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環境と応答する住宅

小玉 祐一郎

榊戸勤時工科大学環境・建築デザイン特ヰ教授）

住宅は，周辺の環境との応答の上に築カれる。気候風土や出掛土会の違し、は，その応答の形に影響を与え，多様なコミュニティと建

築の形を生み出してきた。我が国のようなI副長地では，古来「夏を旨」とする開放的な空品守構成を鞘数としてきたが， 20世紀の人工

環境技術の普及は，次第に室内空間の閉鎖化を促してきた。近年の省エネの要請はさらに閉鎖化の傾向を強めているようにもみえるが，

一方で，環境との応答をしながら，省エネを達成し，か寸埴な室内気候を形成しようとし、うパッシブ‘デザインの動きがある。持命で

は，現在のパッシブ、デ、ザインの位置付けを試み，温暖地における環境と応答する住宅の意義と可能性を論じる。

キーワード 1）ノ匂シブ、デザイン， 2）環境との応答， 3）室内気候， 4)1部乏地， 5）レスポンシフ‘
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はじめに

1. 1 気候風土と建築

建築は一つの環境単位と捉えることができる。そのま

わりにはより大きなスケーノレの環境がある。建築は社会

的な意味でも物理的な意味でも，常に何らかの形で周辺

の環境と応答しながら存在している。一般に，社会的な

意味での応答は建築計画の分野，物理的な意味での応答

は環境工学の分野で扱われるが，これらの 2種類の応答

関係の聞には密接な関係があり ，一枚のコインの裏表の

ようなものだと捉えることも可能だ。筆者には，そのよ

うな強い予感がある。住宅と周辺のコミュニティとの疎

遠な関係が問題とされた時には，その回復を図る意味で

「応答」 （レスポンシブ）という言葉が用いられること

がある。また，環境との共生を重視する団地では，団地

内の身近な自然の世話や維持を共同で行うことでコミュ

ニティ の回復を意図される例も少なくない。小論で、は，

主として，環境工学的な視点から，住宅と自然との応答

関係を取り上げることとする。

建築という人工空間と自然との境界は，建築の外皮ー

シェノレターと呼ばれることがあるが，建築の設計とは，

この外皮を通して生ずる内と外の様々な関係を構築する

ことである。歴史的にみれば，外界の激しい気候の変動

を和らげ，安全で健康な室内空間を確保することが，シ

ェルターとしての建築の基本的な役割のひとつと考えら

れてきた。ヴァナキュラーな民家はその原初的な実践で

あり ，そのバリエーショ ンの豊かさは地域の気候風土の
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多様さを直裁に体現している。世界の民家を調べ歩いた

Jフィッチに習えば，ヴァナキュラーな民家のシェノレ

ターとしての建築原理は，おおまかにふたつに分類され

る（図 1-1)。ひとつは，寒冷地や砂漠などの気候地域

における，閉じることを優先した「遮断的Jな建築原理。

そこでは過酷な気候条件から遮断し，室内空間を守るこ

とが第一の要件と される。高断熱 ・高気密化の／レーツも

ここにある。

一方，温暖地に向かうほど建物外皮は軽装備になる。

外界との関わりは「選択的」に行われ，時に遮断し， H寺

に開いて，日射や風を入れる開放的な建築原理がもっぱ

らになる。これがもう一つの建築原理だ。アジア・モン

スーン地帯にある我が国の住宅（図 1-2）も，元来は

「夏を旨とすべしJに象徴されるように温暖な気候への

選択的 ＊／＼ 遮断的 。

図11 選択型と遮断型ーふたつの原型
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図12 温暖な気候への配慮がされた日本の伝統的な建築

配慮、がされてきた。周囲の自然環境とのバランスの上に

室内環境を整え，室内気候を調節する環境制御装置であ

った。

ところが，潤沢なエネルギー供給に支えられて暖冷房

が普及する 20世紀半ば以降，このような建築原理によ

らずとも，室内気候が制御できると考えられるようにな

った。環境の束縛から建築が解放されたと人々が受け止

めたとしても不思議で、はない。それほどこの技術がもた

らした恩恵は大きかった。外の自然の変化は「外乱」と

して遠ざけられ，室内環境を人工的に制御する志向性が

生まれた （図 1-3）。いつでもどこでもスイッチを入れ

さえすれば，安定した室内環境が手に入るという恩恵は

絶大であった。都市化に伴う外部環境の劣化はこの技術

への依存に拍車をかけるこ とにもなった。この技術の最

大の恩恵を受けたのは，騒音や空気汚染に悩まされる大

都市であったといってもよい。

「建築の熱的な性能を高めた上で，もし不足するなら

ば外部からのエネノレギー補給で、まかなうJという原則は，

安価なエネルギーの供給によって崩れ去り，文字通り力

任せに，室内気候制御を行う風潮が支配的になった。こ

のような風潮にフ守レーキがかかったのは 1970年代のエ

ネルギー危機の時で、ある。最初はエネルギー資源の枯渇

に対する危’倶から省エネルギーが要請されるようになっ

た時期である。エネルギー供給に過度に依存する危うさ

と共に，外界と遮断された均質な空間のつまらなさが指

摘されるようになったのもこの時期である。また，経済

学者のE.Fシューマ ッハが「スモール イズ ビュー

ティフノレ」を唱えて等身大の技術の重要さを説いたのも，

生物学者のR L カーソンが『沈黙の春』を著して忍び

寄る生態系の危機を警告したのもこの時期であった。

1. 2 建築的手法と機械的手法

1976年，アメリカで、最初のパッシブソーラー会議が

開催され，建物の熱性能を向上させるための建築的手法

の見直しが始まった。最初は，化石エネルギーに代替す
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る熱源の開発として始まったソーラーハウスだが，やが

てそのような技術をアクティ ブソーラーと呼び，直接的

に太陽エネルギ一利用をする建築的な工夫をパッシブソ

ーラーと呼び区別するようになったのである。

もとより，室内気候制御のための「建築的な手法」と

「機械的な手法Jは相補的なものであるが，改めてパッ

シブとしづ言葉の定義がされ， 「建築的な手法Jによる

室内気候形成研究が急速に進展するきっかけとなった

（図 1-4）。それまでは多大な労力を必要とした複雑な

熱移動のシミ ュレーション解析がノ号ソコンの普及によっ

て身近になった時期でもあった。これもパッシブデザイ

ンの進歩に大きく貢献した。

1985年の全米ノ号ッシブソーラー会議では， 「高断熱

vs ソーラー」としづ議論で沸騰した。寒冷地であれば，

先述した「遮断型j 建築原理に見られたように，第一に

高断熱・ 高気密が望まれ 熱損失の大きな窓は小さいほ

うがよいと考えがちだが，多くの日射を取り入れようと

思えば窓は大きいほうがよい場合もある。この議論のポ

イントは熱損失と熱取得のバランスのとり方が地域によ

り，ライフスタイルにより 一様ではないということで

あった。省エネルギー効果が同じでも，環境との応答と

いう点から見れば，ソーラーのほうが一歩先を行くのは

いうまでもないが，日射の変動に影響される弱さもある。

どちらをとるかはそれぞれの人の価値観と好み次第であ

ろう。
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1 9 6 5年の未来住居

Environmentol Bubble 
F.Dalle呂ret

居住空間の鉱大

どこにでも住める

砂漠でも極地でも

宇宙空間一宇宙船（カプセル住宅）

都市空間一最も苛酷な居住環境条件

図1-3 外界と遮断された建築

・建築的工夫（パツンブ）

・設備的工夫（アクティブ） ，，．句、

／ 建~~＋，；＇.
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図1-4 住宅の環境計画・室内機構の形成
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図 1-5 ヴァナキュラーな 「遮断型」建築からの進化

