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主査
委員

戸田 穣＊１

権藤 智之＊２， 平井 ゆか＊３

建築構法は戦後に成立した学問分野であるが，日本の建築生産の工業化に大きな役割を果たした。建築構法の成立に寄与した内田祥
哉は建築構法を設計方法論として理解し，それによって従来の一般構造（在来工法）の合理化を目指していた。しかし建築構法は，60
~70 年代の建築の工業化とオープンビルディングの動きを通じて，設計論から建築生産プロセスを包含する生産論へと変化を遂げる。
その過程で当初設計方法論と考えられたモデュラーコーディネーションは，建築各部位のライフサイクルに沿って計画を組織化する手
法として理解され，建築構法計画の現代的な課題としてサスティナブルが浮上した。
キーワード ：１）建築構法，２）建築構法計画，３）内田祥哉，４）コーディネーション，５）プレハブ，
６）オープンシステム，７）サスティナブル，８）建築生産，９）建築史

Rise and Development of Building Construction Studies in Japan
― History of Housing after the World War II on Oral history and Written History of Yositika Utida―
Ch. Jo Toda
Mem. Tomoyuki Gondo , Yuka Hirai
Kenchiku-Kohou (Buidling Construction Study) is established after the WW II and contributed to industrialization of building production in Japan.
Yositika Utida who established this discipline, considered it as design methodology, and aimed thereby at rationalization of conventional construction
system. However, through the industrialization and open-building concept in 60-70’s, Kohou changed from design theory to a production theory, which
included the planning of a whole construction process (Kohou-Keikaku). Then, Modular-Coordination, regarded at first as design methodology, was
understood as technique to organize a planning according life cycle of each building part and the sustainable appeared as scientific focus of KohouKeikaku.
1．研究の目的

史の不在の理由には，技術の急速な進歩による歴史把握

本研究では，戦後日本の建築生産において重要な役割

の難しさがある。学問とは現実を観察・分析・記述する

を果たした，内田祥哉氏と東京大学内田研究室の活動に

過程で抽象化された見方の一つである。1960 年頃「建

ついて論じる。内田が 1960 年前後に Building Element

築構法」という新しい建築の見方が生まれた。その観点

論（以下 BE 論）によって開始した「建築構法」研究は，

から，戦後日本の建築技術史・生産史を考察する。ふた

1970 年前後を境に「構法計画」へと展開し，日本の建

つ目は，いましがた述べたように，「建築構法」が 60

築学における生産分野において重要な位置を占めた。内

年代に生まれた新しい分野だからである。我々は，その

田自身の建築構法・構法計画研究は 1977 年の『建築生

創立者である内田氏に直接，聞き取りをおこなう機会を

産のオープンシステム』に集大成される。

得た。ある学問分野の創立者への聞き取りをえる機会は

日本における戦後建築の史的研究は，緒についたばか

きわめて稀である。制度的・技術的枠組みは一度確立し

りである。建築史研究の通例として，まずは建築家の作

てしまうと，ある程度自律的に展開していく。そのこと

家論・作品論が先行している。一方で，技術史において

が専門分野の発展を促すことは事実だが，一方で各専門

は，戦後の飛躍的な技術的発展が全体を見渡すことを難

の過度な分化をもたらし，それらが導入された当初の意

しくしている。本研究で，内田祥哉ならびに内田研究室

志が忘れ去られ。本研究では，今日の住宅生産の常識を

に焦点をあてる理由は，大きくふたつある。ひとつは，

再検討するための前提となる，構法の成立と発展を歴史

学問史としての建築史の試みである。近現代の建築技術

的な視点から再評価することを目的とする注 1)。
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2. 建築構法前夜

エンジニアリングとの境目をとくに意識せず，建築に対

内田は後年，「構法」という言葉を「建築を構成する

しても純粋に科学的な把握が可能だと考えていた。体系

方法」の意味として広い意味付けを行なっている。本研

化については，当時，設計計画に科学的な手法を導入し

究では，内田の構法研究史に３つの段階を定める。まず，

たと理解されていた建築計画学の存在が大きい。一般構

1960 年前後の，BE 論という，新しい建物の記述・分析

造にたいして，どのように体系を与えるか，が課題であ

の方法論を導入した時期（構法成立期）。2 つめは 1970

った。一方で，平面計画を主とする吉武の建築計画は建

年前後にパイロットハウスなどいくつかの国主導のプロ

物用途を軸とするが，内田は，各部構造ともいわれる一

ジェクトや，建築部品やシステムビルディングの開発に

般構造の枠組みのなかで，分析の軸として建築の部分を

委員あるいは統括的な立場で関わった時期（構法計画移

設定した。どのようにこれを科学化・体系化するかが課

行期）。最後は，1977 年の『建築生産のオープンシス

題であった。このような体系化の動機は，上述の経緯か

テム』を出版し，プレハブ，大量生産，建築部品，モデ

らすれば，建築構法・BE 論成立の外在的な要因として

ュラーコーディネーション等それまでの研究テーマをま

つねに挙げられる，外国建材の導入という課題に，先行

とめ，建物の多様性と長寿命化が大きなテーマとして確

するものであったと考えられる。

立した時期（構法計画展開期）。
内田祥哉は 1958 年講師として東京大学に着任。「建

3.

築学第一講座」を担当する。建築学第一講座は，「一般

建築構法のはじまり（構法成立期）

3.1 ビルディング・エレメント論の導入

構造」と呼ばれた分野で，主に在来工法を講じた。いわ

こうした議論のなかで，どのような思考を経て BE 論

ば建築設計の一般教養を担う分野である。布野は，明治

が発想されたのか。研究室草創期の学生であった井口か

以来の建築学の学問分野としての形成を，建築学第一講

らの聞き取りでは，BE 論の発想は内田の発意によるも

座という一般構造を講じる基礎的な設計教育から，順に

のだったと述べている。内田は東大着任の翌年の 1959

建築史学，建築構造学，都市計画学，建築計画学が専門

年には，BE 論に関する最初の論考「Building Element

化し自立していく過程として描いている。本研究では，

の定義に就て」文 3)「Building Element の性能の種類に

それに続くのが，戦後の建築構法学である，という立場

就て」 文 4) の二編を発表している。突如の感があるが，

をとる文 1) 。当時の一般構造は，現在の建築構法が，建

実際に学生を迎え，議論を重ねる以前から，BE に対す

築生産を担う分野であるのとは異なり，設計教育を担う

る何かしらの関心があったことは確かだろう。

聞取 1)

建築の部位の性能評価に関する BE については，すで

（以下参照した聞き取りを「聞取 1」の通し番号で記し，本文末に参照箇所の抜粋を掲げ

に 1957 年に田村恭による「Building Elements の評

る）

。だからこそ官庁営繕部で，設計に従事していた内

価」が存在した 文 5) 。建築材料学を専門としていた田村

田が呼ばれたことは自然であった。電電公社時代に内田

は，イギリスで出版された『Building Elements』文 6)に

自身は，同時代の多くの建築家達と同様に，吉武泰水ら

刺激を受け，日本における一般構造の立場から

の建築計画学に強い関心を示しており，とくに学校建築

「Building Elements（建築単位）」評価の問題を論じ

ものであった。内田も同様の認識を当時もっていた

文 2）

。一方で，学会発表原稿などは，

ている。「建築単位」概念の導入には，当時の計画言論

自身の設計経験に裏付けられた一般構造に関するテーマ

（今日の建築環境）並びに建築材料による材料評価が，

を主とした。一般構造が設計教育に傾斜するなかで，大

強度・吸水率等の材料単体の評価に留まり「使用目的

学の研究者としての研究テーマは，当初きわめて漠然と

（その材料の使用が予想される建築単位）」 文 5) という

に取り組んでいた

したものであった。松下清夫の研究を手伝う形で，当初，

視点を欠いていたことに対する反省があった。田村は，

左官と雨仕舞，そして取付強度の研究に取り組んだ。一

建築単位として大きく 7 つの区分（構造体／外部仕上／

般構造における研究では，在来工法における各部の改

内部仕上／絶縁材／建具及付属器具／接装着材／防水

善・改良が目的とされており，相互のテーマに関連性は

層 ） を 掲 げ ， 各 建 築 単 位 の 「 Functional

なかった。内田自身も，そこには不満を持っており，ま

Requirements」（基本事項）を示し，建築単位と基本事

た増えていく大学院生にどのような枠組みを提示するか，

項の重要度を示すマトリックスを提示している。
この田村の論考が，内田にどれだけの影響を与えたの

ということも教育者・研究者としての課題であった。こ
こに後の構法への芽が生まれる

聞取 2)

