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コンバージョンが示唆するハウジングシステムの課題と再編の方向
一英国の事例を踏まえて一

葬藤広子
（明海大学教授）

コンパージョンはわが国のハウジングシステムの多くの矛盾や限界を提示した。それを踏まえ，今後のわが国

のハウジングシステム再編に向けての課題を明らかにすることが本稿の目的である。コンパージョンとは，地域

カを高めるために，建物の用途変更を通して，空間の変化を伴い，建物を再生する行為であり，都市再生・良好

な居住空間創出手法でもある。わが国におけるコンパージョンには主に 5タイプある。第 1タイプは不動産所有

者の家族のための部分コンパージョン，第2タイプは単身者用住宅への部分コンパージョン，第 3タイプは単身

者用住宅への全体コンパージョン，第4タイプは分譲マンションへの全体コンパージョン，第5タイプは高齢者

住宅への全体コンパージョンである。しかし，これらは都市再生や良好な居住空間倉lj出につながりにくくなって

いる。そこで，英国の事例を踏まえて，コンパージョンが市場で成立し，上記課題にこたえるためには，ハウジ

ングシステムの再編が必要であり，具体的には建物を長く使うための総合情報体制，地域カを生出すための地域

プロパティマネジメント体制，空間量の変化に対応した所有・管理方式が必要で、あることを示している。

キーワード 1）コンパージョン， 2）ハウジング， 3）プロパティマネジメント， 4）所有形態， 5）管理

THE ISSUES OF BUILDING CONVERSION FROM OFFICE BUILDING TO APARTMENT FOR 

ESTABLISHING HOUSING SYSTEM IN SUSTAINABLE SOCIETY 

Hiroko SAITO 

This s加dyaims at examining the states and issues of building conversion from o節 目buildingto apartment in 

Japan for establishing housing system in sustainable society. There are 5types of building conversions from office 

building to apartment. Typel is one floor conversion for owners’family. Type2 is one floor or one comer of floor 

conversion for single family. Type3 is converted all building企omoffice building to apartment for single families. 

Type4 is converted all building from office building to apartment of families and sold by units. Type5 is converted 

all building from non-residential building to apar佃ientfor old people. These conversions show us many issues on 

housing system and that it is necessary for housing system in Japan to change real estate information system, 

tenure and management of apartments house and urban policy for building conversion. 

1 はじめに コンパージョンを考える意穣

2003年問題がわが国のコンパージョン需要を顕在化

させた。ここでいうコンパージョンとは，建築物の用途

の変更である。今，コンパージョンを取り上げる意義は

何であろうか。コンバージョンはわが国のハウジングシ

ステムの多くの矛盾や限界を提示した。その課題を検討

し，今後のわが国のハウジングシステム再編の方向を提

示することが本稿の目的である。

－サスティナブル・コンパージョン

筆者らは2年前にサスティナブ、ル・コンパージョン注1)

という造語をつくった。残念なことに全く広がっていな

いが，その主旨は，サスティナブ‘／レな社会を実現するた

めの，建物のコンパージョンという意味である。持続可

能な，と訳されるサスティナブル（sustainable）な社会

におけるコンパージョンには，物理的な側面だけでなく，

経済的，社会的な側面からも，快適な居住を実現する社

会システムが求められる。

サスティナブソレな社会の課題とは，第ーとして，環境

への負荷を少なくし，持続的発展が可能な社会を構築す

る。そのために，人間活動からの環境負荷の排出を環境

の自浄能力範囲内にとどめ，生態系機能が維持できる範

囲内とすることがある。第二として，再生可能な資源は，

長期的に再生産が可能な範囲で利用することがある。こ

れは，物の再利用・再使用であり，省資源・循環社会を
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意味する。

そして，第三には，第一，二の課題を実現可能とする

ために，物（建物），人（住み手と利用者，所有者・経営

者），社会（地域社会）の対応関係があることである。第

四として，この対応関係が，効率的，機能的，合理的，

経済的，安定的に維持できる社会システムがあることで

ある。

第一～第四の課題は独立したものではない。むしろ，

第ーと第二の課題を実現するための，人と物の関係，物

と社会の関係をどうつくるのかが第三の課題であり，そ

れを維持する社会システムをどうつくるのかが第四の課

題である。

以上の四つの課題を，建物のコンパージョンで考えて

みる。

第一の課題は，環境負荷の排出をできるだけ避けると

いうことである。建物のコンパージョンとは，空き家化

の進行した建物を，時代にあった，地域にあった用途に

変更し，建物を利用しつづける行為である。このことは，

既存建物の解体工事，新規建物の建築工事を回避する点

で第ーの課題に対応する。

第二の課題は，再利用・再使用による物の循環の実現

である。建物のコンパージョンは，建物の形や用途を変

えての再利用・再使用であり，第二の課題にも応える。

第一の課題と第二の課題は，矛盾するようにみえるか

もしれないが，これは建物をスケルトンとインフィルの

2段階にわけること，あるいはスケルトン，クラディン

グ，インフィルの 3段階注 2＞にわけることで二課題の矛

盾はなくなる。つまり，スケルトン部分を長命化させ，

クラディング・インフィノレ部分を社会的な状況，利用者

の状況，経営事情に応じて変化させる。これで，スケル

トン部分は，長命化し，建物の用途等が変っても再利用

されつづける。ここまでは，建築の技術的分野の課題と

いえる。

第三の課題は，コンパージョンが 3 建物と人，建物と

地域，人と地域の対応関係の改善手法にならなければな

らないという点である。経営者からみれば，経営性の改

善手法としてコンパージョンがある。建物利用者，居住

者からみればより利用価値の高い居住空間の確保につな

がる。具体的には従来は手に入れることが困難であった

居住空間を，都心に立地する，間取りが自由になる，よ

り安価で手に入るなど，より好ましい形で手に入れるこ

とが可能となる。そして，地域としては，中心市街地の

活性化，都心居住推進による活性化，建物保存による景

観保護など，都市景観・都市経営にも寄与するものとな

る。我々が取り上げるべきコンパージョンとは，この三

点が整っていることが必要である。

さらに，これを容易に実現できる体制が整備されてい

ることである。関係者それぞれが主体性・自主性をもち，

合理的・経済的に行動をとる。その結果，コンパージョ

ンが行われ，それが社会的にみて利用価値の高い空間の

創出，良好な都市環境，そして，経営の改善へとつなが

らなくてはならない。

そのために，第四の課題として，コンパージョンを支

える社会的制度・法の問題が整っていることである。し

かし，わが国では，従来から 「土地」「新築」重視の建築・

不動産制度であり ，建物はビルデ‘イングタイプ別に作ら

れ，法制度も用途が固定的であることが想定されている。

そのなかで，建物のコンパージョンを実現しようとする

と様々な問題・課題が生じている。この仕組みの再編，

サスティナブ、ル・コンパージョンの支援体制の整備が課

題である。本稿では，サスティナブ、ル・コンパージョン

という視点からハウジングシステムの課題を考える。

2 日本における住宅へのコンパージョンの実態と課題

わが国のコンパージョンの実態をみる。コンバージョ

ンを，＜用途＞に注目し，「事務所ビルをマンションに改

修した，あるいは研修施設を高齢者用施設に改修したな

と建物を取り壊さず，その利用の仕方＜用途＞を変え

ること」と定義し，事例を把握した注3）。

こうしたコンパージョンは，市場に委ねられ，わが国

でもいくつかの事例が既に登場している。特に，住宅と

いう 「用途」を考える上で，非居住用建物から居住用建

物へのコンパージョン，主に事務所ピルから共同住宅へ

のコンパージョンを中心にみる。

2. 1 コンパージョンの実態

わが国のコンパージョンの実態をみると，次の特徴が

ある。

①空き家対策，経営者側の論理で行われている。

わが国で行われているコンパージョンをタイプ分けし

たものが表 2-1である。多くは経営者側の論理で行われ

ている。空き家が長く続き，経営の改善のために行われ

るコンパージョンが多い。コンパージョン工事が行われ

るのは，築年数2～39年と幅があるが，築 10～20年が

多い。これは築 10～20年前後で不動産の市場性を確保

するために何らかの追加投資が必要となることにあわせ，

約 10年前の不動産市場の影響による。表 2-1のパター

ン3.4.5でもパフ、ル経済時代の無理な投資による不動

産の不良資産化，し、し、かえると安くても不動産を手放し

たい不動産所有者の存在・増加がコンパージョン事業を

可能にしていた。

②部分コンパージョンが多い。

わが国の不動産市場や経済事情が生み出したコンバ

ージョンは，部分コンパージョンが多く，特にパターン

2である。部分コンパージョンが多くなる理由の一つに

借家権注 4）が強し、ことがある。現在は，借家人の権利保

つ／“
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表 2-1 住宅へのコンパージョンの典型パターン

