
スケルトン賃貸型集合住宅におけるインフィル・システムの経過検証に関する研究

―ふれっくすコート吉田における調査を通じて―

Progress Verification of the Infill Systems in the Skeleton Rental Housing
-Through a Case of Flex Court Yoshida-

In Flex Court Yoshida, new infill systems were developed in order to secure the flexibility not only for 
the initial dwellers but also for all subsequent dwellers.  In this research, we aimed to verify the progress 
of the infill systems at Flex Court Yoshida in 2016. 
As results of this research are as follows; 1) Infill management system disappeared several years after 
the start of management due to low need for segment, to change of infill manager and to discontinuation 
of infill manufacturing. 2) Instead of not purchasing variable partitions, most dwellers were able to 
realize various infill arrangement, which are adapted to their lifestyles, by utilizing large living room, 
freely arranging movable storage furniture.
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Keywords: Skeleton Rental Housing, Variable Infill, Infill Management System, Movable Storage Furniture

１．はじめに

1-1．研究の背景と目的

　集合住宅をスケルトン（構造躯体など）とインフィ

ル（内装・間仕切りなど）に分けて建設・供給するス

ケルトン・インフィル方式（SI 方式）は、住まい手の

多様な住要求への対応や長期耐用性のある集合住宅の

実現などを目指して、具体的なプロジェクトの中で試

行が重ねられ、実践を通じて発展してきた。

　本研究の対象である「ふれっくすコート吉田」（以下、

吉田住宅）は、1999 年に建設された大阪府住宅供給公

社の賃貸集合住宅であり、SI 方式の研究成果が適用さ

れている（図 1）注 1）。

　吉田住宅の計画が検討されていた当時、SI 方式の主

要課題の一つがインフィルの自由度であった。具体的

には、初期居住者に対するインフィルの自由度は保証

されているものの、二次以降の居住者は初期居住者の

インフィルを引き継がざるを得ず、二次以降の居住者

に対するインフィルの自由度が著しく低くなるという

課題があった。そこで、吉田住宅では継続的に居住者

の住要求に対応し続けることができるように、「可変

インフィル」と「固定インフィル」に区分されたイン

フィルの技術的なシステムが提案されるとともに、イ

ンフィル・マネジメント・システム（以下、IMS）が提

案されている。

　本研究の目的は、吉田住宅において提案されたイン

フィル・システムの意義と課題を検証することであり、

築 17 年が経過した 2016 年にインフィルの管理実態及

び居住実態の調査を実施した注2）。
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図 1．ふれっくすコート吉田の概要

ふれっくすコート吉田計画概要
建築地：大阪府東大阪市
竣工：1999年 6月
供給方式：賃貸集合住宅
総住戸数：53戸
住戸構成：
　Aタイプ（65㎡）：31 戸
　Dタイプ（80㎡）：18戸
　Mタイプ（95㎡）：4戸



