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１．序論 

地方都市や農山漁村地域に存在する伝統民家は、地域固有の伝統文化の重要な構成要素であるにもかか

わらず、居住世帯の転出や高齢化による世帯滅失等により空き家化が急速に進行しており、建築社会シス

テムの観点からは、空き家となった住宅ストックの早期有効活用が重要な社会的課題として位置付けられ

る。伝統民家の保存に関しては、建築史学分野を中心に研究成果が蓄積され、文化財保護行政のもと指定

文化財や登録文化財制度の創設により、公的援助による保存改修が進められている。しかし、こうした文

化財指定制度を活用した民家保存は伝統民家ストック全体から見れば一部に過ぎず、文化財とならない大

多数の民家についても、地域の住文化継承の観点からの保存と改修による有効活用の促進が重要である。 

こうした伝統民家のストック活用に関しては、降幡廣信(民家再生の設計手法:1997)や民家再生工房(古

民家再生術:2000)、京町家作事組(町家再生の技と知恵:2002)等の建築家による一連の設計活動を始めとし

て、計画論的観点からは、京都都心部の町家の保存再生に際し、伝統的木造建築の実状と分布特性の把握

と居住者の実態･意識を明らかにし維持管理システムの衰退を論じた研究(橋本:2001,2002)、西陣の小規模

織屋建て住宅の居住空間の改善実態を明らかにした研究(坂東:1996)、町家の分割利用に着目し改修要点を

整理した研究(河本:2001)、また伝建保存地区における民家の移築･再利用の設計指針と改修手法を示した

研究(大沼:2002,2003)等がある。これらは大都市を対象とした研究事例と設計方法論であるが、土地所有

継承規範意識が強い地方都市や農山漁村地域に存在する空き家化した伝統民家の活用を図るには、適切な

改修により土地所有権の移転を伴わない賃貸住宅･施設として再生する方法が有効と考えられる。 

 本研究は、主に昭和初期までに建設された伝統民家を対象として、空き家ストックの改修･活用に関する

計画方法論として｢長期借家契約方式による民家再生システム｣を提案し、住宅市場におけるシステムの実

現可能性と技術的課題を、改修事例調査及び空き家活用システム運用実態調査によりに明らかにし、その

結果をもとにした耐震補強及び温熱環境改善技術開発の成果と、改修設計の実践プロセス及び使われ方調

査による設計の妥当性検証結果を取りまとめたものである。 

 論文は、1 章:序論、2 章:長期借家契約方式による民家再生システムの提案、3 章:自治体の空き家活用

システム、4章:民家を活用した地域福祉施設の整備プロセスと使われ方、5章:伝統民家の耐力壁と温熱環

境制御技術の開発、6章:伝統民家の改修設計と使われ方の検証、7章:結論、から構成される。 

 