パターン I 2 3 4 5 

対象空間 部分 全体

従前→
事務所→住宅

研修施設等→
従後 融情強設・マンスリーマンション等

所有者の
なし なし （なし／）あり あり なし／あり

変更

所有形態
なし ft.し なし あり（区分所有化） なし

変更

経営者 所有者 管理者 管理者 購入者（管理組合） 管理者

千代田区・港区
都心部で lフロア

事例
等の賃貸用で

賃貸事務所ヒツレ
主に単身者用賃

ーl住戸の分譲マン 多数事例
所有者居住ピ 貸マンション

ション
ルの 1フロアー

①パターン l：事務所ビ‘ルを部分的に家族居住用住宅に

小規模事務所ビルの最上階等に所有者が居住する場合に所有者居住階の下階等を改修し，子供世帯用住宅に変

更する事例がみられる。都心部では居住人口の減少が深刻な課題である。

②パターン 2：事務所ビノレを部分的に単身者用住宅に

パフ守ル経済時代に建設した賃貸用事務所ビル等で，立地のミスマッチから空き家化が進行し，事業性が大きく

低下する。売却しでも借金が残り，追加投資も容易でない。そのため大規模な改修工事ができない。また大規模

建物に建替えだけの間口や道路接道に恵まれた敷地形状ではない。さらに相続問題がある，借家人が存在する等

の理由で，建替えへと進めない。そこで，事業性を改善しようと空きスペースの部分コンパージョンを行う。概

ねは，単身者用住宅である。

③パターン 3：：事務所ビノレ等を全体的に単身者用住宅に

都心部の事務所ピルを購入した新所有者（不動産業者）が単身者用賃貸マンション（ウイクリーやマンスリー

マンションを含む）に変更し，投資家に売却する。所有者の変更に伴い用途コンパージョンされ，主に単身者居

住用の投資用不動産となる。

④パターン4：事務所ビルを全体的に分譲マンションに

都心部の事務所ビルを購入した新所有者が，ビルとしては借り手がつかず，住宅にコンパージョンする，ある

いは最初から住宅にコンバージョンすることを意図し購入する。都心に立地する lフロアー1住戸型の高級マンシ

ョンとして生まれ変わっている。

⑤パターン 5：会社の研修施設・寮を全体的に高齢者施設・集合住宅に

パブ、ル経済時代の無理な投資による不動産の不良資産化や企業の経営悪化により，社宅や研修所を手放す。そ

の際，共用部分の豊かさをいかしたコレクティブ、ハウス的利用の居住空間に転用される。

上記が住宅へのコンパージョンの主なパターンである。そのほかに，ホテル・旅館を住宅，分譲マンションの

所有権を 1本化しマンスリーマンションへ，社宅を分譲マンション，デ、パー トをマンションにする事例がある。

護が強し、ため，建物の空き家部分が多い場合でも建物全

体のコンパージョンにつながりにくい。ゆえに，部分コ

ンパージョンが多くなる。しかし，部分コーパージョン

には以下のような問題がある。

・用途混合の問題

一つの建物で用途混在となる場合の問題がある。これ

は1棟全体のコンパージョンでない場合，例えば，事務

所ピルを部分的に単身者向けの居住施設にする場合であ

る。この場合は，居住用と非居住用スペースが混在し，

防犯性・快適性ともに良好とはし、えない。

具体的には，基本的に異なる利用上の要求をもっ者が

一つの建物に存在すると，利用面・管理面でトラブ‘ルと

なりやすい。立体に用途が分離されている場合（例えば，

l階に店舗があり， 2階以上が住宅の場合）でも，非居

住用利用専用部分から発生する臭い，音，振動，ゴミ，

見知らぬ人の出入り，訪ねてくる人の路上駐車 ・自転車

駐車，共用部分への物の放置や看板・広告の設置などが

問題となる。特にそれらの問題は，立体に分離されてい

ない場合には深刻となり ，異なる用途の人・車・自転車・

荷物搬入の動線の整理が必要となる。さらに，衛生面の

確保とともに，管理上は管理費・修繕積立金の負担，営業

の種目・時間・条件の設定，区分所有の建物の場合には，

集会での議決権割合・集会の持ち方を考慮する必要があ

る。

さらに，部分コンパージョンの問題は，用途混在によ

る利用上の問題だけでなく，空き室ごとに工事が実施さ

れる際に，工事実施に近隣利用者の承諾が必要ないこと

から，近隣利用者の意思に反したものとなる可能性があ

る。

③安定したファミリ一向けの居住の場となりにくい。

最も多い事例は部分コンパージョン，パターン 2であ

り，これらの賃貸用不動産では，なかなかファミリー居

住用の住宅にはならない。その理由は，所有者の意向と

して， 「賃料単価を下げたくなし、J，「工事を最少費用で行

いたしリことが強く，不動産需要がある（例えば，都心

のワンルームマンションやウィークリーマンション等は
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競合物件が少なし、）ものを，法的規制（建築基準法：耐

震性・採光等，消防法，条例：；東京都の建築安全条例の

窓先空地等，指導要綱：中高層建築物の指導要綱等，宅

地建物取引業法，旅館業法3 借地借家法等）に違反しな

い範囲で，空間形態からの規制（天井高が高く取れない，

間口がせまい，バリアフリーにならない等）を踏まえて

行うためである。また，他の階は利用された状態での改

修工事であり，大規模な改修工事ができない。

その結果，居住性の高いものにはなりにくい。住戸内

の段差の解消はできない，しにくい，すると採算があわ

ない。設備の質は低い。採光・避難等の問題，近隣聞の

音の伝搬等もある。

非居住用建物から住宅へのコンパージョンは，以下の

ように多くの課題を抱えている。

－居住空間としての安全性

居住環境として，利用者が第一に求める ものは安全性

である。建物が災害に強いことは当然であるが，万が一

の時には避難しやすいことが大切になる。つまり ，人間

の生命の安全性が一番となる。避難については，わが国

では用途により基準が異なり，非居住用よりも居住用の

建物の方が基準が厳しい。ゆえに，非居住用から居住用

への用途コンパージョンは，現実にはハードルが高くな

る。いかに，安全性を確保するかは大きな課題である。

現実のコンバージョン物件には，このハードルが厳しい

ため，法の目をくぐったものすらみられる。

防犯に対しては，非居住用ではあまり考慮されないが，

居住用では重要な側面となる（例えば警察庁と国土交

通省から示された 「共同住宅に係る防犯上の留意事項」

及び防犯に配慮した共同住宅の設計指針）などがある）。

こうして，防犯上，人や機械による出入り口管理が必要

となり ，それが可能となる建物形態・設備の設置などが

必要となるが，特に部分コンパージョンでは十分な対応

が取られていない。

－居住空間としての快適性

事務所ピルを用途コンパージョンしての住宅は， 「共

同住宅」となる。ここは，多くの人々が一つの建物に隣

り合って暮らす，共同生活を行う場である。ゆえに，近

隣聞の調整，具体的には近隣音の予防等が必要となる。

また，夜間でも車の通りの多い道路沿いなど，外からの

騒音を十分に防ぐ必要がある。しかし，これらの対応に

は費用がかかるために十分な対応がみられないケースが

ある。

－居住環境としての保健性

居住の場としては，保健性も重要になる。挨や振動，

悪臭がない，また日照，通風，採光などが求められる。

たとえば，日照に関しては， 日照時聞が短いほどうつ状

態が多く発生することや健康に良くない影響を与えるこ

となどが指摘されている。こうした側面は，人聞が居住

する上で基本的に求められている。しかしながら，コン

ノミージョン住宅では，当初から居住用として想定されて

いないために，保健性の高い居住環境を自然環境から取

り入れることが難しいことが多い。しかし，安定した居

住の場とするには必要な側面であり，現実には窓を大き

くするなどの取組みが見られる。

・居住環境としての利便性

コンパージョン住宅の利便性は，生活に必要な施設が

近隣にあるのかといった側面にもよるが，住宅の中に居

住上，必要な施設が整っているかにもよる。

l棟全体の用途コンパージョン，あるいは部分コンバ

ージョンでも，共同住宅には共用施設が必要となる。エ

レベーター，駐車場・駐輪場，集会所，ゴミ置き場など

である。快適に暮らすには，こうした施設が整備されて

いることが前提となる。そのため，マンションの建設に

伴い，マンション居住者の利用・生活のため，また地域

近隣に与える影響等を考慮し，行政により宅地開発指導

要綱や中高層建築物指導要綱等で開発時の指導が行われ

る。その内容はマンションに関しては，ワンルームマン

ションや共用施設の整備に関するものが多いが，これら

は新築時を想定しているため，用途コンパージョン建物

では規定に合致することが難しい。そこで，自転車置き

場や駐車場がない，スロープがないなど，現在の基準か

らすれば不適格となるケースがある。

・居住環境としての経済性

居住空間の管理が経済的，効率的に行われることも重

要である。例えば，事務所ピルの場合は，冷暖房が建物

ごと，フロアー単位で行われでも，住宅では家計費から

の支出を考えると，個別部屋ごとの冷暖房が求められる。

共用部分に関しても，管理費をできるだけ節約したいと

考える。一般的にマンションの管理費の占める割合は，

エレベーターの保守点検費や，管理人の雇用，管理会社

への委託費などが多くを占める。また，事務所とは違い，

人の出入りが頻繁に行われるわけではない。こうした点

を踏まえ，エレベータ一台数の見直しを含めた設備のみ

なおし，管理方法の設定が必要である。

管理面では建物をフロアーで区切り利用することや，

フロアーを区切り使用することが考えていなかったため，

設備関係の共用部分と専用部分の分離が困難となり，特

に区分所有にした場合に共用部分と専有部分の設定が難

しくなっている。

④フレキシブルな居住を提供している。

一方で、は新しい居住要求に即したフレキシブ、ルな居住

の場を提供している。現在， 1家族で l住宅を利用する

「普通の住まし、」の需要が低下している。家族人数は 1

人が最も多く，平均でも 2.7人である。そのため，少人

数型住居が求められる一方で，複数住宅利用の可能性も

高まっている。さらに， SOH  Oや短期利用が増加する

4
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中で，都心部に立地するフレキシピリティの高いコンパ

ージョン住宅がそれらに対応している。

また，都市住宅における新たな共用スペース需要にも

対応している。共用部分に大きな特徴をもっコンパージ

ョン住宅がある。それは，廊下や階段といったスペース

はできるだけおさえられながらも，各専用スペースに取

られない空間の共同化（洗濯スペースなど）や，特徴あ

る共用空間（アトリエなど）を持ち，他とは違う，集ま

ることのメリットを生かそうとし、う試行が見られる。

⑤所有者あるいは経営者の交代によるものが多い。

部分コンパージョンよりも全体コンパージョンでは

所有者，実質的な経営者がコンパージョンを機に交代す

ることが多い。実際，全体コンパージョンを，所有者自

身が追加投資を行い実施する例は少なく，①新所有者が

行い，区分所有の形態で分譲する，②新所有者が行い，

賃貸用不動産として売却する，③新所有者がコンパージ

ョンを前提に購入し，管理会社が経営する，④管理業者

（サブリース会社等：所有者変更なし）が実際の費用を

負担する，以上のケースが多い。

また部分コーパージョンのパターン2で，所有者が追

加投資を行うために，そのリ スクを補完する意味で管理

者がコンパージョン物件を経営する，サブリース方式が

採用される。その際に管理業者が家賃を 1年間前払いす

る，あるいは家賃と相殺する等で所有者の実質的な追加

投資を低減する。

このように所有者・経営者の真の経営改善にはつなが

りにくし、。

⑥所有形態の変更を伴うものがある。

経営面から賃貸住宅ではなかなか採算があわないた

めに，分譲方式が採択されることがある（パターン 4）。

そのため，ファミリー用住宅は分譲形式で供給されるこ

とが多い。しかし，わが国では 1戸のみを区分所有する

などの取組みは少なく，この変更は手間・隙がかかるた

めに嫌われている。そこで，全体を区分所有することに

なり，スケルトン部分を区分所有者の共有として分譲す

ることになる。しかし，スケルトン部分の弔庇など，そ

の性能に対する保証などが課題として残る。

⑦空間量の変化を伴うものがある。

コンパージョン工事は増築，減築などを伴わないもの

から，増築，減築などを伴い，原型にこだわらない建築

手法がとられることがある。全体コンパージョンで規模

の大きいものは空間量が変化している（事例：表 2-2）。

言い換えると，空間量の変化がコンパージョンを可能と

している。

⑧コンパージョン物件は市場に出しにくい。

コンパージョン実施には，企画とも言える市場調査

（マーケティング），建物の適正な調査・診断，工事費の

見積もり，収益評価，事業資金調達・斡旋，工事の設計・

施工・監理，コンパージョン物件の販売・賃貸，コンパ

ージョン後の建物設備管理や経営などの対応が必要とな

る。こうしたハウジングプロセスの上で問題がある。

実際にコンパージョンの提案をしながらも，実施でき

なかった経験をもっ不動産業者は約 2割し、る。その理由

の多いものが，「資金不足」「消防法がクリアーできなしリ

「事業収支が合わなしリこ とであるが3それ以外にも様々

な理由がある。

2. 2 ハウジングプロセスにおけるコンパージョンを進

める上での問題

実際に住宅にコンパージョンをしようとするとどのよ

うな問題が生じるのか。

住宅供給プロセスにおける問題

＜企画＞

コンパージョン未経験不動産業者は，コンパージョン

のマーケットリサーチの難しさを指摘する。また，企画

段階では資金計画も重要な課題となるが，所有者が追加

投資をできない，融資やそのもとになる不動産評価が収

益や建物性能を評価したものでないという問題がある。

＜計画・設計，施工＞

最も大きな課題は，消防法や建築基準法の規定，およ

び避難通路の幅やスロープ設置については地域の条例，

中高層建築物指導要綱の規準などにあわない，あわそう

とすると工事費用等が大きくなり，収支が合わないこと

である。

また，実際に工事を行うと，予定金額よりも多くかか

る。検査済証がない。竣工図面がない。図面があっても

図面と実物が違っている。さらに撤去費用が高くつく。

改修工事は小規模な工事でも多様な職能が求められ，工

事費用が高くなる。

コンパージョン工事は，従前建物形態から大きく制約

を受ける。住戸内のプランでも，梁・柱・壁の位置や水

まわりの影響を受けるともに，共用部分にも影響を与え

る。さらに，部分コンパージョンは，他のスペースを利

用しながらの工事になるために，工事内容の制約も受け

る。共用部分のコンパージョン工事も，従前建物形態か

ら制約を受けるが，工事費用との関係で工事内容が決ま

る。大規模な工事を行えば行うほど，改修工事費用が大

きくなるため，できるだけ既設部分を生かす方法が取ら

れる。さらに，コンパージョン後は使わないものでも取

り除くと撤去費用がかかるためにそのまま残し，隠す方

法がとられる。

＜販売・取引＞

コンパージョン物件を分譲する場合，そのマンション

は新築マンション並みの融資条件が得にくい，税優遇措

置が少ないなどの問題があった。新築マンションと同様

p
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表 2-2 デパートを介護対応型マンションにコンパージョン

