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第1章

住まい手参加による計画手法

１－１ CHS Century Housing System
（１）インフィルの改修と居住者特性の概要

CHS 対応型集合住宅の改修実態に関する研

究 その３、宮内祐紀（三重大学大学院）
、康 睿（三重大学）
、高井宏之（同）
、日本建
築学会大会学術講演梗概集（東海）(住戸の変容・可変性,建築計画 II)5688、pp.223-224、
2003 年 9 月
（２）インフィル改修の詳細実態

CHS 対応型集合住宅の改修実態に関する研究その４、

康容（三重大学）宮内祐紀（同）高井宏之（同）、日本建築学会大会学術講演梗概集（東
海）(住戸の変容・可変性,建築計画 II) 5689、pp.225-226、2003 年９月
CHS は居住者の変化に対応し無理なくインフィルを更新できる方式である。長寿命の
住宅にはリビング•ダイニングが将来的に無理なく拡大できる備えが重要であり、特に水
廻りの位置によりその改修の自由度に大きな違いが生れること。可変性を有した住宅に
おいても、その機能を十分に活かすには、ある程度の規模が必要であり、それが結果的
に住宅の長寿命化につながる。CHS の特徴として、
「間取り変更が無理なく行える」こと
が挙げられるが、本調査は、間取り変更や他の改修が少なからず行われていることや、
専有面積の大きさが可変性に影響を及ぼすことを明らかにしている。

１－２ KEP Kodan Experimental Project
（１） 可変型集合住宅における間取り変更の実態、川村真一(エフ・ビー・エー一級建築事
務所)、初見学(東京理科大)、日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) 5526、
pp.147-148、1997 年 9 月
（２） KEP 方式集合住宅における可変内装システムの実効性に関する研究、柿川麻衣(東
京大学大学院)、金容善(同)、松村秀一(同)、日本建築学会学術講演梗概集（中国）(住
宅の内装,建築計画 I)2008、 pp.1001-1002、2008 年 9 月
（３） KEP 住宅における住まい方実態と可変性 ―住戸計画における個別性対応に関する
研究‐その１―、関雅也(東京理科大)、初見学(同・大学院)、日本建築学会関東支部
研究報告集(建築計画)昭和 58 年度、pp.233-234、1983 年
KEP 方式を用いた可変式集合住宅において、可動間仕切り・可動ユニットを移設・撤去
した間取り変更の例は少なく、多くの家庭では室の用途を変更することでライフスタイル
の変化に対応している。使い勝手など「つくり」に対する不満、次いで「デザイン」や「収
納不足」などの不満が原因として挙げられる。多くの場合、子供の成長や家族構成の変化
が可動間仕切り、可動ユニットの移設・撤去を伴う間取り変更を誘発するきっかけとなっ
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ている。用途変更や間取り変更が行われない場合も、居住者の「住みこなし」への意識が
低いわけではなく、生活の変化に合わせて適した手段を選んでいる。本研究では、KEP が
期待した間取りの可変性が活かされた事例を見いだすことができず、生活スタイルの多様
化や経年変化に対応することの難しさを指摘している。
南一誠らは、初見の調査結果を踏まえて、下記の研究を行っている。
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、南 一誠
関川尚子、石見康洋、日本建築学会計画系論文集 621 号、pp.29-36、2007 年 11 月

１－３ 住まい手による間取り変更 パイロットハウス
（１）パイロットハウスにおける居住者と住戸平面の経年変化、曽根陽子（日本大学）、日
本建築学会計画系論文集、540 号、pp.89-96、2001 年 2 月
当初のプランに不具合があり、面積が広く、間仕切り壁が改造しやすく見えることなど、
変更されやすい条件を見出している。単位空間の多様な連結関係を実現しうるキャパシテ
ィの高い躯体を構築すること、その単位空間に設置可能な設備計画を行うことを提案して
いる。

１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変
（１）スケルトン・インフィル方式における住環境形成に関する研究

～つくば方式に見

る時系列的考察～、西畠直臣（東京大学大学院）
、日野雅司（同）
、高橋鷹志（新潟大
学大学院）、鈴木毅（東京大学大学院）、日本建築学会学術講演梗概集（関東）5531、
pp.157-158、1997 年 9 月
（２）住戸改変行為の実態

―公営住宅における住み手による住戸改変に関する研究

そ

の１―、今田太一郎（岐阜工業高等専門学校）
、堀田千春（熊本大学）、横山俊祐（同）
、
日本建築学会学術講演梗概集（関東）、pp.143-144、1997 年 9 月
（３）可変型住戸の活用状況と評価

―公営住宅における住み手による住戸改変に関する

研究 その３―、堀田千春（熊本大学）
、小川洋平（同）、横山俊祐（同）、日本建築学
会学術講演梗概集（関東）5684、pp.331-332、1998 年 9 月
（４）「住まい方」の多様性から見た可変型住戸の評価 ―公営住宅における住み手による
住戸改変に関する研究 その 4－、小川洋平(熊本大学大学院修士課程)、堀田千春(同)、
横山俊祐(熊本大学)、日本建築学会大会学術講演梗概集(九州) 5685、pp.333-334、1998
年9月
（５）可動収納を持つ可変型住戸における住まい方の特性と評価に関する研究、木下博人(熊
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本大学大学院)、横山俊祐(大阪市立大学大学院)、日本建築学会大会学術講演梗概集(北
海道)、pp.147-148、2004 年 8 月
（６）スケルトン・インフィル方式による集合住宅の長期居住に伴う経年変化の実態、阿
部菜穂美（千葉大学大学院）
、丁志映（日本学術振興会）
、実藤祐樹（ミサワホームセ
ラミック株式会社）、小林秀樹（千葉大学）
、日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）
(増改築・リフォーム,建築計画 II) 5745、pp.311-312、2005 年 9 月
（７）「スペラール砧」における間取り変更の実態 ―家族の移行に対応した可変型集合住
宅に関する研究 その１―、大橋寿美子（湘北短期大学）、小谷部育子（日本女子大学）、
日本建築学会学術講演梗概集（関東）(ライフスタイルと居住空間, 建築計画 II) 5608、
pp.85-86、2006 年 9 月
（８）東京都住宅協会による 3Ｋ型分譲集合住宅のリフォームの実態 ―持続可能な住環境
形成のための住戸プランに関する研究―、前田修吾(東海大学大学院)、岩岡竜夫(東海
大学)、日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸）、pp.123-124、2010 年 9 月
①は分譲住宅（建物譲渡特約付き借地権と SI を絡めた「つくば方式」
）で、①は自由設計
が前提なため、可変はもちろん行われている。今後インフィル設計を行う際の課題と求め
られることが示されている。
②③は改変に制限・制約・規約がある公営賃貸住宅の住戸改変に関するもの、
公営賃貸住宅では可変は積極的ではなく、考察で可変システムや間取りにおいて、更に可
変を促進させるためにどうしたらいいかが述べられている。
④は賃貸住宅でありながら可変システムを有する可変型集合住宅における間取り変更に関
する研究である。④では、入居から 1 年以内にもかかわらず、入居者が能動的に可変を行
っている現状が見られ、この集合住宅では可変性の有効性が示されていることがわかる。
ただ、逆に入居一年以内ということは入居時に変更して、そのまま使い続ける可能性もあ
る。筆者は今後も経年による変化を比較、分析を行うようだが、ライフスタイルに合わせ
てその都度可変を行うか否か、間取り変更がどれ位のサイクルでどのくらいの規模で行わ
れるかが注目すべき点である。

１－５ 団地再生
（１）マスハウジング期集合住宅の位置付けと再生工事内容の分類 : マスハウジング期に
建設された集合住宅の再生手法に関する国際比較研究 その 1、松村 秀一 、村上 心、
梁 成旭、西村 秀之、日本建築学会計画系論文集 514 号、 pp.111-117、1998 年 12 月
（２）再生工事の経済・組織的成立条件に関する事例研究 : マスハウジング期に建設され
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た集合住宅の再生手法に関する国際比較研究 その 2、松村 秀一、村上 心、梁 成旭、
西村 秀之、日本建築学会計画系論文集 524 号、pp.139-145、1999 年 10 月
（３）マスハウジング期に建設された階段室型集合住宅の躯体キャパシティ分析

生活単

位の個人化という視点からみた集合住宅のキャパシティ分析手法の開発 その 1、安枝
英俊（京都大学大学院工学研究科）、高田光雄（同）、日本建築学会計画系論文集 569
号、pp.31-37、2003.7

欧米諸国の再生工事の目的及び工法はいずれも６・７種類程度に分類され、再生工事
の経済・組織的成立条件も具体的に挙げられた。それらの内容の多様性と、それらを成立
させる経済的環境の整備、事業推進組織のあり方に基づき、日本において適用可能な方策
の検討・議論を進める必要があると結論づけている。
共同住宅の住戸改変として、入居時の間仕切変更が最も多く、ライフスタイルへの対応
を図ろうとするものや、室構成、居室の狭さへの対応として変更を行っている。
上記の点から、効率的な居住をするための条件として、①入居時にスケルトン状態で入
居する。②家具間仕切り等可変性の高いインフィルを用いる。③LDK 部分に対応する空間
を広く取る点などが挙げられる。
また、間仕切りの性能として、遮音性の向上、可動収納に関しては、収納としての性能
向上(収納量・移動のしやすさ)が求められている。
今後、共同住宅を計画していく上で大切なことは、①ライフスタイルやライフステージ
の変化への柔軟な対応②住まいながら生活を組み立てることができること③仕切り位置の
柔軟性④移動できる収納としての有効利用⑤生活の独自性の発揮に対応できることが挙げ
られる。
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１－１ CHS

宮内祐紀（三重大学大学院）
、康 睿（三重大学）、高井宏之（同）

インフィルの改修と居住者特性の概要
CHS 対応型集合住宅の改修実態に関する研究 その３
日本建築学会大会学術講演梗概集（東海） 5688

pp.223-224

2003 年 9 月

CHS、住宅ストック、インフィル改修、住み替え
１．研究目的
CHS により供給され十年以上を経過した集合住宅の改修実態等の調査結果を分析することに
より、良質な住宅ストック形成に向けた基礎的知見を得ることを目的とする。

２．研究対象、研究方法
集合住宅 A(78 戸)、集合住宅 B(118 戸)を対象に居住者調査を実施し、改修内容は質問票で
の自己申告、及び入居時と現在の間取り比較を元に総合的に判断。

３．研究概要（論文要旨）
調査対象は、住戸の間口方向に「居室ゾーン−水廻りゾーン」と並列される事例を選定。
現在の居住者の属性：入居後 10 年以上の居住者が 60%以上と定住率は高く、家族型は「夫
婦(またはそのいずれか)十子（長子年齢が 19 歳以上）」の成熟した世帯が 27%と最も多くな
っている。次に多いのが「夫婦のみ」の世帯で 26%であり、世帯主年齢との関係から、その
多くが子供の独立した世帯であると推測される。
インフィルの改修実態：「壁紙の貼り替え」が最も多く、「床仕上げの貼り替え」「キッ
チンセットの交換」と続く。間取り変更については、住戸専有面積の大きい方が「間取りの
変更」は行われ易いといえ、中古入居の住宅において改修件数が多いことから、住み替えが
住戸の改修のきっかけになると考えられる。一方、間取り内装の可変性は、大きな住宅選定
理由とはならないが、専有面積の大きい住戸で可変性がより意識されていることがわかる。
つまり、可変性を備え持つ住宅でも、その機能を十分に活かすためにはある程度の規模が必
要であり、それが結果的には住宅の長寿命化につながると考えられる。また CHS の特徴とし
て、「間取り変更が無理なく行える」ことが挙げられるが、今回の調査では、実際に間取り
の変更や他の改修が少なからず行われていたことが確認でき、専有面積の大きさが可変性に
影響を及ぼしていることも明らかとなった。
表

現住宅を選んだ理由

表

改修内容と住戸規模・入居時期の関係
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１－１ CHS

康容（三重大学）宮内祐紀（同）高井宏之（同）
インフィル改修の詳細実態

CHS 対応型集合住宅の改修実態に関する研究その４
日本建築学会大会学術講演梗概集

5689

pp.225-226

2003 年９月

集合住宅、センチュリー・ハウジング・システム、住戸、改修
１．研究目的
建物竣工後(入居後)のインフィル改修における「間取りの変更」の実態把握と、昨年度の
CHSによる事例の調査結果との比較を行い、今回の事例の特徴を明らかにする。
２．研究対象、研究方法

集合住宅 A(78 戸)、集合住宅 B(118 戸)を対象に居住者調査を実施し、改修内容は質問
票での自己申告、及び入居時と現在の間取り比較を元に総合的に判断。
３．研究概要（論文要旨）
『部屋数の増減』では私室分割による部屋数の増加、次に公室拡大による部屋数の減少が
多い。部屋数の増加のある住戸は、私室が１室の間取りが多く、この変更は既存の設定され
た他の間取りに移行した内容である。
『和洋室の変更』では「和室から洋室」への変更が多く、洋室化の傾向が見られた。『実
際に行った変更』『できなかった変更』『今後行いたい変更』の合計で最多は「LDを広くす
る」であった。つまり長寿命の住宅にはLDが将来的に無理なく拡大できる備えが重要である。
また『できなかった変更』に「LDを広くする」が多いことから、この事例はその実現が難し
いプランだと考えられ、「水廻りの位置が大きく変えられない」ことが要因だと考えられる。
昨年より入居年数は3年程度短いが、改修実態の違いとしては、
新築入居率は高いが入居年数の差に見合うレベル、改修の総件数が少ない、間取りの変更の
件数が少ない、「洋室→和室」が少ない、そして住戸専有面積大の住戸で改修の件数が多い
ことがあげられる。これらから、CHSは居住者の変化に対応し無理なくインフィルを更新でき
る方式であるが、スケルトン、特に水廻り位置の設定の仕方によりその改修の自由度に大き
な違いが生れることがわかった。また、専有面積もそのインフィル変更を促す大きな要因で
ある。
図

間取り変更の具体例

【事例A:101.37㎡】

【事例B:102.34㎡】
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1－2 KEP 3

川村真一(エフ・ビー・エー一級建築事務所)、初見学(東京理科大)
可変型集合住宅における間取り変更の実態
日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)

5526

pp.147-148

1997 年 9 月

KEP 方式、可動間仕切り、可動ユニット、住みこなし
１．研究目的
可変型集合住宅における間取りの経年変化を調査することによって可変性の活用実態
を把握し、計画理念と実際の使われ方を検証し、今後の可能性について考察する。
２．研究対象、研究方法
KEP 方式を採用して 1982 年に建設された中層集合住宅の中から入居 1 年目の 1983
年に調査した住戸 100 例を対象に、これまでの住まい方の変化についてアンケート調査、
インタビュー、住戸内の可変箇所と家具の配置の実測を行った。
３．研究概要（論文要旨）
可動間仕切り、可動ユニットを「移設した」事例が全体の 38％と「居住者による間取
りの変更」は比較的高い割合で行われており、変更内容は居間を拡大した例が最も多い。
私室を増やした例では居間を縮小したものが多く、子供の成長による生活変化が大きく
影響している。一方私室の拡大においては必ずしも家族人数の減少が理由ではない。
可動間仕切りは設置できる場所が限定されているのに対して、可動収納ユニットは分
割して自由に置くことができるため、居住者の多様な要求に比較的きめ細かく対応でき
ている。KEP 方式以外の改造による間取り変更では新規に間仕切りを増設しており、KEP
方式のシステム上の問題を示す一方で居住者の住まいへの積極的な働きかけを誘発した
きっかけとなった。
間取りの変更しない例では、世帯個別の状況を利用して間取りを変更した例や、将来
の生活を予想して室用途を変更できるように余裕をもって決定していた例がある。間取
り変更も用途変更もしない例もあるが、
「住みこなし」の意識が低いのではなく、生活の
変化に合わせて適した手段を選んでいる。間取りに可変性を持たせたことで、従来は室
用途を変更するしかなかった生活に多様性を持たせ、居住者の選択が広がった。
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1－2 KEP 3

柿川麻衣(東京大学大学院)、金容善(同)、松村秀一(同)
KEP 方式集合住宅における可変内装システム実効性に関する研究
日本建築学会学術講演梗概集（中国）

2008

pp.1001-1002

2008 年 9 月

集合住宅、KEP 方式、収納間仕切り、経年劣化
１．研究目的
KEP 方式の集合住宅における住まい方の変化の実態を把握し、可変性を意図した内装
システムの実効の程度を評価する。
２．研究対象、研究方法
1981 年に建設された前野町ハイツを対象として、経年による居住者の家族構成、生活
の変化と、可動収納ユニットの建設による間取りの変更の有無、室の用途変更状況をア
ンケートと聞き取り調査を行った。
３．研究概要（論文要旨）
調査の結果、収納ユニットの移設は行われないことが多く、その内、必要としていな
い居住者が見受けられた。室の用途変更では「子供室から両親どちらかの私室への変更」
が最も多く、その理由としては「子供の独立」が最も多く挙げられた。以上から、
「子供
の独立」を契機に住戸内部の使われ方が変化したことがわかる。
収納ユニットの撤去、移設した住戸では「リビングを広くする」変更が最も多く、理
由としては「LDK を広く使いたい」「明るくしたい」などの室内環境の改善に関する要
求が契機となっている。用途変更が行われた住戸の変更理由は「子供の独立」であった。
また、収納ユニットに多くの世帯が不満を持っているという結果も得られた。不満の
内訳は使い勝手などの「つくり」に関するものが最も多く、次いで「デザイン」と「収
納不足」であった。1992 年に行った調査では多くの世帯が満足していたことから、経年
により家族の持ち物が増えたことや、デザインや生活スタイルが多様化したことが要因
であると考える。
以上の結果を踏まえると KEP 方式による内装システムが、供給時に期待された性能を
発揮したとはいいがたい。収納ユニットは
空間雰囲気に影響しているため、多様性や
経年変化に対応することの難しさについて
も今回の調査で明らかになった。
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1－2 KEP 3