12）、可動収納家具の活用実態 13）等が報告されている。

本研究は、その調査研究の継続研究と位置付けること

ができる。

1-2．研究の方法

　本研究では、管理実態調査及び居住実態調査を実施

した。調査概要を表 1に示す。

　管理実態調査に関しては、IMS の運用実態の把握を

目的として、2016 年 12 月に管理開始当初の担当者 1

名、現在の管理担当者 2 名にヒアリング調査を実施し

た。調査時点において、既に IMS は消滅していたため、

消滅した時期と経緯を把握することを意図した。

　居住実態調査に関しては、居住者に対するアンケー

ト調査注 3）とヒアリング調査を実施した。吉田住宅で

は、可動収納家具が居住者の住要求に対応する可変イ

ンフィルとして活用されており、可動収納家具の活用

実態を主に把握した。アンケート調査は 2016 年 8 月に

実施し、空き住戸を除く全 47 戸に配布し、27 戸の回

答（回答率 :57.4％）を得た。ヒアリング調査は、ア

ンケート調査の内容をより詳細に把握することを意図

して行い、5住戸の協力を得た。

1-3．既往研究と本研究の位置付け

　本研究と同様に、可変性を考慮した集合住宅の経過

検証を行った研究には、1980 年代に建設された集合住

宅を対象とした研究が複数見られた。

　南ら 6）7）は、KEP 方式を採用した集合住宅において

居住実態調査を実施し、可動収納家具などの移動が行

われていたことを明らかにしており、可変性を目指し

た集合住宅の有効性を示している。沢田 8）9）は、フリー

プラン賃貸集合住宅における入居後 10年未満の居住者

に対する住み方調査を通じて、住まい方の経年変化や

内装の個性化の実態を明らかにし、二段階供給方式の

課題を指摘している。さらに沢田ら 10）は、同じ対象住

宅において 25年の長期居住歴を持つ住まい手に対して

住まい方調査を実施し、住まい方の変化とインフィル

変更の動向を明らかにした上で、今後の住み継ぎへの

対応に課題があることを指摘している。一方で、岩下
11）は、入居後 12 年が経過した KEP 前野ハイツを調査し、

収納間仕切り家具を移動させた事例が皆無であったこ

とを指摘しており、可変性に対する課題を指摘してい

る。

　吉田住宅は 1999 年に建設されており、先述の既往研

究の事例と比べると新しい事例である。また、インフィ

ルの技術的な開発だけでなく IMS の開発が試みられた

先進的な事例であり、経過検証を行う意義は高いと言

える。吉田住宅における経過検証は、2002 年に京都大

学髙田研究室において行なわれており、IMS の課題や

スケルトン 柱、梁など

可動収納家具、可変間仕切り

床、天井、水廻りなど

外壁、戸境壁など

インフィル

クラディング

可変インフィル

固定インフィル

表 1．調査概要

調査対象者調査名 実施時期調査内容

・IMSの変遷について
・その他住宅管理について
・入居経緯と理由、満足度、
可動収納家具の評価、現在の
住み方、共用空間の使われ方

2016年
12月

2016年
8月

管理者
ヒアリング調査

入居者
アンケート調査

建設当初の担当者1名
現在の担当者2名

全世帯に配布（回答数
27戸、回答率57.4％）

・アンケート調査で回答事項
に対する詳細内容

2016年
9-10月

入居者
ヒアリング調査

アンケート回答者の
うち5住戸

図 2．建築システム

写真 1．可変間仕切り 写真 2．可動収納家具

図 3．二段階供給の考え方
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図 5．IMS の構成
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図 4．IMS のコンセプト
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２．対象住宅におけるインフィル・システムの概要

2-1．建築システム

　吉田住宅における建築システムは、スケルトン注 4）・

クラディング注5）・インフィルから構成される（図 2）。

　インフィルは、居住者の意思で変更可能な「可変イ

ンフィル」と変更不可能な「固定インフィル」に区分

される。固定インフィルは、表層壁・水廻り・押入れ

等の固定収納・天井及び床などで、25-30 年の耐用性

を持つ。可変インフィルとしては可変間仕切り、可変

建具、可動収納家具注6）が導入され、居住者は自らのニー

ズに対応した間取りを構成することができる。

　吉田住宅では、将来的なインフィル産業の形成を目

指し、3 社の企業が独自の技術でインフィルを供給す

る試みも行われた（図 3）。

2-2．インフィル・マネジメント・システム（IMS）

　吉田住宅では、可変インフィルのうち可変間仕切り

と可変建具は、居住者自らが購入し、退去時に売却す

る仕組みとなっている。そのため、居住者の支援とイ

ンフィルの再使用促進を目的とするインフィル・マネ

ジメント・システム(IMS）が開発された（図4）。インフィ

ル・マネージャー（IMr）が居住者のインフィル設置・

変更を支援する役割を担う注 7）。IMS は、居住者支援を

目的とする支援ツールとインフィルコーディネート、

再使用促進を目的とする価格管理・譲渡斡旋・運営管

表 2．管理者の主なコメント

主なコメント
■可変間仕切りパネルの状況
・新築時に 5件だけ購入して、それ以降新たに設置した住戸はなかった。
・2007 年、2008 年くらいには、撤去した間仕切りパネルが倉庫にあっ
た。現在も放置されている｡
■IMS の入居者への情報伝達について
・支援ツール（間取り決定支援システム）については、最初の募集時
のみ渡しただけだと思われる。公社サービスの中で情報が完結して
おり、CD-ROMがあることが十分に伝わっていなかったと考えられ
る。
・ふれっくすコート吉田を新築した時には、ふれっくすコート吉田の
ためだけの説明会を開いた。しかし、入居者が入れ替わるときの説
明会は、他の特優賃の住宅と合同で説明会を設けていた。ふれっく
すコート吉田の独自のシステムについては十分伝えられていないと
考えられる。
・ふれっくすコート吉田の入居のしおりについては渡していた。
■インフィル・マネージャーについて
・入居者に対して鍵を渡すまでは公社が行うが、実際に入居した後の
管理については公社サービスしか知らない。
・公社サービスについては、約３年で担当者が入れ替わる。担当者が
入れ替わった時に情報が十分に継承されていなかったのかもしれな
い。公社サービスでふれっくすコート吉田のことをよく理解してい
る担当者が当初はいたが、その人が担当している時に、間仕切りの
購入希望者がいなかったため、担当者が変わった時に継承されなかっ
たと考えられる。
■インフィル供給会社の動向について
・2002 年に京都大学髙田研究室が調査を実施したときには、3社のう
ちパネ協を除く 2社がパネル製造から撤退していた。
・2004 年で残り 1社の間仕切りパネルも製造中止となった。