概要 ｜従前の建物用途がデパートであったことから，閉鎖性の高い建物であった。そこで，南側の l

スパンを取り払い，東西の壁面も取り除いて，柱と梁の状態まで一度戻している。こうして，

通常，集合住宅に不向きと考えられる建物を大規模に改修する。さらに，地下に駐車場を設け

る。そのためのスロープを設置い地下 l階は食品売り場から駐車場へ， 2～4階は売り場か

ら住宅へと用途変更された。以上が l回目の工事である。2回目の工事では， l階と 5階を用

途変更し， 5階部分に増築をしている。この部分は，介護老人保険施設である。2～4階とは別

のエレベーターをつけ，避難滑り台を新設している。

所在地 ｜栃木県佐野市

建物歴 ｜昭和 55年ごろ デパートとして竣工。

平成8年：デパート撤退。その後，用途転用のために改修。

平成 11年：介護対応型マンション完成（既存建物 2～4階部分利用）。

平成 15年 ：1階と 5階を増築し，介護老人保険施設にコンパージョン（5階増築）。地階は駐

車場， l階と 5階：老人保険施設， 2～4階 ：介護対応型マンション（74戸）。

改修工事 ｜建物の躯体のみを残して改修。地下の食品売り場はそこへのスロープをつけて駐車場に。

全体に窓が少なかったため壁面を除去し，窓やベランダを設置。エレベーターを増設。

介護対応型マンションの ｜浴室，デイルーム，へルパーステーション（看護士・ケアマネージャ）の対応，食事サービス

共用施設・サービス ｜等

各部屋 ｜緊急通報装置，バリアフリー仕様

入居制限 ｜年齢制限・同居制限・収入制限なし

写真

居住性

経営性

都市改善性

窓をあけた壁画 霊を取り除いた部分 ゆったりとした共用部分の廊下

専用空間の居住性は，テザパートとし、う大空聞からのコンバージョンであり，制約は少なかった。躯体の

みを残すとし、う，大々的な改修が行われている。建物の形から，中廊下型の住戸配置となる。一般的

な住宅ではこれはデメリットになる。しかし，これを逆にメリットにした。つまり共用部分が内廊下になるこ

とで，そこに空調・冷暖房を完備し， 共同風呂やホールに，住戸内との温度差がないままアプローチで

きる。廊下部分の冷暖房が常に行われていることで，建物内の移動がしやすく，部屋にこもりがちにな

らない。これは俳佃する人や小さな子どもに安心感を与える。温度差が無いことは，高齢者に多い脳

血管疾患を防ぐことにも役立つ。廊下幅は車椅子どうしでも楽にすれちがうことができるように，幅

3.5mとゆったりとられている。また，立地が中心市街地であることから，入居者は自分たちで買い物を

して，自炊することもできる。

経営者は，コンバージョンによるマンション建設費用は，土地を買って新たな建物建設をする場合の

概ね 2分の l～3分の l程度と試算している。なお，プランニングは，メンテナンスのしやすしもの，ラ

ンニングコスト面も考慮して行われている。その分，入居者の家賃を低く抑えることが可能となる。

入居者からみると，有料老人ホームのように，入居時の多額の一時金が必要ない。本件の入居費用

は，礼金は3ヶ月であり，一般的な不動産市場からみても，特に高いわけでもない。また，駅から利便

性が良く，他に比較できる物件がない。

一般的に，こうした民間賃貸マンションや分譲マンションのケースは，将来的に食事サービスや介護サ

ービスが継続して行われるのかが入居者として不安な点であるが，それは老人保険施設と合築されて

し、ることで担保されやすい。区分所有型で買し、とったわけでもなく，終身利用権を購入したわけでもな

いので，問題があれば契約を解除し，退去することが，区分所有型や終身利用権型よりも容易であ

る。そこで入居者のリスクは小さい。

駅から徒歩 3分の中心市街地に立地する。日常生活に必要なところは全て歩いていける。使われなく

なったデパートが空家の状態で，街中にあることは地域にとってよくない。それが改善でき，人々が中

心地に戻るきっかけになる。高齢化が進む中心市街地の中で， 1階に心療内科医院が開業しており，

地域密着型の医療体制が整備された。高齢者が隔離されないで，都市の中で生きることが可能となっ

た。
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の制度が適用されないと，買主にとっても売主にとって

も魅力が低い。そのため，新築と競合しない，よりグレ

ードの高いものが提供される傾向にある。経営面からは，

コンパージョンであることをし、かし完全フリープラン分

譲にしたいが，そのための体制が整っていない。また，

購入希望者もフリープラン分譲を十分に理解できない。

その結果モテツレルームが必要になり，予定外の経費がか

かることとなっている。売主に弔庇担保責任があるので，

徹底して修繕を行う必要がある，あるいは徹底した情報

開示による契約が必要となる。また税法上の取り扱いが

新築住宅か中古住宅か明確でなく，こうした交渉に時間

がかかっている。

また賃貸のマンションで，多額の費用をかけて大規模

な改修工事を行っても不動産取引上の表示では築年数し

か表示できない。コンパージョンとそれにともなうリノ

ベーション工事を評価する仕組みがないことが事業者の

モチベーションを低下させている。

コンパージョンプロジェクトをマネジメントする上での

問題

コンパージョンを適切に行うには，不動産のマーケテ

イング，建物の適正な診断・診断・工事費の見積もり，

収益評価，事業資金調達 ・斡旋，工事の設計・施工 ・監

理，コンパージョン物件の販売・賃貸，建物設備管理や

経営など，総合的な対応が必要となる。つまり，これら

は従来個別に行われていたものであるが，コンパージョ

ンにおいては総合的な対応，全体をプロデユースする体

制が必要となる。

全体コンバージョンで，誰がコンパージョンの企画等

を行っているかをみると，パターン 3の賃貸用不動産で

は，新所有者がコンパージョンし，付加価値をつけて投

資家や SPC（特定目的会社）に売却をする，証券化によ

りコンパージョン費用を捻出するなどがある。その際，

改修工事を自社で行う場合と他社に発注する場合がある。

管理・経営も両者の場合がある。パターン4の分譲不動

産は，一度不動産業者が物件を買い取り，コンパージョ

ンした上で販売する。コンパージョン全体を総合業者が

プロデ‘ユースのみ行う場合と，自社で全て担当する場合

がある。パターン 5は，改修工事が自社の場合と他社に

発注する場合があるが，管理会社が実質的経営者となっ

ている。

つまり，現状では，コンパージョンプロデ‘ユースは不

動産事業者が行っている。1社の中にこれらの機能を全

て持つものから，系列会社で行うものなどがある。賃貸

不動産では，所有者に代わって管理者がコンパージョン

物件を経営する（サブリース方式）。分譲不動産では，一

度不動産業者が物件を買い取り，コンパージョンした上

で販売する。コンパージョンを含めた空間のマネジメン

トを総合的に行う専門家の役割が大き く，総合力をもっ

プロジェクトマネージャーが必要となる。

2. 3 わが国のコンパージョンが示唆するハウジングシ

ステムの課題

わが国の住宅へのコンパージョンは，主に経営性の改

善手法にとどまり，快適な利用環境を創出すること，社

会的に都市環境・都市経営の改善に寄与することに本質

的につながりにくくなっている。それは，コンパージョ

ンを，空き家をうめるための手法としてとらえ，居住や

都市改善の手法として位置付けず，ハウジング政策や都

市計画のなかで位置付けていなし、からである。つまり，

コンパージョンを 「建築物の用途の変更」と狭くとらえ

ることの限界である。コンパージョンとは，用途の変更

を通して，建物の空間の変化を伴いながら，建物を長く

使いつづけること，さらに建物を地域の文脈にあわせて

再生する手法である。しかし，わが国にはそれを支援す

る体制がなく，具体的には以下の課題がある。

ストック型対応体制が整備されていない。

第一に，わが国では新築重視・フロー型の建築 ・不動

産・都市計画体制，つまり建築技術・生産・産業・職能，

住宅性能・住宅情報 ・不動産評価制度が建物を長く使う

体制になっていない。ゆえに，コンパージョンを通じて

以下の課題 1～6が明確となった。

課題 1：建物の大規模修繕・改修技術・推進体制の問題

がある。

コンパージョンで必要な改修工事は，新築建築とは異

なる技術とその実行のための推進体制が必要となる。技

術の進歩とともに，それらが効率的・経済的に提供され

なければ意味がない。なぜならば，建物をコンパージョ

ンして利用しつづけるには，新しく建物を建替える場合

と費用を比較し実施されるからである。そのため，現在

のように，新築対応の建築技術体制では，どうしても修

繕費用が割高になる。既存住宅のリノベーション工事が

安価で安定した形で提供されつづける技術と社会体制が

必要である。

課題 2：コンパージョンを推進する専門家・専門家集団

がない。

コンパージョンは，不動産の総合的なマネジメント能

力が問われる。こうした建築と不動産を総合的にマネジ

メントできる専門家が必要である。

課題3：建物の履歴情報が社会的に整備されていない。

コンパージョン工事には，新築時に建築確認を受け，

完了検査を受けていることが前提となり，かっ新築時の

設計図書及びその後の修繕・改善履歴がストックされて

いることが必要である。 しかし，現実には，完了検査を

行わず，また設計図書すらない事例もある。そのため，

ヴ，，ηL
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コンパージョンや大規模改修の適正な判断がしにくい，