再生エネルギ一利用による熱源の代替も 1 機器の効率化も，無暖房住宅も基本的には「遮断型」 の発想の延長にある。

この議論は後々まで続く。断熱 ・気密の技術，換気の

技術が進歩すると，室内で発生する熱だけで暖房するこ

とも理屈の上では可能になってくる。いわゆる無暖房住

宅の出現である。このような住宅では，日射は不要であ

るばかりでなく，場合によっては障害になる。夏のみな

らず，お天気のよい冬の日にはオーバーヒートする危険

があるからである。したがって，南向きの日射の多い窓

は望ましくなく，窓をつけるなら北向きのほうがよいと

する極端な論文も現れる。温暖地ではなくスウェーデン

の話である。ならば温暖地でのリスクはいうまでもない

ということであろう。

「遮断型Jの建築原理はここまで進歩したといえるが，

そこまで行かずとも，暖房設備の効率を上げるためには，

「遮断型」のほうが好ましいとしづ場合もある。省エネ

ルギーとし、う社会的圧力は，人工環境技術の効率を上げ

るために，閉じる傾向にさらに拍車をかける場合もある

のである。これが，ところかまわず外界から遮断された

建築が台頭する理由であった（図 15）。

パッシブデザインはグァナキュラーな建築，伝統的な

建築から多くの「温故知新」的教訓を得ているが，その

定量的分析がようやく可能になったのは，1980年代に

なって，非定常な熱移動の計算が容易になってからであ

る。また，それぞれの地域の気候データ整備が急速に進

んだこ とも，パッシブデザインの進展に大いに貢献した。

熱解析のツーノレと気候データの整備とあいまって，地域

特性に対応したきめ細やかなデザインを可能になったと

いえる。寒冷地の太陽エネルギ一利用暖房から始まった

ノ号ッシブソーラーは，暖房（パッシブヒーティング）だ

けではなく，建物の自然冷房技術 （パッシブクー リン

グ）をも射程に含めてし、く。筆者らは両者を含めてパッ

シブデザインと呼んできた。

1990年代になると，地球温暖化防止のために省エネ

が求められるようになった。住宅はもはや単純なシステ

ムのシェルターではなく，省エネであると同時に自然の

息吹が感じられることが，健康な住まいには何よりも欠

かせないと多くの人々が感じ始めた。環境共生という言

葉も生まれ，そこでは，季節の変化や現代の多様な住ま

い方に対応して，時に遮断し時に開放できる仕組みを建

物が備えること，自然に聞かれたレスポンシブな空間で

あることが求められるようになった。

1982年から始まり，ほぼ毎年国際会議を開催してい

るPLEA  (Passive and Low Energy Architecture) 

という国際ネットワークは，一貫して地域に根ざしたパ

ッシブデザインを標携している。

2. 温暖地のパッシブデザイン

2. 1 遮断的デザインの浸透

再生エネルギ一利用による熱源の代替も，機器の高効

率化も，無暖房住宅も，基本的には「遮断型」の発想の

延長にある。

既に述べたように，日本の伝統的な住宅の形態も基本

的に「選択的Jであった。ところが，最近の我が国の住

宅は「遮断的Jになる傾向が強し、ようにみえる。いくつ

かの理由が考えられる。この後，レスポンシブな建築の

可能性を論じる前に，その対極にある「遮断型」の特徴

を整理しておこう。なぜ，最近の我が国の住宅は「遮断

型」に陥りやすいのか，もう一度整理しておこう。

1 ）まずは世の中が物騒になってきたこと。安全のため

には防護を固める必要がある。これは都市化が進み，
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人々のコミュニティ意識が希薄になってきたことにも関