２．長期借家契約方式による民家再生システムの提案 

 日本の人口減少と少子高齢化の進行は、ストックの有効活用を重視した住宅政策に大きくシフトしてお

り、とりわけ持家所有階層の高齢化と、連動する空き家の増加に対応した施策の拡充が求められている。 

 本章では先ずマクロ住宅市場解析の観点から、第一に、従来の新規住宅供給による住替え世帯数推計モ

デルに、人口推計と年齢別主世帯数推計を組込んだ年齢階層･住宅型別世帯数推計モデルを構築し、世帯主



年齢別に居住する住宅タイプ(持家･民借･公借･給与)を推計可能とした論文 1)。第二に、戸建て持家住宅市場

を対象に、住宅統計調査からは直接算定不能な滅失空き家数の推計手法を、住替え連関モデルを用いて構

築し、5 年間の新規供給数の約 6 割に相当する空き家が滅失している実態を明らかにした論文２)。以上の推

計モデルを組み合わせることにより、住宅統計調査結果等の統計資料をもとに、高齢者居住率の高い持家

数の推移及び戸建て持家の滅失戸数を全国･県･主要市毎に推計することが可能で、マクロな住宅政策立案

のための有効な市場解析方法として位置付けられる。 

 高齢世帯の住替えや世帯滅失等による戸建て持家住宅の空き家化の進行は、住宅政策の観点からはその

有効活用が課題であるが、現状では(1)土地所有の継承規範意識に起因する市場流動性の低さ(2)住宅の老

朽化に伴うリフォームコストの高額化(3)木造民家の耐震性能評価法・耐震補強技術の未普及(4)木造在来

工法の低い断熱性能等が要因となり、空き家化した伝統民家が住宅市場に出現する頻度は極めて低く、老

朽化が進行し最終的には除却されることとなる。本論ではこうした課題を解決する方法として、適切な改

修により、土地所有権の移転を伴わない賃貸住宅として再生する方法論として「長期借家契約方式による

民家再生システム」を提案した論文３)。具体的には、「借主による改修を可能とするための条項、改修費用の

回収を見込んだ 10～20 年間の長期居住期間を保証する条項及び契約期間終了時のトラブル回避条項(原状

回復義務免除及び買取り請求権放棄)を組込んだ包括的契約方式」(図１参照)と、「伝統民家の実測･診断を

もとに、耐震･断熱補強等の改修設計と積算を行い、市場における成立可能性に関しコスト分析を行う一連

の計画策定手順」(図 2参照)を含めた全体システムである。  

 この提案システムの住宅市場における成立可能性を検証するため、地方都市中心市街地(山口･萩市)を対

象に所有者の空き家活用と郊外居住者の住替え意向調査を行い、借家再生の可能性を検討した論文４)。提案

システムに対し、約 4 割の所有者が賃貸活用意向を有し、郊外居住世帯の内持家の約 1 割、借家の約 5 割

の世帯が住替え意向を示し、共通して街中の利便性が指摘された。入居者による改修については大半の所

有者の了解が得られたが、改修費負担可能額の推計結果からは、適切な耐震補強や断熱補強を行えない可 

能性が高く、借主の自己負担のみに依存するのではなく、改修費用を家賃の一部として分割返済可能なサ

ブリース方式の導入のための｢街なか居住ファンド｣の創設や公的助成の導入が求められることを指摘した。 

 次に、入居者の費用負担による賃貸住宅への民家改修が行われた実例(8事例)を対象に、(1)10～20年の

長期間にわたり継続居住する借家需要層が存在するか(2)初期投資としての改修費の調達が可能か(3)契約

期間内に改修費の回収が可能か(4)改修費の上限の存在と既存住宅の回収という制約条件の下で住要求を

満たす改修と住まい方が実現可能か、という現実的課題がどのように解決されているかを、(1)入居の動機 
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図１ 契約内容の比較             図 2 改修の手順 



 (2)契約内容(3)改修費用(4)改修後の住まい方と居住環境評価の観点から整理し、借主による民家改修の

展望と課題について検討した論文５)。8 事例中 1 例が契約期間 20 年、4 例が 10 年の長期契約で、2～5 年の

短期契約の 3 例も契約更新により 5～8 年の居住期間が経過しており、10 年程度の長期居住を前提とした

借家需要が存在することが示された。改修費用は、5例で 200万円以上を自己調達し改修が行われており、

契約期間 10 年で改修費が 300～400 万円の範囲内であれば、一般的な戸建て借家と同程度の住居費支出で

改修が可能なことがわかる。一方 3例は改修費が 50万円以下に抑制され、かつ入居者自らの手で改修が行

われており、契約期間が短期で長期居住が保証されない場合には改修費が制約されることを示す。入居世

帯の家族構成や住要求に合わせた改修が可能なため、2 室を 1 室に改修、間仕切壁の撤去等により空間が

拡張され、改修後は居間や夫婦･子の寝室、客間が確保され、併用住宅では建具を撤去しアトリエや店舗ス

ペースとして利用される等、入居者の基本的住要求を満たした住まい方が実現しており、伝統民家の特徴

である住宅の広さや通風の良さに対する評価は高い。但し、耐震補強や断熱改修は重視されておらず、改

修コストに制約がある場合の伝統民家再生の課題であることが確認された。 

 

