
に実施された制度改正である。それまで「改修工事」
（Alteration）という言葉は曖昧で、いろいろな工事を
対象としていたため、工事内容と規模により、間取り
変更を伴わない「模様替工事」（Renovation）、間取り
変更を伴う「改修工事」（Alteration）、工事期間中、工
事部分を使用できない本格的な工事となる「再建」
（Reconstruction）の３つに区分し、その上で遡及適用
義務などについて具体的に整理され＊16）、それが契機と
なって、既存建築の活用が促進されたと言われる。
ニュージャージー州の事例は、その後、全米に適用され
るモデルコードに反映されている（モデルコードでは、
「再建」（Reconstruction）は廊下や玄関の改変を伴う改
修工事と定義された）。アメリカでも最初から建築ス
トックが十分に活用されていたのではなく、現実に即し
たきめ細かな制度改正が進められた結果として、建築の
長寿命化がもたらされたのではないだろうか。アメリカ
の事例が直ちに日本に適用可能だとは思えないが、経済
成長を終えた日本が、既存建築ストックの活用にシフト
していくのは必然の流れであり、日本の建築関連法制度
も、地道な見直し作業を行っていくことが重要であると
考える。

長寿命化に向けての持続的な取組み

古い既存建物の中には性能がよくないものもあり、長
く使い続けたくても使えないものもある。たとえば、コ
ンクリート設計基準強度については、数十年前に建設さ
れたものは、13.5N/㎟以下と強度が不足しており、耐
震補強をしても、建物を使い続けることが困難である。
また古い建物は断熱性能が劣っているし、階段や廊下の
幅員が十分でない、エレベーターやスロープがないなど
種々の問題も抱えている。建設時の性能水準にもどすた
めの修繕工事を行うだけでなく、時代とともに向上した
要求水準に適合させるための性能向上を目的とした改修
工事も実施する必要がある。
共同住宅については長寿命化に向けての政策的な取り
組みが継続的に実施されている。古くは、建設省時代に
技術開発が行われたセンチュリーハウジングシステム
（CHS）があり、建築の各部位がその寿命に応じて分類
され、更新のタイミングに整合性を持たせることが提案
されている。長年にわたる研究開発の成果は「長期優良
住宅の普及の促進に関する法律」に結実して、色々な支
援がされている。また既存共同住宅ストックが抱える課
題に取り組むため、2012年２月～８月にかけて、「持続
可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた
勉強会」＊12）が国土交通省に設置され、その成果である
技術情報が、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支
援センターが開設したウェブサイト「長く暮らせる共同
住宅へ」＊17）を通して、管理組合などに提供されている。
共同住宅の構造体等のスケルトンと、内装と設備から
なるインフィルを分離して、寿命の短いインフィルの更
新や模様替えに対応する設計手法は、今日ではよく知ら
れるようになっている。しかし二重床にすることで、階
高が高くなり、コストアップや販売価格の上昇につなが
ることが懸念され、必ずしも一般に普及しているとは言
い難い。住戸内部の水回りを含む間取り変更や、居住者
が住みつづけながら設備配管の更新を行うこと考える
と、二重床を採用することや、パイプシャフトを共用部
からメンテナンスしやすい位置に配置することは、質の
高い長期居住を実現するためには欠かせないことであ
り、先行投資の意義が、広く理解されることを望みた
い。
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課題が多い共同住宅の大規模修繕

多くの分譲マンションでは、長期修繕計画に基づき大
規模修繕工事を実施し、建物の劣化を防いでいるが、管
理組合にとっては大きな負担になっている。私が住んで
いる分譲マンションも、竣工後12年目となり、管理会
社からの提案があり検討が始まっている。早速、色々な
問題に直面しているので、私事で恐縮だが紹介したい。
まず、入居時に管理事務室に置いてあった竣工図がな

くなっていた。総会で行われた重要事項説明にて、管理
委託業務として「図面等の保管」と記載されていたので、
どのような図面を保管しているのかと尋ねたら、わから
ないという回答。しかし管理会社は、保管していた竣工
図を提供してくれた。その「竣工図」を見てみると、現
況とパイプシャフトの位置などが違う。どうも設計図を
製本して、表紙に「竣工図」と書かいただけのものらし
い。設計・施工を担当した建設会社に尋ねてみたら、小
生の指摘を受けて、これから作成するとのこと。住宅の
履歴情報の重要性が指摘されているが、日本を代表する
不動産会社、建設会社でもこのような次第であり、入居
時にきちっと確認していなかったことを反省した。
次に管理会社からは、来年度の管理組合予算に共用部

の点検・診断調査の委託費を計上することが提案された。
何を調査するのかと尋ねたら、躯体をコア抜きして、コ
ンクリートの中性化の状況を調べるという。小生から
「まだ築12年ですよ。」と言っても、その意味がよくわか
らない様子。また管理会社が連れて来た建設会社から
は、「外壁タイルについて、国土交通省が10年に一度点
検を行うよう指導している」とあたかも国が外壁の全面
に足場をかけて点検することを義務付けているかのよう
な説明＊18）。機械式駐車設備の部品交換については、
「７年目の実施予定が、10年以上過ぎたので、金額は３
割増になる」との説明がされたので、「交換する部品は
７年目でも10年目でも同じでは？」と尋ねたら、総会議
決の直前に理事長が取り下げた。必要のない塗装工事も
含まれており、結果的には大幅に値下げされることに
なった。３ヶ月に一度行われている共用部の定期点検報
告書には、タイルのひび割れについて細かく報告が有
り、「大規模修繕工事にて改修をご提案いたします。」と
記載されている。それを見ているある居住者からは、

