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南廊下型立体賂地(御坊市営島団地再生9-5期)に関する観究

一南廊下型立体路地の利用実態と住民意識調査(設計者の視点から)一
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和歌山県御坊市営島団地は,住民参加の手法で建設された集合住宅団地であり,一般的な集合住宅団地では実現できない南廊下型立

体路地を大々的に取り入れた事により,学会で高く評価されている。本研究は,島団地の立体路地の居住者による使われ方,評価を調

査することにより,南廊下型立体路地のもつ意味と,問題点を明らかにした。調査の結果,立体路地では,地面以上にさまざまなモノ

が溢れ,地面と同様あるいはそれ以上に居住者の行動が表出しており,居住者が接地性が稿いと感じる事の出来る集合住宅となってい

た。一方で,トラブルはないものの自分の領域が守られていないと感じる居住者もいる事が明らかとなった。

キーワード:1)御坊市営島団地,2)団地再生,3)南廊下型,4)立体路地,5)利用実態,

6)居住者意識7)接地性,8)テリトリー,9)共有空間,10)リビングアクセス
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1.はじめに

本調査研究は,集合住宅計画として一定の評価を得た

集合住宅を調査対象とし,建設から年月が経過し,居住

者が住みこなしている状態での利用実態を調査すること

により,計画手法の再評価を行うものである。

調査対象とする市営島団地は,和歌山県御坊市に,

1996年から2001年にかけて5期に分けて建設された

104世帯が住む集合住宅団地である。すべてが完成した

2001年,「設計面においては,南廊下型の空中街路

(立体路地)ネットワークを持つ立体集落として再生し,

立体路地に面したコモンルームの分散配置分節化され

た変化と開放性のある住棟配置など,従来の集合住宅に

ない魅力のある社会的空間の実現に成功した」とされ,

「実験的な社会作品として,現代都市計画の理論と実践

に寄与する重要な作品成果を挙げている」として,日本

都市計画学会賞(計画・設計賞)を授与されている。南

廊下型の空中街路(立体路地)の手法は,従来の殺風景

な集合住宅の共用通路に対して提案されるリビングアク

セスの手法として一部からは期待されつつも,主として

ブライバシーや安全面の懸念からか,なかなか実現が困

難で,まれに実現できても特殊解とみなされ,次代の集

住環境への計画手法として広く検討されることはなかっ

た。しかし,島団地は,改良公営住宅の住民参加型再改

良事業であったこともあり,大々的に取り入れられてい

 る。

そこで本調査では,学会賞で評価を受けた「従来の集

合住宅にない魅力ある社会的空間」である南廊下型の空

中街路(立体路地)に注Rし,その利用実態を調査し,

南廊下型立体路地が実現させている居住者の生活行動を

明らかにした上で,その設計手法が具体的にはどのよう

なもので,総体として居住者にとってどのような意味を

持っているのかを明確にすることを目的としている。さ

らにこれらの調査結果と設計者の設計意図,設計時の利

用予測との比較を設計者自らが行い,今後の本団地への
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改善手法,他の計画に反映できる普遍的計画手法を導く

ことも目的の一つである。

南廊下型の空中街路(立体路地)ネットワークの「従

来の集合住宅にない魅力のある社会的空間の実現」を,

島団地を訪れて実感する,①共用廊下にみられる居住者

の生活行為の多さ,②その痕跡である生活財の溢れ出し

の2つの指標で捉えた。具体的には,島団地の現在の利

用実態を,モノ観察調査とヒト観察調査,居住世帯アン

ケート調査の3つの調査から明らかにした。モノ観察調

査では居住者の南廊下型立体路地で生活行動の痕跡とし

てのモノの表出を記録し,ヒト観察調査は,南廊下型立

体路地で見ることのできる居住者の行動を記録した。居

住世帯アンケート調査では,居住者全世帯に対し,立体

路地の評価などについて質問した。

2,市営島団地の概要

2.1建設の経緯

市営島団地は,和歌山県の海沿いの市である御坊市に

1996年から2001年にかけて5期に分けて建設された市

営住宅である。この団地は,1959年から1969年にかけ

て建設された公営住宅と改良住宅からなる総戸数226戸

の,市内でも最も規模の大きな公営住宅の建替え事業と

して建設された。建替え前の島団地は,中廊下型の箱形

団地が並んでいたが,建物の管理状態,居住者の生活状

態ともにわるく,荒廃しスラム化していた。これら,生

活実態にっいては,報告書旧)に詳しい。これらの調査

結果を受けて,1992年,現地に島団地対策室が設置さ

れ,行政(御坊市),研究者(神戸大学平山洋介),設

計者(現代計画研究所・大阪代表江川直樹)が協働で

団地の再生事業,再改良事業を住民参加型で行う体制が

整えられた。建替え計画は,総戸数226戸のうち104戸

は新規に購入した敷地に集合住宅団地を建設し,その後,

従前の敷地に残り122戸の集合住宅団地を建設するとい

うものであった。本調査対象である市営島団地は,先の

新たに購入した敷地に,現代計画研究所・大阪が設計し

たユ期から5期の集合住宅団地である。

島団地の建替え計画では,島団地生活実態調査報告書

柵によって指摘された①生活の混乱,②居住空間の混

乱③居住者の自立の喪失,④「問題」への断片的,抽

象的な対応,以上4点の解決のために,ケースワーク,

ハウジング,コミュニティの3つの問題を総合して扱う

組織の設置と住民参加の導入が図られた。1期から5期

の入居104世帯は,度重なるワークショップを経験した。

各戸の住戸プランは異なり,住戸の位置も話し合いで決

まった。

一、.評匡!

