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はじめに

　前回の米国のヴィンテージマンション視察に続いて、今回、欧州のドイツ（ベルリン）、

フランス（パリ）への視察団を 8日間に渡り派遣した。

前回の米国視察において、集合住宅を含めた建物の長寿命化に対して行政が強く関与

していたことを踏まえ、今回の視察ではベルリン市役所やパリに隣接するバンセンヌ

市役所等の建築局のレクチャーを受けた上で 50年から 100 年を経過する建物の視察

を行った。

　両国とも EU圏ではあるが、過去の歴史という社会的背景からしても、集合住宅の

在り方、居住形態は全く別のものであり、米国を含めその国々の考え方に違いはあるが、

唯一共通しているのは建物が長持ちしていて資産として十分にその価値が認められて

いることである。

　今回の視察団の派遣にあたり、ご協力いただいた会員、賛助会員各社、現地でレク

チャーをしていただいた各視察先のご担当者の方々、視察先のコーディネーターの皆

様に感謝を申し上げると共に、本報告書をヴィンテージマンションプロジェクト海外

視察の第 2弾として会員の皆様に是非、活用いただければ幸いである。

平成 30年 10月

一般社団法人マンション計画修繕施工協会
第 2回ヴィンテージマンション海外視察団

団　長　　　坂　　倉　　　徹
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視察の目的1
　協会において、2015 年度事業として立ち上げたヴィンテージマンションプロジェクトの一環として、同

年のアメリカ　ニューヨーク、ロサンゼルスの海外視察団に続き、2018 年にヨーロッパのドイツ（ベルリン）、

フランス（パリ）へ派遣した。

　このヴィンテージマンションプロジェクトとは、「ヴィンテージ」＝「古くても価値のあるもの」として、

マンション改修工事の考え方を改めて見つめ直し、改修工事に於いて国土交通省が掲げる、マンションストッ

クの長寿命化とリフォームにおける中古住宅流通市場の促進し、かつ関係団体との連携のもと、より良いマ

ンションストックの在り方について研究するプロジェクトである。

　その第 2弾として今回の海外視察団を派遣した目的は、下表のリフォーム投資と既存住宅流通シェアの国

際比較表にあるように、日本のリフォーム投資額とドイツ、フランスのリフォーム投資額及び既存住宅流通

のシェアにある大きな乖離がある原因に、どのような要因があるかを施工業者の立場で学んでくることで

ある。

（出典：2016. ヴィンテージマンションプロジェクトセミナー資料より）

【住宅投資に占めるリフォーム投資の割合と既存住宅流通シェアの国際比較】
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　視察対象として、各行政の建築局や築後 100 年程度を経過するマンション及びマンション管理会社に対し