係あろう。都市の魅力である「自由な空気」はその匿名

性や個人主義にあるとされるのだが，その行き過ぎがコ

ミュニティ意識の喪失につながっているという説にも説

得力がある。

2）騒音や空気の汚染とし、う物理的な環境悪化も考えら

れる。窓を開けようにも開けられない。

3）もう一つの隠れた要因は 冷暖房機器の進歩・普及

である。不安定で頼りにならないお天気をあてにするよ

りは，徹底的に遮断した上で効率よく空調したほうが手

っ取り早く，わかりやすい。暖冷房というのは負荷の発

生状況にあわせて熱を補うという方法だから， 室内を一

定に保つのはお手の物だ。住宅を売る側からすれば，お

客のクレームも出にくい。まさに全天候型の空調技術ゆ

え，急速に普及した技術であった。欠点、はエネルギーの

大量消費だが，いっそうの遮断をすれば省エネにもなる

という理屈も喧伝された。

4）住宅の性能を科学的に評価しようとする動きも遮断

化を助長する要因になっているフシがある。性能評価は

歓迎すべきことだが，定量的に性能表示できる項目とい

うのは「遮断的」なものが多く ，情緒的で定量化できぬ

ものは無視されてしまう傾向があるのだ。定量化できぬ

ものを評価しないのは科学者の尊敬すべき良心であるの

だけれども。ともあれ，外界と遮断した時の性能は明確

に数値化される。断熱性，気密性はその代表的なもので

ある。これに対して，窓を開けた時の性能はなかなか基

準化しにくい。太陽の暖かさ，風の気持ちよさは誰でも

感じるが，性能化になじまない。太陽や風は空間的にも

時間的にも変動極まりなく，文字通りお天気次第であて

にならないということもある。

2. 2 藤井厚ニと聴竹居

「選択型」の設計技術，環境制御技術の進歩は，高断

熱 ・高気密といった「遮断型」の技術や，遮断した上で

暖冷房する技術に比べるとだいぶ出遅れている。その大

きな理由は，先述したように，外界の多様で変動の大き

い気候要因に左右されるため，科学的な解析が困難だと

いうことである。

建築的な方法による室内気候の調節は，かつては「建

築計画原論Jと呼ばれ，建築学における建築計画の一領

域として位置付けられていた。その基礎を築いたひとり

に藤井厚二（1888～1938）がし、る。藤井は 1920年代に

欧米を歴訪した後，日本の気候が西欧と異なることに着

目し， 日本の風土にあった理論の確立を図ろうとして

『日本の住宅』 (1928年）を著した。しかしながら，

建物の性能設計は数多くの変動する気候要素に影響され

るため，理論化は容易ではなく，実験住居を建てて性能

を検証する以外に方法はなかった。その非定常な現象の

分析は，後々のコンピューター解析を待たねばならなか

ったのである。

藤井はそのような困難の中，限られた科学的知識と直

感にもとづいて，実験住宅の設計をし，実際に建て，自

ら住み，その性能の実験的な検証を試みた。 5番目の住

居である「聴竹居（図 2-1，写真 2-1)」は昭和初期の

数寄屋建築の代表例とされるが，様々な実験的な室内気

候制御の試みが仕組まれている（表 2-1，写真 2-2）。

図2-1 聴竹居平面図

写真 21 聴竹居南面外観

2. 3 グラパ一邸にみる先進性

1859年に長崎に来日 して日本の産業の近代化に貢献

したスコットランド生まれのT.B.グラパーが建てた自

宅（1863年）は，長崎で残っている最も古い洋風建築

のひとつである（図 22，写真 2-3）。いわゆるコロニ

アルスタイノレには，植民地が東進するにつれて，地域の

気候に適応して行く過程を見出すことが可能である。寒

冷地生まれと考えられる「遮断型」モデ、ノレが，蒸暑地・

温暖地の気候特性に適応しつつ「選択型」に変化してゆ

く過程を見ることができる。グラパー邸にはさらに複雑
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表 2-1 聴竹居で用いられた環境調整技術

対象部位 環境調整技術 効果・ねらい

基本条件
外界気候の考慮 冷却・倹気など

主風向の考慮と平面計蘭 冷却・換気など

南北二列に部屋配置 日射日照調整

平面
縁側の設置 日射日照調整

開政性・可動間仕切・欄間 気流の生起・促進

主風向の考慮と平面計画 気流の生起・促進

木舞壁 ・煉瓦壁が良好 （土蔵壁） 遮熱

壁 壁内中空麿を小区分 断熱

壁内中空層に外気を流通 冷却

瓦屋根・（柿葺） 遮熱

屋栂
屋被裏の利用・妻面の換気 冷却

庇の設置・深い軒 日照調整 ・雨仕舞

室内、屋根裏、床下の通風筒連結 換気

引退戸 換気

窓・開口 硝子と紙障子の一重窓 保温

紙障子の敷光性 採光

床下換気口 湿気除去

床下 室内への導気筒 冷却

土中換気筒 冷却（保，旦）

住まい方
夏季午後4時以後の外気取入れ 冷却・換気

寒暑変化に対応した室内移動 日射日照調整

平家建て （二階建は階段室換気必要）

生活改善
用途別の部屋 （居間と寝室、食堂と台所）

坐式の問さ上げ（30cm）、鹿鍋式と同室

開放的な空間をつくる

レ 圏三三酉lI ；？ィー‘＇・1 I 

国箇・・h司.， ::.I邑；ー. :.I薗歯医塁1

写真 22 建築的手法による室内機構制御 （聴竹居）

（左上台所屋銀裏への通風口 I 左下 妻面の換気口，右縁側屋根裏

への通風口）

な過程を見ることができる。この住宅の特徴は，煉瓦造

に匹敵するような厚い土壁を持ちながら，開放的なプラ

ンを持ち，広いベランダ空間を含む内部空間を大きな屋

根で、覆っていることである（写真 2-4）。すなわち 1) 

日射を十分に遮りながら， 2）通風や換気が随意な開口

部を多く持ち， 3）室内に冷気を蓄えておける熱容量を

有していることである。これらは優れたノ号ッシブクーリ

ングの工夫とみなすことができる。

グラパー邸は，大規模な改修が何度か加えられている。

その変化を仔細に見ると，温暖地への適応の後に，冬の

寒さに対する防護の工夫が施されていることが発見され

る（図2-3）。一年を通じた季節の変化に応答する建築

-37-

的な仕組みを読むことが可能である。グラバー邸におけ

る夏期と冬期に対応した環境調整技術は実に多様である

（図2-4，表2-2）。

来

図2-2 グラパー邸配置図

写真 2-3 グラパー邸函面

写真 24 ベランダ空間

1 ）夏の日射遮蔽効果の検討（模型実験） （図2-5)

客用寝室や応接室等の主屋部分では，府による日射遮

蔽の効果が大きい。グラパー邸における深い庇とベラン

住宅総合研究財団研究論文集No.37, 2010年版
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図2-3 グラパー邸平面図の変遷

1887年には温室が付加されている。

図2-4 グラパー邸平面図

表2-2 グラパー邸で用いられた環境調整技術

部位 工夫 機 舵 効 果

2まい底 ｛ヴェランザ） 日射華厳

大きな贋根蕊 夜間の紋陵商大

大きな！冒4匝獲111r.i 1悼の上昇の避延
屋根

煙出し 冷却、後置

瓦臆椴 日射燃の室内進入の遅延

菱銀天芥 冷却、役艶

夏 自主事司E援 遮黙．抜放j誕
司量

士聖書 議冷

床下 床下換貫ロ 7令部．偉盟、紡湿

窓 鐙戸 日射遮蔽、換気

栂郊 ~：置の促進

案内!11r.ll -lf:に対して複数のドア 気況の促進

ll根裏への機質ロ 冷却、豊島買

自主事権壁 設依；；

lit 
士宮ま 冨黙

鏡戸 断然
忽、 望E

天窓 日射取得

室内空間 >lt1! 保滋

設燭 議伊 放熊

ダは，夏の日差しを遮り，室内への日射熱の侵入を抑え

る方法として有効であることがわかる。

2）熱容量による蓄冷効果の検討（シミュレーション）

グラパー邸の応接室，客用寝室，婦人室を対象として，

自然室温変動と冷房したと仮定した時の年間冷房量を計

算した。熱容量は，現状の土壁とそれを木造，煉瓦造，

石造に変えた場合の4通りのケースを比較した。換気は

夜間換気モード（ 8-18時 。換気回数2回／h, 18～ 

8:00 12:00 16:00 

夏期 町晶過園

E彊雷重罰
~曹置罰

t・・i:;;:-;; ~\i 

Lこ；、a、！

中隣期

冬期

図2-5 模型実刑図

夏至における室内の日射侵入の状況を示す。客用寝室や応j菱重Z等の主屋

部分では1 庇による日射遮蔽の効果が大きい。

8時．換気回数 30回／h）を使用した。シミュレーシ

ョン計算は，筆者らが開発したシミュレーションプログ

ラムPAS SWORK＂に準拠した。

自然室温変動（図 2-6) 木造にした場合は，最も室温

の変動が大きい。日中に外気温が上がると室温は上昇し，

夜間は外気温とほぼ同じ室温となる。土壁，煉瓦，石壁

とした場合の室温は，日中の室温上昇が木造と比べて 1

～2°C抑えられ，蓄冷効果は大きく，ほぼ同じような変

動になる。

（℃） 

35 

外気；昆

30 

…・木造
一ー土量産
u ・石it
m…レンガ

20 

0 12 0 12 12 (Time) 。
図 2-6 8月の自然室温変動（予測）

土壁を木造壁にした場合はf 室温の変動が大きくなる。日中に外気温が

上がると室温はよ昇し。夜間は外気温とほぼ閉じ室温となる。土壁，煉

瓦1 石壁とした場合の室温は，日中の室温が木造と比べて 1～2。C抑え

られf 畜；令効果は大きい。

年間冷房負荷量（図 2-7) ：：最も負荷が大きいのは木造

壁の場合である。土壁，煉E，石壁とした場合の年間除

去熱量は，木造と較べてどの部屋においても半減する。

熱容量は大きいほど望ましいが，グラパー邸における土

壁は，夜間換気による蓄冷効果を得るための十分な熱容

量をもっているといえる。

3）実測による室内気温の検討 （図2-8)

