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居住環境における「利用Jの構想力の導入に関する考察

松村秀一

（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻助教綬）

「なし、から建てたし、」。 20世紀の日本での建設行為は，基本的にこの集団的な動機に支えられてきた。この集

団的な動機が旺盛な公共投資を支え，土地担保主義による資金調達を支えてきた。しかし，ストックが充足した

21世紀の日本では，最早こうした動機に支えられた居住環境への投資は見込めない。新しいタイプの集団的な動

機は「あるけど何とかしたしリという類のものに変わるだろうが，豊かな居住環境へ向けて新しいタイプの投資

を継続的に可能にするのは，この利用側の欲求，そしてそれに関わる構想力を導入し，戦略的に組織化するこれ

までにない方法であろう。本論文では，コンパージョンを例に，この方法の輪郭を明らかにする。
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THE WAY HOW TO COMBINE CREATIVITY ON USE WITH THE IMPROVEMENT OF BUILT 

ENVIRONMENT 

Shuichi MATSUMURA 

“We need to overcome the lack of space and infrastructure." Construction in the 20th century had been basically 

motivated by this need. It had enabled almost automatic financing on land as well as plenty of public investment. However 

we cannot expect such investment in built environment any more in the 21st century, when urban structures have been fully 

built.“We have space and infrastructures but want to make them better." We must find the new way how to strategically 

organize creativity on use as well as such users’want itself for sustaining investment in built environment. In this paper the 

outline of such new way is discussed. 

1 はじめに

1. 1 背景

20世紀，日本或いは世界のあちらこちらで築き上げて

きた近代都市。それらを全面的に破壊することなく，そ

れぞれの時代に相応しい居住環境としてし、かに継続的E

つ効果的に運営するかが 21世紀に生きる私たちの課題

である。

具体的には，都市内の既存の空間資源を，都市におけ

る人々の活動のあり方の変化に対応する形で有効に利用

する方法と，それを成立させる投資環境の整備が求めら

れる。そして，そうした投資環境の整備にとって重要に

なるのが利用側の欲求とそれに関わる構想力の導入及び

戦略的な組織化である。

本論文では，既存建物の用途を変更する行為 ［コンパ

ージョン」を主な例として， 「利用lの構想、力の導入方法

の輪郭を明らかにすることを目的とする。

1. 2 「利用』の構想力に関わる近年の研究動向

建築に携わる者にとって，実現された建物がどのよう

に利用されるかは最大の関心事の一つである。従って，

建築学においても建設された施設等の利用実態に関する

研究例は古くから多く見られる。しかし、本論でし、う「『利

用』の構想力」は，そのような従来型の建物利用の範囲

で扱うことのできない構想力，即ち当初の計画・建設の

意図とは異なる利用法を構想する力を含意している。

当初の計画・建設の意図とは異なる建物利用の代表的

なものがコンパージョンであり，近年このコンパージョ

ンに着目した研究例は増えつつある。

国 1-1は， 日本建築学会大会学術講演の建築計画，

農村計画，都市計画，建築経済・住宅問題分野での発表

題目から，コンパージョンを扱っていると判断できたも

のを対象として，その題数の推移を示したものである。

これを見ると， 2001年 15題 (1344題中・ 1.1 %) ' 2002 

年 20題（1533題中・ 1.3%)' 2003年 29題（1614題中・

1. 8%）、 2004年 49題（1654題中・ 3.0%)' 2005年 50

題 (1708題中・ 2.9%）と， 21世紀に入って年々増加し

ていることがわかる。なお，住宅を住宅として利用し続

けるために行う大掛かりな改造のように，建物の用途を
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図1-1 日本建築学会大会学術講演発表題目から見たコンパー

