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今日、私たちは、経年の進んだ建築ストックの増加、建設技

能労働者不足、地球環境問題、人口減少、高齢化など、数多く

の課題に直面しています。住宅・建設産業の将来像を考え、住

宅・建設産業に求められるイノベーションとは何かを述べたい

と思います注 1）。

イノベーションとは、技術の革新にとどまらず、これまでと

は全く違った新たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価値

を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこととされ注 2）、色々

な場で議論されてきました。住宅・建設産業に関しては、内閣

府の長期戦略指針「イノベーション 25」において、「イラスト

で見る 20 のイノベーション代表例」の一つとして「200 平米

200 年住宅」が例示されています。そこでは、日本各地に省エ

ネルギーで、子育て・介護支援が充実したコンパクトシティが

実現し、大都市一極集中が緩和し、さらには資産評価の見直し

や長期的な利用を可能とする技術が普及して、200m2 の住宅に

安く住めるようになると予想されています。対応性・適応性の

高い住宅・建築システムが開発されることや、大都市圏以外の

地方で生産される付加価値の成長率が大都市圏を上回ることも

期待されています注 3）。

また平成 28 年版科学技術白書の第 1 章「超スマート社会」

の到来では、20 年先の未来社会像が予想されており、建築分野

では「建築物の企画から維持管理まで」と題して、打合せがスムー

ズに、工事もスマート化、維持管理もサポート、既存インフラ

の長寿命化の 4 項目が示されています。ICT、AI（人工知能）、

BIM、ロボットなどの発展を想定したものだと思います注 4）。

民間企業の取り組みも活発で、イノベーションの世界で言う

「新結合（neue Kombination）」と呼べるような新しい動きが

見られます。たとえば、2015 年 6 月 30 日に報道発表された、

アマゾン・ジャパン、大和ハウスリフォーム、積水ハウス、ダ

スキンなどの企業が始めたインターネットを活用した既存住宅

のリノベーション市場の創出です。始まったサービスでは、イ

ンターネットで約 5 千点の住宅部品、建材を検索し、それを一

定の金額で施工してくれる企業を見つけることが出来ます。ま

だ浴室、キッチン、トイレなどの部分的なリフォームを商品・

サービスとして販売していますが、いずれは、より包括的なリ

フォーム工事の依頼が出来るように発展するのではないかと予

想されます。アマゾンのような情報処理と流通を得意とする企

業が、既存の住宅産業、建材産業、住宅設備産業などと連携す

ることにより、これまでにない新たなビジネスモデルを開発

し、その結果、リフォーム工事を安価に、安心して依頼できる

仕組みが社会に生まれつつあるように思います。

イノベーションは単に技術開発を行うだけでなく、その結果

として社会に新たな価値を生み出すことが求められます。エン

ドユーザーにとって、どのような価値を生み出すかが、最も重

要であるため、イノベーションは需要が牽引する面が強いと思

います。日本の住宅・一般建築はすでに量的な面では充足した

成熟した市場になっていますので、物や工法面での技術革新で

はなく、サービスの内容や、その提供方法に創造的破壊が起こ

る可能性があると思います。建築の設計分野や施工計画におけ

る AI の活用などが、技術的特異点（Singularity）をもたらし、

生活者のニーズに立脚した
新たな市場の創造

住宅・建設産業における
イノベーションの動向

第 2 章　住宅・建設産業のイノベーション
－建築ストック活用と社会変化がもたらすもの－
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これまでとは違ったサービスの提供方法や、仕事の仕組みが生

