
資料-3 

300 年住宅の 命化技術

「 S E F L
セ フ ル

認 証 」 

＜ 期優良住宅先導的モデル事業（H21）＞ブライトサンリヤン別府シールズ

セフルは、まず 100 年以上住める 
マンションづくりの技術的解説です。 

※ 文中の P番号は、技術内容が記載された書籍「３００年住宅のつくり方」の
対応するページを指しています
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マンションの 100年を「SEFL」マークで証明

１. 命化マンションの必要性

今、区分所有者の合意を得られやすいマンションの建替手法が求められています。

 本で最も古い 間分譲マンション「四 コーポラス」も築63年で解体・建て替えが始ま
りました。平成29年末時点で、築50年超のマンションは約5万 です。しかし、これまでに
建て替えられたマンションは250棟程度です。建て替えは、住 合意が難しく、なかなか進
まないのが現状です。

このままでは、住 の 齢化が進み、貸家が増え、建物も 分改修できずに、スラム化が
徐々に進行していきます。 

古いマンションの建替を進めていく必要がありますが、普通に60年程度の耐用年数のマン
ションをつくると、同じ繰り返しになってしまいます。

「SEFL」では、新しく建て替えるマンションは100年以上使えるものでなければならない
と考えています。今まで60年だった耐用年数が100年以上もつことで、伸びた40年間で多く
の利益を得ることができます。この40年間が、「マンションの無料建て替え」で重要な役割
を果たします。

同時に、 命化マンションは新しいマンションの価値を創造します。100年以上もち、
 般のマンションよりも く使え、収益を産む建物は、資産的評価も くなります。

「SEFL」では、 命化マンションの当 の 標を次の6項目に絞りました。

＜6項目の目標＞ 【P 96】

①100年以上もつ頑丈な躯体をつくる
②共用設備配管を 50年毎に全て取り替える
③足場を架ける工事は 50年毎に行う
④変化に対応できる自由性を高める
⑤住みながら工事ができる
⑥改修費は修繕積立金内に収める

今まで寿命とされていた60年説を､80年、100年と伸ばし、消費者のマンションに対する概
念を改めていく必要があります。建物は古くなっても、適切に保全すれば、安全に使える「住
める、貸せる」価値が十分にあるということが、マンションの共通認識になるようにしなけ
ればなりません。

ヨーロッパの教会は 
100 年以上掛けて 
建設されるので、 
途中でも補修できる 
仕組みを備えている。 
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２. 命化マンション＝ 資産価値マンションの“市場”を創る 【P 70】
 命化マンショであることの証明は、実際に 100年以上の時間が経過しないと判明しませ

ん。その代わりとして、「 命化の為の技術が採 されていること」を専門家が確認したこ
とを証する為に、「SEFL（セフル）マーク」による認定方法を提案します。
第三者機関が建設時に検査を い、 定の基準以上の 命化技術を採 しているマンショ

ンに「SEFL（セフル）マーク」を付けます。
当面は福永博建築研究所が認証を行います。当社はマンションの 命化技術の開発を 30

年以上にわたり行ってきました。
「SEFL」技術を採用して実施されたマンションは 300  以上になりました。また、これ

までトラブルも生じていません。
国交省の「 期優良住宅先導的モデル事業」にも 4棟 223  が採択されています。
このように実績に基づく確かな技術であり、実証を重ねてきた当社だからこそ、認証を行

うことができます。
「SEFL」マークの認定を受けたマンションは価値が下がりません。100年の間に

定期的に修繕をすることで、当初の 50％程度の価値を維持します。

しかし、老朽化した一般マンションでは、減価償却ラインで価値が減少していき、
解体費などで価値がマイナスになる場合もあります。
「SEFL」マークを付けることで、そのマンションには 100 年以上住むことができる技術

が使われていることが分かります。マークによって一般のマンションと区別できます（マン
ションが 100年保つことの証明ではありません）。
「SEFL」マークがついたマンションは、中古でも値が落ちない、予測では 50％を維持し、

一般のマンションに比べて高く売れるという「市場（マーケット）」を確立していくことが
重要です。

グラフは【P 44,103】
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３.SEFL（セフル）の考え方と技術 

「SEFL」とは 命化のコンセプト 【P 92】で、
Safety  ＝ 資産を守る・安全を守る、
Ecology  ＝ 環境を守る・エコロジーな工法、
Freedom  ＝ 自由性が高い、
Long life  ＝  く使える、ことです。

この４つのコンセプトの頭文字をとって「SEFL（セフル）」と呼んでいます。

そして、第１項に記載した「6つの目標」を達成する技術的要素は次の 5項目になります。

＜５つの技術的要素＞ 【P 100】 
(1)躯体強度を 1.25倍 にする
(2)かぶり厚を 60mm以上とする（実効 40mm+20mm）
(3)共用竪管を取り替えることができる＜外配管＞にする
(4)屋根を二重防水構造にする
(5)階層目地に「三重水切り」構造にする