図2-1島団地敷地位置図

図2-2島団地の構成(2階平面図)

市役所,御坊中心市街地の東,田畑がまだ残る地域に位

置する。敷地西側には日高川が流れており,旧堤防に隣

接している(図2-1)。敷地面積は12,736m:であるが,

敷地は東西に走る街路で,南北の2敷地に分かれており,

南敷地(7,184㎡)に1期から3期の住棟が,北敷地

(5,552㎡)に4期と5期の住棟が位置している。

2.2敷地の概要

島団地の敷地は,JR御坊駅から南へ1.5kmの,御坊

2.3計画の概要

島団地は,図2-2に示すように, 1期から5期まで,
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表2-1島団地の概要

         期竣工時期住戸数立体路地共用施設
         1階12階13階14階計階段EV屋上庭園集会室1備考

         南敷地嘲1997年11■415141215301■113F
         2期1998年10110:8123051131集会室(3F)・団樂室(1E2F)

         北敷地3期1999年1膠15・5・310llI13402圏112F         4期2000年717151221412。i
         5期2001年81817122531111別棟

         総計lII34135127181104193761

段階的に建設された。それぞれの竣工時期と,住戸数を

表2-1に示す。南の敷地には2～4階で構成される5つ

の住棟が,北の敷地には2～4階で構成される8つの住

棟があり,それぞれの敷地の住棟は3階の共用廊下でつ

ながっている注3)。南の敷地には階段が8ヶ所凶,エレ

ベーターが1基設置され,北の敷地には階段がll箇所,

エレベーターが2基設置されている。3階には屋上庭園

が設けられており,南敷地で2ヵ所,北敷地で5ヶ所,

計7ヶ所ある。また,共用施設として,別棟の地域対応

の集会所が5期に1ヶ所,コレクティブ住戸型の団簗室

が2期に1ヵ所,1期から3期には,小さな集会室が1

ヶ所ずつ設けられており,これらの共用施設は,共用廊

下でネットワーク化されている。

設計者は,自著注5)で立体路地の計画意図について記

している。それらをまとめて以下に記す。

①小さく異なる形態・形状の集積

住戸は2戸1型を基本に,それぞれが異なる形態,形状

(形,色,素材)をとり,集まった形態にする。

②回遊する立体街路

住棟は個別には階段室型でもあるが,廊下型でもある。

東西南北いろいろに面する共用廊下があり,これらの廊

下がつながることにより回遊性を実現する。

③庭先・バルコニーアクセス

階段室型をとっているものの,階段は住戸とは離して配

置し,住戸の玄関の向きも選択できるようにする。住戸

は,玄関からだけでなく,共用廊下からの直接のアプロ

ーチが可能で,バルコニーは庭先空間となる。庭先を他

人が通り抜けるタイプと,行き止まりタイプを用意し,

住民参加のなかで選べるようにした。この部分には,腰

掛や縁台,プランターを設置する。

④隙間や曖昧な空間

住棟を平行や直角を用いることなく配置し,また共用廊

下,バルコニーの幅員も平行にしない。そのことにより,

表出を促す隙間や曖昧な空間を作る。

本研究では,共用通路に共用階段を含めて,南廊下型

立体路地と称し(以下「立体路地」と略す)、共用通路

とはつながっていないが,2住戸,3住戸で仕切りなく

つながっている通路(バルコニー)も「立体路地」とする。

              4階
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図3-1立体路地の階数別モノの表出〔戸}

2.4居住者の概要

2006年7月時点で,市役所資料による居住者世帯は

101世帯で,そのうち35.6%(36世帯)が単身世帯,

20.8%(21世帯)が2人世帯,2i.8%(22世帯)が3人世帯,

11.9%(12世帯)が4人世帯,5人世帯が4世帯,6人世

帯が2世帯,世帯人数不明が5世帯であった。このうち,

93世帯は従前居住者で,8世帯は建設後の入居者であっ

 た。

3.立体路地のモノ調査

3.1調査の概要

2006年7月16日,8月8日(夏調査),10月15日,

16日(秋調査),2007年1月15日(冬調査),2007

年4月16日(春調査)の4回,立体路地および地面(1

階オープンスベースをさす)に置かれているモノを観察

し,図面上にプロットする調査を行った。季節による大

きな変化は見られず,夏調査では簾がいくっか増えた程

度であった。秋調査はちょうど,台風の後であったため,

モノの移動が見られたが,冬調査ではほぼもとの位置に

戻っていた。ここでは,夏調査のデータを用いて分析を

行う。立体路地と地面との使われ方の違いに注目する。

3.2モノの表出と階数

図3-1は,立体路地および地面に見られたモノを類
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國凡例
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國凡例
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別し,グラフ化したものである。

