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なぜ今 マンションを見 直 すのか
震災被災地の復興の中で「住まい」のあり方が問い直されようとしています。災害への安全性やコミュニ
ティーの再建は、被災地に限ったものではなく、我々の「住まい」の根本的な問題として、生活の安全、
心の健康、地域コミュニティーの独自性・多様化について、もう一度検証する機会であると思います。
都会においては、マンションが主要な住形態になりましたが、民間マンションの誕生から現代までその内
容は多くの変遷を経ています。その探求と変化の過程はこれからの住まいのあり方を問い直す一助になる
と思います。さらにこれを通して社会とマンションの関わり、マンション建築の課題、マンション再生の
ヒントを探りたいと思います。
文責：三浦義幸

マンションの系譜と再生 序
日本の住まいを、マンションとは
限定せず集合住宅という少し広い
視野からみれば、関東大震災後に
計画された同潤会アパートメントが
有名です。
1923 年（大正 12 年）に起きた関
東大震災で、東京の住宅は壊滅的
な破壊と火災に会いました。これを
契機として財団法人同潤会により、
防災、耐震、コミュニティー、住環
境、生活など、さまざまな提案を結
実させ 1926 年（大正 15 年）に同潤
会第１号が竣工し、その後 16 ヶ所
に展開され 12,000 戸の住宅を建
設しました。
この同潤会の建築は、さまざまな
イディオム、都市とのかかわり方、
コミュニティーのあり方を提示し、公
団住宅最初の晴海アパートや初期
のマンションに引き継がれて行きま
したが、やがて古いものとして忘れ
１．昭和 40 年代のマンション
まず、マンション建築のごく初期の
状況を当時の資料から読み解きたい
と思います。当時マンションがどのよ
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去られ、またこれらの計画に込めら
れた多くの有意義な提案を理解す
ることなく建替えられてゆきました。
現在は上野駅にほど近い場所に
上野下アパートメントのみが現存
し、ほぼ当時のまま比較的良い状
態で維持使用されています。
その後同潤会は昭和 16 年に住
宅営団に吸収されアパートメント
は、東京市に移管され分譲されま
したが、これと相前後して東京市営
住宅が造られました。こちらも東京
市営古石場住宅（平成 11 年解体）
を最後になくなりました。東京市営
住宅は、東京府営住宅、東京都営
住宅へと引き継がれて行きます。
同潤会による数多くの建物、ま
た戦後の住宅公団、都・県の住宅
供給公社により建てられた一連の
団地、集合住宅については研究
書、紹介書籍等が数多く出版され
ており、その歴史をたどることがで
きます（これらの資料についてはネ

ット上の「集合住宅博物館」をご覧
ください Housing-Museum.com）。
一方マンションと言われる民間
の分譲・賃貸住宅に関して体系的
にまとめられたものは「マンション
60 年史」等がありますが、ある時期
の一群のあるいは、ある設計者の
作品に関してまとめられているにと
どまるようです。
今回の試みでは民間の分譲マ
ンション（一部賃貸から分譲へ移管
したものも含めて）の全体像を俯瞰
し、我々なりの体系化、分析に基
づいてこれからのマンションへの提
案、マンション再生へのフィードバ
ックができればと思います。
この刊ではマンション建築との大
きな流れを紹介し、その後、さまざ
まなマンションにおける計画の試
み、再生の試み、維持管理の試
み、を通じて系譜の体系化とマン
ション再生への提案が示せればと
思います。

うなものと考えられており、実状はど
うであったのかをうかがい知ることが
できるのではないでしょうか。資料は
都市住宅 1969(S44)6 月号「マンショ
ンの機能と生態」日本住宅公団設