て、下記のヒアリング項目を用意し、実情の把握に努めることとした。

【市役所】

◇集合住宅について

　・集合住宅戸数の統計データはあるのか

　・老朽化の対策は施策としてあるのか

　・外装リフォームを行うのはゼネコンか、又は専門工事業者がいるのか

　・現場の責任者の必要な資格はあるのか

　・外装又は設備等のリフォーム工事に関する規制（届出、許可、検査）はあるのか

　・民間集合住宅への役所の関与（登録制度など）はあるのか

【管理会社】

　・管理費、修繕積立金の相場はどの位か

　・修繕工事の計画は誰が作るのか（改修の設計者などはいるのか）

　・�工事の提案は誰が行うのか（建物の調査診断のようなことはするのか（何か資格が

必要か））

　・工事の発注はどのように行うのか（工事業者の選定はどのようにするのか）�

　・工事も請け負うのか

　・日常の修繕はどのように行われているのか

【施工会社】

　・建設業を行う法律は、どのようなものが何があるのか

　・工事はゼネコンが行うのか、またはリフォーム専門の工事業者がいるのか

　・専業でない場合、外装リフォーム工事の会社の完成工事高に占める割合は

　・足場はどのような工法が主流か

　・集合住宅外装工事の戸当たりの工事費は平均でいくらぐらいになるのか

　・建物に発生する劣化現象はどのようなものがあるのか

　・工事管理者（現場所長）にはどのような資格が必要か

　・工事はどのようなことが一般的に行われるのか

　・修繕周期はどのくらいか（外装・設備）

【視察ヒアリング項目】

視察概要2
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日程 発着 / 滞在地 摘　　　要 視察先

①
8月 26日
（日）

成田空港発
ベルリン着

空路、AF10:35 発（NH10:50 発）
・・・・・・・日付変更線通過・・・・・・・・・
AF17:55ベルリン到着（NH18:00着）

【ベルリン泊】
②

8月 27日
（月）

ベルリン滞在
午前：市内建物視察
午後：ベルリン市役所訪問

【ベルリン泊】

旧東西ドイツの集合住宅外観視察
都市開発・住宅局のレクチャー

③
8月 28日
（火）

ベルリン滞在

午前：�現地不動産業者の外装改修現
場等視察

午後：世界遺産集合住宅等視察
【ベルリン泊】

1958 年築外装リフォーム現場
1920 年代モダニズム集合住宅群（世
界遺産）
1987年IBAの集合住宅群等視察(外観）

④
8月 29日
（水）

ベルリン〜パリ
移動日

午前：自由視察
午後：ベルリン発 18:00
　　　パリ着 19:45

【パリ泊】

⑤
8月 30日
（木）

パリ滞在

午前 :�現地不動産業者の外装改修現
場等視察

午後：バンセンヌ市役所訪問
【パリ泊】

ホテル改修・タワーマンション改修現
場等視察
バンセンヌ市役所建築課のレクチャー

⑥
8月 31日
（金）

パリ滞在 自由視察 モンサンミッシェル・ベルサイユ宮殿等

⑦
9月 1日
（土）

パリ視察〜帰国
午前 : パリ市内歴史的建築物視察
午後 : パリ市内歴史的集合住宅視察
空路帰国の途へ

凱旋門・エッフェル塔等
ル・コルビジェ・オーギュスト・ペレ
等の 100 年集合住宅等視察

⑧
9月 2日
（日）

成田空港着 AF18:20 着（NH14:45 着）
到着後解散
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No 参加者名 会社名

1 坂倉　　　徹 ㈱サカクラ

2 髙橋　　修身 建装工業㈱

3 小川　　恭史 日塗㈱

4 斎藤　　政勝 川本工業㈱

5 佐藤　　正道 ㈱大和

6 金子　信次郎 積水工業㈱

7 尾関　　正敏 ㈱メンテック

8 尾関　　美知 ㈱メンテック

9 名倉　　昌孝 ナグラ産業㈱

10 上野　　富彦 ㈱アヅマ

11 森田　　政人 ヤマギシリフォーム工業㈱

12 久保田　隆史 ＴＯＨＯ㈱

13 篠原　　友徳 ㈱エフアイティー

14 堀内　　正樹 ㈱エフアイティー

15 河村　　英樹 東洋建工㈱

16 藤崎　　　猛 YKK　AP㈱

17 米澤　　　崇 YKK　AP㈱

18 坂倉　　紀子 ㈱サカクラ

19 中野谷　昌司 (一社 ) マンション計画修繕施工協会

20 林　　めぐみ (一社 ) マンション計画修繕施工協会
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項目 日本 ドイツ フランス

人口
（東京）
1340 万人（2018）

（ベルリン）
350 万人（2018）

（パリ）
220 万人（2018）

建設業許可制度 建設業法 営業法
（建設業許可制度無）

商業登記で建設業明示
（建設業許可制度無）

建築法制 建築基準法

Landesbauordnung
（州ごとの建築規制）
Musterbauordnung
（連邦と州の標準規制）

下表 1参照

建設業者数 464,889 社（2018） 338,535 社（2014） 536,488 社（2013）
建設労働者数 4,940,000 人（2018） 2,455,000 人（2016） 1,627,700 人（2014）
集合住宅戸数 約 644 万戸（2018） 約 600 万戸（2015） 約 660 万戸（2015）

不動産価格の目安
1,756,500�円 / ㎡
（東京）

700,000�円 / ㎡
（ベルリン市内）

1,170,000�円 / ㎡
（パリ市内）

平均手取年収（税）
（米調査機関）

452 万（22.3％） 420 万（39.9％） 376 万（29.2％）

ビックマック指数※ 1 367 円 448 円 484 円
※ 1：ビックマック指数とは、世界にあるマクドナルドハンバーガーを指数としてで物価を見たもの

表 1. 建築物の安全性確保に関する主要法令一覧
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視察報告3
（１）ドイツ・ベルリン
【2018 年 8 月 27 日午前】

　前日着の時差呆けを抱えながら、現地ガイド（Mrs.�Nagai-Hintz�Yoko）の説明で、まずベルリン市内の

概要についてレクチャーと旧東西ベルリンを行ったり来たりしながら、ベルリンの現況についての知識を

得た。

　1990 年のベルリンの壁崩壊からまだ 28年しか経っていない現況では、旧西ドイツと旧東ドイツの賃金格

差などが色濃く残っているということである。ドイツ全体の持ち家率はおおよそ45％というデータもあるが、

ベルリン市内に限っては 12％程度ということであった。特に旧東ドイツでは、賃貸集合住宅でも部屋にトイ

レが無く、上下 2フロアに共同トイレが一つというものも未だに低家賃を望む需要があるそうである。こう

した賃貸集合住宅についてもベルリン市及び住宅公社が町の景観を良くするために、築年数の経った建物で

も修繕工事を行っている。

市内の外装工事現場
（ヘルメットも安全帯も着用し
ていない者もいる）

文化財として保存されたイー
スト・サイド・ギャラリーと称
されたベルリンの壁
無人地帯とされていた壁と川
の間にマンションが建築され
ている
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【2018 年 8 月 27 日午後】

