秀一

リノベーションまちづくりの
背景と可能性
松村

いる。住宅に限らない、他の建物種別

抱える建築関連産業

の一割以上の人員を

を八〇〇万以上も上回る。高度経済成

がある。その数は総世帯数五二四六万

管理する人もおらず、まちなかに放置

が、いかがなものか。確かに住む人も

ばかりが喧伝されているように思える

う。そして、再び住

表すべき成果だと思

なのである。敬意を

いてきたことの成果

5246
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ろうか。もちろん劣化したり陳腐化し

空間資源大国において新築は必要だ

産業は一大転期を迎えている
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においても日本のストック量は十二分

が、何十年にも亘っ

長期が終焉するとともに、すべての都

されたような空き家は、安全等の面で

宅を例にとれば、そ
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と言えるものになっている。

道府県において数の上での一世帯一住

まちの問題になり得る。だが、すべて

の数は今や人口一人
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私たちは空間資源大国に
住んでいる

宅が達成された一九七三年の三一〇六

の空き家や空きビルがそうなのではな

当たり〇・四八戸
（二

4588

5000

てほぼフル稼働で働

万戸と比べると、約二倍にもなってい

い。むしろ今大事なのは、これらの空

〇一三年）にも達す

〇年）をも遥かに上回っている。
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こうした状況の中で「空き家問題」

る〈図１〉
。一九七三年以降、住宅分

き家や空きビルに象徴される余るほど

7000

現代日本は空間資源大国である。誠
に有難いことだと思う。
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日本には今、六〇六三万戸もの住宅

野では、数は足りたからということで

る。概ね二人に一戸

（万）

の数はアメリカの〇・四二戸（二〇一

のストックを有難い資源と捉える視点
あり余るほどに存在する建物群、そ

「量から質へ」と言われ続けてきたが、
住宅を建て続けてきたという訳だ。そ

れはこの国の人々による不断の投資の

ずつ住宅があり、こ

の結果、空き家の数は八〇〇万戸を超

成果に他ならない。多くの人や組織が

だと、私は考えている。

え、全体の十三・五％、つまり概ね七

巨額な借金をしてまで投資し、就業者

その後の四〇年間更にものすごい量の

戸に一戸が空き家という状況になって

図１．日本の総住宅数および総世帯数の推移（総務省統計局
「平成25年住宅・土地統計調査 調査結果」より引用）

注）＊印の数値は、沖縄県を含まない。以下、同じ。
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る。しかし、大局的に見れば今までの