計課・唐崎、下高氏共著よりの抜粋
です。
「民間高層住宅は昭和 30 年代の初
めから、ごくわずかづつではではあ
るが建てられていた。
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一部の高所得者のための特殊な市
街地アパートであった。安保の翌年
36 年に第一期のいわゆるマンション
ブームが訪れたが、それでも戸数は
わずか 400 戸余りにすぎなかった。オ
リンピックにかけて、第二期のﾌﾞｰﾑを
つくった 39 年には 1,200 戸に達した。
そして最近の急激な増加は、もはやﾌﾞ
ｰﾑと呼ぶような一時的現象ではなくな
った。東京都首都圏の調べでは 40 年
度には 50 件だった 23 区の民間高層
住宅の建築申請が、41 年度には 122
件、42 年度には 278 件とうなぎ登りに
ふえ、43 年度は４～12 月の 9 ｹ月で
323 件に達した。1 日に１棟の割合で
建っている勘定だ。
年間 10 万戸を下回っている東京区
部の住宅新築戸数に対して１万戸を
超えようとする勢いは、驚くべきものと
いわねばならない。しかも供給業者の
大多数はまだまだ伸びると考えてい
る。マンションの生命はその立地条件
にある。最近住宅公団でリストアップし
た資料によって、東京およびその周辺

に 30 年以降に建てられた 332 のマン
ションの立地を区別に多い順に並べ
ると、渋谷(57)港(52)新宿(48)目黒(36)
世田谷(30)杉並(16)中野(16)品川(16)
太田(16)文京(10)豊島(9)千代田(8)武
蔵野市(8)横浜市(8)でその他の区市
は 3 以下で全部合わせても(17)であ
る。上位 4 区はじめ都心部はコンスタ
ントに伸びているが、世田谷、杉並、
太田、横浜などは、急激に伸びてお
り、その他の区市に建ち始めたのもご
く最近の現象である。
１棟あたりの戸数はほとんどが 100
以下で、40～50 戸程度のものが最も
多い。規模としては公社公団などで
建設されている、ゲタバキの一般市
街地住宅と似通っているが、最近実
施されている公団の面開発市街地住
宅に比べると、かなり小規模である。
建物の形状は板状のものが多く、
塔状のものは少ない。また斜線制限
に従って、段々状にセットバックしたも
のが多いのも、狭い敷地をフルに生
かそうとする民間市街地住宅の特徴
である。

2012 年 3 月 1 日発行

マンションとして一般的にイメー
ジされる高い設備水準という感じ
は全体的的には受けな。エレベー
ターは１棟に 1～2 台がほとんどで
エレベーター１台あたりの戸数は
40 戸程度である。暖冷房について
は棟単位でのセントラルシステム
を採るものは少なく、考慮されてい
ないマンションがかなり多い。この
へんに日本の都市住宅の設備水
準の低さが端的に表れている。
もともとマンションは、高所得者
を対象に入居希望者の好みによっ
て平面計画を変えていくという供
給形態をとっていた。最近のマン
ションはいくつかのパターンをあら
かじめ用意しておき選定させる傾
向になってきている。
マンションの大衆化は近年広く
普及した個人住宅ローンによりそ
の巾はひろがりつつあるが、質的
にはかなり流動的ではあるがレベ
ルダウンの方向に向かっていると
いってよいであろう。」

２．高経年マンションの状況
古い民間マンションと聞くと多くの方は老朽マンションというイメージを持ち、マンションが次々と建てられている
状況から、戦後すぐの頃に造られたマンションは当然建替えられているものと思われるでしょう。しかし多くの初期
のマンションは現在も維持管理され立派に使われています。
図は国土交通省による民間マンションの建設戸数とマンションの建替え戸数の表です。これによると平成19年
の時点で民間マンションの総数は528万戸に達し、おそらく現在は600万戸に近いと思われます。一方でマンショ
ンの建替えられた総数は準備中も含め、平成20年で167棟となっており一棟50戸として8300戸、すなわち全体の
0.1％しか建替えが行われていないことになります。
統計に表れない建物があるとしても建替えは極めて少ないことがわかります（国土交通省マンション政策室資
料）。
このことから民間マンションの建替えが大変困難なことかがわかると共に、現在我々はマンションの誕生期から
最新のマンションまで、ほぼ全ての時代のマンションを見ることができる状況にあると言えます。
分譲マンションのストック数（平成 19 年・国土交通省マンション政策室資料）