　午後は、ベルリン市役所の都市開発住宅局のレクチャーを受けた。事前に質問項目も送ってあったが、ベ

ルリン市の①都市計画のシステム、②再開発、③建築条令、④住宅管理法など多岐に渡るレクチャーを準備

していてくれた。

【ベルリン市役所担当者】

Mr.�Thomas�Meyer：（トーマス・マイヤー）

　Senate�Councillor�and�Architect

Mr.�Felix�Ludtke：（フリックス・ルドケ）

　Government�Building�Officer�(in�German：”Baurat”)�and�City�Planner

Mr.�Dipl-Ing�Kai�Reichelt：（ディプル－イング・カイ・ライフェルト）

　Graduate-Engineer�and�City�Planner

Mr.�Dr.�Gerhard�Espich：（ゲルハード・エスピッヒ）

　Director�of�Building�and�City�Engineer

Ms.�Biedermann�Oconnor：（ビーダーマン・オコノール）

　Government�Councillor�and�Lawyer

ベルリン市役所都市開発住宅
局 6 名 の 担 当 者 か ら レ ク
チャーを受ける

　①の都市計画については、ドイツの国単位の政策だけでなく、その上にヨーロッパ（EU）全体の都市開発

政策があるということの説明を受けた。②の再開発を含めて行政の関与が日本より踏み込んだ形で行われて

いる感があり、これはベルリン市として壁崩壊後の都市形成に力を入れられていることが感じられた。また、

③の建築条令の説明でも EUの建築条令が上にあり、特筆すべきはドイツの建築に使用されるマテリアル（建

築材料）に関しての規制が新築だけでなく既存建築物の改修にも適用され、給排水管などの配管材にも細か

く審査があるとのことである。

　④の住宅管理法では、住宅不全除去法や居住環境改善法など居住空間に関する規制もある。日本と同じよ

うな区分所有法（住居所有権法）もあるが、管理会社が管理者となる管理者管理方式が一般的であるという。

これは賃貸住宅が多いことがこうした流れになっているのではないかと思われる。また、その条項の中に維持・
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修繕の他に「現代化」という条項がある。この現代化の基準は、別法である賃貸借法の概念が盛り込まれて

いる。これは頂いた資料にある表 2の住宅／マンションの年代別比率にあるように、60年から 100 年を経

過する建物が 40％を超えており、賃貸借物件の省エネ化やエレベーターの新設など「使用価値の向上に資す

る措置」をそのまま分譲物件にも当てはめており、これらに対応することで古い建物でも住みやすい環境に

していくことを目的としている。

表 2. 住宅／マンション（アパートと訳される）の築年数

住宅／マンション（アパートと訳される）の築年数

ベルリン以外のドイツ連邦

ベルリン（旧西、東）
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【2018 年 8 月 28 日】

①物件視察

　この日は、日本に本社がある不動産会社ＷＩＮＤＧＡＴＥのベルリン支社のベンジャミン・グロース氏の

案内で改修現場等の視察を行った。

　1件目は 1958 年築の 5階建てのマンション（アパート）のエレベーター新設、5階上階への増築をして

いる改修中の現場である。ベルリンでは、一般的なマンションなどではマンション名というものはなく、道

路名と地番が建物名になっている。

雑然とした仮設ポスト

鉄骨製の新設バルコニー

幅木はしっかりしている

外壁はもちろん外断熱
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【①所感】

　築 60年の物件改修であるが、ガラス張りエレベーターの新設や 5階上部（6階、7階のメゾネットタイプ）

への増築、バルコニー（鉄骨）の新設は、我々の感覚からするとかなり斬新なものであった。公社が買い取っ

てリフォームを行い、売却するのだという。専有面積 60 ㎡で約 2,500 万円という価格設定となっていた。

現地ガイドの話では、こうした物件において築年数を気にする人はいないということである。また、給水配

管にステンレスが使われているものの、日本では防火扉となる玄関扉が木製だったりもしていた。

　工事現場については、居住者がいる中での工事でありながら清掃もあまりされてなく、日本ではクレーム

になりそうな作業環境も散見され、視察団のメンバーからは、日本の工事作業内容が優れているとの意見も

あった。

7 階メゾネットの工事中

ガラス張りエレベーターの新設工事

メゾネット階段

販売看板
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シャワールームの新設

玄関扉が木製

給水管はステンレス管、排水管は鋳鉄管

リフォームされたキッチン

【販売住戸の間取り】

【モデルルーム内部】
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道路からの外観は日本の団地
のようである

しかし、ベランダ側に面した
中庭には緑が配置され、外部
からは侵入しづらい配置と
なっている

ベランダは広めで各々植木な
どで装飾している

②物件視察

　この日の 2件目に、バンコウ区にあるブルーノ・タウト設計の世界遺産となっている集合住宅を視察した。

1928 年〜 1930 年築のモダニズム建築で、1,149 戸　1K〜 4Kの間取りで建築当時は非常に稀である各戸

別に浴室、トイレ、キッチンが装備されている。
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１階がＶ字型の台座で支えら
たピロティ形式で、ベランダ
に 面 し た 壁 は 全 面 サ ッ シ と
なっている

