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建物のバリューアップ
1999年7月に『建物のリサイクル』
という本を出版
した。
この本にはこの出版までの5年間に私が設計し
た５つの建物の再生と海外の事例を集めた。きっか
けは数度のヨーロッパ旅行でヨーロッパの建築にお
いて新築は20%ほどに過ぎず、建物の再生が80%で
あることに気づかされたことにある。それに比べて日
本ではあまりにも再生の事例が少なく、新築のみが
選択肢ではないことを皆さんにご理解いただきたい
と考えた。
時 間 的な観 点で公 共 建 築をみ れば、人 口 減 少な
どにより、地方自治体の財政状況は下降線をたどっ
ていくなか、あらゆることに手を打たなければならな
い。一方、日本の建築はRC造を含めて築年数が30年
を超えると耐用年数という税法上の問題もあり、スク
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ラップアンドビルトが当たり前と考えられてきた。現在
も建築ストックの重要性の掛け声はあるが、あまり大
きな変化は見られない。地域の人口減少を見据えた
未来の設計図を描き、その中でストックの保全や改修
を考えていくことが必要となっているが、まだまだ地

これからの学校建築に求められること

域の指導者はこのことに関心がないままである。公共

を資産と考えた場合、あまりバリューアップは期待でき

施設では建築ストックの活用が思うようには進んでい

ない。
リファイニングは上記のことに耐震補強を行い、

ないのが実情だ。

法的にも現行法規も満足させる建築手法である。

一方、民間の建物においては、ムーブメントが起き
てきた。
『 建物のリサイクル』出版から約20 年後の今

コンクリートの劣化と鉛直荷重

日、
リフォーム、
リノベーションなどの玉石混合の建築

建築の構造を考えるときには、鉛直荷重と水平荷

再生にかかわる普及と事例には、言い出しっぺの私

重の2 つを考慮しなければならない。通常の状況で

も大変驚かされている。市場と新築のコスト増のタイ

は建物自体の重さである固定荷重、さらに家具や人

ミングが時代背景にあるのかもしれないが、歓迎す

の重さといった積載荷重がある。この積載荷重と固

べきことではある。反面、問題も残したままである。

定荷重を鉛直荷重という。

皆さんはリフォームとリノベーション、そして私が

一方、地震が起きたときに建物には横揺れなどの

提案しているリファイニングの違いは理解をされて

力が加わる。これを水平荷重というが、耐震補強は、

いるだろうか。定義はまちまちだが、
リノベーションも

この地震の水平荷重に耐えるようにするものである。

リフォームも、
ともにきれいになり、使い勝手もよくな

学校や公共建築などで鉄骨をV 字型やバッテンに補

り、バリューアップが実現できる。

強にした補強方法である。ただこれを行うと建物の意

賃貸マンションやオフィスビルなどでは、家賃や賃
料のアップが見込める非常に良い方法であり、否定す

匠性が悪くなり、建物の価値が下がってしまう。
よく使
われているが、あまり感心する方法ではない。

るものではない。ただこの２つには耐震上の補強や建

また、鉛直荷重には柱の大きさや梁の大きさなど

物劣化したところの補修など、建築基準法上の法的な

が重要となる。建物は長時間使うことでコンクリート

問題を解決してないものがほとんどである。つまり建物

が劣化する。
これはコンクリートは強アルカリで、この
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アルカリ分が抜けることにより中性化と呼ばれる現