３．自治体の空き家活用システム 

 提案システムの社会化を目指すには、個別事例の掘起こしと紹介のみでなく、公的な制度設計と運用方

式の確立が重要であるとの認識から、地方自治体による空き家活用の取組みに着目し、空き家情報提供･

改修助成･制度運用方式に関するシステム論的観点から、現状分析と先進システムの評価を試みた。 

 現状の自治体の空き家活用方式は、大きく(1)｢情報提供｣型(2)｢情報提供＋助成金｣型(3)｢借上げ＋助成

金｣型に区分される。｢情報提供｣型はいわゆる｢空き家バンク｣で多くの自治体で取組まれており、本論では

空き家改修に補助金を支給する｢情報提供＋助成金｣型と｢借上げ＋助成金｣型に着目した。｢情報提供＋助成

金｣型については全国 14 自治体を対象に助成制度･空き家活用事業制度･定住支援に関する資料収集及び面

談聞取り調査を実施した論文６)。地域住宅交付金制度導入(2005年)以降改修助成制度が増加し、金額は自治

体により 50～200 万円と異なるが、定住促進奨励金として導入された自治体が多く、従来の貸主への改修

助成から転入者による改修助成にシフトしている。また空き家活用と定住支援の取組み内容を指標とする

と、空き家情報提供型(2 例)、体験就職支援型(2 例)、総合支援型(10 例)に区分され、職業紹介所や体験

住宅の整備と専門業者や自治体による契約仲介を行い、経済的支援と定住支援を充実させた総合的支援に

取り組む自治体が増加している点は評価される。 

｢借上げ＋助成金｣型は島根県のみで実施されている事業方式で、自治体が個人の空き家を一定期間借り

上げ、｢ふるさと島根定住財団｣の助成により改修し賃貸住宅として貸出す方式で、所有者と入居希望者の

信頼関係構築の困難性と、入居者による改修工事発注･施工監理手続きの煩雑性を解決する方法として注目

される。そこで定住財団及び県内 12自治体の資料収集と聞取り調査により、助成制度と自治体の事業方式

の分析を行った論文７)。定住財団は自治体(公的団体を含む)が個人所有の空き家を一定期間原則無償で借上

げ(または買取り）、改修して UI ターン者の住まいとして活用する場合に改修費用(改修費の 1/2,上限 250

万円)を助成する制度を創設している。改修後最低 10 年間の貸出しが義務付けられており、提案システム

と同一の長期借家契約方式として注目される。自治体の事業方式は、基本システム(自治体が管理し、家賃

収入により改修費を回収する方式)とその展開システムに区分されるが、この中で｢西ノ島方式｣は、改修費



の上限を定め、所有者も改修費の一部を負担するため町負担が軽減され、3 年程度で所有者が家賃収入を

全額得ることが可能なシステムで、空き家活用促進の有効な方式として位置付けられる。 

次いで、｢借上げ＋助成金｣型システムにより改修された 14事例の評価と課題について考察した論文８)。改

修は屋根の雨漏りと外壁老朽個所が優先され、改修費に応じ居室の畳替え・内部建具の張替、水回りの設

備更新、居室改修と断熱改修が行われている。住宅の基本性能は確保されており、入居者は家族構成や生

活志向に合わせ、既存平面構成に対応した居室の取り方を工夫し、住要求に応じた住まい方が実現してお

り、全体的には助成制度の有効性が確認された。但し、入居者の世帯構成や住まい方の希望、環境条件の

改善等は改修計画に組込まれていないため、入居者決定後に希望を取り入れた改修計画を策定し、生活拠

点居室の居住環境確保を重点に効率的な改修を行うことを課題として指摘した。また西ノ島町の I ターン

高齢世帯対象事業による 7 事例の調査を実施した論文９)。改修費は 150 万円に抑制されるが、町職員が直接

改修工事を担当し水回りの設備更新と居室の内装張替が行われ、その他の個所は入居者の費用負担や入居

者自身による追加改修が行われている。但し、耐震補強･断熱改修は殆ど行われておらず、入居者からは冬

季の断熱性能向上が望まれている。世帯人数が少ないため、夫婦の日常生活空間の他趣味の部屋や子･孫の

長期滞在が可能な客間が確保され、屋外では野菜作りや魚釣りを始め、I ターン仲間で塩や竹炭作りに取

組む等、田舎暮らしを楽しむ工夫が見られ、地域住民との日常的交流や地域活動への参加も行われている。 

 