ジョン関連発表題数の推移（2001年～2005年）

変更しないままある程度利用法を変えようとする行為に

ついての研究は，以前から少なからず見られたが，~ ~ 

では除いている。

これまでのところ，殆どのコンパージョンは， 従来の

用途のままでは建物が利用されなくなることに伴い起こ

っている。そのため， 2001年時点では，当時既に未利用

が多く見られた民家や歴史的建物，中心市街地の商店，

児童数の減少に伴い未利用率が高くなりつつあった学校

をどう利用するかに関する研究だけが見られた（図 1-1

「集合住宅からJに分類された 2001年の 2例は，集合住

宅の 1室をオフィス等として利用している現象に関する

もので，他の研究とは性格を異にしている）が，その後

の事務所建物空室率の上昇（「2003年問題」と呼ばれた）

等に伴い，事務所建物，ホテル，工場等研究対象となる

建物種類が増えていることがわかる。

また，研究例が増えるに従い，都心住宅，グ、ループホ

ーム等の高齢者居住施設，託児所，自主運営型のコミュ

ニティ施設等と，コンパージョン後の利用形態を主題に

据えた研究例や，観光振興や中心市街地活性化等，空き

家問題解決以外のコンパージョンの目的を明確に意識し

た主題設定も少なからず見られるようになった。

1. 3 考察の構成

本論文では，前節で示したように研究例の増えている

コンパージョンを主たる例として，以下のような構成で

「利用」の構想力の導入方法を考察する。

先ず， 2章において 「利用j の構想力の導入方法に着

目する上での前提条件を確認する。具体的には、豊かな

居住環境の形成にとって 「利用Jの構想力の導入が重要

性を増すのは，居住環境の形成におけるスト ック（本論

では既存建物のこと）の役割が拡大するからであるとい

う認識に立ち，日本を含む先進国におけるストックの役

割の拡大現象を，フローとの量的な比較及び投資額比較

によって明らかにする。

続く 3章では，コンパージョンを例に，「利用Jの構想、

力とその誘導法について考察する。具体的には，利用者

の発想と行動によってコンパージョンが始まり，その後

そうしたコンパージョンが合法化されるとともに，地区

再生に繋がったニューヨーク SOHO地区のコンパージ

ョンの概要を明らかにし，その意義を見極める。そして，

その後世界の大都市で進められたコンパージョンとそこ

で都市政策が果たした役割を明らかにする。

4章では， 「利用Jの構想力を拘束する ものとして，建

築的思考上及び法制度上の「用途」という枠組みを取上

げ，その歴史的な経緯や拘束の実態を明らかにする。

最後に 5章では， 「利用」の構想、力の導入を促進する上

で今後必要になる統合的アプローチについて，統合の対

象となる思考範囲と統合的に取組むべき課題を明らかに

しながら考察する。

2 前提条件の確認一国際的に見たストックの長寿命化

と投資の変化一

2. 1 ストックの長寿命化

ストックの取壊しまでの年数が伸びるに従い，居住環

境の形成における 「利用」の構想力の導入はその重要性

を増す。ここでは，日本を含む先進諸国におけるのスト

ックの長寿命化の傾向を確認しておきたい。

建物の取壊しまでの年数に関しては，各国間で比較で

きる正確な統計データが揃っていない。そこで，凡その

傾向を把握する目的で，住宅を例にとり ，ストック数 （あ

る年にその国に存在している住宅の戸数）をフロー数（あ

る年 1年間に新設された住宅の戸数）で除した値を求め，

その経年変化を各国間で比較したのが図 2-1である。

この値（単位は年）は，ストック数の増加がなく，新設

がすべてス トックの建替えによって行われ， 且つ新設戸

数が安定していると仮定した場合，何年でその国のスト

ックが完全に更新されるかを示す値であり，著者が 1984

年（群居住宅建設データ’ 84，群居6号 「日本の住宅建

設J，群居刊行委員会， 1984.8）と 1996年（「近未来住

宅の技術がわかる本jp.27, PH P研究所， 1996.6）に

発表して以来，建物の寿命の凡その傾向を示す値として

広く用いられるようになった値である。ただし，これは

あくまでも上述のような仮定に基づく数値として解釈さ

れるべきものであり，取壊しまでの年数そのものではな

い点に十分留意する必要がある。

図2-1には，日本と欧米先進国 8カ国の 1983年から

2003年までの 20年間のこの値の変化を 5年毎に示した

が，①日本を含むすべての国において 2003年の値が

1983年の値を大幅に上回っている点，②日本の値は常に
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群を抜いて低い値である点が確認できる。

①は，すべての国でストック数が増加する一方，フロ

ー数が減少している或いは横這いであることの結果であ

り，居住環境形成におけるフローの役割の縮小，ストッ

クの位置付けの拡大を意味するものと理解できる。また

②は，そうした縮ノJ＇，拡大の程度が日本で、は未だ小さい

ことを示している。ただし， 日本においてもこの値の増

加は顕著であり，図 2-2（住宅のみのデータ）に示した

ように，ストックに占める築後経過年数の長いものの割

合は過去 30年間年々増加しており，居住環境における

ストックの位置付けの拡大は明らかである。
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図 21 住宅を例にとったストック／フローの推移（国際比較）
（住宅・土地統計鯛査、建築統計年線、 AnnuaI Bu 11 et in of Housing 

and Bui Id i ng Statistics for Europe and North Americaより作成）
a）ドイツは西ドイツのみ。
b）アメリカ・イギリス・ドイツは 1987年。アメリカは持ち家のみ。ドイ
ツは西ドイツのみ。

c）アメリカ・イギリス・オーストリア・スイス・ドイツ・フランスは 1997

年。
d）アメリカ・オーストリアは 2001年、イギリス・オランダ・スイス・デ
ンマーク・ドイツ・フランスは 2002年。
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図 2-2住宅を例にとったストックの経年分布の推移（日本）
（住宅・土他統計間査より作成）