図 6．管理に関わる年表
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理の 5つから構成される（図 5）注 8）。

３．吉田住宅における IMS の運用実態

3-1．IMS の運用に関する変遷

　管理調査で得られた関係者からの主なコメントを表

2に、コメントを元に作成した年表を図 6に示す。IMS



は初期の居住者を除いて有効には機能しなかったこ

と、明確な時期までは解明できなかったが運用開始数

年で消滅したことが明らかになった。

　2013 年からは、IMS に代わる間取り変更の仕組みと

して、公社が新規居住者に対して無料で内装のカスタ

マイズサービスを行っている。

3-2．IMS の消滅要因の分析

　IMS が消滅した要因を、居住者、IMr、インフィル供

給者というそれぞれの視点から分析した。

（1）居住者に関わる消滅要因

　IMS の運用開始当初、可変間仕切りを購入・設置し

た居住者は５件のみであった。その理由として、吉田

住宅の広いリビングが評価されたこと、入居後に必要

に応じて間仕切り購入が可能であると IMr が伝えたこ

と等が挙げられた。その後、新規で購入した事例は見

られなかった注 9）。居住者の可変間仕切りを設置する

ニーズが低かったことが消滅要因の一つと言える。

（2）IMr に関わる要因

　初期居住者に対しては、IMS の情報提供が行われた

ものの、それ以降の居住者に対しては十分な情報提供

が行われていなかった。「支援ツールの CD-ROM も初期

居住者にしか配布していない」というコメントも得ら

れた。また、入居の説明会も「他の特優賃住宅と合同

で説明会が行われた」ため、吉田住宅の特徴的な IMS

は説明されなかったと推察される。

　さらに、IMr 担当者が運用開始後数年で変更となっ

ていた。初期担当者は IMS の内容を理解していたが、

担当している間にインフィルの売買が行われなかった

ことから、担当者が変更された際に IMS が継承されな

かったと考えられる。

（3）インフィル供給者の視点からみた要因

　2002 年の時点で、既に 2 社が可変間仕切りの製造を

中止していた。また、2004 年度末には、残り 1 社の商

品が廃盤となったことが今回の調査で判明した。すな

わち、5年間で全ての可変間仕切りの製造が中止となっ

たことが IMS の消滅に繋がったと言える。

４．アンケート結果からみた可動収納家具の活用実態

4-1．アンケート回答者の基本情報

　アンケート回答者及び全居住者の世帯構成を図 7に

示す。夫婦のみの世帯が最も大きな割合を占めている

ことが分かる。また、図 8に示した入居時期を見ると、

2011 年以降に入居した世帯が最も多く、居住者の入れ

子どもの勉強場所が必要となった
世帯人数が変化した

新しい家具の寸法にあわせて
大掃除や模様替えのついでに

気分転換
他の人の間取りをよいと思った

そのほか

移動についての相談相手がいなかった
どのような移動ができるのかわからなかった
移動しようとした時の方法がわからなかった
移動した後、壁や床、天井に汚れや跡が残った

可動収納家具の数が足りなかった
移動に必要な工具を持っていなかった

困ったことはない
そのほか

1
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図 9．可動収納家具の移動実態と評価

図 10．可動収納家具の移動理由

図 11．可動収納家具の移動時に困ったこと
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替わりが頻繁に起こっている。一方で、建設当初から

住み続けている世帯も 4世帯確認された。

4-2．可動収納家具の移動実態と評価

　可動収納家具の移動実態と評価を図 9に示す。

　可動収納家具が移動可能であることについては、全

回答者 27 名が知っていると回答していた。入居時の案

内で情報提供が行われていることが窺える。また、移

動の面倒さについては、24 名が面倒もしくはやや面倒

と回答しているにも関わらず、半数以上の回答者が 1



【上階】

【下階】

ベッド
ベッド

ベッド

【上階】 【上階】

【下階】 【下階】

0 1 5(m)