まれると予想されます。

その前兆となるような事例を、オランダの高齢者用環境共生

住宅に見ることが出来ます。オランダのペルグロムホフに建設

された高齢者用環境共生住宅（図 1 ～図 4）では入居予定者が、

自分自身で入居する部屋のインテリアを設計しています。素人

の高齢者が設計しやすいように、家具の姿図を平面図に並べて

インテリアを設計できるようになっています。もちろん専門家

の助言を得ることも出来ます。私は現地を訪問してお住まいに

なっている高齢のご婦人と話したことがありますが、「私の方が

建築家より設計は上手よ。私が住むのだもの、一番よく分かって

いるのは私よ。」と仰っていました。この事例は新築住宅注 5）で

すが、持ち家のリフォームの場合も、一番ニーズがわかっている

のは居住者自身です。日本の分譲マンションは販売しやすいよう

に、市場が求める最大公約数的な設計・仕様になっていると思

いますが、リフォームの場合は、居住者が自ら考えて造るわけ

ですから、自分の生活に最も適した設計にできます。居住者に

とっては、自身の望みを実現できることがリノベーションの最

大の魅力です。すでに日本のいくつかの工業化住宅メーカーで

は顧客が、自分自身で家を設計することを手助けするインター

ネットのサイトを設けています。AI が発展すれば、住宅につい

ては、戸建て、共同住宅の新築、改修とも、かなり高度なレベ

図 1　オランダ，高齢者用環境共生住宅
　　　（写真は建築家 Frans van der Werf 氏の提供，図 2 から 4 も同様）

ルまで、入居者自身が設計できる仕組みが実現すると思います。

居住者自身がインテリアを設計することを手助けする方法と

して、工場生産されたインフィルユニットを使って、空間をつ

くっていく方法があります。日本のある不動産会社が販売して

いるマンションでは、浴室、洗面室などの水廻り以外は、台所

も含めてレイアウトは自由です。（写真 1 ～ 4）何種類かの可動

収納ユニットが用意されており、ユニットの下部にあるレバー

を操作することにより、ユニットを移動できます。自由なレイ

アウトを実現するため、柱型、梁型は室内には出ておらず、住戸

全体に二重床、二重天井を採用することにより、レイアウトの自

由度を最大化しています（写真１）。この可動収納壁により住戸内

部を間仕切る方法は、KEP や NEXT21 など、これまでも用いら

れてきた手法です。今日の長期優良住宅においても可動インフィ

ルによりインテリアの可変性を実現することが提案されています。

熟練技能者の不足が予測される住宅・建設産業にとって、入

居者自身が設計・施工できる方法を拡大することは重要です。

素人でも施工できるような簡単な工法の開発は、工事価格を下

げ、エンドユーザーに大きなメリットをもたらすことになりま

す。なにより、家族構成やライフスタイルの変化などに合わせ

て、インテリアを改変できることは、生活の質の向上に寄与し

ます。如何に職人の手間を減らして、コストもかけずに短い工

期でリフォームを行うか。その解決策の一つは、家具でイン

図 2　入居者自身による間取りのスケッチ 図 4　間取りをスケッチすることを手助けする家具の姿図

図 3　オランダ，高齢者用環境共生住宅の住戸内部
　　　(Fraus van der werf 氏提供 )

写真１　広い居間の中央にキッチンを配置

図 1

図４図２

図３

写真２　玄関脇に可動収納により寝室を区画
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図 5 高層集合住宅の単純な形状の構造躯体

