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1.　はじめに

　本稿はニコラス・ジョン・ハブラーケンMIT名誉教授の

巻 頭 論 文「TIME AND BUILDING The introduction of the 

fourth dimension in the building process」にて言及されている

長寿命建築の事例を中心に紹介するものである。ハブラーケン

教授は都市・建築における時間の概念の重要性を早くから主張

しておられる。1961 年「サポート マスハウジングに替わるも

の」を発表し、現在の SI（スケルトン・インフィル）の考え

方の基礎を築かれた。居住者不在のマスハウジングの問題を指

摘し、長期的に使用されるサポート（スケルトン、米語では

Base Building）が社会性や都市との関係性を有するのに対し

て、居住者の入れ替わりや家族の成長に従い変化することが求

められるインフィル（米語ではFit-out）は、その意志決定（設

置、変更、廃棄など）は入居者個人にゆだねられるべきである

との考え方を提示した 1）。居住環境を構成する要素に階層性を

見出し、階層ごとに意思決定の主体、設計する専門家、供給方

法が異なることを示した教授らの理論は、その後、オープンビ

ルディングと呼ばれるようになり、CIB（International Council 

for Research and Innovation in Building and Construction）の

中に分科会W104（Open Building Implementation）が設けられ、

国際的な研究活動に発展した。

　筆者は 2009 年 10月、オランダで開催されたCIB W104 分科

会の第 15回会議でハブラーケン教授に会い、総合論文誌第 9

号の原稿執筆を依頼した。北海を望むNoordwijk の宿泊先ホテ

ルで、特集の趣旨を説明したところ、興味をもたれたのは、そ

の年（2009 年）6月に施行された長期優良住宅の普及の促進に

関する法律であった。この法律について、先生は検討段階から

関心を持たれており、法律の内容のみならず、それに付随する

ガイドラインや先導的モデル事業について詳しく説明させてい

ただいたところ、オランダ政府の住宅、開発、営繕部門が発行

する月刊誌SMAAK注1）2009 年 12月号において、「日本はオラ

ンダを凌ぐ」と題したコラムを執筆され、日本の長期優良住宅

制度について紹介いただくことになった。本誌のハブラーケン

教授の巻頭論文が長期優良住宅に関する記述で始まっているの

は、このような経緯が背景にある。

2.　経年変化する都市環境と建築

　建築の長寿命化を実現するには、時代の変化に如何に柔軟に

対応できるかということが決め手になる。長期に使える建築部

位が、短期に更新される部位の道連れとなり、取り壊されるこ

とは不合理であり、サポート・インフィルの区分はこの問題に

対する一つの答えである。建築構成要素を寿命（更新されるま

での期間）により区分した、日本のCHS（センチュリーハウジ

ングシステム）の開発がハブラーケン教授の巻頭論文の冒頭で

言及されているのは、変化への社会的、技術的対応方法を確立

することが、長寿命建築を実現する方策として不可欠であると

認識されているためであろう。

　建築の寿命や変化を考える際、サポートとインフィルの関係

と同様に、サポートとアーバンティッシュ（街区）の関係も重

要である。街路、公共空間や公共建築など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、更新されるが、都

市の有する空間的、景観的秩序は長期にわたって継承される。

ハブラーケン教授はアムステルダムの運河沿いの住宅の中には

何百年の歴史を有するものもあるが、その多くは同じ型式によ

り建替え、更新されているという。このような建物の斬新的な

更新は世界各地の歴史的街区において共通に見られる現象で

ある。しかし近年の建築の大規模化（超高層化）は、都市環境

の持続性を保った建築の更新を難しくしている。ハブラーケン

教授は建築が大規模化した現在、都市と建築の関係性を再構築

図 1　NEXT21 写真 : 大阪ガス提供
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することが必要であり、そのためには、大阪ガスの実験住宅