分譲マンションのストック数（平成 19 年・国土交通省マンション政策室資料）
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分譲マンション建替え事業実施数

（国土交通省マンション政策室資料）
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公営住宅の建替え事業
の状況
ちなみに民間マンショ
ンとほぼ同時期に建設が
始まった公団住宅、公営
の賃貸住宅団地は建物
の仕様が民間マンション
とは異なるとは言え建替
えが急速に進められてい
ます。
資料：東京都立大学21世
紀COEプログラム・公的
賃貸住宅団地の建替え
等に関する概況：高見沢
邦郎他

３.民間マンションの始まり
民間マンションの系譜をたどるにつ
いて、それぞれのマンションがどの時
期に位置するかを理解していただく
ために、マンション建築の大きな流れ
を予めまとめておきたいと思います。
今回の特集は第一部としてマンション
建築史の約 1/2 にあたる誕生から新
耐震前までのおよそ 25 年間の歴史、
特に誕生から 15 年間の計画初期の
建物が中心となります。新耐震以後
の後半ついては改めて考えてみたい
と思います。

４．民間マンションの系譜
◆「創世記」
民間マンションの誕生からそのごく
初期を「創世記」とします。
ごく初期のマンションは伝統的な
日本建築のプランニングの匂いを色
濃く残しているとともに、同時期に活
動を開始した日本住宅公団の考え方
の影響（昭和 16 年設立の住宅営団
における西山卯三、市浦健らの食寝
分離の思想を含めて）も受けていま
す。また一方で先進的な近代住宅の
手法であるメゾネット住宅（と言うより 2
階建て住宅）とするなど、現在から見
るとアンバランスとも言える独自のマ
ンションプランを生み出しています。
◆「黎明期」
創世記に続く民間マンションの活
発な建設の時代を「黎明期」とし、創
世期からの発展期と捉えます。この時
期は主にマンション誕生 5 年から 15
年位の間で、住宅公団が営団住宅

時代に培った思想を基礎に一貫し
た展開を行ったのとは異なり、民間
マンションでは独自のマンションの
住形態、集住に対する模索が行わ
れ、公団とは全く異なった住環境
の提案を行っています。しかしこの
模索は次のディベロッパー期に入
りほとんどと言ってよい程生かされ
ず、集合住宅の質への追求ではな
く、商品としてのマンションの量産
に移行して行きます。
◆「第一次ディベロッパー期」
黎明期において数々のマンショ
ンで、住まい方の模索、提案がさ
れましたが、次第に大手住宅ディ
ベロッパーがマンション建築をリー
ドする時代となり、プロトタイプ化が
進行します。この時期を「第一次デ
ィベロッパー期」とします。
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大手ディベロッパーがマンショ
ン建設に参入したのはマンション
誕生 15～20 年を経てですが、黎
明期におけるマンションの住環
境への模索は影をひそめ、経済
性、購買意欲をそそる商品化へ
と質から量へシフトしました。この
後の時代をいくつかの時代に区
分できると思いますが、現代はこ
の第一次ディベロッパー期の延
長である第三次あるいは第四次
ディベロッパー期となり、黎明期
におけるような住まいの質への追
求はなく、依然量産の時代が続
いていると考えられます。また一
時期公団住宅の住居形式から離
れた民間マンションの個性あるプ
ランニングは、ほぼ公団と同様な
ものへと収束してきています。
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初期マンション建築の推移と社会の変遷
S30