関雅也(東京理科大)、初見学(同・大学院)
KEP 住宅における住まい方実態と可変性
―住戸計画における個別性対応に関する研究‐その１―
日本建築学会関東支部研究報告集

昭和 58 年度

pp.233-234

1983 年

KEP 住宅、住まい方、住意識、可動ユニット、可動間仕切り
１．研究目的
KEP をベースとした可変型住戸での住まい方の実態を通して、多様化する住要求の動
向、住戸の可変性について、考察する。
２．研究対象、研究方法
多摩ニュータウンにある KEP 方式による〈エステート鶴牧 3〉を対象として、住み方・
住意識・可変性に関するアンケートおよび主要室の家具配置・展開図実測を行った。
３．研究概要（論文要旨）
A タイプの使われ方の特徴として、3 就寝室の場合は A-2 タイプ、A-3 タイプ共に南北
で夫婦就寝室(MB)と子供就寝室(CB)を分ける傾向が強い。2 就寝室の場合は A-2 タイプ
が MB を北側和室にとる場合と南側洋室にとる場合がほぼ同数なのに対し、A-3 タイプ
は北側和室を MB にする場合が多い。これは、A-2 タイプが洋室 2 室に対して、A-3 タイ
プが洋室・和室であるため、用途を分けようとする意識によるものだと考えられる。余
室の使い方では A-2・A-3 共に MB 北側和室の場合は書斎、A-2 MB 南側洋室の場合は書
斎・子供勉強室・納戸・客用室、A-3 MB 南側和室の場合は子供の勉強部屋・プレイルー
ム・書斎・家事室、A-3 で北側和室が余室の場合は客用寝室・家事室となっている。A-1
タイプははじめから広い L を希望している居住者が多く可変性を生かした住まい方が見
られた。A-2・A-3 に L 拡張例が少ないのは、将来の子供就寝室、書斎・客用寝室の確保
要求が強く、移動が困難なことも一因になっている。
B タイプの使われ方の特徴として、B-4 タイプでは 2 就寝室例では北側洋室を就寝室と
し、北側和室を客用室にする客間確保型と、北和室を MB・南洋室を CB とし北側 2 洋室
の間仕切りを撤去し〈デュアルリビング〉にする例がある。3 就寝室では将来の子供室確
保型と客宿泊をふまえた書斎確保型に分かれる。B-2 タイプは 3 就寝室で北側が余室のも
のは書斎が多く、リスニングルーム・子供室が一部みられ、南側が余室のものは接客室
にあてられている。間仕切りを動かさないの
は接客室・書斎を確保したいためと思われ
る。
全体を通して可変性を生かした住まい方
が少ない。これは接客室・書斎を確保したい
という意識やユニット・間仕切りの移動困難
性が挙げられる。一方、可変性を生かしてい
る住戸には積極的な意識が感じられる。
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１－３ 住まい手による間取り変更

曽根陽子（日本大学生産工学部建築工学科）
パイロットハウスにおける居住者と住戸平面の経年変化
日本建築学会計画系論文集

540 号

pp.89-96

2001.2

経年変化、分譲集合住宅、パイロットハウス、可変型住戸平面、高齢化
１．研究目的
可変型住居において実際にどの程度間取り変更が行われるかを調査し、また住戸プラ
ンによる差の有無を明らかにすることによって、可変型住戸計画の有効性を検証するこ
とを目的とする。
２．研究対象、研究方法
海浜ニュータウンパイロットハウスの分譲住宅を研究対象とする。調査方法としては、
自記留め置き方によるアンケート調査に加え、全９棟、各２〜３戸のヒアリング調査お
よび住戸内の撮影を行った。アンケートの回収率は 74％。149 件を分析対象とする。
３．研究概要（論文要旨）
（１）家族構成の変化と住戸の使用変更、
（２）可変型平面の有効性と住戸タイプによ
る違い、
（３）所有形態の変更について、結果をまとめる。
（１）初期の入居者の過半数は世帯主が 40 才前後の核家族であったが、現在では「中高
齢夫婦」、
「夫婦＋成人子」家族へと移行し、途中入居者の家族形態は多様化した。経年
と共に家族人数が減少し住戸面積に余裕が生じるが、空いたスペースはそのまま納戸や
夫婦別寝に使う消極的利用が多い。共用室の拡大は近年多くなり、特に途中入居者は入
居前に改造を行うことが多い。
（２）部屋の使用変更又は改造を行っている住戸は８割を超える。同時期に建てられた
分譲マンションに比べ間取りの変更率が高く、可変型平面は有効に働いたといえる。間
取りを変更するのは、世帯主が 40 代、長子年齢が 11−15 才の時に多い。プランの不具合
があり、面積が広く、間仕切り壁が改造しやすく見えることなどが間取りの変更を促す。
（３）所有形態の変更による居住環境の改善が行われている住戸は全体の 23％に及んだ。
内装・設備の更新や大規模改修と、住戸改造の契機との関係性を明らかにすることが
今後の課題である。
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

西畠直臣（東京大学大学院）、日野雅司（同）、高橋鷹志（新潟大学大学院）、鈴木毅（東京大学大学院）
スケルトン・インフィル方式における住環境形成に関する研究
～つくば方式に見る時系列的考察～
日本建築学会学術講演梗概集（関東）

1997

pp.157-158

1997 年 9 月

スケルトン・インフィル、つくば方式、建物譲渡特約付き借地権、自由設計
１．研究目的
「つくば方式（建物譲渡特約付き借地権とスケルトン・インフィル方式を絡めたもの）」
において、インフィルにおける自由設計がどのように行われ、環境形成されたかを、前
住戸、設計段階、入居後と時系列で追い評価する。
２．研究対象、研究方法
「つくば方式」採用 1 号棟(全 12 戸)と 2 号棟(現在 2 戸)を対象とし、家族構成・居住歴
を中心としたアンケートとインタビュー
３．研究概要（論文要旨）
入居動機としては、安価で良質な住宅を入手できる経済的理由が強く、インフィル部
分の自由設計を挙げている人は稀。インフィル設計の有効性を検討するために、間取り、
家具・収納、音、視線の交錯の４項目について分析が行われている。
間取り：家族構成とライフスタイルに影響されている。大きく 5 タイプに分けること
ができ、それぞれのライフスタイルに適合した住戸形成が可能だと言える。
家具収納：設計段階から家具を考慮した人は結果的に予想通り家具を置けた人が圧倒
的に多い。
音：前住居で音に関しての不満は多いが、設計段階で考慮した人は少なく、今後住棟
関係を考慮した設計が望まれる。
視線の交錯：住棟の中庭は居住者同士のコミュニケーションの促進を意図して作られ
たものであるが、インフィルの設計段階では住戸外部まで考慮した人は少ない。
インフィル設計の今後の課題として、家族構成・ライフスタイルを形成する前住居、
さらには住居歴を考慮する必要性がある。他の住居との関係、共用部分等の住戸外部も
意識した設計が望まれ、入居者自身も明確な目的意識を持つ必要がある。そのためには
設計者のアドバイスと、全体を見渡すコーディネーターが求められる。家族構成・ライ
フスタイルを想定した住宅のモデリングも検討すべきである。
図

ライフスタイルによる間取りのタイプ

図

前住居と現在の住居のライフスタイルによる間取りの変化
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

今田太一郎（岐阜工業高等専門学校）、堀田千春（熊本大学）、横山俊祐（同）
住戸改変行為の実態
―公営住宅における住み手による住戸改変に関する研究 その１―
日本建築学会学術講演梗概集（関東）

1997

pp.143-144

1997 年 9 月

住戸改変、公営住宅
１．研究目的
住み手の個性を生かし、多様な住まい方を誘発するには住み手が能動的に住環境形成を
行うことが重要である。
「改変行為」のメカニズムを明らかにすると共に、生成するため
の計画条件について研究することを目的とする。
２．研究対象、研究方法
熊本県下の過去 10 年間に建設された公営住宅の中から、空間特性を考慮して 5 団地
(Ab,Tu,Ni,Ho,Ry)を対象にアンケート及び聴き取り調査
３．研究概要（論文要旨）
改変行為の実態は団地毎に違いはあるが、全体で「時計・装飾品」を付ける室内装飾
が最も多く、次いで「衣装掛け等」の設置をはじめとする収納系の充足や「ヨシズ・簾」
「カーテンレール」
「スノコ・人工芝」等が多い。本体へ直接手を加えない軽微な行為や、
居住機能の絶対的不備に対する改変行為が行われやすい。
改変行為の動機としては、多くは「不便だったから」という居住機能の絶対的・相対
的不足や不適合によるものである。改変は(a)機能の補完・付加等の居住機能の向上、(b)
ライフスタイル・生活観への対応、(c)装飾系の行為に大別できる。
改変行為を阻害する要因としては「規約遵守」における規約意識や「我が家ではない
から」といった借り物意識が強く働いている。また、仕上げや構造も住み手の改変行為
を強く規定している。
可変行為を促していくためには空間には行為
を受け入れ、引きだす「余地」や「手掛り」が
求められる。また規約について更に考察する必
要がある。

上左図

改変行為の動機

上右図

改変行為を行わない理由

左図

改変行為の実態
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

堀田千春（熊本大学）
、小川洋平（同）
、横山俊祐（同）
可変型住戸の活用状況と評価
―公営住宅における住み手による住戸改変に関する研究 その３―
日本建築学会学術講演梗概集（関東）

1998

pp.331-332

1998 年 9 月

可変型住戸、公営住宅、可動間仕切
１．研究目的
集合住宅では住み手の個別性や経時的変化に対応しうる計画が求められており、住まい
方に応じて間取りを変えられる、可動間仕切を有する可変型住戸が提案されている。そ
の一事例である長崎県下の公営住宅を取り上げ、その有効性と課題を検討する。
２．研究対象、研究方法
M 団地、K 団地、S 団地を対象に、アンケート及び聴き取り調査を行う。
３．研究概要（論文要旨）
3 団地ともに高い割合で可変性が求められており、ライフステージが変化する若い世帯
においては希求度も強くなっている。また、同じ家族型においても団地毎で希求度が異
なり、可変システムや間取りによるものと考えられる。
M 団地で「原型保持型」の 2 軒以外は、間仕切の取外し（
「開放型」
）や襖との交換（
「交
換型」）等を行い、最もよく変更している。K 団地は 12/17 軒が変更。間仕切の状態をみ
ると、2 団地とも完結的・閉鎖的な個室による構成よりも室相互の開かれた関係を重視す
る構成を指向する。S 団地で多くは「原型保持型」であるが、間仕切の移動が 5 軒みられ、
室面積の調整が可能な間仕切の有効性を示唆。
可動間仕切に対する評価として、
「簡便性」に関しては M 団地では可変の手軽さが評価
されているが、他の 2 団地は否定的評価である。
「プライバシー」に関しては各団地とも
続き間に比べ、不意に開けられない可変室の方が評価が高い。
「生活への対応」に関して
は住まい方に応じて間仕切を変更できることが高く評価される。
可変性が住み手によっ
てより活用されるために
は、①住み手に可変による
多様な生活のイメージを
意識付けるソフトの支援、
②可変システムのハー
ド・ソフト両面における簡
便化、③住み手による公私
の組立てを促すため、可変
性を私空間に留めず公私
間へ導入することが必要。

上図

可動間仕切の状況

右図

可変性に対する評価
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

小川洋平(熊本大学大学院修士課程)、堀田千春(同)、横山俊祐(熊本大学)
「住まい方」の多様性から見た可変型住戸の評価
―公営住宅における住み手による住戸改変に関する研究 その 4－
日本建築学会大会学術講演梗概集(九州)

1998

pp.333-334

1998 年 9 月

１．研究目的
可変型住戸における住み手の生活を通して、可変性の有効性並びに計画上の課題を考
察すること。
２．研究対象、研究方法
長崎県営 M 団地(23 戸)、長崎県営 K 団地(30 戸)、口之津町営 S 団地(106 戸)を対象と
し、留置自記法アンケート及び聴取り調査、住まい方採集を行う。
３．研究概要（論文要旨）
入居時の間仕切変更が最も多く、ライフスタイルへの対応を図ろうとするものや、室
構成、居室の狭さへの対応として変更を行っている。
住み手の生活から室相互の関係について見ていくと、a:公室の拡大、b:私室の拡大、c:
個室重視、d:公・私の重視、e:公・私の連接の 5 種類、またその組合わせに分類できる。
M 団地：最も多様な使われ方がされており a～c のすべてに対応。可動間仕切及び引き戸
の使い分けを行うことで室構成が多様に変化し得る室構成となっている。
K 団地：可変室が他の室と関係性を持たないため、間仕切変更を行っても開放・分離と
いう二者択一の変更しかできず、b・c に対応しているのみである。
S 団地：引き戸の開閉による２室間の室構成の変化のみである。しかし、間仕切を移動す
ることで、２室間の面積配分を変更でき、開放・分離といった使い分けだけでなく、用
途や室毎の人数を考慮した生活の組み立てが可能である。
K の私室内に限定された可変性や、S の他の室との関係性が変化し得ない可変性では、
住み手の生活への対応に限界がある。M のように、居間・私室間に可変性を付加し、さ
らに続き間と連続させることが、多様な公私の関係を生成するために有効である。ただ
し、各室への独立した経路が用意されていなければならない。また、間仕切変更による
公私の関係性の変化のみではなく、間仕切の移動による面積配分の変更、室が連続した
際の床仕上をも考慮することが、住み手による多様な生活の展開への対応を可能とする。
図：室構成
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

木下博人(熊本大学大学院)、横山俊祐(大阪市立大学大学院)
可動収納を持つ可変型住戸における住まい方の特性と評価に関する研究
日本建築学会大会学術講演梗概集(北海道)

2004

pp.147-148

2004 年 8 月

１．研究目的
可動収納を持つ可変型住戸の特性と意義、課題を明らかにし、可動収納を持つ可変型
住戸計画の計画的知見を得ること。
２．研究対象、研究方法
八代市営 Ue 団地、鹿児島県営 Nk 団地、都市基盤整備公団 Ib 団地を対象とし、各団
地の可動収納式住戸の全世帯に対し、住まい方とその変化、可変性に対する意識・要求、
可動収納の利用実態と意識についてアンケート調査、ヒアリング調査を行った。
可動収納のつくりは、Ue、Ib では各タイプ 2 個 1 セットで、横一列に並べた際に 2 室
に仕切ることができるのに対し、Nk では１個しかなく室の分節に留まる。
３．研究概要（論文要旨）
可動収納は、Ue は押入れとして、Nk、Ib はクローゼットとして機能している。間仕
切りの性能は、各団地で過半数が視線、気配りの通り方よりも遮音性の低さを問題視し
ている。可動収納に関する要望は、Ue と Ib では収納としての性能向上(収納量・移動の
しやすさ)と間仕切り性能の向上(遮音の徹底)であるのに対し、Nk では「移動できる収納」
としてのみ捉えられ、収納の性能向上のみが求められている。
可変型住戸の可能性と課題として、
「ライフスタイルやライフステージの変化への柔軟
な対応」
「住まいながら生活を組み立てる」
「仕切り位置の柔軟性」
「移動できる収納とし
ての有効利用」「生活の独自性の発揮」が挙げられる。
そのためには、可動収納自体は、間仕切り、収納としての充実、動かしやすさの向上
があり、プランに関しては開放的で可変性のあるスペースと閉鎖的で固定的なスペース
の両方を持つことや、居間と続き間の関係性があること、続き間を仕切った際に双方と
も独立した部屋として用いることができること、可動収納を続き間以外にも移動させら
れることが課題として挙げられる。
左図：調査対象事例の概要
右図：置き方のバリエーション
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

阿部菜穂美（千葉大学大学院）
、丁志映（日本学術振興会）
、実藤祐樹（ミサワホームセ
ラミック株式会社）、小林秀樹（千葉大学）
スケルトン・インフィル方式による集合住宅の長期居住に伴う経年変化の実態
日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿） 2005

pp.311-312

2005 年 9 月

SI、可変性、長期居住、経年変化、リフォーム、スケルトン改修キャパシティ
１．研究目的
長い年月を通した SI 住宅の住まい方の変遷を把握し、同じ建物内の他住戸の入退去に
関する変遷を見ることで、SI 住宅の可変性に対するスケルトン改修キャパシティの評価
についての基礎資料を提供することを目的とする。
２．研究対象、研究方法
築後 25 年以上経過したコーポラティブ住宅による集合住宅を対象とし、建設時から 25
年以上継続居住している住戸居住者兼同住宅理事長へのヒアリング及びアンケート調
査、対象建物・住戸が掲載されている文献調査、住戸採集をもとに分析を行う。
３．研究概要（論文要旨）
全住戸の入退居の調査から、中古転売による入退居やリフォームが多いことが明らか
になった。その理由として、住戸内が狭い等の点が指摘されている。
しかし、中には建設時から継続居住し、住戸内のリフォームを繰り返しつつ子供の成
長変化に対応している事例があった。その事例の特徴として、①入居時にスケルトン状
態で入居している。②家具間仕切り等可変性の高いインフィルを用いている。③LDK 部
分に対応する空間が広く取られている点が挙げられる。同住戸では居住者の意向により
床先行工法を採用し、移動可能な建具による間仕切りや収納の設置などにより、可変性
の高いインフィル空間を実現している。
スケルトン改修キャパシティを評価すると、築年が古いこともあり評価は低いものの、
可変性の高い内装インフィルの導入により、相当程度キャパシティの低さを補うことも
可能と考えられる。

