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ユ島ツ酔化盤宅⑳再藩踊翼朧盤についてのスタディ

一クローズドな技術のオープンソースへの転換をめざして一

主査中村政人*1

委員佐藤慎也‡2,新堀学*3,

リユースという言葉が単なるプロダクトの寿命の再延長で終わらない,新たな価値を生み出す射程を持っていることについて考える。

題材として,ユニットという考え方を基本にしたメーカー住宅の再生,利活用を取り上げ,リユースの射程とそれによって考えられる

価値システム,また技術自体をクローズドなものからオープンなものへと転化するために考えるべき課題について考察する。

キーワード:1)リユース,2)コンバージョン,3)工業化住宅,4)オ'一プンシステム,5)ユーザー・イニシアティグ
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1.はじめに

1.1背景

2000年ごろより,リノベーション,コンバージョン

などの研究会,勉強会などに参加,開催し,その中で現

在ある建築や公共空間をリソースとして考えていく方向

にっいていくつかのテーマを見出してきた。これらの中

で廃棄されていくもののリユースについて考える中で,

ユニット住宅という単位性を持ったものを題材にするこ

とを考えた。

それらの中で,もとのコンセプトである「無目的な

箱」というきわめて部品的な思想を現場で展開するにあ

たってのハードルなども見えてきた。具体的には,当時

の設計からくる構造強度的な限界,また法的な制約,そ

して知的所有権に代表されるクローズドな生産形態によ

る制限などである。これらの制約のために,無目的な=

ソフト次第の可能性を持つこの部品としてのユニットが,

応用の幅を狭められていないだろうか。実際に中村がリ

ユースを構想していく中で,それを活用可能な建築とし

て定着させることのハードルが高いことを何度か経験し

ている。これらの利活用の可能性をアートという社会の

外の出来事として許される存在である位置づけから,い

かにそれを社会に接続できるものにしていくのか。その

ためには何が必要なのか。それを確認することでより自

由にこれらのリソースを活用できるのではないか。これ

が本研究の動機である。

1.2研究の目的

リサイクル,リユースが可能になるために何が必要な

のか,何をすればよいのか,またその結果としてどのよ

うな可能性が広がるのか。この論文ではそれらの制約条

件と,可能性への展開の現在について概要を明らかにし,

より社会的な資産としての「部品」へとオープン化でき

るかについてのいくつかの検討を行う。

・製造者と製品の依存関係を解除するために必要なこと

・その時点での利用者の負うべきリスク

・その時点での利用者が持ちうる可能性

・オープンな部品とは何か

その結果として,部品が形作るユーザー・イニシアティ

ヴの世界の可能性を明らかにすることが今回の研究の目

的である。

*1東京藝術大学准教授 蝿日本大学理工学部助教 *3新堀アトリエ主宰
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2.研究の概要