あるいは手間や費用がかかる。建物の履歴情報を社会的

に整備し，ストックすることが必要である。

課題 4：個別不動産の事業性や建物固有の価値を積極的

に評価する，あるいは修繕や改修を反映する不動産評価

システムが確立されていない。

土地の含み益に重きを置いてきたわが国では，収益還

元をベースにする，あるいは建物の修繕実績を評価する

不動産評価システムが確立していない。その前提となる

建物の総合的情報がない。これらを改善する必要がある。

課題 5：住宅を 「新築」「中古」で2分類にし，新築住宅

に有利な税や融資制度がとられている。

コンパージョン物件は新築住宅でも中古住宅でもな

い。大規模な改修工事をした住宅は，単なる中古住宅で

はない。しかし，新築か中古かという分類のもと，かっ

新築住宅購入者には有利な融資や税政策がとられてきた。

これでは，コンパージョン事業者やコンパージョン住宅

購入者のモチベーションが高まらない。そこで，上記の

不動産評価に基づいた住宅の品質による融資・税制度が

必要である。つまり，建物の修繕履歴を踏まえた実質築

年数や利用価値で融資や税を考えることである。

課題 6：消費者側に立った十分な情報開示による不動産

取引が行われていない。

コンバージョン住宅の企画側にとって，既存建物を購

入し，大規模なリノベーション工事を行い，コンパージ

ョン物件を販売することは売主としての暇庇担保責任が

大きくなる。ゆえに，売主のモチベーションが高まらな

い。そこで，モチベーションを高めるには買主責任体制

を強化することが必要になる。しかし，わが国の不動産

取引制度として，購入希望者が購入判断に必要な情報を

契約時までに収集し，適正に判断できる体制が整備され

ていない。例えば，建物検査制度の未整備，不動産専門

情報を収集する専門家が存在していないことなどがある。

そのためには取引時の適正な情報開示の推進，専門家の

育成が必要である。

建物を地域の文脈の中で位置付ける体制がない。

第二に，建物・住宅が地域社会の財産として位置付け

られず，ハウジングがまちづくりと連携していないこと

により課題 7～10がある。

課題 7：各建物の修繕・建替えが各所有者の自由な経済

活動の一環として行われている。

わが国では使える建物でも所有者の意志により 自由

に建替えが行われる。その一方では適正な維持管理が行

われていないケースもある。地域に与える影響や地球環

境問題を考えると，これからは建物の社会性を強化し，

建物修繕勧告や保全制度の実施など，建物の適正な維持

管理への公的介入が必要である注5）。建物は都市の重要な

構成要素の一つであり，その適切な維持は，それだけで

十分に意味があることの価値の共有や実現体制は未熟で、

ある。不動産の価値が「土地」から「建物j に移行する

上では必然的に求められる課題である。

課題 8：地区レベルで、単体の建物が位置付けられていな

し、。

建物が長く生きつづける中で，建物を取り巻く環境が

変化する。コンパージョンの多くは，これが本質の原因

である。しかし，その変化を個別建物単位で解決するの

が困難なケースがある。例えば，集合住宅の共用施設の

整備規定など，中高層住宅建設指導要綱等は新築建設を

想定し，コンパージョンなどの既存ストック活用には適

合しにくいものがある。建物・敷地内解決が難しいもの

は，地区レベルで‘解決することである。環境変化に対応

した共用施設の整備規定，地区レベルの共用施設整備規

定が必要である。

課題 9：地区計画などによるきめ細かい利用規制が行え

ない。

用途規制が緩やかで、，利用用途は個々の不動産の収益

性に委ねられて混在し，居住上・利用上の問題が生じて

いる。例えば，英国では用途変更についての計画許可は，

近隣等への情報公開および意見を徴集し，雇用問題も含

め，都市計画や居住空間としてのアメニティを十分に検

討した上で行政が「許可Jを決定する。わが国でも，無

秩序な混在を避けるべきである。その方法として，フロ

アーで用途が混在しないように立体的な用途制限，ある

いは住民自治による通り単位の地区計画等，きめ細かい

利用規制を可能とする体制が必要で、ある。

課題 10：利用者聞の建物の共同利用のルールがない。

建物の共同利用ルーノレがより一層必要となる。コンパ

ージョンが，建物の部分的に行われることが今後は益々

増えると考えられるからである。特に賃貸不動産の場合

にはコンパージョン実施に近隣居住者の承諾を必要とし

ないために，所有者の経営方針で部分コンパージョンが

行える。一方では，わが国では借家人の権利保護が強い。

そのため，建物の空室部分が多い場合でも，建物全体の

コンパージョンには結びつきにくい。そこで，建物全体

が適正な利用を図られるためには，建物の利用者聞の共

同利用ルールが必要となる。つまり，建物の共同利用の

場合には個別利用権と全体利用権の調整のルールを作る

ことである。賃貸用不動産の場合には，所有者（賃貸人）

対賃借入という 1対多対応の関係があるが，利用者間の

調整，および利用者で全体の方向を決定するルールがな

い。区分所有では，共同の利益と個人の利益のバランス

が決められ，多数決で建替えを決議でき，所有権すら奪

われる仕組みが存在する。しかし，区分利用では，存在

していない。ゆえに，個人の利用権が全体の利益を阻害

するケースも出ている。不動産の視点が 「所有jから 「利
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用j に移行する上では，利用者が主体となった管理・利

用の共同化のルールが必要である。

建物の空間の変化に対応できる所有・管理体制がない。

第三に，不動産を土地と建物，建物は不変としてとら

え建物の所有の概念は 1物 1権主義が原則であり，そ

れゆえに課題 11.12を生出している。建物を長く使う中

で，空間の変化を伴うことがある。また，それに伴う費

用準備が必要性である。ゆえに，建物の空間の変化に対

応でき，その変化を維持できる金融を可能とする所有・

管理制度が必要である。

課題 11：住戸プランの多様化・個性化への対応できる体

制がない。

コンパージョン住宅は単身用，事務所兼住宅，短期利

用，複数住宅利用といった多様な住宅利用形態に対応し，

固定化できない利用形態，多様な利用形態に対応するフ

レキシビリティの高い空間の必要性を示している。コン

ノ《ージョン住宅は，スケルトンからの住戸プラン作りが

可能となる。そこでは，人々にプランづくりへの参加を

促し，従来みられなかった個性あるプランが可能となる。

また，新規の建設よりも短期で工事が行える。そのため，

賃貸住宅においても可能な仕組みを提示できる。しかし，

現在いくつかの壁がある。

一つには，住み手自身がはたして空間をデザインでき

る能力をもっているのか。自己内に眠る・潜在する住要

求を，形に置きかける作業は簡単ではない。そこには，

住み手の教育，専門家の支援が必要となる。

二つめには，建物の当初の作り方が，将来変更を考慮

したものとなっていない。スケルトンとインフィル，さ

らにクラディングの分離が行われていない問題がある。

三つめにはそれを支援するだけの法・制度が整ってい

ない。この場合には，建築確認や建物完了検査制度がス

ケルトン部分とインフィル部分の分離のように段階的建

築確認や建物完了検査制度が必要となる。しかし，現在

は可能ではない。また，融資制度もインフィル部分を対

象に実行することができない。

四つめには原状回復の問題がある。賃貸住宅で居住者

がインフィノレを整備した場合に，退去時に原状回復の問

題などが発生することにより，所有者・経営者，居住者

全てにおいて間取りが自由になる賃貸住宅実現のモチベ

ーションが低くなる。

課題 12：持続可能な建物の所有形態，経営形態がない。

コンパージョン住宅では，所有者が工事費用を捻出す

るために，建物を部分的に売却するという区分所有化の

検討が見られるが，単一所有から区分所有化といった細

分化方向のみが行われ，所有形態に可逆性がない。安定

した居住のための，長期利用権の検討等，可逆性をもっ

所有形態の検討が必要である。

その一方で，多くのコンパージョンは所有者の変更，

または経営者の変更を伴っている。つまり，わが国では，

所有者が経営者となり，管理を行うことが前提となって

いる。そのため，経営能力のない所有者は所有権を手放

すことになる。所有と経営の分離，所有，経営，利用，

管理の関係のあらたな関係が求められている。

以上のように，コンパージョンは，わが国のハウジン

グシステムが，建物の空間の変化を伴いながら，建物を

長く使いつづけること，さらに建物を地域の文脈にあわ

せて再生する体制がないこと，その体制を整える必要が

あることを明確にしたのである。

3 英国におけるコンパージョン

3. 1 英国のコンパージョンの背景と課題

英国ではわが国で 2003年問題を迎える時点ですでに

非居住用から居住用への建物コンパージョンは一つの建

物改善手法，また住宅不足の対処方法として定着してい

た。その背景には，製造部門の衰退，ロンドンの事務所

市場の再編成があり ，オフィスの空洞化，それによるオ

フィスと住宅の家賃の逆転現象（レントギャップ）が直

接的原因となった。

しかし，オフィスビルの住宅へのコンパージョンはこ

れからはそう大きく進まないとも予想されている。その

理由の一つには，コンパージョンを簡単にできるオフィ

スヒずルが減少した。二つめにはビ、ル所有者の破産による

ビルの転売事例の減少，三つめにはオフィスビルの賃料

の回復があげられている注6)0 

英国においても住宅へのコンパージョンは先に見たわ

が国の事例と技術的にはほぼ同様の問題・課題がある注7）。

具体的には，次の点である。

①住宅にコンパージョンをする上で最も困難な点は，

わが国と同様に消防規定に適合させることである。

特に， 「寝ている聞の危険（Sleeping Risk）」を考

慮して，避難方法，消防隊の通路，感知器とアラー

ム装置，予防方法，消防活動の準備と防炎，防火区

画などに対応する必要がある。

② 事務所用に建てられた建物の住宅へのコンパージョ

ンでは，駐車場などの居住に必要な施設を整備する

ことが難しい。各住宅に必要な駐車場・自転車置き

場などが規定されているが，政策的に緩和されるこ

とがある。

③ 住宅へのコンパージョンは従前の建物形態，コンパ

ージョン後の用途などによって困難度は大きく異な

る。困難度を規定するものとして，建物の大きさ，

高さ，天井高さ，階段やエレベーターの数，建物の

深さや水周りのレイアウト，構造，窓の大きさや位

置，外装素材，水圏ガス・電気など，暖房冷房，換
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気設備，消防設備のサービス供給状況，防音の必要