図：建設時から現在まで継続居住して
いる住戸における住まい方の変遷
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

大橋寿美子（湘北短期大学）、小谷部育子（日本女子大学）
「スペラール砧」における間取り変更の実態
―家族の移行に対応した可変型集合住宅に関する研究 その１―
日本建築学会学術講演梗概集（関東）

2006

pp.85-86

2006 年 9 月

可変型、都市型、集合住宅、家族、間取り、移行
１．研究目的
住み手の個別性や経年変化による関係の移行に対応できる、間取りの変更が可能な住宅
が求められている中で、可変システムを持つ都市型賃貸集合住宅「スペラール砧」にお
ける居住者の間取り変更の実態を明らかにすることを目的とする。
２．研究対象、研究方法
「スペラール砧」の居住者に対し、アンケート調査とヒアリング調査・観察調査を行う
３．研究概要（論文要旨）
可変システムを持たない 1G の 3 戸以外の 19 戸のうち原型保持型は 4 戸、変更型のな
かでも固定型（入居時の間取りから変更されていて且つ、空間分節が日常的に固定され
ている）が 12 戸、連接型（日常的に空間分節が変更できる状態になっていて、家具仕切
り、部分開放、時間毎の開け閉めなど空間を完全に分節しないよう間仕切を変化させて
いる）は 3 戸、流動型（現在は原型保持の状態だが、過去に空間の分節を変化させたこ
とがある）は入居後期間が 1 年以内と短いため 0 戸であった。
面積との関係では小規模住戸（約 54～57 ㎡）では全て固定型で、折れ戸がある 3G と
4G は全て連接型。5G は可動折れ戸が開放された固定型、可変部位が多い 7G では原型
保持型と固定型の 2 タイプ。
居住者の多くは、住まいに関心が高く、積極的に自分らしく住む姿勢がみられる。可
変システムをもつ住戸では、入居当初からの間取り変更が 8 割以上であったため、可変
システムが有効に活用されたといえる。今回は間取り変更調査の第 1 回目なので、今後
は経年による変化を比較、分析を行う予定。
図 PLAN タイプ

図 間取り変更実態
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１－４ 住まい手による間取り変更 住戸改変

前田修吾(東海大学大学院)、岩岡竜夫(東海大学)
東京都住宅協会による 3Ｋ型分譲集合住宅のリフォームの実態
―持続可能な住環境形成のための住戸プランに関する研究―
日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸）

pp.123-124

2010 年 9 月

持続型住宅、nLDK、リフォーム、集合住宅
１．研究目的
築 51 年経過した分譲集合住宅(1956 年竣工)の現在の状態を調査し、全戸共通の 3Ｋ型
プランからの住まい手の対応とプランの変化とを、リフォーム状況のプラン分析によっ
て明らかにする。
２．研究対象、研究方法
東京都住宅協会の全 56 戸の住戸内部のリフォームの実測調査を行い、現在の全住戸の
平面図を作成し、リフォームの特徴を特に部屋の繋がり方や部屋用途の変化を中心に分
類・比較する。
３．研究概要（論文要旨）
廊下と個室、台所との繋がり方を分類し、個室の数との関係を調査した結果、ほぼオ
リジナルに近い間取りのままで生活している住戸が 28 戸あった。
一方で、廊下を他の用途の部屋に吸収させ、部屋の面積を拡張させるリフォームの実
態を多く確認できた。特に、廊下と台所とだけ統合した事例が 20 戸(35.7%)と多く、台
所だけを拡張しようとする傾向が顕著に表れていた。また、45 戸の住戸で廊下の全体又
は一部を部屋に統合させており、そのうち 33 戸は玄関ホールも部屋に取り込んでいた。
さらに、台所と北側の和室が統合し台所の拡張を図っている傾向も多く見られた。
この様に、台所と個室が廊下と統合する住戸が多く確認でき、この統合によってオリ
ジナルの持つ独立性の高い部屋が家族や外部に向かって開かれ、より公共性の高い部屋
に変化している現象を多く確認することができた。
左図：プランの単純化
右図：廊下と部屋との統合方法による分類
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１－５ 団地再生

松村秀一（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 助教授・工博）、梁成旭（同 博士
課程・工修）
、村上心（椙山女学園大学 講師・工修）
、西村秀之（東京電力㈱ 工修）
（１）マスハウジング期集合住宅の位置付けと再生工事内容の分類
（２）再生工事の経済・組織的成立条件に関する事例研究
（マスハウジング期に建設された集合住宅の再生手法に関する国際比較研究その１・その２）

日本建築学会計画系論文集

514／524 号

pp.111-117／139-145

1998.12／1999.10

マスハウジング、集合住宅、再生、国際比較、財源、意思決定
１．研究目的
日本での今後の住宅ストック再生手法のあり方を見極めるとともに、マスハウジング
を経験しつつある発展途上国への有益な資料提供をすることを目的とする。
２．研究対象、研究方法
主にデンマーク、フランス、ドイツ、日本、アメリカの５カ国のマスハウジング期に
建設された集合住宅について、内容と量的な位置づけを整理したうえで、各国の再生事
例を選定し、内容を調査し、その結果を比較分析する。
３．研究概要（論文要旨）
（１）では、再生方法の内容と技術、およびその背景に関する体系的な整理を行う。
PCa 大型パネル構法中心とした大量の住宅建設が実施された国では、劣化により維持
管理費が負担となり問題となるケースが多くみられた。各国とも住宅ストックの約 30％
～40％がマスハウジング期に建設されたものである。
再生工事の目的は、①保全的再生、②更新的再生、③付加的再生、④削除的再生、⑤
転用的再生、⑥その他、環境および弱者への配慮等に分類される。
各国の再生事例での建築部位に関する工法は、①高断熱工法、②バルコニーの室内化
工法、③バルコニーの新設工法、④傾斜屋根の付加工法、⑤部屋の増築工法、⑥屋上増
築工法、⑦リストラクチュアリング工法等があげられる。特に欧米諸国では、外壁の断
熱強化が図られるケースが多い。
（２）では、再生工事の経済・組織的成立条件について明らかにする。
既存集合住宅の再生において、①目的別再生手法の整理と各手法のコスト目標の設定、
②再生事業への公的資金導入の論理と方法、③住民組織の運営と専門知識導入の方法を
立案することが求められる。そのために、本研究で明らかになった他国における再生事
業の内容の多様性、それを成立させる経済的環境の整備、事業推進組織のあり方に基づ
き、日本において適用可能な方策の検討・議論を進める必要がある。
また、集合住宅の社会資本としての公共性をどのようにとらえるかが、公的資金の導
入法と関連して今後の重要な課題である。
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１－５ 団地再生

安枝英俊（京都大学大学院工学研究科 博士後期課程・修士（工学）
）、高田光雄（同 都
市環境工学専攻 教授・博士（工学））
マスハウジング期に建設された階段室型集合住宅の躯体キャパシティ分析
日本建築学会計画系論文集

569 号

pp.31-37

2003.7

生活単位の個人化、空間構造、マスハウジング、キャパシティ、集合住宅
１．研究目的
単位空間の多様な連結関係の実現可能性をキャパシティとして定義し、単位空間の多
様な連結関係を実現しうる集合住宅の躯体を構築する方法を提示する。
２．研究対象、研究方法
マスハウジング期に建設された大阪府住宅供給公社の階段室型集合住宅（賃貸）の躯
体７３件を分析の対象として、類型化を行い分類された各躯体が実現しうる単位空間の
配列関係を明らかにする。また、単体空間に設置可能な設備についても検討を行う。
３．研究概要（論文要旨）
①空間の位相構造モデルⅤからモデルⅡ、Ⅲ、Ⅳに変更することができるか、② ①が
可能である場合、単位空間にはどのような設備を設置できるかの２点に着目し検討する。
結果は以下の図の通り最もキャパシティの高い躯体は、結合パタン１＋２であることが
わかった。
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第２章 可変性を考慮した計画手法
２－１ 計画 可変性
（１）住宅における可動・可変技術に関する研究、鈴木寛（清水建設）、奥田宗幸（東京理
科大学）、飯田和仁（同）、大矢佳子（同）、日本建築学会大会学術講演便概集(関東) 5288、
pp.573~574、1997 年 9 月
（２）可変性を持つ住宅空間における空間構成に関する研究、米倉隆浩（名古屋市立大学）
奥山健二（同）、日本建築学会関東支部研究報告会 9031、 pp.581~584、2001 年 3 月
（３）集合住宅における住戸内部の可変性に関する研究、志布 聖也（東北大学）、三橋

博

三（東北大学）、日本建築東北支部研究報告会第 75 回(計画 II) D-13、pp.175~178、2010
年6月
・住宅における可動・可変技術には今後以下の 4 点の対応が望まれる。①多様なライフス
タイルに対応できること。②ライフステージに対応できること。③高齢者・障害者に
対応できること。④住宅性能に対応し、快適な生活環境を実現できること。
・多様なライフスタイルを持つ居住者、住人のライフサイクルの変化に対応するには水回
り位置の変更が考慮されている方が望ましいが、コストの問題、配管の配置計画の問
題などの理由により実現することは容易ではない。 今後はスケルトンの性能に関係な
く水回り位置を設定できるような内装・設備技術が必要。
・住宅に可変性や可動技術を用いるには、ある程度事前に改修を行うことを考慮する必要
がある。特に水回りの位置によって、自由設計に制約が生じてしまう。可動・可変技
術においては、高齢者対応など長期的に使うことを考慮した技術対応が望まれている。

２ー２ 計画 計画手法
（１）集合住宅における多世代居住手法に関する研究

‐ライフステージの変化に対応す

る空間量可変手法の検討‐、久保田孝幸(大林組技術研究所)、長尾覚博(同)、齊藤広子(明
海大学)、中城康彦(同)、日本建築学会大会学術講演梗概集(北海道) (ライフステージ,建
築計画 II) 5677、pp.207-208、2004 年 8 月
（２）生活価値創造型インフィル開発に関する基礎的検討

オープンビルディングのレベ

ルとライフスタイルの対応について、佐藤孝一(A/E WORKS)、松村秀一(東京大学大学
院)、日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) (ストック活用(2)・インフィル, 建築計画
I) 5326、pp.663-664、2006 年 9 月
（３）スケルトンインフィル住宅のインフィル自由度に関する研究

～インフィルの自由

度・居住者意識、躯体資源量の 3 要素の関係から～、斉藤章恵(群馬ホーム)、本多友常
(和歌山大学)、平田隆行(同)、日本建築学会大会学術講演梗概集(関東) (住宅ストックと
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政策, 建築計画 II)

5676、pp.221-222、2006 年 9 月

（４）集合住宅における可変間仕切りの種類と空間分割の関係、志布聖也(東北大学大学院)、
三橋博三(東北工業大学)、日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸) (オープンビルディン
グ、建築計画 I)5558、pp.1161-1162、2010 年 9 月
・間取りの自由度にある程度の制約を持たせた上で入居者が設計へ参加することが、SI 住
宅のインフィル自由度、満足度、スケルトンの資源有効活用につながる。
・ライフスタイル指向型の開発を行うためには、物理的に連続しないレベルを結びつける
紐帯が不可欠であり、そこには「サービス」という概念が重要な役割を果たすと考え
られる。今後はライフスタイルを支援する外部サービスを想定し、それを受容するプ
ラットフォームとしてインフィルを開発する必要がある。
・長期的な LCC を比較すると、二世帯戸建住宅より空間を無駄なく活用できる空間量可変
住宅(分譲型集合住宅において、空間の使い方と費用の面から有効である可変手法につ
いてのモデル設計をもとにしている)の LCC が有利である(図 1,2,3)。
・集合住宅における可変間仕切りには、引き戸のように適度な遮断性能、移設の容易性が
優先される。
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２ー３ 計画 計画手法 藤本秀一らの研究
（１）集合住宅におけるスケルトン・インフィル区分に関する検討

長期耐用型集合住宅

の供給手法に関する研究 その 1、藤本秀一（独立行政法人建築研究所），小林秀樹（国
土交通省技術政策総合研究所），近角真一（集工舎建築都市デザイン研究所）
、日本建
築学会大会学術講演梗概集（九州）5650、pp.263~264、1998 年 9 月
（２）住宅供給手法とスケルトン・インフィル区分の関連

長期耐用型集合住宅の供給手

法に関する研究 その 2、藤本秀一（独立行政法人建築研究所）
、日本建築学会大会学
術講演梗概集（中国）5739、pp.375~376、1999 年 9 月
（３）SI 分譲住宅のインフィルフリープランの事例調査について、江袋 聡司（国土交通
省国土技術政策総合研究所）
、小林秀樹（同）
、藤本秀一（独立行政法人建築研究所）
、
日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）(集合住宅・SI 住宅,建築計画 I)

5323

、

pp.645～646、2001 年 9 月
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２ー４ 計画 計画手法 高田光雄らの研究
（１）スケルトン-インフィル型集合住宅におけるクラディングに関する考察、山川太一（京
都大学大学院）、高田光雄（同）
、井上晋一（日本学術振興会）、日本建築学会大会学術
講演梗概集（九州）5652、pp. 267-268、1998 年 9 月
（２）スケルトン型集合住宅に対応した利用型ハウジングシステムに関する研究、山川太
一（株式会社住友銀行）
、高田光雄（京都大学大学院）
、日本建築学会大会学術講演梗
概集（中国）5738、pp. 373-374、1999 年 9 月
（３）可変方式から見た SI 集合住宅における可変インフィルの特性に関する分析、李容圭
（京都大学大学院）、高田光雄（同）
、日本建築学会大会学術梗概集（北海道）(集合住
宅の設計手法,建築計画 II)

5651、pp. 155-156、2004 年 8 月

（４）長期対応型集合住宅の実現におけるインフィルの課題について、李容圭（京都大学
大学院） 高田光雄（同）
、日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）(内装構法・スト
ック活用,建築計画 I)5393、pp. 819-820、2005 年 9 月

今回取り扱った SI 集合住宅に関する研究は時代背景から図のような関係性が導き出せる。
山川氏の行った研究は主に SI 集合住宅に関する理論や形態に関する提言であるのに対して、
李氏のものは主に普及した SI 集合住宅の実態調査とそこから把握できた課題への考察が主
体である。

理論
1990 年代

提案

スケルトンインフィル型集合住宅におけるクラディングに関する研究
スケルトン型集合住宅に対応した利用型ハウジングシステムに関する研究

実態調査

課題等

可変方式から見た SI 集合住宅における可変インフィルの特性に関する研究

2000 年代

長期対応型集合住宅の実現におけるインフィルの課題について
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２－１ 計画 可変性

鈴木 寛（清水建設株式会社） 奥田宗幸（東京理科大学） 飯田 和仁（同） 大矢 佳子（同）
住宅における可動・可変技術に関する研究
日本建築学会大会学術講演便概集(関東)

pp.573~574

1997 年 9 月

キーワード：高齢者・障害者 可動・可変技術 ライフスタイル 住宅性能
１．研究目的
文献調査により住宅における可動・可変技術を収集し、データベースとバリエーショ
ン一覧を作成することにより体系化をおこなう。
２．研究対象、研究方法
データソースは、1991 年以降の建築誌に掲載された記事及び広告から 237 件、さらに
その関連カタログから 5 件を補足した、計 242 件。
３．研究概要（論文要旨）
可動・可変技術の現状と評価を以下の 5 点から行う。
【空間構成】

空間全体の変化に対する要求が高い。水平方向の空間変化がほとんど。

空間の構成を日常的に変化させるだけでなく、模様替えの際などに間取りを変化させる
といった長期的な可動・可変技術も注目される。
【空間演出】 壁面仕上げや照明、可変曲面間仕切りなどのバラエティに富む技術がある。
光環境・音環境による演出以外に、開閉屋根など場の転換や劇的な可動空間の演出が可。
【省スペース】 収納技術は様々な要素に。特に、台所まわりの収納庫。壁体内や天井裏
などのデッドスペースをキッチンなどの設備機器をコンパクトに収納し、別の用途を持
った空間に変換させるなど多目的に利用できる。
【身体補助】 高齢者、身障者対応機器が多くみられる。直接動作を補助する技術が大多
数である。生活の安全に関わる可動部位の開発は重要である。
【移動・輸送】3 階建て住宅の増加から、ホームエレベーターが非常に多くみられる。高
齢者・身障者対応の技術は、既存住宅に後から付加できることが重要。操作の簡易性や
安全性、他の家族の動作や生活に支障をきたさないよう収納できるなどの配慮が必要。
以上の現状と評価から、可動・可変技術を用
いた住空間に以下の 4 点の対応が望まれる。①
多様なライフスタイルに対応、②ライフステー
ジに対応、③高齢者・障害者に対応、④住宅性
能に対応。
今後の課題として、操作性や安全性、耐久性
などについて客観的な評値を加え、有効性や問
題点をさらに明確にすることが望まれる。
表 1 可動・可変目的一覧
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２－１ 計画 可変性