2.1ユニット化住宅「ハイム閉シリーズ」の普及の経

緯と現況

1950-1960年代,高度経済成長の労働構造の変化,

都市への人口集中を背景に住宅量不足が社会問題とされ

ていた状況を背景に,「住宅産業」という捉え方で建設

に直i接関係のなかった企業が,住宅建設の分野に参入を

始める。1968年の「住宅産業一経済成長の新しい主

役」(内田元亨)が象徴するように,「住宅tという

パッケージが,工業部品の集約されたプロダクトとして

脚光を浴びていた。1969年,積水化学に住宅事業推進

本部が設置され,先行する諸メーカーを参照しっっ独自

の方法論を模索するなかで,東京大学の内田研究室の大

野勝彦の「部品化住宅論」を参照し,大野を中心にした

ディスカッションの中から,ユニット住宅という方針が

構想された。

社会へのデビューは1970年10月の「東京国際グッ

ド・リビングショー」で行われ,その合理的な設計,お

よび破格のローコストが注目を集めた。

初期型のM1からM2を経て,1975年にM3が開発

され,現在までにシリL-一・・ズ総数,約480万ユニットを

生産している。当時の購入者の動機としては,「無駄な

装飾を一切省いた外観にまず魅せられた」という証言に

みられるように,コンセプトが純粋な提案の形で製品と

なっていたところ,機能性と居住性を合理的に実現する

という考え方とその製品化にあったといえる。建築家・

歴史家の藤森照信の居住記や,また建築家である富田玲

子の自邸として使われていたこともよく知られるところ

である。

一方で社会は1980年代以降,市場の成熟化とともに

多品種化へと志向が変化していく。ハイムもその商品を

Mシリーズばかりでなく,木造ユニット系など複線化

させていき,生産の重心もシフトしていく。陸屋根の上

に勾配屋根のパーツユニットが開発されオプションとし

て売り出されるように,ニーズの多様化を追いかける形

での「商品開発」の時代に移っていく。コンセプト主軸

のMシリーズ以外のラインナップも開発され,外観か

らは他社の異種工法の住宅との差異が少なくなっていっ

 た。

21世紀にはいり地球環境,サステイナビリティなど

の意識の高まりなどに呼応する形で,2002年,積水化

学はユニット住宅のリユースプログラム「再築システ

ム」を発表。現在までに200数棟の実績をあげている。

これは,製造者による製造物へのアフターサービスの一

環として位置づけられるものであるが,これにより,積

水化学によるユニットのリユースはすでに一つの成果を

生み出していることは特筆しておきたい。特にリユース

率80%,および完全ゼロエミッションが事業べ一スで

実現していることは,ユニットならではの成果だといえ

るだろう。しかし現在リユースされるべく工場のライン

にもどされるのは,改良型のM3系であって,初期の

M1シリーズおよびその系譜であるMRシリーズについ

ては,現行の基準強度を出すこと,アスベストの問題な

どがあるため,再築システムによるリユースは行われな

 い。

今回われわれがシミュレーションをしようとしている

のは,このM1系のユニットについてのリユースであり,

それを考察する中でリユースー般において考えるべきテ

ーマを抽出することを考えている。また同時に,プロダ

クトがいかにしてオープンなリソースになりうるのかに

ついてその可能性を考察したい。

2.2リユース,リノベーションという視点

中村,佐藤は築80年の木造住宅を再生するプロジェ

クト「湯島もみじ」をセルフビルドで行っていた。

(2002-),新堀は1999年より有志と開催していた

「リノベーション・スタディーズ」という勉強会におい

て,リノベーションという事象についての事例サンプリ

ングを行ってきている。

これらのサーベイの中で,リノベーションという概念

の中に単なる「再び使う」ということ以上の問題意識を

構えることができることがわかってきた。

それは,「作り手/使い手」という対立項の非対称性

について自由な視点を取ることができる可能性である。

リノベーション以前の建築とは必ずモノを「作る者」が

いて,それを渡されて「使う者」は事後的に登場する。

その作られるプロセスこそがモノのあり方を決定づける

大事な変化の段階であるにもかかわらず,そこにおける

主要なイニシアティヴは「作る者」の側に偏っている。

モノの引き継ぎという矢印は一方通行な形態をとる。

しかしながら,リノベーションの事例においては,モノ

の存在は「作る者」にとっても「使う者」にとっても平

等なスタートラインとして考えられる。むしろそれをは

さんで対等に向かい合うためのテーブルとしてとらえる

ことができるだろう。そのテーブルにおいてイニシアテ

ィヴの重心は,お互いのコミットメントに依ってどちら

にもバランスしうる。ここに,これまでの「作る/使

う」の中で考えられてきた計画論の枠組みをとらえなお

す契機を考えられよう。

リユースにっいてはどう考えられるであろうか。リノ

ベーションがむしろ「場所」「空間」に根ざした価値の

再発見,再構築という行為であると考えられるのに対し

て,リユースは「製造物」という「モノ」を軸とした価

値の再発見,再構築となる。「作る者」と「使う者」の

間の非対称性にはより大きな距離がある。また社会的な
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存在からいってもマスプロダクツの言葉通り,「作る