築需要が顕在化するところもありはす

し、局所的には需要が供給を上回り新

建替える形での新築はある程度必要だ

たりすることがあるから、既存建物を

物語っている。ここにこそこれからの

や空きビルの多さはそのことを端的に

言えば、決してそうではない。空き家

として十分豊かに利用されているかと

るが、その空間資源が人々の生活の場

空間資源大国と呼び得る状況ではあ

発想しなければ豊かな生活の場など容

えられることではない。生活者自身が

利用するかは、旧来の産業が適切に考

いている箱をどのような生活や活動に

て捉えても差し支えない。しかし、空

ら、
「コンテンツ産業」だと割り切っ

実際、利用の構想力の導入によって

ペースで新築する必要はないと言って

これを「箱の産業」から「場

空き家や空きビルが豊かな生活の場に

易には出来上がらないだろう。新しい

の産業」への転換と呼んで

姿を変える例は次々と出現している。

産業が取組むべき課題がある。即ち、

きた。きちんとした箱（建

例えば、アーティストとして活動を

ションできるというものに変えること

良いだろう。これまで新築向けに偏っ

物）をきちんとデリバリー

続ける中村政人さんの、東京から世界

で、待ち行列ができるようになり、新

産業に問われるのは、生活者のいわば

することを本分とする産

に発信するアートの拠点という利用の

しい住民の交流の場まで生まれ始めた

有 効 に 使 わ れ て い な い 空 間 資 源 を、

業から、既にある箱を人々

構想が、廃校の校舎に導入されること

豊島区の築四〇年超えの賃貸マンショ

た組織の編成と技術の開発・適用に勤

の豊かな生活の場に仕立

で、年間に八〇万人もの人が訪れる賑

ン。この二例は東京の例だが、他の地

「利用の構想力」をいかに刺激し、引

て上げる産業への転換で

やかで豊かな活動の場に姿を変えたア

域でも、利用の構想力によって空きビ

人々の豊かな生活の場に仕立て上げる

ある〈図２〉
。

ーツ千代田三三三一（旧千代田区立練

ルや空き家を豊かな生活の場に仕立て

しんできた建築関連産業は、これまで

「場の産業」は、典型的

成中学校、
〈写真１〉
）
。或いは、高い

上げた例は多く見られるようになって

き出し、組織化し、継続的な投資に結

には空いている箱に新し

空室率が問題になっていた賃貸マンシ

きている。

ことこそが、知恵を絞り汗を流すに値

い生活、新しい人々の活動

ョンの契約内容から原状復帰義務を取

に経験のない一大転機を迎えている。

を導入し豊かな場をつく

払い、居住者が自由にセルフリノベー

び付けられるかである。

住宅産業のポテンシャルを
いかす
・地域における信頼
・生活と空間の関係に集中

する事柄であると思われる。私自身は

ることを旨とするのだか

Shuichi Matsumura

広がる官民連携のまちづくり

・既存住宅流通
・既存住宅評価
・生活空間コンサルティング
・エリアマネジメント
・介護等生活サービスと
「ハコ」
との連携
・場を運営する環境技術
・新種の人材育成
・……
・ストック対応を中心に据えた
展開
・生活・人間からの再組立て
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ハコの
産業
住宅という
「ハコ」
を生産
供給する産業
・新規建設中心の業務
・サプライサイドからの組立て

他産業・他のノウハウ
と新たな組合せ

場の産業
より望ましい生活を展開
する
「場」
を構成する或い
は提供する産業

日本の
住宅、住宅
産業の特長

・海外市場開拓
・生活産業・環境
産業としての国際
社会への貢献

これから何をすれば良いのか。

図2．
「箱の産業」から「場の産業」へ

写真１．アーツ千代田3331（写真提供：3331 Arts Chiyoda）

私たちのまちは小さなオーナーの
小さな土地と建物でできている
ところで、空間資源を人々の豊かな
生活の場に仕立て上げる上で、肝心要
のプレイヤーは誰だろうか。それは空
間資源のオーナーである。彼らがその
気にならなければ、空いている箱は何
も変わらない。オーナーにはいくつも