４．民家を活用した地域福祉施設の整備プロセスと使われ方 

 伝統民家の再生方法には、住宅としての再利用(Renovation)のみでなく、他用途施設としての活用

(Conversion)もあり得る。中でも規模の大きな民家は改修費用･家賃が高額となるため、一般世帯向け賃貸

住宅としての再利用には困難性が伴う。本章では高齢者通所介護施設及び子育て支援施設として再利用す

る事例の整備プロセスと使われ方の分析をもとに、地域福祉施設としての民家活用の有効性と展望を示す。 

 先ず全国的にも高齢化が顕著な山口県を対象に、高齢者通所介護施設の全体的供給動向を分析した論文 10)。

県内施設数は 1999年時点で 66施設であったが、介護保険制度導入後整備が進められ、2009年には 457施

設に増加している。設置形態は老人ホーム等との併設型と単独型に区分され、単独型の場合、新設 39%に

対し既存施設(民家･店舗等)改修が 41%を占め、都市部から中山間部にかけて既存施設改修の割合が高くな

り(山間地域：66.7%)、整備コストの低い空き家活用が進められている実態を把握した。 

 次に山口県のモデル事業により整備された 7 施設(木造民家 4 例,鉄骨造施設 3 例)の改修内容･コスト分

析を行った論文 11)。木造住宅改修事例は設備更新が中心で平面構成の変更は少なく、住宅を福祉施設に活用

する場合の特徴といえる。改修費(上限 600万円)の 2/3補助のため、改修費は 240～600万円の範囲に収ま

り自己負担が軽減されている。鉄骨造施設は全面改修のため、設備工事に加え内装･建具工事や断熱工事が

必要で 500～1500 万円を要し、補助金以外の自己負担が大きく、施設種類毎に改修上限額を設定する制度

設計が望まれる。さらに事例の中から明治期建設の大規模農家改修施設を選定し、使われ方調査により空

間機能評価を行った論文 12)。広い面積を有す伝統民家は、空間の開放性も相まって多機能型の福祉施設への

用途変更に適した建築として位置付けられた。但し冬季の快適な温熱環境確保の点では課題があり、浴室･

洗面での整容･整髪の食堂への移行や、午睡の場が暖房室に限定される等、生活行為に直接影響を及ぼして

おり、改修計画段階での空間用途に合わせた適切な断熱改修･暖房方式選択の重要性を指摘した。 



 また高齢者人口密度の低い過疎地域では、特養併設施設に代表される基幹施設のみでは利用圏が広域と

なるため、小規模な通所介護施設整備を並行して進めることは、サービス需要増大への対応、利用者のサ

ービス選択肢拡大、施設運営の効率化を目指す上で有効であるとの観点から、基幹施設と民家改修型の 3

施設を運営する社会福祉法人を対象に、複合施設運営の効果分析論文 13)と民家改修施設の空間機能評価論文 14)