地面で多く見られるのは柵(ラティスなど),自転車,

10個以上の植木鉢群,植木鉢,すだれである。柵やす

だれは目隠しや陣取りに用いられている。

立体路地の2階,3階でも,地面と同様に多くみられる

のは柵(ラティスなど),バケツ,自転車,10個以上

の植木鉢群,植木鉢である。柵は立体路地の通路を部分

的に占有するためのしきりとして用いられている。自転

車はエレベーターに乗せて,2階,3階まで上げられる。

2階で特に多く見られるものは,物干し台である。3階

で特徴的にみられるのは,掃除道具(箒や塵取)とホー

スである。3階には屋上庭園があり,この管理をするた

めの掃除道具がおかれている。屋上庭園には水道栓がな

いため,2階や3階の居住者が自宅住戸内の水道栓から

水を引き掃除をしている。

数は少ないが,犬を飼っている家は各階に1住戸ずつ

見られた。地面で買う場合と同様に,玄関脇に犬小屋が

置かれ飼われていた。

3.3モノの表出と住戸との関係(4期)

モノの表出と住戸との関係について,通り抜け北側リ

ビングアクセスタイプもある4期を事例に分析する。図

3-2,図3-3は,4期のモノの表出と各住戸の玄関,掃

き出し窓(玄関が引き戸の場合は,玄関の記号と掃き出

し窓の記号が重なる)を重ねてみたものである。

1階(地面)でみられる特徴は,以下のようである。

・掃き出し窓の前に物干し台が置かれるモノを並べるこ

とにより,領域を示す。

・奥まったところ,くぼんだところに多くモノがおかれ

 る。

・陶器の置物など見せるためにおかれているモノがある。

・掃き出し窓の前に物干し台やモノが置かれる。

・奥まったところは占有空間として使われる。

立体路地でも同様の特徴がみられ、さらに加えて,

・モノは一般的に立体路地の住戸側に寄せて置かれる

・立体路地が広くなっているところは,手すり側に植木

鉢などのモノがおかれる,といった特徴がみられた。

3.4まとめ

島団地の立体路地におけるモノの表出の特徴は,地面

で見られるモノの表出とほぼ同様の現象が見られるとい

う点である。地面と同様のモノの表出を導いている空間

的要因として,掃き出し窓が立体路地に面していること,

立体路地の幅が一定ではなく,部分的に広くなっていた

り,狭くなっていたりすることにより,窪みや奥まりが

でき,立体路地というひとつの空間に,共用廊下として

の部分と,個人のテリトリーが滲み出しても許されるか

もしれないと感じられる部分が,段階的に推移している。

このように,モノの表出に見られる地面と立体路地と

の共通性は,2階や3階の住戸に住む居住者が,上階で

ありながら接地性を感じて暮らしていると予測される。

4,立体路地のヒト観察調査

4.1調査の概要

2006年7月16日(休日),8月8日(平日),10月

16日(平日),1月15日(平日)の朝(7:30-9:30),

昼(12:30--14:30),夜(5:00-・7:00)の各日3回,計12

回,南敷地,北敷地にそれぞれ5-6名の調査員が敷地

を見渡すことの出来る屋上庭園からの定点観察と,屋上

庭園からは死角になっている場所の巡回観察によって,

居住者の行動を調査した。当初は,平日と休日の調査を

行い比較する予定であったが,夏調査を行った時点で島

団地の人々には無職の人が多いこと,曜日に左右されな

い職業の人が多いことから,生活上の休日と平日の違い

があまり見られない事が分かった。そこで,それ以降の

調査は平日の一日のみを行う事とした。調査項目は,ヒ

トが現れた時間,場所,ヒトの性別,おおよその年齢,

行動内容である。ここでは,多くの行動が観察できた8

月8日のデータを用いて分析を行う。

4.2ヒトの行動と階数

図4-1は,朝,昼,夜の3つの時間帯の地面と,立体

路地に見られた階数別の行動を集計したものである。地

面である…階では,歩いて,あるいは自転車で通過した

り,車や自転車で出かけていくといった行動も含まれる

ため,多くの行動が見られたが,洗濯物を干したり取り

込んだりする,庭や草花の手入れをする,大工仕事をす

るといった家事も見られた。また,取り立てて目的も無

くウロウロする,ぼ一っとするといった行為も見られた。

2階でも,人の出入りのほか,掃除,洗濯,草花の手

入れ,犬の世話といった地面でみられたものと同じよう

な行動が見られ,その数は地面より多かった。これらの

行動が立ち話につながる事もしばしばみられた。

3階でも,地面,2階と同様に,人の出入りのほか,

掃除,洗濯,草花の手入れ,犬の世話といった地面と同

様の行動が見られた。また,出現数の上では地面より多

かった。子供の遊び行為は,2階,3階で特に多く,鬼

ごっこやキャッチボール,フラフープなど,一般的な集

合住宅の共用廊下では考えられない多用な遊びが行われ

ていた。また,立ち話や待ち合わせなど,複数の人で行

われる行動も見られた。特に,3階では,朝に、地面よ

り多くの行動が現れていた。

4.3人の行動と場所の関係(4期)