S31 初の民間
分譲ﾏﾝｼｮﾝ

民間分譲マンションの誕生

創

初期：木造住宅様式＋公団住宅様式

世

S30 神武景気
S31 国連加盟
水俣病認定

ｺｰﾎﾟﾗｽ

記

変化：公団住宅型から進化形へ
S34 安保闘争
S35 所得倍増論

S35

S35「ﾏﾝｼｮﾝ」の使用
S35：建設戸数 116 戸
S36:建設戸数 280 戸
S37:建設戸数 314 戸
区分所有法制定
S38:建設戸数 804 戸
S39:建設戸数 1367 戸

集合住宅のあるべき姿の
模索の時代

黎
明
S40

期

コープ
ビラ
アビタシオン

S38～
第一次ﾏﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ

ハウス
シャトー

急激な工事量の増加
資材労務不足

小田急

S45

ﾏﾝｼｮﾝのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ化の時代

S43 十勝沖地震
S43～
第二次ﾏﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ

都

S40～S52
欠陥ﾏﾝｼｮﾝの頻発

心

型

郊外型大規模

マンンション

マ ン シ ョ ン

大手ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ

公団標準設計

S46 せん断補強改正
S47～
第三次ﾏﾝｼｮﾝﾌﾞｰﾑ

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ

ﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ

S48 第一次ｵｲﾙｼｮｯｸ

第
一
S50

次
デ

S55

ィ

ﾊﾟｰｸﾊｳｽ

ベ

ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ

ロ

ﾎｰﾏｯﾄ

ッ

東高

パ

ﾊﾟﾚﾛﾜｲｱﾙ

ｌ

ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ

期

ﾒｿﾞﾝ

S39 東海道新幹線
S39 東京オリンピック
S40 ﾍﾞﾄﾅﾑ北爆
S40 ｲｻﾞﾅｷﾞ景気
S42 美濃部都政
公害基本法

S44 大学紛争
S47 列島改造政策
S47 札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
日中正常化
S49 狂乱物価
S50 ﾍﾞﾄﾅﾑ戦終戦
S51 ﾛｯｷｰﾄﾞ事件

ハイム
S53 宮城県沖地震
S54 第二次ｵｲﾙｼｮｯｸ
S56 新耐震改正

ﾍﾞﾙﾃ
ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ

S60

H2
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S61 公共事業拡大
S62 リゾート法
ディベロッパーの乱開発

S61 民間活力導入
S61 ﾊﾞﾌﾞﾙ景気開始
1986～1990

「住宅すごろく」
バブルマンションブーム
地価高騰・財テクﾌﾞｰﾑ

H1 消費税導入
H2 総量規制
H2 バブル崩壊
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５． 各時代のマンション建築
5-1 ◆創世記のマンション
日本で最初のマンションは昭和 31
年の四谷コーポラスが通説となって
います。
コーポラスシリーズは日本信用販
売株式会社（後の日本信販）不動
産部が創設したマンションブランド
名で現在は曲折を経て日本開発株
式会社に引き継がれています。
このコーポラスシリーズは平成の時
代まで続いていますが、この稿では
ごく初期のコーポラスの建物につい
て触れてみます。コーポラスシリー
ズ初期の建物を並べると下記のよう
になります。（日本開発株式会社
HP より）
昭和 31 年 4 月 四谷コーポラス
（現存）
昭和 31 年 8 月 代官山コーポラス （現存）
昭和 32 年 5 月 江古田コーポラス （不明）
昭和 32 年 ９ 月 赤坂コーポラス
（建替）
昭和 33 年 11 月 熱海コーポラス
（不明）
昭和 34 年 6 月 九段コーポラス
（現存）
昭和 34 年 11 月 麻布コーポラス
（現存）
昭和 35 年 8 月 大森コーポラス
（不明）
昭和 36 年 10 月 セントラルコーポラス（現存）
昭和 36 年 11 月 代々木コーポラス （現存）
昭和 37 年 10 月 目黒コーポラス
（現存）
昭和 39 年 1 月 ニュー赤坂コーポラス（現存）
昭和 39 年 6 月 青山コーポラス
（現存）