を行った。複合運営効果として(1)施設利用登録者数の増加(基幹:58名,小規模:69名)による新規需要への

対応効果(2)基幹･小規模施設間の機能的役割分担による施設選択肢拡大効果(3)小規模施設開設による利

用圏分担と送迎時間短縮効果(4)小規模施設開設による施設経営採算補完効果が確認された。空間機能評価

に関しては、一般論として｢1 室完結型｣の基幹施設に対し、民家改修型では居室規模の制約から空間機能

分化がなされた｢午睡室分離型｣が多いが、｢3 室独立型｣ではプログラム転換時に利用者の居室移動のみで

済むため、準備始末行為の負担が少なく、待ち時間の少ないプログラム進行が可能である。従って自由行

動･食事･午睡を分離する使われ方が可能な民家の通所介護施設としての有用性が指摘される。 

 次に、民家を活用した子育て支援施設整備の取組みに関し、山口市の｢地域型つどいの広場設置助成事業｣

を対象に、地域組織による施設整備プロセス、施設改修内容と費用調達方法を整理し論文 15)、施設の日常時

と講習会･イベント時の使われ方の分析をもとに空間機能評価を行った論文 16,17)。施設運営支援体制として、

行政(施設運営協議会設立支援)、市民団体組織(支援者養成拠点職員による出張ひろばの開催)、地域運営

組織間の連携体制が確立され、県内自治体の中では最も施設数(22)が多い。空き家活用施設(4 施設)は地

域運営組織により条件に適合する状態の良好な物件が確保されており、改修方式は(1)貸主の費用負担で改

修し、負担分は事業委託費又は補助金による家賃収入で回収する方式(2)補助金により運営組織が改修し、

使用貸借契約により無償で借受ける方式(3)補助金により運営組織が改修し、家賃を自治体が補助する方式

に区分されるが、所有者の空き家提供促進の観点からは(3)の方式が有効である。 

 ４施設の日常時の使われ方は、ワンルーム型専用施設と異なり分節型の空間構成のため、建具類は取り

外されているが居室毎に緩やかな遊び空間の用途分化がなされ、食事･喫茶スペースに加え事務室も確保さ

れ、トイレ･手洗いの不足や床の段差の存在等の課題は有すが、全体的には有効に活用されている。屋外に

は 3 施設で遊び場が整備されており、滑り台や砂場等の動的遊びに利用され、多人数利用時への対応も可

能なため、建物選定時に屋外空間の利用可能性を確認する重要性を指摘した。講習会･イベント時には、内

容に応じ地域施設や農地等を活用し拠点に不足する空間･設備を補い、地域の多様な人材の協力を得て専門

性を補完する運営体制が構築され、老人クラブと共同の芋ほりや餅つき、留学生との調理･食事会等、多彩

なイベントが地域スタッフの協力により行われており、｢地域型｣運営方式の有効性が確認された。 

 

