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産業建築の改修に関する研究
ー構成部材に見る高度利用可能性の追求ー

Study on Improvement of Industrial Architecture

-Investigating a Possibility of Renovation  Focusing on Construction Materials-

1-1 【研究背景】　　　

1-2 【研究の目的と手法】

　産業国としての成熟期を迎えた日本においては、

産業構造全体の縮小と同時に産業と社会の関係に

も変化が見られる。

　かつて都市計画によって明確に区分された住と

工の線引きのバランスが崩れ、閾値が再構築され

る動きが見られる。同時に産業用途の建築の在り

方も大きく変化している。地理的な変化に伴い、

産業用途の建築の高度利用化（リノベーション）

を目的とした改修を行い、高収益化・高付加価値

化した事例も近年顕著に見ることができる。

　一般的に知られるものでは産業建築を都市遺産

として改修・用途変更（コンバージョン）した「倉

敷アイビースクエア」のような事例がある。一方、

一般的な認知度は高くないが、需要の変化に対応

するための改修は各施設で必要に応じて行われて

いる。

　これから、住と工の閾値付近では産業建築を改

修・用途変更して活用するなど、ストックとして

流動化することが予想される。また高度成長期に

急造された大量の産業建築にはこれから次々と改

修の波が訪れることもあり、日本の産業構造全体

がダイナミックに変化する中で、産業建築の改修

によるストックの有効活用は大きな課題である。

成部材の観点から探ることで、産業建築のより適

切なストック利用実現のために、今後の改修の方

向性を明らかにすることを目的とする。

1-3 【用語の定義】　

・「改修（improvement)」　

　　劣化した建物、機能を原状もしくはそれ以上

　　に改善すること。

・「保存（preservation)」　

　　既存建物の設計意図を尊重しながら改修を行

　　うこと

・「用途変更 (conversion)」　

　　既存建物を有効利用するため、建物用途を変

　　更することで新たな利用価値を生み出し、建

　　築物の価値を向上させること。

・「高度利用化（renovation)」 

　　より高い性能の状態、高効率の状態にするこ

　　と。物件の性能を向上すること。

改修をこれら用語の組合わせより 6分類し、各々

の具体的な事例を当てはめた。例えば、分類ｂは

農中ビルＤＮタワーのようにオフィス用途のまま、

既存ファサードを動態保存しながら高付加価値化

を目指した改修を行った事例である。本論ではこ

の基準により、改修事例を６分類する。

　本研究は、産業建築の改修の要素として建

築を構成する部材に着目し、

・産業史と産業建築の関わりから産業建築の構

　成部材に関する歴史的な分類

・構成部材改修の要素技術に関する調査と分析

・改修事例調査と分析

を行い、産業建築の改修による高度利用手法
図１　改修の分類と事例
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1. はじめに



図２　日本の産業と政策と立地

ら時代区分を行うと、別の５区分にすることがで

きる。時代毎に構法的特徴が異なり、さらに産業

建築の構成部材に着目すると、５区分を３区分に

まとめることができる。

2-4 【時代区分と分析】

・時代区分Ⅰでは産業建築には施設を無休で稼動す

るための堅牢さの為に構成部材、特に構造部材に

極めて高い投資を行った。初期では壁面はレンガ

造、小屋組みは木造など和洋の良い所取りをした

構法が用いられ、後半では日本各地の産業施設を

作るために高強度の輸入鋼材を用いるなどがされ

た。現在、都市遺産として意匠的に評価されてい

るのものがこの時代に多いのは、最初に過分の投

資がされたからと言ってもよい。

・時代区分Ⅱは、高度成長期で構成部材の高騰に付

き、構法に手間と工夫をかけた時代であり、部材

より構法が発達した。

・時代区分Ⅲでは、産業建築の構成部材に設備的な

要素や意匠的な要素が求められるようになった。

　