これを見ると現存している初期
マンションがいかに多いかを知る
ことができると思います。また「四
谷コーポラス」が最初の竣工建物
ではありますが、代官山コーポラ
スと竣工時期は 4 カ月しか違いま
せん。この時期はまだ生コンクリ
ートが現場練りの時代で３年前の
昭和 28 年における生コン工場は
東京と大阪を合わせてもわずか 6
か所しかありませんでした。このた
め工期は現在より長く、しかも代
官山コーポラスは２棟からなる建
物で、四谷コーポラスよりはるか
に大きな計画であったことから、こ
の２つはほぼ同時期に着工され
た双子の計画であったと思われま
す。
この時代のコーポラスはすべて
佐藤工業の設計施工でしたが、
デザイン的には代官山コーポラス
の方が優れています。また 8 年後
の青山コーポラスまでの変化を見
ると、マンション建築におけるデ
ザインが急速にレベルアップして
いることがわかり、当時の建築デ
ザインへの情熱を垣間見ることが
できます。
このコーポラスシリーズと相前後
して生まれたものにコープシリー
ズがあります。コープシリーズは
東京コープ販売株式会社によっ
て企画されましたが、コーポラス
シリーズのほぼ全てが、幹線道路
から一本入った位置に建てられ
たのと異なりコープは幹線道路前
面に計画されました。
その第一号は渋谷コープ（昭和
35 年現存）、第２号がエンパイア
コープ（昭和 38 年現存）、コープ
オリンピア（昭和 40 年現存）、と超
高級マンション化を行い、コープ・
ブロードウェーセンター（通称中
野ブロードウェー昭和 41 年現存）
では大規模商業施設を併設しま
したが、この計画でコープは行き
詰まり、ここで頓挫しました。
さらに建物が幹線に面する場所
にあることから、エンパイヤコー
プ、コープオリンピアは現在、建
替え計画中となっています。
また同じ時期にアビタシオンシリ
ーズ（アビタシオン株式会社）が
ありますがこちらはほぼ全てが維
持管理が良好な状態で残ってい
ます。
5-2◆黎明期のマンション
コーポラス、コープ、アビタシオ
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ン・シャトーが先鞭をつけたマ
ンション建築は、建築家、ゼネコ
ン設計部が新たな時代の集住
の在り方を模索する黎明期に入
ります。昭和 30 年に設立された
日本住宅公団では、昭和 33 年
に前川國男による晴海アパート
が完成し、公団による新しい高
層アパートのあり方を提示しま
すが、民間マンションでは前川
國男と同じル・コルビュジェの事
務所にいた坂倉準三、最小限
住宅で有名な増沢洵、堀田英
二、東大教授の大谷幸夫、後に
東大教授となる芦原義信、槇文
彦、日建設計、また建築施工会
社である竹中、鹿島、清水など
が意欲的な計画を行いました。
その中でも興和商事は昭和 39
年のビラ・ビアンカを最初にその
後 25 年の間ビラシリーズを世に
出し、堀田英二、坂倉建築研究
所、大谷幸夫達が設計に携わり
ました。
興和商事は創立者である石田
鑑三氏の集合住宅に対する情
熱と“ほかにないものを作るん
だ”という思い入れによって、現
在のディベロッパーマンションと
は異なる、コンセプトが明確なマ
ンションを提示し続けました（「都
心に住む」2010 年 10 月号）。
さらに石田氏によるビラ・シリー
ズへの坂倉建築研究所、大谷
幸夫の参画がなければ日本の
マンション建築はコンセプチュ
アルな時代が希薄なまま現在の
量産化の時代へと移行して行っ
たと考えられます。
この時代の建築家たちは、マ
ンションは建築家の携わるべき
仕事ではないと考えていたよう
で、坂倉建築研究所の西沢文
隆氏、大谷幸夫氏も石田氏から
話が来た段階では受けるのに
躊躇したと語っています（新建
築 2005 年 8 月）。
一方企画者の石田氏は若く優
秀な人に仕事を委ねたいという
考えで、受けるからには先駆的
な仕事をするという設計者と
各々が役割を果たした結果とし
てビラシリーズが生まれたものと
言えます。
このビラ・シリーズについてはこ
れからの季刊誌に詳しく述べる
ことができると思います。またこ
の時代の後期の代表的な建物