一般公開されているため実測時の換気は，日中に窓を

開け，夜間に窓を閉める。また，エアコン等の冷房機器

口。
円ぺ
U
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図2-7 年間除去熱量の比較 （予iHIJl

土壁の年間除去熱量（冷房量）はl 木造壁と較べてどの部屋においても

半減する。また，煉瓦と石壁にした場合は，土壁と大きな差はない。
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図 2-8 実測結果（2007年 9月4日～ 7日）

夜間の室温の実測結果をみると各部屋とも比較的高温で安定している。

これは室内における土壁の熱容量が影響し？室温の変動を抑えたため。

夜間換気を行えば室温は低く安定する。

は使用していない。実測した4日間をみると，外気温は，

日中は 30℃を超えた日が殆どで，最高で 32°C程度まで

上昇した。夜間は， 25°Cを下回った日はなかった。

応接室の室温変動は，最高室温は晴天日であった 9月

5日の午後 2時頃で 30℃に達した。閉館後（午後 9時

半以降）は外気の影響が殆どなく，室温は 28℃前後の

高い温度で安定する。また，開館時の午前7時半頃には

開口部が聞き外気が導入されるため，室温は 1℃程度低

下する。夜間の実測結果をみると各部屋とも比較的高温

で安定した室温変動になる。実測時の換気は，外気温の

高い日中に行われていることから，蓄冷効果が小さい。

換気設定を夜間に変更することで，さらに室内温熱環境

の向上が予想される。

グPラパー邸のパッシブクーリング手法として， 1）大

きい屋根と深い軒による日射遮蔽， 2）各部屋が冷却換

気効果を得るための開放的な計画， 3）土壁の熱容量に

よる冷却効果は，いずれも夏期の室温低下に有効である

ことがわかった。

3. 環境と応答するデザイン

3. 1 レスポンシブ・ビルデイング・エレメン卜

近年に至って，自然エネルギ一利用の機運が高まると，

外部の環境を隔絶するのではなくむしろ積極的に取り入

れ，活用する対象とみなされることも多くなってきた。

太陽熱，自然光，自然風，気温の変動など，ポジティブ

な価値が再発見されたのだといってもよい。その背景に

は，常に変動し，かっエネノレギー源としてはポテンシヤ

ルの低い外界の気候要因をも利用可能になった技術の進

歩・成熟がある。このような冷暖房，換気，照明などの

関連する要素技術は，レスポンシブ・ビルディング・エ

レメント（環境応答型要素技術あるいは建築構成単位）

と定義し，その技術が組み込まれた建築をレスポンシ

ブ・ヒツレデ、イング（環境応答型建築）と定義されること

がある（ IE A  ECBC S国際共同研究アネックス

44）。

明らかなように，環境応答型建築のデザインでは，一

世代前の外乱隔絶型の省エネルギー建築とは異なるアプ

ローチが求められる。一般に省エネルギー建築には，

1 ）建物自体の性能を上げ，空調や照明などの負荷を低

減するためのローエネノレギーデ、ザイン， 2）高効率な人

工環境設備システムの採用と効率的な運用のふたつの要

件が求められるが，環境応答型建築では，これに， 3) 

外界の環境ポテンシャルの活用という自然エネルギ一利

用の要件が加わることになる。 3）の導入によって，

1) 2）に求められるデザインや設備システムの内容

も従来のものとは異なってくる。例えば，外乱の影響を

避けるためもっぱら「閉じる」ことが重視された建物は，

時に応じて「開く」ことが求められ，建物モード変換機

能が重視されるようになるであろうし，また，電気やガ

スなとやの在来エネルギーの手lj用を前提に最適化された設

備システムも変更を余儀なくされるであろう 。 1) 

2) 3）の手法が多様化するとともに，それぞれの手

法をどのように選び，組み合せるか，デザインと技術の

統合がデザインプロセスの大きな課題となる。環境負荷

低減を目指す建築の進化を想定し，進化の段階ごとに達

成される省エネルギーとの関係を示すと図31のように

なろう。従来のエネルギー消費型の建築はまず，設備シ

ステムの効率化によってある程度の省エネが達成される。

次に自然エネルギーのような再生利用エネルギーの導入

によって省エネはさらに促進される。これは単なるエネ

ルギー源の代替にとどまらず，環境応答性を考慮した設

備システムの革新や新たな建物自体の低エネルギーデザ

インの開発を促し，次の段階ではそれらの統合による相

乗効果がいっそうの省エネを実現する。環境応答型建築

のゼロエネルギーを達成すると同時に，周辺環境との親

和性をより強めると期待されるのである。

環境応答型建築の設計のプロセスでは，通常の設計よ

りも多くの関係者との連携や同意を必要とするであろう。

クライアントの意向は建物の特長に強く反映され，建築

家は関係者の意見を集約して方向を決定する役割がし、つ

日
可
υηο 
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そう重視され，エンジニアはデザインの初期の段階から

積極的な関与が求められる。地域特性の分析や建物の性

能予測も必須条件と してプロセスに組み込まれる必要が

ある。

仁コ！尚一一：現伽ールザ築
、レ

巳 I•印刷…
山 刷出 ム 機縁システムの高効率化

仁r·~~~~＝
直

.J,. 