「私たちのマンションは、タイルにヒビが入っている。
できるだけ早く、大規模修繕工事を実施して欲しい。」
と総会で発言されることに。しかも、せっかく保管して
たった外壁タイルの予備は、いつの間にか事情を知らな
い理事長に廃棄されていた。他にも打継ぎシーリングや
屋根防水についても、いろいろなやりとりがあるが紙面
の関係で省略する。管理組合の理事達は、日頃、熱心に
働いてくれている管理会社の職員の言うことを信じてい
る。その管理会社の提案する大規模修繕工事の内容を疑
う人は少ない。国土交通省が昨年「持続可能社会におけ
る既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会」を開催
し、信頼できる技術情報をホームページで情報提供して
いることは、今後、全国の管理組合が、大規模修繕工事
について議論するうえで、大変、役に立つと思う。
私の住むマンションが第２回目の大規模修繕工事を計
画するころには、今、熱心に議論している住民の方は
80歳前後になる。そういう時期になると住民の力だけ
で、修繕・改修工事を行うのは難しいだろう。小生の拙
い経験からしても、中立的な立場でマンションの維持管
理について技術支援をしてくれる専門家の育成が必要だ
と思う。

長寿命建築の計画とは、
未来をデザインすること

寿命が100年、200年の建築を計画することは、100年
後、200年後の都市や社会の姿をデザインすることにほ
かならない。長期優良住宅として建設されたマンション
をいくつか拝見したが、どれも建物単体としては素晴し
いが、周辺には戸建住宅が建ち並び、100年、200年後
の周辺の住環境を想像することができなかった。真に長
期にわたって住み続けることのできる住環境を供給する
には、街区の整備と一体となった計画を行うことが必要
であろう。また100年以上の長期間にわたって高い居住
水準を保持できる都市型住宅の形式として、現在の区分
所有による分譲マンションが本当に妥当であろうか。売
り切りによる区分所有マンションより、共有部分は経営
基盤が安定し、技術力も有した組織が保有するスケルト
ン賃貸の方式の方が、入居者は安心して住み続けられる
のではないだろうか。また中性化の宿命を持つ鉄筋コン
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クリートで構造物を作り続けるのが、今後も最適の手法
なのだろうか＊19）＊20）＊21）。木造の大規模建築を都市部
で建設するする試みが進んでいる。国土の保全にも貢献
できるように、国産の木材を使って中層の建築や共同住
宅を、緑豊かな外部環境と一体的に計画する、それが私
が夢見る長寿命建築が形作る未来の都市の姿である。

注

 1）  TIME AND BUILDING　The introduction of the 
fourth dimension in the building process、Nicolaas 
John Habraken、日本建築学会総合論文集No.9、pp.5-
10、2011年１月

 2）  Variations, the Systematic Design of Supports、
Nicolaas John Habraken、MIT Press, Cambridge, USA  
and  London、1976（オランダ語初版1974）

 3）  サステイナブル社会の建築：オープンビルディング、澤
田誠二他、1987年４月、日刊建設通信新聞社

 4）  拙稿、変化する都市環境と建築の寿命　時間を意識した
国内外の長寿命建築の先進事例、日本建築学会総合論文
集No.9、pp.65-68、2011年１月

 5）  国土交通省、社会資本整備審議会・交通政策審議会、社
会資本メンテナンス戦略小委員会など

 6）  財務省、PRE戦略検討会、平成22年９月～ 11月

 7）  建物寿命の年齢別データによる推計に関する基礎的考
察、小松幸夫、日本建築学会計画系論文報告集、第439
号、pp.91-99、1992年９月

 8）  竣工記録に基づいた事務所建物の寿命調査、小松幸夫、
島津護、日本建築学会計画系論文集、第565号、pp.317-
322、2003年３月

 9）  住宅寿命について、小松幸夫、住宅問題研究、vol.16、
No.2、2000年６月

 10）  BS 7543 Guide to Durability of Building and Building 
Elements, Products and Components, BSI　英国規格協
会、1992, 2003

 11）  公益社団法人ロングライフビル推進協会、長寿命化促進

特別事業、賃貸事務所ビルの寿命に関する意識調査　調
査報告書、平成23年６月。平成23年１月から３月にか
けて実施、1,100人以上の回答が得られている。

 12）  国土交通省、持続可能社会における既存共同住宅ストッ
クの再生に向けた勉強会

   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
  jutakukentiku_house_tk5_000017.html

 13）  立川市旧庁舎施設等活用事業募集要項、平成23年１月
25日。

 14）  拙稿、都市建築を制御する社会システムの整備、公益社
団法人ロングライフビル推進協会、BELCA NEWS 101
号p.1、特集サステナブル建築を支える技術と最新事例、
2006年３月

 15）  拙稿、成熟社会に相応しい建築社会システムの構築が必
要、公益社団法人ロングライフビル推進協会、BELCA 
NEWS 130号、pp.38-42、2011年１月

 16）  SMART CODES in Your Community, Prepared for the 
Department of Housing and Urban Development Offi  ce 
of Policy Development and Research Washington, DC 
20410, Building Technology, Inc., August 2001）

 17）  長く暮らせる共同住宅へ
  www.housing-stock.com/

 18）  国土交通省、建築物の定期調査報告における調査及び定
期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準
並びに調査結果表を定める件より抜粋。

   開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲を
テストハンマーによる打診等により確認し、その他の部
分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、
異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等
に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハン
マーによる打診等により確認する。

 19）  内田祥哉、日本の伝統建築の構法　柔軟性と寿命、2009
年10月、市ヶ谷出版

 20）  内田祥哉、コンクリート建築は歴史的建築物となり得る
か、新建築、1982年２月

 21）  内田祥哉、最近のコンクリートは100年耐えられるのか、
新建築、1982年５月

000＿南0605.indd   9 13/06/12   19:35