テリアを造る手法を導入することです。UR 都市再生機構では

IKEYA や MUJI などの家具メーカーとのコラボレーションに

より、若い人達も住みたいと思う現代的なインテリアに改修す

る取り組みを展開しています。（写真５）住宅・建築産業にお

ける家具メーカーの役割は今後、拡大する可能性が高いと思い

ます。水廻りや収納は、それほど遠くない将来、ほとんど工場

でユニットとして生産され、現場作業は据え付けるだけの単純

な作業になるかもしれません。

成熟産業である住宅・建設産業は、他産業に比べて生産性の

向上が乏しいと言われることが多いようです。建築ストック活

用の比重が高まっていますが、改修工事は新築工事に比べて、

工事費が少なく手間がかかりますので、一人当たりの生産高と

しては、減少傾向になります。そのため、個々の現場単位での

生産性の向上を上回る、資材の流通や専門工事業のあり方など

を含めた産業構造全体としての効率化、合理化が求められます。

たとえばマンションの改修工事の工期が長く、価格が高いの

は、一軒一軒の個別の改修工事に、数がまとまった新築工事と

同じ方法で対応していることが原因の一つではないでしょう

か。オランダ、フォーブルグの公的賃貸住宅では、入居者の転

居に伴う 3 週間の間に、入居者の希望をある程度、反映したイ

ンフィル改修工事を実施したことがあります。それを可能にし

たのは、効率の良いロジスティックスを構築したことと、現場

の配管作業を効率化した構法の開発です。既存建築の改修工事

はサプライチェーン全体を合理化して、効率よく多種多様な建

材を現場に届け、効率よく職人を配置することが必須です。

我が国の住宅産業は、設計から生産、メンテナンスまで、サ

プライチェーン全体に情報技術が活用され、世界に類がない先

進的な産業になっています。工業化住宅メーカーの生産工場で

は、ロボットが一軒一軒、異なる設計の住宅の構造部材を、工

事現場で行う建て方の順番を考慮して溶接作業をしています。

（第 1 章 写真 4）木造軸組み工法の構造部材を加工しているプ

レカット工場でも、邸別に継手仕口の加工がされ、自動立体倉庫

に保管され、出荷を待っています。（第 1 章 写真 5・6）一般的な

オフィスビルなどの工事現場では、外壁のカーテンウォールや間

仕切り壁などの重い部材の設置にロボットが使われていますが、

あまり盛んではありません。今後は、ロボットによる施工を前

提とした、単純な形の構造躯体の設計が求められると思います。

図 5 は、ある集合住宅の躯体ですが、住戸と住戸の間の戸

境壁は、乾式工法が採用され、柱や構造壁が内部空間に存在し

ない大きな空間になっています。できるだけ、躯体を単純な形

状で作っておくことは、ロボットによる施工を可能にするだけ

でなく、将来対応の自由度を増すためにも有効です。このこと

は、1961 年にニコラス・ハブラーケン氏が、著書「サポート 

マスハウジングに替わるもの」の中ですでに提案していまし

た。最近、3 次元スキャナーの活用が進んでいますが、躯体寸

法を 3 次元スキャナーを使って高精度に測定しておくと、新築

工事だけでなく、将来の模様替え工事にも役に立ちます。今後

は、新築マンションの躯体寸法を高精度に測定して、そのデー

タを区分所有者に渡すことにより、将来のリフォーム工事が円

滑に行われるようになると思います。

日本の住宅・建設産業は非常に成熟しているので、既存技術

の改良だけでは、創造的破壊はなかなか起こりません。規制緩

和を含めた、社会システムの改革がソーシャル・イノベーショ

ンを生み出す可能性が高いと思います。

たとえば、既存建築ストックを活用した新しいビジネスを進

めるには、新築工事を前提とした現在の建築関連法令が阻害要

因になっていると言われることがあります。管見ですが、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

想定したもので、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、当初は行政の判断にばらつきがあったそ

うです。アメリカでも、かつては建築主や建築家が改修工事の

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、そのことが既存建築を改修して建物を使い続けること

を敬遠する原因の一つになっていたとされます注 6）。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す。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整理しました。その取り組みが契

機となって、既存建築の活用が促進されたと言われています。

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（図 6）に反映されました注 7）。アメリカでも最初か

ら既存の建築ストックが積極的に活用されていたのではなく、現

実に即した制度改正が進められた結果として、実現したのだと思

います。日本もきめ細かく現行制度の見直し作業を行っていくこ

とが、既存建築ストックの活用を円滑にするためには必要でしょ

う。そのような地道な社会システムの改善作業の積み重ねが、

ソーシャル・イノベーションを
生み出す社会制度改革

写真５ UR 都市再生機構と IKEA のコラボレーションによるの既存団地の改修

サプライチェーン全体の再構築
写真３ 多様なキッチンの位置を可能にする床配管システム

写真４ サイホンの原理を応用した雑排水管
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結果的には、大きなイノベーションにつながるかもしれません。

社会システムの改変が新たなビジネスモデルを生み出したも

う一つの事例として、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、図 7 ～図 9）というプロジェ

クトがあります。アムステルダム市の規制緩和により、この地

区の建物の用途は、工場や風俗営業以外は基本的に自由です。

供給方法も先駆的で、インターネットオークションにより入居

テナントを決めています。つまり、一番高い値段で入札した人

が入居する権利を得ることになります。

この手法を考案したのはビーデンダイクさんという、80 歳

を超える建築家です。埋め立て地の開発事業では、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

イクさんは考えました。どのような用途にも対応できる建物に

するためには、建設の初期コストは高くなりますが、不動産業

にとって一番、重要なことは空室率をいかに下げるかで、用途

自由のスケルトン賃貸方式にすることにより、いつでも最も高

図 7　オランダ，アイブルグの開発

ソリッドは手前の建設中の建物（写真は事業主 Ir. Frank Ph. Bijdendijk 氏の提供，図 8・9 も同様）

図 6　米国：曖昧だった「改修」を分類，定義を明確化

出 典：SMART CODES in Your Community, Prepared for the Department of Housing 
and Urban Development Office of Policy Development and Research Washington, 
DC20410，Building Technology, Inc. August 2001