、レ

グリーンエネルギーの活用

ロー・エネルギーデザイン

技術の統合

図 31 エネルギー消費と建築の進化

環境応答型建築の第一の目的は，変動する外界の気候

的変化をエネルギー資源、として捉え，そのポテンシャル

を室内気候の制御に活用することによって省エネルギー

を達成することである。それによって地球環境負荷の削

減に貢献することが求められている。これは省エネルギ

ーのために環境応答性を高めることと言い換えることが

できるが，環境応答型建築にはその他にも固有の特質 ・

魅力があり，人々の関心を集めることがある。そのひと

つは，親自然型の快適性の追求である。一世代前の環境

隔絶型の技術は安定で均質な室内気候を形成することで

多大な貢献をしたが，環境応答型建築の求める快適性は

それとやや呉なり，自然の変動を抑制しながらもその変

化を高度な快適さとして享受する志向があるということ

である。そしてもう一つは自然親和型であることだ。環

境応答とは外界の環境が汚染されていないことが暗黙の

前提である。室内の快適性追求と外界のポテンシヤノレ保

全が両立してこそ環境応答型建築が成立する。建築と環

境との新しい関係を予見させる仕組みなのである。

3. 2 温暖地のレスポンシブデザイン

環境が潜在的に持つ自然エネルギーを建築的に活かす

ことがパッシブデザインの特徴だ。課題は，閉じる技術

替えJするか，我が国のような温暖な地域で、のパッシブ

デザイ ンの近年の目標である。 外界の変化に応答しなが

ら自在に変化するレスポンシブな建築だ。

夏と冬の季節ごとに住宅の熱的性能を決める要因を整

理してみよう。 断熱 ・気密がまずは閉じる技術を要する

のに対し，集熱や通風・ 夜間換気は開く技術の導入を促

す。そして要因の大半が建物外皮に，つまりは内外の境

界のあり方に深く関わることがわかるだろう。 例えば窓

には，断熱 ・気密といった閉じる性能とともに，自然の

光や風を適切に取り込むための開く 工夫もまた等しく 求

められる。内と外をつなぐインターフェースとしての建

物外皮のあり方が問われているのである。さらには，窓

のような部位は独立した要素としてではなく，まわりの

空間との機能連係によって捉えることが大切だ。例えば，

日射熱を取り込む「集熱」は，室内側の床や墜への蓄熱，

外側の庇での日射命lj御などと組み合せることでより効果

的に機能する。通風 ・夜間換気も，開口部の位置や室内

空間の形を抜きにしては語れない。

現代の密集した住宅地では，自然に開かれた暮らしの

あり方はプライパシーや防犯面からも容易でない。だが，

安易にまた過剰に閉じる住まいの行く先は，都市の熱環

境の悪化のみならず，街並みの醜悪さへともつながろう。

周辺環境やライフスタイルなどの条件に応じて，壁や開

口の配置，スクリーンの組込みなど統合的なデザイン手

法により外部への開け閉めの度合いを調節することが可

能だ。

かつての日本の民家は，季節の変化に応じて開いたり

閉じたりする長所を持つ反面，脆弱な建築外皮ゆえに冬

は寒いという短所を併せ持っていた。現代の我々が志向

すべきは，様々な先端的な技術や材料を用いてその欠点

を補いながら，温暖地に根ざした開放的な建築原理の最

良の部分 自然に対してレスポンシブであることーを伸

ばすことであろう（図3-2）。

1 ）建物の性能の向上

環境に応じた建物モードの変換

〈 ＋ 

と開く技術をどのように組み合せるか，外界の自然の変 2）高効率な設備機器の使用

化に建物がし、かに柔軟に対応するかだ。建設地の気候特 3）再生可能エネルギーの利用

性がまずは判断のベースとなるが，南北に細長い日本で 図 3-2 これからの省エネルギー戦略

は温暖地でありながらも思いのほか地域による気候の差

が大きい。北海道の冬は北欧より寒く，他の多くの地域 4. 住宅における外気冷房システム

の夏は熱帯に匹敵する蒸し暑さである。殆どの地域では 4. 1 換気と蓄冷のメカニズム

冬の寒さと夏の暑さの双方に対応するこ とが求められる。 通風，換気は，伝統的な夏季の室内環境向上手法のひ

季節に応じてどのように建物のモー ドを変えるか 「衣 とつであり，現在においても有力なパッシブクーリング
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手法のひとつである。換気の冷却効果は，地域気候特性

はもとより，季節変化や住まい方，建物条件とも密接な

関係があり，これらに考慮した設計手法の開発とその効

果の評価が望まれる。

換気は， 「外気を入れ室内の空気を入れ換えること」

すなわち外気導入の総称として捉えられるが，外気温度

が低い時間帯に大量換気し，室内の熱容量を利用して蓄

冷する方法がある。先述したように，グ？ラパー邸で、の実

測ではこの効果が明らかに見られた。ここでは，このよ

うな外気を導入して蓄冷する方法に着目し，効果的な外

気導入の設定条件を体系的に検討した研究の一部を紹介

する。室温形成，冷房負荷，不快指数を指標として年聞

を通しての冷却効果を検討したものである。さらに，こ

の方法を用いた場合に，蒸暑地において懸念される外気

導入による結露リスクを検討した。地域的気候特性の影

響を明らかにするため，沖縄と東京との比較検討をして

いる。

4. 2 外気導入による冷却効果の予測

東京と那覇を対象地域として，外気導入モード適用時

の冷房負荷， 8月の室温変動および不快指数を計算して，

その効果を体系的に検討した。建物の室内熱容量の大 ・

小，換気設定の外気導入モード，閉切モードの組み合せ

による 4つのパターン別に検討したものである。

( 1 ）冷房負荷への影響（図4-1)

一般に，熱容量が大きいほど，また外気導入時の換気

量が大きいほど，冷房負荷減効果は大きい。冷房時間や

冷房設計温度，設計湿度の設定によって負荷の発生状況

が異なることも明らかにされた。東京では，適切な外気

導入設計を行うことによって，年間を通した冷房負荷は

80%も削減されることが示され，外気導入モードの冷房

負荷削減効果が明らかにされた。東京に比べると那覇の

冷房負荷は格段に大きいが，外気導入モードの適用，熱

容量の付加による冷房負荷削減効果は，高温多湿の那覇

であっても顕著である。ただし，高温多湿な気候下では

さらなる日射遮蔽が望まれ，その効果が大きい。

( 2）冷房時の室温変動・不快指数（図 4-2)

外気導入モードでは，冷房を使用した場合でも，外気

温が 27°C以下になる時間帯では，冷房を切って冷却換

気が行われる。この時，室温は 27°C以下であるが，相

対湿度は高い場合があることも予想される。その状況を

不快指数を指標として検討した。冷房時間や冷房設計温

度，設計湿度の設定によって状況が異なる。那覇では，

冷房停止時，室温が 27℃以下であるとはいえ，かなり

不快な状況に陥ると思われる時間帯が生ずる。

図 41 シミュレーションによる外気導入による年間冷房の

削減効果 （東京・那覇）

東京では外気導入モ ドの適用で 35%以上の冷房負荷削減効果があり，

さらに熱容量を大きくすると 85%以上の削減効果がある。那覇では外

気導入モー ドの適用で 25%以上の冷房負荷削減効果があり『さらに熱

容量を大きくすると 55%の削減効果がある。

( 3）非冷房時の室温変動・不快指数（図 4-3)

冷房をしない場合の外気導入の効果は，自然室温の変

動，相対湿度の変動，不快指数の変動から読み取ること

ができる。冷房負荷の多寡とは異なる評価である。夜間

に外気の導入を開始すると，熱容量の小さい建物では直

ちに室温の低下が起こるが，熱容量の大きな建物ではそ

れが緩やかである。一方，外気導入のない日中は，熱容

量の小さい建物では直ちに室温が上昇する。熱容量の大

きな建物ではそれが緩やかであり ，かっピーク温度も低

い。外気温よりも 5°Cも低く，蓄冷の効果が顕著である。

また，不快指数は，室温だけをみると， 75～77.5の範

囲で安定した変動をする。東京の場合，熱容量が十分大

きい建物で適切に外気導入をした場合には，ほぼ冷房を

必要としない室内気候が達成されていると言える。
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那覇で高湿度の気候（絶対湿度が 2lg/kg）が続く状