十生などである。

コンパージョンはロ ンドンの住宅不足の解消に寄与す

るものの，万能薬とは考えられていない。しかし住宅

へのコンパージョンは技術面ではわが国と同じような課

題をもち，容易な建物再生方法ではないにもかかわらず，

継続的に行われているのも事実である。それは，コンパ

ージョンが明確に都市再生 ・ハウジング政策の中で位置

付けられ，コンパージョン推進の戦略が政策として位置

付けられているからである注sJ。

さらに，わが国でのコンパージョンをする上での課題

となった「マーケットリサーチが難しし、」「改修工事は工

事費用が高くなる」「検査済証がない。建築確認を新たに

受けられないJ「購入者にとってコンパージョン住宅は融

資条件がよくない」「不動産取引時の情報開示のための準

備が大変であるJなどの問題がみられない。つま り，わ

が国のコンパージョンが示唆したハウジング 3大課題

「ス トック型対応JIまちづくりとの連携」「空間変化へ

の対応」体制を整備し，コンパージョンをサスティナブ

ルに実行で、きる社会システムが整備されているのである。

3. 2 コンパージョンの事例

コンパージョンは単なる建築物の用途の変更ではなく，

空間量の変更を伴う，建物の再生手法であり，かっ，あ

らたな魅力ある居住空間の提供を地域の文脈のなかで行

うものである。そこで，英国の事例を，空間量の変化，

魅力ある居住空間の創出，地域との関係からみることに

する。

3. 2. 1 空間量の変化を伴うコンパージョン

海外でのコンパージョン事例をみると，コンパージョ

ン時に空間量の変化を伴っているものも多い。これは単

純に容積率を増加させ，事業性を高めようとしているの

ではなく，用途の変更が求める空間への要求の違い，あ

るいは建物にあらたな生命を吹き込み，再生させる作業

でもある（表 3-1，表 3-2，図 3-1)。クラディングレベ

表 3-1 空間の変化からみたコンパージョン事例

事 コンJ、ンヨン 空間の変化 緩工年 司h

例
t量床 ~ 市

番 減 コンパージョン 名

空間変化 号
前 後

重遺量： オm:長練期禦怒 床家 ※2 
タイプ 前（新築年） 後 且体何II

11オフィス l孟編・住宅 1900年 1999年 最卜陛1層憎妻（ベン初、ゥス）
t普床 2オフィス 住宅 2002年

3オフィス 住宅 ジョージア朝時代 2000年
4倉庫 住宅 1987年

L 
呈噌最既存上下上階部臨駆3先1体屠層抱（僧患1~指E築者酔U部｛経ヘ分車ン｝の渇トハ曙中ウ聞習をスに｝ 外階段増設

5オフィス 住宅 1994年 増床
6オフィス 住宅 2000年 最上階ペントハウス増築
7オフィス

宅畠
1960年代 2003年 最上階ペントハウス増築

8オフィス 住宅 1971年 1999年 最上階3層増築
9倉庫 住宅・オフィ 1908年 2002年 最上階2層培築

1-I 
10オフィス 住宅 1930年 2002年 c ペントハウス漕築，パルコ一一増設
11工場 住宅 1999年 最上階4層増築
12倉庫 住宅 1915年 2001年 最上階6層増築
13オフィス 住宅 1971年 1994年 最上階10層増築
14オフィス 住宅 1960隼 1994年 最上階8層増築
15オフィス 住宅 1950年代 2001年 s 階高5mの既存駆体の中間に増床
16扇町 住宅 2002年 最上階1層増築、地下掘り増し駐車場増築
17倉庫 住宅・ホァル 1911年 1999年 建物全体ジャッキアップ地下駐車場増築
18工場 住宅・オフィス 1920年代 1997年 z 最上階2層増築
19工場 宅 1997年 過去に2度コンパージョン、その度に増築
20 ェー 宅 1930年代 M 同高Smの既存駆体中間に僧床

1 -II 22 頁 フィス 1931年 1994年 z 1階部分に明王監
1-m 21 耳目 PJr 宅 1813年 1989年 L z;~王寺スペースに高層住棟僧築

1-IV 
23 要罰｜ 住宅 1848年 1992年

L 
唱てのフフットにハナイオかハルコー僧設

24 病院 住宅 1990年 パルコ一一増設
2 25 ｜オフィス i+""' γtシ 1960年代 1999年
変化なし等※1 26 オフィス ホァル ~ 

27 倉庫 住宅 。5と 1988年
28 倉庫 住宅 V/, 1984年
29 オフィス 住宅 γtシ 1960年代 1995年 L 
30 ｜語l!'!i' 住宅 3必 1997年
31 給水塔 住宅 ヲ＇.% 1848年 1992年
32 倉庫 住宅 タ~
33 倉庫 住宅 ~ 
34 クフブハウス 住宅 刀？ 1922年 1990年 c 
35 オフィス ホT)l.- ~ 1920年 1994年
36 警察 住宅 手予5 1920年代 1996年 s 
37 病院 住宅 シ2う 1950年代
38 工場 住宅・オフィス γ／シ 1870年代 1997年 主

39 科学研究所 住宅 G’少a 1930年代 1970年代
40 工場 住宅・オフィス ク手5 1930年代 M 

41 大農園住宅 住宅 。う4

3滅床 42 l肩 l車 骨平平； 十十4 L －郡取り寝し中辰・コア郡分設置
43 スポーツ施設 住宅 ト十＋ 1902年 1990年 c 一部取り嬢し駐車場設置

米1I 2変化なしJに、三五同支 じ童小明も主主む

※2都市名 L：ロンドン， Cシカゴ， Sシドニー， Zチユーリツヒ、Mミラノ

nu 
η
J
 

住宅総合研究財団研究論文集No.33, 2006年版



表 3-2 空間変化のタイプ

2..1 
1増床 I 1ー II 垂直

量重

軍増東重量
霊地断水弔
輔織寿司君！”
糊駅地齢

1団JI附昧
噂悲し

日凪 2!ll ≪JI 匝JI 庫高

2なし l床面積の増減なし I 図 3-1 空間変化タイプの構成比
3滅床 一

写真 3-2 変化なし 写真 3-3 滅床

写真 3-1 増床 出典：表 3-2，図 3-1ともに文献 23

ルまでのリノベーション工事を行うことでコンパージョ

ン建物の居住性を高めている。

3.2.2 魅力ある居住空間の創出を実現したコンパージ

ョーノ
ロンドンで都心居住を推進するマンハッタンロフト

社はコンパージョンの多くの実績をもっ。ニューヨーク

を意識した新しい都心居住・ロフト暮らしを提案してい

る。現在取り組んでいるものの一つに， 137年の歴史を

もっホテル・鉄道事務所から大規模に修繕・改善し，駅－

ホテルとアパートメントにコンパージョンしている物件

がある。

マンハッタンロフト社はロンドンのクラーケンウエ

ル地区で、事務所ピノレを，ニューヨークの SOH  Oスタイ

ルで、はやったロフトスタイルで再生したことを契機に，

コンバージョン事業を本格的に開始した。過去に行った

コンパージョン物件にノッテンヒルのグロープ教会

(Grove Church 写真 3-4，写真 3ー5）がある。この

教会は， 1853年に地域の店主・商人・企業者などからの

資金でつくられ，当初に 600席が用意されたが，すぐに

手狭になり， 1866年には 1500席を確保できるよう増築

した。その後，第 1次世界大戦・第2次世界大戦で建物

写真 3-4 外観

' -－：－、－
iι ．屯 ’. --

は打撃を受け，壁や屋根の修復が必要となり，安全のた

めにランドマークである二つの尖塔を取り除き利用して

いた。

しかし， 1990年代になると，建物の傷みが激しく，大

規模な修繕の必要性に迫られた。だが，教会はそのため

の費用を準備できない。また，教会の利用上の課題とし

て，天井は高いが，吹き抜けとなっており，寒いこと，

利用者に高齢者や子ども，体の不自由な人がし、るが，段

差があり，使いにくいことがあった。そこで，空間を立

体的に分割し， 1・2階を教会と店舗にし， 3.4.5階をリ

ースホールド、のマンションとして分譲し，その費用で教

会の修繕を行うコンパージョン・リノベーション事業を

行った。

2004年に完成した。このコーディネーターが，マンハ

ックンロフト社である。教会の牧師は，「このコンパージ

ョンは，教会は一切費用負担することなく，新しく使い

やすいものを得られ，居住者はこの人気の地域に住め，

地域住民にとっては店舗ができ，地域に聞かれたホール

や施設ができ，さらにマンハッタン社も事業として収入

を得て， 4者をすべてハッピイにした」と説明した。

3. 2. 3 都市の再生に寄与するコンパージョン 1

写真 3-5 1婚のメインホール
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写真 3-6 荒れた街・空家・空き室が一杯

写真3ー7 ティファクトリーの前の公共空間

リパプールの荒れはてた地域におしゃれなマンショ

ンが存在する。オートロ ックのドアを，許可を得てはい

ると，フロントマンが常駐する。このマンションはもと

は工場（ティファクトリー）であった。いくつかの建物

が連鎖するように，若者には魅力的であろう建物へと変

化している。ここは危険な地域として人々から避けられ，

空き地 ・空き建物の利用は，駐車場ぐらいであったが，

今はリパプールで、新しいスポットとなっている（写真 3

-6，写真 3-7，写真 3-8）。

同様の試みがマンチェスターでも行われている。こう

した荒れはてた地域内の建物を連鎖的に買い取り，コン

バージョンし，地域力を高めることで事業の採算性を高

めているのがアーバンスプラッシュ社である。約 5年前

からみすてられた地域の建物を購入し，新しい居住の場

を提供している。

3. 2. 4. 都市の再生に寄与するコンパージョン 2

ロンドンのテムズ川岸サウスパンクで誰もの 目を引く

「O×OJと書かれたどルがある。oxoタワーである（写

真 3-9）。この地域は 1950年代以降住環境が悪化し，人

口が減少した。そこに民間の不動産業者が開発を試みる

が，住民はそれを退け，白ら開発事業者となり，地域の

再開発を実行している。その主体がコインストリートコ

ミュニティビノレダーズである。1984年に住民が主体とな

写真3-8 ティファクトリーの外観

A込
？、、

；、 ；』
a‘， 

畠亀園

写真 3-9 ox Oタワー

り会社を設立し， 13エーカーの土地を取得し，パーニー

スペインガーデン，ガブリエルウオルフ， Ox Oタワー

の改修， 220戸のマンションの提供，ファミリー・チル

ドレンセンターの運営，コインストリートフェスティパ

ノレなどを行っている。

その中核としてコンパージョン建物がある。もとは倉

庫だ、った建物は今は， 78戸のコーポラティフ、ハウス， 33

戸のデザイナースタデ‘ィオ， レストラン，ショップ，カ

フェーやパーなどである。この建物は残さなければなら

ないと法や制度で決まっていたわけではないが，地域の

人々に愛され，人々は残すことを望んだのである。もし，

「これを壊して建替えたら，もっと事業費を引く下げら

れであろう」というのが事務局長の意見である。建物を

コンパージョンする際に，元の 1階と 2階の聞に床を張

り，床を増床し，新しい屋根を元の屋根の上にっくり，

最上階をレストランにした。これは，美観や計画実行性

を考えた上でのことである。コンパージョンした建物は，

住民主体で街をつくるうえでのランドマークとなり，か

っ人々をつなぎ，地域の文脈を考慮した開発のキーとな

っている。

3. 3 英国でコンパージョンが可能な理由

英国では技術的な法制度ではわが国と同様の課題をも

ちつつも，コンパージョンは新しい居住空間の提供，地
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域の魅力， 「地域カ」をつくり，さらには 「事業として成