者」のスケールは個々の「使う者」より大きい。この非

対称性を補正することが近年の消費者保護政策の目的だ

ともいえる。リユースはこのプロダクツとして社会に出

た「モノ」自体から「製品」というカテゴリーを外した

上で再びそれをリソースそのものとして読み直し,その

価値を組み立て利用するということになる。ここで,リ

ユースの場面において「作る者」は「使う者」とその方

向性を重ねることが必要となる。すなわち「使う側の構

想力」とは「作る者jであると同時に「使う者」である

ようなイニシアティヴそのもののことである。

この研究の成果として目指すものは,そのリユース可

能性と,その時点で可能になるユーザー・イニシアティ

ヴの形である。

2.3リユースが誘発するアクティビティ

「使う者によって利用される」ことをすなわち「(潜

在的)価値の現実化」としてとらえなおしてみると,そ

れに伴ってその価値をめぐり,オリジナルプロダクショ

ンのステージにおいても,リユースのステージにおいて

も

a流通e交換

b.コミュニケーション

c評価・価値軸の形成

d.(さらなる)価値付加

などのアクティビティが付随して,誘発されることが予

想される。すなわち,

a.交換というネットワークの場が成立する,言い換える

と交換価値が発生することによって,個々の「モノ」の

使用価値は顕在化し公共的な世界により客観的な価値と

してあらわれてくる。またその使用価値を求める要請,

ニーズの主体も同時に顕在化し表現されることになる。

b.しかしながらそこにおける交換価値は,そのネットワ

ークの場の性質からいっても固定的なものではありえな

い。それにまつわる情報の量と質とが価値形成に重要な

位置を占める。モノと同時にコミュニケーションの中で

情報の交通,交換があることで価値が立体的に形成され

る。もちろん,コミュニケーションが価値の形成を目的

としておこなわれるということではない。その形成に大

きな役割を果たすということであり,その中で価値が事

後的に形成される。

c.コミュニケーションの中で形成される価値体系には,

商品としての普遍的,抽象的な価値,使用価値以外のも

のも考えられる。具体的には,記号的,象徴的な価値や,

物語的価値のことである。これらが価値としてある範囲

のコモンズに共有されるためには,そこに評価行為が付

随することが前提となる。

d.リユースにおいては,原文脈での使用価値から別の使

用価値への転換が行われるが,その新たな使用に適応す

るための操作,加工などによって価値付加が図られるこ

とが想定される。具体的には,もともと生産されていな

かった仕様のユニットがカスタマイザーによって作られ

るということであったり,あるいはユニットに対するイ

ンフィルアタッチメントが開発されたりする技術生態系

が想定されよう。1図2・1]

2.4リユースの課題

上でみたように,リユースがプロダクトの社会的な文脈

の転換による使用価値の再構成であるととらえることが

できるとするならば,そこにおける実現への課題は大き

く次の二っに集約できる。

a.新たな社会的文脈への転換のハードル

b.新たな社会的文脈が受容されるか否かのハードル

前者においては,

a1.まず既存の社会的文脈=オリジナルのプロダクト関

係における権利,利益自体がどのような処理をされる必

要があるのか。たとえば社会的に清算が必要か否か,そ

してそれが可能かどうかという問題

a2.またリユースされるモノ自体がどこまでその利用

に耐えうるかという技術的なマッチングの問題

a3.そしてリユースを行う主体がどこまでそのコスト

を負担するのかという問題

などである。

後者は,

b1.端的には新たな使用価値がユーザーに受容されるか

どうか,そのリユースのコストを誰が支持するのかとい

う課題

b2.そこで成立した社会的な文脈が,どのぐらい持続可

能なのか課題

などである。
図2-1リユースと社会

リユースサイクルの成立

流通・交換

価値付加行為 価値軸の形成
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3.リユース・ワー一クショップの実践から

3.1申村によるこれまでのリユース・ワークシgップ

の履歴

薩1999年

青砥時代:マックとかコンビニ(日常を構成するもの)

の観察から

・なんでこんなに家があるの?

・風景のディテールは何か?

という疑問とテーマからスタート

・風景に触る感覚。

・「住宅という考え方」を読み工業化という考え方・

思想に共鳴一部品化住宅論を知る。

國2000年:現代美術館:低温火傷展

・M1プラン,工業化住宅全体が展示されるドローイ

ング

翻2003年:

・中古のユニットを千葉で発見。利用の構想が具体化
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図3-2藝大取手校地のストック

・SCAITHEBATHHOUSE展

プラン:ミニM1ほかのプレゼンテーションを企画
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図3-3,3-4SG《lTHEBATHHOUSE展覧会

・積水ハイム工場にて中古のM1とMRユニットを一

軒分ずつ購入。

図3-5購入した中古ユニットの搬入
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・東京藝大の取手校舎敷地に学生に9ユニットずっ与

えて製作課題として出題
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図3-7校地教材としてのユニット
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図3-9沿11千葉申央での農示

・勉強会リノヘーション・スタティーズにて厳1につ

いて語る。

・藝大校舎増築計画プラン

図3-8授業風鑑

・千葉(10月)

千葉アートネットワークプロジェクト展@千葉中央
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醗2⑪05年

・セキスイハイムMlアーカイブスサイトの作成

・谷中駐輪場計画

・北千住駐輪場計画

・谷中H「ことのつたえ」(豊月)

多轡讐畷二慧簸磁惣、
図3一で213谷中口

ee20#7年

・取手アートプロシェクト
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図3-14取手アートプacジェクト作晶
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・藝大アートバス企画
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図3-16藝大アートバス作晶

ee2908年

・カフェイン水戸展ユニット展示

羅

繍麟

蕪麹難灘一

轄罎

図3-17カフェイン水戸作晶

・氷見ヒミング展展示

・金沢プラットフォーム展での展示,ワークショッ

プ
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図3-18金沢メタユニットワークショップ

圏2⑪09年

・水戸見川地区メタユニットプロジェクト構想計画

3.2各プesジェクトの位置づけ

圏1999年一Mlの発見

部品化住宅論との出会い

躍2000年:現代美術館:低温火傷展一発見の共有

・Mlプランのドローイング

薩2003年:一利用の構想の萌芽

・scaithebathhouse(9月)プラン:ミニMlほか

騒2004年:一実際のものを動かしながら知る,実空間

で考える

・谷中「ことのとい」@上野桜木

・芸大の敷地に〉学生に1ユニット与えて課題に

・千i葉(10月):(千葉アートネットワ・一・一一クプロジェ

クト@千葉中央)