「SEFL-A」
この 5項目を「SEFL-A」と呼びます。「SEFL-A」は 命化技術の基本セットです。

(1)躯体強度を 1.25倍 にする【P 106】
マンションを 100年以上使う為には、建物が頑丈である必要があります。その為には、
現在よりも高い耐震性能が必要です。現在の建築基準法では、「震度５強で無傷、震度
6 強で建物に被害が生じても生命は守る」ことを目的としています。そこで、躯体の
強度を現在の基準の 1.25倍、学校や公 館などの公共建築物と同等にし、より安全性
能をアップします。

(2)かぶり厚を 60mm以上とする（実効 40mm+20mm） 【P 110】
鉄筋コンクリート造のマンションでは、強アルカリ性のコンクリートが内部の鉄筋の
錆を防ぐ役目をしています。しかし、コンクリートの性質は徐々に中性化していき、
防錆効果も減少していきます。マンションを 100年以上使う為には、このコンクリー
トの経年劣化に対応する必要があります。そこで、鉄筋のかぶり厚（表面から鉄筋ま
でのコンクリートの厚み）を 60mmに増やすと、計算上では中性化までの時間は 1,100

年になり、十分 100年以上もつようになります。（現在は壁面で 30mm）

60 ㎜（300 年） 

コンクリートのかぶり厚

30 ㎜（60年） 
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(3)共用竪管を取り替えることができる＜外配管＞にする 【P 174】
現在のマンションは、住 内の壁の中に配管類が閉じ込められています。これでは、
簡便にメンテナンスをすることができません。そこで「SEFL」では、共用の排水竪管
やガス・給 竪管、電気幹線などを住 の外に設置する＜外配管＞を標準とします。
そして、50 年毎に共用設備配管類を更新することとします。給排水管は耐用年数 60

年なので、悪くなる前に取り替えられる信号機と同じように、耐用年数よりも短い 50

年毎に更新することで、問題が生じず、マンションに快適に く住むことができます。
共用管は土に埋まっていないので、人が入って点検・更新が容易に行えます。

＜外配管＞に伴い、住 内の配管はメイ
ンの横引き排水主管を通して、専有の横
引き主管と共用の排水竪管をつなぐ構造
になります。キッチンやお風呂などの設
備機器はそれぞれ「専有の横引き主管」
に接続します。

＜外配管の仕組み＞ 

地下トレンチ

洞道 ＜特許 5528851＞
＜特許 5079748＞
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(4)屋根を二重防水構造にする 【P 151】
躯体の丈夫さと共に、建物の重要な性能として屋根の「防水性能」があります。劣化
する原因は、紫外線や酸性雨の影響などが挙げられます。そこで、屋上防水を二重に
行い、2層目の防水材を 50年毎、1層目を 100年毎に更新する提案しています。二重
にすることで、二層目の防水材は、風雨や紫外線に晒されないので、100 年以上にわ
たって防水性能の劣化はありません。2 層目の防水材が劣化して雨水を通しても、1

層目の防水材が受け止め、通気通水路を通って、排水ドレンまで雨水を導きます。一
般的な屋上防水は 10年保証で、15 18年目に更新することが多くなっています。

しかし、二重防水にすると更新周期が 50 年に伸びることで、100年間で 4 5 回程度
の改修費用が節約できます。この二重防水では、「外断熱アスファルトルーフィング」
を二重にするため、断熱性能も同時にアップします。尚、金物類は 50年毎に交換しま
す。

＜特許 5420357＞

＜1層目の外断熱防水層＞ ＜通水・通風層を断熱材で作る＞ 

＜端部の処理、奥は通風口＞ ＜二層目の断熱防水層＞ 
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(5)階層目地に「三重水切り」構造にする 【P 159】
マンションの躯体コンクリートは、階層ごとに打設します。そして、階層の継ぎ目か
ら水の浸入を防ぐ為に、階層目地にシーリングを打設します。シーリングは建築資材
の中でも耐用年数が短く、国交省の基準では 6年、状態にもよりますが実務的には 15

20年程度で打替をしています。特に階層目地は、その場所の特性から足場を架けな
いと打ち替えることができません。したがって、階層目地のシーリングを打ち替える
為だけに、足場を架けることは無駄な出費です。
そこで、コンクリート打設時に、階層目地に止水板となる金物を埋め込み、水切り金
物などを設置することで、シーリング財の劣化だけで足場を架けることがないように
工夫しています。「止水板＋水切り金物＋シーリング」の組み合わせで「三重水切り」
と呼んでいます。この止水構造により、シーリングの更新を 50年毎に延 できます。