2.2 建築への投資の変化

次に，ストック数とフロー数の比較結果が示唆する居

住環境形成におけるフローの役割の縮小，ストックの位

置付けの拡大を，建築への投資内容の変化という側面か

ら裏付けておきたい。

図 2-3は，欧州先進国 12カ国における建築投資総額

に占める維持補修額の割合の推移を 1983年～2005年で

示し（オーストリアは 1984年以降，スペインは 1988

年以降のデータ），比較対象として日本の推移をデータの

取得できた 1990年～2003年で示したものである。また，

図 2-4, 2-5では，建築投資を住宅投資，非住宅投資

に二分し，それぞれにおける維持補修額の割合の推移を

示している。

ここで確認できる主要な事柄は以下である。

①建築投資額に占めるストックの維持補修額の割合は，

過去 23年間に例外なくすべての国で増加しており，居

住環境形成におけるスト ックの位置付けの拡大を明確に

裏付ける結果になっている。

②調査対象 12カ国に関して見れば，その割合の分布範

囲は， 1983年時点の 16% （ベルギー）～51% （イタリ

ア）が， 2005年には 35% （スイス）～67% （スウェー

デン）へと大幅に上昇している。

③日本の場合も，ストックの維持補修額の割合は毎年着

実に増加しているが，その変化の範囲は 12%(1990年）

～23% (2003年）であり，欧州 11カ固と比較すると未

だ低し、水準にとどまっている。

従って，居住環境形成におけるフローの役割の縮小，

ストックの位置付けの拡大に伴う 「利用」の構想力の導

入に関しては，これら欧州諸国の方がより多くの経験を

有しており，今後その重要性が急速に増すと予想される

日本においては，当面これらの地域の経験から多くを学

び得るものと考えられる。

3. r利用』の構想カとその読導法

3. 1 典型例としてのこユーヨーク SOHO地区でのコンパ

ーンヨン

本章では，コンパージョンを例に，｜利用Jの構想、力と

その誘導法について考察する。先ず本節では3 利用者の

発想、と行動によってコンパージョンが始まり，その後そ

うしたコンパージョンが合法化されることとなったニュ

ーヨーク SOHO地区のコンパージョン（図 3-1) の概要

を明らかにし，その意義を見極める。

なお， SOHO地区でのコンパージョンについての以下の

記述は，その多くを都市社会学者シヤロンズッキンが

1982年に著した 「Loft Living」注］） とマルガリータ・

カストロの東京大学における博士論文「ニューヨーク及

びロンドンにおける建築のコンパージョンに関する研

究J注2）に負っている。
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図 2-3 建築投資 I）総額における維持補修 2）額の推移（EU-12ヶ国＋日本）
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図 2-4 住宅投資 I）総額における維持補修 2）額の推移（EU-12ヶ国＋日本）
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図2-5 非住宅役資 I）総額における維持補修 2）績の推移（EU-12ヶ国＋呂本）
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図2-3, 4, 5出典：「EUROConstruct会搬資料、 1986年・ 1989年・ 1992年・ 1996年.2000年・ 2003年j、「建叡工事施工統計翻査報告

（第6袋入国土交通省、 1990年～2003年」
1）「建築投資Jとは、「住宅（Residential）投資Jと「非住宅＜Non-residential）投資」の合計、 2）「維持補修Jは、 EUROConstruct 
資料では「Renovation& MaintenanceJ、建設工事施工統計調査報告では『維持・修繕工事」に相当する、 3) 1983年～1991年は、ドイ

ツは西ドイツのみ
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図 3-1-1 ロフト建物のコンパージョン例