・リノベーション・スタディーズ

騒2005年:一歴史的文脈の再認識

・アーカイブス作成

・谷中駐輪場計画

・北千住駐輪場計画

・谷中II「ことのつたえ」(11月ぐらい)

醗2007年:一プロジェクトを契機とした共同作業の試

み,社会実験

・取手アートプロジェクト

圏2008年:一ユーザー・イニシアティヴを目指した試

み

・水戸

・氷見

・金沢

それぞれのプロジェクトが時期を追って,技術単体から

それを取り巻くコモンズの形成,そしてその社会的な枠

組みの位置づけへと発展していった。

また,各プロジェクトの参加者は公に募集されたボラン

テイアー主体である。ユニット型住宅のリユースという

プログラムへの関心の高さ,また想定されるユーザー・

コミュニティの概要がこれらの活動によって見えてきた。

尋.オープンなリユースの課題

4.董構造体として

4.1.茎セキスイハイムの再築システム

積水化学工業株式会社では,「再築システムの家」と

名付けた「セキスイハイム」リユースのシステムが構築

されており,既に数軒が実現されている。このシステム

では,「セキスイハイム」をユニット単位で分解して工

場へ搬入し,新築同様の品質検査とメンテナンスを行っ

た上で改修を行い,再び現場へ搬入されて再築される。

その目的は以下の通りである。

①複数世代に渡るライフステージ・ライフスタイルの

変化への対応(間取り変更,配置変更,増改築,減築,

移築,用途変更等)

②スケルトン改修による住宅性能のバージョンアップ

(耐久性能,省エネルギー性能等)

③改修時の住宅性能表示制度活用による消費者への情

報提供と流通サポート

ただし,この「再築システム」に対応するのは,M1

ユニットより後に開発されたモデルのみである。このシ

ステムでは,ユニットの構造体に対して,鉄骨の劣化

(接合部の状態や残存メッキ量など)を検査し,状況に

応じて耐久性能の復元を行い,住宅の品質確保の促進等

に関する法律(以下,品確法)の劣化対策等級2を満足

させている。この等級2とは,「構造躯体等に使用する

材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間

を伸長するため必要な対策の程度」として,「通常想定

される自然条件及び維持管理条件の下で2世代(おおむ

ね50・-60年)まで伸長するため必要な対策が講じられ

ている」ものである。

「再築システム」における具体的な改修方法は,メッ

キ仕上げが施されたユニットに対し,防錆加工となる塗

装を施すものである。しかし,M1ユニットは塗装仕上

げであるために同様な改修方法を取ることができず,こ

のシステムの対象外となっている。ちなみに,メッキ加

工が施されているユニット型住宅は,「セキスイハイ

ム」と「トヨタホーム」のみである。元々のユニットが

メッキ加工である場合のみ,現行の品確法に対応する塗

装による改修が工場内で可能となっている。

また,「再築システム」では構造補強も行われている。

補強が生じるケースには,間取り変更,既存陸屋根への

勾配屋根設置,タイル外壁への仕様変更,ソーラーパネ

ルの設置などが挙げられる。
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4.1.2劉ユニットのリユースの可能性

