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１． 都市、社会の変化と建築の 
ライフサイクル

この度、ロングライフビル推進協会から「建築物の
LC設計の考え方　３訂版」が発行された。平成４年に
「LC設計の考え方」の第１版が刊行されてから約四半世
紀に渡り、建築物のライフサイクル全体を見通した企
画、設計に取り組むことの重要性を鑑み、実務に有効な
情報を提供してこられたことに敬意を払いたい。平成
14年に発行された「新・LC設計の考え方」の内容を充
実させ、最新の技術動向も踏まえて執筆された今回の
「建築物のLC設計の考え方　３訂版」は、建築物の質が
向上し、長寿命化が進む現在、ますますその重要性が増
すだろう。ロングライフビル推進協会は平成27年10
月、「ロングライフを目指すビルのライフサイクルマネ
ジメント」も刊行しているが、こちらは既存ビルの長寿
命化にも重点を置いている。２つの図書が、これから建
設される建物、既存の建物の両方が、長きにわたって有
効に使われることに役立つことを期待したい。筆者に依
頼されたことは、建築のライフサイクルに関する総括的
な論考を行うことであった。以下、筆者の限られた経験
に基づく管見に過ぎないことをお許し願いたい。
建築のライフサイクルを考える際、まず都市や社会が
歴史的に発展し変容する速さと、建築が建て替えられる
までの時間の関係に着目したい。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、更新されてきた。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
が存在している。オランダ人でMIT名誉教授のハブラー
ケン氏によると、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年の歴史を持つ建物は希で、多くは同じ型式
で更新されてきたものだという（写真－１）。アムステル
ダム市街地の発展は、中心部から郊外に向かって時代と
もに進み、新しい建物は周辺部に建設されてきたため、
中心部の都市環境は大きな変化もなく安定しており、建
築物は短期間に建て替えられることはなかった＊1。
一方、日本の多くの都市は、明治維新後の近代化の過

程において大きく改編されており、歴史的な街並みや都
市空間は稀少である。震災や戦災のため街区割が変わる
ような大規模な都市の改編も経験し、建築物は復興や高
度経済成長のため、短い期間に建て替えられてきた。こ
のような日本の都市環境の中で暮らしていると、世界各
地の歴史的街区に見られるような、都市や社会が変容す
る長い時間の流れの中で、個々の建物が漸進的な更新を
繰り返していると認識することは、なじまなかったのか
もしれない。しかし人口が減少し、質の高い建築スッ
トックが構築されてきた我が国では、今後、既存建築物
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写真－１　アムステルダムの運河沿いの住宅
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を上手く使い続けて、社会の変化に対応していくことが
一般的になるだろう。建築が更新されるまでの年数は、
社会の変容の速さと関係が深く、経済成長を終えた日本
の都市では、大規模災害等がない限り、建築物の長寿命
化は進むに違いない。これからの社会の変化と建築の更
新のあり方について、両者の関係を考えることが大切で
あると思う。

２．しなやかに変化する建築

2017年９月、ロンドンの出版社WillyからLoose-Fit 
Architecture：Designing Buildings for Changeと題
する書籍が出版された＊2。本のタイトルを意訳すると
「ゆるやかに順応する建築：変化に対応する建築設計」
ということになろうか。Loose-Fitと言う言葉は機械設
計の世界でも使われており、軸の外径よりそれが収まる
穴の内径が多少大きく、隙間がある納まりをLoose-Fit 
（ルース・フィット、すきまばめ）と呼んでいる。一方、
伝統木造建築の継手仕口のように「ほぞ」を木殺しし
て、少し小さな「ほぞ穴」に納める方法は、Tight-Fit 
（しまりばめ）と呼ばれる。建築を過度に要求条件に即
して設計すると、竣工直後は最適（Tight-Fit）かもし
れないが、社会が変化したり家族構成が変化したりする
と、ずれが生じて使いにくくなりがちである。
洋服のように体形が少し変わると着づらくなるのでな

く、太っても痩せても着こなすことが出来る日本の着物
のように、建築の設計においても、多少、余裕を持たせ
てLooseにFitさせるのが良い。Loose Fitを旨とした
建築は、「変化に対応できる」建築となり、長く使い続
けることが出来る。
上記の著書名にあるLoose-Fitという言葉は、1971年

から1973年までRIBA（英国王立建築家協会）の会長を
務めたSir Alexander John Gordon氏が、会長就任以
来、折に触れて述べていた言葉「Long Life, Loose Fit, 
Low Energy」からの引用である＊3。長寿命の建築は、
資源を浪費せず、環境に配慮したLow Energyな建築
になる。石油危機が起こる前にこれからの建築のあるべ
き姿を提唱したものであり、先見性のある言葉として今
でも、評価されている。ただ建物を長く使えば良いわけ
ではなく、インフィル注2の改修を行い、ニーズの変化