立する」という仕組みを持ち，サスティナフeルに行われ

ている。

行われているコンパージョン事例をみると，第一に絶

対的価値のなかでコンパージョンされる建物がある。つ

まり，残すべき価値のある建物がある。ここには， 「建替

えか修繕・コンパージョンか？」といった二者択一の選

択はない。oxoタワーの事例である。第二に市場による

判断が的確に行われる。ここでは常に 「建替えか修繕・

コンパージョンか？」といった二者択一の選択が，多様

な要素（不動産取得費・工事費・工事期間 ・利用者ニー

ズ・合意形成の困難性など）を考慮して行われる。上記

のマンハッタ ン社・アーバンフラ ッシュ社の事例である。

どうして，このようなコンパージョンが可能であるのか。

第一に，ストック型対応体制が整備されている。英国

では既に建物ストックを適正に維持管理し，流通する体

制があり， 「新築」有利の体制がないこと，さらに 「建替

えか修繕・コンパージョンか？ Jを適切な情報をもって

判断・提案する，コンパージョンをマネジメントするサー

ベーヤーの存在がある。また，その基本となるのが適切

な情報をもとにした不動産評価，それに基づく情報開示

による不動産取引制度がある。特に，建物を長く使い，

かっ流通する上では建物の現状の 「情報」が重要な役割

をなす。もちろん，建物の生まれた状態や修繕履歴も重

要であるが，それ以上に必要な情報は現在の建物の物理

的な状態，公法，権利関係などの私法関係，収益性など

の金融関係などと連携した総合情報である。適切な総合

情報をもって建物を評価できる体制が整備されている。

第二に，建物と地域の連携，各建物を地域社会の財産

として位置付ける制度が整っている。英国では私有財で

もある住宅の建替えや修繕に規制がかかること，あるい

は地域によるルールがそれらを規制することがある。公

的なルールとしては登録建造物制度と保全地区制度，地

域の自主的なルールとしてカペナント・管理規則・デザ

インガイダンスやガイドライン，それをマネジメン卜す

る管理組織がある。さらに管理組織が各建物の建替え等

をコントロールすることで地域力を高めており，地域自

らで地域力をつくる体制がある。尚，登録建築物制度と

保全地区制度は建物を長持ちさせ，使いつづけるストッ

ク型対応体制でもある。

第三に，建物の空間の変化に対応できる体制がある。

英国では土地と建物は一体の不動産であり，リースホー

ルドの所有制度が所有と管理方法に幅をもたせている。

所有の概念、に時間軸と空間軸，さらに相対性をもたせる

保有制度，わが国と異なる所有と利用と管理の関係を生

出せるトラスト制度などが整っている。

4 英国のコンパージョンを支える仕組み

次に，上記で示した英国の制度をのベる。

4. 1 わが国にはない職種：サーベーヤー

わが国ではコンパージョンを適切に推進する人・会社

が少ない。つまり，コンパージョンの相対的価値を適切

に算出できる人，プロジェクトを評価できる人が少ない。

しかし，英国では，こうしたプロジェクト評価にあわせ

て，的確な市場マーケット分析から客付けまでを行うコ

ンパーターと呼ばれる職種さえ登場している。具体的に

は，コンパージョンを積極的に取り組んでいるマンハツ

タンロフト社・アーバンフラッシュ社では次のようにコ

ンパージョンに取り組んで、いる。

マンハッタンロフト社では，市場調査は自社で行う。

プランニング・デザインも自社で行い，建物サーベイは

サーベイヤーの事務所が行う。プロジェクトの評価やア

セスメントは，自社，融資の斡旋や用意，アドバイスも

自社，建設・施工は別会社，そしてコンパージョン物件

の販売や賃貸業務は自社，管理は外注である。

アーバンフラッシュ社では，市場調査は自社で行う。

プランニングは建築事務所が担当し，デザインは建築事

務所と技術担当で行う。建物サーベイはサーベイヤーの

事務所と自社，プロジェク卜の評価やアセスメントはサ

ーベイヤーと自社，融資の斡旋や用意，アドバイスはサ

ーベイヤーと自社と銀行，建設・施工は別会社，そして

コンパージョン物件の販売や賃貸業務は自社，管理も自

社である。

2社ともに市場調査から不動産の販売・賃貸を行える

力量をもっ会社で、あり ，プロジェクトマネジメントでき

る不動産業者である。さらに，コンパージョンというプ

ロジェクト全体を推進する専門家 ・プロジェクトマネー

ジャーが存在する。その中心にサーベイヤー（surveyor)

がし、る。

不動産業において広く重要な役割を果たすのは，英国

ではサーベーヤーである。サーベーヤーとは国家資格で

はなく， RI C S注 9）が認定した資格である。わが国で

言うと，測量士・不動産鑑定士・建築士・土地家屋調査

士などに相当する幅広い専門家である（表 4-1)。具体的

には，商業不動産の評価，居住用不動産の評価，ファシ

リテイマネジメント，プロジェクトマネジメント，建物

サーベイ，プランニングと開発，環境評価，マネジメン

ト・コンサルタントなどを行う。大規模な開発には開発

コンサルタントとして，その不動産の最大有効価値を生

出すための具体的方法の検討・提案を行う。一般消費者

からみれば住宅の取引の際に，建物の検査，それに基づ

いた価格の評価を行うのがサーベーヤーの仕事となる。
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表 4-1.サーベーヤーの主な仕事

(RIGS会員の専門分野の主なもの）

Building Surveying 

Commercial Property 

Construction 

Dispute Resolution 

Facilities Management 

Management Consultancy 

Planning and Development 

Project Management 

Residential Property 

Valuation 

4.2 不動産取引における買い手主体の情報収集

中古物件取引の多い英国は，買い手主体で不動産取引

の情報を購入前に入手することができる。原則，不動産

売買に不動産業者は買い手側と売り手側につき，サーベ

ーヤーによる建物調査と不動産評価調査が行われる。サ

ーベーヤーは，サーベイレポートを作成する。 レポート

にはフルレポートを呼ばれるものから簡単なものまでの

レベルがあり，内容に応じて費用が異なる。通常は買い

手が依頼するが，売り手側も別に依頼する場合がある。

さらに売り手・買い手はそれぞれ別のソリシター（事

務弁護士）に取引物件の登記・法的関係や都市計画上に

問題がないかの調査を依頼する。ソリシターは，弁護士

ではあるが，パリスター（法廷弁護士）と異なり，裁判

にはかかわらない。ソリシターのかわりに費用が安いコ

ンベイヤンサー（conveyancer 譲渡書士， 1987年から

ソリシターの不動産取引業務を実施できるようになった

資格）に依頼することもあるが，事例はまだ少ない。

このように多くの専門家が役割分担しつつ相互にチ

ェックしながら取引する。つまり，先に指摘したわが国

の不動産取引制度の不備を補完する制度がある。

また，住宅をめぐる大きな変化として， 2004年ハウジ

ング法（HousingAct）の影響で，地方公共団体への集

合住宅登録制度注JO）や，売り主による住宅情報パックの

提供が義務付けられる。今までは買主が自らサーベーヤ

ーを雇用し，住宅を購入する際に必要な情報を集めてい

たものを，売主あるいは不動産業者が住宅にかかわるす

べての情報（［homeinformation pack］）を用意し，その情

報を開示して取引する制度に転換する予定である注 11）。

これで，住宅調査を行うインスベクターという新しい職

種も生まれることになる注 12）。

4. 3 登録建造物制度

自分の家であっても勝手に修繕や建替えができない

ことがある。登録建造物（listedbuilding）制度は建物

を長く使いつづけるための制度であるとともに，各建物

は私有財であるにもかかわらず，建物を地域に根づかせ，

地域の社会的な財として保全する制度でもある。

登録建造物制度とは，建築的にもしくは歴史的に重要

な建物を指定登録し，その建物の取り壊し改築，改変

に対する規制を強化する仕組みである。最も重要なグレ

ード I，その次に重要なものはグレードII＊，さらにグ

レードEの3段階がある注 13）。対象建物は， 30年以上経

過していることが原則であり，当初の状態をとどめてい

る1700年以前に建設された建造物はすべて登録される。

それ以外は，建築的重要性，歴史的重要性，国家的に重

要な人物もしくは事件との関係，建造物群としての集合

的価値を考慮、して決められる。

登録建造物になると，①建物の一部または全部の取り

壊し②建物の特性に影響を与えるような内装も含んだ

改変，③増築，④建物の重要な部分の修繕など，一般的

に開発行為に該当しないと考えられているような小規模

な建物の外観の変更も，認可が必要となる。これが登録

建造物認可とよばれるものである。地方計画当局は，認

可の申請がされると，現地に 1週間申請内容を掲示し，

地元新聞に発表する。そして，申請書を3週間一般公開

する。さらに，様々な関係団体に通知をし，そこからの

意見を聞く。こうした意見を踏まえて， 2ヶ月以内に可

否の判断をすることになる。たとえ，個人の家でもみん

なで保全するという体制である。

登録建造物制度は，建造物所有者の意向にかかわらず

（この点は現在検討中であるに物的な状態を保全するた

めに建物を登録する制度である。ゆえに，適正な維持管

理がされていない場合には，修理通知（repairnotice), 

緊急修理（urgent repairs），強制収用（compulsory

purchase）などの制度が用意されている。また，登録建

造物などの修理や維持には補助金注14!や税の優遇措置は

ある。

また，自分が住んでいる家が登録建築物となることに

ついては英国民の中でも賛否があるが， 「登録建造物であ

る住宅は価値がある」と考えている居住者は半数以上お

り注 15），英国では価値ある建築物を作る制度として受け

入れられている。登録建造物の建物がコンパージョンさ

れ，集合住宅となり，分譲される例は珍しいことではな

し、。

4.4 保全地区制度

先の教会の事例は，登録建造物ではないが，保全地区

で、あったこともコンパージョンする大きな要因となって

いる。保全地区（conservationarea）は，歴史的建築的特

別の価値を持ち，その特性を保全 ・向上することが望ま

しい地域を指定する制度である。登録建造物制度は単体

建物を対象とするが，こちらはエリアとしての指定であ

る。

地区内で，①建造物の取り壊し。115 nf以上のとりこ

わしには認可が必要となる。それが建物の部分的な場合
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でもこの大きさを超えると認可が必要となり，門・塀な