に許可がおりれば工事に着手し、完成時に検査を受

象が起こるためだ。中性化が進むと、柱、梁の中にあ

けて検査済み書が発行されれば、公に認められた建

る鉄筋に水分が到達し、雨など水分が入りこむことで

築となる。古い建物を再生する場合、
この建築基準法

鉄筋が錆び、また膨張してコンクリートを劣化させる。

に沿った設 計と工 事をすることが 重 要となる。50年

これが鉄筋コンクリートの寿命のメカニズムである。

前に建てられた建物と現在の建物を比較した場合、

もう1点、中 性 化 により柱 や 梁 が 細くなる、つまり

弱くなっているのではないかと考える方が多い。
しか

柱、梁の大きさが小さくなる可能性が出てくる。おまけ

し、建物の調査を行い、建物の健康状態をはかり、そ

に築年数の古い建物は建築時に施工の不備により断

れをもとに耐震補強を行うことで、耐震改修促進法と

面の欠損などがあり、この鉛直荷重に対してどのよう

いう法律に基づき、新築と同等の体力があると認めら

な処置を行うかが、非常に重要な問題となってくる。

れる。また建築基準法に基づいた設計を行うことによ

耐震補強については通常、水平荷重のことだけが話

り、法的にも新築同等と認められる。前に述べた垂直

題になりがちだが、私は同時に鉛直荷重に関しても配

力に対する考え方はあまり認識されていないが、
これ

慮する必要があると考え、補修と補強のすべてを記録

は建物劣化状況や建物が建てられた時の工事の不

する「家歴書」をつくり、安心安全を図っている。

備等を調査によって、すべてを明らかにし、補修するこ

新築と同等に再生し、現行の法律へ適合
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とにより現在の新築の建物と同等とすることが可能に
なり、
この両方を行うことが重要となる。

建物の安全とは何であろうか。日本には建築基準

また、都市計画法と建築基準法上には場所、建物

法があり、その建築基準法に沿った設計や施工を行

によっていろいろな制約があり、その制約をクリアし

うことによって法律上、正しい建築となり得る。設計図

なければならない。学校であれば構造的なこと以外

を作成して、確認申請書を審査機関に提出し、審査後

に、採光や通風、地域などの制約があり、そのようなこ
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とをすべて調べなくてはならない。そして、その建築

は異なるが、IS 値0.6というのが一般的な基準である。

が建てられたときの法律と現行の法律を調べ、それら

なぜ、このような基準を設けるかというと、一定以

を見比べながらどのような対処をするかが重要な仕

上の強度を保持したレベルの建物でなければ避難し

事となる。この中でたとえば容積率、高さ制限等は既

た人が、そこで安心して避難生活がおくれなくなる。

存建物に対する緩和規定があり、現在の法規を踏襲

また、２次部材と呼ばれる体育館の天井などが落ち

しなくても、そのままの状況で認められることもある。

て怪我をする事故があったが、現在では十分な対策

この新旧の法律の比較は大変な作業だが、私が以前

がとられていると思われる。

出版した『建築再生へ建築法規正面突破』の中で検

安全面の対策が十分にとれた学校施設のこれから

査済み書のない建物の再取得について書き記してい

に求められていることは、避難場所としての快適性で

る。

はないかと考えている。プライバシーがない、水回り

その後、国土交通省がガイドラインを出して進めら

が少ない、セキュリティがない等があるが、今後の学

れている。確認申請と検査済み書の交付はこれらを

校建築、特に体育館等は安全とともに、このような対

すべてクリアしてなければ交付されない。

策を考慮しながら非常時のみならず、通常の生活に

耐震性とともに住宅のような快適性を
学校建築では何よりも安全性が重要であり、児童生

おいても快適性を追求する必要がある。住宅と比較
すると細部やディテールのこだわりはまだまだでは
ないかと思う。

徒の安全を確保するとともに地域の災害拠点としての

他方、欧米の学校には興味深いものがある。米国

役割も担っている。大学の研究者は地震があるたびに

では主に体 育 館のような大 空 間をつくり、そこに教

その地に調査に行き、それを分析し、IS値という数値を

室をつくるという形 式 が 多 い。反 対に英 国などヨー

出して建物の安全性を記している。地域によって対象

ロッパでは住宅を学校に使っている事例があるが、
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これは今でいう少人数教育ではないかと思われる。

