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募　集　提　言

成熟社会における共同住宅スットックの再生
Renovation of the infill for the housing stock in the aged society

芝浦工業大学
南　  一誠

1．はじめに　共同住宅ストックの現状
日本の住宅ストックの約 4割は共同住宅であり＊ 1、そ
のかなりの部分を占める区分所有マンションの老朽化が
進んでいる。今後、さらに経年が進んだ共同住宅が増加
すると予想され、適切に維持管理し、修繕・改修工事を
施さないと廃屋同然になる可能性がある。既に管理費が
滞納され、空室が目立つマンションも現れている。外か
ら見ると健全に見えるマンションでも、入居者の高齢化、
独居化が進み、住まい手の人間関係が崩壊しつつある。

高度経済成長期に大量建設された共同住宅。この日本
を代表する住宅形式の将来が危うくなっている。高齢化
が進み、世帯用の住戸に 1人、2人の高齢者が住まう。
共同住宅の人口構成は歪で、地域コミュニティとして機
能していない。現在の住宅ストックがこのままの状態で
あると、今後、共同住宅は孤独な老人の住む「限界マン
ション」とならざるを得ない。
構造体として耐久性、耐震性が十分ある住宅ストック
のインフィル改修を行い、「住まい」と「住まい手」の
ミスマッチを解消して、健全な住共同体として再生する
ことが急務である。技術的にどのように改修工事をする

かだけではなく、住宅改修により、今後、どのように快
適な地域社会を構築するかについても検討が求められ
る。共同住宅を、高齢者が住む続け、若い世帯も入居す
る、持続可能性を持った「すまい」として再生するため、
ハード、ソフトの両面で総合的に検討することが、今、
求められている。
持続可能性や資源の有効活用の側面からも、これまで
のように短い期間で、住宅をスクラップアンドビルドに
より浪費することはできない。若い世代が今後、住居に
負担できる資金は限られている。都心にリーズナブルな
費用負担で、真に豊かな住環境を手に入れるためには、
既存の住宅ストックを、有効に活用していくことが必須
である。次の世代に、既存住宅ストックを、適切な姿で、
引き継ぐことが社会的課題となっている。

2．既存共同住宅の再生
国土交通省は、2012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、マ
ンションの修繕、改修工事に関する技術を取りまとめ、
公表した。そこでは、「耐久性・耐用性」、「環境・省エ
ネルギー性能」、「耐震性」、「防災性」、「高齢者対応」の
5つの性能分野を対象として検討が行われた。この勉強
会では、主にマンションの「共用部分」の劣化診断、大
規模修繕工事などが検討された。
共同住宅の再生のためには、上記の他に、専用部分の
改修についても検討を深める必要がある。区分所有者が
専有部分で行うリフォームは、嗜好対応、老朽化対応、
高齢化対応を要因・目的とした「住宅設備の変更」、「内
装の変更」、「収納スペースの改善」を内容とする工事が
多いとされている＊ 2。筆者は、既存共同住宅を今後、ど
のように改修し、高齢社会にふさわしい住宅ストックと
して整備するかを検討するため、共同住宅の長期居住履
歴とインフィル改修の実態調査を行ってきた＊ 3、4。これ
までに調査した住宅団地では、管理開始直後に、夫婦、

図１　 住宅の総戸数と共同住宅の戸数（原出典：住宅・土地統計調査。
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」資料より引用。）