NEXT21のように大規模建築が 3次元の都市構造となり、その

中に入るインフィルが自律性を有することが重要だと主張して

いる（図 1）。

3.　複雑高度化する現代建築の多段階に区分された供給方式

　建築の構成要素を構造躯体と内装・設備に区分する供給方法

は、商業施設のテナント工事やアメリカ合衆国の事務所建築に

おけるコア・アンド・シェル方式あるいは中国語圏等における

集合住宅のインフィルの自力建設など、世界各地に類似事例が

みられる。ハブラーケン教授が論文中で紹介するスイス、ベル

ン州の病院建築 INOプロジェクトもその一事例である（図 2）。

　IPOプロジェクトの計画概要は、集中治療、外科病棟など 5

万m2 の増築工事を行うことであった。日進月歩の医療技術、

医療関係者の人事異動とそれに伴う設計変更、医療制度改革へ

の対応などのため、設計の与条件が絶えず変化し、基本設計を

確定することが難しかった。そのため、約 50～ 100 年の寿命

を想定した構造躯体などの基幹部分、約 15～ 50年の寿命を想

定した内装部分、5～ 15 年で更新される仕上げ・設備の三つ

に区分し、計画が確定したものから順に分離発注されることに

なった。

　三つの区分ごとに異なる設計事務所が選定されたが、工事区

分間の調整などの全体調整は発注者の立場に立つ建築コンサル

タントが行っている。三区分された建築・設備は、それぞれ独

立して計画・施工されているため、将来、内装の模様替えは構

造体に影響を与えることなく、また仕上げ・設備の更新は内装

や構造体に影響を与えることなく行うことができる。この方式

の長所を認識したベルン州はその後、州の刑務所や大学施設

の計画・工事発注にも同様の手法を用いている。巽和夫教授が

住宅において提案された二段階供給方式に類似したこの発注方

法は、複雑高度化した現代建築を円滑に建設し、将来にわたっ

て模様替えしながら柔軟に運用していくために有効な手法であ

る。

4.　住宅建築における長寿命化対応の技術開発

　日本では国が住宅政策として長寿命化を推進してきた経緯が

あり、建設省（現国土交通省）が 1980 年度から「住機能高度

化推進プロジェクト」の一環として開発したセンチュリーハウ

ジングシステム（CHS）、建設省総合技術開発プロジェクト「投

資効率向上・長期耐用都市型集合住宅の建設・再生技術の開発」

（1997 ～ 2001 年度）、さらには現在進行中の国土交通省総合技

術開発プロジェクト「多世代利用型超長期住宅及び宅地の形成・

管理技術の開発」（2008 ～ 2010 年度）などの研究開発の実績が

ある。日本住宅公団（現UR都市機構）のKEPやKSI の技術

開発やUR都市機構が現在進めている団地ストック再生に関す

る実証試験「ルネサンス計画」なども住宅の長寿命化技術の研

究開発に大きな貢献を果たしてきた。

　海外の事例で興味深いのはアムステルダムで現在建設中

の Solids と呼ばれる建物である（図 3、4）。第 1 号の物件、

Solids1、2は延べ床面積約 4万m2 の大規模な開発であり、ア

ムステルダムの湾岸部に 2007 年 5 月 30 日に着工、2010 年に

完成する予定である注2）。非営利法人注3）が開発するスケルトン

の中に、入居希望者は必要とする部屋を必要面積だけインター

ネットオークションにより入札し、一番高値で落札した者が賃

借する権利を獲得する仕組みである注4）。工場、風俗営業以外、

用途は自由である。賃貸できる最低面積は 90m2、入札最低賃

料は 7ユーロ /m2程度である。スケルトン賃貸方式であり、内

装は入居者自身が施工する。退去時には次の入居者に内装を売

却することが原則とされている。

　一連のSolids の計画では、コアの位置、廊下の配置、床の開

口処理などに工夫があり、建設時においては、住居、事務所、

商業など多様な用途が併存できることを、また使用開始後は用

途変更を行いながら長期間にわたって建物を柔軟に使い続ける

ことを可能にしている。Solids の計画を進めてきたBijdendijk

氏から伺った話では、躯体の長寿命化などに伴う建設費の上昇

は、複合用途を可能にすることにより得られる空室率の低下や、

入居者を入札方式で決定する方式を採用することによる建物全図 2　ベルン INO病院のスケルトン　S.Kendall 提供

図 3　Solids1,2 完成予想図 Stadgenoot 提供
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体としての賃料収入の増加により、賄えるとのことであった。