このように、①頑丈な躯体を創る、②交換が容易な仕組みにする、③修繕周期を延ばす、と
いった技術を採用することで、建物を 100年以上安心して使用できるマンションにすること
ができます。
尚、 命化の為のより 度な技術は「SEFL-B」及び環境に配慮した建設時の工法を含む
「SEFL-C」での構成となります。

4 

＜特許 4959459＞

＜水切り金物＞ 

＜止水プレート＞ 
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項目/ランク区分 
＜100 年越え＞ ＜100 年と可変＞ ＜100 年と環境＞ 

SEFL-A SEFL-B SEFL-C 

躯体強度 1.25 倍 ○ ○ ○ 

かぶり厚（実効 40mm） ○ ○ ○ 

共用配管の取替え＜外配管＞ ○ ○ ○ 

屋根の二重防水 ○ ○ ○ 

階層目地の水切り ○ ○ ○ 

妻壁ゴンドラ ○ ○ ○ 

打ち込みタイル 

レンガ手すり 

VACS間仕切パネル 

南側 全面サッシュ 

専有部横引管の取り替え（床・壁） 

土を出さない基礎工法 

プラスティック型枠(床・壁) 

「SEFL-A」は 100年以上マンションを使えるようにする為の最小の基本技術です。

「SEFL」マークは、「SEFL-A」の技術が導入されていることを証明します。
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「SEFL-B」
「SEFL-B」では、これに加えて剥離しない打ち込みタイルやレンガなどの
外装材の安全性を める技術や住 内の可変性能 める技術が加わります。

(1)打ち込みタイル 【P 152】

マンションの外装材にはタイルが多く使われます。建物の品質
も高くなり、美観上でも優れます。但し、タイルそのものは火
が通っているので 持ちしますが、コンクリート躯体に後から
貼っているので、時間の経過と共に浮いて剥落する危険性があ
ります。大規模改修工事ではタイルの剥離補修が大きなテーマ
で、これがなくなることで、第三者に被害を生じさせるリスク
から解放されます。この問題を可決する技術が「打ち込みタイ
ル」です。タイルに予め裏足を付けておき、コンクリート打設
時に同時に打ち込むことで、タイルの裏脚がコンクリートに食
い込み、タイルと一体となって剥落する危険性を排除します。
尚、検査は 50年目に行います。

(2)レンガの腰壁 【P 154】

バルコニーや廊下の腰壁をレンガで作る工法です。前項でも述べ
たとおり、仕上材にタイルを用いると剥落の危険性がありますが、
腰壁をレンガで作ると、その危険性はありません。穴あきレンガ
を使って中に鉄筋を通しており、横筋も組み合わせることで組積
造ではないレンガの腰壁を作ることが可能になりました。汚れに
も強く、本物の持つ質感を感じることができます。

(3) VACS間仕切りパネル 【P 122,129】

内装工事の現場を精査すると、物入れや押入などの収納や間仕切
りを作ることに、大工の 58％もの時間が使われていることが判り
ました。そこで、規格化されたパネル（VACSパネル）を組み合
わせて、簡便に収納部の空間や間仕切り壁をつくることができる
「VACSパネル」を開発しました。パネルにはスイッチやコンセン
ト、電線が組み込まれています。目的は大工などの専門工ではな
い、多能工でもスピーディに設置することにあります。天井が小
梁のない均一の高さであれば、リフォームなどで間取り変更が必
要になっても、VACS パネルは再利用できます。リフォーム費用
が削減できると共に、廃材を少なくすることで地球環境にも負荷
が掛かりません。 

＜特許 2786412＞

＜特許 3328252＞

＜特許 2839844＞
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(4)南側全面サッシュ 【P 161】とトリプル壁 【P 140,166】

南側バルコニーの開口部を全てサッシュで構成します。現在は、一部にコンクリート壁を設
けて、給湯器の室外機等を設置しています。その壁の部分をサッシの障子でつくり、設備を
内包させた「トリプル壁（設備壁）」とします。部屋側の内装壁と内部の設備、外部の壁の
３つで「トリプル壁」と呼んでいます。「トリプル壁（設備壁）」は自由に動かすことができ
るため、リフォーム等で間取りが変わっても、部屋に応じてサッシュの位置を変更すること
ができます。