米倉隆浩（名古屋市立大学） 奥山健二（同）
可変性を持つ住宅空間における空間構成に関する研究
日本建築学会関東支部研究報告会

pp.581~584

2001 年 3 月

キーワード：可変性 空間構成 アクセス
１．研究目的
ライフスタイルに合わせて可変性を取り入れた最新の住宅建築を、空間構成の観点から
類別化しようとするもの。可変性がもたらす建築の可能性・構成意図を明確にする。
２．研究対象、研究方法
「新建築住 住宅特集」の 2000 年以降の建築作品のうち、可変性を空間設計の一つの
手段として用いて、主要用途を居住目的とした 30 事例を分析対象とする。対象部位の可
変による建築物の内外の空間構成の変化について研究する。ただし、
「可変性」を原則、
利用者が行える変化とする。
３．研究概要（論文要旨）
外部社会からのアクセス形式によって、4 つに類型できる。
Ⅰ外部よりコートにアクセス(6 事例)：コートに外部と内部の連結空間としての機能を負
担させた例である。社会に対しての住居の開放と、エントランス空間を中庭とした合理
的設計という 2 種類の目的が読み取れる。
Ⅱ外部よりパブリック領域にアクセス(6 事例)：パブリック領域が外部・内部を含めた動
線領域の役割を負担する。P を中心とした構成であり I が分岐して、それらは C とつ
ながったり、あるいは個室を形成したりする。
Ⅲ外部よりフローの領域にアクセス(16 事例)：独立した玄関としての F にアクセスする
タイプであり、類型のなかで、外部に対しては最も防御された構成となっている。玄関
~居室~コートという繋がりを考慮すると、現在で言われている標準的な nLDK 型の住
居タイプと似た構成である。
Ⅳ外部より複数のアクセス(2 事例)：複数のアクセス経路を持っている。これらは将来を
見越しての 2 世帯住宅に対応した空間構成や、あるいは利用人数・特定用途が自由であ
るセカンドハウスとなっている。
C:コート(テラス、中庭等の敷地内の外的領域)
P:パブリック領域(主としてリビング、ダイニング等の共用領域)
I :インデイピデュアル領域(個人に属する領域)
F:フロー領域(独立形態をとる動線・接続の領域)
0:敷地外領域(全面道路等の、敷地外の外部領域)

図 1 作品分析例と表記記号の意味
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２－２ 計画 計画手法

久保田孝幸(大林組技術研究所)、長尾覚博(同)、齊藤広子(明海大学)、中城康彦(同)
集合住宅における多世代居住手法に関する研究
‐ライフステージの変化に対応する空間量可変手法の検討‐
日本建築学会大会学術講演梗概集(北海道)

pp.207-208

2004 年 8 月

集合住宅、ライフステージ、多世代、可変、ライフサイクルコスト
１．研究目的
都心居住の一形態である集合住宅において地域コミュニティを育めるように、ライフ
ステージの変化に対応しながら多世代に渡り継続して住み続けられる手法を提案するこ
とを目的とする。
２．研究対象、研究方法
分譲型の集合住宅を対象とする。研究の方法は、ライフステージの変化に対応する為
の、空間量の可変手法を類型化し、法制上の考慮すべき点をまとめる。そのうち一手法
についてモデル設計を行い、ライフサイクルコスト(LCC)評価を行う。
３．研究概要（論文要旨）
分譲型集合住宅による空間量可変への対応手法を類型化し、空間の使い方と費用につ
いてまとめた。その結果、空間の自由度が一体的な利用と分割の可能性の両面を持ち、
空間の保有費用と可変費用等から有効と考えられる「一体・固定分割型」の可変手法に
ついてモデル設計を行った(図 1)。
設計のポイントは①一住戸を３つのユニットに分割し、
それぞれに出入り口を設け、分割・結合の選択肢を広げたこと、②３つのユニットを二
層 L 型メゾネットにし、単純な形式で多様な住戸分割
を可能にしたこと、③一住戸を 200 ㎡弱としたことで
ある。このモデル設計をもとに購入から 100 年間にわ
たる世帯の LCC を同一地域において二世帯戸建住戸
を購入した場合と比較した(図 2)。想定したライフサイ
クルモデルでは空間を無駄なく活用できる空間量可変

図 1 モデル設計

住宅の LCC が有利となる結果であった(図 3)。

図 2 算定条件

図 3 100 年間の LCC
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２－２ 計画 計画手法

佐藤孝一(A/E WORKS)、松村秀一(東京大学大学院)
生活価値創造型インフィル開発に関する基礎的検討
オープンビルディングのレベルとライフスタイルの対応について
日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)

pp.663-664

2006 年 9 月

インフィル、生活価値、ライフスタイル、リノベーション、部品化、オープンビルディ
ング
１．研究目的
居住環境のレベル分けとライフスタイルの対応を確認し、生活価値創造型インフィル
開発のための基礎的要件を検討する。
２．研究対象、研究方法
研究方法はライフスタイルに関するテキスト分析である。研究対象には住宅生産団体
連合会の運営サイト「ライフスタイルと住まい」に搭載された「ライフスタイルを見る
視点」と「ライフスタイル考現行」から 13 のコンテンツを選定。
３．研究概要（論文要旨）
ライフスタイルは居住環境と物理的に連続しないレベルとも関係しているため、イン
フィル/サポート/ティッシュという物理的に連続する階層構造で捉えたオープンビルデ
ィング理論のレベル分けでは不十分である。
居住者のライフスタイルを特徴付ける行為は異なったレベルに介することがある。二
つのレベルの境界である集合住宅におけるバルコニーや在宅介護・託児サービスなどの
レベル間を横断する行為によりライフスタイルは支えられる。従って、ライフスタイル
指向型の開発を行うためには、物理的に連続しないレベルを結びつける紐帯が不可欠で
あり、そこには「サービス」という概念が重要な役割を果たすと考えられる。
今後はライフスタイルを支援する外部サービスを想定し、それを受容するプラットフ
ォームとしてインフィルを開発する必要がある。また、建物規模によってはサービス供
給拠点をサポートレベルに取り込むリノベーションがされてもいいと考えられる。単一
用途で構成された建物を用途複合型に再生し、これまでの用途純化型都市を用途複合型
都市として再生する端緒にもなる。
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２－２ 計画 計画手法

斉藤章恵(群馬ホーム)、本多友常(和歌山大学)、平田隆行(同)
スケルトンインフィル住宅のインフィル自由度に関する研究
～インフィルの自由度・居住者意識、躯体資源量の 3 要素の関係から～
pp.221-222

日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)

2006 年 9 月

スケルトンインフィル住宅、自由度、満足度、資源量
１．研究目的
インフィルの自由度をどの程度にすれば、スケルトンに必要な資源を抑え、かつ住み
手の住要求を満たせるか調査し、今後の SI 住宅の指針の一部を見出すことを目的とする。
２．研究対象、研究方法
都市再生機構や民間企業の物件等から、調査過程で得られた内容が各調査の評価項目
を満たした事例を調査対象とする。研究の方法は①各事例のインフィル自由度の違いを
明確にする、②居住者へのアンケート調査、③躯体の資源量を床面積１㎡あたりの体積
で比較することで調査結果の考察を行う。
３．研究概要（論文要旨）
1)インフィル自由度の違い
自由度は小規模の住宅が高く、団地のように大規模な住宅は低い傾向にある。要素と
しては間仕切りの計画の自由さ、入居後の可動性、二次居住者の間取りの自由さ等が自
由度へ大きく影響する。
2)住宅への満足度(アンケート結果)
間取りの設計への参加を重視する住民が多いが、設計への自由度の高さを求めてはい
ない。内装の自由度の高さを求めるのは設計に参加できなかった住民に多い。入居時の
自由度の高さは後悔の念から不満に影響することがある。つまり居住者は自由度の高さ
より設計に参加したという事実を得ることが重要である。自由度に制限があっても、設
計に参加したという事実から納得を得られ、満足感につながると考えられる。
3)躯体の資源量
図 1 を見てわかるように資源量と自由度に相
関関係は見られない。躯体への投入資源量は自
由度からの影響が小さいことがわかる。
まとめ
間取りの自由度にある程度の制約を持たせ、
入居者の設計への参加により、SI 住宅のインフ
ィル自由度、満足度、スケルトンの資源有効活
用につながると考えられる。

図 1 自由度と資源量の標準得点の相関図
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２－２ 計画 計画手法

志布聖也(東北大学大学院工学研究科)、三橋博三(東北工業大学工学部)
集合住宅における可変間仕切りの種類と空間分割の関係
日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸)

2010

pp.1161-1162

2010 年 9 月

SI 住宅、居住空間、集合住宅、可変間仕切
１．研究目的
可変間仕切りを設置してある集合住宅の事例から住宅の可変性について、可変間仕切
りの種類と住戸内の空間分割との関係性を調査し、考察する。
２．研究対象、研究方法
調査に使用した文献から、住戸内の間取りを居住者の希望で変えることができ、日常
的な間取り変更を行えることが記載された集合住宅住戸 34 例を調査対象とする。上下階
に水回りが分散しているメゾネットタイプの住戸は除外している。
それぞれの事例において①変更方式②可変インフィルによって変更可能な領域につい
て調査する。
３．研究概要（論文要旨）
表 1 は可変間仕切りにより仕切られた空間とそれぞれの空間で使用されている間仕切
りの種類の関係を示す(a:可動壁・建具、b:間仕切り収納、c:引き戸・襖、d:折戸、e:カー
テン・スクリーン)。主に使用されている可変間仕切りは可動壁・建具、間仕切り収納、
引き戸・襖であることが分かる。これらにはそれぞれの機能・性能によって仕切るのに
適した空間がある。
b:間仕切り収納
通り抜けができないという欠点から主に多用途室どうし(一室空間)を仕切ることに使用
される。

表 1 仕切られた空間と間仕切りの種類の関係

c:引き戸・襖
使用事例が最も多く、仕切っている空間の組
み合わせの種類も最も多い。これは引き戸によ
る空間分割が最も汎用性の高いことを示す。移
動容易性、
遮断性能ともに表 1 の可変間仕切り
の中では中間の性能を持つ。
e:カーテン・スクリーン
付け替えが容易であるが、遮断性能が視覚を
遮る程度しかなく、空間を仕切る機能としては
不十分。
まとめ
引き戸が最も多く使用されていることから、可変間仕切りには適度な遮断性能さえ確保
できれば、居住者自ら移設できる程度の容易性が優先されると考えられる。
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２－３ 計画 計画手法

藤本秀一（独立行政法人建築研究所），小林秀樹（国土交通省技術政策総合研究所），近角真一（集工舎建
築都市デザイン研究所）

集合住宅におけるスケルトン・インフィル区分に関する検討
長期耐用型集合住宅の供給手法に関する研究
日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）

その 1
pp.263~264

1998 年 9 月

長期耐用型，スケルトン・インフィル，建物区分，建物構成要素
１．研究目的（背景）
スクラップアンドビルドによる我が国の建築活動の見直しと，住宅供給におけるフロ
ーからストックへの方向転換が求められる。
２．研究対象、研究方法
対象は長期耐用型としてのスケルトン・インフィル住宅。
３．研究概要（論文要旨）
建物の寿命は，物理的・構造的寿命と必ずしも一致しない。建物としての住宅を建物
区体（スケルトン）と内装造作（インフィル）に分離して計画することが有効であり，
これまでにも様々な試みが行われている。
住宅として長期の使用に耐えるためには，構造躯体が十分な耐久性を持った上で，機
能的耐久性を確保するための仕組みを持つことが重要である。集合住宅のスケルトン・
インフィル区分を 4 視点から整理すると，図のようになる。建物構成要素としての意志
決定主体等を明確にし，集合住宅のメンテナンスや居住者のライフステージの変化等に
合わせたリフォームの自由度を確保し，建物としても長期耐用性を確保することが可能
となる。
概念的には 4 視点から，建物ハードに則した区分及び所有・権利関係，意志決定主体
等を含めたソフトの区分の明確化が可能である。しかし，実際に区分に応じて円滑に設
計・施工が行われるか，ルール設定をどうするか等，不明確な点を残している。こうし
た建物システムに適合した建築生産体系及び社会制度的仕組みを整備していくことが課
題といえる。

図．長期耐用性を確保するためのスケルトン・インフィル区分
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２－３ 計画 計画手法

藤本秀一（独立行政法人建築研究所）
住宅供給手法とスケルトン・インフィル区分の関連
長期耐用型集合住宅の供給手法に関する研究

その 2

日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）

pp.375~376

1999 年 9 月

長期耐用型，スケルトン・インフィル，供給手法の特徴と区分
１．研究目的
スクラップアンドビルドによる建築活動を見直し，高齢・安定成長社会に対応した長
期耐用性をもつ良質な都市住宅ストックの整備が求められている。これに有効とされる
スケルトン・インフィルの具体的な建物区分は，個々の建物の状況により異なるため，
供給手法の特徴と区分の仕方の関連を整理することが必要となる。
２．研究対象、研究方法
スケルトン定借による事例を対象に，供給手法と建物区分及び設計・変更ルールの関
連についてその特徴を報告する。スケルトン定借とは，
「つくば方式」のことである。全
事例で，建物施工とスケルトン設計は同一会社（ゼネコン）である。事例にはスケルト
ンとインフィルの設計者が異なっている事例もあれば，両方の設計者が同一の事例もあ
り，合計で 6 つのインフィル設計者が存在する。
３．研究概要（論文要旨）
建物区分・ルールを要する供給手法の特徴として，①建物譲渡特約付借地権を設定し
ている，②コーポラティブ方式を採用している，③スケルトンとインフィルの設計者が
異なる，の 3 つがある。耐久性などの物理的性格，所有権利関係の観点などを踏まえ，
スケルトン定借によるこれらの事例では，建物を「スケルトン」
「共用インフィル」
「専
用インフィル」の 3 つに区分している（図参照）。
今回の事例では，最終的に設計時の自由度が大きく確保される方向に区分が引っ張ら
れていた。設計時の自由・多様性に較べると，長期耐用，時間軸での多様性・可変性は
十分には達成されていない点がみられた。
「スケルトン」
「共用インフィル」「専用インフ
ィル」の 3 区分は，物理的性格・所有権利関係などからみて基本的に同種の性質のもの
でも，供給手法など各事例の特性に応じて，それに適するように具体の空間，部位を訳，
線を引くことが有効である。

図．スケルトン定借における建物区分の概要
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２－３ 計画 計画手法

江袋聡司（国土技術政策総合研究所）、小林秀樹（同）
、藤本秀一（建築研究所）
SI 分譲住宅のインフィルフリープランの事例調査について
日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）

pp.645～646

2001 年 9 月

SI 住宅、フリープラン、分譲住宅、間取り変更内容、労務量調査
１．研究目的
SI 住宅のフリープラン事例を調査し，今後の課題の検討を行う。
２．研究対象、研究方法
対象は平成 13 年 3 月にフリープラン設計を終了した兵庫県の SI と広告した分譲住宅 1
事例 11 戸である。インフィル設計者等にフリープラン設計の流れ・設計内容・購入者の
要望で実現できなかったこと・設計体制等についてヒアリング調査した。インフィル設
計の業務内容と労務量の記録を行った。
３．研究概要（論文要旨）
購入者には，打ち合わせ回数の上限は提示されておらず，平均打ち合わせ回数は 5.5
回であった。インフィル設計者の役割は設計業務の他に，契約用の見積書，CAD 図面作
成，工事請負契約書作成，施工図の確認，現場における変更内容の確認及び竣工引渡時
の立会い業務であった。インフィル変更工事費は最低 39 万円，最高 220 万円，平均 113
万円であった。水廻りを移動した 3 戸（茶室設置，風水，サウナ）が要望を実現したた
め，SI の対応力の高さが確認できた。
労務時間は事前準備に 309 時間，SI 住戸以外のメニュープランの相談に 458 時間，フ
リープラン設計に 2211 時間を要した。
設計労務量に相当する設計料とならない要因は，①契約成立のために，来場者が納得
するまで無償で設計を行っていること，②業務分担が不明確なためにおこる労務量の増
加等が挙げられる。１住戸単位のインフィル設計のためには，①住戸別の設計変更、少
量備品発注、工事施工管理情報の共有化・効率化，②労力軽減のための効率的な積算手
法、③顧客満足度を維持しつつ戸数増・設計期間に応じたインフィルフリー設計システ
ム、についてマネジメント手法の構築が必要。