人々の行動がどのような場所で現れているのかを明ら

かにするため,8月8日の4期を事例として,人々の行
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南敷地 北敷地 南敷地 北敷地 南敷地 北敷地

図4-1立体路地の階数別ヒトの表出

動が出現する場所について分析する。

図4-2,図4-3は,4期の…日の行動を階数別に集約

したものである。1階は,住戸からの人の出入りが主で

敷地全体の広い範囲に行為が分布しているが,2階では,

ゴミの処理に関する行為や,玄関周りの掃除などの家事

に関する行為等が見られるが,それらの行為が,限られ

た立体路地の中で行われるので,人と人の出会いに結び

っきやすいと予測される。いくつかの「ながら行為」,

例えば掃除をしながら話をする,ゴミを出しながら話を

する,が見られるのはそのためであろう。3階では,人

の出入りの多い住戸が顕著に見られ,その家の周りで多

くの行為が見られる。夏休み期間であった事もあり,子

供の出入りが多くなっている。その家の行為に重なるよ

うに他の家の行為が見られ,そこから立ち話という行為

が生まれている。4階には,犬を飼っている住戸があっ

たため,犬の散歩や犬の世話など犬に関する行為が多く

発生している。また,中庭をじっと見下ろすという行為

も見られた。

立体路地におけるヒトの行為の発生の場所について,

一つの場所での作業,立ち話などのヒトの行為が留まる

場所は,モノの露出の見られる窪んだところや,角の2

方向に見通せる場所であった。

44まとめ

範囲の限られた立体路地では,個人的な行為が重なり

やすく、そのため立ち話などの複数で留まる行為が発生

していた。また,立体路地は中庭を囲むようにとられて

いるため,階を越えて他の人の行為がよく見える。これ

は立体的な行為の重なりも生んでいた。居住者の外での

家事行為が多い事に加え,互いが見える事により行為が

重なり,次の行動を生んでいる。また,行為の重なりの

場所は角にみられた。見通しがよいようではあるが,軸

が振れているため先までは見えにくい場所が,落ち着い

て留まる事の出来る場所になっているようである。

5.居住世帯アンケート調査

5.1調査の概要

島団地の居住世帯104世帯に対し,島団地での暮らし

に関するアンケート調査を行った。調査票は2006年IO

月4日,5日に個別訪問配布し,1週問後訪問回収した。

高齢世帯の場合など,一部は配布時に聞き取り調査とし
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醗凡例

時間
性別(M/F)・人数・(年齢層)
行っていること

                                   09:05閣OF1(60代)歩いて通過07:45鰭oF1(50代)犬の世話をしている13:50胴(40代)FOボーっとしているたばこを吸う                                   18:10H1(10代)FO自転距をとめる17.30隈OFl(50代)玄関播除をする

                                                                                                                                            

    
                               

13:00閑1(40代)F1(10代)帰宅する                             
       

L<II....'                                   ゴ.・雷・

                                   ～PL・ぐ'.q7.遊_"・4,、ミ1-."†1・声知δδ卜一..㍗馳..、、、『.「・5ノノ「'...13.05閑oF1(60代)ふらふら敢歩をしている                                   17:45閣π0-9代)F1(40代〉買い物から帰ってきて物を届けるL迂:、F1_奨零P.一.睾、.、ir.F
                                   し雲膠`し.`五こ杖≡、　・欝1,■「.'''「1、「-r「一.,r〆'ん)〆

                                   1L、、

                                   llて13:10閣OF1(60代)外出する                                   

                                   13:50閑OF1(50代)玄関と外を行ったり来たりしている、・、
                                   唱

            
                       

ヌニ『.「・よFヲ「1『.F.一遇..1一.-1-hI』コ啄叩く,一→

                                   08:45閣OF1(50代〉犬の散歩へでかける                                                                      17:50閑oF1(40代)外出する
                                                                      

                                   18:20隣OF1(40代)婦宅する「こ・.r.、h'.」,"一・こ7.㍉一.1、.II眺・声r直、曳凡__「F',黍、弄疑7噛                                    1];`1.ダ'『1.コ、き昏1'1.lr9--一一一「08:25酎OF1(50代)ゴミをもってくる                                   1-F-L口二

                                   12:45嗣(0-9代x4)FO遊んでいる(子供たちの溜まり場?〉
                                   

                  
                 

」'一..一...