マンションを考える

が、昭和 46 年に竣工した槇文彦
の代官山ヒルサイドテラス第一期
とその後の一連の作品群です。
この計画は単一の建物だけで
なく、市街地の景観をも造り出し
た稀有な例ですが、土地の所有
者であった朝倉氏の存在なしに
は成立しなかった計画であり、現
在第７期まで継続しています。
かつてはこの隣接地に同潤会
代官山アパートメントがあり、落
ち着いた景観の市街地を形成し
ていましたが、その良好な環境
を発展的に消化することなく建替
えがおこなわれ、貴重な街区が
かき消されてしまったことは、他
の一連の同潤会アパートメントの
建替えと同様です。
ビラシリーズがアトリエ事務所
によって牽引された一方で、住
友商事と日建設計によるハイム
のシリーズがあります。ご存じの
様に日建設計は住友商事の建
築部門が昭和 25 年に分離され
た組織で当初は住友系列の仕
事が中心でした。こちらはビラシ
リーズほど華々しくはありません
が、昭和 41 年の久我山ハイムを
第一号として、富士見ハイム（昭
和 42 年）野沢ハイム（昭和 42 年）
雪ｹ谷ハイム（昭和 42 年）と次々
に建設を行いシリーズは現在ま
で続いています。
日建設計による仕事は日本住
宅公団の公団住宅とアトリエ事
務所のマンション建築の中間に
位置するもので、意欲的な計画
もあるものの、手堅い計画であ
り、郊外型のマンション計画では
住宅公団が展開した公営住宅
51C 型標準設計・67 型標準設計
等の設計思想に極めて近い計
画を行っています。これらはコン
セプチュアルな側面は少なく、
現在のマンション建築の初期の
プロトタイプと言えます。
他方、同じ時期にゼネコン設
計部が設計したマンションがあり
ます。その作品はアトリエ事務所
の作品に劣らないコンセプチュ
アルで意欲的な建物ですが、ゼ
ネコンという組織性から設計者の
名前はほとんど明らかではありま
せん。その中でも前記した東京
コープ販売株式会社のコープオ
リンピアは清水建設設計部の鉾
之原捷夫氏によるもので設計施
工による代表的な建物と言えま