。内田が，一般構造

かは内田の証言からも曖昧である。2 人のあいだには学

の「一般」という語のニュアンスを嫌って「構法」とい

会の委員会等を通じて密接な交流があり，田村から BE

う言葉を採用したのは，したがってとりあえずのことで

の言葉を借りたことも内田は認めている。また，田村に

あった聞取 3)。

よる BE 概念の導入は，例えば当時建築研究所にいた白

内田は，当時の自身の思いとして科学化・体系化を挙

山等の論文にも引用されており，建築生産面における関
心を引いていたといえる文 7)。

げている。科学化については，当時内田はサイエンスと
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3.2 内田祥哉のビルディング・エレメント論
しかし田村による BE 論と内田による BE 論の大きな違
いは，BE という建築単位の捉え方そのものにある。内
田は，BE 論の導入に当たって，建築の分類に関して A）
目的別分類，B）骨組の材料による分類，C）職手別分類，
D）原材料的分類を挙げ，各々に対応する学問分野とし
て a）建築計画学，b）建築構造学，c）建築施工学，
d）建築材料学を示している 文

3)

。そこに新たに E）

Building Element による分類を挙げ，これに対応する
図 3-1：内田 BE 論による建築各部の記述文 3)

学問分野の不在を指摘して，BE に対応する学問体系の
整序を課題とした。内田は BE を次のように定義する。
建物の組立て方を考える立場から，吾々は「建物の各部

c）（a）（b）二つの性能の時間的変化，の三つを挙げ

は，空間の仕切りとして価値づけられている」と仮定し，

ている。a）は純粋な「仕切り」としての機能，b）は

「空間を仕切る道具を Building Element と呼ぶ。」事

BE を介したエネルギーの交換機能，c）は BE の時間的

にする。／この仮定によれば Building Element は，一

な耐久性のことをさしている。内田はここから各 BE の

般には厚さがあり，二つの表面を持ち，各々表面は仕切

性能表の作成に取り組むこととなる。

られた二つの空間に対応している。文 3)

まず定義からはじめる内田の BE 論は抽象的・演繹的

3.3 BE 論における環境論

である。田村が定めた 7 つの基本単位は，従来の通用語

b）に掲げた BE の交換機能は，「作用因子」がいかに

を用いており，かつそれらの間には共通性がない。建築

出力されるかという機能である。ある BE に対して外部

を科学化するためには，より基本的な単位が必要である

の力がインプットされ，BE を介することでどのように

と内田は考えたに違いない。内田はそれを位置に応じて

アウトプットされるか。これを BE の性能として評価す

記号化しようとした。内田 BE 論の最大の特徴のひとつ

る。「作用する力」という意味では，耐久力（荷重や摩

である（図 3-1）。この記号化によって，建物は単一の

擦力）と交換機能（光や熱）は区別がないが，b）は後

単位で表現されることになる。

者の環境的問題を扱っている。田村が抱いていた不満を

BE 論では「空間の仕切り」として価値づけられた建

内田も共有していたといえる。両者の差異は，田村が従

物各部に対して，空間は「BE によって閉じられた空間

来の各部構造的な枠組みにおいて建築単位を定めたのに

〈I〉」と「BE によって閉じられていない空間〈O〉」

対し，内田が，建築単位を位置で定めたことにある。

とに区分される。空間〈I〉に面する BE を矢印▶ で，空

内田は，環境設計という考え方がまだ希薄であった当

間〈O〉に面する BE を矢印▷ で表すとすれば，BE の種

時において，環境設計を構法の問題として捉えていた。

類は◁ ▷ ，◁ ▶ ，◀ ▶ の三種で表現されることになる。

内田自身の整理による，当時の建築環境を見てみよう。

これら二つの矢印の片方を 1/2BE と定義し，垂直面につ

戦前からの東京大学の平山嵩を中心とした建築環境では，

いて考えると，BE ならびに 1/2BE の変化はそれぞれ 4

主として音・光・熱に分化した研究を行なっていた。戦

種 で 表 現 さ れ る （ BE ： ◁ ▷ ， ◁ ▶ ， ◀ ▷ ， ◀ ▶ ）

後は平山の教え子の齋藤平蔵から「循環器系統」の研究

（1/2BE：◁ ，◀ ，▷ ，▶ ）。水平面についても同様で

が現れる。齋藤の透湿性に関する研究が示すように，建

あり，勾配面は両者の合成とする。これらが建築単位の

築環境・建築材料の分野では，材料の性能が扱われてい

分析の際の基本単位となる。

た。内田によれば，平山の研究は BE 論でいうところの

一方で内田は，同研究報告所収の「Building Element

「外部の作用する力」に主力があり，室内環境にまで至

の性能の種類に就て」で，BE の目的である性能につい

らない。一方で内田が，戦後の室内環境論において重視

て論じている文 4)。性能論は，構法論と並ぶ BE 論の柱で

するのは早稲田大学の井上宇一による「人工環境論」で

あり，BE を単位とした構法の「目的」を示すものでも

ある聞取 4)。井上の人工環境論は，環境を設計よりも空調

ある。「空間の仕切り」である BE の目的は「二つの空

機械設備の問題として捉え，その発展の指標は例えば冷

間に，何等かの不均衡をもたらす事であり，その為には，

房機の普及率で示されている 文 8) 。当時，井上は丹下健

二つの空間の自由な交換を防げ，又特定のみを許すこと

三の代々木オリンピック・プールなどの大空間の設備設

が必要である」とされる。そこから BE の基本的性能と

計で活躍した。対して内田の BE 論における環境の捉え

して a）二つの空間の，間にあって存在しうる性能，

方は，室内環境全体を扱う建築環境と材料単体の環境性

b）二つの空間の間に，果たしうる，交換機能，さらに

能を扱う建築材料の中間的な存在として考えられる。建
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築設計と建築設備との乖離は，60 年代には建築設備の
文 9)

とから，面材との親和性が高かったことが伺える。事実，

。1962 年当時には設

BE 論における研究は 70 年代半ばまで続くが，1977 年の

計，環境，設備の相互理解に基づく協働において建築環

『建築生産のオープンシステム』では，BE の扱いはき

専門家の間でも認識されていた

境問題の乗り越えが期待されていた

文 9)