　時代を産業建築とその部材の要求性能にクロー

ズアップしていくと、構成部材の性能として「空間・

構造」「設備」「意匠」が求められ、時代の変遷と

共にその内訳が変化していることがわかった。

1 近代戦争の頻勃

1900 1945 1973 198532 54 6近代産業化（初期） 近代産業化(後期) 戦後復興期 高度成長期 安定成長期 産業構造調整期1960

高度経済成長の始まり 石油ショック 産業の海外流出が始まる太平洋戦争終戦開国

1853

産業建築の時代区分 - ⅰ -

分析

明治初期の産業建築で現在

も残るものは、現在の基準

では構造や平面計画に既存

不適格なものが多い。

　その意匠性の高さから、

都市遺産として非常に高い

付加価値が与えられて改修

されている。

産業建築の時代区分 - ⅱ -

分析

主に財閥系資本によるの生

産施設が日本中に作られた。

意匠的には簡素なものが多

いが、突貫操業に耐えられ

るよう、当時品質が確かな

輸入鉄骨を用いた建物が多

い。産業の重工業化と共に

臨海部には物流や保管用の

産業施設が立地し、港湾イ

ンフラと共に急速に発達し

た。

産業建築の時代区分 - ⅲ -

分析

日本の現在の産業ストック

の多くはこの時代に作られ

た。鉄鋼の生産が需要に追

いつかず高騰したため、よ

り少量で済むよう、人件費

を惜しまず、細い部材を複

雑、巧緻に組んだ小屋組み

で作った産業建築が多く見

られる。外壁は非常に簡素

なスチールやスレートの波

板が多い。

産業建築の時代区分 - ⅳ -

分析

生産物が小型・精密化し、

オートメーション化も進ん

だ。ロボットを正確に駆動

させるための防塵や温度管

理設備も求められるように

なり、産業建築も一般建築

と同様に空調等の設備投資

を行う必要ができた。クリー

ンルームなど、高度に専門

化された産業建築も現れた。

産業建築の時代区分 - ⅴ -

分析

日本各地のテクノポリスで

は同種企業間の競争が激化。

顧客確保のため、ファサー

ドでCIを演出する物が増加。

　また、環境配慮が運営上

の要素として重要になる。

LCC、マテリアルフローの

見直し、など、既存施設も

環境対応を伴う改修が増加

した。

構成部材による産業建築時代区分 - Ⅰ - 構成部材による産業建築時代区分 - Ⅱ - 構成部材による産業建築時代区分 - Ⅲ -

　日本の産業建築の資料を明らかにするため産業

史資料や各社社史の整理を行い、昭和３６年以降

の「産業政策報告書」「産業指導要綱」「国土計画」

等の文献を参考に産業建築史と産業史の関連性を

明らかにした。

2-1 【日本の産業建築史】　

　日本の近代産業は江戸末期に外国船の脅威によ

り、大砲用の銑鉄用高炉が作られたことに始まっ

たと言われ、以降日本国内の産業は基本的には資

本主義に基く自由競争のもと発達した。

2-2 【日本の産業の時代区分】　

　日本の産業史を社会背景により時代区分すると

６区分することができる ( 下図２参照 )。例えば、

「１. 初期近代産業化期」は官による主導、投資を

受け、日本中に産業建築を作り、欧米諸国に追走

した時代である。「４. 高度成長期」では、戦後か

ら復興し、四大工業地帯を中心に産業建築を急増

した時代である。現在は「６. 産業構造調整期」で

あり、低成長の中で環境配慮などの新たな取り組

みを導入する時代である。

2-3 【産業建築の時代区分】

　産業史の６区分とは別に、産業建築に着目し、

産業の変化と産業建築に要求される要素の変化か

２. 日本の産業建築史の分析
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・新設・増築を伴う改修。
・基礎を追加するような間仕切りによ
　る内部の分節。

・基礎、上部構造の変更・追加・補　
　強　

・（アンカーボルト打ち込みなどによる
　）上部構造のみの簡易な間仕切り
　による空間の分節

・簡易な上部構造のみ（基礎に及ば
　ない）の中間層の追加

・可動間仕切り程度による空間の分
　節

・専門性の高い大型設備の追加・特
　に重量のため構造部材の追加を　
　伴うもの。（大型工作機械・音響、
　防音設備・クリーンルーム設備・エ
　レベーターなど）

・冷暖房・照明・換気・給排水設備　
　の追加（但し、天袋や床下などの　
　工事を伴うもの）

・改修設計者が旧設計の意匠を生
　かしながら新たな意匠を加えて改
　修している。

・設計意図に「保存」など既存を意　
　図する言葉がある。

・外装に対しての改修は特にしない　
　が、老朽化に対しての防水の改修
　クリーニング・再ペイントなどは含む
　(＝保全）

・特に変更はないが、天袋や床下な
　どの工事を伴わない冷暖房・照明
・換気・給排水設備の追加。
　（例・一般１００Ｖの壁掛け照明や　
　空調の設置など）
・同電圧内でのコンセントの追加
・上下水道配管の補修

・改修設計者が元設計の意匠に関
　して意図せず、新たな意匠を加え
　て改修しているもの。

・「保存」などの既存を意図する言葉
　が無い

3-1 【産業建築の改修事例の選定】　

　結果、合計 33事例を抽出し、その内 23事例について

は追調査により、有効な資料を得ることができた。

　事例によって得られたの資料のうち、構成部材に着目

し「空間・構造」「設備」「意匠部材」の３種類に関して

３つの改修レベルを設けて評価を行う（図３参照）。
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3-2 【改修要素技術の調査】　