す。
また竹中工務店は白金、白金台、
目白、高輪等にほぼ同じコンセプト
による一連の建物があり、鹿島建設も
意欲的な建物を造っています。これ
らについてもあらためて詳しく述べる
ことになると思います。
これら黎明期のマンションに共通し
て言えるのは、日建設計・住友商事
の兄弟会社の例を除いて、すべて大
手ディベロッパーによるものではな
く、個人あるいは小規模な開発会社
によって企画されたもので、企画者
の情熱と設計者の努力が建物に表
れています。
5-3 ◆第一次ディベロッパー期
昭和 45 年に三菱地所、長谷川工
務店、日商岩井、昭和 50 年に三井
不動産がマンション事業に参入し、
大手ディベロッパーの時代に入りま
す。三菱地所、三井不動産のマンン
ションはほぼ隣接して現在でも高級
マンションとして健在です。特徴的な
白壁、青瓦でマンションを建設した秀
和レジデンスは昭和 39 年が第一号
で時代的には黎明期の建物です。ち
なみに秀和の第一号はこの白壁・青
瓦ではありません。また東高建物、朝
日建物、大蔵屋などもこの時期から
マンション建設を開始しています。こ
れらのマンションプランは黎明期のマ
ンションが、収納を十分にとり家事へ
の配慮も行った住宅プランを基本と
した集合住宅であったのに比べ、ま
だ和室は残っているものの、収納が
少なく、部屋数あるいは部屋面積を
確保するプラン、すなわち質から量
の時代へと変化し始めています。こ
の頃の比喩として使われたのが所謂
マンション畳（実際にはこのようなもの
はなく畳の大きさが通常より小さいの
に○畳とうたって販売したため）の部
屋で現在では畳の部屋を造ることが
ほとんどないため死語となってしまい
ました。
この時代以降第一次、第二次オイ
ルショックや耐震偽装などがあり、ま
たマンションが一般の住形式として定
着する時代へと、社会や住まいの意
識が変化してゆきます。現在も基本
的には商品としてのマンション、量と
してのマンションの時代が継続してい
ると思われます。
昨今マンションが飽和状態になり、
また環境、景観などへの意識の変化
が生じ始め、大手ディベロッパーの
建物には新たな付加価値として景観
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や、ゆとりに配慮したマンションが
現れ始めています。
5-4 高経年マンションのコンセプト
初期のマンション建築を見る見
方として、
①建築史として見る視点
②集住方法の提案を見る視点
の２つがあると思います。内容的に
は重複しますが、整理の方法は別
となります。
また現在のマンション建築に見
られないコンセプトによるマンション
が誕生期にはいくつもあり、これか
らの住まいを考えるヒントとして紹
介できればと思います。
5-5．高経年マンションの再生：グレ
ードアップマンション
先にあげたように、最も古いマン
ションは昭和 31 年（1956 年）に生ま
れ、55 年を経て未だ健在です。も
ちろん共用部分の大規模修繕、専
有部分の改修を経て生き残ってい
るのですが、これらの中には老朽
化が進み、できれば建替えを行い
たい状況にあるマンションも少なく
はありません。
しかしマンション建築全体から言
えば一部ではありますが、建てられ
た時点より良くなっていると思わせ
る建物や、共用部の修繕だけでは
なく大改造が行われ、明らかにグ
レードアップしている建物も数多く
存在します。また耐震改修された
建物は、10 年前に都内で探しても
10 件程度であったものが、現在で
は珍しくない状況にあり、行政の統
計に乗らない耐震改修されたもの
を含めれば都内で数百件に上ると
推察されます。
このようなグレードアップマンション
に共通して言えるのはマンション管
理組合の活動がしっかりしているこ
とで、共用部の部分的改修だけで
はなく、建物の外観も含めた大改
造を行っているマンションには自主
管理マンションに多いというのも注
目すべき点です。 我々が 10 年前
に調査を行った耐震改修マンショ
ンでは、管理会社が管理を行って
いる場合でも、管理組合が力を持
ち、あるいは管理組合理事長がリ
ーダーシップを持って、自主管理
あるいは管理組合主導のマンショ
ン運営を行っているマンションが先
行的に耐震改修を行っていまし
た。

マンションを考える

他方自主管理とは名ばかりで管理
組合が弱体で管理を委託できず自主
管理となっているマンションもあり、一
概に自主管理マンションすべてがよ
い管理を行っているマンションとは言
えません。
これからの刊では、これらのグレー
ドアップマンションの
・外装のグレードアップ

・エントランス、エントランスホール
のグレードアップ
・管理室のグレードアップ
・設備シャフト、設備機器設置スペ
ースのグレードアップ
・安全のグレードアップ
・ バリ アフリー の グ レ ード アッ プ
とその状況内容をお知らせして行
こうと思います。
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これは高経年のすべてのマン
ションにおいて、管理組合の活動
が活発に行われ、適切な大規模
修繕費用が積立てられれば、生
活環境のグレードアップや、マン
ションの資産価値の維持、あるい
は上昇が可能であるということを
教えてくれます。