可動収納家具
※扉が描かれていない
ものは向き不明
一般家具

棚

棚

テーブル

食器棚棚

床下
ソファ

ピ
ア
ノ

食器棚

タンスタンス

和ダンス

棚

物置

ダブルベッド

ソファ

机

タンス

パソコン

寝室 寝室

寝室

寝室

寝室

寝室
寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室 寝室 寝室

夫の部屋
兼物置き

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝
室

物置き

リビング

リビング

リビング

リビング

寝室

リビング

リビング リビング

リビング

リビング

リビング

リビング

リビング リビング リビング

リビング リビング

子ども部屋

子ども部屋

子ども部屋

子ども
部屋

子ども
部屋

子ども
部屋

子ども
部屋

子ども
部屋

子ども
部屋

リビング

リビング

寝室 リビング

リビング

寝室

寝室

リビング

リビング

リビング
リビング

リビング リビング リビング

収
納
ス
ペ
ー
ス

物置き

Ａタイプ

Dタイプ

Mタイプ

つっぱり式
カーテン

間仕切りとして使用

間仕切りとして使用

壁に寄せて使用

可変間仕切り

壁に寄せて使用

壁に寄せて使用

図 12．アンケート調査で得られた間取り図



回以上移動させた経験を持っていた。

4-3．可動収納家具の移動理由（図 10）

　可動収納家具の移動理由としては、「大掃除や模様替

えのついで」と回答した人が９名と最も多かった。「子

どもの勉強場所の必要性」や「世帯人数の変化」と回

答した人が 1 名ずつであったことを考えると、必ずし

もライフステージの変化に合わせて可動収納家具を移

動させているわけではなく、模様替えの一環として移

動させていることが確認された。

4-4．可動収納家具の移動時に困ったこと（図 11）

　可動収納家具の移動時に困ったこととしては、「壁や

床、天井に汚れや跡が残った」と回答した居住者が９

名と最も多かった。また、可動収納家具のキャスター

が壊れたなどの意見も自由記述の中にあり、建設から

17 年が経過し可動収納家具の劣化が進んでいることも

推察された。

4-5．可動収納家具の配置分析

　アンケートで得た全 27 件の間取りを図 12に示す。

　A タイプの住戸では、可動収納家具を間仕切りとし

て使用している住戸が 3 件であり、分節した空間を収

納空間や寝室として利用していた。また、壁に寄せて

いる住戸が 11 件であった。居住者自身の生活に応じて

設置位置を決定している様子が確認された。

　D タイプでは、間仕切りとして使用している住戸と

壁に寄せている住戸が 5 件ずつであった。A タイプよ

りもリビングが広くなっているため、空間を分節した

いというニーズも発生したと考えられる。

　M タイプ（メゾネット型）は、３住戸とも複数の居

室に分散させながら壁に寄せて設置していた。M タイ

プは複数の居室が用意されており、ワンルーム型の間

取りではなかったため、仕切るニーズが発生しなかっ

たと考えられる。

　全体を通じて、吉田住宅特有の広いリビングを活か

しつつ、多様な可動収納家具の配置を実現しているこ

とが確認され、可動収納家具導入に一定の有効性が

あったと言える。

５．ヒアリング結果からみた可動収納家具の活用実態

　居住者のヒアリング結果の抜粋を図 13に示す。

5-1．可動収納家具の移動が見られた居住者

　事例 1 と事例 2 の居住者はともに可動収納家具の移

動を積極的に行っていた。

　事例１の居住者は、気分転換として家具配置や可動

収納家具の移動を行っていた。住戸に存在する家具全

てにキャスターが取り付けられており、頻繁に模様替

えを行っていた。しかし、「可動収納家具の移動時に床

に跡が残った」、「アジャスターが壊れた」とコメント

しており、「これ以上移動させないかもしれない」とコ

メントしていた。

　事例 2 の居住者は、家族の変化や子どもの成長に合

わせて可動収納家具の位置を変更していた。子どもが

赤ん坊のときは部屋を分節して冷暖房の効率をあげよ

うとしており、子どもが成長した現在では、広いリビ

ングを活かすために、就寝スペースのみを確保できる

ように可動収納家具を移動させていた。しかし、「ア

ジャスターを使用せずに、押したら動いた」とコメン

トするなど、可動収納家具の移動方法が居住者に正確

に伝わっていないという実態も確認された。

5-2．可動収納家具の移動が見られなかった居住者

　事例 3,4,5 は、 入居以来、可動収納家具を移動させ

たことがなかった。

　事例 3 と事例 4 は、可動収納家具を壁に寄せて設置

していた。移動させない理由としては、「広いリビン

グを評価していること」等を挙げていた。また、事例

3 は子どもが 1 歳、事例 4 は夫婦のみ世帯であるため、

空間を仕切るニーズが存在しないことも理由として挙

げていた。