既存M1ユニットの鉄骨を使用する際の問題点として

は,本来の鉄骨が保有する耐力をどこまで有効とするか

の判断,薄板材の腐食による断面欠損,溶接による接合

部強度の信頼性が挙げられる。そのために劣化状況の検

査が必要となるのだが,厚さの計測については,C型鋼

などの開断面では錆を落とすことで可能だが,柱に用い

られている角パイプなどの閉断面では困難である。また,

溶接部については目視により検査を行うことができる。

このように,瓢1ユニットのリユースに際しては,既存鉄

骨の劣化状況の検査と補修について,実施方法を検討し

なければならない。

一方で,M1ユニットは「工業化住宅性能認定」を取得

した構法であることから,そこに明示されている「独立

住宅,長屋及び共同住宅(併用住宅を含む)」以外の用

途に用いる場合は,原則的に構…造計算が必要となる。そ

の際に,現在のS造における柱・梁接合部の仕様が満足

できておらず,接合部を剛接合とみなすのが困難である。

また,柱,梁の耐力比の規定を満足していない。以上の

ように,現状の建築基準法の下でM1ユニットを住宅とし

て使用するためには,さまざまな問題点が考えられる。

鳳2部晶として

前章で述べたとおり,ユニット型住宅として品確法ま

でを視野に入れたM1ユニットのリユースに関しては,適

切な改修方法が見つけられていない。一方で,住宅以外

の機能をもつ建築物へ,Mlユニットをユニット状の鉄骨

部品としてリユースすることが考えられる。

そのリユースの際に,部材の劣化状況などに応じてM1

ユニットの構造強度を低減させることが考えられる。そ

の方法としては,サンプリング試験の実施により安全率

を考慮した強度の上限を設定,計測可能な部分の断面欠

損の量から推察して決定などが挙げられる。

また,M1ユニットを補強するシステムの検討も必要と

なる。前章で述べた構造上の問題点に対し,鉛直荷重の

みをM1に負担させて新たに耐震要素を追加,接合部や柱

梁の応力が大きい部分を補強,個別に実験などを通して

耐力を評価・検証して大臣認定を受けるといった方法が

考えられる。

4.3部晶としてのリユー一スのケーススタディ

4.3.13x闘1=キョテン

ここでは,部品としてのリユースのケーススタディと

して,アートプロジェクトでつくられたアート作品を紹

介する。2007年11月に茨城県取手市にて開催された

「取手アートプロジェクト2007」において,「メタユ

ニットー.M1プロジェクト」の作品として「3XM1=キ

ョテン」がつくられた。これは,プロジェクトの拠点施

設を併せ持つシンボルタワーとして計画された。

【図4-1]

ここでは,短期間使用される仮設構築物であることか

ら,従来のMIzニットでは採用されてこなかった技術

を利用した提案を試みている。それは以下の通りである。

①従来の最大2階建てに対し,構造補強を伴わずに3

階建て(3段積み)を全体の形態で実現

②従来のコンクリート基礎に対して,パーツ化された

鉄骨基礎と水枕によるウエイトの採用

③従来のボルトによるユニット連結に対し,ベルトを

用いた連結を採用

4.3.23階建て

M1ユニットは2階建て住宅として設計されている。

そのためM1(実際にはMR)ユニットでは,最上層の

みに使用されるユニット(Aタイプ)と上階が載る下層

に使用されるユニット(Bタイプ)が用意されており,

鉄骨柱の肉厚が異なるなど構造体強度が異なっている。

っまり,2つのユニットを上下に積んだ2階建て住宅に

おいて,法的な構造要件をクリアできるように各部位が

設計されている。一方,ユニットを横並びで計画した場

合,すべてが2層であれば下階が上階を1対1の関係で

支えることになる。しかし,上階が一部にしか計画され

ていない場合,2階建ての柱に隣接して平屋の柱が位置

することになり,2本分の柱が上階を支えることとなる。

もちろん,平屋の柱も屋根を支える役目を持つが,柱外

形が両タイプとも同サイズであることなどから,Aタイ

プの負担可能な軸力には余裕があると考えられる。K図

4・2潟

このことから,今回の計画では1段目に3ユニットを

連結し,中央の位置を3段積みとすることで,3階建て

部分の柱がすべて平屋部分の柱と隣り合うようにした。

そして全体の形態としても,背が高く不安定な3階建て

部分を両脇の平屋ユニットによって安定させている。ま

た,3階建て部分の2,3段目にBタイプを用いており,

それ以外はAタイプを使用している。

3階建て部分はシンボルタワーとしての機能を持っの

みで人は上がることができないため,上記のような形態

上の特徴を活かした構造補強を伴わない計画が実現可能

であった。実際に3階部分を利用する場合には,やはり

構造補強などの部材の追加が必要になると考えられる。

4.3.3鉄骨基礎と水枕ウエイト

M1ユニットを設置する場合,通常はユニット長手方

向にコンクリート基礎が計画される。ユニット型住宅の

場合,ユニット自体は容易に移動が可能であるが,基礎

だけは通常の住宅と同様に現場で施工される。そこで今

回の計画が仮設構築物であることから,基礎自体も移動
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可能となるように,H鋼による鉄骨基礎を用いた。K図

4・3]

更に,全体の浮き上がりを防ぐためにアンカーが必要

となることから,ビニル製の水枕を製作してユニット下

部に取付けた。このウエイトは,設営時の水道の確保,

撤去時にその場で排水可能といったことが条件となるが,

水を入れることで重量を確保する方法のため,注水前の

状態では人力で移動できるなどのメリットがある。匪図

4・4翌

尋.3.魂連結ベルト

ユニット間の連結は,通常はボルトにより接合される。

しかし,今回の計画では仮設であることを考慮して,よ

り簡便なベルトによる接合を採用した。既製の荷物運搬

などに利用するベルトを用い,製品の耐荷重を考慮して

適切な本数を計算して設営を行っている。

また,この方法はユニット間だけではなく,ユニット

と基礎の接続にも採用している。そのため,鉄骨基礎に

はあらかじめベルト用の穴が開けられている。水枕の固

定にっいても,制作時に固定用のヒモを取りつけ,同様

に結ぶことで行っている。匡図4-5]