。

わめて小さく，BE の名は壁体パネルとして残った。両

一方で，内田は BE 論によって環境と設計の問題を解

面を仕上げた壁体パネルが BE パネル，片面仕上げの壁

消を目指した。内田は，次のように述べている。「はな

面パネルを 1/2BE パネルとされている。

はだ勝手な言い分のようにきこえるが，建物は床・壁・

設計の際の，構法選択のレフェランスの総覧を整備す

天井・屋根といった Building Element だけで出来てい

るという BE の当初の目標は，しかし選択の後の総合の

るのが理想であり，骨組とか設備とかいうものはできる

プロセスを，建築家の経験と創造というブラックボック

だけ外にはみ出さないようにするのが建築の理想である

スに委ねていたために，設計の学としては行き詰まりを

文 10」

。」骨組も設備も BE の性能において解消

みせる。一方で，建物の総合的な記号化を目指した BE

しようとする内田の BE 論では，まず空間環境の質を要

概念が，パネルの属性に引き下げられる過程は，設計論

求条件（性能）として定め，しかるのち空間の構成（構

として構想された BE 論が，生産論である構法計画へと

法）を考える。BE 論における環境論とは，建築空間の

あらたに展開していく過程でもある。

と考える

巨大化に対する環境設備機械の設置という行き方とは反
対に，今一度建物それ自体を環境制御装置として捉え直

3.5 プレハブ産業の興隆

す視点であった。しかし設計論としての BE は不十分な

1950 年代の終わり頃から，内田は次第にプレハブ住

ものであった。次節に，BE 論の問題点を考察しよう。

宅産業との関わりを持つようになる。内田は，産業界の
要請から，新建材の基準作成や，種々のコンサルタント

3.4 BE 論から構法計画論へ

的役割を果たした。一方で，大学の自立が謳われた当時

建築構法は，しばしば「ものを構成するための方法」

は，産学連携が必ずしも歓迎されたわけではなく，また

と言われる。モノという単位は，大野勝彦の『部品化建

内田も学問の自律に意識的であった。そのなかで，内田

築論』に顕著なように建築部品という単位とダイレクト

はプレハブを学問的に追求する可能性を見いだしていく。

に結びつくように思われる。また上杉啓は「構法は構成

内田が最初に産業界との繋がりをもったのは，1953

部品，組合せ方，接合方法によって定義される」という

年に設立され，1957 年に建設省の主導により改組され

井口の言葉を引いて「構法」を初めて定義したとしてい

た日本ハードボード協会である。この時期，建設省は，

る文

しばしば産業界を糾合して業界団体を組織し，新建材の

11)

。しかし BE とは部品よりも位置を示すものであ

ったはずだ。実際に接合部の記号化も試みられており，

日本への導入に努めた。

あらゆる建築の構成材を位置に応じて記号化する試みで

ただし内田が自ら積極的な役割を果たしたと評価して

あった。位置としての BE には，二つの問題が指摘でき

いるのは，次に関わりをもった軽量鉄骨協会である。内

る。ひとつは「面」に抽象化された具体的な建築部位

田は 1950 年代にはいまだプレハブに対して明確な考え

（たとえば窓と壁）が区別されないこと。両者の差異は，

をもっていなかったが，建設省住宅局では，1955 年に

作用因子に対する性能として把握される。もうひとつは，

ユタカ・プレコンによって開発されたコンクリート・シ

位置によって示される BE には，スケールの概念が欠け

ングル壁パネルによるトヨ・ライト・ハウスに刺激を受

ていることである

聞取 5)

。

けて，プレハブ住宅産業の育成を意図していた。内田は

こうした BE 論における，抽象性とスケールの欠如は，

1962 年に軽量鉄骨協会内の建築近代化委員会において，

具体的な建築各部とどのように接続されたのだろうか。

プレハブより労働生産性に関する報告書を作成している

実際のところは，各部構造から出発した BE 論は，位置

文 12)

という共通の単位を見いだしながらも，たとえば具体的

る報告書の中でも，コスト・マネジメントと生産性に関

な垂直面を構成する壁・窓や，水平面を構成する床・天

する章を担当した文

井・屋根といった建築部位・部品から自由にはなれなか

の機能バランスを，コストのバランスに置き換えて検討

った。内田自身も，各部構造の考え方に引きずられてお

すること〉と〈コスト・バランスは住空間を構成する

り，位置という共通の単位を定めながらも，個々の BE

BE に区分し，これによって住空間の機能に対応づけて

聞取 6)

。同様に軽量鉄骨協会による不燃化組立住宅に関す
13)

。そのなかで内田は，〈居住空間

。そもそも BE 論は，

具体的数値で表示すること〉を主張している。内田は居

当初から性能論（位置において要求される性能）と構法

住空間を，BE，機能，コストという互いに密接に関係す

論（部品とその取り付け）のふたつから考えられており，

る要素に分解した。こうしてコスト・マネジメントが

BE において部位と部品は同一のものとして考えられて

BE の操作に置換されたのである。1961 年の学位論文の

いた。たとえば BE が「空間の仕切り」と定義されるこ

中で，すでに内田はコスト・マネジメントの重要性を指

はバラバラに考えられていた
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摘していたが，その後 BE 論の性能論の体系の中でコス

の構法リスト化・性能把握を目指したのに対し，構法計

トの問題が論じられたことはなかった。むしろ従来の工

画学は部位毎の構法や性能を建築全体に統合し，建築全

程別積算から部位別積算への先鞭をつけたのは建設省住

体を計画していくことを目的とする。この変化の背景に

宅局の沢田光英である。1964 年から 65 年にかけて建設

は，当時の建築学が構造や環境などに細分化されている

省は，プレハブ建築協会に対して，BE の性能評価に関

との問題意識がある。

する研究を助成した。内田も参加したこの研究において，

構法計画学が，建築学の様々な分野を統合して構法を

BE 論にコスト・マネジメントを総合することで，当初

計画する分野であるとした場合，設計行為との違いが不

の設計論から，建築生産論へと転換していくことになる。

明瞭になる。実際，上記の協議会で内田は，構法計画で

コスト・マネジメントともうひとつ，BE 論が生産論

扱おうとする領域は，既に日々設計過程の中で行われて

へと展開する契機となったのが，モデュラーコーディネ

いるものだと述べている文

ーションの概念である。1950~60 年代から，内田はす

議会の主旨説明において，一つの建物を具体化する設計

でにモデュラーコーディネーションの発展に寄与してい

行為に対して，構法計画は「材料学，構造学などの学問

たが，あくまで設計論であり，BE 論においては，各 BE

的成果の資料を参考とするように構法計画的資料を作成

は個別・並列に考えられていた。しかし，プレハブ・シ

し，これを体系づけて設計に役立てる」ことを意図した

ステムにおいては，おのずと各建築部品の階層化と，派

ものだと述べている文

生するサブシステムが導かれる。プレハブに関する内田

（群）を対象とするのに対し，構法計画学は建築全般を

の最初の論考は，1963 年量産公営住宅について書かれ

対象としている。ただし，建築全体に当てはまる資料作

た

文 14)

。内田はここでモデュールを担当し，コストの観

15)

16)