に対応するための改修も行いながら、最適の状態で長く
使っていくことが求められる。そのような建築のあり方
を、RIBAのGordon会長は今後の建築のあり方として
提唱したのだろう。設計段階から、将来の変化を想定し
て計画するのが、Loose-Fit Architecture、すなわち、
時と共に、「しなやかに変化する建築」である。

３．用途転用を前提にLoose Fitに設計

最近、少しずつ伸びてきているとはいえ、日本の建物
が建替えられるまでの年数は短い。その理由として、日
本経済の急速な発展と社会の変化の激しさ、震災、戦災
のため都市部に古い建物が多く残っていないこと、耐震
基準などの法令の改正に伴い既存の建物を改修して使い
続けることが難しいことなどが指摘されてきた。建物が
除却される要因としては、物理的要因、経済的要因、機
能的要因の３つの要因があるとされ、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
されている。
十数年前、東京都心に大規模なオフィスビルが相次い

で完成するため、中小規模の事務所ビルを住宅などに用
途転用（コンバージョン）して使い続けるための研究が
熱心に行われた。用途転用は建物が機能的な要因で除却
されるのを防ぐ手段となり、建築の長寿命化につなが
る。海外では用途転用は数多く行われており、鉄道駅舎
を改修したパリのオルセー美術館や、発電所を改修した
ロンドンのテート美術館が有名だが、英国では地方都市
の商店街の２階にあった事務室や倉庫を住宅に改修して
貸し出すような事例も多く行われている＊4。最近は日本
でも、少子化のため統廃合された廃校の活用、古民家再
生、空き家再生など、使われなくなった建物を改修して
使い続ける例が増えている。新築時に将来、用途転用さ
れることを想定していなかった建物でも、躯体の構造的
な性能やスケルトンとしての階高やスパンが十分で、避
難階段や設備のシャフトなどの縦動線の配置が適切な
ら、立地条件が適していれば、用途転用して建物を使い
続けることは可能である。一方、用途転用の阻害要因と
しては、建築や消防関係の法規制や融資の難しさがよく
指摘されるが、実施事例が積み重なるにつれ、少しずつ
制度も改善されている。
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これまでにも、将来の可変性（adaptability）に配慮し
た設計事例は、数多く存在している。例えば、コンバー
ジョンの事例として紹介されることが多いロンドンのテ
ムズ川の南東側に位置するメトロセントラルビルは、厚
生省（Department of Health and Social Security）の
本庁舎として1960年代はじめに設計された約４万㎡の
事務所ビルを、400戸の共同住宅に用途転用したもので
あるが、当初の設計を担当した建築家エルノ・ゴールド
フィンガーは、将来、住宅に転用されることを想定し
て、コアの位置などを配慮して設計したと書き残してい
る。また筆者が郵政省建築部に勤務していた30年ほど
前のことだが、東京都内の郵便局を建替えるにあたり、
使われなくなったボウリング場を購入して郵便局舎に改
修した事例がある。ある建築家がボウリング場の設計を
依頼された時、建築主に将来、ボウリングブームが過ぎ
去った時のことを考え、床荷重に余裕を持たせることな
どを進言したという。その助言を受け入れたことが奏功
し、一般的な事務所建築より、より大きな設計用床荷重
が適用される郵便局舎に転用することが出来た。ボウリ
ングのレーンが並ぶ広々とした空間は、郵便物の仕分け
作業をする郵便作業室にはうってつけであり、郵便局舎
として既存の躯体をほぼそのまま活用できたことは、予
算削減や工期短縮に寄与したに違いない。
短い年数で建物をスクラップアンドビルドして、建替
えてきた日本だが、このような将来を見据えた計画・設
計の考え方は、かなり普及してきたように思う。筆者
は、ある自治体の公共施設保全計画の検討業務委託事務
所の選定作業に参加させていただいたことがあるが、ヒ
アリングの場で自治体幹部の方は応募者に対して、「こ
れから建設する施設において当初の用途のまま、いつま
でも使い続けると想定している施設は一つもない」と明
言されていた。公共施設は長期的なコスト削減のため、
長寿命化は避けて通れないが、それに合わせて、将来の
行政ニーズの変化に対応できるように、つまり当初から
Loose Fitに計画しておくことは、もはや必須条件にな
りつつあるようだ。

４．変化に対応できる建築

これから建設する建築は、社会の変化に柔軟に対応で
きるよう、インフィル改修しやすい単純な形態の構造体
（スケルトン）であることが求められる。アムステルダ
ムの埋め立て地アイブルグに建設されたソリッド
（Solids、写真－２、３、図－１、２）は、建築の用途に
関する既成概念を打破する革新的プロジェクトである。
アムステルダム市の規制緩和により、工場や風俗営業以
外、建物の用途は自由である。供給方法も先駆的で、イ
ンターネットオークションで一番高い値段で入札した人
が入居する権利を得た。
この手法を考案したのはビーデンダイクという現在、