図 フリープラン労務量
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２ー４ 計画 計画手法

山川 太一（京都大学大学院） 高田 光雄（同） 井上 晋一（日本学術振興会）
スケルトン-インフィル型集合住宅におけるクラディングに関する考察
日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）

pp. 267-268

1998 年 9 月

スケルトン･インフィル型集合住宅、クラディング、空間システム、物材システム
１．研究目的
クラディング（スケルトンとインフィルの中間的性質）という概念を明確に位置づけ
るとともに、その概念を用いて意志決定の役割分担の観点から、今後の住宅供給システ
ムについて考察を行う。
２．研究対象、研究方法
まずスケルトン･インフィル型集合住宅を空間システムと物材システムの観点から模
式化する。次にクラディングがそれぞれのシステムと集合住宅の各部分においてどのよ
うに捉えられるか考察する。この考察を元に、クラディングを用いた今後の住宅供給シ
ステムついても考察を行う。
３．研究概要（論文要旨）
集合住宅の各部に対して、クラディングと空間システム、物材システムとの関係性を
考察した結果、図のような関係性にが導き出された。このことからクラディングはイン
フィルに対して中期の耐用性を持つとともに、私的空間、公用空間、公共空間からなる
空間軸に対して結合性を持つことから、スケルトン、インフィルの中間的物材であると
言える。
また、クラディングの概念を用いた今後の住宅供給システムには①スケルトン賃貸型
コレクティブハウス、②サービス付き賃貸住宅、③供給主体の多様化の 3 つのケースが
考えられることが分かった。
図．クラディングを考慮した空間物材システム
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２ー４ 計画 計画手法

山川 太一（株式会社住友銀行） 高田 光雄（京都大学大学院）
スケルトン型集合住宅に対応した利用型ハウジングシステムに関する研究
日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）

pp. 373-374

1999 年 9 月

スケルトン型集合住宅、利用型ハウジングシステム（賃貸）、所有型ハウジングシステム（分譲）

１．研究目的
ストック型社会の到来に伴って、その重要性が高まっているスケルトン型集合住宅に
対して、空間利用主体が利用空間において内装造作等に関わる意志決定を行う「利用型
ハウジングシステム」の実現化モデルの開発を行う。
２．研究対象、研究方法
区分所有権と賃借権を用いて、理論上は存在しない物権的利用権を擬似的に実現する
ことによって、利用型ハウジングシステムの実現モデルの開発をおこなう。
３．研究概要（論文要旨）
物権的利用権とは、区分所有権や共有特分、敷地利用権と言った区分所有者の有する
権利を基に法律を適用し確立した、物財所有主体（大家・販売元）との関係から完全に
独立した権利のことを本研究独自に呼称したものである。
この物権的利用権と私的利用空間、共同的利用空間、公共的利用空間それぞれに対し
てハウジングシステムの類型の考察を行い、表にあるような 6 つの形態の実現化モデル
が成立することが明らかになった。
その結果明らかになった知見は以下の 2 点である。第 1 に各住戸の利用空間に対して、
住人による意志決定を実現するものは、利用型ハウジングシステムとして一定の成果が
あるものの、法的、社会的な面からのサポートが必要であり、安定性がないといえる。
第 2 に住人による意志決定を実現したハウジングシステムについても、区分所有権や建
物賃借権といった権利による問題点を引きずることになる。この対策としては権利につ
いても侑人が選択でき、経年更新を可能とする必要がある。
表．実現化モデルに対するハウジングシステムの類型
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２ー４ 計画 計画手法

李 容圭（京都大学大学院） 高田光雄（同）
可変方式から見た SI 集合住宅における可変インフィルの特性に関する分析
日本建築学会大会学術梗概集（北海道）

pp. 155-156

2004 年 8 月

SI 集合住宅、可変インフィル、可変間仕切り、可動収納家具
１．研究目的
事例考察を通して可変インフィルと SI 集合住宅の可変方式を類型化し、分析すること
で、現状の SI 集合住宅における可変インフィルの特性とその課題を明らかにする。
２．研究対象、研究方法
まず可変インフィルの類型化を行う。次に SI 集合住宅の実例から空間構成と可変イン
フィルの特徴を分析する。そしてこれら 2 つの結果から SI 集合住宅における可変方式別
の可変インフィルの役割と課題を明らかにする。
３．研究概要（論文要旨）
可変インフィルの一つである可変間仕切りはその方式により自立型と拘束型に分けら
れる。更に自立型は施工面から現場組み立ての組立式と完成品を固定する突っ張り式な
どがあり、拘束型はガイド式や吊り式などがある。また可動収納家具は形状により一体
型、分離型、オープン型に、移動方式により一般方式、キャスター･アジャスター方式に
分類できる。次に SI 集合住宅の空間構成は可変インフィルに制限のある①制限方式、特
に制限のない②自由方式、一部制限された③複合方式の 3 つに分けられる事がわかった。
以上の類型化を元に実例分析を行った結果、①制限方式では、単一空間、特に私的空
間同士の可変の場合は環境性と容易性が、複数空間の場合は容易性が重視され、②複合
方式では自由性と容易性が重視されているが、性能の違うインフィルを適用した事によ
る矛盾が生じていること、③自由方式では自由性と環境性が重視されているが容易性低
下による間取りの固定が懸念されることが把握できた。
表．可変インフィルの類型と方式

45

２ー４ 計画 計画手法

李 容圭（京都大学大学院） 高田光雄（同）
長期対応型集合住宅の実現におけるインフィルの課題について
日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）

pp. 819-820

2005 年 9 月

SI 集合住宅、インフィル、可変間仕切り、可動収納家具
１．研究目的
現在開発及び普及しているインフィルを対象として、可変性と再使用性への対応状況
を把握することで、長期対応型集合住宅実現のためのインフィルの課題を明らかにする
ことを目的とする。
２．研究対象、研究方法
インフィル開発者実務者（建材、部品、ハウスといった各種メーカーや建設業等）へ
のインタビュー調査(2004 年 6～7 月)を通じて、インフィルの可変性と再使用性への対応
要素技術を把握し、インフィルの実態を検討する。
３．研究概要（論文要旨）
インフィルの開発目的、適用要素技術とその適用背景について調査対象に質問した結
果、
「可変性」と「再使用性」は①初期搬入関係、②初期設置関係、③撤去・再設置、④
移動、⑤異なるスケルトンへの適合の 5 点について技術開発がなされている事が判明し
た。また、インフィルの活用実態について、再使用性についての技術はあまり用いられ
ていないという結果がでている。
以上よりインフィルの課題として、技術面では可変性や再使用性以外の防音性や耐久
性などの性能を合わせて考慮する必要があることと、活用実態として再使用性について
更に検討が必要であることが把握できた。
表． 調査インフィルへの可変性と再使用性へ対応実態
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第３章 インフィル改修の構法
３－１ インフィル改修構法 二段階供給
（１）インフィル改修と居住者特性の概要

二段階供給方式による集合住宅の改修に関す

る研究 その 1、藤本秀一（建築研究所）、安枝英俊（京都大学大学院）、高田光雄（同）
、
永富 賢（同）、高井宏之（三重大学）、小西二郎（市浦都市開発建築コンサルタンツ）
、
日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）(住宅のリフォーム,建築計画 II) 5745、pp.
377-378、2001 年 9 月
（２）インフィル改修の詳細実態

二段階供給方式による集合住宅の改修に関する研究

その 2、高井宏之（三重大学）、永富賢（京都大学大学院）、高田光雄（同）、勝野幸司
（同）
、藤本秀一（建築研究所）
、小西二郎（株

市浦都市開発建築コンサルタンツ）
、

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）(住宅のリフォーム,建築計画 II) 5746、pp.
379-380、2001 年 9 月
（３）インフィル改修事例の分析
究

二段階供給方式による集合住宅の改修実態に関する研

その 3、永富賢（京都大学大学院）
、高田光雄（同）
、高井弘之（三重大学大学院）

藤本 秀一（建築研究所）
） 小西 二郎（株 市浦都市開発建築コンサルタンツ）ヨ
ムチョルホ（京都大学大学院）
、日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）(住宅のリフ
ォーム,建築計画 II)

5747、pp. 379-380、2001 年 9 月

泉北桃山台 B 団地及び千里亥の子 A 団地のインフィルの改修回数と費用，期間のアンケ
ート調査から一般住戸に比べ，二段階住戸で居住者の定着率が高いことが分かる。また，
二段階住戸における改修は比較的少なく，規模も小さいといえる。
間取り変更等，規模の大きい改修は居住者の入れ替わり時，特に中古住宅として入居す
る際に行われている例が多い。また、新築時と現在の間取りで変更のあった住戸では，個
室が不足する場合には間取りを変更し，個室が余る場合にはそれなりに住みこなす傾向が
ある。
各住戸において、ライフステージの変化や、居住者の入れ替わりに対応して、住戸改修
を含む多様な住み方の変化が起こっていることが明らかとなり、また現在の間取りや住み
方が、居住者にとって合理性を持つことが確認できた。一方で、住戸の改修において、編
平梁を採用していること、間仕切りが床勝ちであること、壁柱の位置を一方に寄せている
ことなどが、間取りの変更を容易にする事に寄与していることが示された。しかし、水廻
りの変更には制約があり、居住者の求める改修への対応に一定の課題が存在することがわ
かった。
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３－２ インフィル改修構法 木質系インフィル
（１）住宅における地域材を活用したインフィルの研究、磯野 重浩（九州産業能力開発大
学校）、京牟禮 実（九州産業能力開発大学校）
、日本建築学会大会学術講演梗概集（中
国）(地域の木造住宅,建築経済・住宅問題) 8080、pp.1331-1332、2007 年 8 月
（２）地域材を用いたインフィルのリフォームに関する研究、磯野

重浩（九州産業能力

開発大学校）
、日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）(木造生産システム,建築経済・
住宅問題) 8032、pp.1185-1186、2008 年 9 月
（３）木質系室ユニットを用いた規模可変居住システムの開発に関する考察、大坪明（武
庫川女子大学）
、山岡

由佳（住友林業アーキテクト株式会社）
、日本建築学会大会学

術講演梗概集（北陸）(集合住宅の可変性,建築計画 II) 5650、pp.107-108、2010 年 9
月
住宅における地域材を活用したインフィルの研究、地域材を用いたインフィルのリフォ
ームに関する研究では、鉄筋コンクリート造住宅、特に集合住宅における内装リフォーム
工事に地域材を活用することを目的に、屋内実習上に集合住宅の内装仕上げを施した建物
を設定し、施工実験を行っている。その結果が作業工程毎に技術・技能的項目に整理され
ている。地域材の品質が確保され、調達システムが整備された形にするのは容易ではない
が、地域材の特性を生かしてエリアを絞った中での生産体制を考えれば生産システムの構
築は実現可能であると結論づけている。
木質系室ユニットを用いた規模可変居住システムの開発に関する考察では、居住空間の
過剰等に関連した住宅の短命さという問題の解のとして、規模可変の木造住宅のシステム
の概要を考案、計画案に展開することでその妥当性が検証されている。当該システムは木
質ラーメン架構の 6×6m 以下の部屋ユニットを複数分散配置し、容易に付加・撤去可能な
廊下や階段等を用いて結合して１住戸を構成したものであるが、検証の結果、確認申請上
課題が残されているものの、余剰空間を利用できるシステムは有効であると結論づけられ
ている。
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３ー３ インフィル改修構法
（１）インフィル構成部材の部品化による効率的な内装リニューアル技術に関する研究、
山本洋史（東京ガス）
、横山謙司（同）
、日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸) (学術
講演梗概集. 構造系) 1023、pp.57-60、2002.8
（２）集合住宅のリフォーム時における内装材廃棄物の削減手法に関する研究 その 3 最
新施工事例の調査とリサイクル可能なインフィルシステムの提案、君塚尚也（竹中工
務店）
、山口隆生（早稲田大学）金森道、中島裕輔（工学院大学）
、日本建築学会大会
学術講演梗概集(東海) (資源循環(1),環境工学 I)40480、pp.975-976、2003.9
（３）ユニット化天井下地システムの工数調査

リフォーム工事に適した省力化工法の開

発研究(その 1)、海老原享圭（東京都市大学）、藤原正寛（同）小見康夫（同）
、日本建
築学会大会学術講演梗概集(北陸) (住宅のインフィル・リフォーム,建築社会システ
ム)8018、pp.1137-1138、2010.9
（４）ユニット化乾式二重床システムの工数調査

リフォーム工事に適した省力化工法の

開発研究(その 2)、藤原正寛（東京都市大学）、海老原享圭（同）小見康夫（同）、日本
建築学会大会学術講演梗概集(北陸) (住宅のインフィル・リフォーム,建築社会システム)
8019、pp.1139-1140、2010.9
４論文では集合住宅における内装リニューアルにおける新工法の提案とその立証実験を
行い考察を行っている。（１）では内装設備構成部材を部品化したことで工期の短縮が可能
となること、高い施工技能を必要としなくなること、材料費と工事費の明確な分離が可能
となることを立証した。（２）では内装材の接合方法に着目し、廃棄物削減手法としてリサ
イクル可能なインフィルシステムの提案がなされた。今後増加するであろう内装リフォー
ムにおいて、工数の削減と内装材廃棄物の削減という喫緊の課題を解決し得る研究・開発
を進めるべきであると述べられている。
（３）
、
（４）ではユニット化した天井下地システム
と乾式二重床システムの提案を行い、既往研究との比較から工数の削減が可能となったこ
とを立証したと同時に、部屋面積が小さい場所での工数の増加という問題を示唆した。
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３－４ インフィル改修 賃貸住宅
（１）公社賃貸住宅団地における自主リフォームの実態と一般化に向けた課題

－公社賃

貸住宅団地のストック活用方策としての自主リフォームに関する研究その 1－、藤本秀
一、新井信幸、小林秀樹、日本建築学会計画系論文集 605 号、pp. 7-13、

2006.7

３－５ 家具
（１）可動家具による住空間の可変性に関する研究、日野浦里沙（東京理科大学）
、牛腸大
希（同）
、岡本一紀（同）
、奥田宗幸（同）
、日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）
(設計教育・その他,建築計画 I) 5303、pp.639-640、2005 年 9 月
（２）非専門家による可動収納家具の設置・変更の施行性に関する研究

—求道學舎リノベ

ーション住宅の 301 住戸を対象に—、李容圭（京都大学）
、高田光雄（同）
、安枝英俊（同）、
日本建築学会計画系論文集、Vol.73、No.632、pp.2017-2024、2008 年 10 月
（３）自由連結型可動家具による空間改変手法の研究、小見康夫（武蔵工業大学）
、日本建
築学会技術報告集、Vol.17、No.35、pp.361-364、2011 年 2 月
移動家具の連続配置による配列パターンの分析と、試作を含む具体的提案を行った。ス
ケルトンや固定インフィルから独立性が高く、移動が容易で、様々な形状に配列可能な移
動家具の可能性は大きい。今回は高さ方向については、マンション等の梁下に収まること
を想定したが、オフィス用パーティションのように様々な高さのバリエーションが考えら
れる。子供用スペースなどでは移動式ワゴン程度のさらに低いものも有効と思われる。近
年の SOHO、シェアードハウジングなどの多様な居住形態の登場が、生活との関係の多様
化をもたらしており、個室を作らず領域に基づいて居住空間を構築することが選択肢とし
て提案されているなか、可動収納家具を用いる島型プランは大いに期待でき、居住者は容
易に居住空間を変えることが可能であると言える。
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３－１ インフィル改修構法

藤本

秀一（建築研究所）

永富

賢（同）

高井

安枝

英俊（京都大学大学院）

宏之（三重大学） 小西

インフィル改修と居住者特性の概要

高田

二郎（株

光雄（同）

市浦都市開発建築コンサルタンツ）

二段階供給方式による集合住宅の改修に関する研究

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）

pp. 377-378

その 1

2001 年 9 月

集合住宅，二段階供給方式，住戸，改修
１．研究目的
二段階供給方式により供給された集合住宅の改修実態等の調査を通じて，良質な都市
住宅ストック形成に向けた基礎資料を得ることを目的とする。
２．研究対象、研究方法
泉北桃山台 B 団地及び千里亥の子 A 団地（建物概要は表 1 参照）を対象に 2000 年 12
月に留置自記法によるアンケート調査，及びインタビュー調査を行う。
３．研究概要（論文要旨）
泉北桃山台 B 団地及び千里亥の子 A 団地のインフィルの改修回数と費用，期間のアン
ケート調査の結果は表 2 のような結果となった。この調査結果から，一般住戸に比べ，
二段階住戸で居住者の定着率が高いことが分かった。また，二段階住戸における改修は
比較的少なく，規模も小さいといえる。これらは入居時に住要求を反映した個別設計が
影響していると考えられる。
桃山台にくらべて亥の子谷で改修例が少ないのは，建設後年数の違いのほか，居住者
の入れ替わりが少ないことによるものと考えられる。また間取り変更等，規模の大きい
改修は居住者の入れ替わり時，特に中古住宅として入居する際に行われている例が多い。

表 1 調査対象事例の概要

表 2. 改修回数と費用・期間
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３－１ インフィル改修構法