れて、室内、室外ともに、
どこからでも見えるようになっ

これらを見ていると住宅という人間が生活するため

ている。つまりこれを設計した建築家は、テロは防げ

の細部まで設計された建物の中で学習することは、

ない、もし防ごうとするのであれば人の目によってし

非常に快適でなおかつ親密な教育が受けられるの

かないという思想のもとに、誰がどこにいるかを目視

ではないかと思う。このようなことを考えると、これか

できるような設計を行っているが、
これはセキュリティ

らの学校のあり方はやはり住宅のような仕上げなど、

の最たる事例だといえる。人の目によって安全が確保

細部にこだわった設計が必要だと考える。

できるのであれば、学校建築にもこのような視点が必

死角をつくらない計画で安全性を高める
学校に対する安全に関しては建築のハードだけの
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要ではないだろうか。校門から教室までいかに先生
や児童生徒、警備の人から、死角をつくらないことが
重要な建築計画上の問題ではないかと考えている。

問題ではなく、ソフトを含めた計画を考えなければな

防犯のために学校の周辺にフェンスを設けたり、植

らない。大阪の池田小学校などの事件をみれば、児

栽で内部が見えないようにすることはメリット・デメリッ

童生徒の安全に関する出来事はここ数十年で一変し

トの両面がある。見られないための防御もあるが、反

たといえる。海外ではテロが頻発しているが、日本で

対に見られることによる防御もある。選択肢として目視

もさまざまな問題が起きている。このようなことが起

できる計画をすることも重要ではないだろうか。規模

こることが当たり前と考え、安全に関する対策が学校

の大きな大学のような施設であれば予算的なものは

建築の計画が必要となっている。

それほどの負担にはならないが、通常の公立校などで

ニューヨークで起きた同時多発テロ事件、いわゆ

はかなりの負担になり、すべての学校にこのような対

る9.11後、2007年に完 成したニューヨーク・タイム

策を行うことはかなり厳しい。ひとつの選択肢として、
コ

ズ・ビルを視察した。１階はほぼガラス張りで構成さ

ミュニケーションを重視した手法、計画を考えることが
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今後、必要ではないかと考えている。
10数年前に近畿のある学校でリファイニング建築
を委 託され、人の目によって安 全を確 保するという
提案をして、コンペで勝利したが、１期の仕事が完成
後、市長が変わり、この計画は棚上げとなった。その

と考えたのである。私は学校の防災および安全は、こ
ういうことではないかと考えている。

多様な機能と文化を包含する学校
2018年の春まで勤めていた首都大学東京では、

後どうなったかは知る由もないが、
どこかでチャンス

学 校 建 築 の 研 究 が 盛んに行 わ れている。学 校 建 築

があればぜひ実現したいと思っている。

の第一人者である、現学長の上野淳教授は、学校の

このプロジェクトは生徒数の減少により、３棟ある

中にカフェやバーを設けることを提唱されている。コ

校 舎 のうち２棟を 学 校として使 い、１棟 はコミュニ

ミュニティとして社会人とのふれあいの場をつくるこ

ティホールとして地域に開放する計画だった。それを

とによって、より地域の交流が活性化することを示唆

どう使うかがポイントとなり、入口に近い建物をコミュ

されているが、学校ではまだまだ早急かもしれない。

ニティホールとして、地域住民の交流の場として使う

最近できた図書館等では、カフェが常設されている

ことにした。また待機生徒の場所ともなることも提案

のはごく当たり前になってきているし、ワイン試飲が

し、地域住民と生徒、教師が触れ合える場とした。

できる図書館なども出てきている。つまり、人々の交

このコミュニティ棟からは、校門から校内に入る生

流を促進する手段としての図書館が求められており、

徒の動向がわかり、また2 棟目の通路側に職員室と

このような傾向は公共建築の中でも広がっていくだ

来客用の入口を設けることで出入りする人々の目視

ろう。学校建築は今後いろいろな複合的な機能がな

ができる。2棟目と3棟目の校舎の真ん中にある長い

ければ、単独の機能だけではうまく回らなくなってい

アプローチを通ると生徒の入口ホールがある。侵入

くのではない かと考えている。多 様な機 能と文 化を

者が入ってきた場合の人目に触れる時間が長くなる

運ぶための学校建築がこれから求められていく。
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