（注）1．人が居住する住宅数を示す。
2．かっこ内の％は総戸数に対する割合を示す。
3．昭和 48 年は 1、2 階建てを含む。
4．昭和 43 年は SRC 造を含まず、1、2 階建てを含む
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あるいは夫婦と子供で入居した家族が、今は子育てを終
えて、老夫婦だけが住まう住戸が数多く見られたが、そ
れだけに留まらず、多様な家族の形も見ることができた。
日本のマンションストックの多くは、nLDKの間取りで
あり、現在の多様化した家族、個人に対応することが難
しい。筆者は UR賃貸住宅においても、管理規約の制限
があるものの、インフィル改修を行い、積極的に住みこ
なしている事例を観察している。分譲住宅、賃貸住宅と
も、長年住み慣れた住戸を、終の住まいとすることを望
んでいる世帯がほとんどであり、今後、高齢者が車椅子
生活や在宅介護などに対応するため、どのように住宅を
改修するかが大きな課題となっている。
竣工後、25～ 30年目に、第 2回目大規模修繕工事を
行うマンションが多い。この時期には、外壁、屋上防水
だけでなく、外部建具、断熱仕様など、総合的な修繕工
事が実施される。時代とともに向上・変化する要求性能、
要求水準に対応して、玄関ホールや共用室の充実など、
機能向上を目的とした改修工事もこの時期に合わせて実
施される。大規模修繕工事と同時期に、専有部分の改修
を行うことは、足場などの仮設を利用することができる
ので、経済的、合理的である。また工事期間中、給排水
の供給停止や、階段の使用制限、工事騒音などのため、
居住者がある一定期間、仮住まいを余儀なくされること
もあり、その時に専有部分を全面改修したいとするニー
ズもある。共用部分と専用部分を連携して総合的に改修
するのが、共同住宅の価値の向上のために有効であるが、
共用部分の修繕・改修工事と専有部分の修繕・改修工事
の同時実施に関して、十分な研究開発がされているとは
言えない。共用部分の大規模修繕・改修工事と住戸内部
のインフィル改修工事との連携のあり方を研究し、具体
的な改修手法を確立することが望まれる。
既存の共同住宅をリノベーションし、シェアハウスな
どの新たな住居形式として提供する事業は、ＵＲ都市再
生機構のルネサンス計画「多摩平団地」、RIBIITAやひ
つじ不動産の事例がある。今後、区分所有マンションに
おいても、子育て支援施設、高齢者の生活支援施設、医
療・介護施設など、多様な機能を導入していくことの必
要性が増すだろう。居住者が不在となり連絡がつかない
空き住戸、相続人がいない空き住戸なども発生しつつあ
り、管理組合がその対応に苦慮している。条件次第では、
自治体がこれらの空き住戸を借り上げ、新たな施設を導
入することもあるだろう。民間分譲マンションにおいて

も、これまでとは違う柔軟な使い方を導入していかない
と、高齢化した住民が住み続けることは難しい。これか
らの高齢社会における共同住宅の新たな住まい方を検討
し、必要なら現行の建築関連法制度の改善を行っていく
必要がある。

3．居住者が主導するインフィル改修
今から半世紀前の 1961年、ニコラス・ジョン・ハブラー
ケン氏は「サポート マスハウジングに替わるもの」＊ 5

を表し、居住者主導による住宅生産の理念と方法を提示
した。その考え方は共同住宅のインフィル改修に、最も
良く適合する。区分所有マンションであれ、賃貸マンショ
ンであれ、居住者こそが改修ニーズを一番良く知ってい
る。居住者自身が、計画し仕様を決定できるように、住
宅生産・供給体制を整えることが、インフィル改修が市
場において、健全な形で育っていくために必要なことで
ある。  我が国にはマンションが 570万戸、存在してい
るとされる。経年が進むにつれ、それらのインフィル改
修は大きな市場になる。インターネットを活用すれば、
居住者が自ら設計し、発注するシステムを開発すること
ができる。内装材の具体的な仕様や色は、現物を確認し
て決定することになるため、インターネットで基本的な
検討をした後、入居者が住宅設備や建材を実際に自分の
目で確認できる場所が必要である。  自然素材である木
材をインテリアに使用したいというニーズは高いが、一
般の入居者が木材を選定するプロセスに参加することは
希である。従来、材木の流通加工業は企業間（B to B）
の大ロット取引を優先してきたが、市場が縮小するなか、
今後は、インターネットで直接、顧客と接点を持つこと
（B to C）により、潜在需要を掘り起こして市場を拡大
することが可能になる。大手の住宅設備や建材メーカー
は自社商品を対象として展示場を開設しているが、すべ
ての企業の市場に供給されている多種多様な住宅部品、
住宅建材を一同に展示する施設が開設されれば、専門家
でない入居者が、インフィルの仕様を決定することに大
変役立つ。インターネットと建材展示場を統合し、入居
者による意思決定を支援するシステムを構築すること
が、インフィル改修の市場を育てることになると思う。
共同住宅の設計・建設を行っている企業の中には、継
続して関連会社が管理業務を担うものも多い。それらは、
長い年月を通して築き上げた入居者との信頼を礎に、包
括的な生活サービス産業として成長することが期待され