　事例 5 は、子ども部屋とリビングの仕切りとして可

動収納家具を活用していた。可動収納家具の向きを変

更したいというニーズは持っていたが、設置位置を変

更したいというニーズは見られなかった。

６．結論

（1）吉田住宅における IMS の消滅要因

　吉田住宅における IMS は、初期居住者を除き十分な

情報提供が行われず、運用開始後数年で消滅したこと

が明らかとなった。IMS の消滅要因として以下の３点

が指摘できる。

　第一に、吉田住宅の居住者は可変間仕切りを設置す

るニーズそのものが低く、可変間仕切りの購入件数が

少なかったことが挙げられる。

　第二に、吉田住宅の IMr は管理開始後数年で担当者

が変更となり、IMr 担当者の変更時に業務内容を継承

できなかったことが挙げられる。IMS自体が複雑であっ

たために、IMS に対する十分な理解が得られなかった

可能性も考えられた。
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図 13．ヒアリング調査の結果



　第三に、建設数年後に可変間仕切りの製造が 3 社と

も中止となったため、可変間仕切りパネルの購入が不

可能となったことが挙げられる。

（2）可動収納家具導入の意義と課題

　吉田住宅では、可変間仕切りを購入した住戸が 5 件

のみであった代わりに、可動収納家具が居住者に活用

されていた。吉田住宅特有の広いリビングを活かしつ

つ、可動収納家具を自由に配置していた。可動収納家

具によって多様な間取りを実現できていたと言える。

　また、可動収納家具の主な移動理由がライフステー

ジ等の変化ではなかったことを考えると、時間経過に

対する可変性（Flexibility in Time）ではなく、間取

りの多様性（Flexibility in Plan）の実現手段として

意義があったと言える。

　一方、可変インフィルの寿命として設定された 15 年

以上を既に経過しており、部品の経年劣化や移動方法

に関する情報提供の不足といった課題も明らかとなっ

た。
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【注釈】

注 1）吉田住宅は、大阪ガス株式会社が管理する実験集合住宅

NEXT21 の後継プロジェクトであり、NEXT21 で開発した技術を

公的賃貸集合住宅に適用することが意図されている。参考文

献 4)5) など

注 2）本研究は、UIA 2017 Seoul World Architects Congress、

並びに平成 29 年度日本建築学会近畿支部研究報告会において

発表した拙論文（参考文献 1) 〜 3)）を加筆・修正したもの

である。

注 3）アンケート調査では、入居経緯・住宅と住環境に対する満

足度、共用部の使い方についても質問しているが、本研究は

インフィル・システムの検証であるため、掲載していない。

注 4）スケルトンは、将来のインフィル変更を前提として、耐震

壁のない純ラーメン構造であり、順梁と逆梁を併用した「市

松ラーメン構造」が開発されている。

注 5）クラディングは、スケルトンとインフィルの中間的な性質

を持つ物財である。具体的には外壁及び戸境壁を指し、将来

の住戸規模の変更にも対応可能な計画となっている。

注 6）吉田住宅における可動収納家具は、キャスター付きで入居

者でも移動可能な仕様となっている。また、天井までの高さ

（2400mm）をもち、間仕切りとしても利用できる。上箱と下箱

に分割することも可能である。

注 7）初年度のインフィル・マネージャー はインフィルシステ

ム調査研究会と（株）大阪住宅公社サービスが共同で担当し

たが、2 年目以降は後者のみで担当した。2012 年に公社サー

ビスは廃止となっているため、現在は公社が管理を担当して

いる。

注 8）吉田住宅の IMS の具体的な内容は以下の通りである。

　①支援ツール：入居時の住戸や間取り、入居後の間取り変更に

おける居住者の選択を支援する「住戸・間取り選択支援シス

テム」を開発した（CD − ROM として運用）。

　②インフィル・コーディネート：可変パネルの取得、可変イン

フィルの変更における居住者との相談実施体制を整備した。

　③価格管理：他の居住者や次入居者に対する可変パネルの譲渡

において、譲渡斡旋の基準となる算定基準を設定した。また、

可変パネルの状態を確認して査定する体制を整備した。

　④譲渡斡旋：可変パネルの譲渡においてインフィル・マネー

ジャーが主体聞（居住者、他居住者、インフィル供給者）の

仲介を行う体制を整備した。 

　⑤運営管理：可変パネルの保管や処分の意思決定を行う体制を

整備した。可変パネルを保管する倉庫を集合住宅内に確保し

た。

注 9）可変間仕切りパネルを設置した住戸は入退去を繰り返す中

で撤去され、2016 年時点で可変間仕切りパネルが設置されて

いる住戸は１件のみである。
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