                                   'Σ一.一一一一"一F二17:55階1(50代)F1(50代〉玄関周りの掃除をする                                   、々「「.、」.闇.、・命、:一『...二.、:.一一.一`:.一.一.2階.__一一`"}r一祉一一一...r...唖一.一.「::.一.「{一面図二vヒ==1..//づ(4期す歩                                                                                                         08:20嗣oF1(50代)通過             
                       

1、r.一一r-.-r

                                                                      

                                   12:40間(40代)外出する17:55闘1(40代>FO外出する08:30隈1(50代>FOゴミを持ってくる08:25Fl(50代)播きだし窓の前でゴミの分別08:30閉OF3ぐ50代x3)ゴミの分別をしながら世間話
                                                                                                         

                             17:00甥OF1(20代)自転車に桑って通過07:55解1(60代)FO散歩をしている13:00闘1(50代)Fl(40代)バイクで帰宅する17:50瞬OF1(60代)自転車で出かける                              08:00階OFl(40代)軍で出勤する17:20閑OFl(40代)帰宅する

                                                          

                             14:25閑1(50代)FO彌宅する13:25闇OF1(50代)出掛ける                             
1「.目1'ゐ球..ヒ覧.一.一一1～r_「ノ.'「層.一一尼1≒ニシ'.巳.曜一lP三,'玉!!'へ「r・'、、"語「一.一唱膨r＼…『.『てユ'.rτb・・/...二蜴屯チ.で〆1-IId.・賓'.r/r馳曳'.1。、}一・一一⊥一㌧肩一磐㌦.一日'`'「r・.ボ1'・rS　『一f㍉、ゴ甲ノρ　』一・歯』T、・～',『ミ三「町、ん、,・・蟻;

                       
      

、」'臣11./㌘「1L7.≡.1■・F←"                             18:10階2(10代x2)自転軍に桑って通過「ρコ                              17:50閉OF1(50代)自転軍で、立ち止まる                             0一島「F..P「                             17:30閑OF1(30代)自転軍に桑って通過                              箒　_』II項1ト「.'EF.

                             

                             '『㌦鮎㍊一一」日L一.、,'.1r11P1占PL71ノ                                                           .;、17:20剛oF2〔50代〉立ち語を始める

             
 

               
「-r、夏,、〉く、.!.「薦、ご.艦罫幻.,いコー一.

                             18:10麟1(10代)FO自転軍をエレベータで上げる(2Fにとめる)          
                    

1'r'【.,ll・'5-r、                
              

一＼'＼、….1〆影＼・・、.ノノ・;1'1ノ・、ρrI1/ノ〆一耐.ミ}～'…一・/,,LP一懸桝.一L塚.'Pr'、'、.買.,,.託一濫.P.「ハ//'r脚.7,,/,'
                             

                             17:30胴1(60代)FO犬の敵歩から帰ってくるエレベータに桑る                             

                             18:15糟1(10代)F1(40代)親子でエレベータ前で立ち話する

         
                    

'【.「一叩島11据『≦罫驚1て塞一・馳-「震め賦'』ミ・3-s..rぜト、軋ノ、「Ir」一圃」一「

                             08:45閣OF1(50代〉玄関前に置いていた自転軍で外出する                                                                                      11「〆LJFP.「丁で、                              `,:二.∴

                             亨」:..、                             卜7■」.一」「                              ＼、、                             17:40助1F1(70代)外出する                              Tコ1.1.'}『「

                             一一一.L賦訓▼;.-可1、～」そこ■・...ニニ_一一一一1...1.-7,㌔                             _」.認竺芋～賓罫、㌧!'//7「/　r-'一階平面図..Ir(4期すずらん)「

                                                          

図4-2人の表出(1階・2階8月8日調査)  ⑧゜ 510

　臨図　
20m
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團凡例

時間
性別(M/F)・人数・(年齢層)
行っていること

                         数・(年齢層)

                         08:40閣1(50代>FO玄関に挟まった手紙を取りに来る                          09:10隅1(50代)FO1階においていた自転軍にのって外出                          18:20閾1(50代)FOオープンスペースを見ている

                                                                                                    III一.㌔L.1!ll..,＼旨1揺読菰＼,一(劣誌縫/々鱗;;1鍬・・ぐ一・逡艶眉'＼浴㍉…18:40胴(40代)FO友逮が遊びに来る                         

                         「一瞬1』「一一r曙一㌦_L'
                         n14:25闇1(50代)FOオープンスペースをじっと見ている

                         1、

                         14:05閣oF1(沁代)真下の3階の住宅へ行く

                                                  .1.一.一一一_一一.§§Lゴリ」.,一、.＼「,'1;.轟一.1.                         Il.IIFI2r■1.幽1＼」鞍ノ罫/一ξミ新…〃ミ㌧匂1く、グ鵡〆〆期すずり
           

              
r■L:一」一_一司r-■

                         

                         08:50閣1(60代)FO犬の敵歩へ行く『!「㌃「一⊥蓼一一『一

                         

                         09:05凱OF1〔10代)犬の散歩に行く一_づ二適盤.藝』締i…購:1;裾」

       
                  

1「'1.II鰭馳、馳.ハ!'.fI!,く'噛'!1ζ・気メ.、、、ノ1、・噌'ウ、馳メ,「1...づ,.タジ・ニニー_　と                          ∠覧ご矯;、"「卜1

                         

                         09:10晒oF3(0-9代、10代、50代)累族で外出瞭　…/　Il///

                         一}一一}一.一.一ゴー一一

                         

                         09:25閑1(60代)FO犬の敵歩から帰ってくる、、__一一二_一一一=ニニニー一一.…一一一=;一一.一一一　4比平面図.一　ン

                                                  