このプロジェクトは、建物を長期にわたって使用する上で必要

な要件である用途可変への対応策を建築計画に取り入れている

ことが特徴であり、今後の運用実態が注目される。

　オランダにおける住宅建築の先進事例として、ハブラーケン

教授が必ず取り上げるプロジェクトが、フランス・ファン・デル・

ヴェルフ氏が設計したパッペンドレヒトの集合住宅モーレンフ

リート注5）である（図 5）。ロッテルダムとユトレヒトの間に所

在し、1977 年に完成したこの住宅は、ヴェルフ氏が主宰する設

計事務所KOKONがコンペで当選したものである注6）。サポー

ト・インフィルの理念を適用したオランダにおける実験住宅の

第 1号であり、各住戸の内部は、居住者自身が間取りや仕様を

決めたものであるため、それぞれ個別性を有した設計になって

いる。

　筆者が 2001 年 3月に現地を訪問したところ、公的賃貸住宅

ながら住戸内部の模様替えが行われている状況を確認すること

ができた 2）。原状復帰義務があるのは日本と同じだが、所有・

管理する住宅協会と住民組織との話し合いの結果、居住者が改

修してよいインフィルの範囲を拡大したとのことであった。日

本の公的賃貸住宅にも長く居住する世帯が多く、終の住処とし

て考えている世帯の比率も高い。賃貸住宅においても、長く住

み続けるためには、インフィルの模様替えについて居住者の自

由度を増すための管理規約などの整備や、入居者が入れ替わる

時点でニーズに合わせた改修を速やかに行うための技術が必要

である。オランダ、フォーブルグの集合住宅では、入居者が入

れ替わる 3週間の期間に、新しい入居者が希望する間取りに模

様替えする工事を実施している注5）。

5.　長寿命建築の要件

　日本の建物の寿命が短い理由として、東京では震災、戦災

のため古い建物が多くは残っていないことや、耐震基準などの

法令の改正に伴い、既存の建物を改修することが難しいことな

どが指摘されている。建築物が除却される要因として、物理的

要因、経済的要因、機能的要因の三つの要因があるとされ注7）、

日本の建物の寿命が短いのは、主に経済的要因と機能的要因に

起因するといわれている。適切な技術によって建てられ、定期

的に点検、維持管理されている建物なら、物理的原因で建物が

除却されることは少ない。設計当初の機能が陳腐化しても、用

途転用（コンバージョン）を行い、建物を使い続けることは海

外では数多く行われている（図 6）。コンバージョンは建築の長

寿命化の推進のためには必須の手法である。

　（社）建築・設備維持保全推進協会注8）は、ロングライフを考

慮した優良な建築物で、適切な維持保全を行っている建物や優

良な改修を実施した物件を表彰するBELCA賞を実施している

が、受賞作品については関係者が協力して維持保全に努めてい

ることが伺える注9）。建物が長く使い続けられるためには、そ

の所有者や地域社会がその建物を使い続けたいと思う気持ち、

建物に対する愛情を持っていることも重要である。すなわち建

築とそれを使う人との関わりが、建物の寿命に影響している。

　都市部では高い容積率が指定されており、各種の規制緩和が

開発のインセンティブになっていることも加わって、高層ビル

図 4　Solids1,2 平面　Stadgenoot 提供

図 5　モーレンフリート中庭側外観（写真©SSF）

図 6　バルセロナ、ポンペウ・ファブラ大学図書館

1874年、隣接する公園の噴水の貯水槽として建設された建物を
1999年、図書館に改修。
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の建設のため、建物が解体されることも少なくない。最近の例