高井

宏之（三重大学）

藤本

秀一（建築研究所）

永富
小西

インフィル改修の詳細実態

賢（京都大学大学院）

高田

光雄（同）

勝野

幸司（同）

二郎（市浦都市開発建築コンサルタンツ）
二段階供給方式による集合住宅の改修に関する研究

pp. 379-380

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）

その 2

2001 年 9 月

集合住宅，二段階供給方式，住戸，改修
１．研究目的
本稿では，中古住宅に関して前居住者の改修実態の情報は全て得られているわけでは
ないが，前稿に引き続き，建物週の躯後（入居後）のインフィル改修の実態を把握する
ことを目的としている。
２．研究対象、研究方法
前稿と同様に，泉北桃山台 B 団地及び千里亥の子 A 団地を対象に 2000 年 12 月に留置
自記法によるアンケート調査，及びインタビュー調査を行う。
３．研究概要（論文要旨）
表 1 は改修内容と住戸タイプ・入居時期の関係性である。インフィル改修では，両団
地共に「壁紙の張り替え」が多く，また竣工の速い桃山台で「バスユニットの交換」
「洗
面化粧台の交換」が比較的多い。なお，桃山台で「床仕上げの張り替え」
「給湯器の交換」
が多いが，前者は竣工時の床仕上げであるカーペットがフローリングに変更される例が
多く，後者は当初の給湯器に共通した不具合が発生したことの表れである。入居時期の
比較では，特に中古「間取りの変更」に係る項目が多く見られる。
表 2 は新築時と現在の間取りで変更のあった住戸であり，個室が不足する場合には間
取りを変更し，個室が余る場合にはそれなりに住みこなす傾向がある。
竣工後年数と同時に居住者の入れ替わりの影響の方が大きく，その影響は間取り変更
においても家族のライフステージに比べて大である。

表 1. 改修内容と住戸タイプ・入居時期の関係か（数字は延べ回数）

表 2 新築時と現在の間取りで変更のあった住戸
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永富

賢（京都大学大学院）

高田

小西

二郎（市浦都市開発建築コンサルタンツ）ヨムチョルホ（京都大学大学院）

インフィル改修事例の分析

光雄（同）

高井

弘之（三重大学） 藤本

秀一（建築研究所））

二段階供給方式による集合住宅の改修実態に関する研究

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）

pp. 379-380

その 3

2001 年 9 月

集合住宅，二段階供給方式，住戸，改修
１．研究目的
本稿では，住戸内の改修のメカニズムを明らかにするともに、居住者のニーズに対し
てこの集合住宅のスケルトンがどれだけ応えられるか（スケルトンのキャンパスシティ）
を検討することを目的としている。
２．研究対象、研究方法
前稿と同様に，泉北桃山台 B 団地及び千里亥の子 A 団地を対象に 2000 年 12 月に留置
自記法によるアンケート調査，及びインタビュー調査を行う。調査対象とした 2 団地の
内、桃山団地について、住戸タイプと入居時期の異なる４住戸を取り上げ、比較分析を
行う。
３．研究概要（論文要旨）
表 1 は現在の居住者の家族構成、属性、行った改修、満足度、定住・改修の意向につ
いて整理したものである。各住戸において、ライフステージの変化や、居住者の入れ替
わりに対応して、住戸改修を含む多様な住み方の変化が起こっていることが明らかとな
り、また現在の間取りや住み方が、居住者にとって合理性を持つことが確認できた。一
方で、住戸の改修において、編平梁を採用していること、間仕切りが床勝ちであること、
壁柱の位置を一方に寄せていることなどが、間取りの変更を容易にする事に寄与してい
ることが示された。しかし、水廻りの変更には制約があり、居住者の求める改修への対
応に一定の課題が存在することがわかった。

表 1 現在の居住者の家族構成、属性、行った改修、満足度、定住・改修の意向について
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３－２ インフィル改修構法 木質系インフィル

磯野 重浩（九州産業能力開発大学校）
、京牟禮 実（九州産業能力開発大学校）
住宅における地域材を活用したインフィルの研究
日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）

pp.1331-1332

2007 年 8 月

インフィル、SI 住宅、地域材、生産システム、技術、技能
１．研究目的
鉄筋コンクリート造（以下、RC 造）の住宅建築における内装材に、地元で産出される
木材（以下、地域材）を用いた仕上げ方法を検討し、住宅の長寿命化を考慮したスケル
トンインフィルに対応する生産方法を開発すること。
２．研究対象、研究方法
SI 住宅におけるインフィル材として地域材を用いた内装仕上げの試行により、①各部
の収まり施工方法、②施工に際しての技術・技能的要素の抽出、の 2 点を考察し、地域
材の活用の可能性を検討する。
３．研究概要（論文要旨）
3.1. 施工試験概要
建物内に設置した RC 造の実験建物の中に地域材を用いた内装仕上げを実施する。施工
範囲は壁の 3 面、床、天井であり、3 面の壁のうち 2 面は外周の躯体面、もう１面は間仕
切り壁を想定している（図-１）。使用した材料は「京築ヒノキ」という、北九州地域を産
地とする地域材で、一般のヒノキと比較して、材が紅色を呈し年輪幅が小さい特徴を持
つ。
3.2. 施工試験実施結果
各部の納まりの検討において壁－床は床勝ち、壁－天井は壁勝ちを前提とする。施工
試験の結果を元に、材料面、施工・運用面での今後の検討課題を整理すると、①可変性
への考慮と改修時の施工方法、②遮音性、断熱性などの性能の確保と評価、③部材寸法
と施工方法の標準化、規格化、④材径による木取りの方法と間伐材・小径材の活用、⑤
JAS 等の規格の適用範囲、⑥他工法とのコスト、労務量の比較といった項目が挙げられ
る。これらの項目の確認と評価は、インフィル材として材料開発する上で必要な要件で
あり、品質の確認とそれを評価する体制の存在も重要である。そして木材を扱う上では
技術・技能的項目や木に関して理解することの重要性を施工者や設計者、消費者、生産
者それぞれが認識することが求められる。今回、林業の現状を踏まえながら施工試験を
実施した結果、地域材はインフィルに活
用可能であると確認できた。地域材の利
用拡大には、川上から川下までの相互理
解や木育の推進が重要な事項であり、地
域材の活用を生産システムという広い視
野で捉える必要がある。

図-１施工試験におけるインフィルの構成要素と施工フロー
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３－２ インフィル改修構法 木質系インフィル

磯野 重浩（九州産業能力開発大学校）
地域材を用いたインフィルのリフォームに関する研究
日本建築学会大会学術講演梗概集（中国）

pp.1185-1186

2008 年 9 月

インフィル、地域材、リフォーム、生産システム、技術、技能
１．研究目的
集合住宅のリフォーム工事への活用について、施工試験を通して検討することにより、
必要となる技術・技能面に関する項目を整理するとともに、地域材活用のための要件を
考察する。
２．研究対象、研究方法
施工試験は大学内の屋内実習上に集合住宅の内装仕上を施した建物を設定し、①イン
フィルのリフォームに地域材を活用すること、②地域材を用いた内装ドアを製作するこ
との 2 項目を対象とする。また、施工試験と並行し関係者へのヒアリング等を実施する。
３．研究概要（論文要旨）
既存仕上部の改修に関して、内部仕様は一般的な RC 造集合住宅を想定しており、今回
の施工試験では、原則として既存の下地構成を残した状態で仕上材を取り付ける工法と
した。納入された木材は、検査により含水率が 15％以下であることや反りやねじれが生
じていないことから、製材過程の品質管理状況が良好であることが確認できる。今回の
ような工法では壁における胴縁材の取付方法や金物の選択等考慮を要するが、壁の遮音、
断熱等の性能を従来のまま維持できるとともに、改修に伴う廃棄物の発生を抑える効果
も期待できる。内装ドアの製作に関して、試験建物に取付後の経過を観察した結果、枠
自体には変形やねじれは生じないものの、一部に鏡板の割れが見られた。これは鏡板同
士の接着と仕口のホゾ深さの関係から、部材の乾燥に伴って割れが生じたと推測できる。
集合住宅のリフォームにおいて、インフィル全般にわたる工事が一般的であるが、ユ
ーザー側の集合住宅における木装仕上げの認識は低い現状にある。しかし、住宅ストッ
クの状況等を鑑みると、今後このようなリフォームの要求が高まることが予想される。
図-１は地域材の流通過程と情報の流れを整理したものである。この地域材が品質確保さ
れ、調達システムが整備された形にするのは容易ではないが、地域材の特性を生かして
エリアを絞った中での生産体制を考えれば
生産システムの構築は実現可能である。その
為にも、設計・施工段階でユーザーのニーズ
を的確につかみ、川上側へ生産情報を伝達
し、川上側も素材生産・製材を製品開発と位
置づけて、技術情報を収集するとともに、ユ
ーザーの森林環境への認識と理解を深めるこ

図-１地域材を活用する際の関係者間の連携

とも重要である。
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３－２ インフィル改修構法 木質系インフィル

大坪 明（武庫川女子大学）、山岡 由佳（住友林業アーキテクト株式会社）
木質系室ユニットを用いた規模可変居住システムの開発に関する考察
日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸）

pp.107-108

2010 年 9 月

住宅計画、賃貸集合住宅、プラン可変、規模可変、木質ラーメン架構、長寿命住宅
１．研究目的
核家族化が招いた居住空間の過剰や地球環境・資源問題に関連した住宅の短命さとい
った諸問題に対する解の一つとして、住空間の大きさを含めた可変性と利用のフレキシ
ビリティーを持つ住宅を木造でつくるシステムを考察すること。
２．研究対象、研究方法
可変型住宅に関して十分な研究が行われていないため、住宅の規模可変の木造住宅の
システムの概要を大坪が考案し、山岡が卒業設計で当該システムを計画案に展開するこ
とでその妥当性を検証する。
３．研究概要（論文要旨）
3.1 システムの概要
木質ラーメン架構の利用を想定し、6×6m 以下の部屋ユニットを複数分散配置する。
隙間は採光・通風等に利用し、ユニット毎に LDK や水回り諸室を収容する。これらのユ
ニットを、容易に付加・撤去可能な玄関や廊下、階段を用い
て結合し、１住戸を構成する。部屋ユニットの結合の仕方の
変更により、住宅規模・構成の変化が可能となる。それが世
帯の変様により余剰空間が出来た時に、その空間や部屋ユニ
ットを別な世帯が使うことを可能にする。2 階建てユニット
の場合は、ユニット丸ごと元の住居から切り離すことも出来
れば、2 階だけを単独で利用できる様にする。余剰空間は、
基本的には、当該住戸の隣接住戸と結合させることしかでき
ないが、当該の部屋だけ切り離して他住戸の離れとして

図-１ユニット利用展開模式図

利用する方法が考えられる。
3.2 システムの検証
920 ㎡の敷地に当該システムを利用した、8～9 戸の木造 1～2 階建て賃貸住宅を配置す
る。計画では 6×6m 以下の大きさの異なる 5 種類の部屋ユニットを分散配置し、車はカ
ーシェアリング方式を採用、駐車場は半地下に RC 造で数台分計画した。
計画案の検証の結果、再生可能な資源である木を使い、世帯の様態の変化により生じ
る余剰空間を、単独住居としても他世帯への付随空間としても利用できるシステムは有
効であると考えられる。多数の小規模ユニットによる高コストが予想されるが、部屋ユ
ニットは長期間利用が可能であることからコスト吸収は期待し得る。ただし、建築基準
法上の確認申請に関して、今後の課題が残されている。
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３－３ インフィル改修構法 木質系インフィル

山本洋史（東京ガス）
、横山謙司（同）
インフィル構成部材の部品化による効率的な内装リニューアル技術に関する研究
日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸)

1023

pp.57-60

2002.8

部品化、多能工、内装リニューアル、住戸内インフラ、インフィル、インフラ工
１．研究目的
内装設備構成部材を部品化し多能工が施工することによる、効率的な全面リニューア
ル技術の基本的概念と、その検証事例についての報告を行う。
２．研究対象、研究方法
部品化、多能工による施工モデル（65 ㎡、床面はコンクリート造、天井面及び外壁面
は実験パドックのため合板仕上げ）を作成し、住戸内リニューアル工事におけるインフ
ラシステム導入メリットの仮説立案と検証実験を行う。施工体制はインフラ工、施工管
理兼務者、置き床専門技能者の 3 名。
３．研究概要（論文要旨）
検証実験の結果を表 1 に示し、考察を以下に記す。
①工程面
インフラ工の導入と部品化した部材により短工期で高品質な住空間の供給を立証した。
作業者の習熟と改良した部品開発によりさらに工期短縮が見込める。
②品質面
部品化により、高い施工技能レベルを要求するものではない作業となり、品質を確保で
きた。
③インテリアとの分離
床上電気配線工事と壁下地工事を同時に進めなければならなかったため、インテリアと
インフラシステム部品の明確な分離には至らなかった。
④コスト面
部品化により材料費と工事費を明確に分離することが可能となり、今後顕在的な部分の
コストダウンの目標を立てる際の課題を明確にすることが可能となった。
表 1 インフラ工事検証実験結果
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３－３ インフィル改修構法 木質系インフィル

君塚尚也（竹中工務店）、山口隆生（早稲田大学）金森道、中島裕輔（工学院大学）
集合住宅のリフォーム時における内装材廃棄物の削減手法に関する研究
日本建築学会大会学術講演梗概集(東海)

40480

pp.975-976

2003.9

集合住宅、リフォーム、内装材、リサイクル
１．研究目的
最新施工事例における接合方法の特徴および問題点を把握し、改善するための先進事例
調査から工法的側面からの廃棄物削減手法として、リサイクル可能なインフィルシステ
ムの提案を行う。
２．研究対象、研究方法
対象は東京都都心部再開発地区超高層住宅（RC56 階建て）。調査内容①目視およびカメ
ラ、ビデオによる施工方法・接合方法等の調査。②工事管理担当者および作業員に対す
る施工方法・接合方法のヒアリング。③施工領収書による施工手順の調査。
３．研究概要（論文要旨）
・事前調査として中間処理場に対し先進的な処理方法に関するヒアリングを行い、民間
企業企業の先進事例から、実用化及び商品化レベルの分離解体容易な接合方法の抽出を
行った。接合方法の適用可能部位・特徴を表 1 に示す。
・インフィルシステムの提案
設備更新時に発生する内装材の付加排出物を抑制する為、二重床・二重天井工法とする。
これにより内装と設備の分離が図られ、遮音性能も向上する。次に、間取り変更時に発
生する床、天井からの付加排出物を抑制する為、床・天井先行工法とする。接着方法は
前述した方法より選定する。図 1~3 に部位別の接合方法改善案概念図を示す。
表 1 抽出した接合方法一覧

図 1~3 部位別接合方法改善案概念図
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３－３ インフィル改修構法 木質系インフィル

海老原享圭（東京都市大学）、藤原正寛（同）小見康夫（同）
ユニット化天井下地システムの工数調査
日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸)

8018

pp.1137-1138

2010.9

天井下地、リフォーム、工期短縮、集合住宅
１．研究目的
集合住宅のリフォーム用に開発された新しい天井下地工法についてその工数調査を行
い、施工性の評価と課題について分析及び考察を行う。
２．研究対象、研究方法
対象は東京都世田谷区等々力の築 17 年壁式 RC 造 3 階建て、社宅から分譲へコンバー
ジョンした物件。施工期間 2 日、職人 1 名。研究方法①新たな天井下地システム（格子
状下地パネル）を用いて動画、写真、筆記により記録を行う。②準備・作業・休憩時間
の記録。③全活動時間の内訳を求め、相関関係を導き省略化に向けた分析を行う。
３．研究概要（論文要旨）
・パネル毎に要した時間を示したグラフを図 1 に示し、以下に考察を記す。
水周り、玄関等の小さい部屋の一枚当たりの作業時間が多いことがわかる。これは天井
の高さの違いや間接照明や間接照明が有することから、パネル位置の確認に時間を要し
たことが考えられる。このことから部屋の大きさが小さい場所ほどパネルのメリットが
出せないことが指摘できる。
・単位面積当たりの工数を既往研究と比較したグラフを図 2 に示し、以下に考察する。
工数分析により、本システムの施工性が従来の工法より優れている可能性が高いことが
わかった。狭い居室などの工数を削減することが今後の課題である。

図 1 パネル別工数変化

図 2 既往研究との比較
（単位面積当たり工数）
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３－３ インフィル改修構法 木質系インフィル

藤原正寛（東京都市大学）
、海老原享圭（同）小見康夫（同）
ユニット化乾式二重床システムの工数調査
日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸)

8019

pp.1139-1140

2010.9

乾式二重床、リフォーム、工期短縮
１．研究目的
集合住宅のリフォーム用に開発された新しい乾式二重床下地工法についてその工数調
査を行い、施工性の評価と課題について分析及び考察を行う。
２．研究対象、研究方法
対象は東京都世田谷区等々力の築 17 年壁式 RC 造 3 階建て、社宅から分譲へコンバー
ジョンした物件。工事面積 67.81 ㎡、施工期間 4 日、職人数 2 名（最終日のみ 1 名）
。研
究方法①新たな床下地システム（格子状下地パネル）を用いて動画、写真、筆記により
記録を行う。②準備・作業・休憩時間の記録。③全活動時間の内訳を求め、相関関係を
導き省略化に向けた分析を行う。
３．研究概要（論文要旨）
・パネル毎に要した時間を示したグラフを図 1 に示し、以下に考察を記す。
水回りや狭いスペースでは、パネル加工に関わる工数が多く、この部分に合理化の余地
がある。
・高さ調整、ビス留めは属性によらず工数が多く合理化の余地がある。これら以
上に工数が多いのは準備作業に関するもので、中でも会話が大部分を占めている（図２）。
これはシステムの習熟により大幅な削減の可能性があり、全工事時間の短縮に対して最
も大きな影響を与える。
小規模なリフォーム工事においては一人の職人による作業が多いため、一人施工が容
易であることを前提に、上記の課題を解決することが望ましい。
また、一般的な乾式二重床構法との比較が不可欠であり、今後の課題である。