【②所感】

　ブルーノ・タウトは、現在の集合住宅の間取りの基本となるものをこの当時に取り込んでいた。この建物

は世界遺産に登録されており、ユネスコは、建物と共に「建物の外壁を内に含む空間」を居住空間ととらえ、

太陽や風、緑の環境、音響がそこに住む人びとに与える快適、安らぎ、居心地の良さ、等々の感情も居住に

不可欠な要素とした「戸外の居住空間」の構想をもって都市計画を構築したことを高く評価したとされている。

約築 90年の集合住宅であるが、そこにはまさにヴィンテージ感が漂っており、日本の古い団地にも活かせ

るのではないかと感じた。

③物件視察

　3件目は 1957 年のインターバウ（国際建築展示会）のために建築されたブラジル人建築家による集合住

宅である。Ｖ字型の台座（柱？）の上に 7フロアを乗せており、日本ではやや不安な形状となっている。

【インターバウ（IBA）とは？】

　Internationale�Bauausstellung の略で、その地域に国際建設展というイベントを持ってきて行なう

まちづくりで、1957 年のベルリン開催は戦災復興をめざす住宅建設と時代にマッチした都市構造がテー

マであった。

　建設場所は西ベルリン中心部、ティアガルテン緑地の北端・ハンザ地区（25ha）で住宅総数 1,231

戸（29 棟）、グロピウスとコルビジュエの監修によるコンペで選定された建築家 36 名（アールトー、

ヤコブセン、バケマ、ニーマイヤーなど）が選ばれた。
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8 階建てだが階段室型でエレ
ベーターもあるが 6 階と屋上
のみ停止のスキップ式となっ
ている

④物件視察

　4件目として同じハンザ地区のインターバウのワルターグロピウスハウスの外観と、その後 1957 年築の

ビキニベルリンという商業施設の全面リフォーム物件を視察。

⑤物件視察

　この日の最後の物件は、ベルリンの高級ブランド店が並ぶメインストリート「クアフュルステンダム

（Kurfürstendamm）（通称：クーダム）」に建つ住居とオフィスが入る 1911 年〜 1912 年築のハウスカンバー

ランドという完全リフォーム済みの高級物件である。築 100 年を越す物件でも高級ブランド店街という立地

もあり、コンシェルジュサービスやサウナ付きバスルームや家具が付いた 120 ㎡の部屋で、月々の賃料が約

39万円（賃料 33万円、管理費 6万円）ということである。

　ここにも噴水付きの豪華な中庭があり、建物として文化財指定され、旧西ドイツの象徴的な物件といえる。
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メインストリート側の建物外観

噴水のある緑豊かな中庭

【120 ㎡の賃貸住戸の例】
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ベルリンの壁での集合写真

ブランデンブルグ門
（ベルリンマラソンのスタート & ゴール）

ベルリンフィルハーモニー

ベルリンテーゲル空港からパリへ

【ベルリンの総合所感】

　今回、世界遺産の集合住宅群や 1957 年の IBAで建てられた集合住宅、またそれら以外にも開発された集

合住宅を時間の制約もあり、すべてを見て回ることは出来なかったが、旧東西の賃金格差が未だ残るベルリ

ンで住宅の質もかなりの差があることは見て取れた。外装、エレベーター、省エネ、設備面での改修を行政

の施策として進めているが、これは国際見本市などが開催されるベルリンを訪れるビジネス客が年間 1千万

人以上（日本の 2017 年訪日外国人数約 287 万人）もあり、他にもベルリンフィルなど文化、観光産業収入

や雇用にもつながることから、ベルリン全体の景観の維持・向上に力を注いでいるものと思われる。ガイド

からも「いま、ベルリンの物件を買っておくと良いですよ」と言われたが、確かにベルリンの不動産価格上

昇率は、帰って来てから調べてみると 2016 〜 2017 年で世界で 1位（20.5％の上昇率）らしい。

　地震が無いことや、こうした背景があることも日本との違いではあるものの、建物（マンション）につい

ては築 100 年というハードルを楽に越している実例が数多くあることを所感として述べさせていただく。
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（２）フランス・パリ
【2018 年 8 月 30 日午前】

