
資料-1 

マンションの無料建て替え 

3 つの用意の中では、建て替えの 
ストーリーを書いています。 
要約-1 は、実施に至るまでの過程を 
述べています。 
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マンションの無料建て替え提案 

はじめに 
 マンションの建て替えでは、資金負担や住 の 齢化などでなかなか合意が得られません。
これまで建て替えられたのは 250 棟程で、633 万 のマンション総数に比べ、極めて少ない
数です。現在、建て替えが必要なマンションの棟数は 10万 程ですが、5年以内に 100 万 
のマンションが、建て替えの必要に迫られてくることになります。老朽化マンションは、自
分にとって、住み続けることのできない身近な問題になります。 

 『3 つの用意』の本では、このマンションの老朽化問題と年金問題を併せて解決する方法
として、「マンションの無料建て替え」を提案しています。建て替えたマンションの家賃収入
を年金の財源とすることを提案しています。寿命 60 年程度だった従来のマンションを、100
年以上もつマンションに建て替え、伸びた 40年間の家賃収入を、年金の財源とする内容です。
現在、年金資金の運用は、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が金融資産のみで運用
していますが、資金の一部を日本国内の不動産で運用することで、年金の財源を増やし、 
老朽マンションの建て替えを促進して、今の社会問題への対応の一歩とします。 

 100 年以上使えるマンションをつくる為の技術は実在し、実績もあります。当社は 30年来、
「300 年住宅」を提唱し、国の「 期優良住宅先導事業」でも採択されたマンションが実在
します。つまり、技術面の課題は既にクリアできています。次に必要なのは、その技術を使
って、実際にマンションを建て替える仕組みをつくることです。 

 この仕組みは画期的な内容ですが、現時点では「提案段階」です。 

 そこで、築 40 年を越えたマンションの建て替えをご検討されている方々にお願いです。 
「マンション無料建て替え」の仕組みを、貴マンションの建て替えの方法としてご検討いた
だきたいと希望しています。検討を重ね、多くの関係者と詳細を詰めることで、実現に向け
た諸条件をクリアにすることができます。話し合うことで実現可能になると思います。

 つきましては、ご検討頂ける管理組合様におかれましては、当社までご連絡いただきますよ
うお願い致します。
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マンションの無料建て替え 

 建て替えについての住 合意を得るための 法として、意 の取りまとめを い易いのは、
「マンションを無料で建て替える」という提案です。 

  齢化している住 にとって、  住むことが出来るかどうかは不安の種です。無料建て
替えの提案は、建て替え後、30年間住み続けることができることを証明する提案です。仮に、
築 50 年のマンションを建て替えると、50 年プラス 30 年で、通算 80 年住めることになる住
まいの証明です。これをモデルとして、30年間利用する（住む・貸す）ことが出来る権利と、
建物と土地の所有権を交換することが、 法として取られます。この仕組みは、住 、デベ
ロッパー、銀行と、3者相互の立場が折り合って、整合性を取ることによって成立します。 

無料建て替えの 3つの条件 

 住 は、①所有している老朽化したマンションの所有権と建て替えたマンションの利用権
の交換をします。条件は、建物や、引越し費用など、仮に総費用で 3,500 万円を出発点とす
ると、②その金利相当分を住 が 30 年間支払います。5年間は固定金利とし、5年毎に見直
すことを条件とします。金利は、1%とすると、年間で 35 万円となり、月割りでは 3 万円弱
です。所有した場合に支払う修繕積立金の範囲内に収まります。建て替えたマンションはデ
ベロッパーの所有となるため、修繕の費用はデベロッパーがもちます。③固定資産税は、本
来、所有者であるデベロッパーが支払うべきですが、30年間の利用（居住）者は住 なので、
固定資産税相当分：年間 24万円（約 2万円/月）の負担を住 が受け持ちます。 

この 3つが交換の条件となります。 
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デベロッパーの仕事 