図 3-1-2 ロフト建物のコンパージョン例

図 3-1-3 ロフト建物のコンパージョン例

SOHO地区は，ロワ←マンハッタンに位置し，概ねヒ

ューストン通り，西ブロードウエー，キャナル通り ，

ラファイエット通りに固まれた地区であり，元来はニ

ューヨーク市の製造業が集積していた地区である。こ

の地区の 「ロフト建物」と呼ばれる建物には，1970

年代にはニューヨーク市の工業用途床面積の 55%以

上があったと言われ，主としてニューヨーク市の二大

産業であるアパレル業と印制業等，軽工業の活動を支

えていた。

この地区においてロフト建物の本格的なコンパージ

ョンが始まるのは 1960年代である。

ニューヨーク市は 1940年代から抽象芸術，ポップ

アートの世界的な発信地になり始め，多くの芸術家が

国の内外から集まるようになったが， 1950年代から彼

らの SOHO地区への流入が始まったと言われる。例え

ば，ローシェンパーグは 1953年に月 10ド、ルで、ロフト

を借りている。

しかし，そうした部分的な間借りではなくロフト建

物 1棟単位のコンパージョンを構想し最初に実現した

のは，ネオダダイズムの一種 「FLUXUS運動」の先

導役であったジョージ・マシューナスである。彼は空

きロフト建物 1棟を芸術家アトリエの協同組合で、購入

する方式を着想し， 1966 年の 「協同組合式

FLUXHOUSE」を皮切りに，その後の数年間で約 20

棟のロフト建物のコンバージョンを実現した。

当時ロフト建物のような工業用途或いは商業用途の

建物に芸術家のアトリエが入居することは違法行為だ

ったが， 1970年までには約 600のロフトがアトリエ

や住居として芸術家向けに売却或いは賃貸され，約

2000人の芸術家やその家族が SOHOで生活するよう

になっていたとされる。また，それに伴いこの地区へ

の画廊の転入も相次いだ。

1960年代には，このように「利用」の構想力に法制

度が対応できていない状態に対して，利用者側による

自らの権利獲得のための運動が見られた。例えば違法

状態で SOHO地区に居住している 500名の芸術家が

結成した ArtistsTenant Associationの活動 (1961年

～）、地区を貫通する計画だった高速道路建設に反対す

るべく結成されたArtistsAgainst the Expresswayの

活動（1968年～），強制退去や賃借料の値上げから自

分たちが保護されるべきことを主張するために結成さ

れた SOHOArtists Associationの活動（1969年～）

等である。

そして、1971年には漸く SOHO地区のゾーニング

が変更され，部分的に商業用途と居住用途を許容する

地区が設けられた。1975年には，コンパージョンの場

合も，新築と同様に住宅供給としての補助金が得られ

るように市の制度が改正された。1981年には「ロフト

法」により，ロフトの居住用途へのコンパージョンの

規準が定められ，それに合わない居住は規制対象とな

った。

市の都市計画委員会の報告によると，そうした法制

度変更の影響もあって， 1977年には 3つ以上の階が

居住用に供されているロフト建物の数は 1000棟以上

に達した。また，建物所有者は以前よりも高い家賃収

入を得られるようになり，建物の評価額，即ち課税対

象の評価額も上昇した。

しかしその一方で， 1975年には，それまでこの地区

のコンパージョンに関わっていなかった大手のデ．イベ
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ロッパーが市場参入し始めるとともに，家賃相場が上

がることで，元々の住民であった軽工業者だけでなく

1960年代に転入してきた芸術家たちもこの地区から

転出することを余儀なくされることになった。1983

年に市の都市計画局が SOHO地区及びNOHO地区の

居住者を対象に行った調査の結果が示すところでは，

自分の入居以前も居住用に利用されていたと答えた者

が50%，工業用に利用されていたと答えた者が25%,

他の利用のされ方であったと答えた者が 20%で，空き

家であったと答えた者は僅か 4%に過ぎ、なかった。即

ち，最早この時点では，利用に供されなくなった空間

の有効利用という形でのコンパージョンが主ではなく ，

単に住宅としての流通，或いは軽工業を転出させた上

でのコンパージョンが主となっていた。

現在，ブランドショ ップ，酒落たレストランやギャ

ラリーが軒を並べる地区として知られ，ロフト建物の

家賃や分譲価格が高いために， 1960年代までに「利用」

の構想力を示した芸術家たちが容易にアトリエや住居

を構えられる場所ではなくなってしまった SOHO地

区。この地区における過去 40年間のコンパージョン

の歴史から確認できる主な事柄は次の 2点である。

① コンバージョンは 「利用」の構想力とともに制度

外の居住環境形成活動として始まり、需要（都心に安

価で広い空間を得たい芸術家の存在）と供給（軽工業

の衰退により発生した空きロフトの存在）の関係に基

づき徐々に拡大した。

② 「利用」の実態をある程度後追い的に許容し、合

法的なコンパージョンを可能にした法制度改正は、市

場の活性化を促したが、その結果居住環境形成活動の

主体と動機付け、更には居住者層が短期間に大きく変

化した。

3.2 世界の大都市における政策誘導注3)