　8月 29日はベルリンからパリへの移動のため、全員での視察はこの日からとなった。前日、シャルル・ド

ゴール空港からバスでパリ市内に入ったが、夜だったため街並みは暗くてあまりよくは見られなかった。し

かし、このバスで現地ガイドから説明を聞くと、パリ市内は東京の山手線 1周の内側程度の広さで、そこを

離れると田園風景が広がるようにフランスには 2つの面があるという。その証拠にパリ市内から 26㎞離れ

た空港を出ると、すぐにエッフェル塔が小さく見ることが出来た。

　1800 年代後期にセーヌ県知事のジョルジュ・オスマンとナポレオン 3世などが行ったという「パリ大改

造計画」で、放射状の大通りや下水道の整備、高さ制限などにより写真等で見る景観の統一化された歴史的

な街並みが中心となり、その周囲には超高層マンションなどの近代建築もある。

　これらのパリの現状について現地の日系不動産会社、Lutece-Fudousan（リュテス不動産）のMr�

Jerome�Simeon（ジェローム・シメオン氏）と横山純子女史にレクチャーを受けた。�

【パリ市内地図】
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①物件視察

　まず 1件目に向かったのは、街のど真ん中で外装等の改修工事を行っている文化財に指定されているイン

ターコンチネンタルホテルである。午後のバンセンヌ市のレクチャーで聞いた 10年に一度、外装のクリー

ニング又は塗り替えが法律で義務化されており、これを含めた大規模な改修工事で、道路 1車線を完全に封

鎖する仮設足場や工事中の景観を損ねないためのおしゃれな仮設シートに団員達は驚いていた。また、この

仮設シートの広告料は市に寄付されるとのことである。

道路を 1 車線専有する仮設構台 外部足場の仮設広告シート

②物件視察

　この日の 2件目は、15 区にある高層ビル地域にある 30 階建マンションのTour�Rive�Gauche である。

歴史的建造物の多い中心部は道路幅による高さ規制（道路幅が 7.8m以下なら建物の高さは 12m、20m以

上で 20mなど）があるが、1960 年代から 15区のような周辺部で大きな道路が整備され、高い建物が建ち

始め、現在のパリ中心部では 18m、25m、31m、37m、50m、180mの 6つの高さ基準が設けられている。

1970 年代に建てられた今回の視察物件は、部分改修工事が行われていた。

15 区の高層建物の全景 レクチャー風景
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　作業は、ゴンドラでシールの打ち替えや外装クリーニングが行われていた。築 50年近く経つこの建物で

は給排水配管の劣化が進み、ほぼ毎日のように漏水事故が発生するので、設備の技術者を常駐させ、対応さ

せているそうである。

　この物件で 100 ㎡の月の賃借料が管理費込みで約 40万円、売買で 1億 5千万円で、これがこの辺りの相

場のようである。

　管理組合や総会による決議などは日本の区分所有法と変わらないが、法的資格を持つプロの管理者である

サンディック（syndic）が置かれることが一般的である（参考資料 1参照）。サンディックは日本でいう管

理会社に当たるが、管理者管理方式であり、総会決議の執行等が任される。しかし、修繕工事の発注などに

ついて 3社から見積もりを取るということが決められているらしいが、レクチャーをしてくれたシメオン氏

によると、バックマージンなどの問題も出ているという。

タワーマンションの
ゴンドラ作業

ゴンドラの作業構台はセット
バックしていたこともあり、
割と丁寧に組まれていた
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フランスの管理

　フランスにおける共同住宅の区分所有という概念は「階層所有」という形で、「共同所有

(Copropriete)」を法的に認めた民法典第 644 条を 1804 年に制定します。以後、1938 年、

1965 年、1971 年と改定され、規約、総会、管理者 (syndic、サンディク )�に関する規定

があります。

　全区分所有者で構成される区分所有者組合 (Syndicat, サンディカ=(英 )Union)は、各組

合員が決定権を持ち、総会において管理に関する様々な意思決定を行います。この総会の

決定に従って事務を担うのがサンディクで、サンディクの監督、補佐をするのは�組合評議

会 (Conseil�Syndical, コンセイユ・サンディカル=( 英 )Union�Council�) です。

　区分所有者組合は、法定資格と専門知識を持つサンディクを組合外部から選出すること

ができます。

　プロのサンディクは区分所有組合に報酬を請求する有償の契約です。共同住宅の規模が小

さい等の理由で , 区分所有者組合に有償のサンディクを置く経済力がない場合には、区分

所有者の中から無報酬のノンプロサンディクを選出する場合もあります。

　プロのサンディクは法定資格の他に財政的な担保保証が求められるのに対し、ノンプロ

のサンディクは区分所有者であることが担保としてみなされ、法定資格は不要です。報酬

をもらう権利があるプロのサンディクはノンプロのサンディクよりも法律上の賠償責任が

重く設定されています。管理業務及び掃除やゴミの処理といった労務については、総会で

管理をプロのサンディクに委託するか、管理会社に委託するか、或いは自主管理にするか、

及び使用人（コンシェルジュ、グァルディアン、ネットワィエ（清掃人））を雇用するか、

或いは居住者が共同して実施するか、などが決められます。

　フランスの都市部では区分所有住宅の賃貸化率が高く、平均して、ほぼ 50%近くに達

します。�

　フランスの管理人は伝統的にコンシェルジュでしたが、賃貸化が進む住棟では治安が悪

化しているために、積極的に守衛・警備員の役割を兼ねるグァルディアンを選任します。

とは言ってもグァルディアンの中心的な仕事はゴミ出し、建物内の見回りから管理費の徴

収などで、歴史的な意味合いからコンシェルジュの名称がグァルディアンに変わっていっ

ただけで、現在では同義語として捉えられているようです。

　どのようなサービスを望むかは、お金を払う人の選択の問題ですが、ごみ収集人は、「住

居管理」を超えて、「居住地管理」という、地域に関する責任を果たす上で最低限必要なも

ので、選択の余地はありません。

【参考資料 1：特定非営利活動法人 マンション管理支援協議会 HP より】

③物件視察

　午前中の最後の物件は、パリ街中のオスマン形式のアパートメントの屋根改修工事現場である。この建物

の屋根の色が市の景観条例に適合していなかったため、何年も指導を受けていたがようやく工事を行ってい

るということである。
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【2018 年 8 月 30 日午後】

①バンセンヌ市役所訪問

　この日の午後は、パリ市に隣接するバンセンヌの森やバンセンヌ城があるバンセンヌ市役所建築課のレク

チャーを受けた。バンセンヌ市役所自体が歴史的建造物に指定されており、歴史を感じさせる重厚な建物で

ある。

【バンセンヌ市担当者】

Mr.�Stephane�Pierre�Tissot：（ステファン・ピエール・チソット）

　Directeur�Genelal�Des�Services�Techniques

屋根部分の改修工事中

タブレットを使って既存屋根
の色が違っていることの説明
を受けている
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パワーポイントを使いながら
都市計画の規制や建築規制を
説明いただいた