図 1 パネル別工数変化

図 2 内容別に見た準備作業時間
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３－４ インフィル改修 賃貸住宅

藤本 秀一、新井 信幸、小林 秀樹
公社賃貸住宅団地における自主リフォームの実態と一般化に向けた課題
－公社賃貸住宅団地のストック活用方策としての自主リフォームに関する研究その 1－
日本建築学会計画系論文集

605 号

pp. 7-13

2006.7

リフォーム、ストック活用、公的賃貸住宅、団地再生
１．研究目的
「手づくりリフォーム」の実施把握を通して、公的賃貸住宅団地のストック活用方策
として有用と考えられる「自主リフォーム」の仕組みの要件を明らかにする。
２．研究対象、研究方法
神奈川県住宅供給公社賃貸住宅の S 団地を対象とし、
「手づくりリフォーム」を実施し
た世帯及び実施しなかった世帯へのアンケート調査と、リフォーム世帯には、併せてイ
ンタビュー調査と住戸間取りの採取。また、事業関係主体である公社（家主）
、信販会社、
リフォーム会社を対象にインタビュー。
３．研究概要（論文要旨）
手づくりリフォームの仕組みは、居住者の費用負担でリフォームを実施し、リフォー
ムメニューはパッケージ化。居住者の仮移転先も確保され、
「手作りフォーム」専用のク
レジットがある。退去時は、リフォーム部分の所有放棄により、公社は原状回復免除と
している。また「手作りフォーム」に関わる主体関係は図１の通り。
リフォームを実施している事例の中から、世帯タイプ、住戸タイプ（２DK、３K）の
異なる事例が抽出され、リフォームの実施動機および評価等について詳細な分析を行う。
その結果、
「手作りフォーム」の実施については、中高齢者の世帯では永住意向が大きく
影響し、若年層の世帯ではこの先の想定する居住年数と費用負担の関係を考慮して意思
決定していることが分かった。
４．まとめ
「自主リフォーム」の一般化に向けては、家主側の対応能力を考慮しつつ、
「退去時の
所有放棄以外（内装の自由売買等）の取り扱いも含めた費用負担の選択の多様化」
「一層
のリフォーム自由度・選択肢の向上」が要件として挙げられる（図２）。

図１「手作りフォーム」に関わる主体間の関係
図２手作りフォームの実態と「自主リフォー
ム」の一般化に向けた要件
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３－５ 家具

日野浦里沙（東京理科大学大学院）、牛腸大希（同）、岡本一紀（同）、
奥田宗幸（東京理科大学理工学部建築学科）
可動家具による住空間の可変性に関する研究(設計教育・その他,建築計画 I)
日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿） 2005

pp.639-640

2005 年 9 月

可動家具、ライフスタイル、シミュレーション、住空間、SI 方式
１．研究目的
事例分析を通して可動インフィルを類型化し住空間における特性を把握するそして、可動
家具における可動実験及び可動家具を用いた間取り変化のシミュレーションを行い、可動家
具を持つ住空間の可変性を明らかにする。
２．研究対象、研究方法
建築雑誌、可動インフィルの関連文献から得た 54 事例から、事例基礎情報及び可動インフ
ィルに関する情報を項目として、データベースを作成。この事例を分類し、類型別の特徴を
把握する。また、可動家具を動かした際の居住者に与える負荷を把握する実験を行う。
３．研究概要（論文要旨）
可動インフィルを「可動間仕切り」「可動家具」「可動家具」に類理化し、各々の特性を
把握できたことで、居住者のライフスタイルに合わせた住空間設計が可能になった。また、
可動家具を対象とした可動実験では居住者が自由かつ容易に可動家具を使用できる荷重を把
握した。さらに、可動家具の特性及び可動実験結果を用いて、住空間における可動家具を用
いた間取り変化のシミュレーションを行うことで、具体的な可変の様子が明らかになり、異
なる条件の下でも居住者のライフスタイルの変化に柔軟に対応した多様なプランを示せた。
以下より、可動家具は住空間の計画の手法の一つとして有効であると思われる。今後は、可
動家具における居住実験を通して問題点を把揮することが必要であり、より居住者の生活に
密接に関係した可動家具を用いた住空間が設計されていくことを期待する。

図

Type1 分析シート

図

Type2 分析シート
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３－５ 家具

李容圭（京都大学）、高田光雄（同）、安枝英俊（同）
非専門家による可動収納家具の設置・変更の施行性に関する研究
—求道學舎リノベーション住宅の 301 住戸を対象に—

Vol.73,No.632

日本建築学会計画系論文集

pp.2017-2024

2008 年 10 月

非専門家、可動収納家具、工程分析、工数分析
１．研究目的
居住者自らの設置・変更を可能にする可動収納家具の技術的な検討に向けて、非専門
家と位置づける大学院生は本可動収納家具を用いて設置・変更を容易に行えるか、どの
ような置き方が容易であるのかを把握する。
２．研究対象、研究方法
本可動収納家具の設置・変更作業を非専門家と専門家が同一プラン、異なるプランで
行い、「工程分析」
、「工数分析」を通じて評価を行う。
３．研究概要（論文要旨）
非専門家は専門家より作業を容易に行うことができなかったと考えられる。しかし、
その要因は本可動収納家具のビスや化粧パネルなどの施行が難しかった一部要素技術に
あり、本可動収納家具の特徴とも言える薄型であること、キャスターを採用しているこ
とは、非専門家の移動の施行性を向上させることが検証できた。また、当初本可動収納
家具の置き方として想定されていなかった島型プランは、非専門家が工程を容易に行う
ことができ、可動収納家具自体の設置・変更の施行性も高くなることが分かった。工程
の理解や熟練度が低い非専門家にとっては、島型が容易な置き方であると推測すること
が妥当であると考えられる。近年の SOHO、シェアードハウジングなどの多様な居住形
態の登場が、生活との関係の多様化をもたらしており、個室を作らず領域に基づいて居
住空間を構築することが選択肢として提案されているなか、可動収納家具を用いる島型
プランは大いに期待でき、居住者は容易に居住空間を変えることが可能であると言える。
表

可動収納家具の置き方による３つのプラン

表

専門家と非専門家とのインタビュー調査の結果
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３－５ 家具

小見康夫（武蔵工業大学）
自由連結型可動家具による空間改変手法の研究
Vol.17,No.35

日本建築学会技術報告集

pp.361-364

2011 年 2 月

SI 住宅,可変インフィル,間仕切り家具
１．研究目的
可変インフィルの連結配置の自由度を高め、様々な空間改変を容易に実現可能な可動収納
家具の基本システムに関する提案と、その試作に関する報告。
２．研究対象、研究方法
既存可動家具の配置における「基本的な連結パターン」の考察から問題点を探り、解決策
を提案する。
３．研究概要（論文要旨）
これまで体系的に扱われることがほとんど無かった、移動家具の連続配置による配列パタ
ーンの分析と、試作を含む具体的提案を行った。世帯の少人数化とともに個室にとらわれな
い住宅プランが増加する中、SI 住宅の目的の 1 つである簡易な空間改変手法の重要性は今後
高まると予想されるが、スケルトンや固定インフィルから独立性が高く、移動が容易で、様々
な形状に配列可能な移動家具の可能性は大きい。またオープンな商品として流通すれば、広
く普及することも期待できる。非住宅の分野でも様々な利用が考えられる。今回は高さ方向
については、マンション等の梁下に収まることを想定し、また制作上の都合から合板等の規
格寸法である 1820mm としたが、オフィス用パーティションのように様々な高さのバリエー
ションが考えられる。子供用スペースなどでは移動式ワゴン程度のさらに低いものも有効と
思われる。本研究は、これらの基本的な部分の検討・提案であり、具体的な機能・性能等を
評価するには、現実の建物に実装し一定期間使用するなどの検証が必要になるが、今後の課
題としたい。

表

３以上の可動家具の連続による配置パターン

図

試作家具の概要（上段：断面図

下段：試作写真）
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第４章 インフィルの構法
４－1 インフィル構法
（１）集合住宅の木製軸組間仕切の施工性に関する調査研究、王
深尾 精一（同）
、日本建築学会計画系論文集

英健（東京都立大学）
、

457 号、 pp.111-116、1994 年 3 月

（２）集合住宅における木製軸組下地による間仕切と天井の施工性からみた構法特性、王
英健（東京都立大学）
、深尾精一（同）
、日本建築学会計画系論文集 471 号、pp.87-92、
1995 年 5 月
（３）集合住宅における間仕切の建具枠部分の施工に関する調査研究、王英健（東京都立
大学）、深尾精一（同）、日本建築学会計画系論文集 483 号、pp. 153-158、1996.5
（４）内装間仕切構法が電気配線工事の施工性に与える影響に関する調査研究、王英健（東
京都立大学）、深尾精一（同）、日本建築学会計画系論文集第 487 号、pp.119-124、1996.9
住宅・都市整備公団による複数の集合住宅の内装工事現場における施工性調査では、間
仕切の建具枠部分の施工は壁部分より面積当たりの工数がかかるという実態が明らかとな
り、集合住宅の内装の構法、施工及びシステム化に関する問題の複雑さを示している。
また、多摩ニュータウンの集合住宅 2 棟を対象とした内装の工事現場における施工性調
査では、軸組の施工効率に影響を与える要素、特に電気配線が間仕切の施工性に与える影
響は他の配管類より大きいことが分かった。
また、集合住宅の間仕切の下地軸組は内装工事の施工にかかる工数の約 6 割を占めてい
る。理由として、多くの配管・配線・設備機器と取り合い、間仕切軸組の部材配置が複雑
なためであることと、現行の木製軸組天井の施工性が比較的低いことが挙げられる。
現在一般的に行われている木製軸組間仕切構法は、下地の組立とボード貼りが明快に分
離しており、電気配線工事とのジョブコーディネーションが上手くいっていることが明ら
かとなった。
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４－２ KSI
（１）KSI 住宅における内装インフィルの施工性に関する調査研究

―電気工事作業の施

工性について―、國分真奈実(東京都立大学)、深尾精一(同)、秀島昭宣、 木村博幸、
曹逸、日本建築学会大会学術講演梗概集(中国) 5311、pp.621-622、1999 年 9 月
（２）KSI 住宅実験棟のスケルトンと公団インフィルモデルの提案 ―SI 住宅の技術開発
に関する研究(その 2)―、池田賢(都市基盤整備公団)、網野正観(同)、宮本俊次(同)、秀
島昭宣(同)、土師真裕子(同)、日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)

5363

、

pp.725-726、2000 年 9 月
（３）内装設備統合型 KSI 住宅インフィルの研究 その 1：新築工事における作業能率調
査、高世厚史(東京瓦斯株式会社)、横山謙司(同)、大塚和道(同)、谷圭一郎(同)、日本建
築学会大会学術講演梗概集(東北) 5366、pp.731-732、2000 年 9 月
（４）内装設備統合型 KSI 住宅インフィルの研究 その 2：リフォーム工事における作業
能率調査、横山謙司(東京瓦斯株式会社)、高世厚史(同)、大塚和道(同)、谷圭一郎(同)、
日本建築学会大会学術講演梗概集(東北) 5367、pp.733-734、2000 年 9 月
（５）内装設備統合型 KSI 住宅インフィルの研究 その 3：リフォーム工事における部材
の廃棄物量とリユース率調査、大塚和道(東京瓦斯株式会社)、高世厚史(同)、横山謙司
(同)、谷圭一郎(同)、日本建築学会大会学術講演梗概集(東北) 5368、pp.735-736、2000
年9月
（６）立体型 SI 住宅インフィルの研究 ―KSI 住宅実験棟 101 号室における試作実験―、
山口和男(社団法人新都市ハウジング協会)、日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)
5369、pp.737-734、2000 年 9 月
都市基盤整備公団技術センターKSI 住宅実験棟には、公団が考案した水廻りを変更を主
目的とした 203 号室や他企業と考案したインフィルを家具と位置付け個室ユニット・和室
ユニット・間仕切り収納ユニットで間取りを変更する 101 号室など 5 つの実験住宅が設置
されている。
この住宅実験棟を用いた多能工による設備の施工検証では、内装設備・電気設備におい
ても従来の集合住宅よりも施工日数がかかる結果となってしまったが、新規部材を用いて
いることなど慣れない作業が多い為、多能工の作業熟練度や計画の見直しにより削減は可
能であると考えられる。これはリフォーム施工検証においても同様の結果が得られている。
また、リフォーム時における撤去部材のリユース率は各下地材で高く、仕上げ材で低い
という結果が出ている。SI 住宅の内装システムは廃棄物量が削減でき、乾式工法を用いる
ことでリツースに有効であることが明らかとなった。
今後も施工のマニュアル化や部材の標準化を進めることが課題であると言える。
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４－１ インフィル構法

王 英健（東京都立大学）
、深尾 精一（東京都立大学）
集合住宅の木製軸組間仕切の施工性に関する調査研究
日本建築学会計画系論文集

457 号

pp.111-116

1994 年 3 月

施工性、工数、木製下地軸組、内装、配線、配管
１．研究目的
集合住宅の広範囲で使われている木製軸組間仕切構法に着目し、その施工性を把握す
ることにより、今後の集合住宅の内装工事をより合理化、効率化する手法を導き出すこ
とを目的としている。
２．研究対象、研究方法
多摩ニュータウンに建てられた集合住宅 2 棟を対象とし、内装の工事現場において施
工性調査（間仕切の木製軸組の施工プロセス、組立方式、工数、材木の切断回数、既製
建具枠部分の作業工数及び配管・配線・設備機器の位置と状態の記録）を行った。
３．研究概要（論文要旨）
表-１は 2 つの構造方式（調査Ⅰ：壁式ラーメン構造、調査Ⅱ：ラーメン構造）毎の調
査結果の一覧である。なお、軸組単位を構造壁から、一番近い既製建具枠の外縁まで、
または既製建具枠の外縁から次の既製建具枠の外縁までの部分の間仕切を 1 単位とした
ものと定義する。調査結果より、次のようなことが言える。
・両調査における軸組の組立方式は異なっているが、単位面積あたりの材木量や配管・
配線・設備の内容、施工プロセスはほぼ同じであり、表中の施工効率の差は職人の技能
によるものだけでなく、住戸の形状、間仕切位置、工程などの影響を受けている。
・施工工具の進歩、間仕切の木製軸組構法の成熟により、施工効率が向上している。
・軸組の施工効率に影響を与える要素として「面積支配」と「配管・配線支配」の 2 つ
のカテゴリーが存在している。
・2 つのカテゴリーの間に明確な境界の設定は 2 つの実例だけでは困難だが、今回の調査
からは軸組面積 2 ㎡あたりにあると言える。
・電気配線が間仕切りの施工性に与える影響は他の配管類より大きく、調査Ⅰ、Ⅱとも
に配管・配線による影響工数の 6 割弱を占める。
集合住宅の木造軸組間仕切の施工性に影響を与える要素は様々である。本調査研究で
触れた諸要素の他に、使用部材、施工

表-１調査結果一覧

者の技能レベル、作業工程などがあ
る。全ての影響要素は、互いに独立し
ているわけではなく、複雑に関係して
いる。これらがどのように関連し合っ
ているかを明らかにすることが今後
の課題である。
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４－１ インフィル構法

王 英健（東京都立大学）
、深尾 精一（東京都立大学）
集合住宅における木製軸組下地による間仕切と天井の施工性からみた構法特性
日本建築学会計画系論文集

471 号

pp.87-92

1995 年 5 月

内装、施工性、工数、天井、間仕切り、木製下地軸組
１．研究目的
木製軸組間仕切りと天井構法に着目し、これらの実態と併用する場合の問題点を明ら
かにするとともに、両者の比較検討、施工性・施工量及び相互関係の把握することで、
二重天井の内装工事をより合理化、効率化する方法を導くための資料作成を目的とする。
２．研究対象、研究方法
多摩ニュータウンに建てられた共同住宅を対象とする。４つの集合住宅の 5 つの内装
工事について施工性調査を行い、内装の施工プロセス、間仕切り、天井の軸組の製作に
かかる工数、軸組を構成する部材の本数、各部位の施工量等を記録する。
３．研究概要（論文要旨）
表-１は 5 つの構造方式（調査Ⅰ：壁式ラーメン構造、調査Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ：ラーメン構造、
調査Ⅲ：大型 PCa 板壁工法）毎の調査結果の一覧である。なお、本調査研究では、工数
（人・分）を、職人一人による間仕切、天井下地軸組を作成する実作業にかかる時間の
累積と捉えている。調査結果は、以下のようにまとめることができる。
集合住宅の間仕切りの下地軸組は内装工事の施工に掛かる工数の約 6 割を占める。理由
の 1 つに間仕切軸組の施工量が大きいことが言える。多くの配管・配線・設備機器と取
り合い、間仕切軸組の部材配置が複雑なためである。今後、住戸平面の多様化や住生活
レベルの向上等に従う室内配管・配線量の増加によって、間仕切りの工数は、今後、益々
増えていく可能性がある。間仕切りの施工性の向上は内装工事全体の施工性を改善する
上で中心的な課題であると言える。次に、現行の木製軸組天井の施工性が比較的低いこ
とが挙げられる。天井下地軸組の施工効率は間仕切軸組に比べ低く、工数で約 1.3 倍の差
がある。施工上の支障を引き起こす原因として、

