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南道路側全景。既存の躯体をガルバリウム鋼板で覆い、風や雨から保護※

リファイニング前。築 29 年
を経過し老朽化が進み、設
備の改善や間取りの変更を
迫られていた※

浜松サーラ（→10ページ）

　　設計・監理：青木茂建築工房

外付け耐震ブレースで、複合ビルを大規模改修

再生
事例
①
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S p e c i a l  E d i t i o n

リノベーション
―建築ストック活用―

南側エントランスホール上部に吹き抜けを設け、立体的な空間のつながりをつくり出した※

リファイニング前。内部は上下のつながりが無く、閉鎖的な空間だった

曲面を描くガラスの空間は既存建物の特徴の
一つ。もとのデザインを生かして再整備※
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満珠荘（→12ページ）

　　設計・監理：青木茂建築工房

関門海峡を眼下におさめる古い公共施設を再生

再生
事例
②

リファイニング前1階浴場。関門海峡の大橋側を望む※

南側外観。最上階の 2階と地階に大きな庇をめぐらせ、開放的な空間に※

※撮影：イメージグラム



72012.6

:WLJ PH S �,K P [ P VU

リノベーション
―建築ストック活用―

――建築の再生に携われたきっかけは？
青木：ちょうど30年前に、ヨーロッパの建築を巡る
ツアーに参加しました。これがターニングポイントだっ
たかもしれません。この旅で北イタリア・ヴェローナ
にあるカルロ・スカルパ設計のカステル・ヴェッキオ
に出合いました。ロミオとジュリエットの舞台になっ
たロマンチックな城を美術館に再生したものです。そ
れを見たときに、建築の10の要素に1か2を加える
だけで、こんなにもエレガントな空間になるのかと気
づかされました。このツアーで講師を務められた安藤
忠雄先生からは「お前は建築のことを何もわかってい
ない」と叱咤激励され、帰国してから3年間で300
冊ほどの本を読み、その時に色々な知識が身に付きま
した。
　スカルパのような建築をつくってみたいというのが
元々のきっかけでしたが、それから数年後に大分県鶴
見町（現・佐伯市）の古い軍事施設の再生に携わり、
その後も公共建築を手がけるようになって、ヨーロッ
パと日本の建築の大きな違いを実感するようになりま
した。特に耐震の問題です。そこから本格的に、構造
やデザインを一緒に考えなければいけないなと思いま

した。最近の5～10年は仕事の7・8割がリファイ
ニングです。

――リファイニング建築の定義とは？
青木：そもそも初めに手がけたのが1棟という単位で
した。部屋の一部分を改修するリフォームや一室を改
修するリノベーションと違い、1棟単位になると考え
方が大きく異なってきます。【図1】のように耐震補
強を行いながら、次の改修までの期間を長くし、資産
価値の面でもアップさせるのがリファイニング建築で
す。
　姉歯事件、阪神・淡路大震災や東日本大震災以降、
建物の耐震性・安全性はさらに重要になってきました。
建築確認申請は非常に難解です。そのため、建築確
認申請を出さないような設計をしてきた人が多いです
が、それではスクラップアンドビルドを助長すること
にもなります。僕がよく言っているのは「母の家の論理」
です。自分の母を住まわせるときにその建物に確認済
証が有るのと無いのではどちらが良いか。自分の立場
で考えれば、きちんとしなければと思うはず。現在の
状況をみると、設計をするときに他人事になっている

リファイニング建築で
社会に小さな変化を与える

インタビュー： 青木 茂 氏
 （首都大学東京戦略研究センター教授・青木茂建築工房主宰、大分会）

【図1】リファイニング建築のイメージ

リファイニング建築

一般的な
リノベーション

一般的な
リフォーム

確認申請あり、
耐震補強あり

確認申請なし、
耐震補強あり

確認申請なし、
耐震補強なし

高い

安い
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改修費
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次回改修
までの期間

資産価値の
維持レベル

出典：「日経アークテクチュア」2011年 1月 25日号（青木茂氏への取材を基に松浦隆幸氏が作成）
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のではと思う節があります。
　浜松サーラ（p.4、10～11）では将来にわたりオー
ナーが変わることがほぼ有り得なかったのに加え、改
修の内容も確認申請をしなくて済む範囲だったので、
自治体と協議して申請しないことにしました。ただし、
耐震補強はしっかりと行っています。