SOHO地区の経験の後，ニューヨーク市はコンパージ

ョンを都市政策の手段として意図的に用いるようにな

った。その典型的な例が，ロワーマンハッタン地区に

おける空きオフィスピルの住宅へのコンパージョンで

ある。

ロワーマンハッタン地区，とりわけウオールストリ

ートを中心とする地区には，長らくアメリカ経済の中

心地のーっとして，世界中の金融関係の企業が集まり

オフィスを構えていた。ところが， IT技術の時代に入

り，すべての金融関係企業がウオールストリート周辺

に大規模なオフィスを構える必要は薄れ，最新の設備

を備えたオフィスヒマルがより多く存在するミッドタウ

ン等の他地区や，マンハッタン内ではなく対岸のニュ

ージャージー州の緑豊かな環境の中に本社機能を移す

企業が多くなり， 1990年代半ばにはロワーマンハッタ

ンのオフィス空室率は 20%を超えるに至った。

元々夜間人口が少なかったこの地区で昼間人口まで

が減少し始め，税収が減少する一方で，治安の悪化が

進み市当局の支出が増えるようになった。この悪循環

を断ち切るためにニューヨーク市が立案したのがオフ

ィスから住宅へのコンパージョンの促進策であった。

ニューヨーク市は， 1995年に発表した ［ロワーマン

ハッタン経済再活性化計画」の中で，空きオフィスピ

ルの住宅へのコンパージョン・プログラムを，商業賃

貸税軽減プログラム，固定資産税軽減プログラム，エ

ネルギー・プログラム，複合利用プログラム，商工業

奨励プログラムとともに 6つの政策的柱の一つに位置

付け，コンパージョン物件に対して最長で 14年間に亘

る固定資産税の減免を実施した。その結果，2001年ま

でに完成もしくは計画・建設中のコンパージョン物件

は、 50棟に上った。

こうした都心部にある空きオフィスピルの住宅への

コンパージョンの促進という政策は，ニューヨークに

限ったことではない。先進諸国の大都市では同様の誘

導政策が数多く見られる。

シドニー市は，1995年4月発行した「シドニ一一人々

のための都市／シドニー中心地区の計画方針」の 「住

宅」という項の中で，コンパージョンを重要な都市政

策のーっとして位置付けている。その項の官頭部分に

その背景を説明した部分があるので，以下に訳出・引

用する。

「都市は人々のためのものだ。中心市街地の商業の活

性化は様々な用途の複合なくしてあり得ない。そうし

た意味で，シドニーの中心部には居住者が少なく，も

っと多くの永住者が必要だ。そうすれば，多様な地域

内活動が必要になり，その多様な活動によって，シド

ニー中心部は3 そこで働く人々にも，訪問客や観光客

にもより魅力的な場所になるだろう。また，中心部に

住む人が増えれば，利便性の高いインフラストラクチ

ャを用いることで，交通量を減らすこともでき，ひい

てはよりサステナフ、ルな都市への変化が可能になるだ

ろう。更には，そこに住む人々のそれぞれが，自分の

町としてのシドニー中心地区の福利により大きな関心

を示し，その結果としてコミュニティ意識が広がりを

見せるだろう。j

こうした認識に基づき，居住人口を増やし多様な住

戸の供給を促進するための三つの方法が明示されてい

るが，その一つが 「コンパージョンの障害となってい

る規制を可能な限り緩和し，従来の用途ではもはや需

要のない古い建物を居住用途建物にコンパージョンす

ることを促進する」方法である。具体的には，容積率

の緩和の他に，建築基準の改正（性能規定化），開発承

認手続きの合理化，コンパージョン等に関する研究へ
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の市議会からの資金提供，専門家と地域住民による諮

問機関の設置，駐車規定の緩和，更には都心居住に関

心を持つ人々が容易にプロジェクト情報を入手できる

「住宅噌好登録制度Jの創設といったコンパージョン

の誘導策が実施された。

パリ市では， 1994年に，都心の空きオフィスの住宅

へのコンパージョンを促進するため3 法規制の緩和と

資金援助の方針が打出された後，土地利用計画が見直

され，住宅政策の一環として補助金制度が確立された。

ロンドン市においても，1994年のコンパージョン工

事に対する付加価値税減免を皮切りに， 1998年には計

画許可の不要なコンパージョンの道が聞かれ， 2001年

にはコンパージョン投資に対する税控除が認められた。

こうした投資意欲を刺激する政策（表 3-1）と，都

心居住に対する需要の堅調さが相侯って，これらの大

都市では空きオフィスピルのコンパージョンによる都

心部の再活性化が促進されたと言える。例えば，ロン

ドンでは， 1990年代の 5年間にオフィスピルのコンパ

ージョンによって 5000戸の住宅が供給されたと報告

されているし，先述したロワーマンハッタンでは， 1995

年～2000年に総オフィス床面積の 7%が住宅にコンパ

ージョンされたと報告されている。

以上のように先進国の大都市が共通にコンパージョ

ンの誘導策を立案 ・実施した主な背景として，以下の

2点を指摘することができる。

① 十分過ぎるほどの業務用床が都市内ストックとし

て存在し空室率が上昇していること。同時に，都心居

住に対する利用側のニーズが確実に存在していること。

② 政策目標としての都市像の変化があること。具体

的には，生産活動の経営に必要な物や情報を都心に集

中させ，そこで働く人々の居住の場を都市周縁部に配

置する機能主義的な都市のあり方から，人々の 24時間

の生活がただ機能的に切り分けられるのではなく，仕

事，遊び，食事，触れ合い等の活動が相lilこ重なり合

いながらいきいきと展開されるような場としての都市

像への変化である。

4. 「利用』の構想力に対する拘束

4. 1 建築的思考上の「用途Jという枠組みー『住宅」

を例に

前章では， I利用」の構想、力の表れの典型例とそれを

誘導する政策上の方法を見たが，本章では、逆に「利

用」の構想力を拘束する主なものを明らかにする。そ

れは建築的思考上或いは法制度上の「用途」という枠

組であると考える。

先ず，前者の枠組みについてだが，ここでは，日本

建築学会（旧造家学会）の機関誌である建築雑誌に掲

載された記事の題目を追うことで，今日では建築的な

思考において当たり前のことになっている用途別の明

確な意識が，いつ頃から現れたのかを明らかにする手

掛かりを得ておきたい。具体的には，典型的な用途で

ある「住宅Jという語の出現を考察の対象とする。

「住宅」は，遅くとも 12世紀初頭より用いられてい

る語であるが注4），建築雑誌記事題目上の初出は，発刊

から 2年を経た 1889年4月号の作品紹介における「江

崎礼二氏住宅」である。但し，これはあくまでも作品

名に 「住宅Jと付された例に過ぎない。また，当時の

作品紹介でも， 「邸」「邸宅」「宅J「家」等を用いるの

が一般的だ、ったようで，作品名に「住宅」を用いたも

のは極めて珍しし冶5）。

論文題目に「住宅」が現れるのは 1895年5月号「酒

田の土蔵及び住宅」（塚本靖）が最初である。第一次世

表 3-1 欧米豪 4カ国 5都市におけるコンパージョン添導政策の比較

イギリス ［ロンドン） アメリカ（シカゴ） ｜オースト弓リア（シドニー フ弓ンス （1引J) アメリカ（ニューヨーヴ1
• 1999年 ①－居実施年不鉾 • 1993年駐車場建鐙時の支出
①探光規定寝室への窓鍛置穂務 住用途に関する法定容積 金の大幅な削減
の緩和 G率E駐の緩和

• 1994年
規制緩和 ②防火規定 大断面であれば木造 車場位置総務の柔軟な運 ①容積超過に対する罰金の免除

の3階建て以上も許可 周 ②オフィスを住宅と して仮使用
③換気規定 必要犠気量を1/2に級 ③行政手続きの簡素化 で曹る期間を13年間まで延長
和

－実~年不詳畳録建築物の保存に －下記の補助金を受けFて指不定動地産場評全 • 1994年改修工事に対する消 • 1995年 ロワーマンJ、ッヲ
必要な工事費の一部に対する税制上 値観が増加しても、 Tl 費税率の引き下げ（1996年にも ン地区において最長14年間の
の優遇措置 体の固定資産税総額は23年間は樗 引き下げ） 固定資産税の減免