市役所のバンセンヌ市の歴史
が画かれた絵画のある部屋で
のレクチャー

市役所内大階段のガラスドー
ムの明かり取りと歴史を描い
た絵画
手摺にはバンセンヌ市のイニ
シャルのＶをあしらっている
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　レクチャーでは、まず 1990 年代に美観条例、2000 年に都市計画連帯法（SRU法：la�loi�relative�à� la�

Solidarité�et�au�Renouvellement�Urbain）と都市計画の概念（PLU）が制定（表 3）され、人口密度、緑

化コントロール、ブロック（地区）コントロール＋建築の規制が強化されている。

表 3. SRU 法の基本方針とその他の法律との関係

　このコントロールは、緑地から 20m以内は建築させない、視覚性（道からの景観）、歴史的建造物に関す

る規制などに行政が関与し、無料で調和させるためのアドバイスが出来る仕組みを作っている。

　建築に関する興味深い規制としては、2008 年に外装の工事義務化（ラヴァルモン）が制定され、歴史的

建造物に指定された集合住宅のうち、22％が対象とされており、罰則もあるため 64％が実施しているという。

工事は漏水、美観の他、窓手摺や雨戸も対象としており、2017 年からは例外規

定も多いものの省エネ改修についても指導されている。このうち、特に外装に

ついては 1900 〜 1920 年代の風景にすることが義務となっている。この歴史

的建造物を工事する責任者には、歴史的建造物の特別な資格がいるとのことで

あった。また、これらの工事については申請を出し、環境省や消防のチェック

を受けた上で市役所が許可するということである。

パリ建物の雨戸・手摺
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パリ街中の改修現場（躯体が RC のものもある） 礼拝堂の外装工事

【2018 年 9 月 1 日（8 月 31 日はベルサイユ宮殿、モンサンミッシェル等の自由視察）】

　9月 1日午前中はノートルダム寺院、凱旋門、エッフェル塔を視察した。

ノートルダム寺院 ノートルダム寺院建設時の模型

凱旋門での集合写真

エッフェル塔集合写真
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　午後に「コンクリートの父」と呼ばれるオーギュスト・ペレやル・コルビジェの築 100 年の RC造集合住

宅を視察した。

①物件視察

　コルビジェの 1934 年築の「イムーブル・モリトール Immeuble�Molitor（モリトール住宅）」では、最上

階のペントハウスがコルビジェの住居兼アトリエだったことから資料館になっており、ここの見学もできた。

パリ市内のオスマン様式の建
築物からみると外観はガラス
ファサード（外装）の近代建
築の走りといえる

上階廊下は 1960 年代の日本
のマンションのようである
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　この資料館が 7･8 階で、エレベーターに乗ろうとしたが、5人乗ると止まってしまうということで、階段

で上がることになった。内部の作りは現代の日本のマンションと比べてしまうと大雑把な作りと言わざるを

得ないが、外装や室内の色使いやレイアウトなどは、まさに近代建築の礎となっていることが感じられた。

【ペントハウス　コルビジェ資料館】
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②物件視察

　続いて、オーギュスト・ペレの 1903 年築の通称「フランクリン街のアパートメント」の外観視察である。

世界最古の鉄筋コンクリート造の集合住宅とも言われ、古典的なファサード（外装）を守りつつ、前のコル

ビジェの近代的建築とも一味違った集合住宅である。斬新な花柄のタイルをあしらった外装など、手間暇を

掛けた芸術性もさることながら、老朽化という言葉は無縁に感じられた。
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【パリの総合所感】

　パリは、先に述べたように東京の山手線と同じぐらいの面積であると共に歴史的建造物が軒を連ねている。

新築を建てる土地的な余裕がないことも理由の一つではあるが、「古い方が価値がある」という考え方が大前

提にあり、居住環境性能は二の次でも人気があれば資産価値が上がる。もちろんエレベーターがなければエ

レベーターを新設する、浴室がなければシャワールームを新設するなどのリノベーションは必要に応じて行

われており、投資対照的な賃貸住宅も多いそうである。

　日本の戦後の高度経済成長を延ばすための経済優先的な大量生産方式の都市計画と、パリのような歴史的

価値を存続させることが優先となる都市計画のどちらが正解だとも言えないが、今回の視察団メンバーにお

いても、延命だけではない 100 年経っても使える、魅力ある日本のマンション作りのヒントが、視察の中で

得ることができたのではないかと思っている。

【8 月 31 日の団員自由視察先】

ベルサイユ宮殿

モンマルトルの丘

モン・サンミッシェル

ルーブル美術館
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MKS ヴィンテージマンション海外視察　団員レポート