どは lm以下（公道に面していないものは 2m以下）の

ものは対象外である。②50d以上あるいは元の建物の

10%以上の増築，③外観の変更，④屋根の交換や増設，

⑤10 nfよりも大きい建物の建設，⑤道路・歩行者道・オ

ープンスペースに面する屋根やチムニー，あるいは 15m

以上高い建物に衛星放送アンテナ（サテライトデッシュ）

の設置にはすべて許可が必要となる。広告規制，木の保

全も強化されることになる注 JG）。

居住者の 6割以上は 「保全地区に住宅があることは価

値があるJと考えており，こうした形での私権を制限し，

地域価値，地域力をつくることは有効であるというのが

英国での考え方となっている注17）。

4. 5 カペナントと管理規則・デザインガイドラインと管

理組織

都市計画の制度として，保全地区や登録建造物の制度

が，建物の保全，建替え・修繕をコントロールする手法

としてあるが，それにあわせ，地域で、ルールを決め，各

家の修繕や建替え，利用の仕方をコントロールする方法

がある。一つはリースホールドの場合のカペナント

(Covenant）である。都市計画制度はいわば公的力と私

的力（民）の調整ともいえるが，これは民民による不動

産利用の制限である。カベナントは，そもそも大地主が

自分の土地を庶民に利用させる方法として， リースホー

ルド契約に 「建物をしっかり管理すること」等を条件と

する形で使用されたものが歴史的に受け継がれ，現在で

も利用されている。カベナントには大きく二つの種類が

ある。消極的内容（不作為）と積極的内容（作為）であ

り，前者は「・・してはいけなしリという禁止事項であ

る。後者は何らかの作為や出費を義務づけるものである。

カペナン卜は，新しい所有者をも拘束するが，それは不

作為のものだけに限定される。また，カペナントは登録

しないと対抗要件とならない。

カペナン卜を登録しでも，フリーホールドである場合

は， 「建物をしっかり管理すること」といった作為のカペ

ナントの内容が引き継がれない。現在，英国の土地所有

政策・住宅政策の転換から戸建て住宅やテラスハウスな

ど接地性のある住宅ではリースホールドが大幅に減少し

ている注 JS）。つまり，フリーホールドが増加している。

そこで，登場したのが管理規則やデザインガイドライン

である。また，ガーデンビレッジであるポートサンライ

ト（写真 4-1)，ガーデンシティであるレッチワース，

ガーデンサパーブ、で、あるハムステッドでは住宅地の住環

境を管理する管理組織がある注 19）。管理組織は地方自治

体とは別に各家の修繕や建替え，利用の仕方をコントロ

ールする権限をもっている。その根拠がカペナントある

いは管理規則であり，その規準がデザインガイダンスや

写真4ー1 ポートサンライト

デザインガイドラインと呼ばれるものである。こうして，

管理組織は私権を制限する権限をもち，地域全体の価値

を高めている。個々の建物のプロパテイマネジメントを

通じて，全体のプロパティマネジメントを行い，地域の

魅力，地域力を作り出しているのである。これを居住者

は評価している。つまり ，地域によるコントロールが居

住者が個々の勝手な行動を律する。このことで全体とし

てより大きな価値，利用価値・市場価値を創出する。こ

れを居住者が理解し，管理組織活動への参加のモチベー

ションとなっている注20）。

4. 6 リースホールド

教会の一部をマンショ ンにコ ンパージョンした事例

は，各住戸を販売しながらも実際に全体を統括する権利

を教会が維持している。こうした所有の仕組みが英国の

リースホールドである。コンパージョンに伴い所有形態

の変更が重要な課題となるが，わが国のように単独 (1

社あるいは 1人格）所有か，複数による区分所有といっ

た方法だけではコンパージョンを推進するネックとなる。

さらに区分所有のものを単独所有に変換することが難し

いため，サスティナブデルな所有形態とはいえない。これ

に対して英国では建物コンパージョンを可能とする所有

形態がある。

英国注21）では集合住宅のなかでもテラスハウスを含ま

ない，共同住宅のことをフラットと呼ぶ。最近ではアパ

ートメントと呼ぶものも見かけるが，基本的には 1戸建

て住宅（detachedhouse), 2戸 1住宅（semi・detached 

house），テラスハウス（terraced・house），そしてフラッ

ト（flat）と 4分類にわけている注22）。

フラットの所有形態は大きく分けて三タイプであっ

た。一つは日本で民間賃貸住宅と呼ばれるような一人の

オーナーが建物全体を所有するタイプである。こうした

所有形態の民間の賃貸住宅は英国では少ない。二つめは

数名で一つの建物を分割所有するタイプである。フリー

ホールドと呼ばれるこのタイプは， 1930年代に多少供給

されたが，問題が多く注23），結局は第三の形態である 「リ

ースホールド」で所有されるケースが多くなっている。

そして，第四の所有形態としてわが国の区分所有にあた
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るコモンホールド制度が倉リ設された。

リースホールド (leasehold）のフラットとは，土地と

建物の共用部分（CommonParts ）をフリーホルダー

(freeholder）が所有し，各居住者（leaseholder:tenant 

under a long lease）は各住戸部分をフリーホルダーから

設定された期間でリースホールドする形態である。フ リ

ーホルダーは各住戸の復帰権（reversion）を所有し，か

つ共用部分の管理を行う（表 4-2：タイプ I）。

表 4-2 リースホールドとコモンホールドフラットにおける

共用部分の所有と管理責任者

タイプ 共用部分の所有 共用部分の管理責

任者

リースホールド I フリーホルダー フリーホルダー

リースホールドE フリーホルダー フラットマネジメ

ントカンパニー

リースホールドE フラット 7 ネジメ フラットマネジメ

ントカンパニー ントカンパニー

コモンホールド コモンホールド組合 コモンホールド組合

しかし最近では，こうした形態から次第に，共用部分

の管理を，リースホルダーで、行うケース（タイプII）注

24＞，あるいは共用部分の所有権をリースホルダーで、構成

されたフラットマネジメントカンパニー（ flat

management company）で所有し，管理するケース（タ

イプill）が増力目してきている注25）。

ちなみに，新しいコモンホールド方式とは，どのよう

にフラットを所有するのか。各居住者（この場合，

unit-holders）は各住戸部分（commonholdunit）をフ

リーホールドで所有する 。土地と建物の共用部分

(Common Parts ）はフリーホルダーみなで構成するコ

モンホールド組合（commonholdassociation）が所有す

る。この組合所有という点が日本の区分所有のマンショ

ンと違う点になる。

コンパージョン物件の多くはリースホールドである。

ゆえに，所有権を売りながらも，おおもとの所有権はフ

リーホルダーに残すことが可能である。例えば，教会の

事例では 125年のリースホールドとなっており，共用部

分は教会が所有し，管理している。その他のコンバージ

ョンフラットも 99年， 125年のリースホールドで分譲

され，骨格部分を元の所有者がそのまま維持する形とな

っている。つまり，所有・経営者の変更を伴わない，所

有形態の変更が可能となっているのである。

さらに英国方式では，所有権が移転しなくても管理権

を居住者が保有する仕組み（タイプII）が用意されてい

ること，またコモンホールドの場合でも共用部分が会社

所有となることから，わが国の区分所有方法よりも合理

的運営が可能な仕組みとなっている。つまり，英国では，

インフィルとスケルトンを分離して段階的に所有する形

態，所有者が必ずしも管理者とならない方法がメニュー

として存在し，メニューに幅があることが集合住宅への

コンパージョンを可能としている。

5 結論ーコンパージョンを通してみたわが国のハウジ

ングシステムの再編の方向（表5ー1)

5. 1 コンパージョンは何を示唆したのか

コンパージョンとは単なる建築物の用途の変更では

ない。コンパージョンとは，用途の変更を通して，建物

を長く使いつづける，建物の再生手法であり，地域力を

高めるために，建物の空間の変化を伴いながら行う行為

であり ，市場の中で成立する必要がある。

コンパージョンを円滑に行える体制を整備するには，

第一に新築重視・フロー型の建築・不動産・都市計画体

制からストック型に対応した体制への再編，つまりハウ

ジングを取り巻く建築技術・生産・産業 ・職能，住宅性

能・住宅情報・住宅を含めた不動産評価制度の再編が必

要である。なかでも，建物を長く使うためには建物の総

合情報が現在整備されていないという課題があり，それ

らを適切に提示するための職能と産業の再編が必要であ

る。

第二に，各建物・住宅が地域社会の財産として位置付

けられず，ハウジングがまちづくり・都市計画・都市経

営と連携していないことがある。コンパージョンの必要

性は地域力の低下から生まれるものであり，低下した地

域力を再生する手法でもある。コンパージョンとは地域

と建物を結び付ける手法であり，地域の文脈にあわせて

建物の用途を可逆的に変え，地域力をつくる手法でもあ

る。しかし，わが国には根本的に地域力を地域でつくる

仕組みが整っておらず，建物をマネジメントし，地域力

を高めるために都市計画制度の再編が必要である。

第三に，建物の空間の変化に対応する空間の所有・利

用・管理関係の再編が必要である。これは住宅金融，私

法をも取り込んだ、ハウジングの再編とも言え，建物の所

有の概念、の再編でもある。

5. 2 ハウジングシステムの再編の方向

上記三つの課題を市場のメカニズムのなかで創りあげ

る必要がある。市場メカニズムのなかでのハウジングシ

ステムの再編である。そのなかで，上記の課題は具体的

にどの方向に進むべきか。

①ハウジングシステムにおける情報・職能の再編

再編の第一課題として，建築物の総合情報とそれを担

う専門家の育成を提示する。建物が長く生きつづけるに

は，それにかかわる総合的な情報を正しく把握すること

が必要である。建築的な知識や技術を取得していること

に加え，ファイナンス，会計といった経済的な側面，私
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用・管理制度として三つの方向を提示する。一つはトラ

スト方式である。 ここでは建物の所有者が必ずしも管理

を行うことを前提としない方式である。二つめにはリー

スホールド方式である。ここには建物の所有に空間軸と

時間軸を取り入れる方式である。三つめは不動産を「＜

土地＞＋＜建物＞」ととらえるのではなく，「＜土地とス

ケルトン＞＋＜クラディ ングとインフィル＞」 という軸

で切り，その空間構成に応じた所有・管理制度，それを

支える金融制度を確立する ものである。

以上のようにコンパージョンは，わが国の硬直的であ

ったハウジング体制を，市場メカニズムのなかで，建物

が内包する空間・時間軸の再編，それを取り巻く建築・

建設・不動産・金融・法・税・教育などの制度の再編，連

携の再編を私たちに示唆している。

法・公法，さらには登記や税金などの知識が必要となる。

こうした情報を創造的見地から提供する人を育成するこ

と，それは建築技術・生産・産業の再編でもあり，あら

たな職能とそのための教育が必要である。

②まちづくりとハウジングシステムの連携の再編

再編の第二課題として，個々の建物の価値を地域で、つ

くる地域のプロパテイマネジメントを提示する。建物が

地域の文脈をふまえ，時代にあって生きつづけるには地

域自らが地域の魅力を作りつづける力が必要である。現

状では地域が自治をもって物事を決め，主体的にマネジ

メントする体制が整っていない。具体的には，地域のマ

ネジメン ト組織に地域マネジメントカを与えることで，

従来の＜私と公＞という都市計画制度の体借りから，＜

私・共（地域マネジメント組織）・公＞体制への変換が必

要である。

③所有・利用・管理からみたハウジングシステムの再編

再編の第三の課題として，あらたな不動産の所有 ・手lj

表 5-1 コンパージョンが示唆するハウジングシステムの再編の課題とその方向一英国事例を踏まえて

わが国でコンパージョンをする上での問題 英国との比較： 0・英国でも同様。× 英国では該当せず。ム：状況による

く企画〉 ｜く計画 .!it十・施工〉 ｜〈販売・賃貸〉

7ーケット リサーチが難しい（×）． ｜消防法や建築基準法の規定にあわせるのが難しい（0). ｜購入者にとってコンパージョン住宅は融資条件がよくない

コンパージョン費用の摺備が縦しい（×）． ｜地域の条例，中高層建築物指導要綱の規準等にあわない ｜ （×） 

プロジヱクトを7 ヰジメントできる人・会社がいない ｜ (0). ｜購入者にとって税優遇措置が少ない（×）

（×）． ｜従前建物形態から大きく制約を受ける（0). ｜税法上の取り扱いが明確でない（×）．

（~·柱 ・ 壁の位置，水まわり， EV，窓の位置等） ｜スケノレトン分慢ができない（×）．

改修工事は工事費用が高くなる（ム）． ｜分穆会社にとって確症担保責任が貰い（×）．

実際に工事を行うと，干定金額よりも多くかかる（×）． ｜不動産取引時の情報開示のための準備が大変である（×）．

図面がない．図面と実物が遣っている（×） . ｜不動産取引時の情報提示方法がコンパージョン住宅には不

撤去費用が高くつく（×）． ｜牢I）である（×）．

検査済鉦がない．諸官、を新たに受けられない（×）．

わが国のハウジングシステム ｜｜英国のコンパージョンの
の課題 ｜｜実態と支援制度

くス トツヲ型に対応した体制の不備〉 ＼｜｜ 英国のコンパージョン

．建鍍技術・生産 ・産黛・聡能・行政！住宅性能・住

宅情報・不動産評価

匡回建物の大規模修繕・改修技術・推進体制の問

題がある．

匡回コンパージョンを推進する専門家・専門家集

団がない．

陳周司建物の履歴情報が社会的に整備されていない．

陳題 4・個別不動産の事業性や建物固有の価値を積極

的に評価する，あるいは修繕や改修を反映する不動産一一……………

評価システムが確立されていない． If’F ・総合連相官報を提供する制度

匡国住宅を「新築J「中古JでZ分類にし，新築住 IIi E三三ヨ : 
宅に有利な税や融資制度がとられている． II Ii i 
~ 消費者側に立った十分な情報開示による不動 ｜｜； 不動産取引における買い手主体の倒