５．伝統民家の耐力壁と温熱環境制御技術の開発 

 伝統民家の改修項目は、コストの制約から生活･利用を可能とするための設備や内装、屋根･外壁等が優

先され、耐震補強や断熱改修実施事例は少数に過ぎない実態から、第一に柱間に 2 枚の杉板(30mm)をはめ

込む二重落し込み板による耐力壁の開発を試みた。試験体の加力試験の結果、半間幅の板上下を 2 枚のダ

ボ(15×30×120mm)で固定した標準試験体の壁倍率は 1.94 で、筋交い(       )と同程度の耐力を

有すことを確認した論文 18)。次にこの耐力壁を実装した場合の柱脚仕口仕様に関し、HD金物と代替可能な木

造仕口を考案し、6種類の試験体の引張試験により耐力を確認した結果、｢2枚ほぞ込栓 2本｣の仕様は引寄



せ金物(HD-15)に相当する接合部耐力を有すことが確認された。また(1)ほぞせん断耐力(2)込栓せん断耐力

(3)土台割裂耐力式を用いて最大耐力を算定し、実験結果と比較し良好な結果を得たことから、長ほぞ差し

込栓の破壊モードの予測可能性が示された論文 19)。 

第二に、伝統民家の断熱改修では容易に断熱できる床･天井が対象となるのが一般的であるが、面積が広

い開口部の断熱性能向上も必要で、木製複層ガラスサッシと太鼓障子を実装した室内実験及び実験住宅の

温度計測を行い断熱性能を明らかにした上で、数値計算による断熱性能推計法を提案し、断熱効果と年間

暖冷房負荷量の計算を行った論文 20)。(1)障子一重に対し太鼓張の場合熱貫流率は約 20%低下すること(2)実

験住宅計測より、冬季 1日の開口部熱損失量が約 40%削減されること(3)太鼓障子＋複層ガラス仕様は単板

ガラスよりも熱貫流率が 27%低くなること(4)太鼓障子＋複層ガラス仕様と次世代省エネルギー基準(Ⅲ～

Ⅴ地域)仕様の床･天井･壁の断熱を行えば、暖冷房負荷を 400MJ/㎡･年まで低減可能なため、冬季の暖房エ

ネルギー削減や室内空気温度と放射熱環境の改善が期待されることを示した。関連して、伝統民家南面縁

側の冬季温室効果に着目し、伝統民家縁側の冬季集熱効果の実測より、冬季日中の屋外･縁側の温度差最大

値は約 10℃、非暖房室･縁側の温度差は 7℃程度で、数値計算によれば、縁側の床･天井･開口部の断熱改修

により晴天日 15 時には 19℃程度まで上昇し(室内外温度差 11.4℃)、早朝夜間の室内温度低下も改善され

ることから、緩衝空間としての縁側の活用意義が確認された論文 21)。 

伝統民家には階高の高い土間や広間を有す農家･町屋等があり採暖法の改善が求められる。そこで第三に、

温水循環パイプ間に中空パイプを溶接した｢中空パイプ方式床暖房システム｣の開発を試みた。従来の温水

循環パイプの大部分を中空パイプで代用するため温水パイプ敷設延長の短縮が可能でボイラー負荷が低減

され、かつ工期短縮と敷設コスト低減が可能となる。温水･中空パイプ両方式の放熱性能比較実験結果から、

中空パイプ方式の定常状態の床表面温度は 20～21℃で、標準的温水パイプ方式と同等以上の放熱性能を有

すことを確認した論文 22)。但し、模型と実家屋では条件が異なるため、同システムを実装した実家屋を対象

に冬季放熱性能試験を行い床表面放熱量と室内空気温度計測を行うとともに、略算法により断熱性能が異

なる場合の床表面温度と室内空気温度を求め、一般住宅に導入した場合の暖房性能予測を行った。実家屋

の定常状態の床表面温度は 31℃程度、室内空気温度は 25℃程度で一定に保たれ、十分な暖房性能が得られ

るが、壁体熱容量が大きく断熱性能を高めても定常状態に達するには約 8～10 時間を要す。これに対し、

基準Ⅲ仕様で 2時間程度、基準Ⅰ仕様では 3時間程度短縮される論文 23)。さらに床表面からの放熱による室

内垂直方向の温度分布に関し、室内模型実験及び(1)平屋建て住宅(2)2階建て住宅吹抜け部分(3)体育館を

対象とした実測結果から、自然対流により空気が均一な温度で上昇するため、天井高が 2 層以上の実空間

においても温度差が少ない垂直温度分布が形成されることを示した論文 24)。 

第四に実家屋をモデルに(1)太鼓障子と木製複層ガラスサッシによる開口部断熱仕様(2)土壁ちり部分の

外壁充填断熱工法(3)冬季縁側の暖房エネルギー削減手法(4)エアコンと床暖房を併用した暖房手法を組合

せた場合の数値計算により、温熱環境改善効果と暖冷房負荷低減効果を定量的に確認した論文 25)。外壁充填

断熱工法では標準的伝統民家に対し 66.4MJ/㎡･年、開口部断熱工法では 13.6MJ/㎡･年の負荷低減が可能で、

両手法を組合せると暖冷房負荷は 533.8MJ/㎡･年となり、標準的伝統民家の 1/2以上の削減が可能となる。