税制優遇 • 1994年改修工事に対する付加価 え置かれる
値税 (17,5%）の滋免
• 2001年居住用コンパージョンに
対する投資が税の鐙除対象となる

－インタ リッシュ・ パートナーシッ －工事費の20怖を市が出資 <TIF • 2000年

繍助金
プがハウジング・アソシエーション 地織のコンパージョ ンが対象）

①②9工年事間費のに家対賃す補る助融を資開始
のコンパージョン事業に対して実施

－市当局は計画許可の条件として7 －上記の補助金の条件として、低 ・D心都再活性化政策の3本柱 • 1994年 • 1971年 ソーホ一地区に芸
フオーダブル住宅の位置を求めるこ 所得者用住宅の訟置や腺業訓練錨 の一つにコンパ ジョンが位 G①EオモフィスlHl:制限地区を鉱大 術家地績を創5:（指定地域で
とが多い 伎の併鏡、あるいは工事の際に女 置付けられている デルプロジェヲトの実施 の居住が合法化）

性やマイノリ子ィの作業員を一定
備考 の割合で雇用すること、えよどが求

められる
－己主修後の建物から収益が上がっ

た！こEとE当き寸にはる必、専出資が者ある（シカゴ市）
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界大戦以前（1914年以前）に 「住宅」を用いた論文題

目は、この塚本の論文を含めて僅か 4例しかなし、注6）。

他に「住ひ家」（1例），「住家」（3例）， 「邸宅」（1例），

「民家」（1例）の用例も見られるが，同種の語でこの

時代圧倒的によく用いられていたのは 「家屋」である

(18例）。

「家屋」は，用途を示す語というよりもむしろ建物

を意味する語であり，住宅を指す場合もあれば，工場

や商店の建物を含めた総称的な語として用いられた場

合もある。用途概念としてみれば極めて唆昧な諾であ

る。これをもって，当時はまだ用途という枠組みが建

築的思考において今日ほど強く影響していた訳ではな

いと明言することはできないが，そうした傾向の一端

を示す事実としては興味深い。

「住宅」という誇の用例が飛躍的に多くなるのは

1919年以降である。1919年 6月号に 「住宅」を題目

に含む論文が複数掲載されて以来，翌月～1935年の間，

「建築雑誌目録」（1936年 4月） 法7）のN設計計画 1 

総論に紹介された、今日いう住宅を扱ったと思われる

論文 27編の内 22編までが 「住宅」を用い，「家屋」

はほぼ姿を消している。このことより， 「住宅」という

語或いはそれが指し示す用途概念に関する限り，第一

次世界大戦後急速に普及し今日に至ったと考えて大き Bl 

な間違いはないと思われる。

4.2 法制度上の『用途』とそれによる拘束

建築的思考における「用途」は 「利用」の構想力自

体を拘束するものとして機能すると考えられるが， 「利

用」の構想、の実現を拘束するものとして法制度上の「用

途」がある。具体的には，建築に関わる法制度の殆ど

が 「用途」による規定内容の違いを有しており ，それ

が 「利用」の構想の実現を拘束することになる。

ここでは， 「利用」の構想としてオフィスから住宅へ

のコンパージョンを，法制度として建築基準法単体規

定を例にとり拘束の内容を確認しておく注6）。

建築基準法 87条では，用途の変更に対する法律の

準用について記載があり， 100niを超える床面積の用

途変更に関しては，確認申請書を提出して建築主事の

確認を受け，確認済証の交付を受けなければならない

としている。確認を受けるためには，既存不適格の適

用がある規定を準用した上で，新たな用途に関わる規

定を遵守する必要がある。

建築基準法の単体規定において，オフィス（建築基

準法上は 「事務所」）と共同住宅との規定内容がどのよ

うに違うか，その主立つたものを表 4-1から表 4-5

に整理した。コンパージョンを実施する際には，これ

ら異なる規定内容に適合させるため，場合によっては

大規模な工事を施す必要が生じ，それがコンパージョ

ンにかかるコストを大きなものにする。従って，居住

環境における 「利用」の構想力の導入を進めるために

は，以上のような法制度上の拘束の意味を再度吟味し，

その内容を必要に応じて改めるための新たな検討が肝

要になる。

表4-1 高さ・瀦数による主な建築基準法

15 

日

au
－Fb
－
 3 耐火建築物・準耐火建築物

の要求
竪穴区画

2 して

回一郎一

表4-2 階段までの歩行距隊

居室の種類

表4-3 2以上の直通階段の怨置

表 44 非常用照明の段置

－階数3以上で延べ面積500m'を超える建築物
－延べ面積1,000m'を超える建築物 卜すべて必要
．探う陸上無意屠宰
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表 4-5 関口郵の面積