                         14:20偵、(60代)FO外出する07:40胤〔60代)犬のエサやり                          12:35閉1(60代)FO椅子に座って犬の世言舌をする14:05鼠1(60代)F2(O-9代、10代)犬の世話をする                         17」10H1〔50代)F2(0-9.10代)犬の散歩から帰ってくるその後、ベランダで犬の世話をする17:35閣1(50代)FO犬の散歩から帰ってくる18:15閉OF1(10代)犬の世話をする
                                                                                                    

18:05

 閉O

F1(50代)
外出する

18:15

 用O

F1(50代)

帰宅する
花壌の水やりをする

18:35
HO

F1(50代)
外出する

17:12

MO

F1(60代)
通行

12:50

團1

F2(40代x2)
二人で外出する

09:30

 闇O

F1(50fk)
玄関前の播除をしている

14:00

劇1(10代)
F2(40代、10代)
蝿宅する

12:40

 閣O

F2(50代x2)

お隣さんが何かを伝えに来る

08:00

Ml(0-9イ」t)
FO

ベランダ播除の手伝い

08:35

麟1(0-9f℃)
F1(50{aこ〉
自転軍にのって外出する
エレベータを利用して家
の前に置いている自転軍
を1Fにおろす

12:45

M1(0-9{℃)
F2(50{℃x2)
立ち話をしているそばで
子供が待っている

13:GO

HI(10代)
FO

外に遊びに行く
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13:20

憾1(5014こ>
FO

お隣へ遊びに行く

08.00

M1(0-9代)

FO

ベランダ掃除

17:50

Ml(0-9)
FO

ベランダで遊ぶ

13;00

閣1(10代)
F4(50代x2,40代,10代)
娘の家族が荷物を届ける
(隣家の人も頼んでいた模様)

08:35

M1(60{iこ)
F1(5eK)
立ち話をしている

08:35

M1(60代)
FO

外出する

1フ:15

 麟O

F1(50{℃)

外出する

17:15

 翻O

F1(50{t)

隣家へ遊びに行く

18:20

 開O

F2(0-9代、20代〉
蝿宅する

18:35

閑2(O-9、10イk)
FO

外で遊んで帰ってくる
自転軍を玄関前に置く

図4-3人の表出(3階・4階8月8日調査) ⑥゜」温L一謡゜m
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て行った。調査の内容は,①共用廊下(立体路地)の利

用と意識,②屋上や集会所など共用空間の利用と意識

③団地内の付き合いについて,④島団地の評価,⑤基本

的属性である。本稿では,特に①共用廊下(立体路地)

の利用と意識に注目して集計する。

入居世帯は104世帯であるが,調査時点での居住世帯

は101世帯で全数配布,回収票は45票で,回収率は

44.6%である。

回答者属性は,男性が25票(42.2%),女性が19票

(55.6%),性別不明1票(2.2%)で,男性の平均年

齢は59.6歳,女性の平均年齢は60.5歳であった。世帯

属性は,単身世帯が20票(44.4%),2人世帯が12票

(26.7%),3人世帯が6票(13.3%),4人世帯が6

票(13.3%)であった。

居住年数は居住棟により異なり,9年から5年の幅が

あるが,建替え前の島団地からの転居世帯は37票で,5

世帯は他の住宅から,3世帯は不明であった。転居世帯

37のうち,ワークショップに熱心に参加したと応えて

いる世帯は,20世帯であった。

ロ気に入っている日何とも思わない留よくないロ無回答

〈回遊性〉
他の棟に廊下を使って
移動できることに対して

422% 灘灘・
〈庭先・ハ'ルコニーアクセス〉

窓こしに話せることに対して
333% 霧 o

〈庭先・ハ'ルコニーアクセス〉
住戸の領域が

あいまいなことに対して 一澱構 7°

〈軸のズレ・曖昧な空間〉
共用廊下の幡が

いろいろなことに対して 133・羅嚢纏 111%

5.2立体路地の評価

設計者が立体路地の設計意図としてあげた①回遊する

立体街路,②庭先・バルコニーアクセス,③軸のズレ・

曖味な空間,の3点について,居住者にとってわかりや

すい言葉にして居住者の評価をたずねたのが図5-1であ

 る。

①立体路地の回遊性は評価が高く,42.2%(19票)

が気にいっていると答えている。②庭先・バルコニーア

クセスは,窓越しに家と外で話ができるという行為につ

いては,半数が何とも思わないと答えているものの,

33.3%(15票)が気に入っていると答え,15.6%(7

票)がよくないと答えている。しかし,それぞれの住戸

の領域が曖昧になる空間については,42.2%(19票)

が良くないと答えている。③軸のズレ・曖昧な空間につ

いては,気に入っているとの答えは13.3%(6票)しか

ないが,良くないとの答えも20.0%(10票)で,居住者

は特に気にする事なく使いこなしている。

②庭先・バルコニーアクセスについて,さらに詳しく

たずねた。「廊下を通る人が気になりましたか」との質

問に対し,46.7%(21票)が「あまり気にならない」,

13.3%(6票)は「気になったが慣れてきた」と答えて

いるものの,35.6%(16票)は「気になるので対策を

講じた」と答えている。しかし,柵を作って通れなくし

たといった具体的対策は4票と少なく,カーテンを閉め

ている(14票),鉢植えなどのものをおいている(3

票),窓の内側に視線をさえぎるものを置いた(2票)