床暖房立上がり時の温度上昇を補完するエアコン･床暖房併用の場合は、エアコンのみの場合と比較し 5MJ/

㎡･年の増加にすぎず、縁側温室効果(1.1MJ/㎡･年)と夏季排熱換気効果(3.7MJ/㎡･年)も確認された。 



６．伝統民家の改修設計と使われ方の検証 

 提案した｢長期借家契約方式による民家再生システム｣を導入し、新たに開発した耐震改修手法及び温熱

環境制御技術を適用した伝統民家の改修設計と改修後の使われ方の検証に関し、筆者が計画･設計を担当し

た施設の内、都市農村交流施設･高齢者通所介護施設･学童保育施設の 3事例について論述する。 

 ｢貴和の宿｣は小規模谷間集落に位置する空き家の農家住宅を改修した交流施設で、集落住民組織の村お

こし活動の一環として取組まれた。(1)借主費用負担による改修を前提に所有者と契約期間無期限の使用貸

借契約が結ばれ、(2)実測･診断結果と施設利用計画に基づき、柱･足固め･大引交換と外壁･屋根補修、平面

構成と床･天井仕上げ変更、台所･トイレの設備更新等の改修計画を策定し、(3)工事は住民組織を中心に茅

葺き母屋改修と五右衛門風呂増築(二期工事)が行われた。構造部材交換を主とした大規模工事となったが、

工具･材料の自己調達と土木工事経験住民の工事担当による人件費削減により、工事費は一般業者発注の場

合と比較し 1/2 程度に抑制されており、住民による施工組織と地域人材の協力及び助成金等を組合せた改

修資金が確保可能であれば、住民主体の民家改修工事実施の可能性大きいと結論づけた論文 26)。改修後は、

集う会借用の小学校分校の廃校施設を核とし、集落公会堂厨房を昼食準備に利用する行事運営形態から、

昼食運搬距離軽減のため｢貴和の宿｣を昼食準備さらに昼食の場とする形態へ変化し、最近では主要イベン

トの開催会場や農家民宿としても利用されており施設の整備効果が確認された論文 27)。 

｢さんコープ河村邸｣は、山口市中心市街地の商店街近傍に位置する空き家の別荘建築(昭和初期建築,木

造平屋建て 228㎡)を改修した高齢者通所介護施設で、地元有志の保存運動を経て県の助成を受け福祉生協

が整備運営を行っている論文 28)。長期借家契約方式を導入し東京在住の所有者と契約期間 10 年の賃貸借契

約(協議による 2 年毎の契約更新が可能)が結ばれ、実測･診断結果と利用計画を基本に耐震補強･断熱改修

を含む改修計画を策定し改修工事が行われた。スロープ設置と駐車場を含む外構整備、トイレ･浴室･厨房

の全面改修に加え、開口部が多く耐震補強が必須となる診断結果(保有･限界耐力計算)より、既存土壁補強、

二重落し込み板壁新設、ダンパー取付けによる耐震補強を行った。生活拠点の機能訓練室と食堂は床下･

小屋裏の断熱改修を行うと共に、食堂には推奨するエアコンと中空パイプ床暖房の併用方式を導入し、改

修前後と施設運用時の 3時点計測により施設の温熱環境改善効果を確認した論文 29)。床暖房単独運転の場合、

食堂の定常状態の室温は 18℃に保たれ快適推奨範囲内にあるが、床表面温度と室温が定常状態に達するの

に約 8 時間を要す。一方暖房開始時にエアコンを 4 時間併用すると、暖房開始直後から十分な暖房効果が

得られかつ均一な垂直方向温度分布が形成されており、床暖房の立ち上がり時間短縮効果が確認された。 

 次いで、使われ方調査により福祉施設としての空間機能評価を行い、改修計画･設計の妥当性を検証した

論文 30)。3 棟の建築構成のため、食堂･機能訓練室･地域交流室を各々配置する空間構成としており、生活プ

ログラムに応じた空間の使い分けが可能で、食堂･機能訓練室間の移動による気分転換と歩行リハビリ効果

が認められる。食堂は 14帖の広さがあり車椅子利用者が複数の場合も対応可能で、食卓を 2台離して配置

し十分な介助スペースが確保されている。機能訓練室は 8帖 2間の続間座敷で、家具･建具により機能分化

がなされ、利用者が居場所を選択できる設えが可能となっている。また続間南面の縁側(畳)は、春秋季に

は障子を開放し庭を眺めながらの談笑の場、冬季晴天日にも日向ぼっこや歩行訓練の場として活用され、

高齢者が伝統民家の雰囲気を体感できる施設となり得ている点は重要と結論づけた。 

｢つばめの家｣は下関市近郊農村地域に位置する大規模農家住宅の納屋を改修した学童保育施設で、児童



数の多い地元小学校の PTA の要請により、社協が市の助成を受け施設整備と運営を担っている。これ以前

に社協は｢地域共生ホーム｣の開設を計画し、空き家状態であった本農家住宅所有者と交渉し、契約期間 10

年の使用貸借契約を結び、県の助成を受け母屋を改修し高齢者通所介護施設を開設していた。納屋(  ㎡)