4-1 【産業建築の改修事例資料】　

図５　改修事例データ

図３　改修レベル表

　改修事例の調査上で、部材の改修にはそれぞれ産業建

築特有の構法が用いられていることが解った。部材の３

分類に対して、それぞれ代表的な改修手法として次の３

種類の構法に関して調査を行った。

　改修事例調査・ヒアリングを行

い、中でも有用な資料を得られた

8事例の資料抽出結果を下図５に

表す。その他 15 事例の資料も同

様に評価し、改修の分類 a-f に当

てはめると分類 c.d.e に該当し、右

図6のような統計が得られた。（分

類 a.b.f は該当無し )

図４　カバー構法施工例

図６　分類毎評価結果

・建築系雑誌から「工場・倉庫・港湾施設・インフラ施設」

　に対して改修を行った事例を抽出。

・調査先からの紹介

・自治体（商工会を含む）からの紹介　

　例えば、カバー構法は外装改修構法の一つであ

り、既存部材を文字通り新材でカバーする構法で、

元々は美観を向上することを目的としている。現

在は断熱性能の向上、アスベ

スト入り材料等に無打孔で施

工可能など、要求性能も高度

化し、より容易な施工性も求

められている。これら改修の

要素技術の集積によって、図

４のような改修事例が成立す

ることを確認した。

空・構 SMD構法
設備 クリーンルームフィッティング構法
意匠 カバー構法

事例1� � 事例2� � 事例3� � 事例4� � 事例5� � 事例6
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構造