というような簡易な工夫により対応している。

総合的にみて,「この団地を好きですか」とたずねた

o%20%40%60%

図5-1立体路地の評価

表6-1ヒアリング対象者属性

80%100%

     性別,年齢住戸の階数家族構成
     A女73歳3階4人

     B女73歳2階夫婦と孫2人

     C女60歳代3階単身

     D男60歳代2階単身
     E女60歳代3階単身

     F女50歳代2階単身

     G女64歳2階単身

     H男49歳2階夫婦

ところ,37.8%(13票)が「好き」と答え,「好きでは

ない」という答えは13.3%(6票)であった。

5.3まとめ

立体路地にこめられた設計者の意図は,居住者にとっ

て不都合が生じれば認識されるが,不都合がない場合に

は,そうあって当たり前のことと感じられ,慣れてしま

うため,あえてプラスに評価されることは一般に難しい。

立体路地にっいては,住戸の領域が曖昧になる空間とし

ての評価は低いが,窓越しに人と話すことができるとい

う行為を取り上げると,必ずしも評価は低くない。さら

に,通行する人が気にはなるものの,具体的に物を使っ

て遮蔽することはなく,内側からカーテンを引くといっ

た簡易な対策をとっており,総合的にも団地が好きでな

いとする回答は,13.3%に過ぎなかった。以上を総合す

ると,立体路地はアンケート調査においても居住者に受

け入れられているといってよい。

6.日常生活行動に関するヒアリング

6.1調査の概要

1年を通じて調査を行った後,7月21日に特に1階で

はない住戸の居住者に対し,立体路地の利用についてヒ

アリングを行った。ヒアリング項目は,立体路地の使わ

れ方と評価,他の人の立体路地の使い方に対する意見な

どである。調査対象となった8人の属性を表6-1にまと

める。
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6.2調査の結果

(1)家の周りを人が通ることについて

8人のうち,家の周りを人が通ることについて,気に

なると答えたのは5人だった。「知らない人が通ると怖

い」,「夏の夜に窓を網戸にして寝るのは気になるので

閉めている」,「気になるので,目隠しシートを張って

いる」と答えていた。気にならないとする人は,「通っ

ても隣の人だから」との答えであった。一方で,立体路

地を歩くときには,「よそのうちをあまり見ないように

意識している」,「いつも窓を開け放している家の前は,

あまり通らないようにしている」との声も聞かれた。

(2)立体路地の掃除

8人全員が日常的に立体路地を掃除していた。どの範

囲を掃除するかとたずねたところ,6人が「家の周りを

掃除する」と答え,玄関から自分の家の窓が面している

立体路地すべてをその範囲と答えた。掃除をすると答え

た人は,水をまいて箒やブラシでこするといった掃除方

法をとっていた。5人のうちの一人は,「家の周りから

通路まで」を掃除の範囲としていた。「夏の夕方には,

立体路地に水を打つ」という人もいた。

(3)立体路地への吐き出しの窓の利用

窓からの出入りをどのようなときにするかをたずねた

ところ,2名が「洗濯物を干すとき」,「玄関に郵便物

を取りに行くとき」と答えた。

(4)自分の空間

あなたが自分の空間と感じている範囲はどこかを尋ね

たところ,「家の周り」,「家の庇があるところまで」

と答えた。その範囲であれば,立体路地の手すりに布団

を干したりもしている。「人が通ることを考えて,邪魔

にならないように使うよう心がけている」との答えもあ

った。5人が「家の周り」で,草花を育てていた。家の

前で草花を育てているのは,「よその子供が草花をくれ

るから」と答えた女性がいた。

(5)他の人の立体路地の使い方への意見

自分の領域をめぐっての近隣のトラブルはまったく聞

かれなかった。他の人の立体路地の使い方,占有の仕方

に対する不満もなかった。子供が走ることを腹立たしく

思っている人もいたが,子供の自転車の練習を立体路地

でさせた人もいた。

6.3まとめ

ヒアリングの結果から,居住者は集合住宅に住んでい

るにもかかわらず,あたかも戸建住宅に住んでいるかの

ように,自分の家の周りを自分の空間と感じ,かつ自分

が管理すべき空間として,掃除をしていることがわかっ

た。自分の領域と感じる立体路地は,自分の家が面して

いるところ,自分の家の庇があるところとそれぞれが明

確に認識しているため,トラブルもなかった。また,立

体路地の自分の空間で行われる行為は,接地している住

宅で行われるような,家の周りの掃除夏場の水打ち,

草花の栽培であった。

7.考察一設計者の視点と研究会のまとめ

御坊市営島団地再生(1-5期)は,物的にも人的にも

疲弊し,荒廃し,環境的にも景観的にも地域の中で連続

性を欠いていた環境の改善である。建替基本構想の持つ

基本的なスタンスは,「住民の主体形成」注6)であり,

居住者の主体性の発達を促す仕組みを組み込むものであ

るが,それは,再生公営住宅の計画プロセスとしてだけ

にとどまらず,本来,ハードな集住環境自体がそういっ

たものであるべきだという設計者自身の考えにも基づい