。一方で宇野は，前掲の協

。つまり設計行為は特定の建築

成という構法計画学の目的は，BE 論当初の目的と同じ

点からモデュールを 900mm と定めている。

であり，70 年代に入って構法計画学が統合の学と意識
された場合に，設計行為との差を明確にするために持ち

4. 構法計画学のはじまり（構法計画移行期１）

出された特徴と捉えることができる。

1970 年代になると構法分野で「構法計画」という用
語が多く使われ始める。日本建築学会でも 1975 年に計

4.2 構法計画の特徴２：生産分野

画委員会の中に構法計画小委員会が設けられ，1977 年

第２の特徴として構法計画学では，扱う領域に生産分

の日本建築学会広島大会では「建築計画における構法計

野が加わる。構法計画について述べた 1973 年の論考で

画の役割」と題した研究協議会が開かれた。

内田は，要求条件に合った構法を実現する過程を，認識

この時期に構法計画分野が立ち上げられた背景には，

的な過程と実現的な過程に分類している。この実現的な

上杉の言うように「学会の中で構法分野の居場所がなか

過程とは，認識的な過程において要求条件とつき合わせ

った」ことも影響している。内田も建築学会で BE 論や

て決定された構法が「現実に『もの』として社会に現出

性能論を発表する分野が毎年違うなど，議論が深まらな

しあるいは消滅していく過程」であり 注 2) ，生産と読み

い点を課題と感じていた。

替えられるものである。このうち，要求条件と構法をつ
き合わせる認識的な過程は BE 論で既に提示されており，

それでは，構法計画分野はそれまでの構法学と実質的
に異なるものだろうか。1977 年の研究協議会の趣旨説

構法計画では BE 論に実現的な過程（生産）が加わった

明において，宇野は一般構造・各部構造と構法計画を比

と捉えることができる。

べ，一般構造・各部構造が「世の中で建物の造り方がほ

なお，構法分野において生産理論の必要性は 1960 年

ぼ一定しているとき，この造り方を分類，体系づけて教

代から指摘されていた。原は「Building Element の基

える学問」であるのに対し，構法計画は「今まで定着し

礎論」文

て来た工法の適用だけでは，もう建物を建てることは困

論に分類している。原は生産理論が必要になった理由と

難になって来た」時代の変化を受けて，「空間に対する

して，BE 論は「すでにでき上がった」構法を前提とし

何らかの客観的な裏付け」を得ることを目的とすると述

ており，構法を選べば「必然的に生産方式は定まる」も

べている文

。新しい材料，工法によって，空間の性能

のであったのに対し，現実には「部品の形態を決定す

がどう変わるかという視点は，1950 年代の BE 論とも共

る」ための理論として生産理論が必要になったとしてい

通するものである。しかし，BE 論，あるいは構法論と

る。当時既に，構法と生産方式は定石的な構法のように

比べた場合，70 年代以降の構法計画学にはいくつかの

１対１で対応しておらず，構法を決定するにあたっては，

特徴が見られる。以下に代表的な特徴を 3 点にまとめる。

その生産も含めて検討する必要が生じていた。

15)

17)

の中で，構法の決定理論を設計理論と生産理

生産分野の重要性が高まった背景には，新たな構法の
登場に加えて，生産の方法つまり工法の変化もある。市

4.1 構法計画の特徴１：統合の学

浦との対談の中で内田は，戦後は新しい材料を取り入れ

第１の特徴として，BE 論が建築を BE に分解し，BE 毎
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向）をまとめている文 20)。

ると構法がどうなるかが構法研究の課題だったが，その
後，建築生産の仕方が変わったため，「生産の仕方に応

パイロットハウスに続いて建設省は，1973 年に芦屋

じて構法がどう変わっていくか」が「構法計画の関心の

浜コンペを行った。当コンペにおいても内田は，審査専

中心」となったと述べている

文 18)

。

門委員長をつとめている。芦屋浜コンペでは，兵庫県芦
屋市の敷地に，公営住宅，公団住宅，公社住宅，民間住

4.3 構法計画の特徴３：開発への意識

宅計 3400 戸からなる複合的な高層集合住宅団地の提案

第３に，既存構法のデータベース化を行うそれまでの

が求められた。また，その応募者の資格は，提案の実現

構法学に対して，構法計画学では，新たな構法開発への

に関して責任と能力をもつ企業および企業連合とされ，

応用が強く意識され始める。特に性能論分野では，1960

住宅・建築産業に関わらず他産業の大企業も企業連合の

年代から建築の総合評価に向けた研究が進められてきた

一部として複数参加している。芦屋浜コンペでは，最終

が，それが住宅設備や工業化住宅の開発に使われるよう

的に ASTM（A：芦屋浜，S：新日本製鐵，T：竹中工務店，

になる。佐藤も指摘するように 1970 年以降，性能論の

高砂熱学工業，M：松下電工，松下興産）の提案が第 1

「生産目標の具体化」は「住宅の施策と直接的に結びつ

位とされた。芦屋浜コンペは，単独企業による 1 種類の

いて」いく

文 19)

。具体的に住宅の施策とは，設備ユニッ

住宅の提案であったパイロットハウスを都市的なスケー

ト試作競争やパイロットハウス技術提案競技（以下，パ

ルに拡大した提案競技と捉えることができる。

イロットハウス 1970），芦屋浜高層住宅プロジェクト

パイロットハウスおよび芦屋浜コンペでは，計画部門，

技術提案競技（以下，芦屋浜コンペ 1973）での審査を

生産部門など，部門毎に分かれた審査を元に，住宅全体，

指すが，これと内田および内田研究室との関わりについ

計画全体として総合的な判定を下した。内田および内田

ては後述する。

研究室は審査を担当する中で，各部門の審査に重み付け

同時に構法開発へという目的の変化は，構法のデータ

する手法を開発・適用した。このように様々な観点から

ベース化という BE 論以来の手法にも転換をもたらす。

の評価を，建築全体の評価に総合していく操作は，BE

内田は，構法計画研究を始めた頃，BE 論の限界を感じ

論と比較した場合の構法計画学の特徴と言えるものであ

た契機の一つとして，プレハブ住宅メーカーの存在を挙

る。また『建築技術』誌における芦屋浜コンペ審査に関

げている。プレハブ住宅の開発では，BE 論のように多

する記事で内田は「バランス・まとまり・一貫性といっ

くの時間をかけて構法のデータベース化を行うことはな

たものが評価の観点として不可欠」と，建築をシステム

いが，それでも構法は開発される。そうした手法では失

として捉える重要性も指摘している。

敗のリスクと引き換えに開発の速度は速まる。このよう

また，パイロットハウス，芦屋浜コンペにおいては，

に，構法の全体を把握した上で最適な構法を選ぶのでは

構法開発と設計者（建築家）との関係が問題になった。

なく，特定の条件下でそれに適した構法を選択・開発す

両プロジェクトとも建築家も企業と共同で参加すること

る方が，効率が良いと考えるようになったという聞取 7)。

ができたが，入選作に建築家からの提案は見られない。

ここまで述べてきたように，構法計画学の成立期の構

内田は当時，こうした技術提案コンペ審査に対し，建築

法研究には，プレハブ住宅やパイロットハウスなど，産

家から批判を受けたと述べている。一方で内田は，パイ

業側からの影響が見られる。そこで，次に内田研究室と

ロットハウスで入選した住宅・建築産業以外の企業が建

こうした産業側の事業との関わりについて検討する。

築をつくることは技術的には可能だが，「建築とはそれ
でいいんだろうか」と深刻な疑問をもっていたと述べて

5. 構法計画と産業との関わり（構法計画移行期２）

いる（雑誌『建築家』）。このように，工業化する建築

5.1 パイロットハウス・芦屋浜コンペ

産業と建築家の乖離が起こる中で，技術開発をいかに建

1970 年代はじめ，建設省は住宅の産業化，工業化の

築全体の質の向上に結びつけるかは，『建築生産のオー

ため産業側からの技術提案を求めて，提案競技をいくつ

プンシステム』につながる重要な課題と言える。

か行った。住宅生産の工業化を目指したパイロットハウ
スでは最終的に 17 の提案が入選とされた（1970 年 11

5.2 設備ユニット試作競技

月）。これらの大半はプレハブ住宅メーカーやゼネコン

パイロットハウスと並行して，設備ユニット試作競技

など，既に住宅・建築を大規模に供給している企業から

が行われた。この設備ユニットの試作競技と，パイロッ

注

トハウス，芦屋浜とを併せて，パイロットプロジェクト

。パイロットハウスで内田は，審査委員会の委員を務

と呼ばれることもある。内田は 1950 年頃からノイトラ

め，「パイロットハウス技術考案競技の審査」というタ

等を通じて設備ユニットに着目しており（GUP2 で設備

イトルで，審査の方針や審査結果および総論（審査方法

ユニットが見られる），設備ユニットの試作を化学メー

の課題，提案の傾向），各論（構造・住宅種別毎の傾

カーに持ちかけて断られるなどしている。そのため，建

の提案であり，新規性の高い提案はあまり見られない
3)
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設省が「建設技術研究補助金」を使って行う設備ユニッ