は大空間確保のため大断面横架材が使用されているが、壁量が少なく耐力不足が推測されたため、詳細実

測調査と耐震診断(保有･限界耐力計算)を行った。その結果、倒壊の危険性が高く相当の耐震補強が必要な

ことが判明したため、腐食部材の交換と布基礎･二重落し込み板耐力壁の増設を基本とし、保有耐力計算に

より｢一応倒壊しない｣レベルを確保する耐震補強設計を行った。平面計画は、既存納屋の平面構成の継承

を前提に多目的室･プレイルーム･畳コーナーの 2 室 3 領域の空間構成とし、各室に床暖房を敷設した。設

備は旧牛小屋部分にトイレ･シャワー･脱衣室を新設し、多目的室の一部にミニキッチンを設けた。各工程

での単価の低減とボランティアの施工協力等の工夫によりコスト削減を行い、建築本体工事は 400 万円と

総工事費の 1/2以下に抑制し、当初予算 900万の範囲内で耐震補強を含めた改修が実現した論文 31)。 

施設開設後の数次にわたる使われ方調査により学童保育施設としての空間機能評価を行い、改修設計の

妥当性を検証した。第一に、夏休み期間全日の使われ方調査より、職員の準備始末行為が児童の遊びと重

複しないようプログラムに応じ多目的室･プレイルームが各々逃げの場として機能し、遊びの種類も動的･

静的遊びが 2室で区分され異なる遊びの場の重複が回避され、2室 3領域の空間構成の有効性を確認した。

地域ボランティアが講師を務める｢地域塾｣開催日(午前中 1～2時間程度)には、午後の静的遊びの継続時間

が大幅に長く移動回数･同一遊びの反復回数ともに減少し、塾開催により自由遊びの集中度が高まる間接効

果も確認された論文 32)。第二に、施設の面積基準に関し、集団規模(10～20人)の異なる平日放課後(晴天日･

雨天日)の使われ方調査をもとに、集団規模の違いが自由遊びに及ぼす影響を分析した。児童の来所時刻の

差からおやつ･宿題と室内遊びが並行して展開する時間帯があるが、宿題を多目的室、おやつ･室内遊びを

プレイルームに割当て 20人程度の児童数にも対応できていること、児童数が多い年には晴天日の屋外遊び

継続時間が 10分程度増加し、屋外遊びの場確保の有効性が確認された。一方雨天日は室内遊びの種類が増

加しかつ動的遊びが多くなるが、20 人程度の場合にも静的･動的遊びの場は 2 室に区分されており、空間

領域を区分した設計方法の有効性が確認された論文 33)。 

 

７．結論 

 本論では、｢改修を前提とした長期借家契約｣と｢民家の実測･診断をもとに改修設計を行い、市場成立可

能性のコスト分析を行う計画策定手順｣を統合した民家再生システムを提案し、(1)空き家所有者意向調査

(2)民家としての再生事例調査(3)自治体の空き家活用システム運用調査(4)地域福祉施設としての活用事

例調査をもとに、提案システムの成立可能性と普遍化の展望を実証的に論証した。さらにこれらの改修事

例調査から明らかとなった耐震補強･温熱環境改善の課題に対し、二重落し込み板耐力壁、太鼓障子による

開口部断熱仕様、中空パイプ方式床暖房システムを新たに開発し、民家の改修設計に適用しその効果を検

証した。加えて改修後の施設の使われ方調査により、建築計画の観点から設計の妥当性の検証を行った。 

 以上の通り、本研究は伝統民家の再生システム提案から改修設計の実践とその検証に至る一連の計画方

法論を示した総合的研究であり、今日の社会的課題である空き家問題の解決と既存建築の有効活用法に関

し、具体的かつ実践的な知見を提示できたものと考える。 
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