――どのように既存不適格を証明するか？
青木：リファイニング建築の原則の一つはその建物が
健全かどうか。30年か40年前に新築で建てるときに
確認申請を出して、検査済証を得ていれば既存不適
格が証明されています。確認済証はほとんどの建物で
とっていますが、検査済証を取得しているのは約3割
で、7割は取得していないのが現状です。
　検査済証をとっていないものをどうするかという問
題がありますね。この場合は、図面があれば借りて、
当時の法に照らし合わせる。具体的には、測量し、鉄
筋を調べ、復元図をつくる。そして耐震診断をすれば、
当時の法にのっとっているかがチェックできる。これ
は相当面倒な作業ですが、誰もやっていなかったので、

僕たちで考えて実行してきました。それが申請されれ
ば、検査済証がなくても、既存不適格が証明されます。
　現時点ではこうやったら既存不適格を認めますとい
う方法は条文化されていません。ただ、この方法は手
間と時間と労力が大変かかりますから、ちゃんとフィー
をもらわないとやっていけません。

――経済的合理性をどう成り立たせるか？
青木：日本の建築業界はどんぶり勘定の部分が相当あ
ります。正確な図面と正確な指示書をつくり、一つ一

「田川後藤寺サクラ園」築 40 年の建物を再生した既存棟の
左奥には新たに別棟を建てた。（撮影：イメージグラム）　

改修前。図面のない建物を再申請して再生に挑んだ
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リノベーション
―建築ストック活用―

つを詳細に詰め切ればコストは必然的に下がるはずで
す。建築家がまめに検討するのと同時に、設計フィー
をどう獲得するかというのも非常に重要です。これは
日事連でも真剣に取り組まないといけない問題だと思
いますが、設計フィーが下がっているために、設計が
できないという問題があります。
　これから人口が減って建物が余れば、仕事の量は
減っていくばかりです。だからこそ、一つの仕事でしっ
かりと設計料がでるようなシステムを組まないとやっ
ていけないでしょう。仕事が減る中でも成り立つよう
な方法を考えることは必須です。

――今後の建築家の役割は？
青木：現在、首都大学東京では、団地再生や既存都
市のスマートシティ化の研究プロジェクトを行ってい

ます。特に団地は多く残されているため、これからの
若い建築家にとってもチャンスとなるのではないで
しょうか。
　経済成長期にはスクラップアンドビルドで良かった
わけですが、これからの成熟社会ではそうはいきませ
ん。日本人のアイデンティティーの無さは、歴史性の
連続の中で生きているということが都市で実感できな
いからでしょう。大胆に何かをやるのではなく、小さ
な変化を連続していくことによって、まちに躍動感が
生まれてきます。連続して行うことで、持続的な仕事
になり、変化をみる楽しみが出てくるのではないでしょ
うか。

（インタビュー・構成／ジェイクリエイト）

●プロフィール

青木　茂（あおき・しげる）

　1948 年大分県生まれ。首都大学東京 戦略研究
センター教授、青木茂建築工房主宰、大連理工大
学客員教授。博士（東京大学工学）。
　著書に「長寿命建築へ」「団地をリファイニング
しよう。」「建築再生へ」「再生建築」「リファイン
建築へ」「見えない震災（共著）」など。
　受賞に日本建築学会賞・業績賞（2001）BELCA
賞（2001）JIA 環境建築賞（2000）エコビルド賞
（2002）グッドデザイン賞特別賞（1999、2010）
グッドデザイン賞（2005、2008、2010）GREEN 
GOOD DESIGN AWARD（2009）福岡市都市景観賞
を連続受賞（2005、2006）千葉市優秀建築賞（2009）
日本建築家協会優秀建築選（2009、2010）兵庫県
知事賞（2010）JFMA 賞（2010）日本建築防災協
会耐震改修貢献者表彰理事長賞（2012）など。

旧三宜楼。周辺ではマンションの建て替えが進む

「旧三宜楼リファイニング（計画案）」CG　北九州市門司区に昭和初期に
建てられた木造 3階建ての元料亭を耐震補強しながら地域施設として再生

1階情報スペース CG
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　道路沿いに建つ浜松サーラはガス会社のショー
ルームとオフィス、テナントが入るオフィスビルであ
る。この地方は東海地震の確率が高く、公共性の高い
建物は早くから耐震性の向上を求められていた。また、
築29年が経過して老朽化が進み、間取りや設備面で
も改善が必要であった。既存建物は故・黒川紀章氏に
よる設計であり、現代建築の耐震補強の一例になるの
ではないかと考え、挑戦することとした。
　耐震補強工事のために調査したところ、図面では軽
量コンクリートとなっていたのが、実際には普通コン
クリートが使用されているなど、通常の補強方法では
解決できないことがわかった。そこで、外部から鉄骨
ブレースをリボンのように巻きつける、世界初の耐震
補強「スパイラル ブレースドベルト補強」方法を開発。
さらに、これをガラスで覆い、耐候性能を向上させた。
建物内部の補強工事が最小限で済んだため、居なが