ている。本研究テーマを「南廊下型立体路地に関する研

究」としたのは,生活者の主体性の表現,表出行為が,

公営住宅に限らず,現代の一般的な集合住宅に採用され

ている玄関ドアー枚で隔てられた北廊下型アクセス形式

のものにはなかなか見られないことから,本プロジェク

トに特徴的なリビングアクセスを主体とした「南廊下型

立体街路」を題材にして,次代の集住環境形成手法とし

ての可能性を探りたいということからであった。

設計者自身が主査であることから,アンケートや観察

調査は,設計者以外の研究会委員と研究協力者によって

行われ,結果の読み取り,分析作業の段階で,委員と主

査による議論が交わされた。その上で,気になる部分に

ついて,再度の調査が行われた。

モノ観察調査でもヒト観察調査でも,モノと領域,ヒ

トと領域に関しては,おおよそ計画時に予想されたよう

な結果であるが,上層階住戸まわりにおいて,地べたに

接し庭先を持つ地上階住戸である1階とほとんど同じ現

象が観察されるという結論,地面で行われている行動と

同じ行動が立体街路で行われているという結論が,こう

もはっきりと得られたことには,少なからず驚いた。

アンケート調査の結果からは,「気に入っている」で

もなく「良くない」でもない答えが多いのが特徴的で,

これをどう解釈するかで議論した。①の回遊する立体街

路は,42.2%が気に入り,40.0%が何とも思わず,

ll.1%が良くないと答えている。82.2%が基本的に賛同

していると考えるのか,何とも思わない,の40.0%は

評価していないと考えるのかが議論の対象になった。極

端なのは,③軸のズレ・曖昧な空間で,気に入っている

と答えたのは13.3%にすぎず,しかし,良くないとい

う答えも20.0%で,55.6%が何とも思わないという答

えである。無回答も11.1%あり,明らかに良くないと

答えた13.3%以外の86.7%を基本的に賛同していると

考えるべきなのか。それらは,モノ観察調査とヒト観察

調査との重ね合わせをすることで,研究会としての結論

一123一
住宅総合研究財団研究論文集No.34,2007年版



とした。感覚的にも全員が合意できる結論である。

つまり,住民には,こちらが想定したような,北廊下

に対する南廊下や立体路地という考え,意識はなく,普

通の,つまり下町の戸建て住宅にあるような庭先として

使っているのである。だから,庭先を人が通るのは気に

なるけれど,仕方が無いものとして簡単な処置で対応し,

玄関前に水もまけば,犬も飼い,自転車の練習すらする

のではないか。すなわち,立体街路を持つ集合住宅とい

うよりは,いわば,立体庭先住宅,積層庭先住宅といっ

たようなものとして認識されており,いや,特別な意識

もなく普通に積層状態の中で暮らしており,そのような

状態を,37.8%が気に入っていると答え,好きではない

が13.3%,無回答を含む48.9%がごく普通に暮らして

いるという結論である。好きではないと答えた以外の

86.7%が,この立体庭先住宅に賛同しているとすれば,

今後も充分に検討されて良い集住形態と言えるのではな

いだろうか。ただし,ワークショップに参加していない

転居住民の中には,多少のとまどい(予期せぬとまど

い)が見られ,慣れるのに時間が要するとの意見が見ら

れた。

結局,御坊島団地再生(1-5期)における,南廊下

型立体路地は,住民意識としては立体廊下でも立体街路

や立体路地でもなく,住居も含めて,立体庭先住宅であ

ったというのが結論である。それゆえに,生活の表出や,

主体性の表出も見られるが,そのような庭先を持つ下町

戸建てと同様のものであり,総じて,気に入っている点

も良くない点も,それらと同質のものである。

そもそもこの団地再生において実現しようとした全体

集住環境イメージは,「環境構造としての立体集住街

区」「立体集落」iF.7)であり,本研究で言うところの,

「南廊下型立体路地」はそのためのひとっの,しかし重

要な要素として,「立体街路(路地)」として計画され

たものである。1期の入居後半年ほどを経過した時点

(1996年)での観察結果として,すでに『特に立体街

路(路地)には,いつも人気があるだけでなく,実際に

洗濯物を干したり取り込んだり,あるいは立ち話をする

人の風景が見られるし,午後になって学校が終わると,

住民の子供だけでなく,周辺の子供たちも加わって立体

的な遊具と化している感もある。実際,立体街路(路

地)階の風景は地べたの風景そのものに思える部分も多

く,ここで撮られた写真は,知らない人が見たら1階の

写真と見間違うものである。』il'8)という記述が見られ

るが,10年を経て,同様の観察結果が確認できた。本

研究で解明された住民意識は,立体路地という手法だけ

から形成されたものではなく,さまざまな手法が複合さ

れて形成されたと考えられ,どのような手法がどういう

関係性を持ちながら,「立体庭先住宅」という住民意識

を形成するのに寄与していったかの分析を次の課題とし

て,本稿を終える。
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