団員名（社名） 斎藤　政勝（川本工業㈱）

視察先 ベルリン

視察の感想 　今回の視察では、欧州と日本の文化の相違を痛感されました。
　特に建物に関しては、地震が多い日本と地震が無い欧州では構造的に根本からの相
違はありすが、欧州では古い建物を大事にしていると言う文化があるように思われま
した。
　日本のマンションを欧州並みのヴィンテージマンションにすることは、なかなか容
易な事ではありませんが、非常に重要な事だと実感しました。
　技術的には、設備配管が外部に露出が少ない事、換気設備があまり無い事が少し問
題があると思われました。室内は暖房だけで冷房設備はありませんでした。湿度が低
い欧州なので冷房は、必要ないとの事ですが、今後温暖化が進むと必要になる可能性
があるように思われます。
　ベルリンでは、ベルリンの壁を見て東西の壁の崩壊が現在のドイツの経済発展に繋
がったように見受けられますが、実際は東側と西側とはまだまだ、格差がかなりある
ようでした。
　天気と気候がよく日本の暑さを忘れられるベルリンでしたが、ちょっと食事に問題
がありましたね。

視察先 パリ

視察の感想 　パリは、パリ市内が 30年位前に訪問した時と景観はまったく変化が無い事に驚きま
した。行政の厳しい規制で歴史的な景観を残し、観光に役立つ街づくりとしている事
に感銘しました。
　行政も市民も観光都市 ｢パリ」を意識して生活している実感があります。
　視察したマンションは、技術的には、ベルリンと同様で地震が無いため日本とはか
なり相違がありましたが、パリ市内のマンションが高価な事に驚かされました。
　30年前に来た時と今回の訪問で一番驚いたのは、日本人が少ない事と日本食の店が
非常に増えた事でした。バブル期だったこともありますが、以前はパリの観光地は日
本人で溢れていましたが今回はあまり見かけませんでした。
　パリも天候は良く恵まれた視察だったと思います。ただベルリン同様旅行社が準備
した食事に多少問題があったように思いますので、今後は旅行社と良く協議し確認す
る事が必要だと痛感しました。
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MKS ヴィンテージマンション海外視察　団員レポート

団員名（社名） 金子　信次郎（積水工業㈱）

視察先 ベルリン：フリードリヒスハイン中古住宅リフォーム物件

視察の感想 １.�安全面
（１）日本に比べて非常にいい加減な感じがした。足場作業においても、安全帯も

ヘルメットも着用していないで作業している。ほぼ全員が。
（２）第三者災害等に対しても、ほとんど配慮がない。

２.�設備面
（１）換気設備において、強制換気設備がほとんどない。窓の開閉回数を規約等で

取り決めているという。
（２）衛生設備等については非常に古いし、機能面・デザイン面共に日本製に比べ

て劣っているという印象。トイレ等は洗い落としタイプ。日本では
（３）配管類はＳＵＳ管及び銅管を使用して、一応耐久性は考慮しているように感

じた。
３.�構造面
　過去から地震が発生していないという理由から、耐震性能については、殆ど考慮
していない。ブロック積で増築していた。

４.�消防面
　玄関扉やサッシュ素材等も消防上の配慮が全く感じられない。延焼を防ぐ発想自
体がないのか。

（カンバーランド見学）
　築後１００年を過ぎても、価値が向上する、まさにヴィンテージマンションだと感
じました。地域全体でブランドイメージＵＰに貢献している。

視察先 パリ：ル・コルビジェのモリトール住宅見学

視察の感想 １.�設備面
（１）排水管は既存の鋳鉄管のままだった。１００年以上の使用に耐えることがで

きると分かった。
（２）器具周りの給水・給湯管等は銅管を使用していた。
（３）日本と違い、専有部分以外（共用部）では配管類は全て隠ぺいされていた雨

樋も意匠的な部分を重要視していた。
２.�専有部の意匠面
　内部については、正直言って住み難いと思ったが、単純に楽しそうだから、住み
たいと思う物件だった。

（パリ全体の都市計画に対して）
１.�人工的に造られた街だと初めて知って驚いた。
２.�日本の街並みと大きく違うのは、統一感だと思った。高さも一定だし、外壁の色合
いも同じだし、配置計画がしっかりとしていて、採光の条件も非常にいい。

３.�日本では当たり前と思っていた、配管の露出更新等が全くなかった。配管露出が法
律で規制されているのだろう。

４.�凱旋門・エッフェル塔・コンコルド広場塔を見学したが、これほどしっかりとした
都市計画はないと思った。建築物や構造物も芸術の一つだという意識があるように
思えた。

５.�公衆トイレが全くない、コンビニが全くない、利便性においては、日本の方が優れ
ていると思うが、どちらの街が好きかと問われれば、パリと答えるでしょう。
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団員名（社名） 久保田　隆史（ＴＯＨＯ㈱）

視察先 ベルリン・パリ

視察の感想 ◆現場視察
・ベルリンにて民間の現場視察ではまだ小さなミニバブルがあるように感じました。
旧東ベルリン時代の物件をリノベーションして販売していく事業にまだまだ可能性が
あり、その手法においてもドイツ人の生真面目さが表れていました。
　内装は当然ですが、設備配管の更新もそれほど日本とも変わらない施工でした。
しかし最上階の積み上げ増築・エレベーターの新設はまだまだ日本ではハードルの高
いリノベーションです。
・パリでの現場視察は外観のみでしたが外観からみる仮設計画について、中心地のホテ
ルの修繕では相当な予算で行政の理解のもと実施されていることが想像できました。
現場事務所等の共通仮設、足場等の直接仮設には圧巻されました。
　しかしながら少し離れた民間らしき建物については最低限の仮設で、かつ安全対策
も乏しいつくりでした。
　コーディネーターの話と、観て感じたことは、パリでは当時のオスマン建築を基本
とする街づくりと外観が優先される街であることがわかりました。
　しかし今ではポンピドーセンターがパリの街に現れ、一時は非難の嵐でしたが、今
でもその奇態は変わらないです。