況では，不快指数が 80を超える多くの時間帯が生ずる

と予測される。ただし，統計的な気象データによれば，

絶対湿度が 2lg/kgを超えるのは全期間の 1割程度であ

り，このような時には冷房を併用すればよい（図 44）。

高温多湿地域にあっても，外気導入モードの適用と熱容

量の付加の組み合せによるパッシブクーリング手法が有

効である。

4. 3 結露のリスク

大きな熱容量の付加は蓄冷効果によって室温低下をも

たらす一方で，表面結露の発生が危慎される。ここでは，

冷却換気によって冷やされた部位表面温度と露点温度か

ら結露のリスクについて考察した（図 4-5）。東京では，

夜間の表面温度の低下が露点温度に至らず，結露のリス

クが極めて小さいことを示した。那覇は気温の日較差が
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外気導入が設定されている場合でも1 外気温が 27。C以下になると冷房が停止し外気導入が始まる。その時那覇では，平均的な湿度の気候
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平均的な湿度の気候ではI 東京の不快指数は 77.5未満の範囲にとどまり I 那覇では終日，77.5～80の範囲にある。高湿度の気候下での那覇では1

80を超える時間帯が多い。
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の 1割程度である。

シミュレ シヨンで設定した「高湿度の状況j が発生するのは全時間帯

小さいため，湿度が高いにも関わらず，結露のリスクが

小さいことが示された。そのリスクが懸念される場合で

あっても，エアコンや除湿器の効率的な利用によって，

容易に結露のリスクを回避できると考えられる。

総じて，適切な外気導入による室内気候改善効果，冷

房負荷削減効果が顕著である。高い湿度の状態が続く場

合にはその限界も想定される。必要に応じて冷房や除湿

器の併用が勧められるが，そのような場合であっても，

外気導入の効果が損なわれることはない。

5. レスポンシブな住宅デザイン

5. 1 ハイテクとローエネルギーデザイン

「遮断型J, 「選択型」いずれの設計技術も進歩し，

かっ冷暖房機器・システムの効率も著しく向上した。い

ずれも省エネに役立ち，したがって地球環境負荷低減に

も貢献し，持続可能な社会の構築に欠かせない。

課題は，これらの技術をどのように組み合せるかであ

る。既に明らかなように，これらは相互に矛盾する要素

も抱えている。判断の重要なベースになるのは，第一に

建設地の地域の気候特性である。地域によってデザイン

の方針もデザインと設備との融合の考え方も異なってく

る。選択肢は実に多様だ。

" 0 12 0 12 0 ,, (h) 

一一一外気遣 の 北壁護軍事度 目ー・舘点追度
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図45 非冷房時の部位別温度変動 （シミュレーション）

（東京8月・高湿度時絶対湿度 19.90g/kg，那覇8月・高湿度時絶対湿度 21.60g/kg) 

熱容量が小さい場合は，夜間から早朝にかけて床 ・北壁表面温度が大き く低下し，外気温が上昇する早朝時に結露が発生する。さらに1 日射熱の侵

入を防ぎ，土問床にするとやや結露リスクの発生時間帯が増える。建物全体の熱容量が大きいほうがリスク発生時間帯が少ない。
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そして第二に考えるべきことは，住まい手が求める快

適さの質であり，住まい手のライフスタイルである。自

然の変化を賞味し，享受する快適さは，高度な空調設備

の快適さとは別のものだ。我々はそのいずれも選択でき

る。

環境共生住宅では，低環境負荷，快適 ・健康とならん

で，親自然がキーワードである。自然に親しみ，自然を

楽しむライフスタイノレの勧めでもある。近頃は，それぞ

れの地域の自然特性に合わせたエコロジカノレなライフス

タイルの提案も盛んだ。人々のつながり，コミュニティ

の再生と関係するのも偶然ではない。環境は否応なく

人々が共有するものだから，バラバラな個人で保全し，

維持するのは困難であるからだ。環境意識とは「環境を

共有するという意識」だといってもよいだろう。

環境を良くするというのであれば，住まいは社会的に

も，物理的にも環境に開かれているのが理想だが，現状

はなかなか厳しい。にもかかわらず近頃は，自然に親し

み，自然を楽しむことをテーマにした住宅が増えてきて

いる（写真 51)。郊外はもちろん都心でも，限られた

敷地空間の中で，坪庭ーやテラスや屋上で様々なアウトド

アリビングを提案し，楽しんでいる人々が増えている。

地球のために環境意識を育てるというのであれば，この

ような身近な自然との親しみ方を増やしていくのが一番

だという主張にも説得力がある。住宅はパッシブが基本

で，必要とあれば補助的に効率のよい暖冷房機器を使え

ばよし、。

となると，季節単位の気候変化，1日単位の時間ごと

の気候変化に対応して，時に遮断し，時に開放できる巧

妙な建物のモードの切り替えが求められる。建物の今様

ころも替えー開閉モードの変換システムこそが，今日の

建築の最も大きなテーマのひとつといっても過言ではな

いのではないか。

住宅に限らず，オフィスでも自然に聞かれたレスポン

シブな空間が求められている。自然に親しみ， リフレッ

シュすることで，知的生産性を上げる目論見もあるが，

写真 5-1 水戸八幡の家

密集市街地のパッシブデザイン

（設計 小玉祐一郎／エステック計画研究所）
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住宅においては言わずもがなであろう。遮断性能をも取