上記のディテールの開発により,設置および撤去を簡

便に短時間で行うことができ,M1ユニットの仮設構築

物へのリユースとして有効な方法であると考えられる。
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図4-5連結ベルト

4.4法的なバー一ドルについて

4.1章で述べたとおり,M1ユニットは「工業化住宅

性能認定」により用途などが規定されているとともに,

柱・梁の接合部などに構造耐力上で問題点を持っ。

他にも既存M1ユニットに対する増築に関しても法的

なハードルがある。これまでは既存建築物構造体への法

律の遡及は行われなかったが,2007年の建築基準法改

正により,50㎡以上の増築工事を行った場合,増築部

分はもちろんのこと,既存部分についても現行法規が適

用されることになった。そのため,M1ユニットは現行

の建築基準法の構造要件を満たしていないため,そのま

までは増築を行うこともできなくなった。増築を行う際

にも構造上の問題点をクリアしなければならない。

4.5リユースのために必要なインフラ

発意→計画→施工→利用のサイクルにおいて,先にモノ

が存在している点がオリジナルプロダクトとリユースの

違いであると先に述べたが,そのことはすなわちプロセ

スの「利用ステージ」に至るまでの間に,ユニット側か

らすれば,

a.ユニットの回収を行う。(先の所有者からの所有権の

解放)

b.ユニットの状態に応じて,それを利用可能な状態へと

りペアする。

c.素材,リソースとしてのプール待機状態。

虚.その待機している場所から,リユースサイトへの移動,

運搬状態。

などを経過することになる。

ハイムの「再築システム」との関係でいえば,リユース

ルートに乗らないM1ユニットのサルベーションが今回

の検討の対象となる。具体的には

くセキスイハイムとの連携ステージ>

a.ユニットの回収(この段階で情報共有が必要)

b-2.ユニットの状態に応じた不要な部材の除去(アスベ

スト系,PCB系)

(ここまでの工程は,廃棄処分時の分別工程として既に

稼働中)

によって,ストリップ状態を作りその段階で引き渡しを

受ける。対価の考え方はいろいろあるが,セキスイサイ

ドからは,鉄材引き取り価格以上であれば負担の増加は
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ないはずである。

〈以降,ユーザーイニシアティヴサイドのステージ>

c.待機,保管:

・ストリップ状態の鉄骨フレームなので,防錆処理をし

た上で保管となる。(特に弱点となる支柱パイプ内部の

処理は簡単ではない。)

・また,それまでの経年変化によって減じた部材メンバ

ーの測定,見積もり,そしてそれに対応した手当などが

必要。(あるいは,状態によるランク付けとその制限仕

様のルールが必要。)

・保管のためのスペースの確保コスト,およびそこでの

管理(およびデータベースの管理)など在庫コストに相

当するものが必要。

d.運搬。

・仮保管場所からの移動について。重量というよりもユ

ニットの体積がこの部分では不利に働く。これまでの実

験的なインスタレーションにおいて,コストの比重のか

なりの部分がここにかかっている。(参考:通常,1日

移動の範囲で1ユニットあたり,3・4万円のコスト。)

・フレーム以外のインフィル,エンベロープ系の設置取

り付け作業が,

1.オンサイトなのか

2.オフサイトなのか(a.保管場所工程なのか,b.別工

場への搬入施工なのか)