◆現存するヴィンテージマンション見学
・ベルリンで現存しているヴィンテージマンションには大きく二つの時代背景を感じま
した。
　一つは戦前のバウハウス時代、もう一つは戦後のインターバウで建設されたもの。
　前者の代表作がおそらくブルーノタウト設計のカール・レギエン団地後者がインター
バウでのオスカーニーマイヤーやコルビュジェの作品だと思います。
・パリでは1860年前後のパリ大改造による街並みを今でもしっかりと守り抜いている。
　コーディネーターの話を聞いているとそのストイックさには感銘しました。
　街並みはオスマン建築であふれ、それが当たり前になっていて、その一つ一つの良
さが感じにくくなっている感もありました。
　ですから逆に自由なコルビュジェ作品や最近ではレンゾピアノの設計したものが貴
重なのか。とも帰国後思いました。

◆まとめ
　今回の視察では世界規模で考えるとまだまだ一部ですが、それでもいろいろなパター
ンのヴィンテージマンションを視察することが出来たと思います。
　その時代背景や街並みによりそれぞれの行政も含み大切にしていることがよくわか
りました。
　帰国してもう一つ強く思ったのは、日本にもかってはヴィンテージマンションにな
る可能性を秘めたマンションがたくさんあったということです。
　それらがことごとく、表向きは老朽化を理由に取り壊された事実があったと思いま
す。
今後もより一層ＭＫＳからヴィンテージマンションを訴えかけることが日本文化の財
産になると確信しました。
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団員名（社名） 森田　政人（ヤマギシリフォーム工業㈱）

視察先 ベルリン

視察の感想 　フリードリヒスハイン中古リフォーム物件では、築７０年の 5階建ての建物に＋２
階を追加するという工事を見て大変驚きました。強度計算もクリアしているとのこと
で、地震のない国だからできる工事なのだと感じました。
　ヴォーンシュタットカールレギーンは、築９０年の建物とは思えないほどしっかり
メンテナンスをしていました。
　ベルリンでは、建物のメンテナンスの考え方は、日本よりしっかりしている印象を
受けました。
　しかし、工事の安全対策・アスベスト等に環境問題に対する考え方は、日本のほう
がしっかりしている印象を受けました。

視察先 パリ

視察の感想 　市街地の景観等、さすがパリという印象でした。建物の修繕についても、しっかり
計画され行っているように感じました。修繕中の工事現場の足場の周囲を、景観を損
なわないシートで覆ていたのは驚きました。
　郊外の賃貸マンションの給排水等のメンテナンスは漏れたら直すという考えには
ガックリきました。もっとしっかりメンテナンスをしているんだろう考えておりまし
た。しかし、配管がもれた時の対応として、各マンションで１人、水道屋を雇ってい
るということには驚きました。
　パリでは、町全体として建物を守っている地う印象を受けました。
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団員名（社名） 河村　英樹（東洋建工㈱）

視察先 ベルリン　フリードリヒスハイン中古リフォーム物件

視察の感想 １９５８年建設で築６０年のレンガ造り５階建てマンション
建物形状は日本でも良く目にする団地タイプの建物
エレベーターやバルコニーはなく今回のリフォーム工事が建物全体に付加価値を与える
【リフォーム工事によるアップグレードのポイント】
①エレベーターの設置
既存５階建ての階段タイプである為、中層〜上層階へのアプローチ性の向上
高齢居住者による居室アプローチへの配慮
②窓サッシ取替・バルコニー設置
開口部サッシを取替えると共に、開口を大きくする事により、採光を十分に確保
開口部を床上まで広げた箇所にバルコニーを設置し利便性の向上
③既存屋上階に６階（メゾネットタイプ）を増築
既存屋上階に１フロアプラスメゾネットタイプの計２フロア増築
最上階のフロアは他の階と異なる、メゾネットタイプにすることにより、他フロア
との差別化
④配管・電気系統リフォーム
老朽化した設備系統をリフォームすることにより、機能性・資産価値向上

視察先 パリ　ル・コルビジェのモリトール住宅

視察の感想 １９３４年建設で築８４年の鉄筋コンクリート造８階建てマンション
ガラスと鋼鉄による近代的な外観
最上階にル・コルビジェがアトリエとして生活し
室内の随所にル・コルビジェの遊び心を感じられるデザイン
居室に入ると自然採光を効果的に取り入れる開口部が多く明るい室内空間
デザイン性及び機能性のあるデザイン家具
アール型天井・アール型壁により室内空間に視覚的変化を与えている
光の差し込むシャワールームや洗面所、ウォシュレットの採用
屋上のルーフテラスからは周辺の景観を眺望することができる
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