＜全面サッシュ＞

＜トリプル壁（設備壁）＞

＜特許 5323576＞

＜特許 5323576＞
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「SEFL-C」

「SEFL-C」では、住みながら更新できる専有部内の横引き管の仕組みや、特に、建
設時や更新時に地球環境に負荷を掛けないエコロジカルな技術が導入されます。

(5)専有部の横引き管の取り替え 【P 131,136】

＜外配管＞に伴い、住 内の排 は、「専有横引き主管」を設置
して、そこに各排水設備機器がつながっています。この「専有
横引き主管」を住みながら交換できる仕組みです。「専有横引き
主管」は VACS間仕切り壁の下部に金物で空間が設けられてお
り、その中に「専有横引き主管」が設置されています。床面は
フローリングと下地のMDFは、一部取り外しができるようにし
ています。これにより壁や床を破壊することなく、「専有横引き
主管」にアプローチができ、VACS間仕切り壁を外さずに、「専
有横引き主管」を交換することが可能になります。

(6)土を出さない基礎工法 【P 113】

基礎と地中梁をつくる為に、地下に相当する深さを全て堀起こし、土を
一旦捨てて、地中梁をコンクリートで打設した後に、また、土を埋め戻
しています。基礎→地中梁の部分の土だけ掘り出せば、掘る量は圧倒的
に少なく、無駄がありません。最も大きな無駄は敷地にもよります
が、隣地境界の擁壁です。これを無くすことができれば、大きな無
駄が省けます。

(7)プラスティック型枠の利用 【P 117,118】

コンクリートを打設する際には型枠に多くのコンパネ材が使
用されます。コンパネ（コンクリートパネル）は木材でラワン
などの広葉樹が使われます。芯にパインやカラマツなどの針葉
樹を使い、表面にラワンを使っているものもあります。コンパ
ネはコンクリートを 5 7回打設すると廃棄されます。これが、
森林資源の乱獲につながっています。そこで、画一的な基本部

分には、プラスティック型枠をつかって、木材のコンパネの使
用料を減らすようにして、建設時から地球環境の保護に貢献し
ます。なお、壁のプラスティック型枠の内側には、プラスター
ボードとスタイロフォーム（断熱材）を貼り合わせた内装下地
材を設置しておき、コンクリート打設が完了したら同時に内装
下地と断熱工事が完了するようになっています。

横引き主管 

＜特許 2114499＞

＜特許 3476748＞

＜特許 2882744＞

プラスティック型枠（壁）
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床面では、ワッフルスラブというモナカのような形状のプ
ラスティック型枠を使用します。小さな小梁が縦横に配置
される形状となっており、天井面が均一の高さになります。
部屋の中に高さが異なる小梁が発生しないので、どの位置
にも間仕切りパネルを設置できます。前述の「VACS間仕切
りパネル」と組み合わせることで効果が増大します。また、
ワッフル型枠は光を通すので、コンパネと比べて設置した
階下が明るくなります。

尚、プラスティック型枠の原料は、ペットボトルの再生粒
を使うことで、資源のリサイクルとなります。

４.「SEFLマーク」を、 命化マンションの“デファクトスタンダード”にする

現在、マンションでは 命化の為の基準は「 期優良住宅」しかありません。
しかし、断熱などの環境系の技術指標がコストアップの要因になっており、
マンションで「 期優良住宅」の認定を取得するデベロッパーはほとんどいません。
その為、消費者はマンションの構造上の問題について知識が少なく、マンションに
 命化を求める需要が育っていません。

しかし、築年数が 30年以上のマンション居住者は給排水管の漏水や修繕積立金の不足など
多くの問題を体験しています。そして、このようなマンションを相続する次世代の消費者は
問題のあるマンションを相続せず、マンションの空室の増加やスラム化が進む等、老朽化マ
ンションの問題は今後深刻になっていきます。

一般的なマンションが抱える問題点を解決し、純粋に耐用年数を延ばす技術項目にフォーカ
スした「SEFL」による認定を広めることで、 命化マンションの「市場における基準」を
造り上げることが重要です。

その為に、 命化の技術を 定以上採 したマンションを、他のマンションと区別するため
に「SEFL マーク」の認定制度を提案します。このマークが付いていることにより、他のマ
ンションより く利 できることが、社会に於いて認知されることにより、 命化マンショ
の独 の資産価値が認識され、 命化マンション独 の市場ができれば、「 命化マンショ
ン」は都市における安定した社会基盤になります。

＜特許 2567805＞

プラスティック型枠（床）



これまで、誰からも「100年以上住めるマンションをつくって欲しい」との

オーダーがありませんでした。その為、自らが事業主となって、実施例をつく

ってきましたが、 命化マンションの輪はなかなか広まりません。

しかし、SEFL
セ フ ル

マークによって、マンションが 100年住めることを証明します。

それによって、一歩が動き出します。

技術的な詳細については、幣社著「300年住宅のつくり方」建築資料研究社 刊

に記載してあります。Amazonで、書籍か電子（Kindle）版を購入できます。

本資料をご覧になり、心に響かれた方は是非、ご一報頂けると幸甚です。

＜連絡先＞ 株式会社 福永博建築研究所

Email： i n f o @ f a r i . c o . j p