体・屋外設備等のノンシステムからなる。内田は学校施

トの開発は「渡りに船」だった。

設建設システム化・工業化委員会顧問として下記技術提

設備ユニット開発研究委員会には 7 つの分科会があり，

案競技の審査を行った。

内田は試作分科会および評定分科会の主査を務めている。

GSK でもパイロットハウスや芦屋浜コンペと同じく，

最初に行われた 1970 年度の試作では，浴室，便所，洗

技術提案競技が行われ，入選案がパイロットスクールと

面からなる 3 点サニタリーユニットが対象となった。試

して建設された。提案競技で募集されたのは上記の 8 サ

作分科会ではメーカーの意見も参考にしながら設計基準

ブシステム（換気/暖房は開発の対象外）についてであ

の作成を行い 1970 年 11 月に発表，これを元に民間企業

り，サブシステム入選案から 1 つずつ選んでパイロット

25 社が試作を行い 1971 年 4 月に試作体が搬入された。

スクールが建設された。GSK はサブシステム毎に技術提

1970 年度の設備ユニットの試作競技が盛況であったこ

案を求めた日本初の取り組みだった。技術提案は 1975

とから，1971 年度にはキッチンユニットについても試

年 3 月 10 日に締め切られ，8 サブシステム合計で 99 社

作研究が行われた。

から 36 案の提案があった（企業連合で応募した提案が

この設備ユニットの試作競争では，寸法，接続管取出

複数ある）。その後，1975 年 5 月 13 日に入選案 13，準

口位置，接合部の形式等が定められ，形状や材料等はメ

入選案 8 が決定し，1975 年 7 月 1 日から 10 月 2 日にパ

ーカーの開発に委ねるという性能発注の手法が取り入れ

イロットスクール建設（東京学芸大学大泉高校特別教

られた。設計条件を見ると，必要機能として「子供の使

室）と総合試験が行われた。1977 年 3 月には村上中・

用が可能なように十分考慮すること」や「床はすべらな

高等学校が GSK システムで建設された。

いように配慮すること」など，メーカーの自主的な開

GSK に続き，建設省官庁営繕部が建設する中小規模庁

発・改良を促す記載がなされている。設備ユニット試作

舎（300〜3000 ㎡）用システムズビルディングとして

競争の発注方法が KJ 部品の仕様発注と異なるため，メ

GOD （ Government

ーカーには戸惑いが見られた

聞取 8)

。

Office-Building

Development

System）が開発された。開発にあたっては，需要量を確

設備ユニット試作競争で行われた性能発注では，試作

保するため，国の庁舎よりも地方自治体の庁舎や民間の

条件，設計基準の作成が重要な課題となった 注 4) 。性能

事務所建築にも使用できるオープンシステムとすること

発注によって優れた構法・部品の開発を促さねばならな

が意図されている文 23)。

い。ここに定石化した構法・部品を選択する静的なモデ

GOD システム開発は 1974 年度建設省庁舎プレハブ化

ルから，構法・部品開発を継続的に促す動的なモデルへ

委員会が設置されたことに始まる。内田は 1975 年度日

の変化が見られる。性能規定・性能発注への変化は，仕

本鋼構造協会内に設置された庁舎開発特別委員会の委員

様規定によって陳腐化した KJ 部品と，それを受けて開

長及び特別委員会の下に設置された 6 分科会の内 MC 分

始された BL 部品との関係とも共通するもので，『建築

科会とインターフェイス分科会の主査を務めている文

24)

。

GOD では，構造，外周壁，天井，間仕切，便所，電気，

生産のオープンシステム』でもたびたび取り上げられて

空調の 7 種類のサブシステムが設定された。また，7 種

いる。

類のサブシステムに加えて非サブシステムと非カタログ
6. システムズビルディング（構法計画展開期１）

化部分という 2 つのノンシステムが設定されている。非

6.1 GSK と GOD

サブシステム化部分とは，7 種類のサブシステムに属さ

KJ 部品や設備ユニット試作のような部品単体の開発，

ない建築の部分である。また非カタログ化部分は，メー

あるいはパイロットハウスのような建物全体のクローズ

カーがカタログ化・標準部品化していない部分である。

ドシステム開発に続いて，1970 年代からは，オープン

GOD でもパイロット庁舎建設が行われ，1977 年 3 月に筑

システムとして建築全体を開発する動きが見られ始める。

波（関東財務局水戸財務部筑波出張所），1978 年 3 月
に長野に試作庁舎（長野営繕工事事務所）が建設された。

深尾が述べるように全体構法としてのシステムズビル

GSK，GOD ともにサブシステム毎に開発を行い，サブ

ディングは住宅や庁舎に先駆けて学校建築で始められた
文 21)

。GSK（学校施設建築の頭文字）は学校建築のシス

システムを総合させたトータルシステムを生産するシス

テム化を目指し，首都圏 27 都市からなる「学校施設建

テムズビルディングである。また，両者ともサブシステ

設システム化・工業化委員会」が主体となり，社団法人

ムの互換性を考慮したオープンシステムである。しかし，

文 22)

。当

GSK，GOD ともに普及することはなく，数棟から十数棟

機構作成の「学校のビルディングシステム実施計画」

を試験的に建築してプロジェクトは終了する。GSK，GOD

（1975 年 9 月）によれば GSK は，構造，外周壁，屋根，

が普及しなかった理由として，施工者，設計者双方にメ

間仕切，天井／照明，内装，電気／電子，機械衛生設備，

リットが少ないこと，サブシステム開発を促すには需要

換気／暖房の 9 つのサブシステムと，基礎杭・基礎躯

が限られていたことの 2 点があげられる。

教育施設開発機構が具体的な開発業務を行った
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オープンな部品システム」とされている文 26)。

まず施工者，施工者のメリットについて，システムズ
ビルディングでは，サブシステムを指定されるため，一

KEP 開発は，先の２つの開発の流れを引き継ぎ，部品

式請負に比べて，施工者の請負金額や利益が減少する。

システム開発・試作，実験住宅躯体の設計・建設に大別

これに対して，サブシステムの管理や施工監理といった

されていた。このうち日本住宅公団から住宅部品開発セ

設計者の作業量は増加するが，増加した分の設計料は支

ンターに研究委託された前者の主査を内田が務めた文

払われにくい。内田はアメリカのシステムズビルディン

後述する KEP‐Ⅱ段階でも，内田は KEP 総合委員会委員

グでは，設計料が通常の設計よりも加算されたと『建築

長および第一専門部会（部品の分割単位，建物の寸法調

生産のオープンシステム』において指摘している。加え

整を検討。第二専門部会は生産や社会への効果，第三専

て内田は設計料の増加が難しい背景として，システムビ

門部会は部品の選択を検討）の主査を務めている文 27)。

26)