80歳を超える建築家である。埋め立て地の開発事業で

写真－３　Solidsの内装システムSlimline
（Stephen Kendall 米ボールステイト大学名誉教授の提供）

写真－２　 アムステルダム、アイブルグの開発 
ソリッドは手前の建設中の建物

（事業主Ir. Frank Ph. Bijdendijk氏の提供）
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は、街が段階的に成長していくので、将来、どのような
街になるか分からない。従って、あまり固定的に建築を
つくるのではなく、住宅として造った部屋がオフィスに
なったり、店舗になったりと、色々な用途に模様替えで
きるようにしておくのが良いと、ビーデンダイク氏は考
えた。どのような用途にも対応できるようにするために
は、建設の初期コストは高くなるが、不動産事業にとっ
て一番、重要なことは空室率を下げることであり、用途
自由のスケルトン賃貸方式を採用することにより、常に
一番高い賃料を払ってくれるテナントが入居するので、
事業として有利であると考えたとのことである。実際に
完成した建物の低層階にはレストラン、花屋、歯科医院
などが、上層階にはオフィスと住居が入居している。
ヘルシンキ市の郊外のArabianranta地区に建設され

た39戸の集合住宅 Tila-Neo-Loft apartmentsは、５
メートルのスケルトン天井高を有している（写真－４、
５、６）。建築家のPia Ilonen氏によると３mの天井高

さが法令により求められるため、管理規約において住戸
床面積の３分の２まで、中２階を設けることが出来ると
定めている。その結果、どの住戸も吹き抜けを持つ豊か
な空間が実現している。内装はバスルームのみがあらか
じめ施工されており、それ以外の内装は入居者が自由に
設計、施工する。キッチンの配管の接続口はバスルーム
ユニットの外面に設けられている。このような入居者が
自由に設計することができる手法は、入居後の模様替え
も自由に、かつ経済的に行うことが出来るので、長く住
み続けることに寄与するだろう。
共同住宅については、標準化された構造体の中で多様

な生活ができるよう、また家族の構成や生活の変化に柔
軟に対応できるよう、その多様性や可変性について長
年、研究開発がなされてきた。オフィスについては、業
務内容の変化が激しく、建て替えられることが多かった
かもしれないが、資源の有効利用、産業廃棄物の削減な

写真－５　２層吹き抜けの階高を有した住戸内部

写真－４　 ヘルシンキに建設された39戸の集合住宅 
Tila-Neo-Loft apartments外観

（写真はすべてTalli建築設計事務所提供）

図－１　アムステルダム、ソリッド外観
（事業主Ir. Frank Ph. Bijdendijk氏の提供）

図－２　 ソリッド平面　建築設計はBaumschlager and 
Eberleによる。（事業主Ir. Frank Ph. Bijdendijk氏の提供）
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どの観点から、躯体については出来るだけ長期にわたっ
て使い続けられることが望ましい。今回、刊行された
「建築物のLC設計の考え方　３訂版」をはじめとしてロ
ングライフビル推進協会の数々の活動が、この地球環境
問題への対応にもつながる社会的貢献を継続、拡大され
ることを期待しています。

注
（1）  本稿は、時と共に変化する建築　使い続ける技術と文化 

第３版、拙著、UNIBOOK、2017年７月や、しなやか
に変化する建築　建築ストック活用の手法、拙稿、建材
試験情報、2017年11・12月号をもとに執筆したもので
ある。

（2）  一般的に建築の内装、設備等をインフィルと呼ぶ。米語
ではfit outと表現する。構造体、基幹設備は和製英語で
はスケルトンと呼ばれるが、米語ではbase buildingと
呼ぶ。ニコラス・ジョン・ハブラーケン（Nicolaas John 
Habraken）MIT名誉教授が1961年に出版した著書「サ
ポート、マスハウジングに替わるもの」は、住宅の設
計・建設におけるサポート（Base Building、構造主体な
ど）とインフィル（Fit out、住戸内部の内装・設備など）
の分離について述べている。ハブラーケン氏の主張は、
マスハウジングの反省に立ち、住宅生産の主体は居住者
であるとすることにその主眼があった。後にオープンビ
ルディングを呼ばれるハブラーケン氏らの考え方は、下
記の３点に要約される。

 １． 都市・建築を、時間の経過とともに変化するものと
して認識する。（Transformation in Time）

 ２． 居住環境を、ヒエラルキーを持った構造として認識
する。（Level / Hierarchy）

 ３． 居住環境や構築物は、レベルに応じて、コミュニ
ティや居住者が関与することにより、絶えず変化す
るものとして認識する。（Power of Control / Inter-
vention）
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