い賃料を払ってくれるテナントが入るので、十分にペイすると

信じて実施したとのことです。

色々な方がインターネットで申し込んできますので、実際にやっ

て見るとなかなか大変だったようです。例えば、7 階のある区画

に住みたいと入札してきた人に、同じ階はオフィスが多いので、

住宅が多い別の階に変えますか、という程度の調整はしたそうで

す。その結果、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た複合ビルが完成しています。

1971 年から 1973 年まで RIBA（Royal Institute of British 

Architects：英国王立建築家協会）の会長だった Sir Alexander 

John Gordon 氏は、1972 年、「Long Life、 Loose Fit、 and Low 

Energy」と述べています。石油危機が起こる前にこれからの

建築のあるべき姿として建築の長寿命化、可変性、省エネル

ギーを提唱しており、先見性のある言葉として今日でもイギリ

スの建築家の中には、この言葉を引用する人がいます。建築を

あまりに機能主義的に、合目的的に造ると、竣工直後は最適だけ

れど、社会が変化したり家族構成が変化したりすると、その時々

のニーズに Fit しにくくなる。そうするとその建築を使い続け、

住み続けるのは難しい。したがって、少し余裕を持たせて Loose 

に Fit させるのが良い。太っても、痩せても体に

合う着物のように、変化に柔軟に対応できる建築

が Loose Fit ということでしょう。Long Life、 Loose 

Fit を目指した建築は、長寿命化につながるため資

源を浪費せず、環境にも配慮した Low Energy でサ

ステナブルな建築になります。そのような建築の在

り方を、RIBA  の Gordon 会長は 1970 年代初頭に今

後の建築のあり方として提唱したのだと思います。

アムステルダムのソリッドや RIBA 会長 Gordon

氏の考え方は、建築のストック活用が本格化した

日本にも当てはまります。建築のストック活用に

あたって、スケルトン（構造体など）はロングラ

イフであるべきですが、ただ建物を長く使えば良

いわけではなく、インフィル改修をしながら、長
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注 1）本稿は、2016 年 10 月 28 日に開催された国立研究開発法人建築研究所創立 70 周年記念講演会における筆者の講演「住宅・建設産業におけ
　　　るイノベーション −建築ストック活用と社会変化がもたらすもの−」の内容をもとに作成したものである。
注 2）長期戦略指針「イノベーション 25」、内閣府、平成 19 年 6 月 1 日閣議決定　http://www.cao.go.jp/innovation/index.html
注 3）イラストで見る 20 のイノベーション代表例、内閣府 http://www.cao.go.jp/innovation/action/conference/minutes/20case. html
注 4）「超スマート社会」の到来、平成 28 年版科学技術白書
　　　http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afield file/2016/05/19/1371168_005.pdf
注 5）リースホールドのような形式
注 6）SMART CODES in Your Community, Prepared for the Department of Housing and Urban Development Office of Policy 
　　　Development and Research Washington, DC 20140，Building Technology, Inc.，August 2001 https://www.huduser.gov/
　　　portal//Publications/pdf/smartcodes.pdf
注 7）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
　　　（work involving reconfiguration of spaces including corridors and exits）と定義された。
注 8）世界大都市の自然災害リスク指数、平成 16 年版 防災白書。元資料はミュンヘン再保険会社のアニュアルレポート。
　　　http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h16/BOUSAI_2004/ html/zu/zu1000080.htm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上記のウェブサイトの参照時期は、すべて 2016 年 10 月）

図 8　オランダ，ソリッド外観

く使っていく社会的な仕組みを構築しなければなりません。

日本には約 650 万戸（2018 年末現在）のマンションストック

があります。近年中に築 30 年以上経過したマンションが 250 万

戸を超えるとされています。マンションの大規模修繕工事には、

技術的知識や資金管理能力が必要なので、居住者が高齢化するな

か、適切に維持管理し続けるのは容易なことではありません。

信頼できる専門家に委託するのも一つの改善策ですが、根本的

な問題として、区分所有法による住宅供給方法は、新築には向

いていますが、長期的な保有、維持管理、建て替えには向いて

いないように思います。建築の長寿命化、特に、躯体や外装な

どの建物のベースになる部分を長期間保有し、維持管理するの

Baumschlager and Eberle, Architects
Owner: Het Oosten
Development Company: Krystal