KEP は当初，GSK や GOD と同様にオープンな部品シス

ルディングの開発主体が，システムズビルディングを量
産化や標準設計の利用によってコスト低下を実現する手

テム確立を目指したものであったが，徐々に居住者参加

法と考えていたことを挙げている聞取 9)。

や間取りの可変性，そのための寸法調整，部品分割ルー

第 2 の理由として，GSK，GOD では需要が限られてい

ルが主要なテーマとなる。内田研究室が中心となってま

たため，サブシステムの自発的な開発が行われなかった

とめた『住宅生産のʼ70 年代』には「1973 年に KEP 研

ことが挙げられる。サブシステムをアセンブリーするシ

究が始められた頃は，現在の KEP とはかなり方向の違う

ステムズビルディングでは，サブシステムがカタログ化

ものであった。それは，かなり単純に住宅公団の建設す

されていることが前提になる。しかし，カタログ化の前

る集合住宅で躯体を除く内外装部品を今後どのように部

提としてある程度の規模のシステムズビルディングが建

品化していくかをさぐるものであった。それまで個々バ

設されており，サブシステム毎に複数のメーカーが開発

ラバラに研究されていたものを集大成し，部品化率・工

を行っている必要がある。GOD システムマニュアルでは，

業化率を高めることに主たる狙いがあった。また，住戸

GOD システムの理想像として，サブシステムメーカーを

の間取りの順応性が研究の一つの焦点でもあったが，建

認定し，その部品をカタログ化するとともに，性能使用

設時における居住者（オープンハウジング）などは，意

による発注を行い新規メーカーの参入を促し，設計の自

識されていなかった」とあり，オープンハウジングのテ

由度やシステムの柔軟性が高まるという好循環をあげて

ーマは開発を行う中で見いだされたとされている文 28)。

いる。しかし，このようなオープンなサブシステム開発

先述の公団研究所報（1975 年 8 月）ではさらに，

は行われなかった。船越は GOD のサブシステム開発につ

「KEP システムがもたらす可能性」として，工業化の推

いて「オープンコンペティション」のような形も検討さ

進，現場施工の合理化などとともに，「住宅プランのフ

れたがスケジュール的に不可能に近く，「結局従来経験

レキシビリティ」や「造作や設備機器の更新性」，「居

や蓄積のあるメーカー（GSK システムなどで

）を選ん

住空間の賃貸，または分譲による住宅供給」など，間取

で，指名コンペのような形で技術提案を求めることとし

りの柔軟性や後の SI 住宅にもつながる内容に触れられ

文 25」

」と述べている。結果的には GSK，GOD ともに数

て い る 。 1975 年 の 時 点 で ， CHS （ Century Housing

棟から十数棟程度の発注にとどまり，部品メーカーの開

System）等につながる長寿命化もオープンシステムの利

発意欲を刺激するには量が限られていたと言える。内田

点の１つと認識されていたことが分かる。

た

。

は，学校や庁舎といった用途を限定せずに部品を開発し
た方が発注量はまとめられるが，それぞれの開発主体が
縦割で，共同で開発を行うことは難しかったと述べた
取 10)

7. 建築生産のオープンシステム（構法計画展開期２）

聞

7.1 『オープンシステム』執筆の動機

。

1977 年 8 月『建築生産のオープンシステム』が出版
される。それまでの内田の出版物は，設計事例集やプレ

6.2 KEP

ハブ建築を対象とした一般向け図書などであり，専門的

1973 年 に 開 始 し た KEP （ Kodan Experimental

な研究書としては初めてのものである。システムズビル

Project）は，日本住宅公団によるオープン部品を利用

ディング，住宅部品開発，組織論，モデュラーコーディ

した可変的な住宅開発プロジェクトである。GSK，GOD

ネーションなど広範な内容を扱っていることからも，そ

に対して KEP は，公団住宅という一定の発注量が見込め

れまでの研究を総合的にまとめた内容である。

るシステムズビルディングであった。1975 年 8 月の公

『建築生産のオープンシステム』を書いた理由につい

団研究所報では KEP について，住宅公団が行ってきた

て，内田は，１）BE 論のように既存の構法，建築技術

「単位部品の開発」と「構造躯体の工業化」という 2 つ

をまとめても変化が大きく耐用年数が短い，２）耐用年

の開発の流れを合わせた「様々な躯体工法形状に対応で

数が長いものとしてモデュラーコーディネーションを考

きて，住戸全体を，ほぼ部品によって形成しうるような，

えた，３）プレハブの研究からモデュラーコーディネー
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ションとオープンシステム（建築生産性）が結びつくと
気づいた，の 3 点をあげた

聞取 11)

あらたに焦点があてられたのは，仕事と寿命のコーディ

。

ネーションである。このことが，内田を日本の伝統構法

1 つ目の BE 論の耐用年数が短いことについては，BE

の世界へと目を向けさせることになる。

論の限界に関する箇所でも述べた。また，この記述は，
変化し続ける技術を講義するにあたって，「技術を伝え

7.4

伝統構法におけるオープンシステム

る場合には，技術そのものを伝える以上に，それぞれの

堀口捨己ゼミに参加していた内田が，早くから日本建

技術がときどきの社会の要請に如何に答えてきたかを伝

築に対する素養を育んでいたことは間違いない。しかし

えるべき文 29)」という内田の主張にも通じる。

1967 年には，彼はそれがオープンシステムのひとつの

2 つ目の耐用年数が長いものとしてのモデュラーコー

モデルになるとは考えていなかった。伝統的な職人の技

ディネーションであるが，これは内田が設計活動におい

術の高さを賞賛する一方で，それらは文化財建造物とい

て追求してきたものである。

った限定的な技術としてのみ生き残っていくものだろう
と述べている文

3 番目のプレハブの研究からモデュラーコーディネー

32)

。しかし 1970 年には，内田は日本の

ションとオープンシステム（建築生産性）が結びついた

伝統建築の部品システム，とくに畳や建具において，MC

とは，プレハブ大型部品において，その互換性のために

と仕事の対応，reference line と delivery line の対

モデュラーコーディネーションが必要になったことを指

応を指摘してパネル工法として理解している文 33)。

す。先述のように，内田はモデュラーコーディネーショ

『オープンシステム』のなかで内田は，複数のビルデ

ンを設計活動のためのものと見なしてきた。一方で，プ

ィングシステムの共通項を一般化してまとめると共に，

レハブ住宅については，多様化の中でプレハブとマスプ

オープンシステムの原理を日本の伝統建築システムにも

ロをどのように妥協させるかを課題と捉えていた。しか

見いだす。オープンシステムを通じて，日本建築を再発

し，設備ユニットの試作競技や，日本住宅部品開発セン

見したのか，日本建築がオープンシステムの一側面を示

ターの設立（1973 年）に見られるように大型プレハブ

唆したのかは曖昧である。大野も 70 年代後半から木造

部品の開発やそのオープン化が盛んになった。ここに，

への関心を強めていくが，内田も 80 年代，伝統木造構

大型化したプレハブ部品がモデュラーコーディネーショ

法へと向かい，その後の木造文化財建造物の構法の研究

ンによって互換性を持ち，オープン化・システム化され

へとつながっていく。

て不特定多数の需要を集約できるというオープンシステ
ムの全体像が浮かび上がった文

30)

。これがプレハブの研

8. 結論

究からモデュラーコーディネーションとオープンシステ

本論では内田の研究史に 3 つの時期を定めた。1) 構法

ムが結びついたということである。

成立論（1960 年前後），2)構法計画移行期（1960 年

7.2 コーディネーションからサスティナブルへ

1) 内田は建築設計を科学的かつ設計者の視点から構法

代）3) 構法計画展開期（1970 年頃~1977）。
1970 年代には，いまだ「サスティナブル」という語

を捉えていた。BE 論の動機は，一般構造の近代化に

は一般的ではなかったが，内田は建築部位，建築部品，

あり，合理化・工業化として同時代の建築家にも広

サブシステムの寿命をすでに考えていた。ひとつの建物

く共有されていた。建築部位と性能の総覧という BE

の中には，複数のライフスパンが存在する。内田が，BE

論当初の目的は未完に終わるが，設計論から生産ロ

とコストによって建物の機能評価を整理したことはすで

へと展開していく。

に述べた。『オープンシステム』においては，BE，性

2) 大学での研究と並行して，内田は様々な後のオープ

能・機能，コストの三対に加えて，寿命という観点が導

ンビルディングへと繋がるプロジェクトに関係した。

入される。MC は文字通りには，建物各部の位置と大き

開発と生産に係る理論と実践から，内田は分析的方

さに関する方法論である。しかし寿命の問題を考えるに

法論であった建築構法，統合の学としての構法計画

あたって，この MC が重要な役割を果たすことになる。

へと発展させていく。

MC によって建築各部の時間的関係（寿命）が位置的関

3) 内田の建築の理論と実践は本格的にシステムビルデ

係に置換される。この意味において，MC はタイム・ス

ィングへと展開していく。コスト・マネジメントと

ケールのコーディネーションとなるのである。

ジョブ・マネジメントの概念を MC 論と結びつけると

大野勝彦は 1980 年に，部品化建築論におけるコーデ

ともに，生産性，寿命，住民参加等の問題の重要性

ィネーションの 6 つの手法を提示している。平面計画，

を，とくに KEP において得ることになった。建築構

モデュール，空間性能，ライフサイクル，仕事，生産ロ

法計画は，サブシステムの自律的でフレキシブルな

ットの 6 つである

文 31)