り込んだ広義の「選択型j の設計技術の開発が，現代の

ノξッシブデザインの課題だ。ヴァナキュラーな建築の時

代に比べれば，断熱材や気密材，ガラスやサッシなどの

部位 ・部材の性能は比較にならないほど進歩し，また多

様化した。熱解析技術も進み，性能予測も可能になった。

このようなハイテクを駆使して，ローエネルギーデザイ

ンを行うのが，パッシブデザインの醍醐味である。

5. 2 事例分析ー高知の家

1 ）コンセプト

四国の険しい山々を縫うように流れる吉野川の河岸に

この住宅はある。敷地は川面までうねりながら下る緩や

かな南斜面の栗林である。植生と地形を温存するためと，

洪水時の冠水を避けるために主要階を 2階におき，大地

から浮かせる構造が採用された（図 5-1，写真 5-2）。

山間部の気候で冬は寒いが日射に恵まれている。夏は暑

いが， ）1 I沿いの風と夜間冷気が心地よい。そのような環

境のポテンシヤノレを生かし，自然の四季の変化を楽しみ，

自然と交感ですることが ここでのパッシブデザインの

目的である。パッシブデザインを構成する要因は多数あ

り，それぞれは相互に影響しあいながら，室温変動や暖

冷房負荷に影響を及ぼす。様々な組み合せを想定しなが

ら，夏の性能と冬の性能の双方を予測し，結果を比較検

討しながら，最終設計案に収束させた。ダイレク トゲイ

ンによるパッシブソーラー暖房，夜間換気によるパッシ

ブ涼房により，大幅な暖房負荷の軽減，暖房期間の短縮，

冷房なしの生活が目標とされた。

2）環境計画と性能予測

温暖地のパッシブデザインでは，冬のパッシブ暖房と

夏のパッシブクーリングとの両立を図ることが必須であ

る。冬は，大きな南窓から日射を取り入れ，床や壁に蓄

熱して夜間の暖房効果を得る。夏は，外気の下がる時間

帯（主として夜間）に大量換気を行い，床や壁に蓄冷し

て翌日の冷却効果に役立てる。

夏の基本は，第一に日射熱の浸入防止，次いで通風換

気の工夫である。南面の大きなガラス窓は，l.2mの庇

で防護され，前面の栗林は照り返しを防ぐとともに，冷

車高射熱源、にもなる（写真 5-3）。

通風換気には3つのモー ドがある（図 5-2）。ひとつ

は， いわゆる通風で，関口部を開け放ち，風を入れるモ

ード（図 5-3）。林を通ってさわやかな風が吹きぬける。

しかし，室外が猛烈に暑かったり ，湿気が多かったりす

る日中には，排熱を行うほどの換気にとどめ，夜間換気

をする。季節，時刻に応じて 3つのモー ドが使い分けら

れる。

設計の早い段階から，デザインツーノレ（PASSWO
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図51 高知・本山町の家 アクソメ図

写真 52 高知・本山町の家南面

（設計 小玉祐一郎／エステック計画研究所）

写真 53 高知・本山町の家 室内 （居間・食堂）

寺子下空手空
図52 3つの換気モード

RK）を用いて性能予測をしながら，設計を進めた。設

計の最終段階での自然室温変動の予測を図 5-4に示す。

冬は最低温度が 15°C以下にならないこと，夏はピーク

温度が 28℃を超えないことが設計のひとつの目安であ

る。

竣工後 7年を過ごした住人は，パッシブデザインのふ

たつの効果， 1 ）温熱的快適さと 2）自然環境とのレス

ポンシブな関係を享受している。夜間換気のクーリ ング

も予想したように効果を示しており，エアコンはまだつ

いていない。

しかし，もしこの住宅が，他の地域に建てられたらどう

なるか，思考実験のために計算した結果を比較したのが

図5-5である。 1月の暖房負荷と 8月の冷房負荷が示さ

れている。この図からわかるのは，予想以上に日本の気

候の違いが大きいということである。地域の気候特性に

合わせた設計の重要性を強く示唆する結果である。

図5-3 CF D解析による換気性能の検討
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図54 8月・ 1月の自然室温変動図

8月のグラフは1 大量の夜間換気を行った場合の夏の性能予測。；令気を

夜間に取り入れ，蓄熱しておけば，翌日の室温は外気のピークよ りも

5。Cも低い温度に抑えられる。1月のグラフをみると？蓄熱効果によっ

て1 氷点下4。Cに冷え込む早朝でも 15。cを保つ。
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図5-5 1月の暖房負荷と 8月の冷房負荷

温暖地に建つとはいえ，1月に氷点下まで冷え込む本山町では1 大阪に

建てた場合の 2倍以上の暖房負荷になる。 しかし， 暖房 ・冷房ト－~ル

では大阪よりも小さい値になる。また，高知市に建てた場合が7 最も暖

房・冷房卜－~ルの値が小さい。

6. 環境と応答するデザインが目指すもの

6. 1 パッシブデザインが目指す快適さ

パッシブデザインが目指す快適さは，人工環境の快適

さとどこが違うのか。既に明らかなように，それは自然

と交感する快適さだ。そのことをいうにはまず，人工環

境が目指す快適さを示したほうがわかりやすい。空調や

冷暖房の設計は通常，外部と内部をしっかりと遮断する

ことから始まる。このようなやり方では，明確に設定さ

れた定量的な機能は確実に充足されるけれども， U愛昧な

もの，情緒的なもの，定性的な把握にとどまるものは無

視されがちだ。それゆえ，このようにして造られた居住

空間は，欠点はないけれども，単調，均質で無味乾燥で

あると指摘されるところとなる。

多くの場合，環境エンジニアにとって， 空間は制御さ

れねばならぬものである。 しっかりと制御可能であるた

めには，そのメカニス‘ムが明確に設定され，制御の要因

と制御の対象がきちんと関係づけられていなくてはなら

ない。外界の変化に対応して空調の出力を制御できなけ

れば，室内気候は混乱し，技術者としての能力が疑われ

るからである。しかし，制御の容易な要素のみを扱い，

複雑な制御を必要とする要素を除外するイージーな方法

では，均質な空調空間はつくれても，効率的な作業空間

はつく れでも，変化に富んだ生き生きとした生活空間は

望めない。制御しなければならぬとしづ強迫観念は，こ

のようにして退屈な空間を作り出すのだ。近代の技術者

のジレンマのよう でもある。

30年前の未来の住宅の一つのパターンは，宇宙船の

ような空間であった。ここでは外の環境がどのような状

態であれ，ほどほど「快適な」人工気候が維持されてい

る。効率の良い空調や照明の設備が四六時中運転され，

きめ細かく コン トロールされている。必要があれば，空

気に芳香を加えたり，自然の風の息をファジーな人工風

によってシミュレー 卜する こともできる。 しかし，問題
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は，その空間の快適さの質だ。外界から完全に遮断され