によっても移動コストが異なる。

オリジナルのプレファブリケーションの思想からいえ

ば,保管と加工を一緒の場所で行うことで,現場の作業

を減らすことが望ましいであろうが,そのための空間と

設備をパーマネントに確保することはかなりな負担にな

 る。

一方で,個別のプロジェクトにおいてその時々に使え

る範囲の技術によるリユースオペレーションとするなら

ば,再リユース時にその履歴の違いが保有する性能の違

いになる可能性がある。その点を不可視のリスクにしな

いためにも,リユース時の保有性能の判断基準,診断手

順は共有されていることが望ましい。または,責任の所

在のはっきりした診断プルーフとセットで流通するしく

みにする必要がある。

4.6知的財産のあり方,製造者貴任の考え方

4.6.1法的要件のヒアリング

セキスイハイム,および法律専門家へのヒアリングを

行い,それぞれの内容をまとめてみた。

関連の法的権利要件:産業財産権

・特許権

・意匠権

・商標権

・実用新案権

また,オリジナルプロダクト以降の建築的用途において

別途考慮すべき社会的責務として

・製造者責任法

・建築基準法

・都市計画法

・消防法

など

開発時M1関連の特許は

S35・021875:組立家屋の組立方法

S36-023324:組立家屋の骨組及その組立方法

S36・023325:組立家屋の外壁隅角部被覆方法

S36-023326:壁体にサッシュを取付する方法

S36-023327:間仕切方法及び間仕切用パネル

S36-023328:建築用板の取付方法

S36・025233:コンクリート建造物に合成樹脂を張着す

る方法

S36・033649:建築用パネルの製造方法

S45・014353:組立家屋

S45・039570:ユニット家屋

S46-032141:高層集合住宅建物

S46・057797:集合住宅建物の構築工法

S47・097555:組立式カプセルハウス

S49・002145:家屋

S49-053662:家屋

などが相当する。

いずれにしても20年を過ぎ,消尽(放棄)され,現

状で抵触するものではない。したがって技術的な資料に

ついての公開は基本的に可能となる。

他,意匠権については効力20年,商標権は更新され

現在も有効,実用新案権は通常6年(現在は10年ま

で)となっている。

実際的にここでは商標権を保護することが要請される。

4.6.2建築計画関連法規について

4.3にて検討された内容を踏まえて,建築基準法関連

の法規についての遵守は,当然ながら建築主に義務付け

られるが,ユニットの基本的な組成データがどこかで手

に入ることが望ましい。具体的には,上記のリユースフ

ローの中で,ユニットの素性のプルーフが記録されるこ

と,その根拠が第三者に確認できる仕組みを導入する必

要がある。最低限,

・タイプ

・年式

・状態ランク

・修正履歴

などを記述することが必要であろう。注1)
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4.6.3製造物實任法について

製造物責任法より

(免責事由)