。内田はすでに，BE，性能，仕事，

コストについて論じていた，オープンシステムにおいて

展開を可能とする，時間と空間に亙る総合的なコー
ディネーションシステムを構想したのである。
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＜注＞
1） すでに住宅行政の側から国土交通省国土交通政策研究
所編：住宅・建築行政オーラルヒストリー、国土交通
省国土交通政策研究所，2007.6 が纏められている。ま
た村松貞次郎による父内田祥三への聞き取りが近年活
字化されている。内田祥三，村松貞次郎：東京大学旧
職員インタビュー内田祥三談話速記録，東京大学史紀
要，No. 19~26，2001~2008
2） 尚，内田は実現的な過程を生産，流通，管理，組織に
分類しているが，これは建築を物的に実現する広義の
生産分野と捉えることができる。内田祥哉他：構法計
画の体系化について―構法の位置づけとその構成―，
日本建築学会学術講演梗概集（東北），pp. 549-550，
1973.10
3） 審査各論で杉山は，知名度の高いプレハブメーカーの
提案について，「手堅い」，「そつのない」，「つぼ
を心得た」，「外野犠牲フライ」のような提案と述べ
ている。杉山英男，「３．審査各論 1（建築性能等）
３．１概要」「パイロットハウス技術考案集」，
pp.12-13, 日本建築センター，1971.3 月
4） 「今回の研究は技術的に優れた開発をすることが目的
ではなく，工業化と普及を図るため，構造と設置の基
準を作ることが目的であった。従ってこの研究におけ
る試作は作業仮説としての基準案を試作を通じて再検
討し，よりよい基準を作るための一つの方法的手段で
あった。そこで試作分科会は，はじめに極めて勢力を
集中して設計基準を作成した」財団法人日本建築セン
ター：住宅用設備ユニットの構造及び設備の基準に関
する研究報告書，p. 4
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外部からの気候みたいなことをやってました。で，そ
れを室内にどう実現するかっていう話は，実は井上宇
一さんが，戦後ずっと担ってきたんじゃないかと僕は
思っています。だから，日建設計の中に井上宇一さん
のお弟子さんがたくさん育って，そして，人工環境論
っていうなのは，どっちかって言うと，井上宇一さん
のお弟子さんたちがかなり大きな成果を収める。それ
で平山先生のところは，それにこう，ビルディング・
エレメント論でいえば，外部の作用する力のほうに主
力があって，それが音・光・熱と分かれていくために，
そういう専門家がまたやたらと増えて，それが横のつ
ながりがないために苦労する結果になるわけですよね。
中の，家の中のところへはなかなか入って行かない。
それに対して，もう一つ循環器系みたいな研究があっ
て，それは斎藤平蔵さんだとか，あの，鎌田くんだと
か，ああいう，研究を一つつくるんだけど。循環器系
のような考え方と井上宇一さんの考え方とはまた違う
でしょ。その両方のどこにもビルディング・エレメン
トの対環境政策というのは入ってこないんですよね。
あの，なんていうかな，断熱係数とかなんとかいうの
は，壁とか床とか，そういうものではデータはあるん
だけど，実際の環境の計算みたいなのは，そういうも
のをなんとなくこう全体をまとめてやっちゃう。その
時に，ペアガラスだのなんだのを，一つずつ取り上げ
てやるのは，材料のところにはあるんだけども，壁全
体としての取り扱いっていうのは，部屋全体を扱って
いるような人のところにもあんまりないというんで，
床・壁・天井の性能っていうのは，ビルディング・エ
レメント論でやんなきゃいけないのかなという感じを
もってた。」（2009 年 10 月 13 日）
5） 内田祥哉氏聞き取り第 5 回「うん，でもねぇ，あの，
スケール感がないですよ。床，壁，天井って言っても。
床は大きいのと，小っちゃいのとまったく対等だし，
壁も階高が高いのと低いのとは区別しないし。だから，
空間のこの拡がりをビルディング・エレメント論って
いうのは意識してないと思いますね。だから，その拡
がりを意識すると，大高なんかが言ってる空間論にな
っていくんじゃないかな。それが計画の吉武先生とは
違ったね。いわゆる設計屋さんの空間論になっていく。
僕も設計やるときはそういうことは考えるんですよ。
考えるんだけどね，あの頃の設計っていうのは，そん
なに余裕がないから，だから吹き抜けなんていうのは
贅沢の限りで，吹き抜けがなくても仕事ができればい
いわ，ってそういう感じでしたね。」
「だからビルディング・エレメント論では，やっぱり，
窓と壁の区別はないんですよね。性能の上での区別だ
けでね。そういう感じ。室内環境論で言うと，建物全
体が，どうなってるかということが分かればいいんで，
一つずつのエレメントがどうであるかっていうことは，
たいして問題にしてないんだろうと思いますね。もち
ろん，足し算で分かればいいんだろうけど，なかなか
足し算で分からないから，むしろ最初に建物全体を捉
えちゃう方向でいってるんじゃないかと思いますけど
ね。」（2009 年 10 月 13 日）
6） 内田祥哉氏聞き取り第 5 回「建築全体かどうかは分か
らないけど，その頃，ちょっとやっぱり僕は，各部構
造の考え方に影響を受けてますからね。だから，屋根
はどういうふうにするかとか，壁はどういうふうにす
るかっていうところから，出発していたんだと思いま
すね。それで，屋根と壁と床と全部合わせてどうする
かっていうのは，設計の話で。というふうに理解をし
ていたんじゃないかな。」「そうそう。あのビルディ
ング・エレメント論をやったころは屋根と壁と床はバ
ラバラだったと思いますね。設計はそうはいかないか
ら，そこはあわせられなきゃいけないんだけれど。そ