ることができるまでになってきた。

今ではそこここで新しい生活の場を見

掘・ 仲 介 事 業 が 本 格 化 し〈 写 真 ２〉
、

切掛けに、全国への発信と空き家の発

ったりとした交流の場に変わったのを

様の古さの町屋が事務所兼カフェのゆ

員、学生等その属性は様々である。

る。建築設計業、不動産業、自治体職

中型のもので、受講生は全国から集ま

関連する座学から構成される四日間集

するリノベーション事業計画の演習と

在する空きビルや空きフロアを対象と

このスクールの最大の特徴は、演習

課題になる空きビルのオーナーたちを

巻き込み、受講生たちの四日間のグル

では、馬場正尊さんが空き倉庫のオー

東京日本橋の裏通りを中心とするまち

この点から面へということを明確に

した現象である。

れらの事例に共通しているのは、そう

やかにしかし確実に変わっていく。こ

のまち全体が新しい生活の場へとゆる

る活動が積み重ねられ、
「面」として

を個々に新しい生活の場に仕立て上げ

さな空間資源。それらのいわば「点」

まちを構成する小さなオーナーの小

このスクールで取り上げられたもの

画の内容とそれに対する講師陣の評価

供したオーナーたちも同席し、事業計

最終日の講評会には、演習の題材を提

の戦略的な意図が含まれている。
実際、

かな組織化であり、そこに点から面へ

いる点である。まさにオーナーの柔ら

ことまで検討してもらうことになって

るものであった場合には、事業化する

ープワークによる事業計画が納得でき

このように小さなオーナーの小さな

ナーを説得して自ら借り上げたのを切

意識して、空間資源のオーナーたちを

のうち、三〇以上の事業が着手された

リノベーションスクールが
各地のまちづくりに
繋がり始めている

空間資源が、たった一つだけでも新し

掛けに、ネット上で空きビルや空きフ

組織化することで変わりつつあるまち

という。少し古いデータだが、二〇一

の建物や土地を所有する者もいるし、

く豊かな生活の場に仕立て上げられる

ロアの仲介を行う東京Ｒ不動産が設立

がある。北九州市小倉地区である。小

三年九月の調査では、これらリノベー

広い土地や大きな建物を所有する者も

と、周辺の小さなオーナーも動き始め

され、まちのあちらこちらの空間資源

倉では北九州家守舎、ＨＥＡＤ研究会

ションされた空間で約二五〇人の新た

く豊かな生活の場に姿を変えることに

年近くになる元工場建屋が地元の異業

長野市の善光寺周辺では、築一〇〇

ルは、魚町を中心とする小倉地区に実

ール」が開催されてきた。このスクー

に一回の頻度で「リノベーションスク

する形で、二〇一一年夏から概ね半年

更に興味深いのが、このスクールの

と明らかにまちが変わりつつあるのだ。

行者の数も増加している。点から面へ

な雇用が創出されていた。商店街の歩

成されている。

の所有する小さな空間資源によって構

ていない、いわば「小さなオーナー」

個々には小さな土地と建物しか所有し

一棟或いはせいぜい数棟の、しかも

いる。しかし、
日本のまちの大部分は、

ることがある。そうなると、大きな土

がリノベーションされ、引越してきた

等の民間団体と北九州市が協力・連携

れるようになった。

地と建物が変わるのとは異なり、一気

人々による新しい仕事場や飲食の場、

なる。今日ではまだ少数ではあるが、

種の集まるシェアオフィスに、また同

典型的な例を二つ程挙げておこう。

にではなく、徐々に徐々にまちが変わ

住生活の場が生まれてきた。

そんな面白い現象が色々なまちで見ら

に熱心に耳を傾ける〈写真３〉
。

り始め、いつの間にかまち全体が新し

写真２．長野市門前町で定期的に行われている仲介イベント空き家巡り
（写真提供：㈱マイルーム）
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こかでリノベーションスクールが開催

とである。今では、ほぼ毎月日本のど

ちづくりに繋げようとし始めているこ

と、点から面へのリノベーション型ま

を通じたオーナーの柔らかな組織化

企画し、北九州と同じようにスクール

経験者が全国各地で同様のスクールを

を持っていないただのリノベーション

ことが強く求められる。そういう意図

を熟慮した上で事業提案に結び付ける

まちにどういう影響を与え得るのか等

に新しいコンテンツを導入することは

の中でどう位置付けられるのか、そこ

いてなのだが、その建物がまちの文脈

物のリノベーション等の事業計画につ

個々の発表は、あくまでも個別の建

の方々も同じだろう。

思って来ているのだと思う。オーナー

な人と共有できるかもしれない。そう

語を自分と同じようにこのまちが好き

の物語が聞けるかもしれない。その物

来れば、何か自信が持てるようなまち

も好きなのだ。そして、この講評会に

だ。その将来に自信は持てないけれど

もやって来る。自分のまちが好きなの

くり系ＮＰＯの方々も、商店街の方々

わけではない。地元の自治体やまちづ

決してオーナーの方だけを招いている

町の人たちも、その提案のどこがまち

がそのままで急には変わらないから、

だそれだけである。まちの多くの部分

ョンと新しいコンテンツを考える。た

つけ、それを伸ばすようなリノベーシ

一つに、えくぼになりそうな素質を見

はほぼそのまま前提にして、その中の

語を描くのではない。今ある空間資源

代のように、白紙の上にまっさらの物

がる物語なのだと思う。箱の産業の時

が共感でき共有できる物語、明日に繋

まちが必要としているのは、多くの人

のは山積する問題だけである。そんな

ないでいる。放っておくと共有できる

る。まちの人々は未来への確信が持て

が低調になっていることを意味してい

く人の数が減り、そのアクティビティ

うことは、そこに住む或いはそこで働

題材にできる程度に存在しているとい

そもそも空き家や空きビルが演習の

ある。

になり得るかどうか、興味津々なので

箱の産業から場の産業へ」
、彰国社、二〇一三年

）
/2013/tyousake.htm
２．松村秀一著、
「建築 新しい仕事のかたち ︱

計 調 査」（ http://www.stat.go.jp/data/jyutaku

１．総務省統計局「平成二五年度住宅・土地統

＊ 本稿は、拙著「建築ストックの再生とまち

語の中に位置付けられることになる。

住民、
一つ一つの建物が、
再びまちの物

の方法だと思う。そこでは一人一人の

人々の実感を伴った有効なまちづくり

ックが充足した今だからこそできる、

とでまちが確実に変わっていく。スト

物語を共有しながら積み重ねられるこ

い生活の場づくりの活動が、緩やかに

る活動が始まる。個々には小さな新し

の一つを豊かな生活の場に仕立て上げ

決断する。そして、空き家や空きビル

リノベーションスクールの講評会は

再録したものです。
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利用の構想力と結び付け、オーナーが

まちにある空間資源を見つけ出し、

されている。

では、点が面に繋がっていかないから

にとってのポイントなのかを感じ取り

まちは物語を必要としている

だ。だから、それぞれの発表の冒頭部

易いし、共有もし易い。ストックを前
提とした物語の良さは、そうしたまち

分では、その発案者のまちへの思いが
語られる。オーナーの方々も住民の

の人々の実感との距離の近さにある。
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方々も、それが耳を傾けるに足る物語

広がる官民連携のまちづくり
［ 特集 ］

写真３．北九州リノベーションスクールの最終講評会の様子。題材となったビルの
オーナーの方々も熱心に耳を傾けている。（写真提供：㈱北九州家守舎）