あとがき
2011・3・11 における原発事故は、
現代日本のあらゆる分野の事柄が、
健全な精神の上に営まれているか
を考え直す契機となっています。
「住まい」については、関東大震災
の 大災害を 経て 同潤会が 設立さ
れ、“住”に関する根本的な問いか
ら、さまざまな取り組みが行われまし
た。
これはまさしく、今我々が直面して
いる状況と同様と言えます。
また、太平洋戦後も住宅難の時代
を経て、コミュニティーの問題、多様
性の問題、生活の問題、安全の問
題、住環境の問題等へのさまざまな
模索、議論が行われていました。
しかし、その後、先人の取り組みは
疎かにされ、戸建てによる乱開発、
マンション建設における容積換金化
への執着、建物のコンセプトなきフ
ァッション化があたりまえになり、“住
環境”に対する真摯な取り組みは思
考停止状態となってしまいました。
「住まい」への本質的な問題提起、
議論、研究、サーベイ、実施例は、
昭和 30～40 年代の建築書籍を見
ればいくらでも見ることができます。
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この“模索”の時代から、“量”
“広さ”が金となる時代へと移るに
つれ、住の“質”が利益を生まな
いないものとして、思考の対象か
ら 外さ れた状況は 、安全よ り利
益、権益が優先された電力会社
や官僚の構図と同質です。
我々日本人の意識と社会組織
には、見えるもののみを現実とし
て受け入れ、見たくないもの（考
えたくないもの）は無いものとする
習性があり、往々にして本質から
目をそらし突き進む悪癖がありま
す。この意識が、原子力発電の災
害軽視から事故へと人々を不幸
に導いて行きました。
．．．．．．．．．．．
しかし我々の先人は、今までも
．．．．．．．．．．．．．．
関東大震災からの復興や太平洋
．．．．．．．．．．．．．．
戦争の終戦
後には原点に戻り研
．．．．．．．．．．．．．．．
究、検証を行い、新たなものを生
．．．．．．．．．．．．．．．
み出しながら
再建をする努力を行
．．．．．．．
ってきました。
今回の自然災害＋人災の大災
害において我々は、もう一度原点
に戻り枠組みを見直すことが必要
であり、これを行わずに上塗りを
重ね、事故を風化させることは、

次のより大きな痛手を招く恐れがあ
ると思います。
住まいを人の生活の場として真
摯に追求した時代から、利益を生
む対象へと変貌させた発想は、バ
ブル期の中で加速され、乱開発、
環境破壊、限界設計、構造偽装へ
と繋がって行きました。
そ の 中で さ ま ざ ま な 本質的な 課
題、疑問は顧みられないものとさ
れ、今なおマンションにおける限界
設計は日常的に行われ、バブルの
時代と根本は変わっていないのが
現実です。
今、震災被災地の復興の中で
「住まい」について求められている
生活の安全やコミュニティーの再
建は、被災地に限った問題ではな
く、我々の「住まい」の本質であり、
次に起こるであろう、というより確実
に起きる、災害や社会の変化に対
して、生活・心の安全確保、社会・
家族の変化に対応した住のありか
た、地域の独自性と多様性への問
い直しを含めて、もう一度態勢を立
て直す時期にあると思います。

バックナンバーは下記 URL をご覧ください
http:// mansion-saisei.jp
第１号 アスベストとマンション
第２号 マンションと地震 1
第３号 マンションと地震 ２
第４号 マンションと高齢化社会
第５号 小規模マンションの維持管理
第６号 マンションと安全
第７号 マンションとトラブル 1
第８号 マンションとトラブル 2
第９号 マンションの長寿命化 １
第 10 号 マンションの長寿命化 2
第 11 号マンションの 2 戸１戸化・増床・減床
第 12 号 既存マンションの省エネルギー化
第 13 号 マンション駐車施設に起きる問題
第 14 号 既存マンションへのエレベーター設置
第 15 号 NPO の大規模修繕工事への協力１
第 16 号 NPO の大規模修繕工事への協力 2
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