表-１調査結果一覧

高い場所で線上の水平部材を取り扱うことが困
難な作業であるということが挙げられる。
今後、新しい空調・換気設備の導入などにより、
天井の施工量は益々増加する傾向にあると考え
られる。本来、集合住宅の間仕切り、天井の木
製下地軸組構法は多種多様な施工環境などに対
応する高い適応力を持っている。こうした長所
の維持を前提として、現行の間仕切の施工効率
の改善と天井の下地軸組の構成を検討すること
が今後の内装構法にとって重要である。
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４－１ インフィル構法

王 英健、 深尾 精一
集合住宅における間仕切の建具枠部分の施工に関する調査研究
日本建築学会計画系論文集

483 号

pp. 153-158

1996.5

建具枠、壁、間仕切、施工性、工数、集合住宅
１．研究目的
建具枠に着眼し、建具枠部分の構法の特長及び施工量・施工性の把握により、その施
工特性、間仕切の壁部分（図 1）の施工との関係などを明らかにすると共に、集合住宅の
間仕切全体の施工性を向上させる手法を導き出すための資料を作成する。
２．研究対象、研究方法
1992 年 9 月～1995 年 3 月、住宅・都市整備公団による複数の集合住宅の内装工事現
場において、施工性調査を実施。調査対象は、3DK・3LDK・4LDK の合計 12 住戸、構
造方式は、ラーメン構造と壁式ラーメン構造。調査対象のうち、住戸Ⅰ～Ⅵは、現場組
立木製軸組下地間仕切構法、住戸Ⅶ～Ⅻは、工場で製作された間仕切パネルを使用。
３．研究概要（論文要旨）
調査結果によると、間仕切の建具枠部分の施工にかかる工数は、間仕切全体の工数の 4
割以上を占め、間仕切の建具枠部分の施工効率は、間仕切の壁部分より低い。また、配
管・配線などによる間仕切の建具枠部分の施工に与える影響は、壁部分より小さい。そ
して、間仕切の建具枠部分の施工効率とその施工面積との間には関連が見られなかった。
また、12 の調査例における建具枠の構成は、
4 つのタイプにまとめることが出来た（図 2）。
パネル化間仕切構法と木軸間仕切構法を使う場合の建具枠部分の施工特性は、かなり異
なる。

図 1 間仕切の壁部分と建具部分

図 2 建具枠の 4 つのタイプ

４．まとめ
今回の調査では、間仕切の建具枠部分の施工は壁部分より面積当たりの工数がかかっ
ているという実態が明らかとなったが、これは集合住宅の内装の構法、施工及びシステ
ム化に関する問題の複雑さを反映している。特に、壁部分のパネル化を考える場合、建
具枠部分の施工性が問題になる。特に、壁部分のパネル化を考える場合は、建具枠部分
の施工性が問題となる。
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４－１ インフィル改修構法

王英健（東京都立大学）、深尾精一
内装間仕切構法が電気配線工事の施工性に与える影響に関する調査研究
日本建築学会計画系論文集

第 487 号

pp.119-124

1996.9

電気配線、間仕切、施工性、工数、内装、集合住宅
１．研究目的
異なる間仕切構法を採用した場合の電気配線工事に着目し、その施工性を把握すること
により、間仕切工事との相互関係を明らかにする共に、集合住宅内装の施工性の向上を
目指す構法開発のための資料作成することを目的とする。
２．研究対象、研究方法
対象は 4DK、3DK、2DK の計 19 戸、壁式ラーメン構造。調査 1~4 は木製軸組下地間仕
切構法、5~19 は下地の木桟の両端に石膏ボードを張り付ける方法で構成される間仕切パ
ネルを使用。なお、調査 5~10 は縦桟形式パネル内配線タイプ、11~19 は木製軸組を併用
タイプ。調査方法は、異なる構法により木工職用と電工職用計 6 種の調査票に一日の実
作業内容・所要時間を記入。
３．研究概要（論文要旨）
①現在一般的に行われている木製軸組間仕切構法は、下地の組立とボード貼りが明快に
分離しており、電気配線工事とのジョブコーディネーションがうまくいっている（表 1）。
②面積、平面レイアウトが同じ住戸においても、採用された間仕切構法の種類が異なる
場合、電気配線工事にかかる工数はかなり異なってくる。
③間仕切壁内の電気配線作業は、内装電気配線工事にかかる全工数の約 1/3 を占め、各種
の作業の占める工数の割合の中で最も多い。
④今回調査対象に採用された間仕切構法は、内装電気配線工事の作業内容に影響を与え
ている。
⑤採用された間仕切構法は、内装電気配線工事の工程に影響を与えている。
表 1 木工事をめぐる電工職の作業日数
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4－2 KSI

國分真奈実(東京都立大学)、深尾精一(同)
KSI 住宅における内装インフィルの施工性に関する調査研究
―電気工事作業の施工性について―
日本建築学会大会学術講演梗概集(中国)

pp.621-622

1999 年 9 月

KSI 住宅、内装施工、施工工数、電気配線工事
１．研究目的
KSI 住宅の内装インフィルについて、特に電気工事作業に着目し、その構法の特徴や
施工実態を現場の施工工数調査によって明らかにすることにより、開発された内装構法
の施工性と問題点を把握する。
２．研究対象、研究方法
KSI 住宅の技術開発の一環として住宅・都市整備公団建築技術試験場に建設された KSI
住宅棟の 1 住戸を対象に内装インフィルの施工工数調査を行った。
３．研究概要（論文要旨）
従来の集合住宅の内装施工時における電工の作業が行われる日数は、同規模のもので 7
日間程度であるのに対し、本調査では 9 日であった。これは、新しい不慣れな作業や予
期せぬ作業の追加などが原因に挙げられる。
従来の集合住宅の内装施工時における内装電気配線工事の工数に関し同規模のもので
約 2800～3300(人・分)に対し、本調査の工数は約 3700(人・分)であった。これは、取付
方法の不慣れによるものだと考えられる。
工程検討表による作業人数及び作業の行われる日数と、実際の調査結果を比較したも
のでは、床配線ダクトとフラットケーブルにおいて 3 人で 1 日の予定であるのに対して、
実際には 5 人で 4 日という結果が出ている。これは予定数が少なく見積もられていたこ
とや、他作業と重なってしまったことが考えられる。
KSI 住宅における内装電気配線工事の工数は、作業に対する認知向上や綿密な工程計
画によって、施工性を向上させることが可能である。本調査では、電工の 1 日あたりの
実作業量が少なかったが、1 住棟ないで施工する住戸数が増えることで改善されると考え
られる。今後も内装インフィルの施工性向上のため内装と設備を総合的にとらえた構法
の開発が必要である。
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池田賢(都市基盤整備公団)、網野正観(同)、宮本俊次(同)、秀島昭宣(同)、土師真裕子(同)
KSI 住宅実験棟のスケルトンと公団インフィルモデルの提案
―SI 住宅の技術開発に関する研究(その 2)―
日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)

pp.725-726

2000 年 9 月

KSI 住宅、可変架構
１．研究目的
公団型 SI 住宅(KSI 住宅)の技術開発を行い、実際に供給することを目指している。
２．研究対象、研究方法
公団の技術センターに建設した KSI 住宅実験棟のスケルトンと、203 号室に試作した
公団インフィルモデルについて報告する。
３．研究概要（論文要旨）
KSI 住宅実験棟は①標準的な住棟携帯と住戸規模を想定(片廊下 11 階建) ②躯体耐久性
を 100 年 ③用途・規模・間取りについて可変架構 ④住戸内バリアフリー確報(階高 3000
㎜以内)を基本方針として設計されている。
スケルトン技術は①高耐久躯体 ②純ラーメン・プレストレストコンクリート梁 ③大
型一枚床板(平面計画に制約が少ない) ④供給設備・供給拝観配線集中立てシャフト(外廊
下・天井内横引き) ⑤排水共用立て管の住戸外設置・排水ヘッダー(間取り変更の制約が
少なく維持管理性に優れる) ⑥モジュラーコーディネーション(基準寸法 300 ㎜)、を採用
している。
203 号室は、他モデルが民間企業と共同試作であるのに対し、公団の考えるインフィル
技術でつくったモデルである。水廻りが自由に動きだしそうなイメージのものとし①床
先行内装構法(施工時の足場がよい) ②片面先行仕上げ間仕切りパネル(①と併せること
で内装工事を省力化・工期短縮) ③躯体分離配線方式・テープゲーブル工法(電気配線が
目立たない) ④緩勾配排水システム(水廻
り配置の自由度が高い) ⑤二次壁(共有部
のため容易な変更はできないが、可能で
はある)、を採用している。
KSI 住宅の概念に沿ってアセンブルする
ことで、公団型のスケルトンとインフィ
ルを試作することができた。今度はより
詳細に要素技術の組み合わせの検討と各
実験を行い、実用化に向けた検証が課題。
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高世厚史(東京瓦斯株式会社)、横山謙司(同)、大塚和道(同)、谷圭一郎(同)
内装設備統合型 KSI 住宅インフィルの研究
その 1：新築工事における作業能率調査
日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)

pp.731-732

2000 年 9 月

SI 住宅、乾式工法、多能工、作業能率測定
１．研究目的
公団の保有する高耐久躯体で実施した内装・設備工事の設置施工性及び更新世の検証。
２．研究対象、研究方法
都市基盤整備公団技術センターKSI 住宅実験棟 201 号室を対象に、①短工期 ②低騒
音・低振動 ③低コストを満たす部品を試作し、監督 1 名・多能工 6 名による施工検証。
３．研究概要（論文要旨）
部品を試作に際して(1)乾式工法(施工性向上のため糊・釘を不採用) (2)多能工施工(職種
間の調整等を合理化) (3)部品化(専門工でなくても施工可能 ①現場での簡易施工 ②向上
プレ加工率の向上 ③設備と内装の一体化)のコンセプトに基づいた。
インフィルの仕様は
(1) 壁・天井 躯体内側に金属フレームを組み加工済みパネルを取り付ける方式
(2) 床

浮島状に自立する床を設置、仕上げはマジックテープで固定

(3) 空調システム 天井裏空間をチャンバーとして活用したダクトレス方式
を採用。
実験棟において上記部品の施工検証を行った結果、総人工数にして 108.1 人・日であ
り、実働 18 日間の施工期間を要した。また、住設機器はメーカーにより異なるため、施
工訓練の実施が必要と考えられる。床下地、家具・収納は新規部材であるため、作業の
繰り返しで工数削減が見込める。給水・給湯、電気工事は工数削減のため工法の見直し
が必要である。上記課題を技量向上と工法の見直しによって、45.7 人・日程度まで短縮
が可能であると考えられる。
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横山謙司(東京瓦斯株式会社)、高世厚史(同)、大塚和道(同)、谷圭一郎(同)
内装設備統合型 KSI 住宅インフィルの研究
その 2：リフォーム工事における作業能率調査
日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)

pp.733-734

2000 年 9 月

SI 住宅、リフォーム、多能工、作業能率測定
１．研究目的
①間取り変更に対する内装部材の更新性の検証 ②住設機器および設備の追従性の検
証 ③インフィル部材の廃棄物量およびリユース率の調査
２．研究対象、研究方法
都市基盤整備公団技術センターKSI 住宅実験棟 201 号室を対象に、監督 1 名・多能工
4 名によるリフォーム工事におけるインフィル部材の施工性検証のために作業能率測定
を行う。
３．研究概要（論文要旨）
検証項目は内装部材と住設機器および設備配管である。内装部材は、間取り変更に対
する更新性を検証するため、和室を増設しキッチンレイアウトを変更し、2LDK への間
取り変更を行った。住設機器および設備配管は、間取り変更に対する追従性を検証する
ために、①床暖房の増設 ②天井裏除湿空調システムの端末機の増設、移設 ③温水端末
機(浴暖房乾燥機、衣類乾燥機)の増設 ④システムキッチンの交換 ⑤ガス配管、給水・給
湯配管、排水配管の一部更新 ⑥電気配線の更新を行った。
上記についてリフォーム検証を行った結果、解体から設備試運転まで実働 18 日間で全
行程に要した総人工数は 71.3 人・日であった。今後、作業繰り返しによる施工者の技能
向上が見込め、やり直し工事の低減や工法変更による工数の低減効果を考慮すると、40.6
人・日となる。施工者を 4 人とした、場合施工日数は 10.2 日となる。
以上の結果から、乾式工法で施工されているため、内装システム部材に関してリフォ
ーム時の取り外し・取り付けが容易であること。住設機器および設備に関して、内装道
連れ工事を発生せずに間取り変更に対して追従できること。新築時同様、リフォーム時
も多能工施工が可能であることが確認された。
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大塚和道(東京瓦斯株式会社)、高世厚史(同)、横山謙司(同)、谷圭一郎(同)
内装設備統合型 KSI 住宅インフィルの研究
その 3：リフォーム工事における部材の廃棄物量とリユース率調査
日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)

pp.735-736

2000 年 9 月

SI 住宅、リフォーム、建設廃棄物、リユース
１．研究目的
リフォーム工事において発生した廃棄物量と、インフィル部材のリユース率両差を行
い、SI 住宅における今後のインフィル構成部材開発の基礎資料とする。
２．研究対象、研究方法
都市基盤整備公団技術センターKSI 住宅実験棟 201 号室で行ったリフォーム実験を対
象に、リフォーム前住戸から発生する撤去部材量を調査し、その中から再利用が可能と
想定される部材について住戸内リユースを実施し、そのリユース率について調査。また、
廃棄部材量の調査とともに、搬出時の分離分別状態について調査。
３．研究概要（論文要旨）
調査対象項目として、SI 住宅におけるインフィルの更新性を高める内装システムに組
み込まれた①天井下地材・天井仕上げ材 ②壁下地材・壁仕上げ材 ③床下地材・床仕上
げ材、を調査することとした。
リユース率は、撤去した内装システム構成部材を素材重量または延べ面積に換算し、
撤去部材量に対してリユースされた部材の重量比率や面積比率とした。
金属素材で構成されている天井・壁下地材のリユース率は 69.2％となり廃棄部材削減
に寄与している。また、床下地材であるパーティクルボードは 76.1％と高く、間取り変
更や設備配管変更への追従性が部材のリユース面からみて高いシステムであることが確
認された。これに対し、壁・天井仕上げパネル部材は、表面仕上げの仕様変更のため、
リユース率が低く、床仕上げ材のフローリングは、撤去時にさね接合部材が割れたため、
全ての部材を撤去した。撤去部材の搬出時の分離分別状況については、乾式工法を採用
していたため、部材を壊すことなく、分別搬出が容易であった。
以上から、SI 住宅の内装システムは、リフォーム時のリユース率が高く廃棄物量を削
減できること、リユース率を向上に乾式工法が有効であることが確認された。また、リ
ユース率向上のためにモジュー
ル設定・各部材の標準規格化を
進めること、リユースを想定し
た設計施工計画の立案、インフ
ィル部材の流通管理システムの
構築、リサイクルも視野に入れ
た素材の単一化、分離分別性の
向上が求められる。
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山口和男(社団法人新都市ハウジング協会)
立体型 SI 住宅インフィルの研究
―KSI 住宅実験棟 101 号室における試作実験―
日本建築学会大会学術講演梗概集(東北)

pp.737-734

2000 年 9 月

KSI 住宅、インフィル、可動ユニット、ライフステージ、ライフスタイル
１．研究目的
公団型 SI 住宅(KSI 住宅)の技術開発を行い、実際に供給することを目指している。
２．研究対象、研究方法
公団の技術センターに建設した KSI 住宅実験棟 101 号室において、公団の保有する高
耐久躯体で実施した立体型 SI 住宅の試作実験について報告する。
３．研究概要（論文要旨）
設備水廻りゾーンを片側壁に集中させ、室内フリーゾーンに住戸プランを構成するイ
ンフィルを家具として位置づけ、ライフスタイルにあわせて配置、家具そのものはスケ
ルトン空間の中に独立して設置・移動・解体ができることによりインフィル区分が明確
になり SI 分離での機能的寿命の対応が図れる。
住戸プランは個室ユニット、和室ユニット、可動収納ユニットの 3 つで構成されてい
る。これまでの SI 分離マンションとの違いは①スケルトン(S)の長寿命化 ②インフィル
(I)の自由度を高める仕組み ③S と I の維持管理・修繕・リフォームのルール(長期的なメ
ンテナンスの仕組み)を持つ、の三つの要件が考えられる。②③の機能的、ソフト的用件
において、実施しされない従来の現状(バリエーションに乏しく、施工面でダメージを負
うため)を、本立体型 SI 住宅においてはインフィルを家具として完全分離し、新設・可動・
解体により多彩なバリエーションとダメージのない可変工事を可能とし解決を試みてい
る。
家族のライフステージだけではなくライフスタイルの点からも対応することで、一般
的なユーザーに理解されなかった SI 住宅のメリットを、現実的なメリットとして採用さ
れることが期待できる。
一方コスト面では試作品であり割高であるが、今後の施工マニュアル化、部材の標準
化を進めることが課題となる。
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