産取引が行われていなし、． JI Ii ' 

く酬とまちづくりの鵬体制の不備〉 〈 ｜ ｜ ； ！ “心出すt.iii-・ -・ -・ -・ -・ -・I 
・建物と地域との関係 I I Ii! 匝亙建孟扇 : rn各建物の｛欄・建替えが各所有者の自由な経 I Ii~ 二二ご
済活動の一環として行われている． lr17'医全皇国 : 
ru地区レベルで単体の建物が位置付けられて川 IIt~ ...........唱団....... .. . ........・M ・.....・M ・...・M ・..: 

ない． 111; 
ru地区計画などによるきめ細かい利用規制な 11; カベナント・管理規則・管理組側

匡図利用者間の建物の共同利用のノレ一川；11,,,-11 ~ －・－ー－－－－－－－．．．
〈建物の空間変化の対応体制の不備〉 ｜｜｜ 陶空間量の変化に対応する制度

・空間の利用・所有・管理の関係 ~~三支京＝司 i 
~·住戸プランの多様化個性化への対応できる ~ ! 
体制がない． 111 1. 
医E 持続可能な建物の所有形態，経営形態がないJ

用途の変更を通して1

空間量の変化を伴い
建物を使いつづけ

控笠左主主単」4

事業として採算の合う
建物の再生手法

サスティナブル・コンパージョンとは？
目的 経営の改善，居住環境の改善，都市環境の改善

行為 用途の変更を伴い，燈物を再生する方法

地域の文脈を踏まえ

肥j ..,.I I.,,.. 

コンパージョンとは，

用途の変更を通して，

建物を長く使いつづける，建物の再生手法であり，司煤煙 l

地域カを高めるために，＝今 課題2
建物の空間の変化を伴いながら＝今 課題3
行う行為である．

それが，市場で成立することが必要である．

コンパージョンが示唆したわが国のハウジン
グシステムの課題
線題1 建物を長く使うための総合情報体制の整備

標題 2 地域カを生出すための地域プロパティマヰジメント体制の

整備

課題3 建物の空間量の変化に対応した所有・菅理体制の整備

わが国のハウジングシステム再編の方向
市場メカニズムにおけるハウゾングシステムの再編

再編課題1 ハウジングシス子ムにおける情報・鵬首Eの再編

建築・不動産業界におけるあらたな職能の確立と産業な

どの再編，日本型サーベイヤーの育成など

再編課題2 まちづ〈りとハウジングの連機の再編

＜私 ・公〉体制からく私・共 ・公〉の体制への都市警十画

制度の再編 ，日本型地場プロジェクトマネジメントの実

践など

再編課題3 所有 ・利用 ・管理からみたハウジングシステムの再編

l物 l権主義から多様な所有形態・管理方式への再編

く住宅金融・私法との関係の再編〉
日本型リースホール ドのかl股
日本型トラスト制度創設
日本型2段階所有制度の量lj設 など
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＜注＞
1）文献 20

2）ここでは集合住宅の基本的な要素として建物の骨格をなす

柱・梁・床など（スケルトン），居住者ニーズに対応して短
期に可変する内装部分（インフィノレ），その中間に外皮部分

である外壁や戸境壁（クラディング）とし、う意味で用いてい

る（文献 21）。

3）事例を，（財）日本賃貸住宅管理協会，（社）日本住宅建設産
業協会，（社）全日本不動産協会，住宅金融公庫等等へのヒ
ヤリング・アンケ）ト調査を実施し， 55事例把握した。こ

れらのうち，部分コンパージョン 7事例，全体コンバージョ
ン8事例について担当者に間取り調査及び現地調査を， 2002

年 8月～2004年 3月に実施した。次に，建物コンバージョ

ンにおける専門家の役割を明らかにするために，（財）日本

賃貸住宅管理協会，（社）日本住宅建設産業協会の会員にア

ンケー ト調査を実施した。2003年 12月～2004年 l月に実施

し， 149社より回答があった。アンケートの配布はあわせて
約 1300票である。

4）賃貸借契約を締結している場合に，賃貸人が建物全体をコン

パージョン したいので賃借入に立ち退きを要求することは

正当事由にならないというのが現在の一般的な考え方であ

る（文献 20）。

5）この数年の傾向として，私有財産であるはずのマンション管
理・建替えに， 7 ンション管理適正化法やマンション建替え

円滑化法が示すように一定の公的関与が位置付けられるよ

うになった。しかし，それは主には「区分所有」という複雑
な所有関係の支援であり ，建物の社会性が位置付けられ，か

つそれに基づく 具体的な施策が実践されているとはいいが
たい。

6）文献 12による

7）文献 ll・13，およびアーバンフラ ッシュキ土・マンハッタン

社・サーベイヤー会社などへのヒヤリングによる。

8）住宅供給の 60%を低・未利用地で開発を行うこと，ビルな

どの空き部屋を利用することなどが都市政策・住宅政策の中

で明確に位置付けられている（PPG3,PPG6,PPG11,Suβtinable 

com皿unities. living for the futureなど）。」

9) The Royal Institution of Chartered Surveyorsの省略。

1868年に設立。現在， 121カ国 106000メンバーが加入。英
国に 90500人，英国外で 15500人である。世界で 400の認定

コースが有り，年間 500の研究レポートなどを発行している。

10) コンバージョンによるマンションの場合には，地方公共団

体への登録や，管理規準に従って管理することなど，一定

の地方公共団体による関与が 2006年 4月よりスタートす

ることになる。
11) 2007年によりスタートすることになるが， 2006年 7月より

プレ的な利用がスタートする。政府の見積もりによると概

ね住宅情報パックに作成に約 20万円がかかると見積もら

れている。すでに業界では，この様な制度ができても 「無

駄であるJ，あるいは「実質的には何も変らないj fこんな

余分な費用を出したくないので，売りいそぐ売り手が増え

ている」などの意見がある。

12）例えば， RI C Sではこの職種をあまり重視していない。

実質的には今までとかわらず，賢い手がサーベーヤーに依

頼することになるであろうという意見である。サーベーヤ

ーを多く生み出しているレディング大学では，インスベク

ターはサーベーヤーほど難しく，かつ不動産業界における

重要な職種になると考えていない。一方，不動産業界では

新たなビジネスとして積極的に対応しようという意向が

見られる。

13) 1999年現在，イングランドだけで 45301l件が対象となっ
ており，グレード Iは全体の 2%，グレードII＊は4%,

のこりはすべてEである。ゆえに，圧倒的にEが多い。

14）ケンブリッジの場合は費用の 40%を通常補助する。特別な
場合は 50%補助をする。

15）レッチワース田園都市とブレンサム田園郊外の居住者にア

ンケート調査を実施した。調査は 2006年 2月～3月で配付
700，回収 303で，回収率は 43.3%である。

16）全国的な統一的な基準はなく ，地方計画庁が独自に地区指

定をでき，英国全体で 9000地区以上（1999年）ある。
17）調査方法は注目。

18）フリーホールドの自由（土地）保有権に対してリースホー

ルドは「賃借（土地） J保有権と訳され，期間を限定した
利用権である。 1967年の法律（LeaseholdReform Act 

1967）では，リースホールドにより戸建て住宅を保有して

いる人たちに，フリーホールドを買う権利を与えること，
あるいはリースホールド権を所有するものに対して，リー

スの期聞が満了した場合には，｛昔主に 1回の更新権， 50年

間の契約の延長をつける権利を与えたのである。ただ し，

この時点、では高級住宅およびフラット（わが国で言うマン

ション）は例外であった。 1993年法（LeaseholdReform, 

Housing and urban Development Act 1993）では，高級住

宅やフラットも含めてフリーホールドへの買い取り権を
与え，フラットに関しても，特別の条件が整い，さらに 3
分の 2が合意すればフリーホールドが貿い取れるように
した。また，契約満了前でも借主が 90年間の契約延長が

できる権利を与えた。さらに， 2002年法（Commonholdand 

Leasehold Reform Act 2002）は，イギリスではじめて区

分所有法を成立させた法律であるが，この法のなかでフリ

ーホ）ルドの買取の条件をさ らに緩和している。このよう

にイギリスでは住宅に使われている土地の多くはリース
ホールドからフリーホ｝ルドに転換しつつある。結果，す

べてリースホールドでつくられた住宅地であるポートサ

ンライ トではフラ ットを除いてすべてフリーホールドに
なっている。ゆえに， 98.3%がフリーホールドである。ガ

｝デンシティであるレッチワースやワエルリンも例外で

はなく ，レッチワースでは約半数がすでにフリーホールド

である。また， リースホーノレドの期間は， 99年， 125年，

990年， 999年などが見られるが，レッチワースでは契約
更新に伴い， 990年， 999年へと期聞が延長するケースが

多くなっている。

19）英国における住宅地の管理組織によるプロパティマネジメ

ントの実態やそれを支える制度については文献 14～19で

のべている。

20）調査方法は同じく注 15）。

21）スコットランドは適用される法律の異なるため，ここでは
主に法制度はイングランド（England）とウエールズ

(Wal es）についてのベる。

22) 2003 2004年統計によると，戸建て住宅が 23%, 2戸 1

住宅が 33%，テラスハウスが 26%，新規フラットが 12%,

改造フラットが 5%である。なお，フラットは約 350万戸
ある（surveyof English housing, England 2003-2004）。

23）文献8によると，「作為カベナントが引き継がれず，管理が

スムーズに行かなし、」問題がある。なお，英国でのヒヤリ

ングでは「 5%ほどあるかもしれなしリという意見や「ほ
とんどなし、」という意見もあり ，一般的な形態とは考えら

れていないようである。
24) 2002年法（Commonholdand Leasehold Reform Act ．コモ

ンホール ド・リースホールド改革法）により 7 ネジメント

カンパニーは一定の要件を満たしていれば強制的に管理

権を購入（rightto management）できるようになった。く

表 4-2 Iから Hへの以降〉。

25) 1993年法（LeaseholdReform, Housing and Urban 

Development Act 1993）法で一定の要件が満たされている

とマネジメントカンパニーは3分の 2の合意が取れれば

購入できる（rightof collective enfranchisement）よ

うになった。さらに上記の 2002年法で合意要件は 2分の

lとなるなど，要件が緩和されている〈表 4 2 IからE
への移行〉。
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