た人工環境には，すがすがしさ， さわやかさといった感

覚がないことだ。身体の五感に感応する気持ちよさに欠

ける。繰り返すようだが，その理由は外界の自然との遮

断， 交感のなさにある。 高感度な快適感覚は， 自然に親

しむ住まい方の中にあるというのがパッシブデザインの

考え方である。そこで求められるのは，内と外の空聞が

相Eに応答しあう時に，あるいは交感しあう時に生ずる

快適さである。 「をかしJ' 「あわれj といった伝統的

な日本の美意識や快適感と通底する感覚かもしれない。

ボー ドレールに「交感」と訳された詩がある。原題は

Cor-respondances。環境と応答する建築のキーワードに

している交感とし、う言葉はここから借りた。

6. 2 地域性の復権

人工環境技術には地域の風土が持つ制約条件を克服す

るという大きな目的があった。そのことは，一方で，ど

こでも同じようなデザインの蔓延を助長する ことにもな

った。人工環境技術は，ボディブローのようにじわじわ

とデザインに影響を及ぼした。1980年代，近代の超克

を目指す建築の「ポス トモダン」が意図したのは建築を

活性化するための「歴史性」と「地域性」の回復であっ

たことはまだ記憶に新しい。地域性のコンセプ 卜はパッ

シブデザインとも深く 通底していた。ウマァナキュラーな

建築に見られるように，地域の社会的な特性，自然の特

性の反映が建築を豊かにすると考えられたからである。

N.シュルツのゲニウス ・ロキ論やK.フランプ トンのク

リテイカルリ ージョナリズム論が新しい建築デザイン論

の到来を期待させたが，しかし，その後のポストモダン

は「地域性」 を離れ，もっぱら 「歴史性」のみに傾斜し

ていったように見える。歴史的イ コンとしての装飾や形

態の意味を重視 し，それらを過去の様式から借用し，シ

ンボルを操作するデザイ ンの手法は確かに空間に物語性

を与えることに成功した。折しも，バブル経済の高景気

に沸き，建築のコス ト感覚が殆ど麻療していたこと， 世

界のエネノレギ一事情が緩和されて省エネルギー意識が薄

らいでいたことなど，消費志向的な時代の風潮もあいま

って，様々な建築様式の混交，折衷が試みられた。百花

擦乱ともいうべき賑やかで，華やかな建築をもたらした

のであった。とはいえその恩恵を受けたのは大都市で，

地方は地盤沈下を続けていて，パブ、ルがはじけた後の深

刻な状況の素地をつくっていたとも言えるだろう。その

後の失われた 10年とも呼ばれる長い不景気の時期を経

て，地方はかつてないほど疲弊したようにみえる。

その間も， 地球環境問題は容赦なく深刻化し，温暖化

は進行した。70年代のエネルギー危機とは別の視点、か

ら，省エネルギー・ 省資源の要請がされるようになった。

たとえ， エネルギーが潤沢にあったとしても，それが使

住宅総合研究財団研究論文集No.37, 2010年版



えない不自由な時代の到来である。L.ブラウンが『持

続可能な社会の建設』を著した 1981年から四半世紀が

経ち，改めて，目標とする近未来都市や街や住宅のイメ

ージが求められ始めたといえるだろう。環境負荷が小さ

いというだけでは，未来都市や建築の必要条件は充足で

きても，十分条件は充足できない。エコロジーや自然に

対する新たなまなざしも生じている。LOHAS (Life 

styles Of H田 1thAnd Sustainability）といったよう

な意識が新しい地域主義を生み出す予感もある。この時

代の大きな特徴はグローパリズムのいっそうの浸透であ

るが，しかし，グローパリズムが浸透するほど，地域の

独自性が付加価値を持ち始めてもいる。誕生から 30年

を経て，改めて，パッシブデザインの意義が問われてい

る。

6. 3 身体性の復権

あまりにも多くを装飾や形態の象徴効果に依存し，視

覚的な効果に依存したポストモダン建築は，後に「表層

的」との批判をも受けなければならなかった。もとより

装飾や形態の象徴効果の操作，援用は建築の本質的な一

面ではあるが，ポストモダン建築にみられる過度の視覚

の優先，視覚的記号操作に対する偏愛は，高度情報社会

と呼ばれるこの時代の際だった特徴でもある。

この社会ではメディアを通した視覚情報が圧倒的に多

い。人は得られた情報がメディアを経由したものなのか

自身の目を経由したものなのか厳密に判別することもな

く世界を構築する。それゆえ，現実の世界と仮想、の世界

との境界が唆昧になったと指摘されるのだ。視覚的な記

号のパッチワークのような設計のプロセスは，メディア

を経由した視覚情報による世界の構築のプロセスと酷似

しているのではないか。

視覚的イリュージョンを堪能するには，他の感覚は遮

断されているか，刺激が抑制されているのが好都合だ。

この役割を担っているのも他ならぬ人工環境技術だ。あ

たかもぬるま湯に浸かっているように視覚以外の感覚の

存在を意識させない。それはよく空調の効いた劇場で芝

居を見るように，膜想、カプセルの中で映像を見るような

ものだ。かつては五感を駆使するゆえに総合芸術と呼ば

れた建築だが，今や視覚芸術に還元されたようでもある。

身体感覚の喪失は建築の進化なのか，退行なのか。

1990年代後半からの地球環境問題は，人聞が自然の

一部であると同時に，環境が何層もの入れ子の構造にな

っていることを改めて教えるものであった。建築の計画

に際しでも，その外側の自然環境との聞にどのようなレ

スポンシブな関係を築き，維持するかが重要な課題であ

ると認識されるようになった。そこでは人の環境に対す

る主体的な働きかけが不可欠であることが明らかだ。こ

こで 1960～70年代のカウンターカノレチャー運動を想い

-47-

起こしておくことも無駄ではあるまい。人が主体的に生

きるための条件として等身大の身体感覚を取り戻すこと

がテーマであったのだ。

建築の中には，第二の自然とも呼ばれる人間の身体が

ある。建築という人工環境の中の自然である。前述した

室内空間の快適さとは，身体と建築との関係と位置付け

られる。身体は，さらに脳という「人工」をその内部に

抱えている。 「人工物」はすべて脳の産物であると考え

れば，脳は人工の極地・原点に他ならない。自然と人工

の関係を改めて図式化してみると，自然一建築身体脳

と続く 一連の関係は，自然と人工が交互に「入れ子」の

関係になっている構造であることがわかる。自然と身体

が，そして建築と脳がそれぞれ呼応しあう関係であるこ

とも見えてくる（図 6-1)。

ノ号ッシブデザインの目標は，外なる自然と身体という

内なる自然が呼応する建築の実現ということになろうか。

あるいはまた，建築という人工と脳という内なる人工を

共振させることだともいえようか。

図 61 新しい人口と自然の関係

6. 4 正の循環に向けて

タトへ与えるインパクトの小さい技術が，一般に環境に

やさしい技術と呼ばれるが，もう一歩っきつめて考えて

みると，環境が保全されればそれだけ，環境にやさしい

技術の適用性も大きくなることがわかる。このことはパ

ッシブデザインを考えれば明らかであろう。環境のポテ

ンシャルが高し、ほと守パッシブな設計もやりやすくなる。

そうしてみると， 「内」の環境を良くしようとすれば，

まず「外」の環境を良くすることが重要なのだという認

識に到達したとしても不思議はない。そうしてみると，

近代以後の人工環境技術は「内」の環境のみを対象にし

てきたようにもみえるではないか。 「内」のために

「外」を犠牲にするのであれば，内を良くするほど，外

を汚染するというジレンマは避けられない。この悪循環

は「負の循環」と呼ぶにふさわしい。そうではなく，内

を良くするほど，外も良くなるという「正の循環」とも

いうべき構造が求められている（図6-2）。パッシブデ

ザインが目指すものはそのような構造である。
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建築はレスポンシブで，環境との応答性を維持する必要

がある。持続可能な社会の構築のために自然環境の保全

に対してレスポンシビリティ（責任）を感じるというの

であれば，まずは自然に対してレスポンシブでなければ

ならない。

POSITIVE SPIRAL 

NεXT 21 

立体緑化

＋ 
クールスポットの形成

＋ 
1讃境ポテンシャルの主主義

＋ 
窓を開ける

＋ 
脱エネルギー

図 6-2 NEXT21による「正の循環Jの構造
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