参考 ［用途男I）］建築法規エンサイクロペディア憲新版、ヱク

スナレッジ、 2005年

5. 『利用』の構想力を導入するための統合的なアプ

ローチ

5. 1 コンパージョンに聞して考慮すべき事柄の範囲

コンパージョンに代表されるように，既存の空間資

源に関する 「利用」の構想力を導入することによって

起こる居住環境形成においては，産業側の考慮すべき

事柄の範囲が従来とは異なってくる。本章では，この

点を明確に整理しておきたい。

先ず， 「利用」の構想力の導入による居住環境形成で

は，発注単位は建築工事とは限らなくなる。コンパー

ジョンを例にとれば，「利用Jの構想、力を組織化する上

で，以下のような無形のサービス提供機能が必要にな

るものと考えられる。即ち，①診断・評価機能（ハー

ド、ソフト両面），②コンサルティング機能（生活スタ

イル、コミュニティ運営、不動産経営），③不動産流通

機能（マッチング・サービス），④資金調達機能である。

これらの機能をし、かに業務プロセス上で統合するかが

課題となる。

建築工事に限っても，発注単位は大きく変わり得る。

コンパージョンに伴う建築工事を念頭に置くと，それ

は補修程度のごく小さいものから建替えに匹敵する大

きなものまで様々な規模の工事があり得る。また，工

事範囲も家具や備品から外部空間の工事まで，従来の

建築工事の範囲を超えて広がり得るし，尚且つそれら

が含まれるかどうかがプロジェクト毎に変化する。

従って，新築工事の場合と違って，各専門工事業種

や部品種に代表される建築工事上の技術要素の取捨選

択・組合せが，プロジェクト毎に決定され編成される

ことになる。ここで重要になると考えられるのは，コ

ンパージョンの目的の分類・整理と，それぞれに応じ

た仕事のまとまりの見極め，その上での異なる専門職

による定常的なチーム形成である。ここでも，各種工

事機能をし、かに柔軟に統合できるかが課題となる。

5.2 統合的に取組むべき課題

3章で示したように，コンパージョンに代表される

「利用Jの構想力は，政策的な誘導によってその効果

的な導入が可能になると考えられるし，逆に 4主主で示

したように既存の制度上の枠組みがそれを拘束するこ

ともあり得る。従って，豊かな居住環境に向けて 「利

用j の構想力を導入し組織化するには，産業側の新た

な統合化の取組みだけでなく，政策上の対応が極めて

重要になると言える。しかも，それは都市，建築，「利

用j に代表される生活等広範囲な事柄と少なからぬ関

係を有するため，ここでも統合的な取組みが必要にな

る。

本論文を締め括るにあたり，統合的に取組むべき政

策課題を整理しておきたし冶9）。

① 都市政策に反映させるべき事項

ここまで、に扱ったコンパージョン，とりわけオフィ

スから住宅へのコンパージョンに関して言えば，日本

ではまだ実施例が少なく事業リスクに関する評価が難

しい。用途を変更することに伴う行政上の手続き等に

ついても，事業者には不明な点が多いし，対応に少な

からぬコストが発生するケースも想定される。従って，

コンパージョンを都市の居住環境形成に貢献する形で

有効に機能させるには，そうした行政上の手続きを明

確化し，煩雑さや困難を軽減するだけでも効果がある

と考えられる。但し，そうした一種の促進策を採るに

あたっては以下の諸点を考慮し，政策的観点から判断

する必要がある。

先ず，ある地域が，例えば業務用床を居住用床に転

換し生活者が増えることが望ましい地域か否かの判断，

即ち地域によるコンパージョン促進／抑制の判断が必

要である。そして，そのためには生活者の転入が地域

社会に与える効果と負荷を十分に事前評価しておくべ

きであり ，オフィスから住宅へのコンパージョンを促

進することを例にとれば，不足する生活者向けの施設

やサービス，例えば，医療福祉施設や関連サーピスの

補強を，既存建物のコンパージョンのプログラムに盛

り込む等の工夫を施す必要もある。一方，抑制とは，

例えば，その地域の活性化にとって雇用機会の創出や

産業の育成が必要である場合に採られるべき政策であ

るが，この場合でも育成すべき産業によっては，既存

のオフィスを SOHOにコンパージョンすることが望

ましい場合もあり，そうしたコンパージョンのバリエ

ーションを考慮に入れることが肝要である。

もちろん，こうした地域居住環境の将来像と関連し

た施策展開は，地域住民のイニシアチブの下に進めら

れるべきであり，地域住民や関連 NPO等との連携を

強く意識したプロセスを仕組んでいくことが望まれる。

② ストック活用関連政策に反映させるべき事項

既存の空間資源の高度利用を健全な形で促進するに

は，新築に重点を置いて行ってきた政策展開を大きく

変えていく必要がある。

ここでは，私たちの研究会注 10）がコンパージョンの

実施に関するケーススタディーを積重ねる中で見出し
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た4つの改善点を具体的に示しておきたい。