浜松サーラ
　　設計・監理：青木茂建築工房

世界初の耐震補強を開発

再生
事例
①

3 階。共用スペースに面した諸室はガラス張りの壁にし、開放的に※

1階の共用スペースは使いやすさとゆとりを大切にした空間に※
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リノベーション
―建築ストック活用―世界初の耐震補強「スパイラル ブレースドベルト補強」

ら施工が可能となった。
　29年が通過し、内部スペースも自社グループ・外
部テナント・イベント用など様々な状態で混在してお
り、現在の床面積を今後も自社及び外部テナントが使
い続けられるだろうか、という問題があった。また地
方都市の人口減少によって床も余ってくるだろう。そ

こで、パブリックスペースを多くとり、利用者が余裕
をもって事業や生活ができる「公民館のような施設」
にすることをテーマにした。
　具体的には内部空間と外部空間を一体的に利用で
きる広場をつくり、1・2階に一部吹き抜けをつくり、
間仕切りのないオープンかつフレキシブルなパブリッ
クスペースを多く生み出した。その結果、利用者が自
由に使えるスペースが増え、地元の人々の利用率アッ
プにつながっているようだ。

補強ダイアグラム

1. 解体
・築 28 年。
・旧耐震で建築されたため、耐震性能が悪い。
・構造上、計画上不要な壁、サッシ等を解体。

2. 外部補強
・オフィスを使用しながら工事が出来るように
　可能な限り外壁側から補強
・世界初の補強
   「スパイラル ブレースドベルト補強」

4. 外装
・外観イメージの一新
・躯体劣化防止のため、建物を金属板でパッケージ。5. 完成

3. 内部補強
・開口閉鎖補強、増打補強、耐震ブレースを
  バランスよく配置。

「耐震補強フレームの帯」
耐震補強フレームの帯をかた
ちづくり、いままでにない耐
震補強の外観を創出します。

・補強フレームを建物外
側に拡張することにより、
1F 全前面の開口を邪魔し
ないと同時に、かつてない
補強フレーム、補強帯の外
観となります。

「外付けフレーム補強」
・建物の使用を妨げない補強方法。

「内付け補強」
・リニューアル後のプランニングにあわせて耐力
を確保するために、室内側にもブレースを設置。
・RC 壁の増打補強、開口閉鎖を組み合わせて必
要に応じた補強を行います。
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満珠荘
　　設計・監理：青木茂建築工房

光と風が抜ける吹き抜けを新設

再生
事例
②

3 層のスラブを解体して設けた
トップライト及び階段設置用の吹
き抜け※

2 階ラウンジ及びレストラン。
写真左手部分に吹き抜けの階
段とエレベータを新設※
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リノベーション
―建築ストック活用―

　関門海峡を見下ろす高台に建つ老朽化した公共施
設のリファイニングである。長く市民に親しまれてき
た宿泊施設であったが、その機能が陳腐化してきたた
め、再生することとなった。周辺には関門景観条例が
あり、外観デザインについては色彩等が規制されてい
るため、華やかなデザインではなく、自然の中に溶け
込むような構成として計画を進めていった。
　立地を生かし、眺望を十分に楽しめるよう、3面を
ガラス張りの空間とした。既存建物は地上2階・地下
1階の3層だが、傾斜地に建っているため、3層目の
2階部分がアプローチとなっている。2階のエントラ
ンスから入ったメインロビーは、関門海峡を一望でき、
対岸には北九州市の門司の街や、豊後水道を見渡す
こともできる。
　1階には、日によって男女が交替できる2つの風呂
と休憩室を用意。風呂は90度のL字型で、湯に浸か
りながら風景を楽しむことができるように設計した。地

階には客室を配置し、落ち着いた宿泊環境としている。
　環境にも配慮し、3層の建物の中心に、屋上から
地階まで光が届く吹き抜けを設けた。これにより、屋
外が無風の状態でも温度差で空気が流れる仕組みと
なっている。自然採光や自然換気を取り入れたパッシ
ブデザインとすることで、竣工後のランニングコスト
の低減が見込まれる。また、ガラス張りの南側も、庇
を設けることで夏季の高い日射を遮蔽し、室内の熱負
荷の軽減を図った。
　見学会では階段部分となる3層分の吹き抜けが思っ
た以上に光と風を取り込んでいることが確認できた。
古い建物のじめじめとした室内が一掃され、明るく快
適な建物となり、見学会に参加された市会議員の方々
にもご理解いただけたようだ。新築に比べてコンク
リート等の産業廃棄物やCO₂排出量を大幅に低減で
きており、今後の公共建築リファイニングの一里塚と
なることが望まれる。

※撮影：イメージグラム本特集の再生事例③は P.39~41 に掲載しています。