都市住宅学会　20 周年記念誌 ◆ 3

る。既に一部の企業において、居住者の心拍数や呼吸回
数をモニタリングする技術開発が進められている。医療、
福祉、介護の専門家と連携して、住宅が居住者の健康管
理の基礎的拠点になること、それを発展させて救急救命
システムと連携することなども、近い将来、事業化され
ていくだろう。高齢者や要介護者が住まう住戸に対応し
て、インフィル改修と連携した生活支援サービスを提供
することも、新たな業務になるだろう。各世帯の特性に
応じた防犯・セキュリティサービス、災害時の安否確認、
救助、復旧支援、日常的な食材、食事の配達など、個々
の住宅の居住者の実態を把握している企業にとって、包
括的な生活サービスビジネスは、社会的ニーズの高い成
長分野である。 

4．持続可能性の高い都市型住宅
ブルーノ・タウトが設計したベルリンのグロスジード

ルング・ブリッツ（1925年竣工）は、今、訪問しても、
外壁は色鮮やかに塗装され、人々が生き生きと暮らして
いる。耐震性などの問題があるとは言え、ほぼ同時期に
建設された日本の同潤会の建物がなくなってしまったこ
ととは大きな違いが感じられる。住宅が長期に渡って、
その価値を保持・向上させ、人々が満足して住み続けら
れるための要件は何なのだろうか。①当初の設計におい
て具備すべき要件、②維持管理に求められる要件、③居
住者の関与（インターベンション）により改変を認める
べき要件などを総合的に明らかにする必要がある。長期

にわたって存在している世界各地の建築、住宅は、長い
年月の間、社会ニーズの変化やライフスタイルの変化な
どに対応して、その姿がいろいろな形で変化しているこ
とが観察できる。日本の住宅が短寿命であったことの原
因の一つは、改変に対する受容性の欠如にあったと推論
できる。
日本では 2009年 6月に長期優良住宅の普及の促進に関
する法律が施行され、住宅の長寿命化が本格化している。
こ れ は KEP（Kodan Experimental Project）、CHS(Century 

Housing System)などの、長年に渡る官民が連携した技
術開発の成果の賜物である。図 3は 2001年、オランダ、
ペルグロムホフに建設された高齢者専用環境共生住宅で
あるが、居住予定の高齢者が住戸内部のプランニングを
行っている。筆者が現地を訪れたとき、入居者の老婦人
は、一番ニーズをよく知っている自分が計画するのが一
番良いと語っていた。日本では配管のメンテナンスや更
新を考え、共用縦配管は共用部に面するように推奨され
ているが、フランス・ファン・デル・ヴェルフ氏の設計
では、水廻りの設計の自由度を高めるためか、共用縦配
管のパイプシャフトは住戸中央にレイアウトされている
（図 4）。長寿命化を考えたとき、設備の更新を伴う間取
り変更は必須の要件である。海外の取り組みを含めて研
究を行い、多様な設計手法を確立するのが良いと思う。 

既存の住宅ストックを、地域社会の人口構成の変動や、
ライフスタイルの変化に対応し、如何に柔軟に改変して
いくかは、住宅ストック活用における根本的な課題であ
る。アムステルダムで建設が進む Solidsは、インターネッ
トオークションで入居者を決めており、住宅、オフィス、
店舗など多様な用途を複合することができる＊ 6。街の発
展とともに、入居者の構成も変化することを視野に入れ
て計画されている。その実現の背景にはアムステルダム
市の規制緩和がある。新築、既存改修とも、共同住宅に

図２ Stephen Kendall 米 Ball State 大学教授らによるインフィル開発 

図３　オランダ、高齢者専用環境共生住宅（Frans van der Werf 氏より）
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他の用途を複合しやすくするような制度改正が必要であ
るかもしれない。  建物を長期にわたって使い続けるた
めには、完成当時の状態、維持管理、模様替えの経緯に
ついて、正確な情報が蓄積され、継承されることが重要
である。高性能の 3次元スキャナーが比較的安価に使え
るようになってきているので、これから新築する建物に
ついては、躯体寸法を正確に計測して図面化しておくこ
とが、後日、改修工事を計画するとき、役に立つであろ
う。
世界各地の歴史的都市は、都市型住宅が集積して形成

されている。現在、日本で建設されている共同住宅は、
一つ一つの建物は素晴らしいが、それが集積して美しい
町並みを形成しているかどうかは疑問である。真の意味
で、持続可能性の高い都市型住宅とは、同種の建物が連
担して魅力的な街区（アーバン・テッシュ）を形作でき
ることが、その要件であろう。個々の建物の再生、更新
を通して、街区の整備を進め、都市を発展、成長させて
いく手法を確立したい註。 

図４　上記住宅の住戸内パイプシャフトの位置
（Frans van der Werf 氏より） 
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