＜内田祥哉聞き取り＞
内田氏への聞き取りは，本助成以前より行なっていた。下記
に実施回と実施日を列挙する。場所はすべて内田祥哉建築研究
室（東京都）。本論で参照した回に(*)を付した。聞き取り全
文は別冊とする。また内田氏所蔵資料調査も進めた。
第1回
2009 年 6 月 15 日
第2回
2009 年 7 月 3 日
第3回
2009 年 8 月 10 日
第4回
2009 年 9 月 14 日
第 5 回*
2009 年 10 月 13 日
第6回
2009 年 11 月 25 日
第7回
2010 年 1 月 18 日
第 8 回*
2010 年 2 月 22 日
第 9 回*
2010 年 3 月 29 日
第 10 回*
2010 年 4 月 26 日
第 11 回
2010 年 5 月 26 日
第 12 回
2010 年 7 月 2 日
第 13 回
2010 年 9 月 1 日
第 14 回
2010 年 10 月 25 日
第 15 回
2010 年 11 月 19 日
第 16 回
2011 年 2 月 4 日
第 17 回
2011 年 5 月 18 日
第 18 回
2011 年 9 月 26 日
他に，本論では井口洋佑氏，上杉啓氏への聞き取りを参照し
ている。
井口洋佑氏聞き取り 2011 年 11 月 12 日
上杉啓氏聞き取り
2012 年 1 月 26 日
1） 内田祥哉氏聞き取り第 5 回「それから，一般構造って
言うのは，設計に関係があるっていうのは思ってたか
ら，そう不自然も感じなかったけど，でもね，やっぱ
り設計のほうが面白いからね。研究っていうものに不
安がありましたよね。」「設計をやりながらっていう
のが構法の筋だとぼくは思ってたから。〔中略〕一般
構造が設計だと思ってましたからね。」（2009 年 10
月 13 日）
2） 内田祥哉氏聞き取り第 5 回「やっぱりね，さっきも
言ったように，大学院生が増えてくるのと，それから
雨仕舞もやります，その，左官もやりますね，という
ようなこともあるんだけど，なんとなく散漫でしょ。
研究がね。それで一体その何の研究をやってるんです
かって言われた時にさ，雨仕舞もやりましたけども，
モルタル防水もやりましたし，それから取付強度もや
りましたって，色々あるんだけど，なんとなく散漫で
もう少しやっぱり筋の通ったものをやりたいと，それ
で筋の通った話を学生としたいという気持ちから，そ
の研究とは全く関係なしに，一般構造とは何かという
話を学生と始めたんですね。」（2009 年 10 月 13 日）
3） 内田祥哉氏聞き取り第 5 回「それでどうも，一般構造
っていうと，一般ていう言葉がね，あんまり。それは
誰でも思うので。よくないんで，なんか，いい言葉は
ないかという話になって。岸田先生が構法っていう言
葉を使っていた。それで，松下さんも構法っていう言
葉は良い言葉だというふうに思っていた。じゃあ，そ
の辺りで，構法という言葉で，構法とは何かというの
を，やろうかなと。」（2009 年 10 月 13 日）
4） 内田祥哉氏聞き取り第 5 回「あの時はそうですね，今
のような環境論がなかったから。〔中略〕ああいう環
境設計ってものがない時代には，やっぱり構法の問題
だっていう風に。その辺り難しいっていうか，そうや
っていくと，どんどんまた専門が出ていっちゃうでし
ょ。」「あの頃はね，僕なんかもまだ，分かっていま
せんでしたけどね，平山先生が，〔中略〕ようするに
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れから，環境になると，屋根と床とバラバラでは，い
かないから。今，あの室蘭工業大学の鎌田［紀彦］君
なんかは，そこを一緒にしてやってると思いますね。
それから，生産論になるとね，やっぱり，箱にして造
るか，パネルにして造るかっていうことをやんなきゃ
いけないから，それはまた，各部構造とは違ってくる
と思いますけどね。ビルディング・エレメント論のあ
の論文書いてた頃は，やっぱり，バラバラだったと思
いますね。」（2009 年 10 月 13 日）
7） 内田祥哉氏聞き取り第 5 回「例えばね。プレハブ会社
なんか見てるとね。我々がやっているようなばかばか
しい量の仕事をこなして，１つ１つ新しい製品をつく
るというようなことではないわけですよ。行き当たり
ばったり的なところもあるけれど，多少は飛び飛びに
探りを入れながらやっていく。それで，失敗するのも
あるけど，早いのもあるんです。そういうのを見てる
と，やっぱりそう簡単にトータルが掴めるものではな
いというふうに思うようになったんですね。だから，
その場に応じてその場のことを考えるほうが，効率が
いいというふうに思いますね」（2009 年 10 月 13 日）
8） 内田祥哉氏聞き取り第 8 回「部品，設備ユニットの発
注は，『こういう質問が来たんだけどどうしたらいい
でしょうか』ってのはしょっちゅう来ましたね。（中
略）例えば KJ 部品なんかで，サッシをアルミで作っ
てたでしょ。で，アルミの会社は，アルミの KJ 部品
にしか応募できない。スチールの会社はスチールの KJ
部品にしか応募できない。で，『今度の設備ユニット
は鉄ですかアルミですか』っていうような質問がくる
んですよ。だから，『鉄でもアルミでも（性能が：著
者注）良ければいいんですよ』っていうような答えを
出してやる。そうすると，向こうは困って，建設省に
また何遍も聞きにいくわけ。」（2010 年 2 月 22 日）
9） 内田祥哉氏聞き取り第 10 回「ことにねぇ，GOD のごと
きはね。あのぉ，ようするに建設省の営繕がどうもね
ぇ。プレハブ量産から遅れてるっていう印象をもつわ
け。で，その印象，遅れのためにね，なんかプレハブ
らしく量産らしいものを，やりたいと，それでプロジ
ェクトをつくるから僕に参加しろって言われて，そこ
に参加した時に見るとね。建設省の営繕っていうのは
一つとして同じものつくってないんですよね。あのぉ，
住宅局のね。住宅生産課っていうのは，鈴木成文さん
が言ってたように，Ｃ51 とかいうスタイル決めて，今
年 1 年間これでやるんだっていう量産にのっかってく
わけでしょ。ところが，建設省営繕っていうのはさぁ，
ほうぼうから予算がまわってきてね。〔中略〕あの，
いろんなところから来た予算で，めったやたらと細か
い仕事やってるわけです。で，それをね。なんとかし
て量産でやれないかっていう相談を受けたんです。だ
から，それにはね，システムズビルディングはいいん
じゃないか。で，彼らはねぇ。仕事をさばくためにど
ういうことをやってるかというと，日本が，戦後ずっ
とやってきたのと同じように標準設計つくるわけです。
で，標準設計っていうのはねぇ，何が節約されるかっ
ていうと設計が節約される。設計人員が節約される。
現場いくとね。標準設計だからといって標準部品を使
ってるわけでもなくて，標準仕様書くらい使うけど，
それはコンクリートの仕様が，スランプがどうのこう
の言って。だけどね。現場では何一つね。その量産部
品なんて使ってないわけですよ。〔中略〕まぁ，設計
も生産面の一つだから，設計図が青図になってて，そ
れを青図に焼いてやる。だから，設計料は青写真の焼
き代だけでいいはずだという，そういう論理なんです
よ。」（2010 年 4 月 26 日）
10） 内田祥哉氏聞き取り第 10 回「GOD と GSK で違いがある
かというと，僕はないと思ってるんです。全く違いな

いんだけど，GOD っていうのは建設省営繕がやってる
ことで，GSK っていうのは文部省教育施設局がやって
ることで，それが同じ名前では（笑）メンツが立たな
いというそれくらいの理由で，こちらは同じ（おんな
じとおっしゃっています，他もその場合が多い）だと
思っているわけですね。で，CHS は建設省住宅局がや
ってる。KEP は住宅公団がやってる。やっぱり同じ名
前じゃ成り立たないからそうやって次々と名前が。」
「僕はねぇ，BL なんてものは，本当は KEP だけじゃな
くてね。あそこで，GOD とかね。あの，GSK とか，あ
あいう部品も一緒につくってもらえばね，それで募集
してもらえばね，一挙に解決したと思ってるんですよ。
今でも。にもかかわらず，住宅局は建築を扱えないと
いう，何とも言えない，あの，束縛の中にあって，そ
れで，学校建築の部品を住宅局がつくるとは何事かと
いうそういう感じになるんですよ。それで，学校建築
については船越君とか，ああいう学校建築グループが
いるでしょ。そういう建築家の中のグループでも，ま
あ，船越君のところなんかも住宅もやるけどね。住宅
をやってる人が学校に手を出そうとすると，すぐにあ
の鋏でちょん切られるようなところがあるからね。だ
から，なかなか住宅局が，ましてや，建設省営繕の部
品をつくるなんてことはとんでもない話で。」（2010
年 4 月 26 日）
11） 内田祥哉氏聞き取り第 9 回「BE 論でこういう論文
（本）は書けない。建築のデータなんて 10 年じゃな
くて 2，3 年ももたない。そんなもんで論文を書くの
は癪だから，もう少し耐久性のある論文を書いてみた
いと思っていた。（中略）流されないものを論文とし
てはつくりたいというのがオープンシステムの一番大
きな原因で。それで流されないものは何かというと，
それはモデュラーコーディネーションじゃないかと思
った。それでモデュラーコーディネーションを使って
やろうという時に，モデュラーコーディネーションは
結局オープンシステムのためのものだということをね，
プレハブをやりながら感じたわけですよ。それでオー
プンシステムとモデュラーコーディネーションが結び
ついたんだけど，そもそもモデュラーコーディネーシ
ョンはデザインのためのものとして僕はやっていたわ
けで，そのモデュラーコーディネーションが建築生産
性と結びつくなんてことは僕は夢にも思ってなかった。
で，それが結びついたんで，それなら論文，本が書け
るんじゃないかと思った。」（2010 年 3 月 29 日）
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