 デベロッパーの役割は、建物の建て直しです。一番の仕事は、条件に基づき、住 の合意
から始まり、それぞれの個 的 場による要求の整理です。既に相続した住 、賃貸の居住
者、手放すことを望んでいる人との交渉、古いマンションを購入してローンを組んでいる人
のローンの切り替えなど、マネジメントがデベロッパーの主な仕事になります。そうした経
費が、出発点で全て必要になります。通常はこの時点で居住者へ売却しますが、一番大切な
仕事は、この先 30 年間、居住者のお世話をすることです。30 年間住 が住み続けるために、
環境の保全、すなわち、信用が一番の役割です。 

2 番目の仕事は、｢元金｣の支払いです。中間金の支払いの提案は、10年目で 15%、20 年目
で 15%、30 年目で 70%の一括払いを行うことが出来て潰れることがない、企業の信用が必
要となります。そのために、 鉄や JR など、社会的公共性のある企業イメージを持つ会社が、
デベロッパーとして住 のお世話をすることが重要です。この 30 年分の｢お世話｣のお金は、
最初に建て替え容積のうちから 5%分をデベロッパーに分割し、先払いします。デベロッパー
は、分割された床（住 ）を賃貸に回します。 

最小限、この資金の保全の仕組みつくりが、至急必要となります。 

銀行の仕事 

 そこで重要な役割を担うのが、銀行です。住 とデベロッパーが合意に るまでは、デベ
ロッパー側の費用負担でまかなえますが、建物が整えば、合算の費用の貸し付けを行う金融
機関が必要になります。通常の分譲マンションであれば、一括返済になり、賃貸であれば、
30 年を目安の元利返済ですが、この無料建て替えでは、先ほど触れたように、10年目で 15%
返済、20 年目で 15%の返済で、20 年で 30%の元本返済となります。30 年目で残りの 70%
が 括返済となります。 利は住 が 払い、デベロッパーが保証を行います。1%の固定金
利が続けば、受け取る金利は累計 1,000 万円ほどになります。銀行への担保は、所有するデ
ベロッパーから提供される土地・建物の不動産です。銀行にとって、貸し付けたお金が 期
にわたって回転しないことになりますが、住宅ローンの減少、国債の日銀による買い入れな
どといった現状下、安定収入に変わる重要な貸付先と考えられます。30年ものの国債を買っ
たようなものです。 
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新しく造る建物は(SEFL で)100 年保証 

この仕組みの重要な要が、新しく造る建物です。従来のように、建物の寿命が 60年ではこ
の仕組みは成立しません。なぜなら、30 年間無料で住み、30 年目から 60 年目で支払えば、
単純に建物の使用と支払いになるだけです。今の分譲マンションの、30 年ローンで支払い、
60 年間住むことと比較して劣ることになります。この 60年が、「100 年間住むことが可能で
あるので、40 年間多く貸すことが出来る」に変わることにより、30 年間（1 年目から 30 年
目まで）の無料の居住権分が、40 年間（61 年目から 100 年目まで）の賃貸収入によって得
た利益によってまかなわれる仕組みに変えます。61年目から 100 年目までを、10万円/月の
家賃で運用すれば、約 5,000 万円の収入となり、安定した資産となります。 

そのためには、100年間使える建物造りが必要となります。 

ここで、この建物が 100年保つことを誰が証明するかですが、｢SEFLセ フ ル ｣という造り方に基づ
いて造れば 100 年間使えることを証明します。これは、過去 30 年に亘る実証に基づきます。
始まりは、いずれも裏付けが必要です。金と引き換えでフランスの紙幣が出来、国の借金を
議会が承認することで英国国債の発行が始まったように、この無料建て替えは、社会資本の
保全が生んだものと変化した実施の姿になります。 
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30 年後の価値 
30 年経つと資産の劣化が始まって価値が落ちて、かかった費用のもとがとれないという疑