第一に，図面情報等の保管状況への柔軟な対応方法

を考える必要がある。ストックの中には，竣工時の図

面や確認済証が保存されていないケースが少なくない。

コンパージョンや大規模改修に関する行政手続きをす

る上でそれらが必要になる訳だが，それに代わる既存

建物の実測調査及び現況図面の作成にはかなりのコス

トがかかる。このことが障壁となりストックの高度利

用が進まないケースも多く出てくるだろう。そうなる

と，老朽化し陳腐化したストックはいつまでも良好な

状態には改善され得ない。従って，行政手続きの簡素

化や既存建物診断調査への技術的・財政的支援等，こ

のことに対応する具体的な方策が求められる。

第二に，既存不適格問題における優先事項を考える

必要がある。既存建物は一般に現行の建築基準法の下

で建設されたものではなく，現行の建築基準法に照ら

して不適格な部分を少なからず有する場合が多い。し

かも，建築基準法は，コンパージョン等の大規模な改

修にあたって，そうしたいわゆる 「既存不適格j部分

をすべて適格なものに変えることを求めている。しか

しそれは少なからぬコストの発生を意味し，そのこ

とが，少しでも既存建物の質を向上しようというプロ

ジェクトの進行上大きな障壁になることもある。従っ

て，既存建物に何の手も加えないよりは，「利用J側の

自発的な投資意欲により少しでも質が改善される方が

良いという立場に立つならば，既存不適格問題におい

てどの項目を優先して現行の建築基準法を適用すべき

かについての検討と対応が必要である。

第三に，耐震診断の合理化等による耐震化の促進を

考える必要がある。上述の既存不適格問題の中でも 2

耐震性に関する不適格部分の改善を優先事項とするこ

とには，阪神大震災の経験からしても，異論はないだ

ろう。しかし，これについても，竣工時の図面情報等

がない場合には、かなりの困難が予想される。例えば，

図面情報等がない場合には，現実に仕上げや耐火被覆

で覆われた鉄骨の構造体やコンクリートの中に埋め込

まれた鉄筋の配置等を正確に把握することが難しい。

そうした場合の的確で簡易な耐震診断法を確立，提供

する等の技術支援があれば，それはストックの耐震性

の強化を伴うコンパージョンやリノベーションに大き

く寄与するものになると考えられる。

第四に，減築や隙間利用による環境改善の評価が必

要である。コンパージョンにおいては，これまでにあ

まり考えられてこなかったいくつかの建築的手法がそ

の効果を高め得る。私たちの研究会では，複数のモデ

ル設計を通じてそのことを明らかにした。例えば，既

存建物の床を抜き，採光や通風面での居住環境を改善

する手法や，隣接する既存建物聞の隙聞を利用して新

たな設備を敷設したり，耐震性能や防災性能の改善を

図る手法である。これらの手法は，ストックの高度利

用に特有なものであり，その効果に関する研究とその

成果に基づく技術情報の提供等が求められる。

③ 住宅政策に反映させるべき事項

オフィスから住宅へのコンパージョンを例にとると，

それは，ある地域での新たな住宅供給を意味するため，

当然住宅政策とも強い関係を持つことになる。そこで，

特に留意すべきは，コンパージョンによる住宅供給は

スト ックを活かして行われるので，新築の住宅供給に

はない可能性を持つという点である。もしも何らかの

促進策や誘導策を講じる場合には，その可能性を実効

性のあるものにするべく誘導することが望ましい。

具体的には，都市部での多様な住宅供給，適正家賃

住宅の供給， SOHOの供給等が強く意識されるべき事

柄だと考えられる。また，そうした特色のある住宅の

供給が，都心居住を志向する様々な人々に広く知られ、

需要とのマッチングが円滑に進むように情報提供の仕

組みを整えること，住宅政策の中で検討されるべき事

柄になる。

④権利関係調整関連政策に反映させるべき事項

コンパージョンを進める上では，既存建物の複雑な

権利関係を円滑に調整することが求められる。それが，

事業リスクを低減することにも繋がるし，プ口、ジェク

トに必要な資金調達を容易にすることにも繋がるから

である。具体的には，区分所有法や借地借家法に代表

される関連法の解釈や運用方法について，社会的なコ

ンセンサスを形成するための情報提供や，それらの法

を改正すべき点に関する議論の場の形成等が求められ

る。

⑤ 産業・技術政策に反映させるべき事項

オフィスから住宅へのコンバージョンを例にとれば，

それは二つの側面で産業・技術政策と密接な関係を持

つ。一つは，ある地域でコンパージョンを促進する場

合には，都心での住宅供給という点で，職住近接都市

における産業活性化という観点からも戦略的にそれを

利用することができるという側面である。また，いま

一つは，新築需要の増加が見込めない中で，これまで

新築需要に多くを依存してきた建築関連産業の転換の

方向性を示す例として，コンパージョンが利用できる

という側面である。

二つ自の側面に関しては，コンパージョンを通して，

ストックの高度利用事業のプロセス特性と産業的な課

題が，具体的に明らかになるとともに，ストックの高

度利用事業における技術開発課題と障害となる規制等
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も詳細に明らかにすることができる。更に，産業や技

術が適切な方向に進むためのガイドラインとして，ス

トックの高度利用事業における質的水準やその確保に

関する検討も具体的に進めることが可能になる。

⑥ 専門家教育関連政策に反映させるべき事項

産業・技術政策と不可分の関係にあるのが，専門家

教育である。 コンパージョンに代表されるストックの

高度利用事業に求められる専門的能力は新築に求めら

れるそれとはかなり異なる。実施例の経験を積重ねる

ことで，ストックの高度利用という分野で，専門家が

新たに習得すべき能力を明らかにし，これを大学等の

建築教育に反映させることが極めて重要である。
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