図 9　オランダ，ソリッド平面
建築設計：Baumschlager and Eberle

は、個人やその集合である管理組合ではなく、公的な機関など

が責任を持って行ったほうが良いかもしれません。その方が、

大震災時の対応も、居住者にとっては安心だと思います。土地

とスケルトンを賃借し、インフィルは自分で設計・施工するス

ケルトン賃貸方式は、入居者が転居した時のインフィルの取扱い

が課題となり、積極的に採用されてきませんでしたが、今後、

有望な住宅供給方式として再評価すべきではないでしょうか。

もう一つ、改善が望まれる日本の建築社会システムは、都市

計画と建築計画の調和です。日本では一つ一つの建築は素晴ら

しいのですが、それが集合してできた町は美しくないと指摘さ

れることが多いようです。市街地の容積率が高すぎるのか、低

層の住宅地に隣接してマンションが建設されるとトラブルにな

ることが多いのではないでしょうか。かつて、日本の古い町では

町屋が立ち並び、美しい景観と快適な居住性が実現していまし

た。京都では町式目と呼ばれるルールがあり、建築の作り方だけ

でなく、街路の清掃の仕方、地域の防犯、防火、失火時の責任

など、ハード・ソフトの両面で町に住まう作法が定められていた

と聞きます。京都の姉小路では平成版の町式目を定めて、先人

の知恵を今に継承しようとされていますが、全国的に、都市部に

おける建築の作法を再構築する必要があると思います。そうす

れば、全国のマンション紛争もなくなるのではないでしょうか。

我が国は災害大国ですが、それに備え、前向きに対応してい

くことが、新たな産業を生み出す契機になると思います。今後、

30 年以内に大地震が起こる確率の高いとされる地域に、現在、

人口や社会経済活動が集積しています。海外の再保険会社は、

東京を世界で最も災害リスクの高い都市として評価しています
注 8）。首都や大都市に、人口や諸機能が集中し過ぎていると、

首都直下地震、東海地震、南海トラフ地震等が発生した場合、

日本経済、世界経済は大きな影響を受けることになります。災

害リスクを軽減し、日本全体の持続可能性を高めるため、首都

圏への過度な人口集中・機能集中を是正し、国土全体にバラン

スよく居住することが求められます。ロンドン、パリ、ベルリ

ンなどの首都の人口が国の総人口に占める比率は数パーセント

から十数パーセントですが、東京は戦後の地方から東京への人

口移入のため、圏域としては 30 パーセントと突出して高い比

率となっています。今、国を挙げて地方創生に取り組んでいま

すが、東京一極集中の問題と地方の問題に対処していくこと

が、日本の将来の課題を解決するためには根幹になる政策だと

思います。文化庁の京都市への移転にとどまらず、各省庁の主

たる機能を地方都市に移転すべきです。そのためには国と地方

の役割分担や、行政と議会の関係なども抜本的に変えなければ

なりませんが、今こそ、それを実行すべきだと思います。

地方から東京の大学に進学する若者が多いですが、東京は学

費、生活費が高く、学生はアルバイトに時間を取られて、勉強す

る時間が不足しがちです。海外の大学生が、キャンパス内に立地

する学生寮に住み、勉強やスポーツ、地域活動などに専念してい

るのと大きな違いです。日本の将来を担っていく若者は、学生時

代は地方都市に住み、時間を有効に活用して欲しいと思います。

また大規模災害発生時には、応急仮設住宅が建設されます

が、地元自治体や事業者も被災しており、速やかに建設するこ

とには大きな困難が伴います。葛文俊（Wenjun Ge）という建

築家は、二人の人がいれば 3 分間で組み立てることが可能な

モービルホーム Movilla を開発しました。チベットなど気象条

件が厳しい山間地等のホテルは、利用される時期が限られ、稼

働率が低くなりがちですが、車での移動が可能なため、宿泊需

要がある地域を巡回することにより、年間 85% の稼働率を実

現できるとのことです。一般的には建設が難しい国立公園内の

宿泊施設として、このようなキャンピングカーを大きくしたよ

うなモービルホームの季節限定の設置を許可する代わりに、災

害時には仮設住宅として速やかに、被災地に移動する社会的な

システムを構築できれば、地域の観光振興と災害対策の両方が

実現するのではないでしょうか。

これまでの日本の経済成長は、産学官が緊密に連携して取り

組んできたことがその背景にあると思います。技術的には高度

な発展を遂げた日本の住宅・建設産業のさらなる発展のために

は、技術開発、技術革新だけでなく、新たな価値を生み出す社会

システムの再編が望まれています。社会システムの改革と技術革

新を一体的、効率的に進めるためには、今後も政策をつかさど

る行政部門と研究・技術開発を担う部門の連携、すなわち産学

官連携のオープンイノベーションの推進が鍵になると思います。

巨大災害等への対応が、
新たな社会的価値を創造

最後に