としては、登録文化財に指定されていた東京銀座の歌舞伎座が、

2010 年 4月末をもって建替え工事のため閉場となったことが

記憶に新しい。歌舞伎座は、1924（大正 13）年に竣工した躯体

を基に、1950（昭和 25）年の戦災被害による改修工事を経て、

現在に至っており、築後 84年、改修後 58年が経過し、建物の

老朽化や劇場舞台機構の陳腐化がみられ、耐震性能や防災性能

の確保、バリアフリー化への対応など諸機能の更新が求められ

ていた。パリのオペラ座（ガルニエ宮）は 1875 年竣工であり、

築後 135年が経過しているが、改修しながら使われ続けている

ことを考えると残念な結果である。このような事例は我が国で

は他にも数多く起こっているが、多くの場合、その背景には高

く設定された容積率の問題が存在している。

　都市全体のバランスの良い発展を考えると、特定の地区のみ

が極端に高層化し、それ以外の地区の開発が遅れることは不都

合である。既得権となっている容積率を下方修正することは合

意形成が難しいであろうが、何らかのコントロールを行い、都

市空間と都市景観の秩序が継承されることが望まれる。都市

構造に安定性と継続性があって初めて建築は継続的に使用され 

る 3），4）。建築行為に関する私権の過度な尊重を見直し、建築に

社会的共通資本としての公共性を実現することが、建築の長寿

命化を実現する上で重要であろう。各種法制度や税制なども新

築工事に有利な制度設計になっており、ストックを活用する経

済的メリットが少なくなっている。これらのことが、日本の建

築の寿命が短いことに大きな影響を与えており、ストック活用

型に社会システムを再構築することが急務となっている。

6.　まとめ

　長寿命化を目指して可変性を追求した建築は、世界各地に建

設されているが、その有効性に関する追跡調査は、時間がかか

るため、ほとんど実施されていない 5），6）。集合住宅の場合、20

年に一度移動するかどうか分からない可動間仕切りを設置する

より、解体が容易なら遮音性の高い間仕切り壁を希望する入居

者も多い。浴室、台所などの水廻りの位置変更を、より低廉な

工事費で実現するため、設置可能な場所を限定するなど、種々

の試みがなされているが注10）、床懐を確保するため、どうして

も階高が高くなり建設費が増大するデメリットがある。住戸面

積と世帯人数によっても、求められる可変性は異なる。さらに

は住宅の立地条件により入居者の構成や入れ替わりの頻度も異

なるので、物件ごとに求められる可変性は違ってくる。

　求められる可変性は地域性、時代性、個別性があり、一義的

に決定することは難しい。インフィルの可変性（間取り可変）

に加えて、住戸の規模可変や用途変更も可能な構造体（サポー

トあるいはスケルトン）を設計するための研究開発には、まだ

多くの課題が残されている。将来を予測することは困難であっ

ても、柔軟な対応を適切な費用で実現することは、長期的に建

物を使い続けるためには不可欠なことであり、世界各地で研究

開発や新たな設計手法の試みが根気強く行われていることが示

唆するように、日本においても、継続的に研究開発を行うこと

が長寿命建築を実現するためには必要なことである。

注

注 1）SMAAKとは、英語ではTaste を意味する。約 3万 5千部発

行されている。

注 2）他の物件Solids11 もアムステルダムにおいて現在、開発中で

あり、入居希望者を募集している。

注 3）計画段階では住宅協会Het Oosten、現在は組織が統合され

Stadgenoot が開発主体となっている。

注 4）低所得者に対する家賃割引制度もある。

注 5）日本建築学会建築計画委員会オープンビルディング小委員会

のホームページの事例集に詳細が記載されている。

注 6）コンペ当初は、2800 戸の住宅建設が求められていたが、完成

したのは 124の住戸と事務所 4室である。

注 7）小原誠、長生き建築のしくみ :ライフサイクル計画論、彰国社、

2002 年 5月

注 8）2010 年 4月 1日、公益社団法人ロングライフビル推進協会に

改称。

注 9）拙稿、長寿命建築の成立要件－BELCA賞受賞作品の分析を

通して－、日本建築学会、長寿命建築構造特別研究委員会報

告書「建築物の長寿命化のあり方と今後の方向性」、2010 年

3月、pp.120-128

注 10）大阪府住宅供給公社ふれっくすコート吉田（1999 年）や宇部・

琴芝山口県営住宅（2003 年）など

参考文献

1） 南一誠：オープンビルディングの理念 :ハブラーケン教授の講

義と研究，建築雑誌，vol.115, No.1461, pp.52-55, 2000. 10

2） 南一誠：オランダのオープンビルディング団地の現状，

LANDSCAPE DESIGN, pp.117-121, 2001. 8

3） 南一誠：都市空間の秩序の持続・再編，建築雑誌，vol.119, 

No.1520, pp.50-53, 2004. 6

4） 南一誠：都市空間の秩序を構成する「都市建築」の継承 ―

都市建築の原型としての東京中央郵便局，建築雑誌，vol.120, 

No.1540, pp.26-29, 2005. 12

5） 南一誠他：KEPエステート鶴牧－ 3低層棟における居住履歴

と住戸の可変性に関する研究，日本建築学会計画系論文集，第

621号，pp.29-36, 2007. 11

6） 南 一誠他：公的賃貸住宅団地における長期居住履歴に関す

る研究，日本建築学会計画系論文集，第 651 号，pp.997-1005, 

2010. 5