第四条前条の場合において,製造業者等は,次の各号

に掲げる事項を証明したときは,同条に規定する賠償の

責めに任じない。

一当該製造物をその製造業者等が引き渡した時におけ

る科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物に

その欠陥があることを認識することができなかったこと。

二当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使

用された場合において,その欠陥が専ら当該他の製造物

の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことによ

り生じ,かつ,その欠陥が生じたことにつき過失がない

こと。

セキスイハイムが「再築システム」以外のリユースに

門戸を開くためには,上記の免責事由に該当するような

「他の製造物の製造業者」として責任を引き受ける主体

が,ユニットを引き継ぐことが望ましい。ここに,一っ

のユーザー・イニシアティヴを主体として形成するべき

理由がある。

すなわち,オリジナルプロデューサーである積水化学と

のアライアンス関係を,ユーザー・イニシアティヴが結

ぶことが,とりもなおさず利活用の自由には不可欠だと

いうことになる。もちろん,エンドユーザー自身がそれ

を兼ね,責任を引き受けるケースもありうる。いずれに

せよ,そういった引き取り契約のひな型のようなものが

あれば,セキスイハイムにとっての不確定なリスク要素

を減らすことになり,同時にユーザー・イニシアティヴ

のリスク込みの自由度についての判断基準を与えること

になる。

ユーザーないしは,オーナーが,そのユニットをどの

ような自由とリスクのもとに利用していくのかを選択で

きるような幅を持つことこそが,本来の製造物責任法の

運用であろう。

4.6.4技術の社会的再文脈化

上記で検討した,利用の構想を開放するにあたっての

阻害要因は,このユニット化住宅でなくその他の技術の

リユースの中でも立ち上がるであろうことである。

しかし,これらの要件はその技術と社会との接触する

面の輪郭を与えているという捉え方ができるだろう。リ

ユースされるべき技術というリソースが存在するならば,

その接触面のコントロール,すなわちこれらの問題の処

理,解決こそが新しい文脈の中に位置づけなおすことそ

のものにほかならない。

ここでのクローズド→オープン化への試みも,その両

側の性質を明らかにするものと位置づけられる。

5.オープンなリユーnyp一スへのビジョン

5.1才一プンシステム

このユニットという空間構成技術が,クローズドな

「プロダクト世界」からオープンになるということによ

り,これまで「住宅」に限定されていた工法的な価値が,

その他の用途にも開放されることになる。これは結果と

して住宅外の住環境をコントロールするための「道具」

として,このユニットの思想が「部品化住宅論」の原点

に再び立ち返って本来の「環境構成エレメント」として

有効に活用される分野を開拓することになる。

フレームによる空間規定を機械力によって極力短時間

で先行し,それ以降の空間のカスタマイズを各ユーザー

の発意と構想が主導する,いわばミニマルでもっとも生

活に近いストラクチャー・インフィルのシステムとして

活用されることが可能であろう。

本来のオープンシステムという用語の意味とは異なる

位置づけとなるのかもしれないが,技術が技術の中に自

閉しないためにそれを取り巻く社会,世界とのっながり

に対して意識的であることを可能にする仕組みを考える

必要があるだろう。

5.2技術のリユースの射程

技術は,システムとして進化するにつれそれ自体が集

立し,その使用者をその支配内に納めていくという転倒

が生じる傾向にある。

実際にこのユニットの思想は,一つの製品として成熟

した後,製品としての社会的な役割の後半にさしかかろ

うとしている現在,自閉的に終ろうとしているように見

える。今回ここで試みられているのは,その集立状態を

解除しながら,本来持っていた思想のポテンシャルに立

ち返り,その地点から技術自体をリユースすることであ

るといえる。

このことは,二つの意味を持っている。

ひとつは,技術をリユースするにあたってその主体の

移動を構想することである。すなわち「生産一消費」の

枠組みの中においてイニシアティヴを持っていた「製作

者」という主体から,リユースの主体である「利用一製

作者」であるユーザー・イニシアティヴにその主導権を

移動することが,この構想を実現していく中で前提とな

っている。使われるべきものとして考案された技術が,

あたかも物であるかのように,償却によって消え去って

いくことは,技術一人間の関係においてはひとつの転倒

だといえるだろう。その状態から再びわれわれの側に主

導権を取り戻すという意が必要である。

もうひとっは,技術自体とわれわれとのあいだの関係

の回復でもある。技術が技術として社会的に受容される,
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普及することの意味を言い換えると,その内容が「移転

可能」であること,それを利用しようとする誰にも開か

れていることが本来の姿である。しかしながら実際に社

会の中にあっては,それを権利概念や所有概念などがと

りまくことで,二重三重の障壁によってわれわれから隔

てられている。このことも,本来は人類全体に還元され

るべき成果の束としての技術にとっては,不必要な制限

であり,一つの疎外状況だといえる。しかも,その状態

が無意識のうちに当然視され,そこに対する想像力が思

考停止することこそが,この関係の疎外の中心であろう。

これらの矛盾関係をとりはらうことで,われわれを取

り巻く製作一利用の間の非対称性の中に選択肢が生まれ,

より自由に技術に接続しながら,自分たちが構想する住

環境を作っていくこと,それがこの技術のリユースとい

う考え方の射程である。

5.3人と技術と

ここまでのこれらのスタディのすべてを持ってしても

「無目的な箱」というオリジナルビジョン自体の強度を

超えていくものではないことが,かえって明らかになっ

てきた。

一方で,それに挑戦することがこの「無目的な箱」が

送り出された世界とその技術の間にあるものについて知

ること,それを手に入れることにつながることがわかっ

てきた。そのことは,オリジナルビジョンの提出された

時点では想定されていなかった展開だといえるだろう。

環境問題に対する一つの回答としてのリユースプログラ

ムと考えてみても,社会的なメッセージ性をそのプロジ

ェクトのミッションの一つに数えてもよいだろう。

付け加えるならば活動のそれぞれについてここではふ

れることができなかったが,おのずと社会的な職能の存

在が要請されていくはずである。

実際のワークショップなどで使っていく中でむしろモ

ノそのものの中に内在する,たとえば身体的な意味や価

値が明らかになっている。それらの体験を共有する中で,

来るべきユーザー・イニシアティヴが社会的な非対称性

を乗り越える形で構想されつつある。それらの実現へ向

けて,この「無目的な箱」にかかわる試行は継続される

べきである。

理で防錆しているためである。そのためあとから処理ので

きないパイプ内面が,継続使用の中では弱点となる。

現時点で考えうる方法は二つ。

・溶融亜鉛メッキをユニットごと行う。

これについては,それが可能な溶融メッキ槽のあるところ

に,処理が限定される。そこまでの運搬費,および処理費

用などが以降の流通コストに跳ね返ってくるが,M3系相

当にバリューアップするということを考えると,付加価値

の一つとして具体的に検討するに値する。試算では1ユニ

ットあたり20-50万となっているが,あるロットでまと

めることで減額する検討の余地があろう。

・パイプ内にコンクリートを充填する

こちらについては,工場施工である必要がない。ロットス

ケールでの費用,設備などが大掛かりになる必要はない。

一方で施工状態の確認などにきちんとした手順が必要にな

る。上記のユニットのプルーフを出すための根拠を検討す

る必要があるだろう。しかしながら,設計上は圧縮に対し

ての強度増が期待できること,また素材として安定してい

ること,施工が比較的単純であることなどから現実性のあ

る提案だといえる。
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〈注〉

注1)柱について

M1系の経年変化に関して特に問題になるであろう柱パ

イプ内面について,状態劣化を防ぐための方策を講ずる必

要がある。

これは,M3系はすべての鉄骨に安定した防錆メッキ処理

が行われているのに対して,M1系においてはペイント処
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