年代

写
真

ZXYYY Z

ZXX YZY

YXXYX Y
・既存部にコンクリート打
設による間仕切りの追加
・増築
・残留変形修正と耐震
補強

既存部に土間コンクリー
トへのアンカーボルト打ち
込みによる簡易な間仕
切りを設けた。

既存構造に持たせる形
で間仕切りを設置。

既存部をRC打設により
分割し、部分的に2層目
を設置

・音響設備・防音設備・
クレーン・スプリンクラー
などの追加
・下水・ガスの引き込み

スタジオ設備の為に音
響設備・防音設備・クレ
ーン・スプリンクラーなど
の追加を行った

工業用水や電力のため
の地下配管をやり直し、
防火用設備も増設して
いる。

天井高さが十部で無い
ため、天袋を作れず、冷
房設備は外壁取り付け
のものがほとんどである。

改修に伴い、冷暖房・換
気。給排水・照明などを
追加している

設備は全くそのまま蛍光
灯の傘等も使えるだけそ
のまま使った。

・既存建物のノコギリ型
の外形は意識しつつも、
外装を変更。
・増築部は新設計

建物の一部やクレーンゴ
ンドラ等は撤去せず残し
ているが、外装は全てカ
ラー鋼板で張り替えてあ
る。

既存の建物の意匠に関
しては一切言及されてい
ない。断面は完全に新
材での張替え。

既存のかまぼこ型屋根
に対して意匠的な保存
を行っているが、外壁色
や素材などは前撤去・新
設している。

既存のレンガ壁を保存し
、補修材も極力近しい品
質のもので補修している
。

特に外装材に対しての
意図は無く、防水も兼ね
た塗り替えを行った。

紡績工場を改修・増築
し、音楽ホールと練習所
に用途変更

鉄板圧延工場を改修し
、撮影用スタジオに用途
変更

１６haの鋼管製造工場を
改修。１８区画に分割し
て分譲。

金網製造工場を改修。
大学キャンパスに用途
変更。

・増築
・耐震補強
・間仕切りを設置

土間コンクリートにアダプ
ターをボルト留めして柱
を立て、2階部を設置

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

織機工場を改修。同社
の記念館に用途変更

印刷工場を改修。フリー
スペースと事務所に用
途変更。

出展 自治体からの紹介 自治体からの紹介 港湾　２００５年８月号
建築の保存デザイン

（学芸出版社）
歴史ある建物の使い方

（学芸出版社） 調査先からの紹介

事例7� � 事例8� � 事例９

YZ

XY

Y X
・土間上に木造の上げ
床を設置
・天井は既存躯体からの
吊り下げ

・上部躯体軽量化のた
め既存上部1層を解体
・内部は軽鉄下地間仕
切りの施工
・外部にRC造による増築

・天井と同時に照明は天
袋に設置。
・空調は重量のため、設
置できず、一般家庭用
を３基壁に設置

・一階部に冷蔵設備を
設置
・リフト等は既存のものを
継続使用。
・2-４階部はOAフロア化

外装は正面のみ塗装。 ・外装は新設計によるス
チール外装で旧設計の
RC外装を完全に被覆。

倉庫を改修。高齢者介
護施設に用途変更。

物流倉庫を改修。食品
工場と同社オフィスに用
途変更。

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

X

X

X
・新設計により壁の一部
を撤去、・内部に構造補
強を区会えながら間仕
切りも入れ子状に設置。

・エレベータ・エスカレー
タ・空調照明などを増設
・クレーンなど設備の一
部は展示用に現在も使
用中。

・既存建物の意匠を極
力尊重し、外装部材も
解体した部分を補修用
に保管してある。

火力発電所を改修。美
術館に用途変更

壁･RC造　屋根･鉄骨造

昭和6年　時代区分②

調査先での紹介 新建築２００６年　１月号 A＋U　2002　増刊号

３. 産業建築の改修に関する基礎資料

　本論では事例調査から統計的な資料と共に、パターン

の異なる改修に関しての詳細な資料を得るために以下の

方法により事例を抽出した。

４. 産業建築の改修に関する事例調査



5-1 【結論】

　近年の材料・構法の研究開発はいかに少数の

部材により多くの機能を持たせるかという機能

のインテグレーションを目標としている。

　本論では産業建築の構成部材に着目し、全部

材中３分類について改修レベル毎のデータを得

た。改修前の部材は「外装」「内装」「設備」「意匠」

など、一部材一機能であったと言える。しかし、

改修要素ごとの組合わせを見ると、( 間仕切り施

工 )+( 設備の天袋施工 ) などのニーズが多い。構

造部材と設備部材の材料面・構法面の単一部材

化・同時施工が可能ならば、より改修のニーズ

に対応が可能である。　

　構造や設備に意匠性を見出し、その非日常性

を意匠部材として付加価値を持たせながら活用

することができれば、構造・設備の有効活用に

もなる。

　産業建築の改修・用途変更がこれまでの改修・

用途変更研究事例などと差別化できるところは、

これら産業建築が持つ特徴・非日常性であると

考えられる。

4-2 【資料の分析】　

【分析Ⅰ】　

　事例の統計の結果、事例が集中する部分の傾向

を見ると、「空間･構造」「設備」「意匠部材」全て

について左上りの相関関係が見られる。分類ｃに

は高付加価値化を伴う改修が行われる場合が多い

為、改修への投資が大きくより高いレベルの改修

が行われている事がわかる。

【分析Ⅱ】

改修部材ごとに統計を見ると、「空間・構造」に関

する改修が他より高レベルであることがわかる。

　〔空間・構造〕への投資が大きいという傾向から、

改修前の「既存躯体が持つ空間」と改修後に「要

求する空間」のギャップが大きい事がわかる。

4-2 【改修手法の検討】　

改修のうち、〔空間構造に関する改修〕の割合が多

く、また、大部分の改修事例が「既存躯体が持つ

空間」と「要求する空間」を入れ子状にすること

で解決している。全パターンを下記に示し、それ

ぞれを 3つのパターンにまとめ、調査事例の対応

を示す。

空間を限界まで使用するパターン

設備・パイプスペースなどの

新設が困難

空間に余裕を残すパターン

・既存建物の大きさが十分あり、中に入る要  

   求空間が十分に小さい必要がある

・中間領域ができるため、プライバシーの問

   題が発生する

新たな空間を付加するパターン

新設部と既存部の取合が困難

事例４　事例７　事例１６

事例２２

事例２　事例３　事例 10  事例 11　

事例１　　事例５　　事例８

事例９　　事例 15　事例 19

事例 20　事例 21　

パ
タ
ー
ン
①

パ
タ
ー
ン
②

パ
タ
ー
ン
③

パターンモデル その他モデル

【事例に見る問題と提案】

　事例４（パターン①）では元々余り天井高が無

い空間に床を加え２層目を作っているため、２階

部の天井高がきわめて低く、空調用のダクトを含

め、天袋を作ることができなかった。照明設備は

天井 RC躯体から吊り下げであり、空調はダクトを

引けなかったので全て外壁に取り付けてあるため、

外壁には室外機と配線が露出している。

　この事例の場合、「間仕切る」という材料が持

つ機能の単一性能で床、壁に RC 造打ち放しを

用いることを選択した。しかしながらこの場合、

同時に設備スペース・パイプスペースも解決す

るように材料と構法を選択すれば、設備的問題

も解決し、外観の美観問題も解決できたと考え

る。

　「間仕切る」ための（つまり空間に関する）改

修の時も、他要素（設備、意匠など）を考慮に入れ、

部材の複合的性能を有効に生かせるような部材

選択と、それによる設計をすることで、改修可

能性・高度利用可能性を上げられると考える。

５. おわりに