問には、出発点に戻ると、はじめに 30 年後に 30% 50%資産が減じた場合にどう構成する

かによります。30年後には、不動産は値上がりしており、その時に同じ分譲マンションを建

設する費用は、2,000 万円が 3,000 万円となり、更に土地代と、通常 40%程度の経費がかか

り、分譲価格は、 

建物 3,000 万円＋土地 1,000 万円＋経費 1,500 万円＝合計 5,500 万円 

となり、出発点と比較すると、主に、デベロッパーの経費が 40%を占めることになります。

出発点との比較は、 

  3,500 万円 ÷ 5,500 万円 ≒ 64% 

となり、十分使える劣化に強い資産となります。また、家賃を比較しても、3,500 万円の 

家賃は、約 10万円となり、5,500 万円の時は約 1.5 倍の 15 万円となり、賃貸市場においても 

2/3 になります。30年を経ることの減少を数字的に十分説明できます。

築 30年以上経っても価値が下がらないビンテージマンション（シャトレシリーズ） 
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SEFL 方式による建物の 50 年後の価値

最大の特徴は、50年 に住 が居住したまま、全ての共 の設備の取り換えを出来るよう

に組み込んだことです。共用の設備は、道路から個々の専用までが全く新しくなることによ

り、日常的な共用に対する不安を一掃することになります。共用設備の全てを取り換える迄

の期間を 50 年とすれば、全ての共用配管に 60年保つ材料を使用し、建物がパイプシャフト

から道路まで人が入れて、建物を壊さずにスムーズに交換を行えることです。共用の設備が

50 年目、100 年目に新しく取り換えを出来れば、おのずと専用部分は安心して取り換えが個々

に行えるマンションの進化です。

 マンションの無料建て替えは、SEFL の要項に従うと、100 年 60 年＝40 年の建物の 命

化がもたらす新しい資産の交代を行うことになります。人間の命が尽きるように、今まで造

ってきた、都市の 600 万 のマンションは、いつかその命の終焉を迎えます。その前に、こ

の循環型を実施することで、その因縁から解放することができます。住 、デベロッパー、

銀行、建物の 4 者の変更が、この仕組みを成立させます。あくまで、現行の条件内のみでは

考えず、どうすればお互いの利害を調整出来るかにかかっています。SEFL マークが付いた建

物の価値は、50 年目には、新築の 50%残っていると考えます。50 年目の大規模な共用設備

の全ての取り換えにより、価値は 10%上がり、50%＋10%＝60%   となり、新しく次の 100

年へ出発できます。 

 一方、従来のマンションの寿命は 60 年とすると、50 年目にはほぼゼロとなり、共用の配

管を全て取り換えたマンションと、圧倒的な差を生じます。何よりも、50 年目から 75 年目

の大改修を経て、100 年間使える SEFL の証明が有効となります。
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今迄の所有権と利用権、 
50 年＋30年で 80年住める。 

SEFL を用いると 50%の残存価値になり、60 年で消滅すると 0: 60（%）になる

A 

60 年で解体すると、 
土地代 300万円となる。 

居住せず、賃貸に 30年間回すと
5,400 万円の売上げが上がる D 

C 

B 
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ここまでは、マンション無料建て替えの提案です。 

高齢化する居住者、マネジメントするデベロッパー、資金を提供する銀行などの各々

の役割や、100 年住める建物に建て替えるマンションとの相互の役割を説明した詳しい

資料を作成しています。 

ご希望の方は、下記の必要事項を記載の上、メールにてお問い合わせ下さい。 

メールの標題： ＜無料建て替え 資料その２＞ 希望 

※他のメールと明確に区別できるように、上記の標題をご記入下さい

本文に記載する内容： (1)ご氏名（フルネームでお願いします） 

 (2)郵便番号 

 (3)ご住所 

 (4)連絡先電話番号 

 (5)お勤めの方は会社名や所属等 

＜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

これから急激に起こる日本の老朽マンションの問題を解決し、速やかに建て替えができ

るようにする方法の提案です。既成概念や商習慣を打破した先に新しいサービスが生ま

れます。その原動力は消費者の要望であり、需要が新しい仕組みを創り出します。それ

には多くの皆様にご理解頂いて、実現させる必要があります。是非とも、ご意見等をお

寄せ頂きますようお願い申し上げます。 


